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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 17171717分分分分 照屋照屋照屋照屋　　　　守之守之守之守之（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 しまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばのしまくとぅばの普及普及普及普及についてについてについてについて

((((1111)))) 目的目的目的目的とととと方法方法方法方法。。。。

2222 埋立承認取埋立承認取埋立承認取埋立承認取りりりり消消消消しについてしについてしについてしについて

((((1111)))) 国国国国はははは埋立法埋立法埋立法埋立法のののの手続手続手続手続によってによってによってによって責任責任責任責任をををを果果果果たしたしたしたし、、、、県県県県はははは９９９９カカカカ月月月月かけてかけてかけてかけて審査審査審査審査してしてしてして責任責任責任責任をををを果果果果たしたたしたたしたたした。。。。県県県県
及及及及びびびび県知事県知事県知事県知事のののの果果果果たしたたしたたしたたした責任責任責任責任をををを放棄放棄放棄放棄してしてしてして、、、、今今今今なぜなぜなぜなぜ承認取承認取承認取承認取りりりり消消消消しかしかしかしか。。。。

3333 国国国国とととと県県県県とのとのとのとの集中協議集中協議集中協議集中協議についてについてについてについて

((((1111)))) 目的目的目的目的とととと成果成果成果成果はははは。。。。

4444 沖縄振興一括交付金制度沖縄振興一括交付金制度沖縄振興一括交付金制度沖縄振興一括交付金制度についてについてについてについて

((((1111)))) 県及県及県及県及びびびび市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業のののの現状現状現状現状。。。。

((((2222)))) 繰越事業繰越事業繰越事業繰越事業のののの要因要因要因要因とととと説明説明説明説明。。。。

((((3333)))) 平成平成平成平成28282828年度予算化年度予算化年度予算化年度予算化にににに向向向向けてのけてのけてのけての課題課題課題課題。。。。

5555 国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会でのでのでのでの演説演説演説演説についてについてについてについて

((((1111)))) 目的目的目的目的。。。。

((((2222)))) 以前以前以前以前にににに国連人権機関国連人権機関国連人権機関国連人権機関はははは、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民をををを先住民族先住民族先住民族先住民族とととと認認認認めるようめるようめるようめるよう日本政府日本政府日本政府日本政府にににに勧告勧告勧告勧告したがしたがしたがしたが、、、、このここのここのここのこ
とはとはとはとは沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県からのからのからのからの要求要求要求要求にににに対対対対してしてしてして行行行行われたのかわれたのかわれたのかわれたのか。。。。そのそのそのその経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



2

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 17171717分分分分 翁長翁長翁長翁長　　　　政俊政俊政俊政俊（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事がががが第第第第30303030回国連人権理事会回国連人権理事会回国連人権理事会回国連人権理事会のののの一般討論一般討論一般討論一般討論においてにおいてにおいてにおいて、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権やややや人権人権人権人権がががが
ないがしろにされないがしろにされないがしろにされないがしろにされ差別差別差別差別をををを受受受受けているとけているとけているとけていると演説演説演説演説したしたしたした真意真意真意真意をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 「「「「辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに関関関関するするするする集中討議集中討議集中討議集中討議」」」」のののの結果結果結果結果はははは当初当初当初当初のののの予想予想予想予想どおりどおりどおりどおり、、、、双方双方双方双方のののの意見意見意見意見がかみがかみがかみがかみ合合合合わずわずわずわず
決裂決裂決裂決裂したしたしたした。。。。

ｱｱｱｱ 集中協議集中協議集中協議集中協議のののの決裂結果決裂結果決裂結果決裂結果のののの検証検証検証検証はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。またまたまたまた、、、、集中協議集中協議集中協議集中協議でででで国国国国とととと議論議論議論議論したしたしたした内容内容内容内容
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 県県県県がががが求求求求めためためためた新新新新たなたなたなたな協議機関協議機関協議機関協議機関がががが設置設置設置設置されたされたされたされた。。。。そのそのそのその評価評価評価評価とととと狙狙狙狙いはいはいはいは、、、、協議協議協議協議するするするする課題課題課題課題とととと国国国国へへへへ期期期期
待待待待するものはするものはするものはするものは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米をサポートしたをサポートしたをサポートしたをサポートした下地幹郎衆議院議員下地幹郎衆議院議員下地幹郎衆議院議員下地幹郎衆議院議員とととと、、、、ワシントンでのワシントンでのワシントンでのワシントンでの要人会見要人会見要人会見要人会見にににに至至至至るプロセスるプロセスるプロセスるプロセス
とととと、、、、そのそのそのその後後後後のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 先島諸島先島諸島先島諸島先島諸島へのへのへのへの自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備自衛隊配備についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事のののの賛否賛否賛否賛否がががが明確明確明確明確にににに示示示示されていないされていないされていないされていない。。。。明快明快明快明快なななな答弁答弁答弁答弁
をいただをいただをいただをいただききききたいたいたいたい。。。。

((((5555)))) 翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事がががが示示示示したしたしたした腹八腹八腹八腹八分論分論分論分論のののの政治政治政治政治ススススタタタタンスはンスはンスはンスは、、、、保守保守保守保守政治政治政治政治家家家家をををを自認自認自認自認するするするする自自自自身身身身のののの政政政政策策策策でででで示示示示
すすすすべきべきべきべきででででああああるがるがるがるが、、、、今日今日今日今日のののの言動言動言動言動はははは大大大大ききききくくくく立立立立ちちちち位置位置位置位置がががが変変変変化化化化したとしたとしたとしたと解解解解されるがされるがされるがされるが、、、、知事知事知事知事のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興特特特特別別別別推進推進推進推進交付金交付金交付金交付金のののの執執執執行行行行率率率率のののの課題課題課題課題がががが指摘指摘指摘指摘されされされされ、、、、そのそのそのその改善改善改善改善がががが求求求求められていましたがめられていましたがめられていましたがめられていましたが、、、、
今年度今年度今年度今年度のののの見見見見通通通通しとしとしとしと対対対対策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 久久久久辺辺辺辺３３３３区区区区からのからのからのからの要要要要望望望望でででで、、、、内内内内閣閣閣閣府府府府とととと防防防防衛衛衛衛省省省省がががが直接直接直接直接振興振興振興振興策策策策をををを入入入入れるれるれるれる、、、、新新新新たなたなたなたな予算予算予算予算処処処処置置置置ののののあああありりりり方方方方をををを
検討検討検討検討していることにしていることにしていることにしていることに対対対対するするするする県県県県のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 17171717分分分分 具志具志具志具志　　　　孝助孝助孝助孝助（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 普普普普天天天天間間間間飛飛飛飛行行行行場返還場返還場返還場返還のののの見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。

2222 戦没戦没戦没戦没者者者者慰霊慰霊慰霊慰霊事業事業事業事業についてについてについてについて

((((1111)))) 現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

3333 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 17171717分分分分 新垣新垣新垣新垣　　　　哲司哲司哲司哲司（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢とととと普普普普天天天天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場移設移設移設移設についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 知事知事知事知事はははは前知事前知事前知事前知事のなしたのなしたのなしたのなした埋立承認取埋立承認取埋立承認取埋立承認取りりりり消消消消しをしをしをしを表明表明表明表明したがしたがしたがしたが、、、、第第第第三三三三者者者者委委委委員会員会員会員会報報報報告告告告からようやくからようやくからようやくからようやく
取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを決決決決断断断断したしたしたした。。。。取取取取りりりり消消消消しをしをしをしを公約公約公約公約にににに掲掲掲掲げげげげながらどこにながらどこにながらどこにながらどこに瑕疵瑕疵瑕疵瑕疵ががががああああるのかるのかるのかるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 前県政時前県政時前県政時前県政時にににに埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にかかわったにかかわったにかかわったにかかわった現現現現在在職在在職在在職在在職するするするする県県県県職職職職員員員員のののの処処処処分分分分のののの問題問題問題問題がががが生生生生じじじじることとなることとなることとなることとな
るがるがるがるが、、、、知事知事知事知事はどのようにはどのようにはどのようにはどのように対対対対処処処処するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ ９９９９月月月月22222222日日日日のののの人権理事会人権理事会人権理事会人権理事会ではではではでは辺野古移設賛成派辺野古移設賛成派辺野古移設賛成派辺野古移設賛成派もももも発言発言発言発言しししし（（（（沖縄沖縄沖縄沖縄でででで人権人権人権人権侵害侵害侵害侵害はないはないはないはない）（）（）（）（知事知事知事知事
はははは尖閣列尖閣列尖閣列尖閣列島島島島をををを狙狙狙狙うううう中国中国中国中国のののの脅威脅威脅威脅威をををを無視無視無視無視しているしているしているしている））））とととと反反反反論論論論、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基基基基地問題地問題地問題地問題でででで論論論論争争争争がががが交交交交わさわさわさわさ
れているれているれているれている異例異例異例異例のののの事事事事態態態態となったことについてとなったことについてとなったことについてとなったことについて

ｴｴｴｴ 移設賛成派移設賛成派移設賛成派移設賛成派でででで沖縄県名沖縄県名沖縄県名沖縄県名護護護護市市市市にににに住住住住むむむむ我我我我那覇那覇那覇那覇真真真真子子子子（（（（ガナハマガナハマガナハマガナハマササササココココ））））ささささんんんん（（（（26262626））））はははは22222222日日日日、、、、翁長翁長翁長翁長
氏氏氏氏のののの（（（（人権人権人権人権侵害侵害侵害侵害））））発言発言発言発言はははは（（（（真真真真実実実実ではないではないではないではない。。。。プロプロプロプロパガパガパガパガンンンンダダダダ（（（（政治政治政治政治宣伝宣伝宣伝宣伝））））信信信信じじじじないでくださいないでくださいないでくださいないでください））））とととと
呼呼呼呼びかけたことについてびかけたことについてびかけたことについてびかけたことについて

ｵｵｵｵ 沖縄沖縄沖縄沖縄生生生生まれのまれのまれのまれの我我我我那覇那覇那覇那覇ささささんんんんはははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄がががが日本日本日本日本のののの他他他他のののの地地地地域域域域とととと同様同様同様同様にににに人権人権人権人権がががが守守守守られているとられているとられているとられていると明明明明
言言言言（（（（沖縄沖縄沖縄沖縄がががが先住民先住民先住民先住民土土土土地地地地だとだとだとだと主張主張主張主張することですることですることですることで沖縄沖縄沖縄沖縄をををを独独独独立立立立にににに導導導導こうとするこうとするこうとするこうとする人人人人たたたたちちちち、、、、それをそれをそれをそれを指指指指示示示示
するするするする中国中国中国中国こそがこそがこそがこそが地地地地域域域域のののの平平平平和和和和とととと安安安安定定定定をををを脅脅脅脅かしかしかしかし、、、、人権人権人権人権へのへのへのへの脅威脅威脅威脅威だだだだ））））とととと報報報報告告告告したことについてしたことについてしたことについてしたことについて

ｶｶｶｶ 急速急速急速急速にににに軍軍軍軍備備備備をををを拡張拡張拡張拡張しているしているしているしている中国中国中国中国についてはについてはについてはについては、（、（、（、（以前以前以前以前ほほほほどのどのどのどの脅威脅威脅威脅威ではないではないではないではない））））とのとのとのとの認認認認識識識識をををを明明明明
らかにしたことについてらかにしたことについてらかにしたことについてらかにしたことについて

ｷｷｷｷ 国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人人人人々々々々をををを先住民先住民先住民先住民としてとしてとしてとして認認認認めているめているめているめている。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの人人人人々々々々をををを先住民族先住民族先住民族先住民族としとしとしとし
ているているているている独独独独立立立立をををを訴訴訴訴ええええるるるる団体団体団体団体とととと行行行行動動動動をともにしをともにしをともにしをともにし、、、、シンポシンポシンポシンポジウムジウムジウムジウムにににに臨臨臨臨むむむむなどなどなどなど知事知事知事知事はこれらはこれらはこれらはこれら団体団体団体団体とととと
誤誤誤誤ったったったった発信発信発信発信をををを世界世界世界世界にしたのではないかにしたのではないかにしたのではないかにしたのではないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｸｸｸｸ 知事知事知事知事はははは国連演説前国連演説前国連演説前国連演説前にかつてのにかつてのにかつてのにかつての琉球琉球琉球琉球がががが小小小小さなさなさなさな国国国国でででで武力武力武力武力もなくもなくもなくもなく平平平平和和和和だったことがだったことがだったことがだったことが原原原原因因因因なのなのなのなの
かかかかああああるいはるいはるいはるいは人人人人類類類類のののの英英英英知知知知のののの限界限界限界限界かとかとかとかと発言発言発言発言したしたしたした。。。。ああああなたはなたはなたはなたは今今今今のののの沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民をををを愚弄愚弄愚弄愚弄しているのでしているのでしているのでしているので
はないかはないかはないかはないか明確明確明確明確におにおにおにお答答答答ええええくださいくださいくださいください。。。。

((((2222)))) 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県とととと政府政府政府政府によるによるによるによる集中協議集中協議集中協議集中協議がががが決裂決裂決裂決裂しししし、、、、協議期間協議期間協議期間協議期間はははは停止停止停止停止したがしたがしたがしたが、、、、新新新新基基基基地地地地建建建建設設設設作作作作業業業業をををを再開再開再開再開しししし
たばかりたばかりたばかりたばかり。。。。来週来週来週来週からからからから本本本本体工体工体工体工事事事事にににに向向向向けけけけ海底海底海底海底ボボボボーーーーリリリリンンンンググググ試掘調試掘調試掘調試掘調査査査査をををを再開再開再開再開しししし10101010月月月月にもにもにもにも本本本本体工体工体工体工事事事事
にににに政府政府政府政府はははは、、、、着工着工着工着工するとしているするとしているするとしているするとしている。。。。知事知事知事知事はははは工工工工事事事事をストをストをストをストッッッップさプさプさプさせせせせることがでることがでることがでることができきききるのかるのかるのかるのか。。。。

ｲｲｲｲ そのとそのとそのとそのときききき法的法的法的法的根拠根拠根拠根拠がががが失失失失われたままわれたままわれたままわれたまま、、、、事業事業事業事業がががが行行行行われるわれるわれるわれる異例異例異例異例のののの事事事事態態態態になるとになるとになるとになると同同同同時時時時にににに法法法法廷闘争廷闘争廷闘争廷闘争
になるになるになるになる。。。。知事知事知事知事からからからから国国国国をををを相相相相手手手手にににに本本本本気気気気でででで争争争争うううう気持気持気持気持ちちちちですかですかですかですか。。。。

2222 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 17171717分分分分 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 経経経経済済済済政政政政策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 政政政政労使労使労使労使会議会議会議会議についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国がががが取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる政政政政労使労使労使労使会議会議会議会議のののの目的目的目的目的とととと内容内容内容内容をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 景気景気景気景気回回回回復復復復をををを地方地方地方地方へへへへ波波波波及及及及しししし地地地地域域域域のののの賃賃賃賃金金金金をををを引引引引きききき上上上上げげげげるためるためるためるため、「、「、「、「地方地方地方地方版版版版政政政政労使労使労使労使会議会議会議会議」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））
のののの設置設置設置設置がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええますますますます。。。。地地地地域域域域のののの振興振興振興振興やややや活性活性活性活性化化化化のののの大大大大ききききなななな一一一一助助助助となるととなるととなるととなると思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの「「「「中中中中小企小企小企小企業業業業支援計画支援計画支援計画支援計画」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと効効効効果及果及果及果及びびびび課題課題課題課題・・・・対対対対策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 中中中中小企小企小企小企業業業業支援支援支援支援課課課課のののの人員人員人員人員ををををふふふふやしやしやしやし、、、、数多数多数多数多くのくのくのくの現現現現場場場場にににに足足足足をををを運運運運びびびび、、、、よりよりよりより実態実態実態実態にににに即即即即したしたしたした計画計画計画計画のののの施施施施
策策策策にににに努努努努めてめてめてめてほほほほしいとのしいとのしいとのしいとの声声声声ががががああああるがるがるがるが、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「沖縄県中沖縄県中沖縄県中沖縄県中小企小企小企小企業業業業のののの振興振興振興振興にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 制定制定制定制定・・・・施施施施行行行行されてされてされてされて８８８８年年年年、、、、成果成果成果成果とととと課題課題課題課題・・・・対対対対策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 全全全全市町村市町村市町村市町村でのでのでのでの条例条例条例条例制定制定制定制定実実実実現現現現はははは重重重重要要要要とととと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、現状現状現状現状とととと県県県県のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 工芸産工芸産工芸産工芸産業業業業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品伝統工芸品のののの振興振興振興振興についてについてについてについて、、、、県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと課題課題課題課題・・・・対対対対策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「後後後後継継継継者者者者育育育育成事業成事業成事業成事業」」」」のののの内容内容内容内容・・・・予算予算予算予算・・・・効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。同同同同事業事業事業事業をををを活用活用活用活用してどれだけのしてどれだけのしてどれだけのしてどれだけの方方方方のののの就就就就
業業業業にににに結結結結びついているかびついているかびついているかびついているか。。。。今後今後今後今後のののの見見見見通通通通しはどうかしはどうかしはどうかしはどうか。。。。

((((3333)))) 工芸産工芸産工芸産工芸産業振興業振興業振興業振興拠点施拠点施拠点施拠点施設設設設（（（（仮称仮称仮称仮称：：：：工芸工芸工芸工芸のののの杜杜杜杜））））整整整整備事業備事業備事業備事業のののの内容内容内容内容・・・・効効効効果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 台風台風台風台風対対対対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 本年本年本年本年はははは大型大型大型大型でででで非常非常非常非常にににに強強強強いいいい台風台風台風台風がががが連続連続連続連続してしてしてして発生発生発生発生しししし、、、、各各各各地地地地域域域域にににに深刻深刻深刻深刻なななな被害被害被害被害がががが出出出出ていますていますていますています。。。。
被害被害被害被害状状状状況況況況とととと支援支援支援支援対対対対策策策策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 先島先島先島先島はははは台風常襲台風常襲台風常襲台風常襲地地地地帯帯帯帯ででででああああることからることからることからることから暴風暴風暴風暴風のののの中中中中、、、、避難救助避難救助避難救助避難救助にににに当当当当たれるたれるたれるたれる災害災害災害災害対対対対策車両策車両策車両策車両（（（（車高車高車高車高
ががががあああありりりり重量重量重量重量ののののああああるるるる四駆四駆四駆四駆等等等等））））がががが県県県県警警警警にににに必必必必要要要要とのとのとのとの声声声声ががががああああるがるがるがるが、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事はははは「「「「こどもこどもこどもこども医療費医療費医療費医療費のののの無償無償無償無償化化化化」」」」にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとしているがとしているがとしているがとしているが、、、、進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。中中中中学学学学３３３３年年年年
生生生生までのまでのまでのまでの通通通通院分院分院分院分無料無料無料無料化化化化、、、、県県県県がががが推進推進推進推進すればすればすればすれば取取取取りりりり組組組組むむむむ市町村市町村市町村市町村ももももああああるとるとるとると思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか。。。。

((((2222)))) 高高高高齢齢齢齢者人者人者人者人口口口口（（（（65656565歳歳歳歳以以以以上上上上））））のののの割割割割合合合合がががが過去最過去最過去最過去最高高高高のののの26262626....7777％％％％となりとなりとなりとなり、、、、今後今後今後今後、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療・・・・
介介介介護護護護等等等等のののの充充充充実実実実はははは待待待待ったなしのったなしのったなしのったなしの取取取取りりりり組組組組みですみですみですみです。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者がががが住住住住みなれたみなれたみなれたみなれた場場場場所所所所でででで暮暮暮暮ららららせせせせるるるる「「「「地地地地域域域域
包包包包括括括括ケアケアケアケアシスシスシスシステテテテムムムムのののの構築構築構築構築」」」」はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 観光観光観光観光産産産産業業業業についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ののののマリマリマリマリンンンンレレレレジジジジャャャャ－－－－はははは多多多多くのくのくのくの観光客観光客観光客観光客がががが楽楽楽楽しみにしているがしみにしているがしみにしているがしみにしているが、、、、水水水水難難難難事事事事故故故故をををを起起起起こさこさこさこさせせせせないないないない「「「「安安安安
全全全全管管管管理理理理」」」」のののの体体体体制制制制強強強強化化化化はははは重重重重要要要要とととと考考考考ええええますますますます。。。。現状現状現状現状とととと課題課題課題課題・・・・対対対対策策策策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。無無無無届届届届けけけけ業業業業
者者者者、、、、無無無無店舗店舗店舗店舗業者業者業者業者のののの増加増加増加増加がががが指摘指摘指摘指摘されているがされているがされているがされているが、、、、実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 外外外外国人国人国人国人観光客観光客観光客観光客がががが増加増加増加増加しししし、、、、ダダダダイビイビイビイビンンンンググググ産産産産業業業業ではではではでは外外外外国人国人国人国人ののののガガガガイドイドイドイドダダダダイバイバイバイバーーーー確確確確保保保保がががが必必必必要要要要とのとのとのとの声声声声
ががががああああるがるがるがるが、、、、現状現状現状現状とととと対対対対策策策策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 不不不不発発発発弾弾弾弾処処処処理及理及理及理及びびびび探探探探査事業査事業査事業査事業についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内のののの不不不不発発発発弾弾弾弾処処処処理理理理のののの現状及現状及現状及現状及びびびび予算予算予算予算負担負担負担負担はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 磁磁磁磁気気気気探探探探査事業査事業査事業査事業においてにおいてにおいてにおいて確認確認確認確認探探探探査査査査がががが必必必必要要要要となったとなったとなったとなった場場場場合合合合、、、、予算予算予算予算措措措措置置置置はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか。。。。
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((((3333)))) 民間民間民間民間工工工工事事事事におけるにおけるにおけるにおける磁磁磁磁気気気気探探探探査査査査のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。工工工工期期期期にににに影響影響影響影響がががが出出出出ないよないよないよないよ
うううう、、、、予算予算予算予算申請申請申請申請やややや処処処処理方法理方法理方法理方法・・・・手続手続手続手続のののの簡素簡素簡素簡素化化化化がでがでがでができきききないかないかないかないか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 17171717分分分分 吉田吉田吉田吉田　　　　勝廣勝廣勝廣勝廣（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会国連人権理事会でのでのでのでの演説演説演説演説はははは、、、、内内内内外外外外のののの注注注注目目目目をををを集集集集めめめめ、、、、国内国内国内国内外外外外にににに発信発信発信発信したしたしたした。。。。今後今後今後今後はははは、、、、沖沖沖沖
縄県縄県縄県縄県のののの課題課題課題課題（（（（基基基基地地地地とととと人権人権人権人権））））をををを中中中中心心心心にシンにシンにシンにシンククククタタタタンンンンクククク、、、、平平平平和和和和、、、、環境環境環境環境、、、、人権人権人権人権団体団体団体団体をををを初初初初めめめめ、、、、世界世界世界世界のののの
ジジジジャャャャーーーーナリナリナリナリストストストスト等等等等にににに継継継継続的続的続的続的にににに送送送送付付付付しししし、、、、理理理理解解解解をををを深深深深めることはめることはめることはめることは重重重重要要要要とととと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国内国内国内国内にににに事事事事務所務所務所務所をををを設置設置設置設置しているしているしているしている大使大使大使大使、、、、領領領領事等事等事等事等をををを招招招招待待待待しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの文文文文化等化等化等化等をををを紹介紹介紹介紹介しししし、、、、理理理理解解解解をををを深深深深
めることもめることもめることもめることも大大大大切切切切なことだとなことだとなことだとなことだと思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの歴史歴史歴史歴史的的的的なななな背背背背景景景景はははは、、、、平平平平和和和和のののの発信発信発信発信地地地地としてとしてとしてとして、、、、広広広広島島島島、、、、長長長長崎崎崎崎とともにとともにとともにとともに重重重重要要要要なななな拠点拠点拠点拠点ででででああああるとるとるとると
思思思思うううう。。。。平平平平和和和和のののの発信発信発信発信地地地地、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄ををををアピアピアピアピーーーールルルルするためにもするためにもするためにもするためにも、、、、国連機関国連機関国連機関国連機関のののの誘致誘致誘致誘致はははは最適最適最適最適だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 1111999999995555年年年年にににに不幸不幸不幸不幸なななな事事事事件件件件がががが発生発生発生発生してからしてからしてからしてから20202020年年年年。「。「。「。「人権人権人権人権とととと基基基基地地地地」」」」とのとのとのとの関係関係関係関係はははは改善改善改善改善されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。日日日日
米米米米両両両両政府政府政府政府はこれまでどのようなはこれまでどのようなはこれまでどのようなはこれまでどのような施策施策施策施策をををを講講講講じじじじててててききききたのかたのかたのかたのか、、、、そのそのそのその成果成果成果成果ははははああああるのかるのかるのかるのか、、、、伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 県民県民県民県民のののの命命命命とととと人権等人権等人権等人権等をををを守守守守るるるる闘闘闘闘いはいはいはいは現現現現在在在在もももも続続続続いているがいているがいているがいているが、、、、特特特特にににに国国国国頭頭頭頭村村村村のののの自自自自然然然然とととと水水水水がめをがめをがめをがめを守守守守るるるる
安安安安田田田田・・・・安波安波安波安波、、、、恩納恩納恩納恩納村村村村のののの都都都都市市市市型型型型訓練訓練訓練訓練施施施施設設設設建建建建設設設設反反反反対対対対、、、、金金金金武武武武町町町町伊伊伊伊芸区芸区芸区芸区都都都都市市市市型型型型訓練訓練訓練訓練施施施施設設設設建建建建設設設設反反反反
対対対対、、、、実実実実弾砲撃弾砲撃弾砲撃弾砲撃演演演演習習習習反反反反対等対等対等対等のののの闘闘闘闘いについてどのようにいについてどのようにいについてどのようにいについてどのように評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 県県県県のののの財財財財政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) １１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの地方交付地方交付地方交付地方交付税税税税、、、、国国国国庫庫庫庫支出支出支出支出金等金等金等金等のののの額額額額とととと、、、、順位順位順位順位をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。（。（。（。（５５５５年間年間年間年間））））

((((2222)))) １１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの行政行政行政行政投資額投資額投資額投資額（（（（①①①①生活基生活基生活基生活基盤盤盤盤、、、、②②②②産産産産業業業業基基基基盤盤盤盤、、、、③③③③農林水農林水農林水農林水産産産産、、、、④④④④国国国国土保全土保全土保全土保全））））とととと順位順位順位順位にににに
ついてついてついてついて、、、、説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。（。（。（。（平成平成平成平成17171717～～～～25252525年年年年））））

((((3333)))) 受受受受益益益益率率率率はははは、、、、どうなっているかどうなっているかどうなっているかどうなっているか。。。。額額額額とととと全全全全国国国国とのとのとのとの比較比較比較比較はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。（。（。（。（５５５５年年年年
間間間間））））

((((4444)))) 基基基基地地地地依存依存依存依存度度度度についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。（。（。（。（５５５５年間年間年間年間））））

((((5555)))) 財財財財政政政政力指数力指数力指数力指数とととと順位順位順位順位はははは、、、、類類類類似似似似県県県県とととと比較比較比較比較してどうかしてどうかしてどうかしてどうか。。。。

3333 基基基基地問題地問題地問題地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米米米米軍基軍基軍基軍基地内地内地内地内におけるにおけるにおけるにおける自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの演演演演習習習習がががが増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。実施実施実施実施状状状状況況況況をををを詳細詳細詳細詳細にににに明明明明らかにされたらかにされたらかにされたらかにされた
いいいい。。。。

((((2222)))) 地位協定地位協定地位協定地位協定におけるにおけるにおけるにおける軍警軍警軍警軍警備員備員備員備員のののの法的地位及法的地位及法的地位及法的地位及びびびび権権権権限限限限についてについてについてについて、、、、詳細詳細詳細詳細にににに説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 防防防防衛衛衛衛省省省省とととと警警警警備会備会備会備会社社社社とのとのとのとの契契契契約約約約関係関係関係関係をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((4444)))) ９９９９月月月月11119999日日日日からからからから20202020日日日日未未未未明明明明にかけてにかけてにかけてにかけて発生発生発生発生したしたしたした事事事事件件件件についてについてについてについて。。。。危危危危機機機機感感感感をををを察察察察知知知知していたしていたしていたしていた抗抗抗抗議行議行議行議行動動動動
をををを続続続続けているけているけているけている団体団体団体団体からからからから、、、、早早早早いいいい段階段階段階段階からからからから警警警警察察察察にににに通報通報通報通報したにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらずしたにもかかわらず、、、、対対対対処処処処がおくれたとがおくれたとがおくれたとがおくれたと
のののの報報報報告告告告をををを受受受受けたがけたがけたがけたが、、、、警警警警察察察察のののの対応対応対応対応にににに問題問題問題問題はなかったかはなかったかはなかったかはなかったか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 教教教教育育育育行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 国内国内国内国内外外外外とのとのとのとの人事交人事交人事交人事交流流流流及及及及びびびび海海海海外留外留外留外留学生学生学生学生のののの受受受受けけけけ入入入入れれれれ、、、、海海海海外留外留外留外留学生学生学生学生のののの派派派派遣枠遣枠遣枠遣枠拡大拡大拡大拡大などなどなどなど、、、、積極積極積極積極
的的的的にににに推進推進推進推進すすすすべきべきべきべきだとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 北北北北部振興事業部振興事業部振興事業部振興事業でででで設置設置設置設置されたされたされたされた「「「「さくらさくらさくらさくら」」」」寮寮寮寮のののの運運運運営営営営状状状状況況況況とととと、、、、今後今後今後今後のののの方向方向方向方向性性性性についてについてについてについて説明説明説明説明されたされたされたされた
いいいい。。。。

((((3333)))) 「「「「寮寮寮寮」」」」をををを設置設置設置設置しているしているしているしている各高各高各高各高校校校校のののの運運運運営営営営状状状状況況況況とととと、、、、父母父母父母父母やややや関係市町村関係市町村関係市町村関係市町村のののの要要要要請請請請についてについてについてについて説明説明説明説明されたされたされたされた
いいいい。。。。

((((4444)))) 「「「「かばかばかばかばんんんん」」」」をををを持持持持たずたずたずたず登校登校登校登校するするするする生生生生徒徒徒徒をををを見見見見かけるがかけるがかけるがかけるが、、、、対対対対策策策策についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((5555)))) 小小小小中中中中学学学学校校校校でででで多多多多くのくのくのくの皆皆皆皆ささささんんんんがががが「「「「読読読読みみみみ聞聞聞聞かかかかせせせせ」」」」ののののボボボボラララランンンンティアティアティアティアとしてとしてとしてとして頑頑頑頑張張張張っているとっているとっているとっていると思思思思うがうがうがうが、、、、実態実態実態実態
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とととと今後今後今後今後のののの方向方向方向方向性性性性についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((6666)))) 宜宜宜宜野野野野座座座座村村村村のののの「「「「ガガガガララララママママンンンン」」」」塾塾塾塾をををを視視視視察察察察されたようだがされたようだがされたようだがされたようだが、、、、所感所感所感所感をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 水資源水資源水資源水資源基基基基金等金等金等金等についてについてについてについて

((((1111)))) 企企企企業業業業局局局局ががががダムダムダムダム設置市町村設置市町村設置市町村設置市町村にににに支出支出支出支出しているしているしているしている額額額額とととと、、、、そのそのそのその根拠根拠根拠根拠についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 部長部長部長部長のののの新新新新たなたなたなたな水源水源水源水源基基基基金制度金制度金制度金制度についてについてについてについて今年度中今年度中今年度中今年度中にににに解解解解決決決決したいとのしたいとのしたいとのしたいとの決意決意決意決意をををを高高高高くくくく評価評価評価評価するがするがするがするが、、、、
今後今後今後今後のののの見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。

6666 台風被害台風被害台風被害台風被害によるによるによるによる漁港漁港漁港漁港のののの整整整整備備備備についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは台風台風台風台風でででで被災被災被災被災したしたしたした北北北北部部部部６６６６漁港漁港漁港漁港についてについてについてについて、、、、調調調調査査査査、、、、整整整整備備備備しているとしているとしているとしていると思思思思うがうがうがうが、、、、進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況とととと今後今後今後今後
のののの方方方方針針針針をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

7777 ギギギギンンンンバルバルバルバル訓練訓練訓練訓練場場場場跡跡跡跡地地地地のののの海海海海洋環境洋環境洋環境洋環境整整整整備事業備事業備事業備事業についてについてについてについて

((((1111)))) 海海海海岸岸岸岸整整整整備事業備事業備事業備事業はははは、、、、ホテルホテルホテルホテル等等等等のののの建建建建設設設設をををを初初初初めめめめ、、、、跡跡跡跡地地地地利利利利用用用用にににに大大大大ききききなななな影響影響影響影響をををを与与与与ええええるるるる。。。。進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況とととと
今後今後今後今後のののの県県県県のののの積極積極積極積極的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 金金金金武武武武町町町町とのとのとのとの連連連連携携携携についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 沖縄沖縄沖縄沖縄科科科科学学学学技術技術技術技術大学大学大学大学院院院院大学大学大学大学についてについてについてについて

((((1111)))) ＯＩＳＴＯＩＳＴＯＩＳＴＯＩＳＴのこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの研究研究研究研究のののの報報報報告告告告とととと今後今後今後今後のののの研究研究研究研究のののの課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 谷茶谷茶谷茶谷茶等等等等「「「「門門門門前町地前町地前町地前町地区区区区」」」」構構構構想想想想のののの進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況についてについてについてについて説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

9999 県県県県道道道道234234234234号線号線号線号線からからからから国国国国道道道道323232329999号号号号のののの交差交差交差交差点点点点をををを起起起起点点点点とするとするとするとする漢漢漢漢那那那那・・・・中中中中川線川線川線川線整整整整備事業備事業備事業備事業のののの進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況をををを説説説説
明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

10101010 沖縄沖縄沖縄沖縄角角角角力力力力（（（（ウウウウチチチチナジマナジマナジマナジマ））））についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄角角角角力力力力はははは、、、、角角角角力力力力協会協会協会協会がががが主主主主催催催催するするするする大大大大会会会会もももも20202020数数数数カカカカ所所所所でででで開開開開催催催催されされされされ、、、、一一一一歩歩歩歩一一一一歩歩歩歩確確確確実実実実にににに広広広広がっがっがっがっ
ているているているている。。。。今後今後今後今後はははは、、、、中中中中高生高生高生高生等等等等にもにもにもにも裾裾裾裾野野野野をををを広広広広げげげげるるるる必必必必要要要要ががががああああるるるる。。。。担担担担当部当部当部当部局局局局、、、、教教教教育育育育長長長長のののの決意決意決意決意をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((2222)))) 来来来来年年年年開開開開催催催催されるされるされるされる世界世界世界世界ウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチュチュチュチュ大大大大会会会会でででで開開開開催催催催するするするする「「「「第第第第２２２２回回回回世界世界世界世界ウウウウチチチチナナナナーンーンーンーンチュチュチュチュ沖縄沖縄沖縄沖縄角角角角
力大力大力大力大会会会会」」」」にににに、、、、移民国移民国移民国移民国からのからのからのからの選選選選手手手手がががが参加参加参加参加ででででききききるようるようるようるよう配配配配慮願慮願慮願慮願いたいいたいいたいいたい。。。。

11111111 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

7777 17171717分分分分 金城金城金城金城　　　　　　　　勉勉勉勉（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困対対対対策策策策についてについてについてについて

((((1111)))) 子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困状状状状態態態態とはどういうとはどういうとはどういうとはどういう生活生活生活生活状状状状態態態態をいうかをいうかをいうかをいうか。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、子子子子供供供供のののの貧困貧困貧困貧困対対対対策策策策としてとしてとしてとして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで実施実施実施実施してしてしてしてききききたたたた事業事業事業事業効効効効果果果果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように検証検証検証検証、、、、評価評価評価評価してしてしてして
いるかいるかいるかいるか。。。。

((((3333)))) 今年度今年度今年度今年度「「「「子子子子どものどものどものどもの貧困貧困貧困貧困対対対対策推進計画策推進計画策推進計画策推進計画」」」」のののの策策策策定定定定にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるがでいるがでいるがでいるが、、、、これまでこれまでこれまでこれまで実施実施実施実施してしてしてしてききききたたたた
事業結果事業結果事業結果事業結果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように生生生生かすかかすかかすかかすか。。。。

2222 生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮者自立者自立者自立者自立支援支援支援支援についてについてについてについて

((((1111)))) 生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮者者者者のののの定定定定義義義義はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 県県県県やややや市町村市町村市町村市町村はははは、、、、生活生活生活生活困窮困窮困窮困窮者自立者自立者自立者自立支援支援支援支援事業事業事業事業としてとしてとしてとして、、、、相相相相談談談談業業業業務務務務やややや生活支援生活支援生活支援生活支援事業事業事業事業、、、、学学学学習習習習支援支援支援支援
事業事業事業事業などなどなどなど７７７７項項項項目目目目にわたってにわたってにわたってにわたって取取取取りりりり組組組組んんんんでいますがでいますがでいますがでいますが、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、今日今日今日今日までのまでのまでのまでの実実実実
績績績績をどのようにをどのようにをどのようにをどのように評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。

3333 児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待、、、、ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止防止防止防止についてについてについてについて

((((1111)))) ７７７７月月月月のののの事事事事件件件件のののの検証検証検証検証とととと再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶとととと児童虐児童虐児童虐児童虐待待待待がががが重重重重なったとなったとなったとなったとききききのののの対応対応対応対応をどうするかをどうするかをどうするかをどうするか。。。。

((((3333)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶのののの相相相相談件談件談件談件数数数数がががが過去最過去最過去最過去最多多多多だっただっただっただった昨昨昨昨年年年年をををを上上上上回回回回るるるるペペペペースでースでースでースで推推推推移移移移しているがしているがしているがしているが、、、、対対対対策策策策はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) ＤＶＤＶＤＶＤＶ被害被害被害被害者者者者のののの緊緊緊緊急避難体急避難体急避難体急避難体制制制制はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((5555)))) 各各各各児童児童児童児童相相相相談所談所談所談所のののの人的人的人的人的体体体体制制制制はははは十十十十分分分分かかかか。。。。

4444 多多多多文文文文化化化化共共共共生生生生のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((1111)))) 米米米米軍軍軍軍人人人人・・・・軍軍軍軍属属属属以以以以外外外外にににに県内県内県内県内でででで生活生活生活生活しているしているしているしている外外外外国人国人国人国人のののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 労労労労働働働働力力力力としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように捉捉捉捉ええええているかているかているかているか。。。。

((((3333)))) 災害災害災害災害などなどなどなど緊緊緊緊急急急急時時時時のののの場場場場合合合合、、、、外外外外国人国人国人国人へのへのへのへの対応対応対応対応をどのようにをどのようにをどのようにをどのように考考考考ええええているかているかているかているか。。。。

5555 沖縄沖縄沖縄沖縄型型型型神神神神経経経経原性原性原性原性筋萎縮症筋萎縮症筋萎縮症筋萎縮症についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内でのでのでのでの実態実態実態実態把握把握把握把握はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 国立沖縄国立沖縄国立沖縄国立沖縄病病病病院院院院でででで治治治治験験験験がががが始始始始まるとまるとまるとまると聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、連連連連携携携携はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((3333)))) 難難難難病病病病指指指指定定定定ののののあああありりりり方方方方についてについてについてについて、、、、厚厚厚厚労省労省労省労省とのとのとのとの連連連連携携携携はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

6666 無無無無国国国国籍籍籍籍者者者者についてについてについてについて

((((1111)))) 出生出生出生出生届届届届けがけがけがけが提提提提出出出出されずされずされずされず無無無無国国国国籍籍籍籍となっているとなっているとなっているとなっている人人人人たたたたちちちちがいるがいるがいるがいる。。。。県内県内県内県内のののの実態実態実態実態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた、、、、そそそそ
のののの対応対応対応対応はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 原原原原因因因因をどうをどうをどうをどう捉捉捉捉ええええているかているかているかているか。。。。

7777 中中中中城湾港城湾港城湾港城湾港へのへのへのへのクルクルクルクルーーーーズズズズ船船船船受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市、、、、うるまうるまうるまうるま市市市市、、、、北北北北中中中中城城城城村村村村のののの３３３３自治自治自治自治体体体体がががが検討検討検討検討しているしているしているしている
がががが県県県県としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように考考考考ええええているかているかているかているか。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成27272727年第年第年第年第7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月05050505    日日日日((((月月月月))))

順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

8888 17171717分分分分 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 新新新新たにたにたにたに設置設置設置設置されるされるされるされる「「「「政府政府政府政府・・・・沖縄県協議会沖縄県協議会沖縄県協議会沖縄県協議会」」」」についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 新協議会設置新協議会設置新協議会設置新協議会設置のののの意意意意義義義義とととと期待期待期待期待するものについてするものについてするものについてするものについて

ｲｲｲｲ 新新新新たなたなたなたな協議会協議会協議会協議会はははは、、、、基基基基地地地地負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減とととと振興振興振興振興策策策策がががが２２２２本本本本柱柱柱柱とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、基基基基地地地地とととと沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興とのとのとのとのリリリリンンンン
クククク論論論論がががが懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 安安安安慶田副慶田副慶田副慶田副知事知事知事知事はははは「「「「集中協議集中協議集中協議集中協議のののの延延延延長長長長というというというという認認認認識識識識ではないではないではないではない」」」」とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、そのそのそのその真意真意真意真意をををを伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

ｴｴｴｴ 仲井眞仲井眞仲井眞仲井眞県政時代県政時代県政時代県政時代ににににああああったったったった①①①①主主主主にににに沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興をををを話話話話しししし合合合合うううう沖縄政沖縄政沖縄政沖縄政策策策策協議会協議会協議会協議会、、、、②②②②普普普普天天天天間間間間飛飛飛飛行行行行
場場場場のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減推進推進推進推進会議会議会議会議とのとのとのとの違違違違いについていについていについていについて

((((2222)))) 県県県県アアアアジジジジアアアア経経経経済戦済戦済戦済戦略構略構略構略構想想想想についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県アアアアジジジジアアアア経経経経済戦済戦済戦済戦略構略構略構略構想想想想策策策策定定定定委委委委員会員会員会員会よりよりよりより答答答答申申申申をををを受受受受けたけたけたけた知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 那覇軍那覇軍那覇軍那覇軍港港港港やややや自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊駐屯駐屯駐屯駐屯地地地地などのなどのなどのなどの用用用用地地地地活用活用活用活用もももも構構構構想想想想にににに入入入入っているとのことだがっているとのことだがっているとのことだがっているとのことだが、、、、基基基基地地地地のののの返返返返
還還還還をををを待待待待たずたずたずたず共共共共同使用同使用同使用同使用というというというという形形形形でででで、、、、どどどどんんんんどどどどんんんん進進進進められたらどうかめられたらどうかめられたらどうかめられたらどうか。。。。知事知事知事知事のののの所所所所見見見見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 知事知事知事知事はははは５５５５年年年年ぐぐぐぐらいでらいでらいでらいで、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと揺揺揺揺るるるるぎぎぎぎないものにしないといけないとないものにしないといけないとないものにしないといけないとないものにしないといけないと意意意意欲欲欲欲的的的的だがだがだがだが、、、、実施実施実施実施にににに
向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｴｴｴｴ 国国国国のののの支援支援支援支援やややや連連連連携携携携等等等等もももも必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考ええええますますますます。。。。よってよってよってよって、「、「、「、「新新新新たなたなたなたな協議会協議会協議会協議会」」」」のののの中中中中でもでもでもでも、、、、取取取取りりりり上上上上げげげげらららら
れるのかれるのかれるのかれるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 手手手手話話話話言言言言語語語語条例条例条例条例のののの制定制定制定制定がががが全全全全国国国国にににに広広広広がっているがっているがっているがっている。。。。これまでこれまでこれまでこれまで18181818県市町県市町県市町県市町でででで施施施施行行行行。。。。北北北北海海海海道道道道やややや山梨山梨山梨山梨
県県県県などなどなどなど、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも25252525自治自治自治自治体体体体がががが検討中検討中検討中検討中とのとのとのとの報報報報道道道道ももももああああるるるる。。。。手手手手話話話話言言言言語語語語条例条例条例条例制定制定制定制定についてについてについてについて、、、、再再再再度度度度
県県県県のののの考考考考ええええとととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 農林水農林水農林水農林水産産産産部関係部関係部関係部関係についてについてについてについて

((((1111)))) オオオオイイイイスカのスカのスカのスカの技技技技能能能能実実実実習習習習生生生生のののの受受受受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて

ｱｱｱｱ オオオオイイイイスカのスカのスカのスカの機機機機構構構構及及及及びびびび沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける研研研研修修修修体体体体制制制制やややや実実実実習習習習生生生生受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの実実実実績績績績（（（（人人人人数数数数等等等等））））とととと将将将将来来来来
展展展展望望望望についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 研研研研修修修修のののの科科科科目目目目はははは農農農農業業業業やややや建建建建設業関連設業関連設業関連設業関連でででで68686868種種種種類類類類120120120120作作作作業業業業とととと聞聞聞聞いていますがいていますがいていますがいていますが、、、、本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける業業業業
種種種種やややや傾傾傾傾向向向向性性性性等等等等についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 研研研研修修修修をををを受受受受けけけけ入入入入れているれているれているれているオオオオイイイイスカスカスカスカ会員会員会員会員のののの農農農農家家家家やややや企企企企業業業業についてもについてもについてもについても、、、、実実実実績績績績とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、会員会員会員会員登登登登録録録録へのシスへのシスへのシスへのシステテテテムムムムやややや条条条条件件件件等等等等ががががあああありましたらりましたらりましたらりましたら、、、、御御御御説明説明説明説明願願願願いまいまいまいま
すすすす。。。。

ｴｴｴｴ 離離離離島島島島のののの農農農農家家家家やややや企企企企業業業業のののの受受受受けけけけ入入入入れはどうかれはどうかれはどうかれはどうか。。。。離離離離島振興島振興島振興島振興のののの観観観観点点点点からもからもからもからも積極積極積極積極的的的的にににに受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを推推推推
進進進進してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((2222)))) 小小小小規模離規模離規模離規模離島島島島におけるにおけるにおけるにおける屠畜屠畜屠畜屠畜についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 小小小小規模離規模離規模離規模離島島島島におけるにおけるにおけるにおける屠畜屠畜屠畜屠畜のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、県県県県のののの考考考考ええええをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 多多多多良良良良間村間村間村間村のののの簡簡簡簡易屠畜易屠畜易屠畜易屠畜場場場場のののの建建建建設設設設についてについてについてについて、、、、課題及課題及課題及課題及びびびび見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 慶慶慶慶良良良良間諸島間諸島間諸島間諸島がががが国立国立国立国立公公公公園園園園のののの指指指指定後定後定後定後、、、、観光客観光客観光客観光客がががが急急急急増増増増しているとのことでしているとのことでしているとのことでしているとのことで、、、、先日先日先日先日渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷島島島島よよよよ
りりりり、、、、なるなるなるなるべべべべくくくく地地地地元元元元のののの食材食材食材食材をををを活用活用活用活用したいとのことでしたいとのことでしたいとのことでしたいとのことで、、、、ヤヤヤヤギギギギ、、、、豚豚豚豚等等等等ががががふえふえふえふえておりておりておりており、、、、地地地地元元元元でででで屠畜屠畜屠畜屠畜でででで
ききききるるるる体体体体制制制制がでがでがでができきききないかとのないかとのないかとのないかとの話話話話ががががあああありましたりましたりましたりました。。。。県県県県のののの考考考考ええええとととと取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 県県県県はははは2015201520152015年度年度年度年度からからからから、、、、漁漁漁漁業業業業のののの担担担担いいいい手確手確手確手確保保保保、、、、育育育育成成成成をををを目目目目指指指指すすすす未未未未来来来来ののののマリマリマリマリンンンンパパパパワーワーワーワー確確確確保保保保、、、、育育育育成一成一成一成一
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貫貫貫貫事業事業事業事業についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県県県県漁漁漁漁連連連連はははは、、、、泊魚泊魚泊魚泊魚市市市市場場場場のののの荷荷荷荷さばさばさばさばきききき所所所所のののの移移移移転可能転可能転可能転可能性性性性などをなどをなどをなどを調調調調査査査査するするするする準準準準備備備備室室室室のののの設置設置設置設置をををを検討検討検討検討してしてしてして
いるいるいるいる。。。。とのとのとのとの報報報報道道道道ががががあああありますがりますがりますがりますが、、、、県県県県のののの考考考考ええええとととと対応等対応等対応等対応等についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 多多多多良良良良間村間村間村間村製糖製糖製糖製糖工場工場工場工場のののの建建建建設設設設についてについてについてについて、、、、技術技術技術技術者者者者をををを初初初初めとするめとするめとするめとする人的人的人的人的支援支援支援支援がががが求求求求められますがめられますがめられますがめられますが、、、、県県県県
のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((6666)))) 多多多多良良良良間村間村間村間村のののの土土土土地地地地改改改改良良良良のののの進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

((((7777)))) 多多多多良良良良間村間村間村間村のののの農農農農業集業集業集業集落排落排落排落排水水水水（（（（農農農農村下村下村下村下水道水道水道水道））））事業事業事業事業のののの導入導入導入導入についてについてについてについて

4444 離離離離島振興島振興島振興島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 粟粟粟粟国国国国空空空空港港港港着着着着陸陸陸陸失失失失敗敗敗敗についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 粟粟粟粟国国国国空空空空港港港港でのでのでのでの着着着着陸陸陸陸失失失失敗敗敗敗でででで、、、、国交国交国交国交省省省省やややや那覇那覇那覇那覇署署署署はそれはそれはそれはそれぞぞぞぞれれれれ調調調調査査査査官官官官やややや署署署署員員員員をををを粟粟粟粟国国国国へへへへ派派派派遣遣遣遣しししし
てててて調調調調査査査査しているがしているがしているがしているが、、、、事事事事故故故故原原原原因因因因やややや県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 粟粟粟粟国国国国空空空空港港港港はははは滑走路滑走路滑走路滑走路がががが800800800800メメメメートートートートルルルルとととと短短短短くくくく、、、、安全安全安全安全確確確確保保保保のののの観観観観点点点点からもからもからもからも滑走路滑走路滑走路滑走路のののの延延延延長長長長がががが求求求求めらめらめらめら
れますがれますがれますがれますが、、、、県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 12121212月月月月にはにはにはには石垣石垣石垣石垣――――波波波波照照照照間間間間、、、、石垣石垣石垣石垣――――多多多多良良良良間間間間でででで就就就就航航航航予定予定予定予定でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、このこのこのこの事事事事故故故故にににに伴伴伴伴ってってってって、、、、延延延延期期期期
のののの見見見見通通通通しとのことだがしとのことだがしとのことだがしとのことだが、、、、どれどれどれどれぐぐぐぐらいらいらいらい延延延延期期期期されるされるされるされる予定予定予定予定かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷村村村村のののの港湾港湾港湾港湾整整整整備備備備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 昨昨昨昨年年年年のののの台風台風台風台風でででで破壊破壊破壊破壊されたされたされたされた防波防波防波防波堤堤堤堤がががが復復復復旧旧旧旧しておりましておりましておりましておりませんせんせんせん。。。。先日先日先日先日もももも現現現現場場場場をををを確認確認確認確認しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、
破壊破壊破壊破壊されたままでされたままでされたままでされたままで早早早早急急急急なななな復復復復旧旧旧旧工工工工事事事事がががが求求求求められますめられますめられますめられます。。。。県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷渡嘉敷村村村村はははは、、、、かかかかねねねねてよりてよりてよりてより安全安全安全安全なななな航路航路航路航路確確確確保保保保のためにはのためにはのためにはのためには、、、、ああああとととと１１１１本本本本のののの沖沖沖沖防波防波防波防波堤堤堤堤のののの建建建建設設設設をををを要要要要望望望望
しておりますしておりますしておりますしております。。。。台風台風台風台風のののの前後前後前後前後とかとかとかとか冬冬冬冬場場場場になりますとになりますとになりますとになりますと、、、、何日何日何日何日もももも船船船船がががが入入入入らずらずらずらず、、、、島民島民島民島民のののの生活生活生活生活のみなのみなのみなのみな
らずらずらずらず、、、、基基基基幹幹幹幹産産産産業業業業ででででああああるるるる観光観光観光観光産産産産業業業業にもにもにもにも多大多大多大多大なななな影響影響影響影響をををを与与与与ええええておりますておりますておりますております。。。。沖沖沖沖防波防波防波防波堤堤堤堤のののの建建建建設設設設をををを求求求求
めめめめ、、、、県県県県のののの考考考考ええええとととと対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) ススススママママートートートートエネエネエネエネルギルギルギルギーーーーアイラアイラアイラアイランンンンドドドド基基基基盤構築盤構築盤構築盤構築事業事業事業事業（（（（小小小小規模離規模離規模離規模離島島島島におけるにおけるにおけるにおける再生再生再生再生可能可能可能可能エネエネエネエネルギルギルギルギーーーー最最最最
大導入大導入大導入大導入事業事業事業事業））））のののの進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 土土土土木木木木行政行政行政行政についてについてについてについて

((((1111)))) 真真真真嘉嘉嘉嘉比比比比遊遊遊遊水水水水池池池池はははは50505050年年年年にににに一度一度一度一度のののの大大大大雨雨雨雨をををを想定想定想定想定してつくられたがしてつくられたがしてつくられたがしてつくられたが、、、、近近近近年年年年のののの大大大大雨雨雨雨でもでもでもでも下下下下流流流流部部部部はははは浸浸浸浸
水水水水しておりしておりしておりしており、、、、せせせせっかくのっかくのっかくのっかくの遊遊遊遊水水水水地地地地がががが機機機機能能能能していないとのことでしていないとのことでしていないとのことでしていないとのことで、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも何度何度何度何度かかかか取取取取りりりり上上上上げげげげてててて
ききききましたましたましたました。。。。県県県県はははは、、、、近近近近年年年年のののの大大大大雨雨雨雨でもでもでもでも機機機機能能能能ででででききききるようるようるようるよう、、、、見見見見直直直直しをしをしをしを検討検討検討検討したいとのしたいとのしたいとのしたいとの答弁答弁答弁答弁でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、そそそそ
のののの後後後後のののの進捗進捗進捗進捗状状状状況況況況及及及及びびびび今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

6666 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて


