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※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

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26262626年第年第年第年第2222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04040404    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 20202020分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 辺野古埋立承認問題辺野古埋立承認問題辺野古埋立承認問題辺野古埋立承認問題についてについてについてについて
　　　　審査結果審査結果審査結果審査結果、、、、判断基準判断基準判断基準判断基準、、、、経緯等経緯等経緯等経緯等をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

2222 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



2

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

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26262626年第年第年第年第2222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04040404    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 20202020分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題についてについてについてについて

((((1111)))) 公有水面埋立承認決裁公有水面埋立承認決裁公有水面埋立承認決裁公有水面埋立承認決裁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
　　　　審査結果審査結果審査結果審査結果（（（（報告報告報告報告））））のののの調整経緯調整経緯調整経緯調整経緯についてについてについてについて、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの発言発言発言発言とととと百条委員会百条委員会百条委員会百条委員会におけるにおけるにおけるにおける証言証言証言証言とのとのとのとの
整合性整合性整合性整合性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設のののの反対行動反対行動反対行動反対行動にににに刑事特措法刑事特措法刑事特措法刑事特措法をををを適用適用適用適用することをすることをすることをすることを政府政府政府政府はははは検討検討検討検討をををを始始始始めたようだがめたようだがめたようだがめたようだが、、、、知知知知
事事事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。。。。

((((3333)))) 政府政府政府政府（（（（菅官房長官菅官房長官菅官房長官菅官房長官））））はははは埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認とととと、、、、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危険性危険性危険性危険性のののの除去除去除去除去、、、、負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減、、、、沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興
ははははパッケージパッケージパッケージパッケージだとしているがだとしているがだとしているがだとしているが、、、、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)))) 沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会「「「「要請書要請書要請書要請書」」」」のののの策定過程策定過程策定過程策定過程についてについてについてについて
　　　　策定策定策定策定のののの経緯経緯経緯経緯、、、、かかわったかかわったかかわったかかわった部署部署部署部署をををを明明明明らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ。。。。

((((5555)))) 知事公約知事公約知事公約知事公約のののの「「「「日米合意日米合意日米合意日米合意をををを見直見直見直見直すすすす」」」」はははは埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認をををを決裁決裁決裁決裁したことでしたことでしたことでしたことで、、、、ほごにされたというほごにされたというほごにされたというほごにされたという県民県民県民県民
のののの怒怒怒怒りをどうりをどうりをどうりをどう認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか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。。。。

((((6666)))) 12121212月月月月26262626日日日日からこれまでのからこれまでのからこれまでのからこれまでの県庁県庁県庁県庁、、、、知事公舎知事公舎知事公舎知事公舎のののの警備体制警備体制警備体制警備体制についてについてについてについて、、、、県警県警県警県警、、、、県職員県職員県職員県職員のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり
方方方方をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地跡地問題基地跡地問題基地跡地問題基地跡地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 西普天間西普天間西普天間西普天間「「「「駐留軍用地返還駐留軍用地返還駐留軍用地返還駐留軍用地返還にににに関関関関するするするする実施計画実施計画実施計画実施計画((((案案案案))))」」」」にににに対対対対するするするする沖縄県知事意見沖縄県知事意見沖縄県知事意見沖縄県知事意見についてについてについてについて
意見意見意見意見のののの内容内容内容内容、、、、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をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「キャンプキャンプキャンプキャンプ瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧瑞慶覧」」」」アスベストアスベストアスベストアスベスト問題問題問題問題についてについてについてについて
　　　　撤去作業撤去作業撤去作業撤去作業がががが開始開始開始開始されているがされているがされているがされているが、、、、安全対策安全対策安全対策安全対策はははは万全万全万全万全かかかか、、、、県県県県のののの監視体制監視体制監視体制監視体制をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 跡地跡地跡地跡地からからからから昨年変死体昨年変死体昨年変死体昨年変死体がががが発見発見発見発見されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのそ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伺伺伺伺うううう。。。。

3333 学校法人学校法人学校法人学校法人アミークスアミークスアミークスアミークス国際学園国際学園国際学園国際学園についてについてについてについて
　　　　12121212月議会月議会月議会月議会でででで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示示示示されたがされたがされたがされたが、、、、そのそのそのその後後後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。。。。

4444 第第第第４４４４次男女共同参画計画次男女共同参画計画次男女共同参画計画次男女共同参画計画のののの進進進進状況状況状況状況、、、、指標目的達成指標目的達成指標目的達成指標目的達成のののの課題課題課題課題、、、、対応策対応策対応策対応策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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



3

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

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26262626年第年第年第年第2222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04040404    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 20202020分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 辺野古埋立承認問題辺野古埋立承認問題辺野古埋立承認問題辺野古埋立承認問題についてについてについてについて
　　　　審査結果審査結果審査結果審査結果、、、、判断基準判断基準判断基準判断基準、、、、経緯等経緯等経緯等経緯等をををを聞聞聞聞くくくく。。。。

2222 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米軍車両米軍車両米軍車両米軍車両のののの教育施設教育施設教育施設教育施設へのへのへのへの無断侵入問題無断侵入問題無断侵入問題無断侵入問題についてについてについてについて

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



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26262626年第年第年第年第2222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04040404    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 20202020分分分分 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題辺野古移設問題についてについてについてについて
　　　　知事公約知事公約知事公約知事公約、、、、埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認、、、、県議会県議会県議会県議会のののの反対決議反対決議反対決議反対決議、、、、名護市長意見名護市長意見名護市長意見名護市長意見、、、、41414141市町村長市町村長市町村長市町村長のののの建白書等建白書等建白書等建白書等、、、、知事知事知事知事
のののの立場立場立場立場とととと見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めについてめについてめについてめについて
　　　　2013201320132013年年年年４４４４月月月月１１１１日締結日締結日締結日締結したしたしたした日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めはめはめはめは、、、、漁業権益漁業権益漁業権益漁業権益をををを放棄放棄放棄放棄しししし、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの漁業者漁業者漁業者漁業者をををを犠牲犠牲犠牲犠牲にににに
しているしているしているしている。。。。知事知事知事知事のののの対応対応対応対応とととと見解見解見解見解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



5

※※※※最初最初最初最初のののの質問質問質問質問からからからから一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式をををを選択選択選択選択

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26262626年第年第年第年第2222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04040404    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 20202020分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 基地基地基地基地によるによるによるによる本県本県本県本県のののの逸失利益逸失利益逸失利益逸失利益についてについてについてについて
　　　　県内県内県内県内にににに基地基地基地基地があるがゆえにがあるがゆえにがあるがゆえにがあるがゆえに生生生生ずるずるずるずる経済的損失経済的損失経済的損失経済的損失はははは年間幾年間幾年間幾年間幾らにらにらにらに及及及及ぶのかぶのかぶのかぶのか、、、、直近直近直近直近ののののデータデータデータデータでででで示示示示
してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。

2222 辺野古埋立申請承認問題辺野古埋立申請承認問題辺野古埋立申請承認問題辺野古埋立申請承認問題についてについてについてについて

((((1111)))) 埋立承認埋立承認埋立承認埋立承認にににに至至至至ったったったった経緯経緯経緯経緯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)))) 埋埋埋埋めめめめ立立立立てをてをてをてを承認承認承認承認したしたしたした根拠根拠根拠根拠についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。
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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26262626年第年第年第年第2222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04040404    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 20202020分分分分 髙嶺髙嶺髙嶺髙嶺　　　　善伸善伸善伸善伸（（（（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についてについてについてについて

((((1111)))) 自治及自治及自治及自治及びびびび自己決定権自己決定権自己決定権自己決定権へのへのへのへの認識認識認識認識についてについてについてについて
　　　　沖縄県議会沖縄県議会沖縄県議会沖縄県議会はははは、、、、これまでこれまでこれまでこれまで387387387387回回回回にににに及及及及ぶぶぶぶ在沖米軍基地関係在沖米軍基地関係在沖米軍基地関係在沖米軍基地関係のののの抗議抗議抗議抗議やややや意見書意見書意見書意見書をををを決議決議決議決議してしてしてして、、、、
日米両政府日米両政府日米両政府日米両政府にににに訴訴訴訴えてきたえてきたえてきたえてきた。。。。特特特特にににに、「、「、「、「米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場米軍普天間飛行場のののの早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖・・・・返還返還返還返還とととと県内移設県内移設県内移設県内移設にににに反反反反
対対対対しししし、、、、国外国外国外国外・・・・県外移設県外移設県外移設県外移設をををを求求求求めるめるめるめる意見書意見書意見書意見書」」」」のののの全会一致可決全会一致可決全会一致可決全会一致可決、、、、県議会県議会県議会県議会やややや県下全県下全県下全県下全41414141市町村市町村市町村市町村によによによによ
るるるるオールオールオールオール沖縄沖縄沖縄沖縄のののの声声声声としてのとしてのとしてのとしての「「「「建白書建白書建白書建白書」」」」でさえでさえでさえでさえ無視無視無視無視されてきたされてきたされてきたされてきた。。。。1963196319631963年年年年、、、、キャラウェイキャラウェイキャラウェイキャラウェイ高等弁高等弁高等弁高等弁
務官務官務官務官がががが「「「「自治自治自治自治とはとはとはとは神話神話神話神話でありでありでありであり存在存在存在存在しないしないしないしない」」」」とととと沖縄沖縄沖縄沖縄のののの事情事情事情事情をををを述述述述べたことにべたことにべたことにべたことに猛反発猛反発猛反発猛反発をををを受受受受けたけたけたけた
がががが、、、、日本国憲法日本国憲法日本国憲法日本国憲法のもとでものもとでものもとでものもとでも沖縄沖縄沖縄沖縄にににに自治自治自治自治はないだろうかはないだろうかはないだろうかはないだろうか。。。。仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事のののの沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自治及自治及自治及自治及びびびび自自自自
己決定権己決定権己決定権己決定権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 在沖米軍基地対策在沖米軍基地対策在沖米軍基地対策在沖米軍基地対策についてについてについてについて

((((1111)))) 知事知事知事知事のののの辺野古埋立申請承認辺野古埋立申請承認辺野古埋立申請承認辺野古埋立申請承認についてについてについてについて
　　　　県企画部県企画部県企画部県企画部がががが実施実施実施実施したしたしたした最新最新最新最新のののの県民意識調査県民意識調査県民意識調査県民意識調査のののの結果結果結果結果によるとによるとによるとによると在日米軍専用施設在日米軍専用施設在日米軍専用施設在日米軍専用施設がががが約約約約74747474％％％％
集中集中集中集中していることにしていることにしていることにしていることに対対対対してしてしてして差別的状況差別的状況差別的状況差別的状況かとのかとのかとのかとの問問問問いにいにいにいに「「「「そうそうそうそう思思思思うううう」、「」、「」、「」、「どちらかといえばそうどちらかといえばそうどちらかといえばそうどちらかといえばそう思思思思
うううう」」」」とのとのとのとの回答回答回答回答はははは73737373....9999％％％％をををを占占占占めためためためた。。。。米軍基地負担米軍基地負担米軍基地負担米軍基地負担のののの県民意識県民意識県民意識県民意識とととと知事知事知事知事のののの承認判断承認判断承認判断承認判断はははは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たものとしたものとしたものとしたものと考考考考えているかえているかえているかえているか、、、、知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第公有水面埋立法第３３３３条条条条、、、、第第第第４４４４条条条条、、、、第第第第10101010条条条条のののの判断判断判断判断についてについてについてについて
　　　　第第第第３３３３条条条条、、、、第第第第４４４４条条条条、、、、第第第第10101010条条条条のののの関連関連関連関連でででで、、、、名護市長名護市長名護市長名護市長のののの意見意見意見意見がががが「「「「断固反対断固反対断固反対断固反対」」」」ということをということをということをということを勘案勘案勘案勘案してもしてもしてもしても
総合的総合的総合的総合的にににに本申請本申請本申請本申請をををを承認承認承認承認せざるをせざるをせざるをせざるを得得得得ないとないとないとないと知事判断知事判断知事判断知事判断をををを説明説明説明説明しているがしているがしているがしているが、、、、今後今後今後今後のののの工事工事工事工事のののの実施実施実施実施
にににに利害関係人利害関係人利害関係人利害関係人、、、、地元名護市地元名護市地元名護市地元名護市のののの許可許可許可許可やややや同意同意同意同意がががが必要必要必要必要なななな手続手続手続手続ででででトラブルトラブルトラブルトラブルはははは避避避避けがたくけがたくけがたくけがたく「「「「合理的合理的合理的合理的
理由理由理由理由」」」」があるということでがあるということでがあるということでがあるということで不承認処分不承認処分不承認処分不承認処分できたのではないかできたのではないかできたのではないかできたのではないか。。。。手続上手続上手続上手続上のののの地方自治地方自治地方自治地方自治のののの事務事務事務事務はどはどはどはど
のようなものがあるとのようなものがあるとのようなものがあるとのようなものがあると認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか。。。。どのようにどのようにどのようにどのように考慮考慮考慮考慮したかしたかしたかしたか。。。。国国国国がががが事業事業事業事業をををを行行行行うううう場合場合場合場合、、、、知事知事知事知事
のののの責任及責任及責任及責任及びびびび対応対応対応対応はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会沖縄政策協議会におけるにおけるにおけるにおける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 基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減基地負担軽減としてとしてとしてとして「「「「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５５５５年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止年以内運用停止、、、、早期返還早期返還早期返還早期返還」」」」をををを要請要請要請要請したしたしたした根拠根拠根拠根拠とととと
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うううう。。。。

ｲｲｲｲ 石破茂自民党幹事長石破茂自民党幹事長石破茂自民党幹事長石破茂自民党幹事長はははは衆議院代表質問衆議院代表質問衆議院代表質問衆議院代表質問でででで「「「「稲嶺進名護市長稲嶺進名護市長稲嶺進名護市長稲嶺進名護市長がががが反対反対反対反対したらしたらしたらしたら普天間普天間普天間普天間はははは固固固固
定化定化定化定化するするするする」」」」とととと述述述述べているがべているがべているがべているが知事知事知事知事のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めについてめについてめについてめについて

((((1111)))) 尖閣初尖閣初尖閣初尖閣初めめめめ沖縄近海沖縄近海沖縄近海沖縄近海におけるにおけるにおけるにおける日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めのめのめのめの影響影響影響影響についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県民県民県民県民のののの頭越頭越頭越頭越しにしにしにしに強行強行強行強行されたされたされたされた日台漁業取日台漁業取日台漁業取日台漁業取りりりり決決決決めめめめ締結後締結後締結後締結後のののの本県各漁協所属漁船本県各漁協所属漁船本県各漁協所属漁船本県各漁協所属漁船のののの出漁漁出漁漁出漁漁出漁漁
船数船数船数船数やややや漁獲量漁獲量漁獲量漁獲量、、、、資源管理資源管理資源管理資源管理へのへのへのへの影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 台北台北台北台北でででで開催開催開催開催されたされたされたされた第第第第３３３３回日台漁業委員会合意内容回日台漁業委員会合意内容回日台漁業委員会合意内容回日台漁業委員会合意内容にににに対対対対するするするする宮古宮古宮古宮古・・・・八重山八重山八重山八重山のののの漁業者漁業者漁業者漁業者からからからから
不満不満不満不満やややや批判批判批判批判があるがあるがあるがある。。。。協議協議協議協議におけるにおけるにおけるにおける双方双方双方双方のののの主張主張主張主張のののの内容内容内容内容とととと合意合意合意合意されたされたされたされたルールルールルールルール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 今回今回今回今回のののの新新新新ルールルールルールルール合意合意合意合意によるによるによるによる安全操業安全操業安全操業安全操業やややや出漁漁船数等操業回復出漁漁船数等操業回復出漁漁船数等操業回復出漁漁船数等操業回復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。。。。

((((2222)))) 外国漁船外国漁船外国漁船外国漁船からからからから被害被害被害被害をををを受受受受けているけているけているけている県内漁業者県内漁業者県内漁業者県内漁業者にににに対対対対するするするする支援支援支援支援としてとしてとしてとして本年度本年度本年度本年度のののの補正予算補正予算補正予算補正予算でででで「「「「沖沖沖沖
縄漁業基金縄漁業基金縄漁業基金縄漁業基金」」」」がががが設置設置設置設置されたがされたがされたがされたが、、、、内容内容内容内容とととと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伺伺伺伺うううう。。。。

4444 医療行政医療行政医療行政医療行政についてについてについてについて

((((1111)))) 病院事業局病院事業局病院事業局病院事業局にににに関関関関するするするする職員定数条例改正案職員定数条例改正案職員定数条例改正案職員定数条例改正案のののの内容内容内容内容とととと救急医療体制救急医療体制救急医療体制救急医療体制のののの拡充拡充拡充拡充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)))) 県立八重山病院整備県立八重山病院整備県立八重山病院整備県立八重山病院整備についてについてについてについて
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ｱｱｱｱ 昨年昨年昨年昨年12121212月月月月にににに策定策定策定策定されたされたされたされた新病院基本構想新病院基本構想新病院基本構想新病院基本構想のののの特徴的特徴的特徴的特徴的なななな内容内容内容内容をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

ｲｲｲｲ 新病院新病院新病院新病院のののの「「「「診療科目診療科目診療科目診療科目はははは圏域圏域圏域圏域にににに不足不足不足不足するするするする医療機能及医療機能及医療機能及医療機能及びびびび医療需要医療需要医療需要医療需要のののの動向動向動向動向をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ設置設置設置設置すすすす
るるるる」」」」とのとのとのとの基本方針基本方針基本方針基本方針だがだがだがだが、、、、喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課題課題課題課題であるであるであるである歯科口腔外科等歯科口腔外科等歯科口腔外科等歯科口腔外科等のののの新設診療科目新設診療科目新設診療科目新設診療科目やややや医療機能医療機能医療機能医療機能
のののの拡充拡充拡充拡充についてのについてのについてのについての対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 離島住民等離島住民等離島住民等離島住民等のののの患者付添人等患者付添人等患者付添人等患者付添人等のののの宿泊施設整備等宿泊施設整備等宿泊施設整備等宿泊施設整備等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。。。。

ｴｴｴｴ 医師確保医師確保医師確保医師確保にににに病院長病院長病院長病院長みずからみずからみずからみずから東奔西走東奔西走東奔西走東奔西走しししし、、、、看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足のためにのためにのためにのために特特特特にににに準深夜勤務準深夜勤務準深夜勤務準深夜勤務やややや深夜深夜深夜深夜
勤務勤務勤務勤務のののの確保確保確保確保ができずができずができずができず大変御苦労大変御苦労大変御苦労大変御苦労しているがしているがしているがしているが、、、、医師医師医師医師やややや看護師看護師看護師看護師、、、、コメディカルコメディカルコメディカルコメディカルのののの配置配置配置配置・・・・人材人材人材人材
確保確保確保確保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。。。。

((((3333)))) 新県立八重山病院整備基本計画策定新県立八重山病院整備基本計画策定新県立八重山病院整備基本計画策定新県立八重山病院整備基本計画策定とととと建設用地取得建設用地取得建設用地取得建設用地取得のののの進進進進状況状況状況状況、、、、建設事業費建設事業費建設事業費建設事業費のののの予算予算予算予算
確保確保確保確保などなどなどなど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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 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)))) 八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題八重山教科書問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 文科省文科省文科省文科省のののの是正要求是正要求是正要求是正要求のののの指示指示指示指示にににに対対対対してしてしてして、、、、県教育委員会県教育委員会県教育委員会県教育委員会はははは「「「「教育教育教育教育のののの機会均等機会均等機会均等機会均等」、「」、「」、「」、「国会国会国会国会のののの附帯附帯附帯附帯
決議決議決議決議」」」」のののの趣旨趣旨趣旨趣旨をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた質問質問質問質問をををを発出発出発出発出したようだがしたようだがしたようだがしたようだが経緯経緯経緯経緯とととと回答回答回答回答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 「「「「教科書改革実行教科書改革実行教科書改革実行教科書改革実行プランプランプランプラン」」」」のののの方向性方向性方向性方向性をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて採択地区単位採択地区単位採択地区単位採択地区単位をををを市郡単位市郡単位市郡単位市郡単位からからからから市町村単市町村単市町村単市町村単
位位位位へのへのへのへの柔軟柔軟柔軟柔軟なななな対応対応対応対応をををを質問質問質問質問したようだがしたようだがしたようだがしたようだが経緯経緯経緯経緯とととと回答回答回答回答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 新年度新年度新年度新年度がががが始始始始まりますがまりますがまりますがまりますが、、、、竹富町竹富町竹富町竹富町のののの教育現場教育現場教育現場教育現場のののの現状現状現状現状とととと教育水準確保等教育水準確保等教育水準確保等教育水準確保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。。。。

((((2222)))) 新県立図書館新県立図書館新県立図書館新県立図書館のののの移転整備移転整備移転整備移転整備のののの機会機会機会機会にににに、、、、移民県移民県移民県移民県としてとしてとしてとして海外移民資料館併設海外移民資料館併設海外移民資料館併設海外移民資料館併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。。。。

6666 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)))) 離島振興事業離島振興事業離島振興事業離島振興事業についてについてについてについて
　　　　県土県土県土県土のののの均衡均衡均衡均衡あるあるあるある振興振興振興振興をををを図図図図るるるる観点観点観点観点からからからから一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金とはとはとはとは別枠別枠別枠別枠のののの離島振興特別枠確保離島振興特別枠確保離島振興特別枠確保離島振興特別枠確保をををを要要要要
請請請請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、、、、離島振興予算離島振興予算離島振興予算離島振興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)))) 離島離島離島離島のののの情報通信環境整備情報通信環境整備情報通信環境整備情報通信環境整備についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 離島地区情報通信基盤整備推進事業離島地区情報通信基盤整備推進事業離島地区情報通信基盤整備推進事業離島地区情報通信基盤整備推進事業についてについてについてについて事業事業事業事業のののの概要概要概要概要とととと効果効果効果効果についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 竹富町西表白浜竹富町西表白浜竹富町西表白浜竹富町西表白浜・・・・舟浮地域舟浮地域舟浮地域舟浮地域はははは難視聴地域難視聴地域難視聴地域難視聴地域ででででＮＨＫＮＨＫＮＨＫＮＨＫののののテレビテレビテレビテレビ共同受信施設共同受信施設共同受信施設共同受信施設をををを利用利用利用利用してしてしてして民民民民
放放放放テレビテレビテレビテレビ等等等等をををを見見見見ているがているがているがているが、、、、年間年間年間年間のののの維持管理負担維持管理負担維持管理負担維持管理負担にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているしているしているしている。。。。特特特特にににに、、、、白浜白浜白浜白浜テレビテレビテレビテレビ共同共同共同共同
受信施設受信施設受信施設受信施設はははは老朽化老朽化老朽化老朽化とととと土砂災害警戒区域指定土砂災害警戒区域指定土砂災害警戒区域指定土砂災害警戒区域指定によりによりによりにより保守管理保守管理保守管理保守管理のののの配慮配慮配慮配慮からからからから移設移設移設移設することにすることにすることにすることに
なったなったなったなった。。。。移設更新工事移設更新工事移設更新工事移設更新工事にににに伴伴伴伴ううううケーブルケーブルケーブルケーブル敷設敷設敷設敷設やややや送電線移設等送電線移設等送電線移設等送電線移設等のののの協議協議協議協議やややや１１１１世帯当世帯当世帯当世帯当たりたりたりたり五五五五、、、、
六万円六万円六万円六万円のののの負担拠出負担拠出負担拠出負担拠出をををを求求求求められているめられているめられているめられている。。。。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伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 離島観光離島観光離島観光離島観光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

ｱｱｱｱ 沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光ははははクルージングクルージングクルージングクルージング船船船船のののの寄港寄港寄港寄港ややややＬＣＣＬＣＣＬＣＣＬＣＣ等等等等のののの格安航空会社格安航空会社格安航空会社格安航空会社のののの航空路線参入航空路線参入航空路線参入航空路線参入でででで利便利便利便利便
性性性性がががが向上向上向上向上しししし価格競争価格競争価格競争価格競争でででで航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃がががが安安安安くなったくなったくなったくなった。。。。ところがところがところがところが、、、、久米島久米島久米島久米島やややや与那国等与那国等与那国等与那国等のののの離島航離島航離島航離島航
空路線空路線空路線空路線はははは競争原理競争原理競争原理競争原理がががが働働働働かずかずかずかず航空運賃航空運賃航空運賃航空運賃はははは割高割高割高割高とのとのとのとの苦情苦情苦情苦情があるがあるがあるがある。。。。現状現状現状現状とととと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をみをみをみを
伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 与那国航空路線与那国航空路線与那国航空路線与那国航空路線についてについてについてについて、ＲＡＣ、ＲＡＣ、ＲＡＣ、ＲＡＣによるとによるとによるとによると2013201320132013年与那国路線年与那国路線年与那国路線年与那国路線はははは4444....55555555％％％％増増増増のののの７７７７万万万万2829282928292829人人人人
でででで、、、、石垣石垣石垣石垣・・・・与那国与那国与那国与那国はははは5555....7777％％％％減減減減のののの５５５５万万万万8274827482748274人人人人でででで、、、、那覇那覇那覇那覇・・・・与那国線与那国線与那国線与那国線はははは85858585....01010101％％％％増増増増のののの１１１１万万万万4555455545554555人人人人
であるであるであるである。。。。一方一方一方一方、、、、観光客数観光客数観光客数観光客数はははは県八重山事務所県八重山事務所県八重山事務所県八重山事務所のののの統計統計統計統計ではではではでは88888888....7777％％％％減少減少減少減少しているというしているというしているというしているという。。。。課題課題課題課題
とととと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をみをみをみを伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 与那国航空路線与那国航空路線与那国航空路線与那国航空路線のののの航空機材航空機材航空機材航空機材についてについてについてについて、ＪＴＡ、ＪＴＡ、ＪＴＡ、ＪＴＡのののの小型小型小型小型ジェットジェットジェットジェットＢＢＢＢ737737737737就航就航就航就航がががが難航難航難航難航しているしているしているしている
がががが、ＲＡＣ、ＲＡＣ、ＲＡＣ、ＲＡＣのののの機材機材機材機材をををを大型化大型化大型化大型化するためのするためのするためのするための航空機購入航空機購入航空機購入航空機購入のののの支援支援支援支援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。。。。

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
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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26262626年第年第年第年第2222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04040404    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 20202020分分分分 嘉陽嘉陽嘉陽嘉陽　　　　宗儀宗儀宗儀宗儀（（（（共産党共産党共産党共産党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

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

1111 米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題米軍基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 辺野古辺野古辺野古辺野古のののの公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認公有水面埋立承認についてについてについてについて

ｱｱｱｱ なぜなぜなぜなぜ、、、、法法法法にににに定定定定められためられためられためられた承認基準承認基準承認基準承認基準にににに適合適合適合適合しているとしているとしているとしていると判断判断判断判断したのかしたのかしたのかしたのか。。。。

ｲｲｲｲ 現段階現段階現段階現段階でとりでとりでとりでとり得得得得るとるとるとると考考考考えられるえられるえられるえられる対策対策対策対策がががが講講講講じられているものとじられているものとじられているものとじられているものと判断判断判断判断したしたしたした根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか、、、、具体的具体的具体的具体的
にににに説明説明説明説明せよせよせよせよ。。。。

ｳｳｳｳ 米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地米軍普天間基地のののの５５５５年以内年以内年以内年以内のののの運用停止運用停止運用停止運用停止のののの要求要求要求要求はははは県民県民県民県民だましのだましのだましのだましの手法手法手法手法にすぎないとにすぎないとにすぎないとにすぎないと考考考考えるえるえるえる
がががが、、、、知事知事知事知事はまともにそれがはまともにそれがはまともにそれがはまともにそれが実現実現実現実現するとするとするとすると思思思思っているのかっているのかっているのかっているのか。。。。

((((2222)))) 嘉手納弾薬庫地区嘉手納弾薬庫地区嘉手納弾薬庫地区嘉手納弾薬庫地区（（（（旧知花地区旧知花地区旧知花地区旧知花地区））））のののの黙認耕作地取黙認耕作地取黙認耕作地取黙認耕作地取りりりり上上上上げげげげ問題問題問題問題
　「　「　「　「嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南」」」」のののの日米合意日米合意日米合意日米合意でででで、、、、県民県民県民県民にににに新新新新たなたなたなたな負担負担負担負担がががが押押押押しつけられているしつけられているしつけられているしつけられている。。。。実態実態実態実態とととと県県県県のののの対対対対
策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 沖縄市沖縄市沖縄市沖縄市ののののサッカーサッカーサッカーサッカー場場場場におけるにおけるにおけるにおけるダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン汚染汚染汚染汚染、、、、枯枯枯枯れれれれ葉剤問題葉剤問題葉剤問題葉剤問題などなどなどなど徹底徹底徹底徹底したしたしたした調査調査調査調査でででで県民県民県民県民
のののの不安不安不安不安をををを払拭払拭払拭払拭すべきすべきすべきすべき。。。。これからのこれからのこれからのこれから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。。。。

2222 泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟泡瀬干潟のののの埋立問題埋立問題埋立問題埋立問題についてについてについてについて

((((1111)))) これまでのこれまでのこれまでのこれまでの埋立工事埋立工事埋立工事埋立工事のののの進進進進率率率率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)))) 自然環境自然環境自然環境自然環境のののの破壊破壊破壊破壊がががが著著著著しくしくしくしく進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。それでもそれでもそれでもそれでも自然自然自然自然をををを守守守守っているとっているとっているとっていると言言言言えるのかえるのかえるのかえるのか。。。。

3333 沖縄市北部沖縄市北部沖縄市北部沖縄市北部にあるにあるにあるにある産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場産業廃棄物最終処分場についてについてについてについて

((((1111)))) 「「「「ヒヒヒヒ素素素素」」」」のののの検出検出検出検出のののの原因究明原因究明原因究明原因究明はははは進進進進んでいるかんでいるかんでいるかんでいるか。。。。

((((2222)))) 業者業者業者業者のののの公害防止条例違反公害防止条例違反公害防止条例違反公害防止条例違反にににに対対対対するするするする対処対処対処対処はどうしているかはどうしているかはどうしているかはどうしているか。。。。

4444 地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの非課税非課税非課税非課税（（（（門中門中門中門中のののの御神屋等御神屋等御神屋等御神屋等））））についてについてについてについて
　　　　地方税法第地方税法第地方税法第地方税法第348348348348条第条第条第条第２２２２項項項項のののの「「「「非課税非課税非課税非課税」」」」のののの規定規定規定規定があるががあるががあるががあるが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの実態実態実態実態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。。。。
沖縄沖縄沖縄沖縄のののの祖先崇拝祖先崇拝祖先崇拝祖先崇拝のののの信仰信仰信仰信仰からからからから建設建設建設建設されているされているされているされている「「「「御神屋御神屋御神屋御神屋」」」」等等等等についてについてについてについて適切適切適切適切なななな対処対処対処対処がががが求求求求められてめられてめられてめられて
いるいるいるいる。。。。所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう。。。。

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


