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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11111111    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 上原上原上原上原　　　　　　　　章章章章（（（（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 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)))) 「「「「子子子子どもどもどもども生活福祉部生活福祉部生活福祉部生活福祉部」」」」設置設置設置設置のののの目的目的目的目的をををを伺伺伺伺いますいますいますいます（（（（これまでとのこれまでとのこれまでとのこれまでとの違違違違いいいい、、、、効果等効果等効果等効果等）。）。）。）。

((((2222)))) こどもこどもこどもこども医療費助成事業医療費助成事業医療費助成事業医療費助成事業のののの通院分年齢引通院分年齢引通院分年齢引通院分年齢引きききき上上上上げについてげについてげについてげについて、、、、県県県県はははは実施主体実施主体実施主体実施主体であるであるであるである市町村市町村市町村市町村のののの
意向意向意向意向をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ検討検討検討検討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、、、、取取取取りりりり組組組組みはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか。。。。窓口払窓口払窓口払窓口払いのいのいのいの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減
もももも含含含含めめめめ伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((3333)))) 離島離島離島離島・・・・僻地僻地僻地僻地がんがんがんがん患者通院等患者通院等患者通院等患者通院等にににに係係係係るるるる負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減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（（（（内容内容内容内容、、、、今後今後今後今後のののの展開展開展開展開）。）。）。）。

2222 観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ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)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客のののの移動移動移動移動のののの円滑化円滑化円滑化円滑化をををを図図図図るためるためるためるため、、、、案内板表示案内板表示案内板表示案内板表示のののの多言語化多言語化多言語化多言語化ややややＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（ＩＣＴ（情報通信技情報通信技情報通信技情報通信技
術術術術））））のののの充実充実充実充実はははは重要重要重要重要とととと考考考考えますえますえますえます。。。。現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客ののののレンタカーレンタカーレンタカーレンタカー利用状況及利用状況及利用状況及利用状況及びびびび事故事故事故事故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)))) レンタカーレンタカーレンタカーレンタカーをををを利用利用利用利用するするするする外国人観光客外国人観光客外国人観光客外国人観光客にににに県内観光県内観光県内観光県内観光のののの地図地図地図地図やややや交通安全交通安全交通安全交通安全にににに係係係係るるるる説明説明説明説明、、、、事故事故事故事故にににに
あったあったあったあった場合場合場合場合のののの対応等対応等対応等対応等がわかるがわかるがわかるがわかる多言語多言語多言語多言語のののの案内書案内書案内書案内書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取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) スポーツコミッションスポーツコミッションスポーツコミッションスポーツコミッション沖縄沖縄沖縄沖縄（（（（仮称仮称仮称仮称））））のののの設立設立設立設立についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます（（（（内容内容内容内容、、、、効果等効果等効果等効果等）。）。）。）。

3333 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)))) 県県県県はははは、、、、国国国国にににに対対対対しししし、、、、平成平成平成平成26262626年度税制改正年度税制改正年度税制改正年度税制改正のののの要望要望要望要望をををを求求求求めているがめているがめているがめているが、、、、主主主主なななな内容内容内容内容とととと効果効果効果効果、、、、実現実現実現実現のののの
見通見通見通見通しをしをしをしを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 「「「「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、、、、課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((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実証事業低減実証事業低減実証事業低減実証事業」」」」のののの現状現状現状現状、、、、課題課題課題課題、、、、今後今後今後今後のののの展望展望展望展望をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((4444)))) 県県県県はははは、、、、農林水産振興農林水産振興農林水産振興農林水産振興のためのためのためのため「「「「農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業農林水産物流通条件不利性解消事業」」」」にににに取取取取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる
がががが、、、、離島離島離島離島のののの生産者生産者生産者生産者からからからから、、、、機材機材機材機材やややや肥料肥料肥料肥料・・・・飼料等飼料等飼料等飼料等、、、、本土本土本土本土、、、、本島本島本島本島からからからから島島島島にににに運運運運ぶぶぶぶ運賃運賃運賃運賃がががが高騰高騰高騰高騰しししし、、、、
負担負担負担負担がががが増大増大増大増大しているとのしているとのしているとのしているとの声声声声がががが寄寄寄寄せられていますせられていますせられていますせられています。。。。支援支援支援支援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、、、、現状現状現状現状とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺
いますいますいますいます。。。。

((((5555)))) 農連市場再開発農連市場再開発農連市場再開発農連市場再開発のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの展望展望展望展望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 公共事業公共事業公共事業公共事業についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「地域地域地域地域のののの元気臨時交付金元気臨時交付金元気臨時交付金元気臨時交付金」」」」のののの概要概要概要概要とととと効果効果効果効果をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) 県道県道県道県道82828282号那覇糸満線号那覇糸満線号那覇糸満線号那覇糸満線におけるにおけるにおけるにおける糸満市潮平小学校沿糸満市潮平小学校沿糸満市潮平小学校沿糸満市潮平小学校沿いのいのいのいの道路道路道路道路はははは、、、、大雨大雨大雨大雨によるによるによるによる冠水冠水冠水冠水がががが極極極極めめめめ
てててて深刻深刻深刻深刻でありでありでありであり、、、、早急早急早急早急なななな対策対策対策対策がががが必要必要必要必要ですですですです。。。。取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成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11111111    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 具志堅具志堅具志堅具志堅　　　　透透透透（（（（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 教育問題教育問題教育問題教育問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会がががが進進進進めるめるめるめる県立高等学校再編整備計画県立高等学校再編整備計画県立高等学校再編整備計画県立高等学校再編整備計画におけるにおけるにおけるにおける県立本部高校県立本部高校県立本部高校県立本部高校とととと県立北山県立北山県立北山県立北山
高校高校高校高校とのとのとのとの合併合併合併合併・・・・統合問題統合問題統合問題統合問題についてについてについてについて、、、、現在現在現在現在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伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

2222 離島振興離島振興離島振興離島振興についてについてについてについて

((((1111)))) 本部港本部港本部港本部港・・・・運天港運天港運天港運天港のののの離島航路離島航路離島航路離島航路のののの屋根屋根屋根屋根つきつきつきつき荷荷荷荷さばきさばきさばきさばき場整備場整備場整備場整備についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

((((2222)))) （（（（運天港運天港運天港運天港））））離島航路離島航路離島航路離島航路のののの陸電設備陸電設備陸電設備陸電設備のののの整備整備整備整備についてについてについてについて伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。

3333 エネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョンエネルギービジョン・・・・アクションプランアクションプランアクションプランアクションプランについてについてについてについて

((((1111)))) 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導入率導入率導入率導入率のののの目標目標目標目標についてについてについてについて、、、、一次一次一次一次エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー供給量供給量供給量供給量にににに対対対対するするするする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比率比率比率比率とととと実効性実効性実効性実効性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)))) 太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電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伺伺伺伺いますいますいますいます（（（（遊休農地遊休農地遊休農地遊休農地・・・・原野等原野等原野等原野等のののの活用活用活用活用）。）。）。）。

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11111111    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 島袋島袋島袋島袋　　　　　　　　大大大大（（（（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 空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設空手道会館建設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はははは。。。。

((((2222)))) これからのこれからのこれからのこれからのタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールはははは。。。。

((((3333)))) 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開会式開会式開会式開会式においてにおいてにおいてにおいて沖縄空手沖縄空手沖縄空手沖縄空手・・・・古武道古武道古武道古武道のののの演武演武演武演武をををを行行行行いいいい、、、、
沖縄空手沖縄空手沖縄空手沖縄空手・・・・古武道古武道古武道古武道をををを世界世界世界世界ににににアピールアピールアピールアピールするするするするチャンスチャンスチャンスチャンスだとだとだとだと思思思思うがうがうがうが考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 ＭＩＣＥ（ＭＩＣＥ（ＭＩＣＥ（ＭＩＣＥ（国際会議国際会議国際会議国際会議・・・・商談会商談会商談会商談会などなどなどなど））））についてについてについてについて

((((1111)))) 豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市やややや市議会市議会市議会市議会からからからから建設誘致建設誘致建設誘致建設誘致のののの要請要請要請要請があったががあったががあったががあったが対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) これからのこれからのこれからのこれからのタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールタイムスケジュールはははは。。。。

((((3333)))) 国際商談会国際商談会国際商談会国際商談会「「「「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」」」」がががが行行行行われたがわれたがわれたがわれたが成果成果成果成果とこれからのとこれからのとこれからのとこれから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伺伺伺伺
うううう。。。。

3333 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの海外事務所海外事務所海外事務所海外事務所についてについてについてについて

((((1111)))) 現在何現在何現在何現在何カカカカ国国国国でででで数数数数はははは幾幾幾幾つかつかつかつか。。。。

((((2222)))) 職員体制職員体制職員体制職員体制はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

4444 沖縄県観光客数沖縄県観光客数沖縄県観光客数沖縄県観光客数についてについてについてについて

((((1111)))) 前年前年前年前年とととと比比比比べてのべてのべてのべての実績実績実績実績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

((((2222)))) 外国外国外国外国クルーズクルーズクルーズクルーズ船船船船のののの寄港回数寄港回数寄港回数寄港回数についてのについてのについてのについての状況状況状況状況はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか。。。。

((((3333)))) １１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの観光客観光客観光客観光客のののの消費額消費額消費額消費額についてはについてはについてはについては。。。。

5555 県立農水商工業高校県立農水商工業高校県立農水商工業高校県立農水商工業高校についてについてについてについて

((((1111)))) 商品開発商品開発商品開発商品開発をしてをしてをしてをして商標登録商標登録商標登録商標登録をををを行行行行っているっているっているっている学校学校学校学校はははは幾幾幾幾つあるのかつあるのかつあるのかつあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 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実施内容実施内容実施内容実施内容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 沖縄県待機児童解消支援基金条例沖縄県待機児童解消支援基金条例沖縄県待機児童解消支援基金条例沖縄県待機児童解消支援基金条例のののの制定目的制定目的制定目的制定目的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 県警関係県警関係県警関係県警関係についてについてについてについて

((((1111)))) 千葉県千葉県千葉県千葉県がががが移動交番移動交番移動交番移動交番をををを導入導入導入導入しししし、、、、県民県民県民県民のののの安心安全安心安全安心安全安心安全のためにのためにのためにのために成功成功成功成功しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、県県県県
警警警警としてはとしてはとしてはとしては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。。。。

((((2222)))) 県警県警県警県警としてはとしてはとしてはとしては移動交番移動交番移動交番移動交番をををを導入導入導入導入していくしていくしていくしていく考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺うううう。。。。

9999 我我我我がががが党党党党のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて



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11111111    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 砂川砂川砂川砂川　　　　利勝利勝利勝利勝（（（（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 離島離島離島離島におけるにおけるにおけるにおける農業振興策農業振興策農業振興策農業振興策についてについてについてについて

((((1111)))) 竹富町竹富町竹富町竹富町ヨナラヨナラヨナラヨナラ原土地改良地区原土地改良地区原土地改良地区原土地改良地区のののの採択状況採択状況採択状況採択状況についてについてについてについて

((((2222)))) 竹富町西表島竹富町西表島竹富町西表島竹富町西表島のののの農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業のののの状況状況状況状況についてについてについてについて

((((3333)))) 石垣市石垣市石垣市石垣市のののの農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業農業集落排水事業のののの状況状況状況状況についてについてについてについて

2222 新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港アクセスアクセスアクセスアクセス道路道路道路道路についてについてについてについて

((((1111)))) アクセスアクセスアクセスアクセス道路道路道路道路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

3333 石垣漁港西側海域石垣漁港西側海域石垣漁港西側海域石垣漁港西側海域のののの漁場回復漁場回復漁場回復漁場回復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)))) 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

4444 県立図書館八重山分館県立図書館八重山分館県立図書館八重山分館県立図書館八重山分館のののの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

((((1111)))) 蔵書蔵書蔵書蔵書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

5555 与那国町県道与那国町県道与那国町県道与那国町県道217217217217号線号線号線号線（（（（与那国港線与那国港線与那国港線与那国港線））））祖納集落内一部拡張整備祖納集落内一部拡張整備祖納集落内一部拡張整備祖納集落内一部拡張整備についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの方針方針方針方針についてについてについてについて

((((2222)))) 今後今後今後今後のののの具体的具体的具体的具体的なななな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 竹富町竹富町竹富町竹富町のののの水道問題水道問題水道問題水道問題についてについてについてについて

((((1111)))) 老朽化老朽化老朽化老朽化したしたしたした海底送水管海底送水管海底送水管海底送水管のののの改善改善改善改善についてについてについてについて

7777 離島住民離島住民離島住民離島住民などなどなどなど交通交通交通交通コストコストコストコスト負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業負担軽減事業についてについてについてについて

((((1111)))) 竹富町離島間定期路線竹富町離島間定期路線竹富町離島間定期路線竹富町離島間定期路線のののの運賃体系運賃体系運賃体系運賃体系などなどなどなど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)))) 利用実態利用実態利用実態利用実態についてについてについてについて

((((3333)))) 交通交通交通交通コストコストコストコストについてのについてのについてのについて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

((((4444)))) 対応策対応策対応策対応策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11111111    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　　　　良俊良俊良俊良俊（（（（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 農林水産業農林水産業農林水産業農林水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)))) 農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業のののの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
　　　　農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業のののの平成平成平成平成26262626年度予算年度予算年度予算年度予算のののの確保確保確保確保にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県県県県としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとして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)))) 事業事業事業事業のののの執行対応執行対応執行対応執行対応についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業におけるにおけるにおけるにおける平成平成平成平成24242424年度年度年度年度、、、、平成平成平成平成25252525年度年度年度年度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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業農業農村整備事業をををを推進推進推進推進するするするする上上上上でででで最最最最もももも重要重要重要重要なことはなことはなことはなことは、、、、計画計画計画計画をををを立案立案立案立案しししし実践実践実践実践するするするする技師技師技師技師のののの確確確確
保保保保、、、、育成育成育成育成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、、、、今後今後今後今後のののの執行体制執行体制執行体制執行体制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)))) 太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備のののの導入導入導入導入についてについてについてについて
　　　　沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけるにおけるにおけるにおける農業水利施設農業水利施設農業水利施設農業水利施設にににに関連関連関連関連したしたしたした太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備太陽光発電設備のののの導入状況導入状況導入状況導入状況とととと今後今後今後今後のののの展開展開展開展開にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

2222 土木建築行政土木建築行政土木建築行政土木建築行政についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇広域都市計画区域那覇広域都市計画区域那覇広域都市計画区域那覇広域都市計画区域のののの市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域のののの土地活用土地活用土地活用土地活用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)))) 本島南部本島南部本島南部本島南部のののの島尻地区島尻地区島尻地区島尻地区はははは、、、、県都那覇市県都那覇市県都那覇市県都那覇市からからからから近近近近くくくく、、、、交通交通交通交通のののの利便性利便性利便性利便性、、、、アクセスアクセスアクセスアクセスもよいことからもよいことからもよいことからもよいことから
開発開発開発開発ののののポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャルはははは以前以前以前以前からからからから強強強強くくくく、、、、住宅需要等住宅需要等住宅需要等住宅需要等もももも高高高高いいいい。。。。しかししかししかししかし、、、、市街化区域市街化区域市街化区域市街化区域のののの面積面積面積面積
がががが小小小小さくさくさくさく、、、、市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域がががが大部分大部分大部分大部分をををを占占占占めるめるめるめる市町村市町村市町村市町村でででで、、、、望望望望むようなむようなむようなむような土地利用土地利用土地利用土地利用がががが制限制限制限制限ささささ
れていることかられていることかられていることかられていることから、、、、企業店舗等企業店舗等企業店舗等企業店舗等のののの誘致誘致誘致誘致ができずができずができずができず、、、、地域地域地域地域のののの活性化活性化活性化活性化がががが図図図図られなくなっていられなくなっていられなくなっていられなくなってい
るるるる。。。。このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況からからからから那覇広域都市計画区域那覇広域都市計画区域那覇広域都市計画区域那覇広域都市計画区域のののの区域区分制度区域区分制度区域区分制度区域区分制度はははは地方分権地方分権地方分権地方分権のののの流流流流れやれやれやれや
規制緩和政策規制緩和政策規制緩和政策規制緩和政策にににに逆行逆行逆行逆行しているのではないかとしているのではないかとしているのではないかとしているのではないかと感感感感じるがじるがじるがじるが県県県県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。。。。

((((ｲｲｲｲ)))) 県県県県のののの都市計画都市計画都市計画都市計画・・・・建築許可建築許可建築許可建築許可のののの担当課担当課担当課担当課はははは、、、、市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域をををを多多多多くくくく抱抱抱抱えるえるえるえる市町村市町村市町村市町村のののの土地活土地活土地活土地活
用等用等用等用等についてのについてのについてのについての意見意見意見意見、、、、要望等要望等要望等要望等にににに耳耳耳耳をををを傾傾傾傾けけけけ、、、、現状現状現状現状のののの打開策打開策打開策打開策をををを市町村市町村市町村市町村とともにとともにとともにとともに真剣真剣真剣真剣にににに考考考考ええええ
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うがうがうがうが、、、、県県県県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)))) 都市計画法第都市計画法第都市計画法第都市計画法第34343434条条条条のののの11111111号号号号、、、、12121212号緩和区域号緩和区域号緩和区域号緩和区域のののの拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは11111111号号号号・・・・12121212号緩和区域号緩和区域号緩和区域号緩和区域のののの編入条件編入条件編入条件編入条件をををを大規模指定既存集落大規模指定既存集落大規模指定既存集落大規模指定既存集落のののの区域区域区域区域とととと考考考考えているがえているがえているがえているが、、、、県県県県
がががが指定指定指定指定しているしているしているしている大規摸指定既存集落大規摸指定既存集落大規摸指定既存集落大規摸指定既存集落のののの定義定義定義定義はははは何何何何かかかか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 他都道府県他都道府県他都道府県他都道府県でもでもでもでも同様同様同様同様にににに11111111号号号号・・・・12121212号緩和区域号緩和区域号緩和区域号緩和区域へのへのへのへの編入条件編入条件編入条件編入条件をををを大規模指定既存集落区域大規模指定既存集落区域大規模指定既存集落区域大規模指定既存集落区域
としてとしてとしてとして限定限定限定限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いたいいたいいたいいたい。。。。

ｳｳｳｳ 県制定県制定県制定県制定のののの「「「「都市計画法都市計画法都市計画法都市計画法にににに基基基基づくづくづくづく開発行為及開発行為及開発行為及開発行為及びびびび新築等新築等新築等新築等のののの許可許可許可許可のののの基準基準基準基準にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」のののの中中中中
でででで、、、、11111111号号号号・・・・12121212号緩和区域号緩和区域号緩和区域号緩和区域へのへのへのへの編入編入編入編入においてにおいてにおいてにおいて、、、、大規模指定既存集落大規模指定既存集落大規模指定既存集落大規模指定既存集落をををを限定限定限定限定としたとしたとしたとした条件内条件内条件内条件内
容容容容でなければならずでなければならずでなければならずでなければならず、、、、編入要件編入要件編入要件編入要件をををを早急早急早急早急にににに見直見直見直見直しししし、、、、大規模指定既存集落区域外大規模指定既存集落区域外大規模指定既存集落区域外大規模指定既存集落区域外でもでもでもでも編入編入編入編入
できるようにできるようにできるようにできるように検討検討検討検討すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思うがうがうがうが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。。。。

ｴｴｴｴ 土地改良法第土地改良法第土地改良法第土地改良法第７７７７条条条条にあるにあるにあるにある非農用地非農用地非農用地非農用地についてについてについてについて、、、、土地改良事業土地改良事業土地改良事業土地改良事業でででで設定設定設定設定されたされたされたされた非農用地非農用地非農用地非農用地でのでのでのでの
地区計画地区計画地区計画地区計画のののの導入導入導入導入をををを進進進進めているようですがめているようですがめているようですがめているようですが、、、、20202020年以上経過年以上経過年以上経過年以上経過したしたしたした非農用地非農用地非農用地非農用地にににに地区計画導入地区計画導入地区計画導入地区計画導入
はははは難難難難しいことからしいことからしいことからしいことから、、、、非農用地区域非農用地区域非農用地区域非農用地区域においてもにおいてもにおいてもにおいても11111111号号号号・・・・12121212号区域号区域号区域号区域へへへへ編入編入編入編入できるようできるようできるようできるよう検討検討検討検討すべすべすべすべ
きだときだときだときだと思思思思うがうがうがうが考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｵｵｵｵ 県制定県制定県制定県制定のののの「「「「都市計画法都市計画法都市計画法都市計画法にににに基基基基づくづくづくづく開発行為及開発行為及開発行為及開発行為及びびびび新築等新築等新築等新築等のののの許可許可許可許可のののの基準基準基準基準にににに関関関関するするするする条例条例条例条例」」」」におにおにおにお
いていていていて、、、、11111111号号号号・・・・12121212号緩和区域号緩和区域号緩和区域号緩和区域へのへのへのへの編入条件編入条件編入条件編入条件をををを「「「「建築物建築物建築物建築物のののの敷地相互間敷地相互間敷地相互間敷地相互間のののの距離距離距離距離がががが50505050メートルメートルメートルメートル
以内以内以内以内でおおむねでおおむねでおおむねでおおむね50505050以上以上以上以上のののの建築物建築物建築物建築物がががが連連連連たんしているたんしているたんしているたんしている地域地域地域地域であることであることであることであること。」。」。」。」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、地域状地域状地域状地域状
況等況等況等況等をををを勘案勘案勘案勘案しししし「「「「おおむねおおむねおおむねおおむね30303030以上以上以上以上のののの建築物建築物建築物建築物がががが連連連連たんたんたんたん」」」」にににに見直見直見直見直しししし緩和緩和緩和緩和すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがうがうがうが、、、、県県県県のののの
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考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域のののの地区計画導入地区計画導入地区計画導入地区計画導入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 市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域市街化調整区域のののの地区計画制度地区計画制度地区計画制度地区計画制度がががが以前以前以前以前からあるがからあるがからあるがからあるが、、、、同地区計画同地区計画同地区計画同地区計画をををを活用活用活用活用したしたしたした事例事例事例事例はははは余余余余りりりり
聞聞聞聞かないがかないがかないがかないが、、、、活用事例活用事例活用事例活用事例はどのくらいあるのかはどのくらいあるのかはどのくらいあるのかはどのくらいあるのか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 活用事例活用事例活用事例活用事例がががが少少少少ないないないない、、、、またまたまたまた、、、、ないということはないということはないということはないということは地区計画導入地区計画導入地区計画導入地区計画導入におけるにおけるにおけるにおける県県県県とのとのとのとの事前協議事前協議事前協議事前協議のののの
ハードルハードルハードルハードルがががが高高高高くくくく設定設定設定設定されているのでされているのでされているのでされているので、、、、市町村市町村市町村市町村はははは地区計画地区計画地区計画地区計画をををを導入導入導入導入しししし、、、、活用活用活用活用したくてもしたくてもしたくてもしたくても活用活用活用活用
できないできないできないできない状態状態状態状態となっているととなっているととなっているととなっていると思思思思うううう。。。。県県県県はははは地区計画地区計画地区計画地区計画をををを活用活用活用活用するためのするためのするためのするための運用基準運用基準運用基準運用基準のののの見直見直見直見直しをしをしをしを
検討検討検討検討すべきだとすべきだとすべきだとすべきだと思思思思うがうがうがうが考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

3333 二級河川報得川二級河川報得川二級河川報得川二級河川報得川のののの指定変更指定変更指定変更指定変更とととと拡幅整備拡幅整備拡幅整備拡幅整備についてについてについてについて

((((1111)))) 八重瀬町八重瀬町八重瀬町八重瀬町からからからから二級河川指定二級河川指定二級河川指定二級河川指定のののの変更変更変更変更のののの要請要請要請要請があったとがあったとがあったとがあったと思思思思うがうがうがうが、、、、上流上流上流上流へへへへ指定延長指定延長指定延長指定延長をしたからをしたからをしたからをしたから
排水処理排水処理排水処理排水処理にににに対応対応対応対応できるとはできるとはできるとはできるとは考考考考えられないえられないえられないえられない。。。。下流下流下流下流からのからのからのからの拡幅整備拡幅整備拡幅整備拡幅整備をををを優先優先優先優先すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがうがうがうが県県県県
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)))) 今回今回今回今回、、、、指定延長指定延長指定延長指定延長はははは0000....595595595595キロメートルキロメートルキロメートルキロメートルであるがであるがであるがであるが、、、、南城市境界南城市境界南城市境界南城市境界までまでまでまで指定延長指定延長指定延長指定延長はできないかはできないかはできないかはできないか伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 流域下水処理場流域下水処理場流域下水処理場流域下水処理場のののの下水処理水下水処理水下水処理水下水処理水（（（（放流水放流水放流水放流水））））をををを高度処理高度処理高度処理高度処理してしてしてして、、、、報得川報得川報得川報得川のののの上流上流上流上流からからからから放流放流放流放流するこするこするこするこ
とでとでとでとで報得川報得川報得川報得川のののの水質環境水質環境水質環境水質環境をよくすることはできないかをよくすることはできないかをよくすることはできないかをよくすることはできないか伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

4444 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)))) 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））））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

ｱｱｱｱ 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））））はははは、、、、空手発祥空手発祥空手発祥空手発祥のののの地地地地としてとしてとしてとして世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるれるれるれる発信拠点発信拠点発信拠点発信拠点としてとしてとしてとして施設施設施設施設のののの整備整備整備整備をををを
図図図図るべきだとるべきだとるべきだとるべきだと思思思思うがうがうがうが、、、、建設目的建設目的建設目的建設目的とととと施設概要施設概要施設概要施設概要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。。。。

ｲｲｲｲ 会館会館会館会館のののの管理運営主体管理運営主体管理運営主体管理運営主体とととと運営方法運営方法運営方法運営方法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)))) 「「「「空手道空手道空手道空手道プレミアリーグジャパンオープンプレミアリーグジャパンオープンプレミアリーグジャパンオープンプレミアリーグジャパンオープン沖縄沖縄沖縄沖縄2014201420142014」」」」のののの開催開催開催開催についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 来年来年来年来年、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県でででで開催開催開催開催がががが予定予定予定予定されているされているされているされている世界空手道連盟世界空手道連盟世界空手道連盟世界空手道連盟（ＷＫＦ）（ＷＫＦ）（ＷＫＦ）（ＷＫＦ）主催主催主催主催によるによるによるによる「「「「プレミアプレミアプレミアプレミア
リーグジャパンオープンリーグジャパンオープンリーグジャパンオープンリーグジャパンオープン沖縄沖縄沖縄沖縄2014201420142014」」」」についてについてについてについて、、、、県県県県のかかわりとのかかわりとのかかわりとのかかわりと取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況についてについてについてについて伺伺伺伺
いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 大会大会大会大会がががが開催開催開催開催されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、空手空手空手空手のののの発祥地発祥地発祥地発祥地・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄をををを世界中世界中世界中世界中にににに宣伝宣伝宣伝宣伝するするするする絶好絶好絶好絶好のののの機会機会機会機会でもあるでもあるでもあるでもある
とととと思思思思うがうがうがうが、、、、経済効果経済効果経済効果経済効果のののの試算試算試算試算をどのようにをどのようにをどのように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伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

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
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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11111111    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 又吉又吉又吉又吉　　　　清義清義清義清義（（（（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 基地行政基地行政基地行政基地行政についてについてについてについて

((((1111)))) 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一日一日一日一日もももも早早早早いいいい危険性危険性危険性危険性のののの除去並除去並除去並除去並びにびにびにびに固定化阻止固定化阻止固定化阻止固定化阻止についてについてについてについて

((((2222)))) 2015201520152015年年年年３３３３月月月月ごろをめどにごろをめどにごろをめどにごろをめどに返還予定返還予定返還予定返還予定をされているをされているをされているをされている西普天間地区西普天間地区西普天間地区西普天間地区のののの跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画跡地利用計画へのへのへのへの県県県県のののの
バックアップバックアップバックアップバックアップ体制体制体制体制やややや国国国国とのかかわりについてとのかかわりについてとのかかわりについてとのかかわりについて

2222 基金基金基金基金のののの設立設立設立設立についてについてについてについて

((((1111)))) 履行保証制度履行保証制度履行保証制度履行保証制度のののの行政行政行政行政とととと一体一体一体一体となったとなったとなったとなっ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

((((2222)))) これからこれからこれからこれから返還返還返還返還されるされるされるされる軍用地跡地開発軍用地跡地開発軍用地跡地開発軍用地跡地開発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全国支援制度全国支援制度全国支援制度全国支援制度のののの確立確立確立確立についてについてについてについて

3333 水事情及水事情及水事情及水事情及びびびびダムダムダムダムのののの維持管理費用維持管理費用維持管理費用維持管理費用についてについてについてについて

((((1111)))) ダムダムダムダムのののの建設建設建設建設とととと現在現在現在現在のののの水事情水事情水事情水事情についてについてについてについて

ｱｱｱｱ ことしのことしのことしのことしの夏以降夏以降夏以降夏以降はははは記録的記録的記録的記録的なななな少雨傾向少雨傾向少雨傾向少雨傾向でありでありでありであり、、、、水不足水不足水不足水不足がががが気気気気になるところであるがになるところであるがになるところであるがになるところであるが、、、、今後今後今後今後のののの
水事情水事情水事情水事情はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫であるかであるかであるかであるか。。。。またまたまたまた、、、、ダムダムダムダム建設建設建設建設はははは億首億首億首億首ダムダムダムダムがががが最後最後最後最後となるとのことであるがとなるとのことであるがとなるとのことであるがとなるとのことであるが、、、、そそそそ
れでれでれでれで十分十分十分十分かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 億首億首億首億首ダムダムダムダム建設後建設後建設後建設後ははははダムダムダムダムのののの維持負担金維持負担金維持負担金維持負担金があるとのことですががあるとのことですががあるとのことですががあるとのことですが、、、、そのそのそのその額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。水道水道水道水道のののの原原原原
価価価価にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合はどれぐらいかはどれぐらいかはどれぐらいかはどれぐらいか。。。。またまたまたまた、、、、負担金負担金負担金負担金のののの使途使途使途使途はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか。。。。

4444 カジノカジノカジノカジノのののの法案法案法案法案とととと今後今後今後今後のののの県県県県とのとのとのと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

((((1111)))) カジノカジノカジノカジノのののの法案法案法案法案のののの今後今後今後今後のののの進進進進状祝状祝状祝状祝についてについてについてについて

((((2222)))) カジノカジノカジノカジノにににに対対対対するするするする認識認識認識認識とととと、、、、県県県県のののの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

((((3333)))) ラスベガスラスベガスラスベガスラスベガスのののの３３３３倍以上倍以上倍以上倍以上のののの規模規模規模規模をををを誇誇誇誇るるるるマカオマカオマカオマカオのののの現状現状現状現状とととと認識認識認識認識についてどのようにおについてどのようにおについてどのようにおについてどのようにお考考考考えかえかえかえか。。。。

5555 慢性化慢性化慢性化慢性化するするするする県内交通状況県内交通状況県内交通状況県内交通状況のののの緩和策緩和策緩和策緩和策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

((((1111)))) モノレールモノレールモノレールモノレールまたはまたはまたはまたは鉄軌道鉄軌道鉄軌道鉄軌道のののの北部地区北部地区北部地区北部地区までまでまでまで向向向向けたけたけたけた今後今後今後今後のののの計画計画計画計画ととととビジョンビジョンビジョンビジョンについてについてについてについて

6666 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11111111    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 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 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)))) 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移設問題移設問題移設問題移設問題にににに関関関関してしてしてして

ｱｱｱｱ 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてはとしてはとしてはとしては、、、、国内国内国内国内のののの他他他他のののの地域地域地域地域へのへのへのへの移設移設移設移設がががが、、、、合理的合理的合理的合理的かつかつかつかつ早期早期早期早期にににに課題課題課題課題をををを解決解決解決解決できるできるできるできる方方方方
策策策策であるとであるとであるとであると考考考考えておりえておりえておりえており、、、、日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに対対対対しししし、、、、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県外移設県外移設県外移設県外移設にににに真摯真摯真摯真摯にににに取取取取りりりり組組組組
むようむようむようむよう強強強強くくくく求求求求めるところですめるところですめるところですめるところです。。。。とととと、、、、内外内外内外内外にににに宣言宣言宣言宣言していますがしていますがしていますがしていますが、、、、そのそのそのその方針方針方針方針にににに変更変更変更変更はありませんはありませんはありませんはありません
かかかか。。。。

ｲｲｲｲ 橋本橋本橋本橋本、、、、小泉小泉小泉小泉、、、、鳩山鳩山鳩山鳩山、、、、野田野田野田野田、、、、安倍安倍安倍安倍とととと政権政権政権政権がががが交代交代交代交代したがしたがしたがしたが、、、、現在現在現在現在のののの安倍政権安倍政権安倍政権安倍政権はははは歴代歴代歴代歴代のどののどののどののどの政政政政
権権権権よりもよりもよりもよりも強権強権強権強権とととと思思思思えてならないがえてならないがえてならないがえてならないが、、、、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)))) 中国中国中国中国のののの防空識別圏設定防空識別圏設定防空識別圏設定防空識別圏設定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 中国機及中国機及中国機及中国機及びそのびそのびそのびその他他他他のののの外国機外国機外国機外国機にににに対対対対するするするするスクランブルスクランブルスクランブルスクランブルのののの回数及回数及回数及回数及びびびび、、、、発信基地名発信基地名発信基地名発信基地名をををを明明明明らかにらかにらかにらかに
しししし、、、、今後沖縄今後沖縄今後沖縄今後沖縄にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響がががが予測予測予測予測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)))) 特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案とととと在沖米軍基地及在沖米軍基地及在沖米軍基地及在沖米軍基地及びびびび自衛隊基地自衛隊基地自衛隊基地自衛隊基地とのとのとのと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 琉球新報社琉球新報社琉球新報社琉球新報社がががが外務省機密文書外務省機密文書外務省機密文書外務省機密文書（（（（日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定のののの考考考考ええええ方方方方・・・・増補版増補版増補版増補版））））をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、地位地位地位地位
協定協定協定協定にににに対対対対するするするする政府政府政府政府のののの考考考考ええええ方方方方がががが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった。。。。県民県民県民県民やややや国民国民国民国民にとってにとってにとってにとって、、、、非常非常非常非常にににに重大問題重大問題重大問題重大問題
にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず機密機密機密機密にしたにしたにしたにした。。。。このようにこのようにこのようにこのように、、、、現在審議中現在審議中現在審議中現在審議中のののの「「「「特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案特定秘密保護法案」」」」にはにはにはには、、、、多多多多くのくのくのくの
問題点問題点問題点問題点がががが潜潜潜潜んでいるとんでいるとんでいるとんでいると思思思思うがうがうがうが、、、、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)))) 地位協定地位協定地位協定地位協定のののの改定改定改定改定についてについてについてについて

ｱｱｱｱ これまでこれまでこれまでこれまで、、、、歴代歴代歴代歴代のののの知事知事知事知事がががが日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに地位協定地位協定地位協定地位協定のののの改定改定改定改定をををを要求要求要求要求してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進
まないまないまないまない原因原因原因原因はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 任期任期任期任期もあともあともあともあと１１１１年年年年とととと迫迫迫迫っていますがっていますがっていますがっていますが、、、、地位協定改定地位協定改定地位協定改定地位協定改定のののの展望展望展望展望についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 地位協定地位協定地位協定地位協定におけるにおけるにおけるにおける免税措置免税措置免税措置免税措置のののの種類種類種類種類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 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)))) 在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地在沖米軍基地におけるにおけるにおけるにおける、、、、防衛省防衛省防衛省防衛省とのとのとのとの共同使用基地名共同使用基地名共同使用基地名共同使用基地名とととと、、、、使用日数使用日数使用日数使用日数、、、、演習等演習等演習等演習等のののの種類種類種類種類、、、、基地基地基地基地
使用使用使用使用のののの範囲範囲範囲範囲をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 共同使用共同使用共同使用共同使用のののの法定根拠法定根拠法定根拠法定根拠をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((3333)))) 基地外基地外基地外基地外にににに住居住居住居住居をををを有有有有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、、、、家族等家族等家族等家族等のののの住民登録住民登録住民登録住民登録のののの有無及有無及有無及有無及びびびび掌握掌握掌握掌握についてについてについてについて、、、、説説説説
明明明明されたいされたいされたいされたい。。。。

((((4444)))) 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飛行飛行飛行ルートルートルートルートはははは自由自由自由自由かかかか。。。。それともそれともそれともそれとも、、、、決決決決まりがあるのかまりがあるのかまりがあるのかまりがあるのか伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) いわゆるいわゆるいわゆるいわゆる外人住宅外人住宅外人住宅外人住宅のののの家賃家賃家賃家賃、、、、光熱費用等光熱費用等光熱費用等光熱費用等にににに対対対対するするするする政府政府政府政府のののの補助補助補助補助はははは幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺うううう。。。。

3333 医療法人医療法人医療法人医療法人ほくとほくとほくとほくと会会会会についてについてについてについて

((((1111)))) 立入検査等立入検査等立入検査等立入検査等のののの結果結果結果結果をををを報告報告報告報告されたいされたいされたいされたい。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事のののの監督責任監督責任監督責任監督責任についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 医療法医療法医療法医療法63636363条条条条、、、、64646464条条条条はははは知事知事知事知事のののの監督責任監督責任監督責任監督責任をををを明確明確明確明確にしているのでにしているのでにしているのでにしているので、、、、早期解決早期解決早期解決早期解決にににに向向向向けてけてけてけて、、、、決断決断決断決断
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。。。。

((((3333)))) 会計会計会計会計はははは「「「「病院会計準則病院会計準則病院会計準則病院会計準則」」」」にににに基基基基づいてづいてづいてづいて行行行行われているかわれているかわれているかわれているか。。。。

((((4444)))) 医療法人医療法人医療法人医療法人がががが附帯業務附帯業務附帯業務附帯業務としてとしてとしてとして行行行行えるえるえるえる業務業務業務業務のののの範囲範囲範囲範囲をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 医療法人医療法人医療法人医療法人におけるにおけるにおけるにおける監事監事監事監事のののの業務及業務及業務及業務及びびびび役割役割役割役割をををを説明説明説明説明されたいされたいされたいされたい。。。。
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((((6666)))) 医療法人医療法人医療法人医療法人におけるにおけるにおけるにおける院長院長院長院長のののの業務及業務及業務及業務及びびびび権限権限権限権限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。。。。

4444 有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所についてについてについてについて

((((1111)))) 有床診療所有床診療所有床診療所有床診療所のののの数数数数、、、、一般病床数一般病床数一般病床数一般病床数、、、、療養型病床数療養型病床数療養型病床数療養型病床数、、、、医師数医師数医師数医師数、、、、科別科別科別科別。。。。

5555 ワンストップワンストップワンストップワンストップ支援支援支援支援センターセンターセンターセンター設立設立設立設立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。。。。

6666 沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策沖縄駐留軍離職者対策センターセンターセンターセンターのこれまでののこれまでののこれまでののこれまでの運営形態及運営形態及運営形態及運営形態及びびびび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説明説明説明説明されたされたされたされた
いいいい。。。。

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


