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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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020分分分分 座喜味座喜味座喜味座喜味　　　　一幸一幸一幸一幸（（（（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)))) 宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙のののの結果結果結果結果においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去・・・・早期閉鎖返還早期閉鎖返還早期閉鎖返還早期閉鎖返還」」」」のののの民意民意民意民意
はははは示示示示されたされたされたされた。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、「、「、「、「オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」はははは崩崩崩崩れたれたれたれた。。。。知事知事知事知事をををを支支支支えてきたえてきたえてきたえてきた保守層保守層保守層保守層
はははは離離離離れれれれ、「、「、「、「辺野古基地建設反対革新共闘辺野古基地建設反対革新共闘辺野古基地建設反対革新共闘辺野古基地建設反対革新共闘」」」」となったとなったとなったとなった。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 明明明明らかにらかにらかにらかに違法違法違法違法とととと言言言言われるわれるわれるわれる３３３３件件件件のののの裁判費用裁判費用裁判費用裁判費用についてはについてはについてはについては、、、、政治家翁長知事個人政治家翁長知事個人政治家翁長知事個人政治家翁長知事個人がががが負担負担負担負担すべきすべきすべきすべき
だだだだ。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 政治家政治家政治家政治家はいかなるはいかなるはいかなるはいかなる課題課題課題課題もももも折衝折衝折衝折衝、、、、協議協議協議協議でででで解決解決解決解決すべきだすべきだすべきだすべきだ。。。。裁判専門知事裁判専門知事裁判専門知事裁判専門知事をををを選選選選んだつもりはなんだつもりはなんだつもりはなんだつもりはな
いいいい。。。。裁判闘争裁判闘争裁判闘争裁判闘争にににに明明明明けけけけ暮暮暮暮れるとはれるとはれるとはれるとは愚愚愚愚のののの骨頂骨頂骨頂骨頂だだだだ。。。。これがこれがこれがこれが宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙のののの結果結果結果結果でありでありでありであり、、、、県民県民県民県民
のののの声声声声だだだだ。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 地域地域地域地域・・・・離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 離島食品離島食品離島食品離島食品・・・・日用品輸送費等補助事業日用品輸送費等補助事業日用品輸送費等補助事業日用品輸送費等補助事業によるによるによるによる地域地域地域地域ごとのごとのごとのごとの生活生活生活生活コストコストコストコスト低減目標値低減目標値低減目標値低減目標値をををを示示示示されたされたされたされた
いいいい。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島のののの情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤情報通信基盤のののの整備及整備及整備及整備及びびびびWiWiWiWi----FiFiFiFi等等等等のののの観光情報観光情報観光情報観光情報インフラのインフラのインフラのインフラの整備整備整備整備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)))) 教育費負担教育費負担教育費負担教育費負担がががが世帯所得世帯所得世帯所得世帯所得をををを上回上回上回上回るなどのるなどのるなどのるなどの実態実態実態実態がががが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。対応策対応策対応策対応策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。まままま
たたたた、、、、県外進学大学生支援事業県外進学大学生支援事業県外進学大学生支援事業県外進学大学生支援事業のののの低所得世帯低所得世帯低所得世帯低所得世帯へのへのへのへの対応対応対応対応とととと離島優先枠離島優先枠離島優先枠離島優先枠についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの増加増加増加増加にににに伴伴伴伴うううう口蹄疫口蹄疫口蹄疫口蹄疫やややや鳥鳥鳥鳥インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ等等等等のののの侵入侵入侵入侵入リスクがリスクがリスクがリスクが高高高高まっているがまっているがまっているがまっているが
対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、宮古地区宮古地区宮古地区宮古地区におけるにおけるにおけるにおける動物検疫体制動物検疫体制動物検疫体制動物検疫体制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うううう。。。。

((((5555)))) ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ及及及及びびびび農水産農水産農水産農水産業業業業従従従従事者事者事者事者のののの高高高高齢化齢化齢化齢化対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 宮古宮古宮古宮古空港空港空港空港ののののＣＩＱＣＩＱＣＩＱＣＩＱ施施施施設整備設整備設整備設整備予定変更予定変更予定変更予定変更とととと国国国国内線拡張内線拡張内線拡張内線拡張整備整備整備整備計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港におけるにおけるにおけるにおける旅旅旅旅客客客客タタタターーーーミナミナミナミナルルルル施施施施設整備設整備設整備設整備計画計画計画計画とスとスとスとスケジュケジュケジュケジュールについてールについてールについてールについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 伊良伊良伊良伊良部島部島部島部島のののの入域客増加入域客増加入域客増加入域客増加にににに対応対応対応対応ししししたたたた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道路道路道路道路整備整備整備整備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代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020分分分分 仲田仲田仲田仲田　　　　弘毅弘毅弘毅弘毅（（（（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 県県県県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)))) 自由度自由度自由度自由度のののの高高高高いいいい一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金がががが、、、、2015201520152015年度年度年度年度のののの当初予算比当初予算比当初予算比当初予算比でででで0000....3333％％％％減減減減のののの1111666613131313億円億円億円億円となりとなりとなりとなり、、、、２２２２年年年年
連続連続連続連続減減減減額額額額となったとなったとなったとなった理由理由理由理由はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの裁裁裁裁量量量量がががが大大大大きいときいときいときいと言言言言われるわれるわれるわれる「「「「ソソソソフトフトフトフト事業事業事業事業」」」」はははは、、、、2015201520152015年度年度年度年度とととと同額同額同額同額のののの888800006666億円億円億円億円のののの計計計計上上上上ですがですがですがですが、、、、
これまでこれまでこれまでこれまで繰繰繰繰りりりり越越越越ししししやややや不不不不用用用用額額額額もももも多多多多くくくく、、、、2014201420142014年度年度年度年度はははは繰越額繰越額繰越額繰越額がががが111188882222億円億円億円億円((((22222222%%%%))))、、、、不不不不用用用用額額額額がががが44444444億円億円億円億円とととと
なっているなっているなっているなっている。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 通通通通常常常常、、、、不不不不用用用用額額額額等等等等にににに関関関関ししししてはてはてはては減減減減額額額額のののの対対対対象象象象とされますがとされますがとされますがとされますが、、、、今後今後今後今後のののの予算執行率予算執行率予算執行率予算執行率のののの改善改善改善改善にににに向向向向けたけたけたけた
課題課題課題課題とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 就職就職就職就職協協協協定定定定のののの見見見見直直直直ししししについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 学生学生学生学生、、、、企企企企業業業業、、、、地域地域地域地域社社社社会会会会へのへのへのへの影響影響影響影響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)))) 雇雇雇雇用用用用環境環境環境環境についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 雇雇雇雇用用用用のののの量量量量からからからから、、、、雇雇雇雇用用用用のののの質質質質、、、、いわいわいわいわゆゆゆゆるるるる非正規雇非正規雇非正規雇非正規雇用用用用からからからから正規雇正規雇正規雇正規雇用用用用へのへのへのへの改善改善改善改善はなされているはなされているはなされているはなされている
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 観光関観光関観光関観光関連連連連、、、、ササササーーーービビビビスススス業等業等業等業等のののの分野分野分野分野がががが全全全全国国国国的的的的にもにもにもにも離離離離職率職率職率職率がががが高高高高いとのいとのいとのいとの指摘指摘指摘指摘があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県のののの意意意意
見見見見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県県県県はははは企企企企業業業業側側側側のののの「「「「人人人人材材材材育育育育成成成成支援支援支援支援」」」」をををを行行行行っているとっているとっているとっていると聞聞聞聞いておりますがいておりますがいておりますがいておりますが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような事業事業事業事業かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 農林水産農林水産農林水産農林水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)))) ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰについてについてについてについて

ｱｱｱｱ ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰのののの大大大大筋合筋合筋合筋合意意意意がなされがなされがなされがなされ、、、、２２２２年以内年以内年以内年以内のののの発効発効発効発効がががが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。本本本本県県県県のののの基基基基幹産幹産幹産幹産業業業業ののののササササトトトトウキビウキビウキビウキビ
をををを初初初初めめめめ、、、、畜産畜産畜産畜産等等等等重重重重要要要要５５５５品目品目品目品目にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響がががが懸念懸念懸念懸念されるがされるがされるがされるが県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 精査精査精査精査ししししてててて影響影響影響影響をををを受受受受けることがけることがけることがけることが予想予想予想予想されるされるされるされる品目品目品目品目やややや産産産産業業業業へのへのへのへの応応応応急的急的急的急的なななな措置措置措置措置やややや財財財財政政政政的的的的なななな補助補助補助補助
等等等等のののの対策対策対策対策がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 国策国策国策国策ともともともとも言言言言えるえるえるえるササササトトトトウキビウキビウキビウキビとととと畜産畜産畜産畜産などがなどがなどがなどが主主主主要要要要産産産産業業業業になっているになっているになっているになっている小規模小規模小規模小規模のののの離島離島離島離島農農農農家家家家においにおいにおいにおい
てはてはてはては、、、、換金作換金作換金作換金作物物物物ととととししししてててて離島離島離島離島定住定住定住定住政策政策政策政策にににに大大大大ききききくくくく寄与寄与寄与寄与ししししてきたことはてきたことはてきたことはてきたことは言言言言うまでもありまうまでもありまうまでもありまうまでもありませせせせんんんん。。。。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。。。。

ｴｴｴｴ 離島離島離島離島経済経済経済経済のののの崩崩崩崩壊壊壊壊ということになれということになれということになれということになればばばば、、、、離島地域離島地域離島地域離島地域におけるにおけるにおけるにおける人口減人口減人口減人口減少少少少につながりますにつながりますにつながりますにつながります。。。。島島島島のののの
産産産産業業業業をををを守守守守ることがることがることがることが有有有有人離島人離島人離島人離島をををを守守守守りりりり、、、、そそそそのことがのことがのことがのことが我我我我がががが国国国国のののの国国国国境境境境ををををししししっかりっかりっかりっかり守守守守ることにつながるることにつながるることにつながるることにつながる
とととと思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、県県県県のののの考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 農農農農地地地地中中中中間間間間管理管理管理管理事業事業事業事業についてについてについてについて

ｱｱｱｱ これまでこれまでこれまでこれまで、、、、何度何度何度何度かかかか同同同同事業事業事業事業についてについてについてについて質問質問質問質問ささささせせせせていただきまていただきまていただきまていただきまししししたがたがたがたが、、、、今一度今一度今一度今一度、、、、農農農農家家家家のののの皆皆皆皆さんさんさんさん
にわかりやすにわかりやすにわかりやすにわかりやすくくくく農農農農地地地地中中中中間間間間管理管理管理管理事業制事業制事業制事業制度度度度のののの説説説説明明明明をおをおをおをお願願願願いいいいししししますますますます。。。。

ｲｲｲｲ 農農農農地地地地中中中中間間間間管理機構管理機構管理機構管理機構へのへのへのへの農農農農地地地地貸貸貸貸しししし出出出出ししししののののメメメメリリリリッッッットはトはトはトは何何何何かかかか。。。。伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 本本本本県県県県におけるにおけるにおけるにおける、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの「「「「農農農農地地地地中中中中間間間間管理管理管理管理事業事業事業事業」」」」のののの実実実実績績績績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うううう。。。。

ｴｴｴｴ 農農農農地地地地中中中中間間間間管理管理管理管理事業事業事業事業をををを推推推推進進進進するするするする上上上上でのでのでのでの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策についておについておについておについてお聞聞聞聞かかかかせくせくせくせくださいださいださいださい。。。。

((((3333)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業協業協業協業協定定定定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 漁漁漁漁業協業協業協業協定定定定にににに関関関関するこれまでのするこれまでのするこれまでのするこれまで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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 漁漁漁漁業者業者業者業者のののの安全操安全操安全操安全操業業業業やややや水産経営水産経営水産経営水産経営のののの安定化安定化安定化安定化をををを確確確確保保保保するためのするためのするためのするための取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 去去去去るるるる１１１１月下旬月下旬月下旬月下旬、、、、本本本本県県県県でのでのでのでの事事事事前前前前会会会会合合合合がががが開催開催開催開催されたがされたがされたがされたが協議協議協議協議内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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4444 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 離島地域離島地域離島地域離島地域のののの水道広水道広水道広水道広域域域域化化化化についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 広広広広域域域域化化化化にににに取取取取りりりり組組組組むむむむことになったことになったことになったことになった要要要要因因因因はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 広広広広域域域域化化化化にににに向向向向けてあらけてあらけてあらけてあらゆゆゆゆるるるる整備等整備等整備等整備等がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるがどうえるがどうえるがどうえるがどう取取取取りりりり組組組組むむむむかかかか。。。。

ｳｳｳｳ 広広広広域域域域化化化化することによるすることによるすることによるすることによる経営悪化経営悪化経営悪化経営悪化のののの影響影響影響影響についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 離島離島離島離島航路航路航路航路のののの船舶船舶船舶船舶支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 船舶購船舶購船舶購船舶購入支援入支援入支援入支援のののの現状現状現状現状についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 船舶更船舶更船舶更船舶更新支援新支援新支援新支援内容内容内容内容についてについてについてについて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 33339999のののの有有有有人離島人離島人離島人離島ををををカバカバカバカバーするーするーするーする11116666航路航路航路航路におけるにおけるにおけるにおける今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ うるまうるまうるまうるま市市市市におけるにおけるにおけるにおける唯一唯一唯一唯一のののの離島離島離島離島、、、、津堅津堅津堅津堅島島島島、、、、船舶更船舶更船舶更船舶更新時期新時期新時期新時期がががが平成平成平成平成33333333年年年年となっていますがとなっていますがとなっていますがとなっていますが、、、、老老老老
朽化朽化朽化朽化にににに伴伴伴伴うううう前倒前倒前倒前倒しししし支援支援支援支援もももも可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 教育教育教育教育とととと子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困問題問題問題問題についてについてについてについて

((((1111)))) 教教教教職員定数職員定数職員定数職員定数でででで、、、、これまでにこれまでにこれまでにこれまでに財務省財務省財務省財務省とととと文文文文部部部部科科科科学学学学省省省省とのとのとのとの間間間間でででで、、、、生生生生徒数徒数徒数徒数のののの減減減減をををを理由理由理由理由にににに教教教教職員職員職員職員４４４４
万万万万人人人人のののの削削削削減減減減がががが発表発表発表発表されたされたされたされた件件件件についてについてについてについて、、、、教育長教育長教育長教育長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 過過過過去去去去22227777年年年年間間間間、、、、母母母母県県県県であるであるであるである本本本本県県県県からのからのからのからの移住移住移住移住先先先先ボボボボリリリリビアビアビアビア「「「「ココココロニアロニアロニアロニアオオオオキナワキナワキナワキナワ」」」」におけるにおけるにおけるにおける子弟子弟子弟子弟教育教育教育教育
事業事業事業事業がががが復復復復活活活活ししししたとのことですがたとのことですがたとのことですがたとのことですが現状現状現状現状をおをおをおをお聞聞聞聞かかかかせくせくせくせくださいださいださいださい。。。。

((((3333)))) 11111111月月月月議会議会議会議会でででで質問質問質問質問ししししたたたた給付型奨給付型奨給付型奨給付型奨学学学学金金金金がががが予算化予算化予算化予算化されされされされ、、、、実実実実現現現現がががが図図図図られることをられることをられることをられることを評価評価評価評価ししししたいとたいとたいとたいと思思思思
いますいますいますいます。。。。実実実実施施施施時期時期時期時期とととと内容内容内容内容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)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困問題問題問題問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 子供貧困子供貧困子供貧困子供貧困のののの基基基基準準準準をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 就就就就学援助学援助学援助学援助受給受給受給受給者者者者のののの現状現状現状現状とととと制制制制度利度利度利度利用用用用についておについておについておについてお聞聞聞聞ききききししししたいたいたいたい。。。。

ｳｳｳｳ 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策計画計画計画計画でででで、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、各各各各市市市市町村町村町村町村のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

6666 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020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)))) 平成平成平成平成22228888年度年度年度年度でででで21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興計画計画計画計画はははは折折折折りりりり返返返返ししししをををを迎迎迎迎えるえるえるえる。。。。このこのこのこの間間間間のののの行財行財行財行財政政政政運営運営運営運営
のののの課題課題課題課題とととと改善点改善点改善点改善点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの任務任務任務任務にににに対対対対するするするする評価評価評価評価、、、、先島先島先島先島諸諸諸諸島島島島へのへのへのへの自衛隊配自衛隊配自衛隊配自衛隊配備備備備にににに関関関関ししししてててて知事知事知事知事のののの賛否賛否賛否賛否をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古埋埋埋埋立承認立承認立承認立承認取取取取りりりり消消消消しししし訴訟訴訟訴訟訴訟のののの県県県県のののの現状現状現状現状認識認識認識認識についてについてについてについて、、、、またまたまたまた和和和和解解解解勧告勧告勧告勧告へのへのへのへの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

2222 在在在在沖沖沖沖米軍米軍米軍米軍基地基地基地基地のののの整整整整理理理理縮縮縮縮小小小小、、、、返還返還返還返還をををを具具具具体体体体的的的的にどうにどうにどうにどう進進進進めるのかめるのかめるのかめるのか計画計画計画計画とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 畜産畜産畜産畜産業業業業にににに係係係係るるるるＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北部振興策部振興策部振興策部振興策のののの一環一環一環一環ととととししししてててて養豚養豚養豚養豚業業業業のののの生生生生産産産産基盤基地基盤基地基盤基地基盤基地をををを北北北北部部部部にににに集約集約集約集約することですることですることですることで、、、、雇雇雇雇用用用用、、、、定住定住定住定住対対対対
策策策策にもつなにもつなにもつなにもつなげげげげられますられますられますられます。。。。北北北北部振興部振興部振興部振興総総総総合合合合ププププロジロジロジロジェェェェクトとクトとクトとクトとししししてててて推推推推進進進進ししししてはいかがかてはいかがかてはいかがかてはいかがか。。。。

((((2222)))) 養鶏養鶏養鶏養鶏業業業業界界界界ははははＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰやややや国国国国内内内内競競競競争争争争にさらされてにさらされてにさらされてにさらされて危危危危機機機機にににに瀕瀕瀕瀕ししししているているているている。。。。県県県県指指指指導導導導でででで県県県県内内内内業業業業界界界界をををを再編再編再編再編
しししし、、、、協業組協業組協業組協業組合合合合のののの設設設設置置置置やややや協協協協同同同同処処処処理理理理加加加加工場工場工場工場のののの整備整備整備整備をををを促促促促しししし、、、、県県県県のののの支援支援支援支援のもとでのもとでのもとでのもとで推推推推進進進進するするするする考考考考えはえはえはえは
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。。。。

4444 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒支援支援支援支援セセセセンンンンタタタターーーー（（（（群星寮群星寮群星寮群星寮））））がががが完完完完成成成成ししししたたたた。。。。入入入入居居居居状状状状況況況況とととと兄兄兄兄弟弟弟弟入入入入居居居居もももも可能可能可能可能かかかか伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((2222)))) 南南南南部離島部離島部離島部離島におけるにおけるにおけるにおける県県県県発発発発注注注注のののの公公公公共事業共事業共事業共事業中中中中、、、、島島島島内企内企内企内企業業業業（（（（久米久米久米久米島島島島町町町町））））のののの受受受受注注注注率率率率はいかはいかはいかはいかほほほほどかどかどかどか。。。。
またまたまたまた地地地地元元元元優先優先優先優先、、、、地地地地場場場場産産産産業育業育業育業育成成成成策策策策にににに配配配配慮慮慮慮ししししてててて対応対応対応対応されているのかされているのかされているのかされているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 久米久米久米久米島島島島とととと本本本本島間島間島間島間のののの交交交交通通通通コストコストコストコスト削削削削減減減減はははは島島島島のののの死死死死活問題活問題活問題活問題、、、、小規模小規模小規模小規模離島離島離島離島並並並並のののの支援策支援策支援策支援策はははは打打打打ちちちち出出出出せせせせ
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。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて
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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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020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 ユユユユニバニバニバニバーーーーササササル・スル・スル・スル・スタジタジタジタジオ・オ・オ・オ・ジジジジャパャパャパャパンンンン（（（（ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ））））のののの誘致誘致誘致誘致についてについてについてについて

((((1111)))) ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪ誘致誘致誘致誘致にににに向向向向けてけてけてけて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの交交交交渉渉渉渉のののの説説説説明明明明。。。。

((((2222)))) 現状現状現状現状とととと誘致誘致誘致誘致実実実実現現現現にににに向向向向けてのけてのけてのけての県県県県のののの戦略戦略戦略戦略はははは。。。。

2222 宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙宜野湾市長選挙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のののの選挙応援選挙応援選挙応援選挙応援のののの説説説説明明明明。。。。

((((2222)))) オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄とととと言言言言いながらいながらいながらいながら、、、、保守保守保守保守中道中道中道中道、、、、自自自自民民民民党党党党、、、、公公公公明明明明党党党党対革新共闘対革新共闘対革新共闘対革新共闘のののの戦戦戦戦いでありいでありいでありいであり、、、、投票投票投票投票結結結結
果果果果ががががそそそそれをれをれをれを裏裏裏裏づづづづけているけているけているけている。。。。このことについてこのことについてこのことについてこのことについて翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 選挙選挙選挙選挙のののの結果結果結果結果、、、、普天間普天間普天間普天間のののの固固固固定化定化定化定化阻止阻止阻止阻止、、、、早期返還早期返還早期返還早期返還のののの市民市民市民市民のののの切切切切実実実実なななな、、、、新新新新たなたなたなたな民意民意民意民意がががが示示示示されたされたされたされた。。。。
このことはこのことはこのことはこのことは、、、、辺野古反対辺野古反対辺野古反対辺野古反対だけのだけのだけのだけの翁長知事翁長知事翁長知事翁長知事のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする市民市民市民市民のののの評価評価評価評価でもありでもありでもありでもあり、、、、翁長知翁長知翁長知翁長知
事事事事はよりはよりはよりはより真剣真剣真剣真剣にににに普天間返還普天間返還普天間返還普天間返還のののの実実実実現現現現にににに取取取取りりりり組組組組めとのめとのめとのめとの民意民意民意民意でもあるでもあるでもあるでもある。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光コンコンコンコンベベベベンンンンシシシショョョョンンンンビュビュビュビューーーーロロロローのーのーのーの運営運営運営運営についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成22227777年度年度年度年度決決決決算算算算でででで、、、、約約約約3333777700000000万円万円万円万円のののの赤字赤字赤字赤字決決決決算算算算とのとのとのとの予予予予測測測測がががが出出出出されているされているされているされている。。。。そそそそのののの要要要要因因因因、、、、背景背景背景背景、、、、
運営運営運営運営、、、、責責責責任任任任体制体制体制体制についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 ししししままままくくくくととととぅぅぅぅばばばばのののの普及及普及及普及及普及及びびびび使使使使用用用用についてについてについてについて

((((1111)))) ししししままままくくくくととととぅぅぅぅばばばばのののの普及及普及及普及及普及及びびびび使使使使用用用用のののの目目目目的的的的はははは。。。。

((((2222)))) ししししままままくくくくととととぅぅぅぅばばばば担担担担当当当当参参参参与与与与のののの役割役割役割役割とととと責責責責任任任任。。。。

5555 我我我我がががが党党党党のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020分分分分 前島前島前島前島　　　　明男明男明男明男（（（（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)))) アジアアジアアジアアジア経済経済経済経済戦略戦略戦略戦略構想構想構想構想にににに基基基基づづづづいていていていて、、、、北京北京北京北京、、、、香香香香港港港港、、、、ママママカカカカオオオオ、、、、台台台台湾湾湾湾、、、、シシシシンンンンガポガポガポガポールールールール、、、、ハハハハワワワワイイイイ島島島島へへへへ
トトトトッッッップセプセプセプセールスをールスをールスをールスを実実実実施施施施されまされまされまされまししししたがたがたがたが、、、、そそそそのののの成成成成果果果果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 拡拡拡拡大大大大するするするするアジアアジアアジアアジアののののビジビジビジビジネネネネススススチャチャチャチャンスをンスをンスをンスをゲゲゲゲッッッットするにはトするにはトするにはトするには、、、、何何何何がががが最最最最もももも必必必必要要要要かかかか。。。。具具具具体体体体的的的的なななな対策対策対策対策をををを伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 普天間普天間普天間普天間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの県外県外県外県外移移移移設及設及設及設及びびびび早期返還早期返還早期返還早期返還についてはについてはについてはについては、、、、日日日日本本本本政政政政府府府府とととと米米米米国政国政国政国政府府府府にににに訴訴訴訴えるだけえるだけえるだけえるだけ
ではではではでは、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか難難難難ししししいのでいのでいのでいので、、、、近隣近隣近隣近隣諸諸諸諸国国国国とのとのとのとの全全全全方方方方位外位外位外位外交交交交がががが必必必必要要要要だとだとだとだと考考考考えますがどうかえますがどうかえますがどうかえますがどうか伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

2222 教育教育教育教育行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 本本本本県県県県をををを牽引牽引牽引牽引するするするする高高高高いいいい志志志志をををを持持持持ったったったった人人人人材材材材のののの育育育育成成成成をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、海邦海邦海邦海邦高高高高校校校校、、、、球陽球陽球陽球陽高高高高校校校校へへへへ併併併併設設設設型型型型
のののの中中中中学学学学校校校校をををを設設設設置置置置するとありますがするとありますがするとありますがするとありますが、、、、具具具具体体体体的的的的なななな説説説説明明明明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((2222)))) 正規正規正規正規教教教教員員員員とととと非正規非正規非正規非正規教教教教員員員員のののの割合割合割合割合はははは、、、、他府他府他府他府県県県県にににに比比比比べてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているかべてどうなっているか、、、、またまたまたまた今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを
伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 「「「「やーなれーやーなれーやーなれーやーなれー」」」」事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、具具具具体体体体的的的的なななな説説説説明明明明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((4444)))) いいいいじじじじめめめめ、、、、不不不不登校登校登校登校、、、、深夜徘深夜徘深夜徘深夜徘回回回回についてについてについてについて、、、、現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 福祉福祉福祉福祉行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 女女女女性性性性のののの活活活活躍躍躍躍推推推推進進進進についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「女女女女性活性活性活性活躍躍躍躍推推推推進法進法進法進法」」」」がががが４４４４月月月月からからからから施行施行施行施行されますがされますがされますがされますが、、、、そそそそのののの概概概概要要要要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 我我我我がががが県県県県におけるにおけるにおけるにおけるママママタタタタハハハハラのラのラのラの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。またまたまたまたそそそそのののの対策対策対策対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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 高高高高齢齢齢齢者者者者のののの就就就就労労労労支援支援支援支援についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現状現状現状現状とととと対策対策対策対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)))) 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの子供子供子供子供のののの貧困状貧困状貧困状貧困状況況況況がががが全全全全国国国国平平平平均均均均とととと比比比比べてべてべてべて13131313....6666ポポポポイントもイントもイントもイントも大大大大ききききくくくく上回上回上回上回っているっているっているっている大大大大きなきなきなきな要要要要
因因因因はははは何何何何かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 根根根根本的本的本的本的なななな対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｳｳｳｳ 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困がががが学学学学力力力力にもにもにもにも影響影響影響影響ししししているとているとているとてい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。。。。

ｴｴｴｴ 他府他府他府他府県県県県ではではではでは、、、、部活部活部活部活のののの援助援助援助援助とかとかとかとか、、、、福祉乗車券福祉乗車券福祉乗車券福祉乗車券をををを発行発行発行発行・・・・配付配付配付配付ししししているとこているとこているとこているところろろろもあるようですがもあるようですがもあるようですがもあるようですが、、、、
我我我我がががが県県県県でもでもでもでも検検検検討討討討ししししてみてはいかがですかてみてはいかがですかてみてはいかがですかてみてはいかがですか。。。。

4444 医療医療医療医療行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北部地域及部地域及部地域及部地域及びびびび離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける医療医療医療医療のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題はははは何何何何かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。そしそしそしそしてててて対策対策対策対策はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺いいいい
ますますますます。。。。

((((2222)))) 各各各各県県県県立病院立病院立病院立病院のののの経営状経営状経営状経営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伺伺伺伺いますいますいますいます。（。（。（。（平成平成平成平成22226666年度年度年度年度決決決決算算算算））））

5555 文化文化文化文化、、、、観光観光観光観光、、、、ススススポポポポーーーーツツツツ行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「空空空空手手手手振興課振興課振興課振興課」」」」のののの設設設設置置置置についてについてについてについて、、、、概概概概要要要要をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 世世世世界界界界水準水準水準水準のののの観光観光観光観光リリリリゾゾゾゾートートートート地地地地のののの形形形形成成成成にににに取取取取りりりり組組組組むむむむとあるがとあるがとあるがとあるが、、、、どこをどこをどこをどこを目標目標目標目標ににににししししているのかているのかているのかているのか伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((3333)))) アジアアジアアジアアジア最最最最大大大大のののの航空航空航空航空会会会会社社社社商談商談商談商談会会会会「「「「ルールールールーツツツツアジアアジアアジアアジア」」」」についてについてについてについて、、、、具具具具体体体体的的的的なななな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。。。。

((((4444)))) ススススポポポポーーーーツツツツコンコンコンコンベベベベンンンンシシシショョョョンのンのンのンの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。



7

6666 農林水産行農林水産行農林水産行農林水産行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 農水産農水産農水産農水産物物物物ののののブブブブランランランランドドドド化化化化はどのはどのはどのはどの程程程程度度度度進進進進んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか。。。。またまたまたまた品目品目品目品目ごとのごとのごとのごとの数量数量数量数量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)))) 日日日日台漁台漁台漁台漁業取業取業取業取りりりり決決決決めのめのめのめの影響影響影響影響のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題、、、、対策対策対策対策はははは何何何何かかかか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

7777 商工労働商工労働商工労働商工労働行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 中小企中小企中小企中小企業業業業、、、、小規模小規模小規模小規模事業者対策事業者対策事業者対策事業者対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)))) 若若若若年年年年者等者等者等者等のののの離離離離職率職率職率職率のののの高高高高さやさやさやさや求人求人求人求人とととと求求求求職職職職ののののミミミミススススママママッッッッチチチチのののの解解解解消消消消対策対策対策対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伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((3333)))) 大大大大型型型型国国国国際商談際商談際商談際商談会会会会「「「「沖縄大沖縄大沖縄大沖縄大交交交交易易易易会会会会」」」」のののの準準準準備備備備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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 建設建設建設建設行行行行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 公公公公共建共建共建共建築築築築物物物物（（（（建物建物建物建物、、、、橋梁橋梁橋梁橋梁等等等等））））のののの耐震耐震耐震耐震補補補補強工強工強工強工事事事事のののの進進進進捗捗捗捗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。。。。

((((2222)))) 糸満糸満糸満糸満からからからから読谷読谷読谷読谷までのまでのまでのまでの西海岸西海岸西海岸西海岸道路道路道路道路のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況がががが遅遅遅遅いのはいのはいのはいのは、、、、何何何何がががが原原原原因因因因かかかか。。。。またまたまたまたそそそそのののの対策対策対策対策はどはどはどはど
うかうかうかうか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

9999 環境行環境行環境行環境行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・琉球琉球琉球琉球」」」」のののの世世世世界界界界自自自自然遺然遺然遺然遺産産産産登録登録登録登録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がどのがどのがどのがどの程程程程度度度度進進進進んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 自自自自然然然然環境環境環境環境再再再再生生生生モデモデモデモデルルルル事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、具具具具体体体体的的的的なななな説説説説明明明明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((3333)))) 流流流流域域域域下水道下水道下水道下水道からからからから発発発発生生生生するするするするババババイオイオイオイオガガガガスをスをスをスを活用活用活用活用ししししたたたた再再再再生生生生可能可能可能可能エエエエネネネネルルルルギギギギーーーー発発発発電電電電事業事業事業事業についてについてについてについて、、、、
具具具具体体体体的的的的なななな説説説説明明明明をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

10101010公公公公安行安行安行安行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) 飲酒飲酒飲酒飲酒運運運運転根絶転根絶転根絶転根絶対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 暴走暴走暴走暴走運運運運転根絶転根絶転根絶転根絶対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

11111111我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020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 沖縄沖縄沖縄沖縄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
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの新新新新たなたなたなたな振興振興振興振興についてについてについてについて、、、、県県県県はははは「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基基基基本計画本計画本計画本計画」」」」をををを策策策策定定定定しししし、、、、これをこれをこれをこれを実実実実現現現現するするするする
ためにためにためにために、、、、新新新新たなたなたなたな沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興特別特別特別特別措置措置措置措置法法法法にににに、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興にににに資資資資するするするする事業事業事業事業をををを県県県県がががが自主的自主的自主的自主的なななな選選選選択択択択にににに基基基基
づづづづいていていていて実実実実施施施施できるできるできるできる一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金制制制制度度度度をををを明明明明記記記記（（（（平成平成平成平成24242424年年年年））））ししししたたたた。。。。そそそそこでこでこでこで伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用ししししたたたた事業事業事業事業がががが、、、、県県県県内内内内のののの経済経済経済経済にどのようなにどのようなにどのようなにどのような効効効効果果果果、、、、影響影響影響影響をををを与与与与えているかえているかえているかえているか。。。。具具具具体体体体
的的的的にににに説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興特別特別特別特別推推推推進進進進交付金交付金交付金交付金（（（（ソソソソフトフトフトフト交付金交付金交付金交付金））））のののの県分県分県分県分、、、、市市市市町村町村町村町村分分分分のののの割合割合割合割合についてについてについてについて、、、、変更変更変更変更はありはありはありはあり
得得得得るのかるのかるのかるのか。。。。県県県県のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興公公公公共共共共投資投資投資投資交付金交付金交付金交付金増増増増にににに向向向向けたけたけたけた県県県県のののの施施施施策策策策をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) ５５５５年年年年間間間間のののの最終最終最終最終年度年度年度年度をををを迎迎迎迎えてえてえてえて、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興特別特別特別特別推推推推進進進進交付金交付金交付金交付金のののの不不不不用用用用額額額額のののの県分県分県分県分、、、、市市市市町村町村町村町村分分分分合計合計合計合計
がががが約約約約121212128888億円億円億円億円（（（（３３３３年年年年間間間間）、）、）、）、このこのこのこの原原原原因因因因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。。。。

((((5555)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世世世世紀紀紀紀ビジョビジョビジョビジョンンンン基基基基本計画本計画本計画本計画のののの中中中中間間間間年年年年であるであるであるである。。。。県県県県はははは施施施施策策策策のののの進進進進捗捗捗捗状状状状況況況況やややや効効効効果果果果をををを随随随随時検時検時検時検証証証証しししし
ているとているとているとていると思思思思うがうがうがうが、、、、現現現現時時時時点点点点におけるにおけるにおけるにおける検検検検証証証証のののの内容内容内容内容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。。。。

((((6666)))) 各各各各種種種種のののの税税税税制優制優制優制優遇遇遇遇措置措置措置措置があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県内経済内経済内経済内経済にどのようなにどのようなにどのようなにどのような効効効効果果果果とととと振興振興振興振興にににに寄与寄与寄与寄与ししししているかているかているかているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 各各各各種種種種のののの税税税税制優制優制優制優遇遇遇遇措置措置措置措置のののの適適適適用期用期用期用期限限限限がががが平成平成平成平成22229999年年年年３３３３月月月月、、、、５５５５月月月月とととと迫迫迫迫っているがっているがっているがっているが、、、、県県県県のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 北北北北部振興部振興部振興部振興がががが平成平成平成平成12121212年年年年にににに開開開開始始始始されたがされたがされたがされたが、、、、振興事業振興事業振興事業振興事業のののの効効効効果及果及果及果及びびびび補助補助補助補助額額額額のののの推移推移推移推移についてについてについてについて説説説説明明明明
されたいされたいされたいされたい。。。。

2222 防災防災防災防災体制体制体制体制についてについてについてについて

((((1111)))) 海海海海やややや川川川川にににに面面面面ししししているているているている学学学学校校校校のののの防災防災防災防災体制体制体制体制についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 台台台台風風風風発発発発生時生時生時生時におけるにおけるにおけるにおける高高高高潮潮潮潮、、、、波浪波浪波浪波浪等等等等によるによるによるによる被害被害被害被害がががが想定想定想定想定されるされるされるされる海岸海岸海岸海岸等等等等のののの防護防護防護防護機能機能機能機能についてについてについてについて
説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害危険危険危険危険箇箇箇箇所所所所のののの整備整備整備整備についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) 観光地観光地観光地観光地におけるにおけるにおけるにおける防災防災防災防災対策対策対策対策についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい（（（（恩納恩納恩納恩納村村村村）。）。）。）。

((((5555)))) 高高高高潮潮潮潮やややや津津津津波波波波からからからから背背背背後住後住後住後住宅宅宅宅をををを守守守守るためのるためのるためのるための海岸海岸海岸海岸保保保保全全全全整備整備整備整備についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

3333 農林水産農林水産農林水産農林水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)))) ヤギヤギヤギヤギ生生生生産農産農産農産農家家家家数数数数ととととヤギヤギヤギヤギ肉肉肉肉生生生生産産産産のののの現状現状現状現状についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 山羊山羊山羊山羊生生生生産産産産振興対策事業振興対策事業振興対策事業振興対策事業のののの成成成成果果果果についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 海海海海ブドブドブドブドウウウウ生生生生産産産産者者者者のののの数数数数とととと、、、、生生生生産産産産高高高高とととと価価価価格格格格のののの推移推移推移推移についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) 海海海海ブドブドブドブドウウウウ生生生生産産産産者者者者にににに対対対対するするするする財財財財政支援及政支援及政支援及政支援及びびびび漁漁漁漁業組業組業組業組合合合合等等等等にににに対対対対するするするする補助制補助制補助制補助制度度度度はあるかはあるかはあるかはあるか説説説説明明明明されされされされ
たいたいたいたい。。。。

((((5555)))) やんやんやんやんばばばばるるるる型型型型森森森森林林林林ツツツツーリーリーリーリズムズムズムズム推推推推進体制進体制進体制進体制構構構構築築築築事業事業事業事業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方針方針方針方針についてについてについてについて説説説説明明明明されたされたされたされた
いいいい。。。。

((((6666)))) パパパパイイイイナッナッナッナッププププルルルル生生生生産産産産体制体制体制体制のののの確確確確立立立立、、、、果実等生果実等生果実等生果実等生産出産出産出産出荷荷荷荷安定安定安定安定対策事業対策事業対策事業対策事業のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策についてについてについてについて説説説説
明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

4444 民民民民泊泊泊泊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説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは国家国家国家国家戦略特戦略特戦略特戦略特区区区区第第第第13131313条条条条、、、、旅旅旅旅館館館館業法業法業法業法適適適適用除外用除外用除外用除外をををを活用活用活用活用ししししてててて、、、、戦略特戦略特戦略特戦略特区区区区をををを推推推推進進進進するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺
うううう。。。。

5555 子供子供子供子供のののの貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策についてについてについてについて



9

((((1111)))) 貧困貧困貧困貧困のののの原原原原因因因因はははは何何何何かかかか説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 「「「「貧困貧困貧困貧困のののの連連連連鎖鎖鎖鎖」」」」をををを防止防止防止防止するためのするためのするためのするための施施施施策策策策についてについてについてについて説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 貧困貧困貧困貧困のののの対策対策対策対策はははは、、、、市市市市町村町村町村町村とととと県県県県とのとのとのとの緻密緻密緻密緻密なななな連連連連携携携携ななななくしくしくしくしてはてはてはては実実実実現現現現ししししないないないない。。。。市市市市町村町村町村町村とのとのとのとの連連連連携携携携はどうはどうはどうはどう
なっているかなっているかなっているかなっているか説説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

6666 キキキキャャャャンンンンププププ・・・・シシシシュワュワュワュワブゲブゲブゲブゲートートートート前前前前のののの警警警警備備備備についてについてについてについて

((((1111)))) おりのおりのおりのおりの中中中中にににに拘束拘束拘束拘束するするするする法法法法的的的的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説説説明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 一一一一人人人人のののの中隊中隊中隊中隊長長長長のののの行行行行動動動動はははは過過過過剰警剰警剰警剰警備備備備、、、、人人人人権無視権無視権無視権無視、、、、ママママッッッッチポチポチポチポンンンンププププにににに見見見見えてならないえてならないえてならないえてならない。。。。彼彼彼彼のののの担担担担当当当当
のときはのときはのときはのときは必必必必ずずずず衝衝衝衝突突突突がががが頻頻頻頻発発発発しししし、、、、けがけがけがけが人人人人がががが発発発発生生生生ししししているているているている。。。。彼彼彼彼のののの言動言動言動言動はははは警警警警職職職職法法法法にににに違反違反違反違反するするするする。。。。警警警警
察官察官察官察官であるであるであるである前前前前にににに人間人間人間人間でなけれでなけれでなけれでなければばばばならないならないならないならない。。。。公権力公権力公権力公権力をををを行行行行使使使使するするするする者者者者はははは、、、、常常常常にににに冷静冷静冷静冷静でででで憲憲憲憲法法法法をををを遵遵遵遵
守守守守ししししなけれなけれなけれなければばばばならないならないならないならない。。。。そそそそこでこでこでこで伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 警察官警察官警察官警察官のののの職務職務職務職務とはとはとはとは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 公権力公権力公権力公権力とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。公権力公権力公権力公権力をををを行行行行使使使使するときのするときのするときのするときの注注注注意事意事意事意事項項項項はあるかはあるかはあるかはあるか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 警察官警察官警察官警察官がががが言言言言うううう「「「「危険人物危険人物危険人物危険人物」」」」とはとはとはとは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 東京都東京都東京都東京都にににに警警警警備備備備をををを要要要要請請請請するするするする目目目目的的的的はははは何何何何かかかか。。。。警警警警備備備備のののの状状状状況況況況についてについてについてについて、、、、県県県県警警警警にににに報報報報告告告告はあるかはあるかはあるかはあるか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 保保保保健健健健・・・・医療医療医療医療についてについてについてについて

((((1111)))) 北北北北部部部部病院病院病院病院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医療医療医療医療体制体制体制体制のののの充充充充実実実実、、、、整備整備整備整備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)))) 北北北北部部部部病院病院病院病院とととと各町村各町村各町村各町村のののの診診診診療療療療所所所所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 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて
宜野宜野宜野宜野座座座座村村村村城城城城原原原原区区区区住住住住宅宅宅宅上上上上空空空空をオスをオスをオスをオスププププレレレレイイイイ、、、、ヘヘヘヘリがリがリがリが夜夜夜夜間低間低間低間低空空空空飛飛飛飛行行行行訓練訓練訓練訓練をををを行行行行っているがっているがっているがっているが、、、、県県県県のののの対対対対
策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

9999 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表代表代表代表質問質問質問質問とのとのとのとの関関関関連連連連についてについてについてについて



10

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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020分分分分 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（維新維新維新維新のののの会会会会）））） 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 沖縄大沖縄大沖縄大沖縄大交交交交易易易易会会会会についてについてについてについて

((((1111)))) 目目目目的的的的はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 第第第第１１１１回回回回とととと第第第第２２２２回回回回のののの開催開催開催開催のののの成成成成果果果果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)))) 今後今後今後今後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 道路行道路行道路行道路行政政政政についてについてについてについて

((((1111)))) キキキキャャャャンンンンププププ・・・・キキキキンザーのンザーのンザーのンザーの一一一一部返還部返還部返還部返還にににに伴伴伴伴うううう国国国国道道道道55558888号号号号拡拡拡拡幅幅幅幅によってによってによってによって、、、、渋滞緩渋滞緩渋滞緩渋滞緩和和和和につながるとするにつながるとするにつながるとするにつながるとする
根拠根拠根拠根拠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)))) 浦添浦添浦添浦添西原西原西原西原線線線線（（（（港港港港川川川川道路道路道路道路））））のののの進進進進捗捗捗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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 浦添浦添浦添浦添西原西原西原西原線線線線（（（（屋富祖屋富祖屋富祖屋富祖通通通通りりりり））））のののの整備整備整備整備計画計画計画計画があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 浦添浦添浦添浦添西原西原西原西原線線線線（（（（屋富祖屋富祖屋富祖屋富祖通通通通りりりり））））からからからから臨臨臨臨港道路港道路港道路港道路浦添浦添浦添浦添線線線線をををを結結結結ぶぶぶぶ道路道路道路道路のののの整備整備整備整備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 キキキキクククク日日日日本一本一本一本一のののの沖縄沖縄沖縄沖縄ブブブブランランランランドドドド維維維維持持持持のためののためののためののための生生生生産産産産基盤基盤基盤基盤強強強強化化化化技術技術技術技術開発開発開発開発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)))) 事業事業事業事業のののの目目目目的的的的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)))) 農農農農家家家家のののの生生生生産向産向産向産向上及上及上及上及びびびび負担負担負担負担軽軽軽軽減減減減にににに対対対対するするするする対策対策対策対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 総総総総合交合交合交合交通体通体通体通体系系系系計画計画計画計画についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道導導導導入入入入までにまでにまでにまでに入域観光客入域観光客入域観光客入域観光客1000100010001000万万万万人時人時人時人時代代代代がががが来来来来るとるとるとると思思思思うがうがうがうが、、、、交交交交通体通体通体通体系系系系全全全全体体体体でででで観光客観光客観光客観光客のののの
増加増加増加増加にどのにどのにどのにどの程程程程度度度度対応対応対応対応できるとできるとできるとできると見見見見込込込込んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のののの計画計画計画計画案案案案のののの策策策策定定定定にににに向向向向けけけけ取取取取りりりり組組組組んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、島島島島嶼嶼嶼嶼県県県県であるであるであるである沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特特特特性性性性をををを生生生生かかかか
しししし、、、、海海海海上上上上交交交交通通通通もももも含含含含めめめめ多多多多様様様様でででで利利利利便便便便性性性性のののの高高高高いいいい交交交交通結通結通結通結節節節節点点点点についてについてについてについて検検検検討討討討するするするする必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう
がががが、、、、県県県県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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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28282828年第年第年第年第1111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))))

02020202月月月月29292929    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 20202020分分分分 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（維新維新維新維新のののの会会会会）））） 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)))) 基地問題基地問題基地問題基地問題のののの課題課題課題課題でででで、、、、法法法法廷廷廷廷闘争闘争闘争闘争以以以以外外外外にににに解決解決解決解決にににに向向向向けてけてけてけて着着着着実実実実にににに具具具具体体体体的的的的にににに取取取取りりりり組組組組んだことはんだことはんだことはんだことは何何何何
かをかをかをかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 我我我我がががが県県県県のののの貧困貧困貧困貧困問題問題問題問題はははは非常非常非常非常事態事態事態事態であるであるであるである。。。。貧困貧困貧困貧困のののの原原原原因因因因であるであるであるである県民所得県民所得県民所得県民所得のののの低低低低さをどのようにさをどのようにさをどのようにさをどのように向向向向
上上上上ささささせせせせるのかるのかるのかるのか具具具具体体体体的施的施的施的施策策策策、、、、取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 憲憲憲憲法法法法第第第第22226666条条条条「「「「義義義義務務務務教育教育教育教育はははは、、、、これをこれをこれをこれを無無無無償償償償とするとするとするとする」」」」とあるとあるとあるとある。。。。どのようにどのようにどのようにどのように認識認識認識認識されされされされ学学学学力力力力向向向向上上上上とととと子供子供子供子供
貧困貧困貧困貧困対策対策対策対策にににに取取取取りりりり組組組組むむむむのかのかのかのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 豊豊豊豊かさがかさがかさがかさが実実実実感感感感できるできるできるできる社社社社会会会会のののの「「「「地地地地方方方方創創創創生生生生のののの推推推推進進進進」」」」のののの具具具具体策体策体策体策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ＵＳＪＵＳＪＵＳＪＵＳＪのののの進進進進出出出出展展展展開開開開はははは、、、、観光観光観光観光産産産産業業業業だけではなだけではなだけではなだけではなくくくく投資投資投資投資やややや北北北北部活性部活性部活性部活性化化化化にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響をををを与与与与えるえるえるえる。。。。状状状状
況況況況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うううう。。。。

2222 那覇那覇那覇那覇国国国国際際際際空港空港空港空港タタタターーーーミナミナミナミナルルルル機能機能機能機能のののの拡拡拡拡充充充充とととと強強強強化化化化についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの空港空港空港空港にににに対対対対するするするする理念理念理念理念やややや計画計画計画計画性性性性がながながながなくくくく後後後後追追追追いいいい拡拡拡拡充充充充になっているになっているになっているになっている。。。。空港施空港施空港施空港施設設設設のののの将来将来将来将来的的的的ビビビビ
ジョジョジョジョンンンン等等等等のののの抜抜抜抜本的改本的改本的改本的改革革革革がががが必必必必要要要要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) アジアアジアアジアアジア経済構想経済構想経済構想経済構想にあるにあるにあるにある那覇駐屯那覇駐屯那覇駐屯那覇駐屯地活用地活用地活用地活用のののの具具具具体策体策体策体策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 中中中中期期期期防防防防衛計画衛計画衛計画衛計画でででで航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊はははは増増増増強強強強されたされたされたされた。。。。過過過過密密密密なななな国国国国内内内内・・・・国国国国際際際際便便便便へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 平行平行平行平行滑滑滑滑走走走走路路路路がががが完完完完成成成成するするするする間間間間のののの暫暫暫暫定定定定使使使使用用用用でもでもでもでも下下下下地島地島地島地島空港空港空港空港へのへのへのへの航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊航空自衛隊のののの訓練訓練訓練訓練移移移移転転転転をををを検検検検
討討討討ししししてはどうかてはどうかてはどうかてはどうか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 大大大大型型型型クルークルークルークルーズズズズ船船船船那覇那覇那覇那覇港港港港入入入入港港港港でででで那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 中中中中城城城城湾湾湾湾港港港港についてについてについてについて、、、、航路航路航路航路のののの拡拡拡拡充充充充やややや離島等離島等離島等離島等のののの産産産産業支援業支援業支援業支援港港港港湾湾湾湾ととととししししてのてのてのての課題課題課題課題とととと整備整備整備整備のののの状状状状況況況況をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

4444 ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ協協協協定定定定についてについてについてについて

((((1111)))) 適切適切適切適切にににに対応対応対応対応するとあるがするとあるがするとあるがするとあるが、、、、県県県県経済経済経済経済等等等等へのへのへのへの具具具具体策体策体策体策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 22228888年度年度年度年度のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ＴＴＴＴＰＰＰＰＰＰＰＰ対策対策対策対策予算予算予算予算のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 畜産畜産畜産畜産業業業業へのへのへのへの活性活性活性活性化化化化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とみとみとみと大大大大型型型型養豚養豚養豚養豚団団団団地建設地建設地建設地建設にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 卸売卸売卸売卸売市市市市場場場場におけるにおけるにおけるにおける物物物物流流流流対策対策対策対策のののの具具具具体体体体的的的的強強強強化化化化をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 不利不利不利不利性解性解性解性解消消消消事業事業事業事業のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの輸送輸送輸送輸送コストのコストのコストのコストの低減策低減策低減策低減策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 南西南西南西南西石油石油石油石油問題問題問題問題のののの状状状状況況況況とととと石油製石油製石油製石油製品品品品安定供給安定供給安定供給安定供給へのへのへのへ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うううう。。。。

6666 ホテホテホテホテルルルル等等等等のののの耐震耐震耐震耐震診断診断診断診断及及及及びびびび改改改改修修修修等等等等にににに対対対対するするするする支援支援支援支援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とととと防災拠防災拠防災拠防災拠点点点点等等等等のののの市市市市町村町村町村町村とのとのとのとの
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。。。。

7777 企企企企業業業業局局局局のののの離島地域離島地域離島地域離島地域水道広水道広水道広水道広域域域域化化化化にににに対対対対するするするする取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは評価評価評価評価するするするする。。。。水道水道水道水道事業事業事業事業のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり
組組組組みみみみ状状状状況況況況をををを伺伺伺伺うううう。。。。


