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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25252525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))))

03030303月月月月06060606    日日日日((((水水水水))))
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 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 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)))) 41414141全市町村長全市町村長全市町村長全市町村長、、、、議長議長議長議長、、、、県議会議員県議会議員県議会議員県議会議員らのらのらのらの総理直訴行動総理直訴行動総理直訴行動総理直訴行動とととと、「、「、「、「建白書建白書建白書建白書」」」」のののの２２２２項目項目項目項目のののの要請要請要請要請につにつにつにつ
いてのいてのいてのいての県知事県知事県知事県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。。。。

((((2222)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは、、、、米大統領米大統領米大統領米大統領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日米合意日米合意日米合意日米合意にににに基基基基づくづくづくづく推進推進推進推進・・・・辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを確認確認確認確認しししし、、、、埋埋埋埋
立申請立申請立申請立申請にににに動動動動きききき出出出出したしたしたした。。。。県民総意県民総意県民総意県民総意をををを無視無視無視無視するするするする暴挙暴挙暴挙暴挙であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((3333)))) 辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設辺野古新基地建設のためののためののためののための埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請がががが出出出出されたらされたらされたらされたら、、、、埋埋埋埋めめめめ立立立立てのてのてのての是非是非是非是非をををを問問問問うううう県民投票県民投票県民投票県民投票をををを
実施実施実施実施してしてしてして、、、、県民県民県民県民にもにもにもにも判断判断判断判断のののの機会機会機会機会をををを与与与与えるべきとえるべきとえるべきとえるべきと提案提案提案提案するするするする。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

((((4444)))) 米軍米軍米軍米軍がががが日本日本日本日本とととと沖縄沖縄沖縄沖縄にににに居座居座居座居座りりりり続続続続けるけるけるける理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。日本日本日本日本やややや沖縄沖縄沖縄沖縄をををを守守守守るというるというるというるという抑止力抑止力抑止力抑止力ではなくではなくではなくではなく、、、、
思思思思いやりいやりいやりいやり予算予算予算予算やややや日本日本日本日本にににに駐留駐留駐留駐留するするするする米軍基地維持費米軍基地維持費米軍基地維持費米軍基地維持費のののの８８８８割近割近割近割近くをくをくをくを日本日本日本日本がががが負担負担負担負担しししし、、、、米国米国米国米国にににに置置置置いいいい
ておくよりておくよりておくよりておくより安上安上安上安上がりだからではないかがりだからではないかがりだからではないかがりだからではないか。。。。

((((5555)))) 米軍機騒音米軍機騒音米軍機騒音米軍機騒音やややや授業中断授業中断授業中断授業中断などのなどのなどのなどの実態実態実態実態とととと、、、、子供子供子供子供へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、教育教育教育教育やややや健康健康健康健康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問問問問
うううう。。。。

((((6666)))) 戦後戦後戦後戦後のののの米兵米兵米兵米兵のののの刑法犯件数刑法犯件数刑法犯件数刑法犯件数とととと凶悪犯数凶悪犯数凶悪犯数凶悪犯数、、、、さらにさらにさらにさらに、、、、殺人事件殺人事件殺人事件殺人事件によるによるによるによる死亡被害者数死亡被害者数死亡被害者数死亡被害者数、、、、航空機事航空機事航空機事航空機事
故故故故によるによるによるによる死亡被害者数死亡被害者数死亡被害者数死亡被害者数、、、、交通事故交通事故交通事故交通事故によるによるによるによる死亡被害者数死亡被害者数死亡被害者数死亡被害者数についてについてについてについて

((((7777)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは沖縄経済発展沖縄経済発展沖縄経済発展沖縄経済発展のののの阻害要因阻害要因阻害要因阻害要因でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地がないほうががないほうががないほうががないほうが沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済もももも発発発発
展展展展するというするというするというするという認識認識認識認識をををを知事知事知事知事はははは持持持持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)))) 「「「「米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地があるからがあるからがあるからがあるから沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済はははは成成成成りりりり立立立立っているっているっているっている」」」」というというというという誤誤誤誤ったったったった認識認識認識認識がががが国民国民国民国民のののの中中中中にににに流布流布流布流布ささささ
れれれれ存在存在存在存在するとするとするとすると思思思思うがうがうがうが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。それをそれをそれをそれを払拭払拭払拭払拭するためにするためにするためにするために県県県県としてどうするかとしてどうするかとしてどうするかとしてどうするか。。。。

((((9999)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの基地基地基地基地のののの実態実態実態実態をををを正確正確正確正確にににに国民国民国民国民とととと世界世界世界世界にににに知知知知らせることがらせることがらせることがらせることが特特特特にににに重要重要重要重要になっているになっているになっているになっている。。。。そのたそのたそのたそのた
めにこれまでめにこれまでめにこれまでめにこれまで何度何度何度何度ももももパンフレットパンフレットパンフレットパンフレット、、、、チラシチラシチラシチラシ等等等等をををを作成作成作成作成しししし観光客観光客観光客観光客やややや全国的全国的全国的全国的にににに配布配布配布配布することやすることやすることやすることや、、、、全全全全
国紙国紙国紙国紙、、、、米国米国米国米国のののの新聞新聞新聞新聞へのへのへのへの意見広告意見広告意見広告意見広告などをなどをなどをなどを提案提案提案提案してきたしてきたしてきたしてきた。。。。今今今今こそこそこそこそ大規模大規模大規模大規模にににに具体的具体的具体的具体的にににに行行行行うべきうべきうべきうべき
であるであるであるである。。。。

2222 沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策沖縄振興策についてについてについてについて
　　　　沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの目的目的目的目的とととと役割役割役割役割についてについてについてについて問問問問うううう。。。。基地基地基地基地とのとのとのとの引引引引きかえのきかえのきかえのきかえの振興策振興策振興策振興策であってはならないであってはならないであってはならないであってはならない。。。。見見見見
解解解解をををを問問問問うううう。。。。

3333 ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰについてについてについてについて

((((1111)))) 安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相はははは、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰ、ＴＰＰについてについてについてについて、「、「、「、「すべてのすべてのすべてのすべての関税障壁関税障壁関税障壁関税障壁がががが交渉交渉交渉交渉のののの対象対象対象対象」」」」だということをだということをだということをだということを確認確認確認確認してしてしてして
きたきたきたきた。。。。関税障壁関税障壁関税障壁関税障壁がががが撒廃撒廃撒廃撒廃されないされないされないされない保証保証保証保証はははは何何何何もないことがもないことがもないことがもないことが明明明明らかになったのではないからかになったのではないからかになったのではないからかになったのではないか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの農業農業農業農業やややや医療医療医療医療、、、、経済経済経済経済にににに壊滅的打撃壊滅的打撃壊滅的打撃壊滅的打撃をををを与与与与えるえるえるえるＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰのののの交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加にはきっぱりとにはきっぱりとにはきっぱりとにはきっぱりと反対反対反対反対すべきすべきすべきすべき。。。。

((((2222)))) パイナップルパイナップルパイナップルパイナップルのののの缶詰輸入自由化缶詰輸入自由化缶詰輸入自由化缶詰輸入自由化でででで沖縄沖縄沖縄沖縄ののののパイナップルパイナップルパイナップルパイナップル産業産業産業産業とととと県農業県農業県農業県農業、、、、離島離島離島離島はどのようなはどのようなはどのようなはどのような
打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けてきたのかけてきたのかけてきたのかけてきたのか。。。。輸入自由化前輸入自由化前輸入自由化前輸入自由化前とととと今日今日今日今日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問問問問うううう。。。。

4444 世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録についてについてについてについて

((((1111)))) 世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録によってどのようなによってどのようなによってどのようなによってどのような展望展望展望展望がががが切切切切りりりり開開開開かれるのかかれるのかかれるのかかれるのか。。。。

((((2222)))) ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの山山山山のののの皆伐皆伐皆伐皆伐、、、、オスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドのののの建設建設建設建設はははは、、、、世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録へのへのへのへの妨妨妨妨げになってげになってげになってげになって
しまうしまうしまうしまう。。。。皆伐皆伐皆伐皆伐のののの中止中止中止中止、、、、高江高江高江高江をををを初初初初めめめめヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの森森森森ののののオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッドオスプレイパッド建設中止建設中止建設中止建設中止、、、、撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めめめめ
るべきであるるべきであるるべきであるるべきである。。。。

((((3333)))) 世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産にににに登録登録登録登録、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録世界遺産登録のののの価値価値価値価値のあるのあるのあるのあるヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの森林森林森林森林をををを保存保存保存保存、、、、活用活用活用活用へへへへ
のののの大胆大胆大胆大胆なななな転換転換転換転換がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。そのことによってそのことによってそのことによってそのことによって雇用雇用雇用雇用もふえるのではないかもふえるのではないかもふえるのではないかもふえるのではないか。。。。屋久島屋久島屋久島屋久島、、、、白神白神白神白神
山地山地山地山地でのでのでのでの実態実態実態実態とととと、、、、東村東村東村東村でのでのでのでの教訓教訓教訓教訓についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

5555 中小企業中小企業中小企業中小企業へのへのへのへの融資融資融資融資のののの借借借借りかえりかえりかえりかえ制度制度制度制度についてについてについてについて、、、、昨年昨年昨年昨年11111111月議会月議会月議会月議会のののの私私私私のののの質問質問質問質問にににに、、、、知事知事知事知事はははは、、、、次年次年次年次年
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度度度度のののの創設創設創設創設にににに向向向向けけけけ制度設計制度設計制度設計制度設計にににに取取取取りりりり組組組組んでいくとんでいくとんでいくとんでいくと答弁答弁答弁答弁したがしたがしたがしたが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような制度制度制度制度になりになりになりになり、、、、そのためのそのためのそのためのそのための
予算予算予算予算についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

6666 中城御殿中城御殿中城御殿中城御殿のののの復元復元復元復元のののの進進進進状況状況状況状況とととと、、、、首里王府首里王府首里王府首里王府のののの国宝級国宝級国宝級国宝級のののの資料資料資料資料をそこでをそこでをそこでをそこで展示展示展示展示することをすることをすることをすることを明確明確明確明確にすにすにすにす
べきであるべきであるべきであるべきである。。。。

7777 食洗機食洗機食洗機食洗機にににに耐耐耐耐えられるえられるえられるえられる琉球漆器琉球漆器琉球漆器琉球漆器のののの開発開発開発開発とととと学校給食学校給食学校給食学校給食でのでのでのでの検証状況検証状況検証状況検証状況とととと、、、、学校学校学校学校ややややホテルホテルホテルホテルなどへのなどへのなどへのなどへの普普普普
及及及及のののの可能性可能性可能性可能性、、、、漆器産業漆器産業漆器産業漆器産業のののの育成育成育成育成、、、、雇用拡大雇用拡大雇用拡大雇用拡大へのへのへのへの具体的具体的具体的具体的なななな計画計画計画計画についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

8888 公立高等学校公立高等学校公立高等学校公立高等学校でのでのでのでの昼食弁当昼食弁当昼食弁当昼食弁当のののの販売販売販売販売についてについてについてについて、、、、衛生管理衛生管理衛生管理衛生管理、、、、栄養指導栄養指導栄養指導栄養指導、、、、健康管理健康管理健康管理健康管理などについなどについなどについなどについ
てどのようにてどのようにてどのようにてどのように指導指導指導指導しているかしているかしているかしているか。。。。

9999 旧日本軍旧日本軍旧日本軍旧日本軍32323232軍壕軍壕軍壕軍壕のののの保存保存保存保存とととと文化財指定文化財指定文化財指定文化財指定、、、、部分公開部分公開部分公開部分公開をををを求求求求めめめめ続続続続けてきたがけてきたがけてきたがけてきたが、、、、見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

10101010 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25252525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))))

03030303月月月月06060606    日日日日((((水水水水))))
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 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（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 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)))) 政府政府政府政府はははは３３３３月中月中月中月中にもにもにもにも辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請辺野古埋立申請のののの提出提出提出提出をしてをしてをしてをして年内決着年内決着年内決着年内決着をををを図図図図るるるる動動動動きをしているきをしているきをしているきをしている。。。。知事知事知事知事はははは、、、、
「「「「県外県外県外県外はははは変変変変わらないわらないわらないわらない、、、、41414141市町村市町村市町村市町村、、、、県議会県議会県議会県議会もももも大勢大勢大勢大勢がががが反対反対反対反対しておりしておりしておりしており、、、、仮仮仮仮にににに工事工事工事工事してもしてもしてもしても進進進進まないまないまないまない」」」」
ととととコメントコメントコメントコメントしているしているしているしている。。。。当然県外移設当然県外移設当然県外移設当然県外移設のののの立場立場立場立場であればであればであればであれば、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを受理受理受理受理すべきでないすべきでないすべきでないすべきでない。。。。見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事はははは、、、、滑走路滑走路滑走路滑走路がありがありがありがあり、、、、使用頻度使用頻度使用頻度使用頻度がががが低低低低いいいい飛行場飛行場飛行場飛行場はははは九州九州九州九州だけでもだけでもだけでもだけでも結構結構結構結構あるとあるとあるとあると発言発言発言発言しているしているしているしている
がががが、、、、そのそのそのその意味意味意味意味することはすることはすることはすることは、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの移設先移設先移設先移設先をををを物色物色物色物色しししし、、、、現地調査現地調査現地調査現地調査をするをするをするをする考考考考えなのかえなのかえなのかえなのか伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 環境環境環境環境アセスアセスアセスアセス手続手続手続手続のののの不備不備不備不備をををを訴訴訴訴えたえたえたえた裁判裁判裁判裁判はははは、、、、住民住民住民住民のののの意見陳述権意見陳述権意見陳述権意見陳述権をををを否定否定否定否定するするするする最悪最悪最悪最悪のののの判決判決判決判決でででで
あったあったあったあった。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備をををを方法書方法書方法書方法書、、、、準備書準備書準備書準備書でもでもでもでも隠隠隠隠しししし続続続続けけけけ、、、、住民参加住民参加住民参加住民参加とととと情報公開情報公開情報公開情報公開をををを踏踏踏踏みみみみ外外外外しししし
たたたた。。。。知事知事知事知事はははは、、、、環境環境環境環境アセスアセスアセスアセスにににに対対対対するするするする知事意見知事意見知事意見知事意見としてとしてとしてとして、、、、環境保全環境保全環境保全環境保全はははは不可能不可能不可能不可能とととと結論結論結論結論づけていたづけていたづけていたづけていた
がががが、、、、このこのこのこの裁判裁判裁判裁判のののの判決判決判決判決をどうをどうをどうをどう受受受受けとめるかけとめるかけとめるかけとめるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 県県県県ははははオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが何度何度何度何度もももも墜落墜落墜落墜落をををを繰繰繰繰りりりり返返返返しししし事故原因事故原因事故原因事故原因がががが究明究明究明究明されされされされ県民県民県民県民のののの不安不安不安不安がががが払拭払拭払拭払拭されないされないされないされない
限限限限りりりり配備配備配備配備にににに反対反対反対反対であるとであるとであるとであると表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設はははは明明明明らかにらかにらかにらかにオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの着陸着陸着陸着陸
帯帯帯帯のののの建設建設建設建設でありでありでありであり、、、、反対反対反対反対のののの意思表明意思表明意思表明意思表明をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの山山山山々々々々はははは世界的世界的世界的世界的にもにもにもにも生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性にににに富富富富んだんだんだんだ地域地域地域地域であるであるであるである。。。。このこのこのこの地域地域地域地域のののの貴重貴重貴重貴重なななな動植動植動植動植
物物物物はははは、、、、オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの飛行訓練飛行訓練飛行訓練飛行訓練によってによってによってによって下降気流下降気流下降気流下降気流がががが激激激激しくしくしくしく、、、、排気排気排気排気のののの高温高温高温高温、、、、熱風熱風熱風熱風とととと風圧風圧風圧風圧によっによっによっによっ
てててて死滅死滅死滅死滅させられていくさせられていくさせられていくさせられていく。。。。ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド基地建設工事基地建設工事基地建設工事基地建設工事にににに伴伴伴伴うううう絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種をををを含含含含むむむむ希少植物希少植物希少植物希少植物のののの植植植植
えかえはえかえはえかえはえかえは、、、、６６６６割以上割以上割以上割以上がががが枯死枯死枯死枯死していることがしていることがしていることがしていることが明明明明らかになっているらかになっているらかになっているらかになっている。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの配備配備配備配備はははは環境環境環境環境にににに
著著著著しくしくしくしく悪影響悪影響悪影響悪影響をををを及及及及ぼしてないかぼしてないかぼしてないかぼしてないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設工事建設工事建設工事建設工事のののの「Ｎ「Ｎ「Ｎ「Ｎ４４４４－－－－１１１１」」」」地区地区地区地区でででで土砂崩落土砂崩落土砂崩落土砂崩落がががが起起起起こったこったこったこった。。。。ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設工事建設工事建設工事建設工事のののの
影響影響影響影響とととと考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、県県県県はははは立入調査立入調査立入調査立入調査をしてをしてをしてをして原因究明原因究明原因究明原因究明をををを図図図図ったかったかったかったか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの浦添移設浦添移設浦添移設浦添移設についてについてについてについて
　　　　那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港はははは、、、、1996199619961996年年年年ののののＳＡＣＯＳＡＣＯＳＡＣＯＳＡＣＯ合意合意合意合意によってによってによってによって米軍牧港補給基地米軍牧港補給基地米軍牧港補給基地米軍牧港補給基地のののの沖合沖合沖合沖合にににに移設移設移設移設とされたとされたとされたとされた。。。。しししし
かしかしかしかし、、、、事実上遊休化事実上遊休化事実上遊休化事実上遊休化のののの状態状態状態状態でありながらでありながらでありながらでありながら39393939年放置年放置年放置年放置されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。ここにここにここにここに来来来来てててて翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長、、、、松松松松
本浦添市長本浦添市長本浦添市長本浦添市長もももも浦添移設浦添移設浦添移設浦添移設にににに反対反対反対反対のかじをのかじをのかじをのかじを切切切切ったったったった。。。。しかししかししかししかし、、、、知事知事知事知事はははは２２２２月月月月15151515日日日日のののの記者会見記者会見記者会見記者会見でもでもでもでも「「「「進進進進
めるのがめるのがめるのがめるのが現実的現実的現実的現実的」」」」だとしてだとしてだとしてだとして、、、、態度態度態度態度をををを変変変変えることをえることをえることをえることを否定否定否定否定しているしているしているしている。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市ともともともとも足並足並足並足並みがみがみがみが
そろわなくてそろわなくてそろわなくてそろわなくて解決解決解決解決をををを図図図図っていけるのかっていけるのかっていけるのかっていけるのか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 保健所業務等保健所業務等保健所業務等保健所業務等のののの移管移管移管移管についてについてについてについて
　　　　県県県県はははは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市がががが来来来来るるるる４４４４月月月月からからからから30303030万人以上万人以上万人以上万人以上のののの指定対象指定対象指定対象指定対象となるとなるとなるとなる中核市中核市中核市中核市にににに移行移行移行移行することにすることにすることにすることに伴伴伴伴いいいい保保保保
健所業務等健所業務等健所業務等健所業務等のののの移管移管移管移管をするをするをするをする。。。。

((((1111)))) 保健所業務等保健所業務等保健所業務等保健所業務等のののの移管事務移管事務移管事務移管事務のののの内容及内容及内容及内容及びびびび数数数数、、、、職員数職員数職員数職員数、、、、財政移譲等財政移譲等財政移譲等財政移譲等のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中核市中核市中核市中核市ののののメリットメリットメリットメリットはははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 移管移管移管移管にににに際際際際してしてしてして課題課題課題課題とととと問題点問題点問題点問題点はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議についてについてについてについて
　　　　政府政府政府政府・・・・外務省外務省外務省外務省はははは、、、、近近近近々々々々開催開催開催開催されるされるされるされる日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議のののの中中中中でででで台湾台湾台湾台湾とのとのとのとの漁業水域協議漁業水域協議漁業水域協議漁業水域協議をををを日中漁業日中漁業日中漁業日中漁業
協定協定協定協定のののの内容内容内容内容をををを適用適用適用適用するするするする方向方向方向方向でででで検討検討検討検討しているしているしているしている。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると現在台湾側現在台湾側現在台湾側現在台湾側にににに認認認認めることになりめることになりめることになりめることになり沖縄沖縄沖縄沖縄
のののの漁民漁民漁民漁民がががが打撃打撃打撃打撃をををを受受受受けることになるけることになるけることになるけることになる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁業団体漁業団体漁業団体漁業団体はははは、、、、排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域排他的経済水域のののの地理的中間線地理的中間線地理的中間線地理的中間線をををを
基本基本基本基本にににに交渉交渉交渉交渉することをすることをすることをすることを求求求求めるめるめるめる要請行動要請行動要請行動要請行動をしているをしているをしているをしている。。。。県県県県はははは、、、、外務省外務省外務省外務省のののの動向動向動向動向にどうにどうにどうにどう対処対処対処対処していくのしていくのしていくのしていくの
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 高等学校編成整備計画高等学校編成整備計画高等学校編成整備計画高等学校編成整備計画についてについてについてについて
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　　　　教育庁教育庁教育庁教育庁はははは、、、、平成平成平成平成27272727年年年年からからからから平成平成平成平成29292929年度年度年度年度のののの前期計画前期計画前期計画前期計画にににに南部工業高校南部工業高校南部工業高校南部工業高校とととと沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校のののの統合統合統合統合
をををを位置位置位置位置づけているづけているづけているづけている。。。。このこのこのこの計画計画計画計画はははは翔洋同窓会翔洋同窓会翔洋同窓会翔洋同窓会、、、、海員組合等海員組合等海員組合等海員組合等のののの統合反対統合反対統合反対統合反対のののの陳情陳情陳情陳情がががが県議会県議会県議会県議会にににに提提提提
出出出出されされされされ、、、、２２２２度度度度にわたってにわたってにわたってにわたって採択採択採択採択されているされているされているされている。。。。もはやもはやもはやもはや統合統合統合統合のののの目的目的目的目的とととと理由理由理由理由をををを失失失失いいいい暗礁暗礁暗礁暗礁にににに乗乗乗乗りりりり上上上上げてげてげてげて
いるいるいるいる。。。。教育庁教育庁教育庁教育庁はははは、、、、計画計画計画計画のののの撤回撤回撤回撤回、、、、もしくはもしくはもしくはもしくは校名校名校名校名やややや海洋技術科海洋技術科海洋技術科海洋技術科のののの存続存続存続存続をををを明言明言明言明言すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか
伺伺伺伺うううう。。。。

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
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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25252525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))))

03030303月月月月06060606    日日日日((((水水水水))))
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 瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧　　　　功功功功（（（（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)))) 「「「「奄美奄美奄美奄美・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」のののの世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録

ｱｱｱｱ 推薦区域推薦区域推薦区域推薦区域のののの指定指定指定指定でででで米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場米軍北部訓練場をををを範囲範囲範囲範囲にににに含含含含まずまずまずまず指定指定指定指定するするするする方針方針方針方針のようだがのようだがのようだがのようだが、、、、訓練場内訓練場内訓練場内訓練場内
にもにもにもにも貴重貴重貴重貴重なななな動植物動植物動植物動植物がががが生息生息生息生息しておりしておりしておりしており、、、、ヤンバルヤンバルヤンバルヤンバルのののの森森森森はははは総体総体総体総体としてとしてとしてとして推薦区域推薦区域推薦区域推薦区域のののの指定指定指定指定でなけでなけでなけでなけ
ればればればれば自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録自然遺産登録のののの意義意義意義意義がなくなってしまうのではないかがなくなってしまうのではないかがなくなってしまうのではないかがなくなってしまうのではないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 上原副知事上原副知事上原副知事上原副知事はははは「「「「地域振興地域振興地域振興地域振興のののの面面面面からからからから意義意義意義意義あることあることあることあること」」」」とととと述述述述べているがべているがべているがべているが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような効果効果効果効果がががが期待期待期待期待
できるのかできるのかできるのかできるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事のののの「「「「米軍基地負担軽減部会米軍基地負担軽減部会米軍基地負担軽減部会米軍基地負担軽減部会」」」」開催要請開催要請開催要請開催要請にににに対対対対しししし官房長官官房長官官房長官官房長官はどのようなはどのようなはどのようなはどのような対応対応対応対応であったかであったかであったかであったか
伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題日米地位協定問題

ｱｱｱｱ 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定とととと韓米地位協定韓米地位協定韓米地位協定韓米地位協定におけるにおけるにおけるにおける刑事裁判権刑事裁判権刑事裁判権刑事裁判権ののの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伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定がががが韓米地位協定韓米地位協定韓米地位協定韓米地位協定よりよりよりより改善改善改善改善されてないされてないされてないされてない原因原因原因原因はどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのかはどこにあるのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 環境行政環境行政環境行政環境行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・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」のののの世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録

ｱｱｱｱ 2003200320032003年年年年にににに保護担保措置保護担保措置保護担保措置保護担保措置がががが不十分不十分不十分不十分とのとのとのとの理由理由理由理由でででで見送見送見送見送られたられたられたられた要因要因要因要因をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 地元自治体地元自治体地元自治体地元自治体のののの国頭村国頭村国頭村国頭村・・・・大宜味村大宜味村大宜味村大宜味村・・・・東村東村東村東村のののの評価評価評価評価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。。。。

4444 観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ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)))) プロプロプロプロ野球春季野球春季野球春季野球春季キャンプキャンプキャンプキャンプ

ｱｱｱｱ プロプロプロプロ野球春季野球春季野球春季野球春季キャンプキャンプキャンプキャンプのののの状況状況状況状況とととと県県県県のののの関連事業関連事業関連事業関連事業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 県外県外県外県外からのからのからのからの入域客数入域客数入域客数入域客数とととと経済効果経済効果経済効果経済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（（（（５５５５年年年年ごとのごとのごとのごとの推移推移推移推移）。）。）。）。

((((2222)))) ビジットビジットビジットビジットおきなわおきなわおきなわおきなわ計画計画計画計画

ｱｱｱｱ 2012201220122012年度年度年度年度のののの入域観客数入域観客数入域観客数入域観客数のののの目標値目標値目標値目標値とととと見込見込見込見込みみみみ値値値値についてについてについてについて要因要因要因要因とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 2013201320132013年度観光客数年度観光客数年度観光客数年度観光客数630630630630万人目標万人目標万人目標万人目標のののの計画案計画案計画案計画案とととと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。。。。

5555 農林水産行政農林水産行政農林水産行政農林水産行政についてについてについてについて

((((1111)))) 台湾台湾台湾台湾でででで開催開催開催開催されたされたされたされた「「「「琉台技術研究交流会琉台技術研究交流会琉台技術研究交流会琉台技術研究交流会」」」」のののの概要概要概要概要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)))) 北中城村北中城村北中城村北中城村ののののアーサアーサアーサアーサのののの収穫量収穫量収穫量収穫量（（（（５５５５年間年間年間年間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伺伺伺伺うううう。。。。

6666 商工労働行政商工労働行政商工労働行政商工労働行政についてについてについてについて
　　　　2012201220122012年年年年のののの完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率がががが15151515年年年年ぶりのぶりのぶりのぶりの年平均年平均年平均年平均６６６６％％％％台台台台のののの改善改善改善改善となったとなったとなったとなった要因要因要因要因をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 生活保護生活保護生活保護生活保護

ｱｱｱｱ 生活保護受給者数生活保護受給者数生活保護受給者数生活保護受給者数、、、、受給世帯数受給世帯数受給世帯数受給世帯数ともともともとも過去最多過去最多過去最多過去最多となったとなったとなったとなった概要概要概要概要とととと要因要因要因要因をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 失業失業失業失業によるによるによるによる受給者数受給者数受給者数受給者数のののの実態実態実態実態とととと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。。。。

8888 防災行政防災行政防災行政防災行政についてについてについてについて

((((1111)))) 津波対策津波対策津波対策津波対策

ｱｱｱｱ 県津波被害想定検討委員会県津波被害想定検討委員会県津波被害想定検討委員会県津波被害想定検討委員会がががが公表公表公表公表したしたしたした津波浸水予測津波浸水予測津波浸水予測津波浸水予測のののの見直見直見直見直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。。。。
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ｲｲｲｲ 住民住民住民住民のののの避難施設避難施設避難施設避難施設のののの整備整備整備整備がががが必要必要必要必要なななな地域地域地域地域はははは何何何何カカカカ所所所所かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 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策対策対策対策をををを指導指導指導指導しししし、、、、対応対応対応対応していくのかしていくのかしていくのかしていくのか伺伺伺伺うううう。。。。

9999 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)))) 県内小県内小県内小県内小・・・・中中中中・・・・高校高校高校高校におけるにおけるにおけるにおける体罰体罰体罰体罰のののの実態実態実態実態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)))) 特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校のののの運動施設問題運動施設問題運動施設問題運動施設問題

ｱｱｱｱ 泡瀬泡瀬泡瀬泡瀬・・・・那覇那覇那覇那覇・・・・桜野等桜野等桜野等桜野等のののの特別支援学校特別支援学校特別支援学校特別支援学校にはにはにはには運動場運動場運動場運動場やややや十分十分十分十分なななな広広広広さのさのさのさの体育館体育館体育館体育館がなくがなくがなくがなく、、、、子供子供子供子供たたたた
ちはのびのびとちはのびのびとちはのびのびとちはのびのびと運動運動運動運動ができないとのことができないとのことができないとのことができないとのこと、、、、現状現状現状現状をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの教育教育教育教育をををを保障保障保障保障するためにはするためにはするためにはするためには、、、、運動場運動場運動場運動場またはまたはまたはまたは十分十分十分十分なななな広広広広さのさのさのさの体育館体育館体育館体育館をををを設置設置設置設置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考考考考えるえるえるえる。。。。今後今後今後今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うううう。。。。

10101010 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25252525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))))

03030303月月月月06060606    日日日日((((水水水水))))
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 大城大城大城大城　　　　一馬一馬一馬一馬（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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 日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談日米首脳会談についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設がががが再確認再確認再確認再確認されたされたされたされた。。。。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うううう。。。。

((((2222)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加もももも確認確認確認確認されたされたされたされた。。。。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うううう。。。。

2222 知事知事知事知事のののの訪米訪米訪米訪米についてについてについてについて

((((1111)))) 訪米時期訪米時期訪米時期訪米時期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)))) 目的目的目的目的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、、、、説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

3333 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)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備問題配備問題配備問題配備問題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決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 普天聞飛行場辺野古移設普天聞飛行場辺野古移設普天聞飛行場辺野古移設普天聞飛行場辺野古移設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄防衛施設局沖縄防衛施設局沖縄防衛施設局沖縄防衛施設局がががが、、、、名護漁協名護漁協名護漁協名護漁協にににに埋立同意書埋立同意書埋立同意書埋立同意書のののの申請申請申請申請をしたをしたをしたをした。。。。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うううう。。。。

ｲｲｲｲ 政府政府政府政府はははは強行的強行的強行的強行的にににに移設作業移設作業移設作業移設作業をををを進進進進めているがめているがめているがめているが、、、、知事知事知事知事のののの強強強強いいいい決意決意決意決意がががが求求求求められているめられているめられているめられている。。。。所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

4444 沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金沖縄振興一括交付金についてについてについてについて

((((1111)))) 初年度初年度初年度初年度のののの問題点問題点問題点問題点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。。。。

((((2222)))) ２２２２年目年目年目年目でのでのでのでの制度活用制度活用制度活用制度活用のののの重点目標重点目標重点目標重点目標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。。。。

5555 鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道((((ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ含含含含むむむむ))))導入導入導入導入についてについてについてについて

((((1111)))) 新年度予算新年度予算新年度予算新年度予算においてのにおいてのにおいてのにおいての事業概要事業概要事業概要事業概要のののの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)))) 平成平成平成平成27272727年度年度年度年度までにまでにまでにまでに事業化計画案事業化計画案事業化計画案事業化計画案をををを策定策定策定策定するとしているがするとしているがするとしているがするとしているが具体的具体的具体的具体的スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 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)))) 平成平成平成平成33333333年度年度年度年度までのまでのまでのまでの入域観光客入域観光客入域観光客入域観光客1000100010001000万人達成万人達成万人達成万人達成ののの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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 離島児童離島児童離島児童離島児童・・・・生徒支援生徒支援生徒支援生徒支援センターセンターセンターセンター((((仮称仮称仮称仮称))))についてについてについてについて進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

8888 マリンマリンマリンマリン・・・・タウンタウンタウンタウン地区県有地地区県有地地区県有地地区県有地のののの土地利用土地利用土地利用土地利用のののの進進進進状況状況状況状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をををを求求求求めるめるめるめる。。。。
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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25252525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))))

03030303月月月月06060606    日日日日((((水水水水))))
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 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（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 辺野古辺野古辺野古辺野古アセスアセスアセスアセス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。。。。
　　　　知事意見知事意見知事意見知事意見のののの結論結論結論結論はははは「「「「環境保全上重大環境保全上重大環境保全上重大環境保全上重大なななな問題問題問題問題」、「」、「」、「」、「当該評価書当該評価書当該評価書当該評価書でででで示示示示されたされたされたされた環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等環境保全措置等
ではではではでは生活環境生活環境生活環境生活環境、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全はははは不可能不可能不可能不可能」」」」であったであったであったであった。。。。オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ隠隠隠隠しししし、、、、後出後出後出後出しによりしによりしによりしにより、、、、手続手続手続手続がががが
進進進進むむむむ中中中中でよりでよりでよりでより環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷がががが大大大大きくなったきくなったきくなったきくなった最悪最悪最悪最悪ののののアセスアセスアセスアセスだがだがだがだが、、、、粛粛粛粛々々々々とととと受受受受けけけけ取取取取るにるにるにるに値値値値するかするかするかするか。。。。法法法法のののの
趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、知事知事知事知事のののの評価評価評価評価とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 高江高江高江高江ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設とととと世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録世界自然遺産登録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のののの森森森森ををををオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが飛行飛行飛行飛行、、、、離着陸離着陸離着陸離着陸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環境負荷環境負荷環境負荷環境負荷はははは調査調査調査調査されているかされているかされているかされているか。。。。
風圧風圧風圧風圧、、、、熱風熱風熱風熱風、、、、騒音等騒音等騒音等騒音等がががが自然環境自然環境自然環境自然環境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。。。。

((((2222)))) 顕著顕著顕著顕著なななな普遍的価値普遍的価値普遍的価値普遍的価値、、、、世界的世界的世界的世界的にににに重要重要重要重要なななな絶滅絶滅絶滅絶滅のおそれのあるのおそれのあるのおそれのあるのおそれのある種種種種のののの生息生息生息生息・・・・生育地生育地生育地生育地としてとしてとしてとして完全性完全性完全性完全性
をををを宣言宣言宣言宣言しししし、、、、世界自然遺産暫定世界自然遺産暫定世界自然遺産暫定世界自然遺産暫定リストリストリストリストにににに登録登録登録登録しながらしながらしながらしながら、、、、一方一方一方一方ではではではでは米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを聖域聖域聖域聖域にしてにしてにしてにして新新新新たたたた
ななななヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設ややややオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ訓練訓練訓練訓練をををを容認容認容認容認するするするする政府政府政府政府のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは批判批判批判批判されるべきだされるべきだされるべきだされるべきだ。。。。知事知事知事知事のののの所所所所
信表明信表明信表明信表明はははは世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産世界自然遺産へのへのへのへの正式登録正式登録正式登録正式登録、、、、自然環境自然環境自然環境自然環境のののの保全保全保全保全へのへのへのへの努力努力努力努力であるであるであるである。。。。矛盾矛盾矛盾矛盾するするするする現実現実現実現実
をををを不問不問不問不問にせずにせずにせずにせず、、、、国国国国にににに影響評価影響評価影響評価影響評価をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((3333)))) ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設現場建設現場建設現場建設現場におけるにおけるにおけるにおける土砂崩落土砂崩落土砂崩落土砂崩落をををを防衛局防衛局防衛局防衛局はははは速速速速やかにやかにやかにやかに報告報告報告報告せずせずせずせず、、、、隠隠隠隠したしたしたした。。。。沖縄県赤沖縄県赤沖縄県赤沖縄県赤
土等流出防止条例施行規則土等流出防止条例施行規則土等流出防止条例施行規則土等流出防止条例施行規則４４４４条管理基準違反条管理基準違反条管理基準違反条管理基準違反であるであるであるである。。。。同条例同条例同条例同条例のののの実効性実効性実効性実効性をををを確保確保確保確保するするするする立場立場立場立場
からからからから県県県県がとるべきがとるべきがとるべきがとるべき措置措置措置措置をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

3333 一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度一括交付金制度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
　　　　県議会県議会県議会県議会におけるにおけるにおけるにおける予算議決後予算議決後予算議決後予算議決後においてもにおいてもにおいてもにおいても「「「「国国国国のののの要項要項要項要項」」」」がががが定定定定まらないためにまらないためにまらないためにまらないために予算執行予算執行予算執行予算執行できないできないできないできない
事態事態事態事態はははは、、、、制度制度制度制度２２２２年目年目年目年目においてもにおいてもにおいてもにおいても発生発生発生発生するかするかするかするか。。。。継続事業継続事業継続事業継続事業のののの場合場合場合場合はははは現行現行現行現行スタッフスタッフスタッフスタッフのののの雇用雇用雇用雇用をををを含含含含めめめめ
一旦中断一旦中断一旦中断一旦中断せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないかないかないかないか。。。。それともそれともそれともそれとも県県県県・・・・市町村議会市町村議会市町村議会市町村議会におけるにおけるにおけるにおける予算議決予算議決予算議決予算議決をもってをもってをもってをもって執行執行執行執行ににににゴーゴーゴーゴー
サインサインサインサインをををを出出出出すのかすのかすのかすのか。。。。現場現場現場現場のののの実態実態実態実態、、、、影響影響影響影響とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 観光税観光税観光税観光税のののの導入導入導入導入とととと観光資源観光資源観光資源観光資源（（（（海洋博公園及海洋博公園及海洋博公園及海洋博公園及びびびび首里城公園首里城公園首里城公園首里城公園））））のののの活用活用活用活用についてについてについてについて

((((1111)))) 持続可能持続可能持続可能持続可能なななな産業戦略産業戦略産業戦略産業戦略としてとしてとしてとして、、、、施策展開施策展開施策展開施策展開におけるにおけるにおけるにおける財源財源財源財源のののの安定安定安定安定をををを図図図図るるるる上上上上でもでもでもでも観光税観光税観光税観光税のののの導入導入導入導入をををを
検討検討検討検討されたいされたいされたいされたい。。。。課題課題課題課題とととと展望展望展望展望をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 水族館及水族館及水族館及水族館及びびびび首里城首里城首里城首里城のののの有料施設有料施設有料施設有料施設（（（（特定公園施設特定公園施設特定公園施設特定公園施設））））のののの収入収入収入収入のうちのうちのうちのうち幾幾幾幾らがらがらがらが独立行政法人都市独立行政法人都市独立行政法人都市独立行政法人都市
再生機構再生機構再生機構再生機構（ＵＲ）（ＵＲ）（ＵＲ）（ＵＲ）にににに還流還流還流還流しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。国営沖縄記念公園整備国営沖縄記念公園整備国営沖縄記念公園整備国営沖縄記念公園整備にににに充充充充てられたてられたてられたてられた沖縄振興予沖縄振興予沖縄振興予沖縄振興予
算算算算はははは総額幾総額幾総額幾総額幾らからからからか。。。。県出資財団法人県出資財団法人県出資財団法人県出資財団法人ががががＵＲＵＲＵＲＵＲとのとのとのとの間間間間のののの独占的独占的独占的独占的なななな随意契約随意契約随意契約随意契約でででで有料施設有料施設有料施設有料施設をををを管理管理管理管理
してきたしてきたしてきたしてきた法的根拠法的根拠法的根拠法的根拠はははは何何何何かかかか。。。。

5555 原発作業従事者原発作業従事者原発作業従事者原発作業従事者のののの雇用実態雇用実態雇用実態雇用実態についてについてについてについて

((((1111)))) 季節労働者季節労働者季節労働者季節労働者としてとしてとしてとして福島第一原発福島第一原発福島第一原発福島第一原発でででで働働働働くくくく県出身県出身県出身県出身のののの作業員作業員作業員作業員にににに「「「「雇用契約書雇用契約書雇用契約書雇用契約書」」」」をををを取取取取りりりり交交交交わさなわさなわさなわさな
いままいままいままいまま派遣派遣派遣派遣なのかなのかなのかなのか、、、、直接雇用直接雇用直接雇用直接雇用なのかなのかなのかなのか、、、、下請下請下請下請とのとのとのとの契約契約契約契約なのかなのかなのかなのか、、、、当事者当事者当事者当事者がががが理解不十分理解不十分理解不十分理解不十分のままのままのままのまま
働働働働いているいているいているいている例例例例があるがあるがあるがある。。。。偽装請負偽装請負偽装請負偽装請負のののの疑疑疑疑いもいもいもいも否定否定否定否定できないできないできないできない。。。。県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける原発作業従事職原発作業従事職原発作業従事職原発作業従事職のののの
募集募集募集募集、、、、雇用雇用雇用雇用あっせんあっせんあっせんあっせん等等等等についてについてについてについて、、、、県県県県はははは実態実態実態実態をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 除染作業等除染作業等除染作業等除染作業等にににに当当当当たるたるたるたる作業員作業員作業員作業員にはにはにはには東電東電東電東電からからからから特別手当特別手当特別手当特別手当がががが措置措置措置措置されているがされているがされているがされているが、、、、下請下請下請下請をををを通通通通じてじてじてじてピピピピ
ンハネンハネンハネンハネされされされされ作業員作業員作業員作業員にににに支払支払支払支払われていないわれていないわれていないわれていないケースケースケースケースがががが表面化表面化表面化表面化しているしているしているしている。。。。適正適正適正適正なななな雇用契約雇用契約雇用契約雇用契約のののの指指指指
導導導導、、、、放射線業務放射線業務放射線業務放射線業務にににに従事従事従事従事するするするする者者者者へのへのへのへの登録証登録証登録証登録証やややや被爆手帳被爆手帳被爆手帳被爆手帳のののの交付交付交付交付、、、、健康相談健康相談健康相談健康相談などなどなどなど県内県内県内県内におけにおけにおけにおけ
るるるる対応窓口対応窓口対応窓口対応窓口はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。関係行政機関関係行政機関関係行政機関関係行政機関とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより周知周知周知周知をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、
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。。。。

6666 識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル工事契約問題工事契約問題工事契約問題工事契約問題についてについてについてについて
　　　　18181818年度年度年度年度のののの識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル工事予算工事予算工事予算工事予算（（（（３３３３年債務負担行為年債務負担行為年債務負担行為年債務負担行為のののの18181818年度分年度分年度分年度分））））はははは、、、、当初契約当初契約当初契約当初契約5500550055005500万円万円万円万円
（（（（平成平成平成平成18181818年年年年12121212月月月月22222222日日日日））））からからからから５５５５億億億億4800480048004800万円万円万円万円（（（（平成平成平成平成19191919年年年年３３３３月月月月14141414日日日日））））にににに増額改定増額改定増額改定増額改定されたされたされたされた。。。。平成平成平成平成19191919年年年年１１１１
月月月月11111111日日日日からからからから平成平成平成平成19191919年年年年７７７７月月月月11111111日日日日はははは工事工事工事工事がががが中止中止中止中止されていたされていたされていたされていた期間期間期間期間であるであるであるである。。。。以下以下以下以下、、、、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
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いいいい。。。。

((((1111)))) 工法変更工法変更工法変更工法変更のためのためのためのため工事工事工事工事がががが中止中止中止中止していたにもかかわらずしていたにもかかわらずしていたにもかかわらずしていたにもかかわらず、、、、年度末年度末年度末年度末３３３３月中旬月中旬月中旬月中旬になってになってになってになって18181818年度出年度出年度出年度出
来高予定額来高予定額来高予定額来高予定額がががが10101010倍倍倍倍ものものものもの額額額額にににに増額改定増額改定増額改定増額改定されたされたされたされた理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 出来高予定額出来高予定額出来高予定額出来高予定額のののの増額改定増額改定増額改定増額改定によりによりによりにより、、、、前金払前金払前金払前金払もももも2200220022002200万円万円万円万円からからからから２２２２億億億億1900190019001900万円万円万円万円へへへへ大幅増大幅増大幅増大幅増となっとなっとなっとなっ
たたたた。。。。設計変更設計変更設計変更設計変更もももも変更協議変更協議変更協議変更協議もももも行行行行われていないわれていないわれていないわれていない中中中中でででで大成大成大成大成ＪＶＪＶＪＶＪＶにににに10101010倍倍倍倍ものものものもの着手金着手金着手金着手金をををを支払支払支払支払うことをうことをうことをうことを
急急急急いだいだいだいだ理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

7777 県立病院県立病院県立病院県立病院のののの機能及機能及機能及機能及びびびび定数定数定数定数についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「社会保障社会保障社会保障社会保障とととと税税税税のののの一体改革一体改革一体改革一体改革」」」」にににに基基基基づくづくづくづく診療報酬診療報酬診療報酬診療報酬はははは、、、、2025202520252025年一般急性期病院年一般急性期病院年一般急性期病院年一般急性期病院でででで1111....6666倍倍倍倍のののの人人人人
員配置員配置員配置員配置にににに対対対対しししし1111....5555倍倍倍倍、、、、高度急性期病院高度急性期病院高度急性期病院高度急性期病院でででで２２２２倍倍倍倍のののの人員配置人員配置人員配置人員配置にににに対対対対しししし1111....9999倍倍倍倍のののの見込見込見込見込みであるみであるみであるみである。。。。国国国国
のののの方針方針方針方針をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた県立病院県立病院県立病院県立病院のののの人員計画人員計画人員計画人員計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。策定中策定中策定中策定中のののの経営安定化計画経営安定化計画経営安定化計画経営安定化計画とのとのとのとの整合整合整合整合につにつにつにつ
いてもいてもいてもいても伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) あわせてあわせてあわせてあわせて在院日数在院日数在院日数在院日数のののの短縮短縮短縮短縮もももも求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、地域保健福祉計画地域保健福祉計画地域保健福祉計画地域保健福祉計画におけるにおけるにおけるにおける福祉資源福祉資源福祉資源福祉資源のののの活用活用活用活用、、、、
保健医療体制保健医療体制保健医療体制保健医療体制のののの整備整備整備整備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。。。。在宅医療在宅医療在宅医療在宅医療をををを支支支支えるためにえるためにえるためにえるために県立病院県立病院県立病院県立病院のののの機能強化機能強化機能強化機能強化
はははは図図図図られるのかられるのかられるのかられるのか。。。。介護介護介護介護ややややリハビリリハビリリハビリリハビリのののの需要予測需要予測需要予測需要予測をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画におけるにおけるにおけるにおける県立病院県立病院県立病院県立病院のののの位位位位
置置置置づけをづけをづけをづけを伺伺伺伺うううう。。。。県県県県のののの需要需要需要需要にににに基基基基づくづくづくづく計画計画計画計画とととと、、、、国国国国のののの一体改革一体改革一体改革一体改革とのとのとのとの整合整合整合整合、、、、あるいはあるいはあるいはあるいはギャップギャップギャップギャップにつにつにつにつ
いてもいてもいてもいても伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 定数条例改正定数条例改正定数条例改正定数条例改正のおくれによりのおくれによりのおくれによりのおくれにより人員確保難人員確保難人員確保難人員確保難がががが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。不足不足不足不足するするするする職種職種職種職種とととと人員数人員数人員数人員数、、、、患者受患者受患者受患者受
けけけけ入入入入れれれれ制限等制限等制限等制限等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伺伺伺伺うううう。。。。

8888 非婚世帯非婚世帯非婚世帯非婚世帯へのへのへのへの寡婦控除寡婦控除寡婦控除寡婦控除みなしみなしみなしみなし適用適用適用適用についてについてについてについて
　　　　那覇市那覇市那覇市那覇市はははは開会中開会中開会中開会中のののの２２２２月定例会月定例会月定例会月定例会においてにおいてにおいてにおいて、、、、市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅のののの家賃算定家賃算定家賃算定家賃算定についてについてについてについて「「「「市市市市のののの裁量裁量裁量裁量でのでのでのでの減減減減
額額額額がががが可能可能可能可能とととと考考考考えられるえられるえられるえられる。。。。他府県他府県他府県他府県のののの事例事例事例事例もあることからもあることからもあることからもあることから非婚世帯非婚世帯非婚世帯非婚世帯がががが寡婦控除寡婦控除寡婦控除寡婦控除をををを受受受受けたけたけたけた時時時時とととと同等同等同等同等
となるようとなるようとなるようとなるよう検討検討検討検討していきたいしていきたいしていきたいしていきたい」」」」旨表明旨表明旨表明旨表明したしたしたした。。。。県営住宅県営住宅県営住宅県営住宅においてもにおいてもにおいてもにおいても同様同様同様同様のののの検討検討検討検討をををを求求求求めるめるめるめる。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県
にににに対対対対しししし、、、、非婚非婚非婚非婚のののの母子世帯母子世帯母子世帯母子世帯のののの経済的苦境経済的苦境経済的苦境経済的苦境をををを救済救済救済救済するするするする適切適切適切適切なななな措置措置措置措置についてについてについてについて日弁連日弁連日弁連日弁連からからからから要請要請要請要請がががが
あるがあるがあるがあるが、、、、対応対応対応対応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
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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25252525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))))

03030303月月月月06060606    日日日日((((水水水水))))
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 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 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)))) 政府政府政府政府はははは、、、、基地負担基地負担基地負担基地負担とととと沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興ををををリンクリンクリンクリンクさせたいさせたいさせたいさせたい意向意向意向意向であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 41414141市町村長市町村長市町村長市町村長をををを初初初初めとするめとするめとするめとする９９９９・・・・９９９９実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会がががが総理総理総理総理にににに建白書建白書建白書建白書をををを手渡手渡手渡手渡したしたしたした数日後数日後数日後数日後、、、、知事知事知事知事はははは上上上上
京京京京しししし、、、、平成平成平成平成25252525年度予算年度予算年度予算年度予算のおのおのおのお礼礼礼礼をををを述述述述べたべたべたべた。。。。このことはこのことはこのことはこのことは国国国国のののの思惑思惑思惑思惑にににに乗乗乗乗ったったったった行動行動行動行動としてとしてとしてとして受受受受けとめけとめけとめけとめ
られられられられ、、、、国民国民国民国民にににに誤誤誤誤ったったったったメッセージメッセージメッセージメッセージをををを与与与与えるものとのえるものとのえるものとのえるものとの批判批判批判批判があるがあるがあるがある。。。。認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ２２２２月月月月２２２２日日日日、、、、安倍首相安倍首相安倍首相安倍首相がががが来沖来沖来沖来沖したしたしたした際際際際、、、、通常通常通常通常とはとはとはとは異異異異なりなりなりなりホテルホテルホテルホテルでのでのでのでの会談会談会談会談になったになったになったになった理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。
またまたまたまた、、、、同席同席同席同席していたしていたしていたしていた両副知事両副知事両副知事両副知事やややや山本沖縄相山本沖縄相山本沖縄相山本沖縄相らとらとらとらと別別別別のののの部屋部屋部屋部屋でででで30303030分間分間分間分間、、、、２２２２人人人人だけでだけでだけでだけで密談密談密談密談したとしたとしたとしたと
報道報道報道報道されているされているされているされている。。。。密談密談密談密談はははは臆測臆測臆測臆測をををを招招招招くものであるくものであるくものであるくものである。。。。それをそれをそれをそれを払拭払拭払拭払拭するためにもするためにもするためにもするためにも、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを明明明明らららら
かにしてもらいたいかにしてもらいたいかにしてもらいたいかにしてもらいたい。。。。

((((4444)))) 報道報道報道報道によるとによるとによるとによると、、、、今定例会今定例会今定例会今定例会でででで翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長翁長那覇市長はははは「「「「那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港はははは遊休化遊休化遊休化遊休化しているといってもしているといってもしているといってもしているといっても差差差差しししし支支支支
えないえないえないえない」」」」とのとのとのとの認識認識認識認識をををを示示示示しししし、、、、浦添市長浦添市長浦添市長浦添市長はははは浦添浦添浦添浦添へのへのへのへの移転移転移転移転にににに反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 福祉保健行政福祉保健行政福祉保健行政福祉保健行政についてについてについてについて

((((1111)))) 本県本県本県本県のののの今後今後今後今後のののの高齢化率高齢化率高齢化率高齢化率はどうはどうはどうはどう推移推移推移推移するかするかするかするか。。。。またまたまたまた、、、、それにそれにそれにそれに向向向向けたけたけたけた計画計画計画計画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、、、、
本県本県本県本県ののののピークピークピークピークはいつかはいつかはいつかはいつか。。。。

((((2222)))) 社会保障社会保障社会保障社会保障とととと税税税税のののの一体改革一体改革一体改革一体改革でででで2025202520252025年年年年にににに向向向向けてけてけてけて国国国国はははは医療指針医療指針医療指針医療指針をををを示示示示しししし、、、、地域地域地域地域にににに即即即即したしたしたした医療体医療体医療体医療体
制制制制をををを整整整整えることとしているがえることとしているがえることとしているがえることとしているが、、、、本県本県本県本県のののの計画計画計画計画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。。。。

((((3333)))) 知事所信表明知事所信表明知事所信表明知事所信表明についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 「「「「重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設重粒子線治療施設のののの導入可能性導入可能性導入可能性導入可能性をををを検討検討検討検討しししし事業化事業化事業化事業化にににに向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。」（。」（。」（。」（９９９９ページページページページ））））
についてについてについてについて検討内容検討内容検討内容検討内容をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「長寿世界一長寿世界一長寿世界一長寿世界一のののの復活復活復活復活」（」（」（」（２２２２ページページページページ））））へのへのへのへの具体的具体的具体的具体的なななな道筋道筋道筋道筋をををを示示示示してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((4444)))) 県民健康県民健康県民健康県民健康・・・・栄養調査栄養調査栄養調査栄養調査のののの結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度のののの施策施策施策施策とととと予算予算予算予算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されてされてされて
いるかいるかいるかいるか問問問問うううう。。。。

((((5555)))) 大気汚染大気汚染大気汚染大気汚染がががが問題問題問題問題となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、県内県内県内県内のののの汚染状態汚染状態汚染状態汚染状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ＰＭＰＭＰＭＰＭ2222....5555のののの測定測定測定測定はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ
ているかているかているかているか。。。。

3333 県立病院県立病院県立病院県立病院についてについてについてについて

((((1111)))) 定数条例改正定数条例改正定数条例改正定数条例改正についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 病院現場病院現場病院現場病院現場からのからのからのからの要望人員要望人員要望人員要望人員はははは何名何名何名何名かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 今議会今議会今議会今議会のののの議案議案議案議案としてとしてとしてとして提案提案提案提案されていないされていないされていないされていない理由理由理由理由はははは何何何何かかかか。。。。

ｳｳｳｳ 今議会今議会今議会今議会でででで議決議決議決議決されないことによるされないことによるされないことによるされないことによる影響影響影響影響をどのようにをどのようにをどのようにをどのように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) 八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 国国国国のののの社会保障社会保障社会保障社会保障とととと税税税税のののの一体改革一体改革一体改革一体改革でででで2025202520252025年年年年にににに向向向向けたけたけたけた医療指針医療指針医療指針医療指針をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、八重山病院八重山病院八重山病院八重山病院のののの位位位位
置置置置づけをどのようにづけをどのようにづけをどのようにづけをどのように考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。

ｲｲｲｲ 昨年末昨年末昨年末昨年末、、、、八重山広域市町村圏事務組合八重山広域市町村圏事務組合八重山広域市町村圏事務組合八重山広域市町村圏事務組合やややや市町議会議長会市町議会議長会市町議会議長会市町議会議長会からからからから「「「「新沖縄県立八重山病新沖縄県立八重山病新沖縄県立八重山病新沖縄県立八重山病
院院院院のののの早期建設早期建設早期建設早期建設をををを求求求求めるめるめるめる要請要請要請要請」」」」がががが県県県県へへへへ届届届届けられているけられているけられているけられている。。。。そのそのそのその要請要請要請要請にににに対対対対しししし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。。。。

ｳｳｳｳ 新病院新病院新病院新病院のののの場所場所場所場所としてとしてとしてとして現石垣空港跡地現石垣空港跡地現石垣空港跡地現石垣空港跡地がががが最適地最適地最適地最適地としてとしてとしてとして提言提言提言提言しているしているしているしている。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

ｴｴｴｴ 早急早急早急早急なななな課題課題課題課題としてとしてとしてとしてヘリポートヘリポートヘリポートヘリポートがががが新空港新空港新空港新空港へへへへ移移移移るとるとるとると、、、、病院病院病院病院までのまでのまでのまでの所要時間所要時間所要時間所要時間がががが現空港現空港現空港現空港よりかなりよりかなりよりかなりよりかなり
長長長長くなるくなるくなるくなる。。。。どのようなどのようなどのようなどのような対策対策対策対策をををを考考考考えているかえているかえているかえているか。。。。
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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25252525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))))

03030303月月月月06060606    日日日日((((水水水水))))
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 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)))) 安倍総理安倍総理安倍総理安倍総理のののの「「「「国防軍国防軍国防軍国防軍」」」」発言発言発言発言へのへのへのへの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)))) 知事知事知事知事みずからみずからみずからみずから沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済ののののエンジンエンジンエンジンエンジンとととと称称称称したしたしたした下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの今後今後今後今後のののの活用方針活用方針活用方針活用方針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)))) プラスプラスプラスプラス成長成長成長成長とととと言言言言われているわれているわれているわれている沖縄沖縄沖縄沖縄のののの経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 世界有数世界有数世界有数世界有数のののの観光地観光地観光地観光地ハワイハワイハワイハワイにににに沖縄沖縄沖縄沖縄はははは何何何何をををを学学学学ぶかぶかぶかぶか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。。。。

((((5555)))) オフリミッツオフリミッツオフリミッツオフリミッツのののの影響影響影響影響でででで異国情緒異国情緒異国情緒異国情緒あふれるあふれるあふれるあふれる沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ののののゲートゲートゲートゲート通通通通りがりがりがりが大打撃大打撃大打撃大打撃をををを受受受受けているけているけているけている。。。。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策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 中国中国中国中国のののの越境汚染越境汚染越境汚染越境汚染ＰＭＰＭＰＭＰＭ2222....5555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。。。。

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)))) 文化振興条例文化振興条例文化振興条例文化振興条例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)))) 沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭沖縄国際映画祭へのへのへのへの県県県県のののの支援支援支援支援ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市をををを中心中心中心中心にににに開催開催開催開催されているされているされているされているチャンパクチャンパクチャンパクチャンパクへのへのへのへの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。。。。

((((4444)))) 本土本土本土本土からのからのからのからの修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行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)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ののののビーチビーチビーチビーチ文化文化文化文化のののの意義意義意義意義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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの島唄島唄島唄島唄についてについてについてについて県県県県のののの認識認識認識認識、、、、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。。。。

((((7777)))) 沖縄県文化観光戦略推進事業沖縄県文化観光戦略推進事業沖縄県文化観光戦略推進事業沖縄県文化観光戦略推進事業のののの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。。。。

((((8888)))) 県立芸大県立芸大県立芸大県立芸大ののののカリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム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)))) 沖縄県私立学校施設改築促進事業基金沖縄県私立学校施設改築促進事業基金沖縄県私立学校施設改築促進事業基金沖縄県私立学校施設改築促進事業基金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。。。。

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 調査費調査費調査費調査費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 県県県県はははは各地方自治体各地方自治体各地方自治体各地方自治体、、、、広域圏広域圏広域圏広域圏とのとのとのとの調整調整調整調整はははは行行行行ったのかったのかったのかったのか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 交通機関交通機関交通機関交通機関、、、、関係業者関係業者関係業者関係業者とのとのとのとの調整調整調整調整はははは行行行行ったかったかったかった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)))) 伝統工芸士認定伝統工芸士認定伝統工芸士認定伝統工芸士認定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)))) 沖縄検定沖縄検定沖縄検定沖縄検定のののの種類種類種類種類とととと数数数数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 環境生活部関係環境生活部関係環境生活部関係環境生活部関係についてについてについてについて

((((1111)))) 比屋根比屋根比屋根比屋根トンネルトンネルトンネルトンネル付近付近付近付近のののの不法投棄不法投棄不法投棄不法投棄についてについてについてについて県県県県のののの見解見解見解見解とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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


