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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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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 17171717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 米軍基地汚染問題米軍基地汚染問題米軍基地汚染問題米軍基地汚染問題についてについてについてについて

((((1111)))) 国防総省日本環境管理基準国防総省日本環境管理基準国防総省日本環境管理基準国防総省日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）（ＪＥＧＳ）（ＪＥＧＳ）（ＪＥＧＳ）のののの「「「「適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲」」」」とととと「「「「免責免責免責免責」」」」についてについてについてについて、、、、過去過去過去過去のののの活動活動活動活動にににに
よってよってよってよって引引引引きききき起起起起こされたこされたこされたこされた基地汚染基地汚染基地汚染基地汚染のののの浄化浄化浄化浄化やややや相当額相当額相当額相当額のののの支出支出支出支出をををを要要要要するするするする閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖・・・・再編対象基地再編対象基地再編対象基地再編対象基地のののの環環環環
境改善境改善境改善境改善はどのようにはどのようにはどのようにはどのように取取取取りりりり扱扱扱扱われるものとわれるものとわれるものとわれるものと定定定定められているかめられているかめられているかめられているか。。。。

((((2222)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場のののの汚染問題汚染問題汚染問題汚染問題でででで、、、、市市市市がががが主体的主体的主体的主体的にににに調査調査調査調査したことでしたことでしたことでしたことで得得得得られたられたられたられた結果結果結果結果やそのやそのやそのやその意義意義意義意義
をををを県県県県はどうはどうはどうはどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。県民県民県民県民のののの命命命命をををを守守守守るるるる視点視点視点視点からからからから、、、、現行法令現行法令現行法令現行法令のののの不備不備不備不備とととと住民本位住民本位住民本位住民本位のののの新新新新
たなたなたなたなスキームスキームスキームスキームのののの必要性必要性必要性必要性、、、、経費負担等経費負担等経費負担等経費負担等のののの課題課題課題課題についてもについてもについてもについても提起提起提起提起されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 土地情報土地情報土地情報土地情報（（（（使用履歴使用履歴使用履歴使用履歴））））をををを開示開示開示開示させることがさせることがさせることがさせることが何何何何においてもかなめであるにおいてもかなめであるにおいてもかなめであるにおいてもかなめである。。。。米国情報公開法米国情報公開法米国情報公開法米国情報公開法にににに
ノウハウノウハウノウハウノウハウをををを持持持持つつつつ人材人材人材人材をををを嘱託嘱託嘱託嘱託としてとしてとしてとして現地採用現地採用現地採用現地採用してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

2222 米軍発注工事作業員米軍発注工事作業員米軍発注工事作業員米軍発注工事作業員ののののアスベストアスベストアスベストアスベスト暴露問題暴露問題暴露問題暴露問題についてについてについてについて
　　　　キャンプキャンプキャンプキャンプ・・・・コートニーコートニーコートニーコートニーにおいてにおいてにおいてにおいて米空軍米空軍米空軍米空軍がががが発注発注発注発注したしたしたした家族住宅改修工事家族住宅改修工事家族住宅改修工事家族住宅改修工事でででで、、、、二次下請二次下請二次下請二次下請けにけにけにけに当当当当たたたた
るるるる作業員作業員作業員作業員のののの訴訴訴訴えによりえによりえによりえによりアスベストアスベストアスベストアスベスト暴露暴露暴露暴露がががが発覚発覚発覚発覚したしたしたした。。。。長長長長いいいい潜伏期間潜伏期間潜伏期間潜伏期間をををを経経経経てててて健康被害健康被害健康被害健康被害がががが出出出出るるるる可能可能可能可能
性性性性もももも否定否定否定否定できずできずできずできず、、、、深刻深刻深刻深刻なななな不安不安不安不安のののの中中中中にににに県民県民県民県民をををを陥陥陥陥れているれているれているれている。。。。

((((1111)))) 発注者発注者発注者発注者（（（（米軍米軍米軍米軍））））がががが日本環境管理基準日本環境管理基準日本環境管理基準日本環境管理基準にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり果果果果たすべきとされるたすべきとされるたすべきとされるたすべきとされる義務義務義務義務とととと怠怠怠怠ったったったった事実事実事実事実につにつにつにつ
いていていていて明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。

((((2222)))) 元請元請元請元請けけけけ、、、、一次下請一次下請一次下請一次下請けがけがけがけが果果果果たすべきたすべきたすべきたすべき義務義務義務義務とととと怠怠怠怠ったったったった事実事実事実事実をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 発注者及発注者及発注者及発注者及びびびび請負者請負者請負者請負者がががが怠怠怠怠ったったったった事実事実事実事実にににに対対対対しししし、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関はははは現在現在現在現在いかなるいかなるいかなるいかなる措置措置措置措置、、、、指導指導指導指導をををを行行行行ってってってって
いるかいるかいるかいるか。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて作業員作業員作業員作業員、、、、家族家族家族家族、、、、周辺地域住民周辺地域住民周辺地域住民周辺地域住民、、、、廃棄物処分場廃棄物処分場廃棄物処分場廃棄物処分場へのへのへのへの対応対応対応対応についてもについてもについてもについても伺伺伺伺
うううう。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは米軍米軍米軍米軍、、、、元請元請元請元請けけけけ、、、、一次下請一次下請一次下請一次下請けにけにけにけに報告書報告書報告書報告書をををを求求求求めめめめ、、、、同事案同事案同事案同事案のてんまつとのてんまつとのてんまつとのてんまつと全作業従事者全作業従事者全作業従事者全作業従事者ののののアアアア
スベストスベストスベストスベスト就労就労就労就労をををを将来将来将来将来にわたってにわたってにわたってにわたって実質的実質的実質的実質的にににに証明証明証明証明するするするする役割役割役割役割をををを果果果果たすべきとたすべきとたすべきとたすべきと考考考考えるえるえるえる。。。。対応対応対応対応をををを求求求求
めるめるめるめる。。。。

3333 離島生活離島生活離島生活離島生活コストコストコストコスト低減事業低減事業低減事業低減事業についてについてについてについて

((((1111)))) ＨＨＨＨ24242424年度年度年度年度のののの事業実績事業実績事業実績事業実績（（（（執行率執行率執行率執行率）、）、）、）、対象村対象村対象村対象村ごとのごとのごとのごとの補助実績補助実績補助実績補助実績をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 事業事業事業事業スキームスキームスキームスキームのののの課題課題課題課題とととと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。。。。

4444 沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害沖縄県障害のあるのあるのあるのある人人人人もないもないもないもない人人人人もももも共共共共にににに暮暮暮暮らしやすいらしやすいらしやすいらしやすい社会社会社会社会づくりづくりづくりづくり条例条例条例条例（（（（案案案案））））第第第第19191919条条条条にににに規定規定規定規定するするするする
「「「「差別事例相談員差別事例相談員差別事例相談員差別事例相談員」」」」はははは、、、、差別等差別等差別等差別等のののの発生事例発生事例発生事例発生事例をををを具体的具体的具体的具体的にににに解消解消解消解消していくしていくしていくしていく上上上上でででで重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを担担担担うううう
制度制度制度制度だとだとだとだと思思思思われるわれるわれるわれる。。。。市町村必置市町村必置市町村必置市町村必置となるのかとなるのかとなるのかとなるのか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 辺野古基地建設問題辺野古基地建設問題辺野古基地建設問題辺野古基地建設問題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)))) 米政府米政府米政府米政府、、、、米世論米世論米世論米世論へのへのへのへの働働働働きかけについてきかけについてきかけについてきかけについて真意真意真意真意、、、、狙狙狙狙いをいをいをいを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄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、、、、国連機関国連機関国連機関国連機関からからからから日本政府日本政府日本政府日本政府にににに対対対対しししし「「「「軍事基地軍事基地軍事基地軍事基地のののの不均衡不均衡不均衡不均衡なななな集中集中集中集中はははは住民住民住民住民
のののの経済経済経済経済、、、、社会社会社会社会、、、、文化的権利文化的権利文化的権利文化的権利にににに否定的影響否定的影響否定的影響否定的影響があるがあるがあるがある」」」」としてとしてとしてとして善処善処善処善処するようするようするようするよう勧告勧告勧告勧告がなされていがなされていがなされていがなされてい
るるるる。。。。国際社会国際社会国際社会国際社会へのへのへのへの訴訴訴訴えをえをえをえを強化強化強化強化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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 儀間儀間儀間儀間　　　　光秀光秀光秀光秀（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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 観光観光観光観光とととと世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産についてについてについてについて

((((1111)))) 整備状況整備状況整備状況整備状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産へのへのへのへの観光客入客数観光客入客数観光客入客数観光客入客数をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後のののの展望展望展望展望（（（（入客目標等入客目標等入客目標等入客目標等））））をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 県道浦添西原線県道浦添西原線県道浦添西原線県道浦添西原線（（（（港川道路港川道路港川道路港川道路））））についてについてについてについて

((((1111)))) 当初計画当初計画当初計画当初計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後のののの計画計画計画計画はははは。。。。

3333 那覇港港湾機能再編計画那覇港港湾機能再編計画那覇港港湾機能再編計画那覇港港湾機能再編計画についてについてについてについて

((((1111)))) 当初計画当初計画当初計画当初計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 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 去年公募去年公募去年公募去年公募されたされたされたされた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整備整備整備整備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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 （（（（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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 呉屋呉屋呉屋呉屋　　　　　　　　宏宏宏宏（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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 過積載過積載過積載過積載についてについてについてについて

((((1111)))) 現状報告現状報告現状報告現状報告をををを求求求求めるめるめるめる。。。。

((((2222)))) 現在現在現在現在のののの課題課題課題課題とこれからのとこれからのとこれからのとこれからの方向性方向性方向性方向性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 道路工事道路工事道路工事道路工事とととと環境問題環境問題環境問題環境問題についてについてについてについて

((((1111)))) アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト切断汚濁水切断汚濁水切断汚濁水切断汚濁水のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて

3333 行政行政行政行政とのとのとのとの訴訟訴訟訴訟訴訟についてについてについてについて

((((1111)))) スラップスラップスラップスラップ訴訟訴訟訴訟訴訟とはどのようなことをとはどのようなことをとはどのようなことをとはどのようなことを指指指指すかすかすかすか。。。。

((((2222)))) スラップスラップスラップスラップ訴訟訴訟訴訟訴訟ををををチェックチェックチェックチェックするするするする機関機関機関機関はははは、、、、判断判断判断判断するするするする機関機関機関機関はははは存在存在存在存在するかするかするかするか。。。。

4444 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの長寿県復活長寿県復活長寿県復活長寿県復活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現状現状現状現状についてについてについてについて

((((2222)))) 健康健康健康健康おきなわおきなわおきなわおきなわ2010201020102010のののの総括総括総括総括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)))) 41414141市町村市町村市町村市町村のののの国保特別会計国保特別会計国保特別会計国保特別会計についてについてについてについて現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 沖縄沖縄沖縄沖縄におけるにおけるにおけるにおける在日米軍施設在日米軍施設在日米軍施設在日米軍施設・・・・区域区域区域区域にににに関関関関するするするする統合計画統合計画統合計画統合計画についてについてについてについて

((((1111)))) 同計画同計画同計画同計画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。。。。



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25252525年第年第年第年第6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう）））） 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)))) 公約実現公約実現公約実現公約実現のののの達成状況達成状況達成状況達成状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 来年来年来年来年はははは数多数多数多数多くのくのくのくの選挙選挙選挙選挙があるがあるがあるがある。。。。知事知事知事知事はははは来年来年来年来年のののの11111111月月月月でででで任期任期任期任期をををを迎迎迎迎えるがえるがえるがえるが、、、、３３３３期目期目期目期目をををを目指目指目指目指すすすす考考考考ええええ
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。。。。

((((3333)))) 基地問題解決基地問題解決基地問題解決基地問題解決にににに向向向向けてけてけてけて残残残残りりりり１１１１年年年年でどのようなことをでどのようなことをでどのようなことをでどのようなことを行行行行うううう予定予定予定予定かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 日米安全保障日米安全保障日米安全保障日米安全保障をををを容認容認容認容認するするするする知事知事知事知事はははは、、、、米軍米軍米軍米軍のののの存在自体存在自体存在自体存在自体どうどうどうどう考考考考えるかえるかえるかえるか、、、、またまたまたまた、、、、信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係のののの構築構築構築構築
はできているとはできているとはできているとはできていると思思思思われるのかわれるのかわれるのかわれるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける米軍米軍米軍米軍のののの役割役割役割役割にどのようなことをにどのようなことをにどのようなことをにどのようなことを期待期待期待期待するのかをするのかをするのかをするのかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 知事公室長知事公室長知事公室長知事公室長をををを幾幾幾幾たびとなくたびとなくたびとなくたびとなく訪米訪米訪米訪米させているがさせているがさせているがさせているが、、、、成果成果成果成果はどのようなことがあるのかはどのようなことがあるのかはどのようなことがあるのかはどのようなことがあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 2020202020202020年東京年東京年東京年東京オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック・・・・パラリンピックパラリンピックパラリンピックパラリンピック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。。。。

((((8888)))) オリンピックトレーニングセンターオリンピックトレーニングセンターオリンピックトレーニングセンターオリンピックトレーニングセンターをををを沖縄沖縄沖縄沖縄にににに誘致誘致誘致誘致すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 振興策振興策振興策振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 26262626年度年度年度年度のののの概算要求概算要求概算要求概算要求、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの課題課題課題課題でででで制度変更制度変更制度変更制度変更はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 大学院大学大学院大学大学院大学大学院大学のののの予算要求予算要求予算要求予算要求はははは前年度前年度前年度前年度のののの倍額倍額倍額倍額であるがであるがであるがであるが、、、、どのようなことにどのようなことにどのようなことにどのようなことに使使使使われるのかわれるのかわれるのかわれるのか詳細詳細詳細詳細をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 教育教育教育教育・・・・人材育成人材育成人材育成人材育成はははは極極極極めてめてめてめて重要重要重要重要とされているがとされているがとされているがとされているが、、、、予算要求予算要求予算要求予算要求はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテストについてについてについてについて、、、、学校現場学校現場学校現場学校現場にににに危機感危機感危機感危機感がないのかがないのかがないのかがないのか県全体県全体県全体県全体にににに危機感危機感危機感危機感がないのかがないのかがないのかがないのか今今今今
回回回回もももも小中学校小中学校小中学校小中学校ともにともにともにともに最下位最下位最下位最下位、、、、課題課題課題課題とととと抜本的抜本的抜本的抜本的なななな対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用したしたしたした専門学校生専門学校生専門学校生専門学校生、、、、各種学校各種学校各種学校各種学校のののの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。。。。

((((6666)))) 大規模大規模大規模大規模ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設計画施設計画施設計画施設計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 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地元業者優先見通地元業者優先見通地元業者優先見通地元業者優先見通しとしとしとしと便数増加便数増加便数増加便数増加でのでのでのでの国内国内国内国内・・・・国際線国際線国際線国際線ターミナルビルターミナルビルターミナルビルターミナルビル
をををを自衛隊側自衛隊側自衛隊側自衛隊側へへへへ拡張拡張拡張拡張すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 旧軍用地問題旧軍用地問題旧軍用地問題旧軍用地問題のののの各地主会各地主会各地主会各地主会のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 沖縄観光産業沖縄観光産業沖縄観光産業沖縄観光産業のののの象徴象徴象徴象徴であるであるであるである国際通国際通国際通国際通りかいわいにおけるりかいわいにおけるりかいわいにおけるりかいわいにおける貸貸貸貸しししし切切切切りりりりバスバスバスバスのののの駐車場駐車場駐車場駐車場・・・・乗乗乗乗りおりりおりりおりりおり場所場所場所場所
のののの確保確保確保確保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。。。。
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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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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 17171717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)))) 8888月月月月29292929日日日日にににに開催開催開催開催されたされたされたされた「「「「万国津梁万国津梁万国津梁万国津梁フォーラムフォーラムフォーラムフォーラム」」」」のののの成果成果成果成果とととと、、、、次回次回次回次回（（（（10101010月月月月11111111日日日日））））ののののフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムのののの
開催目的開催目的開催目的開催目的をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 危機管理危機管理危機管理危機管理のありのありのありのあり方方方方がががが話話話話しししし合合合合われたさきのわれたさきのわれたさきのわれたさきのフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムではではではでは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄をををを西太平洋西太平洋西太平洋西太平洋のののの防災防災防災防災のののの拠点拠点拠点拠点
としてとしてとしてとして位置位置位置位置づけるづけるづけるづける構想構想構想構想がががが提言提言提言提言されているがされているがされているがされているが、、、、今後具体的今後具体的今後具体的今後具体的なななな研究研究研究研究やややや取取取取りりりり組組組組みがなされていくみがなされていくみがなされていくみがなされていく
のかのかのかのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 今後今後今後今後のののの地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課地域安全政策課のののの研究研究研究研究のののの柱柱柱柱のののの一一一一つにつにつにつに「「「「東東東東アジアアジアアジアアジア共同体共同体共同体共同体」」」」をををを据据据据ええええ、、、、それについてのそれについてのそれについてのそれについての
国際的国際的国際的国際的なななな議論議論議論議論のののの場場場場、、、、識者識者識者識者のののの交流交流交流交流のののの場場場場としてのとしてのとしてのとしての沖縄沖縄沖縄沖縄をををを目指目指目指目指してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。

((((4444)))) 2011201120112011年年年年６６６６月月月月のののの日米合意日米合意日米合意日米合意にににに米軍艦載機米軍艦載機米軍艦載機米軍艦載機のののの訓練施設候補訓練施設候補訓練施設候補訓練施設候補としてとしてとしてとして明記明記明記明記されたされたされたされた鹿児島県鹿児島県鹿児島県鹿児島県のののの馬毛馬毛馬毛馬毛
島島島島だがだがだがだが、、、、計画計画計画計画のののの進進進進状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

2222 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)))) 全国学力全国学力全国学力全国学力テストテストテストテストでででで結果結果結果結果がががが悪悪悪悪かったかったかったかった県県県県がががが課題課題課題課題をををを克服克服克服克服しししし飛躍的飛躍的飛躍的飛躍的にににに順位順位順位順位をををを上上上上げたげたげたげた事例事例事例事例があるがあるがあるがある
がががが、、、、何年何年何年何年たってもたってもたってもたっても、、、、それができないそれができないそれができないそれができない本県本県本県本県はどこにはどこにはどこにはどこに問題問題問題問題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。。。。

((((2222)))) 伊平屋村伊平屋村伊平屋村伊平屋村がががが実施実施実施実施しているしているしているしている「「「「東大塾東大塾東大塾東大塾」」」」についてはについてはについてはについては、、、、どのようにどのようにどのようにどのように評価評価評価評価しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。

((((3333)))) 県内私立校県内私立校県内私立校県内私立校ではではではでは、、、、受験受験受験受験をををを想定想定想定想定したしたしたした中高一貫体制中高一貫体制中高一貫体制中高一貫体制がしかれているががしかれているががしかれているががしかれているが、、、、公立校公立校公立校公立校におけるにおけるにおけるにおける体制体制体制体制
はははは想定想定想定想定していないのかしていないのかしていないのかしていないのか。。。。学力向上学力向上学力向上学力向上にににに向向向向けてけてけてけて検討検討検討検討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。。。。

((((4444)))) 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行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

ｱｱｱｱ 県内各高等学校県内各高等学校県内各高等学校県内各高等学校におけるにおけるにおけるにおける修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行のののの実施校実施校実施校実施校とととと全体全体全体全体にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合。。。。またまたまたまた九州各県九州各県九州各県九州各県はどのはどのはどのはどの
ようなようなようなような状況状況状況状況かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 実施実施実施実施していないしていないしていないしていない学校学校学校学校があるがそのがあるがそのがあるがそのがあるがその理由理由理由理由についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 将来将来将来将来のののの進路開拓及進路開拓及進路開拓及進路開拓及びびびび雇用雇用雇用雇用のののの観点観点観点観点からもからもからもからも、、、、修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行をををを体験型実習体験型実習体験型実習体験型実習とととと位置位置位置位置づけてづけてづけてづけて全校全校全校全校でででで
実施実施実施実施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。。。。

ｴｴｴｴ キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育のののの展開展開展開展開というというというという点点点点でこれらをでこれらをでこれらをでこれらを一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金でででで実施実施実施実施できないかできないかできないかできないか。。。。類似類似類似類似のののの事業事業事業事業があがあがあがあ
るのではないかるのではないかるのではないかるのではないか。。。。

((((5555)))) 学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける県産品使用県産品使用県産品使用県産品使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

ｱｱｱｱ 県教育委員会所管県教育委員会所管県教育委員会所管県教育委員会所管におけるにおけるにおけるにおける調達額調達額調達額調達額にににに占占占占めるめるめるめる県産品使用割合県産品使用割合県産品使用割合県産品使用割合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 県下市町村県下市町村県下市町村県下市町村におけるにおけるにおけるにおける県産品使用推奨県産品使用推奨県産品使用推奨県産品使用推奨のののの通達通達通達通達がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ とりわけとりわけとりわけとりわけ学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける机机机机、、、、椅子椅子椅子椅子をををを県産品県産品県産品県産品のののの使用使用使用使用をををを推奨推奨推奨推奨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。。。。現状現状現状現状でのでのでのでの導導導導
入個数入個数入個数入個数、、、、額額額額についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｴｴｴｴ 学校学校学校学校へのへのへのへの県産品使用県産品使用県産品使用県産品使用にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県内県内県内県内のののの事業者事業者事業者事業者がががが仕事仕事仕事仕事をををを受注受注受注受注するするするする上上上上でのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを農農農農
林水産部林水産部林水産部林水産部としてもとしてもとしてもとしても支援支援支援支援するべきではないかするべきではないかするべきではないかするべきではないか。。。。

3333 先人記念館先人記念館先人記念館先人記念館（（（（仮称仮称仮称仮称））））構想構想構想構想についてについてについてについて

((((1111)))) 県内県内県内県内におけるにおけるにおけるにおける郷土郷土郷土郷土のののの偉人偉人偉人偉人をををを顕彰顕彰顕彰顕彰するするするする施設施設施設施設のののの現状現状現状現状とととと、、、、そのそのそのその分野分野分野分野においてにおいてにおいてにおいて他府県他府県他府県他府県とととと比較比較比較比較してしてしてして
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)))) 県立県立県立県立のののの先人記念館先人記念館先人記念館先人記念館（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの設立設立設立設立はははは意義意義意義意義のあることとのあることとのあることとのあること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。。。。

4444 首里城公園首里城公園首里城公園首里城公園のののの管理管理管理管理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30303030年年年年にににに国営沖縄公園首里城地区国営沖縄公園首里城地区国営沖縄公園首里城地区国営沖縄公園首里城地区がががが県県県県にににに移管移管移管移管されればされればされればされれば、、、、首里城公園首里城公園首里城公園首里城公園のほとんどがのほとんどがのほとんどがのほとんどが県県県県
のののの管理管理管理管理となるがとなるがとなるがとなるが、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの那覇市所有那覇市所有那覇市所有那覇市所有のののの円鑑池円鑑池円鑑池円鑑池、、、、園比屋武御嶽石門及園比屋武御嶽石門及園比屋武御嶽石門及園比屋武御嶽石門及びびびび玉陵玉陵玉陵玉陵のののの管理管理管理管理
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のののの県移管県移管県移管県移管にににに向向向向けたけたけたけた那覇市那覇市那覇市那覇市とのとのとのとの調整調整調整調整のののの見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成30303030年年年年までにまでにまでにまでに公園内公園内公園内公園内またはまたはまたはまたは周辺周辺周辺周辺においてにおいてにおいてにおいて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような発掘調査発掘調査発掘調査発掘調査やややや復元復元復元復元、、、、整備工事整備工事整備工事整備工事がががが予予予予
定定定定されているのかされているのかされているのかされているのか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 図書館行政図書館行政図書館行政図書館行政についてについてについてについて
　　　　新新新新しいしいしいしい県立図書館県立図書館県立図書館県立図書館のののの新築移転場所新築移転場所新築移転場所新築移転場所がががが再開発地域内再開発地域内再開発地域内再開発地域内のののの複合施設内複合施設内複合施設内複合施設内にににに決定決定決定決定したしたしたした。。。。岩手県立岩手県立岩手県立岩手県立
図書館図書館図書館図書館がががが参考参考参考参考になるとのことだがになるとのことだがになるとのことだがになるとのことだが、、、、そこをそこをそこをそこを視察視察視察視察してしてしてして感感感感じたじたじたじた以下以下以下以下のののの点点点点についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 商業施設商業施設商業施設商業施設がががが混在混在混在混在したしたしたした図書館図書館図書館図書館となるがとなるがとなるがとなるが、、、、静静静静かなかなかなかな環境環境環境環境がががが保保保保たれるようたれるようたれるようたれるよう図書館図書館図書館図書館のののの配置配置配置配置についてについてについてについて
はははは、、、、専門家専門家専門家専門家とととと十分詰十分詰十分詰十分詰めるめるめるめる必要必要必要必要があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。

((((2222)))) 岩手岩手岩手岩手のののの場合場合場合場合、、、、指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度指定管理者制度のののの運用運用運用運用にににに問題問題問題問題があるようにがあるようにがあるようにがあるように感感感感じたじたじたじた。。。。県立図書館県立図書館県立図書館県立図書館のののの運営運営運営運営にはにはにはには
指定管理指定管理指定管理指定管理のののの導入導入導入導入はははは困難困難困難困難であるとであるとであるとであると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

6666 オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック開催開催開催開催についてについてについてについて
　　　　2020202020202020年東京年東京年東京年東京オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック開催開催開催開催がががが決定決定決定決定しししし、、、、開催開催開催開催のののの準備準備準備準備がががが東京中心東京中心東京中心東京中心にににに行行行行われていくことがわれていくことがわれていくことがわれていくことが予想予想予想予想
されるされるされるされる。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄のののの環境環境環境環境にあったにあったにあったにあった、、、、競技選手競技選手競技選手競技選手のののの技術向上面技術向上面技術向上面技術向上面ででででサポートサポートサポートサポートするするするする国立国立国立国立ナショナルトレーナショナルトレーナショナルトレーナショナルトレー
ニングセンターニングセンターニングセンターニングセンター（（（（仮称仮称仮称仮称））））をををを、、、、県挙県挙県挙県挙げてげてげてげて誘致誘致誘致誘致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。。。。知事知事知事知事のののの意気込意気込意気込意気込みをみをみをみ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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 糸洲糸洲糸洲糸洲　　　　朝則朝則朝則朝則（（（（公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属公明県民無所属）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿のののの復元復元復元復元とととと国国国国のののの文化財登録文化財登録文化財登録文化財登録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
　　　　去去去去るるるる４４４４月月月月26262626日日日日、、、、秋野参議院議員秋野参議院議員秋野参議院議員秋野参議院議員、、、、野原嘉孝那覇市議会議員野原嘉孝那覇市議会議員野原嘉孝那覇市議会議員野原嘉孝那覇市議会議員とととと、、、、文化庁文化庁文化庁文化庁などなどなどなど関係省庁関係省庁関係省庁関係省庁をををを訪訪訪訪
ねねねね、、、、御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿のののの復元復元復元復元とととと国国国国のののの文化財登録文化財登録文化財登録文化財登録をををを要請要請要請要請。。。。文化庁文化庁文化庁文化庁のののの河村潤子次長河村潤子次長河村潤子次長河村潤子次長はははは、「、「、「、「登録登録登録登録にはにはにはには地地地地
元元元元のののの機運機運機運機運のののの高高高高まりがまりがまりがまりが必要必要必要必要だがだがだがだが、、、、十分十分十分十分にににに可能性可能性可能性可能性はははは検討検討検討検討できるできるできるできる。。。。まずはまずはまずはまずは、、、、担当者担当者担当者担当者をををを現地現地現地現地にににに派遣派遣派遣派遣
するするするする」」」」とととと、、、、山本一太沖縄担当相山本一太沖縄担当相山本一太沖縄担当相山本一太沖縄担当相はははは、「、「、「、「協議会協議会協議会協議会のののの設置設置設置設置、、、、復元復元復元復元にににに向向向向けてけてけてけて私私私私ががががスイッチスイッチスイッチスイッチをををを入入入入れるれるれるれる」」」」とととと
発言発言発言発言しましたしましたしましたしました。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺いますがいますがいますがいますが、、、、

((((1111)))) 関係省庁関係省庁関係省庁関係省庁のののの担当者担当者担当者担当者がががが現地沖縄現地沖縄現地沖縄現地沖縄にににに派遣派遣派遣派遣されましたがされましたがされましたがされましたが、、、、そのときのそのときのそのときのそのときの内容内容内容内容、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは県県県県のののの対応対応対応対応
等等等等についてについてについてについて

((((2222)))) 国国国国、、、、県県県県、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市によるによるによるによる協議会協議会協議会協議会のののの復活復活復活復活、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは設置設置設置設置についてについてについてについて

((((3333)))) 御茶屋御殿復元期成会御茶屋御殿復元期成会御茶屋御殿復元期成会御茶屋御殿復元期成会とのとのとのとの連携連携連携連携やややや、、、、県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて

((((4444)))) 教会教会教会教会やややや幼稚園側幼稚園側幼稚園側幼稚園側とととと、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対応対応対応対応をされているかをされているかをされているかをされているか。。。。現状及現状及現状及現状及びびびび今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて

2222 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)))) 外国外国外国外国（（（（香港香港香港香港））））からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客へのへのへのへの、、、、沖縄県産沖縄県産沖縄県産沖縄県産のののの牛肉牛肉牛肉牛肉をおをおをおをお土産土産土産土産としてのとしてのとしてのとしての提供提供提供提供についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省はははは、、、、和牛和牛和牛和牛のののの輸出促進輸出促進輸出促進輸出促進をををを実施中実施中実施中実施中なのでなのでなのでなので、、、、沖縄県産牛肉沖縄県産牛肉沖縄県産牛肉沖縄県産牛肉のののの外国外国外国外国（（（（香港香港香港香港））））観光客観光客観光客観光客
へのおへのおへのおへのお土産土産土産土産としてのとしてのとしてのとしての提供提供提供提供についてについてについてについて、、、、前向前向前向前向きにきにきにきに対応対応対応対応したいとのことですがしたいとのことですがしたいとのことですがしたいとのことですが、、、、県県県県のののの考考考考ええええ及及及及びびびび
対応対応対応対応についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

ｲｲｲｲ 「「「「対香港輸出食肉対香港輸出食肉対香港輸出食肉対香港輸出食肉をををを取取取取りりりり扱扱扱扱うううう屠畜場屠畜場屠畜場屠畜場のののの認定認定認定認定」」」」取得取得取得取得についてについてについてについて。。。。既存既存既存既存のののの施設及施設及施設及施設及びびびび今後建設今後建設今後建設今後建設
予定予定予定予定のののの宮古宮古宮古宮古、、、、八重山八重山八重山八重山のののの屠畜場屠畜場屠畜場屠畜場についてについてについてについて

((((2222)))) 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県ののののマグロマグロマグロマグロ漁業漁業漁業漁業はははは、、、、燃油燃油燃油燃油のののの高騰及高騰及高騰及高騰及びびびび円安円安円安円安によるによるによるによる餌餌餌餌、、、、入漁料入漁料入漁料入漁料のののの高騰高騰高騰高騰、、、、東東東東シナシナシナシナ海海海海でのでのでのでの操操操操
業禁止業禁止業禁止業禁止、、、、米軍米軍米軍米軍のののの演習区域演習区域演習区域演習区域でのでのでのでの操業禁止操業禁止操業禁止操業禁止、、、、日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉日台漁業交渉におけるにおけるにおけるにおける一方的一方的一方的一方的なななな取取取取りりりり決決決決めめめめ等等等等にににに
よりよりよりより、、、、沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海のののの優良優良優良優良なななな漁場漁場漁場漁場はははは失失失失われわれわれわれ、、、、県内県内県内県内マグロマグロマグロマグロ延縄漁船延縄漁船延縄漁船延縄漁船はははは、、、、よりよりよりより遠遠遠遠くのくのくのくの漁場漁場漁場漁場へへへへ進出進出進出進出しししし
なければならないなければならないなければならないなければならない状況下状況下状況下状況下にあるにあるにあるにある。。。。またまたまたまた、、、、200200200200海里外海里外海里外海里外へへへへ操業操業操業操業をををを行行行行うためうためうためうため、、、、海外入漁海外入漁海外入漁海外入漁にににに伴伴伴伴うううう各各各各
種登録料金種登録料金種登録料金種登録料金のののの値上値上値上値上げげげげ、、、、高額高額高額高額なななな入漁料入漁料入漁料入漁料のののの支払支払支払支払いによるいによるいによるいによる大変厳大変厳大変厳大変厳しいしいしいしい操業形態操業形態操業形態操業形態がががが続続続続いていいていいていいてい
るるるる。。。。本県本県本県本県のののの水産業水産業水産業水産業をををを衰退衰退衰退衰退させないためにもさせないためにもさせないためにもさせないためにも、、、、マグロマグロマグロマグロ延縄漁業延縄漁業延縄漁業延縄漁業にににに対対対対するするするする対策対策対策対策がががが求求求求められてめられてめられてめられて
おりおりおりおり、、、、以下以下以下以下のののの質問質問質問質問をいたしますをいたしますをいたしますをいたします。。。。

ｱｱｱｱ 現在実施現在実施現在実施現在実施されているされているされているされている那覇発本土間那覇発本土間那覇発本土間那覇発本土間のののの１１１１キログラムキログラムキログラムキログラム当当当当たりたりたりたり80808080円円円円のののの運賃補助運賃補助運賃補助運賃補助にににに加加加加えてえてえてえて、、、、グアグアグアグア
ムムムム発本土発本土発本土発本土のののの補助補助補助補助１１１１キログラムキログラムキログラムキログラム当当当当たりたりたりたり97979797円円円円ができないかができないかができないかができないか。。。。

ｲｲｲｲ 海外入漁船海外入漁船海外入漁船海外入漁船のののの入漁諸経費入漁諸経費入漁諸経費入漁諸経費へのへのへのへの補助補助補助補助についてについてについてについて

ｳｳｳｳ WCPFCWCPFCWCPFCWCPFC条約条約条約条約（（（（中西部太平洋中西部太平洋中西部太平洋中西部太平洋まぐろまぐろまぐろまぐろ類条約類条約類条約類条約））））にににに伴伴伴伴ううううオブザーバーオブザーバーオブザーバーオブザーバー会費会費会費会費へのへのへのへの補助補助補助補助についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 燃油高騰対策燃油高騰対策燃油高騰対策燃油高騰対策でででで、、、、漁業経営漁業経営漁業経営漁業経営セーフティネットセーフティネットセーフティネットセーフティネット構築事業構築事業構築事業構築事業（ＳＮ（ＳＮ（ＳＮ（ＳＮ事業事業事業事業））））にににに参入参入参入参入できないできないできないできない漁業漁業漁業漁業
者者者者にににに対対対対してもしてもしてもしても、、、、何何何何らかのらかのらかのらかの救済措置救済措置救済措置救済措置ができないかができないかができないかができないか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 土木行政土木行政土木行政土木行政についてについてについてについて

((((1111)))) 安里側安里側安里側安里側のののの浸水対策浸水対策浸水対策浸水対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建設建設建設建設されたされたされたされた真嘉比遊水地真嘉比遊水地真嘉比遊水地真嘉比遊水地だがだがだがだが、、、、50505050年年年年にににに一度一度一度一度のののの大雨大雨大雨大雨をををを想想想想
定定定定してしてしてして建設建設建設建設されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、近年近年近年近年のののの大雨時大雨時大雨時大雨時にににに遊水地遊水地遊水地遊水地がががが機能機能機能機能せずせずせずせず、、、、松川松川松川松川
方面方面方面方面のののの浸水浸水浸水浸水はははは解消解消解消解消されてないされてないされてないされてない。。。。真嘉比遊水地真嘉比遊水地真嘉比遊水地真嘉比遊水地がががが機能機能機能機能するようなするようなするようなするような対策対策対策対策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、、、、
県県県県のののの対応対応対応対応についてについてについてについて

((((2222)))) 真嘉比遊水地周辺真嘉比遊水地周辺真嘉比遊水地周辺真嘉比遊水地周辺をををを桜桜桜桜のののの名所名所名所名所にしたいとのにしたいとのにしたいとのにしたいとの地域住民地域住民地域住民地域住民のののの声声声声がありますががありますががありますががありますが、、、、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。。。。

((((3333)))) 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職人不足対策職人不足対策職人不足対策職人不足対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 那覇空港第那覇空港第那覇空港第那覇空港第２２２２滑走路増設事業滑走路増設事業滑走路増設事業滑走路増設事業についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 早期着工早期着工早期着工早期着工とととと予算予算予算予算のののの確保確保確保確保についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 県内業者県内業者県内業者県内業者へのへのへのへの優先発注優先発注優先発注優先発注にににに対対対対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

4444 沖縄県系移住地沖縄県系移住地沖縄県系移住地沖縄県系移住地とのとのとのとの交流交流交流交流についてについてについてについて

((((1111)))) ブラジルブラジルブラジルブラジルののののカンポグランデカンポグランデカンポグランデカンポグランデ市市市市でででで、、、、県系人県系人県系人県系人のののの方方方方よりよりよりより、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの７７７７月月月月エイサーエイサーエイサーエイサー、、、、本場本場本場本場ののののエイサーエイサーエイサーエイサーをををを
ブラジルブラジルブラジルブラジルのののの子弟子弟子弟子弟にににに教教教教えたいとのことでえたいとのことでえたいとのことでえたいとのことで、、、、県県県県のののの文化振興会文化振興会文化振興会文化振興会がががが取取取取りりりり組組組組んでいるがんでいるがんでいるがんでいるが、、、、現状現状現状現状とととと見通見通見通見通
しについてしについてしについてしについて

((((2222)))) 県費留学研修制度県費留学研修制度県費留学研修制度県費留学研修制度、、、、出身市町村出身市町村出身市町村出身市町村のののの留学研修制度留学研修制度留学研修制度留学研修制度についてについてについてについて、、、、現状現状現状現状とととと将来展望将来展望将来展望将来展望についてについてについてについて

((((3333)))) 母県母県母県母県・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄からのからのからのからの留学研修制度留学研修制度留学研修制度留学研修制度についてについてについてについて

((((4444)))) 南南南南マットグロッソマットグロッソマットグロッソマットグロッソ州州州州、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの姉妹州県交流姉妹州県交流姉妹州県交流姉妹州県交流についてについてについてについて

5555 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
　　　　視覚障害者視覚障害者視覚障害者視覚障害者にににに対対対対するするするする情報情報情報情報バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー促進促進促進促進をををを目的目的目的目的としたとしたとしたとした「「「「音声音声音声音声コードコードコードコード普及普及普及普及のためののためののためののための研修研修研修研修」」」」にににに
ついてついてついてついて

6666 交通安全対策交通安全対策交通安全対策交通安全対策についてについてについてについて
　　　　識名識名識名識名トンネルトンネルトンネルトンネル真地側真地側真地側真地側のののの出入出入出入出入りりりり口口口口のののの信号機信号機信号機信号機のののの設置及設置及設置及設置及びびびび泉崎交差点泉崎交差点泉崎交差点泉崎交差点におけるにおけるにおけるにおける信号機信号機信号機信号機のののの設置設置設置設置、、、、
あるいはあるいはあるいはあるいは横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道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

7777 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)))) 下地島空港下地島空港下地島空港下地島空港のののの利活用利活用利活用利活用についてについてについてについて

((((2222)))) 石垣石垣石垣石垣、、、、与那国路線与那国路線与那国路線与那国路線のののの利便性利便性利便性利便性のののの高高高高いいいい航空航空航空航空ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの構築構築構築構築についてについてについてについて

((((3333)))) 石垣石垣石垣石垣－－－－多良間路線多良間路線多良間路線多良間路線のののの復活復活復活復活についてについてについてについて

((((4444)))) 多良間村多良間村多良間村多良間村のののの地下地下地下地下ダムダムダムダム事業事業事業事業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見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて

((((5555)))) 多良間村多良間村多良間村多良間村のののの簡易屠畜場簡易屠畜場簡易屠畜場簡易屠畜場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

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25252525年第年第年第年第6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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 17171717分分分分 桑江桑江桑江桑江　　　　朝千夫朝千夫朝千夫朝千夫（（（（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 情報産業振興情報産業振興情報産業振興情報産業振興についてについてについてについて

((((1111)))) 以下以下以下以下のののの各事業各事業各事業各事業のののの進進進進状況状況状況状況とととと、、、、事業事業事業事業のののの目的目的目的目的とするところとするところとするところとするところ、、、、そしてそしてそしてそして、、、、経済経済経済経済・・・・雇用効果等雇用効果等雇用効果等雇用効果等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。。。。

ｱｱｱｱ クラウドオープンネットワーククラウドオープンネットワーククラウドオープンネットワーククラウドオープンネットワーク国際研究開発拠点形成事業国際研究開発拠点形成事業国際研究開発拠点形成事業国際研究開発拠点形成事業についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 沖縄型沖縄型沖縄型沖縄型クラウドクラウドクラウドクラウド基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業基盤構築事業についてについてについてについて

ｳｳｳｳ クラウドクラウドクラウドクラウド拠点形成等促進事業拠点形成等促進事業拠点形成等促進事業拠点形成等促進事業についてについてについてについて

ｴｴｴｴ 新新新新たなたなたなたな組込組込組込組込システムシステムシステムシステム検証基盤構築事業検証基盤構築事業検証基盤構築事業検証基盤構築事業についてについてについてについて

2222 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場ドラムドラムドラムドラム缶出土缶出土缶出土缶出土のののの件件件件についてについてについてについて

((((1111)))) 国国国国((((防衛省防衛省防衛省防衛省))))とととと沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市がががが調査調査調査調査するとのことだがするとのことだがするとのことだがするとのことだが、、、、県県県県はどうかかわるのかはどうかかわるのかはどうかかわるのかはどうかかわるのか。。。。

((((2222)))) 一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの活用活用活用活用によるによるによるによる事業事業事業事業であるがであるがであるがであるが、、、、今年度今年度今年度今年度でのでのでのでの建設再開建設再開建設再開建設再開はははは無理無理無理無理のようであるのようであるのようであるのようである。。。。目的目的目的目的
はははは達成達成達成達成されていないがされていないがされていないがされていないが、、、、そのそのそのその補助金補助金補助金補助金、、、、そしてそしてそしてそして、、、、このこのこのこの事業事業事業事業はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか。。。。

((((3333)))) 請負業者請負業者請負業者請負業者のののの損失損失損失損失はははは、、、、そしてそしてそしてそして、、、、それはそれはそれはそれは補償補償補償補償されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。

3333 建設産業界建設産業界建設産業界建設産業界のののの抱抱抱抱えるえるえるえる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)))) 建設建設建設建設にににに関連関連関連関連するするするする技術者技術者技術者技術者・・・・職人等人材職人等人材職人等人材職人等人材がががが不足不足不足不足しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞くくくく。。。。状況状況状況状況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)))) 建設業者会建設業者会建設業者会建設業者会からのからのからのからの要請要請要請要請についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 工期工期工期工期のののの設定設定設定設定についてについてについてについて

ｲｲｲｲ 労務単価労務単価労務単価労務単価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

((((3333)))) デフレデフレデフレデフレからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却・・・・経済再生経済再生経済再生経済再生をををを唱唱唱唱ええええ、、、、政権政権政権政権がががが自公自公自公自公にににに戻戻戻戻りりりり、、、、スピーディースピーディースピーディースピーディーなななな経済政策経済政策経済政策経済政策がががが打打打打ちちちち
出出出出されているされているされているされている。。。。安倍内閣発足直後安倍内閣発足直後安倍内閣発足直後安倍内閣発足直後にににに、、、、平成平成平成平成24242424年度最終補正年度最終補正年度最終補正年度最終補正はははは、、、、超大型超大型超大型超大型。。。。25252525年度一括交年度一括交年度一括交年度一括交
付金付金付金付金はははは、、、、3001300130013001億円億円億円億円。。。。大型予算大型予算大型予算大型予算のののの目的目的目的目的はははは、、、、減災減災減災減災・・・・防災防災防災防災、、、、そしてそしてそしてそして、、、、デフレデフレデフレデフレからのからのからのからの脱却脱却脱却脱却、、、、２２２２％％％％のののの
物価増物価増物価増物価増にににに耐耐耐耐ええええ得得得得るるるる企業企業企業企業にすることでありにすることでありにすることでありにすることであり、、、、企業企業企業企業にににに利益利益利益利益をもたらすことであるがをもたらすことであるがをもたらすことであるがをもたらすことであるが、、、、いかがかいかがかいかがかいかがか。。。。

4444 基地経済基地経済基地経済基地経済についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍発注米軍発注米軍発注米軍発注のののの基地内工事受注基地内工事受注基地内工事受注基地内工事受注についてはについてはについてはについては、、、、例例例例えばえばえばえば沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市はははは、、、、一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金をををを活用活用活用活用しししし、、、、商工商工商工商工
会議所会議所会議所会議所ががががリードリードリードリードしてしてしてして事務的手続等事務的手続等事務的手続等事務的手続等ははははクリアクリアクリアクリアできるできるできるできる状況状況状況状況であるとであるとであるとであると聞聞聞聞くくくく。。。。現在現在現在現在のののの受注状況受注状況受注状況受注状況はどうはどうはどうはどう
かかかか。。。。

((((2222)))) 米軍人米軍人米軍人米軍人のののの基地内外基地内外基地内外基地内外でのでのでのでの飲酒飲酒飲酒飲酒のののの禁止制限禁止制限禁止制限禁止制限のののの影響影響影響影響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。。。。

((((3333)))) 飲酒飲酒飲酒飲酒によるによるによるによる事件事件事件事件、、、、事故事故事故事故はははは減少減少減少減少しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。

5555 2020202020202020年年年年オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック・・・・パラリンピックパラリンピックパラリンピックパラリンピック東京開催東京開催東京開催東京開催ののの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

((((1111)))) オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック・・・・パラリンピックパラリンピックパラリンピックパラリンピック効果効果効果効果にににに便乗便乗便乗便乗すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるえるえるえる。。。。今後今後今後今後にににに期待期待期待期待することすることすることすること、、、、県県県県のののの考考考考えるとえるとえるとえると
ころをころをころをころを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 出場可能性出場可能性出場可能性出場可能性のあるのあるのあるのある人材人材人材人材、、、、種目種目種目種目のののの選手選手選手選手のののの育成育成育成育成にににに取取取取りりりり組組組組むべきであるとむべきであるとむべきであるとむべきであると考考考考えるえるえるえる。。。。

((((3333)))) オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック・・・・パラリンピックパラリンピックパラリンピックパラリンピック出場強化村出場強化村出場強化村出場強化村をつくることはどうかをつくることはどうかをつくることはどうかをつくることはどうか。。。。

6666 東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業についてについてについてについて

((((1111)))) 東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業東部海浜開発事業のののの早期完成早期完成早期完成早期完成のためののためののためののための施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

7777 交通行政交通行政交通行政交通行政についてについてについてについて

((((1111)))) タクシータクシータクシータクシー車内防犯車内防犯車内防犯車内防犯カメラカメラカメラカメラ設置設置設置設置についてについてについてについて
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((((2222)))) 白白白白タクタクタクタク行為行為行為行為についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はどのようなはどのようなはどのようなはどのような認識認識認識認識をををを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、、、、指導方法等指導方法等指導方法等指導方法等どのようにしているのかどのようにしているのかどのようにしているのかどのようにしているのか。。。。

ｲｲｲｲ 運転代行健全化対策運転代行健全化対策運転代行健全化対策運転代行健全化対策についてについてについてについて、、、、指導方法指導方法指導方法指導方法やややや運転代行運転代行運転代行運転代行のののの状況等状況等状況等状況等どのようにどのようにどのようにどのように考考考考えているのえているのえているのえているの
かかかか。。。。

8888 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6666回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

10101010月月月月02020202    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

8888 17171717分分分分 具志具志具志具志　　　　孝助孝助孝助孝助（（（（自民党自民党自民党自民党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 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)))) 日米安保体制日米安保体制日米安保体制日米安保体制についてについてについてについて

ｱｱｱｱ そのそのそのその是非是非是非是非とととと見解見解見解見解についてについてについてについて

((((2222)))) 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地のののの是非是非是非是非とととと現状現状現状現状についてについてについてについて

((((3333)))) 普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場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はははは、、、、1996199619961996年橋本年橋本年橋本年橋本・・・・モンデールモンデールモンデールモンデールのののの全面返還合意全面返還合意全面返還合意全面返還合意（（（（移設条件移設条件移設条件移設条件つきつきつきつき返還返還返還返還））））をををを覆覆覆覆すことすことすことすこと
にならないかにならないかにならないかにならないか。。。。

((((4444)))) ＭＶＭＶＭＶＭＶ22222222オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイについてについてについてについて

ｱｱｱｱ 日本政府日本政府日本政府日本政府はははは、、、、安全性安全性安全性安全性についてについてについてについて公式公式公式公式にににに確認確認確認確認したとしたとしたとしたと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((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についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事沖縄県知事としてとしてとしてとして、、、、日中両政府日中両政府日中両政府日中両政府にににに対対対対しししし県民県民県民県民のののの不安払拭不安払拭不安払拭不安払拭とととと早期解決早期解決早期解決早期解決をををを働働働働きかけるべきできかけるべきできかけるべきできかけるべきで
はないかはないかはないかはないか。。。。

2222 那覇市農連市場地区那覇市農連市場地区那覇市農連市場地区那覇市農連市場地区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

((((1111)))) 再開発計画再開発計画再開発計画再開発計画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

((((2222)))) 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

3333 伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業のののの振興振興振興振興についてについてについてについて

((((1111)))) 伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸産業伝統工芸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についてについてについて

((((2222)))) 生産高生産高生産高生産高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

((((3333)))) 支援対策支援対策支援対策支援対策についてについてについてについて

4444 那覇空港自動車道那覇空港自動車道那覇空港自動車道那覇空港自動車道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

((((1111)))) 「「「「小禄道路小禄道路小禄道路小禄道路」」」」のののの名嘉地名嘉地名嘉地名嘉地からからからから赤嶺赤嶺赤嶺赤嶺までのまでのまでのまでの間間間間をををを全面高架橋全面高架橋全面高架橋全面高架橋によりによりによりにより建設建設建設建設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

5555 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


