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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07070707    日日日日((((木木木木))))
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 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（改革改革改革改革のののの会会会会）））） 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)))) 民主党政権民主党政権民主党政権民主党政権へのへのへのへの評価評価評価評価とととと自民党政権自民党政権自民党政権自民党政権へのへのへのへの期待期待期待期待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)))) 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いますいますいますいます。。。。

2222 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((((一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金))))についてについてについてについて

((((1111)))) 財政力財政力財政力財政力がががが弱弱弱弱いいいい町村町村町村町村へのへのへのへの財政支援財政支援財政支援財政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。。。。

((((2222)))) 広域事業広域事業広域事業広域事業などになどになどになどに活用活用活用活用されるされるされるされる「「「「特別枠特別枠特別枠特別枠」」」」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)))) 市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業のののの執行状況執行状況執行状況執行状況とととと執行残執行残執行残執行残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 港湾整備港湾整備港湾整備港湾整備についてについてについてについて

((((1111)))) 今後今後今後今後ののののビジョンビジョンビジョンビジョンをををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

4444 （（（（仮称仮称仮称仮称））））空手道会館空手道会館空手道会館空手道会館についてについてについてについて

((((1111)))) 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
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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07070707    日日日日((((木木木木))))
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 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（改革改革改革改革のののの会会会会）））） 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 児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉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)))) 就学前就学前就学前就学前のののの児童児童児童児童のののの生活環境生活環境生活環境生活環境についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県安心沖縄県安心沖縄県安心沖縄県安心こどもこどもこどもこども基金基金基金基金のののの期間期間期間期間についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 待機児童待機児童待機児童待機児童のののの解消解消解消解消がなされればがなされればがなされればがなされれば子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの環境環境環境環境はははは充実充実充実充実していくのかしていくのかしていくのかしていくのか。。。。

2222 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの財政財政財政財政についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄県庁沖縄県庁沖縄県庁沖縄県庁のののの財政状況財政状況財政状況財政状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現在現在現在現在のののの状況説明状況説明状況説明状況説明とととと所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 市町村市町村市町村市町村のののの財政状況財政状況財政状況財政状況についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 現在現在現在現在のののの状況説明状況説明状況説明状況説明とととと所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 財政財政財政財政とととと福祉福祉福祉福祉のののの関係関係関係関係についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 市町村財政指数市町村財政指数市町村財政指数市町村財政指数とととと福祉福祉福祉福祉・・・・教育教育教育教育ののののバランスバランスバランスバランス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)))) 幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育幼稚園教育についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とととと保育園保育園保育園保育園のののの違違違違いはいはいはいは何何何何かかかか。。。。

((((2222)))) 公立公立公立公立とととと私立私立私立私立のののの教育教育教育教育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

ｱｱｱｱ 教育行政教育行政教育行政教育行政がががが教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会とととと総務部総務部総務部総務部にににに分分分分かれているのはなぜかかれているのはなぜかかれているのはなぜかかれているのはなぜか。。。。

((((3333)))) 高等学校高等学校高等学校高等学校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

ｱｱｱｱ 高等学校高等学校高等学校高等学校のののの統廃合統廃合統廃合統廃合はなぜはなぜはなぜはなぜ行行行行わなければいけないのかわなければいけないのかわなければいけないのかわなければいけないのか。。。。

((((4444)))) 各種専修学校各種専修学校各種専修学校各種専修学校がががが行行行行ううううインターンシップインターンシップインターンシップインターンシップ等等等等のののの支援事業支援事業支援事業支援事業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。。。。

4444 知事知事知事知事のののの提案説明提案説明提案説明提案説明についてについてについてについて

((((1111)))) 施策施策施策施策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

ｱｱｱｱ 概要概要概要概要のののの第第第第２２２２にあるにあるにあるにある「「「「心豊心豊心豊心豊かでかでかでかで、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる島島島島」」」」とはどのようなとはどのようなとはどのようなとはどのような島島島島なのかなのかなのかなのか。。。。

ｲｲｲｲ 今後今後今後今後のののの沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて、、、、観光観光観光観光ととととスポーツスポーツスポーツスポーツ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のみのみのみの現状現状現状現状
についてのについてのについてのについての進進進進状況状況状況状況をををを説明説明説明説明してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

((((2222)))) さきのさきのさきのさきの震災以後震災以後震災以後震災以後にににに沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県がががが取取取取りりりり組組組組んだことをんだことをんだことをんだことを説明願説明願説明願説明願いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 離島市町村離島市町村離島市町村離島市町村のののの活性化活性化活性化活性化についてについてについてについて

((((1111)))) 離島苦離島苦離島苦離島苦についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 南部離島南部離島南部離島南部離島のののの情報格差情報格差情報格差情報格差のののの解消解消解消解消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。。。。

ｲｲｲｲ 離島児童支援離島児童支援離島児童支援離島児童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））））のののの進進進進状況状況状況状況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07070707    日日日日((((木木木木))))
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 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（改革改革改革改革のののの会会会会）））） 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 県政運営方針県政運営方針県政運営方針県政運営方針についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「持続的持続的持続的持続的なななな人口増加人口増加人口増加人口増加」」」」についてについてについてについて、、、、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みをみをみを行行行行うのかうのかうのかうのか。。。。人口増加計画人口増加計画人口増加計画人口増加計画でででで県民県民県民県民がががが
どのようにどのようにどのようにどのように豊豊豊豊かになるのかかになるのかかになるのかかになるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 首里城首里城首里城首里城のののの県県県県へのへのへのへの移譲移譲移譲移譲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みみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 空手道会館空手道会館空手道会館空手道会館（（（（仮称仮称仮称仮称））））概要概要概要概要とととと進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からやがてからやがてからやがてからやがて２２２２年年年年であるがであるがであるがであるが、、、、県県県県のののの対策対策対策対策はははは急務急務急務急務であるであるであるである。。。。防災対策全体防災対策全体防災対策全体防災対策全体のののの再構築再構築再構築再構築
とはどのようなものかとはどのようなものかとはどのようなものかとはどのようなものか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 交通渋滞交通渋滞交通渋滞交通渋滞のののの緩和緩和緩和緩和やややや公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関のののの利用促進利用促進利用促進利用促進はははは早急早急早急早急なななな対策対策対策対策がががが求求求求められているがめられているがめられているがめられているが、、、、取取取取りりりり組組組組
みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 「「「「資金繰資金繰資金繰資金繰りりりり円滑化借換資金円滑化借換資金円滑化借換資金円滑化借換資金」」」」創設創設創設創設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)))) 「「「「グッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターグッジョブセンターおきなわおきなわおきなわおきなわ」」」」のののの設置設置設置設置ついてついてついて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。。。。

((((8888)))) 人材育成人材育成人材育成人材育成のののの中中中中でででで語学力向上語学力向上語学力向上語学力向上はははは重要重要重要重要なななな項目項目項目項目であるがであるがであるがであるが、、、、国外留学国外留学国外留学国外留学だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく全体的全体的全体的全体的なななな取取取取
りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((9999)))) 保護者保護者保護者保護者がががが負担負担負担負担するするするする子供子供子供子供のののの教育費等教育費等教育費等教育費等についてについてについてについて、、、、小小小小・・・・中中中中・・・・高高高高のののの県内状況県内状況県内状況県内状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((10101010))))農連市場再開発事業農連市場再開発事業農連市場再開発事業農連市場再開発事業のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案辺野古移設案にににに「「「「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ををを行行行行わないのはなぜかわないのはなぜかわないのはなぜかわないのはなぜか、、、、埋立申請埋立申請埋立申請埋立申請をををを拒拒拒拒まないとあるまないとあるまないとあるまないとある
がががが真意真意真意真意をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、提出提出提出提出されるとされるとされるとされると、、、、いつまでにいつまでにいつまでにいつまでに回答回答回答回答しなければならないのかしなければならないのかしなければならないのかしなければならないのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 那覇軍港移設見直那覇軍港移設見直那覇軍港移設見直那覇軍港移設見直しししし・・・・反対反対反対反対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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業那覇空港滑走路増設事業のののの工事計画工事計画工事計画工事計画のののの概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 同事業同事業同事業同事業のののの県内企業県内企業県内企業県内企業のののの受注機会受注機会受注機会受注機会のののの拡大確保拡大確保拡大確保拡大確保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 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)))) 付加価値付加価値付加価値付加価値のののの高高高高いいいい観光観光観光観光とはどのようなものでとはどのようなものでとはどのようなものでとはどのようなもので、、、、何何何何をををを想定想定想定想定しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県観光関連一括交付金県観光関連一括交付金県観光関連一括交付金県観光関連一括交付金はははは「「「「偏偏偏偏りりりり発注発注発注発注、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれ体制軽視体制軽視体制軽視体制軽視」」」」とのとのとのとの現場現場現場現場のののの批判批判批判批判があるががあるががあるががあるが、、、、事事事事
業業業業のののの執行状況執行状況執行状況執行状況とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 零細中小零細中小零細中小零細中小ホテルホテルホテルホテル等等等等へのへのへのへの支援対策支援対策支援対策支援対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 農林水産業農林水産業農林水産業農林水産業についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加がががが大大大大きくきくきくきく動動動動きききき出出出出しているがしているがしているがしているが、、、、知事知事知事知事はははは態度態度態度態度をををを明確明確明確明確にすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないか、、、、見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 耕作放棄地等耕作放棄地等耕作放棄地等耕作放棄地等についてについてについてについて、、、、国国国国・・・・県県県県とととと各市町村各市町村各市町村各市町村のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県中央卸売市場県中央卸売市場県中央卸売市場県中央卸売市場のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい状況状況状況状況とととと活性化策活性化策活性化策活性化策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 泊漁港関連施設整備泊漁港関連施設整備泊漁港関連施設整備泊漁港関連施設整備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みみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題についてについてについてについて

((((1111)))) 尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題尖閣諸島問題はははは、、、、中国中国中国中国のたびのたびのたびのたび重重重重なるなるなるなる領海侵犯領海侵犯領海侵犯領海侵犯やややや日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議日台漁業協議もももも含含含含めてめてめてめて複雑化複雑化複雑化複雑化していしていしていしてい
るるるる。。。。知事知事知事知事ののののコメントコメントコメントコメントやややや行動行動行動行動がががが鈍鈍鈍鈍すぎるのではないかすぎるのではないかすぎるのではないかすぎるのではないか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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7777 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)))) 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のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中国中国中国中国のののの大気汚染大気汚染大気汚染大気汚染はははは深刻深刻深刻深刻であるであるであるである。。。。県内県内県内県内ののののＰＭＰＭＰＭＰＭ2222....5555のののの状況状況状況状況とととと対策対策対策対策、、、、健康健康健康健康へのへのへのへの影響等影響等影響等影響等についてについてについてについて
伺伺伺伺うううう。。。。



5

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07070707    日日日日((((木木木木))))
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 新垣新垣新垣新垣　　　　安弘安弘安弘安弘（（（（無所属無所属無所属無所属）））） 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 安全保障安全保障安全保障安全保障とととと基地対策基地対策基地対策基地対策についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍人等米軍人等米軍人等米軍人等のののの事件事件事件事件・・・・事故事故事故事故のののの発生防止発生防止発生防止発生防止にににに向向向向けてのけてのけてのけての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。。。。

((((2222)))) 東東東東アジアアジアアジアアジアのののの安全保障環境安全保障環境安全保障環境安全保障環境のののの情報収集情報収集情報収集情報収集についてについてについてについて

((((3333)))) 復帰前復帰前復帰前復帰前のののの琉米親善琉米親善琉米親善琉米親善センターセンターセンターセンターのののの設立経緯設立経緯設立経緯設立経緯とととと果果果果たしたたしたたしたたした役割役割役割役割についてについてについてについて

2222 人材人材人材人材のののの育成育成育成育成とととと教育教育教育教育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将来将来将来将来をををを担担担担うううう人材人材人材人材のののの育成育成育成育成とととと教育教育教育教育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。。。。

((((2222)))) 新新新新しいしいしいしい産業創出産業創出産業創出産業創出がががが見込見込見込見込まれるまれるまれるまれる分野分野分野分野におけるにおけるにおけるにおける人材育成人材育成人材育成人材育成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)))) 学校再編計画学校再編計画学校再編計画学校再編計画へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと、、、、一部計画見直一部計画見直一部計画見直一部計画見直しのしのしのしの可能性可能性可能性可能性があるかがあるかがあるかがあるか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの普及普及普及普及についてについてについてについて

((((1111)))) 離島離島離島離島でのでのでのでの普及普及普及普及をををを図図図図るるるる上上上上でのでのでので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

ｱｱｱｱ 計画策定計画策定計画策定計画策定のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 各島嶼地域各島嶼地域各島嶼地域各島嶼地域におけるにおけるにおけるにおける電気自動車導入電気自動車導入電気自動車導入電気自動車導入とととと充電器設置充電器設置充電器設置充電器設置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

ｳｳｳｳ 新新新新たにたにたにたに建設建設建設建設されるされるされるされる施設施設施設施設へのへのへのへの導入計画導入計画導入計画導入計画についてについてについてについて

((((2222)))) 農業分野農業分野農業分野農業分野でのでのでのでの再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーのののの推進推進推進推進についてについてについてについて

4444 新新新新たなたなたなたな産業創出産業創出産業創出産業創出としてのとしてのとしてのとしての植物工場導入植物工場導入植物工場導入植物工場導入についてについてについてについて

((((1111)))) 農林水産部農林水産部農林水産部農林水産部がががが推進推進推進推進しているしているしているしている実証実証実証実証モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業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)))) 農家以外農家以外農家以外農家以外のののの他業種他業種他業種他業種からのからのからのからの参入参入参入参入もももも視野視野視野視野にににに入入入入れれれれ、、、、幅広幅広幅広幅広くくくく事業推進事業推進事業推進事業推進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。。。。

5555 文化行政文化行政文化行政文化行政についてについてについてについて
    一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金でのでのでのでの埋埋埋埋もれたもれたもれたもれた歴史歴史歴史歴史、、、、伝統文化及伝統文化及伝統文化及伝統文化及びびびび伝統芸能伝統芸能伝統芸能伝統芸能のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしについてこしについてこしについてこしについて

((((1111)))) これまでこれまでこれまでこれまで事業事業事業事業のののの重要性重要性重要性重要性をををを訴訴訴訴えてきたがどのようなえてきたがどのようなえてきたがどのようなえてきたがどのような検討検討検討検討をををを進進進進めてきたのかめてきたのかめてきたのかめてきたのか。。。。

((((2222)))) 各地域各地域各地域各地域でででで未整理未整理未整理未整理のののの古文書古文書古文書古文書やややや貴重資料貴重資料貴重資料貴重資料のののの整理整理整理整理、、、、修復保存修復保存修復保存修復保存のののの事業事業事業事業がががが進進進進められているがめられているがめられているがめられているが、、、、事事事事
業業業業のののの根拠根拠根拠根拠をつくるをつくるをつくるをつくる上上上上でででで困難困難困難困難をををを極極極極めているめているめているめている。。。。沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦でででで散逸散逸散逸散逸されたされたされたされた貴重貴重貴重貴重なななな歴史資料歴史資料歴史資料歴史資料をををを収集収集収集収集、、、、
整理整理整理整理をををを行行行行うことはうことはうことはうことは沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの観点観点観点観点にににに十分合致十分合致十分合致十分合致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。。。。

((((3333)))) 久米島町立博物館久米島町立博物館久米島町立博物館久米島町立博物館のののの上江州家文書整理上江州家文書整理上江州家文書整理上江州家文書整理のののの進進進進及及及及びこれらびこれらびこれらびこれら歴史資料歴史資料歴史資料歴史資料のののの整理整理整理整理、、、、修復修復修復修復をををを行行行行うううう
市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業ををををバックアップバックアップバックアップバックアップすべきであるがすべきであるがすべきであるがすべきであるが、、、、どこがどこがどこがどこが担担担担うのかうのかうのかうのか。。。。そのそのそのその支援方針支援方針支援方針支援方針をををを問問問問うううう。。。。

6666 一括交付金事業一括交付金事業一括交付金事業一括交付金事業のののの計上計上計上計上とととと事後検証事後検証事後検証事後検証についてについてについてについて
　　　　有識者有識者有識者有識者をををを交交交交ええええ、、、、交付金事業応募交付金事業応募交付金事業応募交付金事業応募、、、、選定及選定及選定及選定及びびびび事後検証事後検証事後検証事後検証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伺伺伺伺うううう。。。。

7777 沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの計画計画計画計画のののの遂行遂行遂行遂行のためののためののためののための、、、、新新新新たなたなたなたな庁内編成庁内編成庁内編成庁内編成のののの必要性必要性必要性必要性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 今年度今年度今年度今年度、、、、首里城正殿等首里城正殿等首里城正殿等首里城正殿等のののの施設施設施設施設のののの県県県県へのへのへのへの譲渡譲渡譲渡譲渡にににに関関関関するするするする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。。。。
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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07070707    日日日日((((木木木木))))
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 具志具志具志具志　　　　孝助孝助孝助孝助（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 第第第第２２２２次安倍政権次安倍政権次安倍政権次安倍政権についてについてについてについて
　　　　安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権のののの主要政策主要政策主要政策主要政策についてについてについてについて知事知事知事知事、、、、教育長教育長教育長教育長のののの御所見御所見御所見御所見をををを求求求求めますめますめますめます。。。。

((((1111)))) 経済再生経済再生経済再生経済再生についてについてについてについて

ｱｱｱｱ デフレデフレデフレデフレ経済経済経済経済からのからのからのからの脱却脱却脱却脱却――――――――「「「「三本三本三本三本のののの矢矢矢矢」」」」についてについてについてについて

((((2222)))) 外交外交外交外交・・・・安全保障安全保障安全保障安全保障についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日米同盟日米同盟日米同盟日米同盟のののの強化強化強化強化についてについてについてについて

((((3333)))) 教育再生教育再生教育再生教育再生についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 教育再生実行本部教育再生実行本部教育再生実行本部教育再生実行本部のののの中間取中間取中間取中間取りまとめについてりまとめについてりまとめについてりまとめについて

2222 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)))) 米軍再編計画米軍再編計画米軍再編計画米軍再編計画についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 米軍再編米軍再編米軍再編米軍再編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

ｲｲｲｲ 米軍再編後米軍再編後米軍再編後米軍再編後のののの沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの形形形形についてについてについてについて

((((2222)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県外移設県外移設県外移設県外移設のののの可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去についてについてについてについて

((((3333)))) 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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 安全性安全性安全性安全性のののの確認確認確認確認についてについてについてについて

3333 那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設那覇空港滑走路増設についてについてについてについて

((((1111)))) 騒音対策騒音対策騒音対策騒音対策についてについてについてについて

4444 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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07070707    日日日日((((木木木木))))
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 新垣新垣新垣新垣　　　　哲司哲司哲司哲司（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて
　　　　知事知事知事知事はははは、、、、県政運営方針県政運営方針県政運営方針県政運営方針でででで新新新新たなたなたなたな沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画のののの２２２２期目期目期目期目となるとなるとなるとなる2013201320132013年度年度年度年度についてについてについてについて、、、、沖縄振沖縄振沖縄振沖縄振
興興興興のののの取取取取りりりり組組組組みをしっかりとみをしっかりとみをしっかりとみをしっかりと軌道軌道軌道軌道にににに乗乗乗乗せせせせ、、、、加速加速加速加速させていくさせていくさせていくさせていく非常非常非常非常にににに重要重要重要重要なななな年年年年とととと位置位置位置位置づけたづけたづけたづけた。。。。県民県民県民県民
がががが描描描描いたいたいたいた沖縄沖縄沖縄沖縄21212121世紀世紀世紀世紀ビジョンビジョンビジョンビジョンのののの将来像将来像将来像将来像のののの実現実現実現実現にににに向向向向けけけけ不退転不退転不退転不退転のののの覚悟覚悟覚悟覚悟でででで取取取取りりりり組組組組むむむむ強強強強いいいい決意決意決意決意をををを
新新新新たにしたたにしたたにしたたにした２２２２期目期目期目期目のののの任期後半任期後半任期後半任期後半にににに向向向向けけけけ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを打打打打ちちちち出出出出したしたしたした。。。。

((((1111)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路滑走路滑走路滑走路のののの予算化予算化予算化予算化とととと工期短縮工期短縮工期短縮工期短縮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)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄ががががアジアアジアアジアアジア・・・・ゲートウェイゲートウェイゲートウェイゲートウェイとしてとしてとしてとして飛躍飛躍飛躍飛躍するためのするためのするためのするための今後今後今後今後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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金についてについてについてについて市町村市町村市町村市町村とのとのとのとの連携連携連携連携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。。。。

((((4444)))) 交付金交付金交付金交付金のののの使使使使いいいい勝手勝手勝手勝手のののの悪悪悪悪さをさをさをさを指摘指摘指摘指摘するするするする声声声声もあるもあるもあるもある。。。。今後今後今後今後、、、、有効性有効性有効性有効性をををを発揮発揮発揮発揮できるかについてできるかについてできるかについてできるかについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの推進推進推進推進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25252525年度年度年度年度のののの国国国国のののの沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算沖縄振興予算がががが3001300130013001億円計上億円計上億円計上億円計上されたがされたがされたがされたが、、、、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。。。。

((((2222)))) 県県県県のののの一般会計当初予算一般会計当初予算一般会計当初予算一般会計当初予算はははは総額総額総額総額6988698869886988億円億円億円億円であるであるであるである。。。。予算編成予算編成予算編成予算編成にににに当当当当たってたってたってたって基本的基本的基本的基本的なことをなことをなことをなことを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

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)))) 普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題普天間飛行場移設問題についてについてについてについて
　　　　米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地からからからから発生発生発生発生するするするする諸問題及諸問題及諸問題及諸問題及びびびび戦後処理問題戦後処理問題戦後処理問題戦後処理問題についてについてについてについて、、、、昨年昨年昨年昨年４４４４月月月月のののの日米共同発表日米共同発表日米共同発表日米共同発表
においてにおいてにおいてにおいて、、、、普天間飛行場代替施設普天間飛行場代替施設普天間飛行場代替施設普天間飛行場代替施設をををを名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古にににに建設建設建設建設するするするする方針方針方針方針をををを再確認再確認再確認再確認したとしてしたとしてしたとしてしたとして
おりますがおりますがおりますがおりますが、、、、県県県県としてはとしてはとしてはとしては、、、、地元地元地元地元のののの理解理解理解理解がががが得得得得られないられないられないられない移設案移設案移設案移設案はははは事実上不可能事実上不可能事実上不可能事実上不可能とのとのとのとの考考考考えにつえにつえにつえにつ
いていていていて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 移設移設移設移設するまでのするまでのするまでのするまでの間間間間であれであれであれであれ、、、、同飛行場同飛行場同飛行場同飛行場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のためのためのためのため、、、、訓練訓練訓練訓練のののの分散移転分散移転分散移転分散移転やややや騒音騒音騒音騒音のののの
軽減等運用軽減等運用軽減等運用軽減等運用のののの改善改善改善改善にににに努努努努めるとめるとめるとめると言言言言っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長宜野湾市長はははは普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの問題問題問題問題についてはについてはについてはについては、、、、固定化固定化固定化固定化はははは断断断断じてあってはならないとじてあってはならないとじてあってはならないとじてあってはならないと速速速速
やかなやかなやかなやかな返還返還返還返還をををを求求求求めめめめ、、、、粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく求求求求めているめているめているめている。。。。政府政府政府政府がががが進進進進めるめるめるめる辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、知事知事知事知事はははは移移移移
設先設先設先設先についてはについてはについてはについては日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府でしっかりでしっかりでしっかりでしっかり解決解決解決解決をしてくださいとをしてくださいとをしてくださいとをしてくださいと言言言言っているがっているがっているがっているが、、、、世論世論世論世論がががが理解理解理解理解をををを
するとしたらするとしたらするとしたらするとしたら、、、、辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの考考考考えもありますかえもありますかえもありますかえもありますか。。。。

4444 尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島についてについてについてについて
　　　　中国船中国船中国船中国船によりによりによりにより、、、、漁民漁民漁民漁民のののの安心安心安心安心・・・・安全操業安全操業安全操業安全操業がががが脅脅脅脅かされているがかされているがかされているがかされているが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。。。。日本日本日本日本のののの
漁船漁船漁船漁船にににに中国漁船中国漁船中国漁船中国漁船、、、、監視船監視船監視船監視船がががが接近接近接近接近。。。。第第第第11111111管区海上保安本部管区海上保安本部管区海上保安本部管区海上保安本部はははは２２２２月月月月23232323日日日日のののの定例記者会見定例記者会見定例記者会見定例記者会見でででで、、、、
尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺尖閣諸島周辺のののの領海領海領海領海でででで８８８８日日日日、、、、日本日本日本日本のののの民間漁船民間漁船民間漁船民間漁船にににに中国中国中国中国のののの海洋監視船海洋監視船海洋監視船海洋監視船３３３３隻隻隻隻がががが接近接近接近接近したためしたためしたためしたため、、、、漁漁漁漁
船船船船のののの周囲周囲周囲周囲にににに海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁のののの複数複数複数複数のののの船船船船をををを配置配置配置配置しししし、、、、不測不測不測不測のののの事態事態事態事態にににに備備備備えたことをえたことをえたことをえたことを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした。。。。
11111111管区管区管区管区によるとによるとによるとによると、、、、海洋監視船海洋監視船海洋監視船海洋監視船はははは一時一時一時一時、、、、漁船漁船漁船漁船までまでまでまで数百数百数百数百メートルメートルメートルメートルのののの距離距離距離距離までまでまでまで接近接近接近接近したしたしたした。。。。中国側中国側中国側中国側のののの
意図意図意図意図はははは不明不明不明不明だがだがだがだが過去過去過去過去にににに同程度同程度同程度同程度までまでまでまで近近近近づいたづいたづいたづいた例例例例はないというはないというはないというはないという。。。。監視船監視船監視船監視船はははは、、、、((((海監海監海監海監46464646))))、、、、((((海監海監海監海監
50505050))))、、、、((((海監海監海監海監66666666))))でででで、、、、18181818日午前日午前日午前日午前８８８８時時時時55555555分分分分ごろからごろからごろからごろから同同同同９９９９時時時時15151515分分分分ごろにかけてごろにかけてごろにかけてごろにかけて、、、、尖閣周辺尖閣周辺尖閣周辺尖閣周辺のののの領海領海領海領海にににに侵侵侵侵
入入入入。。。。海保海保海保海保はははは退去退去退去退去するようにするようにするようにするように繰繰繰繰りりりり返返返返しししし警告警告警告警告、、、、監視船監視船監視船監視船はははは約約約約５５５５時間時間時間時間にわたりにわたりにわたりにわたり領海内領海内領海内領海内をををを航行航行航行航行しししし、、、、領海領海領海領海
にににに出出出出たたたた。。。。日本漁船日本漁船日本漁船日本漁船はははは、「、「、「、「八重山漁協所属第八重山漁協所属第八重山漁協所属第八重山漁協所属第11111111善幸丸善幸丸善幸丸善幸丸」。」。」。」。尖閣国有化以来尖閣国有化以来尖閣国有化以来尖閣国有化以来、、、、中国中国中国中国はははは尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島
にににに押押押押しかけしかけしかけしかけ、、、、領海侵犯領海侵犯領海侵犯領海侵犯をををを繰繰繰繰りりりり返返返返していますしていますしていますしています。。。。そしてそしてそしてそして、、、、最最最最もももも危惧危惧危惧危惧していたしていたしていたしていた漁民漁民漁民漁民にににに大大大大きなきなきなきな影響影響影響影響がががが
出出出出ておりますておりますておりますております。。。。現在本島現在本島現在本島現在本島からはからはからはからは糸満糸満糸満糸満((((底立延縄船底立延縄船底立延縄船底立延縄船))))、、、、宮古宮古宮古宮古、、、、八重山漁民八重山漁民八重山漁民八重山漁民がががが尖閣出漁尖閣出漁尖閣出漁尖閣出漁していましていましていましていま
すすすす。。。。2012201220122012年年年年11111111月八重山日報月八重山日報月八重山日報月八重山日報はははは、、、、漁民漁民漁民漁民のののの不安不安不安不安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。。。。

((((1111)))) 中国船中国船中国船中国船によりによりによりにより、、、、漁民漁民漁民漁民のののの安心安心安心安心・・・・安全操業安全操業安全操業安全操業がががが脅脅脅脅かされているかされているかされているかされている。。。。早急早急早急早急なななな真相究明真相究明真相究明真相究明、、、、実態把握実態把握実態把握実態把握にににに
ついてついてついてついて、、、、県県県県のののの姿勢姿勢姿勢姿勢とととと対応対応対応対応をおをおをおをお聞聞聞聞きしたいきしたいきしたいきしたい。。。。
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((((2222)))) 沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事はははは私私私私のののの質問質問質問質問にににに対対対対しししし、「、「、「、「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの行政区域行政区域行政区域行政区域のののの状況状況状況状況をををを把握把握把握把握するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。
できるだけできるだけできるだけできるだけ日程日程日程日程のののの調整調整調整調整をををを行行行行いましていましていましていまして、、、、視察視察視察視察をををを行行行行いたいといたいといたいといたいと考考考考えているえているえているえている。」。」。」。」とととと答答答答えましたえましたえましたえました。。。。視察視察視察視察
をされましたかをされましたかをされましたかをされましたか、、、、対応対応対応対応をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

5555 海洋深層水海洋深層水海洋深層水海洋深層水についてについてについてについて

((((1111)))) 海洋深層水利用施設海洋深層水利用施設海洋深層水利用施設海洋深層水利用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。。。。
　　　　糸満市糸満市糸満市糸満市はははは、、、、国国国国ののののマリノベーションマリノベーションマリノベーションマリノベーション構想地域指定構想地域指定構想地域指定構想地域指定をををを受受受受けるなどけるなどけるなどけるなど、、、、これまでこれまでこれまでこれまで水産業水産業水産業水産業のののの振興振興振興振興にににに
力力力力をををを注注注注いできたところであるいできたところであるいできたところであるいできたところである。。。。またまたまたまた、、、、海洋深層水海洋深層水海洋深層水海洋深層水をををを活用活用活用活用したしたしたした地域振興地域振興地域振興地域振興のためののためののためののための基本構想基本構想基本構想基本構想をををを
策定策定策定策定したところでありしたところでありしたところでありしたところであり、、、、これからはこれからはこれからはこれからは県水産試験場県水産試験場県水産試験場県水産試験場やややや農業研究農業研究農業研究農業研究センターセンターセンターセンターともともともとも連携連携連携連携をををを図図図図りながりながりながりなが
らららら、、、、水産業水産業水産業水産業、、、、農業農業農業農業のののの両分野両分野両分野両分野をををを初初初初めめめめ、、、、海洋深層水海洋深層水海洋深層水海洋深層水をををを活用活用活用活用したしたしたした緒事業緒事業緒事業緒事業のののの展開展開展開展開をををを図図図図っていただっていただっていただっていただ
きたいきたいきたいきたい。。。。海洋深層水施設海洋深層水施設海洋深層水施設海洋深層水施設はははは、、、、水産都市糸満市水産都市糸満市水産都市糸満市水産都市糸満市にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい施設施設施設施設でありでありでありであり、、、、深層水利用深層水利用深層水利用深層水利用にににに関関関関
するするするする事業事業事業事業をををを推進推進推進推進するためのするためのするためのするための研究拠点研究拠点研究拠点研究拠点としてとしてとしてとして同施設同施設同施設同施設のののの建設建設建設建設をををを糸満市糸満市糸満市糸満市にににに早目早目早目早目におにおにおにお願願願願いしまいしまいしまいしま
すすすす。。。。

6666 南山南山南山南山グスクグスクグスクグスクのののの修復修復修復修復についてについてについてについて
　　　　2000200020002000年年年年11111111月月月月にににに沖縄沖縄沖縄沖縄のののの「「「「琉球王国琉球王国琉球王国琉球王国ののののグスクグスクグスクグスク及及及及びびびび関連遺産群関連遺産群関連遺産群関連遺産群」」」」がががが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されましたされましたされましたされました。。。。
「「「「琉球王国琉球王国琉球王国琉球王国ののののグスクグスクグスクグスク及及及及びびびび関連遺産群関連遺産群関連遺産群関連遺産群」」」」はははは、、、、群雄割拠群雄割拠群雄割拠群雄割拠のののの時代時代時代時代がががが続続続続いたいたいたいた琉球琉球琉球琉球がようやくがようやくがようやくがようやく統一国家統一国家統一国家統一国家
へとへとへとへと歩歩歩歩みみみみ出出出出したしたしたした14141414世紀後半世紀後半世紀後半世紀後半からからからから、、、、琉球王国琉球王国琉球王国琉球王国としてのとしてのとしてのとしての統治形態統治形態統治形態統治形態がががが確立確立確立確立したしたしたした18181818世紀世紀世紀世紀にかけてにかけてにかけてにかけて生生生生
みみみみ出出出出されたされたされたされた独特独特独特独特のののの特徴特徴特徴特徴をををを持持持持つつつつグスクグスクグスクグスク等等等等でありますでありますでありますであります。。。。我我我我がががが沖縄沖縄沖縄沖縄ののののグスクグスクグスクグスク遺産遺産遺産遺産がががが世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産にににに登登登登
録録録録されたことはされたことはされたことはされたことは、、、、琉球琉球琉球琉球のののの先達先達先達先達がががが命命命命がけのがけのがけのがけの航海航海航海航海をををを乗乗乗乗りりりり越越越越ええええ、、、、中国中国中国中国やややや東南東南東南東南アジアアジアアジアアジアとのとのとのとの交易交易交易交易にににに臨臨臨臨みみみみ
ながらながらながらながら築築築築きききき上上上上げたげたげたげた琉球特有琉球特有琉球特有琉球特有のののの歴史歴史歴史歴史とととと文化文化文化文化がががが世界世界世界世界にににに認認認認められめられめられめられ、、、、評価評価評価評価されたことでありますされたことでありますされたことでありますされたことであります。。。。しししし
かしかしかしかし、、、、登録登録登録登録されたされたされたされたグスクグスクグスクグスクをををを見見見見てててて何何何何かがかがかがかが抜抜抜抜けていることをけていることをけていることをけていることを知事知事知事知事やややや教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長はははは知知知知っているでしょっているでしょっているでしょっているでしょ
うかうかうかうか。。。。世界遺産群世界遺産群世界遺産群世界遺産群にににに登録登録登録登録されたされたされたされたグスクグスクグスクグスクにににに今帰仁城跡今帰仁城跡今帰仁城跡今帰仁城跡、、、、そしてそしてそしてそして尚巴志尚巴志尚巴志尚巴志がががが王都王都王都王都をををを移移移移したしたしたした首里城首里城首里城首里城
跡跡跡跡もももも含含含含まれておりまれておりまれておりまれており、、、、三山対立時代三山対立時代三山対立時代三山対立時代のののの中山中山中山中山、、、、北山北山北山北山をををを思思思思いいいい出出出出しますしますしますします。。。。そうなるとそうなるとそうなるとそうなると、、、、抜抜抜抜けけけけ落落落落ちているちているちているちている
のはのはのはのは三山三山三山三山のののの一角一角一角一角をなすをなすをなすをなす南山南山南山南山グスクグスクグスクグスクでありますでありますでありますであります。。。。確確確確かにかにかにかに南山南山南山南山にはにはにはには２２２２通通通通りのりのりのりの説説説説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、、、、
中山中山中山中山、、、、北山北山北山北山とととと一角一角一角一角をををを争争争争ったったったった南山南山南山南山はははは現在現在現在現在のののの南山南山南山南山グスクグスクグスクグスクというのがというのがというのがというのが定説定説定説定説となっておりますとなっておりますとなっておりますとなっております。。。。南山南山南山南山とととと
はどのようなはどのようなはどのようなはどのようなグスクグスクグスクグスクであったかはであったかはであったかはであったかは琉球琉球琉球琉球からからからから朝群朝群朝群朝群にににに送還送還送還送還されたされたされたされた朝鮮人朝鮮人朝鮮人朝鮮人のののの記録記録記録記録したしたしたした「「「「季朝実録季朝実録季朝実録季朝実録」」」」にににに
記録記録記録記録がありがありがありがあり、、、、それによるとそれによるとそれによるとそれによると、「、「、「、「一旧宮一旧宮一旧宮一旧宮ありありありあり、、、、至至至至るるるる所所所所のののの宮城宮城宮城宮城のののの南南南南にににに在在在在りりりり。。。。層閣城郭層閣城郭層閣城郭層閣城郭((((そうかくじょうそうかくじょうそうかくじょうそうかくじょう
かくかくかくかく))))のののの制度制度制度制度はははは、、、、常居常居常居常居のののの宮宮宮宮とととと同同同同じじじじ。」。」。」。」とととと記記記記しておりしておりしておりしており、、、、すなわちすなわちすなわちすなわち、、、、そのそのそのその構構構構えはえはえはえは首里城首里城首里城首里城とととと同同同同じだとじだとじだとじだと言言言言っっっっ
ているのでありますているのでありますているのでありますているのであります。。。。それだけのそれだけのそれだけのそれだけの構構構構えをえをえをえを備備備備えたえたえたえたグスクグスクグスクグスクであったであったであったであった南山南山南山南山グスクグスクグスクグスクもももも現在現在現在現在ははははグスクグスクグスクグスクとしてとしてとしてとして
のののの面影面影面影面影はありませんはありませんはありませんはありません。。。。かつてかつてかつてかつて中山中山中山中山、、、、北山北山北山北山とととと競競競競ったったったった南山南山南山南山ののののグスクグスクグスクグスクのののの復活復活復活復活はははは南部南部南部南部のののの人人人人たちのたちのたちのたちの願願願願いいいい
でもありますでもありますでもありますでもあります。。。。そこでそこでそこでそこで知事知事知事知事とととと教育長教育長教育長教育長にににに伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((1111)))) 沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画沖縄振興計画のののの施策施策施策施策としてのとしてのとしてのとしての芸術芸術芸術芸術・・・・文化文化文化文化のののの振興振興振興振興、、、、文化財文化財文化財文化財のののの保護等保護等保護等保護等にににに、、、、南山南山南山南山グスクグスクグスクグスク等沖縄等沖縄等沖縄等沖縄
グスクグスクグスクグスク修復等修復等修復等修復等のののの支援支援支援支援はははは含含含含まれているかまれているかまれているかまれているか。。。。

((((2222)))) 今後今後今後今後、、、、南山南山南山南山グスクグスクグスクグスク修復修復修復修復のためにのためにのためにのために調査費調査費調査費調査費のののの計上計上計上計上をををを検討検討検討検討してもらいたいがどうかしてもらいたいがどうかしてもらいたいがどうかしてもらいたいがどうか。。。。

((((3333)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの予算予算予算予算をををを使用使用使用使用できないのかできないのかできないのかできないのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

7777 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07070707    日日日日((((木木木木))))
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 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 県経済県経済県経済県経済についてについてについてについて

((((1111)))) 24242424年度県経済年度県経済年度県経済年度県経済のののの見通見通見通見通しでしでしでしで、、、、24242424年度年度年度年度のののの県内総生産県内総生産県内総生産県内総生産３３３３兆兆兆兆8471847184718471億円億円億円億円、、、、経済成長率経済成長率経済成長率経済成長率はははは名目名目名目名目でででで
2222....8888％％％％程度程度程度程度、、、、実質実質実質実質でででで2222....5555％％％％程度程度程度程度のののの成長成長成長成長、、、、雇用情勢雇用情勢雇用情勢雇用情勢についてはについてはについてはについては、、、、完全失業率完全失業率完全失業率完全失業率はははは0000....5555ポイントポイントポイントポイント改改改改
善善善善しししし、、、、6666....6666％％％％程度程度程度程度となるとしているとなるとしているとなるとしているとなるとしている。。。。県民所得県民所得県民所得県民所得についてはについてはについてはについては1111....2222％％％％増加増加増加増加しししし、、、、209209209209万万万万3000300030003000円円円円としてとしてとしてとして
いるがいるがいるがいるが、、、、現況現況現況現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)))) またまたまたまた、、、、民間消費民間消費民間消費民間消費はははは1111....5555％％％％増増増増、、、、政府消費政府消費政府消費政府消費はははは4444....5555％％％％増増増増、、、、投資投資投資投資はははは1111....5555％％％％減少減少減少減少、、、、入域観光客数入域観光客数入域観光客数入域観光客数はははは増増増増
加加加加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、、、、現況現況現況現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。。。。

((((3333)))) 生産生産生産生産、、、、第第第第１１１１次産業次産業次産業次産業はははは2222....1111％％％％増増増増、、、、第第第第２２２２次産業次産業次産業次産業2222....4444％％％％増増増増、、、、第第第第３３３３次産業次産業次産業次産業はははは2222....9999％％％％増増増増がががが見込見込見込見込まれていまれていまれていまれてい
るとしているがるとしているがるとしているがるとしているが、、、、現況現況現況現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。。。。及及及及びびびび物価物価物価物価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。。。。

((((4444)))) 補正予算補正予算補正予算補正予算331331331331億円億円億円億円、、、、総額総額総額総額7346734673467346億円億円億円億円、、、、当初予算当初予算当初予算当初予算6988698869886988億円億円億円億円、、、、またまたまたまた一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金もももも1600160016001600億円余億円余億円余億円余
りりりり、、、、かつてないかつてないかつてないかつてない大型予算大型予算大型予算大型予算がががが、、、、県経済県経済県経済県経済、、、、県民所得県民所得県民所得県民所得、、、、雇用情勢等雇用情勢等雇用情勢等雇用情勢等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果効果効果効果があるのかがあるのかがあるのかがあるのか
伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) そのそのそのその一方一方一方一方でででで、、、、アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクスでのでのでのでの円安円安円安円安によりによりによりにより、、、、①①①①、、、、石油石油石油石油、、、、②②②②、、、、食品食品食品食品、、、、③③③③、、、、飼料等飼料等飼料等飼料等のののの値上値上値上値上げげげげ、、、、④④④④、、、、
特特特特にににに県県県県はははは輸入輸入輸入輸入のののの割合割合割合割合がががが高高高高くくくく、、、、物価高物価高物価高物価高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、、、、現状現状現状現状をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか説説説説
明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((6666)))) またまたまたまた政府政府政府政府はははは、、、、国家公務員国家公務員国家公務員国家公務員のののの退職金削減退職金削減退職金削減退職金削減によるによるによるによる地方公務員地方公務員地方公務員地方公務員へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、及及及及びびびび給与給与給与給与のののの引引引引きききき下下下下
げげげげ7777....8888％％％％によるによるによるによる県県県県・・・・市町村職員等市町村職員等市町村職員等市町村職員等へのへのへのへの波及波及波及波及をどのようにをどのようにをどのようにをどのように分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか。。。。

((((7777)))) 特別職特別職特別職特別職（（（（知事知事知事知事、、、、市町村長市町村長市町村長市町村長、、、、三役三役三役三役、、、、教育長等教育長等教育長等教育長等））））退職金退職金退職金退職金・・・・報酬報酬報酬報酬へのへのへのへの波及波及波及波及はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

((((8888)))) 民間給与民間給与民間給与民間給与にもにもにもにも波及波及波及波及はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

((((9999)))) こうしたこうしたこうしたこうした退職金退職金退職金退職金、、、、給与等給与等給与等給与等のののの引引引引きききき下下下下げのげのげのげの額額額額をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、県経済県経済県経済県経済にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてについてについてについて説明説明説明説明
されたいされたいされたいされたい。。。。

((((10101010))))県内県内県内県内のののの賃上賃上賃上賃上げのげのげのげの５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移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。。。。

((((11111111))))受益率受益率受益率受益率のののの５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移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。。。。

((((12121212))))行政投資行政投資行政投資行政投資のののの都道府県別都道府県別都道府県別都道府県別のののの５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移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。。。。またまたまたまた、、、、事業事業事業事業のののの目的別行政投目的別行政投目的別行政投目的別行政投
資資資資のののの５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移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 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)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属軍属軍属軍属のののの基地外居住人住所等基地外居住人住所等基地外居住人住所等基地外居住人住所等のののの確認確認確認確認についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。

((((2222)))) またまたまたまた、、、、外出禁止期間中外出禁止期間中外出禁止期間中外出禁止期間中におけるにおけるにおけるにおける確認確認確認確認はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。

((((3333)))) 基地内居住基地内居住基地内居住基地内居住するするするする米軍人米軍人米軍人米軍人・・・・軍属軍属軍属軍属のののの外出禁止期間中外出禁止期間中外出禁止期間中外出禁止期間中のののの確認確認確認確認はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っているかっているかっているかっているか。。。。

((((4444)))) 環境環境環境環境レビューレビューレビューレビューでででで示示示示されたされたされたされた金武町金武町金武町金武町、、、、宜野座村宜野座村宜野座村宜野座村、、、、伊江村等伊江村等伊江村等伊江村等におけるにおけるにおけるにおけるＬＺＬＺＬＺＬＺでのでのでのでの訓練訓練訓練訓練のののの回数回数回数回数やややや運運運運
航航航航とととと実態実態実態実態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説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((5555)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイのののの新新新新たなたなたなたな配備配備配備配備はいつごろかはいつごろかはいつごろかはいつごろか。。。。

((((6666)))) ワーキングチームワーキングチームワーキングチームワーキングチームでででで決定決定決定決定したしたしたした事項事項事項事項はははは、、、、拘束力拘束力拘束力拘束力はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

3333 台風台風台風台風15151515号号号号、、、、16161616号号号号、、、、17171717号号号号によるによるによるによる被害対策被害対策被害対策被害対策についてについてについてについて

((((1111)))) 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進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 大宜味村大宜味村大宜味村大宜味村のののの国道国道国道国道58585858号号号号がががが崩壊崩壊崩壊崩壊、、、、名護市嘉陽海岸名護市嘉陽海岸名護市嘉陽海岸名護市嘉陽海岸のののの砂砂砂砂がががが国道国道国道国道331331331331号号号号をををを分断分断分断分断しししし、、、、いずれもいずれもいずれもいずれも通通通通
行行行行どめどめどめどめ、、、、またまたまたまた与那与那与那与那――――安田県道安田県道安田県道安田県道２２２２号線号線号線号線もももも通行通行通行通行どめどめどめどめ、、、、そのためそのためそのためそのため、、、、国頭村国頭村国頭村国頭村がががが陸陸陸陸のののの孤島化孤島化孤島化孤島化しししし、、、、村民村民村民村民
やややや観光客観光客観光客観光客にににに不安不安不安不安をををを与与与与えたえたえたえた。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、村民村民村民村民のののの安心安心安心安心・・・・安全安全安全安全のためのためのためのため、、、、第第第第３３３３のののの道路道路道路道路のののの建設建設建設建設がががが必要必要必要必要とととと
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考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、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。。。。

4444 名護署名護署名護署名護署、、、、石川署管内石川署管内石川署管内石川署管内におけるにおけるにおけるにおける交差点交差点交差点交差点のののの交通事故交通事故交通事故交通事故のののの件数件数件数件数とそのとそのとそのとその対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害鳥獣被害についてについてについてについて

((((1111)))) 法律法律法律法律がががが執行執行執行執行されてからされてからされてからされてから、、、、10101010年余年余年余年余がががが経過経過経過経過しているがしているがしているがしているが、、、、現状現状現状現状とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 猟友会等猟友会等猟友会等猟友会等のののの連携連携連携連携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。。。。

6666 北部農業北部農業北部農業北部農業についてについてについてについて

((((1111)))) 北部北部北部北部にはにはにはには３３３３つのつのつのつの製糖工場製糖工場製糖工場製糖工場ととととパインパインパインパイン工場工場工場工場もももも複数複数複数複数ありありありあり、、、、働働働働くくくく職場職場職場職場があったがあったがあったがあった。。。。沖縄経済沖縄経済沖縄経済沖縄経済にににに大大大大きくきくきくきく
貢献貢献貢献貢献したことはしたことはしたことはしたことは言言言言うまでもないうまでもないうまでもないうまでもない。。。。しかししかししかししかし現状現状現状現状はははは残念残念残念残念なことになことになことになことに、、、、そのそのそのその面影面影面影面影はないはないはないはない。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、北北北北
部農業部農業部農業部農業をををを再活性化再活性化再活性化再活性化するためにはどうするべきかするためにはどうするべきかするためにはどうするべきかするためにはどうするべきか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 外国人外国人外国人外国人、、、、外資外資外資外資によるによるによるによる土地土地土地土地のののの購入等購入等購入等購入等についてについてについてについて

((((1111)))) 軍用地軍用地軍用地軍用地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)))) 民有地民有地民有地民有地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。。。。

((((3333)))) 公用地公用地公用地公用地・・・・民有地民有地民有地民有地のののの賃貸賃貸賃貸賃貸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。。。。

((((4444)))) ホテルホテルホテルホテルのののの所有所有所有所有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。。。。

((((5555)))) ゴルフゴルフゴルフゴルフ場場場場のののの所有所有所有所有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。。。。

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


