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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24242424年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月07070707    日日日日((((金金金金))))
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 玉城玉城玉城玉城　　　　義和義和義和義和（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 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)))) 今次総選挙今次総選挙今次総選挙今次総選挙のののの中中中中でででで沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地基地基地基地のののの扱扱扱扱いいいい方方方方もももも含含含含めてめてめてめて、、、、日米関係日米関係日米関係日米関係とりわけとりわけとりわけとりわけ日米軍事同盟日米軍事同盟日米軍事同盟日米軍事同盟のありのありのありのあり
方方方方についてについてについてについて争点争点争点争点となってしかるべきととなってしかるべきととなってしかるべきととなってしかるべき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)))) 総選挙総選挙総選挙総選挙のののの結果結果結果結果いかんをいかんをいかんをいかんを問問問問わずわずわずわず「「「「普天間普天間普天間普天間」」」」をををを県外県外県外県外へというのはへというのはへというのはへというのは変変変変わらないとのことだがわらないとのことだがわらないとのことだがわらないとのことだが、、、、新新新新
政権政権政権政権にににに特特特特にににに期待期待期待期待することはすることはすることはすることは何何何何かかかか。。。。

((((3333)))) 訪米要請訪米要請訪米要請訪米要請のののの結果結果結果結果はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((4444)))) 「「「「ワシントンワシントンワシントンワシントン連絡事務所連絡事務所連絡事務所連絡事務所」」」」のののの設置設置設置設置についてはどうなっているかについてはどうなっているかについてはどうなっているかについてはどうなっているか。。。。

((((5555)))) 「「「「尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題」」」」でででで、、、、沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事ならではのならではのならではのならではの立場立場立場立場をををを表明表明表明表明すべきとすべきとすべきとすべき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 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

((((1111)))) ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ12121212機機機機がががが強行配備強行配備強行配備強行配備されたされたされたされた。。。。県県県県としてとしてとしてとして今後今後今後今後どのようにどのようにどのようにどのように対処対処対処対処するかするかするかするか。。。。

((((2222)))) 「「「「辺野古辺野古辺野古辺野古」」」」のののの公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請はははは新政権新政権新政権新政権になってになってになってになって新年早新年早新年早新年早々々々々にもにもにもにも行行行行われるとみられるがわれるとみられるがわれるとみられるがわれるとみられるが、、、、
県県県県はどうはどうはどうはどう対応対応対応対応するかするかするかするか。。。。

((((3333)))) またまたまたまた、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを県県県県がががが拒否拒否拒否拒否したしたしたした場合場合場合場合、、、、そのそのそのその手続手続手続手続はどのようになるかはどのようになるかはどのようになるかはどのようになるか。。。。

((((4444)))) 県県県県のののの軍用地取得軍用地取得軍用地取得軍用地取得についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 交通対策交通対策交通対策交通対策についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの将来将来将来将来のののの交通網交通網交通網交通網のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて

((((2222)))) 当面当面当面当面のののの交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞のののの緩和策緩和策緩和策緩和策についてについてについてについて

4444 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 高校進学高校進学高校進学高校進学のののの現状現状現状現状はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 大学進学率大学進学率大学進学率大学進学率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（（（（県内県内県内県内、、、、全国全国全国全国））））

((((3333)))) 学校現場学校現場学校現場学校現場におけるいじめのにおけるいじめのにおけるいじめのにおけるいじめの実態実態実態実態とととと、、、、そのそのそのそ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

5555 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光をををを支支支支えていくにはえていくにはえていくにはえていくには優秀優秀優秀優秀なななな人材人材人材人材がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような施策施策施策施策をををを実施実施実施実施するかするかするかするか。。。。

((((2222)))) 個人消費額個人消費額個人消費額個人消費額をををを伸伸伸伸ばすためにばすためにばすためにばすために新新新新たなたなたなたな観光商品観光商品観光商品観光商品のののの開発開発開発開発がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄観光経済沖縄観光経済沖縄観光経済沖縄観光経済はははは県民所得県民所得県民所得県民所得にどのようににどのようににどのようににどのように反映反映反映反映されているかされているかされているかされているか。。。。

6666 雇用問題雇用問題雇用問題雇用問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県内雇用県内雇用県内雇用県内雇用でででで有望有望有望有望なななな分野分野分野分野はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。

((((2222)))) 特特特特にににに失業率失業率失業率失業率がががが高高高高いいいい若年層若年層若年層若年層のののの雇用対策雇用対策雇用対策雇用対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 雇用関連雇用関連雇用関連雇用関連のののの国国国国、、、、県県県県のののの助成制度助成制度助成制度助成制度はいかほどあるかはいかほどあるかはいかほどあるかはいかほどあるか。。。。

((((4444)))) 上記制度上記制度上記制度上記制度によってによってによってによって給付給付給付給付されたされたされたされた総額総額総額総額ははははトータルトータルトータルトータルでででで幾幾幾幾らからからからか。。。。

((((5555)))) そのそのそのその結果結果結果結果、、、、雇用雇用雇用雇用にどれくらいのにどれくらいのにどれくらいのにどれくらいの効果効果効果効果がががが生生生生まれたかまれたかまれたかまれたか。。。。

7777 北部地域北部地域北部地域北部地域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

((((1111)))) ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバル地域地域地域地域のののの国立公園化国立公園化国立公園化国立公園化についてのについてのについてのについての県県県県のののの対応対応対応対応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)))) 琉球諸島琉球諸島琉球諸島琉球諸島のののの世界自然遺産指定世界自然遺産指定世界自然遺産指定世界自然遺産指定についてのについてのについてのについて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。。。。

((((3333)))) 北部地域北部地域北部地域北部地域のののの医療体制医療体制医療体制医療体制のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて、、、、県立北部病院県立北部病院県立北部病院県立北部病院はどのようなはどのようなはどのようなはどのような位置位置位置位置づけをしているづけをしているづけをしているづけをしている
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かかかか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその充実充実充実充実のためののためののためののための対策対策対策対策はははは。。。。

((((4444)))) 北部北部北部北部からからからから中中中中・・・・南部南部南部南部のののの進学校進学校進学校進学校などになどになどになどに在籍在籍在籍在籍しているしているしているしている生徒生徒生徒生徒はいかほどかはいかほどかはいかほどかはいかほどか。。。。またまたまたまた、、、、北部北部北部北部にににに進学校進学校進学校進学校
のののの設立設立設立設立をををを望望望望むむむむ声声声声があるがあるがあるがある。。。。教育庁教育庁教育庁教育庁のののの見解見解見解見解いかんいかんいかんいかん。。。。

((((5555)))) 愛楽園愛楽園愛楽園愛楽園のののの視察視察視察視察をををを知事知事知事知事がががが行行行行いいいい、、、、関係者関係者関係者関係者はははは喜喜喜喜んでいるんでいるんでいるんでいる。「。「。「。「将来構想将来構想将来構想将来構想」」」」のののの県県県県のののの取取取取りりりり組組組組みついてみついてみついてみついて
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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24242424年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月07070707    日日日日((((金金金金))))
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 玉城玉城玉城玉城　　　　　　　　満満満満（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 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)))) 消費税増税後消費税増税後消費税増税後消費税増税後のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済経済経済経済・・・・労働労働労働労働へのへのへのへの影響影響影響影響にににに対対対対するするするす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。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ強行配備強行配備強行配備強行配備にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの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うううう。。。。

((((3333)))) 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに対対対対するするするする各政党各政党各政党各政党のののの中央本部中央本部中央本部中央本部とととと県連県連県連県連のねじれについてののねじれについてののねじれについてののねじれについての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 文化観光文化観光文化観光文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ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)))) 観光入域客数観光入域客数観光入域客数観光入域客数とととと失業率失業率失業率失業率のののの因果関係因果関係因果関係因果関係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)))) 観光関連産業観光関連産業観光関連産業観光関連産業のののの職種職種職種職種とととと正規正規正規正規・・・・非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 観光関連産業観光関連産業観光関連産業観光関連産業のののの平均月収平均月収平均月収平均月収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)))) 県内各自治体県内各自治体県内各自治体県内各自治体のののの観光協会観光協会観光協会観光協会にににに対対対対するするするする県県県県のののの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 観光関連施設観光関連施設観光関連施設観光関連施設ののののＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－ＦｉＷｉ－Ｆｉ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 総務部関係総務部関係総務部関係総務部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 私学私学私学私学にににに対対対対するするするする校舎増改築支援校舎増改築支援校舎増改築支援校舎増改築支援のののの進進進進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)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの人口増人口増人口増人口増にににに対対対対するするするする県税収県税収県税収県税収のののの上昇率上昇率上昇率上昇率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 企画部関係企画部関係企画部関係企画部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入鉄軌道導入についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 調査調査調査調査のののの進進進進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 国国国国・・・・県県県県・・・・広域市町村広域市町村広域市町村広域市町村・・・・交通関連業者交通関連業者交通関連業者交通関連業者とのとのとのとの連携連携連携連携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伺伺伺伺うううう。。。。

5555 商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係商工労働部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 国際物流拠点産業集積地域制度国際物流拠点産業集積地域制度国際物流拠点産業集積地域制度国際物流拠点産業集積地域制度をををを新設新設新設新設したことでしたことでしたことでしたことで旧特自貿旧特自貿旧特自貿旧特自貿におけるにおけるにおけるにおける企業進出企業進出企業進出企業進出のののの動向動向動向動向にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 三線三線三線三線のののの伝統工芸家伝統工芸家伝統工芸家伝統工芸家のののの認定認定認定認定、、、、今後今後今後今後のののの三線支援三線支援三線支援三線支援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)))) 金型技術研究金型技術研究金型技術研究金型技術研究センターセンターセンターセンターのののの実績実績実績実績とととと今後今後今後今後のののの沖縄県金型産業沖縄県金型産業沖縄県金型産業沖縄県金型産業のののの展望展望展望展望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)))) 製造業等製造業等製造業等製造業等をををを支支支支えるえるえるえる沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ののののサポーティングサポーティングサポーティングサポーティング産業産業産業産業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うううう。。。。

6666 土木建築土木建築土木建築土木建築・・・・環境関係環境関係環境関係環境関係についてについてについてについて

((((1111)))) 土木建築関連技能者土木建築関連技能者土木建築関連技能者土木建築関連技能者のののの高齢化対策高齢化対策高齢化対策高齢化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。。。。

((((2222)))) 北部東海岸北部東海岸北部東海岸北部東海岸におけるにおけるにおけるにおける赤土流出対策赤土流出対策赤土流出対策赤土流出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。。。。

7777 農林水産関係農林水産関係農林水産関係農林水産関係についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける植物工場植物工場植物工場植物工場のののの可能性可能性可能性可能性とととと今後今後今後今後のののの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うううう。。。。

((((2222)))) 県県県県においてにおいてにおいてにおいて、、、、ダイビングダイビングダイビングダイビング業界業界業界業界やややや海洋関係海洋関係海洋関係海洋関係のののの総合振興対策支援総合振興対策支援総合振興対策支援総合振興対策支援をををを行行行行うううう部局部局部局部局はどこではどこではどこではどこで、、、、どのどのどのどの
ようなようなようなような施策施策施策施策、、、、事業事業事業事業をををを行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。

8888 教育関係教育関係教育関係教育関係についてについてについてについて

((((1111)))) いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題ととととインターネットインターネットインターネットインターネットのののの因果関係因果関係因果関係因果関係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)))) 児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに心心心心・・・・体体体体のののの痛痛痛痛みにみにみにみに対対対対するするするする教育教育教育教育がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、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



4

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24242424年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月07070707    日日日日((((金金金金))))
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 狩俣狩俣狩俣狩俣　　　　信子信子信子信子（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 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)))) 立立立立てててて続続続続けにけにけにけに米兵絡米兵絡米兵絡米兵絡みのみのみのみの事件事件事件事件・・・・事件事件事件事件がががが起起起起こっていますこっていますこっていますこっています。。。。日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの運用運用運用運用だけではだけではだけではだけでは、、、、県県県県
民民民民のののの人権人権人権人権やややや尊厳尊厳尊厳尊厳はははは守守守守られないことはられないことはられないことはられないことは知事知事知事知事もももも御存知御存知御存知御存知のとおりですのとおりですのとおりですのとおりです。。。。多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民がががが日米地位日米地位日米地位日米地位
協定協定協定協定のののの全面改定全面改定全面改定全面改定をををを訴訴訴訴えていますえていますえていますえています。。。。今後今後今後今後、、、、県民県民県民県民のののの付託付託付託付託をををを受受受受けているけているけているけている県知事県知事県知事県知事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
以上以上以上以上のののの対応対応対応対応がががが求求求求められているとめられているとめられているとめられていると思思思思いますがいますがいますがいますが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みをするのかみをするのかみをするのかみをするのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 11111111月月月月６６６６日日日日、、、、55555555のののの女性団体女性団体女性団体女性団体・・・・グループグループグループグループによるによるによるによる「「「「米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる女性集団強姦事件女性集団強姦事件女性集団強姦事件女性集団強姦事件にににに抗議抗議抗議抗議しししし、、、、オスオスオスオス
プレイプレイプレイプレイのののの強行配備強行配備強行配備強行配備をををを許許許許さないさないさないさない」」」」女性集会女性集会女性集会女性集会がががが持持持持たれましたたれましたたれましたたれました。。。。約約約約400400400400人人人人のののの女性女性女性女性たちがたちがたちがたちが結集結集結集結集しししし、、、、
米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの全面返還全面返還全面返還全面返還をををを求求求求めるめるめるめる要請要請要請要請をををを決議決議決議決議しましたしましたしましたしました。。。。これこれこれこれ以上以上以上以上のののの人権人権人権人権やややや人間人間人間人間としてのとしてのとしてのとしての尊厳尊厳尊厳尊厳
をををを侵害侵害侵害侵害することはすることはすることはすることは許許許許されませんされませんされませんされません。。。。これこれこれこれ以上以上以上以上のののの犠牲犠牲犠牲犠牲もももも許許許許されませんされませんされませんされません。。。。女性女性女性女性たちのたちのたちのたちの切実切実切実切実なななな要要要要
請請請請・・・・要求要求要求要求にににに対対対対するするするする知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル建設工事建設工事建設工事建設工事でででで県県県県がががが国国国国にににに返還返還返還返還したしたしたした約約約約５５５５億億億億8000800080008000万円万円万円万円についてについてについてについて、、、、仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事やややや請請請請
負業者負業者負業者負業者にににに損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償をををを求求求求めためためためた住民監査請求住民監査請求住民監査請求住民監査請求でででで、、、、県監査委員県監査委員県監査委員県監査委員はははは2012201220122012年年年年11111111月月月月26262626日日日日、、、、県県県県にににに勧勧勧勧
告告告告をををを出出出出しましたしましたしましたしました。。。。県県県県のののの損害損害損害損害をををを返還金返還金返還金返還金のののの利息利息利息利息7178717871787178万円万円万円万円とととと認定認定認定認定しししし、、、、関係職員関係職員関係職員関係職員やややや請負業者請負業者請負業者請負業者にににに補補補補
塡塡塡塡のためののためののためののための再調査再調査再調査再調査などなどなどなど必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講ずるようずるようずるようずるよう勧告勧告勧告勧告をしましたをしましたをしましたをしました。。。。今後今後今後今後のののの県県県県のののの対応対応対応対応についについについについ
てててて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 雇用雇用雇用雇用・・・・若者支援若者支援若者支援若者支援についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県はははは労働政策労働政策労働政策労働政策のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとしてグッジョブグッジョブグッジョブグッジョブ運動等運動等運動等運動等にににに取取取取りりりり組組組組んでいますがんでいますがんでいますがんでいますが、、、、労働基準法第労働基準法第労働基準法第労働基準法第15151515条条条条
でででで規定規定規定規定されているされているされているされている「「「「労働条件労働条件労働条件労働条件のののの明示明示明示明示」」」」がががが県内県内県内県内のののの事業所事業所事業所事業所でどのようになっているのかでどのようになっているのかでどのようになっているのかでどのようになっているのか伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。またまたまたまた、「、「、「、「労働条件通知書労働条件通知書労働条件通知書労働条件通知書」」」」のののの交付交付交付交付のののの徹底徹底徹底徹底についてについてについてについて労働行政労働行政労働行政労働行政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指導指導指導指導をををを進進進進
めているのかめているのかめているのかめているのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 労働相談労働相談労働相談労働相談のののの中中中中でででで、、、、最近最近最近最近、、、、県外県外県外県外からのからのからのからの企業企業企業企業によるによるによるによる事業所等事業所等事業所等事業所等においてにおいてにおいてにおいて、、、、労働法基違反労働法基違反労働法基違反労働法基違反のののの事事事事
案案案案がががが見見見見られますられますられますられます。。。。このこのこのこの３３３３カカカカ年間年間年間年間でででで県外資本県外資本県外資本県外資本によってによってによってによって起業起業起業起業したしたしたした事業所数事業所数事業所数事業所数はどれくらいあるのはどれくらいあるのはどれくらいあるのはどれくらいあるの
かかかか、、、、またまたまたまた県内事業所数県内事業所数県内事業所数県内事業所数とととと比率比率比率比率はどうなのかはどうなのかはどうなのかはどうなのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) シングルマザーシングルマザーシングルマザーシングルマザーらをらをらをらを対象対象対象対象にににに実施実施実施実施したしたしたした在宅支援事業在宅支援事業在宅支援事業在宅支援事業がががが、、、、思思思思うようなうようなうようなうような成果成果成果成果をををを上上上上げていないとのげていないとのげていないとのげていないとの
批判批判批判批判をををを受受受受けていますけていますけていますけています。。。。３３３３億円億円億円億円ものものものもの税金税金税金税金をかけてやったをかけてやったをかけてやったをかけてやった事業事業事業事業のののの効果効果効果効果がががが大半大半大半大半のののの人人人人がががが月収月収月収月収１１１１万万万万
円円円円ほどのほどのほどのほどの収入収入収入収入しかしかしかしか得得得得られないとのことですがられないとのことですがられないとのことですがられないとのことですが、、、、なぜそうなったのかなぜそうなったのかなぜそうなったのかなぜそうなったのか詳細詳細詳細詳細をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。もっともっともっともっと
効率効率効率効率のののの良良良良いいいい支援事業支援事業支援事業支援事業はなかったのですかはなかったのですかはなかったのですかはなかったのですか。。。。

3333 県工事県工事県工事県工事でのでのでのでの地盤沈下問題地盤沈下問題地盤沈下問題地盤沈下問題についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇市首里末吉町那覇市首里末吉町那覇市首里末吉町那覇市首里末吉町のののの河川改修工事河川改修工事河川改修工事河川改修工事がががが３３３３回回回回もももも延長延長延長延長されされされされ、、、、工事費工事費工事費工事費もももも当初当初当初当初のののの約約約約8300830083008300万円万円万円万円からからからから２２２２
倍近倍近倍近倍近いいいい約約約約１１１１億億億億5500550055005500万円万円万円万円になったとのになったとのになったとのになったとの記事記事記事記事（（（（2012201220122012年年年年11111111月月月月29292929日日日日・・・・タイムスタイムスタイムスタイムス））））がありましたがありましたがありましたがありました。。。。工法工法工法工法
のののの見見見見きわめなどがきわめなどがきわめなどがきわめなどが当初当初当初当初からからからから甘甘甘甘かったのではないですかかったのではないですかかったのではないですかかったのではないですか。。。。責任責任責任責任はどこにあるのですかはどこにあるのですかはどこにあるのですかはどこにあるのですか。。。。

((((2222)))) 住民住民住民住民からからからから「「「「住宅住宅住宅住宅のののの壁壁壁壁やややや家具家具家具家具にひびにひびにひびにひび割割割割れがれがれがれが生生生生じたじたじたじた」」」」とととと苦情苦情苦情苦情があるようですががあるようですががあるようですががあるようですが、、、、どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの被被被被
害害害害がががが出出出出ているのかているのかているのかているのか、、、、どこがどこがどこがどこが責任責任責任責任をとるのかをとるのかをとるのかをとるのか伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 脱法脱法脱法脱法ハーブハーブハーブハーブについてについてについてについて

((((1111)))) 若者若者若者若者のののの間間間間でいわゆるでいわゆるでいわゆるでいわゆる「「「「脱法脱法脱法脱法ハーブハーブハーブハーブ」」」」のののの広広広広がりががりががりががりが懸念懸念懸念懸念されていますされていますされていますされています。。。。現在現在現在現在のののの状況状況状況状況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 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24242424年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月07070707    日日日日((((金金金金))))
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 玉城玉城玉城玉城　　　　ノブノブノブノブ子子子子（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 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 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府はははは、、、、県民総意県民総意県民総意県民総意をををを踏踏踏踏みにじりみにじりみにじりみにじり、、、、米海兵隊輸送機米海兵隊輸送機米海兵隊輸送機米海兵隊輸送機ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地
にににに強行配備強行配備強行配備強行配備しましたしましたしましたしました。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ撤去撤去撤去撤去をををを要求要求要求要求するするするする県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りとりとりとりと運動運動運動運動がががが広広広広がっていますがっていますがっていますがっています。。。。オオオオ
スプレイスプレイスプレイスプレイのののの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練はははは、、、、日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会日米合同委員会のののの「「「「安全対策安全対策安全対策安全対策」」」」もももも全全全全くくくく無視無視無視無視してしてしてして保育所保育所保育所保育所やややや学校学校学校学校、、、、病病病病
院院院院、、、、公共施設等公共施設等公共施設等公共施設等のののの上空上空上空上空でででで低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練低空飛行訓練をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし、、、、県民県民県民県民をををを不安不安不安不安とととと恐怖恐怖恐怖恐怖にににに陥陥陥陥れていることれていることれていることれていること
はははは、、、、絶対絶対絶対絶対にににに許許許許されませんされませんされませんされません。。。。さらにさらにさらにさらに12121212月月月月からからからから本格運用本格運用本格運用本格運用することをすることをすることをすることを明明明明らかにしていますらかにしていますらかにしていますらかにしています。。。。県県県県はははは、、、、
このこのこのこの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練のののの実態実態実態実態をどうをどうをどうをどう認識認識認識認識していますかしていますかしていますかしていますか、、、、直直直直ちにちにちにちにオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ撤去撤去撤去撤去のののの運動運動運動運動をををを起起起起こしていこしていこしていこしてい
くべきではありませんかくべきではありませんかくべきではありませんかくべきではありませんか。。。。

((((2222)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが強行配備強行配備強行配備強行配備されされされされ、、、、さらにさらにさらにさらに米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる女性暴行事件女性暴行事件女性暴行事件女性暴行事件、、、、男子中学生男子中学生男子中学生男子中学生へのへのへのへの暴力事件暴力事件暴力事件暴力事件
等等等等、、、、相次相次相次相次ぐぐぐぐ米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪にににに県民県民県民県民のののの怒怒怒怒りはりはりはりは頂点頂点頂点頂点にににに達達達達していますしていますしていますしています。。。。米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪にににに抗議抗議抗議抗議するするするする女性集会女性集会女性集会女性集会
ではではではでは、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄にににに基地基地基地基地があるがあるがあるがある限限限限りりりり、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪をなくすことはできないをなくすことはできないをなくすことはできないをなくすことはできない、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの女性女性女性女性、、、、
子供子供子供子供のののの人権人権人権人権、、、、生命生命生命生命をををを守守守守ることはることはることはることは、、、、できないできないできないできない。。。。基地基地基地基地をををを撤去撤去撤去撤去せよせよせよせよ」」」」とのとのとのとの抗議抗議抗議抗議のののの訴訴訴訴えがえがえがえが相次相次相次相次ぎましぎましぎましぎまし
たたたた。。。。知事知事知事知事はははは、、、、このこのこのこの県民県民県民県民のののの声声声声をををを受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに米軍基地撤去米軍基地撤去米軍基地撤去米軍基地撤去をををを求求求求めていくべきでめていくべきでめていくべきでめていくべきで
はありませんかはありませんかはありませんかはありませんか。。。。

2222 介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度についてについてについてについて
　　　　ことしことしことしことし４４４４月月月月からからからから介護保険制度介護保険制度介護保険制度介護保険制度がががが大幅大幅大幅大幅にににに値上値上値上値上げされげされげされげされ、、、、月月月月5000500050005000円円円円をををを超超超超えるえるえるえる保険料保険料保険料保険料にににに悲鳴悲鳴悲鳴悲鳴のののの声声声声がががが
上上上上がっていますがっていますがっていますがっています。。。。介護介護介護介護がががが必要必要必要必要とととと認定認定認定認定されながらされながらされながらされながら、、、、利用料利用料利用料利用料をををを負担負担負担負担することができずにすることができずにすることができずにすることができずに、、、、サービスサービスサービスサービス
をををを利用利用利用利用できないできないできないできない高齢者高齢者高齢者高齢者がふえがふえがふえがふえ続続続続けていますけていますけていますけています。。。。多多多多くのくのくのくの高齢者高齢者高齢者高齢者がががが「「「「介護介護介護介護のののの必要性必要性必要性必要性」」」」ではなくではなくではなくではなく、、、、重重重重
いいいい利用料負担利用料負担利用料負担利用料負担によってによってによってによって受受受受けるけるけるけるサービスサービスサービスサービスのののの内容内容内容内容をををを決決決決めざるをめざるをめざるをめざるを得得得得ないないないない状況状況状況状況になっていますになっていますになっていますになっています。。。。特養特養特養特養
ホームホームホームホームにににに入所入所入所入所をををを申申申申しししし込込込込みながらみながらみながらみながら待機待機待機待機しているしているしているしている高齢者高齢者高齢者高齢者もふえもふえもふえもふえ、、、、２２２２年年年年からからからから３３３３年待年待年待年待ちがちがちがちが当当当当たりたりたりたり前前前前にににに
なっていますなっていますなっていますなっています。「。「。「。「保険保険保険保険あってあってあってあって介護介護介護介護なしなしなしなし」」」」のののの状態状態状態状態をををを根本的根本的根本的根本的にににに変変変変えていくことがえていくことがえていくことがえていくことが求求求求められていまめられていまめられていまめられていま
すすすす。。。。

((((1111)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの第第第第１１１１号保険者号保険者号保険者号保険者のののの保険料保険料保険料保険料とととと全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較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。。。。

((((2222)))) 県県県県はははは、、、、独自独自独自独自のののの支援策支援策支援策支援策をををを実施実施実施実施してしてしてして「「「「介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料」」」」のののの引引引引きききき下下下下げとげとげとげと減免制度減免制度減免制度減免制度をつくるべきでありをつくるべきでありをつくるべきでありをつくるべきであり
ますますますます。。。。

((((3333)))) 特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホームのののの待機者数待機者数待機者数待機者数とととと増設計画増設計画増設計画増設計画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 県産品県産品県産品県産品のののの優先使用優先使用優先使用優先使用についてについてについてについて

((((1111)))) 県産品県産品県産品県産品のののの優先使用優先使用優先使用優先使用はははは、、、、生産生産生産生産とととと雇用雇用雇用雇用のののの拡大拡大拡大拡大にににに大大大大きくつながることがきくつながることがきくつながることがきくつながることが明明明明らかになっていますらかになっていますらかになっていますらかになっています。。。。
沖縄県産品沖縄県産品沖縄県産品沖縄県産品のののの優先使用優先使用優先使用優先使用をををを積極的積極的積極的積極的にににに推進推進推進推進することについてのすることについてのすることについてのすることについての知事知事知事知事のののの御所見御所見御所見御所見をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、「、「、「、「県産品県産品県産品県産品のののの優先使用基本方針優先使用基本方針優先使用基本方針優先使用基本方針」」」」でででで県県県県はははは公共工事公共工事公共工事公共工事でででで使用使用使用使用するするするする製品製品製品製品、、、、資材資材資材資材のののの優優優優
先使用先使用先使用先使用をををを促進促進促進促進するためのするためのするためのするための公共工事公共工事公共工事公共工事のののの特記仕様書特記仕様書特記仕様書特記仕様書のののの中中中中でででで「「「「県内県内県内県内でででで生産製造生産製造生産製造生産製造されたされたされたされた製品製品製品製品をををを
優先使用優先使用優先使用優先使用するするするする」」」」旨旨旨旨をををを明記明記明記明記していますがしていますがしていますがしていますが、、、、公共工事公共工事公共工事公共工事でででで県産品県産品県産品県産品のののの使用比率使用比率使用比率使用比率はどうなっていまはどうなっていまはどうなっていまはどうなっていま
すかすかすかすか。。。。比率比率比率比率をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための具体的具体的具体的具体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ますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 学校学校学校学校、、、、病院病院病院病院、、、、福祉施設及福祉施設及福祉施設及福祉施設及びびびび各部局各部局各部局各部局でででで使用使用使用使用するするするする物品物品物品物品のののの調達調達調達調達にににに当当当当たってはたってはたってはたっては、、、、県産品県産品県産品県産品をををを優先優先優先優先
使用使用使用使用するとなっていますするとなっていますするとなっていますするとなっています。。。。使用比率使用比率使用比率使用比率とととと比率比率比率比率をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるため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。。。。実実実実
施状況施状況施状況施状況についておについておについておについてお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

4444 地産地産地産地産、、、、地消地消地消地消のののの推進推進推進推進、、、、農水産物加工施設農水産物加工施設農水産物加工施設農水産物加工施設のののの建設建設建設建設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。。。。

((((1111)))) 地元地元地元地元、、、、農水産物農水産物農水産物農水産物のののの全小学校全小学校全小学校全小学校でのでのでのでの給食給食給食給食のののの食材食材食材食材、、、、県観光産業県観光産業県観光産業県観光産業でのでのでのでの使用状況使用状況使用状況使用状況はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい
ますかますかますかますか、、、、使用率使用率使用率使用率をををを高高高高めるためのめるためのめるためのめるための具体的具体的具体的具体的なななな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。。。。

((((2222)))) 農水産物農水産物農水産物農水産物のののの高付加価値化高付加価値化高付加価値化高付加価値化、、、、新新新新たなたなたなたな商品商品商品商品のののの加工加工加工加工、、、、製造製造製造製造をををを促進促進促進促進するためにするためにするためにするために、ＪＡ、、ＪＡ、、ＪＡ、、ＪＡ、漁協漁協漁協漁協へのへのへのへの
農水産物加工施設農水産物加工施設農水産物加工施設農水産物加工施設のののの建設建設建設建設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。。。。
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((((3333)))) 農水産物地場産業農水産物地場産業農水産物地場産業農水産物地場産業のののの積極的積極的積極的積極的なななな活用活用活用活用をををを進進進進めるためにはめるためにはめるためにはめるためには、、、、生産生産生産生産、、、、流通流通流通流通、、、、販売販売販売販売、、、、消費消費消費消費のののの連携連携連携連携がががが
とれるようなとれるようなとれるようなとれるようなシステムシステムシステムシステムづくりとづくりとづくりとづくりと供給体制供給体制供給体制供給体制のののの確立確立確立確立がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。県県県県としてとしてとしてとして、、、、どのようにどのようにどのようにどのように指指指指
導導導導、、、、促進促進促進促進をををを図図図図っているかっているかっているかっているか、、、、おおおお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。

((((4444)))) 県産品県産品県産品県産品のののの販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大についてはについてはについてはについては啓蒙宣伝活動啓蒙宣伝活動啓蒙宣伝活動啓蒙宣伝活動もももも重要重要重要重要でありますでありますでありますであります。ＩＴ。ＩＴ。ＩＴ。ＩＴややややインターネットインターネットインターネットインターネットもももも活活活活
用用用用したしたしたした幅広幅広幅広幅広いいいい啓蒙活動啓蒙活動啓蒙活動啓蒙活動をををを行行行行いいいい、、、、積極的積極的積極的積極的にににに販路拡大販路拡大販路拡大販路拡大をををを進進進進めていくことがめていくことがめていくことがめていくことが重要重要重要重要ですがですがですがですが、、、、御見御見御見御見
解解解解をおをおをおをお伺伺伺伺いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。

5555 住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム助成制度助成制度助成制度助成制度のののの実施実施実施実施についてについてについてについて
　　　　県県県県はははは、、、、住宅住宅住宅住宅リフォームリフォームリフォームリフォーム助成制度助成制度助成制度助成制度はははは地域経済地域経済地域経済地域経済のののの波及効果波及効果波及効果波及効果がががが高高高高いいいい、、、、沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金沖縄振興特別推進交付金
のののの活用活用活用活用をををを検討検討検討検討しているとのことですがしているとのことですがしているとのことですがしているとのことですが、、、、実施時期実施時期実施時期実施時期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 台風台風台風台風16161616号号号号、、、、17171717号号号号によるによるによるによる農林水産業被害農林水産業被害農林水産業被害農林水産業被害へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて
　　　　台風台風台風台風15151515号号号号、、、、台風台風台風台風16161616号号号号、、、、台風台風台風台風17171717号号号号とととと連続連続連続連続するするするする台風襲来台風襲来台風襲来台風襲来によりによりによりにより、、、、農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業がががが甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害をををを
受受受受けていますけていますけていますけています。。。。台風台風台風台風16161616号号号号はははは国頭国頭国頭国頭をををを中心中心中心中心にににに多多多多くのくのくのくの漁港漁港漁港漁港がががが被害被害被害被害をををを受受受受けけけけ、、、、台風台風台風台風17171717号号号号はははは強風強風強風強風とととと塩害塩害塩害塩害
でででで、、、、さとうきびさとうきびさとうきびさとうきび、、、、葉野菜類葉野菜類葉野菜類葉野菜類、、、、オクラオクラオクラオクラ、、、、ニンジンニンジンニンジンニンジン、、、、菊等菊等菊等菊等のののの農業用施設農業用施設農業用施設農業用施設にににに甚大甚大甚大甚大なななな被害被害被害被害をもたらしましをもたらしましをもたらしましをもたらしまし
たたたた。。。。毎年繰毎年繰毎年繰毎年繰りりりり返返返返されるされるされるされる台風被害台風被害台風被害台風被害でででで農水産業農水産業農水産業農水産業のののの生産意欲生産意欲生産意欲生産意欲がががが失失失失われかねないわれかねないわれかねないわれかねない深刻深刻深刻深刻なななな事態事態事態事態になっになっになっになっ
ていますていますていますています。。。。農林水産被害農林水産被害農林水産被害農林水産被害へへへへ支援支援支援支援のののの強化強化強化強化がががが求求求求められていますめられていますめられていますめられています。。。。

((((1111)))) 台風台風台風台風16161616号号号号、、、、17171717号号号号のののの農業農業農業農業、、、、漁業漁業漁業漁業へのへのへのへの被害総額被害総額被害総額被害総額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。。。。

((((2222)))) 被災被災被災被災したしたしたした漁港施設整備漁港施設整備漁港施設整備漁港施設整備、、、、漁船補修漁船補修漁船補修漁船補修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)))) 路地栽培路地栽培路地栽培路地栽培（（（（オクラオクラオクラオクラ、、、、菊等菊等菊等菊等））））ののののビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウス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いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 再生産再生産再生産再生産にににに必要必要必要必要ななななビニールハウスビニールハウスビニールハウスビニールハウスのののの資材資材資材資材、、、、苗苗苗苗、、、、肥料等肥料等肥料等肥料等へのへのへのへの支援支援支援支援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)))) かんがいかんがいかんがいかんがい施設未整備地区施設未整備地区施設未整備地区施設未整備地区のののの整備整備整備整備をををを促進促進促進促進することすることすることすること。。。。

((((6666)))) 借入金借入金借入金借入金のののの返済猶予返済猶予返済猶予返済猶予をををを金融機関等金融機関等金融機関等金融機関等にににに申申申申しししし入入入入れることれることれることれること。。。。

((((7777)))) 無担保無担保無担保無担保、、、、無保証人無保証人無保証人無保証人、、、、無利子無利子無利子無利子、、、、低金利低金利低金利低金利のののの融資融資融資融資をををを行行行行うことうことうことうこと。。。。

((((8888)))) 台風被害農作物台風被害農作物台風被害農作物台風被害農作物のののの価格保障制度価格保障制度価格保障制度価格保障制度やややや台風時台風時台風時台風時のののの災害保障制度災害保障制度災害保障制度災害保障制度のののの確立確立確立確立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。。。。

((((9999)))) 台風台風台風台風にににに強強強強いいいい園芸園芸園芸園芸、、、、施設整備施設整備施設整備施設整備のののの強化強化強化強化をををを図図図図ることることることること。。。。

((((10101010))))農業共済農業共済農業共済農業共済のののの加入状況加入状況加入状況加入状況、、、、給付実績給付実績給付実績給付実績、、、、円滑円滑円滑円滑なななな運用運用運用運用をををを実施実施実施実施するためのするためのするためのするための支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺いまいまいまいま
すすすす。。。。

((((11111111))))台風常襲地域台風常襲地域台風常襲地域台風常襲地域のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業をををを支援支援支援支援するためするためするためするため一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用していくしていくしていくしていく
べきですべきですべきですべきです。。。。

7777 青年就農給付金事業青年就農給付金事業青年就農給付金事業青年就農給付金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。。。。

((((1111)))) 給付金給付金給付金給付金のののの申申申申しししし込込込込みみみみ件数件数件数件数、、、、認定件数認定件数認定件数認定件数。。。。

((((2222)))) 青年就農者青年就農者青年就農者青年就農者をををを認定認定認定認定するするするする前提前提前提前提になっているになっているになっているになっている地域農業地域農業地域農業地域農業マスタープランマスタープランマスタープランマスタープラン（（（（人人人人、、、、農地農地農地農地プランプランプランプラン））））のののの進進進進
状況状況状況状況はどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますかはどうなっていますか。。。。

((((3333)))) 給付金対象希望者給付金対象希望者給付金対象希望者給付金対象希望者がががが全員給付全員給付全員給付全員給付をををを受受受受けることができるようけることができるようけることができるようけることができるよう、、、、受給要件受給要件受給要件受給要件をををを緩和緩和緩和緩和しししし、、、、予算増額予算増額予算増額予算増額をををを
図図図図ることについてることについてることについてることについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

8888 性犯罪被害者性犯罪被害者性犯罪被害者性犯罪被害者のののの相談支援相談支援相談支援相談支援のののの「「「「ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター」」」」のののの設置設置設置設置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。。。。

9999 県道那覇県道那覇県道那覇県道那覇――――糸満線糸満線糸満線糸満線のののの潮平部落入口潮平部落入口潮平部落入口潮平部落入口のののの冠水被害冠水被害冠水被害冠水被害についてについてについてについて

((((1111)))) 県道那覇県道那覇県道那覇県道那覇――――糸満線糸満線糸満線糸満線のののの潮平部落入口潮平部落入口潮平部落入口潮平部落入口のののの冠水被害冠水被害冠水被害冠水被害はははは、、、、これまでもこれまでもこれまでもこれまでも繰繰繰繰りりりり返返返返しししし起起起起きていてきていてきていてきていて、、、、２２２２年年年年
前前前前にににに対策会議対策会議対策会議対策会議もももも開催開催開催開催しているとのことですがしているとのことですがしているとのことですがしているとのことですが、、、、どういうどういうどういうどういう対策対策対策対策がなされてきたのかがなされてきたのかがなされてきたのかがなされてきたのか。。。。

((((2222)))) 地域住民地域住民地域住民地域住民はははは、、、、以前以前以前以前よりよりよりより冠水被害冠水被害冠水被害冠水被害がひどくなっているとがひどくなっているとがひどくなっているとがひどくなっていると訴訴訴訴えていますえていますえていますえています。。。。冠水被害冠水被害冠水被害冠水被害のののの抜本対策抜本対策抜本対策抜本対策
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。。。。

10101010 糸満市高嶺交差点糸満市高嶺交差点糸満市高嶺交差点糸満市高嶺交差点のののの改良工事改良工事改良工事改良工事とととと冠水被害対策冠水被害対策冠水被害対策冠水被害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。。。。

11111111 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24242424年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月07070707    日日日日((((金金金金))))
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 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 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)))) 在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊在沖海兵隊のののの抑止力抑止力抑止力抑止力とととと普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの国外移転国外移転国外移転国外移転についてのについてのについてのについての仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 在米軍基地問題解決在米軍基地問題解決在米軍基地問題解決在米軍基地問題解決についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「軍事植民地軍事植民地軍事植民地軍事植民地」」」」同様同様同様同様のののの在沖米軍在沖米軍在沖米軍在沖米軍についてのについてのについてのについての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 県民県民県民県民のののの命命命命とととと安全安全安全安全をををを守守守守るためにるためにるためにるために脱軍事基地脱軍事基地脱軍事基地脱軍事基地ビジョンビジョンビジョンビジョンをををを策定策定策定策定してしてしてして、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの過重過重過重過重なななな負担解決負担解決負担解決負担解決
をををを全国全国全国全国へへへへアピールアピールアピールアピールすることについてすることについてすることについてすることについて所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 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)))) 改正離島振興法改正離島振興法改正離島振興法改正離島振興法とととと沖振法沖振法沖振法沖振法におけるにおけるにおけるにおける離島振興離島振興離島振興離島振興のののの比較比較比較比較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)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金によるによるによるによる離島振興策離島振興策離島振興策離島振興策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ これまでのこれまでのこれまでのこれまでの沖縄振興事業費沖縄振興事業費沖縄振興事業費沖縄振興事業費とととと離島振興事業費離島振興事業費離島振興事業費離島振興事業費のののの予算額予算額予算額予算額のののの推移推移推移推移とととと成果成果成果成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。。。。

ｲｲｲｲ 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金によるによるによるによる離島振興関連離島振興関連離島振興関連離島振興関連（（（（県県県県・・・・市町村市町村市町村市町村））））のののの主主主主なななな事業事業事業事業、、、、予算措置予算措置予算措置予算措置とととと今後今後今後今後のののの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄県離島住民等交通沖縄県離島住民等交通沖縄県離島住民等交通沖縄県離島住民等交通コストコストコストコスト負担軽減事業拡充負担軽減事業拡充負担軽減事業拡充負担軽減事業拡充へのへのへのへ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

ｱｱｱｱ 航空運賃低減事業航空運賃低減事業航空運賃低減事業航空運賃低減事業のののの内容内容内容内容とととと効果効果効果効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。。。。

ｲｲｲｲ 児童生徒等児童生徒等児童生徒等児童生徒等のののの航空運賃低減拡充航空運賃低減拡充航空運賃低減拡充航空運賃低減拡充についてについてについてについて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)))) 新石垣空港開港新石垣空港開港新石垣空港開港新石垣空港開港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についてみについてみについてみについて

ｱｱｱｱ 国内国内国内国内・・・・国際線国際線国際線国際線のののの路線拡充路線拡充路線拡充路線拡充とととと旅客旅客旅客旅客・・・・貨物貨物貨物貨物のののの増加増加増加増加のののの見通見通見通見通しはどうなっているかしはどうなっているかしはどうなっているかしはどうなっているか。。。。

ｲｲｲｲ 誘客誘客誘客誘客・・・・宣伝宣伝宣伝宣伝をどのようにをどのようにをどのようにをどのように取取取取りりりり組組組組んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか。。。。

((((5555)))) ゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッションゼロエミッション構築構築構築構築へのへのへのへの現状現状現状現状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うううう。。。。

3333 農林業振興農林業振興農林業振興農林業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 第第第第３３３３次沖縄県農林水産業振興計画次沖縄県農林水産業振興計画次沖縄県農林水産業振興計画次沖縄県農林水産業振興計画におけるにおけるにおけるにおける糖業振興糖業振興糖業振興糖業振興のののの進進進進状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの具体的具体的具体的具体的なななな施策施策施策施策
についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 畜産振興畜産振興畜産振興畜産振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 畜産業畜産業畜産業畜産業のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてのについてのについてのについ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。。。。

ｲｲｲｲ 和牛和牛和牛和牛オリンピックオリンピックオリンピックオリンピックともともともとも言言言言われるわれるわれるわれる全国和牛能力共進会全国和牛能力共進会全国和牛能力共進会全国和牛能力共進会へのへのへのへ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

ｳｳｳｳ 口蹄疫等口蹄疫等口蹄疫等口蹄疫等のののの家畜伝染病対策家畜伝染病対策家畜伝染病対策家畜伝染病対策へのへのへのへ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)))) 林業振興林業振興林業振興林業振興についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 松松松松くいくいくいくい虫防除虫防除虫防除虫防除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根絶根絶根絶根絶へのへのへのへ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。。。。

ｲｲｲｲ リュウキュウマツリュウキュウマツリュウキュウマツリュウキュウマツのののの分収林等分収林等分収林等分収林等のののの現状現状現状現状とととと利活用利活用利活用利活用へのへのへのへの対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 観光振興観光振興観光振興観光振興についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの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。。。。

((((2222)))) 量量量量よりよりよりより質質質質へのへのへのへの政策拡充政策拡充政策拡充政策拡充のののの必要性必要性必要性必要性へのへのへのへの認識認識認識認識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うううう。。。。

((((3333)))) 人材育成人材育成人材育成人材育成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 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24242424年第年第年第年第8888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))))

12121212月月月月07070707    日日日日((((金金金金))))
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 渡久地渡久地渡久地渡久地　　　　修修修修（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 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 オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの強行配備強行配備強行配備強行配備、、、、米兵米兵米兵米兵によるによるによるによる女性集団暴行事件女性集団暴行事件女性集団暴行事件女性集団暴行事件をををを初初初初めとしためとしためとしためとした相次相次相次相次ぐぐぐぐ米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪にににに対対対対しししし
てててて、、、、多多多多くのくのくのくの県民県民県民県民のののの間間間間からからからから「「「「ここまでここまでここまでここまで来来来来たらたらたらたら全米軍基地全米軍基地全米軍基地全米軍基地のののの撤去撤去撤去撤去しかないしかないしかないしかない」」」」とのとのとのとの声声声声がががが上上上上がっていがっていがっていがってい
るるるる。。。。去去去去るるるる県議会決議県議会決議県議会決議県議会決議でもでもでもでも「「「「県民県民県民県民からはからはからはからは米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの全面撤去全面撤去全面撤去全面撤去をををを求求求求めるめるめるめる声声声声もももも出出出出ているているているている」」」」とととと初初初初めてめてめてめて
明記明記明記明記したしたしたした。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

2222 フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンがががが20202020年前年前年前年前にににに基地使用協定基地使用協定基地使用協定基地使用協定をををを廃棄廃棄廃棄廃棄してしてしてして、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン全土全土全土全土からからからから米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地がががが１１１１年後年後年後年後にににに撤撤撤撤
去去去去されされされされ、、、、そのそのそのその跡地跡地跡地跡地はははは経済発展経済発展経済発展経済発展、、、、雇用雇用雇用雇用のののの場場場場にににに変変変変わったとわったとわったとわったと聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、そのそのそのその概要概要概要概要とととと県県県県のののの見解見解見解見解についてについてについてについて
問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地がががが撤去撤去撤去撤去されればされればされればされれば、、、、大大大大きなきなきなきな経済発展効果経済発展効果経済発展効果経済発展効果とととと雇用効果雇用効果雇用効果雇用効果があるとのがあるとのがあるとのがあるとの試算試算試算試算がががが
なされているがなされているがなされているがなされているが、、、、県県県県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 県民県民県民県民のののの命命命命とととと安全安全安全安全をををを守守守守ることについてることについてることについてることについて

((((1111)))) 米兵米兵米兵米兵のののの夜間外出禁止令夜間外出禁止令夜間外出禁止令夜間外出禁止令がががが出出出出されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのその後後後後のののの事件事件事件事件のののの続発続発続発続発でででで実行性実行性実行性実行性のないものであるこのないものであるこのないものであるこのないものであるこ
とがとがとがと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。。。。県県県県とととと県警県警県警県警のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの抜本改定抜本改定抜本改定抜本改定がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。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。。。。

((((3333)))) 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの抜本改定抜本改定抜本改定抜本改定がががが進進進進まないまないまないまない現状現状現状現状のののの中中中中、「、「、「、「民間地域民間地域民間地域民間地域でのでのでのでの夜間夜間夜間夜間（（（（午後午後午後午後11111111時時時時からからからから午前午前午前午前
５５５５時時時時））））のののの米兵米兵米兵米兵のののの行動行動行動行動をををを禁止禁止禁止禁止するするするする沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例沖縄県条例」（」（」（」（仮称仮称仮称仮称））））をををを議員提案議員提案議員提案議員提案でででで制定制定制定制定しししし、、、、米兵米兵米兵米兵のののの行動行動行動行動をををを
規制規制規制規制しししし取取取取りりりり締締締締まれるようにすべきとのまれるようにすべきとのまれるようにすべきとのまれるようにすべきとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、県県県県とととと県警県警県警県警のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

4444 軍用地内土地取得事業基金条例軍用地内土地取得事業基金条例軍用地内土地取得事業基金条例軍用地内土地取得事業基金条例についてについてについてについて

((((1111)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの固定化固定化固定化固定化をををを許許許許さずさずさずさず、、、、早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去をををを実現実現実現実現しししし、、、、跡利用跡利用跡利用跡利用のののの早期推進早期推進早期推進早期推進のためにものためにものためにものためにも
今今今今からからからから公共用地分公共用地分公共用地分公共用地分のののの先行取得先行取得先行取得先行取得をををを大大大大いにいにいにいに進進進進めるべきとめるべきとめるべきとめるべきと提案提案提案提案してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、今後今後今後今後のののの具体的具体的具体的具体的なななな計計計計
画画画画をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの跡利用計画跡利用計画跡利用計画跡利用計画をををを早期早期早期早期にににに策定策定策定策定しししし、、、、県民県民県民県民にもにもにもにも公表公表公表公表しししし、、、、閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・撤去撤去撤去撤去のののの機運機運機運機運をををを高高高高めるめるめるめる
ことがことがことがことが必要必要必要必要だとだとだとだと指摘指摘指摘指摘してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、進進進進状況状況状況状況をををを問問問問うううう。。。。

5555 県内県内県内県内のののの中小企業支援融資制度中小企業支援融資制度中小企業支援融資制度中小企業支援融資制度のののの強化強化強化強化・・・・充実充実充実充実についてについてについてについて、、、、県県県県のののの中小企業融資中小企業融資中小企業融資中小企業融資のののの執行割合執行割合執行割合執行割合につにつにつにつ
いていていていて

((((1111)))) 県県県県のののの制度融資制度融資制度融資制度融資のののの総額総額総額総額にににに対対対対するするするする執行率執行率執行率執行率はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。九州各県九州各県九州各県九州各県とのとのとのとの比較比較比較比較はどうなっているのはどうなっているのはどうなっているのはどうなっているの
かかかか。。。。低低低低いいいい原因原因原因原因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問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 中小企業中小企業中小企業中小企業からからからから借借借借りかえりかえりかえりかえ制度制度制度制度のののの創設創設創設創設、、、、充実充実充実充実のののの強強強強いいいい要望要望要望要望があるががあるががあるががあるが、、、、ぜひぜひぜひぜひ実施実施実施実施すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。

6666 モノレールモノレールモノレールモノレールについてについてについてについて

((((1111)))) 延長工事延長工事延長工事延長工事のののの工事発注工事発注工事発注工事発注についてはについてはについてはについては、、、、地元企業優先地元企業優先地元企業優先地元企業優先、、、、分離分離分離分離・・・・分割発注方式分割発注方式分割発注方式分割発注方式をををを徹底徹底徹底徹底すべきですべきですべきですべきで
あるあるあるある。。。。具体的具体的具体的具体的にににに説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 日本日本日本日本ががががＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰにににに参加参加参加参加するとするとするとすると、、、、このこのこのこの工事工事工事工事はははは国際競争入札国際競争入札国際競争入札国際競争入札になりになりになりになり、、、、海外及海外及海外及海外及びびびび国内国内国内国内のののの建設業建設業建設業建設業などなどなどなど
がががが参入参入参入参入することになるすることになるすることになるすることになる。。。。県内企業県内企業県内企業県内企業をををを守守守守れなくなるのではないかれなくなるのではないかれなくなるのではないかれなくなるのではないか。。。。

((((3333)))) ことしのことしのことしのことしの予算特別委員会予算特別委員会予算特別委員会予算特別委員会でででで、、、、モノレールモノレールモノレールモノレール車内車内車内車内、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは駅駅駅駅でのでのでのでのウチナーグチウチナーグチウチナーグチウチナーグチによるによるによるによるアナウアナウアナウアナウ
ンスンスンスンスについてについてについてについて提案提案提案提案したしたしたした。。。。県県県県はははは「「「「大変大変大変大変すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい提案提案提案提案だだだだ」」」」とととと対応対応対応対応したいとしたいとしたいとしたいと答弁答弁答弁答弁したがしたがしたがしたが、「、「、「、「ウヌアウヌアウヌアウヌア
トゥトゥトゥトゥ、、、、チャーナトーイビーガヤーサイチャーナトーイビーガヤーサイチャーナトーイビーガヤーサイチャーナトーイビーガヤーサイ（（（（そのそのそのその後後後後、、、、どうなっているでしょうかどうなっているでしょうかどうなっているでしょうかどうなっているでしょうか）」。）」。）」。）」。

7777 県県県県のののの公共工事公共工事公共工事公共工事のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて

((((1111)))) 当蔵当蔵当蔵当蔵りゅうたんりゅうたんりゅうたんりゅうたん線沿線工事等線沿線工事等線沿線工事等線沿線工事等やややや49494949号線号線号線号線についてのについてのについてのについての住民住民住民住民からさまざまなからさまざまなからさまざまなからさまざまな苦情苦情苦情苦情、、、、意見意見意見意見、、、、要望要望要望要望
等等等等がががが寄寄寄寄せられているせられているせられているせられている。。。。住民住民住民住民のののの合意合意合意合意とととと納得納得納得納得をををを得得得得るるるる努力努力努力努力についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 安謝川河川工事安謝川河川工事安謝川河川工事安謝川河川工事でのでのでのでの末吉末吉末吉末吉のののの道路陥没道路陥没道路陥没道路陥没、、、、住宅住宅住宅住宅のののの亀裂亀裂亀裂亀裂についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの対応対応対応対応にににに問題問題問題問題はははは
なかったかなかったかなかったかなかったか。。。。
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8888 沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの財産財産財産財産であるであるであるである砂浜砂浜砂浜砂浜、、、、海岸海岸海岸海岸でででで、、、、県民県民県民県民のののの利用利用利用利用がががが妨妨妨妨げられていることはないかげられていることはないかげられていることはないかげられていることはないか。。。。

9999 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


