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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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((火火火火))))
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 新里新里新里新里　　　　米吉米吉米吉米吉（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢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)))) 辺野古埋立反対辺野古埋立反対辺野古埋立反対辺野古埋立反対（（（（新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対新基地建設反対））））のののの圧倒的県民世論圧倒的県民世論圧倒的県民世論圧倒的県民世論、、、、県議会及県議会及県議会及県議会及びびびび41414141市町村議会市町村議会市町村議会市町村議会のののの意意意意
見書見書見書見書、、、、決議決議決議決議はははは非常非常非常非常にににに重重重重いといといといと思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 自民党本部自民党本部自民党本部自民党本部はははは、、、、参院選参院選参院選参院選やややや衆院選衆院選衆院選衆院選におけるにおけるにおけるにおける県選出国会議員県選出国会議員県選出国会議員県選出国会議員のののの選挙公約選挙公約選挙公約選挙公約でででで「「「「県外県外県外県外」」」」をををを黙認黙認黙認黙認しししし
たたたた。。。。今今今今になってになってになってになって恫喝恫喝恫喝恫喝しししし転換転換転換転換をををを迫迫迫迫るるるる手法手法手法手法にににに激激激激しいしいしいしい怒怒怒怒りとりとりとりと沖縄差別沖縄差別沖縄差別沖縄差別をををを感感感感じるじるじるじる。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官とととと石破自民党幹事長石破自民党幹事長石破自民党幹事長石破自民党幹事長はははは、、、、辺野古辺野古辺野古辺野古へのへのへのへの移設移設移設移設ができなければができなければができなければができなければ普天間普天間普天間普天間がががが「「「「固定化固定化固定化固定化」」」」
するとしてするとしてするとしてするとして方針転換方針転換方針転換方針転換をををを強強強強くくくく迫迫迫迫ったとったとったとっ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。。。。知事知事知事知事はははは固定化固定化固定化固定化というというというという理屈理屈理屈理屈についてについてについてについて「「「「簡簡簡簡
単単単単にににに固定化固定化固定化固定化をををを口口口口にするにするにするにする役人役人役人役人がいるとすればがいるとすればがいるとすればがいるとすれば無能無能無能無能」「」「」「」「一種一種一種一種のののの堕落堕落堕落堕落」」」」とととと批判批判批判批判されたとのことだされたとのことだされたとのことだされたとのことだ
がががが、、、、現在現在現在現在もももも同同同同じじじじ姿勢姿勢姿勢姿勢、、、、考考考考えかえかえかえか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 政府政府政府政府やややや自民党本部自民党本部自民党本部自民党本部はははは「「「「普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設普天間飛行場移設」」」」についてについてについてについて、、、、辺野古埋辺野古埋辺野古埋辺野古埋めめめめ立立立立てありきのてありきのてありきのてありきの姿勢姿勢姿勢姿勢でででで、、、、
国外国外国外国外・・・・県外県外県外県外についてについてについてについて具体的具体的具体的具体的にににに努力努力努力努力しししし、、、、打診打診打診打診しししし、、、、交渉交渉交渉交渉したしたしたした姿姿姿姿がががが見見見見えないえないえないえない。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識はどうはどうはどうはどう
かかかか。。。。

((((5555)))) 自民党公認自民党公認自民党公認自民党公認でででで県議県議県議県議にににに当選当選当選当選したしたしたした元県議会議長元県議会議長元県議会議長元県議会議長のおのおのおのお二人二人二人二人のののの方方方方がががが「「「「辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立辺野古埋立てててて反対反対反対反対」」」」をををを訴訴訴訴
えているえているえているえている。。。。仲里氏仲里氏仲里氏仲里氏はははは「「「「自分自分自分自分のののの信念信念信念信念をををを貫貫貫貫いてほしいいてほしいいてほしいいてほしい。。。。自分自分自分自分のののの立場立場立場立場やややや身分身分身分身分がどうなるかよりがどうなるかよりがどうなるかよりがどうなるかより歯歯歯歯
をををを食食食食いしばっていしばっていしばっていしばって、、、、堂堂堂堂々々々々とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のためにのためにのためにのために、、、、正正正正しいことはしいことはしいことはしいことは正正正正しいとしいとしいとしいと言言言言ってほしいってほしいってほしいってほしい」」」」とととと発言発言発言発言されてされてされてされて
いるいるいるいる。。。。政治家政治家政治家政治家のあるべきのあるべきのあるべきのあるべき姿姿姿姿をををを示示示示しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((6666)))) 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、、、、政府政府政府政府のののの圧力圧力圧力圧力にににに対対対対しししし「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄がためされているがためされているがためされているがためされている」」」」とととと発言発言発言発言。。。。５５５５人人人人のののの自民党県関自民党県関自民党県関自民党県関
係国会議員係国会議員係国会議員係国会議員がががが辺野古辺野古辺野古辺野古をををを容認容認容認容認したことにしたことにしたことにしたことに「「「「オールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄のののの気持気持気持気持ちをずっとちをずっとちをずっとちをずっと持持持持ちちちち、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの政治政治政治政治
をしていくをしていくをしていくをしていく必要必要必要必要があるがあるがあるがある」「」「」「」「中央中央中央中央からからからから圧力圧力圧力圧力をかけられたらをかけられたらをかけられたらをかけられたら弱弱弱弱くなるというのではくなるというのではくなるというのではくなるというのでは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの政治政治政治政治をををを
担担担担っていけないっていけないっていけないっていけない」」」」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。。。。私私私私もももも同感同感同感同感であるであるであるである。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((7777)))) 沖縄沖縄沖縄沖縄タイムスタイムスタイムスタイムスがががが実施実施実施実施したしたしたした（（（（11111111月月月月29292929日報道日報道日報道日報道））））市町村長市町村長市町村長市町村長アンケートアンケートアンケートアンケートでででで、、、、回答回答回答回答のあったのあったのあったのあった39393939市町村市町村市町村市町村
長長長長のうちのうちのうちのうち約約約約９９９９割割割割のののの35353535人人人人がががが「「「「県外県外県外県外」」」」またはまたはまたはまたは「「「「無条件返還無条件返還無条件返還無条件返還」」」」とととと答答答答えているえているえているえている。。。。県選出自民党国会議県選出自民党国会議県選出自民党国会議県選出自民党国会議
員員員員がががが辺野古容認後辺野古容認後辺野古容認後辺野古容認後ののののアンケートアンケートアンケートアンケート結果結果結果結果でありでありでありであり県民県民県民県民のののの声声声声をををを反映反映反映反映しているとしているとしているとしていると思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを
伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((8888)))) 辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部辺野古沿岸部をををを埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて建設建設建設建設するするするする基地基地基地基地はははは、、、、耐用年数耐用年数耐用年数耐用年数200200200200年年年年、、、、運用年数運用年数運用年数運用年数40404040年年年年であるであるであるである。。。。基地基地基地基地
建設建設建設建設をををを認認認認めたらめたらめたらめたら長期間長期間長期間長期間にわたりにわたりにわたりにわたり米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地をををを県内県内県内県内にににに存続存続存続存続させることになるとさせることになるとさせることになるとさせることになると思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの認認認認
識識識識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((9999)))) マスコミマスコミマスコミマスコミ報道報道報道報道によるとによるとによるとによると「「「「民主党民主党民主党民主党もももも信用信用信用信用できないできないできないできない。。。。自民党自民党自民党自民党もももも信用信用信用信用できないできないできないできない。。。。どうしたらいいんどうしたらいいんどうしたらいいんどうしたらいいん
だだだだ。」。」。」。」とのとのとのとの県民県民県民県民のののの声声声声があるがあるがあるがある。。。。辺野古容認辺野古容認辺野古容認辺野古容認へのへのへのへの転換転換転換転換によってによってによってによって県民県民県民県民のののの政治不信政治不信政治不信政治不信がががが高高高高まっていまっていまっていまってい
るるるる。。。。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いたいいたいいたいいたい。。。。

((((10101010))))県生活環境部意見県生活環境部意見県生活環境部意見県生活環境部意見はははは、、、、知事知事知事知事のののの判断判断判断判断にもにもにもにも反映反映反映反映されるべきとされるべきとされるべきとされるべきと思思思思うううう。。。。知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((11111111))))民民民民にににに信無信無信無信無くばくばくばくば立立立立たずたずたずたず（（（（民無信不立民無信不立民無信不立民無信不立））））はははは、、、、現在現在現在現在のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの政治状況政治状況政治状況政治状況をあらわしているをあらわしているをあらわしているをあらわしている。。。。知事知事知事知事のののの
所見所見所見所見をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 経済振興経済振興経済振興経済振興についてについてについてについて

((((1111)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉がががが大詰大詰大詰大詰めをめをめをめを迎迎迎迎えているようであるえているようであるえているようであるえているようである。。。。交渉交渉交渉交渉のののの状況状況状況状況をどのをどのをどのをどの程度把握程度把握程度把握程度把握しているかしているかしているかしているか。。。。まままま
たたたた、、、、サトウキビサトウキビサトウキビサトウキビをををを含含含含むむむむ重要重要重要重要５５５５品目品目品目品目のののの関税確保関税確保関税確保関税確保ができなければができなければができなければができなければＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉からのからのからのからの脱退脱退脱退脱退をををを政府政府政府政府
にににに求求求求めるめるめるめる姿勢姿勢姿勢姿勢をををを持持持持っているかっているかっているかっているか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 豚肉豚肉豚肉豚肉・・・・牛肉牛肉牛肉牛肉のののの輸出輸出輸出輸出がががが伸伸伸伸びているとのことだがびているとのことだがびているとのことだがびているとのことだが特特特特にににに伸伸伸伸びているびているびているびている地域地域地域地域とととと将来展望将来展望将来展望将来展望をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 11111111月月月月14141414日日日日、、、、15151515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「「「「沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会沖縄大交易会プレプレプレプレ交易会交易会交易会交易会」」」」のののの成果成果成果成果とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((火火火火))))
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 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 公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認申請公有水面埋立承認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
　　　　評価書知事意見並評価書知事意見並評価書知事意見並評価書知事意見並びにびにびにびに補正評価書補正評価書補正評価書補正評価書へのへのへのへの環境生活部意見環境生活部意見環境生活部意見環境生活部意見とととと、、、、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、、、、生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性
おきなわおきなわおきなわおきなわ戦略戦略戦略戦略、、、、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にににに関関関関するするするする指針等指針等指針等指針等、、、、県計画県計画県計画県計画とのとのとのとの整合性整合性整合性整合性にににに基基基基づきづきづきづき埋立承認申埋立承認申埋立承認申埋立承認申
請請請請へのへのへのへの知事知事知事知事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 米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地にににに起因起因起因起因するするするする環境問題対応環境問題対応環境問題対応環境問題対応のののの新体制新体制新体制新体制についてについてについてについて
　　　　前定例会前定例会前定例会前定例会においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、新体制新体制新体制新体制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「「「「現行法現行法現行法現行法ではではではでは十分対応十分対応十分対応十分対応できてないできてないできてないできてない」、「」、「」、「」、「現現現現
行法令行法令行法令行法令のののの問題点問題点問題点問題点をををを整理整理整理整理したしたしたした上上上上でででで環境浄化環境浄化環境浄化環境浄化のののの手法手法手法手法やややや手続等手続等手続等手続等についてについてについてについて国国国国にににに提案提案提案提案していくしていくしていくしていく必要必要必要必要
があるがあるがあるがある」」」」とのとのとのとの副知事答弁副知事答弁副知事答弁副知事答弁だっただっただっただった。。。。課題課題課題課題のののの整理整理整理整理とととと体制面体制面体制面体制面のののの戦略戦略戦略戦略をををを聞聞聞聞くくくく。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事米軍発注工事
にににに係係係係るるるる国内法適用国内法適用国内法適用国内法適用についてについてについてについて認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 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



3

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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((火火火火))))
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 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はははは、、、、産業廃棄物分類上産業廃棄物分類上産業廃棄物分類上産業廃棄物分類上のののの油分油分油分油分をををを含含含含むむむむ泥状物泥状物泥状物泥状物かかかか。。。。

((((2222)))) 当該産業廃棄物当該産業廃棄物当該産業廃棄物当該産業廃棄物のののの粉体粉体粉体粉体はははは、、、、産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの「「「「瓦瓦瓦瓦れきれきれきれき類類類類」」」」としてとしてとしてとして適正適正適正適正かかかか。。。。

((((3333)))) 当該産業廃棄物当該産業廃棄物当該産業廃棄物当該産業廃棄物のののの適正適正適正適正なななな処理処理処理処理のためにのためにのためにのために、、、、各市町村各市町村各市町村各市町村へへへへ調査分析結果等調査分析結果等調査分析結果等調査分析結果等のののの情報情報情報情報をををを提供提供提供提供したしたしたした
かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 観光政策観光政策観光政策観光政策についてについてについてについて

((((1111)))) 観光入客観光入客観光入客観光入客のののの目標目標目標目標はははは。。。。

((((2222)))) 観光客観光客観光客観光客のののの動向動向動向動向についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ホテルホテルホテルホテルへのへのへのへの宿泊者宿泊者宿泊者宿泊者ののののビジネスビジネスビジネスビジネス型型型型ととととリゾートリゾートリゾートリゾート型型型型のここのここのここのここ10101010年年年年のののの動向動向動向動向をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 観光客観光客観光客観光客のののの移動手段移動手段移動手段移動手段はほとんどはほとんどはほとんどはほとんどレンタカーレンタカーレンタカーレンタカーがががが多多多多いがいがいがいが、、、、問題点問題点問題点問題点はどのようなことがあるかはどのようなことがあるかはどのようなことがあるかはどのようなことがあるか。。。。

((((3333)))) 離島観光離島観光離島観光離島観光のののの過去過去過去過去10101010年年年年のののの推移推移推移推移。。。。

((((4444)))) スポーツコンベンションスポーツコンベンションスポーツコンベンションスポーツコンベンションとしてのとしてのとしてのとしての沖縄沖縄沖縄沖縄

ｱｱｱｱ キャンプキャンプキャンプキャンプ、、、、合宿合宿合宿合宿、、、、大会大会大会大会などのなどのなどのなどの推移推移推移推移（（（（過去過去過去過去10101010年年年年）。）。）。）。

((((5555)))) 観光統計観光統計観光統計観光統計のとりのとりのとりのとり方方方方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。。。。

((((6666)))) 県県県県のののの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部部部ととととＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢＯＣＶＢとのとのとのとの関係関係関係関係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。。。。

3333 児童福祉行政児童福祉行政児童福祉行政児童福祉行政についてについてについてについて

((((1111)))) 認可保育園認可保育園認可保育園認可保育園はどこまでつくればはどこまでつくればはどこまでつくればはどこまでつくれば待機児童待機児童待機児童待機児童をををを解消解消解消解消できるかできるかできるかできるか。。。。

((((2222)))) 認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園とととと認可保育園認可保育園認可保育園認可保育園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 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの保育行政保育行政保育行政保育行政のののの将来像将来像将来像将来像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 認可外保育園認可外保育園認可外保育園認可外保育園のののの今後今後今後今後についてのについてのについてのについての考考考考ええええ方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 児童福祉行政児童福祉行政児童福祉行政児童福祉行政のののの事業主体事業主体事業主体事業主体はどこかはどこかはどこかはどこか。。。。

4444 県道県道県道県道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機能機能機能機能をををを果果果果たすたすたすたす道路道路道路道路かかかか。。。。
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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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((火火火火))))
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 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)))) 来年来年来年来年２２２２月月月月にににに完成完成完成完成するするするする国際線国際線国際線国際線ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの機能性機能性機能性機能性・・・・将来展望将来展望将来展望将来展望をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 国際貨物国際貨物国際貨物国際貨物ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの現状現状現状現状についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 民間航空機民間航空機民間航空機民間航空機のののの整備拠点施設整備拠点施設整備拠点施設整備拠点施設をををを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伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 中国中国中国中国のののの防空識別圏防空識別圏防空識別圏防空識別圏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影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 徳洲会徳洲会徳洲会徳洲会グループグループグループグループによるによるによるによる公選法違反事件関連公選法違反事件関連公選法違反事件関連公選法違反事件関連についてについてについてについて

((((1111)))) 沖縄徳洲会沖縄徳洲会沖縄徳洲会沖縄徳洲会（（（（南部及南部及南部及南部及びびびび中部中部中部中部））））ののののベッドベッドベッドベッド数等数等数等数等をををを含含含含めためためためた医療医療医療医療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)))) 同病院関連同病院関連同病院関連同病院関連のののの福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設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（（（（ベッドベッドベッドベッド数数数数をををを含含含含めてめてめてめて））））

((((3333)))) 知事知事知事知事のののの政治団体政治団体政治団体政治団体にににに対対対対するするするする徳洲会徳洲会徳洲会徳洲会からのからのからのからの政治献金及政治献金及政治献金及政治献金及びびびびパーティーパーティーパーティーパーティー券購入券購入券購入券購入のののの有無有無有無有無についてについてについてについて

3333 農林行政農林行政農林行政農林行政についてについてについてについて

((((1111)))) 不利性解消事業不利性解消事業不利性解消事業不利性解消事業におけるにおけるにおけるにおける対象品目対象品目対象品目対象品目のののの追加要請追加要請追加要請追加要請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)))) 県独自県独自県独自県独自のののの海外農業研修制度海外農業研修制度海外農業研修制度海外農業研修制度をををを構築構築構築構築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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 畜産業畜産業畜産業畜産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。。。。

ｱｱｱｱ 食肉価格安定等特別対策事業食肉価格安定等特別対策事業食肉価格安定等特別対策事業食肉価格安定等特別対策事業のののの実施状況実施状況実施状況実施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。。。。

ｲｲｲｲ タイタイタイタイ米米米米をををを飼料飼料飼料飼料としてのとしてのとしてのとして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伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉交渉交渉交渉でででで沖縄沖縄沖縄沖縄ののののサトウキビサトウキビサトウキビサトウキビはどのようにはどのようにはどのようにはどのように守守守守れるのかれるのかれるのかれるのか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 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)))) 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)))) 財政力財政力財政力財政力のののの弱弱弱弱いいいい町村町村町村町村のののの負担負担負担負担にににに対対対対するするするする県支援県支援県支援県支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 各種専修学校各種専修学校各種専修学校各種専修学校へのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((火火火火))))
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 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 沖縄都市沖縄都市沖縄都市沖縄都市モノレールモノレールモノレールモノレールのののの諸問題諸問題諸問題諸問題・・・・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)))) 利用者利用者利用者利用者のののの推移推移推移推移はどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか。。。。

((((2222)))) 財務状況財務状況財務状況財務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。。。。

((((3333)))) 県県県県、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市、、、、浦添市浦添市浦添市浦添市のののの負担割合負担割合負担割合負担割合のののの考考考考ええええ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。。。。

2222 災害対策災害対策災害対策災害対策についてについてについてについて

((((1111)))) 避難経路及避難経路及避難経路及避難経路及びびびび避難場所避難場所避難場所避難場所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 沖縄県保育士沖縄県保育士沖縄県保育士沖縄県保育士・・・・保育所総合支援保育所総合支援保育所総合支援保育所総合支援センターセンターセンターセンターについてについてについてについて

((((1111)))) 設立意義設立意義設立意義設立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。。。。

((((2222)))) 年次計画年次計画年次計画年次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。。。。

4444 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についてについてについてについて

((((1111)))) 現在現在現在現在のののの普及状況普及状況普及状況普及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)))) 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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((火火火火))))
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 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)))) 知事知事知事知事がががが普天間普天間普天間普天間のののの移設移設移設移設についてについてについてについて政治的政治的政治的政治的なななな観点観点観点観点からのからのからのからの判断判断判断判断をををを下下下下すすすす上上上上でででで、、、、米国米国米国米国のののの情報情報情報情報はははは重要重要重要重要
だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、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におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報のののの収集収集収集収集、、、、分析分析分析分析、、、、判断判断判断判断はははは適切適切適切適切になされてになされてになされてになされて、、、、知事知事知事知事
へへへへ伝伝伝伝えられているのかえられているのかえられているのかえられているのか伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた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課題課題課題課題とととと取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 中国中国中国中国がががが防空識別圏防空識別圏防空識別圏防空識別圏をををを設定設定設定設定しししし、、、、海域海域海域海域、、、、空域空域空域空域をめぐってをめぐってをめぐってをめぐって一触即発一触即発一触即発一触即発のののの状況状況状況状況になってきたになってきたになってきたになってきた。。。。本県本県本県本県
にとってのこのにとってのこのにとってのこのにとってのこの危機的危機的危機的危機的なななな状況状況状況状況をををを食食食食いとめるいとめるいとめるいとめる手手手手だてをだてをだてをだてを打打打打つつつつ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。。。。またまたまたまた、、、、
そのようなそのようなそのようなそのような状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、国民保護法国民保護法国民保護法国民保護法にににに基基基基づくづくづくづく県県県県としてのとしてのとしてのとしての認識認識認識認識とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 県内市町村県内市町村県内市町村県内市町村ではではではでは国民保護法国民保護法国民保護法国民保護法にににに基基基基づくづくづくづく国民保護計画国民保護計画国民保護計画国民保護計画はどのはどのはどのはどの程度策定程度策定程度策定程度策定されているかされているかされているかされているか。。。。

((((4444)))) 防災拠点防災拠点防災拠点防災拠点としてのとしてのとしてのとしてのハワイハワイハワイハワイのののの現状視察現状視察現状視察現状視察からからからから西太平洋西太平洋西太平洋西太平洋のののの防災拠点沖縄防災拠点沖縄防災拠点沖縄防災拠点沖縄をををを検討検討検討検討するするするする上上上上でどのよでどのよでどのよでどのよ
うなことがうなことがうなことがうなことが参考参考参考参考となったのかとなったのかとなったのかとなったのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 日中関係日中関係日中関係日中関係がががが緊張緊張緊張緊張するするするする中中中中でででで、、、、高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事のののの中国中国中国中国とととと台湾台湾台湾台湾のののの訪問訪問訪問訪問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そうがそうがそうがそ
のののの成果成果成果成果をををを伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた福建友好会館福建友好会館福建友好会館福建友好会館のののの現状現状現状現状とととと今後今後今後今後のののの活用方針活用方針活用方針活用方針をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) 高良副知事高良副知事高良副知事高良副知事のののの中国中国中国中国、、、、台湾台湾台湾台湾のののの訪問訪問訪問訪問のののの成果成果成果成果のののの上上上上にににに、、、、知事知事知事知事がががが中国中国中国中国とととと台湾台湾台湾台湾をををを訪問訪問訪問訪問するということするということするということするということ
もありもありもありもあり得得得得るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((7777)))) 琉米親善会館琉米親善会館琉米親善会館琉米親善会館のののの設置設置設置設置についてそのについてそのについてそのについてその実現実現実現実現のののの可能性可能性可能性可能性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((8888)))) 大神島大神島大神島大神島のののの遠見台遠見台遠見台遠見台がががが「「「「先島諸島火番盛先島諸島火番盛先島諸島火番盛先島諸島火番盛」」」」にににに追加指定追加指定追加指定追加指定されたがされたがされたがされたが、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島にはこれらにはこれらにはこれらにはこれら遠見台遠見台遠見台遠見台
があるのかがあるのかがあるのかがあるのか、、、、県県県県はははは調査調査調査調査したことがあるのかしたことがあるのかしたことがあるのかしたことがあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

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)))) 本県本県本県本県のののの県立高校県立高校県立高校県立高校のののの修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行についてはについてはについてはについては、、、、家庭家庭家庭家庭のののの経済状況経済状況経済状況経済状況にににに大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ続続続続けていけていけていけてい
るようだがるようだがるようだがるようだが、、、、本県本県本県本県とととと同同同同じようにじようにじようにじように県民所得県民所得県民所得県民所得がががが低低低低いいいい他県他県他県他県におけるにおけるにおけるにおける実施状況実施状況実施状況実施状況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進学校進学校進学校進学校をををを中高一貫校中高一貫校中高一貫校中高一貫校としてさらにとしてさらにとしてさらにとしてさらにレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップをををを図図図図るべきではないかるべきではないかるべきではないかるべきではないか。。。。

((((3333)))) 土曜日土曜日土曜日土曜日のののの授業普及授業普及授業普及授業普及へへへへ省令改正省令改正省令改正省令改正がなされるようだががなされるようだががなされるようだががなされるようだが、、、、県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会としてはどのようにとしてはどのようにとしてはどのようにとしてはどのように対応対応対応対応
をするのかをするのかをするのかをするのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省はははは来年度来年度来年度来年度のののの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のののの実施要項実施要項実施要項実施要項をををを見直見直見直見直しししし、、、、市町村教委市町村教委市町村教委市町村教委がががが学校別学校別学校別学校別のののの結結結結
果果果果をををを公表公表公表公表できできできでき、、、、またまたまたまた県教委県教委県教委県教委によるによるによるによる市町村別市町村別市町村別市町村別やややや学校別学校別学校別学校別のののの結果公表結果公表結果公表結果公表もももも可能可能可能可能となるとなるとなるとなる。。。。教育長教育長教育長教育長のののの
見解見解見解見解とととと、、、、本県本県本県本県においてどのようなにおいてどのようなにおいてどのようなにおいてどのような状況状況状況状況がががが予想予想予想予想されるかされるかされるかされるか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 旭橋再開発地区旭橋再開発地区旭橋再開発地区旭橋再開発地区におけるにおけるにおけるにおける複合施設複合施設複合施設複合施設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

((((1111)))) 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見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 観光人材観光人材観光人材観光人材のののの育成育成育成育成をををを図図図図るるるる上上上上でででで、、、、観光図書館観光図書館観光図書館観光図書館のののの設置設置設置設置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。。。。またまたまたまた沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光コンコンコンコン
ベンションビューローベンションビューローベンションビューローベンションビューローをこのをこのをこのをこの施設内施設内施設内施設内にににに誘致誘致誘致誘致できないかできないかできないかできないか。。。。

4444 オリンピックオリンピックオリンピックオリンピック対策対策対策対策についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県からからからから金金金金メダルメダルメダルメダル」」」」をというをというをというをという声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、競技種目競技種目競技種目競技種目をををを絞絞絞絞ってってってって取取取取りりりり組組組組むむむむ必要必要必要必要があるのではがあるのではがあるのではがあるのでは
ないかないかないかないか。。。。

((((2222)))) ボクシングボクシングボクシングボクシングもそのもそのもそのもその可能性可能性可能性可能性のあるのあるのあるのある種目種目種目種目だとだとだとだと思思思思うううう。。。。アマチュアアマチュアアマチュアアマチュアととととプロプロプロプロでのでのでのでの県出身県出身県出身県出身のののの活躍活躍活躍活躍ぶりをぶりをぶりをぶりを伺伺伺伺
うううう。。。。

((((3333)))) 奥武山公園内奥武山公園内奥武山公園内奥武山公園内にあるにあるにあるにあるボクシングボクシングボクシングボクシング会館会館会館会館はははは老朽化老朽化老朽化老朽化がががが激激激激しいしいしいしい。。。。建建建建てかえてかえてかえてかえ、、、、機能充実機能充実機能充実機能充実をををを含含含含めてめてめてめて検検検検
討討討討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。。。。

5555 福島県福島県福島県福島県へのへのへのへの復興支援復興支援復興支援復興支援についてについてについてについて

((((1111)))) 福島県側福島県側福島県側福島県側からからからからＪＴＡＪＴＡＪＴＡＪＴＡのののの那覇那覇那覇那覇とととと福島福島福島福島をををを結結結結ぶぶぶぶ定期直行便定期直行便定期直行便定期直行便のののの運航再開運航再開運航再開運航再開がががが望望望望まれているまれているまれているまれている。。。。本県本県本県本県はははは
どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組むかむかむかむか伺伺伺伺うううう。。。。
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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7777回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月10101010    日日日日((((火火火火))))
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 中川中川中川中川　　　　京貴京貴京貴京貴（（（（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 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの実績実績実績実績についてについてについてについて

((((1111)))) 仲井眞知事就任後仲井眞知事就任後仲井眞知事就任後仲井眞知事就任後７７７７年間年間年間年間のののの実績実績実績実績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)))) 知事知事知事知事のののの行財政改革行財政改革行財政改革行財政改革のののの主主主主なななな実績実績実績実績とととと成果成果成果成果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金のののの進進進進状況状況状況状況・・・・県市町村県市町村県市町村県市町村のののの取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと来年度来年度来年度来年度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

2222 県経済県経済県経済県経済のののの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

((((1111)))) 政府政府政府政府がががが2014201420142014年度当初予算案年度当初予算案年度当初予算案年度当初予算案でででで公共事業費公共事業費公共事業費公共事業費をををを2013201320132013年度当初年度当初年度当初年度当初のののの５５５５兆兆兆兆2853285328532853億円億円億円億円からからからから減額減額減額減額すすすす
るるる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。。。。2014201420142014年度年度年度年度のののの公共事業費公共事業費公共事業費公共事業費のののの減額減額減額減額にににに伴伴伴伴いいいい、、、、県県県県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
伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県内最大県内最大県内最大県内最大のののの２２２２万人収容大型万人収容大型万人収容大型万人収容大型ＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥＭＩＣＥ施設施設施設施設のののの整備整備整備整備についてはについてはについてはについては、、、、西原町西原町西原町西原町・・・・与那原町与那原町与那原町与那原町をををを初初初初めめめめ早早早早くくくく
もももも市町村市町村市町村市町村のののの誘致誘致誘致誘致がががが活発化活発化活発化活発化しているしているしているしている。。。。県県県県がががが計画計画計画計画しているしているしているしている施設施設施設施設のののの機能機能機能機能やややや運営等運営等運営等運営等のののの基本的基本的基本的基本的なななな
考考考考ええええ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。。。。

((((3333)))) 2014201420142014年度年度年度年度のののの予算予算予算予算のののの基本方針基本方針基本方針基本方針とととと県経済県経済県経済県経済のののの自立自立自立自立にににに向向向向けたけたけたけた基盤整備基盤整備基盤整備基盤整備とととと施策施策施策施策についてについてについてについて

((((4444)))) 政府政府政府政府がががが勧勧勧勧めためためためた平成平成平成平成のののの大合併大合併大合併大合併にににに伴伴伴伴うううう国国国国のののの特例措置特例措置特例措置特例措置がががが2014201420142014年度年度年度年度からからからから相次相次相次相次いでいでいでいで期限切期限切期限切期限切れをれをれをれを迎迎迎迎
えるがえるがえるがえるが、、、、本県本県本県本県にににに対対対対するするするす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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業沖縄県離島体験促進事業についてについてについてについて

((((1111)))) 事業内容事業内容事業内容事業内容・・・・経緯経緯経緯経緯についてについてについてについて

((((2222)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの実績実績実績実績とととと期待期待期待期待されるされるされるされる効果効果効果効果についてについてについてについて

((((3333)))) 2014201420142014年度年度年度年度のののの予定件数予定件数予定件数予定件数とととと予算予算予算予算についてについてについてについて

4444 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)))) 乳幼児医療費乳幼児医療費乳幼児医療費乳幼児医療費のののの無料化制度無料化制度無料化制度無料化制度のののの経緯経緯経緯経緯、、、、またまたまたまた財源措置財源措置財源措置財源措置についてについてについてについて

((((2222)))) 通院費通院費通院費通院費をををを引引引引きききき上上上上げたげたげたげた場合場合場合場合のののの予算予算予算予算とととと対象者対象者対象者対象者についてについてについてについて

((((3333)))) 自動償還払自動償還払自動償還払自動償還払いいいい現物給付貸付制度現物給付貸付制度現物給付貸付制度現物給付貸付制度についてについてについてについて

((((4444)))) 政府政府政府政府はははは、、、、2015201520152015年度年度年度年度からからからから新新新新たなたなたなたな子育子育子育子育てててて支援制度支援制度支援制度支援制度としてとしてとしてとして、、、、認可保育所認可保育所認可保育所認可保育所のののの利用要件利用要件利用要件利用要件をををを緩和緩和緩和緩和しししし、、、、
保護者保護者保護者保護者ががががパートタイムパートタイムパートタイムパートタイムやややや求職活動中求職活動中求職活動中求職活動中などでもなどでもなどでもなどでも認認認認めるほかめるほかめるほかめるほか、、、、大幅大幅大幅大幅なななな緩和緩和緩和緩和でででで育児中育児中育児中育児中のののの女性女性女性女性のののの
働働働働きやすいきやすいきやすいきやすい環境整備環境整備環境整備環境整備をををを図図図図るとしているるとしているるとしているるとしている。。。。利用対象者利用対象者利用対象者利用対象者がふえることががふえることががふえることががふえることが本県本県本県本県のののの場合場合場合場合、、、、対応対応対応対応はははは可可可可
能能能能であるかであるかであるかであるか。。。。

((((5555)))) 防衛省防衛省防衛省防衛省はははは、、、、認可外保育所認可外保育所認可外保育所認可外保育所にににに対対対対するするするする防衛対策事業防衛対策事業防衛対策事業防衛対策事業についてについてについてについて、、、、認可外保育施設指導監督認可外保育施設指導監督認可外保育施設指導監督認可外保育施設指導監督
基準基準基準基準をををを満満満満たしたたしたたしたたした施設施設施設施設をををを対象対象対象対象とするとするとすると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、、、、本県本県本県本県のののの要求要求要求要求はははは全全全全てのてのてのての施設施設施設施設へのへのへのへの補助補助補助補助でででで
あるあるあるある。。。。防衛省防衛省防衛省防衛省からのからのからのからの回答回答回答回答とととと県県県県のののの対応対応対応対応はははは。。。。

5555 防音工事防音工事防音工事防音工事についてについてについてについて

((((1111)))) 前年度前年度前年度前年度（（（（平成平成平成平成24242424年年年年））））のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの実績実績実績実績とととと件数件数件数件数、、、、総予算総予算総予算総予算についてについてについてについて

((((2222)))) 本年度本年度本年度本年度（（（（平成平成平成平成25252525年年年年））））のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの件数件数件数件数とととと予算予算予算予算、、、、執行率執行率執行率執行率についてについてについてについて

((((3333)))) 来年度来年度来年度来年度（（（（平成平成平成平成26262626年年年年））））のののの防音工事防音工事防音工事防音工事のののの件数件数件数件数とととと予算予算予算予算についてについてについてについて

((((4444)))) 本県本県本県本県におけるにおけるにおけるにおける75757575ＷＷＷＷ以上区域以上区域以上区域以上区域によるによるによるによる件数件数件数件数についてについてについてについて

((((5555)))) 県県県県のののの防音工事防音工事防音工事防音工事にににに対対対対しししし課題課題課題課題とととと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

((((6666)))) 防音工事防音工事防音工事防音工事のののの手続手続手続手続のののの簡素化簡素化簡素化簡素化についてについてについてについて

((((7777)))) 県営団地県営団地県営団地県営団地のののの防音工事防音工事防音工事防音工事がががが対象対象対象対象となっているとなっているとなっているとなっている件数件数件数件数とととと手続手続手続手続、、、、今後今後今後今後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

((((8888)))) 防音工事区域拡大防音工事区域拡大防音工事区域拡大防音工事区域拡大についてについてについてについて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

6666 那覇空港那覇空港那覇空港那覇空港のののの整備事業整備事業整備事業整備事業についてについてについてについて
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((((1111)))) 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ににに係係係係るるるる今後今後今後今後ののののスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールについてについてについてについて

((((2222)))) 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へのへのへのへの県内建設業者優先活用県内建設業者優先活用県内建設業者優先活用県内建設業者優先活用についてについてについてについて

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


