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平 成 28 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

平成 28 年７月８日（金曜日）午前 10 時２分開議

議　　事　　日　　程　第５号
平成28年７月８日（金曜日）

午前10時開議
第１　代表質問
第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第11号議案まで（質疑）

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第11号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

知　念　正　治　君
平　田　善　則　君
勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐
主 幹
主 査

平　良　　　潤　君
中　村　　　守　君
川　端　七　生　君

○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案及び乙第１号議案から乙
第11号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　翁長政俊君。
　　　〔翁長政俊君登壇〕
○翁長　政俊君　皆さん、おはようございます。
　自民党の翁長政俊でございます。
　一般質問を行います。
　まず１番目、知事の政治姿勢についてであります。
　　(1)、知事は在沖米海兵隊の撤退を求めるとの発

言をされております。具体的にどう取り組まれるのか
伺います。
　(2)、係争委員会が下した判断を県はどう解釈され
ているのか伺います。
　(3)、国が進める先島諸島への自衛隊配備計画に対
し知事の賛否を伺います。
　２、沖縄県ワシントン事務所の業務と予算について
伺いたい。
　３、ＭＩＣＥ施設整備計画の進捗について伺いた
い。
　４、沖縄県職業能力開発校に求められる役割とカリ
キュラムの再編計画を伺いたい。
　以上であります。
　質問席から再質問をいたします。
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○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　翁長政俊議員の御質問にお答えをいたします。
　ＭＩＣＥ施設整備計画の進捗についてに関する御質
問の中の、大型ＭＩＣＥ施設整備計画についてお答え
をいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設については、求められる機能の確
保や整備費のコスト縮減等を図ることを目的に、こと
し５月末に有識者等で構成する大型ＭＩＣＥ施設整備
基本計画策定委員会を設置し、７月中旬の整備基本計
画の策定に向けて検討を行っているところでありま
す。また、施設を整備・運営する事業者を選定するた
め、ことし６月末に有識者等で構成する大型ＭＩＣＥ
施設整備運営事業者選定委員会を設置し、10月に事
業者公募を行い、平成29年３月末までに選定を行う
こととしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、海兵隊の撤退についてお答えい
たします。
　県は、日米安保条約を認める立場でありますが、国
土面積の約0.6％にすぎない本県に在日米軍専用施設
面積の74.48％が集中するなど、沖縄県民は過重な基
地負担を背負い続けており、基地の整理縮小が必要で
あります。その実現のため、在沖海兵隊の国外移転及
び嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還を確実に実
施することが重要と考えており、今後とも軍転協等と
連携し、あらゆる機会を通じて基地の整理縮小を日米
両政府に対し強く求めてまいります。
　次に、国地方係争処理委員会の判断に対する見解に
ついてお答えいたします。
　国地方係争処理委員会は、国土交通大臣の行った是
正の指示について違法でないとも違法であるとも判断
せず、国と沖縄県は、普天間飛行場の返還という共通
の目標の実現に向けて真摯に協議し、双方がそれぞれ
納得できる結果を導き出す努力をすることが問題の解
決に向けての最善の道であるとの見解を示しておりま
す。
　沖縄県としましては、同委員会の決定を真摯に受け
とめ、国に対して協議を求めたところであります。
　次に、先島諸島への自衛隊配備についてお答えいた

します。
　多くの離島を抱える本県において、緊急患者空輸や
災害救助など、自衛隊は県民の生命財産を守るために
大きく貢献しているものと考えております。自衛隊の
島嶼配備については、我が国の安全保障や地域の振
興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意見があ
るものと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　次に、沖縄県ワシントン事務所の業務と予算につい
ての御質問の中の、ワシントン駐在の業務と予算につ
いてお答えいたします。
　ワシントン駐在員については、知事の訪米の対応、
基地問題に関する情報収集、沖縄の状況などの情報
発信を主な役割としております。平成28年度のワシ
ントン駐在員活動事業費については、旅費を520万
6000円、委託料を6849万円、計7369万6000円を計
上しております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　沖縄県職業能力開
発校に求められる役割とカリキュラムの再編計画につ
いてにお答えします。
　沖縄県立職業能力開発校の役割につきましては、地
域産業を支える若年技能者の育成、離転職者、在職者
及び障害者に対する職業訓練の実施等により、労働者
の生涯の各期間にわたる職業能力開発を行うことであ
ります。カリキュラムの再編につきましては、平成
25年10月に策定した沖縄県立職業能力開発校のあり
方の中で、具志川校を普通課程拠点校とし、新規学卒
者等を対象にした２年課程の職業訓練を行うこととし
ております。また、浦添校を短期課程拠点校とし、離
転職者を対象にした６カ月から１年課程の職業訓練を
行い、早期就職支援の充実を図ることとしておりま
す。なお、障害者を対象とした職業訓練につきまして
は、訓練生の通所などに配慮し、両拠点校に設置する
こととしております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時11分休憩
　　　午前10時12分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　商工労働部長。
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　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　失礼しました。
　それでは、具志川職業能力訓練校につきましては、
普通科が現在自動車整備科、それから電気システム
科、メディア・アート科がございます。それを新たに
自動車整備科、電気システム科、メディア・アート
科、情報システム科に変えます。
　それから、具志川職業能力訓練校の短期であります
情報システム科、オフィスビジネス科、総合実務科、
建設機械整備科、設備システム科、ショップビジネス
科につきましては、短期オフィスビジネス科、総合実
務科に変えます。
　それから、浦添職業能力開発校につきましては、普
通科、自動車整備科――現在がですね――建設機械整
備科、ＯＡ事務科を廃止しまして、短期科、建設機械
整備科、設備システム科、オフィスビジネス科、電気
システム科、金属加工科に変える予定でございます。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　まず順番をちょっと変えますけれど
も、ワシントン事務所の業務と予算について、ワシン
トン事務所設置の成果についてまずお聞かせくださ
い。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時15分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　まずワシントン事務所につきましては、知事の考え
ですとか沖縄県の正確な状況を米国政府、連邦議会に
伝えると。それから、沖縄県との信頼関係ネットワー
クを構築するということを目的に設置しております。
こういった中で、昨年に引き続きことしも知事は訪米
いたしまして、さまざまな有識者とか連邦議会議員と
面談を行ったわけですが、その結果、昨年まで辺野古
が唯一というような発言がほとんどだった中で、今回
の知事の訪米時ではそういったことをおっしゃる方が
いなかったということで、徐々に沖縄県が考えている
辺野古移設問題等についての考え方が広まってきてい
るというふうに理解しております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは駐在している皆さん方のロ
ビー活動を含め、知事の訪米によってその成果が出た
ということですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　ロビー活動といいますか、ワシントン事務所は、先
ほども答弁いたしましたように、知事の訪米の対応で
すとか基地問題に関する情報収集、沖縄の状況などの
情報発信を主な役割としております。そういった成果
があらわれてきたものと理解しております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　昨年６月の知事訪米については、辺
野古建設を絶対とめるという知事の主張は、米政府そ
して議員らに、これは主要な議員には一蹴されたんで
すよ。理解を示した議員は皆この問題について影響力
のない方々だったと私は認識いたしておりますが、こ
こはいかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　事務所を設置して間
もない中で、十分であったかという部分もあります
が、その時点ででき得る対応はしたと思います。た
だ、今回はやはりそれからさらにまた有力な議員に対
して、いろいろ説明する機会を与えていただきまし
て、そういった中において、先ほど答弁させていただ
いた県の考えに対して一定の理解を示す議員もあらわ
れるなど、成果が徐々にあらわれつつあるものと考え
ております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　この米国におけるロビー活動ですけ
れども、皆さん方はそれをやっているという報道もあ
ります。米国におけるロビー活動は、法律でロビイス
トとしての登録を行うことが必要とされております
が、ワシントン沖縄事務所の職員はその資格を有して
いますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　議員おっしゃるよう
に、ロビイストを用いたロビー活動といいますのは、
大変厳しい制約といいましょうか、まずは個人登録が
必要です。そういった登録を取得するためにはまた厳
しい条件等もありまして、現在ワシントン駐在員には
そういった登録を持った方はおりません。予算も大変
かかるため、ロビイストを用いたロビー活動は行って
おりません。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　資格を有していない皆さん方が、ア
メリカ議会を含めてそこで活動することに何の利益が
あるんですか。皆さん方が目的としているこの成果は
得られるんですか、それで。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　これも議員御指摘の
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とおり、やはり向こうで活動するためには、米国外の
政府の代理としてそういった政府要人ですとか、連邦
議員等々のコンタクトについてやるためには、ＦＡＲ
Ａ（外国代理人登録法）に基づく登録が必要でござい
ます。ワシントン駐在は、その登録は昨年12月に取
得して、先ほどまで答弁したような活動を行ってきて
いるところでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは資格を有しているということ
ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほど言ったロビイ
ストを用いたロビーの資格は持っておりませんけれど
も、米国で外国代理人登録法に基づいて定められた資
格は事務所として有しているということでございま
す。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　次に、平安山所長の県における身分
はどういう身分ですか。常勤ですか、非常勤ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　平安山所長は、沖縄
県一般職の任期付職員の採用等に関する条例に基づき
採用されております。任期つきの職員でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　任期は何年ですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
　参事監の任期は、平成27年４月１日から平成29
年３月31日までの２年間ということになっておりま
す。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　この間、議会において、この給与規
程を含めて月額支給はどれぐらいあるかと聞きました
ら、個人情報でなかなかこれが開示できないというこ
とをずっと答弁されておりますけれども、給与規程の
何級何号を支給しているんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　参事監の給与は先ほ
ども答弁いたしました任期付職員の採用等に関する条
例に基づき支給しています。
　今、議員の御質問の号級ということなんですが、そ
の条例の仕組みが号級そのままやっているものですか
ら、号級をお話ししますと、まさしく金額がそのまま
ずばり出てしまう、わかってしまうということで、こ
の号級の答弁は差し控えさせていただきたいと思って
おります。

○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　公務員の給与については条例に基づ
いて支給されているんですよ。なぜ公開できないんで
すか。条例がもとになっているんですよ。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　条例に基づいて支給
しております。ですから、任期付職員の採用等に関す
る条例の規定に基づいて支給しているという答弁をさ
せていただいているところでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　県民の血税を使って、公務員の給与
は条例の趣旨に照らしてしっかりと公表すべきだと私
は思っているんです。
　再度聞きますけれども、参事監は部長級と承知して
います。所長は三役並みの給料をいただいているとい
う情報を私は持っておりますけれども、費用対効果に
対する県民の疑問に答えるという意味においてもここ
は明確にすべきですよ。きちっと答弁できませんか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　議員御指摘のとお
り、参事監としてやっていますので部長級です。特定
をすることはできませんけれども、この条例の７条第
２項職員の給料表を適用するということで、設定です
が号級が１号級から７号級まであります。１号級は
37万1000円、７号級は82万9000円、その間のどち
らかで給与を支給しているということで御了解いただ
きたいと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　私は、私なりの独自の調査を持って
おりまして、これ三役並みで80万ほどもらっている
ということじゃないですか。さらには、所長の海外勤
務手当、これは給与とは別に70万円の支給がされて
いるという情報もありますけれども、これは事実です
か。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　御指摘のとおり、い
ろんな手当がございますけれども、外国勤務手当とい
うものもその中に入っております。外国勤務手当のこ
とについて御説明いたしますと、沖縄県職員の特殊勤
務手当に関する条例というものがございます。職員が
当該外国における特定の事務に処理する業務に従事し
たときに支給するという特殊勤務の一つでございます
けれども、その中身は、国の基準の８割を支給すると
いうことでございます。この額もまた先ほど言った号
級等と関連いたしますので、号級もこの部分の関連も
ございますので号級の答弁は控えさせていただいてい



−194−

るところでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これだけの県の財源を使って、いわ
ゆるワシントン事務所を設置して職員の給与すら明ら
かにならない。東京都知事が海外出張に際し、ファー
ストクラスで移動しているということが問題になりま
した。この平安山所長の行動についてですけれども、
航空便は何を使っていますか。私が承知しているので
は、ファーストクラスを使っているという情報もあり
ますけれどもこれは事実ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　平安山所長が旅行を
行うときには旅行命令に基づいて行いますけれども、
ファーストクラスを使用できるという規定は、部長級
も含めてございません。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは明確に調査されましたか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私の今の答弁は、旅
費条例に基づいての答弁でございます。本人から確認
をしたわけではございません。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは本人から確認する必要がある
と思いますか。やる義務がありませんか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　御指摘ですので本人
には確認いたしますが、仮にファーストクラスに本人
が乗っていたとしても、県から支給される旅費は条例
に基づいての額しか支給されないということでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　だからと言って、知事がビジネスク
ラスを使って、そしてこの所長がファーストクラスを
使うという、東京都知事はこれが大きな問題になって
辞任にまで追い込まれたんですよ。そういう倫理上の
問題等含めてないんですか。自腹を切ればいいという
話なの、これは。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今確認しましたとこ
ろ、昨年の３月はビジネスクラスを使用したというこ
とです。それ以降は普通のエコノミーで旅行している
ということでございます。
○翁長　政俊君　いや、何か言っているよ。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません、ちょっ
と答弁があれでしたが、先ほど言いましたように、本
来はエコノミーなわけですけれども、人事課との協議

を踏まえて、総務部との協議を踏まえて、ビジネスで
３月は行ったということが事実でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　それと、これは調べて報告を願いま
す。
　ロビー活動に限らず、米国で行動するには米国にお
ける就労ビザが必要だと思いますが、平安山所長は就
労ビザを取得しておりますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今就労ビザとかいう
お話がありましたけれども、米国のビザの仕組みとい
うのはちょっと私もこの４月に来て初めて知ったわけ
ですが、大変複雑な仕組みとなっております。単純に
就労ですとか商用とかいうような形ではございませ
ん。問題なのは、そのワシントン事務所において安定
的に業務ができるかということでございますが、お二
人います１人の主幹のほうは駐在員ビザを取得できて
おりますけれども、平安山参事監につきましては、Ｂ
−１ビザというビザとなっております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは複雑なビザの種類を言ってく
ださい。幾つありますか。私の手元にはＢ−１、Ｌ−
１、Ｈ−１Ｂというのがあるんですけれども、これの
種類をちょっと説明願います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まずＢ−１ビザとい
いますのは、商用、旅行または治療を目的として米国
に短期入国する者を対象、最大６カ月の滞在となって
います。Ｈ−１ビザというのは、専門職につくため職
務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上の資格
が必要となっているということです。Ｌ−１ビザとい
いますのは、管理職、マネジャーに発行される、期間
ですが、Ｌ−１ビザの場合、これちょっと確認いたし
ます。管理者、マネジャーに発行されるものというこ
とでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　今説明があったように、平安山さん
についてはまずこのＢ−１ビザで入国をした。そし
て、就労ビザであるＬ−１を取得しようとしたがまだ
取得できていない。その理由は何ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まず、平安山氏はこ
の職務につく前には、総領事として長い経験を有して
おります。ただ、この期間が算定されずに、いわゆる
Ｌ−１ビザを取得する要件に加算されないということ
で、Ｌ−１ビザの取得ができなかったというふうに理
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解しております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　現在、いわゆるこのＬ−１ビザを諦
めて、Ｈ−１Ｂを取ろうとして今皆さん方はいろいろ
と各部局間で調整をされているようでございますけれ
ども、この今の現状、どうなっていますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　Ｈ−１Ｂビザになる
かどうかあれなんですが、平安山氏のビザの取得につ
きましては、米国の移民法専門の弁護士の方がいらっ
しゃいます。その方のアドバイスを受けまして今現在
調整を行っておりまして、来月をめどに一定の方向性
が出るということをうかがっております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　私の手元に県の公開条例でいただい
た文書があるんです。これ皆さん見てください。（資
料を掲示）　黒塗りです、黒塗り。これは平安山さん
です。下が山里主幹。これはきちっとビザは何を取っ
たというのは情報公開で出ているんです。この黒塗り
の部分は何が書かれているんですか。明確にしてくだ
さい、ここは。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　情報公開の範囲が就労ビザに関するものということ
でございましたので、その部分だけを、今お手元にＬ
−１ビザの部分があると思いますが、その部分だけを
開示したと。それ以外の部分については、開示請求が
なかったので黒塗りにしたという趣旨でございます。
こういう対応でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは不親切ですよ。開示してもお
かしくないものであれば、隠蔽しないできちっとやる
べきじゃないですか。これは何が書いてあるか今言っ
てください、この中身。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まず、情報公開は開
示の範囲内でやるというのは、これは原則だと思いま
す。それ以外の部分までやるとさまざまな課題が出て
くる懸念もございます。
　ただ、今議員からこれを説明しなさいということで
したので、左側の部分、上のほうを言いますと、駐在
員のほうには、現在の平安山参事監の名前があって、

種類としてはＢ−１ビザですと。特徴として、先ほど
私が答弁したような商用、旅行または治療を目的とし
て云々というような文言が入っていると。真ん中の中
段のほうですが、平安山参事監の名前があって、括弧
して調整中と。Ｈ−１ビザということで特殊技能職で
すよと。専門職につくため云々というようなものが書
いていると。私が先ほど答弁した内容が書かれている
ということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　きょう産経新聞に、実はこの平安山
さんの記事が載っているんですよ。「不適正ビザでロ
ビー活動」、在米沖縄事務所長、赴任から１年超、こ
ういう報道です。
　皆さん方は、知事が鳴り物入りでこのワシントン事
務所を開設したんです。そこの要員が２人ですよ、こ
の２人のうちの１人がいわゆる米国で活動できる正当
なビザを有しないままに向こうで活動をやっているわ
けです。これは皆さん方はこの平安山さんが持ってい
るビザで政治的な活動やロビー活動をすると、これ大
問題なんですよ。やっちゃいけないという規定がある
んです、これは。そういう中で、就労もできないビザ
を持って沖縄県は就労させているんですよ、向こう
に。就労違反じゃないですか、これは。逆に沖縄県に
外国人のいわゆる観光ビザを持った方が入ってきて、
ここで就労をして稼いでいるということになると即刻
国外退去ですよ。こういうことを沖縄県が平気でやっ
ているんです、知事。あなたが決めているんですよ、
これは。あなたの人事なんですよ。どう思いますか、
そこは。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　先ほど申し上げまし
たように、まずワシントン事務所での活動は、ＦＡＲ
Ａを取得しておりまして、事務所として活動ができる
と。平安山氏は、県の任期つき職員でございます。そ
の職員がワシントン事務所の開設のために出向いて
いって、その際にＢ−１ビザを取得してそういった活
動を行っていると。現在、米国の弁護士の方と、さら
にこれが長期化するということが想定されるものです
から、一番適切なビザの取得に向けて今活動している
ということで、記事にあるような何か違法活動してい
るような事実というのは一切ございません。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは違法活動じゃないの。どう見
てもこれは違法ですよ。就労ビザも持たない者が向こ
うで就労しているんです。就労して、県の出先で県の
情報をとるために米国議会に出入りしてロビー活動含
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めてやっているんです。どういう言いわけをするの、
これ。言いわけのしようがないと思いますよ。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まず、ロビー活動ではございません。ロビイストを
用いたロビー活動というのは議員の御指摘のとおりで
ございます。現にこれは登録をした資格の方でないと
できない、これは県は今行っておりません。
　平安山氏は、ワシントン事務所の開設そういった目
的、そしてまた知事の訪米時での対応等のために活動
を行っていますが、これは現在のＢ−１ビザでもって
制限されているわけではございません。この件につい
ては、米国の弁護士ともしっかりと確認されておりま
す。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　そんなことはないですよ。皆さん方
は各部局間で、平安山さんが活動できるように調整を
しているんじゃないの、今。税金の問題、納税の義務
も出てくるんですよ。いわゆる沖縄事務所から給与を
支給している形にしないと、問題が起きるんです、向
こうで。活動なんかできませんよ。現地においての納
税義務も出てくるんです。こういった手続もあなた方
一切やってないじゃないの。今慌ててやり出している
でしょう、これを。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　翁長議員の御指摘の
ように、さまざまなクリアすべき条件があって、今県
庁内部で調整を行っているというのも事実でございま
す。ただ、それはしっかりといろんな他の関係機関と
の、例えば県外とかそういったところの情報等をとり
ながら慎重に行って今進めているところでございま
す。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　もう１年超えたんですよ。１年超え
て、いわゆる平安山さんの置かれている身分、位置と
いうのはこれはまさに県が要望している、県が彼に課
している職務を遂行できない状況にあるんです。それ
に県がいわゆる対価を払っているんです。そんなばか
なことがありますか。当然、事前にそういった米国で
活動ができるようなもろもろのビザを含めて、パス
ポートも含めてしっかりとした調査をした中で任命す
べきじゃないですか。この１年は何だったんですか。
彼は向こうで何をやってたの。知事が来たら知事を迎
えに行くし、いろんな議員とコンタクトをとってやっ
てたでしょう。これがあなたが成果だと言って発表し
ているんじゃないか。これはまさに違法なんだよ。違

法行為を認めている。知事どう思いますか。
　待って、待って。知事に聞いてよ、任命者なんだか
ら知事が。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　繰り返しで恐縮なん
ですが、平安山氏が行っているものは、Ｂ−１ビザで
行っても全然何ら問題がないということは、移民法専
門の弁護士の方と確認の上、作業活動を行っているわ
けでございまして、ロビー活動をそのままやっている
としたら問題かもしれませんが、ロビー活動はそもそ
もできるわけがありません。厳重な資格があるわけで
すから。今、平安山氏が行っている範囲というのは、
それに該当しないようなものを行っているわけでござ
いますので、御理解いただければと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　私もこの質問をするに当たっては、
外務省やいろんなところで問い合わせもしてみまし
た。あなたが言っているような判断じゃない。これ今
あなたが言っていることはあなたの判断であって、法
的な観点から言うと、これはあなたが言っているとお
りじゃないですよ。そこは明確にすべきです。知事、
知事が任命をしたんですから、こういった不法就労を
許すこと自体が間違っているんです。早急に召還しな
さい。沖縄県の立場として、不法就労しているやつを
見逃すわけにはいかぬでしょう。召還しなさい。これ
が普通ですよ。どうなんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　やはり今議員がおっ
しゃったような活動をＦＡＲＡの登録もせずにやると
問題は出てまいります。これは確かに法令違反になり
ます。ただ、答弁しましたように、昨年12月にＦＡ
ＲＡに基づき登録を行っておりまして、それに基づい
て、今平安山氏はさまざまな活動を行わさせていただ
いているわけでして、御指摘のような、新聞にあるよ
うなことはないものと確信しております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　ＦＡＲＡの問題は、これはビザとの
問題とは別ですよ。何を言っているんですか。私はビ
ザを今問題にしているんです。ＦＡＲＡ登録の問題
じゃないんだよ、これ。ここをもっと明確にしなさい
よ。あなた方は法律をもとに、条例をもとに物事を動
かしているんでしょう、県の立場は。法令や条例や法
に違反している者がいれば、それを県として見逃すん
ですか。きちっと対応すべきです。ですから、早急に
召還をして彼の立ち位置を明確にさせなさいよ、ビザ
の問題も含めて。
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○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　このＦＡＲＡという
のは、外国代理人登録法に基づいて県は昨年12月に
登録していますけれども、参事監についても、ビザの
種類には関係なく、問題なく、このＦＡＲＡの登録の
もとで駐在員活動を継続しているということです。こ
れについては、弁護士の方にも確認して、適切である
ということを確認しております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　しょっちゅう同じことを言わせない
でよ。あなたが言っている弁護士を含めて、これは平
安山さんのアメリカにおいてのこのいわゆる身分が
はっきりしないんだよ。県の職員としての活動ができ
ないんだよ。これも弁護士が指摘しているんじゃない
の。だから納税上の義務も出てくる。県の事務所とし
て、彼に、平安山さんにいわゆる資金も渡さないとい
かぬ。そのためには給与という形ではなくて、前渡し
金という形で渡すということであなた方協議している
じゃないか。この中身は何なんだ。私たちも私たちな
りに調査をした中でこういう質問をしているんです
よ。いいかげんな言い方はやめなさいよ。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私もいろいろこの席
で答弁するに当たりまして、いろいろ確認して答弁し
ているつもりでございます。
　まず、ロビー活動ではないと。ＦＡＲＡの登録に基
づいて活動をしていると。その登録に基づいて活動す
るには、ビザの種類は特段問題にならないということ
でございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　そもそも論をすると、いわゆるワシ
ントン事務所を開設するに当たって、平安山氏を派遣
するに当たっては、知事はこういう問題点をしっかり
と把握した中でやるべきであって、こういう事務的
な、基礎的な問題も何らクリアせずに見切り発車をし
た結果がこういう結果なんです。だから問題なんです
よ。僕は、これ知事は県民に対してわびるべきだと思
いますよ。知事が行った人事によって、いわゆる身分
を有しない県のいわゆる任期つき職員がアメリカで不
法就労しているんです。この状況を看過するんです
か。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　冒頭でお話ししまし
たように、米国のビザの仕組みというのは、やっぱり
いろいろここ日本で考えるよりもさまざまな規制があ
るということでございます。平安山氏においては、長

い総領事としての経験があるわけですが、それがいわ
ゆるＬ−１ビザを取得するには、それが加算されない
ということはその当時においては予測すらされないこ
とでございまして、そういったことも踏まえまして、
現在適切なビザの取得に向けて弁護士と調整もしなが
ら、来月には一定の方向性が出る見込みでございま
す。
　不法就労という指摘については、先ほど来申し上げ
ていますように、ＦＡＲＡを取得していますので、ビ
ザの種類に関係なく駐在活動を続けることができると
いうふうに理解しております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　もう水かけ論で行ったり来たりして
いるんですけれども、いわゆるこの米国滞在中、今先
ほど部長が言ったように、勤務実績として加算されな
い。そうなってくると、これ、商業ビザでしか滞在が
できなくて、あなた方が言っているＬ−１ビザを取得
する可能性すら危ういですよ。そういう状況を放置し
ておくんですか。だったら、いつまでにＬ−１ビザが
取れるんですか。これ明確にしてください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　この辺も弁護士の方
と相談して作業を進めているところでございまして、
Ｌ−１ビザが取得できないということになれば、また
別の、先ほどお話が少し出ましたけれども、Ｈ−１ビ
ザとかそういったものを取得できるようにということ
で調整を行い、その結果、来月８月には一定のめどが
つくということでございます。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　いや、あなた方が今やろうとしてい
る手続は、Ｈ−１Ｂを取ろうとしているんですよ。Ｌ
−１ビザを取ろうということは断念したんだよ、県
は。取れないから、それにかわるＨ−１Ｂを取ろうと
しているんだよ。そのために税金の問題やこのいわゆ
る彼に対する支給の問題、給与の支給の問題を含め
て、今県庁内でいろいろやっているじゃないか。あな
たが言っていることは支離滅裂だよ。今やっている作
業とそうじゃない作業ともっと仕分けして物事を答弁
しないと。これは、やっぱりもう少しこういう問題に
ついては、襟を正して、非がある部分は非があること
を認めて、しっかりと対応すべきです。県の組織とし
てそれをやるべきです。翁長雄志知事がやるべきじゃ
ないですよ。知事はその組織の長だからやれって言っ
ているんですよ。組織を動かすというのはそういうこ
とじゃないですか。法律と条例と、いわゆるルールに
よって動かすんです。こういう中で動かしていかない
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とどうなるんですか。法治国家じゃないじゃない。あ
れほど、いわゆる沖縄での米軍基地の問題を法の問題
と照らし合わせて批判する知事の立場としては、そこ
はしっかりやるべきです。知事、コメントがあればコ
メントしてください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　翁長議員がおっ
しゃった法に基づいてというのは、我々も公務員とし
て当然当たり前のことでございます。ですから、議員
がこれも御指摘ありましたけれども、平安山氏にとっ
てはＬ−１ビザは難しいということで、今Ｈ−１Ｂビ
ザの取得に向けて動いていると。それにはいろいろさ
まざまな課題があるので、法令違反にならないように
全庁横断的に調整を行っているということでございま
して、御理解いただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　あなたが不法就労じゃないという根
拠を出しなさい。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　この件については、
追ってまた整理してお示しします。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　議会でこれほどあなたが強弁するの
であれば、そのデータを持って私に対峙すべきです
よ。出しなさい、今。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私の今答弁していま
すのは、弁護士からのアドバイスに基づいてそういう
ことだという答弁をしております。ですから、この弁
護士のその書類を取り寄せまして、またお示ししたい
というふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　だから、議会で答弁する以上は、何
の何条でどういう刑法に触れないのか、アメリカの法
律に照らして何がこの不法就労に当たらないのか。あ
なた自身が私に説明すべきでしょう。それが説明でき
るまで、私待っていいですよ。今弁護士に聞いてくだ
さい。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　この件については、
時差等もございますけれども、できるだけ速やかに提
出したいと思いますけれども、こういったビザのもの
については、我々も法令に適して適切に対応するよう
に、これはもう心がけているつもりですので、御指摘
の件については、また追って提供させていただきたい
と思います。御理解をよろしくお願いいたします。

○翁長　政俊君　議長、私の質問に答えていない。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時53分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　弁護士は、この移民法の専門というか、米国の弁護
士でございまして、確認するのも時差との関係があっ
て、短時間でというのはちょっと物理的な問題がござ
います。大変申しわけございませんけれども、ここは
お時間をいただければと思います。よろしくお願いい
たします。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　待ってよ。ちょっと私も考えさせて
ちょうだいよ。いや、正直なところ……
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前11時10分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　翁長政俊議員から指摘されま
したことは、私たちの答弁と異なるようでありますの
で、精査をさせたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　いずれにしろこの問題は知事の主要
な施策の一つですから、しっかりと精査をして議会に
答弁ができるようにきちっとしていただきたいと思っ
ています。
　それとＭＩＣＥ事業について、次質問します。
　ＭＩＣＥは、今いろんな質問が出ていますけれど
も、土地の購入で80億今要求しています。これは国
との調整は進んでいますか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　大型ＭＩＣＥ施設の用地取得につきましては、平成
28年度予算で79億2442万4000円を計上しておりま
す。うち財源としては、国庫支出金いわゆる一括交付
金でございます。56億3434万7000円を充てており
ます。交付決定には至っておりませんが、現在整備基
本計画を策定中でございまして、まとまり次第関係部
局と連携しながら内閣府に説明を行っていきたいと考
えております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　国との交渉の問題で、国からどう言
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われているんですか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　担当部局と
して予算担当総務部と調整しながら、４月の交付決定
を目指して申請をしておりました。４月に交付決定に
至らなかった理由は、内閣府の担当者ベースの話だと
して、整備基本計画をまず見る必要があるんじゃない
かというふうな指摘があったと聞いております。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　問題なのは、全体計画が見えないう
ちにいわゆる土地の取得だけを要求しているんだよ。
そうしたら、内閣府も財務省も含めていわゆる全体像
が見えない中で土地を買うというのはどういうことな
んだという議論なんですよ、これは。だから、水面下
での問題が非常に大きなこの事業の成否を分けますの
で、そこの調整は安慶田副知事がやっているの。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　翁長議員の質問に答弁い
たします。
　実は、先ほど部長からも答弁がありましたように、
それぞれ担当者ベースで内閣府と調整してまいりまし
たところ、土地購入についても一括交付金で何とかで
きるんじゃないかということで進めてきたんですが、
いずれにしても、財務省と各省庁があわせてみたら、
なかなか全体像がまだ見えないということで、それが
一つと、それと沖縄県中城湾港マリンタウン特別会計
の土地を右のポケットから左のポケットにいくのに一
括交付金を使っちゃいけないんじゃないかという意味
で指摘されまして、そこら辺もう一度財務省と最終的
な政治折衝をしてみて、それを今やろうとするところ
であります。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これできなければ県の基金を使うん
ですか。財政調整基金とか何とか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
　ＭＩＣＥ施設用地について交付金を充てることがで
きない場合は、財源を振りかえる必要がありますが、
その場合は起債により対応することになると考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　この事業、やっぱりこれだけの膨大
な予算がかかりますから、緻密な、要するに水面下で
の作業も必要です。今議場の中から足を引っ張るのか
というやじが飛びましたけれども、そんな話じゃない
んですよ。表ばかりわーわー言ったって一銭の要する

に予算もつかないんですよ。ちゃんと水面下での根回
しを今安慶田副知事がやっているというから、そこに
私は期待しているんです。
　それともう一つ、いずれにしろ、この問題は予算が
つかないことには前に進まないです。もう一つ私が聞
いている話では、残念な話なんだけれども、今マリン
タウンの土地の問題を民間業者に買わせてそれをまた
県が買い上げるというやり方があるやにも聞いている
んだけれども、こういった小手先のわけのわからない
手法だけはとらないようにしてください。そういう情
報が飛び交っているんですよ、今。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　今、県としてはそのような考えは持っておりませ
ん。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　いずれにしろ、本体工事を含めて
500億、800億、面的整備を入れると1000億とも言
われるような大事業ですので、５年間のいわゆるこの
一括交付金があるうちに完成させぬといかないんです
よ。この800億、本当に出していくということになる
と、他の事業がとまるということなんです。一括交付
金の、他で今やっている事業がとまるんですよ。とめ
てまでこのＭＩＣＥを動かすという話ですから、これ
は大変大きな事業でありますし、それは沖縄県の観光
に資する話ですから、私たちも支援はしていきたいん
ですけれども、きちっとしたことをやっていくことが
大事です。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
　　　〔西銘啓史郎君登壇〕
○西銘　啓史郎君　おはようございます。
　那覇市・南部離島区選出の新人議員、会派沖縄・自
民党の西銘啓史郎と申します。よろしくお願いしま
す。
　質問に入る前に、少しばかり所見を述べさせていた
だきます。
　まず初めに、先月６月24日付で県議会議員の任期
を全うされた自民党３名の先輩議員と無所属及び各党
の先輩諸氏に対し、長年にわたる議員活動及び地域の
繁栄や県民生活の向上のために御尽力いただきました
ことに、新人議員の一人として心より敬意と感謝の意
をあらわしたいと思います。また、残念ながら今回の
選挙で夢かなわず、この議場に来ることができなかっ
た５人の自民党公認の仲間、その多くの仲間の思いも
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忘れずに私は初心を忘れることなく、これからの議員
活動に努めてまいりたいと思います。
　それでは、通告に従い質問を行います。
　まず初めに１、知事の政治姿勢について。
　私の周りでは、知事の県政運営に対し、このまま沖
縄をどの方向へ導こうとしているのかという不安の声
と、保革を越えてとよく知事がおっしゃいますが、保
を越えて革へ近づいているのではないかという不満の
声も聞こえてまいります。
　その中で、(1)、中国船の接続水域侵入と東シナ海
での中国軍戦闘機による危険飛行について見解を問
う。
　(2)、国連先住民族勧告に対する見解について問
う。
　(3)、知事就任後の出張について問う。
　ア、国内、海外の出張回数等。
　イ、出張規定との関連について。
　２、ワシントン事務所の設置目的とその効果につい
て。
　(1)、平成27年度の予算額と決算額について。
　ア、その支払い先、内容、効果について。
　(2)、平成28年度の予算額について。
　ア、委託契約先、契約内容について。
　３、観光立県沖縄としての今後の課題についてです
が、私は民間の航空会社で30年間勤めてまいりまし
た。そのうち９年間は沖縄で勤務することがありまし
たが、残りの21年間は県外で生活をしてまいりまし
た。県外から沖縄を見ることで、沖縄のすばらしさ、
それが見えてまいりましたが、また同時に観光立県沖
縄としての課題も数多く見えてまいりました。県経済
の基幹産業としての、またリーディング産業としての
観光産業の育成支援、観光立県としての基盤整備にも
取り組んでまいりたいと思います。
　そこで、(1)、今後の課題について、県の認識、見
解を問う。
　ア、各種団体からの要請等について。
　レンタカー、バス、タクシー等。
　(2)、ＯＣＶＢとの連携について。
　ア、観光の夕べの開催について。
　今年度の予算、開催地、開催の時期等について問
う。
　イ、目標数値について、観光客数、観光収入の定義
と計算式について。
　４、離島の抱える課題について。
　私は選挙期間中、選挙区内の全ての島々を回りまし
た。そこで、離島に住む方々の声を数多く聞かせても

らいました。私は離島に住む方々が負うさまざまな負
担や課題について、正面から向き合い解決してまいり
たいと思います。離島の繁栄なくして県の発展なし、
私はそう断言したいと思います。
　その中で、離島の抱える課題について、(1)、県の
認識、見解を問う。
　(2)、島民割引の実態と対象拡大について。
　予算と執行額について問う。
　５、那覇港湾（那覇軍港）について。
　(1)、現行県内の基地の数について。
　(2)、ＳＡＣＯ合意と浦添への移設について見解を
問う。
　６、我が党の代表質問との関連について。
　辺野古移設問題について、知事は民意という言葉を
よくお使いになるが、民意は普遍だとお考えですか。
それと、県民の何割が反対しているというふうに、知
事の認識を問いたいと思います。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　西銘啓史郎議員の御質問、私
のほうからは観光立県沖縄としての今後の課題につい
ての中の、沖縄観光における目標値についてお答えを
いたします。
　沖縄県においては、平成24年度に第５次沖縄県観
光振興基本計画を策定し、平成33年度の目標値とし
て、観光収入１兆円、入域観光客数1000万人等を掲
げております。その目標の達成に向けた施策の工程表
として、平成26年度に沖縄観光推進ロードマップを
策定するとともに、毎年度策定するビジットおきなわ
計画において、単年度の数値目標を定めております。
　沖縄県としましては、これらの数値目標の達成に向
けて、国や市町村等の関係機関や県の観光施策の推進
母体である沖縄観光コンベンションビューロー等と連
携し、官民一体となって各種施策に取り組んでおりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、中国船の接続水域侵入及び中国
軍戦闘機の危険飛行についてお答えいたします。
　外務省の発表によりますと、６月９日に中国海軍軍
艦が尖閣諸島接続水域に侵入しておりますが、これを
受け、齋木外務事務次官が程永華駐日中国大使に抗議
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しております。また、中谷防衛大臣は、６月21日の
記者会見において、中国海軍の情報収集艦による６月
15日、16日の我が国の領海及び接続水域への侵入な
ど、一方的に我が国の周辺海域での行動をエスカレー
トさせている最近の中国軍の活動全般について、外交
ルートを通じて中国側に懸念を申し入れたと述べてお
ります。
　なお、自衛隊機と中国軍戦闘機の攻撃動作につきま
しては、萩生田光一内閣官房副長官は、６月29日の
記者会見において、自衛隊機がスクランブル発進をし
たとしておりますが、中国戦闘機による攻撃動作をか
けられたという事実はないと述べております。
　沖縄県としましては、これらの国の対応を含め、重
大な関心を持って情報収集に努めてまいります。政府
においては、今後も平和的な外交を通じ不測の事態が
生じないよう、万全を期していただきたいと考えてお
ります。
　次に、国連の先住民族勧告についての御質問にお答
えいたします。
　沖縄県では、これまで沖縄県民が先住民族であるか
どうかの議論をしておらず、また、県全体においても
大きな議論となっていないことから、このことについ
て意見を述べる立場にないと考えております。
　県としては、先住民族かどうかの議論よりも、沖縄
県民の自己決定権について、より議論されるべきだと
考えております。これまで沖縄の自己決定権が十分に
尊重されず、沖縄の基地問題が解消されないこの状況
こそが問題であると考えております。
　次に、知事、副知事の出張及び出張規定についてお
答えします。１の(3)アと１の(3)イは関連いたします
ので、恐縮ですが一括して答弁させていただきます。
　平成26年12月の知事就任以降、知事の出張は県内
離島６回、県外31回、海外11回で計48回、浦崎副知
事の出張は県内離島８回、県外16回、海外５回で計
29回、安慶田副知事の出張は県内離島６回、県外34
回、海外４回で計44回となっております。海外出張
の平均滞在日数は、約４日間となっております。ま
た、知事、副知事の出張については、沖縄県知事等の
給与及び旅費に関する条例等に基づき適正に対応して
おります。
　次に、ワシントン事務所の設置目的とその効果につ
いての御質問の中の、平成27年度駐在員活動事業費
の予算と決算についてお答えいたします。
　ワシントン駐在員については、知事訪米の対応、基
地問題に関する情報収集、沖縄の状況などの情報発信
を主な役割としております。

　平成27年度のワシントン駐在員活動事業費につい
ては、当初予算額は7932万9000円、決算額は7427
万5000円となっております。決算額の内訳として
は、ワシントン駐在業務にかかる沖縄米国間の往復、
米国国内出張のための旅費として233万6000円、駐
在事務所の運営費及び活動経費、ヒアリング調査等
を行うための委託料として7193万9000円となってお
り、ワシントンコア社と業務委託契約を締結しており
ます。
　ワシントン駐在については、知事の考えや沖縄の正
確な状況を米国政府、連邦議会等へ伝えるとともに、
沖縄県との信頼関係とネットワークを構築していると
ころであります。このような取り組みを継続的に行う
ことで、米国側の理解と協力を促すことは、非常に重
要であると考えております。
　次に、平成28年度駐在員活動事業費の予算につい
てお答えいたします。
　平成28年度のワシントン駐在員活動事業費につい
ては、当初予算額は7369万6000円となっておりま
す。その中で、駐在事務所の運営費及び活動経費、ヒ
アリング調査等を行うため、ワシントンコア社と業務
委託契約を締結しており、契約額は6848万5000円と
なっております。
　次に、那覇港湾（那覇軍港）についての御質問の中
の、県内の米軍施設・区域の数についてお答えいたし
ます。
　平成28年３月末現在、県内の米軍施設・区域の数
は32施設となっております。
　次に、那覇港湾施設の移設についてお答えいたしま
す。
　那覇港湾施設の浦添埠頭地区への移設については、
平成８年のＳＡＣＯ最終報告で合意され、米軍再編に
基づく平成25年４月の沖縄における在日米軍施設・
区域に関する統合計画においても、移設を条件に全面
返還されることとなっております。
　県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、
基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与す
ると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、協議
会の枠組みの中で進めることが現実的と考えておりま
す。
　次に、我が党の代表質問との関連についての御質問
の中の、辺野古移設反対の民意についての御質問にお
答えいたします。
　県が、平成27年11月から12月にかけて実施しまし
た地域安全保障に関する県民意識調査においては、普
天間飛行場を名護市辺野古に移設する政府の方針に
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ついては、58.2％が反対と回答し、賛成と回答した
25.5％を大きく上回る結果となりました。
　なお、最近の県内マスコミの世論調査によると、政
府が進めている辺野古移設計画に対し、普天間飛行場
を県外に移設させるべき等の、いわゆる辺野古移設に
反対の回答を選択した方の割合は、83.8％でありま
した。
　辺野古の新基地建設に反対し、普天間飛行場の県外
移設を求める県民の民意は、平成26年に行われた県
知事選挙を初めとする一連の選挙に続き、今回の県議
会議員選挙の結果においても示されたものと理解して
おります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　観光立県沖
縄としての今後の課題についての御質問の中の、レン
タカーと観光バスについてお答えいたします。
　那覇空港では、観光客の多くがレンタカーを利用す
ることから、事業所の送迎バスによる混雑などの問題
が生じております。このため県では、今年度、レンタ
カー利用者及び事業者の実態調査や那覇空港の混雑を
把握するための調査を実施し、その結果を踏まえ、対
策を検討していきたいと考えております。
　観光バスにつきましては、国際通り周辺に乗降場所
が少ないことから、パレット久茂地交差点付近など
で、時間帯によりバスが乗降所付近に滞留し、交通渋
滞が発生することなどの問題が生じております。その
ため、県が関係機関等に呼びかけて協議した結果、沖
縄県バス協会や旅行会社が連携し、分散乗車や停車時
間の短縮を図る取り組みが行われています。また、今
年度、那覇市と沖縄総合事務局が、国際通りから離れ
た場所にバス待機所を設置し、バスを誘導する実証実
験を行うこととなっており、当該実証実験について
は、県が待機場所の提供を行うなど連携を図っており
ます。
　県としましては、今後とも国、那覇市、関係部局、
各交通機関と連携して、これらの課題解決に向けて取
り組んでいきたいと考えております。
　次に、観光の夕べの開催についてお答えいたしま
す。
　観光感謝の夕べは、本県の入域観光客数が200万人
を達成したことを受け、航空会社や旅行社などの関
係者に感謝の意を表すことを目的に、昭和60年に初
めて東京で開催し、平成11年以降は、毎年１月に東
京や大阪において、県三役が対応して開催しており

ます。観光感謝の夕べは、沖縄観光コンベンション
ビューローへ業務委託して実施しており、去る１月の
開催においても、航空会社や旅行会社の関係者のほ
か、政府関係者、美ら島沖縄大使、県人会など多くの
方々に参加いただいております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　観光立県沖縄としての今
後の課題についての御質問の中の、各種団体からの要
請等についてお答えいたします。
　バス、タクシーの関係団体から要望のある運転手確
保支援につきましては、女性や若年層の新規就労の促
進を図る観点から、二種免許取得費用の助成を実施す
る方向で関係機関と調整を行っているところでありま
す。また、沖縄県ハイヤー・タクシー協会から要望の
ある映像記録型ドライブレコーダーの導入につきまし
ては、国土交通省において、補助率３分の１、上限
２万円とする補助を行っており、平成27年１月時点
の設置率は、約66％となっております。
　県としましては、引き続き会議等の機会を通して、
タクシー業界への活用を呼びかけてまいります。
　次に、離島の抱える課題についての御質問の中の、
県の認識、見解についてお答えいたします。
　沖縄県の離島は、島々で異なる個性豊かな自然環
境、文化、歴史的遺産等の魅力、すなわち離島力を有
しております。一方で、離島地域においては、割高な
交通・生活コストに加え、教育・医療・福祉等の基礎
的な生活条件や産業振興などさまざまな分野で沖縄本
島との格差が依然生じており、大きな課題であると認
識しております。
　県としては、離島の課題を克服し離島力を向上させ
るため、離島における定住条件の整備と特色を生かし
た産業振興を図っていくことが重要であると考えてお
ります。
　次に、島民割引の実態等についてお答えいたしま
す。
　県では、離島住民の割高な船賃及び航空運賃を低減
する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業を実施し
ております。船賃についてはＪＲ在来線並み、航空運
賃については新幹線並みの運賃を目指し、船賃では約
３割から最大約７割、航空運賃では約４割の運賃低減
が実現しております。また、病院や高校がない小規模
離島については、観光客等の交流人口の航空運賃を約
３割低減しております。さらに、那覇―久米島の航空
路線につきましては、地域の活性化を図る実証実験と
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して、平成27年５月から、交流人口も新たに対象と
し、約1.5割の運賃低減を図っております。平成28年
度の沖縄県離島住民等交通コスト負担軽減事業の予算
額は19億556万5000円であります。
　県としましては、離島住民等の交通コストの負担軽
減のため、今後も安定的かつ継続的な事業実施に取り
組んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　御答弁ありがとうございました。
　それでは、再質問させていただきます。
　まず、中国船舶の領海・領空侵犯に関してですけれ
ども、先ほど公室長からは答弁ありました。まず、航
空自衛隊の緊急発進の回数について、県は把握してい
ますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　平成28年度の１・
四半期の数字でございますが、緊急発進回数は281回
で、前年度の同時期と比べて108回の増加というふう
な報告を受けております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　ありがとうございます。
　防衛白書から調べると、昭和59年、一番多くて
944回、それから平成26年度でも943回、過去２番目
に多い緊急発進が行われています。そのうちの943回
中の464回が中国にかかわるものということで、我々
県民としてなかなかそういう情報をもらうことがなく
て、やはり非常に緊張感を持たなきゃならないところ
は、きっちり県としてもそういうメッセージを発する
べきだと思います。正直言って、なかなかそういう情
報がない、またはそういう事態が発生しても知事から
メッセージがない。米国の犯罪に対してはすぐ反応さ
れる知事が、中国に対するメッセージがない。２日前
の代表質問でも共産党の渡久地議員が抗議すべきだと
いうふうに明らかにはっきり申していますので、この
辺の対応については、きっちりと行ってほしいと思い
ます。
　続いて、国連の人権理事会2015年９月21日にサイ
ドイベントで知事に同行した地元紙の方が発言した内
容が話題になっていますが、知事把握されています
か。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　翁長知事。

○知事（翁長雄志君）　西銘啓史郎議員の御質問にお
答えいたします。
　このマスコミの報道等は、全ての報道に目を通した
ので、目を通したとは思いますけれども、ただ今のよ
うな発言をされたというようなことについては、承知
はしておりませんが、その発言の内容からしますと、
多分サンフランシスコ講和条約が発効されて、日本
から切り離された27年間のことを言っているのかな
と、これは推測です。確認をしてその確認の発言では
なくて、私自身サンフランシスコ講和条約で切り離さ
れた期間は潜在主権があるとはいえ、沖縄県民からす
ると日本国民でもなくてアメリカ国民でもなかったと
いう認識を持っているもんですから、その件について
話されているのかどうか、これは今の質問があるので
あえてここまでは話しますけれども、確認をしないと
はっきりしたことは言えません。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　知事のたしか５メートル後ろぐら
いに座っていて、その発言をされているんですね、
ユーチューブを見ると。明らかに、沖縄はアメリカの
領土でもなく日本の領土ではないという発言をしてい
ますので、そこに知事が同席しているわけです。知事
は否定もされてないわけです、それについて。私は非
常に不思議ですね。日本の領土でもないというふうに
お思いですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　だから今お答えしたように、
そのサンフランシスコ講和条約の発効している間、日
本復帰するまでその間は、ちょうど沖縄の漁船はイン
ドネシアあたりで拿捕されるときにも、この琉球と
いって旗をやっても何らそこで有効に機能しなかっ
た。また、私どもは当然日本国憲法も適用ありません
でしたし、それから国会議員も70年になるまでは出
すこともできなかったと。そういったようなこと等を
踏まえての話をされた場合には、その間においては私
は日本国籍は持っておらなかったと。パスポートも琉
球政府の発行でしたから。その意味からいうと、その
間においてはなかったという意味で、その旨でその報
道の方がマスコミの方が発言をされているんであれ
ば、それはそういうことなのかなとは思います。た
だ、そのときのことを刻銘に記憶しているわけではあ
りませんので、今の趣旨の発言という意味では、先ほ
ど話したのと今発言したのという意味でそういう認識
を持っております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　先ほどの先住民族の件のときに、
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沖縄で議論もされていないということを公室長言って
いました。そういう意味では、県内で議論されていな
い議決されていない案件が既にもう４回勧告されてい
ると。私たちの意図しないところで、意見を言われ、
国連から４回、日本政府にその勧告があり、日本政府
は外務副大臣が特にこれについてはコメントしていま
すけれども、要は我々が全然意図しないところでいろ
んな動きがあるということを、我々県民として全く知
らなかったですし、これをきっちり知事としても我々
がそういった決まり事ではないということを明確に述
べてほしいと思います。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　議論が深まっていな
いといいますか、その前提には沖縄にはさまざまな歴
史認識があったというように考えております。1879
年のいわゆる琉球処分ですとか、第二次世界大戦時に
は地上戦に巻き込まれて大変厳しい状況になっていっ
たと。その後のまた米軍の施政権下にあったというこ
とで、過去の出来事を沖縄県民一人一人がどのように
考え、思い描くかということ、さまざまなものがあっ
て、そういった国連決議に行った方々は、そういった
部分だと思いますが、いずれにしましてもそういった
さまざまな先住民族の議論というのはあると思います
けれども、まだ県内では十分議論は深まっていないと
いうことが、県としての公式な見解でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　時間の関係で次に行きたいと思い
ますが、知事の就任後の出張について問うということ
で数字をもらいました。
　実は、私が申し上げたいのは、知事が就任後、海外
に11回行かれたと。その割には県内、特に離島を含
む出張が少ないというように私には見えています。そ
れで、事務方のほうに前任の知事の１年半の出張の数
字を調べてくれないかと言いましたら、海外出張だけ
は調べられるということで、前知事は就任後の１年半
の間には２回でございます。この多い、少ないを私は
議論するつもりはありませんけれども、それ以上に、
以前仲井眞知事は、2006年12月の初登庁以来、翌年
の１月には普天間やキャンプ・シュワブを視察した
り、それから２月には米軍基地、これはちょっと明確
にはわかりませんけれども13日には視察をしていま
す。それから南大東視察、それから台風４号の被害状
況の視察、それから台風11号、12号で久米島に出張
して現地を視察、それ以外でも伊江村の視察であった
り、視察広聴ということで与那国、石垣、竹富、本
部、今帰仁等いろんなところに足を運んでいます。

　私は、知事に申し上げたいのは、もちろん海外に行
かれる理由があったと思うんですけれども、それ以上
に選挙後一度も行っていない島、那覇・南部離島区で
いえば久米島以外は７町６村ありますけれども――ご
めんなさい、１町６村ですね、失礼しました。南部久
米島町から６村ございますけれども、久米島以外には
一度も知事が来ていないという声がありました。私が
申し上げたいのは、先ほどの私の質問の中で、離島の
振興なくして発展なくして沖縄の発展なしと申し上げ
ましたけれども、離島に対する思いが薄いんではない
かという感じが私はします。そうでなければ反論いた
だきたいんですが、砂川議員の話にもありましたよう
に、離島で石垣で島民が生活に苦しんでいる。本当に
その中で中国に対してのメッセージもない。本当にこ
の県民の生命財産を守るという立場の知事が、もう
ちょっと離島に目を配ってほしいというのが私の思い
であります。それについて、何か御意見があれば。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　西銘啓史郎議員の御質問にお
答えいたします。
　きのうでしたか、私も市町村どれだけ回ったんだと
いう御質問があって、離島で５カ所ですか、それから
本島内では16カ所でしたか、そういったような形で
回りましたという話をさせていただきました。その中
で海外11回というのは、またアジア経済戦略構想と
いうこともあって、それからカジノの問題もありまし
たからシンガポール、香港、マカオなども視察もさせ
ていただきました。その離島という意味では、私自身
は今言う那覇市近郊という意味からしますと、島たび
助成ということで那覇市長時代にもみずからその４村
――渡嘉敷、座間味、渡名喜、粟国、それぞれ職員も
交えていろいろ意見を言い、私自身も漁船で渡名喜か
ら粟国にはそういった船もないもんですから、渡名喜
から粟国には漁船で３時間ぐらいかけて行ったりとい
うような形での体験もしながら、その島たび助成の実
効性も図ってまいりました。その中で、渡名喜とまた
久米島のフェリーのあり方とか飛行機の時間の問題と
か、いろいろ御質問もありましたので、いろいろやっ
てはおります。しかしながら、数字は数字であります
から、台風のこととかいろいろ言ってはおりますけれ
ども、沖縄県の抱える課題、去年集中して県政のもの
がございました。そういった中では精いっぱい努力を
してまいりましたけれども、これから離島というのは
西銘議員がおっしゃるように私はダイヤモンドのよう
に輝く、これから以降離島が必ず輝くときがあるとい
う話をしておりますので、できるだけ早くたくさんの
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ところを回って御意見を頂戴して、施策に反映をして
いきたいと思っておりますので、よろしくお願いをし
たいと思います。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私の祖父は、久高島の生まれで
す。祖母は、与那国の生まれです。私にも離島の血が
流れていると思っています。
　一つ知事に苦言というか申し上げたいのは、知事が
ウチナーグチで最後にニフェーデービルの後に、タン
ディガータンディとミーファイユーを申されますが、
与那国の言葉御存じですか。フガラーサと言います。
もし、これを意図して外されているのか、知らなくて
使っていないのかわかりませんが、与那国もちゃんと
した言葉がありますので、よろしくお願いします。
　次、いいですか。
　次、ワシントン事務所についてです。
　まず最初に、この契約の決裁権限者はどなたです
か。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時50分休憩
　　　午前11時50分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　沖縄県庁内に事務決
裁規程というのがございまして、その中で決裁の範囲
というのがありますが、この件につきましては統括監
クラス、次長クラスの統括監が決裁権者となっており
ます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　その契約に基づいて報告書が上
がっていると思うんですが、その報告書はどなたまで
目を通されているんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私も新年度に入りま
して、報告書を見させていただきましたけれども、少
なくとも私までは目を通してございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　担当副知事は目を通しています
か。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません。これは
私のほうが配慮不足でございまして、ちょっと分厚い
ものですから副知事のほうまでその報告等を行ってお
りません。今後、丁寧に対応したいと思います。

○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　安慶田副知事は報告書はごらんに
なっていないということですね。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　正直言って、今言ってい
るように、私のところに回ってきた記憶はまだござい
ません。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　民間からすると非常に不思議な話
です。7000万近くの契約書を統括監が決裁するのは
構いません、契約決裁権限に基づいて。ただ、契約の
印鑑は知事印ですよね。知事印を押していて、それを
副知事が見ていないということは知事も見ていないと
思いますけれども、こちらに報告書があります。（資
料を掲示）　これをぜひ一度見てみてください。私、
全て目を通しましたけれども、先ほど公室長からあ
りましたこの契約書に基づく約8000万に近いお金、
7000万に近いお金の価値があるかどうか。中身を見
てください。私読みましたけれども、これはネットで
調べて和訳すればできる内容のものもあります。それ
以外に、今回もらえなかったんですが、４章に専門家
へのヒアリング結果と。これは事務方からは、これは
もうマル秘事項ですというんですが、恐らくここが一
番大事だと思っています。それだけの価値があるかど
うか。先ほどのロビー活動の話じゃないですけれど
も、アメリカで本当に情報をもらおうと思ったら、他
国は数十億の金を使います。沖縄県が、日本の一県が
とれる情報、私は限りがあると思います。そのために
こんなお金を使っていいのかどうか――こんな金とい
う言い方、変ですね。議会で承認されておられるわけ
ですからいいんですけれども。私は正直言ってこのお
金を県が、ましてや報告書も副知事が見ていないと、
27年度の報告ですよ。こういった中でこの予算が本
当に生きているのか、効果があるのか、私は疑いま
す。
　それともう一つ、これは余り大きな話じゃないんで
すけれども、先ほど出張規程等いろいろあると聞きま
したけれども、総務部長、公印、総務部長の印鑑が間
違えて知事印を押された案件を御存じですか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　職員のほうから報告を受
けております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これも民間からすると非常に疑問
なんですが、６月16日付の総財第168号、これ総務
部長名で県議会議員各位に来ている文書です。（資料
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を掲示）　これに県知事の印鑑押されているんです。
私はこれ見たときにびっくりしました。まず、担当の
方に、県知事の印鑑は幾つあって、誰が管理している
のと聞きました。そうしたら、各部局で10個ぐらい
あると言ったんですかね。普通、民間では社長印とい
うのは１個だけです。相当厳しい管理をします。全日
空でも私の会社で幾つも支店ありますけれども、社長
印を持っている支店なんてありません。これはもう県
のあれでいいんですけれども、この公印の扱いについ
て、これを徹底してください。こういうことが全て何
かにつながると思っています。こういったことを気づ
かない、全くそれに何のあれもない。私は信じられな
いですね。知事の公印の扱い、ぜひ管理徹底してくだ
さい。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　本当に大変申しわけござ
いません。こういうミスがあって、二度とそういうこ
とがないように、しっかりと職員含め気を引き締めて
対応してまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　次に行きます。
　観光立県としての課題ですが、先ほど幾つか話があ
りましたけれども、文化観光スポーツ部前田部長、現
場は見に行ったことありますか。レンタカーの混み合
いぐあい等ですね。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　この件は、
昨年の４月、部長就任後、レンタカー協会の会長等か
ら情報提供ございまして、特に夏場がひどいというこ
とでございましたので、記憶では７月ぐらいでした
か、夏休みに入ったころぐらいに一度現場を見た記憶
がございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これ各部長にお願いしたいんです
けれども、ぜひ、現場に足を運んでいただいて、担当
ベースではなくて部長みずから足を運び、課題を認識
し、部下と共有をして、課題に取り組んでほしいと思
います。
　それと、幾つかの質問の中で、やはりこれは行政の
決まり文句というと大変失礼かもしれませんけれど
も、調整しますとか検討しますというのが多いんです
が、やはりいつまでにとか、どのくらいとかという期
限を決めてもらわないと、やはり各協会、要請はしま
した、県は検討をします。この中では国と要請を調整
しなきゃならないこともいっぱいあると思うんです。
その中で、預かりました、いや進捗は全然２年、３年

たっても進んでいませんという事例が多いような気が
します。私は、これについては徹底的に問いたいと思
いますので、よろしくお願いします。
　それから、観光の夕べ、昭和60年に始まったとい
うふうに聞きました。西銘知事のときに始まったとい
うふうに私認識をしております。先ほど部長の答弁の
中には予算が入っていなかったんですが、予算お幾ら
ですか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　平成28年
度の予算は、東京と大阪両地の開催合計で3055万
5000円を計上しております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　これも、航空会社にいた人間なの
であえてはっきり言わせてもらいますけれども、その
観光の夕べをやること自体が目的になっていないかと
いう心配があります。
　というのは、今、東京と大阪を中心にやっていらっ
しゃると聞きました。今、那覇に直行便の路線、21
路線たしかあると思うんですけれども、私は航空会社
にいて路線の開設や路線の休止も扱ってまいりまし
た。路線というものは、沖縄は黙っていても各地区か
ら飛んできます。他府県では、航空会社に知事やいろ
んな方が路線を飛ばしてくれという要請も来ます。そ
れだけ一生懸命要請をしている他府県と、今沖縄県は
黙っていても来る――黙っていても来るは大変失礼で
すね、知事も要請行っているんで――そういった努力
をしなくても路線がふえています。大事なのは、路線
は私は人間の子供と一緒で育てなきゃなりません。勝
手に育つものじゃありません。ですから、この路線を
維持するために、両県、両市、いろんな姉妹都市の提
携だったり、子供のスポーツの交流だったり、双方に
こういう事業をして、これがだんだん大きくなって
いって、またこの子供たちが将来来るというふうな関
係をつくらないと、21路線そのまま将来あり得るか
というとそれはわかりません。特に今、参入・撤退が
自由になり、ＬＣＣが参入し始めて、基本的にはおい
しい路線にどんどん入っていきます。普通の民間企業
は、赤字予算も抱えています。その中で、路線を維持
するということの大切さということをぜひわかってく
ださい。
　それともう一つ、もう時間がないんであれですが、
那覇軍港は基地の中の一つというふうに理解してよろ
しいですか、どうぞ。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　県は、米軍施設・区
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域の一つというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　あと、浦添への移設についても、
知事もそれは推進ということでよろしいでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ＳＡＣＯ合意に基づ
いて進めるということが県の方針でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　最後になりますけれども、知事の
件でちょっと私が申し上げたいことがあったんです
が、ちょっとお待ちください。（「休憩」と呼ぶ者あ
り）　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時０分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　西銘啓史郎君。
○西銘　啓史郎君　私は今回の県議選で、安心して暮
らせる沖縄、夢が実現できる沖縄、希望に満ちた沖縄
をつくるということで自分の政策の中に入れてまいり
ました。それは、私の目的です。この目的を達成する
ために、私は県議会議員という職を選びました。
　それで、目的と手段なんですが、目的とは最終的に
達成したいこと、やりたいこと、手段とは、目的を達
成するための方法ということからすると、我々共通の
目的は普天間基地の危険性の除去、固定化の阻止とい
うことだと思います。
　その中で、政府は辺野古移設ですけれども、最後に
１点だけ、知事は、辺野古に基地をつくらせないとい
うことが目的になっていませんか。そのためにいろん
な手段を講じるというふうになっているという気がし
ます。ぜひ、大きな目的を互いに達成するために頑
張っていきたいと思います。
　私からは以上です。
○議長（新里米吉君）　最後は、要望でいいですか。
○西銘　啓史郎君　はい、以上です。
　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後１時23分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　花城大輔君。
○花城　大輔君　沖縄・自民党の花城大輔です。
　戻ってくることができました。これからもよろしく
お願いします。

　質問をさせていただく前に、少し知事にお伝えした
いことがあるので、お話をさせていただきます。
　ことしの２月に石垣島にＰＡＣ３が配備されたとき
に、北朝鮮のミサイル問題で。そのときに、知事か
ら、これはテレビのニュースで見たんですけれども、
一体どのような精度があるのかというようなコメント
があったんですね。僕はあのときに、非常に誇りを傷
つけられたような気がしてずっと記憶にとどめてあっ
たんですが、この４月に関係者と会うことができて、
その話をさせていただきました。そうしましたとこ
ろ、どれぐらいＰＡＣ３は性能がいいのかという質問
をさせていただきましたところ、必ず撃ち落とせると
言っていました。どのような角度から飛んでくるの
か、ミサイルの種類によっていろんな問題があるらし
いんですけれども、それができるように訓練をしてき
たという話をされていました。そして、もちろん飛ん
できてほしいわけではないですけれども、そのような
準備は怠っていないという話をされていたので、一応
ここで伝えておきます。
　この北朝鮮のミサイルの問題が出てくるたびに、い
つも憲法を思い出すんですね。「平和を愛する諸国民
の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持
しようと決意した。」。しかしながら、我が国を取り
巻く環境は、非常に厳しいものがあると思っていま
す。
　北には、終戦の混乱に乗じて、南樺太と北方４島を
とっていった国、そしてすぐそばには、ミサイルを
ちょいちょい飛ばしながら、我が国から800人ほどさ
らっていった国、沖縄からも33人いるというふうに
言われています。そして、その南には、日本人の誇り
を傷つけ、竹島を実効支配している。そして、最近話
題になっている軍艦を領海侵犯させながら、この南の
海をとろうとしている国、そんな国にあって、我々が
普段の生活を行うことができるのは、そういった陰で
努力をしている方がいるからだというふうに思ってお
ります。
　ここで１つお伝えをしておきます。
　それでは、質問させていただきますけれども、順番
を変えて３番、そして我が党関連、１番、２番の流れ
でさせていただきたいと思います。
　ではまず、給付型奨学金制度について、現在の進捗
状況について伺います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　給付型奨学金につきまして
は、今年度から制度開始するということで準備を進め
ていまして、多くの生徒が夏休み前には、進学、進路
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を決定していきますことから、６月上旬には、各高等
学校等に事業の概要等を送付いたしました。生徒や保
護者に対する事前周知を依頼しているところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今後の計画について伺いたいと思い
ます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　今後の計画といたしまして
は、今月７月中旬ごろには募集要項等を学校等を通し
て配布いたしまして応募を受け付ける予定でございま
す。そして、書類審査や面接等による選考を行った
後、本年度末までに入学支度金を、また来年の４月以
降、奨学金を給付していく予定でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今うわさになっている審査の内容に
ついてお聞かせください。
　対象となる児童の審査の内容です。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時27分休憩
　　　午後１時27分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　審査の概要は、この７月に
近々に決定する予定でございますけれども、一定程度
の学力、学校の評価ですね。評点が一定程度以上あっ
て、なおかつ所得も親御さんの仕送りが困難な経済状
況であると認定される数値でセットする予定で今詰め
ているところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　マスコミ報道等でもうわさになって
いる、超難関大学だけのためになるんではないかとい
うような声もありますけれども、その辺はいかがで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　給付型奨学金の対象大学の
レベルが高過ぎるのではないかという御指摘だと思い
ますけれども、本県の教育におきましては、学力向上
でありますとか、その他に少人数学級とかいろいろ取
り組むべき課題が山積してございます。その中でも、
県外大学に進学できる能力を有しながら、経済的な理
由で諦めている生徒がいるということも一つの課題だ
と考えておりまして、実は、平成26年度に県内の大
学に進学されている方にアンケート調査をしたことが
ございまして、県内の琉大とか沖国大等ですけれど
も、その中で31.2％の方が、実は県外の大学進学を

希望していたにもかかわらず県内大学に進学したとい
うことがございました。そういうこともありまして、
保護者からの援助が期待できなくても、貸与型の奨学
金とさらに学生が若干アルバイトもやりながら、この
給付型奨学金を活用することによって県外の大学で学
ぶことを可能としたいという趣旨から、そもそもこの
事業を始めようとしたところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ありがとうございます。
　では、難関大学に行ける能力の高い生徒だけを扱う
ということではないという理解でいいですね。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　この給付型奨学金の対象と
している大学は、現在のところ、国が指定しているグ
ローバルな大学、スーパーグローバルＡタイプとかＢ
タイプとかございます。Ａタイプというのは確かに、
国公立の旧帝大系もございます。そして、Ｂタイプと
いうのは、国のほうで先導的な国際化と申しますか、
そういう取り組みを期待している大学ということで、
大学名を申し上げていいのかどうかはわかりません
が、国立大学から私立の大学まで入っています。
　そういうことで、私どもで調べたところ、県内の
35校ございますけれども、現役合格した沖縄県の生
徒は398名ほどいらっしゃいます。ということで、本
県の生徒にとっても決して不可能な大学ではないとい
うふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　ただ、今の卒業生の数は、一般の人
の数だと思うんですけれどもね。例えば、今回の事業
の趣旨である、能力はあるけれども環境に恵まれな
い、そんな生い立ちがある子供たちが、そのようなレ
ベルに達せられるのかどうかということが今問題に
なっていると思っているんです。確かに、県の事業の
中で、ある有名な進学校に預けてそこで学力を高度に
していくという事業があるのはわかっていますけれど
も、その一部だけの対象になるのかどうかということ
を今心配しているんです。これは数に限りがあったと
しても開かれたものであるべきだというふうに思って
います。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　この事業の趣旨であるとお
り、経済的な理由で県外のそういう大学に行くのを諦
めている生徒が頑張っていけるようにするための仕組
みだと考えておりますので、これでまずスタートし
て、各学生が頑張ってもらうチャンスという形で進め
たいと考えております。
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○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　まだこの内容については、これで決
定ということではなくて、検討する余地はあるんで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　まずは、基本的にはこれま
で申し上げたような仕組みで進めてまいりたいと考え
ているところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　今回の事業に夢を持つというか期待
をしている人たちが多くいると思っているんです。
ひょっとしたら自分の子供もと考えている方もいると
思うんです。なので、もういきなりだめなのかという
結論にいくような気がして、もう少し検討していただ
きたいと思うんです。実は、昨年度も実行できなかっ
たじゃないですか、実施できなかったじゃないです
か。昨年度は、この事業は。これで機会損失というも
のも大きいと思うんです。
　もう一つ、新年度に合わせてということでスケ
ジュールもあるかと思うんですけれども、少し御提案
させていただきたいというふうに思っています。
　今、就学支援事業を受けて高校に進学した子供がた
くさんいます。あるＮＰＯの数字をいうと、平成26
年度が100名受験をして99名合格、27年度が108名
受けて94人合格、かなり高い合格率になっています
けれども、これは非常に困難だというふうにいうんで
す。というのは、中学校になって、この事業を受けよ
うとするときに既に手おくれであるというんですね。
この環境に恵まれない子供たちは、小学校の真ん中ご
ろから、３年生、４年生ぐらいのころから宿題を出さ
なくなり、学問を一切やめ、中学校に入学します。そ
して、中学校でもそのまま勉強せずに卒業していって
大人になるわけです。これがこの沖縄の状況に非常に
影響を与えているというふうに思っているので、この
就学支援については、力を入れてやっていくべきだと
思うんです。せっかく高校に入った子供たちというの
は、自分自身もやる気がないまま中学校に上がって、
誰か大人との出会いによってもう一回頑張ろうという
気になるんです。奇跡的な出来事だと思うんです。し
かも、もう間に合わないといっているところから、頑
張って頑張って頑張って受験ができるレベルまで持っ
ていって、そして合格をしていく。この子たちはある
意味、成功者だと思います。いい事例だと思うんで
す。この子たちがそこで終わってしまうのか、やれば
できるということを体験したこの子供たちが、次のス
テージに進んでいくことができるのかどうか。僕はこ

の事業に託してみたいというふうに考えているんで
す。せっかくここまで持ってきたこの子たちのやる気
と情熱とこの成果をもっともっと沖縄のために使って
いけるのではないかと思っているんですが、教育長い
かがですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時35分休憩
　　　午後１時35分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　この事業は、先ほど申した
趣旨で始めさせていただきますが、その対象の拡大と
いう――今回は予算のものもいろいろございますけれ
ども、拡大等につきましては、今後、国のいろんな奨
学金の仕組みが検討されている中で、その辺も踏まえ
ながら少し考えてまいりたいと思います。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　６月の議会で、県が検討するという
ことが決定したということもどなたかの答弁で聞きま
したけれども、それを見ていくのも重要だと思うんで
すが、ぜひ沖縄で起こっている一番大きな問題、先駆
けて取り組んでいただきたいというふうに思います。
　そしてもう一つ、児童園の子供たちのことも対象と
して考えていただけないかと思っているんです。養護
施設で事情があって親と暮らせない子供たちは、18
歳になるとその寮を出ないといけなくなります。ほと
んどの子が県外の住むところが決まっているところに
就職をするんです。まず最初に自立が求められるわけ
なんです。しかしながら、最近は進学ができた子供も
ふえてきていて、今短大、専門学校、大学含めて４人
ほど中部の養護施設ではいるらしいんですけれども、
実際、この資格を取れば授業料が半額になるとかそう
いう条件が狭まって、本当に大学に行ってもっと自分
の夢を広げたい、可能性を広げたいというところとは
まだまだほど遠いような気がしています。しかも、バ
イトがやっぱり必要だということで非常に厳しい状況
もあるというふうに思っているんです。この養護施設
の子供たちも対象に入れていくことも少し考えていた
だきたいんですがいかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　ただいまの御提案、この養
護施設の方を対象にとか、今それを外すとかそういう
話ではないわけなんですけれども、今この考えている
仕組みは、一定の成績を有していながら――通常これ
は想定できるのは、貸与型の奨学金の基準と同じぐら
いの成績になると思いますけれども、それを有してい
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ながら進学ができない、県外のそういう大学に進学が
できないと、経済的な理由でとそういう方を想定して
おりますので、そういう施設の方を対象にする、しな
いということではないというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは就学支援も含めたこの事業の
内容については、教育と経済という関連づいた非常に
大きなデータになるものだと思っています。なので、
一度始めたならば成果がしっかりと出るまで続けるべ
きですし、そのための予算もしっかり獲得しないとい
けないとふうに思っています。
　そして子供たちに頑張れという根拠をしっかり示せ
ることでありたいと思いますから、教育長からもぜひ
決意を述べていただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　ありがとうございます。
　この制度は、給付型というのはやっぱり貸与型奨学
金と違いまして、毎年毎年、予算を措置しながら、こ
れは返ってきませんのでそういう新たな財源措置が必
要な仕組みでございます。そういう意味では持続性と
いうのが非常に大事になると思いますので、その辺を
考えながら効果的な事業になるように検証しながら進
めてまいりたいと思います。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　では、また引き続きこの件に関して
は相談をさせていただきたいと思いますから、よろし
くお願いします。
　では、我が党関連の質問の中で、砂川議員からあり
ました尖閣の件、質問させていただきます。
　今回の代表質問における答弁は、誤ったメッセージ
を発信してしまったというふうに私は考えました。特
に、沖縄に関心を寄せる人たちが聞いたときに、これ
悪くとれば、中国の軍艦が沖縄の領海侵犯をしていて
も、観光が伸びていけばそんなに問題ないんじゃない
というふうに沖縄の人は捉えているよというふうな捉
え方をされてもおかしくないような緊張感のない答弁
であったというふうに私は思いましたけれども、公室
長いかがですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　尖閣諸島のこの緊張
関係につきましては、県も大変重大な関心を持って情
報収集等に努めているところでございます。
　今、花城議員が御指摘のような形で捉えられるとし
たら私としても大変残念なんですが、やはり我々は一
方では、国においてしっかりとした取り締まり、これ
は海上保安庁なりまた今回の場合、自衛隊とか、今

後、自衛官といろいろあると思いますけれども、そう
いった体制をしっかりとるということ、あわせてまた
一方で、冷静かつ確実な情報に基づいて、平和的・外
交的な対応をしないといけない、そういった両方の趣
旨を含めて答弁をさせていただいたつもりでございま
す。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　しかしながら、誤ったメッセージが
もし向こうに届いていたとしたらそれは取り消せない
わけでありますから、僕は県議会で抗議決議ぐらいす
るべきじゃないかなというふうに思っています。ま
た、抜本的な措置を講じるように国に要請したという
ふうにありますけれども、抜本的な措置というのはど
のようなものを考えていますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まず、これは水産業
の漁業、違法操業を行う外国漁船に対する取り締まり
の関連でございますけれども、28年２月そして平成
27年４月に知事のほうから国土交通大臣に対しまし
て、違法操業を行う外国漁船に対する取り締まりの徹
底、そして我が国の漁船の安全操業の確保に向けた体
制の強化について要請を行ったところでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは答弁の中にもありましたけれ
ども、外交問題だからといってここで生きている我々
は無関係ではないわけであります。今後もこのような
内容の案件について、答弁についてはぜひ御注意をい
ただきたいというふうに要望しておきます。
　続いて、我が党関連の２番目の質問の先住民問題の
内容であります。
　まず、砂川議員に行った答弁ときょうの西銘議員に
行った答弁、同じものであったというふうに思います
けれども、質問の内容は、先住民問題が国連勧告に対
して県内からも撤回を求める声が出ているが、知事は
このような行為をどう思うかということに対して、そ
れは議論なされてないから答弁する立場にないと。し
かしながら自己決定権については云々かんぬんという
ふうにコメントがあったわけです。これが八重山日報
では、公室長が反問したというふうに報道されている
んです。これについてはどうお考えですか。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません。休憩お
願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時43分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
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　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私が言うまでもな
く、我々には反問権ございませんので、そういうよう
な趣旨でとられたとしたら私のちょっと言葉足らず
だったと思っております。
　私がお話しさせていただきましたのは、やはり先住
民族という議論につきましては、県民の間でも歴史的
認識についてさまざまな意見があるという中で、そう
いった中で先住民族の議論というのがまだ十分ではな
いのではないかと、深まっていないのではないかと、
そういった意味で、県としては意見を述べる立場には
ないというような趣旨のお話。それからこの辺のとこ
ろがちょっと反問したというふうにとられるかもしれ
ませんけれども、なぜそういった、こういう議論が出
たかという背景を少し述べさせていただいた中で、や
はり過重な基地負担というものがどんなに声を上げて
も解決が進まない、本土の方々に届かない、聞いてい
ただけないというような中で、自己決定権ということ
をこの方々のおっしゃる根底にはあるのではないかと
いうことで、自己決定権ということをしっかり議論さ
れるべきではないでしょうかという意味で、答弁をさ
せていただきました。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　それでは、言葉が足りなかったとい
うよりも、言葉が多過ぎたわけだと思いますね。そう
いった誰かわからない人の立場もおもんぱかって発言
をしたわけですから。これ、答弁としてはどうなんで
しょうね。
　ただそういったコメントをする立場にないというふ
うにありましたけれども、これは議論が尽くされてな
いという理由だと思いますが、県内でも豊見城市議会
と石垣市議会が国連に意見書を提出しています。勝手
にこういうことは決めるなということでありますけれ
ども、それについてはどう考えますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　豊見城市議会の意見
書、決議等は私も読ませていただきました。その中に
ありますのは、やはり祖国復帰のときの県民の思いと
か、そういったこともありまして、それはそれとし
て、私も一定程度、共有・共感できる部分もございま
す。
　ただ、やはりそういった思いもある中でまた、先ほ
どもちょっと答弁させていただきましたけれども、歴
史的認識、これは琉球処分等の、それからさきの地上
戦、そしてまた27年間に及ぶ施政権下の中で、そし
て今現在、基地が過重にあると。そういった中でいろ

んなものがあって、先ほどの国連決議をやった方々の
思いとしてそういう発言があったのかなと。一方で先
ほども言いました豊見城市の方々の意見も、それは市
議会の意見として我々も、これは市議会の意見ですの
で、それはそれとして尊重しなければなりません。
　いずれにしましても、さまざまな意見があるという
ことの中で、県としてはまだ、この部分について十分
議論をしているような状況にはないということで、意
見を述べる立場にないというような答弁をさせていた
だいたということでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　また、ことしに入って沖縄県選出の
国会議員の宮﨑衆議院議員が、国会でこの件について
述べています。また、その後に、琉球新報のアンケー
トで国会議員のコメントが載っているわけですけれど
も、オール沖縄の国会議員は、この国連勧告を撤回す
ることに対しては、反対のようであります。
　知事は、どうお考えですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　花城議員の御質問にお答えい
たします。
　先住民族の件につきましては、きょう、あるいはま
たきのうの議会等でも答弁したとおりでございます。
　宮﨑代議士が国会でどういう御質問をされたかとい
うのはわかりませんけれども、やはり先住民族という
ものは、今日まで県議会を含めてそう多く議論をされ
てきたわけではございません。その意味で、またもう
一つの話として反問権というような話も先ほどありま
したけれども、私ども執行部には答弁権というのがあ
りまして、その意味ではよく御理解いただけるような
ものを工夫して話をするんですが、工夫が今言ったよ
うに舌足らずで御理解いただけない場合もありますけ
れども、そういったものを補足しながらその意味合い
を理解してもらうというようなことで話をさせても
らっております。
　国会議員のほかの方々が先住民族についてどのよう
に発言されているかも私は承知しておりませんけれど
も、県の立場としては、今定例会で発言をしたものが
私たちのベースであります。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　でも、知事は自身の考えを述べられ
るべきだと思うんです。昨年10月に、私はこの問題
に対して質問をさせていただいたときは、情報として
知り得ていなかったんですが、その後の翁長政俊議員
の質問の中で出てきた、この先住民族問題を国連を
使って日本政府に勧告をさせた東京のＮＧＯ団体と一
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緒にジュネーブに行っているじゃないですか。そして
サイドイベントも一緒に出席して講演のようなものま
でされている。
　そうすると、この沖縄県民は先住民族であるという
勧告を出したＮＧＯ団体と知事が行動をともにしてい
るということがどんなメッセージを発するかというこ
となんです。知事は、そういったことをわかっていて
一緒に動いたんであれば、知事もそういう考えだとい
うふうになるわけです。沖縄県知事も一緒に行ってい
るじゃないかということになるわけです。なので私
は、昨年の９月定例会の中で、沖縄県民は日本人です
かという質問をしました。そして、独立は考えていま
すかという質問もしました。そして、この国連からの
勧告を撤回するお気持ちはありますかという質問もさ
せていただきました。この３つに対して、知事がちゃ
んと答弁されなかったこともいまだにうわさになっ
て、話題になっているわけですよ。だから、知事はこ
の件についてしっかりと考えを述べる責任があると思
いますけれども、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　改めてお答えを申し上げます
けれども、先住民族という件については、まず先ほど
来答弁しているとおり、県民の間でも議論されており
ませんし、県議会の中でも今日まで大変な議論があっ
たというわけでもございません。
　また、いろいろ週刊誌等では、独立論がどうのこう
のという話もありますけれども、それもごく普通に全
部読んで考えますと、県民が多くの方々がそういうふ
うに思っているというようなこともその中からはうか
がい知れません。ですから、県知事の立場としてこの
先住民という問題につきましては、私が右だ左だとい
う、そういう形でお答えをするのは適当ではないと
思っております。
　それから、国連の場合には、ＮＧＯさんのそういっ
た思いはともかくとしましても、私が向こうで言った
のは、人権委員会におきまして沖縄県の人権がある意
味では、戦後70年の中で、特に自己決定権、地方自
治という意味合いの中にも、自己決定権というのは含
まれているというふうに日本政府の公式の冊子にもあ
るわけですから、自己決定権という言葉そのものが、
先住民と100％同一というわけでは全くないんですよ
ね。ですから、人権という意味で自己決定権という
ものは、大変重要なので、戦後の沖縄の70年の歴史
は、ある意味では県民の自己決定権というのは、相当
部分においてないがしろにされておったと。そして今
回の辺野古のものも沖縄県の一連の選挙の民意等々

で、これは厳しいですよという話もさせていただいて
おりますが、そういったような中での改めての人権、
自己決定権というものを沖縄県が選択ができるよう
な、そういった部分に御理解をいただきたいというよ
うな話をさせてもらっているわけでありまして、先住
民族とこれが同一という形になりますと、これは私か
らしても議員の趣旨は理解しても、私からするとその
ような形で答弁をするということについては、私から
やる必要はないというふうに思っています。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　知事の背景には、沖縄県民は先住民
族だというふうに国連に勧告をさせる団体もいるし、
そしてオール沖縄の国会議員はそのことに賛成をして
いる人がいるということで、私は理解をしておきま
す。
　これは、知事が答弁しないのであれば、県議会で意
見書を可決するぐらいの気持ちがないといけないんだ
ろうというふうに思います。
　そして、先ほどの尖閣の問題と合わせてこれはセッ
トで利用される危険性もはらんでいると思うので、慎
重に議論をしていきたいというふうに思っておりま
す。ただ、沖縄県民がわからないうちに４回も出され
ていたと。しかも先住民族という言葉自体が定義もさ
れていないと、これが世界の中でどのように扱われて
いるのかということをまず県民に知らしめないといけ
ないと思うわけなんですよ。なので、私たちもこの県
内でそういった議論が公平に行われるように努力しな
いといけないというふうに思いますから、ぜひ続きは
また、いずれ議論をさせていただきたいと思います。
　では、１番の21世紀ビジョンの件について質問を
させていただきます。
　まず、成果指標の状況について伺いたいと思いま
す。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
　平成26年度の実施事業、実施した対象事業、これ
について平成27年度の沖縄県ＰＤＣＡの成果指標
の状況でございますけれども、成果指標466の指標
のうち、基準年と比較しまして、よくなっていると
いう指標が333、71.5％、変わらないという指標が
25.6％、悪くなっている指標が84で、18％となって
おります。そのほかに統計年度が未到来などの理由
で、23の事業が未到来でまだ公表していないという
状況でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　次に、大幅おくれと未着手となって
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いる事業について伺います。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
　同じように、平成26年度に実施したもの、対象事
業の中で取り組み数が1725ございます。その中で順
調というふうに回答されているのが、順調に推進さ
れているのが1398、そしてややおくれというのが
225、それから大幅おくれというのが78件で、未着
手が28件となっております。
　この中で、大幅おくれの主な理由というのがござい
ますけれども、これは関係機関との調整等に時間を要
したということとか、未着手というものの理由等とし
ても、市町村とか関係団体とのこれは時間を要したと
いうよりも調整が未了というような形でまだ残ってい
るということであります。
　県としましては、それに内部要因も外部要因もいろ
いろありますので、これらを踏まえてこの施策を見直
すなり、あるいは事業をつくりかえるなりして、沖縄
振興に問題が残らないように頑張っていきたいと考え
ております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　私は、この大幅おくれのものと未着
手のもの、何点か気になっているものについては説明
を受けましたので、もう理解はしているんですけれど
も、誤解を招く表現もあります。例えば、前年度前倒
しでやっているものが、今年度だと大幅おくれという
書き方に変わっていたりとか、そういうものも含めて
見る人がわかりにくい部分もあるのかなというふうに
思っています。例えば、大幅おくれだから、未着手だ
から、職員がちゃんと仕事をしていないんじゃないか
という見方をされたら困るわけです。その辺も合わせ
て大幅おくれとか未着手について、どのようなものが
あるのか、一、二例で構いませんので説明いただけま
すか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　まず、未着手という事例
では、地域共生ホーム（仮称）でありますが、これの
整備だとか認定職業訓練推進事業などを挙げておりま
すが、その後、別途事業によって地域支え合い体制づ
くり事業ということで、この共生ホームの事業の整備
をしていきたいとか、そういうふうにしてほかの事業
との抱き合わせとかそういうことでも着手しています
ので、今後、企画部のほうと事業をしている原課のほ
うとそこら辺はすり合わせて修正を行っていければと
思います。
　それから、同じように大幅おくれも、例えば放課後

児童クラブ支援事業でありますとか、子どもの心の診
療ネットワーク事業などが例として挙げられますけれ
ども、これらについても、その後のフォローで済んで
いるものもございますので、これは平成26年度が終
わって27年度に評価した時点ということになります
ので、そのまた時点のことも御理解をいただければな
と思います。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　多くの皆様が御存じのとおり、この
沖縄21世紀ビジョンは、平成22年に県民の希望を集
めて作成したもので、今その途中です。皆さんいろん
な思いがあってこの事業に取り組んでいると思います
けれども、しっかりと改善をしながら前に進めていた
だけたらというふうに要望をしておきます。
　続いて、沖縄県財政のあらましについて、財政力指
数これについて伺いたいと思います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
　本県の平成26年度の財政力指標は0.296となってお
りまして、前年度の指数より0.007ポイント上昇して
いるという状況でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　これは、平成14年から20年度まで
は上昇して、また翌21年度からは減少したと、そし
てまた25年度から上昇しているというふうにありま
すけれども、これは短いコメントで解説できますか。
なぜそうなっているのか。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　財政力指数の推移、背景
等御説明したいと思うんですが、全国的な推移として
平成17年度から20年度にかけて三位一体改革という
のがございまして、そのときに地方への税源移譲等が
行われまして、それで財政力指数が上昇したと。それ
が一方、その後、リーマンショックに伴う税収の減等
によりまして、平成21年度以降は減少に転じており
ました。ただここ近年、景気回復に伴う税収の伸び等
によりまして、財政力指数は再び上昇傾向にあるとい
うことでございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　続いて、基金の状況について伺いた
いと思います。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
　本県の財政調整基金、それから減債基金及び県有施
設整備基金の主要３基金の平成27年度末現在高は、
約705億円で前年度と比較して約22億円の減となっ
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ております。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　この基金の目的に経済事情の著しい
変動や災害への対応などの一時的な財源不足に備える
とあります。特に最近2011年の東日本大震災、また
最近の熊本の震災と、この復興をしようとするときに
拠点となるところが破壊されて、復興事業が進まない
というケースが結構出てきています。これに対して、
県の備えというか、この基金を使ってどのような想定
がなされているのか聞かせていただけますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時２分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　基金は、設置するという
のはやはり当該年度のみならず、翌年度以降にいろん
な状況の変化に応じて対応できるように、財政運営で
きるようにという趣旨で基金を設置しておりまして、
そういう意味で今御指摘の分の災害等、想定しないよ
うな想定外のいろんな歳入減等が起こり得るというこ
とで、一定程度の基金を積む必要があるということ
で、本県も過去300億円台でしばらく推移していたん
ですが、近年は全国平均並みの700億円台の基金を設
置して、いざそういう災害等があれば対応できるよう
な基金を今現在、一定の残高を確保しているという状
況でございます。
○議長（新里米吉君）　花城大輔君。
○花城　大輔君　平成21年から基金の額も倍以上に
なって、非常にほかの事業に回されたりとかそういっ
たことが起こらないかなというふうな声もあるそうで
すが、これは有事の際に備えてというところでしっか
りと運営をしていただきたいというふうに要望して質
問を終わります。
　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時４分休憩
　　　午後２時４分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　よろしくお願いします。
　質問の前に、先ほどの翁長政俊議員の質問を受け
て、私の見解を述べさせていただきます。
　ワシントン事務所のこの平安山さんの処遇の件、私
どもはこの議案というか、そのときに給料は幾らだ、
手当はどうだということでいろいろ確認をさせてもら

いましたけれども、なかなか開示できませんでした。
先ほど報酬が月に約80万、手当が月に約70万、合計
で年間約1800万、2000万近くの報酬。それがロビー
活動もできない人にこれだけ高額の報酬が支払われて
いる。あるいはまた航空運賃もファーストクラス、ビ
ジネスクラス、非常に疑問があって、何よりもビザの
件です。平成27年度はどうだったんですかというこ
とですよね。観光ビザで１年間仕事をやったのか、何
か知事公室長の説明では絶対違うと思うんですけれど
も、それを知事がしっかり検証して対応するというこ
とですけれども、これはまさに沖縄県政の大失態だと
思っているんですね、私は。
　今までは、ロビー活動で成果を強調する、きょうの
説明はロビー活動はやってない、できない。こういう
平安山さんの立場で、米国政府や米議会に対しても相
手にされないんじゃないですか。何よりも不思議なの
は、平安山さんは米国総領事館勤務の時代は辺野古推
進でしたよ。このような人が今米国で、今度は辺野古
をつくらせないという交渉を行っていく。これで米国
政府や米議会に相手にされないんじゃないですか。私
は非常に不思議に思うんです。
　さらにまた、平安山さんが、米国ワシントン事務
所、平成27年度から開設しました。本来は、こうい
うふうに向こうで頑張れば、県内の米軍、米軍属の事
件・事故が減るということであれば、それは成果とし
て認めますよね。ところがどうでしょうか。平安山さ
んが向こうに行って、そういう凶悪な犯罪が、飲酒運
転もふえるというこの事態。では、我々は何を指し
て、県民に米国の事務所の設置、こういう効果があっ
てこうですよ、辺野古も進まない、普天間も進まな
い、米軍属の事件・事故も減らないという中でです
ね。ですから、改めてあれじゃないですか、知事。こ
れは再検証するということですから、速やかに事務所
は休止して、改めてそのワシントン事務所の役割とか
人員配置というのはぜひ検討してください。よろしく
お願いします。
　ここからが本番です。
　私は県議４期目、県政の運営や予算、事業等を県民
の立場で監視チェック機能を発揮し、役に立ちたいと
いうふうに考えております。今回の選挙で私ども沖
縄・自民党は、改選前13議席から15議席に、４年前
と比べても同数であり、特に厳しい状況下の中で、県
民の皆様から信任を得られましたことを感謝している
わけであります。
　今回の選挙の関心は、オール沖縄を構成する那覇市
議会新風会出身のお二人の動向であります。残念なが
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ら当選することができずに、このことから、オール沖
縄体制は県民から否定されたものと私は考えておりま
す。私ども自民党県連は非常に苦しく、そして厳しい
中で那覇市議会の新風会の議員を除名、離党勧告の処
分をいたしましたけれども、今回の選挙結果は、この
ことも県民から評価されたものと考えているわけであ
ります。
　政治にかかわる者として、目先の利にとらわれず、
みずからの精神面、信条を貫くことの大切さを改めて
痛感いたしております。
　それでは、質問に入ります。
　済みません、我が党との関連質問から先にさせてい
ただきます。お願いします。
　砂川利勝議員の知事の政治姿勢の(6)の、中国軍艦
の尖閣諸島周辺の接続水域侵入の沖縄県知事の対応に
ついて、謝花公室長は、尖閣と辺野古の違いは外交関
係の違いだという趣旨の答弁でありましたけれども、
この件、もう一度お願いできますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　尖閣をめぐる問題につきましては、領土・領海にお
きます防衛そして安全確保について、海上保安庁とか
そういったところが、防衛省、海上保安庁等が国の責
任において行っているということでございます。一方
で、この辺野古の新基地建設問題につきましては、公
有水面埋立法が関連していると思います。それですと
か沖縄県漁業調整規則、こういった国内の法令等に基
づいて、県は知事が判断を行って、承認の取り消しを
行ったということでございます。そういった意味合い
で、国内法の適用のお話、これは県知事に権限がある
話。それと一方では、領土・領海に係る防衛、それか
ら安全確保、安全保障等にかかわるものというのは外
交・防衛、国の専権事項という意味合いで、国の責任
において行われるべきものであろうということで、答
弁をさせていただいたところでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから、非常にわかりにくい、いい
かげんな答弁ですよね。辺野古の問題、普天間問題は
米国と日本政府、今の尖閣の問題は日本と中国、両方
とも外交じゃないですか。そういうふうな国内という
問題でありながら、先ほどからありますように、わざ
わざアメリカに事務所を構えて、辺野古の問題につい
ては協議をする。どういうことですか。だから、同じ
ように扱ってくださいということですよ、言い分は
ね。翁長知事になってから、辺野古の埋め立てはだ
め、那覇の第２滑走路はいい。あるいは、那覇軍港の

浦添の移設はいい、普天間の辺野古はだめとか、非常
に矛盾するんです。これも全く同じことです。自分の
都合のいいように解釈しないで、しっかり米国やある
いは日本、日本と中国、こういうふうな視点で、対応
していくということが必要だろうと思っているんで
す。
　次に、これ離島も含めて、離島だけじゃないです
よ、全県民が懸念しています。領海侵犯というのは、
ことしどのぐらい発生しているんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
　　　午後２時14分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　平成28年１月から６月までの合計でございます。
接続水域への入域が119回、議員おっしゃった領海侵
犯は１月から６月までで17回でございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　日常からそういうふうなことがあっ
て、いよいよ軍艦ですよ、軍艦。そこに対する危機感
がないというのが非常に不思議だなと思うんです。外
交問題で片づける。じゃ、この問題をどうするのかと
いうことですよ。県民の命、財産、漁業の問題じゃな
いですよ、全県民が恐怖を抱いているんです、これ。
６月17日に中山市長と下地市長が安慶田副知事にお
会いしました。どうなりましたか、この件。要請があ
りましたでしょう。６月17日、安慶田副知事。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私もその場で同席さ
せていただきましたので、私のほうでお答えさせてい
ただきますけれども、今議員もおっしゃったように、
石垣市長、宮古島市長、地元としては今回の中国軍艦
の入域については、大変懸念をしているということが
ございました。安慶田副知事からも、そういったこと
は我々県としてもあってはならないものだと思ってい
るけれども、実際こういったものに対してやることに
ついては、県としてもしっかり監視体制の強化とか、
特に漁業者の安全操業等については、確保しないとい
けないだろうというような話もしております。
　それから、やはり中国の方々の観光が大変好調なも
のですから、そういったものへの影響も懸念しなが
ら、平和的、外交的な対応が必要ではないかというよ
うな話もさせていただいたところでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　何とかしてくださいというお願いに
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来る人たちに、今のような話をして、安慶田副知事ど
うするんですか。これ外交問題、国に対していつ要請
したんですか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　両市長と石垣市の議長が来ていまして、まず要請文
を持ってまいりまして、その要請文の中には、要する
に今部長から答弁がありましたように、何とかしてく
ださいと、その後に近々議会も決議をして、それでま
た持ってまいりますと。そのときもまたぜひというこ
とでありました。そういうことですから、それで私が
受けたのが17日であります。そして、多分議会が決
議したのが20日じゃないかと思います。それで、議
会が持ってきて、要請したのが29日ということで、
まだこれ間がありませんので、これから私たちも受け
て対処していかなければならないというふうに、きの
うもそれは答弁したと思っております。そういうこと
であります。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　６月17日に要請を受けて、軍艦が
来て、大変なことですよということで、いや、外交問
題だから国がやる。何で翌日にすぐ東京へ行かないん
ですか。大変ですよと、毎日毎日、領海侵犯が行われ
ているわけでしょう、数十回も。県民の命を守るわけ
でしょう、財産を守る。それが皆様方の仕事じゃない
ですか。知事は、21日に中谷防衛大臣にお会いして
いますね。この件、相談しましたか、どうですか。
21日。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ちょっと記憶、思い
出すのに時間がかかって済みません。
　６月21日とおっしゃいますのは、軍転協で緊急決
議いたしました、さきの女性殺害事件につきまして、
それで議員おっしゃるように中谷防衛大臣にお会いし
ております。その際には、女性暴行事件の緊急決議と
いうことで、ほかの軍転協の首長、たしか６名ほど
だったと思いますが、副市長も２人いらっしゃいまし
たけれども、同行してそれぞれがお話をしたという場
面で、しかも時間も限られていたということで、この
中国軍艦の件についてはお話は特にしていないという
ことでございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。

○照屋　守之君　ですから、それぞれの地域で必死の
思いがある。でもそれは副知事も受ける、知事は上京
する。別の場所だったからどうのこうのという、そう
いうふうなこと言われますけれども、地域は必死です
よ。命、財産ですよ。だから、そういう場でもこうい
うふうな形で非常に懸念をしていると。ぜひ国を挙げ
て地域の安全・安心を守るような形で自衛隊あるいは
米国、さまざまな形でしっかりやってほしいというこ
とを言うのは当然じゃないですか。１分あればできる
んでしょう。何でそういうことが言えないんですか。
知事は、こういう事件があるというのを理解していな
いんじゃないですか、どうなんですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ちょっと答弁繰り返
しになりますけれども、軍転協の緊急決議を持って
いったということで、そういった対応、これは事務方
がそういうような日程で組んだということでございま
す。
　今回の市議会等からの要請を踏まえての政府に対す
る対応というのは、今後、先ほど安慶田副知事からも
ございましたけれども、必要な調査を行って要請して
いきたいというふうに考えているところでございま
す。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、スピード、危機感、そう
いうふうな意識がないんですよね。そういうのがな
い。ここの尖閣は、南沙諸島のフィリピンとかベトナ
ムとか、ああいうふうになる危険性があるんです。
我々油断をすると、県知事が抗議をしないまでも、
しっかりそういうふうなことを守れということを国に
お願いする。国はそういう対応をする。こういうのは
常識じゃないですか。こういう時間をかけている間に
も、そういうふうな形で現場は緊張関係でしょう。だ
から、これは陸海空、海上保安庁、県警、米国そうい
うのも含めて今守られているんじゃないですか。当事
者である県知事が、そういうことを発信しない。県民
の命、財産を守るのは皆様方の仕事でしょう。何でそ
ういうことをすぐ発信しないんですか。中国に抗議し
ろという話ではないですよ。何でそういう形で守る体
制をしっかりやってくれという、そういうふうなこと
もできない、やらない。おかしな話ですよ。だから、
認識としては、今、日米安全保障体制も含めて、私は
あの尖閣は守られていると思っています。自衛隊だけ
の力では非常に厳しい、もちろん海保もそう。この認
識はどうですか。日米安全保障体制のもとで守られて
いるという認識は。



− 217 −

○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋議員の御質問にお答えい
たします。
　その前に、中谷防衛大臣の面会の時間ですが、15
分。これ、皆さん方も御承知のとおり15分と言った
ら15分です。それで嘉手納町長、北中城村長、那覇
市長等４名の首長さんが、それぞれ、それぞれの町の
基地との関係で話をしました。ですが、あの二十の娘
さんの亡くなったことについての抗議ですので、大変
せっぱ詰まった意見がありまして、こういったような
中で15分が過ぎていきます。そうすると、今度出て
いきますとマスコミのほうからは、あれも言ったか、
これも言ったかと言って、沖縄県が抱える問題をどん
どんどんどん言われるわけで、その意味では沖縄が伝
えるものというのはたくさんあるんだなというような
こともありました。ですから、その都度、１つテーマ
を絞っていく必要があるだろうということでありま
す。
　それから、日米安全保障体制というのは、やはり私
が日米安保を認めているように、大変重要だというふ
うに思っております。ただ、尖閣を守るときに、守る
のは当然でありますし、それに対処するべきあり方と
いうのも、海上保安庁、自衛隊しっかりやってもらい
たいと思うんですが、これが日米安保体制という中
で、日本国の領土を守る、あるいは日本国の国民を守
るという形で日本国がしっかり対応していただけるよ
うなものが大変重要だというふうに思っておりますの
で、私はそういった面からも、中谷防衛大臣などにも
一、二回話をさせていただいたことがございます。で
すから、日米安保体制というのは大変重要だなという
ことであります。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから、これ今、日米安全保障体制
のもとに守られているんです。面会時間が15分云々
ということを言いますけれども、１分や２分はすぐ調
整できます、気持ちがあれば。そういうふうな事の重
大さを県知事が認識しないから、さっき言ったように
30秒でも言えるんですよ。尖閣大変な状況ですから
お願いします。向こうも心得てますよ、体制とってい
ますから。そういうことも言えない、時間がどうのこ
うのと、こんな言いわけじみたことを言わないでほし
いです。だから、こういう八重山日報に離島軽視とい

う形で書かれるんですよ、見出しで。
　１番目は割愛します。
　次の翁長知事の支持母体について。
　(1)、翁長知事の支持母体であるオール沖縄は、今
革新共闘体制に大きく変わったと思っております。翁
長革新県政に変わった現状を保守のリーダーとして知
事の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋議員の御質問にお答えい
たします。
　私がなぜオール沖縄、あるいは保革を乗り越えて、
あるいはイデオロギーよりもアイデンティティーとい
う形で話したかということは、今定例会を含め、前の
議会でも話をしておりますので、改めてその件につい
てはやらないでおこうと思いますけれども、オール沖
縄がどうだということに関しましては、那覇市議会の
新風会の皆さん方が私に知事選挙への出馬を要請し
て、そしてその中から保革を乗り越えようというよう
な気持ちを持って、私もいろんな方々と話し合いをし
ながら知事選に勝利をいたしました。その結果、衆議
院選挙でも勝利し、この県議会議員選挙でも27議席
をとったということは、恐らくは保守、中間層という
意味からも御理解をいただいたからこそ27議席とい
うものがとれたんだというふうに思っております。で
すから、オール沖縄というのは、パーフェクトなオー
ル沖縄というのは、ちょうど照屋さんがこういうよう
な質問をしているように、簡単にたくさんできるわけ
じゃありませんけれども、今着実にその理念は御理解
をいただいているのではないかなというふうに思って
おります。また、あさって参議院選挙もありますけれ
ども、そういったようなものは、県民の一つの民意と
いうものを確認し合いながら、私も保守の立場にあり
ましたけれども、そういった原則を持ちつつも、革新
の皆さん方と御一緒して、大きなパワーをつくらなけ
れば沖縄の基地問題は解決しないというような気持ち
でもって、今全力を持ってやっておりますので、ひと
つ御理解をいただきたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、これまではいいんですよ
ね。今翁長革新県政に変わったと言っているんです、
今。オール沖縄のよりどころであった県議選那覇市区
の新風会出身の２人の落選は、先ほど言いましたよう
に翁長知事のオール沖縄体制が県民から否定されるも
のとなったと考えております。県知事の御見解もお願
いします。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
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○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　今回の選挙において、新風会の立候補者が落選した
ことはまことに残念なことだと思っております。しか
し、新風会は知事選以来、保革を乗り越えるという知
事の信念を支えており、今回の県議選挙においても新
風会のその意思が県民に浸透した結果、27議席とい
う確保ができたものだと私は評価しているものであり
ます。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　翁長知事が当選した、安慶田副知事
はそこにいらっしゃって、浦崎さんも副知事になっ
て、新風会は今ばらばらになっていませんか。おかし
くなっていますよ。非常におかしくなって、今この那
覇市の議長が不信任も突きつけられてしまって、それ
が可決されて、抗議決議までされてというそういうふ
うにばらばらになっているんですよね。非常に不思議
なのは、この議長が、みずからの新風会はばらばらに
なって、今度沖縄新風会をつくってオール沖縄を復活
させるという新聞報道があります。これはやっぱり、
私は次の県知事選挙を見越して、翁長知事あるいは安
慶田副知事がそういうふうな指導をしているんじゃな
いかなと思っているんですが、いかがですか。違いま
すか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　那覇市議会の会派である新風会が、保革を乗り越え
るという知事の理念を支えていただいており、その新
風会が自主的に那覇市のみならず、全県に広がってい
くことは、大変心強いものだと考えております。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、保革を乗り越えると言い
ながら、保守の側は潰れて、革新の側はふえていく。
それは、保守のリーダーがそういうふうな状況をつ
くっていく。オール沖縄で支えた側は潰れる。これ
は、革新の勢力を保守のリーダーが伸ばしているとい
うそういうふうなことになりませんか。保革を乗り越
えて、保守と革新の対立を乗り越えるとよく言います
ね、知事。（「乗り越えているさ」と呼ぶ者あり）　
乗り越えていますか。じゃ、何で自民党、公明党は外
して、何で我々と対立しないでそういうふうな構造を
つくらないんですか。オール沖縄という、そういうふ
うな形は、自民党、公明党、維新も含めての、入って
のオール沖縄でしょう。だから、こういうふうなもの
を選挙に活用しながらやってきた。ところが、県民が

やっぱりこれではだめだというふうな形で前回の県議
選挙で新風会のお二方がそういう対応になったという
ことから考えると――いや、私はこれがいい悪い言っ
ていませんよ。事実を言っていますから。だからこれ
は、翁長県政はこれからオール沖縄じゃなくて、翁長
革新県政で堂々といいんじゃないですかという話なん
です。それだけのことですよ。
　３点目のＵＳＪの誘致についてであります。
　これ、断念との報道があって、もうだめだというこ
とですね。これ、大阪ＵＳＪとの交渉とか、そういう
交渉というのは、誰が、いつ、どういうふうにやって
きたんですか、これまで。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時33分休憩
　　　午後２時33分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　御質問にお答えしますけれども、ＵＳＪとの交渉
は、それぞれによって、事務的なものは事務的に詰め
るし、また、社長が来たときには社長も会いました
し、社長と知事も会いましたし、そういう意味で、い
ろんな方々とそれぞれで交渉いたしております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　実際に安慶田副知事が大阪のＵＳＪ
とかを訪ねてそういう交渉もやってきたんですか。大
阪ＵＳＪに出向いてそういう交渉もしてきたんですか
ということ。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　いや、私はこの交渉につ
いて、大阪に行ったことはございませんが、何度か大
阪ＵＳＪの方と東京でお会いしたことはございます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これは、ＵＳＪというのは、翁長知
事の選挙公約ですよね、誘致するというのは。そうで
すよね。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　ＵＳＪを誘致するように
したいということは公約に上げております。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　だから、これＵＳＪを誘致したい、
誘致をするという県民に対する公約を掲げながら、き
のう、これは菅官房長官からの話で、何か国の責任で
こうなったみたいなことを言っていますけれども、こ
れどういう意味ですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
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　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　知事は、確かに選挙で公
約を上げましたけれども、その話が最初に来たのは官
邸から総理大臣補佐官の、事務補佐官が地元を見学し
たいということで参りました。それで、私は受けて、
それで案内をいたしました。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　このＵＳＪ断念の新聞報道が５月
12日にされておりますけれども、こういうことを書
いております。「県庁内には、政府がＵＳＪ進出に肩
入れしてきた理由を「辺野古の新基地建設に理解を得
る手段の一つ」とする冷めた観測もある。翁長雄志知
事の周辺からは、知事の口癖を引用し、こんな表現が
漏れた。「最初から“話クヮッチー”（話のごちそう、
実現性が乏しい話）だったんでしょう」と。知事の公
約のＵＳＪの誘致ですよね。そういうふうなものがだ
めになると言って、この話クヮッチーだったんでしょ
うという、こういう県の幹部がいるんですか。喜ぶ幹
部がいるんですか。誰ですか、これ。おかしくないで
すか。知事の公約ですよ、公約ができなくなるのよ。
それを話クヮッチーだったんですよって、喜べるか。
沖縄県さん、おかしくない。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時36分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　新聞報道で、県の幹
部というのが連日のごとく出ておりますが、我々もそ
の幹部が誰かというのは承知できていないところでご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　幹部は幹部でしょう。とんでもない
話ですよね。今就任して１年と半年以上たっています
か。もう翁長県知事は、このＵＳＪの誘致について、
公約違反ですよね、公約違反。これは、まさにＵＳＪ
というのは、年間に約1300万ぐらいの来客があるん
ですかね。沖縄観光にそういう経済的な効果に資する
ということですから、このみずから掲げたその公約を
いとも簡単に、１年ちょいで断念をするという、公約
違反をするというのは、非常に私は不思議に思うんで
すよね。それで平気な顔をして、国のせいだみたいな
感じで、県の幹部も報道にも堂々と出す。この今の沖

縄県政が非常に疑われるんですよ。だから、そういう
公約は公約であれば、全部に浸透させて、そういうふ
うな形でやって、これができなければ、残念だ、知事
の公約ができなくて残念だと言わしめるようなそうい
う組織にしないと、こんなばらばらな状況では、これ
からもどんどん知事の公約違反が出てくるんじゃない
ですか。大田県政のときにインターハイの断念があり
ました。これは、あれに匹敵するぐらいの公約違反だ
と私は思っていますよ。
　以上で終わります。答弁はいいですよ。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
　　　〔大城憲幸君登壇〕
○大城　憲幸君　維新の会の大城憲幸であります。
　新人議員にはいささか重い雰囲気、空気が流れてお
りますけれども、島尻・南城市選挙区から初当選の大
城憲幸であります。この沖縄県政の最高の意思決定機
関、この壇上に初めて登壇させていただきます。この
壇上の重みをかみしめながら、そして緊張感を持って
一般質問をさせていただきたいと思います。よろしく
お願いいたします。
　通告しました２点について、今回２点に絞らせてい
ただきました。
　質問を始めます。
　まず１点目につきましては、農林水産業の現状と振
興についてであります。
　皆さん御存じのとおり、昭和の沖縄の復帰後十数年
で沖縄の農林水産業というのは、2.5倍、2.6倍まで伸
びました。ただ、平成に入ってからは、もう常に農林
水産業の下降線、衰退というのが続いてきたわけで
す。これはある意味、沖縄県だけではなくて全国的な
流れでもあります。しかし、私が常に感じているの
は、やっぱりほかの県と違って、この沖縄というの
は、特にこの平成の後半というのは人口がこれだけ
伸びてきた。あるいは観光客が200万の時代から、も
う800万まで伸びてきた。食べる人がこれだけふえて
いるのに農林水産業の衰退がとまらないというのは、
やっぱりもう一度農業政策というのをみんなで考える
必要があるというふうに日々感じておりました。そう
いう意味で、本県においても農水部、沖縄21世紀農
林水産業振興計画に基づいて、具体的な数値を設けな
がら取り組んでいるのは承知しておりますので、それ
を議論する中で今後の取り組みに生かしたいという意
味で３点お願いいたします。
　まず(1)点目には、この計画の中から、ア、農林水
産業生産額目標の進捗と取り組み状況についてお願い
いたします。



−220−

　イ、第１次産業就業者数、農家あるいは漁業者の
数、目標の進捗と取り組み状況について伺う。
　ウ、本年度で同計画の折り返しとなりますけれど
も、主な課題と後期計画に向けた取り組みについてお
願いをいたします。
　そして(2)番目、畜産105基金について。
　恐縮ですが、通告のときに正式名称がわからず105
基金としましたけれども、正式名称は沖縄食肉価格安
定等特別対策事業であります。平成23年度から平成
27年度まで行われました同事業についてお伺いいた
します。
　ア、基金の活用状況について。
　イ、基金の活用による効果についてお願いをいたし
ます。
　続いて大きな２点目でありますけれども、財政状況
と見通しについてであります。
　本議会の中でも、さまざま子供の貧困対策を含めて
この財政に対する要望、今後への危惧あるいは財政指
標の質問もありましたけれども、私もやっぱりこれか
らの社会の厳しくなる方向性を考えた場合には、財政
状況というところは非常に気になるところであります
ので、よろしくお願いをいたします。
　(1)点目には、歳入について、課題と見通しについ
て伺う。
　(2)、歳出について、課題と見通しについて伺う。
　(3)、県債残高及び公債費の課題と見通しについて
伺う。
　そして最後に(4)、行財政改革プランの進捗状況と
今後の取り組みについて伺う。
　よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　農林水産業の現状と
振興についての御質問の中で、農林水産業生産額目標
の進捗と取り組み状況についてお答えいたします。
　沖縄21世紀農林水産業振興計画における平成33年
度の農林水産業生産額は1750億円の目標値を掲げて
おり、平成26年度の農林水産業生産額は1101億円と
なっております。県では、亜熱帯性気候や地理的特性
を生かした農林水産業の振興を図るため、沖縄21世
紀ビジョン基本計画に基づき、１、おきなわブランド
の確立と生産供給体制の強化、２、流通・販売・加工
対策の強化、３、農林水産業の担い手の育成・確保及
び経営安定対策等の強化など７つの基本施策に取り組
んでおります。農林水産物の生産拡大と安定的供給体
制の確立を図る具体的な取り組みとして、１、台風等

の自然災害や気象変動に対応した災害に強い栽培施設
の整備事業、２、輸送上の地理的不利性を軽減する農
林水産物流通条件不利性解消事業、３、就農相談体制
の強化及び農業施設等の整備を支援する沖縄県新規就
農一貫支援事業などの施策・事業に取り組んでおりま
す。
　次に、第１次産業就業者数目標の進捗と取り組み状
況についてお答えいたします。
　沖縄21世紀農林水産業振興計画における平成33年
度の第１次産業における農業就業者数の目標２万300
人に対し、平成27年の農業就業者数は１万9916人、
漁業就業者数の目標3800人に対し、平成25年の漁業
就業者数は3731人、林業就業者数の目標430人に対
し、平成26年の林業就業者数は498人となっており
ます。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、
一括交付金を活用し、農林水産業の担い手育成に取り
組んでいるところであります。具体的な取り組みとし
ては、農業については、沖縄県新規就農一貫支援事業
による就農相談体制の強化及び農業施設等の整備支援
を行っております。また、水産業については、未来の
マリンパワー確保・育成一貫支援事業による新規漁業
就業者への漁具等の漁業経費の一部支援や高校生を対
象とするインターンシップ制度を活用した漁業体験な
どを行っております。林業については、林業構造改善
事業により林業事業者等に対する生産施設の導入等を
支援しております。
　県としましては、今後とも市町村等関係機関と連携
し、農林水産業の担い手育成・確保に向け取り組んで
まいります。
　次に、農林水産業の主な課題と後期計画に向けた取
り組みについてお答えいたします。
　本県の農林水産業を取り巻く環境は、我が国の経
済・社会の国際化が進展する中で、農林水産物価格の
低迷、ＴＰＰを初めとした自由化の流れ、農林漁業従
事者の減少・高齢化等の課題があります。また、相次
ぐ台風や干ばつによる農林水産物被害の発生など、今
なお多くの課題を抱えております。
　県としましては、後期計画においても引き続き持続
的農林水産業の振興とフロンティア型農林水産業の振
興に努めてまいります。
　次に、沖縄食肉価格安定等特別対策事業の利用状況
とその効果についてお答えいたします。１の(2)アと
１の(2)イは関連しますので、恐縮ですが一括してお
答えいたします。
　沖縄食肉価格安定等特別対策事業については、沖縄
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県の食肉生産基盤の飛躍的な改善を図るため、平成
23年度から平成27年度にかけて105億円の基金を取
り崩し、事業を実施しました。平成23年度から27年
度までの実績として、１、食肉等流通合理化施設整備
事業約３億7000万円、２、肉用牛生産基盤改善対策
事業約26億7000万円、３、肉豚生産基盤改善対策事
業約49億8000万円、４、離島畜産活性化施設整備事
業約29億6000万円など、約113億1000万円を実施し
ております。また、主な効果として、１、繁殖雌牛の
増頭及び種豚の改良促進、２、牛専用飼料の価格の低
減及び飼料効率のよいクランブル飼料の供給、３、環
境に配慮した養豚施設の整備、４、離島地域における
食肉処理施設の整備による県産食肉の安全・安心の確
保などの効果が挙げられます。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　それでは、本県の財政状
況と見通しについての御質問の中で、歳入と歳出の課
題と今後の課題と今後の見通しについてお答えをいた
します。２の(1)と２の(2)は関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えをいたします。
　本県の歳入は、地方交付税や国庫支出金などの依存
財源の割合が高く、自主財源の確保が課題となってお
ります。今後の歳入の見通しにつきましては、県税収
入は伸びているものの、税源の規模が小さいことか
ら、引き続き地方交付税等に依存した構造が続くもの
と考えております。
　また、歳出につきましては、高い水準で経常収支比
率が推移しており、弾力性に乏しい財政構造が課題と
なっております。社会保障関係費などの義務的経費や
補助費等が増加傾向にあることから、今後も同様な状
況が続くものと見込んでおります。
　次に、県債残高及び公債費の課題と見通しについて
お答えをいたします。
　平成26年度決算における県債残高は約6657億円、
公債費は約715億円となっております。今後の見通し
については、地方交付税の振りかえである臨時財政対
策債の発行により、県債残高及び公債費ともに増加す
ることを見込んでおります。
　県では、将来負担の軽減を図る観点から、県債発行
の抑制と金利負担の軽減を着実に推進するとともに、
県債発行に当たっては、引き続き事業の必要性や効果
等を勘案しながら慎重に対応していきたいと考えてお
ります。
　次に、行財政改革プランの進捗状況と今後の取り組

みについてお答えをいたします。
　県では、平成26年度から第７次沖縄県行財政改革
プランに基づき、総務事務の効率化、県税収入の確
保などに取り組んでおります。平成27年度における
推進状況は、実施項目29項目中26項目についておお
むね計画どおりに進捗し、財政効果は、目標の13億
4400万円に対し、それを上回る約27億5400万円と
なっております。
　今後も、県有財産の総合的な利活用の推進、未収金
の解消など、同プランの目標達成に向けて引き続き行
財政改革に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　まず農業の振興のところから行きま
すけれども、就業人数のほうは思ったほどは減っては
いないんですけれども、額のほうが非常に厳しい状
況、数字が出ているなというのが私の印象です。この
同計画については、10年計画で今年度で前期が終了
するわけですよね。先ほど部長がおっしゃったのは、
1750億円というのは10年後の目標、ただこの５年後
の目標は1455億で設定をして、今あった1100億ぐら
いですよという部分。さっきも言ったように周りの状
況としては悪くないと思っているんです。さまざまな
人口の伸び、経済の伸び、観光客の伸びがある。そし
て、一括交付金がある、105基金がある。そういうよ
うなもので、農業振興政策としては悪くないんだけれ
ども、なかなか全体として効果を出し切れていない、
額が伸び切れていない。その辺について、まずどのよ
うに総括的に考えているかお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えします。
　平成22年を今基準年度にしておりますけれども、
23年度の５月ごろの大きい台風あるいは９月ごろ10
月ごろの大きい台風、あるいは冬春期の低温とか病害
虫、イネヨトウ等の発生があって農業に対しては非常
に厳しい年が続いていました。そういうことで少し
生産量自体は22から23、24は減っておりますけれど
も、例えばサトウキビの増産基金事業あるいは先ほど
言いました105事業において、肉用牛等については底
をついたというふうに見ております。サトウキビにつ
いても今期は75万トン回復しておりますし、また、
肉用牛等についても繁殖雌牛の改善に応じて若齢とい
うか、若い雌牛が更新されておりますので、一定の成
果がそろそろ出始めるのかなというふうに思っており
ます。ただ、価格については、国際価格ないしは国内
の価格競争等がありますので、今後国のほうと含めて
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海外展開あるいは県外あるいはファーマーズ、観光客
との連携をとりながら価格の安定も図っていきたいな
というふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　少し具体的な部分で、まずは畜産と
耕種を分けていきますけれども、販売戦略として、例
えば大田市場の数字を参考にさせてもらったんですけ
れども、県の農林水産業の中で、やっぱり目玉であ
る、野菜であればゴーヤー、果物であればマンゴーと
いうところがあるわけですけれども、ゴーヤーはまあ
まあ大田市場の中でも、やっぱり県内名実ともに１位
の成績、価格になっているんですけれども、ちょっと
マンゴーの数字を具体的に見ると、イメージもそう
なんですけれども、例えば、25年、26年、27年の大
田市場のマンゴーの取り扱いですけれども、宮崎産
が220トンぐらいで推移しているのが、沖縄産が五、
六十トンぐらい。価格で言っても、宮崎産が3300円
ぐらい単価ついているのが沖縄のマンゴーというのは
1500円、1600円ぐらいで推移していると。全体の生
産量は日本一なんでしょう。そして、大田市場がメー
ンではないかもしれないですけれども、やっぱり市場
の評価として全国平均よりも沖縄のマンゴーが低い。
あるいは今高級マンゴーと言えば宮崎産というような
イメージがどうも流れているようなんですよ。だか
ら、戦略的にも我々の先輩方が品種改良して頑張って
沖縄の果物の代表として送っているマンゴーが、常に
そういう評価を受けていないというのは、やっぱり戦
略としても少し練り直す必要があるんじゃないかなと
思いますけれども、その辺について何か考えがあれば
所見を伺います。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えします。
　マンゴーの背景につきましては、八重山の農家の
方々が先進的に技術的に独自で改良し、独自で個別販
売というか、贈答用品として宅配、ゆうパック等活用
した経緯がございます。ただ、面積等あるいは生産出
荷量が今約2000トン近く来ておりますけれども、贈
答品だけの高級志向としては非常に厳しい状況もあっ
て、近年宮古等中心に豊見城とか北部、今帰仁もそう
ですけれども、一定のＪＡの系統出荷もふえ始めてき
ております。そういうことで、先ほど宮崎の太陽のタ
マゴとかそういう高級志向のマンゴーと一定のちょっ
と差別、区別しながら販売戦略を持っていかないとい
かぬのかなというふうに考えております。
　そういう中で、豊見城市あるいは宮古島市のほうの
選果場の中で糖度センサーを入れてやっぱり品質保証

をすることによって、約2000円相当の単価を維持す
ることが可能であるということで、ここ数年センサー
を入れたところで――共同出荷も一緒ですけれども、
一定のやっぱり需要者のほうから評価を受けていると
いうことがあります。そういった系統出荷もふえつつ
あるということで、県全体のほうとしての販売戦略含
めて、宮崎の太陽のタマゴとは違うような形の販売戦
略をもってふやしていきたいなというふうに考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　今言う地道な努力とともに、やっぱ
りああいう宮崎みたいな、あるいは北海道の夕張メロ
ンみたいなやり過ぎもどうかなという意見もあるんで
すけれども、やっぱりイメージ戦略というようなもの
もちょっと負けてしまっているなというようなイメー
ジがあるものですから、ちょっと仕掛けるべきものも
もっとあっていいんじゃないかなというのが感覚で
す。今後に向けては、そういうものも十分チャレンジ
してほしいなという思いを含めて申し伝えておきま
す。
　あと今は外に出す戦略ですけれども、あとは中なん
ですよね。やっぱりさっき言った平成の前半のころ、
まだ農業生産が1000億超えていたころの人口という
のは120万人、今人口はもう143万人まで伸びている
んですかね、20万人以上食べる人がふえている。平
成の頭の観光客というのは、200万から300万だった
のがもう800万近くになっている。だけれども、県内
の農林水産物、農業・漁業の自給率が上がっていな
い。その生産がふえていないというのは、やっぱり
ちょっと県内向けの戦略としてもどうなのかなと思っ
ているんです。この振興計画の中でも、平成33年に
食料自給率50％を目指すということで、今３割前後
ぐらいの自給率なんですけれども、それについても現
在28年度、計画の折り返し地点において、なかなか
上がり切れていないかなと思うんですけれども、その
辺の自給率の認識と今後の取り組みについてお願いい
たします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　先ほど説明したよう
に、やっぱり農家のほうの生産拡大を図るためには、
大消費市場も含めてやっていくということも一つの方
法ですし、また、おっしゃるように、今県内の状況が
人口増加あるいは観光客あるいは国のほうが挙げてい
ますように６次化産業、いわゆる付加価値をやってい
くということ、そういう中でファーマーズも大分各地
区のほうに展開されてきております。そういうこと
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で、農家のほうも県外に規格の厳しい出荷だけではな
くて、ある程度Ｕターンあるいは高齢化が入ってきて
いる農家のほうも、野菜等青果物を一生懸命生産して
いるところもあります。この辺含めて、ＪＡのファー
マーズあるいは直売所等含めて、その辺の青果物の自
給率含めて今整備しているところもあります。我々の
ほうも、約100ヘクタールぐらいの強化型ハウス平張
り等の施設も今条件整備としてやっておりますので、
この辺の成果が後半に入って、いわゆる29年度あた
りから施設整備の効果も出てくるというふうに思って
おりますので、その辺の自給率のところにも反映して
いくのかなというふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　その辺は私もじわりじわり出てくる
と思いますし、若い就農者がふえているなという実感
もあります。その辺はそのとおりだと思いますけれど
も、今後はやっぱりこの計画の中にもあるんですが、
流通販売、市場機能だと思うんです。そういう意味で
は、今回の一般質問でも何名かから質問がありまし
た。島嶼県の条件不利性の改善のために一括交付金で
鹿児島までの輸送補助をしていますよね。それで27
年、28年度含めて８品目、９品目ふやして56品目今
補助をしているということですけれども、この沖縄の
離島の不利性、生産原価は高いし販売する側の流通に
もコストがかかる、二重のコストがかかるという部分
については、やっぱり今後も私は充実支援すべきとこ
ろなのかなというふうに考えているんですけれども、
担当部としてこの56品目が十分なのか、さらにどれ
ぐらいまで広げたいと思っているという考えをお持ち
なのか。
　あとは、56品目ありますけれども、この流通の仕
組みの中で、例えば菊農家は十分に恩恵を受けている
けれども、対象にはなっているけれども、流通の形態
の関係でこの辺は十分に農家に喜ばれていないという
ような品目もあるかに聞いているんですよ。この輸送
補助のあり方、今後の展開について考え方をお願いい
たします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
　特に青果物等含めて水産物もそうですけれども、離
島の離島に行けばやはり出荷経費が高い、あるいは価
格の不安定等があってなかなか安定的に出荷できない
というような背景があった中で、今回不利性解消事業
については、各生産農家、各団体のほうから非常に評
価を受けているところであります。ただ、将来に向け
ての事実を含めると、やっぱり事業展開の仕方も考え

ていかないといかぬのかなというふうに考えておりま
す。国のほうからも、対象品目等の考え方あるいは事
業展開のやり方についてもいろいろと指導・アドバイ
ス等があります。この辺については、我々のほうとし
ては後半についても、この事業についてはあり方を含
めて検討しながら、有効な事業として展開していきた
いなというふうに思っております。
　それと56品目については、関係機関のほうから
も、あるいは事業評価の中で協議会を開催させても
らって意見も聞いております。こういうものについて
は、我々のほうとしては、あくまでも補助じゃなくて
事実に向けての考え方を持っておりますので、そうす
ると出荷の経費のコストをどう考えていくかというこ
とが必要かなと思っております。そういう面でその品
目のあり方についても検討していきたいと思います
し、また、必要な関係機関のほうからの要望について
は、慎重に生産の実態ないしは戦略品目としての展開
が可能なのかどうか、市場性とかその辺も含めて検討
しながら拡充については検討していきたいというふう
に思っております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　この辺はもう一括交付金の活用とし
ては、私は非常に大きな力になっていると思います。
ただ、やっぱり未来永劫ある部分でもないですから、
今部長おっしゃるように今後どうあるべきか、どこに
力を入れてどう継続的に取り組めるかというのは議論
が必要なところだと思いますので、よろしくお願いし
ます。
　ここでは最後に市場のほうなんですけれども、ここ
が私一番頭が悩ましいところで、今の中央卸売市場、
国の基準では市場の基準というのは多分６万5000ぐ
らいだと私は覚えているんですよ。沖縄でも中央卸売
市場は、ピークのときは８万、９万あったと思いま
す。ところが、今６万2000あるいはさらに減ってい
るんじゃないかというような声もあります。目標の
７万4000に28年度の計画での目標は７万4000だっ
たんですけれども、これに対して多分現状は厳しい数
字なのかなと思うんですが、まずその辺の状況をお願
いいたします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　流通の形態がいろん
な状態に多様化してきております。今おっしゃるよう
に中央卸売市場の流通の中では少し減ってきているよ
うな状況がありますけれども、県のほうも青果物ブラ
ンド協議会とかいろんな関係機関も含めて、生産から
流通あるいは県外出荷等含めてその辺については話し
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合っているところでございます。ただ、生産量がふえ
ない限りは一定の量が確保できないというのもありま
すので、この辺については先ほど言ったように、災害
に強い栽培施設の整備等含めて、生産条件の整備ある
いは価格の安定等含めて不利性解消事業のその部分等
含めて、トータルで対策を打っていきたいなというふ
うに考えております。
　先ほどおっしゃったように、中央卸売市場の入荷量
が少し減ってはきておりますけれども、新しい形で
我々のほうとしても、平成27年度に中央卸売市場内
のほうで配送センターいわゆる冷凍冷蔵庫あるいは
コールドチェーン化も可能な冷凍配送車を整備して、
できるだけ産地から実需者のところまで安定的に出荷
できるような体制も整備しております。この辺も含め
て市場の機能等の強化をやりながら、流通の拡大とい
うか増加を図っていきたいなというふうに考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　先ほど出たファーマーズの影響も大
きいと思うんです。やっぱり市場に物が集まらない
と、県内の消費を、給食に安定供給するためにも、県
外・国外に出すためにも市場に物が集まらないとなか
なか戦略を練りにくいところがある。ただ、今ファー
マーズは農家にも喜ばれていますけれども、１カ所で
10億も15億も売るようなファーマーズがぽんぽんぽ
んとできてしまったもんですから、なかなか市場に物
が集まりにくいという現状もあると思います。ただ、
もうそれはそれで受けとめて、ただこの中央卸売市場
の機能というのをやっぱり充実させるというところは
基本に戻らないといけないと思いますので、そこはＪ
Ａさんも含めてもう１回しっかり市場機能のあり方と
いうのは、私は議論する必要があるんじゃないかな
と。あるいはこれを強化、再編、充実よろしくお願い
をしたいなと思います。
　総論に入る前に、畜産の部分も少し触れさせてくだ
さい。
　和牛は悪くないんですけれども、やっぱり養豚、
酪農の衰退が著しいんです。この105基金でも養豚は
やっているんですけれどもなかなか厳しい。そして酪
農については、これは対象にはなっていないというこ
とではあるんですけれども。まず、私はこのお金の使
い方として、大きいのは餌の部分だと思うんですけれ
ども、そこは牛用の餌がつくれるようになった。ある
いは機械がクランブルを入れることによって、消化率
が上がったとか利用率が上がったとかという議論はあ
るようですけれども、その辺、餌に対してこの基金が

どのように貢献したのかどう把握していますか、お願
いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時10分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えします。
　飼料については、畜産の中で非常に大きな経費の中
のウエートだというふうに理解しております。105に
つきましては、先ほどの事業の中である程度整備され
ましたけれども、その中で、うちのほうでも事業を検
討しておりました、海外からの直接本県に入れること
による輸送コスト低減を図ることを事業想定しており
ましたけれども、実は、入港する予定の中城湾の４万
トンクラスの船しか入れないということがありまし
て、７万トンクラスの外航船が入港できるというため
には港湾の整備が必要であるというようなことがあっ
て、ちょっとそのときには事業整備できませんでした
けれども、引き続きこの辺については事業化に向けて
調整していきたいなというふうに考えております。そ
の中で、平成27年度から中城湾の港湾のほうについ
ては、地域の自治体の中城港湾の振興を考える会とい
うような中で、整備についての検討をされているとい
うふうに聞いております。その中で、農林水産部のほ
うとしては、県としましては、平成28年６月15日に
総合事務局のほうに飼料・穀物の輸送費軽減のための
港湾インフラ整備の要請をしておりますので、引き続
きこの辺の事項含めて関係機関のほうと検討してまい
りたいというふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　あんまり時間ないですから、そこな
んですけれども、この105基金でクランブルをした牛
用のものを生産した。これでトン当たり2000円ぐら
いの効果が出たとかという議論はあるんですけれど
も、やっぱり私は最終的には畜産はもう早急な餌対策
だと思うんです。トン当たり５万、６万もする養豚用
の餌、酪農用の餌を上げてはなかなかやっぱり厳し
い。だから、中城湾に大きなサイロをつくるというも
との計画をやっぱり一日でも早く実現しないと、畜産
経営というのはなかなか楽にならないのかなと思って
います。部長の今の話では、28年６月に要請したば
かりということであれば、それがいつごろを目指した
いとか、いつぐらいまでには直接海外から原料が入れ
られるようにしたいとか、そういうめどは立っていな
いということかな、今の。あるいはいつまでにやりた
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いという思いもあれば、あわせてお願いします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　今説明しましたよう
に、港湾の整備が伴わないとなかなか７万トンクラス
が入れないというようなことになっていますので、そ
の辺の整備の状況を見きわめながら、そこのほうに整
備ができるのであればそこを検討していきたいという
ふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　なかなか時間配分が下手くそで時間
がなくなってしまいましたけれども、知事の所見をい
ただければありがたいなと思っています。
　とにかくいろんな21世紀ビジョンでもそうですけ
れども、地場産業をどう育てるかというところがやっ
ぱり私はポイントだと思っています、この沖縄の経済
をつくるためにもですね。沖縄の経済はずっと右肩上
がりでよくなってきましたけれども、３次産業はどん
どん伸びてきた。だけれども、１次産業の割合はも
う１．五、六％から逆に1.5％切るぐらいになってき
た。そして２次産業もほとんどふえ切れてないし、特
に製造業については逆に減少しているわけです。やっ
ぱりそういう意味では、私は沖縄の強い経済をつくる
ためには、県民所得を上げる、県民が豊かさを享受で
きるような本当の経済をつくるためには、地場産業で
あるし、それは地場産業の代表である第１次産業を
しっかりと育てていくということだと思うんです。
そして、今やっぱり一番大事なのは、この21世紀ビ
ジョンの中ですばらしいことを書いていますけれど
も、リーディング産業と地場産業が好循環構造を持つ
経済の構築ということで17ページにあるんですけれ
ども、まさにこの辺だと思うんですよね。人口が増加
している、観光客がふえている、このリーディング産
業と農業製造業をどう結びつけていくかという意味で
は、やっぱり財政的な部分も負担もふえるかもしれな
いけれども、持続的に農業ができるような離島の振興
あるいは観光資源としての農業の位置づけ等を考える
場合には、やっぱりそこに力を入れるべきだというふ
うに支援すべきだというふうに感じているんです。今
の議論を聞いての知事の所見をいただければありがた
いと思います。よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　大城議員の質問にお答えいた
します。
　農業についての本当にすばらしい、うちの部長との
やりとりを聞いて大変勉強になりました。数日前に県
産品愛用の方々がおいでになりまして、それは農業、

第１次産業だけではなくて、２次、３次の方々も御一
緒でありましたけれども、そういう中で沖縄経済の発
展というものが、やはり県産品愛用ひいては第１次産
業で言う地場産業の発展というようなものがなけれ
ば、沖縄のそういった産業というのは伸びていかない
だろうというような話もさせてもらいました。その中
で、県の産業公社の方々とも話をして、今言う21世
紀ビジョンという意味からすると、アジアのダイナミ
ズムを取り入れて、そしてアジアのそういったものの
中で、観光あるいは情報通信産業あるいは物流拠点と
いう形で沖縄が伸びていく。そのためのお手伝いをす
るのが県の産業公社のまた役割でもあるものですか
ら、そういったようなもの等を通じて県産品あるいは
また地場産業の沖縄のブランド化した商品をまずアジ
アに、世界に目を向ける必要があるだろうというよう
なものがあります。
　それから、今大城議員の話にもありましたように、
143万にもなって、県内でこれだけ人口がふえてもそ
の需要という意味では伸びていないというようなこ
とから考えますと、外も大切ですが内も大切と。そう
いったような中で、また地場産業がしっかりと供給体
制から含めて、品質含めていろいろ頑張っていくとき
に、行政の役割がそれを支えていくという一緒にやっ
ていくというものが大切だと思いますので、今伸びて
いるこの状況の中で沖縄の農林水産業の発展が今大き
くスタートラインに立ったという新しい認識のもとに
頑張っていきたいなというふうに思っております。
　大変きょういい農業、私はどっちかというとシ
ティーボーイなものだから、農業はあんまり詳しくな
いんですが、きょうやりとりを聞きまして大変勉強に
なりましたので、ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
○大城　憲幸君　ありがとうございます。
　本当に観光リーディング産業、これは沖縄の文化を
感じに来る。沖縄の食文化を支えているのは第１次産
業ですから、やっぱりそこは４万人からもう２万人ま
で減ってしまった第１次産業の就業者を一人でも多く
の若い皆さんがそこに夢を見られるような状況をつく
れたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたし
ます。
　時間がなくなってしまいましたが、２つ目の質問で
す。
　財政状況について、いろいろ数値の議論がしたかっ
たんですけれども、もう言いたいことだけをお話しさ
せてください。
　第７次の沖縄県行財政改革プランが進行中で29年
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度までということで、先ほど部長からありました計画
以上のペースでしっかりやっていますよというような
部分だったと思います。ただ、私はやっぱり財政指
標を見ても、部長も話していたとおり、自主財源が
26.6％、全国の約45％ぐらいに比べてやっぱり圧倒
的に小さいわけですよね。税収についてもさっきの話
と一緒になりますけれども、これだけ経済規模が伸び
て人口も伸びているんだけれども1100億ぐらい。そ
れからあんまり大きくは伸ばし切れてないというとこ
ろは、やっぱり強い経済をつくらないといけないとい
うのはそこにもあると思うんです。それも含めて私が
言いたいのは、やっぱり国はもう2020年にプライマ
リーバランスをとると言っている。そして、2015年
の国勢調査の結果も国全体としても26.7％が65歳以
上になっている。そして、2025年問題で、団塊の世
代が75歳以上になる2025年にはもう国民の５人に１
人が75歳以上になる超高齢社会を迎えるという意味
では、やっぱり我々市町村で行革をかんかんがくがく
やった中からいくと、もっと県が危機感を持って行革
には取り組むべきなのかなと。
　やっぱりこれからの次の世代に対する責任という意
味では、これだけ自主財源比率が少ない中で、今の一
括交付金の仕組みが５年後どうなるかまだ見えない中
で、6000億の借金を抱えてという意味では、我々政
治家も含めてもっと危機感を持って取り組むべきじゃ
ないのかなというのを感じているんですけれども、そ
の辺についても最後に所見を伺って私の質問を終わり
たいなと思っています。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えいたします。
　本県の行革の取り組みを少し御紹介したいんです
が、平成18年度からこういう財政効果等含めて定数
の見直し等いろいろと各種行革を進めてまいりまし
た。そして、これはこの３次の、ここ７次の行革プ
ランの２カ年分を含めて、708億円というそういう財
政効果を生み出しております。そういう意味では、今
のまた現状を考えますと、やはり一括交付金という新
しいそういう仕組みもできて、それをいかにまた執行
するかという現状がありまして、なかなか定数そのも
のの見直しというのは厳しい状況がございますけれど
も、やはりいかにこの行政サービスを向上させていく
かという視点で、今後もその行革というのは財政削減
だけではなくていろんな意味のサービスの向上、そう
いうことも視点に持ちながらしっかりとこの行革に取
り組んでまいりたいなと思っております。
○大城　憲幸君　ありがとうございました。

○議長（新里米吉君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時21分休憩
　　　午後３時45分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　皆さん、こんにちは。
　自民党席があいているようです。幹事長、大丈夫で
しょうか。
　選挙、皆さん大変御苦労さんでございました。県民
の負託に応えるように、また48名の議員が頑張って
おのおのが頑張っていきましょう。
　もう前列の席を見ますとほとんど、ほとんどじゃな
い、もう全員が新人議員で、私ども頑張っていかない
といけないなというふうに思っていますし、先ほど
我々会派の大城議員の質問を聞くと、先輩議員として
これは中途半端じゃもうだめだなと思いながら、しっ
かりと質問も考えてこないといけないなと思いながら
何も質問をしてきていないんですが、ぜひまたこれか
らもよろしくお願いしたいなというふうにも思ってお
ります。
　我々、今度選挙の中で批判よりは提案と、そして実
行していくんだということで、皆さんにも訴えさせて
いただきました。やはり今子供の貧困、いろんな意味
で教育問題も含めて、我々政治がどう覚悟していくの
かということが問われているんだということであるん
ですが、きのうもある会合に行くと、皆さん政治的に
選挙のときだけは公約いろんなことをやる、あれをや
るこれをやると言うんだけれども、何一つ変わってい
ないんじゃないと。私の子供が５歳のときには、皆さ
ん保育料云々という話をしたけれども、私の子供はも
う７歳になるよと、何にも変わってないよというよう
なことを、子育てをしているある女性から言われまし
た。とにかく皆さん公約を上げているんであれば、こ
れが一つ一つ実行できるようにやりなさいと、知事が
どうこうということじゃなくて、知事を変えるのはあ
なたたち議会でしょうと、叱咤激励を受けまして、そ
うだなと思いながら、またこれから４年間議会として
頑張っていきたいなというふうにも思っております。
　それでは、早速質問をしていきたいと思います。
　まず、１番の知事の政治姿勢についてなんですが、
(4)番は御答弁いただいたようでございますので、(4)
番は取り下げをいたします。
　まず初めに、東京都知事など政治と金の問題は、国
民が政治不信に陥る原因であると思いますが、見解を
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お伺いいたします。これはもう東京都知事、そして沖
縄県知事といえば、これは間違いなく全国どこの知事
よりも、違う意味での知事のあり方があるというふう
に思っています。マスコミ報道は、今度の日曜日の参
議院選挙よりも東京都知事の候補に誰がなるのかとい
うのが中心になっているようでもありますので、我々
は本来は富が集中しているその東京のあり方というも
のを、やっぱり変えていかなければ、今地方創生とか
いろんな形を言っているんですけれども、やっぱり中
央集権で何でも東京ということはもう絶対的にだめだ
というふうに思っています。とにかく地方分権ができ
る、税金の無駄遣いをしないという意味からすると、
今度の都知事選で誰が東京都知事になるかということ
は、我々地方においても大変重要な分になるのかなと
いうふうにも思っていますが、そのことではなくて政
治と金の問題、知事はどういうふうに見解を持ってい
ますかということでお願いいたします。
　(2)点目でございますが、辺野古移設に関しての陸
上案などの提言があると、これはアメリカの民主党系
のシンクタンクになるんですが、私も依然大分前にお
会いしたんですが、オハンロンさんがいらっしゃいま
して、辺野古の陸上案だとかそういう提言もすべきだ
というようなものもアメリカ・ワシントンのほうから
も、これはもう報道でしか私も知り得ないんですが、
そういうこともあるということがありますので、翁長
知事はその中でやっぱり、海はもちろん辺野古の陸上
案においてもその移設に対しては反対なのかというこ
とをぜひお聞かせください。
　(3)点目になります。
　今回の質問も結構ありますが、宮古や八重山におい
て自衛隊基地の配備が計画されております。自衛隊基
地の増強、その米軍基地の返還状況をどのように考え
るのかということなんですが、中期防のほうでこれは
うたわれています。自衛隊基地を増強する中で米軍基
地を削減するということが日本の防衛計画その中期防
であります。その中期防の中で自衛隊のその与那国の
配備、宮古の計画、八重山の計画ということが、これ
は粛々と進んでいる。しかし一方で米軍基地の削減だ
ということも同時にやるべきなんですが、そういう米
軍基地の削減というのは遅々として１ミリとして動い
ていないという現状があるわけですから、そういった
もろもろ含めてぜひお考えをお聞かせいただきたいと
いうふうにも思っております。
　(5)点目、貧困対策予算を民間事業者等から寄附を
募っているようでございますが、知事を先頭に県行政
みずからの対応はどのようなことを行っているのかと

いうことをお伺いいたします。
　私は、沖縄県を会社で例えるということになってく
ると、沖縄県知事はその会社の代表者、社長です。そ
の会社がもう瀕死の倒産寸前の状況になれば、やはり
これは会社のトップがみずからそういう給与削減した
り、いろんなやっぱりみずからそのことをやる。我々
議会というのは、役員と同じですから役員も同じよう
な形でやはりみずからそういう削減をする中で、子供
たちのその学力向上のために充てるとか、沖縄のそう
いうなかなか上がらない県民所得の部分に我々どうい
うような形で対応するのかということが今求められて
いるのではないかというふうにも思っていますので、
その見解をぜひお聞かせください。
　(6)点目になりますが、国外観光客も好調であり、
県外観光客対応も重要であります。この好調を維持す
るためにも私はテーマパークは必要と考えますが、積
極的な誘致等が必要でありますが、見解を伺います。
　これはもう本部でＵＳＪの分がありました。しか
し、断念をすると。今度の議会でもその状況というこ
とがありましたが、国が一旦、今度の28年度予算で
そのＵＳＪ等の誘致に対する調査費ということで１億
2000万の調査費をつける中で、そのＵＳＪ自体が断
念をすると。これは、異例ですよ。国がこれだけの予
算をつけたはずなのに断念をするということは、私は
県云々というよりも、国に対してもやっぱり担当の部
署自体、内閣府自体、官邸自体が、やった割には積極
性が足りなかったんじゃないかというふうにも見てい
ますので、もう我々はそういう国に頼るということ
じゃなくて、我々沖縄県の観光のこれからを占う分が
あるわけですから、これは経済界含めて県と一体と
なって、もう一度そのテーマパークのあり方をどう
持っていくのかということをぜひ議論もしていきたい
なというふうに思っております。
　２点目、教育・文化行政についてでありますが、
(1)番、県内で、保育から大学まで教育費を無償化し
た場合の予算規模をぜひお聞かせください。
　憲法26条２項で義務教育の無料化というふうに言
われ、義務教育は小学校、中学校という形があるんで
すが、今、我々全体的にあるのは教育費はという形の
変え方をして、保育から大学までどういうふうな形で
支援ができるのかということは、これは日本のそして
この沖縄の将来を担う分からすると大変大事な部分だ
というふうに思っていますので、予算規模はどうある
のかということをぜひお聞かせください。
　(2)点目になります。
　各種専修学校の学生への支援について、他府県の状
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況と県の対応をお伺いいたします。
　(3)点目、県立看護大学・芸術大学の運営状況と今
後の展開をお伺いいたします。
　(4)点目、戦後71年、流出した沖縄の文化財に関し
て認識と対応、これからどのように取り戻す対策を講
じるのかをお伺いします。
　去る日曜日にＯＴＶのほうで、宝を取り戻せという
番組の中でもこの沖縄の流出した文化財ということが
取り上げられていたようでございますので、これまで
もいろんな対応をしていたと思うんですが、その状況
をお聞かせください。
　３番、離島振興についてでありますが、(1)、公共
工事、民間工事とも離島コストが高騰しております。
原因と対策をお伺いいたします。
　(2)番、離島においては住宅やアパートの建築や改
修が単価の高騰で困難な状況であります。支援策を講
ずるべきと考えますが見解をお伺いいたします。
　最後に、離島の観光客・人口増に向けての対応策、
また久米島のほうからは高速艇、久米島だけじゃない
ですね、今そういう観光客の増に向けての高速艇の導
入の要請が各地域からあるというふうにも思っており
ますので、その対応策をぜひお伺いをいたします。
　よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　當間盛夫議員の御質問にお答
えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、子
供の貧困対策の県の対応についてお答えをいたしま
す。
　沖縄県では、ことし３月に策定した沖縄県子どもの
貧困対策計画において、子供の貧困対策の基本方向を
明らかにするとともに、沖縄県子どもの貧困対策推進
基金を設置し、地域の実情に即した子供の貧困対策を
全県的に推進しております。また、国の沖縄子供の貧
困緊急対策事業により、市町村に支援員の配置や子供
の居場所を設置するなど、国、県、市町村が連携し、
各種施策を進めております。さらに、６月には沖縄子
どもの未来県民会議が設立されたところであり、子供
が夢や希望を持って成長していける社会の実現を目指
し、県内各界各層の関係機関・団体が一体となって、
子供の貧困を解消するための取り組みを推進してまい
ります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。

　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、政治と金の問題についてお答え
いたします。
　政治の基本は国民からの信頼であり、政治家は国民
が政治不信に陥るようなことを行ってはならないと考
えております。
　次に、辺野古移設の陸上案などについての御質問に
お答えいたします。
　県としては、普天間基地の閉鎖・撤去、県内移設断
念という知事公約の実現に向け、全力で取り組んでい
るところであり、辺野古に新基地はつくらせないとい
うことを引き続き県政運営の柱にし、普天間飛行場の
県外移設を求めてまいります。
　次に、自衛隊の島嶼配備計画と米軍基地の返還状況
についてお答えいたします。
　自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や
地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな
意見があるものと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　米軍基地の返還について、県は、日米安保条約を認
める立場でありますが、国土面積の約0.6％にすぎな
い本県に在日米軍専用施設面積の74.48％が集中する
など、沖縄県民は過重な基地負担を背負い続けてお
り、米軍基地の整理縮小が必要であります。その実現
のため、在沖海兵隊の国外移転及び嘉手納飛行場より
南の施設・区域の返還を確実に実施することが重要と
考えており、今後とも軍転協等と連携し、あらゆる機
会を通じて、基地の整理縮小を日米両政府に対し、強
く求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　知事の政治
姿勢についての御質問の中の、県外観光客への対応と
テーマパークの誘致についてお答えいたします。
　沖縄県が目標とする入域観光客数1000万人の達成
に向けては、外国人観光客を着実に増加させることも
重要ですが、観光客全体の約８割を占める国内観光客
をより積極的に誘致する必要があります。
　そのため、県としましては、国内の市場特性に応じ
た誘客プロモーションや沖縄の豊かな自然環境、特色
ある島々、独自の歴史・文化、食などのソフトパワー
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を最大限活用し、競合する他の観光地との差別化を図
るとともに、ＭＩＣＥや国内富裕層等に加え、テーマ
パークの誘致に積極的に取り組むこととしておりま
す。
　次に、教育・文化行政についての御質問の中の、県
立芸大の運営状況と今後の展開についてお答えいたし
ます。
　県立芸術大学においては、美術工芸、音楽の実技と
理論を学ぶ総合芸術大学として、これまで3300名余
りの学生が巣立っており、就職率も年々向上しており
ます。今年度からは、新たに沖縄文化コースを設置
し、舞台制作や音楽事業の企画運営などを学ぶアーツ
マネジメント系の科目を開設したほか、琉球史やしま
くとぅばなどの沖縄関連科目及び琉球漆芸・紅型等の
伝統文化関連科目の充実を図るなど、沖縄の芸術大学
としての社会的な存在価値及び魅力の向上に取り組ん
でおります。
　今後とも、総合芸術大学として学習教育の充実に取
り組み、文化芸術を含むさまざまな分野で活躍できる
人材の育成に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　教育・文化行
政についての御質問の中の、保育料を無償化した場合
の予算規模についてお答えいたします。
　平成26年度保育所運営費実績報告によりますと、
私立保育所と認定こども園に係る市町村の保育料は
64億7116万5560円となっております。当該施設に
係る保育料を無償化した場合には約64億7100万円の
金額が必要となります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育・文化行政についての
御質問の中で、大学まで無償化した場合の予算規模に
ついての御質問にお答えいたします。
　沖縄県内の公立幼稚園の保育料を仮に無償化する場
合に必要な予算は、総務省の平成26年度地方財政状
況調査による保育料総額を必要額とした場合、約10
億2314万円となっております。県立高等学校につき
ましては、国からの高等学校就学支援金が授業料に充
当されることから、授業料として徴収するのは、平成
28年度予算で約４億5185万円となっております。ま
た、大学につきましては、県立２大学の授業料を無償
化の必要額とした場合でありますが、平成28年度予

算で約４億5109万円となります。これらを合算した
約19億2600万円が県及び市町村の予算規模となりま
す。
　次に、沖縄から流出した文化財についての御質問に
お答えいたします。
　沖縄戦において、県内の多くの貴重な文化財が焼失
し、一部は国外に持ち出されたものもあると聞いてお
ります。
　県教育委員会では、在外文化財調査において国外に
所在する文化財を調査いたしましたが、沖縄戦時に不
法に持ち出されたものを確認することはできませんで
した。流出文化財はその所在等の情報が隠匿される傾
向にあるため、詳細の把握は困難であります。
　県教育委員会としましては、引き続き国外に流出し
た文化財についての情報収集に取り組むとともに、今
後さまざまな機会を通じて沖縄からの流出文化財に関
する情報発信に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　教育・文化行政について
の御質問の中で、専修学校等への支援についてお答え
をいたします。
　沖縄県における専修学校及び各種学校は、高等学校
卒業生の進路先として重要な位置を占めるなど、社会
ニーズに即応した実践的な職業教育や専門的な技術教
育を行う教育機関として、重要な役割を果たしている
と認識しております。このような専修学校等の役割の
重要性を踏まえ、県では、大学入学資格を付与するこ
とができる高等課程を設置する学校法人に対する運営
費補助や、教職員の退職金掛金・長期共済掛金に対す
る補助などを行っているところであります。
　これらの支援につきましては、他の都道府県の多く
が実施しておりますが、運営費補助については、補助
単価や補助対象に差異があります。
　県では、高等課程に対する運営費補助について、今
年度から補助単価を増額したところであり、今後も国
及び他の都道府県の動向を踏まえ、補助単価の見直し
を実施することとしております。
　また、専門課程に対する新たな支援について、全国
的な動向を勘案するとともに、学校関係者と意見交換
を行いながら、どのような支援が可能か研究してまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
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○保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、教育・文
化行政についての御質問の中の、県立看護大学の運営
状況等についてお答えいたします。
　県は、県立看護大学の運営に当たり、高度化・専門
化する医療環境に対応するため、平成16年度に大学
院を設置し、高度ケアの実践者、看護教育者、看護研
究者を育成しております。また、産科医療従事者不足
が指摘される課題に対応するために、平成20年度に
別科助産専攻を設置し、助産師の養成を行っておりま
す。
　今後とも、質の高い看護職者の養成と離島・過疎地
域の看護に関心を持つ人材の育成に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　離島振興についての
御質問の中で、公共工事における離島コスト高騰の原
因と対策についての御質問にお答えいたします。
　建設コスト高騰の原因については、労務費が上昇し
ていることや一部の建設資材単価についても変動が見
られること等が原因と考えられます。
　県は、労務費について、例年４月の改定を２月に前
倒しし、資材単価についても、これまで年２回の実施
設計単価の改定を平成28年度から４回とするなど、
実勢価格を迅速に反映させております。
　なお、離島においては、建設業界からの要望を受
け、労働者が現場に着任するための交通費、宿泊費等
についても、実態に応じて対応することとしておりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　離島振興についての御質
問の中の、離島における住宅建築等に対する支援策に
ついてお答えいたします。
　県では、13市町村19島を対象に、食品や日用品等
の価格を低減する離島食品・日用品輸送費等補助事業
を実施しております。本事業の補助対象品目は、酒
類、装身具、たばこ、書籍等を除く、離島住民が生活
する上で通常必要とする食品、日用品等で、離島の小
売店において販売されている商品となっております。
住宅建築で使用される資材など、個人等の資産形成に
資すると考えられる品目は、本事業の対象としており
ません。
　次に、離島の観光客・人口増に向けての対応策、久

米島の高速船導入の要請についてお答えいたします。
　県では、離島の定住条件の整備や観光客・人口増を
図るため、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業、
離島食品・日用品輸送費等補助事業、離島地区情報通
信基盤整備推進事業などを実施しております。また、
船舶更新支援については、船舶の建造または購入費を
補助する離島航路運航安定化支援事業を実施しており
ます。当該事業では、県、関係市町村及び航路事業者
で構成する沖縄県離島航路確保維持改善協議会におい
て決定した沖縄県離島航路船舶更新支援計画に基づ
き、小規模離島の赤字16航路について、１航路につ
き１隻の更新を支援することとしており、久米島・渡
名喜・那覇航路については、平成26年度にフェリー
の購入支援を行ったところであります。
　県としましては、当該計画に基づいて平成33年度
までに残り10航路における船舶更新を着実に進めて
いくことが重要と考えており、２隻目の支援について
は、事業の効果や課題を整理する中間評価において検
討していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　御答弁ありがとうございました。
　まず、部長、答弁いただいた離島振興から行きたい
と思うんですが、いろんなことやっているよね、生活
コスト軽減のものもやっている、船も本来その市町村
でやる、市町村というかその行政でやる部分を県が
やっているという形をとっているんですよね。その対
象の行政自体は、大体離海振でやると、この船の大体
１億ぐらい離海振に払っていたんです、１億以上で
す。それが結局軽減されるから、我々それを県がやる
ことで船舶、船の運賃を軽減できるだろうという思い
でこのことをやった。ところが全くそれは国とその対
象市町村の間での赤字の云々の部分で、なかなか総合
事務局がその船運賃の軽減をすることがないというの
が実情なんです。船はやったけど、結局定住促進でそ
こに観光客が船賃が安くなったから行くというような
ことにもなっていないというのも現実なんです、その
ことが。一方で、私はその皆さんのこの沖縄県過疎自
立促進方針、これ28年度の今年度から平成32年度と
いうのがあって、この周辺離島、久米島含めての周辺
離島は全部その過疎地域に入っているんですよね。
人口的には県内の、これは平成22年のものなんです
が、全体この過疎地域と言われる分での7.5％という
ことで全くふえていない、減少。これはふえてないど
ころか、全体的には2.9％そのものがあるんですけれ
ども、その過疎地域も含めて離島はマイナス4.4％で
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す、この数字見ると。全く県の施策がどういうふうな
形でこの定住促進だとか、そういった分に生かされて
いるのかということになってくると、この数字的な結
果を見ると、企画部長どう思われますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時16分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　今、當間議員からありま
したように結果として減少しているんではないかとい
うことですが、まず、沖縄県におきましては、21世
紀ビジョン基本計画と同じスパンで住みよく魅力ある
島づくりということで関係部局全てのその離島関係の
事業を網羅して、総合的に推進しているところであり
ます。それは、物流コストだけではなくて、通信基盤
の整備もみんな含めてやっているところでありまし
て、人口減少がとまらないというお話ですが、それは
総合的に今推進している中で、少なくとも減っている
のは現実ですがそれを抑えているということはあるの
ではないかと認識しております。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これだけの費用かけて抑えていると
いう話、抑えているんじゃない、減っているから、も
うその分では部長も離島の出身だからまたそのことは
理解できると思うんです、現実の分としても。やはり
これは、部長、さっき住宅がつくれませんよと、皆さ
ん観光客を伸ばすためのそのそういった施設も必要だ
ということであるんだけれども、今つくれないわけで
すよ、現実。アパートもつくれない、住宅さえつくれ
ない。これは、そういった先ほど労務費の高騰とかい
ろんなのが、これやはり物流の問題です、物流。物流
は、やっぱりいかにその離島の分で沖縄のそのシステ
ムをウチナービケーンのシステムをこの物流の中で変
えてこなければ、私はその沖縄のその離島においての
促進、離島振興ということは決して僕は進んでいかな
いというふうに思っておりますので、この物流改革を
すべきだというふうにも思っております。これは、部
長というよりも僕は副知事のほうがいいんじゃないか
なと思うんですが、どうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
　今おっしゃるように、確かに離島における物流コス
トというのが非常にウエートを占めているのは確かで
ございますが、先ほど土建部長からの答弁もありまし
たように、全て物流コストというわけではなくて総合

的に対策を練らなければならない問題だとは思ってお
ります。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　これはもう質問は終わります。でも
現実、離島でそういう部分での施設自体がつくれてい
ないと。公共工事でさえ不調になっている現状がある
わけですから、しっかりとその対応はぜひお願いをし
たいなというふうにも、もっと知恵出してやっていき
ましょう。よろしくお願いいたします。
　基地を担当している安慶田副知事、我々維新の会
は、いろんな提案をやっていくということで、普天間
の閉鎖状態を５年以内の約束を守らせようということ
で鹿児島の馬毛島に訓練の移転もすべきだという提案
をさせてもらっております。県としてこの提案に対し
てどのような認識をお持ちでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　その馬毛島の提案、
下地代議士がいらっしゃったときに私も同席させてい
ただきましたので、私のほうで答弁させていただきま
す。
　普天間飛行場の危険性除去、負担の軽減という観点
から、まずは馬毛島を訓練の場所にしてはいかがかと
いうことについては、やはり辺野古が唯一というよう
に政府が言っている中において新たな提案ということ
で、我々としてはそういった流れが出ることについて
は、こういったいろんな考えが出ることによって辺野
古唯一という固定観念から脱出していく流れというの
は、ある意味何といいましょうか、ようやくそういっ
た流れが来たかというような思いがございます。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　我々、選挙期間中でもあったもので
すから馬毛島で会って、そのまま松井代表は宮古島に
も行って、下地島空港にもというんで、私の選挙を邪
魔しているんじゃないかなと思うようなところもあっ
たんですが、でも現実私の出身である那覇のほうで
は、もう那覇空港、今Ｆ15が40機あります。その分
でのスクランブル発進も、せんだって自衛隊の発表で
は、そのスクランブル発進もその分では増加している
と、対中国に対するもので増加をしているんだとい
う。那覇唯一の空港です、民間含めて。私はこれだけ
のもう自衛隊も共同で使うというもの、あそこは決し
て自衛隊専用じゃないんです。あれは、国土交通省の
管轄なんですよね。それを間借りして自衛隊がいると
いう状況があるわけですから、私は、屋良覚書、西銘
確認書いろんなものがあるんですけれども、やはり自
衛隊の訓練の一部を下地島空港に移すのはどうかとい
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う議論の部分でもぜひ始めていただけないかなと。平
行滑走路はあと４年でできるわけですよ。４年間のそ
の平行滑走路の暫定的なものでもいいというふうにも
思いますけれども、そういう訓練の移転等々、下地島
空港というような形の何か答弁いただけますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時22分休憩
　　　午後４時22分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　下地島空港について
は、建設時において屋良覚書というものがあったとい
うように承知しております。そういったものはやはり
この地元が大事にしているという長い歴史がございま
すので、そういったものを踏まえながら議論はなされ
る必要があるかなと思っています。そういった提案
は、一つの提案だというふうに理解しています。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　今のはだめよ。地元が大事にしてい
ること、じゃ那覇空港は那覇空港のそういった我々
は、被害があってもそれは我慢しなさいということを
言っているようなもので、そういう答弁ではこれは絶
対的にだめです。皆さんも言っているじゃないです
か、沖縄県だけにその分での過重な負担をさせるべき
じゃないと、安全保障は日本全体でやるべきだという
ことをやっているわけですから、今言う答弁というの
は絶対、これは我々那覇空港を抱えている地域からし
たら許しがたいそういう答弁だとも思っていますの
で、これはまたこれから議論していきましょう。
　子供予算、知事、我々この分では先ほども申し上げ
たんですけれども、やはり企業に、知事、率先してそ
の分での子供基金に対する予算をということであれ
ば、僕はまず知事みずから自分の報酬もこういう形で
やるということをやる中で、やっぱり民間にそうい
う、ぜひ一緒にやってくれんかと。今沖縄県のその子
供貧困含めて、沖縄県の学力含めるとやっぱり危機的
状況にあるということを考えると、まずは知事みずか
らトップがどういう姿勢を示すのかということは大変
大事だと思うんですけれども、知事、どういうふうに
お考えでしょうか。これ、知事が答えるんです。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　當間盛夫議員の御質問にお答
えをしたいと思います。
　子供の貧困問題、全国的にも大変大きな問題となっ
ているさなか、47都道府県の中では沖縄県が唯一そ
ういうものを調査して、そしてある意味では厳しい数

字が出てきて、それからいろんな角度からの調査の中
で、例えば食事とかあるいはまた電気とか水道とかと
いうようなことまで踏み込んで、一つ一つ調査をして
おります。
　この過程の中で、去年のこれは夏ぐらいからずっと
議論をしながらやってきたわけでありますが、まず県
から示さなきゃいかぬということで、２月定例会で
30億の基金を積ませていただいたと。それから沖縄
振興審議会でも国のほうからも10億が出てくるとい
うような中で、まず流れが出てきておりました。私と
しましても、その中での政策推進室あるいはまた沖縄
県全体の経済界、労働界、あるいは福祉団体、網羅し
ての県民会議という中から、いわゆる寄附金というこ
ともあるわけですが、なおかつ私自身も子ども食堂、
それから無料塾、あるいはまた児童養護施設等々見な
がら、それからひとり親家庭、特に母子家庭のＤＶを
通じながらの子供と一緒に住んでいるところ、あるい
はそれから脱しはするんだけれども、住居費がないと
いうような形での、それの難しさ等々も見、そしてそ
の中からきょう、今議会でもどなたからかの御質問が
あったんですが、養護施設を出てからの18を過ぎて
から大学に行くときなどのこの給付型の奨学資金など
というのはなかなか一括交付金含め、そういう意味で
はやりにくいというのもあったので、県民会議で多く
の方々に御理解を得るということで寄附金を募るため
に企業回りなどもしているわけでございます。
　今、こういったことをひとつベースにしながら、や
はり沖縄は基地も大切、それからアジア経済戦略構想
も大切ですが、ここのところにしっかりと対応しなけ
れば本当の意味での21世紀ビジョンの基盤をつくる
ことができないという意味では、どっちに力を入れる
かというと、やはり子供たちということを一番視野に
入れながらやっていきたいと思っております。
　それで、今、途上でありますから何もこの成果とい
う意味で當間議員に誇れるものはないんですが、今ま
までの過程の中では全力を挙げてやってきております
ので、これから以降も、きょうの御意見なども参考に
しながら全力投球でやっていきたいというふうに思っ
ています。
○議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕はやっぱり持続するためには、こ
の予算自体も決して少ない予算、大きな予算が必要だ
と思うんですよね、持続性をどう持つのかということ
も大変大事だと思いますが、これはまたこれからも議
論していきたいなというふうに思っています。
　県立芸大、きょうの新聞で教職科目が取れないとい
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うこの状況をちょっと教えてください。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　県立芸術大学は、先ほど答弁でも申し上げましたよ
うに、平成28年度に音楽学部の専攻コースを再編し
ております。これに際して、１年前と申しますと平
成26年度中ということになりますが、その段階で、
あわせて教職課程の認定申請を文科省にすべきでした
が、この制度に関する理解不足により26年度中に申
請を怠っておったという状況がございます。現在、
28年度教職課程が開設できない状況にありますが、
29年度の認定取得に向け、文科省に現在申請を行っ
ております。最終的な認定の可否がことしの12月ご
ろと見込まれているということでございますが、しっ
かりとこの文科省の手続に対応して、29年度から教
職課程、28年度入学生も受講できるように対応した
いということで報告を受けております。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時30分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　芸大含めて大学の予算的なものは全
部削減方向にあるんですよね、県立大学であろうがで
すね。そろそろ、やはり副知事、これは県芸大だけで
はなく、看護大学も小さいです、規模的に。そういっ
た面では総合大学、今、名護に高等専門学校があるん
ですが、そこももう物すごい削減に今遭っているとい
うような分。理工系の学生はそこを卒業しても本土の
大学にしか行かないという現状もあるわけですから、
私はこういった芸大含めて、看護大学含めて、工科の
その専門学校を含めて総合大学をつくるべきだという
ことになるんですが、最後、副知事ちょっと答弁いた
だけますか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　私も、答弁に立ちます。
　私もけさ新聞見まして、早速担当部長及びそして芸
大の事務局長も呼んで事情を聞きました。先ほど部長
が答弁したとおりで、いずれにしても在学中にその対
応ができるように、そして卒業時には何ら変わりがな
いようにということで私からも強く意見を申しておき
ました。
　そして今、當間議員がおっしゃっているようにそれ
ぞれの各大学があるんですが、それをまとめて以前か
ら統合大学を設立したらどうかという話ですけれど

も、今後はまたこれ新たな提案として我々も検討して
いきたいと、そう考えております。
○當間　盛夫君　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
　　　〔金城泰邦君登壇〕
○金城　泰邦君　こんにちは。
　このたび、沖縄県議選浦添市区から前島明男前県議
の後継として初当選をさせていただきました、公明党
金城泰邦でございます。
　多くの皆様から支持をいただきまして、負託を受け
た以上、しっかりと県議として大きな重責を担います
が、沖縄県の福祉向上、そして生活の向上のために頑
張ってまいりたいと思います。とりわけ、福祉や教
育、子育て支援等、沖縄県が抱える課題は非常に多い
わけでございますが、知事を初めとした執行部の皆様
と知恵を出し合いながら、議論し合いながら課題解決
に向けて頑張ってまいりたいと思います。
　どうぞ、よろしくお願いします。
　とりわけ、今回の議会質問においては、選挙期間
中、現場を回る中で皆様から多くの声、要望を承りま
したのでそういったことを取り上げさせていただきま
した。御答弁のほどよろしくお願いいたします。
　１、教育行政について。
　(1)、高校受験の要件を中学１年生から中学３年生
までのトータル評価ではなく、３年生のみの評価で受
験の要件を図るべきと考えるが、当局の考えを伺いま
す。
　(2)、子供の貧困対策として、県内全小中学校に学
校給食費の無料化等の対策を講じる必要があると思う
がどうか伺います。
　(3)、子供の貧困対策として、子ども食堂への機材
や人員配置等への支援が必要と考えるがどうか。
　(4)、奨学金の返済方法を緩和することについて伺
います。
　(5)、給付型奨学金制度の給付基準について伺いま
す。所得や成績、他の奨学金との優先順位などの説明
が伺えればと思います。
　２、保育行政について。
　(1)、ひとり親家庭の子供は、認可園に入園すると
無料で預けられるが、認可外保育園に預けると有料に
なるとの声がありました。同じように無料にすべきで
あると考えるがどうか、伺います。
　これにつきましては、我が党の先輩方も頑張ってい
ただきまして、また沖縄県も先進的な取り組みとし
て、認可外園に通わせる保護者の方に２万6000円に
及ぶそういった補助を出す事業がありますが、現場に
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おきましては、その補助を受けようとしても一旦申し
込みの時点で認可外ではなく、認可園を希望しなけれ
ばこの補助金が受けられないという現状があると伺い
ました。こういった部分は、改善すべきであると思い
ましたので、このように質問いたしました。
　(2)、新制度に移行後、34人受け入れしていた認可
外保育園が、県の指導で25人に減らせと言われた。
運営に支障を来すと考えます。救済策は講じないのか
伺います。
　(3)、保育士の処遇改善について具体的な実施計画
や目標値があるのか伺います。
　保育士の処遇改善については、政府もさまざまな施
策を講じ、ベースアップに向けてのいろんな事業を展
開しているかと思いますが、現場の保育士の方々から
は、私はまだベースアップしていませんよと、どう
なっているんですかという声が幾つかありました。そ
ういったことを受けて今県がとり行っておりますとこ
ろの計画など、目標値があれば伺いたいと思います。
　３、医療・福祉について。
　(1)、療育支援を行う発達障害支援施設を設置する
ことについて伺います。
　現在も発達障害支援センターが設置されております
が、内容としましては、正直、療育支援が行われてい
るとは言えません。那覇市に設置されている療育セン
ターのように、しっかりとした療育支援を行う施設が
必要だと思いますので伺います。
　(2)、県内の障害児が利用するデイサービスに
ショートステイを充実させることについて伺います。
　(3)、難聴者への支援について伺います。
　ア、災害時に放送する緊急放送が聞こえないとの声
が難聴者の方からありました。そういった状況に対し
て、どのような対応をしていくのか、その対応につい
て伺います。
　イ、全く耳の聞こえない方々もおります。手話言語
条例が県で制定されましたが、その制定後、今後の県
内各小中学校への手話の導入について、県教育委員会
の考えを伺います。
　４、軍用地と固定資産税の関係について、基地交付
金が自治体に交付されていると思われる。県税を軍用
地主に請求しているケースがあると聞きますが、交付
金と税の徴収は、二重取りにならないかと思いますの
で、そのことについて御説明を願います。
　５、犬・猫殺処分ゼロを目指す施策について。
　(1)、地域猫等の殺処分の実態について、幾らの税
金が使われているか伺います。先日も山川議員の質問
にありましたが、その殺処分の頭数の報告がありまし

た。それについて、どのくらい使われているのか伺い
たいと思います。
　(2)、去勢など動物保護への施策が講じられないか
伺う。
　(3)、動物保護ボランティアへの支援について伺
う。
　現時点で、動物保護を目的にボランティアを行って
いる方々が、まさに支援の全くない中で動物への去勢
をするなど、自前で頑張っていただいているケースが
あります。そういったことに対して、県としてしっか
りとした支援が必要であると思ってこの質問をやって
おります。
　６、地方版政労使会議の実施について。
　さきの上原県議の代表質問と重なりますが、よろし
くお願いします。
　７、女性の就労を促進するための産休・育休の実施
を促進することについて。
　就労を続けようと思っても、産休・育休を取ろうと
思ったらやめなければいけない現状がありますよと、
そういう声をいただいております。県としてそういっ
たことに対してどのように女性の就労を継続させるた
めの育休・産休等の支援をしているのかについてお伺
いいたします。
　８、我が党の代表質問との関連について。
　上原章県議の質問３、福祉及び教育施策について、
３の(6)の子供医療費助成事業について、市町村に
よって月1000円、医療機関ごとに自己負担が発生し
ていることについて、なぜ発生しているのか、その理
由について改めて伺います。
　３の(7)、健康寿命への対策について、地域包括ケ
アシステムの導入により、市町村が実施する総合支援
事業に対し、ボランティアの活用などで市町村は人材
確保に苦労しております。県からの支援を求めたいと
思います。
　３の(11)、那覇市内に設立する特別支援学校につい
て、５年ほどのスパンがあると伺いましたが、なぜ５
年かかるのかその説明を求めます。
　再質問があれば、後ほどお伺いいたします。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
の中で、高校受験の要件についてお答えいたします。
　高校入試は、公正かつ妥当な方法で、各高等学校の
教育を受けるに足る能力と適性等を備えた者を選抜す
ることを目的として実施いたしております。このこと
から、生徒が３年間継続して努力してきたことを正当
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に評価することが大切であると考えております。ま
た、生徒を多面的に評価する上でも、３年間の活動を
総合的に評価することが必要であると考えているとこ
ろでございます。
　今後とも、多様な背景を持つ生徒たちが公平に評価
されるよう適正な入試の実施に努めてまいります。 
　次に、給食費の無償化についての御質問にお答えい
たします。
　学校給食法第11条によりますと、施設及び設備に
要する経費や人件費等は設置者である市町村が負担
し、還元される食材費等は保護者が負担することと
なっております。こうした中、県内において23の市
町村が給食費の全額または一部助成を行っておりま
す。また、経済的に困窮している児童生徒の学校給食
費については、生活保護や就学援助による支援が行わ
れております。
　県教育委員会としましては、今後とも市町村及び学
校給食会等関係機関と連携し、低廉かつ安全・安心な
学校給食の提供に努めてまいります。
　次に、奨学金返済方法の緩和についての御質問にお
答えいたします。
　沖縄県国際交流・人材育成財団の奨学金は、卒業半
年後から返済が始まり、10年以内に返還を完了する
ことになっております。なお、病気などやむを得ない
理由がある場合は返還猶予など、返還者の実態に応じ
た対応を行っているところであります。平成27年度
においては、大学生等への奨学金の返済対象者2015
人のうち88人が返還猶予者となっております。
　次に、給付型奨学金制度の給付基準についての御質
問にお答えいたします。
　県教育委員会が今年度から募集を開始していく給付
型奨学金は、能力を有するが経済的な理由で県外進学
が困難な生徒を支援し、大学等進学率の改善を図るこ
とを目的としております。そのようなことから、応募
や選考に当たっては、高等学校等の平均評定が一定基
準以上、また、家計所得が一定基準以下であることを
要件としていく予定であります。なお、この基準につ
いては、外部の有識者も含めた検討委員会で検討を行
い、７月中旬までに決定していくこととしておりま
す。
　次に、医療・福祉についての御質問の中で、小中学
校への手話の導入についての御質問にお答えいたしま
す。
　手話が言語であるとの認識に立ち、障害のあるなし
にかかわらず、全ての人が区別されることなく、生活
を送ることができる社会の実現に向けた取り組みは大

切であると考えております。
　県教育委員会としましては、小中学校への条例の趣
旨等の周知を行うとともに、例えば、総合的な学習の
時間での福祉・健康などの学習活動や、学校行事など
で手話を取り入れた子供たちの活動の事例を紹介する
など、学校教育における手話の普及のための取り組み
への支援に努めてまいります。
　次に、我が党の代表質問との関連についての御質問
で、那覇市内への特別支援学校設置の前倒しについて
の御質問にお答えいたします。
　那覇市内に設置を予定している特別支援学校につき
ましては、平成33年４月開校に向けて取り組んでい
るところであります。今年度に、保護者代表など関係
者との意見交換を行った上で、学校設置基本方針検討
委員会の検討を経て、障害種、学校規模や通学区域な
どを定めた学校設置基本方針を決定することとしてお
ります。その後、平成29年度設計着手、平成30年度
着工し、建設工事は２年半の工期を見込んでおりまし
て、平成32年度中に完成予定としております。
　県教育委員会としましては、平成33年４月開校を
目標としているところでありまして、今後とも鋭意取
り組んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　教育行政につ
いての御質問の中の、子ども食堂への支援についてお
答えします。
　沖縄県においては、食や人と人とのつながりを通し
て子供を育む子ども食堂の取り組みが広がっておりま
す。子供の貧困対策に資する子ども食堂への支援につ
いては、国の子供の貧困緊急対策事業などを活用し、
子供が安心して過ごせる居場所としての市町村の取り
組みを促進してまいります。
　次に、保育行政についての御質問の中の、ひとり親
家庭等認可外保育施設利用料補助事業についてお答え
します。
　県においては、保育所入所待機児童が多いという
中、認可外保育施設を利用せざるを得ない、低所得の
ひとり親家庭等の認可外保育施設利用料の負担を軽減
することにより、当該家庭の生活の安定と自立を促進
することを目的とした、ひとり親家庭等認可外保育施
設利用料補助事業を平成27年10月から実施しており
ます。平成27年度は、県内20市町村において本事業
を実施し、420人の児童を支援したところです。
　県としましては、引き続き本事業の周知を図り、ひ
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とり親家庭等の保育料の負担軽減に努めてまいりま
す。
　次に、認可外保育施設に対する県の指導及び支援に
ついてお答えします。
　県では、認可外保育施設に対する立入調査等を行
い、入所児童の安全と保育の質の確保に努めていると
ころであります。具体的には、認可外保育施設指導監
督基準に基づき、施設の面積、児童の受け入れ数に応
じた職員配置などについて、施設に対し指導をしてお
ります。認可外保育施設については、認可化を促進す
るため、待機児童対策特別事業を活用し、認可化に向
けた運営費や施設整備の支援に取り組んでおります。
また、国においても、小規模保育事業へ移行する施設
に対し改修費の補助を行っているところであります。
　次に、保育士の処遇改善に係る実施計画や目標につ
いてお答えします。
　国においてはニッポン一億総活躍プランで、保育士
について２％相当の処遇改善を行うとともに、保育士
としての技能・経験を積んだ職員について、現在４万
円程度ある全産業の女性労働者との賃金差がなくなる
よう追加的な処遇改善を行うこととしております。
　県においては、保育士の正規雇用化や年休取得及び
産休取得の支援事業に加え、新たに保育士のベース
アップに対する支援を実施することで、処遇改善の取
り組みを強化してまいります。
　次に、医療・福祉についての御質問の中の、療育支
援を行う発達障害支援施設についてお答えします。
　県内における発達障害児（者）への支援を総合的に
行う拠点機関である沖縄県発達障がい者支援センター
では、県の業務委託を受け、保健・医療・福祉などの
関係機関の連携による療育支援体制等の整備を進めて
おります。また、県では、障害児等療育支援事業を実
施し、医師、作業療法士等の専門スタッフが訪問、外
来等の方法により、離島を含む県内各圏域で、発達障
害児（者）の身近な地域での療育支援及び療育に関す
る相談支援を行っております。さらに、発達障害児の
通う保育所や施設職員に対する療育技術の指導を行う
など、発達障害児（者）への療育支援を推進している
ところであります。
　次に、障害児のショートステイの充実についてお答
えします。
　障害児の短期入所施設いわゆるショートステイは、
保護者の疾病、冠婚葬祭、休息などにより、施設にお
いて一時的に障害児の介護等を行うサービスであり、
平成28年４月１日現在、県内に32カ所運営されてお
ります。

　県としましては、障害児への支援を含め、保護者の
負担軽減を図ることも重要であると考えており、今後
とも、サービス提供施設等に対する指導助言を行うと
ともに、市町村や関係機関と連携を図り、短期入所の
充実・拡充に努めてまいりたいと考えております。
　次に、災害時における聴覚障害者の支援についてお
答えします。
　災害時における防災行政無線等の緊急放送は、広域
にいる人々に対し一度に指示の内容を伝えることがで
きることから、有効な手段の１つではありますが、聴
覚障害者等の避難においては課題も残されておりま
す。このような防災行政無線等の情報が届きにくい状
況にある聴覚障害者に対しては、直接、携帯メール及
びスマートフォンアプリによる情報伝達が行われてお
ります。また、災害時に情報の伝達が困難で、特に支
援を要する障害者等については、市町村はあらかじめ
避難支援者や避難経路を事前に定め、避難支援を行う
ことになっております。
　県においては、市町村が行う避難誘導等の体制づく
りを支援することによって、聴覚障害者等の災害時の
避難対策を進めてまいります。
　次に、我が党の代表質問との関連についての御質問
の中の、地域包括ケアシステムの取り組みに係る市町
村支援についてお答えします。
　高齢者が住みなれた地域で自分らしい暮らしを続け
ることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生
活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構
築を市町村が中心となって取り組んでおります。
　県としましては、各市町村における地域包括ケアシ
ステム構築のため、生活支援コーディネーターの養成
研修、ボランティア育成やネットワーク構築の支援事
業等を実施しております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　軍用地と固定資産税の関
係についての御質問にお答えいたします。
　国等が所有する資産に対する固定資産税は非課税と
なっております。そのうち、米軍または自衛隊の施設
内の国有資産については、市町村の財政上の影響等を
考慮し、固定資産税の代替的性格を有する国有提供施
設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金が市
町村に対し交付されております。一方、個人の所有す
る民有地については、地方税法の規定に基づき、固定
資産税として市町村が課税しているものであり、基地
交付金とは対象を別にすることから、二重取りという
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ことではありません。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　犬・猫殺処分ゼロを目指
す施策についての質問の中の、犬・猫の殺処分の費用
についてお答えします。
　県内の犬・猫殺処分数は、平成20年度の約１万頭
から平成27年度の速報値で約3300頭と大幅に減少し
ております。沖縄県動物愛護管理センターは、動物の
愛護と適正飼養に関する普及啓発や動物取扱業の登
録・指導など、さまざまな業務を担当しております。
そのため、犬・猫の殺処分に係る費用のみを算出する
ことはできませんが、同センターに係る平成28年度
予算は、職員費が約１億円、施設の管理運営費が約
4200万円となっております。
　続きまして、去勢など動物保護施策の実施について
お答えします。
　沖縄県動物愛護管理センターでは、動物の愛護と適
正飼養に関する普及啓発を図るため、収容された犬・
猫を譲渡する際には、全て不妊去勢手術を施しており
ます。また、県は、飼い主のいない猫について、地域
の合意のもと、住民が主体的に飼養管理する、いわゆ
る地域猫活動に対し、不妊去勢手術を実施するなどの
支援を行うこととしております。
　県としましては、今後もこれらの施策を推進すると
ともに、沖縄県獣医師会が実施する不妊去勢手術助成
事業への協力や、地域の実情も踏まえながら民間団体
が行うサクラ猫事業等も活用して、殺処分ゼロを目指
してまいります。
　続きまして、動物保護ボランティアへの支援につい
てお答えします。
　県では、犬・猫の殺処分数を削減するためには、動
物愛護団体やボランティアの方々との連携・協働が不
可欠であると考えており、これまでも動物愛護週間行
事の実施や犬・猫譲渡ボランティア制度による譲渡の
推進など、連携・協働した取り組みを行ってきたとこ
ろです。
　一般的にはボランティア等については、個人や企業
の寄附により運営されているものと承知しております
が、ボランティアへの支援のあり方については、今
後、関係者の意見等も伺いながら検討していきたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕

○商工労働部長（屋比久盛敏君）　それでは、地方版
政労使会議の実施についてにお答えいたします。
　沖縄県では、県、沖縄労働局、沖縄県経営者協会、
連合沖縄を構成員とする沖縄県雇用対策推進協議会を
沖縄版政労使会議と位置づけるとともに、同協議会の
もとに、沖縄県中小企業団体中央会を加えた沖縄県働
き方改革等検討会議を設置しました。検討会議におい
て、労働生産性の向上による労働者の処遇改善の好循
環を図る方策について意見交換を行うとともに、今後
も継続して開催する必要があるとし、３月の雇用対策
推進協議会にその旨報告を行ったところであります。
今年度は、労働者と経営者双方の意識啓発を図るため
の手法について意見交換を行っていきたいと考えてお
ります。
　続きまして、女性の就労を促進するための産休・育
休の実施を促進することについてにお答えいたしま
す。
　育児休業法において、事業主は、原則として、育
児休業の申し出を拒むことができないとされており
ます。沖縄県が平成26年度に実施した沖縄県労働環
境実態調査によると、有効回答のあった2537事業
所のうち、育児休業制度を採用していない事業所は
48.6％となっており、従業員規模が小さいほど採用
していない割合が高いという実態が明らかとなりまし
た。育児休業の取得は労働者の権利であるとともに、
育児休業の取得促進を図ることが人材の確保・定着に
つながるものと考えます。
　県におきましては、事業主に対し、セミナーの開催
や専門家派遣を実施し、労働関係法令の普及啓発に取
り組み、働き続けられる環境の整備を図ってまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　では、我が党の代表
質問との関連についての御質問の中の、こども医療費
助成制度一部自己負担金についてお答えいたします。
　一部自己負担金につきましては、これを不要とする
市町村の意見もございますが、事業の継続性を確保す
るためなど、一定の負担は必要という市町村の意見も
あります。特に人口が多く財政負担の大きい市部につ
いては、必要とする意見が多い状況になっておりま
す。一部自己負担金のあり方につきましては、今議会
の状況も説明しながら、今後市町村と意見交換をして
いきたいと考えております。
　以上でございます。
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○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　それでは、再質問をさせていただき
ます。
　１番の(1)、高校受験の要件、先ほどの御答弁で
は、しっかりとトータルで評価ということであります
が、子供たちというのは、中学生は非常に思春期とい
うことで、１つのきっかけですごく頑張る子もたくさ
んいるんですね。１年、２年でなかなか目覚めなかっ
た子も３年生になって受験というものを意識して、よ
り一層頑張るとそういう気持ちになる子もいるわけで
すが、そういった子がしっかりと頑張って夢を持っ
て、高校受験に向かうということも一つの考えとして
あるのではないかと思いますが、それについてはいか
がですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
　高校入試につきましては、公正かつ妥当な方法で高
校の教育を受けるに足る能力と適性等を備えた者を選
抜することを目的としているところでございますが、
評価におきまして、各学年の発達段階に応じまして、
３年間の学習状況を含む各教科の学習記録であります
とか、特別活動の記録や出欠などを評価することが大
切だと教育委員会では考えているところであります。
　ただ、教育委員会としましては、今後の高校入試に
おける評価の改善につきましては、さまざまな情報等
も集めながら研究はしてまいりたいと考えているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　現場からの声もあるわけですから、
研究をしてしっかりと結論を出して取り組んでいただ
きたいと思います。子供たちがしっかりとやり直しが
きくというか、立ち直りがきくというか、そういった
部分もぜひ考慮していただきたいと思います。よろし
くお願いいたします。
　２番の子供の貧困ということで、学校給食費のこと
を伺いましたが、この学校給食法を根拠として出して
おりました。この学校給食法はいつの法律でしょう
か。いつ制定された法律でしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時５分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　恐縮ですが、今、法律の制
定年月日、手元にございませんで、今確認をいたしま
す。

○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時５分休憩
　　　午後５時５分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　失礼しました。
　法律制定は、昭和29年６月３日となっておりま
す。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　給食費無料化の話は、よく最近出る
と思います。その根拠としてよく用いられるのが行政
の側として学校給食法というものが出るんですが、昭
和29年代の法律を今のこの時代に根拠として出すの
はいかがなものかと私は思っているんです。昨今は、
子供の貧困がどうかと言われているんです。その法律
の制定された時期というのは、恐らく日本はまだ高度
経済成長に行く時期ですよ。右肩上がりの経済に向
かっていく、仕事終わるまで終身雇用も保障されてい
く。これから明るい未来が待っている。そういう時代
背景がある中での学校給食法をこの今の時代に根拠と
して出して、行政として、支援は、給食費に対する支
援というのは、この法律をもってしてできないという
答弁はいかがなものかと思うんです。
　今の時代に照らし合わせていく、今子供の貧困が問
われているからこそ、そういった部分を根拠とするこ
と自体、見直すべきだと思いますが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　確かに法律の制定自体は昭
和29年ということでございますが、現在もその法律
は生きてございます。ただ、そういうさまざまな状況
に鑑みて、各市町村においても23の市町村が、全額
または一部の助成というのを市町村独自の取り組みと
して行っていただいているわけなんですけれども、ま
たそれに就学援助とか生活保護という施策で対応して
いる部分もございます。
　そういうことで、県教育委員会としては、こちらの
役割としては学校給食会という組織がございますけれ
ども、そちらで低廉な学校給食の提供に努めていると
ころでございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　私の出身の浦添市もそうですが、隣
の宜野湾市においても行政、市町村は半額補助等頑
張っているのが現状でございまして、そういった部分
を鑑みた際に、やはり県としてもそういった何らかの
支援というものはぜひ考えていただきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。
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　次の子ども食堂への支援ということでありますが、
市町村の取り組みを促進していきたいと、具体的には
どのように促進に向けて取り組まれますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　まず、子ども
食堂についてですけれども、国の緊急対策事業それを
活用して居場所という形で事業が展開できるように
なっております。その事業の中でまず活用していくと
いうのを御紹介していくと、いわゆるこういうふうな
取り組みができますのでとしっかり伝えていくという
ことがございます。あわせて国の事業でできない部分
については、県が30億の基金をつくりましたので、
その基金も活用しながら、いわゆるいろんな施策を組
み合わせることができますよということで市町村に
しっかり伝えて、その居場所を確保していきたいと
思っております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ぜひそのように子供の貧困対策頑
張っていただきたい。
　翁長県政としても子供の貧困に真剣に取り組んでい
るという姿勢をぜひ見せるためにも、そういう結果を
出していただきたいと思います。よろしくお願いいた
します。
　奨学金の返済について、例えば、所得に応じて緩和
するということはいかがなものでしょうか。どのよう
に考えていますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時９分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
　所得連動返還型の奨学金の御質問でございますが、
現在、国で導入をしている所得連動型返還金というの
は、奨学金の貸与者が学校卒業後ある一定の年数を経
るまでは返還を猶予するという制度でございまして、
年収が一定以上になり次第、毎月決まった額の返済が
開始されるというものでございます。
　本来、本人の返還するときの経済状況に応じて返還
するということが望ましいことから、国においては、
マイナンバー制度の導入を見据えて、返還者の所得に
応じて月々の返還額を定める、より柔軟な所得連動型
の返済型奨学金制度の導入を検討しているというとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。

○金城　泰邦君　そういったことも周知方、しっかり
県のほうでも実施に向けて頑張っていただきたいと思
います。
　給付型につきまして、他の奨学金との併用などが
あった場合、優先順位などがあるのかどうか、その辺
について御説明お願いします。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　今回創設する給付型奨学金
ですが、この事業は既存の貸与型奨学金との併用を認
めることとしております。といいますか、一定の、貸
与型も活用する前提でやっておりますが、ただ、他の
給付型、仮に給付型でほかのものがあるとした場合
は、その給付を活用するチャンスがある方はそちらに
行ってもらって、こちらの給付型の制度で採用される
方は別の方という意味で、他の給付型との併用は原則
として認めないという形で考えているところでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　わかりました。
　２番のひとり親家庭の件ですが、認可園に入るとい
う意思表示をしないとこの２万6000円の補助が受け
られないというのは、いかがなものかと思うんです。
この認可外園にこれまで通っていて、人間関係もでき
ていて、そういった環境になれていて、継続してやり
たい。しかも、その上で補助がいただければありがた
いねという方に対して、そういった方もちゃんとそう
いった補助を受けられるようにするべきではないです
か、どうですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　この事業の背
景でございますけれども、沖縄には特に、待機児童が
多いという背景がございました。その中で、特にまた
ひとり親の方、ひとり親の世帯というのは、お母さん
が実は働いていらっしゃる方が非常に多いということ
で、どうしても保育園に預けざるを得ないというふう
なことがございました。
　まず最初の段階として、当然ながら認可園をまず
使っていただきたいというのが、これまで我々が待機
児童施策を進めていく中で進めてきた施策でございま
す。これまでもずっと認可保育所を整備していって待
機児童を解消してまいりました。
　しかし、依然として認可外園を選択せざるを得ない
ということが背景にあるものですから、これは一括交
付金を活用していわゆる緊急的な措置、応急的な措置
として、待機児童を解消するようにやりたいというこ
とでやったものですから、基本的にはまず、認可保育
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所への入所の申し込みをしていただきたいということ
が前提にございます。
　そういう形で制度設計をしたところでございますの
で、この辺については御理解いただきたいと思いま
す。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　そういった皆様の思いは理解できま
したが、そういった少数の方々の御意見もあるという
ことを改めて訴えてまいりたいと思いますので、そう
いったことも含めてぜひ検討していただきたいと思い
ます。
　利用しやすいような形でより多くの方が、そういっ
た恩恵を受けられるように頑張ってほしいという趣旨
でございますので、よろしくお願いいたします。
　御答弁ありますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　議員御案内の
とおり、この事業は市町村が当然やっておりますけれ
ども、当然ながら、認可外園を使ってもここで子供た
ちがなれたから、なかなかもう移りたくないというふ
うな事情もございます。そういうふうな事情のときに
は市町村の判断で事業ができるような形も市町村と調
整しておりますので、その辺しっかり議論を今後詰め
ていきたいなと思います。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ありがとうございます。
　そのように柔軟な対応をしていただけると、より多
くの方に喜んでいただける事業になるかと思います。
ありがとうございます。
　この認可外園が小規模保育に移行するケースもある
かと思いますが、中では、なかなか小規模保育の認可
園に移るのが難しい事情を抱えている園もあるかと思
います。そういった難しい事情を抱えている認可外園
が引き続き継続していけるための救済策としての部分
は、講じられる必要があるのかと思いますが、その辺
はどうなんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　認可外保育施設につきましては、これまで保育園、
いわゆる待機児童ということで、その受け皿になって
いたとは思いますが、県のほうとしましては、やはり
保育の環境をしっかり整えたいという観点から、認可
化の促進というのを取り組んでおります。そこをしっ
かり取り組んでいくことで、認可外園もしっかり保育
の環境も含めて整備できるというふうに理解しており

ますので、引き続き認可化の促進に向けた取り組み、
そしてそれに伴う運営費の支援だったりとか、施設整
備の支援をやっていきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　沖縄にある認可外園の方々というの
は、長い間、沖縄の保育の受け皿となってきているわ
けです。その間、本当に一切無事故で安全な保育環境
に努めて頑張ってこられた認可外園もたくさんあるわ
けですから、そういった方々が潰れることがないよう
に、そこは配慮していただきたいと思いますので、今
後ともさまざま柔軟な対応をいただければと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　２番の(3)、保育士の処遇改善について、現状はそ
ういった保育士を処遇するための補助金というのは、
どのように実施されていますか、交付されています
か。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　保育士の処遇というのは、基本的には市町村のほう
から、いわゆる公定価格に基づく給付費という形でさ
れております。
○金城　泰邦君　どこにできたんですか。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　それぞれの保
育所でございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　この補助金がそういった園に対して
支給されていると思いますが、その園の例えば、経営
者である園長さんの裁量でもって今はこの補助金が使
われているんじゃないですか。どうですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時17分休憩
　　　午後５時19分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　失礼いたしま
した。
　まず、これまでの公定価格はいわゆる施設のほうで
決めてやっていましたが、27年度からの保育士処遇
改善費につきましては、いわゆる賃金の改善計画を
しっかり出していただいて、その賃金の改善に見合っ
た分をしっかり賃金向上に充てられているかどうかを
確認した上で検証しておりますので、そこについては
処遇改善加算につきましては、しっかり給料に充てら
れているというふうに認識しております。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
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○金城　泰邦君　何人かの保育士さんからの処遇改善
はされていませんよという声についてはどう答えるん
ですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県におきまし
ては、保育士の指導監査、これまでずっとやっており
ますので、そこでしっかり確認していきたいと思いま
す。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　しっかりとそういった調査をして、
どのように実施されているか、やっていただきたいと
思います。
　こういった国から待機児童を解消するために保育所
はちゃんと確保しよう。そのために、保育士のため
に、こういった補助金があるわけですから、それが
ちゃんと目的に沿った措置がされているのかどうか
と、皆さんしっかりとチェックしないとだめですよ、
これ。チェックしていって実施されているかどうか
やって、しっかりと事業評価をしていただきたい。
　大丈夫ですよね。答弁お願いします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　議員おっしゃ
るとおり、27年度からは、処遇改善加算につきまし
ては賃金改善計画書をまず作成しないといけないこと
になっています。あわせてその改善報告書に基づいて
支払うことになっておりますので、そこはしっかり確
認していきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　そういった報告に基づいて、実施し
ていない園が１つでもなくなっていくようにしっかり
と実施をして、保育士へと行き渡るように頑張ってほ
しいと思います。よろしくお願いいたします。
　３番の療育施設なんですが、これ先ほど支援を行っ
ていますと、専門士がやっていますと言いますが、ど
こでやっているんですかこれ。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　中部にありま
す療育センターでございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　私も自分の娘の件でそこに行きまし
たけれども、全く療育という状況ではなかったんで
す。
　療育手帳を更新するためには、診断書が必要にな
る。その診断書をとるために血液検査とかやるんです
が、発達障害を持っている子は手足を縛って血液をと
るなんて不可能です。そういった発達障害の特性をわ

からない方がそうやってその場にいる。療育どうした
らいいんですかとこっちが聞いたら、それは親御さん
のほうが知っていますよと逆に聞き返してくるんで
す。こんなのは療育支援とは言えませんので、しっか
りとした療育支援をしてほしい。以前にこども医療セ
ンターにそういった窓口がありましたが、専門の先
生、土岐先生という方がいましたけれども、もう県の
対応が厳しい。そういった状況を受けて沖縄県を出て
しまいました。子供が安心できる、発達障害を持つ子
供を持つ親が安心できる体制をしっかりとやっていた
だきたい。今の発達支援センターの状況につきまして
も、これは皆さんしっかりとそこを受けた方々の声も
聞いていただきたいと思います。どうですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県におきまし
ては、いわゆる発達障害者の支援について沖縄県発達
障害者支援体制整備計画をつくっておりますので、そ
れを基本にしながらしっかり体制整備チェックをして
いきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　よろしくお願いいたします。
　あと、児童デイサービスのショートステイですが、
やっぱりそういった障害を持つ方々の親御さんという
のは、往々にして母子家庭の方も実際、結構な率でい
るんです。お母さんだけで子供をずっと見ているわけ
ですから、そういった方々のレスパイトケア、こう
いったものをできる体制としてショートステイをやは
りもっと充実させていただきたい。32カ所とありま
したが、やっぱり県内全域に行き渡るように援助して
ほしいと思いますがどうですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　議員おっしゃるとおり、ショートステイの充実、大
切だと思っています。
　市町村としっかり調整しながら、関係機関とも連携
を図っていわゆる短期入所施設、ショートステイの充
実拡充に努めていきたいと思います。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　よろしくお願いいたします。
　あと難聴者の方々への支援ということで、先ほどス
マホを使ったり、誘導支援をやっているというお話が
ございました。
　この難聴者の方への文字情報システム、スマホを
持っていない方もいると思います。文字情報システム
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の導入について御検討いただけないかと思うんです
が、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時25分休憩
　　　午後５時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　先ほど御答弁させていただきましたけれども、いわ
ゆる市町村のほうで避難支援者ですね、しっかり捉え
てから避難支援計画をつくって、どういった形で避難
するかというのをこれまで取り組んでおりますので、
まずそれをしっかり整えて考えていきたいと思いま
す。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ありがとうございます。ぜひ、研究
していただければと思います。
　並びにこの補聴器をつけている方々ですが、今市町
村では補聴器への補助をしている市町村もあったりす
るんですけれども、そういった方々の補聴器への補助
等は、県としては検討することはありませんか。伺い
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時28分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　補聴器の補助の件ですけれども、これまで補装具の
対象になる方は、当然ながら給付費でやっていました
けれども、平成27年度からは、補装具の対象になら
ない方も県単の補助金を使いまして実施しているとこ
ろでございます。ちょっと手元に今実績等は持ってい
ませんけれども。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ありがとうございます。
　しっかりとそういった方々への支援も取り組んでい
ただければと思います。現在やっていただけるもの
は、しっかりとまた周知していただければと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　殺処分ゼロについてでありますが、先ほど御答弁あ
りました動物保護ボランティアの方々への支援につい
てですが、個人の寄附等でやっている方が現実おりま

す。ＮＰＯでやっている方もおります。去勢のやり方
とか、そういった去勢等について自腹を切ってやって
いる方々に県がしっかりと連携を取り合って、自己負
担で賄っているところをもうちょっと支援していただ
ければと思うんですが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　動物愛護管理法では、
やっぱり飼い主の責務としてその動物が命を終えるま
で適正に飼育していくという形が基本でございますの
で、終生飼養と繁殖制限の措置というのが、飼養者の
責務となっております。基本的にはこういうところを
我々は、県は、周知をしていこうというふうに思って
おります。
　今重要となっていますこの補助につきましては、県
の獣医師会等も補助等もやっていますし、またいろい
ろなところもサクラ猫とかＴＮＲとかという事業も
やっておりますので、そういった事業も通して関係者
の意見も聞きながら、また今後ボランティアのあり方
につきましても、いろいろな方々の意見も聞きながら
反映していきたいというふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
○金城　泰邦君　ぜひ、私もつなぎますのでそういっ
たボランティアで頑張っている方の意見もぜひ聞いて
いただきたいと思います。１億4000万もかかってお
りますから、そういったものが減っていけば、またそ
れはそれでいいことだと思いますので頑張っていただ
きたいと思います。
　以上で質問を終わります。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
　　　〔上原正次君登壇〕
○上原　正次君　皆様、こんにちは。
　会派おきなわの上原正次であります。
　去る６月５日の沖縄県議会議員選挙において、糸満
選挙区から選出されまして、沖縄県議会議員として今
後４年間しっかり沖縄県勢発展のために頑張っていき
たいと思っております。
　知事部局を初め、県議会先輩議員を初め議員の皆様
方、そして沖縄県民の皆様方の御支持、御支援を賜り
ますようお願いを申し上げまして、通告に従って一般
質問を行います。
　大項目１、知事の政治姿勢について。
　小項目１、基地問題解決に対する知事の決意を伺い
ます。
　小項目２、県経済発展に向けた決意を伺います。
　大項目２、水産行政について。
　糸満漁港は県内唯一の第３種漁港として、広く県外
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漁船も対象とした開発前進・中継基地及び本県水産業
の振興を図る先導的な役割を担う水産物流拠点として
整備が進められております。
　そこでお伺いをします。
　小項目１、糸満漁港北地区への地方卸売市場機能及
び高度衛生管理型荷さばき施設の移転について。
　ア、進捗状況と今後のスケジュールについて伺いま
す。
　イ、事業主体について伺います。
　大項目３、防災行政について。
　小項目１、消防の広域化について。
　消防の広域化とは従来の消防本部、市町村や組合単
独の消防本部を一つにまとめることで、事務的な業務
を行っている職員の効率化を図り、それによって得ら
れる人的なスケールメリットで現場活動要員が増員さ
れ、災害、火災や救急業務などへの対応が強化される
と期待されるとあります。
　私は、糸満市議会において、消防広域化について何
度か取り上げてきましたので、そこでお伺いをしま
す。
　これまでの県の取り組みについて伺います。
　イ、県一元化では破綻したが、消防広域化の今後の
取り組みについて伺います。
　ウ、南部地域での消防広域化の動きがあるが、県と
して積極的に支援するべきと思うが、どうか伺いま
す。
　大項目４、住宅環境について。
　小項目１、糸満市武富ハイツ地区急斜地危険区域崩
壊現場の取り組みについて。
　糸満市武富ハイツは、昭和50年代、建売住宅とし
て売り出され、県内外から多くの住民が移り住んでき
た。誰もが安心・安全な地域と確信してこの地に住み
始めたが、昭和60年前後に崖崩れが相次いで発生。
平成５年、県から急傾斜地崩壊危険区域に指定され
た。県や市が平成７年ごろから防災工事を施工した
が、防護壁などの経年劣化が進行していると、武富ハ
イツ急傾斜地崩壊危険区域の防災対策工事を求める陳
情書が、武富ハイツ急傾斜地崩壊危険区域住民の会よ
り沖縄県知事、沖縄県議会宛てに出されております。
　そこでお伺いをします。
　ア、糸満市との協議の状況及びこれまでの進捗状況
はどうか伺います。
　大項目５、道路行政について。
　小項目１、国道331号バイパス糸満道路整備の進捗
状況と今後のスケジュールについて伺います。
　本席より質問を終わり、質問席より再質問をさせて

いただきます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　上原正次議員の御質問にお答
えいたします。
　水産行政についてに関する御質問の中の、糸満新市
場整備の進捗状況とスケジュール等についてお答えを
いたします。２の(1)アと２の(1)イは関連しますので
一括してお答えをいたします。
　糸満漁港は、沖縄県唯一の第３種漁港であり、県内
外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産地市場として
の機能を有しております。
　沖縄県としましては、県内水産物の流通拠点とし
て、糸満漁港における亜熱帯型高度衛生管理荷さばき
施設の基本設計を策定したところであり、平成28年
度は、水産物の１次加工処理場の基本設計と関連施設
の基本計画を策定する予定としております。今後は、
平成29年度予算を確保の上、実施設計を行い、平成
30年度に施設整備に着手し、平成32年度の新市場開
設を目指して、地元糸満市や関係団体と連携し取り組
んでまいります。
　そのほかの質問は、部局長において答弁をさせてい
ただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、基地問題の解決についてお答え
いたします。
　沖縄県としましては、日米安全保障体制の必要性は
理解しております。しかしながら、沖縄県だけに過重
な米軍基地負担を強いて、本土全体が無関心であるこ
とは残念であり、辺野古移設問題を通して、日本全国
の皆様が改めて日米安全保障の負担のあり方について
考えるべきであります。
　県としましては、今後も粘り強く、日米両政府に対
し、米軍基地に起因するさまざまな事件・事故や環境
問題への取り組み、米軍基地の整理縮小及び日米地位
協定の抜本的見直し等を求めてまいります。また、渉
外知事会や軍転協等と連携し、我が国の外交・防衛の
あり方を含め、沖縄の負担軽減に向けた国民的な議論
が深まるよう、あらゆる機会を通じて取り組んでまい
ります。
　次に、防災行政についての御質問の中の、消防の広
域化のこれまでと今後の取り組みについてお答えいた
します。３の(1)アと３の(1)イは関連いたしますので
一括して答弁させていただきます。
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　沖縄県では、平成20年３月に県域１ブロックによ
る消防広域化を推進する沖縄県消防広域化推進計画を
策定し、平成22年度から市町村長等で構成される協
議会において協議を行ってまいりました。しかしなが
ら、市町村の協議において、将来的な財政負担の懸念
などから協議がまとまらず、県域１ブロックでの消防
広域化の実現は困難であるとの結論に至り、平成24
年３月に同協議会は解散しております。一方、広域化
による事務の効率化や消防指令業務の高度化は重要で
あるとの認識から、平成23年７月に通信指令に係る
協議会が設置されました。同協議会により、119番通
報の受理等の通信指令業務を一元化し、かつ高度なシ
ステムによる迅速な出動態勢を構築する消防指令セン
ターの設置を推進し、平成28年４月１日から消防本
部のない離島を含む36市町村で本格運用がされたと
ころです。
　県といたしましては、今後、当該センターの運用状
況や消防広域化推進協議会が解散した経緯を踏まえ、
地域ブロック単位での消防広域化の可能性について、
十分に検討してまいりたいと考えております。
　次に、南部地域の消防広域化への支援についてお答
えいたします。
　南部地域のブロック単位で消防広域化を検討する動
きがあることについては承知しております。
　県といたしましては、消防の広域再編を進めること
により広域化によるスケールメリットを実現させ、消
防の対応力の強化を図っていくことが重要であると認
識しており、南部地域の関係市町村の意見を踏まえな
がら、連携して広域化を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中の、経済発展に向けた決意についてお答
えいたします。
　沖縄県の経済が自立的に発展するためには、成長の
エンジンである移出型産業が複数堅実に育ち、成長の
翼である域内産業が活性化し、両者が連携・補完する
経済構造を創出することが重要であると考えておりま
す。そのため、沖縄の優位性を生かした沖縄県アジア
経済戦略構想の実現に向け、成長著しいアジアのダイ
ナミズムと連動した産業振興に取り組んでまいりま
す。さらに、農林水産業・建設業・製造業などの地場
産業や科学技術を応用した産業など、沖縄の特性を生
かしたさまざまな産業を振興することなどにより、自
立型経済の構築を図ってまいります。

　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　住宅環境についての
御質問の中で、糸満市との協議及びその進捗について
の御質問にお答えいたします。
  武富ハイツ北側斜面一帯は、過去に県と糸満市が急
傾斜地崩壊対策等の工事を実施した区域であります。
近年、その一部区域において、施設の老朽化、斜面の
変状等が見られたことから、県では、これまで現地調
査を行い、維持補修工事を実施してきたところであ
り、平成27年度からは、新たに老朽化した施設の改
良工事を行っております。一方、糸満市が道路災害復
旧事業や市単独事業で対策を行った地区については、
糸満市の事業として対策を行うよう糸満市と協議を
行っており、県としても事業化に向けた支援を検討し
ているところであります。
　次に、道路行政についての御質問の中で、糸満道路
と国道331号現道整備の進捗状況等についての御質問
にお答えいたします。
　国が整備を進めている国道331号糸満道路は、平成
28年度中に全線４車線で開通する予定とのことであ
ります。糸満市内の国道331号現道部分は、糸満道路
の供用に合わせ平成28年度末に県に移管されること
から、現在、整備中の糸満与那原線の進捗を見なが
ら、地元糸満市と連携して事業化に向け取り組むこと
としております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　質問の途中ではありますが、
時間の都合もありますので、上原正次君の再質問は休
憩後に回したいと思います。
　20分間休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後６時９分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　上原正次君の再質問を行います。
　上原正次君。
○上原　正次君　それでは、再質問をさせていただき
ます。
　大項目２の水産行政について、改めてまた伺いま
す。
　知事、今回知事のほうから答弁ありましたように、
進捗状況、今後のスケジュールについてお話がありま
した。私たち糸満市民にとりまして、ウミンチュの町
として長年の懸念でありました泊魚市場の移転に関し
まして、糸満市議会を初め、糸満市、糸満市民にとっ
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て、本当に大きなニュースであります。関係団体を初
め皆様にお礼を申し上げます。
　それで、今回進捗状況、今後のスケジュール、知事
から答弁をもらいましたが、イについて、事業主体に
ついてお尋ねをしますが、内閣府の沖縄振興計画の中
に農林水産業振興というのがありまして、水産物流拠
点である糸満等において、流通加工機能の充実とあ
ります。そして、沖縄21世紀農林水産業振興計画で
は、水産物流拠点漁港において、安全・安心な水産物
を供給するため、温度環境に対応した高度衛生管理型
荷さばき施設や加工施設等の整備を推進すると定めて
います。そして、また沖縄21世紀ビジョン実施計画
において、糸満漁港における高度衛生管理型荷さばき
施設等の整備として位置づけておりますが、糸満市と
しては、事業主体が高度衛生管理型荷さばき施設につ
いては、県としてどのような形で進めていくのか、こ
れについてお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時12分休憩
　　　午後６時13分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えします。
　荷さばき施設については、沖縄県が主体になりまし
て、関連施設についてはこれから関係機関のほうと調
整しながら進めてまいりたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
○上原　正次君　農林水産部長から今お話、答弁があ
りましたように、荷さばき施設については県が主体と
いうことで理解して、これ整備計画を県が主体として
やるということで理解してよろしいでしょうか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　そのとおりでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
○上原　正次君　ありがとうございます。
　続きまして、大項目３、防災行政についてお伺いを
します。
　先ほど防災、財政負担で、平成24年に沖縄県消防
広域化推進協議会が解散されました。これまでの経緯
で、財政負担というお話がありましたが、今回、沖縄
県、日本全体で大災害、自然災害が多発しておりま
す。そういった中で、人的災害を含めて、いろいろな
災害がありまして、広域化に向けては、やはり沖縄県
としてしっかりとした観光1000万人を目指すという
ことで、入域客を1000万人目指すとして、知事も沖

縄県も取り組みをしております。そういった中で、沖
縄県としては、離島県として東日本大震災の事例があ
りますように、沖縄県は全域海に囲まれております。
私たち糸満のほうでも、豊見城と隣接していまして、
やはり津波の災害というのが一番大きな災害だと認識
しておりまして、糸満、豊見城でという話もありまし
たが、今回南部広域の話が出ておりますけれども、沖
縄県として国から平成27年に広域化の推進の要請が
来ていると思いますが、この広域化の推進の要請に関
して、どのように認識をしているのかお伺いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時16分休憩
　　　午後６時18分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　直接国からのという
ことではなく、平成25年に市町村の消防の広域化に
関する基本方針ということが一部改正されまして、平
成30年４月１日まで広域化推進期限が延長されてお
ります。
　県としても、そういったものを踏まえまして、広域
化の整備を推進していくというスタンスを持っており
ます。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
○上原　正次君　平成30年４月といいますと、もう
残りあと２年ですよね。本当に２年でこの広域化、先
ほど答弁がありましたように、各ブロックごとにとい
うお話がありました。確かに沖縄県、単独での一元化
ということについては、大変厳しいものがあると思い
ますけれども、今回、南部からこういった形で、南部
ブロックを１ブロックとするという、先ほど県として
も確認をしているというお話がありました。今回、こ
の南部の各消防本部の要請の中において、消防広域化
重点地域の指定ということがありまして、これの中に
防災、小規模消防本部などなんですけれども、今後十
分な消防、防災体制が確保できないおそれがあると考
えられる消防本部、それと広域化を希望している消防
本部としてありますが、私たち会派の平良昭一議員か
ら会派代表質問の中で、離島地域の消防強化策という
質問がありました。この離島地域の消防の強化策とし
て、消防広域化重点の地域の指定に該当すると思いま
すが、それに関して答弁をいただきたいと思っており
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時20分休憩
　　　午後６時20分再開
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○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　市町村の消防の広域
化に関する基本方針の一部改正、先ほども言いました
けれども、おおむね人口30万人以上としていた消防
本部の規模を、必ずしも30万人にとらわれず、地域
の実情を十分考慮するように変更というようなことが
ございます。この部分を読んで、直ちに、いわゆる離
島町村、今消防本部がない町村がその重点地域の指定
という形でできるかという趣旨の御質問であれば、そ
ういったところはまた別の議論で、例えば、独自で消
防部員を採用できない等々問題があって、今消防団と
いう形になっておりますので、離島における消防体制
の強化というのは、ここのものと若干ずれているのか
なと、違うのかなということでございます。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
○上原　正次君　ぜひ離島の消防広域化を県として積
極的に推進してもらいたいと思っております。期限が
残り２年ということで、消防庁から通達、要請が来て
いると思います。しっかりとした形で取り組んでもら
いたいと思っております。沖縄市を中心にして、中部
広域の話も動きがあるという情報がありますが、それ
に関して確認をされておりますか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　まず、30年４月１
日の期限のお話からさせていただきたいと思います。
　やはりもう期限間近ということで、実はせんだっ
て、糸満市の方が県のほうに参りまして、私面談いた
しましたが、この期限の延長についてもというお話が
ありました。
　県としましても、その延長が必要であろうというふ
うに考えておりまして、その方向で進めております。
　それから、まず財源が大事ですので、緊急防災・減
災事業債の財政支援の期限の延長もあわせて行うとい
う方向で今取り組んでいるところでございます。
　あと、中南部について承知しているかということで
すが、ほかの圏域でも広域化の推進の動きがあるとい
うことは承知しております。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
○上原　正次君　公室長、ありがとうございます。
　ぜひ沖縄県民の安心・安全のために、これはぜひ、
広域化に関しては、メリットがあってデメリットがな
いと言われている――住民にとってはデメリットはな
いと言われておりますので、ぜひ沖縄県民のため、そ
してまた、観光客が沖縄県1000万人目指すというこ
とでありますので、ぜひ防災対策としての最重要課題

として消防広域化を進めてもらいたいと思っておりま
す。
　ちょっと休憩をお願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時24分休憩
　　　午後６時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　上原正次君。
○上原　正次君　続きまして、４、住宅環境について
です。
　武富ハイツ急傾斜地の住民の方々からも要請がずっ
と知事宛て、沖縄県議会宛てに来ております。長年に
わたりまして、地域住民は、糸満市と県と協議を進め
ている中で、なかなか進展しないという状況がありま
して、梅雨時期になりますと、やはりもういても立っ
てもいられないという状況。あの現場を見ますと、本
当に怖い状況がありまして、早目にどうにか対策して
もらいたいと思っております。糸満市と県が協議にお
いて、糸満市が工事をした箇所等の協議で、なかなか
進展しない状況があります。糸満市においては、災害
事業というのがありまして、溝原線を……。
　ちょっと待ってください、確認して、休憩よろしい
ですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時25分休憩
　　　午後６時25分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　上原正次君。
○上原　正次君　災害防除事業として、溝原線地域を
主として進めていきたいという方向で考えていると聞
いております。
　県として、今回糸満市がこの災害防除事業等で工事
を行った場合、県も同時に行うブロックがあります。
県が行った工事場所とかの整備について前向きに検討
して工事整備を行うのか、それについてお伺いをさせ
ていただきます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　先ほど答弁させていただきましたが、今現在変状が
見られる区域のうち、県が施工した部分については、
現地調査を行い維持補修工事を実施してきたところで
ございます。また、老朽化した施設についても、新た
な改良工事に取り組んでおります。今残されている部
分というのは、昭和60年に糸満市が道路災害復旧工
事で行った部分と、あと平成６年に対策を講じた部分
になっております。いずれも市で施工した部分が残っ
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ているということで、今県としては、防災・安全社会
資本整備総合交付金で事業化が可能ではないかという
ことを市のほうにも提案して、今その方向で事業化を
支援していきたいということで調整を行っているとこ
ろでございます。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
○上原　正次君　部長、ありがとうございます。
　ぜひ地域住民からしてみれば、一日も早くこの崩落
地域の工事に取り組んでもらいたいという切なる願い
でありますので、前向きな答弁をいただきましたの
で、ぜひしっかりやってもらいたいと思っておりま
す。
　続きまして、道路行政についてですが、先ほど331
号バイパスについて答弁をいただきました。今度工事
着手する部分については、豊見城側、糸満側という分
け方をしますけれども、どちらのほうから工事着手を
するのか、それについて伺います。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　国道331号の現道部
については、平成28年度末に国から移管を受けると
いうことで今調整を進めているところでございます。
その中で、豊見城市の名嘉地から糸満市真栄里のう
ち、糸満市の兼城川尻橋付近までを平成29年度、そ
の先の糸満市兼城川尻橋から真栄里に向けては、今現
在糸満ロータリーのランドアバウト化の社会実験中と
いうこともありますので、他の工事等がふくそうする
ことも考慮して、もう少し先に事業化ということを今
検討しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　上原正次君。
○上原　正次君　部長、ありがとうございます。
　糸満の331号沿線は、生活道路として、商業施設も
ありまして、やはり夕方等になりますと相当交通混
雑もあります。確かに、331号バイパス道路ができる
ことによって、交通の便は大分よくなってはいるんで
すけれども、やはり生活道路があります現道に関して
は、早目に拡張工事を行ってもらいたいと思っており
ます。
　続きまして、大項目１、知事の政治姿勢についてで
す。
　今回、初めて議会、沖縄県議会議員としてこの席に
座らせていただきました。知事の政治姿勢を聞きなが
ら、議会と相当緊張感のある議論を私自身聞きまし
て、本当に議論の中身をいろいろ聞いて、やはり緊張
しました。その議論の中にも、保守・革新の話が出て
おりまして、私は糸満選挙区から今回沖縄県議会議員

選挙に当選して、県議会議員として送ってもらいまし
た。糸満といいますと、やはり保守地盤であります。
知事、保守地盤において、私は今回選挙を戦った中
で、多くの保守の方々とお話をして、翁長知事を支援
して辺野古反対という保守の方々、多くの方々の声も
聞いております。もちろん、それではだめだよという
方の声も聞いております。しかしながら、知事のお話
も聞いておりまして、今回私自身しっかりとした形で
翁長知事を支えていく立場で、保守にもいろいろな考
えを持っている方がいるということをお話しして質問
を終わらせていただきます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　皆さん、こんばんは。
　本日最後の質問になります。
　日本共産党の比嘉瑞己です。改めてよろしくお願い
いたします。
　質問に入る前に、今議会において、他会派の一般質
問の中で、我が党の前政策委員長によるテレビ討論会
での自衛隊予算に関する党の方針と誤った発言につい
ての発言がありました。
　そこで少し所感を述べさせていただきます。
　私たち日本共産党は、防衛省予算に全て反対の態度
をとっているわけではありません。自衛隊の海外派兵
のための兵器を購入する予算などに反対をしておりま
す。その点で、前政策委員長のテレビ討論会での発言
は、党の方針とも異なりますし誤った発言でしたの
で、党としても国民の皆様におわびし、本人も責任を
とって辞任したところです。
　一方で、今回の参議院選挙では、自衛隊を海外の戦
闘地域に派兵する安保法制、戦争法は大きな争点で
す。熊本地震や東日本大震災で大きな役割を果たして
いる自衛隊の皆さんを海外に派兵していいのか。専守
防衛の志で入隊した自衛隊の皆さんを集団的自衛権の
名のもとで海外での武力行使を可能とし、殺し殺され
る戦場へと送り込むのか。戦争に参加させるのかどう
なのかが、今そのことが各政党に厳しく問われている
と思います。
　私たち日本共産党は、国民の皆さんと力を合わせて
自衛隊の皆さんを戦場に送ることを許さない。戦争法
の廃止のために引き続き奮闘していく決意です。
　それでは、一般質問を行います。
　最初に、元米海兵隊員の軍属による女性暴行殺害事
件についてです。
　今回のこの痛ましい事件を受けて、安倍首相はオバ
マ大統領と会談を行いましたが、事件への謝罪さえし
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ない大統領に対して、首相は抗議することさえできず
日米地位協定の抜本的改定すら求めることはありませ
んでした。それどころか、普天間基地問題について、
辺野古移設が唯一の解決策だと伝えたそうです。米軍
基地あるがゆえに起こる事件に対して、県民みんなが
怒り、悲しんでいるときに、新たな基地建設を約束す
る、沖縄県民の気持ちに全く寄り添うことができない
首相に県民の怒りは広がっております。
　１つ、不平等な日米地位協定の抜本的改定について
県の見解を問います。
　次に、私たち沖縄県議会は、こうした事件に対して
県民の悲しみや怒りに寄り添い、県政史上初めてとな
る在沖米海兵隊の撤退決議を全会一致で採択いたしま
した。この歴史的な米海兵隊撤退決議の意義について
県の見解を問うものです。
　続いて、子供の貧困問題についてです。
　子供の貧困対策には、子供たちのライフステージ、
成長段階においての対策が重要だと言われておりま
す。そういった意味からも、なるべく早い段階、出産
前や乳幼児期における対策がとても重要だと思いま
す。
　そこで、以下５点について質問いたします。
　１つ、出産前・乳幼児期における対策はどうなって
いるでしょうか。
　２点目、育児の援助を受けたい人、行いたい人がお
互いに会員となって援助活動を行うファミリーサポー
トセンターがありますが、その拡充について問うもの
です。
　３つ目に、ひとり親世帯を含む保護者への就労支
援・自立支援について伺います。
　４つ、経済的な理由で親と一緒に住めない子への支
援について伺います。
　５つ、子育て世代包括支援センターの設置につい
て、県のお考えをお聞かせください。
　次に、待機児童解消についてです。３点お聞きしま
す。
　１つ、認可保育所における年齢別の待機児童の現状
と対策を教えてください。
　２点目に、沖縄県の保育士給与の現状とその対策に
ついて問うものです。
　３点目、事業所内認可保育施設の設置を促進すべき
だと考えますが、いかがでしょうか。
　続いて、認可外保育園への支援について伺います。
　１つ、沖縄県における認可外保育園の果たしてきた
役割について問うものです。
　２つ、施設指導監督基準を満たしている園への支援

の強化について問います。
　３つ目に、認可園と認可外保育園の保育料の比較に
ついて問うものです。認可外保育園の保育料補助を実
施すべきだと考えますが、見解を問います。
　５つ目に、離島振興について、３点伺います。
　１つ、産婦人科医療の現状についてどうなっていま
すか。
　２つ、本島での出産費用の助成について検討すべき
だと思います。
　３つ、出産が困難な離島の妊産婦のための本島滞在
施設の整備について伺います。
　最後に、公共交通について、同じく３点伺います。
　１つ、那覇―与那原間の次世代型路面電車ＬＲＴ実
現に向けての検討状況についてお聞かせください。
　２点目、ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡを利用した乗り継ぎ
割引についての進捗状況を問います。
　最後に、スクランブル交差点の効果的配置につい
て、どのようにお考えでしょうか。
　残りの時間は再質問に充てたいと思います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　比嘉瑞己議員の御質問にお答
えいたします。
　元米海兵隊員の軍属による女性暴行殺害事件につい
てに関する御質問の中の、日米地位協定の抜本的な改
定についてお答えをいたします。
  日米地位協定について、県は、平成12年から11項
目にわたる抜本的な見直し要請を行っているところ
であります。このうち第17条関係で、裁判権につい
て、日本側の裁判権の対象となる被疑者が米側によっ
て拘束された場合、日本側の起訴前の拘禁移転要請に
米側が応ずる旨明記することを求めております。日本
国が裁判権を行使すべき合衆国軍隊の構成員または軍
属たる被疑者の拘禁については、平成７年及び平成
16年４月の日米合同委員会合意により、日本国の要
請に対し好意的考慮を払う運用改善がなされておりま
す。
　しかしながら、県としては、米軍人・軍属等による
事件・事故等の再発防止を図るためには、米側に裁量
を委ねる形となる運用の改善だけでは不十分であり、
地位協定の抜本的な見直しが必要と考えております。
　今後とも、軍転協や渉外知事会とも連携し、あらゆ
る機会を通じ日米両政府に同協定の見直しを粘り強く
求めていきたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
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○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　元米海兵隊員の軍属
による女性暴行殺害事件についての御質問の中の、県
議会の海兵隊撤退を求める決議についてお答えいたし
ます。
　県議会で海兵隊の撤退を求める初めての決議がなさ
れたことは、米軍属による殺人事件に大きな衝撃と不
安を受けた県民の意思を踏まえたものだと理解してお
ります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子供の貧困に
ついての御質問の中の、出産前乳幼児期における対策
についてお答えします。
　市町村においては、生後４カ月までの乳児がいる全
ての家庭を保健師等が訪問し、不安や悩みを聞き、子
育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行
い、支援が必要な場合は適切なサービスにつなげる乳
児家庭全戸訪問事業を実施しております。また、特に
支援が必要であると判断した家庭に対し、指導助言等
を行う養育支援訪問事業により、適切な養育の実施を
確保しております。
　県としましては、市町村と連携し、両事業の実施を
通して、妊娠期から乳幼児期における支援の充実に努
めてまいります。
　次に、ファミリー・サポート・センター事業の拡充
についてお答えします。
　ファミリー・サポート・センター事業については、
平成28年４月１日現在、29市町村17施設で実施され
ております。県においては、同センターへ運営費を補
助しており、今年度から新たに補助対象が１カ所ふえ
18施設となる予定であります。同センターでは、ひ
とり親家庭や低所得者世帯等に対して、病児・病後児
の預かりや保育所への送迎等、貧困世帯への支援を
担っていることから、県においても取り組みを強化し
てまいりたいと考えております。
　次に、ひとり親家庭等への就労支援、自立支援につ
いてお答えします。
　ひとり親家庭に対しましては、就業相談員による就
業相談や各種講習会の開催、高等職業訓練促進給付金
の給付、技能習得資金や生活資金等の貸し付けなどの
支援を実施しているところです。また、生活困窮者に
対しては、生活困窮者自立支援制度において、住居確
保給付金の支給、就労準備支援、家計相談支援等によ

る支援を行っております。
　次に、親に監護されていない児童に対する支援につ
いてお答えします。
　経済的事情などで親に監護されていない児童につき
ましては、児童手当、児童扶養手当の支給、母子家庭
等医療費助成事業、ひとり親家庭等認可外保育施設利
用料補助事業などの各事業において、父または母にか
わり、児童を養育している養育者のうち要件を満たす
者に対し支援を実施しているところです。なお、家庭
における養育が困難な児童は、児童福祉法に基づき、
児童養護施設等において公的責任で社会的に養育され
ることとなっております。
　次に、待機児童解消についての御質問の中の、認可
保育所における年齢別待機児童の現状と対策について
お答えします。
　本県における今年度４月１日時点の待機児童数に
つきましては、ゼロ歳児250人、１歳児1082人、２
歳児682人、３歳児453人、４歳児以上が69人、計
2536人となっており、ゼロ歳児から２歳児の待機児
童数が全体の約８割を占める状況となっております。
　市町村においては、従来の保育所整備に加え、小規
模保育事業等地域の実情に応じた保育の受け皿の整備
に取り組んでいるところであり、県としましては、市
町村と連携し、平成29年度末までの待機児童の解消
に向けて取り組んでまいります。
　次に、沖縄県の保育士給与の現状と対策についてお
答えします。
　子ども・子育て支援新制度においては、公定価格に
おいて、職員の勤続年数に応じ約３％の給与の改善が
図られているほか、平成26年度及び平成27年度の人
事院勧告に伴い公定価格が引き上げられております。
平成27年度の厚生労働省の調査によると、県内の保
育士の平均給与は月額18万1700円となっておりま
す。
　県においては、確実に賃金改善に充てることが要件
となっている約３％の処遇改善等加算について、賃金
改善計画及び実績報告により適切に保育士の賃金に充
当されていることを確認し、保育士の処遇改善につな
げてまいりたいと考えております。また、県独自の施
策として、保育士のベースアップに対する支援を実施
することで処遇改善の取り組みを強化してまいりま
す。
　次に、事業所内保育施設の設置促進についてお答え
します。
　事業所内保育施設については、事業所内保育推進
コーディネーターによる設置に向けた支援、共同設置
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企業のマッチング、既存施設の認可化支援等を行うと
ともに、認可を受ける施設に対する施設整備の補助を
実施することで既存施設の認可化及び新規設置を促進
しているところであります。
　次に、認可外保育園への支援についての御質問の中
の、認可外保育施設の果たしてきた役割についてお答
えします。
　本県では、他県と比べて待機児童と認可外保育施設
入所児童が多いという特殊事情があります。こうした
状況にあって、認可外保育施設においては、市町村の
保育行政の補完的役割と地域における子育て支援機能
を果たしてきたものと考えております。
　次に、指導監督基準を満たしている園への支援につ
いてお答えします。
　県では、認可外保育施設が指導監督基準を満たす旨
の証明書の交付を受けた場合、保育料に係る消費税が
非課税となる優遇を受けられることから、施設に対し
積極的に基準を満たすよう周知しております。また、
指導監督基準を達成した施設に対しては、基準を維持
するために必要な施設改修費に対する支援を行ってい
るところであります。
　次に、認可園と認可外保育施設の保育料の比較と保
育料補助についてお答えします。
　認可保育所の保育料については、階層区分による応
能負担分を基本としながら市町村が定めており、那
覇市の平成27年度の保育料で見ると、３歳未満児で
7200円から５万3000円となっております。認可外保
育施設は、保育の時間や内容など施設によってさまざ
まであり、保育料は各施設において任意に設定してお
ります。平成27年10月１日現在、３歳未満児で4000
円から６万8000円となっております。また、保育料
の補助としましては、平成27年度から、ひとり親家
庭等の認可外保育施設利用料の負担軽減を図るための
支援を行っているところであります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　まず、子供の貧困に
ついての御質問の中の、子育て世代包括支援センター
の設置についてお答えします。
  子育て世代包括支援センターは、市町村が実施主体
となり、妊娠期から子育て期にわたるまでのさまざま
なニーズに対して、総合的な相談支援を提供するワン
ストップ拠点となっております。同センターの設置に
係る事業は、平成27年度から本格実施され、沖縄県
では今帰仁村が実施しております。国においては、

平成29年度に子育て世代包括支援センターを法定化
し、おおむね平成32年度末までに全国展開を目指す
としております。
　県におきましては、国の制度に関する情報の周知や
市町村を初め看護協会や助産師会、ソーシャルワー
カー協会等関係団体とも情報交換をしながら、同セン
ターを設置できるよう市町村を支援したいと考えてお
ります。
　次に、離島振興についての御質問の中の、産婦人科
医療の現状についてお答えします。
　県内の離島において、分娩を取り扱う医療機関数
は、宮古島が病院１、診療所１、石垣島が病院１と
なっております。また、産婦人科医師数は、宮古圏域
が５名、八重山圏域が６名となっております。なお、
県立宮古病院は平成26年４月に、県立八重山病院は
平成27年11月に地域周産期母子医療センターを設置
し、周産期医療体制の強化を図ったところでありま
す。
　次に、本島での出産費用の助成及び滞在施設の整備
についてお答えいたします。５の(2)と５の(3)は関連
しますので、恐縮ではございますが一括してお答えい
たします。
　平成25年度より、妊婦の健康診査または出産に係
る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置
されていない離島の妊婦に対する健康診査時や分娩時
に係る交通費及び宿泊費の支援に要する経費について
は、特別交付税措置が講じられております。出産のた
めの渡航費補助は、該当する14市町村全てで行われ
ており、宿泊費補助は、北大東村と座間味村を除く
12市町村で行われております。また、離島の妊産婦
のための滞在施設整備につきましては、その必要性な
どについて検討したいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　公共交通についての御質
問の中の、ＬＲＴの検討状況についてお答えいたしま
す。
　フィーダー交通は、地域のまちづくりと密接に関連
していることから、那覇―与那原間など具体の地域へ
のＬＲＴの導入については、まずは、関係市町村にお
いて交通計画やまちづくりの観点から検討がなされる
ものと考えております。
　鉄軌道の計画案策定においては、フィーダー交通
ネットワークのあり方も含め、昨年４月に設置した市
町村会議を通して、市町村と情報共有、連携を図りな
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がら検討を進めているところであります。
　次に、ＯＫＩＣＡを利用した乗り継ぎ割引について
お答えいたします。
　ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡは、平成27年４月27日から
バス、モノレールにおいて本格運用となっておりま
す。ＯＫＩＣＡ導入の成果として、交通事業者により
ますと、バスの乗降がスムーズになった、利用者から
は両替や小銭の準備が不要で運賃精算が便利になった
等の意見が多く寄せられており、平成28年５月末の
ＯＫＩＣＡ発行枚数は約15万枚と順調に推移してお
ります。
　ＯＫＩＣＡを利用した乗り継ぎ割引については、利
用者の負担軽減の観点からバス事業者等と意見を交換
しているところであります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　池田克史君登壇〕
○警察本部長（池田克史君）　公共交通に関する御質
問の中で、スクランブル交差点の効果的配置について
お答えいたします。
　スクランブル交差点は、歩行者の横断の安全確保を
目的とした歩行者と車両を分離した歩車分離式信号制
御の一つで、斜め方向への横断目的歩行者が多い交差
点や交差点の形状等から歩行者の斜め横断の効果が期
待できる交差点を対象にしており、県庁北口交差点の
ような歩行者の横断の多い箇所――県内５カ所ですが
――に設置しております。
　同交差点は、歩行者の安全の確保という効果をもた
らす一方で、信号待ち時間が長いことによる渋滞の発
生もあることから、歩行者の安全の確保を図りつつ、
渋滞等交通状況を確認しながら導入を進めておりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　子供の貧困についてから再質問を行
いたいと思います。
　生後４カ月までの乳児がいる家庭への全戸訪問事
業、これは乳児の健康状態だけでなく、家庭状況を把
握する意味でも大変重要だと思います。こうした赤
ちゃん訪問事業については、多くの市町村が行ってい
ますが、重要なのはその訪問事業の後だと思うんで
す。訪問して、ここのお母さんは子育てで困っている
な、ここのお父さんはもっと別の支援も必要じゃない
かな、こういったケースがわかる場合があると思いま
す。
　そこで伺いますが、最初のこの全戸訪問事業が終

わった後、さらなる支援が必要と思われる世帯を対象
にして行われている養育支援訪問事業、この実施状況
はどうなっているでしょうか。全市町村が行うように
県も支援すべきだと考えますがいかがですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　議員がおっしゃるとおりの乳幼児家庭全戸訪問事業
は、41市町村全部で行われております。一方、その
後のフォローというんですか、この養育支援訪問事業
でございますが、27年度で17市町村が実施している
状況でございます。今現時点で28年度は３市町ふえ
まして、20市町村で実施が予定されているところで
ございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ早目に全市町村行うようにお願
いしたいと思います。
　続いて、保護者の就労支援、自立支援についてです
が、この再質問は商工労働部長にお聞きしたいと思い
ます。
　部長、この子供の貧困問題は、子供を育てる保護者
の貧困、雇用問題が大きく関係しております。そこ
で、最初にこの子供の貧困問題に対する商工労働部の
横断的な取り組みに対する決意を聞きたいと思いま
す。
　その上でもう一つ、私は、その対策として皆さんが
既に行っているひとり親世帯就職サポート事業という
ものに注目いたしました。子育てと就労を悩む保護者
に対して大変有効な事業だと感じましたので、同事業
の内容とその実績について御紹介いただけますか。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　我々も子ども生活
福祉部の中の、子供の貧困対策のメンバーの一人とし
て入っておりまして、我々ができる範囲で御協力して
いるという立場にあります。その計画の中で位置づけ
ている事業が６つほどございまして、そういう事業を
積極的に行っていくというふうに考えております。
　ただいま指摘のございましたひとり親世帯就職サ
ポート事業の概要、実績ということでございますが、
この事業内容としましては、継続雇用を目的としまし
て、託児機能つきの基礎研修等、それから３カ月の職
場訓練を実施いたします。そして、職場訓練は企業で
短期雇用となることから給与支給がございます。ま
た、県の支援としましては、訓練生へ基礎研究中の訓
練手当や保育料の支給がございます。また、訓練受け
入れ企業に対しては、訓練委託料の支給を行っており
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ます。現在、委託先は沖縄県母子寡婦福祉連合会――
２社のコンソーシアムになっていますけれども――に
委託しているところでございます。事業実績としまし
て、平成27年度につきましては、訓練生が63名でう
ち就職者は54名、就職率は86％となっております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この１年間だけでも54人の方が就
労に結びついている。大変このきめ細やかな支援がこ
うした実績につながっていると思います。
　そこで提案なんですが、現在はこれひとり親世帯に
限られているんです。しかし、この貧困問題を考える
ときに、沖縄県は全国の２倍以上の貧困率となってい
ます。何もひとり親世帯だけが困窮しているわけでは
ありません。共働きをしたいけれども、仕事と子育て
が両立できなくて困っているお母さんは大勢いらっ
しゃいます。
　そこで、このひとり親世帯だけではなく低所得世帯
にも対象を拡大すべきだと思いますが、改めて部長の
お考えをお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　片親世帯だけでは
なく、商工労働部では、新規学卒者とかそれから若年
者、それから中高年齢者とか、年代状況に応じた訓練
事業ですとか相談事業などのさまざまな事業を実施し
ております。この方々は、いわゆるニートと呼ばれる
方とか離職者などが入ってございまして、その方々
を、いわば福祉から生活支援を受けている状況から、
それから次の段階に入っていくバトンタッチという形
で、そういう事業をきめ細かく実施しているようなこ
とをやってございます。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　部長がおっしゃったその事業はまた
その事業の目的がありますが、今子供の貧困問題で私
は訴えているんですね。やはりこの子育てをしている
お母さんやお父さんたちを支援する意味で対象を広げ
てほしいということですので、ぜひ検討をお願いした
いと思います。
　この貧困問題の最後に、翁長知事にもお聞きしたい
と思います。
　知事、沖縄の子供の３人に１人が貧困という状況に
多くの県民が胸を痛めています。しかし、同時に私が
うれしかったのは、多くの県民が子供の貧困解決のた
めに自分も何か手伝いたいという方がたくさんいらっ
しゃいます。知事が常々おっしゃっている沖縄らしい

優しい社会の構築、ユイマール精神によってこの貧困
問題を自己責任論ではなく社会全体で解決していくこ
とが大切だと思います。県は、既に沖縄県子どもの未
来県民会議を設置してさまざまな社会的なつながりを
生かした取り組みを展開しているとお聞きしました。
今回、私が質問をしました就労支援については、企業
の皆さんの御理解と御協力がなければなかなか前に進
まないと思います。ぜひ、ここは翁長知事が先頭に
立って経済団体の皆さんに協力の要請を強くしていく
ことが必要だと思いますので、知事の決意をお聞かせ
ください。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　比嘉瑞己議員の御質問にお答
えをいたします。
　子供の貧困問題、この議会でもいろいろ説明をして
まいりましたが、特に３月ごろから経済団体との朝食
会あるいは昼食会をしながら、多くの経営者協会と
か、６つのそういった経済界の団体とも話をさせても
らいましたら、本当にそれぞれの代表者が沖縄の将
来、これは子供のことという意味でもそうですけれど
も、経済、沖縄が21世紀に羽ばたくときに、これか
らの子供たちがしっかりと負の部分ではなくて、積極
的に県の中核となって頑張っていけるような人材があ
ることが経済の発展にもつながっていくんだと。そう
いうようなことも含めて、大変力強い御支援の言葉を
頂戴いたしました。そういうのも受けまして、私もそ
の中で協力要請をし、それから企業のところを回って
いきますのでよろしくという話をさせていただきまし
た。こういうふうに県が動いているさなかの前から
も、マスコミを初めいろんな団体が既にもう募金活動
を始めていて、そしてその意味では沖縄らしい優しい
社会の構築というのは、ある意味でこの沖縄県内の各
地から、あるいはいろんな団体からそういった声が上
がって、県民が立ち上がっていると。私は立ち上がっ
ていると言っていいと思っているんですね。そのぐら
い今そういった県の調査の結果を受けて、県民が一丸
となってこの問題を解決していこうという機運が出て
きておりますので、私たちはそれをしっかりと心に受
けとめて、沖縄県として市町村と連携してこの問題を
必ずやり遂げるというような気持ちで頑張ってまいり
ます。ぜひまた議会の皆様方におかれましても、これ
はもうある意味で超党派でありますから、みんなそれ
ぞれで、それぞれの役割でこの子供の貧困問題の解決
にお力をかしていただいて、21世紀の沖縄の将来を
みんなで築き上げていきたいとこのように思っており
ます。
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○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事、ありがとうございました。
　ぜひ、社会全体で解決していきたいと思います。
　続いて、待機児童の問題です。
　ことし４月時点の速報値によりますと、待機児童
の総数2536人ということでした。この抜本的な解決
は、認可保育園をふやすこと、そして、保育士の賃上
げなど労働条件の改善で保育士不足を解決することが
大切だと思います。当局におかれましては、この基本
方針をしっかりと堅持していただきたいと思います。
　さて、今回の質問では、さらに年齢別での待機児童
の状況をお聞きしました。一番待機児童の多い年齢
は、育児休業が明ける１歳なんです。全体の43％で
した。また、部長がおっしゃったように、ゼロ、１、
２歳の子供たちだけで全体の80％に上るということ
です。こうした中で、新制度に移行され、市町村の認
可事業として小規模保育事業が始まっております。小
規模保育は、３歳未満の乳幼児を対象に定員19人以
下の保育を行うところですが、この保育士の資格者の
割合によってＡ、Ｂ、Ｃと３つに分類されています。
私は、子供たちの健やかな成長のためにも、全ての保
育士が資格を持っている、やはりこのＡ型を目指して
県も支援していくべきだと思いますが、現状につい
て、また、県の対策についてお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　平成28年４月現在になりますが、小規模保育事業
として19市町村55事業が認可されておりまして、定
員は991名となっております。内訳としましては、Ａ
型が14市町村27事業で定員503人、Ｂ型が12市町村
28事業で定員数が488人となっております。
　県としましては、しっかりその事業が適切に実行で
きるように引き続き支援に取り組んでいきたいと思い
ます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ、Ａ型がふえるように支援を頑
張ってほしいと思います。
　続いて、この小規模保育を目指して、認可外保育園
の皆さんがこの小規模保育に移行する園がたくさんあ
ります。しかし、多くの認可外保育園にとっては、こ
れをクリアしていかないといけないさまざまな壁があ
るそうです。沖縄県として、認可外保育園の皆さんが
こうした小規模保育に移行するためには、例えば初期
費用の補助だとか、あるいは県有地の無償提供などで
きることは全て行うべきだと思いますがどうでしょう

か。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　認可外保育施設が小規模保育事業に移行するにもさ
まざまな課題があるというふうに伺っております。そ
の中で、今議員がおっしゃっていました費用の問題の
件ですけれども、初期費用の問題につきましては、事
業所の整備とか建物賃借料に対する費用が補助事業で
実施が可能というふうな状況になっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　県有地はどうですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県有地につい
ても、そういうことが可能かどうかも含めてちょっと
検討していきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　国はもう国有地を提供しているんで
すよね。やっぱり県が積極的にこれやるべきだと思い
ます。
　次に、事業所内保育についてですが、この事業所内
保育は市町村の認可事業となっています。この認可を
受けるためには、従業員だけじゃなくて地域の子供た
ちも一定割合受け入れることが条件となっています。
この従業員枠と地域枠の実績はどうなっていますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　平成28年４月１日現在でございますけれども、現
在事業所内保育事業は、13市町村16施設が認可され
ておりまして、定員数は543名となっております。内
訳としましては、従業員枠が定員318人、地域枠の定
員が225人となっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　地域の子も225人、こうやって待機
児童の解消にもつながっています。
　そこで、また商工労働部長にお聞きしたいと思いま
す。
　この事業所内保育、働く親にとっては、出産後や育
児休暇後に保育所に入れずに職場復帰を延期するとか
こういったことが全くなくなりますね、会社にあるわ
けですから。また、預けた後も子供のお迎えを気にし
たり、あるいは時にはその延長保育があることもある
と思いますが、そういったことも気にすることなく安
心して働くことができると思います。また、企業に
とってもこの待機児童の解消に寄与することができて
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社会貢献、地域貢献にもつながると思います。そこ
で、部長のところでは、今労働者が充実した生活を送
りながら仕事ができるように、企業の皆さんにワー
ク・ライフ・バランス企業認証事業というものを行っ
ていると聞きました。こうした事業所内保育をやって
いる企業こそ、こうした認証をどんどん進めていくべ
きだと思いますが、現状と今後の取り組みをお聞かせ
ください。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　商工労働部です
が、ワーク・ライフ・バランスを積極的に進めるとい
う観点から、そういう取り組みをなされている企業の
認証制度を実施しているところでございます。事業所
内保育園の設置に限らず、育児休暇とか看護休暇、そ
れから労働者が働きやすい環境づくりを取り組む企業
に対して、今認証制度を出しているところでございま
す。その中では、平成19年度から始めまして61社に
対して認証を出しているところでございまして、ま
た、そのうちの７社が事業所内保育所を設置している
企業となっております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、認可外保育園の保育料の補
助の話です。
　去る県議会議員選挙では、多くの子育て中のお父さ
んやお母さんから私は話をお聞きしました。あるお母
さん、認可保育園に入りたかったけれども、入れずに
認可外に通っていますと。だけれども保育料は認可園
よりも高い。本当に驚きましたという声でした。ま
た、あるお父さんは、上の子は認可園に入っている。
今度下の子をそこの園に入れたかったんだけれども、
漏れてしまった。仕方なく認可外に行ったんですけれ
ども、やはりそこでは保育料が高いんです。もし、こ
の子が兄弟で保育園に入れたら、この２人目の子は保
育料半額になるんですよ。だけれども認可外へ行って
いるために保育料はもっと高い。これおかしいんじゃ
ないかという声があちこちで寄せられておりました。
やはりこの認可外保育園に通っている子も同じように
保育に欠ける子が大勢いらっしゃいます。
　そこで、今現在沖縄県内の自治体で認可外保育園の
保育料補助を行っている自治体はあるでしょうか。も
しあるのであれば、その内容を御紹介してほしい。そ
して、そのことを踏まえた上で、やはり沖縄県がこの
待機児童解消のために、今移行の時期だと思うんです
よ。これ解決できていないわけですから、せめてこの
認可園を希望しても認可外に通っている人たちに対し

て、保育料の補助を検討すべきだと思いますがどうで
しょうか。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　休憩お願いし
ます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後７時16分休憩
　　　午後７時16分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　現在、市町村のほうで認可外保育施設への保育料の
支援をやっている市町村は３市町村になっておりま
す。県のほうとしましては、その認可外保育施設につ
きましては、認可保育所等での保育を基本というふう
に考えておりますので、引き続き市町村と連携を図り
ながら、認可化促進について取り組んでいきたいと考
えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　これじゃ県民は納得しないと思い
ますよ。それでも待機児童、皆さんの計画でももう
ちょっと先なんだから、せめてそれを解決する間はこ
の大きな役割を果たしている認可外保育園への支援、
この保育料補助をやるべきじゃないですか。もう一度
お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後７時17分休憩
　　　午後７時18分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　県におきましては、平成27年10月から、特にひ
とり親家庭が認可外施設を利用した場合には、２万
6000円を上限としましての保育料の補助をしている
ところでございます。現在、この事業につきまして
は、20市町村が事業として実施しておりますので、
それの状況も見ながらまた考えていきたいと思いま
す。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ひとり親だけではなくて、入れない
お父さん、お母さんいっぱいいるわけですから、前向
きな検討をお願いしたいと思います。
　離島振興についてですが、宮古と石垣には先生がい
て分娩もできるということですが、残りの離島では自
分たちが住んでいる島では分娩はできません。今回、
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再質問では久米島だけに限って言います。久米島には
県立病院があるにもかかわらず、分娩をすることがで
きません。
　最初に、久米島での赤ちゃんの出生人数の推移をお
聞きしたいと思います。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
　久米島における出生数という形になりますけれど
も、平成24年が81人、平成25年は74人、平成26年
は70人となっております。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　この方たちみんな久米島以外で出産
しているわけですよね。お話を聞くと、やはり久米島
の皆さんは、妊婦健診は島で受けられるんですけれど
も、どうしても本島で出産をしないといけません。そ
れで、本島に出て、ウイークリーマンションとかを探
して借りて、そして迎えるわけです。この苦労が本当
に大変だということでした。母子の健康の上でも、や
はり県がしっかりと、こうしたせめて宿泊環境を整え

ることが大切だと思いますが、最後にその点をお聞か
せください。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　久米島町において
も、妊婦健診以外にも出産のために、今島外に出た場
合渡航費と宿泊費の補助は行われていると。現在それ
については、特別交付税の措置が行われているという
状況がございますので、そういった状況も勘案しなが
ら、関係する久米島以外の市町村の意見も聞きなが
ら、この滞在施設の必要性、これについて検討してい
きたいというふうに考えております。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、７月11日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時21分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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平 成 28 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

平成 28 年７月 11 日（月曜日）午前 10 時２分開議

議　　事　　日　　程　第６号
平成28年７月11日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第11号議案まで（質疑）

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第11号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について

出　席　議　員（48名）
議　長
副議長
１　番
２　番
３　番
４　番
５　番
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９　番
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新　里　米　吉　君
赤　嶺　　　昇　君
瀬　長　美佐雄　君
玉　城　武　光　君
親　川　　　敬　君
新　垣　光　栄　君
次呂久　成　崇　君
宮　城　一　郎　君
大　城　憲　幸　君
金　城　泰　邦　君
西　銘　啓史郎　君
新　垣　　　新　君
座　波　　　一　君
比　嘉　瑞　己　君
西　銘　純　恵　さん
平　良　昭　一　君

15　番
16　番
17　番
18　番
19　番
20　番
21　番
22　番
23　番
24　番
25　番
26　番
27　番
28　番
29　番
30　番

上　原　正　次　君
当　山　勝　利　君
亀　濱　玲　子　さん
當　間　盛　夫　君
上　原　　　章　君
山　川　典　二　君
花　城　大　輔　君
又　吉　清　義　君
末　松　文　信　君
渡久地　　　修　君
玉　城　　　満　君
山　内　末　子　さん
仲　村　未　央　さん
照　屋　大　河　君
仲宗根　　　悟　君
崎　山　嗣　幸　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

知　念　正　治　君
平　田　善　則　君
勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐
主 幹
主 査

平　良　　　潤　君
中　村　　　守　君
川　端　七　生　君

○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　７月８日、知事から、お手元に配付いたしました議
案３件の提出がありました。
　また、６月23日から７月６日までに受理いたしま
した請願１件及び陳情18件は、お手元に配付の請願
及び陳情文書表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に
付託いたしました。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔請願及び陳情文書表　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案及

び乙第１号議案から乙第11号議案までを議題とし、
質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　皆さん、おはようございます。
　激しかった参議院選挙が昨日終わりました。
　御承知のように沖縄選挙区で見事、辺野古基地の断
念を求める伊波洋一さんが10万票という大差をつけ
て現職閣僚を倒すという画期的な勝利をおさめまし
た。改めて、沖縄県民のこの辺野古基地建設反対の民
意が揺るぎないものを示したというふうに思います。
全国的には、改憲勢力の議員がふえたと言われており

説明のため出席した者の職、氏名
知 事
副 知 事
副 知 事
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
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浦　崎　唯　昭　君
安慶田　光　男　君
謝　花　喜一郎　君
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下　地　明　和　君
大　浜　浩　志　君

金　城　弘　昌　君

砂　川　　　靖　君
糸　数　　　公　君
島　尻　勝　広　君
屋比久　盛　敏　君

前　田　光　幸　君

宮　城　　　理　君

町　田　　　優　君
伊　江　朝　次　君
金　良　多恵子　さん

大　城　壮　彦　君

池　田　克　紀　君

平　敷　昭　人　君
天　方　　　徹　君
池　田　克　史　君

大　城　玲　子　さん

親　川　達　男　君

知　念　建　次　君

企 業 局 長
病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知 事 公 室
秘書広報統括監

総 務 部
財 政 統 括 監
教 育 長
公安委員会委員
警 察 本 部 長
労 働 委 員 会
事 務 局 長

人 事 委 員 会
事 務 局 長
代 表 監 査 委 員

31　番
32　番
33　番
34　番
35　番
36　番
37　番
38　番

39　番
41　番
42　番
43　番
45　番
46　番
47　番
48　番

金　城　　　勉　君
砂　川　利　勝　君
具志堅　　　透　君
島　袋　　　大　君
中　川　京　貴　君
座喜味　一　幸　君
嘉　陽　宗　儀　君
新　垣　清　涼　君

瑞慶覧　　　功　君
狩　俣　信　子　さん
比　嘉　京　子　さん
大　城　一　馬　君
糸　洲　朝　則　君
照　屋　守　之　君
仲　田　弘　毅　君
翁　長　政　俊　君
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ますが、悲惨な沖縄戦を体験した沖縄から憲法９条を
しっかり守っていく運動が極めて重要だなということ
を痛感します。しっかり頑張っていきたいと思いま
す。
　では、早速ではありますが、一般質問に入らせてい
ただきます。
　１番目、知事の政治姿勢についてでありますが、
(1)、今参院選挙の結果次第で、安倍首相は憲法改正
に突き進む公算が大きいと言われております。去る６
月21日の党首討論で、安倍首相は、憲法審査会で議
論を行い、それを国民投票で問うべきだと語り、参院
選挙後に憲法が焦点になるとしております。自民党の
憲法改正草案によると、前文では国民主権が後退し、
平和的生存権の部分もなくなり、国家が前面となり、
復古調の文言の記述が明記されております。現行憲法
の「第２章　戦争の放棄」を安全保障に変更、条文の
戦力不保持と交戦権否定を削除しております。さら
に、自衛隊の名称を国防軍に改めると明記しており、
明らかに改定の狙いが戦争放棄をうたった憲法９条に
あることは間違いありません。知事の見解を伺いま
す。
　(2)番目、民間船員の予備自衛官化についてであり
ますが、防衛省は、平成28年度に九州、沖縄の防衛
を充実させる、いわゆる南西シフトに合わせ、有事に
武器や人員輸送を民間船舶で補うため、民間人の船員
を海上自衛隊、予備自衛官補として活用する予算案を
盛り込んでいます。さきの太平洋戦争では、民間船舶
や船員の大半が軍事徴用され物資や兵員の輸送に従事
した結果、１万5518隻の民間船舶が撃沈され、14歳
から15歳で徴用された少年船員を含む６万609人も
の船員が犠牲となったようであります。この６万人余
の犠牲者は、軍人の死亡比率を大きく上回るものであ
り、このような悲劇は二度と繰り返させてはなりませ
ん。民間人である船員を予備自衛官補とすることは、
事実上の徴用であり、断じて容認できません。知事の
見解を伺います。
　２番目、水産高校実習生の投票についてであります
が、今参議院選挙から初めて導入された18歳選挙権
で、全国７校の水産高校実習生計82名の洋上投票が
できない事態が起こりました。その中で――６月６日
に訂正お願いします――６月６日に糸満漁港を出港し
た沖縄水産高校の実習生――これも21名に訂正お願
いします――21名も含まれております。2015年公職
選挙法が一部改正され、選挙権年齢が18歳以上に引
き下げられた時点に適切な対応をとらなかった国の失
態であります。国や国会は、初の投票する機会を奪わ

れた高校生たちに説明責任と制度改正を早急にとるべ
きであります。県の対応策を伺います。
　日台漁業協定についてであります。
　2016年のクロマグロ期４月から７月の操業ルール
は15年ルールを踏襲することで決まり、日本側が主
張した漁具流出対策や操業水域拡大は成果が得られ
ず、沖縄の漁業者は落胆させられております。事の発
端は、日本政府が沖縄の漁業者の頭越しに協定を締結
し、台湾側に日本の排他的経済水域での操業を認めた
ことに発生しております。今後、沖縄の漁業者が操業
海域を狭められたり、漁獲高の減少が起こらないよう
に対応策をとるべきではないか、当局の対応策を伺い
ます。
　６番、離島振興について。
　(1)、農林水産物流通条件不利性解消事業の成果と
課題を伺います。
　(2)番、石垣―多良間の航空路線の早期就航、ま
た、宮古―多良間の50人乗りへの機種変更について
伺います。
　(3)番、在沖粟国郷友会から要望のある航空運賃、
船賃の低減は図れないか伺います。
　７番、病後児保育の拡充について。
　子供の急な発熱など保育所を利用できないときに小
児科等で預かる制度であり、特に夫婦共働きなど就労
支援に役立っております。政府は新年度から、対応す
る病院や保育所への補助金を増額し本格的に拡充する
方針を示しており、各市町村の病後児施設の実態と今
後の拡充方針を伺います。
　８番、学習支援塾について。
　沖縄の子供の貧困率が37.5％と全国で最悪の事態
にあります。行政の強い対策が求められております。
こうした中で、生活保護世帯や低所得世帯の小学生の
子供たちが補助を受け学習支援を受けているユイマー
ル塾の大部分が、財政の都合で閉鎖となっておりま
す。貧困の連鎖を断ち切るための支援が打ち切られる
ことは、貧困をなくす取り組みに逆行することであ
り、県として支援する方策はないか伺います。
　９番、代表質問との関連については取り下げたいと
思います。
　再質問は質問席から行いたいと思います。よろしく
お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時９分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○崎山　嗣幸君　済みません、抜かしました。よろし
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くお願いします。
　３番、非正規公務員の実態について。
　行財政改革により、地方公務員の削減が広がり、非
正規公務員の比率が大幅に増加しております。市町村
によっては、５割を占める実態があり、業務のあり
方、身分、待遇等の問題が起こっております。県庁初
め各市町村の実態把握と問題点は何か伺います。
　それから、４番のＴＰＰについてでありますが、Ｔ
ＰＰは参加12カ国で大筋合意されましたが、日本は
通常国会で承認、成立が見送られております。合意内
容は農産物重要５品目の関税堅持を求めた国会決議に
違反し、特に沖縄の畜産は７割が関税撤廃され打撃が
大きいと言われております。ＴＰＰからの即時離脱を
求め国会承認は許されません。知事の見解を伺いま
す。
　以上です。よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　崎山嗣幸議員の御質問にお答えをいたします。
　ＴＰＰについてに関する御質問の中の、ＴＰＰに関
する見解についてをお答えいたします。
　ＴＰＰにおける、関税の即時撤廃や段階的な削減、
輸入枠の拡大等が実施された場合、本県農林水産業に
おいて、長期的にさまざまな影響が懸念されます。沖
縄県ではこれまで、国に対し、ＴＰＰ協定が農林水産
業に及ぼす具体的な影響について明らかにするととも
に、生産農家等に対する十分な説明を行うこと等につ
いて要請してまいりました。
　沖縄県としましては、今後の国会の議論や国の対応
状況を注視するとともに、関係団体と連携の上、時期
を逸しないように、適切に対応してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　知事の政治姿
勢についての御質問の中の、憲法改正についてお答え
します。
　憲法の改正については、各政党の案を含め、国民の
間でさまざまな意見があるものと理解しております。
　沖縄県としましては、現憲法が国民生活の向上と我
が国の平和と安定に大きく役割を果たしてきたことを
踏まえ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基
本理念が尊重される形で、十分な国民的議論が必要で

あると考えております。
　次に、病後児保育の拡充についての御質問の、病後
児施設の実態と今後の拡充方針についてお答えしま
す。
　病児及び病後児に対応する病児保育事業について
は、平成28年４月１日現在、14市町村19施設で実施
しております。
　国においては、今年度より、保育所等において保育
中に体調が悪くなった児童を病児保育事業の実施施設
に送迎し、保育するために必要となる看護師雇い上げ
費等について補助を拡充するとともに、当該事業を実
施するための施設の整備や改修に係る新たな交付金を
創設したところであります。
　県においては、病児保育の拡充を初め、地域におけ
る多様な保育サービスの充実を図るため、市町村と連
携して取り組んでまいります。
　次に、学習支援塾についての御質問の、生活保護世
帯等の子供への学習支援についてお答えします。
　ユイマール塾は、平成20年度から平成27年度ま
で、沖縄県対米請求権事業協会が実施団体に助成して
おりましたが、当該協会の財政事情や沖縄振興特別推
進交付金等を活用し、県や市町村で学力向上策が行わ
れていることを理由に補助が終了したものと承知して
おります。県と市町村においては、本年４月現在、生
活保護やひとり親世帯などの生活困窮世帯等の児童生
徒を含む地域の子供を対象に、35市町村で学習支援
を実施しており、今年度中に40市町村まで拡大する
見込みであります。加えて、平成28年度からは、国
の沖縄子供の貧困緊急対策事業を活用し、子供が安心
して過ごせる居場所を確保し、学習支援等を行う市町
村の取り組みを促進してまいります。
　県としましては、市町村等と連携し、子供一人一人
の学習の定着状況に応じたきめ細かな学習支援の取り
組みを拡充してまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、民間船員を予備自衛官補とする
ことについての御質問にお答えいたします。
　中谷防衛大臣は、ことし２月16日の衆議院予算委
員会において、予備自衛官補また予備自衛官、これ
は、あくまでも本人の意思に基づいて採用されるもの
で、本事業によって有事の際に民間船員が強制的に活
用されるということは、いかなる場合においてもない
と答弁しております。
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　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　水産高校実習生の投票につ
いての御質問にお答えいたします。
　昨日、参議院選挙が行われましたが、今回の選挙
で、沖縄水産高校実習生の投票機会が失われたこと
は、まことに残念であります。
　県教育委員会としましては、遠洋航海実習中の生徒
が投票できる手だてがないか、県選挙管理委員会、総
合事務局、総務省選挙課等の関係機関に問い合わせる
とともに、全国水産高等学校実習船運営協会及び文部
科学省に対し、生徒の投票機会の確保について協力を
求めてまいりました。今後は、関係する他の都道府県
と連携し、全国都道府県教育委員会連合会を通じて、
乗船実習中の生徒の投票機会を保障するため、必要な
制度改正が行われるよう関係省庁に働きかけを行って
まいります。
　なお、県選挙管理委員会によりますと、今回の事態
を受け、都道府県選挙管理委員会連合会会長名で「水
産高等学校の生徒等の選挙権に関する要望書」を総務
省に提出したということです。同連合会が政府等に対
して年内に行う予定の公職選挙法等の改正要望の中
に、県選挙管理委員会として、早急な制度改正を提案
していくとのことでありました。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　非正規公務員の実態につ
いての御質問の中で、県の状況についてお答えをいた
します。
　各任命権者を含めた臨時・非常勤職員数は、平成
28年６月１日現在、6587人で、全職員に占める割合
は21.4％となっております。これら臨時・非常勤職
員には、職員の指示を受けて補助的業務に従事する一
般職非常勤職員や、特定の専門分野の知識、資格等を
必要とする嘱託員などがあります。それぞれの職に
よって求められる知識、技能、資格等は異なり、給与
は常勤職員との均衡を考慮して適切に定めておりま
す。
　県としては、県行政を円滑に推進するためには、正
規職員と非常勤職員がそれぞれの役割を分担しなが
ら、業務を推進していくことが重要だと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。

　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　非正規公務員の実態につ
いての御質問の中の、市町村の状況についてお答えい
たします。
　市町村の非正規職員は、平成28年４月１日現在、
8712人で、全職員に占める割合は、41.7％となって
おります。市町村における非正規職員の任用につきま
しては、地方公務員法の趣旨を踏まえ、非正規職員の
担うべき役割を考慮し、地域の実情に応じ、配置先、
業務内容等を総合的に判断し、任用しているものと考
えております。
　県としましては、市町村に対し、同法の趣旨を踏ま
え適切に任用がなされるよう、引き続き助言をしてま
いりたいと考えております。
　次に、離島振興についての御質問の中の、石垣―宮
古―多良間間の航空路線についてお答えいたします。
　宮古―多良間路線については、現在、琉球エアー
コミューターが39人乗りの機材を運航しております
が、機材更新により、来年２月から50人乗りの機材
が運航する予定であります。また、石垣―多良間路線
の就航時期については、同路線の就航を予定している
第一航空によりますと、粟国路線再開後、機長訓練を
実施し、必要な機長確保の見通しが立った段階で明ら
かになるとのことであります。
　次に、同じく離島振興についての中の、粟国におけ
る航空運賃及び船賃の低減についてお答えいたしま
す。
　県では、離島住民の割高な船賃及び航空運賃を低減
する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業を実施し
ております。船賃についてはＪＲ在来線並み、航空運
賃については新幹線並みの運賃を目指し、船賃では約
３割から最大約７割、航空運賃では約４割の運賃低減
が実現しております。また、粟国島を初め、病院や高
校がない小規模離島において、地域の活性化を図るた
め、特例的に離島住民以外の郷友会を含む県民や観光
客等の交流人口の航空運賃を約３割低減しておりま
す。
　航路については、航空路に比べ運賃が低廉で負担が
少ないと考えられることから、交流人口の運賃低減を
行っておりません。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　日台漁業協定につい
ての御質問の中の、日台漁業取り決めの影響への対策
についてお答えします。
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　平成25年４月に合意した日台漁業取り決めについ
ては、平成28年３月の日台漁業委員会会合等におい
て、今期の操業ルールの協議が行われ、前年同様の内
容で合意されたところであります。ことし４月から６
月のクロマグロ漁期に、同取り決め適用水域では一本
釣り漁船を中心とした操業が行われており、現時点で
の操業隻数は、平成27年漁期の123隻を上回る132隻
となっております。しかしながら、マグロはえ縄漁船
が安心して操業するには、船間距離４海里の確保や、
日本漁船が優先的に操業できる水域の拡大等が必要で
あると考えております。
　県としましては、本県漁船が安全に操業できるよ
う、１、日台漁業取り決め適用水域の一部撤廃等同取
り決めの見直し、２、適用水域における操業ルールの
改善、３、台湾側が要求する適用水域の拡大協議の拒
否などについて、漁業関係団体と連携し、引き続き国
に対し強く求めてまいります。
　次に、離島振興についての御質問の中の、農林水産
物流通条件不利性解消事業の成果と課題についてお答
えいたします。
　平成27年度の農林水産物流通条件不利性解消事業
の実績は、補助金実績額が約26億7000万円、県外出
荷重量は約５万7900トンとなっており、平成25年度
に比べ約7600トンの増となっております。事業実績
に基づく効果検証を実施した結果、本事業を活用する
ことにより、１、県外出荷時期の拡大、２、新規取引
先の増加、３、品質向上の強化などが図られ、県外出
荷の促進につながったものと考えております。また、
課題としましては、輸送の効率化に向けた取り組みの
強化や事業者の事務負担軽減などがあると認識してお
ります。
　県としましては、事業者を対象とした事務手続の指
導の支援等を実施しており、引き続き本事業の円滑な
実施に取り組んでまいりたいと思います。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　では、再質問をさせていただきま
す。
　時間の関係もあって、順番を５番のほうからさせて
いただきます。日台漁業協定についてでありますが、
再質問をさせていただきます。
　先ほど答弁いただきましたが、ことしの日台漁業委
員会が何の進展もなくて、沖縄の漁業者は大きな落胆
と不満を残したということで報道されております。聞
くところによると、台湾側が日本の排他的経済水域内
に台湾の暫定執法線まで主張していたということであ

りますが、この今回の昨年同様のルールで終わったと
いうことの主な難航した理由は何かについて伺いたい
と思います。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
　平成28年３月に台湾で開催されました日台漁業委
員会会合などにおきまして、水域の見直しの際、台湾
側が一方的に主張しています暫定執法線を根拠として
台湾漁船が有利に操業できるよう水域の拡大を強行に
要求しております。これに対し、日本側は暫定執法線
を認めず、地理的中間線までが日本の排他的経済水域
と主張しております。日本側は、台湾漁船が多数操業
する中、沖縄のマグロはえ縄漁船は、依然操業を自粛
していることを主張し、日本漁船が有利に操業できる
水域の拡大を要求しております。来期に向けて新たに
設置されます専門会議の中で重ねて主張していきたい
というふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　県が当初、25年４月10日に協定締
結したときに、沖縄の漁業者の頭越しに決めたと。そ
れで、当時は中間線を基準にしなさいと、沖縄の漁業
者の声を聞きなさいということで、政府のほうも沖縄
の漁業者の意見を聞くとしながら聞かないで強行的に
これは協定が結ばれたということで、当時の知事は官
邸に大幅な台湾側への譲歩だということで抗議をす
る、遺憾の表明をしたということで記憶していると思
います。そういったことの経過から考えてみるなら
ば、台湾側は今になって、日本の排他的経済水域まで
入り込んで、暫定執法線を台湾のものだということを
今回言い出してきている。この根幹は、最初に取り決
めて沖縄側があれほど言ったことが、今大きなブレー
キとなっているわけですよ。だからそういった意味
で、台湾側は今ごろ暫定執法線を持ち出して、この
ルールを破壊するものであり、これは今回台湾側との
交渉が、ルールがうまくいかない一つの何といいます
か、話が進展しないということの厳しさは、当初の政
府のやり方に原因があったんではないかと私は思うん
です。県としてあれほど遺憾表明をして抗議を表明し
たわけですから、それは今までの政府側に問題があっ
たんではないかについてはどう思いますか、それは。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時31分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
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　日台漁業取り決めについては、沖縄の漁業者の頭越
しに合意されております。このため、国に対して、沖
縄の漁業者の意向に沿って交渉を行えるよう、強く求
めているところであります。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　では、25年10月に県議会も日台漁
業協定への意見書を出しました。そのときに、御承知
のように、日中漁業協定の見直しも含めて内容を決め
たというふうに決議の中にあります。政府は、日台の
前に、日中漁業協定も沖縄の漁業者の頭越しに決めた
んですよね。
　それで、今から質問に入りますが、その中に、北緯
27度以南も含めて尖閣諸島を含む一帯も含めて、中
国の漁業者にこの操業を認めることを日中で交わして
いるんですよ。それで、台湾側も含めて中国にそうい
うのを交わして、台湾側に何でやらないんだというこ
とも含めて、政府が日台漁業協定については、中国と
台湾が手を結ぶことを防ぐために台湾に譲歩したとい
う事の経緯があると思います。
　それで聞きたいのは、日中も日台も沖縄の漁業者の
権益、海の権益と、漁業者の損益を国の政府の態度に
よって犠牲になっていると私は思っているんです。
　それでお聞きしますが、この日中漁業協定で決めた
北緯27度以南、以南ですよ、尖閣諸島を含む、そこ
に中国の漁業操業を認めた当時の1997年小渕恵三外
務大臣書簡であります。この書簡を見るときに、極め
て沖縄の漁民を無視した形の外務省の書簡であります
が、この27度以南について、中国の漁業者に対して
自国、日本の関係法令を適用してないと、要するに中
国の漁民が操業してよろしいですよという外務大臣書
簡を出しているんです。この書簡、この書簡を出して
いるが余り、今皆さんがやっているサンゴ船の中国サ
ンゴ船のこの区域への操業、それから巻き網漁業もこ
れから入ってくることを含めて予測されるので、この
小渕大臣書簡の破棄と日中漁業協定見直しもあわせて
県議会決議をしているので、これ政府に対して、県と
して強く求めるべきではないかと思いますが、それは
いかがですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　崎山議員がおっしゃ
るように日中漁業協定第６条及び平成９年の外務大臣
書簡により北緯27度以南の水域においては、日本の
法令が適用されず、中国漁船が自由に操業できるよう
になっております。
　このため、県としましては、漁業関係団体と連携
し、日中漁業協定の見直し及び外務大臣書簡の破棄を

国に対し求めております。今後とも中国でも違法とさ
れるサンゴ網漁業の根絶に向けた取り締まりの徹底と
あわせて、次回開催される日中漁業共同委員会に向け
て国に強く求めていくこととしております。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　部長おっしゃるように、今尖閣諸島
近海での防衛も含めて起こっているんですが、沖縄の
漁民、漁業者、日本の海域の権益、このことが今問わ
れているわけです。政府みずからがそういったエリア
を含めて、排他的経済水域を放棄しているんです。日
中にも、それから台湾にも、そういった小渕書簡を破
棄するようにということを強く求めるべきだと思いま
すので、今答弁があったように８月の共同委員会、多
分これは北緯27度以南の小渕書簡についての協議を
そこでやるということだと思いますが、そこの協議の
中でしっかりと小渕書簡の破棄を求めることを政府に
強く働きかけてもらいたいと思います。
　それから2015年２月に、浦崎副知事が外務省や農
水省に実は今私が提起をしている県議会の決議、それ
から県の意向を含めて台湾の暫定執法線の南側水域の
撤廃、それから今私が話している日中漁業協定の見直
しと、違法操業の取り締まり、違法操業についてはサ
ンゴ船ですよね、サンゴ船の資源破壊と、サンゴ船の
取り締まりを含めて、副知事、私は要請に行ったとい
うことについては高く評価しているんですが、浦崎副
知事のほうからその政府に求めた意向について状況を
聞かせてもらいたいと思います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　28年２月に浦崎副
知事を先頭に、農林水産大臣宛てに日台漁業取り決め
の中において違法操業を行う台湾漁船に対し、拿捕を
含む取り締まりを徹底することなどについて要請した
ところであります。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　副知事のほうからは、一言ないです
か。
○議長（新里米吉君）　浦崎副知事。
○副知事（浦崎唯昭君）　崎山嗣幸議員の質問にお答
えいたしますけれども、今部長から答弁ありましたよ
うに、政府に強く要請してまいりました。大臣も沖縄
県の漁業者の気持ちはよくわかりますということで、
これからの日台漁業協定、日中漁業協定には強く政府
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の立場を申し上げたいというお返事はいただきまし
た。その後の経過は、今お話ありましたとおりでござ
いますけれども、強く申し入れていきたいと、このよ
うに思っております。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　ありがとうございます。
　沖縄の海洋法の専門家である上田先生も国連が認め
た海洋法、これに基づいた排他的経済水域をしっかり
守るようにということを主張していますので、ぜひ日
中、日台の漁業協定についてみずから権益放棄するこ
とについては、全く基地問題と同根なんです、これ
は。国益のために国防のために、沖縄の漁業者が沖縄
の海が破壊されることと同根なんです。それはしっか
りと県は漁業者それから沖縄の海域、経済水域を守る
ことは、至極当然のことでありますから、８月に開か
れる日中漁業共同委員会についても強く政府に私は申
し入れをしてもらいたいと思います。
　次に、行きます。
　それから、水産高校実習生への投票権についてであ
りますが、先ほど教育長のほうからそういった事態の
話がありました。私が言っているのは、制度改正する
時点では想定していなかったと総務省は言っています
が、しかし、2015年６月に公選法が一部改正された
ときには、これは今回の参議院選挙から該当するとい
うのはほぼ確定していたんです。これだけ時間があり
ながら、総務省は関係省庁と学校側に何も手だてを打
たなかったということに私は腹が立っているわけで
す。そういった事態を全国82人の航海実習生が遠洋
航海に出るという実態を、この重い18歳の初めての
国政選挙に投票する投票権を奪ったんです、これを。
あれだけ大々的に18歳から投票権ありますよと言い
ながら、航海実習に行く生徒たちを無視したんです。
この責任と今後国政選挙について、いつ制度改正する
かについては、国はしっかりとるべきではないかと私
は言っているんですが、これは、教育長のほうでは難
しいと思いますが、状況を把握した段階でその答弁は
できますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　教育委員会のほうから今回
の事態に対して照会をいたした段階では、現時点で特
例措置などの検討はないというふうな回答がありまし

たけれども、その後、制度改正について検討していく
との報道があったことは承知しております。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
○崎山　嗣幸君　じゃ、それは努力をぜひお願いした
いと思います。
　それから、時間がありませんが、ＴＰＰなんです
が、28日にＪＡ沖縄中央会が影響額約200億、畜産
中心にということで明らかにしております。県はこれ
まで直接影響額580億、飼料、運搬等含めて1221億
の影響額だという試算をしてきておりますが、このＪ
Ａ中央会の試算は、直接影響額だけなのか関連影響額
もなのか、県として、この影響試算額によって今後の
県内の農林水産業に与える手だてが考えられると思い
ます。そういった意味では、ぜひ国会で成立させては
ならないという思いで私聞いていますので、この答弁
をお願いしたいと思います。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えします。
　ＴＰＰの影響については、ＪＡ中央会が先日のマス
コミ報道で200億相当出るということは承知しており
ますが、沖縄県については、国のほうが秋を目途に
具体的な対応をするという前提の中で影響、減少額が
ゼロというふうな品目等も随分出ておりますので、秋
の対策の具体的な内容等を踏まえて、県のほうとして
は、影響額等については検討してまいりたいというふ
うに考えております。
○崎山　嗣幸君　まだわからないんだ。
　終わります。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　県議会会派おきなわ、新垣清涼です。
　先月行われました県議選挙で再選をされました。こ
れからも県民が主役の、県民の生活向上を第一に県勢
発展のため、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思
います。どうぞよろしくお願いします。
　質問に入ります前に訂正をお願いします。
　(5)のイの習熟という漢字を塾に通うの塾に訂正を
お願いします。また、(1)のウ、普天間基地の閉鎖状
態を運用停止にそれぞれ訂正をお願いいたします。
　それでは、一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　翁長雄志知事は、基地を挟んで保守だ、革新だと
言って対立している場合ではない、対立しているのを
上から見て笑っている誰かがいる、だからここはお互
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いに歩み寄って、腹八分、腹六分の気概で、保守も革
新も県民が力を合わせて沖縄の基地問題を解決すると
きであるとこのような話をされていたと思います。
　昨日行われました参議院選挙、まさに県民の願い、
思いの結果ではないでしょうか。その思いを共有しな
がら、誇りある豊かな沖縄県の未来のために基地問題
解決にともに取り組んでいきたいと思います。
　辺野古の新基地問題は、前知事の公約違反によって
問題を難しくしてしまいました。県民との約束である
公約をウッチャンナギティ、県民が望まないことを進
めるのは、県民への背信行為であり、民主主義にも反
する行為です。
　(1)、基地問題について伺います。
　ア、辺野古新基地建設について伺います。
　イ、高江ヘリパッド建設について伺います。
　ウ、普天間基地の５年以内の運用停止について伺い
ます。
　エ、米軍による漁業被害について伺います。
　(2)、宜野湾市キャンプ瑞慶覧の返還跡地利用につ
いて伺います。
　それぞれの計画について進捗状況、課題など取り組
みについて伺います。
　ア、重粒子線治療施設の建設計画について伺いま
す。
　イ、琉大病院の移転計画について伺います。
　ウ、普天間高校の移転計画、要請があると思います
が、それについて伺います。
　エ、環境調査について、進捗状況などについて伺い
ます。
　(3)、地位協定の改定について。
　米軍人・軍属による事件・事故が後を絶たない沖縄
の状況があります。それは、地位協定により、米軍
人・軍属は守られ、日本の法律や警察の捜査が届かな
いからだと思います。
　先日のアメリカ大使館への抗議行動をしたとき、担
当官は地位協定で管理されている、だから地位協定は
機能しているとの見解でした。米軍を守るための地位
協定は、抜本改定が必要だと思います。
　ア、米軍人・軍属による犯罪が後を絶ちません。県
の取り組みを伺います。
　イ、環境補足協定について、その目的、機能につい
て伺います。
　ウ、普天間基地内の返還前調査問題について。
　県と宜野湾市が1999年から実施してきた普天間飛
行場内の埋蔵文化財調査が、米軍の不許可でできなく
なっているようです。その理由と対策を伺います。

　(4)、沖縄県自立経済の確立について。
　ア、アジアのダイナミズムを取り込む、その取り組
みを伺います。
　イ、地場産業の育成について伺います。
　ウ、６次産業の取り組みについて伺います。
　(5)、子育て・人材育成について。
　子供は宝、人材であるという考え方で、次代を担う
若者たちが夢と希望を持って生き、将来の沖縄県発展
のために頑張ってほしいという思いで、私たち大人が
その環境をつくり、支援をしなければと思います。
　ア、待機児童解消策について伺います。
　イ、児童生徒の習塾支援について伺います。
　ウ、青年・若者への支援について伺います。
　(6)、犬・猫殺処分ゼロを目指す取り組みについ
て。
　今期も引き続き、犬・猫の殺処分ゼロを目指し、そ
の取り組みを伺いたいと思います。
　２、我が会派の代表質問との関連について。
　瑞慶覧功議員の質問との関連で伺います。
　長寿の質、平均寿命に占める健康長寿について、
「沖縄は65歳の平均寿命は男性２位、女性１位だ
が、長生きしても障がいを持つ期間も長い。質を見る
と、高齢者の健康は深刻な状態」との新聞報道があり
ました。長寿県ナンバーワンを取り戻すためには、子
供のときから食事や生活習慣等の見直しが求められて
いると思いますが、県の取り組みを伺います。
　次に、平良昭一議員の質問との関連で伺います。
　義務教育課程での学校給食徴収費の地域差について
でありますが、県内では市町村によって地域差がある
ようです。他府県ではどうなっているのでしょうか。
国が定めた義務教育課程だから教材費と同様に食費も
無料にすべきだと考えます。全国教育長会議などで議
題に上がりませんでしょうか。議題にしてみてはどう
でしょうか。
　以上。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、辺野古新基地建設問題について
お答えいたします。
　和解成立後、国土交通大臣が行った是正の指示を不
服として、沖縄県から国地方係争処理委員会に審査申
し出を行い、同委員会からの決定が示されたところで
す。同委員会は、さきの裁判における和解勧告に引き
続き、国と県による協議で問題を解決することを求め
ております。
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　沖縄県としましては、同委員会の決定を真摯に受け
とめ、国に対し協議を求めたところであります。
　次に、北部訓練場のヘリ着陸帯移設についての御質
問にお答えいたします。
　北部訓練場の過半の返還について、県はＳＡＣＯ合
意事案を着実に実施することが、本県の基地の整理縮
小及び地元の振興につながることから、その実現を求
めているものであります。その条件とされている６カ
所のヘリ着陸帯の移設については、当該地域の自然環
境や地域住民の生活への影響をめぐってさまざまな意
見があるものと承知しております。オスプレイについ
ては、日米両政府に対して配備撤回を求めてまいりま
す。今後、地元の意見も伺いつつ、検討してまいりた
いと考えております。
　次に、５年以内の運用停止についてお答えいたしま
す。
　県が求める５年以内の運用停止とは、航空機の運用
をできれば全廃、あるいはゼロに近い状態に減らし、
航空機の飛行がとまった状態であります。
　県としては、今月中の開催に向け調整している普天
間飛行場負担軽減推進会議の中で、普天間飛行場の早
期返還及び危険性の除去を強く求めてまいりたいと考
えております。
　次に、米軍人・軍属等の犯罪の再発防止についてお
答えいたします。
　県としては、一義的には、日米両政府の責任におい
て、再発防止策を策定するべきであると考えておりま
す。しかしながら、日米両政府に全てを任せるのでは
なく、ことし４月に開催された事件・事故防止のため
の協力ワーキング・チーム会議において、県も主体的
に米軍と話し合う機会をつくり、より実効性のある再
発防止策について議論していきたいと求めたところで
あり、米軍側からも応ずる旨の回答を得ております。
現在、米軍側に資料を求めるなど会議の場の設定を調
整しているところです。
　日米地位協定の改定につきましては、今後とも軍転
協や渉外知事会とも連携し、あらゆる機会を通じ、日
米両政府に粘り強く求めていきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、米軍による漁業被害についてお
答えいたします。
　米軍艦船による疑いが持たれるマグロはえ縄漁具の

切断被害は、平成26年に９隻、平成27年に２隻の県
内漁船で発生しております。また、ことし６月にも県
内漁船４隻が被害を受けた模様であり、現在、沖縄県
漁連及び被害漁船の所属団体が、船長からの聞き取り
など情報収集に努めているところであります。平成
26年５月から６月の間に発生したマグロはえ縄漁具
の切断に伴う漁具損失額は、９隻で約452万円、休業
損失額は、38日分約712万円、合計で約1164万円と
聞いております。沖縄県漁連は、被害に遭った９隻分
の状況証拠等資料を取りまとめ、平成26年10月に米
海軍に請求を行っております。これに対し、ことし３
月に米軍艦船を運航する海運会社から、請求した漁
具損失額に対する８割相当、約362万円の賠償が提示
されたところであります。海運会社が艦船の関与を否
定する一方、賠償金を提示した理由については不明で
すが、沖縄県漁連は海運会社に対し、ことし５月に艦
船の関与があったことは事実であることを主張し、再
度、休業補償を含めた全額の請求を行ったところであ
ります。現時点で結論は出ておりませんが、県としま
しては、賠償が確実に行われるよう漁業関係団体を支
援してまいりたいと思います。
　次に、６次産業化の取り組みについてお答えいたし
ます。
　農山漁村に存在する地域資源を活用した６次産業化
の取り組みは、農林漁業者の所得の向上や農山漁村の
活性化を図る上で重要であると考えております。その
ため、県では、農林水産省の交付金を活用した６次産
業化支援事業やソフト交付金を活用したおきなわ型６
次産業化総合支援事業により、１、相談窓口となる沖
縄県６次産業化サポートセンターの設置や、加工・
マーケティング等の専門家の派遣による個別支援、
２、商品開発、販路開拓及び加工販売施設等の整備に
関する補助、３、個別研修による商品開発への助言指
導などの支援を行っております。
　県としましては、今後とも、農山漁村の活性化を図
るため、６次産業化の取り組みを推進してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　それでは、知事の政治姿
勢についての御質問の中の、重粒子線治療施設につい
てお答えいたします。
　重粒子線治療施設については、昨年度末の検討委員
会報告書において、県内患者に加え、県外や海外の治
療ニーズに積極的に対応し、その集患を図ることがで
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きれば、県民の治療費負担軽減を含めた安定的な施設
運営が可能となることが示されております。さらに、
安定的な施設運営の前提条件として、放射線治療人材
の充実、外国人患者の受け入れ体制の構築といった課
題が示され、これらに留意し、引き続き慎重な調査検
討が必要との見解が示されております。
　県としましては、これらの課題を踏まえ、引き続き
慎重に検討していきたいと考えております。
　続きまして、琉大病院の移転計画についてお答えい
たします。
　琉球大学におきましては、琉大医学部及び同附属病
院の西普天間住宅地区跡地への移設に向けて、平成
28年３月に移転整備基本構想を策定しており、今年
度中に基本計画を策定し、平成36年度末を目途に移
設を完了する予定としております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　知事の政治姿勢についての
御質問の中で、普天間高校の移設についてお答えいた
します。
　普天間高校につきましては、同校の同窓会、宜野湾
市などから移設の要請がありますが、移設に当たって
は、用地取得、校舎建設費等の財源確保や財産処分等
の課題があり、国との調整が必要であります。
　県教育委員会としましては、国からの特別な財源措
置が図られるのであれば、同校の良質な教育環境の整
備に努めていきたいと考えており、引き続き関係機関
と連携してまいります。
　次に、同じく政治姿勢についての御質問の中で、普
天間飛行場の返還前調査についての御質問にお答えい
たします。
　普天間飛行場の文化財調査につきましては、これま
で県教育委員会と宜野湾市教育委員会が、文化財の所
在を把握するために調査を実施してきたものでありま
す。平成27年３月に米軍へ立入許可を申請していま
したが、11月に米軍から今後は環境補足協定に基づ
いた手続を行うことになったとの連絡があり、調査が
できない状況が続いているところであります。
　県教育委員会としましては、今後、関係機関と立入
調査の早期再開に向けた調整を進めていきたいと考え
ております。
　次に、会派代表質問の関連で、給食費無償化と補助
事例についての御質問にお答えいたします。
　学校給食法第11条第２項によりますと、食材費等
は保護者が負担することとなっております。こうした

中、県内において23の市町村が給食費の全額または
一部助成を行っております。また、経済的に困窮して
いる児童生徒の学校給食費につきましては、生活保護
や就学援助による支援が行われております。
　学校給食費の他県での補助につきましては、平成
27年９月に県教育委員会が各都道府県に調査したと
ころ、都道府県が市町村に対し助成を行っているとこ
ろはございませんでした。なお、国に制度として無償
化を求めることについては、他県等の動向を注視して
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　知事の政治姿勢について
の御質問の中の、西普天間住宅地区の環境調査につい
てお答えします。
　西普天間住宅地区については、沖縄防衛局において
返還実施計画に基づき、土壌汚染、廃棄物、不発弾、
建屋のアスベスト、ＰＣＢ含有機器の有無に関して調
査を実施し、汚染等が確認された場合は、除去などの
対策を実施しております。沖縄防衛局からの届け出に
よれば、建物149棟中145棟から非飛散性アスベスト
を含有する建材が確認されており、現在、除去作業を
行っているところであります。また、ＰＣＢを含む変
圧器やＰＣＢ含有不明の安定器が確認されており、Ｐ
ＣＢ特措法等に基づき適正に処分するとしています。
土壌汚染概況調査については、調査地点563カ所中４
カ所でジクロロメタンが確認され、また、鉛が５地
点、ヒ素が２地点で基準値を超えており、今年度、沖
縄防衛局が詳細調査を実施するとしています。これら
の調査結果等は、沖縄防衛局のホームページに公表す
るとともに、アスベスト除去対策については、近隣住
民へのチラシの配布や宜野湾市の広報誌へ掲載してお
ります。
　県としては、跡地利用協議会等において、周辺関係
者への事前説明等、地元の不安や誤解を招かないよう
沖縄防衛局に要望しているところであります。
　続きまして、環境補足協定についてお答えします。
　日米地位協定には環境条項がなかったことから、環
境面で地位協定を補足する国際約束として、平成27
年９月に環境補足協定が締結されました。環境補足協
定の主な内容としては、１、日米両政府は、公共の安
全に影響を及ぼすおそれのある事態に関する情報を共
有する。２、米国は、日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）
を発出し維持する。３、日本の関係当局の立入手続を
作成・維持することとなっております。基地への立ち
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入りについては、別途日米合同委員会において、環境
事故時及び返還前の立入手続が合意されております。
環境事故時の立入手続については、米国側からの通報
を受け、日本側が現地視察の申請を行った際、米国側
は「全ての妥当な考慮を払う」とともに、実行可能な
限り速やかに回答することになっております。また、
返還前の立入手続については、返還日が合同委員会に
おいて設定されている場合は、返還日の150労働日前
を超えない範囲で、調査のための立ち入りは通常認め
られることになっております。一方、返還日が設定さ
れていない場合は、日米間で別途合意すれば立ち入り
が可能であるとされております。
　続きまして、犬・猫殺処分ゼロを目指す取り組みに
ついてお答えします。
　本県では、犬・猫の殺処分数を最終的にゼロにする
ことを目標に掲げた沖縄県動物愛護管理推進計画に基
づき、殺処分数の削減に取り組んでおり、その数は、
平成20年度の約１万頭から平成27年度の速報値で約
3300頭へと大幅に減少しております。さらなる殺処
分数の削減に当たっては、犬・猫の引き取り数を減ら
すとともに、新たな飼い主への譲渡率を向上させるこ
とが大きな課題と考えております。このため、県で
は、終生飼養・適正飼養に関する普及啓発等を引き続
き行うとともに、今年度から、児童福祉施設と連携し
て譲渡対象の成犬のしつけを行い、児童の精神面での
成長を図りつつ、譲渡率を上げるための取り組みに着
手します。
　県としましては、これらの取り組みを踏まえなが
ら、計画の改定を前倒しし、新たな数値目標を設定す
るなど、殺処分ゼロの早期達成を目指してまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　それでは、知事の
政治姿勢についての、アジアのダイナミズムを取り込
む取り組みについてにお答えします。
　沖縄県では、アジア経済戦略構想を策定し、アジア
の巨大なマーケットの中心に位置する地理的優位性を
生かし、成長著しいアジアの活力を取り込むことで、
本県の自立型経済の構築を目指しております。このた
め、具体的な取り組みとして、１、アジアをつなぐ
シー・アンド・エアの物流拠点施設の整備や、２、大
型ＭＩＣＥ施設と大型クルーズ受け入れ施設の整備、
３、増大するアジアの航空需要を取り込む、航空機整
備拠点の構築と航空関連産業の集積などを推進してお

ります。県では、スピード感とスケール感を持って、
アジアのダイナミズムと呼ばれる、著しく成長するア
ジアの経済発展の高まりと拡大を取り込んでいきたい
と考えております。
　次に、地場産業の育成についてにお答えします。
　沖縄県では、県産品奨励運動や産業まつり、優良県
産品推奨制度等により、製品の品質向上や需要拡大に
取り組むとともに、泡盛や工芸品、かりゆしウエア、
健康食品等について、新たな製品開発やブランド化の
推進等に努めているところであります。また、アジア
経済戦略構想においては、地場産業・地域基盤産業を
産業成長戦略として位置づけております。
　今後は、これまでの取り組みに加えて、県内事業者
の海外展開を促進し、地場産業のさらなる成長につな
げてまいりたいと考えております。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　知事の政治姿
勢についての御質問の中の、待機児童解消策にお答え
いたします。
　県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき、
約１万8000人の保育の量を拡大し、待機児童を解消
することとしております。昨年度中における定員増数
実績としましては、約4400人としたところであり、
今年度は約8700人分の整備を行うこととしておりま
す。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、平成
29年度末までの待機児童の解消に向け取り組んでま
いります。
　次に、児童生徒の学習塾等についてお答えいたしま
す。
　県においては、平成23年度から、低所得世帯の小
中学生を対象とする学習支援を開始しており、今年
度、新たに３町村を加え、県内８町村で実施すること
となっております。また、市事業では、今年度新たに
１市が事業を開始し、県内全ての11市において実施
しております。さらに、低所得世帯の高校生を対象と
する無料塾については、県内２カ所に設置した教室に
おいて実施しております。
　県としては、これらの学習支援は、貧困の連鎖を防
止する上で効果的な取り組みであると認識しており、
今後とも市町村等と連携を図り、事業の拡充に努めて
まいります。
　次に、若者への支援についてお答えします。
　沖縄県の若者の現状は、全国と比較し、経済的な困
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窮や高校生の中退率が高いことなど厳しい状況にあ
り、若者が抱える問題に応じ、適切な支援ができる体
制を整備する必要があると考えております。こうした
状況を踏まえ、平成26年10月に子ども若者みらい相
談プラザｓｏｒａｅを開所し、社会生活を円滑に営む
上で困難を有する子ども・若者から、不登校等の相談
に応じております。また、本年３月に策定した沖縄県
子どもの貧困対策計画において、高校生期、支援を必
要とする若者等に対する教育、生活等の支援策を盛り
込み、関係機関と連携し各種施策を推進しておりま
す。
　県としましては、引き続き、本県における若者の課
題解決に資する効果的な取り組みを推進してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　会派代表質問の関連
質問の中の、健康長寿の復活に向けた取り組みについ
てお答えします。
　健康長寿おきなわの復活に向けては、特定健診・が
ん検診の受診率向上、肥満の改善、適正飲酒の推進に
取り組む必要があると考えております。このため、沖
縄県は、健康づくりの実践を促すためのテレビ、ラジ
オ等での広報の実施、子供のころからの健康的な生活
習慣の定着を図るための副読本の作成及び市町村の課
題を踏まえた健康づくりモデル事業に対する助成を
行っております。その他、沖縄県における飲酒行動の
実態調査や、健康づくりを行う企業に対する助成など
の諸施策を実施しております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
○新垣　清涼君　基地問題についての中で、高江ヘリ
パッド建設についてですけれども、けさ、ゲート前に
機動隊が入ったという情報が入っていますけれども、
どういうことでしょうか。状況を把握していらっしゃ
るのでしたら、お答え願います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　我々もけさ、そういった情報を受けまして、沖縄防
衛局のほうに確認をしたところです。その結果、本日
６時から北部訓練場のメーンゲート、車両等で封鎖さ
れているところと別のメーンゲートの中に、ここはも
う米軍等が今自由に出入りできるようですが、そこの
中に資機材を一時搬入したと。今回は、本日予定して
いるのはもう搬入済みだということのようでございま

す。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
○新垣　清涼君　政府は、何としても沖縄に基地を押
しつけ続けようとしていること、これは私たち県民は
納得できません。山の奥にあるヘリパッドをわざわざ
住民地域の近くに移して、住民への被害を与えてい
る。こういう県民の生活を壊すことは許されません。
ぜひこれはこれからも県政挙げて、またヘリパッド建
設、私を含めてでありますが、阻止への取り組みをし
たいと思っています。
　それから次に、キャンプ瑞慶覽の環境調査ですけれ
ども、防衛局、いろいろやっているという説明はされ
ています。だけど、やはり沖縄市のサッカー場の問題
もありますし、それから最近では米軍による広報とし
て基地のパーセントの問題もありますね。そごが出て
います。そういう意味では、やはり県民の立場で県の
ほうで防衛局が行っている除去作業についてもちゃん
と適正に行われているのかどうか、報告を受けるだけ
ではなくて、ぜひ確認をしてさらにまた指導が必要で
あればそういう指導もしていただきたいと思います
が、どうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　先ほど答弁でも建屋のア
スベストの件で工事に入ったということがございます
ので、３月下旬にも保健所、それから当方も赴きまし
て確認等を行っております。
　今後とも工事の進捗状況に合わせて、関係者ととも
に確認のために立入調査等は行っていきたいというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
○新垣　清涼君　次に、普天間基地内の返還前の調査
なんですが、これまでは米軍との調整によって埋蔵文
化財の調査については行われていたわけですね。今、
環境補足協定についても返還日が決まっている場合、
基地と施設と、それから決まっていない場合の取り組
みがあると思うんです。そういう意味では、まだ普天
間基地については返還日が決まっていない。ならば、
これまでと同じようにやはりそういう調査、文化財の
調査ですからぜひさせてほしいと思いますので、もっ
と丁寧に説明して取り組みをしていただきたいと思い
ます。
　答弁ありましたら、お願いします。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　普天間基地については、返
還日が定まっているわけではございませんで、これま
では米軍側の配慮というか、そういった形で行って
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まいりましたけれども、今回の11月の米軍の回答で
は、今後は環境補足協定に基づき行うことになったと
いう回答だけでありますので、私どもとしても引き続
き早期立ち入りについて関係部署とも連携しながら対
応はちょっと考えてまいりたいと。協定に基づいて
やるのか、それとも別の方法でやるのか、その辺は
ちょっと連携をしながらやってまいりたいと思いま
す。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
○新垣　清涼君　米軍は常々、よき隣人という発表を
していますので、ぜひその辺も含めて無駄な争いをす
る必要はありませんので、やはりそういうところはき
ちんとまた丁寧に説明して取り組みをしていただきた
いと思います。
　終わります。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　一般質問を行います。
　１番、知事の政治姿勢、(1)、辺野古新基地建設問
題の現状と対策を伺う。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　辺野古新基地建設問
題、今現在の状況ですが、国と県、それぞれ訴訟を出
したわけですが、和解の状態で工事は中止している状
況です。是正指示について、県から不服として国地方
係争処理委員会に審査申し出を行いまして、委員会か
らの決定が示されているという状況です。同委員会か
らは、さきの裁判における和解勧告に引き続いて、国
と県による協議で問題を解決することを求めていま
す。
　沖縄県としましては、同委員会の決定を真摯に受け
とめまして、国に対して協議を求めているところでご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　知事は、きのうの参議院沖縄選挙区
の結果を受けて、県民が改めて普天間飛行場の辺野古
移設に反対するというふうに判断したという認識をし
ているかどうか、見解をお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　赤嶺昇議員の御質問にお答え
いたします。
　私も県知事選挙、保革を乗り越えてと、イデオロ
ギーよりアイデンティティーと、そういったような形
で沖縄県の地方自治、自己決定権、そういったような
ものの中から、基地問題に対処していくということで
当選もいたしました。そして、新辺野古基地は絶対に
つくらせないということを県政の柱として、今日まで

来たわけですが、その中で知事選挙も衆議院選挙も、
そして県議会議員選挙もという形で民意がしっかりと
示されてまいりました。今回の参議院選挙で、これも
票差から含めてしっかりと民意が示されたわけであり
ますから、これが一つのこの一連の流れの中での、あ
る意味で総決算と。その意味からすると、県民の民意
をしっかりと踏まえた上で、これからのまた政治的な
意味合いもあるのではないかと、このように考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　県知事選挙も、またきのうの参議院
選挙も10万票差という本当に県民の意思が明確に出
ている選挙だと思います。伊波洋一候補は、明確に辺
野古反対を訴えてこの選挙戦を戦ってまいりました。
よく知事がおっしゃっているように、民主国家とし
て、この選挙の結果をやはり日本政府がしっかりと受
けとめるべきだと私は考えております。
　きのうの参議院選挙の結果が辺野古新基地にどのよ
うな影響を与えるというふうに考えているかお聞かせ
ください。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今裁判等の流れは、
先ほど私が答弁したとおりなんですが、参議院選挙を
受けての今後の影響ということでございますが、先ほ
ど知事からもありましたけれども、政治的なといいま
しょうか、県民の民意は明確に示されたものと思って
おります。ただ一方で、今国においてはまた、是正の
指示は来ているというような状況の流れの中で、県は
一方でまた引き続きの協議を求めているわけですが、
22日以降、国においては、不作為の違法確認訴訟が
提起される可能性はございます。そういったことも
我々県としては対応をしなければならないわけです
が、県はしっかりこういった参議院選挙の結果も踏ま
えて、国に対してしっかり協議を求めて、可能な限り
国においては、不作為の違法確認訴訟という手段によ
ることなく、県との協議を進めていっていただければ
というふうに考えているところでございます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　引き続きの協議ということですの
で、今回――２年前の県知事選挙、それから今回の参
議院選挙、県民の意思は変わらないわけです。ですか
ら、その協議に際して、日本政府に対して、知事は、
改めてきのうの結果の重みを、やはり民主国家として
その一番のトップリーダーである安倍総理に対して明
確に訴えるべきだと思っています。
　もう一つは米国、アメリカ側に対しても、アメリカ
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も民主国家ですので、そういう民意をやっぱり受ける
べきだということを改めて明確に訴えるべきだと思い
ますが、知事いかがですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　戦後の日本の政治の中でもそ
うですけれども、これだけ一都道府県の民意が、これ
だけの選挙で示されたものを強引に推し進めるという
ようなことはなかったかと思います。ですから、今回
こういう形でまた民意が示されても、なおかつ似たよ
うな形で物事が進むということは、これは日本国憲法
の中の地方自治の問題、あるいは民主主義の問題、こ
ういったような問題の中で、沖縄という位置づけとい
うものをどのように考えておられるのか。やはり日本
国憲法の上に日米安保体制があって、日本の安全保障
体制がある中では、国の専管事項として、都道府県は
一切物を言うなというようなことをおっしゃっている
のか。この辺はやはりこれからしっかりと政府側に見
解を求めていかなければならないなとこのように思っ
ております。そういう流れの中で、いろいろ各都道府
県抱えている問題もありますから、そういったような
こと等を含めて、日本国全体で日本の民主主義という
意味で、地方自治体と国のあり方というようなものが
今の憲法上の中において、どのように位置づけされて
いるのかというようなことを改めて議論ができれば、
多くの方々が御理解をいただけるというような部分も
あるのではないかなと思っています。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　日米両政府に訴えていくとともに、
今回のこの――今知事おっしゃったように、地方自治
が問われている問題だと思っております。これは沖縄
の問題だけじゃないと思います。要するに、他府県で
もそういう民意が出たものに対して、今物を言うな
と、要するに政府が全部決めていくんだということに
なってくると、地方自治の根幹が問われてくる問題だ
と思っております。
　そのことを考えると、知事は、また知事会に対して
も、この民意とは何だと、地方自治とは何だというこ
とを知事会でも訴えていくべきだと思いますが、知事
いかがですか。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　昨年来、知事会に沖縄の基地
問題を初めとして、そういったものを聞いていただけ
るような――まだ委員会なのか研究会なのかわかりま
せんけれども、今水面下でいろいろ相談をさせても
らっております。ですから、今月中には、全国知事会
で話ができるような状況があるのかなというふうには

思っております。
　昨年来のいろんな形で、例えば福島県から来られた
方々と議論をしたときに、やはり地方自治というもの
は、私が例えば不発弾の問題でもう20年以上も前に
なりますけれども、当時の防衛庁に要請に行きました
ときに、いつまで不発弾の話をするんだと、戦争の話
をするんだということで言われました。ですから、あ
のころの30代の人ですので、その前の沖縄の戦後の
歴史とか日本の歴史とかというのは、もう御理解い
ただいていない、風化してしまうんです、10年20年
たって。ですから、福島の方に申し上げたのは、今
は大震災もそうですけれども、原発の問題もみんな
が心を痛めて頑張っているけれども、20年後くらい
になりますと、いつまで原発の話をするんだというよ
うな話が起きてしまったときの地方自治体の連帯とい
いますか、ほかの地方自治体がほかの地方自治体を支
えて、そして国のあるべき姿というものを議論してい
く。こういったものがこれからも予測されますよとい
う話をしましたら、大変御理解をいただいて、そう
いったような形で、その後議論しているのを聞いてお
ります。
　ですから、全国知事会でもそういうような話をし
て、これは沖縄の問題にとどまらず、全国の都道府県
の地方自治、民主主義の問題なんだということを改め
て知事会で話をさせていただきたいなと思っておりま
す。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ぜひとも頑張っていただきたいと思
います。
　続いて２番、(2)、米軍人・軍属事件に対する知事
の姿勢を伺う。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　県としましては、一義的にはそういった事件・事故
の対応等は日米両政府の責任において再発防止策を策
定すべきだと思います。ただしかしながら、日米両政
府に全てを任せるのではなく、ことし４月に開催され
ました事件・事故防止のための協力ワーキングチーム
会議におきまして、県も主体的に米軍と話し合う機会
をつくり、より実効性のある再発防止策について議論
していきたいと求めました。その結果、米軍側からも
応ずる旨の回答を得ております。現在、米軍側に資料
を求めるなど、会議の場の設定を調整しているところ
であります。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　担当の安慶田副知事にちょっとお聞
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きしますが、今回の事件を受けて、日本政府が示して
いる対応策で事件は減ると思いますか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　赤嶺議員の質問にお答え
いたします。
　正直申し上げまして、ほとんど今まで取り組まれて
いなかったわけですから、日米両政府によって取り組
んでもらっていますし、また、米軍におかれまして
も、いずれにしても今までなかったことについて、軍
属の範囲を見直していくと、そして政府におかれて
は、パトロール隊をつくっていくという意味では、や
はりこれまで沖縄県で対処されていなかったという意
味では、一歩前進があったと思っております。しか
し、これをよく見てみますと、事件・事故が発生する
には、ほとんど深夜になっているんですね、深夜に。
そうすると、午後７時から10時ぐらいまでにパト
ロールを強化しているとおっしゃっているんですけれ
ども、その点についても実効性のあるものに私たちは
お願いしていきたいなというふうに考えております。
　また軍人・軍属の見方についても、範囲についてま
ではっきりどうだと言っておりませんが、ただそれも
さることながら、一番大切なものは、教育の問題だと
思いまして、この沖縄というものの見方、沖縄はどう
いうものかというその教育の教科書が大変残念なこと
ながら事実と歪曲したようなものであっただけに、こ
れについてもこの間行って申し出をして、ぜひ改訂す
るときには沖縄県の意向も聞いていただきたいという
ことについては、この間の日米協議の中でもそれは認
められたことだと思っておりますので、その辺の方向
性を強く求めていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　米軍人・軍属のいろいろ事件・事故
が起きた場合に、警察が何か問題が起きて、対応した
場合も含めて、この身分証というのは、証明するとい
うものは常に携帯しているものなのかをお聞かせくだ
さい。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　日米地位協定の第９条に、日本国にある間、米軍人
は身分証明書を、軍属・家族は合衆国の当局が発給し
た適当な文書――パスポートなど、それを携帯しなけ
ればならないというふうに規定されてございます。
　実は去る６月19日に、夜中ですが２時４分ごろ、
沖縄市において警察官が旅券等身分証明書の提示を求
めたのにこれを拒否した軍属が出入国管理及び難民認
定法違反で逮捕されたという事案がございます。基本

的には、地位協定で軍人は身分証明書、家族はパス
ポートの携帯が義務づけられているということです。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　実際、県警本部長にお聞きしたいん
ですけれども、こういう身分証を持っていないとい
う事例というのは、100％皆さん持っているものなの
か、その辺の実態というのは把握されていますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時32分休憩
　　　午前11時34分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（池田克史君）　お答えいたします。
　手元に正確な統計はございません。ただ、今知事公
室長からありましたとおり、基本的に身分証を持たな
ければいけないことになっているわけですが、他方
で、先ほどありましたとおり、提示を拒否したりとか
持っていない場合も絶対ないというわけではありませ
んので、こちらが例えば職務質問したり検問したとき
に、100％持っているわけではないと思いますが、た
だそこの部分の率などについてはちょっと今手元に数
値はございません。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　本部長、ぜひ、もう携帯することに
なっているという答弁ですので、常に身分を提示でき
るように徹底をまずお願いしたいというふうに、まず
この点から答弁をお願いできますか。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。
○警察本部長（池田克史君）　身分証明書の保持の徹
底につきましては、当然警察だけではなくて、知事部
局などとも協力して、米軍に申し入れを行っていくべ
きだと思います。他方で、こちらが今でもやっており
ますが、さまざまな検問とか職務質問で身分証明書を
求めるというのは、何といいましょうか、彼らが持つ
ためのインセンティブになるとは思っておりますが、
いずれにしても、警察のみならず、関係部局と協力し
て求めていくものだと思っております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　知事部局とも相談して、それぜひと
も徹底してもらって、身分を常に明らかにするという
ことはとても大事なことだと思っております。結果、
これが抑止力にもなると思っていますので、連携をし
ていただきたい。
　それから、これまでいわゆる身分証を持っている率
とかも含めて、しっかりと調査をして、改めてまと
まった時点で議長の許可を得て、議会にも報告をお願
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いしたいなと思います。
　続いて、沖縄本島と宮古・八重山のガソリンの価格
格差の取り組み状況についてお伺いします。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
　これまで、石油製品輸送等補助事業を県として実施
してきました。石油製品の流通に要する離島特有の経
費について補助している事業でありますが、依然とし
て宮古・八重山地域を中心に価格差が生じている状況
にあります。これを踏まえまして、平成28年１月に
離島で給油所を経営している全ての事業者（48事業
者）を対象として、小売価格差発生要因についてのア
ンケートを実施したところであります。その結果、宮
古島・石垣島の事業者では、「周辺競合給油所の販
売価格と同値にする」との回答が80％、「経営実態
上、現在の価格差は妥当」が67％となりました。ま
たそのほかにも、自由意見として、「離島の場合は
メンテナンス等の諸経費が本島と比較して大幅にか
かる」、あるいは「離島はさまざまな経費負担があ
る」等の意見もありました。なお、平成24年度に実
施した石油製品販売事業者の経営実態調査では、本島
の給油所と比較して、１リットル当たりの人件費が本
島3.6円に対し、宮古島11.0円、石垣島13.5円と大き
くなっております。さらに、事務手数料や消耗品費を
含む１リットル当たりの、いわゆる販管費等が本島は
3.7円に対して宮古島5.5円、石垣島10.5円と大きく
なっております。これらのことから、宮古島・石垣島
は、沖縄本島と異なる競争環境や経営構造を有してい
るものと思われます。
　県としましては、本事業の趣旨を踏まえまして、関
係団体等と今後も意見交換を含む調査検討を引き続き
進めて、全ての事業者に対して、この事業の目的につ
いて理解を求めてまいりたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　改めてお聞きしますが、県は年間に
幾らの補助をしているのか、これまでの補助の総額を
教えてください。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時38分休憩
　　　午前11時39分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　最近ですと、年に約10
億近い補助をしております。そして、昭和47年度か
ら平成26年度までの累計で申し上げますと、287億
円の補助をしております。

○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　この離島の48業者ということの聞
き取り調査とかされているんですけれども、もともと
この本島から入れている業者があるわけです。だか
ら、その離島の皆さんは離島の皆さんでいろいろ課題
もあるかもしれませんけれども、もとが高い場合に、
輸送コストの補助になっているので、この際だから、
これ３回ぐらい質問させていただいているんですけれ
ども、県内のほかの石油を卸す会社とも意見交換をぜ
ひやっていただきたいと思います。離島の業者でなく
て、むしろ本島から送る場合のほかの業者は、皆さん
は毎年10億円の補助をもらって、それに落とした単
価で入れて、そうすると本島と同じ価格で対応できる
かどうかというのを調査かけたらいかがですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　これも平成24年度の経
営実態調査の中で明らかになっていることであります
が、レギュラーガソリンの販売価格が本土と比較して
割高な理由として、仕入れ高が高いとか粗利が多いと
いう２点が指摘されてはおります。まず、仕入れ価
格、離島での、宮古・石垣での小売業者の仕入れ価
格、それを見てみますと１リットル当たり1.5円から
4.9円高くなっております。この要因としましては、
宮古・石垣における、その離島における送油所の運営
費等が考えられます。1.5円から4.9円ということで仕
入れ価格が高くなっているということでありますが、
ほかのそういうタンク使用、いわゆる先島には一旦た
めないといけませんので、そういったものを国内の貯
蔵タンク利用の価格等と比較をしますと、決して高く
はない、妥当な価格だと考えられております。した
がって、分析的にはその後の小売価格、そこに構造的
に問題があるのではないかということを今考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　私もいろいろほかの業者にも聞いて
いるんですけれども、競争の原理が働いていないん
じゃないかなと思っていますので、他の業者も含め
て、皆さんだったらできるかということを含めて、民
間ですので競争をしていただいて、結果的に宮古・八
重山の住民の皆さん、さらに離島もあるので、このガ
ソリンだけの値段じゃなくて、生活いろんなものに影
響してまいります。決まった業者ありきではなくて、
他の業者も含めてしっかりとヒアリングもしていただ
いて、こういう年間10億も補助をしながら、相変わ
らず高いというのは、これ当たり前という話ではなく
て、明確に本島と同じ価格に設定していくという努力
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を他の民間業者とのやりとりの中で、本当に知恵を
絞ってそれができないのかどうか、どうしてもだめと
いうケースもあるかもしれませんけれども、私が聞い
ているところだと頑張ればできるという声もあります
ので、そのあたりはいかがですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　先ほども御説明しました
ように、仕入れ価格の部分の離島から出ていく価格に
ついては、1.5円から4.9円と妥当でありますが、その
後の中で大きく違うのは、粗利の部分で離島のほう
が13.9円から20.8円。そしてその内訳としまして、
人件費が7.4から9.9。あるいは減価償却が1.6から1.8
と。それから、その他の販管費が1.8から6.8と。そし
てそれプラス営業利益が1.8から2.3という形の調査結
果が出ております。これが本島と比較しまして割高だ
という状況が見えておりますので、そこら辺が何に起
因するのか含めて、さらに調査を進めながら、できる
だけ離島のガソリンあるいはそういう燃料等の価格が
妥当な価格にいくように努めてまいりたいと思ってお
ります。
○赤嶺　　昇君　ちょっと休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時44分休憩
　　　午前11時44分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　今まで同業他社のヒアリ
ング等はしたことがありませんので、参考になるかと
思いますのでやってみたいと思います。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　いろんな工夫をすればできるんじゃ
ないかという意見もありますので、同業他社の皆さん
とも、そういう意見交換をしっかりとやっていただき
たいと思います。
　続いて、(4)、重粒子線施設設置について知事の方
針を伺います。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
　重粒子線治療施設については、昨年度末の検討委員
会報告書におきまして、県内患者に加え、県外や海外
の治療ニーズに積極的に対応し、その集患を図ること
ができれば、県民の治療費負担軽減を含めた安定的な
施設運営が可能となることが示されております。さら
に、安定的な施設運営の前提条件として、放射線治療
人材の充実、それから外国人患者の受け入れ体制の構
築といった課題が示されております。報告書では、こ

れらに留意して、引き続き慎重な調査検討が必要との
見解が示されておりますので、県としましても、これ
らの課題を踏まえまして引き続き慎重に検討していき
たいと考えております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　結論はいつ出す予定ですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　先ほど申し上げました県
外、海外の集患を図ることができればという、ある意
味前提条件のようなものがついております。これがい
つ再度調査できるかどうかを含めまして、ただ前提条
件として、また琉大の移転とも絡めまして、治療開
始を平成37年というようなことでやっておりますの
で、その後、そういうものを見きわめながら決めてい
きたいと思っております。今すぐいつということは
言えませんが、この37年をにらみますと、技術の進
歩、あるいは海外においてもそういう施設の導入も図
られる可能性もありますので、その海外からの集患の
見通しがつかなければ、これはなかなか難しいプロ
ジェクトになると思いますので、それをにらみながら
数年はかかるのかなと思っております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　今の答弁は、この平成37年までは
結論は出さないで様子を見るということで理解してい
いんですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　始めるとしても平成37
年を目途にしておりますので、それから建設準備等、
そろそろそれらをトータルと踏まえて、それにどれぐ
らいかかるかを見ながら、それまでには結論を出すと
いうことです。例えばですけれども、設備あるいは建
設に３年から４年必要だとしますと、あと９年後が目
途ですから、あと三、四年はあるというふうに認識し
てよろしいかと思います。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　そうすると、平成37年開始で、逆
算して、もうつくるとなると施設もそれに向けた形で
考慮してつくっていかないといけないので、今部長が
言っているようにあと三、四年ぐらいはまだ様子を見
る猶予があるというふうに理解していいんですか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　その37年をにらんでそ
のころのがん治療の技術開発の動向もありますし、あ
るいは海外における、あるいは国内におけるこの重粒
子線治療の導入等も考えられますので、果たして集患
可能な、患者としての市場になるかということも踏ま
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えまして慎重に検討しなければいけないと思っており
ます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　改めてお伺いしますが、この重粒子
線施設の運用費については、これは県が補塡するとい
うことはないと断言できますか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　今申し上げましたよう
に、県外、国外からの集患を前提としておりますの
で、それが本当にできるかどうかというのを、本当に
慎重に見きわめた上でじゃないとこれできないという
ことを今考えておりますので、やるという段階で赤字
になったからというものに対しては、今のところ答弁
できないと考えております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　これ当然ながら利益を出すという前
提で皆さんやりますので、県民に負担が結局――ない
よりあったほうがいいと思いますけれども、大きな負
担が県民の血税でやられたときに非常に大きな、僕ら
県立病院も６つ抱えている中において、ただでさえ今
県立病院の高額機器、これを購入するのにも非常に苦
しい状況にありながら、本来あるべき県立病院の医療
機器、しっかりと整備してもらいたいという中におい
て、そこを一番懸念しているんです。ですから、そこ
をしっかりと、あと三、四年あるということをおっ
しゃっておりますが、くれぐれも県の予算から出すと
いうことだけはないということを――今はすぐ言えな
いかもしれないんですけれども、私は明確にそれは県
民に約束をするべきだと思います。これはまた改めて
お聞きしていきます。
　(4)、学校エアコンの一部補助打ち切りに対しての
知事の対応策を伺う。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　学校のエアコンへの補助に
つきましては、今回、防衛施設周辺防音事業補助金交
付要綱が改正されたということで、空調維持費補助金
の一部が補助対象外となるということがございまし
た。そういうことで、教育委員会としましては、５月
12日に沖縄防衛局長に対して、補助の継続について
申し入れを行っております。また、５月25日には関
係市町村教育委員会担当課長会議を開催いたしまし
て、課題共有を図りながら、今後の連携協力を確認し
ているところでございます。
　今後は、市町村とも連携を図りまして、国に補助金
の継続を求めていく考えでございます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。

○赤嶺　　昇君　市町村によっては、非常に財政が厳
しい中において、これが本当に打ち切りになった場合
に、実際に来年度から対象校でクーラーが活用できな
いということもあり得るのかお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　今回の補助要綱の改正は、
28年度以降に機器の整備、実施設計等を行ったもの
から、この騒音の等級が３級、４級の学校について順
次対象外となっていくというものでございます。それ
につきまして、補助金の対象から仮に外れていくとい
うことになれば、空調機をとめるということじゃなく
ても、それぞれの団体の一般財源等で対応していくこ
とが想定されますので、そうすると教育費予算に対す
るほかの予算に対するしわ寄せといいますか、教育へ
の影響が懸念されるところでございます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ぜひ市町村としっかりと連携をし
て、子供たちの学習環境を守っていただきたいと思い
ます。
　(5)、県内企業、下請企業優先発注、県産品優先活
用の取り組みを伺う。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　県内企業の下請企
業の優先発注及び県産品優先活用の取り組みについて
ですが、沖縄県では、県内企業の育成強化を図るた
め、県内企業への優先発注及び県産品の優先使用基本
方針を策定し、産業まつりや県産品奨励月間の実施に
よる意識の啓発、分離・分割発注等による県内企業の
受注機会の確保、国や市町村等に対する県内企業の優
先発注や県産品優先使用の要請、建設業者等に対しま
して、下請けの県内企業優先発注や県産建設資材の優
先使用の要請など、さまざまな取り組みを行っており
ます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　以前にもちょっと指摘させていただ
きましたが、県は県内企業と下請企業の優先発注、非
常に努力しているということは認めます。一方で、業
種によっては、例えば事務機器等については、事務機
器の組合の皆さんから安慶田副知事にも要請が来てい
ると思いますが、機器メーカーを皆さん指名するわけ
です、キヤノンさんとか。メーカーが入札に入ってき
たら、このメーカーに勝てる県内企業はないと思いま
す。だから地元企業優先発注といいながら、メーカー
を平気で指名するあり方は、もう１年、２年前から話
はしておりますが、これについて、やはりもう少し工
夫をしてもらわないと、もうメーカーが入ってきた時



−276−

点で、地元業者が手も足も出ないということなんで
す。ですから、これ車に例えると、県内にもトヨタと
か日産とか、このメーカー本社が入札に入るような話
なんです。そうすると話にならないということになり
ますから、そこはもう少し工夫をして、地元企業の育
成について、やっぱり取り組んでいかないといけない
と思いますが、安慶田副知事いかがですか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　確かに事務用品につきまして、事務機器につきまし
て陳情を受けました。よく説明を聞いてみましたら―
―ただ事務機器に関しましては、４月１日からすぐ実
施するものですから、年度末ぎりぎりにやるというこ
とで、今年度はもう間に合わないということでありま
したので、メーカー並びに事務機器組合の意見も十分
聞きまして、来年度、次に向けてはぜひ皆様方の意向
も含めて、検討させていただきたいという意向を申し
上げておきました。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ぜひこの点もしっかりと改善をお願
いします。
　それから、土木建築業界においては、土建部とも関
連する部分ではあるんですけれども、元請県内業者が
受注して、下請を県外に出す元請もいたりして、非常
に、特記仕様書は義務ではない、努力目標かもしれま
せんけれども、しかし、都合のいいときは県内企業、
受注したら県外に回すというのはいかがなものかと私
は思います。この特記仕様書に書いてある部分につい
ては、法的にいろいろ課題もあるかと思います。例え
ば企業表彰するときに、この特記仕様書に書いている
中で、知事表彰とかいろんな表彰がある中で、これは
明確にこの表彰についてやっぱり影響していくものだ
と私は考えますけれども、これについて部長いかがで
すか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　今赤嶺議員が御指摘されたように、一部の下請の業
種においては、県外と競争できないと、県外へ流れて
いるという実態も我々把握しております。今の企業表
彰、その他でできる限り県内企業が優先的に活用でき
る方法というのは、業界とも意見交換しながら検討を
進めさせていただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　知事表彰も含めてさまざまな部分
で、土建部はいろいろ頑張っていただいておりますの

で、やはりそういうことがないようにしっかり努力を
していただきたいと思っております。
　それから、続いて(7)番の予算執行率の状況と対策
を伺う。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
○総務部長（金城　武君）　お答えをいたします。
　平成27年度末現在の公共事業等の契約率は、
87.9％となっておりまして、前年度と比較して3.4ポ
イント高くなっております。
　沖縄県におきましては、予算の執行率向上を図るた
めに、年度内に事業の早期発注を可能にする観点か
ら、平成25年度より９月補正予算においても繰越明
許費を計上することとしたほか、繰り越しの主な要因
となっております用地取得難に対応するために、用地
取得業務の一部を民間コンサルタントへ委託するな
ど、取り組みの強化を図っております。さらに、28
年度からは、工事設計書作成業務の一部を民間コンサ
ルタントに委託するなど、引き続き執行率の向上に取
り組んでいるところでございます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　続いて大きい２番、米軍基地の環境
汚染問題について、(1)、沖縄市サッカー場の汚染問
題の対応策を伺う。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　平成25年６月13日に、
沖縄市サッカー場の人工芝張りかえ工事におきまし
て、地中からアメリカの企業名が記されたものなどの
ドラム缶19本が発見されて、県におきましては、周
辺環境への影響が危惧されましたので、同月25日に
は、県と沖縄市と連携して地下水等の周辺環境調査を
行っております。その後、サッカー場全域のドラム缶
の有無についての調査、それからその内容物等の調査
を行いまして、全部で108本のドラム缶につきまして
調査を行ったところでございます。この調査の実施に
つきましては、県、沖縄市、沖縄防衛局３者で調査の
手法及び対策の内容について、意見交換をしながら進
めてきております。
　県におきましては、土壌汚染対策法や廃棄物処理法
等の関係法令等に沿った形で各種調査が進められるよ
うに助言を行っております。その過程でも、地下水等
の環境調査を随時実施して、有害物質が周辺に拡散し
ていないかということの確認をしてまいりました。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　(2)、キャンプ・キンザーの環境汚
染を指摘する米軍文書についての県の取り組みを伺い
ます。
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○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　キャンプ・キンザーに
関する米軍文書は、昭和47年以降のキャンプ・キン
ザーにおいて発生した油や有害物質の流出事故の事案
に関するものであります。今般、同基地に関連した報
道を受けて、県は、平成28年２月に同基地周辺３地
点において底質調査を実施しております。県では、昭
和50年代前半から周辺の環境調査を継続して実施し
ておりますけれども、最近は当時問題となった有害物
質について低い値であったということから、新たな汚
染が発生しているような状況にないというふうに考え
ております。しかしながら、１地点ですけれども、小
湾川河口の暗渠の下のほうで、鉛がちょっと高い値を
示したということでございますので、今後、河川上流
等の影響も考えられますので、今年度中に追加調査を
実施するというところでございます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　キンザー内で環境汚染について、浦
添市と連携して独自の調査以来、沖縄市が以前行った
ように、クロスチェックを行うべきだと思いますけれ
どもいかがですか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　調査におきましては、各
調査、浦添市と県とやっておりますけれども、いつも
情報交換しながらやっております。そういう関係であ
りますので、今後も浦添市と連携をしながら、調査を
行っていくというふうに考えております。
　クロスチェックにつきましては、クロスチェックは
やっぱり同じ資料を別々の機関でやるということでご
ざいますけれども、両者におきましても、土壌汚染防
止法に指定された指定機関で調査を行うということで
ございますので、現在のところは、この指定した機関
に調査をさせて、それを両者、県と浦添市で確認をし
ていくというふうなところで作業を進めたいというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　質問の途中ではありますが、
時間の都合もありますので、赤嶺昇君の残りの質問及
び質疑は午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後１時30分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　説明員として出席を求めた保健医療部長砂川靖君は
都合により午後の会議に出席できない旨の届け出があ
りましたので、その代理として、保健医療部保健衛生

統括監糸数公君の出席を求めました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　午前に引き続き赤嶺昇君の質
問及び質疑を続行いたします。
　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　３番、教育行政について。(1)、
小・中・高の不登校の実態と対策を伺います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
　小・中・高校の不登校ですが、平成26年度で申し
上げますと、沖縄県の公立学校における不登校の児童
生徒は、小学校が453人、中学校で1589人、高等学
校1332人となっております。また、その他私立学校
等の不登校児童生徒ですが、小学校が２人、中学校が
28人、高等学校２人となっておりまして、合計で申
し上げますと、小学校が455人、中学校1617人、高
等学校が1334人となっております。
　それから、対策でございますが、教育委員会としま
しては、不登校の改善の対策としまして、スクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカー、小中アシ
スト相談員の活用でありますとか、教育相談・就学支
援員の配置などの施策を展開しておりますが、さら
に、不登校対策リーフレット等を活用いたしまして、
学校における生徒指導体制の充実を図りますととも
に、家庭、地域、関係機関と連携した取り組みに努め
ているところでございます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　今、数を教えていただいたんですけ
れども、全国と比較して率としてはいかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　全国との比較という形で
は、1000人当たりという形での数字が、希望の比較
ができますのでそれで申し上げますと、不登校児童
生徒で、小学校、全国が1000人当たり3.9人、沖縄が
小学校が4.6人、全国で12位となっております。中学
校が全国が27.6人に対しまして沖縄が32人、これは
全国５位になっています。高等学校ですが、全国が
15.9人に対しまして、沖縄は28.2人と全国２位でご
ざいます。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　この特に高等学校が全国２位という
ことなんですけれども、これはどのように分析してい
ますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時33分休憩
　　　午後１時34分再開
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○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　高等学校の不登校のきっか
けというものでありますけれども、このきっかけが無
気力という形で不登校になったというのと、遊び・非
行というきっかけで不登校になったものが１位、２位
を占めておりまして、その辺の部分の課題がきっかけ
になっていると考えております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　この特に高等学校については、今後
もちょっといろいろこちらも研究していきますので、
対応策、今後も示してください。
　それから、高等学校の自販機設置について、県産品
優先活用状況についてお伺いします。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
　県立高等学校の自動販売機につきましては、自動販
売機設置事業者募集要項というのがございまして、そ
れに基づき募集をしているところであります。現在、
108台設置されておりますが、それの募集、公募に当
たりましては、本店が県内に所在する法人等を対象と
した地域要件を設定しておりますけれども、県産品の
優先活用などを選定の要件としている状況ではござい
ません。
　状況は以上です。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ぜひ県内資材、材料とかの活用、ア
ルミとか黒糖とか段ボールとか県内の材料等を使って
いるところの公募要件に、他府県にもそういう事例が
あるので、それもちょっと対応をお願いしたいと思い
ますけれどもいかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　教育委員会としましては、
県産品の優先活用でありますとか、また県内資材、段
ボールや容器等の活用を選定要件にすることにつきま
しては、関係部局とも少し調整をしていきたいと考え
ております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ぜひよろしくお願いします。
　それから(3)、幼・小・中学校のクーラーの設置状
況と設置促進の取り組みを伺います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
　平成28年５月現在でありますけれども、公立の
幼・小・中学校の普通教室における空調の設置教室数
の割合ですが、幼稚園が73.3％、小学校が74.0％、

中学校が70.4％となっております。各市町村におい
て、整備が進められているところでありますが、教育
委員会としましては、文科省の国庫補助制度でありま
すとか、あとは沖縄振興特別推進交付金の活用ととも
に、文書等によって取り組みを促しまして、市町村と
連携して空調整備の促進を図ってまいりたいと考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　小中学校でゼロになっている市はど
こがありますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時38分休憩
　　　午後１時39分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　整備率が普通教室でゼロの
市は、現状を把握していますのは宮古島市だけだと把
握しています。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　そうですね、この宮古島市がゼロ。
幼・小・中学校ゼロですので、財源的な問題もあるか
と思いますけれども、子供たちの教育環境をひとし
く、この時代はクーラーがあるのが当然の時代になっ
ていますので、ぜひとも県の支援も含めて対応をお願
いしたいなと思っております。
　続いて、土木建築行政について、入札不調・不落の
対応をお伺いします。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　平成27年度に土木建築部が発注した833件の工事
のうち、不調・不落は187件で全体の22％、前年度
に比べ２％の増となっております。その内訳は、入札
時に応札者がいない入札不調が150件で８割を占め、
また応札価格が予定価格以上または最低制限価格未満
となる入札不落が37件となっております。
　土木建築部では、入札不調・不落は、技術者の数が
少ないことと、労務費や資材価格の高騰により企業積
算との間で乖離が生じたことなどが主な原因と分析し
ております。このため、技術者不足については、複数
の小規模工事をまとめて１件の工事として発注し、主
任技術者の兼任要件や現場代理人の常駐義務を緩和、
余裕期間を設定した工事を発注すること、また、離島
等において市場単価の変動が大きい場合については、
見積もり等を採用するなど実情に沿った価格を設定
し、入札不調・不落が集中する傾向にある離島工事や
小規模工事などでの一般競争入札を活用することなど
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の対策を行っております。加えて、今年度からは、実
施設計単価について、より直近の単価設定となるよ
う、調査回数を年２回から４回にふやしたところであ
ります。
　引き続き、建設業協会との意見交換などを通じて実
態把握に努め、入札不調・不落の減少につながる対策
を迅速に講じていく考えであります。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　833件中、150件も応札者がいない
というのは、間違いなくこの民間の積算と皆さんの積
算が離れているということですので、その努力をぜひ
ともやっていただきたいということを要望しておきま
す。
　それから、最低制限価格の上限撤廃の効果について
お伺いします。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　県発注建設工事の最低制限価格については、平成
28年１月に沖縄県建設業審議会の答申を受け、こと
しの４月から県が発注する建設工事に係る最低制限
価格の範囲を予定価格の100分の70以上として、上
限値を撤廃したところであります。その効果について
は、実施してまだ間もないことから、一定数が集まっ
た段階で検証していきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　県が上限撤廃をしたおかげで、早速
市町村にも影響が出て、市町村も上限撤廃に動いてい
ますので、非常にこれは大きな成果だと思っておりま
す。ぜひとも今後また企業の皆さんもやっぱりしっか
りと利益を出せるように努力していただきたいと思っ
ております。
　最後になりますが、総合評価について、見直しにつ
いてお伺いします。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　総合評価における評価基準については、国土交通省
直轄工事における品質確保促進ガイドラインをもとに
設定しております。評価基準については、これまでも
関係業界団体の要望を踏まえ、工事成績評価点の細分
化、提出書類の簡素化などを改善してきたところであ
りますが、下請に県内企業を活用する場合の評価な
ど、さらなる改善の要望があります。
　土木建築部としては、沖縄総合事務局や他県の事例
を研究するとともに、関係業界団体の意見も聞きなが
ら、引き続き改善に努めたいと考えております。
○赤嶺　　昇君　終わります。

○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
　　　〔玉城武光君登壇〕
○玉城　武光君　皆さん、こんにちは。
　去る県議選挙で48番目に当選が出ました、島尻・
南城市地区選出の日本共産党の玉城武光です。
　今後４年間、皆さんとともに基地のない平和な沖縄
をつくるために、翁長県知事をしっかりと支え県民と
の公約を実現するために頑張ってまいりますので、皆
さんよろしくお願いいたします。
　まず、参議院選挙についてお伺いをいたします。
　昨日の参議院選挙の結果については、質問通告後に
発生した重大な問題でありますので、議事課と執行部
にも連絡してありますので、先例を踏まえて質問を行
います。
　昨日の参議院選挙の結果は、辺野古新基地建設反対
の民意を改めて示しています。安倍政権は辺野古新基
地建設を直ちに断念すべきだ。知事の見解をお伺いい
たします。
　それでは、通告いたしました４項目について一般質
問を行います。
　１、ＴＰＰの県内農林水産業に与える影響試算につ
いてお伺いいたします。
　知事は、平成28年第１回県議会の所信表明で、
「ＴＰＰ協定については、今後、各国において議会承
認など国内手続が進められるとのことであり、国の対
応を注視しつつ、県経済及び県民生活への影響を踏ま
え、適切に対応してまいります。」と述べられており
ますので、そこで、３点お伺いいたします。
　(1)、沖縄の農林水産業と県経済に影響をもたらす
ＴＰＰ大筋合意の撤回を求め、脱退するよう国に求め
るべきだと考えますが、所見をお伺いいたします。
　(2)、県内の農林水産業への影響試算についてお伺
いします。
　(3)、ＴＰＰは県内の農林水産業に大きな影響をも
たらす。その影響に対する対策事業についてお伺いい
たします。
　大きい２です。米軍の訓練水域についてお伺いいた
します。
　知事は、米軍の訓練水域について、平成28年第１
回の県議会の所信表明で、「漁船が自由かつ安全に操
業できる漁場を確保するため、ホテル・ホテル訓練区
域における使用制限の解除対象水域の拡大及び対象漁
業の拡充を求めてまいります。」と述べられておりま
す。
　そこで、４点お伺いします。
　(1)、米軍への提供訓練水域は何カ所ありますかお
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伺いいたします。
　(2)、米軍の訓練水域は、水産業にどのような影響
を与えるのかお伺いします。
　(3)、沖縄県の漁業振興の阻害要因となっている米
軍の訓練水域の撤廃を国に求めることについて所見を
お伺いします。
　(4)、解除対象水域の拡大と対象漁業の拡充はどの
ようになっているのかお伺いします。
　３、次に、米軍艦船によるマグロはえ縄切断被害に
ついてお伺いします。
　４、質問の最後に辺野古新基地建設に関連して、２
点お伺いいたします。
　(1)、辺野古沿岸地域は近海魚の産卵地域で宝の海
だと言われておりますが、県の見解をお伺いします。
　(2)、米軍の上陸訓練や辺野古沿岸の埋め立てに
よって、どのような影響が出ているのかお伺いいたし
ます。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　玉城武光議員の御質問、緊急
質問がございましたので、その御質問の中の、参議院
議員選挙の結果についてお答えをいたします。
　今回の参議院議員選挙においては、オール沖縄とい
う基本姿勢で取り組んだ結果、私が支持した方が大差
で当選いたしました。２年前の知事選以来、さきの衆
議院議員選挙や県議会議員選挙の結果を見ても、普天
間飛行場の県外移設、辺野古新基地建設反対、オスプ
レイの配備撤回、日米地位協定の抜本的見直しという
私の主張が県民に支持されていることは明らかだと考
えております。
　政府においては、沖縄の民意をしっかりと受けとめ
ていただきたいと考えております。
　次に、ＴＰＰの県内農林水産業に与える影響試算に
ついてに関する御質問の中の、ＴＰＰに関する所見に
ついてお答えをいたします。
　ＴＰＰにおける関税の即時撤廃や段階的な削減、輸
入枠の拡大等が実施された場合、本県農林水産業にお
いて長期的にさまざまな影響が懸念されます。沖縄県
では、これまで国に対し、ＴＰＰ協定が農林水産業に
及ぼす具体的な影響について明らかにするとともに、
生産農家等に対する十分な説明を行うこと等について
要請してまいりました。
　沖縄県としましては、今後の国会の議論や国の対応
状況を注視するとともに、関係団体と連携の上、時期
を逸しないよう適切に対応してまいります。

　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　ＴＰＰの県内農林水
産業に与える影響試算についての御質問の中の、農林
水産業におけるＴＰＰの影響試算についてお答えいた
します。
　ＴＰＰによる本県農林水産分野における主な品目に
対する定性的な影響としましては、１、畜産について
は、肥育素牛である子牛の輸入増加に伴う県内子牛取
引価格の低下及び安価な牛肉・豚肉の輸入増加による
県産食肉価格の下落等が想定されます。２、サトウキ
ビについては、糖価調整制度が維持されるため、サト
ウキビ生産に特段の影響は見込みがたいものの、安価
な加糖調整品の輸入増加に伴う制度の安定運用等への
支障が想定されます。３、カツオ、マグロ等の水産物
については、現行関税率が10％以下であること、多
くの魚種は長期にわたる段階的な関税撤廃であるこ
と、マグロ類は資源管理下にあり、漁獲量や輸入量の
急増が発生しにくいこと等から、現時点では大きな影
響は想定しにくいものの、長期的には価格の下落等が
懸念されます。
　なお、国において、平成28年秋を目途に政策の具
体的内容を詰めるとされていることから、今後の国の
動向を注視しながら、定量的な影響試算の実施につい
て検討してまいります。
　次に、農林水産業におけるＴＰＰ対策事業について
お答えいたします。
　農林水産業におけるＴＰＰ関連対策事業について
は、平成27年度補正予算及び平成28年度当初予算に
おいて予算を措置しているところです。主な対策事業
としましては、１、県内における肉用牛飼養頭数の増
加を図るため、牛舎整備等を行う沖縄県畜産・酪農収
益強化整備等対策事業、２、機能性表示食品制度や地
理的表示保護制度の登録等により高付加価値化を推進
するおきなわ農業成長産業化推進事業等を実施するこ
とにより、本県農林水産業の体質強化対策に取り組ん
でまいります。
　次に、米軍の訓練水域についての御質問の中の、米
軍訓練水域の漁業への影響及び県の対応についてお答
えいたします。２の(1)から２の(4)までは関連します
ので一括してお答えいたします。
　沖縄県周辺には米軍の訓練水域が27カ所設定され
ております。それぞれの区域では、訓練期間中の船舶
航行、漁業行為の禁止などにより、県内漁船の漁場利
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用は大きな制限を受けております。このため、本県は
特に漁業への影響が大きいホテル・ホテル訓練区域の
使用制限の緩和並びに鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃
場の返還について、重ねて国に求めてきたところであ
ります。ホテル・ホテル訓練区域の一部における使用
制限の一部解除は、平成26年７月に実施されており
ますが、解除対象区域において操業した本県漁船は現
在まで確認されておりません。この主な理由として、
１、解除された区域がマグロはえ縄漁業を操業するの
に十分な面積でないこと、２、浮き魚礁漁業やソデイ
カ旗流し漁業が認められていないことなどが挙げられ
ます。
　県としましては、漁業の振興を図る観点などから、
今後とも国に対し、ホテル・ホテル訓練区域の解除区
域の拡大及び対象漁業の拡充並びに鳥島射爆撃場及び
久米島射爆撃場の返還について、漁業関係団体と連携
し求めてまいります。
　次に、米軍艦船によるマグロはえ縄切断被害につい
ての御質問の中の、マグロはえ縄切断被害についてお
答えいたします。
　米軍艦船による疑いが持たれるマグロはえ縄漁具の
切断被害は、平成26年に９隻の県内漁船で発生して
おり、現在、沖縄県漁連が米海軍に対し、損害賠償請
求を行っているところであります。また、平成27年
にも２隻が同様の被害を受けておりますが、両漁船と
も切断された漁具を洋上で復旧し、操業を再開したと
聞いております。なお、ことし６月にも県内漁船４隻
が被害を受けた模様であり、現在、沖縄県漁連及び被
害漁船の所属団体が船長からの聞き取りなど、情報収
集に努めているところであります。
　県としましては、関係団体と連携し、今後の対応を
協議してまいります。
　次に、辺野古沿岸地域は近海魚の産卵地域で宝の海
だと言われているが、県の見解についての御質問の中
で、辺野古埋め立て等の近海魚への影響についてお答
えいたします。
　辺野古沿岸部には、従来よりキャンプ・シュワブ水
域が設定されており、米軍の水陸両用訓練等が実施さ
れております。また、普天間飛行場代替施設建設事業
による辺野古沿岸の埋め立てについては、代替施設部
と辺野古作業ヤード部を合わせて約157ヘクタールと
計画されております。一般的に、沿岸域における埋め
立て等の行為は、近海魚にとってその産卵場や幼魚の
生育場などを失うという繁殖保護に影響を与えるもの
であると認識しております。
　以上でございます。

○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　知事、突然の質問で恐縮ではありま
したけれども、答弁いただきました。
　選挙結果について、地元紙の社説はこういうふうに
書いております。「審判は下った。辺野古問題の分水
嶺となる決定的な選挙結果である。民主政治を前提に
する限り、新基地建設計画を維持するのは、もはや不
可能だ。」ということを地元紙では社説で書いており
ます。
　次に、再質問させていただきます。
　農林水産部長は、関税の即時撤廃や段階的な削減、
輸入額等が実施された場合に、長期的にさまざまな影
響が懸念されるという答弁をされておられるんです
が、そのさまざまな影響が懸念される品目ごとの影響
額を教えていただけませんか。 
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時59分休憩
　　　午後２時０分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　先ほども答弁しまし
たけれども、定量的にはまだ国の影響というか、対策
についてまだ具体的に提示していない関係上、県のほ
うでは定性的な影響ということで、まず畜産について
は、肥育素牛である子牛の輸入増加に伴う県内子牛価
格の低下及び安価な牛肉、豚肉の輸入増加による県産
食肉価格の下落が想定されます。サトウキビについて
は、先ほど言ったように糖価調整制度が維持されてい
るため、生産等については特に影響は見込みがたいん
ですけれども、安価な加糖調整品の輸入増加に伴う安
定的な制度運用の支障が想定されます。
　次に、カツオ、マグロ等については、現在の関税率
が10％以下、あるいは多くの魚種が長期的に段階的
な関税撤廃があることなどを含めて、現時点では影響
は想定しにくいものの、仮に豚肉と牛肉等の安価な輸
入物がふえてきた場合には、カツオとかマグロ等の水
産物の価格の長期的な下落が懸念されるということを
考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　具体的なというこの質問の項目にな
かったんですが、この大筋合意は公表されたんですけ
れども、まだいろいろ黒塗りされて結果が出されてい
ないということの中での試算ができないと思うんです
が、しかし、政府が公表した大筋合意の概要の中に
は、生鮮野菜が含まれていることが明らかになってい
るんです。これ日本共産党の斉藤和子衆議院議員の事
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務所の調べによると、ＴＰＰの大筋合意の中に、生鮮
野菜の関税撤廃を決めていると、成約しているという
ことがわかっているんです。その生鮮野菜の中に、私
の選挙区である南風原町の特産品であるカボチャ、こ
れはＴＰＰの発効時には関税がすぐ撤廃されるんで
す。ＴＰＰの参加予定諸国の中からのカボチャ輸入量
は、2012年の統計で国内生産量の52％になっている
んです。県はその影響額は試算できますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時３分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　青果物については、
いろいろと影響試算等について国から影響のほうは提
示されておりますけれども、カボチャについては、国
のほうとしては国産と時期的なすみ分けがされるとい
うことで、将来的にも国産カボチャの区分けが懸念さ
れるものの、すみ分けがされていくだろうというふう
な考えの影響を示しております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　すみ分けで影響が出ないだろうとい
うことではないと思うんです。ＴＰＰの生鮮野菜の関
税の取り扱いという品目の中に、例えばタマネギは現
行8.5％、スイートコーンが６％。これは段階的にタ
マネギが６年目、スイートコーンが４年目なんです
が、ジャガイモとか大根、ホウレンソウ、ネギ、キャ
ベツですね。これは発効時にすぐ関税が撤廃されるこ
とになっているんです、発効時に。それでそうなって
きたら、これは県内の生鮮野菜に対する大きな影響が
出るというのは明らかではないですか。だから、今影
響がというのは、試算が国から出されてないからでき
ないという話ですから、ぜひそれが出されたらどれぐ
らいの影響が出るかというのを後でよろしいですから
資料として提出をお願いできますか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　国のほうも秋を目途
に具体的な対策等を含めて提示するというような考え
がある中で、我々も今議員がおっしゃるように、青果
物等についても影響等があるものについては、具体的
に試算等あるいは対策等検討してまいりたいというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　先ほどそのＴＰＰが発効されたとき
に、対策事業として牛舎の問題とかいろいろありまし
たけれども、それでも十分対策事業としてＴＰＰの影

響を減少させるということの目的でなされると思うん
ですが、これで十分に対策できると思いますか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　先ほども答弁しまし
たけれども、補正等当初予算含めて国の事業もあわせ
ながら予算措置しているところです。国のほうでは制
度的な整備、法制化を含めてそこら辺は秋を目途にし
て具体的な対応項目について提示するというようなこ
ともあるものですから、その辺含めて十分とは言えな
いと思うんですけれども、県のほうも十分対応できる
ようにやっていきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　国はこの参議院選挙の争点という形
を避けるために、ＴＰＰは先送りしているんです、批
准の協定ですね。ですから、これが実際に出たときに
は、沖縄県内の農林水産業に対する影響も相当出ると
思いますから、それを踏まえてしっかりと対策を考え
ていただきたいと思います。
　次に移ります。
　米軍の訓練水域の問題なんですが、これ訓練提供水
域は27カ所ありまして、水産業に対する影響がかな
りあるということで安全の操業とか、操業が制限され
ているというお話がありましたけれども、その中に、
解除帯、ホテル・ホテルが一部解除されたんだけれど
も、そこに行けない漁業があるんです。先ほどありま
したマグロのはえ縄は行けるんですが、そこには面積
的に、余りに面積が足りなくて行こうにも行けない。
ただ解除地域だということで、もっと解除の対象を面
積を広げればマグロはえ縄漁業が行けるんです。そう
いうことも踏まえて、しっかりと国のほうにその面積
を広げてほしいということで要請をしていただきたい
と。
　それから、その対象漁業なんですが、浮き魚礁をそ
こに設置できないんです、浮き魚礁。それから、旗流
しのソデイカ漁、これも解除されたところに行けない
ことになるんですよ。これ、今国との関係でどういう
ことになっているんですか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　ホテル・ホテル訓練
水域の一部解除を求める水域については、国等に対し
て要請をやっているところです。今国のほうからは検
討するということですけれども、１年以内の中でまだ
回答しておりません。回答しておりませんけれども、
引き続き一部解除を求めている水域については、国の
ほうに要請していきたいなというふうに考えておりま
す。
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　それと、漁のほうのソデイカ漁業とパヤオ漁業につ
いては、米軍のほうからは、先ほど言ったように、漁
船から離して操業するものについてのソデイカ旗流し
漁具については厳しいという話です。それとパヤオに
ついては、海底にアンカー等を固定することが必要で
あるという関係上から、米軍のほうはこの漁のほうに
ついては認めていないというような状況ですけれど
も、この辺については、漁の方法ないしは訓練区域の
解除等については、引き続き要請していきたいなとい
うふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　沖縄の経済発展の阻害になっている
米軍基地、これは陸のほうでもそうなんですが、海の
ほうでもそういう経済発展の阻害になっているという
のは、例えばホテル・ホテル地域の中に漁場としてい
い漁場ですが、そこに行けないから遠くに行くんで
す。南大東・北大東、そこら辺を超えてソデイカ漁に
行くんです。そうしたら、燃料の問題、安全操業の問
題で非常に漁業者にとっては、漁業の振興発展の阻害
になっているということが言われているんです、これ
は。だから、そこの漁場、訓練提供区域をもっと広げ
ていただく。それからそこは解除してほしいと。そう
すれば、漁業はもっと沖縄県は発展すると思うんです
が、それがなぜ一部だけであって、もっと広げられな
いかと、そこは農林水産部長があれしてもなかなから
ちが明かないんですが、ここは県全体として、知事と
してそういう要請をしていく考えはございませんか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　やはり今議員おっしゃったように、漁業関係者の要
望を踏まえてこれまでもいろいろ解除対象水域の拡
大、それから対象漁業の拡充についても要望してきて
いるところですけれども、さらに農林水産部のほうで
いろいろまた漁業関係者の意見も聞くことがあると思
います。そういったものを踏まえまして、知事公室と
しましても、軍転協を所管してございますので、軍転
協等を通してあらゆる機会を通じて国に対して求めて
まいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　この漁業水産業は、この訓練区域の
提供は漁業者に対する安全操業の面でも、水産業の漁
獲の面でも大きな振興を阻害する要因になっておりま
す。具体的に陸のほうでは今経済阻害を試算されてい
るんですが、漁業の場合には試算されていないわけで
すから、この漁場が解除されたら、ホテル・ホテル区
域が例えば解除されたら、どれぐらいの水揚げが出て

くると、上がると、そういうことをぜひ試算していた
だいて、そこの発展阻害をなくすような取り組みをお
願いしたいんですが、農林水産部長。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　具体的な影響試算等
については、数字上はございませんけれども、漁船の
操業制限法をいう法律に基づいて、防衛省は漁業者等
に対して訓練水域内の操業制限に伴う補償金を支払っ
ております。平成26年度の支払い額は約７億4200万
となっております。
○議長（新里米吉君）　玉城武光君。
○玉城　武光君　７億の漁業を補償している。それで
ここの提供水域が解除されたらそれ以上の漁業者の漁
獲高が上がると思うんですよ。そのことは燃料の問題
とかそういうようなことがありますから、ぜひこの影
響額を調べていただいて、ぜひその解除のことに頑
張っていただきたいと。
　最後に、辺野古の沿岸地域というのは、沖縄の近海
魚の非常に豊富な産卵地域であって、そこは近海魚と
して、アカジンとかミーバイとかそういうところの産
卵地域で、漁業が発展するところでしたけれども、昨
今、そこに上陸訓練もあってなかなか近海漁業が発展
しないという状況が出ておりますから、そこの影響も
ぜひ調べていただいて、やっぱりそこには、あの美し
い海には絶対に埋め立てはさせないと。新基地はつく
らせないということを頑張っていただきたいことを要
望して、私の質問を終わります。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
　　　〔当山勝利君登壇〕
○当山　勝利君　皆さん、こんにちは。
　浦添市区から２度目の挑戦で初当選いたしました当
山勝利と申します。
　県民のよりよい生活、そして平和で豊かな沖縄を目
指して頑張る所存です。よろしくお願いいたします。
　それでは、一般質問を行います。
　アジア経済戦略構想について、その中の重点戦略の
一つとなっております、沖縄からアジアへとつながる
新たなものづくり産業の推進について伺います。
　沖縄県の産業は、観光を中心とするサービス業が
１兆円を超え、県内総生産額の約26.4％を占めてい
ます。全国平均は19.6％ですから、沖縄の産業別に
おけるサービス業の構成比率は高いことがわかりま
す。それに加え、製造業の生産額は県内総生産額の約
4.5％で、全国平均の18.5％と比べると、その約４分
の１と少なく立ちおくれております。
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　今、沖縄県の観光は好調に推移しており、平成
27年度において観光客数が793万人余、観光収入が
6000億円を超えたと発表されました。当然、サービ
ス業の生産額もそれに比例して伸びているものと推察
されます。沖縄県のリーディング産業は観光を含む
サービス業で、得意分野を伸ばすことは大切です。し
かし、県経済を一つの柱で支えることは時としてリス
クを伴うことも十分考えられます。私は、ものづくり
を推進させ、沖縄のもう一つの柱をつくるべきである
と思っております。競争力の高い商品をつくることは
難しく、一言でものづくりといってもなかなか一筋縄
ではいかないことは、それに携わっていらっしゃる
方々はよく御存じだと思います。加えて、商品の研究
開発は企業にとって体力が必要です。しかし、高付加
価値な商品開発に成功すれば大きな利益が見込まれ
る、つまりもうかるのもものづくりです。そして、ひ
いてはそれが県経済を押し上げるものになると思って
おります。
　そしてものづくりを推進させるもう一つの理由があ
ります。今、県内の工業高校や県内外の理系の大学を
卒業した沖縄の若者が製造業で自分の力を発揮しよう
と思っても県内での就職口が少なく、どうしても県外
の企業に就職する場合が多くなっています。沖縄県特
有の産業構造による雇用のミスマッチにより、沖縄で
働きたくても働けない状況が起きています。ぜひ、そ
のような状況も解決する必要があります。
　沖縄県アジア経済戦略構想の中に、沖縄県の強みと
して沖縄独特の地域資源と地理的優位性、ものづくり
を支える研究教育機関の整備、国際物流拠点の整備及
びＩＴ関連作業の集積等、ものづくり産業の集積が挙
げられています。特に、沖縄科学技術大学院大学など
の研究分野と企業が密に連携できる環境を行政がつ
くっていくことは重要であると考えています。その観
点から質問させていただきます。
　ア、沖縄県のものづくり産業の現状について伺いま
す。
　イ、企業と研究機関や企業間の情報等の結節点とな
るものづくり振興センター（仮称）の今年度の取り組
みについて伺います。
　ウ、企業の研究開発を促進するために、沖縄科学技
術大学院大学（ＯＩＳＴ）または国立沖縄工業高等専
門学校と連携できるラボ機能を持った施設が必要と思
いますが、所見を伺います。
　エ、研究開発、商品開発は、企業にとって大きな負
荷がかかります。研究開発等を促進させる助成制度に
ついて伺います。

　２、教育行政について。
　(1)、発達障害児及び気になる子について伺いま
す。
　発達障害支援法が施行され11年が経過しました。
その当時は、発達障害に対する理解は十分になかった
ように思われますが、最近では認知度が上がってきて
おります。しかし、支援の面からすると各学校によっ
て温度差があるようにも思われます。発達障害を持つ
子供たちに誤った対応をしたり、発見が遅かったりす
ると二次障害が発生することも知られていますし、そ
のことで一部の子供たちはひきこもりになったり非行
に走ったりします。
　発達障害の専門医である杉山登志郎医師は、著書の
中で最悪の対応は放置であるとおっしゃっています。
発達障害かどうかの判断を先延ばしにし、適切な支援
をしないなどは一番やってはいけない対応です。
　滋賀県湖南市では、発達支援システムという乳幼児
期から就労期まで保健、福祉、医療、教育及び就労の
関係機関の横の連携による支援と個別指導計画により
縦の連携による支援を提供しています。
　そこで、発達障害のあるかもしれない子供たちに対
して、すぐ支援する支援の体制をつくり支援を始めて
いました。教室には必ず何らかの発達障害を持つお子
様がいらっしゃいます。発達障害を持つ子供たちは、
正しい支援をすることで立派な大人になることが知ら
れています。各学齢期に応じた学校現場での正しい支
援は必要不可欠です。
　ア、発達障害は早期発見、早期対応が重要です。現
状について伺います。
　イ、学齢期に応じた支援が必要ですが、どのように
対応されているのか伺います。
　ウ、発達障害を持つ子供たちに対する円滑な支援の
ために先生方の研修は重要です。現在どのような研修
が行われているのか伺います。また、保護者の理解も
大変重要であることから、啓発活動について伺いま
す。
　(2)番、文部科学省の審議会の中で、教師の多忙
化、多忙感について取り上げられています。他県にお
いては、教員の負担軽減のための取り組みも行われて
います。また、教員の長時間勤務の改善が課題となっ
ていることから、６月17日には文部科学省から各都
道府県教育委員会教育長宛てに「学校現場における業
務の適正化に向けて」という通知がなされています。
県内における教師の多忙化、多忙感について伺いま
す。
　３、道路行政について、(1)番、港川道路について



− 285 −

伺います。
　ア、進捗状況と今後の予定について伺います。
　イ、６月14日、沖縄総合事務局は臨港道路浦添線
と浦添北道路の合計4.5キロメートルを平成29年度に
開通する見通しになったと発表しました。臨港道路浦
添線と浦添北道路とに結節し、国道58号城間交差点
につながる港川道路は、同時開通が望ましいと思われ
ますが見通しについて伺います。
　４、基地環境汚染問題について。
　(1)、キャンプ・キンザー周辺の汚染について。
　昨年９月、名桜大と愛媛大の共同研究でキャンプ・
キンザー周辺に生息するハブの体内からＰＣＢ、ＤＤ
Ｔが検出されたと報道がありました。その後、浦添市
はキャンプ・キンザー周辺の水質、底質、貝、ハブ、
ネズミ等を調査し、底質、ハブ、ネズミからＰＣＢ、
ＤＤＴが検出されています。県の対応について伺いま
す。
　浦添市の底質調査で、キャンプ・キンザーの雨水溝
がある海側３カ所を調べ、一番南側の底質から最も高
い値のＰＣＢ、ＤＤＴが検出されました。1970年代
に有害物質で汚染された場所に近く、1990年代の基
地汚染に関する米軍文書もあることから、キャンプ・
キンザー内への立入検査をすべきであると思います
が、所見を伺います。
　５、那覇港浦添埠頭の開発について。
　(1)、昨年、浦添市は新たな埋め立て案を提案し、
その後、那覇港管理組合は４つの案を提示しました。
現在までの進捗状況について伺います。また、今後の
スケジュールと県としての対応について伺います。
　６、我が会派の代表質問との関連については取り消
します。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　当山勝利議員の御質問にお答
えいたします。
　アジア経済戦略構想についてに関する御質問の中
の、本県ものづくり産業の現状についてお答えをいた
します。
　平成25年度の県内総生産に占める製造業の割合は
4.2％で、全国平均の18.4％と比較して４分の１程度
となっております。このため、沖縄県においては、サ
ポーティング関連企業の集積を図るため素形材産業振
興施設を整備するとともに、高付加価値型製造業の誘
致に取り組み、ものづくり産業の重層化を推進してい
るところであります。また、アジア経済戦略構想にお
いては、沖縄からアジアへとつながる新たなものづく

り産業の推進を重点戦略に位置づけ、製造業支援の拠
点となるものづくり振興センター（仮称）の設置検討
や、官民連携によるＥＶ関連技術の研究開発を推進し
ていきたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　それでは、アジア
経済戦略構想についてのものづくり振興センター（仮
称）の取り組みについてにお答えいたします。
　県内のものづくり産業の振興を図っていくために
は、基盤となるサポーティング産業の強化を図りつ
つ、企業間・産学官連携の強化や高度技術の開発、人
材育成などを推進していくことが重要であります。こ
のため県では、アジア経済戦略構想に基づき、沖縄の
ものづくりを全体的に牽引するものづくり振興セン
ター（仮称）の設置を検討しております。今年度は、
県内製造業の現状調査、県外の先進地調査を実施する
とともに、検討委員会を設置し、ものづくり振興体制
の機能、規模、管理運営に関する基本方針を策定する
こととしております。
　続きまして、企業の研究開発等を促進するラボ機能
施設及び助成制度についてにお答えします。１の(1)
のウとエは関連しますので一括してお答えします。
　県では、大学等との連携企業やバイオ系ベンチャー
企業等が実施する研究開発・事業化を支援するため、
沖縄健康バイオテクノロジー研究開発センターや沖縄
ライフサイエンス研究センター等を設置し、研究の場
を提供しております。また、企業への助成制度につい
ては、ベンチャー企業の研究成果の事業化を支援する
新産業研究開発支援事業や、本県の地域資源活用によ
る高付加価値な製品化を支援する戦略的製品開発支援
事業等、研究開発段階に応じた各種補助事業を実施し
ております。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
の中で、発達障害の早期発見と学齢期に応じた支援等
についての御質問にお答えいたします。２の(1)アと
(1)イは関連いたしますので、恐縮ですが一括して答
弁をさせていただきます。
　発達障害児の支援につきましては、幼児・児童生徒
の発達の状態を早期に把握し、きめ細かな指導を継続
的に行うことが大切だと考えております。各学校にお
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きましては、特別支援教育コーディネーターが中心と
なり、幼児・児童生徒の実態把握を行い、支援の方針
等を校内委員会で検討しております。その上で、障害
の特性やかかわり方について全職員で共通理解を図
り、支援を行っております。また、保護者と連携して
個別の教育支援計画等を作成し、個々の実態に応じた
教育的支援に取り組んでおります。
　県教育委員会としましては、今後とも障害のある幼
児・児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた、特別
支援教育の充実に努めてまいります。
　次に、発達障害に係る教員研修等についてお答えい
たします。
　県教育委員会としましては、発達障害に関する研修
の機会として、全ての学校を対象に管理職悉皆研修、
特別支援教育コーディネーター養成研修等を開催し、
校内支援体制の充実と全教職員の特別支援教育に係る
指導の改善・充実に努めております。また、県内６教
育事務所におきましては、発達障害研修を年２回ずつ
開催し、教職員の資質向上を図っております。
　保護者への啓発活動につきましては、各学校におい
て、保護者会や学校通信等を通して、発達障害の特性
や校内における支援の説明、相談窓口の紹介などを
行っております。
　次に、教師の多忙化、多忙感についてお答えいたし
ます。
　県教育委員会では、教職員の業務改善に向けて、
平成22年度から全県立学校に負担軽減推進員を配置
し、各学校における具体的な改善策を報告書として取
りまとめ各学校へ配布いたしました。また、平成25
年12月には、県公立小中学校校務改善検討委員会よ
り、市町村教育委員会に校務改善の提言を行い、学校
行事の精選や会議等の持ち方の見直し、職務の合理
化、定時退校日、ノー部活動日の設定など、各学校の
実情に応じた取り組みを推進いたしました。
　県教育委員会の平成27年度実態調査結果では、
多忙感について、毎日忙しいと感じている、どちら
かというと感じていると答えた割合は、小中学校で
74.6％、県立学校で69.3％であり、近年ほぼ横ばい
となっております。一方、勤務時間内の業務量が多
い、どちらかというと多いと答えた割合は、平成27
年度では小中学校で55.5％、県立学校で51.6％と
なっており、調査開始の平成20年度に比べますと、
おおむねそれぞれ17ポイント減少しているところで
あります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。

　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　道路行政についての
御質問の中で、浦添西原線港川道路の進捗状況等につ
いての御質問にお答えいたします。
　県道浦添西原線港川道路は、平成27年度末の進捗
率が約82％で、現在、文化財調査を終えた古墓群一
帯の改良工事を行っております。
　課題である米軍施設返還予定地内の整備について
は、沖縄防衛局を通して米軍と調整を行っているとこ
ろであり、浦添市や関係機関と連携し、早期供用を目
指して取り組んでまいります。
　次に、港川道路の臨港道路等との同時開通の見通し
についての御質問にお答えいたします。
　県道浦添西原線港川道路については、平成29年度
供用を目指してきました。しかしながら、沖縄電力の
鉄塔移設や用地取得、郵便センター及びゲートの移設
の課題があり、全体工程を平成32年ごろの供用に見
直したところであります。
　このようなことから、臨港道路等の供用に合わせて
は、県は、関係機関と調整して港川道路の部分供用に
取り組んでいるところであります。
　次に、那覇港浦添埠頭の開発についての御質問の中
で、進捗状況と今後のスケジュールについての御質問
にお答えいたします。
　那覇港浦添埠頭地区の施設配置計画については、昨
年10月那覇港管理組合から、県、那覇市及び浦添市
の構成団体に対して、浦添市の計画見直し案提示を受
けた検討状況の説明がありました。また、去る４月
27日に開催された防衛省主催の那覇港湾施設移設に
関する担当者会議を受けて、現在、那覇港管理組合及
び構成団体で民港の港湾計画のあり方等について協
議・検討を行っているところであります。那覇港管理
組合は、今後、浦添埠頭地区の施設配置計画につい
て、沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄県アジア経
済戦略構想及び那覇港長期構想検討委員会での検討内
容を踏まえ、浦添市の要望を考慮しながら、検討を進
めていくとのことであります。
　県としても、上位計画における那覇港の位置づけに
鑑み、国際流通港湾としての民港港湾計画との整合を
図ることが重要であると認識しており、関係機関と十
分な協議・検討を行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　基地環境汚染問題につい
ての質問の中の、キャンプ・キンザー周辺の汚染につ
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いてお答えします。
　県はキャンプ・キンザーに関連した報道を受け、平
成28年２月に同基地付近において底質調査を実施し
たところ、ＰＣＢについては、暫定除去基準値を下
回っていることを確認しております。ＤＤＴについて
は、基準値が設定されていないため、県がこれまで実
施してきた調査結果と比較したところ、同基地のモニ
タリングを開始した昭和50年代前半と比べて小さい
値となっております。これらのことから、新たな汚染
が発生している可能性は低いものと考えられます。
　今後も、浦添市と連携して対応してまいりたいと考
えております。
　続きまして、キャンプ・キンザー内の立ち入りにつ
いてお答えします。
　キャンプ・キンザーへの立入調査については、現段
階で環境事故発生についての米軍からの通報がないた
め、今般の環境補足協定は適用されないことから、
1973年日米合同委員会合意に基づいて行うことにな
ります。当該合意に基づく立ち入りの申請に当たって
は、合理的な理由が求められることから、県では、元
基地従業員への聞き取り調査及び同基地周辺の底質追
加調査等の結果を踏まえて、立入調査の申請を行って
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　それでは最初のものづくりのほうか
ら伺いますが、先ほど研究開発センター等があるとい
うふうに言われていましたけれども、そういうところ
でラボ機能を持った施設があるということですが、そ
れはどこにありますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　沖縄市とうるま市
区の工業団地のほうにございます。具体的には、サイ
エンスセンターにつきましては、もとのＴＴＣの敷地
内のほうにございます。それから、健康バイオセン
ターにつきましては、工業技術センターのちょっと先
のほうにございます。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　うるま市、沖縄市のほうですよね、
それは。私が今回提案させていただいているラボ機能
というのは、研究機関である例えばＯＩＳＴの敷地内
の中にそういう施設をつくってはいかがかということ
の提案なんです。
　なぜ、そういうことを言うかといいますと、やはり
研究する場所が近くにないとなかなか一緒になって研
究というのは進まないんですよ。そういうのを見てき

たんですね、私は今まで。例えば、関西のほうだと関
西文化学術研究都市とか、それから山形県の鶴岡でも
そういうラボ機能を持ったところをつくっておりま
す。そういうところで成功している事例を見ているも
のですから、沖縄はせっかくそういう研究機関がある
わけですから、本当にその近くにそういうラボ機能を
持ったところをつくるべきだと私は思っておりますけ
れどもいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　ハード設備があるという
わけではありませんが、沖縄科学技術大学院大学いわ
ゆるＯＩＳＴを核とした国際的な知的産業クラスター
の形成を目指すということで今、健康医療、あるいは
環境エネルギーの分野等において、研究機関と企業と
の共同研究の推進、あるいは研究開発型の企業の支援
を行っております。ちなみに、平成27年度は県産生
物資源を活用した医薬品、健康食品等の開発、あるい
は亜熱帯島嶼地域に適した給配電システムの研究等、
そういう今、共同研究事業を実施している段階であり
まして、そういうラボ機能についてはまた今後考えて
いきたいと思っています。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　その研究機関の中に入ってしまう
と、その研究機関の中での研究しかできないんで、自
分たちの企業の研究ができないんです。逆に外に出て
しまって自分たちの企業の研究をしようと思っても、
今度は知恵がないんで近くに、本当に連携しようと思
うと近くにそういうラボ機能があったほうが絶対いい
ので、そこら辺はぜひいろんな事例が全国にあります
から、見ていただきたいなと思っております。
　次に移ります。
　発達障害の件ですけれども、いろいろ小中学校を見
てきて、ちょっと温度差があるような感じがするんで
す。ある学校では発達障害と思われる子供たちが何十
人といるというふうな感じを持っていらっしゃれば、
いや、数名しかいませんよという学校もあるんです
ね、実際に回ってみると。そこら辺で、ぜひ統計上、
教室には２人か３人の発達障害を持つお子さんがい
らっしゃるということはわかっていますので、そうい
う目が持てるような学校づくりというか、そういうこ
とをぜひやっていただきたい。つまりボトムアップを
していただきたいと思いますけれどもいかがでしょう
か。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　教育委員会としましては、
特に全ての講師を対象に管理職の特別支援教育につい
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て、まず理解を深めていただくということで、その
方々の特別支援教育への理解を進める、そしてあとは
先生方に特別支援教育のコーディネーター、特にその
特別支援の中心になっていただく先生を中心に、特別
支援教育にその障害の特性でありますとか、それに対
する対応とか、そういうものを研修という形で対応の
充実に努めているところでありまして、引き続きその
辺を進めてまいりたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひ、学校長のそういう意識という
んですか、その意識の違いでどうしてもそういうよう
に差が出てくるのかなというふうな感覚を私持ってお
ります。
　ある学校に行ったときに、県立特別支援学校との人
事交流で、発達障害の対応や早期発見ができた小学校
があったんです。だから、そういう人事交流をもっと
やっていただくと、学校の意識も変わるし、先生方の
見方も変わってくるので、ぜひやっていただきたいん
ですけれどもいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　発達障害等に対して理解を
深めるために、その人事交流も含めてさまざまな取り
組みを進めてまいりたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひよろしくお願いします。
　(2)番ですけれども、多忙感を持っているが７割以
上――約７割前後ですね――実際に多忙であるという
ふうに感じている人は半数ということで、結構多くの
先生方が多忙であると感じていらっしゃいます。どう
しても時間外で、それからおうちに持ち帰ってという
方が多いと思います。
　私、今回この質問したのは、できれば本当に事務的
な業務をできるだけ少なくしていただいて、子供たち
に接する時間を多くするとか、子供たちに教えるため
の授業研究の時間を多くしたいというふうに考えてお
ります。ぜひそういうふうにしていただきたいんです
けれども、そういう多忙化を今後どのようにして減ら
していかれようとしているのか伺います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　教育委員会では、先生方の
業務改善に向けまして、沖縄県の教職員業務改善推進
委員会というものがありますけれども、その中で検討
いたしまして、去る６月に県立学校や市町村教育委員
会に提言を行っております。その中で、いろいろと書
いてありますけれども、今後、各学校の実情に応じま
して学校行事や会議等の精選もありますし、内容の見

直し、部活動における望ましい指導のあり方、それと
年次休暇の積極的かつ計画的な取得促進等々の取り組
みを推進していくこととしております。提言にある取
り組みの実施状況も踏まえまして、また引き続き効果
的な業務改善の取り組み推進を行ってまいりたいと、
まずはその提言を踏まえて実施した上で、それをまた
分析等を行って、さらに実効的な方策を検討していき
たいと考えております。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　この件も学校長のマネジメント能力
というんですか、そこら辺が大きな影響を与えると思
うんです。そこら辺は、どう考えていらっしゃいます
か。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　各校長先生はその辺の多忙
化に関しても理解をいただいていると思いますけれど
も、引き続きその管理者の皆さんにも多忙化の解消に
向けて、改善に向けて、さまざまな機会で取り組み
を、こちらの考え方もお伝えしながら、引き続き理解
をいただきながら進めてまいりたいと考えておりま
す。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　学校の先生方、それから学校長に
リーダーシップをとっていただきながらやらないと、
なかなかここら辺難しい、解決しないと思いますがよ
ろしくお願いいたします。
　次、３番の道路行政、港川道路ですけれども、先ほ
ど部分供用とおっしゃいましたけれども、この部分供
用について御説明ください。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　浦添西原線港川道路については、一応４車線での整
備を進めているところでありますが、29年までには
先ほども申し上げたように、４車線全てでの開通とい
うのはなかなか難しいと。ですので４車線で整備を進
めながらその中で２車線をしっかり確保していこうと
いうことでございます。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　もう一度確認ですけれども、この２
車線はその港川浦添線と北道路と城間の間の全線を２
車線でやることでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　はい、今、その方向
で進めているところでございます。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ぜひその方向でもいいですので、そ
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こが開通できるようにやってほしいんですけれども、
そうしますと地元との協議がもう一回必要になるかと
思いますけれども、それはいつごろされますでしょう
か。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○土木建築部長（宮城　理君）　２車線での開通とい
うことに、部分供用ということになりますと、当然な
がら地元への説明は必要だというふうに考えておりま
すが、できる限り早目に地元に説明させていただきた
いと思っております。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　わかりました。地元は、この３線が
同時開通であることを条件に了解されていますよね。
もしそういう部分供用なり暫定供用である場合は、
もう一度協議してほしいということを前もっておっ
しゃっていると思いますので、そこら辺は早目にやっ
ていただきまして、そして平成29年度はちゃんと開
通できるようにやっていただきますようよろしくお願
いします。
　次、行きます。
　４番目です。基地環境汚染について伺います。
　先ほど、合理的な理由がなければということもあっ
たんですけれども、私が冒頭で申しましたキャンプ・
キンザーの海側の雨水溝があります、３カ所。北から
３カ所ありまして、それを浦添市が調べてデータをお
持ちだと思いますけれども、南側の雨水溝の底質が一
番ＰＣＢとかＤＤＴは確かに基準値以下ではあります
けれども高いんですよね。確かに新たな汚染はないか
もしれませんけれども、過去の汚染があったわけです
から。南側のそこは過去汚染された地域に近いところ
なんです、この雨水溝は。今でも出ているということ
は何らかがそこにあるということですから、そこら辺
は疑った目で見てもいいんじゃないかなと思います
が、どのようにお考えでしょうか。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）　今、議員おっしゃったと
おり、３地点のうち１地点が基準値より下回っており
ます。ほぼ県の調査でも同じような値が出ております
けれども、基準値は下回っております。そういうふう
な基準値内ではありますけれども、そういうことも踏
まえるということと、今回底質の調査を県のほうで
やった関係上、小湾川からも鉛が確認されております
ので、その状況も踏まえて我々としては立入調査を検

討していきたいと非常に思っておりまして、その追加
調査をちょっと待ってそれで検討していきたいという
ふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　キャンプ・キンザーは、ＳＡＣＯ合
意によりますと返還が決まっている場所ではありま
す。そのときに慌てて調べるよりも、前もって状況が
わかるのであれば、そういう周りの状況証拠もありま
すので、ぜひ早目の対応ができるのであればしていた
だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
それは浦添市も同じだと思うんですね、ぜひ協力して
いただきたいと思います。
　次に移ります。
　那覇港の浦添埠頭の開発についてですけれども、ま
ず、この浦添埠頭の開発に関しまして、県は、この県
経済の発展という観点からして、この浦添埠頭、どの
ような位置づけをされていますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時53分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　県は、沖縄21世紀
ビジョン基本計画において那覇港国際流通港湾と位置
づけております。その役割として、アジア・太平洋地
域における急速な経済発展に対応するということと、
あと高規格、高能率コンテナ埠頭を初めとする国際物
流産業を集積する港湾機能の拡充というものを図るこ
ととしております。国際クルーズ船基地としての機能
強化もあわせて行っていきたいということがありま
す。
　現在、港湾計画改定に向け進められている、この那
覇港長期構想検討委員会において浦添埠頭について
は、東アジアの中継拠点港湾と、港として物流空間の
創出であったり、あるいは臨港・臨空型の産業空間の
創出、クルーズ需要の拡大、こういったものに対応す
る定期定点拠点港としての展開を図っていきたいとい
うふうに、今方針を持っているところでございます。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　ですから、県の経済にとっては大切
な場所であるというふうな理解だと思うんですけれど
も、でも長期構想港湾計画、本来でしたら平成25年
度に立てられるべきものがまだ立てられていない状況
です。これに関してはどのようにお考えでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　去る３月28日に第
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４回那覇港長期構想検討委員会が開催されておりま
す。その中で、浦添埠頭地区については、浦添市から
その埠頭計画の見直しの要望があったこと、それに対
して那覇港管理組合は構成団体と検討調整を進めてい
るというような報告がなされております。また、浦添
埠頭地区の施設配置については、関係機関との合意形
成が得られた後、この後の第５回検討委員会で検討す
る旨の報告がなされていますので、この中でしっかり
議論、協議を進めていきたいというふうに考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　先ほど言いました那覇港長期構想港
湾計画ですか、これはいつごろできそうですか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　まだ細かいスケ
ジュールというのがしっかり那覇港管理組合のほうか
らも示されておりません。民港との関連で、十分議論
が必要だというふうに考えておりますので、那覇港管
理組合との間でしっかり意見交換をしながら調整は進
めていきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　当山勝利君。
○当山　勝利君　県の経済にも資するというふうに考
えていらっしゃるわけですから、それが今計画が３年
おくれておりますので、浦添市との関係もあると思い
ますけれども、そこら辺もうまく調整していただきな
がら、早く進めてやっていただきたいと思います。よ
ろしくお願いします。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
○次呂久　成崇君　こんにちは。
　去る県議選で石垣市区より選出されました次呂久成
崇です。どうぞよろしくお願いいたします。
　質問に入る前に、少しばかり所見を述べさせていた
だきます。
　私は、今回の選挙で八重山の各地域や島々を回り、
改めて八重山の島々、そして沖縄のすばらしさとこれ
からの可能性を強く感じております。
　私には、３名の子がいます。子育て真っ最中の子育
て世代ですが、子供たちにも同じように自分の住んで
いる地域や八重山の島々、沖縄を好きになってほし
い、誇りを持ってほしいと願っています。我が子や次
世代の子供たちのために安心・安全な地域をつくり、
平和でよりよい社会をつくる。住民の小さな声に耳を
傾け、それを県政に届ける、住民に寄り添った政治、
身近な政治を実現する、それを旨としてこれから４年

間、誠心誠意頑張ってまいります。
　翁長知事を初め当局の皆さん、同僚議員の皆さん、
そして県民の皆さんの御指導、御鞭撻をお願い申し上
げます。
　それでは、質問に入ります。
　最初に、知事の政治姿勢についてです。
　去る６月19日に基地あるがゆえに起こった事件に
抗議する県民大会が開催されましたが、翁長県政に
とって、改めて基地問題にどう向き合っていくかとい
うことが問われています。
　そんな中、八重山、石垣島では、新たな自衛隊配備
の問題が持ち上がり、自治体として住民の安心・安全
な暮らしという面からどう対応すべきかが問われてい
ます。現在、石垣市において賛否両論が渦巻く中、防
衛省による住民説明会が２回開催されました。
　１回目は、十分な情報開示がないまま事前質問を受
け付け、141項目が寄せられましたが、当日それに対
する回答は15項目のみで、説明の大半が、防衛省の
一方的な抑止力論の展開と災害救助活動のＰＲで、会
場からの質問は１人１問、再質問なしという、なかな
か議論が深まらない内容の説明会でした。また、事前
質問の回答を防衛省のホームページで回答するという
ことでしたが、その回答もないまま石垣市長の要請に
より２回目の住民説明会が開催され、事前質問への回
答を中心に行われましたが、石垣市民にとっては納得
できるものではなく、その内容も含めて防衛省の対応
は不十分、不誠実なものに映っています。
　そこで、南西諸島へのミサイル基地配備計画につい
て。
　防衛省が石垣市において実施した住民説明会の開催
方法を含めたこのような国のやり方について、知事の
認識についてお伺いいたします。
　また、与那国島の陸自配備と宮古島や石垣島への新
たな基地の建設と配備は、知事が掲げる沖縄21世紀
ビジョンやアジア経済戦略構想の実現、これからの沖
縄経済の成長と産業発展に逆行するのではないかと思
いますが、あわせて知事の見解を伺います。
　次に、離島振興についてお伺いします。
　緊急防災・減災事業債は、東日本大震災の経験を踏
まえ、地方公共団体が地域防災計画を策定する上で、
災害対策の拠点となる公共施設などの免震化、耐震化
のために、その移転が必要となるものの建設事業が対
象となっています。多くの離島を抱え、41市町村の
うち、南風原町を除く40市町村が海岸線に面してい
る本県において、同事業を活用した防災施設整備は、
重要かつ不可欠であると思われます。
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　しかし、この緊急防災・減災事業債は、平成28年
度までとされているため、津波浸水想定区域から高台
移転を予定していて、事業の決定と実施にさほど取り
組み期間のなかった八重山３市町において同事業の
29年度以降の継続を求める意見書が可決されていま
す。同時に全国市長会を通して、継続を求める要請が
なされているところでもあります。
　また、熊本、大分両県における震災を受け、防災計
画上の避難所とされる公共施設や災害施設の拠点施設
の耐震化、災害時要援護者対策のための社会福祉施設
の耐震化、災害に迅速に対応するための防災行政無線
のデジタル化及び情報網の構築など、本県においても
地域防災力を高める取り組みが急務であると思われま
す。
　緊急防災・減災事業債は、充当率100％、元利償還
金の70％を交付税措置という手厚い財政支援がある
ことのみならず、喫緊の課題である防災・減災対策に
取り組んでいく、県民の生命財産をしっかりと守ると
いう観点から、県内市町村と連携し平成29年度以降
の継続について、県が先頭に立って積極的に政府に対
して要請していくことが必要だと考えますが、知事の
御見解を伺います。
　次に、離島格差の解消についてお伺いします。
　当局におかれましては、これまでも翁長知事を先頭
に離島振興に御尽力いただいていますが、これについ
ては、改めて感謝の意を表するところであります。し
かしながら、実際、離島に住む者の一人としては、よ
り一層のより強力な施策をとっていただきたいと望む
ものです。
　そこで、現在実施されているさまざまな公的資格試
験の実施について、離島で実施することを御検討いた
だけないかと思います。当然、県が直接かかわれるこ
ともそうでないこともありますが、資格試験を受ける
ために離島から、ここ沖縄本島に出てくるのは、時間
的・経済的にも大きな負担となっています。
　例えば、保育士や介護福祉士、建築に関するものな
ど社会的ニーズの大きい、つまり行政がしっかりとコ
ミットして資格者をふやさなければいけないという分
野がまだまだあるはずです。当然、一定程度の要件の
設定はしなければなりませんが、そのような分野の資
格試験については、離島でも実施することができない
のか伺います。
　そして、そのためには、社会的ニーズの高い資格と
は何か、その資格者増に行政がどうコミットすべき
か、離島受験者の時間的・経済的負担の現状はどうな
のかといった離島での資格試験を実施するために必要

な調査を実施し、その上で実際に試験を実施するス
キームをどう構築するか検討しなければなりません
が、これについて当局の見解を求めます。
　次に、前項とも大きく関連しますが、公教育、つま
り小・中・高での部活動において、離島から各種大会
に参加するための遠征費が莫大であるという問題につ
いて、その費用低減のために沖縄県として何らかの施
策がとれないかについてお伺いします。
　私の地元八重山商工高校が、夏の甲子園予選沖縄大
会で見事ベスト８に進出しましたが、惜しくも昨日
準々決勝で敗退いたしました。これはとてもすばらし
い成績ですが、商工高校は、そのために既に200万円
以上の遠征費を使っています。同じ大会に参加する沖
縄本島のその他の高校もバスの移動等にかかる経費は
多少かかっているでしょうが、離島チームの大会参加
にかかる費用というのは、それとは桁違いですし、こ
れが毎年続いております。
　このように、離島から沖縄本島の大会に参加するに
は、それだけ莫大な費用がかかっており、経済的理由
で親に部活動を諦めさせられている子供がいるという
のもまた事実です。この問題について、県として離島
の子供たちに何らかの支援はできないのか、教育委員
会と連携して、所管及び関係団体に離島からの参加経
費の低減について何らかの措置を講じるよう、要請や
指導することはできないのか、当局の見解を求めま
す。
　また、沖縄県の同じ子供たちが、学校生活の中で行
う部活動の成果を示す同じ大会に参加するのに、一方
は費用がかかる、他方は大きな費用がかかる、離島の
子供が各種大会に参加するのには、こんなに負担がか
かり、それは他人事ではないという認識を持ってもら
うために、この問題を広く県民に周知する施策の実
施、展開ができないかと思っていますが、当局の見解
を求めます。
　次に、子ども・子育て支援についてお伺いします。
　県は、沖縄21世紀ビジョンにおいて、潜在的待機
児童を含む9000人の待機児童の解消を図るとしてい
ますが、平成29年度末までに待機児童解消の要件と
なっている保育士確保の具体的な取り組みについてお
伺いいたします。
　児童福祉法及びそれに係る省令では、都道府県が保
育士資格保有者の氏名及び生年月日の登録、資格失効
時の削除など保育士登録簿を作成、整理しなければな
らないとされています。
　そこで伺います。
　平成29年度末の待機児童解消に向け、現在保育の
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受け皿となる保育施設の整備が急がれていますが、同
様に保育士などの人材確保も急務となっています。現
在の沖縄県における保育士登録者数についてお伺いい
たします。
　また、先ほど述べた、保育士登録簿に登録されてい
ながら、実際には就業していない、潜在保育士の再就
職支援についてこれまでどう取り組んできたのか、ま
たその成果は上がったのか。
　再就職した保育士の離職防止とそのアフターケアを
どのように行っているのかお伺いいたします。
　４の我が会派の代表質問との関連については、取り
下げをいたします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、自衛隊の島嶼配備についてお答
えいたします。１の(1)アと１の(1)イは関連いたしま
すので一括してお答えいたします。
　自衛隊の南西地域の態勢については、防衛白書にお
いて、災害対応を含む各種事態発生時の迅速な対応を
可能とするため、自衛隊配備の空白地域となっている
島嶼部に警備部隊などを新編することにより、南西地
域の島嶼部の態勢を強化することとしております。自
衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や地域
の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意見
があるものと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備については、地元の理解
と協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うとと
もに、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきである
と考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　離島振興についての御質
問の中の、緊急防災・減災事業債の継続についてお答
えいたします。
　緊急防災・減災事業債の事業年度については、総務
省によると平成28年度までの措置であり、平成29年
度以降の取り扱いについては、全国における実施状況
等を踏まえて検討するとしております。全国知事会に
おいては、国に対して、緊急防災・減災事業債の恒久
化を要請しており、県としましても、全国知事会と連
携し、同事業債の平成29年度以降の存続を国に求め
ていきたいと考えております。
　次に、同じく離島振興についての中の、公的資格試
験の離島開催状況と実施スキームの検討についてお答

えします。２の(2)アとイは関連しますので一括して
お答えいたします。
　国や県が実施する資格試験は、運転免許学科試験な
どの多数の県民が受験するものや、特定の職業に必要
な資格試験などさまざまな種類のものがあります。資
格試験を実施する機関においては、受験者数や実技試
験の実施の有無など、それぞれの特性に応じて試験の
開催回数や開催場所などを決定し、実施しているもの
と考えております。
　なお、危険物取扱者試験や介護士、調理師等34の
試験・資格を調査したところ、14の試験・資格が本
島のほか、宮古、石垣、久米島で行われているとのこ
とであります。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　離島振興についての御質問
の中の、離島校の大会遠征についての御質問にお答え
いたします。２の(3)アと２の(3)イは関連いたします
ので、恐縮ですが一括でお答えをさせていただきま
す。
　離島校の大会遠征に際しては、県高等学校野球連盟
では、開会式当日に離島校の試合を実施しておりま
す。また、県中学校体育連盟及び県高等学校体育連盟
では、総合開会式翌日に試合がない離島校に対し、総
合開会式への参加の免除があります。さらに、宮古・
八重山地区におきまして、それぞれ毎年１競技を開催
するなど、日程や会場など運営上の配慮を行っている
ところでございます。また、台風襲来が予想される場
合には、離島校の試合を優先して行うなどの配慮も
行っております。
　県教育委員会としましては、今後とも日程や運営上
の配慮等につきまして、関係団体と連携を図ってまい
りたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子ども・子育
て支援についての御質問の中の、県内の保育士登録者
数についてお答えします。
　平成27年度中の保育士登録者数は1063人となっ
ており、平成28年４月１日時点での有資格者数は、
２万839人となっております。そのうち保育従事者が
約１万500人、潜在保育士が約１万400人となってお
ります。
　次に、潜在保育士の掘り起こしについてお答えしま
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す。
　潜在保育士の確保に向けては、ハローワークとの連
携等により沖縄県保育士・保育所総合支援センターへ
の登録を呼びかけるとともに、同センターによる就労
あっせんや研修等を通し、これまでに144人の潜在保
育士の復職を支援しております。また、今年度から潜
在保育士に対する就職準備金や未就学児の保育料補助
等を実施することで、復職支援の取り組みを強化して
まいります。
　次に、保育士の離職防止についてお答えします。
　保育士の離職防止に当たっては、処遇改善が重要で
あると考えており、県としましては、保育士の正規雇
用化や年休取得及び産休取得の支援事業に加え、新た
に保育士のベースアップに対する支援を実施すること
で処遇改善の取り組みを強化してまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　それでは、離島振興についての公
的資格試験の離島開催ですが、例えば、保育士の場
合、八重山から１年に30人から50人ほどの方が保育
士を目指し資格試験を受けています。筆記試験９科目
合格後に実技試験と、受験のために２回渡航しなけれ
ばならない。また、前日仕事を休むか、早目に切り上
げて本島に来なければならない。そして、使う費用
も４万から５万円、受験者全員合わせると150万から
200万と莫大な金額になります。受験者の中には、み
んなでお金を出すのでここまで来てくれないかなとい
う人までいるほどです。
　また、台風接近などにより、受験と当たったときは
本当に大変だというふうに聞いております。結果、試
験を諦めるという、まさに離島という地域格差がある
わけです。
　保育士確保は、29年度末までに待機児童解消に取
り組むという県の重要施策にもなっていますので、保
育士試験の筆記試験だけでも離島で実施できないの
か、お伺いいたします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず保育士試験につきましては、全国一律で全国保
育士養成協議会が、全国統一テストということで実施
しているところでございます。
　この試験会場について、いわゆる離島でも開催でき
ないかということをこの全国保育士養成協議会のほう
に一応確認いたしました。そうしましたら、やはり現
行の体制では厳しいということと、他県からも複数会

場の開催の要望があるということで、現行、その体
制厳しいというふうなことを承っておりますので、
ちょっとまたどういった対応が可能なのかどうか、検
討していきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　待機児童解消に向けては、この保
育士の確保というのも本当に重要な課題だというふう
に思っておりますので、ぜひ今後も引き続き離島での
保育士試験の開催ができないか、検討を続けていただ
きたいと思います。
　それと、次の待機児童解消に必要な保育士の具体的
な取り組みについてお伺いいたします。
　現在、保育士・保育所総合支援センターに委託をし
ているということなんですけれども、センターの現在
の登録者数は、今何名いらっしゃるのでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時21分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　平成27年度末になりますが、710名の登録がござ
います。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　平成25年度からこの事業の委託
をしているかと思うんですけれども、25年度からそ
の登録したまま再就職していないという方は何人いる
かわかりますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　ちょっと登録した方がそのままになっているかどう
かについては、はっきりしておりませんが、ただ平成
25年につきましては、登録者数は52名ということで
50人台だったんですが、26年度、27年度とだんだん
伸びてきまして、27年度では383名ということで、
そのうちの144名が就労をされたというふうな状況で
すので、今も登録され続けているかどうかについては
はっきりわかりませんが、就職状況としては、そのよ
うな状況です。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　このセンターに登録手続の際に、
この保育士に関して処遇改善、例えば給料なのか、そ
れとも年休・産休なのかといった、こういう労働条件
ですね。どういったものを望んでいるかということ
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で、例えばセンターのほうとかでは、そういう調査、
アンケートのほうは行っているでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず登録の際に、いわゆる求職の条件を確認してお
ります。その中で、例えば一度は経験、職場、保育所
で勤務したことがあるんですけれども、例えば育児中
の方がいらっしゃるものですから、例えば勤務時間の
ほうで折り合いがつかないとか、そういったことがご
ざいますけれども、そういうふうな条件面については
確認しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　今現在、登録者数が２万839名と
いうことで、これは児童福祉法のほうで資格失効した
場合は、きちんと削除しなければならないというふう
になっているんですけれども、ここら辺の整理のほう
というのはどうなっているでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　保育士の登録事項としましては、本籍地の都道府県
に届け出るということになっております。
　一方、この登録の削除については、御本人さんから
の申し出であったりとか、あとはいわゆる親族等の申
し入れ等でございますけれども、そういう届け出が、
現時点、市町村レベルでは把握しておりませんが、県
のほうでそういう届け出があった場合には、削除して
いるところでございます。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　これまでの答弁の中で、28年
度、8700名分のこの整備をしているということなん
ですけれども、それに伴い確保しなければならない保
育士というのは、何名になっているでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　28年３月末までに約900人は確保しておりまし
て、29年末までには、最終的には2300人を確保する
予定でございます。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　先ほどの登録者数のほうで、潜在

保育士ですね。数字上は１万人以上いるということに
なっております。
　今現在、養成施設のほうに通学してという方もい
らっしゃるかもしれないんですけれども、やはり活用
としては、この登録者数、これだけ把握しております
ので、この登録者名簿を活用した人材確保というもの
についてどうお考えでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　潜在保育士が１万人余りおりますので、そういった
方々の活用が喫緊だというふうに理解しております。
　基本的には、保育士の方が就労に申し込みに来たと
きにしっかり登録して、いわゆるハローワークと連携
してから保育施設のほうに結びつけていくということ
を今後ともしっかり取り組んでいきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　認可外保育園での処遇改善の取り
組みとかというのは、どうなっているでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず、認可外保育施設につきましては、いわゆる認
可化に移行する取り組みに対する運営費の支援であり
ますとか、あと施設整備の支援等をやっております。
それ以外に児童の処遇の改善といたしまして、給食費
とか健康診断費等の支援、それと今年度は、給食費の
補助単価の拡充も図ったところでございます。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　認可外保育園はこの指導監査のほ
うで基準を満たしていない場合に、受けられる補助、
受けられない補助があるかと思うんですけれども、そ
のことについてちょっと御説明お願いしてよろしいで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時31分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　先ほども少し
答弁させていただきましたけれども、まず認可外、い
わゆる基準を満たしていても満たしていなくても支援
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をしているところは、給食費とあと健康診断費等でご
ざいます。それとあわせて必要な備品等についても、
これは基準の有無にかかわらず支援をしております。
　一方、基準を満たしているところにつきましては、
認可化移行のための施設に対する運営費、それと施設
整備費の支援は認可基準を満たしているところに実施
しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
○次呂久　成崇君　先ほどセンターの登録手続の際
に、アンケートをとっていますかということで少しお
聞きしたんですけれども、この職場改善を、処遇改
善、それを求めているということは、雇用側のほうも
把握しなければいつまでたっても保育士が確保できな
い。保育士不足という状況は何も変わらないと思いま
すので、ぜひ県の保育士登録簿を活用した保育士の確
保、そして待機児童対策にしっかりと取り組んでいた
だきたいと思います。
　これで質問終わります。
○議長（新里米吉君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時32分休憩
　　　午後３時54分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　こんにちは。
　社民・社大・結連合、うるま市選出の照屋大河で
す。
　きのう参議院選挙が行われました。選挙こそ県民が
候補者に思いを託し、県民・市民が政治に意思を反映
させる最大の機会です。そんなきのうの選挙は、国に
対して辺野古新基地建設断念を求めるという伊波洋一
さん、そして、かつて県外移設の公約を持ちながら、
その公約を撤回し、安倍政権と一緒になって辺野古に
新たな基地の建設を推進する現職大臣という対立軸の
はっきりとした構図の選挙でありました。結果は11
万票という大差で、県民は、辺野古の新基地建設を認
めないという意思を示しました。
　さて、この現職大臣ですが、かつて国会において、
辺野古ゲート前で反対行動をする市民、沖縄の未来は
自分たちで決めるんだというような市民と言ってもい
いかもしれませんが、彼らを押さえ込むような発言を
国会でなさった現職の大臣でした。きのう、厳しい審
判が下されました。ところが、けさ６時になって安倍
政府は、高江のヘリパッド工事について、機動隊を導
入して、反対する市民を排除して工事を強行する。き

のうの結果を受けて、すぐけさのこのような行動で
す。腹が立って仕方がありません。
　私たちは、きのうの結果、慢心することなく新基地
建設、基地の建設が沖縄にとって過重な負担である、
もうこれ以上の負担を許さない、新たな基地の建設を
認めないという闘いを続けていきたいという決意をま
ず申し上げます。
　質問に移ります。
　１番目、元米海兵隊員米軍属による暴行事件につい
て。
　６月19日に県民大会が開催されました。地元うる
ま市からも私の知る範囲で大型バス11台、乗れない
人もいるほどの皆さんが大会に参加いたしました。真
夏を思わせるような炎天下の集会にもかかわらず、参
加者の多さは、事件の悲しみと怒りのあかしでありま
す。一部政党が参加しなかったものの、参加者の連帯
感は真のオール沖縄を実感させ、意義深い集会だった
というふうに思います。しかし、事件直後、安倍晋三
首相は、オバマ米大統領との会談でも、辺野古が唯一
の選択肢と語るなど、事件への反省、謝罪はみじんも
感じられず、これからも沖縄を未来永劫基地の島にし
たい、意思がかたいようであります。集会に寄せられ
た御遺族のメッセージは、次の被害者を出さないため
にも全基地撤去、辺野古新基地建設反対、県民が一つ
になれば可能だというメッセージを寄せましたが、そ
の思いをしっかり受けとめて、未来の犠牲者を出さな
い、責任を背負っている自覚を深めて、日米地位協定
の抜本的見直し、海兵隊の撤退、辺野古新基地建設阻
止の闘いを力強く進めていく決意をまず申し上げま
す。
　(1)番、６月19日に開催された県民大会において、
知事は挨拶の中で、事件が二度と起きないよう県民の
先頭に立って、日米地位協定の抜本的見直し、海兵隊
の撤退・削減を含む基地の整理縮小、新辺野古基地の
阻止に取り組む不退転の決意を表明すると述べられた
が、改めて事件に対する思い、挨拶に込めた思いにつ
いて伺います。
　(2)、非人道的で凶悪な事件が明るみに出た直後の
日米首脳会談であったにもかかわらず、安倍首相は日
米地位協定の見直しに言及せず、辺野古移設が唯一と
言っているが、首脳会談の評価について伺います。
　大きい２番、普天間飛行場の辺野古移設問題につい
て。
　国による辺野古新基地建設工事の本格的着手から、
去る７月１日で２年が経過いたしました。現在は全
工事が停止している状態です。国が描いた工事スケ
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ジュールが大幅におくれている現状についての県の見
解について伺います。
　(2)番目、普天間飛行場の５年以内の運用停止につ
いて、国との協議の状況について伺います。
　３番、基地問題について。
　東村高江における県道70号線沿いに設置されたテ
ントや車両等の問題について、県が口頭や文書による
行政指導を行ったその経緯について伺います。
　４番目、地域福祉の現状について。
　(1)、子供を取り巻く現状について。
　ア、本県の総人口に占める子供の割合について。
　待機児童の数について。
　児童虐待に関する相談処理件数について伺います。
　(2)番、高齢者を取り巻く現状について。
　ア、本県の高齢者人口と高齢化率について。
　高齢者虐待件数について。
　(3)、生活困窮者や生活保護受給者等を取り巻く現
状について伺います。
　ア、被保護世帯数や保護率の傾向について。
　本県のニートの割合、雇用者数に占める非正規雇用
率、給与所得者のうち年収200万円以下の割合につい
て伺います。
　５番目、中城湾港新港地区へのクルーズ船寄港につ
いて。
　去る４月13日、中城湾新港地区の西埠頭に香港船
籍のクルーズ船「スーパースターリブラ」が初寄港い
たしました。同港への外国客船が寄港するのは2006
年以来10年ぶりであります。今回の寄港による経済
効果及び今後の寄港増加に向けた取り組み、課題等に
ついて伺います。
　我が会派の代表質問との関連については取り下げま
す。
　以上お願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　照屋大河議員の御質問にお答
えをいたします。
　元米海兵隊員の米軍属による暴行殺人事件について
に関する御質問の中の、県民大会での挨拶に込めた思
いについてお答えをいたします。
　私は、21年前のあの痛ましい事件を受けての県民
大会で、二度とこのような事件を繰り返さないと誓い
ながら、政治の仕組みを変えることができなかったこ
とを、政治家として、知事として、痛恨のきわみであ
り、本当に申しわけないという思いを述べさせていた
だきました。そして、県民の生命と財産、尊厳と人

権、将来の子や孫の安心と安全を守るべき知事とし
て、このような事件が二度と起きないよう、県民の先
頭に立って、日米地位協定の抜本的な見直し、海兵隊
の削減を含む基地の整理縮小、辺野古新基地建設阻止
に取り組んでいく不退転の決意を込めて挨拶をいたし
ました。炎天下であるにもかかわらず、大会には多く
の県民が結集したことは、県民の気持ちがよくあらわ
されていたと思っています。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　元米海兵隊員の米軍
属による暴行殺人事件についての御質問の中の、日米
首脳会談の評価についてお答えいたします。
　沖縄県としては、日米首脳会談において、安倍総理
がオバマ大統領に対して、日米地位協定の見直しに言
及せず、辺野古移設が唯一の解決策であるという立場
は変わらないと話したことについては、極めて残念で
あります。
　次に、普天間飛行場の辺野古移設問題についての御
質問の中の、辺野古新基地建設工事のおくれについて
お答えいたします。
　公有水面埋立承認については、昨年10月13日にこ
れを適法に取り消し、その後、３件の裁判の審理中に
和解案が示され、ことし３月４日に和解が成立しまし
た。同和解の成立により、辺野古埋立工事は、今日ま
で中止しており、国の当初の工事工程より大幅におく
れている状況にあります。
　今後も、県の有するあらゆる手段を用いて、辺野古
に新基地はつくらせないとの公約実現に向け、取り組
んでまいります。
　次に、５年以内の運用停止に係る協議の状況につい
てお答えいたします。
　普天間飛行場の早期返還及び危険性除去は、県政の
最重要課題であります。特に、５年以内の運用停止に
ついては大変重要であるとして、政府との集中協議及
び第２回政府・沖縄県協議会において、取り組み状況
について説明を求めたところでありますが、政府から
は具体的な言及はありませんでした。
　県としては、今月中の開催に向け調整している普天
間飛行場負担軽減推進会議の中で、普天間飛行場の早
期返還及び危険性の除去を強く求めてまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
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　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　基地問題についての
御質問の中で、県道70号線の不法占用への文書指導
の経緯についての御質問にお答えいたします。
　県は、県道70号線道路区域内の不法占用物件につ
いて、速やかに撤去するよう、去る６月28日から６
月29日にかけて文書指導を実施したところでありま
す。従来から、所有者等みずからの撤去を促す口頭指
導を行ってきており、今回、指導内容をより明確に伝
えるため、口頭指導に加えて文書指導を実施したとこ
ろであります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　地域福祉の現
状についての御質問の中の、本県の総人口に占める子
供の割合についてお答えします。
　本県の総人口に占める14歳以下の子供の割合は、
平成27年10月１日現在で17.2％と全国で最も高く
なっております。国立社会保障・人口問題研究所の推
計によると、今後、本県の14歳以下の子供の割合は
減少していくものの、全国一の水準を維持することが
見込まれております。
　次に、待機児童数についてお答えします。
　平成28年４月１日現在の待機児童数の速報値は
2536人で、対前年比55人減となっております。
　次に、児童虐待の相談処理件数についてお答えしま
す。
　平成26年度に本県の児童相談所で処理した相談件
数は478件で、前年度に比べ130件増加し、過去最多
となっております。その内訳は、ネグレクトが185
件、身体的虐待が137件、心理的虐待が134件、性的
虐待が22件となっております。児童虐待への対応に
ついては、虐待の未然防止や早期発見、早期対応に取
り組むことが重要であると考えております。
　県としましては、引き続き相談支援体制のさらなる
充実と関係機関の連携強化を進めるとともに、県民へ
の広報・啓発活動等により、児童虐待の防止に努めて
まいります。
　次に、本県の高齢者人口と高齢化率についてお答え
します。
　本県の65歳以上の高齢者人口は、平成27年10月１
日現在で約28万人で、高齢化率は19.2％となってお
ります。高齢化率は、全国平均よりも低い水準で推移
するものの、本県でも確実に上昇し、単身高齢者や高
齢者夫婦のみの世帯は増加し続け、家庭内の介護力は

弱まっていくことが予想されております。
　県としましては、これらの世帯に対する見守り体制
の整備や、各市町村における地域包括ケアシステムの
構築に向けた取り組みを引き続き支援してまいりま
す。
　次に、高齢者虐待件数についてお答えします。
　本県の平成26年度における高齢者虐待認定件数は
145件で、前年度に比べ５件減少しております。その
内訳は、家族等養護者によるものが142件、養介護施
設従事者によるものが３件となっております。高齢者
虐待については、早期発見、早期対応や困難事例への
適切な対応が課題となっております。
　県としましては、広く県民に対し、高齢者虐待防止
の周知を図るとともに、市町村や地域包括支援セン
ター等での相談支援体制の充実や、沖縄県社会福祉士
会及び沖縄弁護士会等の関係機関との連携を図り、高
齢者虐待防止対策の推進に努めてまいります。
　次に、被保護世帯数等についてお答えします。
　沖縄県の被保護世帯数及び保護率については、平成
25年度は２万4393世帯23.53パーミル、平成26年度
は２万5475世帯24.01パーミル、平成27年度は２万
6580世帯24.59パーミル、また、直近の平成28年５
月は２万7163世帯24.78パーミルとなっており、被
保護世帯数及び保護率ともに増加傾向であります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　それでは、地域福
祉の現状についての本県のニートの割合、雇用者数に
占める非正規雇用率、給与所得者のうち年収200万円
以下の割合についてにお答えいたします。
　総務省の労働力調査によると、平成27年の本県に
おける15歳から34歳までの人口に占める、いわゆる
ニートと呼ばれる若年無業者数は約１万3000人で約
4.0％となっております。一方、非正規雇用率は、
平成24年就業構造基本調査によると、雇用者数53万
3500人のうち44.5％となっております。また、給与
所得者に占める年収200万円未満の割合は、同調査で
51.4％となっております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　中城湾港新
港地区へのクルーズ船寄港についての御質問で、経済
効果と今後の取り組み等についてお答えいたします。
　ことし４月13日に寄港した「スーパースターリブ
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ラ」には、乗客・乗員約1000人が乗船しており、経
済効果としては、県内での消費額が約2500万円にな
ると推計しております。課題としましては、中城湾港
新港地区の貨物専用バースで乗客等を受け入れること
による観光イメージへの影響、地元の観光地を周遊す
る満足度の高いツアーの造成による地元経済への寄与
などが挙げられます。
　県としましては、地元の受け入れ主体である中城湾
港クルーズ促進連絡協議会と連携し、寄港時の歓迎イ
ベントの実施や観光案内所設置などの受け入れ体制の
整備、ツアー通訳ガイドの事前視察への支援等を通じ
て、クルーズ客の満足度を高め、寄港増加につなげて
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　さて、先ほど答弁があったように、
今工事は停止の状態です。知事の日本政府に対する毅
然とした対応、裁判闘争あるいは係争委への対応がこ
ういう状態を生んだということで評価しますが、その
粘り強いゲート前での市民の反対運動というんです
か、先ほども申し上げましたが、自分たちの未来は自
分たちでつくっていくんだ、常々知事がおっしゃるよ
うな自己決定権を表現するような市民の皆さんの反対
運動がこの工事の停止状態を生んでいるということも
評価されると思うんですが、見解について伺います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　やはり辺野古に基地
はつくらせないという地元の方々の粘り強いこの行
動、これがやはり現場においてさまざまな作業の進捗
をおくらせてきた大きな要因であろうとは考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　さて、係争委の結論あるいは和解の
協議を尊重して、今県は協議を進めていくんだという
ふうに言っています。係争委の結論は、普天間飛行場
の返還という共通の目標に向けて、真摯に協議をし、
双方が納得できる結果を導き出す努力をすることが問
題解決に向けて最善の道だというふうに指摘をして、
それを県も実行しているわけです。協議をしていく、
国に呼びかけている。ところが、７月１日の工事から
２年という時期を目の前に、官房副長官は、辺野古へ
の移設以外の方法はないという信念のもとに――官房
副長官ですよ――対応してきたと述べ、従来の政府見
解を繰り返すのみです。国が思考停止した状態で協議
をしても、県との溝は埋まらないのではないかという
ふうに考えますが、どのように今後の協議、先ほども

スケジュールもおっしゃっていましたが、どのような
決意で向き合っていくのかということを伺います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　さっきの和解協議に
引き続いて、国地方係争処理委員会においても、やは
り普天間の問題については、国と県がしっかりと協議
を行う、話し合いを行うことが重要だということが再
度示されております。
　沖縄県としましても、その国地方係争処理委員会の
判断を重く受けとめまして、協議を求めるということ
でございます。このことについては、どういう場で求
めるかというのは、いろいろ庁内で検討しております
けれども、まずはさきの県議選、それから昨日の参議
院選挙も含めて、県民の意思は明確にあらわれている
というふうに考えております。
　国においては、この辺野古唯一という固定概念から
脱して、それ以外の方策を検討するよう求めていくの
が肝要かなと考えております。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　まさに、きのうの参議院選挙の結
果、知事も常々言います知事選挙から、それから衆議
院選挙、県議選挙、きのうの参議院選挙が集大成だっ
たと。そういう意味で、県民は選挙において、辺野古
新基地建設反対ということを明確に明確に重ねて示し
てきたわけですから、今公室長が言うように、県民の
思いもしっかり背負って、協議に力強く臨んでいただ
きたいというふうに思います。
　では、次に高江の件に移ります。
　先ほど辺野古について反対運動をする皆さん、粘り
強い、基地はつくらせないという思いがあって、工事
をおくらせているという評価も公室長から受けまし
た。
　きのう選挙が終わり、きょう朝、高江ではその反対
する市民の皆さんを機動隊が排除して、工事が強行さ
れた。さきほど朝の公室長の答弁では、そういう連絡
を受けたというようなのみの答弁でありましたが、今
回の政府のやり方に対するこのひきょうなやり方とい
うんですか、参議院選挙前に予定していたかもしれま
せんが、影響があるからと準備をしていたのをきょう
になったかもしれません。あるいは、きのう示された
民意を、沖縄の声はもう全く聞かないぞというような
政府のメッセージにもとれます。先ほどは、そういう
報告があった、受けているということのみの答弁でし
たが、今回のきょう朝の政府のやり方に対する見解を
求めたいというふうに思います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
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○知事公室長（謝花喜一郎君）　まさしくきのうの
きょうという感じで、県民の気持ちが――基地問題に
関して、これは辺野古だけではないと思います。この
過重な基地負担について、何とかしてくれという思い
がああいう結果になったと思いますが、そういった中
である意味不意打ち的といいましょうか、メーンゲー
トから資機材を入れ込むということは、ある意味本当
に我々としても驚きとしか言いようがないようなこと
でございまして、こういったことが行われると、県民
との信頼関係というのが、本当に失われていくのでは
ないかと大変危惧しているところでございます。
　政府においては、国においては、ぜひこのような不
意打ち的な対応はやめて、県民の不信感を招くような
ことのないように対応していただければというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　信頼関係が失われるんじゃないかと
危惧するというより、きのう選挙のあったきょうなん
ですよ。今公室長がおっしゃったように、あの11万
票の大差の結果には、あの投票行動には、新基地建設
を認めない。そして、過重な基地の負担をもうこれ以
上許さないというような、県民の思いが詰まっている
というふうに思うわけです。それを選挙の翌日にやる
ようなものに対して、もっともっと強く向き合うべき
だというふうに思いますがいかがですか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　実は、この問題に関しまして、けさ私たちもマスコ
ミのほうから知ったというのが事実でありまして、そ
れでたまたまきょう、新しい防衛局長が就任の挨拶に
お見えになっておりましたので、その場で私のほうか
らも強く言わせていただきました。
　本来ならば、就任挨拶はそういう話になりません
が、きょうのきょうで本当にやられたということに
は、これまで国と県は事あるごとに、何かするときに
は事前に連絡もし合っていたんですが、それもなし
に、本当に不意打ちに何もわからない状態でやってい
くのかと、そういうのが国のこれからの態度ですかと
いうことを本当に反省を求めたいと。そういうことで
あれば、もう最初から対立の構図を、国みずから話し
合いを拒否して、我々これから話し合っていこうとい
う姿勢で、話し合いなさいと言われているということ
でやってまいりましたので、それでじっくりときょう
は防衛施設局長には、そのことは強く申し上げておき
ました。
　以上です。

○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　県民もこの情報を聞けば、今副知事
がおっしゃったような対応をまた大きく評価するとい
うふうに思います。
　さて、基地の整理縮小じゃないかという声も聞こえ
てくるんですが、公室長、私たちの会派の代表質問、
仲村未央さんの代表質問でもありましたが、オスプレ
イの被害が東村、子供たちに与える深刻な影響も今明
らかになったところです。地域からそういうことが示
されている状況です。ＳＡＣＯ合意を認めて、大事に
して、北部訓練場の過半の返還があるからということ
ですが、このオスプレイパッドをつくることによっ
て、その被害も実際出ているわけです。辺野古新基地
建設と、オスプレイの使用を前提とする辺野古新基地
建設と、高江のオスプレイパッドの建設について、県
はどういう見解、その関連についてどういう見解をお
持ちでしょうか。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　休憩願います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時25分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　県は、建白書の精神に基づいて、オスプレイの配備
撤回を求めているところです。高江のヘリパッドにつ
きましても、オスプレイの配備を想定されているとい
うことで、県はその辺について懸念を示しているとこ
ろでございます。
　その辺野古新基地の関係のお話もありましたけれど
も、辺野古基地には、オスプレイが配備されると。そ
の訓練場所がまた高江のヘリパッドになるということ
で、北部地域の自然環境等に影響が大変懸念されます
ので、そういったことも含めて、県はしっかりと対応
しなければならないというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　ぜひこのような形で、けさのような
形で、県民の思いを弾圧するというんですか、先ほど
副知事が強い抗議の意思を示したということですが、
この高江についても、しっかりと今公室長が答弁され
たように、しっかりとした対応を求めておきます。
　さて、次に移ります。
　地域福祉の現状についてですが、65歳以上の高齢
者のうち、生活保護を受けている、受給する割合が非
常に直近の調査で高いことが明らかになったというこ
とですが、その点について伺います。
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○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　高齢者の生活
保護の割合が徐々に高くなっていますが、これはやは
り本県でも単身の高齢者であるとか、高齢者夫婦のみ
では生活が厳しくなっているというふうな現状がある
と認識しております。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　戦後27年続いた米軍統治で年金制
度の加入がおくれ、無年金や低年金者が多いことが、
あるいは県民所得の低さが影響しているとも言われて
いますが、単身であったり、夫婦２人のみという今説
明でしたが、その辺はどういうふうに県としては分析
されているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時28分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　実際としまし
ては、分析というとできていないところございますけ
れども、間違いなくその傾向が上がってきているとい
うことですので、そこにはしっかり対応していきたい
というふうに考えています。
○議長（新里米吉君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　その他、待機児童の問題、子育てを
する若いお父さんやお母さんの問題、雇用の問題など
も先ほど示していただきましたが、選挙戦において、
子供の貧困も含めて、若い世代の抱える課題、自分の
お父さんやお母さんが年老いてくる、年とってくると
いうことも含めて大きな課題を、たくさんの課題を私
も聞いてきました。今議会でも、その解消に向けた期
待というか、県への要望というか、たくさんのことが
示されています。それは、間違いなく選挙戦でそれぞ
れが地域で聞かされた声だというふうに思いますの
で、ぜひその解消に力を尽くしていただきたい、一緒
になって頑張っていきたいということで申し上げて、
質問を終わりたいというふうに思います。
　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
○瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　皆様、こんにちは。
　日本共産党の瀬長美佐雄です。
　私は翁長知事を支え、基地のない未来を目指す21
世紀沖縄ビジョン推進と県民の福祉増進を図るための

公約を訴えて選出されました。
　昨日の参議院選挙沖縄選挙区は、公約を守らない政
治家を県民は許さないとの厳しい審判を下しました。
県民は新基地は許さない。政府の圧力に屈服しないと
日米両政府にきっぱりと闘う民意を示しました。私は
県民の平和に対する強い思いを誇りに感じるもので
あります。私は公約をしっかり守り、県民からヤー
チューされないように頑張りたいと思います。
　質問に入ります。
　質問１から３については、事業主体である市町村を
指導・援助する立場を踏まえて質問します。
　１、待機児童の解消について。
　(1)、待機児童解消計画の概要と保育所新設及び認
可外保育所の認可化の計画、現状を伺います。
　(2)、市町村における今年度の実態について。
　ア、認可園入所申込者数と入所者数。
　イ、潜在的待機児童の見込み数を伺います。
　(3)、認可、認可外で働く保育士の待遇改善が求め
られています。現状認識と具体的な取り組み状況を伺
います。
　２、放課後児童健全育成事業の拡充について。
　(1)、民間施設等を利用するクラブへの家賃補助実
施促進を求め、実施状況も伺います。
　(2)、保護者の負担軽減のために、保育料の軽減を
求めるものです。子供貧困対策としての事業で可能か
伺います。
　(3)、指導員の待遇改善が求められています。給与
の実態と認識、改善への取り組みを伺います。
　３、就学援助制度の拡充について。
　(1)、就学援助の利用状況及び自治体による適用に
開きがある現状への認識を伺います。
　(2)、前年度の給食費を払っていることや民生委員
を通じて申請させることを受給条件にする自治体が存
在します。是正すべきと思います。対処方を伺いま
す。
　(3)、対象費目に部活費、ＰＴＡ・生徒会費、眼鏡
などの適用を市町村への徹底を求めます。
　給付型奨学金について。
　本来は国が行うべき給付型奨学金を沖縄県が全国に
先駆け実施することに評価と注目が集まっておりま
す。
　４の奨学金についての(1)、今年度の取り組み状況
について。
　(2)、県内学生にも適用を求める声が寄せられてお
ります。充実の検討ができないか伺います。
　５、公営住宅の整備と拡充について。
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　(1)、全国と比較した整備率を伺います。
　(2)、公営住宅の整備計画を伺います。
　(3)、若年層、ひとり親世帯などの優先入居や家賃
補助・軽減制度は子供の貧困対策の観点から整備すべ
きと思います。検討できないか伺います。
　６、地域環境整備について。
　(1)、県道11号線の整備促進を求めます。進捗状
況、完了年度などを伺います。
　(2)、真玉橋急傾斜地崩落防止対策事業の促進を求
めます。先日の大雨で落石がありました。対処方も伺
います。
　７、豊見城市瀬長島に観光拠点漁港整備を求める糸
満漁協組合・瀬長支部から提出の陳情が豊見城市議会
で全会一致で採択されました。瀬長島に整備された観
光関連施設との連携で観光客の拡大等の可能性も踏ま
え、対応方について伺います。
　８、農業大学校の移転整備の進捗状況、移転地の決
定時期を伺います。
　９、県内食料自給率の現状と目標、年次計画、生産
力向上のための取り組みと課題を伺います。
　10、新規就農者支援事業の利用状況を伺います。
　11、第６回世界のウチナーンチュ大会の今日的意
義と今後の展望、準備の進捗状況を伺います。
　12、昨年度の戦後70年特別弔慰金事業における申
請、請求及び承認、可決、裁定等の状況を伺います。
　13、豊見城城址・グスク跡に存在する陸軍第24師
団第２野戦病院壕の戦跡指定・保存に対する取り組み
を伺います。
　14、我が党の代表質問との関連について。
　質問項目の８番目、高齢者の生活支援(2)、特別養
護老人ホームの増設計画についての具体的で詳細な計
画を伺います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　瀬長美佐雄議員の御質問にお
答えをいたします。
　第６回世界のウチナーンチュ大会についてに関する
御質問の中の、第６回世界のウチナーンチュ大会の今
日的意義等についてお答えをいたします。
　世界のウチナーンチュ大会は、海外の県系人と県民
の交流を通したウチナーネットワークの確立、発展等
を目的にこれまで５回開催されてきました。海外県系
人等の世代交代が進む中、ウチナーネットワークを維
持し、次世代へ継承させるためにも、第６回大会は重
要な意義を有していると考えております。今大会で
は、海外の次世代代表が参加する若者サミット（仮

称）が企画されているほか、プレイベントとして、県
内、海外の若者が中心となった世界若者ウチナーン
チュ大会も開催されるなど、今後の展望としてウチ
ナーネットワークの担い手となる世界中の県系の若者
が交流と理解を深めることで、より強いきずなが形成
されることが期待されます。
　第６回世界のウチナーンチュ大会では、前夜祭パ
レードや開会式、閉会式等の恒例イベントに加えて、
三線の一斉演奏やしまくとぅば世界大会、大交流祭を
開催するなど、前回以上に魅力のあるイベントを企画
しております。今後も、周知活動等を積極的に実施
し、前回大会以上の盛り上がりとなるよう準備を進め
てまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　待機児童の解
消についての御質問の中の、待機児童解消計画の概要
と保育所整備等の計画、現状についてお答えします。
　県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき約
１万8000人の保育の量を拡大し、待機児童を解消す
ることとしております。昨年度は、保育所等の整備な
どにより約4400人の定員増としたところであり、う
ち認可外保育施設の認可に伴う定員増は1414人であ
ります。今年度は約8700人分の整備を行うこととし
ており、認可外保育施設に対する運営費支援につきま
しても、対象児童を約1900人見込んでいるところで
あります。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、平成
29年度末までの待機児童の解消に向け取り組んでま
いります。
　次に、入所申込者数と入所者数についてお答えしま
す。
　平成28年４月１日現在で、保育所等への入所申込
者数は４万9744人で、対前年比3753人増となって
おり、保育所等入所者数は４万4766人で、対前年比
3327人増となっております。
　次に、潜在的待機児童の見込み数についてお答えし
ます。
　平成28年４月１日現在で、特定の保育施設だけを
希望や親が育児休業中などの理由により、潜在的な待
機児童とされている児童数は2205人となっておりま
す。
　次に、保育士処遇の現状認識と具体的な取り組みに
ついてお答えします。
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　保育士の処遇については、給与や正規雇用率が低い
こと、休みがとりづらいこと等が課題と考えておりま
す。
　県としましては、平成29年度末までの待機児童解
消に必要な保育士確保に向けて、保育士の正規雇用化
や年休取得及び産休取得の支援事業に加え、新たに保
育士のベースアップに対する支援を実施することで処
遇改善の取り組みを強化してまいります。また、認可
外保育施設については、認可施設への移行により、保
育の質の向上及び保育士の処遇向上が図られるものと
考えており、引き続き認可化の促進に取り組んでまい
ります。
　次に、放課後児童健全育成事業の拡充についての御
質問の中の、民間施設活用放課後児童クラブに対する
家賃補助についてお答えします。
　県では、放課後児童健全育成事業において、平成
27年度から新規設置の放課後児童クラブに対する家
賃補助を行っているところであり、昨年度は２クラブ
に対して支援を行ったところであります。当該事業で
は、既存クラブは補助の対象となっていないことか
ら、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じて、国
へ補助対象を拡大するよう要望を行っているところで
あります。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、放課後
児童クラブに対する支援に努めてまいります。　
　次に、放課後児童クラブ利用料の軽減についてお答
えします。
　県においては、放課後児童クラブの利用料低減を図
るため、新規設置クラブへの家賃補助や児童送迎に係
る経費の補助を行うとともに、沖縄振興特別推進交付
金を活用した公的施設への移行を促進しているところ
であります。また、市町村が今年度以降、新規または
拡充してひとり親世帯等に対し利用者負担軽減を実施
する場合は、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用
し支援することを検討しているところです。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、利用者
の負担軽減に努めてまいりたいと考えております。
　次に、放課後児童支援員等の給与の実態と認識、改
善への取り組みについてお答えします。
　平成27年度に県が実施した調査によると、県内の
放課後児童クラブで７時間以上勤務の正規職員の手当
を除く給料月額平均は、約16万4000円となっており
ます。勤務時間や資格要件が他職種と異なるため、単
純な比較は困難であると考えますが、放課後児童支援
員等の処遇改善は、クラブの質の向上や人材確保の観
点から重要だと認識しております。

　県としましては、平成28年度に15市町村の292ク
ラブに対し賃金改善のための経費補助を予定してお
り、引き続き市町村と連携し、放課後児童支援員等の
処遇改善に努めてまいります。
　次に、戦後70年特別弔慰金事業についての御質問
の、特別弔慰金の申請及び承認等の状況についてお答
えします。
　戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきまして
は、さきの大戦で公務等のためお亡くなりになられ
た、もとの軍人・軍属及び準軍属の遺族に対して、国
として弔慰の意を表するため、昭和40年に制定され
た戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき
支給されるものであります。本県における平成28年
６月末日現在の請求件数につきましては約４万2000
件、裁定済み件数につきましては約9000件となって
おります。
　県としましては、引き続き請求書類の審査を行い、
裁定事務が円滑に行えるよう取り組んでまいります。
　次に、我が党の代表質問との関連についての御質問
の中の、特別養護老人ホーム等の整備量等についてお
答えいたします。
　県では、市町村の需要見込み等を踏まえて策定した
沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、特別養護老人
ホーム等の整備に取り組んでおります。施設整備につ
いては、平成27年11月から平成29年度末までに特別
養護老人ホームを397床、認知症高齢者グループホー
ムを189床、介護つき有料老人ホームを196床、合計
782床を増床することとしております。そのうち、
194床を平成27年度に整備し、420床を平成28年度
に、168床を平成29年度に整備する計画となってお
ります。また、当該整備により国が定める人員基準
等から推計すると、必要な職員数は約500名でありま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　就学援助制度の拡充につい
ての御質問の中で、就学援助制度の利用状況及び自治
体による適用についての御質問にお答えいたします。
　就学援助は、経済的理由により就学が困難な児童生
徒の保護者に対し、学用品費、医療費、給食費等を援
助する制度で、平成26年度の県内の学用品費等の受
給者数は２万9175人、就学援助率は20.15％となっ
ております。就学援助制度は、市町村事業としてその
実情に応じて実施されていることから、認定基準や支
給内容がそれぞれで異なっている状況にあります。
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　県教育委員会では、市町村教育委員会へ認定基準や
費目等の状況について情報提供を毎年度行っており、
平成28年１月に開催した市町村担当者会議では、子
供の貧困対策に係る調査結果や他自治体の取り組み例
を紹介し、周知方法等に関する意見交換を行いまし
た。今後も引き続き市町村教育委員会へ通知や情報提
供を行うほか、担当者会議を開催し、就学援助の適切
な実施を促していきたいと考えております。
　次に、就学援助の受給条件の是正についての御質問
にお答えいたします。
　就学援助制度の申請に当たって、保護者に対し民生
委員の所見を記入させるよう求めたり、また、認定の
際に給食費の完納を要件としている市町村があり、改
善してもらいたいとの要請を受けております。
　県教育委員会においては、要請を受け、現在、市町
村教育委員会に対し状況を確認しているところであ
り、今後、関係市町村と意見交換を行い、就学援助制
度の目的に沿った取り扱いが行われるよう促してまい
りたいと考えております。
　次に、対象費目の拡充についてお答えいたします。
　県内市町村においては、全市町村が援助費目として
いる学用品費等のほか、２町がクラブ活動費、４町村
がＰＴＡ費、４市町村が生徒会費を援助費目に加えて
おり、また、眼鏡購入費については３村で就学援助の
対象としております。
　県教育委員会では、市町村教育委員会へ認定基準や
費目等の状況について文書により情報提供を行うとと
もに、平成28年１月に開催した市町村担当者会議で
は、子供の貧困対策に係る調査結果や他自治体の取り
組みの工夫例を紹介し、援助費目の再検討の依頼や意
見交換を行いました。就学援助制度につきましては、
今後とも、全ての児童生徒が義務教育を円滑に受ける
ことができるよう適切な実施を促していきたいと考え
ております。
　次に、給付型奨学金についての御質問で、今年度の
取り組みについてお答えいたします。
　現在、県教育委員会においては、給付型奨学金の給
付要綱や募集要項等の最終的な検討を行っているとこ
ろであります。なお、多くの生徒が夏休み前には進学
進路を決定していくことから、６月上旬に各高等学校
等に事業概要を送付し、生徒や保護者に対する事前周
知を依頼しております。
　今後の計画としましては、７月中旬ごろに募集要項
等を学校等を通して配布し、応募を受け付け、書類審
査や面接等による選考を行った後、本年度末までに入
学支度金を、来年４月以降奨学金を給付していく予定

であります。
　次に、県内学生にも適用すべきではないかとの趣旨
の御質問にお答えいたします。
　現在、県教育委員会が創設準備を進めている給付型
奨学金制度は、能力を有するが経済的な理由で県外進
学が困難な生徒を支援することを目的としておりま
す。なお、国においては、６月２日に閣議決定した
ニッポン一億総活躍プランに、本当に厳しい状況にあ
る子供たちへの給付型支援の拡充を図ると明記し、給
付型奨学金の創設に向けた検討を行っていると聞いて
おります。
　本県の給付型奨学金制度の拡大につきましては、国
の制度の動向等を注視しながら研究してまいりたいと
考えております。
　次に、陸軍第24師団第２野戦病院壕の戦跡指定・
保存についての御質問にお答えいたします。
　地域の文化財は地域が守るという考え方のもとで、
保存・整備、公開、活用等は当該市町村教育委員会で
行っているところであります。豊見城市教育委員会に
よりますと、野戦病院壕の土地所有者等の同意が得ら
れず、現地調査等が実施できない状況で遺跡の現況が
把握できておりません。市教育委員会では、今後、土
地を買い上げて活用等を図ることを検討しておりま
す。
　県教育委員会としましては、市教育委員会と土地所
有者等の動向を把握しながら、野戦病院壕の指定・保
存の可能性等について、適宜市教育委員会に助言等を
行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　公営住宅の整備と拡
充についての御質問の中で、公営住宅の全国比較指標
についての御質問にお答えいたします。
　公営住宅整備の比較指標として全国共通のものはあ
りません。土木建築部では、全国の状況を確認する
際には、総世帯数に対する公営住宅世帯数の割合を
多く用いているところであり、平成25年住宅・土地
統計調査により当該割合を算出した場合、沖縄県は
5.5％、全国平均は3.7％で、県は全国平均より1.8ポ
イント高くなっております。
　次に、公営住宅の整備計画についての御質問にお答
えいたします。
　県は、平成23年度から平成32年度までを計画期間
とする沖縄県住生活基本計画を策定し、その計画にお
いて住宅施策の基本的な方針や具体的展開並びに公営
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住宅等の供給目標量などを定めております。一方、公
営住宅の整備については、昭和40年代後半から50年
代前半に建設した多くの公営住宅が建てかえ時期を迎
えていることから、平成22年度に策定した沖縄県公
営住宅等ストック総合活用計画に基づき、これら老朽
化した団地の建てかえを重点的に行っているところで
あります。
　次に、ひとり親世帯等の優先入居及び家賃の軽減制
度についての御質問にお答えいたします。
　県営住宅の入居者募集に際しては、老人、障害者、
生活保護世帯、母子・父子世帯、多子世帯等につい
て、優先入居に配慮してきたところであります。特に
子育て支援の観点から、ひとり親世帯や多子世帯など
については、さらなる配慮が必要だと認識しており、
本年度から新たな優先入居枠を設けております。ま
た、県では、県営住宅の入居者が離婚、病気や失業等
により収入が著しく減少した場合には家賃の減免を
行っており、平成27年12月には最大減額率を50％か
ら75％に拡大して生活困窮者の家賃負担軽減に努め
ているところであります。
　次に、地域環境整備についての御質問の中で、県道
11号線の整備・促進についての御質問にお答えいた
します。
　県道11号線は、豊見城市上田交差点から那覇市真
玉橋交差点までの延長約2.8キロメートルの幹線道路
であります。このうち、那覇東バイパス交差点付近か
ら上田交差点までの延長約2.5キロメートルの区間を
幅員30メートル、４車線の豊見城中央線として整備
しているところであり、平成27年度末の進捗率は事
業費ベースで約78％となっております。
　県としては、引き続き当該路線の早期整備に取り組
んでいきたいと考えております。
　次に、真玉橋急傾斜地崩壊防止対策等についての御
質問にお答えいたします。
　真玉橋地区の急傾斜地崩壊防止対策事業は、平成
25年度から対策工事に着手し、地権者から施工承諾
を得た区域について、のり枠工等の対策工事を実施し
たところであります。なお、先日の大雨に際しては、
一部地権者の承諾が得られないことから対策工事を行
うことができない区域において落石が発生しました。
　県としては、当該地権者に対し、対策工事への理解
と協力を継続してお願いしており、承諾が得られない
場合は、地権者みずから必要な措置を講じるよう勧告
を行う予定であります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。

　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　豊見城市瀬長島への
観光拠点漁港整備についての御質問の中の、豊見城市
瀬長島に漁港を整備することについてお答えいたしま
す。
　漁港の整備は、水産物の安定供給を図るための漁業
根拠地として、漁港漁場整備法の規定により指定され
た区域内で行います。このため、瀬長島における新た
な漁港整備は、漁業根拠地としての利用実態や近隣漁
港の整備水準、利用状況等を総合的に勘案した上で、
補助事業等により整備することが妥当と判断された場
合に、漁港漁場整備法の規定に基づき、市町村長等が
関係地方公共団体の意見を聞いて区域を指定する必要
があります。
　県としましては、豊見城市から調整等がありました
ら、関係機関と連携して適切に対応してまいります。
　次に、農業大学校の移転整備についての御質問の中
の、県立農業大学校の移転整備の進捗状況についてお
答えいたします。
　県立農業大学校の整備については、行財政的な側面
を考慮し全庁的な施策の中で推進する必要があること
から、移転先決定については、なおしばらく時間を要
する状況となっております。そのため、移転先となる
可能性の高い候補地を残し、市町村へも説明を行って
まいりました。
　県としましては、本県農業の実践的教育機関にふさ
わしい環境整備を実現できるよう引き続き取り組んで
まいります。
　次に、食料自給率と生産力向上の取り組みについて
の御質問の中の、本県の食料自給率の現状と目標、課
題と取り組みについてお答えいたします。
　本県の平成25年度の食料自給率（概算値）はカロ
リーベースで27％、生産額ベースで51％となってお
ります。また、年次計画は設定しておりませんが、沖
縄21世紀農林水産業振興計画における平成33年度の
食料自給率は、カロリーベースで50％の目標値を掲
げております。本県の主要な農林水産物は、肉用牛、
サトウキビ、豚、菊等となっており、主食である米な
ど穀物の生産が少ないことや自給率に反映されない花
卉類や葉たばこなどの生産も盛んなことから、自給率
が低くなっております。
　自給率の向上に当たっては、１、経営感覚にすぐれ
た担い手の育成や多様な新規就農者の育成・確保、
２、自然災害や気象変動に対応した耐候性ハウス等の
栽培環境の整備、３、農業用水源の確保やかんがい施
設等の生産基盤整備の促進など、引き続き持続的農林
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水産業及びフロンティア型農林水産業の振興により食
料自給率の向上に取り組んでまいります。
　次に、新規就農者支援事業の利用状況についての御
質問の中の、新規就農者に対する支援の実施状況につ
いてお答えいたします。
　県においては、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基
づき、新規就農者を年間300名、平成33年度までに
3000名を育成することとしております。主な取り組
みとして、一括交付金を活用した沖縄県新規就農一貫
支援事業により、就農相談体制の充実及び農業施設等
の整備や青年就農給付金事業による就農準備の２年間
及び就農開始後５年間の給付金の給付などを実施して
おります。具体的には、農業施設等の整備について、
平成24年度59名、25年度63名、26年度67名、27年
度65名に対し支援を行っております。就農給付金に
ついては、平成25年度343名、26年度428名、27年
度365名に対して給付を実施しております。
　県としましては、今後とも市町村等関係機関と連携
し、担い手育成に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　再質問を行います。
　まず、我が党の代表質問との関係で、特別養護老人
ホームあるいは老健施設等々の整備計画を伺う中で、
今雇用については500名ほど見込まれるという答弁で
よろしいでしょうか、確認です。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　国の定める人員基準で算出しましたら、500人程度
というふうに推計しています。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　老健施設については、標準的な特
別養護老人ホームは何名ぐらいを意味するのか、そこ
に働く職種、事務系であったりケアマネであったりい
ろいろ職種があるかと思いますが、どういう職種が予
定されるか伺います。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　定員70名程度で特別養護老人ホーム、広域型を参
考に御説明いたしますと、まず施設長、それと看護
師、それと介護職員、それと生活相談員、栄養士、機
能訓練指導員、介護支援専門員、それに自前で調理を
やるんでしたら、調理員と事務員で合わせて36名の
職員が必要になります。

○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ぜひ、老後の安心にとっても必要
な施設整備を急ぐことと、このように雇用効果もあり
ますということも大いに青年が夢を持てるかなと思い
ます。
　続きまして、70年弔慰金事業について伺います
が、実は私は昨年ある方――75歳、当時５歳で艦砲
射撃直撃で、当時５名で避難する途中で奇跡的に本人
だけが生き残るというふうな方でありますが、お手伝
いをしました。当時被弾された、この救助した90歳
ほどの女性からその当時の状況を聞き取りいたしまし
たが、この方は家族の生きていたあかしとして特別弔
慰金を請求したというふうな思いでした。まさに新た
に申請をされたということなのですが、先ほど報告さ
れた資料には、このように新たに申請すると、請求す
るという事例とか掌握されておりますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　今回の第10回の特別弔慰金では、新規で推計値で
すけれども、約3000件を新規と見込んでおります。
主な新規の請求の中身としましては、年金受給者の失
権により新たにその特別弔慰金の受給対象になった方
であるとか、これまで年金給付の請求手続を行ってこ
なかった遺族などが該当するというふうに認識してお
ります。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　戦争の風化が叫ばれている中で、
こういう思いを持った弔慰金申請にかかわる県民もお
られるということを踏まえた対応をぜひお願いした
い。
　続きまして、質問７の豊見城市議会における瀬長島
への観光拠点としての漁港整備について伺いますが、
市が整備をその立場に立ち、意向を持ち、県と申請す
れば協議に応じるという答弁だったかと思いますが、
それでよろしいでしょうか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　市町村のほうと調整
しながら、その辺については検討していきたいという
ふうに思っております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　観光客を相手にしたいという意向
が強いかと思いますが、観光客をふやすという形で、
この漁港整備ともかかわる県のメニューとかどういう
対応があるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
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○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　例えば、地
元の漁協組合が、今議員からございましたように、観
光客の誘致拡大に向けて、例えば瀬長島の観光関連施
設などと連携して観光商品を開発するとかそういった
ことが想定されますが、そういった動きについては、
県のほうで例えば観光アドバイザーを派遣して、どう
いった形で商品のつくり込みを行うか。どういったと
ころが観光資源としての魅力があるかといったことな
どについてのアドバイスをする事業があったり、また
県の事業にそういった商品自体の開発に要する経費の
一部助成をするような事業もございますので、そう
いったところに応募といいますか、そういった形で
やっていただければ適切な助言、支援が行えると考え
ています。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ぜひ、地域の要求に応えていただ
きたいと思います。
　続きまして、県道11号線の整備について、先ほど
進捗率を伺いましたが、完了年度は何年の予定なんで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　現行、平成30年度
までの事業認可ではありますけれども、若干工程がお
くれているところもありますので、33年度まで延伸
をしてやっていくということで今検討しているところ
でございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　平成24年度の議会での整備の質
問の中で30年度と確認されておりますが、また延び
るということでは、地域の本当に困っている交通渋滞
の緩和という点では、ぜひ急ぐべきだということを要
望しておきたいと思います。
　続きまして、就学援助制度の拡充について問題を指
摘いたしました。この就学援助について、民生委員の
関与、極力関与させて、地域によりますが、民生委員
が申請者を訪問し携帯電話の所有や車の種類などを調
査する。多くの市町村が自治体の所有する所得証明な
どで判断する中で、民生委員の過度な介入に関係者ら
から申請の抑制につながりかねないなどの懸念が挙
がっているというふうなことが記事にもなっておりま
す。さらに、市町村は課税証明を見たら、家庭の経済
状況がわかるはずだと利用までのハードルが格段に上
がり、申請をやめる人も出てくると思うと。受給させ
ないための嫌がらせのように感じるという指摘をしな
がら、憲法の教育を受ける権利を保障するために必要
な人がきちんと受給できるようにすべきだという指摘

が紙面にも載っております。
　伺いますが、こういった関与についてあり方として
あるべきなのかと。多くの自治体がそういったことを
しない、もう既にそういったことをやらないで対応し
ているという実態に照らして問題だと思いますがどう
なんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えいたします。
　申請者に民生委員の所見もあわせて提出するように
求めているのが、４町村ほどあると伺っております。
本来、民生委員の役割といいますのは、民生委員法に
おきまして、住民の生活状態を必要に応じて把握して
生活に関する相談や助言を行うとか、サービス利用の
情報の提供を行うと。また、関係行政機関の社会福祉
の増進に係る業務に協力するとかそういう観点で民生
委員は位置づけられていると思います。ただ、文部科
学省の通知あたりでは、就学援助の実施漏れがないよ
うに必要に応じて民生委員やスクールソーシャルワー
カーとも連携するようにというふうな趣旨でうたって
いるようでありまして、今回、民生委員の所見を入れ
るのが条件となっていることに関しましては、ちょっ
とまた実情も市町村のほう細かく把握しながら意見交
換を行った中で、本来就学援助制度の目的に沿った取
り扱いが行われるように、入り口を狭めるようなこと
のないように、その取り扱いについては意見交換を
行ってまいりたいと思います。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　豊見城市と南風原町という２市町
がそういう対応がされていると。もう残された２つの
自治体はぜひ速やかに指導して、申請者の申請権を生
かす方向での対応を指導していただきたいと。
　あわせて、対象品目に部活費やＰＴＡ・生徒会費、
眼鏡等々の適用を受けている、認めている自治体もあ
ればそうでもないというふうな状況はいかがなものか
と。しっかりとこういった趣旨の制度として保障され
ている対象品目については、県としては、それを適用
させるというふうなかかわりでの対応をすべきではな
いんでしょうか、伺います。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　就学援助制度につきまして
は、基本的には市町村のほうで基準とか費目も定めて
やっているわけなんですが、教育委員会としまして
は、各団体の費目の状況、給付基準についても、その
情報一覧にしまして提供しまして、担当者会議でも他
自治体の取り組み例等も紹介しながら援助費目の再検
討、その辺等も意見交換等も行っているところでござ
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います。今年度は、子どもの貧困対策推進基金の事業
としましても、その交付金を創設されていまして、こ
の就学援助の充実を図る事業についても交付対象事業
とするという方向で今取り組みがなされていくと思い
ますので、その辺また注視しながら、担当関係部とも
連携をしていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ぜひ、適用が広がるような形での
県の指導援助を求めたいと思います。
　放課後児童健全育成に係る質問を行います。
　先ほど家賃補助についても新たなメニューが対応で
きるというふうなことと伺いましたが、その理解でい
いんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　家賃補助につ
いても、平成27年度からあくまでも新規ということ
でございますけれども、事業を実施しているところで
ございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　既存のそういった学童保育いわゆ
る賃貸であったり、かかる費用が負担になってそれで
保護者の保育料がはね上がるという関係では、ぜひ既
存の対応をするという点での活用方は、今後の展開で
充実できないのかという思いですがどうなんでしょう
か。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　まず、この事
業につきましては、国庫補助事業でございますけれど
も、既存クラブが補助対象外というふうになっており
ますので、九州各県と連携をとっていわゆる補助の対
象拡大を図るように要望しているところでございま
す。あわせて家賃補助については、ほかの市町村のほ
うで一括交付金を活用した家賃補助、独自補助もやっ
ていますので、それもしっかり各市町村のほうに事業
案内しながら取り組みを進めていきたいと考えており
ます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　はい、わかりました。
　一括交付金で活用している那覇市であったり、幾つ
かの自治体があるのもわかりますので、ぜひそれを広
げるという立場で県は各自治体に指導援助していただ
きたいと思います。
　実は、学童指導員の待遇改善が求められるのではな
いかという思いがいたし質問いたしました。現在、福
祉にかかわる保育士あるいは介護士の離職ということ
の関係で、国の課題としても人件費を引き上げるとい

うふうなことが選挙の中でも政策的な課題になってき
ましたが、放課後児童健全育成事業に係るこの分野の
働いている学童指導員の待遇、先ほど正規の方で平均
16万というふうな調査結果が出ましたが、この給与
の額ということが妥当なのか、これで続けられるとい
うことなのか、私はやっぱり保育士、介護士等々に匹
敵してもなお低いという現状にあるのかなと思います
ので、この給与の水準の実態の認識、あるべき姿とし
て引き上げるという点での手だてが、今後どうされる
のか伺いたいと思います。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　先ほど御案内
いたしました手当のほうを除いた金額で、いわゆる月
額の給料だけをお話ししました。ただ、放課後児童支
援員につきましては、ちょっと勤務形態もそれぞれ
違っているところもあるものですから、しっかりその
辺あたりはもう一度分析した上で今後検討していきた
いと思います。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　食料自給率の農業分野について係
る質問をしますが、カロリーベース生産の額ベースで
の案内がありましたが、今後観光客を1000万目指す
と。既に800万の観光客が来られているという中で、
この食料を県内で生産し農家の所得向上に結ぶという
点では、今の水準でよしとはできない問題意識を持っ
ておりますが、現場としてはどうなんでしょうか、今
の水準で生産力。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　食料自給について
は、21世紀農林水産業振興計画については約50％を
目標設定しております。その中で十分ではないという
のが今現状ですけれども、先ほど説明したように、沖
縄の場合は亜熱帯型という花卉類とかあるいはほかの
自給率に反映しにくいような品目等も生産していると
ころがあります。そのために県のほうとしては、食料
自給率の向上の取り組みとしては、担い手の育成ある
いは自然災害に影響が少ないような耐候性ハウスの整
備、あるいは生産基盤の強化ということで、農業用水
の水源の確保なり生産基盤の強化をしていきたいなと
いうことを考えております。
　引き続き自給率向上に向けての生産基盤強化に取り
組んでいきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　ぜひ農家の所得向上につながると
いうことの観点と生産力を上げるための取り組みとし
ては、地産地消を奨励するという方向性の中で、具体
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的な取り組みで効果が上がっているというふうなこと
があるのか、あとホテルとの連携という点でのこの農
家との連携の状況などについても推進すべき要素かな
と思いますが、実態について掌握されているのであれ
ば伺います。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　各地域のほうにＪＡ
等含めて地産地消ということで直売所の整備あるいは
ホテル等あるいは観光客に対する農産物の提供という
ことで、県のほうとしては先ほど言いましたように、
自然災害に影響を受けにくい、災害に強い栽培施設の
整備等あるいは生産基盤等の整備を含めて、この辺に
ついて拠点産地を認定させてもらっております。それ
ぞれ市町村ないしは地域のほうで一定の出荷、方向性
を検討しながら安定的に品質規格を統一できるように
品質向上を取り組めるような生産強化を図っていると
ころであります。その辺含めて社会経済等の動向も含
めて関係機関のほうと一緒になって生産強化に取り組
んでまいりたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　農業に従事している方の高齢化、
平均年齢の高齢化がなお続いているという中で、私は
当然台風であるとか災害、炎天下の農業という点で
は、さまざまな工夫が求められています。今、注目さ
れているのは、管理型農業、植物工場であったりいろ
んな形態があるようですが、そういった新たな栽培技
術の向上に向かって、営農指導であったりもします
が、その分野の県としての強化はすべき分野ではない
のかなと。あるいは新たなそういった植物工場等々に
ついては、世界が進んだ水準になっているという点で
は、そういった海外の先進地から技術を学ぶというふ
うな研修も含めた対応が求められるのではないかなと
思いますが、県はそういった新たな先進的な技術栽培
取り入れるという点での対応はどういうふうになって
いるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　沖縄の場合について
は、台風、干ばつ等の自然災害を非常に受けやすい。
特に離島については、島嶼性ということでそういう自
然災害の影響を強く受けるということがあります。そ
のため、先ほど説明したように、災害に強い栽培施設
等で約100ヘクタールほど現在整備を進めているとこ
ろであります。引き続きその辺については整備してい
きたいなというふうに思っております。
　それと議員の指摘がありましたように、さらに台風
等の被害を受けにくい植物工場の話もありましたけれ

ども、県のほうとしましては、平成24年度から３年
間沖縄型植物工場の実証検証をさせてもらいました。
その中で、幾つか課題がありまして、初期の莫大な投
資あるいは販売先の周年を通しての価格の維持、それ
とランニングコスト等の課題がありました。その辺の
課題解決を向けながら、特に農家経営であれば投資が
かなり大きいということがありますので、その辺の経
営基盤強化されたような事業自治体を含めて、技術的
な検証等含めて引き続き検討していきたいなというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　公営住宅の整備に関する質問を行
います。
　先ほどの答弁では、世帯に占める整備率は高いほう
だというふうな答弁でありました。私は今とりわけこ
の貧困対策とは言いませんが、収入の少ない、特に共
働き世帯であったりというふうなところとのかかわり
で言っても、あるいは年金だけが頼りというふうな低
所得者を対象とする、例えば200万以下の皆さんに対
する公営住宅の整備率ということがこの間議論された
のかなと思いますが、その実態についてどうなってい
るのか伺います。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　平成23年の第２回定例会において、平成20年住宅
土地統計調査をもとにして年収200万未満１世帯当た
りの公営住宅戸数を算出した結果をお答えしており
ます。その中では、沖縄県は0.15、全国平均は0.25
で、結果として沖縄の1.7倍になっておりますという
お答えをしております。現在、最新の平成25年の住
宅土地統計調査をもとにして同様に算出しますと、年
収200万円未満１世帯当たりの公営住宅戸数は、沖縄
県は0.151、それに対して全国平均は0.195で、沖縄
県の1.3倍となっております。平成20年から25年まで
の５年間で県内の所得200万円未満の世帯数というの
は4100世帯減少しております。それに対して、公営
住宅戸数は122戸ふえておりまして、割合としてはほ
ぼ変わらないという状況でございますが、全国平均値
は、世帯数が130万戸増加して、その一方公営住宅の
戸数は22万5000戸減少するという状況になっており
ます。結果的に割合が25％大きく減少していると。
0.25から0.195まで大きく減少したということになっ
ております。
　全国では、人口減少に応じて公営住宅戸数を減じる
方向にございます。また、年収200万未満の世帯数と
いうのも全国的には増加しているという状況にござい
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ますので、このあたりを考慮しますと、この割合で比
較するというのは少し難しいのかなというふうにも考
えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
○瀬長　美佐雄君　低所得者の住宅は必要ですという
思いでぜひ整備の方向で頑張っていただきたいと。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　20分間休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　嘉陽宗儀君。
　　　〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽　宗儀君　最後になりましたけれども、一般質
問をしたいと思います。
　まず初めに、県民生活を守るためにということで、
１番目、生活保護の受給実態について、その推移５年
分。その特徴について説明を求めたいと思います。
　保護申請をしたけれども、受給できなかった人数
と、その理由について説明してください。
　それから、生活保護を申請しても却下されて困って
いる県民からの相談がふえていますが、実態はどう
なっていますか。そして、どのような指導援助をして
いるか説明を求めたいと思います。
　特にこの問題については、貧困と格差が強く指摘さ
れる中で、あの県議選挙のさなかでも生活保護を打ち
切られた、あしたから食べる物がない、何とかしてほ
しいという相談が来るような事態ですから、県がしっ
かりやはり実態を掌握して県民の命を救う、生活を守
るために努力をしてほしいと思います。
　それから２番目、知事の政治姿勢について。
　米軍基地問題について。
　在日米軍基地の専用施設に占める沖縄の基地負担の
数字が誤っているとの批判が出されていますが、その
内容を県議会に報告してください。元海兵隊員による
犯罪について県民に報告を求めたいと思います。より
よき隣人政策が犯罪の引き金になっていないか、検証
が必要だと思いますが、どうでしょうか。
　(2)、軍事演習場について、沖縄の負担状況はどう
なっていますか。
　(3)、全国的には、軍事演習を終了したら、廃棄物
はその掃除をして片づけているのに、なぜ沖縄ではそ
れがやられていないのか。
　不発弾による山火事が頻発しているが、実態につい

て説明してください。
　(5)、自公政権は基地負担の軽減を図ると言いなが
ら、実態は激しい訓練が行われ、県民は受忍限度をは
るかに超える苦痛を強いられています。県民に寄り添
うなどという県民を愚弄するような態度は許されませ
ん。この際、知事は県民の怒りを正面から受けとめ
て、例えば爆音をなくすために嘉手納基地の閉鎖・撤
去を求めるべきと考えるが決意を伺います。
　ア、辺野古の新基地は、普天間基地の単なる移設で
はなく、海兵隊のための総合機能を備えたものにする
ことが日米で合意されていますが、その内容を県民に
明らかにすべきではありませんか。
　イ、辺野古弾薬庫には、かつて核兵器の貯蔵疑惑や
化学兵器、毒ガスなど大変危険な兵器が貯蔵されてい
る疑惑がありました。県民の安全を守るために県は危
険な実態を解明すべきだと思いますがいかがですか。
　ウ、弾薬庫には爆発物安全量距離が制定されていま
す。その内部には原則的に立ち入りが禁止されていま
す。国道329号も危険地域に入っています。だから、
辺野古の新基地建設計画を強引に進めているのではあ
りませんか。
　エ、現在、米軍は沖縄の米軍基地に爆弾の搬入をど
のような方法で行っているか。ホワイト・ビーチや天
願桟橋から演習場には運び込まれていると思いますけ
れども、どうですか。これは爆発物安全量距離に違反
しています。重大問題ではないか、所見を伺います。
　爆発物安全量距離、辺野古新基地建設は基地や演習
場への爆弾の搬送は法に違反して陸路の県道や国道を
使わざるを得ないから、普天間基地の移設先を辺野古
にこだわっていると思います。北部訓練場、キャン
プ・ハンセン、キャンプ・コートニーなど辺野古新基
地はまさに使い勝手のよい基地になります。
　知事はこの危険性を正確に調査を行い、除去するた
めに、全力を挙げて取り組むべきだと考えますけれど
も、決意を伺います。
　キャンプ・キンザー補給基地倉庫群の移設計画が沖
縄市嘉手納弾薬庫に移設するということについて、県
としての課題を伺います。
　比謝川の県道16号線にかかわる浸水対策を伺いま
す。
　３番目、泡瀬干潟問題について。
　ラムサール条約登録に向けて進捗状況の説明を求め
ます。
　沖縄市との協議はどうなっていますか。
　泡瀬干潟を保全するための取り組みについて説明を
いただきたいと思います。
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　次に、イモゾウムシ、アリモドキゾウムシの駆除の
進捗について。
　教育問題について。
　学力向上推進運動で、中学校の実績はどうなってい
るか。
　教師の多忙化解消のための取り組みについて。
　私学に対する補助の実態について説明を求めます。
　それから６番目、北部訓練場の返還について。
　世界自然遺産登録に向けてどのような取り組みをし
ていますか、説明してください。
　それから、森林伐採は今も続いているのですか、現
状を報告してください。
　多様な動植物の保全のためにどのような努力をして
いるか。
　よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　嘉陽宗儀議員の御質問にお答
えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、在
日米軍司令部の発信内容と米軍属による事件について
お答えをいたします。
　在日米軍司令部が、在日米軍専用施設面積の本県に
占める割合を事実でないように発信したことについて
は、承知をいたしております。過重な基地負担を強い
られている沖縄の現状が正しく認識されているものと
は言えず、大変残念であります。５月19日に死体遺
棄容疑で逮捕された米軍属の被疑者については、６月
９日に殺人等の容疑で再逮捕され、６月30日に起訴
されたものと承知しております。このような情報発信
や犯罪行為は、よき隣人としての立場からはほど遠い
ものであります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県民生活を守
ることについての御質問の中の、生活保護受給実態の
推移と特徴についてお答えいたします。
　沖縄県の生活保護受給者については、平成23年度
は３万844人、前年度伸び率6.3％、平成24年度は
３万2696人、伸び率6.0％、平成25年度は３万3995
人、伸び率4.0％、平成26年度は３万4840人、伸び
率2.5％、平成27年度は３万5851人、伸び率2.9％
となっており、増加傾向にあります。また、平成27
年度の世帯類型別の状況を見ますと、高齢者世帯が

48.5％となっており、全国と同様、被保護世帯に占
める高齢者世帯の割合は高い状況にあります。
　次に、生活保護を受給できなかった人数とその理由
についてお答えいたします。
　平成27年度の生活保護の申請件数は県全体で4536
件であり、そのうち保護の開始に至らなかった件数は
788件となっております。
　開始に至らなかった主な理由としましては、障害年
金の受給開始などの他法活用や資産・預金等の活用、
収入が最低生活基準を上回っていることなどとなって
おります。
　次に、生活保護の申請等についてお答えいたしま
す。
　平成27年度の申請件数4536件のうち、却下となっ
た件数は431件で、その割合は9.5％となっておりま
す。
　却下となった主な理由としては、資産、預金等の活
用や収入が最低生活費を上回ることなどとなっており
ます。保護の要否に当たっては、資産及び収入の状況
等を踏まえ、法令等に基づき、各福祉事務所において
決定しているところであります。
　県としましては、生活保護が適正に実施されるよう
研修会等の場において周知を徹底するとともに、事務
指導監査等で指導しているところでございます。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、演習場の沖縄の負担状況につい
てお答えいたします。
　平成28年３月末現在における本県の米軍専用施設
の演習場は14施設あり、面積は約１万5968ヘクター
ルとなっています。演習場が所在する地元において
は、実弾演習や廃弾処理に伴う騒音や振動、原野火災
や赤土流出による自然環境の破壊等、さまざまな問題
が生じております。
　県としては、従来から、米軍の訓練等によって周辺
住民に被害や不安を与えることがないよう求めてきた
ところであり、今後とも軍転協と連携し、日米両政府
に対し、あらゆる機会を通じて本県の過重な基地負担
の軽減を求めてまいります。
　次に、米軍の演習による不発弾処理についてお答え
いたします。
　県内において実弾射撃訓練が実施されている米軍の
演習場は、キャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセ
ン、鳥島射爆撃場、沖大東島射爆撃場があります。演
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習による不発弾の処理状況については、沖縄防衛局に
よると、演習通報以外の内容は公表されていないこと
から、承知していないとのことであります。
　なお、ＳＡＣＯ最終報告によると、キャンプ・ハン
センにおいて、半年ごとの実弾射撃演習場の清掃作業
を実施し、その際、発見される不発弾については、資
格を有する不発弾処理要員が処理するとしておりま
す。
　次に、原野火災の実態についてお答えいたします。
　米軍演習による原野火災等の発生について、主な原
因は実弾射撃演習によるものとなっております。復帰
後から平成27年までの発生件数は588件、焼失面積
は約3796ヘクタールとなっております。
　次に、嘉手納飛行場の閉鎖・撤去についてお答えい
たします。
　県は、これまであらゆる機会を通じ、嘉手納飛行場
における訓練移転の検証を行い実効性のある対策を講
じることや航空機騒音規制措置の厳格な運用、騒音対
策の強化・拡充等、航空機騒音の軽減について要請し
ております。
　引き続き、関係市町村や軍転協、渉外知事会等とも
連携しながら、騒音を初めとした周辺住民の負担軽減
が図られるよう、粘り強く働きかけていきたいと考え
ております。
　次に、辺野古新基地の機能についてお答えいたしま
す。
　政府が推進する辺野古移設計画においては、弾薬搭
載エリア、係船機能つき護岸、２本の滑走路の新設な
ど、現在の普天間飛行場と異なる機能等を備えること
とされており、単純な代替施設ではないと認識してお
ります。
　県としては、普天間基地の閉鎖・撤去、県内移設断
念という知事公約の実現に向け、全力で取り組んでい
るところであり、辺野古に新基地はつくらせないとい
うことを引き続き県政運営の柱にし、普天間飛行場の
県外移設を求めてまいります。
　次に、辺野古弾薬庫の実態についてお答えいたしま
す。
　辺野古弾薬庫にどのような弾薬等が保管されている
かは明らかにされていませんが、政府は、核兵器につ
いて、持たず、つくらず、持ち込ませずという、我が
国の国是であるいわゆる非核三原則は堅持するとして
おります。また、化学兵器については、質問主意書に
対する答弁書で、生物兵器及び化学兵器を使用しない
ことは、国際法上、我が国及び米国が負っている義務
であるとしております。

　県としては、政府において、非核三原則を堅持し、
国際法上の義務を遵守するべきであると考えておりま
す。
　次に、辺野古弾薬庫の爆発物安全量距離についてお
答えいたします。
　辺野古弾薬庫の爆発物安全量距離については、平成
13年12月26日、当時の防衛施設庁から、道路を対象
としている爆発物安全量距離でも全て辺野古弾薬庫の
施設・区域内におさめられており、国道329号はその
中に入っていないことなどの説明がありました。
　次に、米軍基地への弾薬等の搬入方法についてお答
えいたします。
　いわゆる５・15メモによると、天願桟橋及びホワ
イト・ビーチ地区において弾薬の積みおろしが行われ
るとされており、両施設から嘉手納弾薬庫、辺野古弾
薬庫などへ輸送されていると認識しております。
　爆発物安全量距離とは、米軍の規則に規定されてい
るものと理解しており、弾薬等を輸送する際や港湾施
設で積みおろしを行う際の米軍の規程について、沖縄
防衛局に照会しているところです。
　次に、弾薬庫搬送の危険性除去についてお答えいた
します。
　陸路での弾薬搬送の状況につきましては、引き続き
県としても状況把握に努めてまいりたいと考えており
ます。
　県としては、日米両政府は、米軍の演習等に伴う事
件・事故の防止や安全管理の徹底等を行うべきである
と考えております。
　次に、牧港補給地区から嘉手納弾薬庫知花地区への
移設についてお答えいたします。
　嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還は、沖縄の
過重な基地負担の軽減及び振興・発展につながるもの
であり、確実に実施されることが必要と考えておりま
す。嘉手納弾薬庫知花地区への移設については、昨年
10月、若宮防衛副大臣が沖縄市長へ協力を要請して
おります。沖縄市長は、アリーナの整備や河川の氾濫
への対処等、地元振興及び課題への対応を求めてお
り、今後、政府から地元への丁寧な説明を踏まえた上
で、地元の理解が得られるかを見きわめ判断するとし
ております。
　沖縄防衛局は、去る５月に開催された地域説明会に
おいて、無許可耕作者等の対応や交通渋滞の緩和対策
など地元懸念事項への対応について説明を行っており
ます。
　県としましては、統合計画の推進に当たって、政府
は、地元へ丁寧に説明し、地元の意向に十分配慮する
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ことが重要であると考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中で、比謝川の浸水対策についての御
質問にお答えいたします。
　比謝川については、県において河川改修事業を進め
ており、整備延長約7.3キロメートルのうち、下流部
の米軍施設用地内と国道330号の上流部を除き、おお
むね整備が完了しております。なお、米軍施設用地内
の整備が進まないことから、県道26号線を含む沖縄
市白川地区では、大雨等に際して浸水被害がたびたび
発生しております。現在、白川地区の浸水被害軽減の
緊急対策として比謝川のしゅんせつを行っており、ま
た、米軍施設用地内約１キロメートルの暫定的な河道
掘削の実施について、米軍と調整を行っているところ
であります。
　あわせて、県は、ことし２月、沖縄防衛局を通じ
て、米軍施設用地2.8キロメートルの共同使用の申請
を行ったところであり、共同使用開始後は、速やかに
整備に向けた調査に着手する予定であります。
　県としては、引き続き沖縄市と連携して、沖縄防衛
局等関係機関と調整を図り、早期整備に努めていきた
いと考えております。
　次に、泡瀬干潟問題についての御質問の中で、泡瀬
地区のサンゴ保全状況についての御質問にお答えいた
します。
　泡瀬地区埋立事業においては、サンゴのモニタリン
グ調査を実施し、現状を把握するとともに、工事に際
しては、汚濁防止膜の二重展張や海上へ投入する石材
の洗浄等の環境保全措置を講じるなどして、サンゴの
保全に努めております。さらに、周辺海域において、
白化により減少したサンゴの再生を目的に、サンゴ再
生事業計画の策定に取り組んでおり、今年度は、サン
ゴの現況調査及びサンゴ再生手法の検討等を実施して
いるところであります。
　県としては、引き続き国や沖縄市と連携を図り、人
工島周辺の環境に十分配慮しながら、事業に取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　泡瀬干潟問題についての
御質問の中の、ラムサール条約登録に向けた進捗状況
についてお答えします。３の(1)及び(2)は関連します

ので、恐縮ではございますが一括してお答えします。
　県としましては、泡瀬干潟を鳥獣保護区として指定
した後、ラムサール条約に登録することが最も早い方
法であると考えております。ラムサール条約への登録
は、鳥獣保護区の指定に加え、湿地の重要性の国際基
準への該当と、地元住民などの登録への賛意という３
つの条件が必要であります。
　県としましては、ラムサール条約への登録に必要と
なる鳥獣保護区の指定に向け、沖縄市など地元自治体
への働きかけを行っているところであり、今年度策定
する第12次鳥獣保護管理事業計画へ県の方針として
位置づけることを目途に合意形成を図ってまいりま
す。
　続きまして、北部訓練場の返還についての御質問の
中の、世界自然遺産登録に向けた取り組みについてお
答えします。
　世界自然遺産の登録については、国が平成30年夏
ごろをめどに作業を進めているところであります。世
界自然遺産登録の前提となる国立公園化については、
西表島地域が、ことし４月に国立公園区域が拡張さ
れ、また、ヤンバル地域においては、パブリックコメ
ントの実施や中央環境審議会による諮問・答申等を経
て、指定に向けた手続が進められており、９月以降正
式に国立公園に指定される予定であります。県では、
登録に向け、マングースなどの外来種対策、希少種の
ロードキル対策や過剰利用による自然環境への悪影響
の検討とあわせ、今年度は、西表地域及びヤンバル地
域それぞれの生態系保全や持続的利用に向けた地域別
行動計画を策定することとしております。
　県としましては、今後とも奄美を含めた関係機関と
連携し、世界自然遺産登録の早期実現を目指していき
たいと考えております。
　続きまして、多様な動植物の保全のための努力につ
いてお答えします。
　本県は、ヤンバルクイナやノグチゲラなどの貴重な
動植物が陸域に生息するとともに、美しいサンゴ礁、
ジュゴンやウミガメが生息し、新種生物も続々と発見
される海域を有する国内有数の生物多様性に富んでい
る自然豊かな美ら島であります。県は、この豊かな自
然環境を次世代に継承していくことが責務であると考
えており、これまでの環境を保全する施策にあわせ、
失われつつある沖縄の自然環境を積極的に再生するこ
とにも取り組んでおります。また、ジュゴンの保護対
策や外来種対策などにより生物多様性を守るととも
に、この魅力をブランドとして世界に発信してまいり
たいと思います。
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　今後とも、沖縄21世紀ビジョンの平和で自然豊か
な美ら島の実現に向けて、本県の自然環境の保全に取
り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　イモゾウムシ、アリ
モドキゾウムシ駆除の進捗についての御質問の中の、
イモゾウムシ等の根絶についてお答えいたします。
　県においては、不妊虫放飼と寄主植物除去により、
久米島と津堅島のイモゾウムシとアリモドキゾウムシ
の根絶事業を実施してまいりました。平成25年には
久米島のアリモドキゾウムシの根絶を達成したところ
であります。また、津堅島の両ゾウムシについても生
息密度が大幅に低下しております。現在、根絶を効果
的に進めるために、低コスト人工飼料の開発、両ゾウ
ムシの大量増殖技術の確立や有効なモニタリング技術
等の開発に取り組んでいるところであります。
　県としましては、津堅島、久米島でのゾウムシ類の
根絶防除を行った後、宮古、八重山、沖縄本島に防除
地域を拡大し、関係機関と連携して、根絶防除を進め
ていく考えであります。
　次に、北部訓練場の返還についての御質問の中の、
ヤンバル地域の森林伐採についてお答えいたします。
　森林・林業の振興は、地形が急峻で平地が少ないヤ
ンバル地域において、林業従事者の定住化、地域雇用
の維持増進を図るなど、地域振興を図る上で必要と考
えております。
　森林の伐採については、ヤンバルの貴重な生態系に
配慮し、大面積の伐採を避け、伐採区域の縮小化、分
散化に努めるとともに、択伐による収穫についても検
討し、環境に配慮した伐採を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育問題についての御質問
の中で、学力向上推進に係る中学校の実績についてお
答えいたします。
　児童生徒一人一人が将来、自己実現を図り、夢や目
標を達成するためにも学力向上の取り組みは重要だと
考えております。昨年度の全国学力調査におきまし
て、中学校は国語Ｂ、数学Ａ・Ｂにおける正答率が全
国平均との差を縮め、無解答率も改善されておりま
す。また、学習意欲を問う項目については、全国平均
を上回っており、着実な成果につながっていると考え
ております。

　県教育委員会としましては、今後とも、児童生徒に
確かな学力など知・徳・体をバランスよく育むことを
重視し、わかる授業の構築と基本的な生活習慣の確立
を柱に、諸施策を展開してまいります。
　次に、教師の多忙化解消のための取り組みについて
お答えいたします。
　県教育委員会では、教職員の業務改善に向けて、沖
縄県教職員業務改善推進委員会で検討し、平成28年
６月に県立学校及び市町村教育委員会に提言を行いま
した。内容としましては、各学校の実情に応じた学校
行事や会議等の精選及び見直し、部活動等における望
ましい指導のあり方、年次休暇の積極的かつ計画的な
取得促進などの取り組みを推進することとなっており
ます。また、教育庁各課においては、学校に依頼する
調査提出物の精選等を行っているところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き業務改善に向
けた実効性のある取り組みの推進に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　最初に、教育長に再質問します。
　私は、1991年ごろからずっと、学力向上推進運動
について批判的立場で発言をしてまいりました。全国
最下位は抜け出したけれども、中学校のほうがまだ思
わしくないという状況も今言われております。問題
は、全国学力テストというと我々の青春時代といいま
すか、1960年代は教職員もストライキでもって、こ
れに抵抗したと。
　それは、なぜかと。これでは、教職員が本当に教育
基本法にうたわれている真実に基づく教育実践が難し
いということと、それから画一的な管理統制の教育で
は問題だということで、ストライキでも反対運動して
きていたわけですね。
　沖縄の場合には、ペーパーテストの点数が悪いと
いって、それを引き上げるために、一生懸命苦労され
たのはよく知っています。秋田まで行って、学力テス
ト全国１位３年連続ということを県教育庁は一生懸命
取り入れて、学力向上させようという努力をしている
のもよく知っています。私は学力向上をするのは、こ
れは県民の願いですから、それを言っているんじゃな
くて、学力向上させる方法について、もっと基本的
な、そもそも教育とは何ぞやと。やっぱり学ぶ力ある
いは集団的に教える学ぶという授業体制をぜひ沖縄で
もつくってくれと。今、全国的にいえば、愛知県の犬
山市などでもかなり実績報告されておりますけれど
も、沖縄でも実践しているんですよ。学び合いの教
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育、これＮＨＫでも放送されていましたけれども、そ
ういう意味では改めて中学校が成績が上がってないか
ら、また模擬テストみたいなもので何とか事を済まそ
うとしたらまずいと思うんです。これについては、本
格的に中学校の学力向上をさせるというのは、小学校
と同じような延長線上でいいのか。小学校の場合に
は、結局はペーパーテスト、模擬テスト、これを盛ん
に訓練して、これ点数上げてきた。これ私はそういう
批判しましたけれども、中学校は同じ道をたどっては
いけないと思うんですけれども、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　中学校の成績がなかなか上
がらないというのは、やはり内容が高度化していると
か、概念的な思考が求められるとか、そういうものが
あります。それと、また思春期特有の生徒指導上の課
題があると言われておりますけれども、ただ、全国平
均にだんだん近づいてきているということはあると思
います。
　また、小学校のほうで学力向上の取り組みでペー
パーテストを繰り返しという御意見が、そういうふう
にあることがございますけれども、私も実はその学力
向上の支援訪問というのに一度だけですけれども、小
学校だけですが、横で拝見させていただきました。こ
れは、実際１時間この支援訪問している担当の方が授
業をじっくり観察して、先生が生徒に教えている中を
じっくり観察して、それ終わった後に、また反省会と
いう形をやっています。それで、その授業の中のどの
部分で生徒がちょっとわかりづらかったんじゃないか
とか、この分の指導の仕方はこういうふうに具体的に
改善したほうがいいんじゃないかと。具体的に児童生
徒がわかりやすい授業をどういうふうに改善していく
かというそういう取り組みを、これまで延べ700回ほ
どというふうに聞いていますけれども、かなり地道に
取り組まれているのかなと考えております。あと授業
の雰囲気もひところ私が昔感じていたように、黒板に
書いて一方的にお話ししてノートをとるだけじゃなく
て、授業が、どうも児童生徒に問いかけて、反応を受
けとって、キャッチボールしているふうに感じまし
た。そういうことで、昨今言われているアクティブ
ラーニングというのかどうかわかりませんけれども、
生徒が授業に参加している度合いが少し高いのかなと
思いました。そういう取り組みが地道に成果として上
がってきているんではないかなと、私は理解したいと
考えていまして、ただそういう先生方のこういう地道
な取り組みを引き続き期待したいと。それがまた成果
に上がっていく、それが学力の一部を評価しての今回

のテストだと思いますので、そういう地道な授業の中
で生徒がわかる授業をやっていただくことが大事かな
というふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　これについては、議論はこれ以上や
りませんけれども、少なくとも沖縄の教育行政という
のは、今議長の新里先生も元高校の教員で、あのとき
に、蜂起するときに何が一番重要かと叫ばれたかとい
うと、教育行政の独立制ですよ。任命制はだめだと。
統制された教師のもとからは統制された子供しか教育
できないと。だから、先生方は教える力を身につけよ
うということで、職専免――学校を休んで、集団的に
研究、研修を重ねる――それでお互い同士、経験、交
流し合って、先生方の力量はどんどん高まると。これ
を尊重してやってきたけれども、ただそれ以後の県政
のもとで、こういう自主研修も全部カット、官制研修
しか認めない、自主研修認めない。そういう教育行政
の、僕からいえばおかしな方向、自主性を奪うような
ことをやってきている。今も、教育長は手柄話にして
いますけれども、教育行政が視察して懇談をするとい
う。ところが視察する側はいい気になっているかもし
れんけれども、される側はあれが来るたびごとに非常
に重苦しい、その準備が大変だ、多忙化だという声が
寄せられていますから、ぜひ教育長、新しい視点で
しっかり現場の声を聞いて、何が問題になっているか
ということについては、今後改善できるのがあれば頑
張ってほしいと思うんですけれども、決意だけ聞きま
す。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　現場の取り組みをしっかり
見ながら、またさまざまな声があれば、それもまた
しっかり聞いてまいりたいと思います。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　各教育事務所の学校現場へ何名か押
しかけてきてやる方法も、ちょっと疑問が現場から出
されていますから、それも含めて威圧にならないよう
に、先生方の自由で伸び伸びした教育活動ができるよ
うな、これに障害になるようなものを、ぜひきちっと
今回、教育長に今申し上げていますから、調べて、改
善できるのがあったら改善してほしいと思うんですけ
れども、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　今、支援訪問といいますの
は、基本的には事前の準備なしに、通常行っている授
業を見ていただいて、そのいろんな面談等で改善点を
話し合いしていくということであります。それがまた
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威圧と感じられているというのは、ちょっと私どもは
そういうつもりではございませんけれども、あくまで
も児童生徒のために授業の内容を改善していこうとい
う視点の中でやっておりますので、その辺また現場と
意思疎通も図りながらしっかりやってまいりたいと思
います。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　教育長は人間関係で、例えば人を脅
迫する、脅迫された、だからやった人は脅迫じゃな
い、受けとめ方いろいろありますよ。今の学校現場の
先生方がそういうぐあいに受けとめているというので
あれば、特に教育行政というのは人の心を開く仕事で
すよ。人格をちゃんと育てるところ。そういうところ
で人格を育てない、それをゆがめる、そういう事態が
あるよという訴えがあるんだったら、真摯になってこ
れはやっぱり聞いてすばらしい教育行政を頑張ってぜ
ひつくってください。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　そういうさまざまな声があ
りましたら、それをまたしっかり取り入れながら改善
すべきものは改善してまいりたいと思います。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　次に基地問題で、公室長、爆発物安
全量距離の問題を私はずっとこの間軍特でも問題にし
ていますけれども、これ調べましたか、こういう基準
があるのを。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　議員の御質問を受け
まして、今勉強している最中でございますけれども、
弾薬庫の火災や爆発による影響から家屋や道路の安全
を確保するため定められる距離のことというようなこ
と、また、家屋や道路との保安物件の種類、爆発物の
種類、貯蔵量及び貯蔵施設の構造等に基づいて定めら
れると、いわゆる日本の火薬類取締法規における保安
距離に相当するものというようなことを確認しており
ます。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　これ、私がなぜこだわっているかと
いうと、普天間基地の移設先は辺野古以外にないと
言っている、その根拠をやっぱり打ち砕かんといかぬ
と思うんですよ。なぜ辺野古にこだわるかと、どう思
いますか、辺野古にこだわる理由は。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　過去の議員のいろい
ろ御質問等見ますと、辺野古弾薬庫から海上の船へ
の、弾薬のヘリへの輸送のためには今のその区域、弾

薬物取り扱い着陸区域と呼ばれる作業場所を確保する
必要があるということで、現状では適当な場所で確保
できないということで、海兵隊は長期的な課題として
辺野古に基地をつくりたいと、機能強化をしたいとい
うような趣旨の御質問しているということは承知して
おります。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　なぜこだわるかということになる
と、キャンプ・シュワブの非常に重要な役目は、キャ
ンプ・シュワブもそうですし、キャンプ・ハンセンも
そうだし、キャンプ・コートニーもそうだし、北部訓
練場もそうだし、実弾演習場ですよ、実弾演習場。実
弾演習場は全国でもない、なかなか。私なりに調べて
みたら、実弾を使う専用の施設は、沖縄に95.6％、
ただ七十何％ありますじゃなくて、最も危険な実弾演
習場についてはみんな沖縄に押しつけられている。し
かもゲリラ訓練から含めて全部やるのは北部訓練場あ
の一帯。そこで使う爆弾は、陸送をやったら爆発物量
安全基準があって、なかなか県道、国道も使えない。
それから宙づり、ヘリで爆弾を宙づりにすることもで
きない。だから、そういう米軍海兵隊の機能を高める
ためには、演習せんといかぬけれども、演習のために
必要な爆弾は入手しにくい。あれはアメリカの文書を
見ると、途中でデモに遭ったらこれが使えなくなると
か、いろいろ心配事書いていますよね。だからあれは
梅林さんの機密解除で明らかにされていますけれど
も、あくまで日米両政府が辺野古しかないというのは
アメリカの戦闘訓練を連動、落としてはだめだと。だ
からそこに陸送しなくてもいい、それより空中で空輸
しなくてもいいような場所に軍艦の入ることのできる
総合機能を持った海兵隊基地が必要だという、これは
もう海兵隊が必要だというそういうアメリカの都合で
辺野古にしかないということであって、じゃなぜ辺野
古なのかということについては、改めて今言ったアメ
リカの軍事基地の機能を含めて、総合的に見て皆さん
方はちゃんと反論すべきだと思うんですけれどもどう
ですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今議員のおっしゃっ
ていることは、私も一定程度理解できるところでござ
います。やはりこの実弾演習が沖縄に集中している。
その中でやはり爆発物安全量距離の関連で、やはりこ
の陸送についてもいろいろ実は規制等ございます。そ
ういった中において、やはりこの辺野古のほうにその
接岸できるようなものをやれば、その量規制は航路と
か海路は除外されておりますので、そういった観点で
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基地が必要だというような観点から辺野古にこだわっ
ているのではないかというような趣旨は、私も理解を
しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　ちょっとだけ歴史を振り返ると、ア
メリカがベトナムで戦争している以前にも、沖縄の軍
事基地の使い勝手どうするかということでアメリカ国
防総省含めていろいろ議論していますよ。その結果は
陸送はだめだから、やはり都市部の中南部じゃだめだ
から新しい飛行場、基地を、空軍飛行場をつくらな
きゃならないということになって、適地調査をやって
います。その結果、適地調査やって北部のほうで一番
いいのは本部のＰ３Ｃ対戦哨戒機の基地にしようとし
ていたところ。しかし向こうは山がまだあるからだめ
だ。それ以外のところは、北部だから山に囲まれてい
るから飛行場軍事基地としては適さない。だから辺野
古の海を埋めて新しい基地をつくろうと。こういうの
が文書で出ているわけですから、改めて皆さん方は知
事を補佐する立場から、辺野古が唯一という言い分は
沖縄県の立場からは許されないと、そういうことをぜ
ひ論立てしては、頑張って調べてみたらどうですか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　県はこれまで、キャ
ンプ・シュワブの背後地にあります、すぐれた自然そ
して海、そういった環境面からいろいろ議論はしたこ
とはございますけれども、今議員が御指摘のような件
については、私も新たな視点ですので、またこれから
もしっかり調べてみたいと思います。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　頑張ってください。

　それから、この知花弾薬庫一帯の浸水、県道26号
線でしたか、あれの取り組み状況をちょっと説明して
もらえますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　県道26号線周辺、白川地区になりますが、現在そ
れの対策として緊急的には比謝川の福地橋の上流部、
そこのしゅんせつを行っております。これは緊急的な
措置として行っておりまして、福地橋の下流部、これ
は米軍施設用地内になりますが、この１キロメートル
の区間については、暫定的な河道掘削を実施できるよ
うに米軍サイドと調整を進めているところでありま
す。全体としては、2.8キロメートルの区間、ここを
共同使用で申請しているところでございますので、こ
れにはしばらく時間がかかるということもありまし
て、共同使用後に調査には着手していきたいというふ
うに考えております。
○議長（新里米吉君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　もう時間ないようですからこれで終
わりにしますけれども、向こうは黙認耕作地の補償問
題などいろいろもめてこういう説明会もやっています
ので、ぜひタイアップして地権者の皆さん方に迷惑か
けないように努力してください。
○議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明12日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします
　　　午後６時39分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議 長

会議録署名議員

会議録署名議員

新 里 米 吉

瀬　 長　 美 佐 雄

大 城 憲 幸
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平 成 28 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

平成 28 年７月 12 日（火曜日）午前 10 時２分開議

議　　事　　日　　程　第７号
平成28年７月12日（火曜日）

午前10時開議
第１　選挙管理委員及び補充員の選挙
第２　一般質問
第３　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第11号議案まで（質疑）
第４　乙第12号議案から乙第14号議案まで（知事説明、質疑）
第５　陳情第60号、第71号の２及び第78号の付託の件　

本日の会議に付した事件
日程第１　選挙管理委員及び補充員の選挙
日程第２　一般質問
日程第３　甲第１号議案及び乙第１号議案から乙第11号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について
日程第４　乙第12号議案から乙第14号議案まで
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県監査委員の選任について
　　　　　　乙第13号議案　沖縄県監査委員の選任について
　　　　　　乙第14号議案　沖縄県監査委員の選任について
日程第５　陳情第60号、第71号の２及び第78号の付託の件

出　席　議　員（48名）
議　長
副議長
１　番
２　番
３　番
４　番
５　番

新　里　米　吉　君
赤　嶺　　　昇　君
瀬　長　美佐雄　君
玉　城　武　光　君
親　川　　　敬　君
新　垣　光　栄　君
次呂久　成　崇　君

６　番
７　番
８　番
９　番
10　番
11　番
12　番

宮　城　一　郎　君
大　城　憲　幸　君
金　城　泰　邦　君
西　銘　啓史郎　君
新　垣　　　新　君
座　波　　　一　君
比　嘉　瑞　己　君
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長
次 長
議 事 課 長

知　念　正　治　君
平　田　善　則　君
勝　連　盛　博　君

課 長 補 佐
主 幹
主 査

平　良　　　潤　君
中　村　　　守　君
川　端　七　生　君

○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　諸般の報告については、お手元に配付の文書により
御了承願います。
　　　――――――――――――――――――

　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１　選挙管理委員及び
補充員の選挙を行います。
　お諮りいたします。

説明のため出席した者の職、氏名
知 事
副 知 事
副 知 事
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子 ど も 生 活
福 祉 部 長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部 長
土 木 建 築 部 長
企 業 局 長

翁　長　雄　志　君
浦　崎　唯　昭　君
安慶田　光　男　君
謝　花　喜一郎　君
金　城　　　武　君
下　地　明　和　君
大　浜　浩　志　君

金　城　弘　昌　君

砂　川　　　靖　君
島　尻　勝　広　君
屋比久　盛　敏　君

前　田　光　幸　君

宮　城　　　理　君
町　田　　　優　君

伊　江　朝　次　君
金　良　多恵子　さん

大　城　壮　彦　君

池　田　克　紀　君

平　敷　昭　人　君

與　儀　弘　子　さん

池　田　克　史　君

大　城　玲　子　さん

親　川　達　男　君

知　念　建　次　君

病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知 事 公 室
秘書広報統括監

総 務 部
財 政 統 括 監
教 育 長
公 安 委 員 会
委 員 長
警 察 本 部 長
労 働 委 員 会
事 務 局 長

人 事 委 員 会
事 務 局 長
代 表 監 査 委 員

13　番
14　番
15　番
16　番
17　番
18　番
19　番
20　番
21　番
22　番
23　番
24　番
25　番
26　番
27　番
28　番
29　番

30　番
31　番
32　番
33　番
34　番
35　番
36　番
37　番
38　番
39　番
41　番
42　番
43　番
45　番
46　番
47　番
48　番

西　銘　純　恵　さん
平　良　昭　一　君
上　原　正　次　君
当　山　勝　利　君
亀　濱　玲　子　さん
當　間　盛　夫　君
上　原　　　章　君
山　川　典　二　君
花　城　大　輔　君
又　吉　清　義　君
末　松　文　信　君
渡久地　　　修　君
玉　城　　　満　君
山　内　末　子　さん
仲　村　未　央　さん
照　屋　大　河　君
仲宗根　　　悟　君

崎　山　嗣　幸　君
金　城　　　勉　君
砂　川　利　勝　君
具志堅　　　透　君
島　袋　　　大　君
中　川　京　貴　君
座喜味　一　幸　君
嘉　陽　宗　儀　君
新　垣　清　涼　君
瑞慶覧　　　功　君
狩　俣　信　子　さん
比　嘉　京　子　さん
大　城　一　馬　君
糸　洲　朝　則　君
照　屋　守　之　君
仲　田　弘　毅　君
翁　長　政　俊　君
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　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は指名推選によることに決定い
たしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　まず、選挙管理委員を指名い
たします。
　選挙管理委員には
　　　嘉陽　安昭君　　　高江洲義直君　　　
　　　武田　昌則君　　　当山　尚幸君
　以上の諸君を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました諸君を選挙
管理委員の当選人と定めることに御異議ありません
か。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました
　　　嘉陽　安昭君　　　高江洲義直君
　　　武田　昌則君　　　当山　尚幸君
　以上の諸君が選挙管理委員に当選されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　次に、選挙管理委員の補充員
を指名いたします。
　選挙管理委員の補充員には
　　　第１位　宮里　啓和君　　第２位　富川　盛光君
　　　第３位　友利　聖子さん　第４位　村上　尚子さん
　以上の諸君を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました諸君を選挙
管理委員の補充員の当選人と定めることに御異議あり
ませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。

　よって、ただいま指名いたしました
　　　第１位　宮里　啓和君　　第２位　富川　盛光君
　　　第３位　友利　聖子さん　第４位　村上　尚子さん
　以上の諸君が選挙管理委員の補充員に当選されまし
た。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時６分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第２及び日程第３を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案及び乙第１号議案から乙
第11号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　新垣光栄君。
　　　〔新垣光栄君登壇〕
○新垣　光栄君　皆さん、おはようございます。
　中頭選挙区の会派おきなわの新垣光栄です。よろし
くお願いいたします。
　皆さん、沖縄が好きですか。そして、誇りを持って
おりますか。
　私は、沖縄が大好きで、そして誇りを持って、今ま
で議員活動をさせていただきました。そしてまた、新
たなステージでこのように活動できることをとてもう
れしく思っています。今後ともよろしくお願いしま
す。
　そして、沖縄県は、自然に恵まれ、先人から引き継
がれた豊かな歴史・文化があり、その地理的優位性の
ある地域です。
　私は、沖縄の持つ魅力、潜在能力をさらに磨き上
げ、子供たちの幸せが県民の幸せとなるよう、子供た
ちに夢があり、お年寄りに安らぎがある地域づくり、
県民福祉の向上のために自立した沖縄県づくりに全力
を尽くしてまいります。
　どうか、沖縄県知事翁長知事を初めとする執行部の
皆さん、そして議員の仲間の皆さん、御指導、御鞭撻
のほどをよろしくお願いいたします。
　それでは、一般質問にまいります。
　通告書のとおり、読み上げて一般質問とさせていた
だきます。
　沖縄県の基幹産業に発展してきた観光産業が、これ
からもリーディング産業として発展するために、アジ
アを取り込んだ展示会、見本市などを誘致するため
に、大型ＭＩＣＥの施設に向けた取り組みが行われて
いるところであります。
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　そのＭＩＣＥ位置決定に関して、宜野湾市の既存代
替地の確保問題、そして豊見城市の駐車場確保の問題
等から時間を要し、20年度開催が間に合わないとい
うことから、与那原町・西原町マリンタウン埋立地に
決定した知事の英断を多くの県民は高く評価していま
す。
　今、西側の地域は、県計画ネットワークの那覇市
と中部を結ぶはしご道路の一環である縦線の国道329
号、県道29号線の整備のおくれとその地域の横断道
路のおくれもあり、現在、東部地域は交通渋滞のネッ
クとなっております。特に、中城湾港の物流が国道
329号を経由して、消費地である那覇市、浦添市方面
への大型トラックの輸送路として使用されているが、
同道路は暫定４車線として整備されているものの、円
滑な交通の流れ、安全確保からも早期整備が望まれて
いる道路であります。
　交通の流れの現状は、各地域から浦添市方面、那覇
市方面への通勤・通学におけるもの、そして大都市以
上の交通状況の悪化が毎日のように起こっており、地
域にとっては、経済的に大きな損失であります。さら
に、那覇広域都市計画の西側の市街化地域内には、
県人口の49％に相当する68万3600人が全県土面積の
４％に張りつき、一方、西側を中心とした市街化調整
区域の全県土の面積５％に、全県土の６％となる８万
9500人が住んでいる。西側の過密状態からすると、
バランスのとれたまちづくりが求められています。こ
れらの地域の社会基盤である、道路整備及び下水道整
備が大幅におくれ、人口減少などが続き、この格差が
西高東低の原因と思慮する。このことからも、北部地
域の社会基盤の整備を図り、人・物の交流を図ること
は緊急である。
　知事は、県土の土地利用の東西地域バランスを解決
するために、ＭＩＣＥ施設の誘致を通してバランスの
とれた中南部都市圏を形成するため、東部振興を図る
必要があるとの決意が、与那原町・西原町にＭＩＣＥ
建設を決定させたと理解しています。
　今回、知事のＭＩＣＥ決定に、東側のサンライズ協
議会を初め南城市、沖縄市の多くの県民は、知事の英
断に最大級の敬意を表するものであります。つきまし
ては、これらの西高東低の解消となる東部地域の振興
に期待を込めて、知事に質問を行います。
　近い将来、知事のおかげで東部地域の立派なまちづ
くりの礎ができたと語り継がれるような、東部地域へ
の夢のあるまちづくりにリーダーシップを発揮してい
ただきますよう、知事の前向きな答弁をお願いいたし
ます。

　１、ＭＩＣＥ建設に伴う東海岸のまちづくりについ
て。
　(1)、大型ＭＩＣＥ建設が中城湾港マリンタウン地
区に決定され１年１カ月が過ぎ、ＭＩＣＥ本体の調査
も始まっているようですが、現在の取り組みの進捗状
況と今後の――こちらの字が行程になっています。工
程表の工程であります。済みません、修正お願いしま
す。工程はどのようになっているか伺う。
　(2)、道路行政について。
　ＭＩＣＥ完成後、展示会、見本市、会議の開催など
県内はもちろんのこと、県外・国外から利用者が訪れ
ることになり、周辺既存交通の悪化が心配されるが、
このことを踏まえてお聞きしたい。
　ア、昭和56年に策定した沖縄県総合交通体系基本
計画について伺います。
　イ、県道38号線（浦添西原線）の進捗状況と今後
の工程について伺います。この工程も修正のほうお願
いします。
　ウ、国道329号、南風原・与那原バイパスの進捗状
況と国道329号延伸（北伸）計画について伺います。
　(3)、公共交通について。
　ア、鉄軌道計画案の進捗状況について伺います。
　イ、ＬＲＴ（新型路面電車）の導入計画について伺
います。
　ウ、モノレール導入計画について伺います。
　(4)、護岸工事計画（中城・北中城）について伺い
ます。
　(5)、土地利用計画（那覇広域市街化調整区域）の
見直しについて伺います。
　２、子供の貧困対策と教育について。
　(1)、沖縄子供の貧困緊急対策事業の現状を伺う。
　(2)、各市町村との連携について伺います。
　(3)、学校現場との連携について伺う。
　ア、学校を子供の貧困対策のプラットフォームとし
て位置づけ、教育の支援を推進することになっている
が、現状を伺う。
　３、我が会派の代表質問との関連については、今、
中城・北中城村では、共同の観光協会を設立しようと
しております。この件に関して、現状、広域的な観光
協会に対する事業補助、支援等があるか伺います。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　新垣光栄議員の御質問にお答
えをいたします。
　子供の貧困対策と教育についてに関する御質問の中
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の、沖縄子供の貧困緊急対策事業についてお答えいた
します。
　国の沖縄子供の貧困緊急対策事業は、全国に比べ特
に深刻な沖縄の子供の貧困に関する状況に対応するた
め、沖縄の実情を踏まえた事業をモデル的・集中的に
実施することとしております。具体的には、市町村が
実施主体となり、子供の貧困対策支援員の配置と子供
の居場所の運営支援を行っております。また、県が実
施主体となり、支援員の資質向上のための研修、子ど
もの居場所学生ボランティアセンターの運営支援など
を行っております。
　沖縄県としましては、沖縄の未来を創造する子供た
ちが安心して暮らせるよう、国、県、市町村が一体と
なって事業を推進してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　ＭＩＣＥ建
設に伴う東海岸のまちづくりについての御質問の中
の、大型ＭＩＣＥ建設の進捗及び今後の工程について
お答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設については、求められる機能の確
保や整備費のコスト縮減等を図ることを目的に、こと
し５月末に有識者等で構成する大型ＭＩＣＥ施設整備
計画策定委員会を設置し、７月中旬の整備基本計画の
策定に向けて検討を行っているところであります。ま
た、施設を整備・運営する事業者を選定するため、こ
とし６月末に有識者等で構成する大型ＭＩＣＥ施設
整備運営事業者選定委員会を設置し、平成32年度中
の供用開始を目指し、ことし10月に事業者公募を行
い、平成29年３月末までに選定を行うこととしてお
ります。
　次に、我が会派の代表質問との関連についての御質
問で、広域の観光協会設立及び県の支援についてお答
えいたします。
　県では、観光消費額の増加に向けて、観光客の平均
滞在日数の延伸を図るためには、広域連携による観光
を振興する必要があると考えております。市町村の観
光協会は、地域の観光情報の発信や受け入れ体制の整
備など、市町村の観光振興を支える重要な役割を担っ
ており、中城村と北中城村が広域観光振興に取り組む
ために、共同で観光協会を設立することは、可能であ
ります。また、観光協会の設立に対しては、県による
観光まちづくりアドバイザーの派遣や観光人材育成研
修の支援のほか、県と沖縄観光コンベンションビュー

ローの連携による観光関連団体等との意見交換の開催
などを通じて支援を行っております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　ＭＩＣＥ建設に伴う東海
岸のまちづくりについての御質問の中の、総合交通体
系基本計画についてお答えいたします。
　沖縄県では、各種の交通手段を有効に組み合わせた
総合交通体系を確立し、計画的に実施していくため、
昭和56年度に沖縄県総合交通体系基本計画を策定し
ています。同計画は、交通を取り巻く情勢の変化等を
踏まえ、おおむね10年ごとに見直しております。
　最初に策定した同計画の道路分野においては、沖縄
自動車道の南伸のほか、湾岸道路の建設及び国道の拡
幅、都市部では、バイパスの建設を推進するほか、環
状道路の整備等が位置づけられています。なお、当時
の計画のうち沖縄自動車道や那覇中環状線等は既に供
用開始されております。
　次に、鉄道計画案の進捗状況についてお答えいたし
ます。
　沖縄県では、概略的な検討を行う構想段階として、
鉄軌道の計画案づくりに取り組んでいるところであり
ます。同計画案づくりは、５つのステップで段階的に
検討を進めているところであり、現在は、ルートの設
定や評価方法等について検討を行うステップ３の段階
に入っております。去る５月から６月にかけては、骨
格軸のルート案等について県民へ情報提供し、意見を
求めるＰＩ活動を実施しました。今後、県民から寄せ
られた意見を専門家で構成する検討委員会へ報告し、
これら意見も踏まえ、平成28年内の計画案策定を目
標に検討を進めることとしております。
　次に、フィーダー交通の導入計画についてお答えい
たします。１の(3)のイとウは関連しますので一括し
てお答えいたします。
　フィーダー交通は、地域のまちづくりと密接に関連
していることから、具体の地域へのＬＲＴやモノレー
ルの導入計画については、まずは、関係市町村におい
て交通計画やまちづくりの観点から検討がなされるも
のと考えております。鉄軌道の計画案策定において
は、フィーダー交通ネットワークのあり方も含め、昨
年４月に設置した市町村会議を通して、市町村と情報
共有、連携を図りながら検討を進めているところであ
ります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
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　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　ＭＩＣＥ建設に伴う
東海岸のまちづくりについての御質問の中の、県道浦
添西原線の進捗状況等についての御質問にお答えいた
します。
　県道浦添西原線は、浦添市港川から西原町小那覇ま
で延長12.8キロメートルの東西を結ぶ幹線道路であ
り、そのうち東海岸では２区間3.9キロメートルで整
備を行っているところであります。平成27年度末の
進捗率は、翁長―嘉手苅区間が22％、嘉手苅―小那
覇区間が89％となっております。
　県としては一部暫定を含めて、平成31年度末供用
を目指しており、鋭意整備に取り組んでまいります。
　次に、南風原・与那原バイパスの進捗状況及び国道
329号の北進計画についての御質問にお答えいたしま
す。
　国道329号南風原バイパス及び与那原バイパスにつ
いては、国において整備が進められており、平成27
年度末時点の進捗率は、事業費ベースで、南風原バイ
パスが40％、与那原バイパスが57％となっておりま
す。なお、両バイパスとも、一部区間を除き平成30
年度に暫定２車線で供用予定とのことであります。ま
た、国道329号西原バイパスについては、事業化に向
けた調査・検討に取り組んでいるとのことであり、県
としては、重要な道路と認識しており、引き続き国に
対して、地元自治体と連携し、早期の事業化を要望し
ていきたいと考えております。
　次に、中城村及び北中城村の護岸工事計画について
の御質問にお答えいたします。
　中城村及び北中城村の海岸では、吉の浦海岸など
で、高潮対策を目的とした階段式護岸や石張り式護
岸、突堤、養浜などの海岸保全施設の整備を行ってき
たところであります。また、現在、北中城村熱田地区
において、老朽化した護岸を再整備する老朽化対策緊
急事業を実施しております。
　今後とも、越波被害を最小限にするとともに、地域
住民、海浜利用者が親しみを持って利用できる護岸整
備に取り組んでまいります。
　次に、那覇広域都市計画区域の土地利用計画見直し
についての御質問にお答えいたします。
　那覇広域都市計画区域を市街化区域と市街化調整区
域に区分する区域区分の変更については、おおむね５
年ごとの見直しに取り組んでおります。今年度、都市
計画基礎調査の結果を踏まえて、関係市町村と調整を
行い、必要に応じて都市計画を見直すこととしており
ます。

　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子供の貧困対
策と教育についての御質問の、各市町村との連携につ
いてお答えします。
　子供の貧困対策の推進に当たっては、市町村と連携
し、地域の実情に即した対策を全県的に取り組む必要
があります。また、施策の実施に当たっては、対象と
なる子供に対する差別や偏見を助長することのないよ
う十分留意する必要があります。
　このため、県としましては、圏域別意見交換会の開
催や先進事例の情報提供などを行い、市町村が子供の
貧困対策を企画・立案しやすい環境整備や、子供に視
点を置いて、切れ目のない施策の実施に努めてまいり
ます。
　次に、学校をプラットフォームと位置づけることに
ついてお答えします。
　ことし３月に策定した沖縄県子どもの貧困対策計画
において、教育の支援は、学校を子どもの貧困対策の
プラットフォームと位置づけ、学校を窓口とした福祉
関連機関との連携及び経済的支援等を通して、総合的
な対策に取り組むこととしております。具体的には、
地域の実情に応じ、子供の貧困対策支援員を児童生徒
の状況を把握できる教育や福祉部門に配置し、その家
庭の保護者等の理解を得て子供を支援につなげたり、
子どもの貧困対策推進基金等を活用し就学援助の充実
などに取り組んでおります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　それでは、再質問を順を追ってさせ
ていただきます。
　まず１の、大枠１からお願いいたします。
　大枠１、(1)、ＭＩＣＥの今後の進捗管理とアフ
ターＭＩＣＥに向けた周辺整備計画、さらにサンライ
ズ協議会の町村での地域振興の取り組みについてお伺
いをいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時29分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　まず、今後のスケジュールというところについて、
若干詳細を答弁いたしますと、今年度は、先ほど答弁
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いたしました事業者選定委員会、それを設置しており
ますが、その事業者の選定公募というのをことしの９
月末か10月ごろに行う予定で、今作業を進めており
ます。
　そして、アフターＭＩＣＥということですが、御案
内のとおり、ＭＩＣＥというのは集客施設でございま
して、集まった参加者が地域で、例えば飲食であった
りショッピングであったりとさまざまな活動をやって
もらうように促していく、そういうことによって地域
に経済波及効果を生むということでございます。そう
いった意味のアフターＭＩＣＥに対応するための商業
施設だったり、エンターテインメントも含めて、そう
いった施設について整備を促す、民間投資を促してい
くという意味で、今その大もとの指針といいますか、
そういったものになるエリアビジョンというのを策定
中でございます。エリアビジョンについては、８月末
くらいまでに策定をというようなことで考えておりま
す。
　そして、地元との協働という意味では、サンライズ
推進協議会からともに、先ほど申し上げた集合施設
だったり、あとあるいは周辺には宿泊施設も必要です
ので、そういった部分について一緒に誘致をしていこ
うということであったり、それからあるいは大型ＭＩ
ＣＥ施設が建設されることによって、例えば交通容量
が渋滞等が懸念されるとかいろんな対策も必要になっ
てくると、そういったことについてしっかり地元と協
議していこうと、そういった協議の場を設置すべく調
整を行っているところでございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　このような大型ＭＩＣＥが来ること
によって、周辺の環境ががらりと変わっていくと思い
ます。その変わっていく中で早目早目の、地域とも連
携をして後追いにならないようにしっかり地元と協議
していただいて立派な施設をつくっていただきたいと
思っています。よろしくお願いします。
　次に、道路行政について、アのほうです。西原・中
城・北中城の道路整備が昭和47年の復帰前後から沖
縄道路網の変遷図から、計画から進展が余り見られな
い。それは、特に中城村において新設の道路が１線も
なくて、戦後の昭和29年ごろから私はこの県道関係
に関してはまるっきり進展がないと感じています。特
に、縦断線はまだ329、29号線と330とあるんですけ
れども、横の線ですね、東西線が今中城村においては
まるっきり計画が見られない。どのようにその計画が
はしご状の一環として、どのようになっているかお伺
いします。

○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　はしご道路については、中城・北中城地域につい
て、今のところ議員御指摘のように、横のラインとし
て計画されているものはございません。地元の意向も
踏まえて今後どういう形でつくれるのかというのは、
勉強させていただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今、普天間基地が障害となって国
道58号から330、329というラインではしご状の道路
ができないと思っているんですけれども、できれば
330、329をつくっていって、普天間の返還後にまた
つないでいくという考え方もあるのではないかと思っ
ていますので、普天間を返還してからつくるのではな
くて、ぜひできるところから計画をしっかりやってい
ただきたいと思っています。よろしくお願いします。
　この大型ＭＩＣＥの誘致において、東部地域におい
て、既存の道路網では対応できないと思っております
けれども、皆さんはどのように対応していくと考えて
いらっしゃいますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　先ほどもお答えさせていただきましたが、東地域に
ついては県道でいえば浦添西原線、それと幸地イン
ター線、あと那覇の中心部からでございますけれども
真地久茂地線、それと国道の南風原バイパス・与那原
バイパス、このあたりをＭＩＣＥ周辺での整備を今鋭
意進めているところでございます。これはモノレール
の延長ともあわせてＭＩＣＥが立地するまでの間にで
きる限り間に合うような、暫定でも含めて今検討を進
めているところではございますが、ＭＩＣＥが立地す
ることによっての交通量というのはまだ詳細を我々も
把握しておりませんので、このあたりで集中発生交通
量を把握した上で周辺にどういった分散が必要になる
のかというのは、もう少し検討していかなければいけ
ないというふうには考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　私も今部長が答弁なさったとおり、
ＭＩＣＥ開催時の20年には那覇方面、中部方面の整
備ができてきます。その南風原バイパス、そして県道
38号線等が整備された時点で、今でも混んでいる状
態でこのＭＩＣＥが来たときに果たしてこの道路網で
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解決するのか、その辺の想定は今県としてはどのよう
に考えているか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　一部繰り返しになり
ますけれども、現行の計画でＭＩＣＥの立地に間に合
わせるという部分で、今現状の現道部分の交通量の分
散は図れるものだというふうに考えております。ＭＩ
ＣＥのこの規模、あとどういう展開をするのかによっ
て交通量というのがまた変わりますので、この辺は計
画等の詳細が固まった段階で改めてチェックをして、
糸満与那原線であったり、こういったところの整備と
いうのをできる限り早目に進めていくということを今
検討しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今糸満与那原線とありましたけれど
も、それで与那原、それと中城村のピーク時の渋滞状
況についてお聞きしたいと思っていますけれども、よ
ろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　失礼いたします。
　国道329号が、非常に交通量が多くて、朝夕に混雑
が発生しているという状況は、平成22年のセンサス
データによりますと、与那原交差点を中心に国道329
号が交通量２万9000台、混雑度が1.29、一方国道
331号は交通量３万2000台、混雑度が0.98、それと
国道329号の中城方面に向かっては、３万5000台、
混雑度が1.26という状況になっております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　このようなことを鑑みても、今那覇
からＭＩＣＥ会場への集中した道路網が整備されてき
ているんですけれども、入っていくときに北部観光と
か中部観光に携わっていくときに、どうしても国道
329号の湾岸道路の整備、バイパスの整備が私は必要
になるのではないかなと思っています。
　そこで、北伸に関して国道との計画申請した場合、
何年ぐらいのスパンで考えないといけないのか、そし
て意見書・決議書が中城村、ほかの市町村から意見書
等が県のほうに届いているのかどうかお伺いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。

　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　地元の町村からは、要望はございます。
　国に対してもまず西原バイパス、先ほどお答えしま
した西原バイパスについて、できる限り早期に事業化
を進めてほしいということは要請してきているところ
でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　その西原バイパスの事業化と一緒に
この北伸の提案もやっていただければ、さらに交通体
系がよくなるのではないかと思っていますので、よろ
しくお願いします。
　そして次、公共交通について、鉄軌道とＬＲＴ、一
緒に今フィーダー交通のルートとして、今ＬＲＴ等が
考えられていると思いますけれども、その３月30日
の報道によると有識者の会議の中で、那覇市と与那原
町は、西原町の国道329号ルートの骨格軸を入れてＬ
ＲＴを導入してほしいと意見があったとお伺いしてい
ます。それでその意見の概要とその県計画への反映を
どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　済みません。３月30日
の報道はちょっと手元に持っておりませんが、まず、
フィーダー交通これについてお話申し上げますと、特
に交通量の多いところに入れる場合に注意しなければ
いけないのが、特に今お話がありましたように、骨格
軸的に入れる場合、通常路面で入れますと車の邪魔を
しますので、カープライシングといって車をよけなけ
ればいけないということで、大量移動ということにな
りますと、どうしても専用軌道ということにならざる
を得ないのかなと思います。
　ですから、こういう運ぶ量、そして速達性、そう
いったものをもろもろ含めて考えていかなければ、
フィーダーといいましてもなかなか結論には至らない
んじゃないかと考えておりまして、私どもとしては、
今、縦の骨格軸をつくりながらその駅を中心に今度は
フィーダーを伸ばすときに、その交通量とかそういっ
た道路事情、あるいはそういったものを全部勘案した
上で、どういったものを入れていったらいいのかとい
うことをこれから検討するというのが県の今の進みぐ
あいです。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今、骨格軸を那覇と与那原、西原町
方面にフィーダー交通としてではなくて、骨格軸とし
てＬＲＴという県の考えは今まとまっていないと。あ
るのかどうかですね。
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○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えいたします。
　今、交通量、現状のバスの輸送量、あるいはこれか
らできますＭＩＣＥ、そういったもろもろの情報を入
れながら考えなければいけないと思っておりますの
で、まだそれについては本格的に検討している段階で
はないということでございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　一方、那覇市ではＬＲＴ導入の可能
性の調査が行われ、平成16年度内に３ルートの案が
選定されたとされていますけれども、県の鉄軌道案と
そこを起点とする那覇市との協議が重要となると考え
ていますけれども、これまでの県と那覇市の協議、那
覇市はＬＲＴを入れたい。そして、その中にまた鉄軌
道も入れたいという、予算的に成り立たないと思うん
ですけれども、そのような協議はどのように今考えて
いらっしゃいますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　先ほどもお答えしました
けれども、県としましては、その骨格軸の構想段階の
計画案を策定しながら、今そのフィーダー交通のネッ
トワークのあり方についても、昨年４月に設置した市
町村会議、それを通して情報を共有しながら連携を
図っておりますので、それを県との会議等を通してそ
れをもとに那覇市は考えていただいていると思ってお
ります。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　このように各地域でいろんな交通網
体系の話が出てくると思うんですけれども、そろそろ
県は指導的な立場に立って、どういうふうな方向性で
この公共交通を考えていくということを各市町村と一
緒に協議をしながらもうそろそろ決めるべきではない
かなと思っています。はっきり方針を出すべきではな
いかなと思っていますけれども、その辺についてお伺
いします。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　県としてもまさにそう
思っておりますが、今、いかんせん鉄軌道のルートを
含めあり方、それをある程度見通せないとなかなかそ
こに入れないものですから、今はその会議を通して意
見交換をしているという段階でございます。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　ぜひ早目にそういう方針を出してい
ただきたいと思っています。
　さて、ウのほうです。私はＭＩＣＥの足の確保に
は、空港からてだこ駅までの高速道路を結ぶ基幹網と

して定時定速運転をするモノレールが最適と考慮して
います。
　さらに、同駅からＭＩＣＥ会場までの延長を考えら
れないか。なぜかというと、県道38号線を今整備中
でありますよね、その県道38号線が５年後に完成し
ます。それを使ってＭＩＣＥ会場まで乗り入れること
によって、予算的な措置、それからＭＩＣＥの足の確
保の解決にはなるんではないかなと。
　モノレールが今浦西駅でとまりますね、それをＭＩ
ＣＥ会場に顔が向いていますから、そのまま38号線
の整備と一緒にＭＩＣＥ会場にモノレールを乗り入れ
ることによって、そのＭＩＣＥの交通渋滞緩和に大き
く寄与すると思うんです。今ＬＲＴとか鉄軌道、これ
30年、20年の話だと思うんですけれども、モノレー
ルであれば５年以内にＭＩＣＥ会場の対応ができるん
ではないかなと思っています。
　よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　たしか今の浦西のほうの
駅から下ってしばらく行くと、ＭＩＣＥ施設の所在地
に突き当たるかなと思います。ただ、モノレールの交
通特性として皆さん御存じだと思うんですが、20キ
ロ以上というのはなかなかありません。やっぱり20
キロ以上になりますと、軌道を通っていてなかなか役
割が果たせないものもあるということで、なかなかな
いわけですね。ですから、相当慎重に、これまでなぜ
そうなのかということも含めて検討しなければいけな
いのかなと思っております。
　ただ、どういうあり方があるのか、必ずモノレール
というわけでもないとは思いますけれども、一緒に
なって考えていきたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　時間がないので、護岸工事のほうに
行きます。
　今、中城村の北浜海岸の高潮対策の事業が今とまっ
ているんですけれども、その進捗状況がどのように
なっているか、お伺いします。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　お答えいたします。
　北浜海岸保全区域につきましては、平成21年度に
背後が農地である区域を中心に、一連の海岸として公
民館前を含めて区域指定を行っております。その農村
振興局所管の海岸保全施設整備事業、北浜地区におい
ては、背後に農地がある区域を対象としており、公民
館前面の港湾整備については今現在ちょっと事業計画
に含まれておりませんが、今後の対応については、関



−328−

係部局と調整していきたいというふうに考えておりま
す。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　今は護岸の背後地が農地であった
り、住宅地であったりということで計画が違ってくる
と思うんですけれども、部署も違ってくると思うんで
す。今実際被害が出ているものですから、それを横断
的に話し合いをして早急に進めていただきたいんです
けれども、そういう横断的な相談はできるのかどう
か。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　土木建築部としてもこの事業については、必要性を
認識しておりますので、区域の変更等が必要になりま
すが、その辺を連携しながら事業化の検討は行ってい
きたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
○新垣　光栄君　しっかりこの地域の安全・安心を確
保するために、今被害が出て、浸水それから農地への
被害が出ていますので、しっかり対応をよろしくお願
いいたします。
　以上で一般質問を終わります。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
　　　〔山内末子さん登壇〕
○山内　末子さん　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　会派おきなわの山内末子です。皆様とともに切磋琢
磨しながら県勢発展に努めてまいりたいと思います。
　さて、この議場に入りますと、やはりさきの県議選
挙中に亡くなられました先輩議員の玉城義和さんのこ
とを思い出してなりません。大変に早い死去で本当に
とても残念でなりません。ここ数年は建白書の実現、
島ぐるみ会議の設置、そして翁長知事の誕生、オール
沖縄の流れと新しい政治の流れを、その核をつくった
方、そして、その中にはどうしても辺野古新基地建設
をストップさせるんだという、文字どおり命を削って
全身全霊を掲げたその政治姿勢に心から敬意を表し、
そして故人の御冥福を申し上げたいと思います。
　彼から政治は生き物だと、常に人々が政治に何を求
めているのか、心と耳を研ぎ澄ませ感じること、そし
て実現に向けて突き進むこと、そして、時には泥をか
ぶる勇気を持つこと、そういうことを教えられまし
た。今まさに私たちに求められていることだと思いま
す。そのことを踏まえて心して頑張ってまいりたいと
思います。
　それでは、一般質問を行います。

　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、参議院議員選挙についてです。全国的には、
安倍政権圧勝の中、現職大臣に10万6000票差という
大差をつけての伊波さんの勝利でしたが、その結果を
受けて知事の見解を伺います。
　(2)、21世紀ビジョンに示されております沖縄平和
人権問題研究所の設立に向けた取り組み状況を伺いま
す。
　(3)、平和祈念公園の運営について。
　ア、平和の礎には、毎年犠牲になった方の追加刻銘
もあり、世界からも平和の創造の地として注目されて
います。戦後、基地あるがゆえの事件・事故で命を奪
われた被害者も言うなれば戦争の犠牲者だと考えま
す。その犠牲者の刻銘碑を建立し、歴史に刻み込む必
要があると考えますが、見解を伺います。
　イ、平和祈念資料館に戦後の米軍関係の事件・事故
の資料展示を設置すべきだと考えます。少しはありま
すが、十分ではありません。見解を伺います。
　(4)、宮森小学校ジェット機墜落事故について、
児童11人、地域住民６人、後に後遺症で１人の犠牲
者、そして220名の負傷者という大惨事でした。事故
の様子の写真や補償関係、米国と日本政府の交渉状況
などまだまだ知られていない状況があります。県とし
て、宮森630会と協力して実態解明に努める用意があ
るのか見解を伺います。
　２、エネルギー政策について。
　(1)、電力自由化についてですが、何度も伺ってお
りますがよろしくお願いします。
　４月１日の電力自由化後、３カ月が経過しました
が、県内における新電力会社の動きと本土及び県内の
スイッチング実績の状況把握に基づく県の取り組み姿
勢を伺います。
　(2)、バイオマス発電は、再生可能エネルギー３番
目の発電として有望です。４月、６月に導入されたバ
イオマス発電事業の状況と今後の取り組みについて伺
います。
　３、産業振興について。
　(1)、エネルギー資源に乏しい我が県にとって水溶
性天然ガスの利用は重要だと考えます。水溶性ガスに
あわせて同時に得られる可能性のあるヨウ素とその事
業化について、県の見解と積極的支援策について伺い
ます。
　(2)、県内ホテルにおける省エネ事業の状況と県の
対応について伺います。
　(3)、かりゆしウエアの振興について。
　ア、かりゆしウエアの普及状況の動向を男女別に伺
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います。
　４、観光政策について。
　(1)、本土からの中高生修学旅行の状況把握と県の
支援策について。
　ア、実績と課題について。
　イ、観光振興としての民泊事業との関連について見
解と今後の取り組みを伺います。
　ウ、海外観光客の今後の展開、課題を伺います。
　５、環境政策について。
　(1)、嘉手納基地を汚染源とするＰＦＯＳ汚染につ
いての県の対応について、企業局、環境部、知事公室
ごとに伺います。
　(2)、読谷補助飛行場跡地の土壌汚染の件に関する
県の対応を伺います。
　６、教育行政について。
　(1)、文化財保護の観点から伊波城跡整備計画につ
いての県の取り組み状況を伺います。
　(2)、県内児童生徒の体力テストの状況を伺いま
す。全国比もあわせてお願いいたします。
　７、福祉行政について。
　(1)、認可外保育園の給食費支援の状況について。
　(2)、県内の年金の納入率の推移を伺います。全国
比もあわせてお願いします。
　(3)、無年金者の状況とその推移を伺います。
　よろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　山内末子議員の御質問にお答
えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、参
議院議員選挙の結果についてお答えをいたします。
　今回の参議院議員選挙においては、オール沖縄とい
う基本姿勢で取り組んだ結果、私が支持した方が大差
で当選いたしました。２年前の知事選以来、さきの衆
議院議員選挙や県議会議員選挙の結果を見ても、普天
間飛行場の県外移設、辺野古新基地建設反対、オスプ
レイの配備撤回、日米地位協定の抜本的見直しという
私の主張が県民に支持されていることは明らかだと考
えております。
　政府においては、沖縄の民意をしっかりと受けとめ
ていただきたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　知事の政治姿

勢についての御質問の中の、沖縄平和人権問題研究所
の設立についてお答えします。
　沖縄県民は、さきの大戦での悲惨な地上戦の体験を
通して、平和のとうとさ、人権の尊厳がいかに大切か
を肌身で感じており、恒久平和の創造や人権の尊重に
努めることの重要性を認識しているところでありま
す。平和・人権問題研究所の設立は厳しい状況ではあ
りますが、引き続きさまざまな方策を模索してまいり
ます。
　県としましては、平和の構築及び人権啓発の推進に
努めるため、沖縄県平和祈念資料館の運営、平和の礎
事業、沖縄平和賞事業等を実施し、沖縄県の国際社会
における平和発信拠点としての地位を高めていきたい
と考えております。
　次に、基地あるがゆえの事件・事故の被害者の刻銘
碑建立についてお答えします。
　平和の礎は、世界の恒久平和を願い、国籍や軍人、
民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた全ての
人々の氏名を刻銘する記念碑であり、太平洋戦争・沖
縄戦終結50年を記念して建設されました。
　議員御提案の米軍基地あるがゆえの事件・事故で命
を奪われた犠牲者の刻銘碑の建立については、御遺族
や関係者の合意形成が必要であると考えております。
　次に、平和祈念資料館への米軍関係事件・事故の資
料展示についてお答えします。
　沖縄県平和祈念資料館は、沖縄戦の実相を伝え、沖
縄の心を発信し世界の恒久平和を樹立する資料館とし
て設立されております。同館の常設展示室では、戦
前・戦後の歴史を体験するゾーンが設けられており、
そのうち「太平洋の要石」ゾーンでは、復帰前及び復
帰後の米軍関係の事件・事故の資料が展示されており
ます。
　今後とも、恒久平和の樹立に寄与できるよう平和行
政の推進に努めてまいります。
　次に、福祉行政についての御質問の中の、認可外保
育園の給食費支援についてお答えします。
　認可外保育施設の給食費については、単価の見直し
や対象日数をふやすなど、これまで段階的に支援の拡
充を図っております。
　県においては、今年度、児童１人１日当たりの単価
を拡充し、給食費の支援として３億4189万2000円を
計上しているところであり、引き続き認可外保育施設
の保育の質の向上に取り組んでまいります。
　次に、年金納付率の推移についてお答えします。
　厚生労働省が公表した国民年金の加入・保険料納付
状況によると、全国の平成27年度分の国民年金保険
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料納付率は、63.4％となっており、平成23年度分の
58.6％を底に改善傾向にあります。一方、本県の平
成27年度分の納付率は44.5％となっており、平成22
年度分の37.8％を底に改善傾向にあります。
　次に、無年金者の状況等についてお答えします。
　厚生労働省が実施した平成25年公的年金加入状況
等調査によると、本県の65歳以上の人のうち、無年
金者や公的年金を受給する権利はあるが、受給の繰り
下げをするのでまだ受給していない人などは、合計で
約8000人となっております。
　無年金者の推移につきましては、厚生労働省におい
て、無年金者数の年度比較が可能な調査が行われてい
ないため把握が困難であります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、宮森小学校ジェット機事故の実
態解明についての御質問にお答えいたします。
　県は、ＮＰＯ法人石川・宮森630会が毎年事故発生
日に合わせて、県庁１階の県民ホールで開催するパネ
ル展に協力しております。
　県としては、引き続きパネル展示に協力するととも
に、同会の事故に関連する資料収集等について、ワシ
ントン駐在の支援を含め、可能な限り対応していきた
いと考えております。
　次に、環境政策についての御質問の中の、ＰＦＯＳ
問題への知事公室の対応についてお答えいたします。
　知事公室は、企業局が行った沖縄防衛局及び米軍に
対する要請等に協力するとともに、情報収集に努めて
おります。２月22日には、安慶田副知事が嘉手納基
地第18施設群司令官と面談し、ＰＦＯＳ流出問題の
解決に向け、意見交換を行っております。今後も関係
部局と連携し、沖縄防衛局及び米軍に対し、県の要請
等に対して真摯に対応するよう求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　それでは、エネル
ギー政策についての、電力自由化後の県内外の状況及
び県の取り組みについてにお答えします。
　伊藤忠商事が電源開発から１万キロワットの電源切
り出しを受け、恩納村の沖縄かりゆしビーチリゾー
ト・オーシャンスパなどへ供給を開始したことは、報
道等により承知しております。また、沖縄ＣＯ２削減
推進協議会、沖縄ガスニューパワーが沖縄地域へ参

入表明をしておりますが、６月16日時点において、
経済産業省のホームページにて小売電気事業者として
登録されておりません。一般家庭など低圧部門につい
て、全国では６月中旬までに全契約の約2.0％に当た
る約116万件がスイッチングしておりますが、沖縄県
ではゼロ件であります。沖縄県は、他電力会社と融通
ができない単独系統であり、供給コストが高いなどの
不利性を有していることから、新電力が参入しづらい
状況にあります。
　国では、沖縄地域について、新規参入の促進と需要
家の選択肢拡大に向けた取り組みを検討していくとし
ており、県としましても参入を加速化するよう国に働
きかけてまいりたいと考えております。
　次に、バイオマス発電の状況と今後の取り組みにつ
いてにお答えします。
　本年４月に沖縄県具志川浄化センターにおいて、下
水を処理する際に発生する消化ガスを燃料とした発電
が開始され、６月には民間事業者が廃食油を燃料とし
た発電事業を開始しております。バイオマス発電は、
燃料の確保などの課題はありますが、クリーンで安定
した地産地消型の電源であると認識しております。
　県としましては、関係部局等と連携しながら、バイ
オマス発電の拡大に向けた取り組みを促進してまいり
たいと考えております。
　次に、産業振興についての、水溶性天然ガスに含有
するヨウ素の利活用に関する支援等についてにお答え
します。
　ヨウ素は、チリと日本で世界の生産量の約９割を占
め、資源の少ない日本にとっては、貴重な輸出資源と
なっております。県が昨年度実施した県産ヨウ素利活
用に関する調査事業において高濃度のヨウ素が検出さ
れており、当該調査結果を踏まえ、国内有数のヨウ素
生産企業である株式会社合同資源が将来の生産拠点と
して、今年度、西原町において試掘調査を実施するこ
ととしております。また、同社は、県内の企業とタイ
アップして事業を進めるとしており、ヨウ素を利用し
た産業は、裾野の広い産業として本県の産業振興に大
きく寄与するものと期待しております。
　県としましては、関係市町村と連携しながら、必要
な支援について検討してまいりたいと考えておりま
す。
　次に、かりゆしウエアの男女別普及状況についてに
お答えいたします。
　平成26年度に沖縄総合事務局が行ったアンケート
調査によると、県内居住者の約６割がかりゆしウエア
を所有しており、１人当たりの所有枚数は男性が4.6
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枚、女性が2.8枚となっております。また、男女別の
製造枚数について県内大手メーカーにヒアリングした
ところ、おおむね男性用８割に対し女性用は２割であ
り、製造枚数全体が増加傾向にある中、男女別の比率
は横ばいで推移していると聞いております。
　県としましては、今後とも、各製造メーカーのデザ
イン力や縫製技術等の向上に対する取り組みを支援
し、かりゆしウエアのさらなる普及に努めてまいりま
す。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　産業振興についての御質
問の中の、県内ホテルにおける省エネ事業についてお
答えします。
　県では、観光施設における省エネルギー等の環境対
策を促進するため、平成24年度から沖縄振興特別推
進交付金を活用した観光施設等の総合的エコ化促進事
業を実施しております。同事業は、ホテル等の観光関
連施設において、ＬＥＤ照明や高効率空調設備等の省
エネ設備を導入する場合、その経費の一部を補助す
る事業となっております。平成24年度から平成27年
度までに、28件のホテルに対し１億4488万円の補助
を行っており、それによる１年間のＣＯ２削減量は約
2800トンとなっております。
　続きまして、環境政策についての御質問の中の、Ｐ
ＦＯＳ問題の環境部の対応についてお答えします。
　ＰＦＯＳについては、環境基準が設定されているも
のではありませんが、環境省が定める要調査項目と
なっているほか、水道水の要検討項目となっていま
す。企業局がことし１月に公表したとおり、ＰＦＯＳ
が嘉手納基地周辺の河川や地下水中に含まれているこ
とについては確認されておりますが、その他の河川・
地下水では情報が少ないことから、県内の状況を把握
する必要があると考えております。
　そのため、環境部では、企業局が調査を行っている
比謝川や天願川、北部ダム群などの水道水源を除く主
な河川・地下水等について全県的な調査を今年度中に
実施し、結果がまとまり次第公表する予定としており
ます。
　引き続き、読谷補助飛行場跡地の土壌汚染の県の対
応についてお答えします。
　平成25年に実施した読谷中部地区圃場整備工事に
おける掘削工事の際、廃棄物混じりの土が確認された
ことから、沖縄県中部農林土木事務所において土壌等
の調査を行ったところ、土壌環境基準を超えるダイオ

キシン類と土壌汚染対策法の含有量基準を超える鉛が
検出されました。このことから、同事務所において掘
り起こした廃棄物及び汚染土壌を集積し、土砂流出防
止のための小堤工設置を行っており、その後は読谷村
において保全管理がなされております。しかし、集積
現場については人が容易に立ち入れる状況にあり、飛
散防止対策も十分でないことから、県としては、立入
制限、飛散防止対策を行うとともに、土壌汚染の範囲
や埋設廃棄物の種類と量について確認する必要がある
と考えております。
　今後、適切な調査、対策がなされるよう法令等に基
づいて関係機関に指導助言していきたいと考えており
ます。
　以上であります。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　観光政策に
ついての御質問の中の、修学旅行と県支援策の実績、
課題についてお答えいたします。
　本県は、平成26年に学校数で2555校、生徒数で45
万959人の修学旅行を受け入れるなど、毎年全国から
約45万人規模の生徒が来県する国内有数の修学旅行
地となっております。国内の修学旅行については、少
子化の進行や新幹線の新規開業等による国内他地域と
の競合など、外部環境は厳しさを増してくると認識し
ております。
　そのため、県では、県内外での修学旅行フェアの開
催やアドバイザー派遣による事前学習への支援、体験
メニューの追加に対する助成などを行っているほか、
沖縄県修学旅行推進協議会で関係機関が連携し、誘致
や受け入れ体制の整備に努めているところでありま
す。
　次に、修学旅行における民泊事業についてお答えい
たします。
　修学旅行については、今後、少子化など外部環境が
厳しくなることが予想されることから、学習メニュー
の多様化や充実を図ることなどにより、その魅力を高
めていく必要があります。このような中、民泊につい
ては、生徒が受け入れ民家において家主等との交流を
通じ、地域の文化や習慣などを学ぶことができる学習
効果の高い体験メニューであります。一方、民泊にお
ける課題は、安全や衛生の確保のほか、体験プログラ
ムの充実など質的な向上を図ることであると考えてお
ります。
　県としましては、沖縄県修学旅行推進協議会等を通
して、民泊事業者に対し旅館業法などで定める手続を
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遵守するよう求めるほか、体験プログラムの充実に向
けた事業者の合同研修の実施などについて協議を行っ
ていくこととしております。
　次に、海外からの修学旅行についてお答えいたしま
す。
　県では、国内からの修学旅行の誘致とあわせて海外
からの誘致も重要であることから、平成27年度に香
港や台湾などを対象に修学旅行の市場開拓に向けた調
査を実施しました。調査結果からは、県内の学校との
交流に対するニーズへの対応や修学旅行地としての沖
縄の認知度が低いことなどが課題として把握されまし
た。
　そのため、県では、現在県内の中学や高校に対して
海外の学校との交流に対する意向調査を実施しており
ます。また、台湾などの学校関係者の招聘ツアーを実
施し、沖縄の修学旅行地としての魅力についての理解
を促すとともに、生徒たちの高い満足度が得られる体
験メニューや外国語対応などの課題の把握、対応策に
ついて検討してまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企業局長。
　　　〔企業局長　町田　優君登壇〕
○企業局長（町田　優君）　環境政策についての御質
問の中で、ＰＦＯＳ問題への企業局の対応についてお
答えします。
　沖縄県企業局では、有機フッ素化合物の一つである
ＰＦＯＳが嘉手納基地内の井戸群や嘉手納基地から流
出する大工廻川から高濃度で検出されていることか
ら、嘉手納基地が汚染源である可能性が非常に高いと
考えております。そのため、沖縄防衛局を通じ、米軍
に対して嘉手納基地内への立入調査及び基地内での使
用履歴について、本年１月及び２月に文書で要請いた
しました。また、去る６月10日には、米軍に対し基
地内でのサンプリング調査のための立入申請を行い
ましたが、認められておりません。米国環境保護庁
は、平成28年５月にＰＦＯＳ等の勧告値をこれまで
の200ナノグラムパーリットル以下から70ナノグラ
ムパーリットル以下に改正しており、沖縄県企業局と
しても、ＰＦＯＳ濃度の高い水源からの取水を停止す
る等の措置を講じているところであります。
　今後は、ＰＦＯＳ吸着効果のある粒状活性炭を北谷
浄水場に導入する等の対策により、安全な水道用水の
供給に努めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕

○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
の中で、伊波城跡整備計画についての御質問にお答え
いたします。
　旧石川市において、伊波城跡公園整備基本構想・基
本計画が策定されております。現在、うるま市教育委
員会では、世界遺産の一つである勝連城跡の整備を実
施しており、平成32年度までに整備を完了する予定
で市教育委員会では、今後市内にある史跡等の整備に
ついて検討を行うとしております。
　県教育委員会としましては、今後、市教育委員会の
意向を聞きながら、整備に向け助言等を行ってまいり
たいと考えております。
　次に、児童生徒の体力テストについての御質問にお
答えいたします。
　平成27年度文部科学省が実施した全国体力・運動
能力、生活習慣等調査において、本県小学５年生男
女、中学２年生男女ともに、投力――投げる力におい
ては全国トップレベルにあり、握力でも全国平均を上
回っております。一方、走力――走る力、持久力にお
いては、全国平均を下回る結果となっております。
　県教育委員会としましては、各研修会において、教
職員の指導力向上を図るとともに、体力向上推進委員
会を開催し、学校、家庭、地域で取り組める一校一運
動等を推進するなど、体力の向上に向けた取り組みに
努めているところであります。
　以上であります。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　一通りありがとうございました。
　知事、参議院選挙の結果を受けまして、知事がこれ
まで訴えてきたこと、主張が県民の皆様に認められた
ということがありました。まさしくそのとおりだと思
います。その後におっしゃっていました、政府はその
民意を酌み取っていただきたいと。その願いは、実は
私たちもみんなそう思っています。県民はもう４度目
のその民意を突きつけたということで、政府がどれだ
け真摯に受けとめていただくのか、これを見守りたい
なと思っているやさきに、その選挙の、現大臣が敗北
の後にすぐ出た答えが、それでも推進していくと、そ
のことに努めていくという言葉を出しております。そ
ういう意味では、私たちのこの沖縄県の民意というも
のを一体どういうふうに捉えているのか。そしてその
民意をあざ笑うかのごとく、きのうの高江でのあの行
動、本当に暴挙と言えるような状況がありました。き
のうの夜に知事がもう本当に政府を批判したあの記者
会見、私はまさしくこれは地方自治を守る観点から、
まさしくそのことについては、今、きのうの時点であ
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の発言をしたこと、大変評価をしております。
　そういう意味で、それでもやはり政府が民意を酌み
しない。暴力的に本当にこれはもう自治体に対する私
は暴力的な介入だと思っておりますが、そういうふう
に進めていこうとする政府の姿勢に対して、これから
どういう覚悟を持ってこの問題に対してしっかりと対
処し、そして実現に向けて頑張っていくのか、その決
意をもう一度改めてお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　山内末子議員の御質問にお答
えをいたします。
　今、山内議員がおっしゃったように、一昨年来、知
事選挙、衆議院選挙あるいはことしに入りましての県
議会議員選挙、そして参議院選挙という形で沖縄の民
意はしっかりとあらわされておりますけれども、その
間における政府の沖縄に対する対応というものが、私
は本当に残念ながら全く一顧だにしないというような
状況であります。沖縄県民もそうでありますけれど
も、全国の方々もそうなんですが、沖縄がたどってき
た歴史、これは長い歴史もありますし、戦争中のこと
もありますし、戦後もありますし、そういったような
ものの中で、そういったほかの都道府県とは違う扱い
を受けることについて、違和感が弱くなってはせぬか
という気持ちもございます。これは普通に言う、ほか
の都道府県でありましたならば、今日まで沖縄県民が
いろんな形であらわしてきた、発信した平和への思い
とかあるいは自由や人権やあるいは自己決定権とかそ
ういったものについて、このような形で処遇をされる
ということについて、ある意味で長い年月の中で今怒
りが大変大きく沸き起こっているというのはよく承知
しておりますが、それでもそれはちょっと厳しいので
はないかという感じがします。なおかつ、全国の方々
が沖縄の問題を共有することができないと。沖縄はそ
んなものだろうというような形で見られていることに
ついてのお互いの気持ちをどのように発していくかと
いうことについてもまだ弱いところがあるような感じ
がします。
　そこで、今回そういう形で参議院選挙でもこのよう
な形で民意があらわれたわけですが、今まで沖縄とい
うものをある意味で全国にも発信して、そのベースに
したことはこれからもやりますけれども、むしろ日本
の地方自治の問題、民主主義の問題、それぞれの都道
府県がいつか抱えるかもしらぬという問題というよう
なことについて、共有するようなものも発信していか
ないと、沖縄単独のいろんな出来事についてなかなか
心のつながりがないのかなと。しかし、全国には福島

に見られるように、それぞれある意味で特徴的ないろ
んな地方自治に関するものがございますので、そう
いったこと等との連携をしながらの日本の民主主義の
あり方等を問うていくことが大切かなと。ある意味で
日本全体で普遍化するようなものの中での問題、そし
て沖縄がしかし、日々行われているこういった出来事
についての発信、それを２ついい形でつなげていけれ
ばいいのかなと。その意味でこれからいろいろ工夫を
して、沖縄側からの発信をしていきたいと思っており
ます。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　まさしくそのとおりだと思いま
す。
　民主主義の根幹である選挙によって民意が示され
た。本来、本当に民主国家であれば、安倍総理はなぜ
現職大臣がこれだけの大差をつけられて敗北したの
か、まずはそのことを真摯に検証する時間さえつくら
ないで、本当に真摯に検証する時間をつくって、それ
こそ沖縄県に向き合う、県民に向き合う。これこそが
国家の長である方の私は務めだと思っておりますが、
今回のきのうからのこの暴挙に対しては、本当にこれ
まで日米安保、そして地位協定の問題、構造的差別の
問題であり、そのことを私たちは今本当に真摯に私た
ちがそのことをしっかりと全国に向けて発信していく
作業をもっと加速化して頑張っていかなければならな
いのかなというふうに思っております。
　そういう意味では、今回こうして前沖縄県知事も辺
野古の新基地建設ノー、そして沖縄県を代表する国会
議員が全て新基地建設、絶対ノーという国会議員が選
出されております。そういう意味では、これが沖縄県
の民意であるということも踏まえて、前回知事が誕生
したときに、その民意が変わったということで訪米し
ました。そのことを踏まえて、今回またその後に皆さ
んたちと一緒になってこれがまた今の直近の本当に大
きな民意だということを伝える作業も今後必要になっ
ていくのかなというふうに思いますが、その件につい
て計画等あるいはお気持ち等あればお伝えを願いたい
と思います。
　お願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　まさしく、きのう記者会見で
やったように、きのうのきょうというか、きのうの数
時間後ということで確かに考え方が政府と違いまして
も、幾ら何でも、じゃ１週間後ならお前たちはオー
ケーするのかというような言葉もありますけれども、
しかしそういった比喩よりもきのうの数時間後という
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ことについては、これはもうとんでもない話でそのこ
とのよしあし以前に、そういう強圧的な形で、ほかの
都道府県には――一番僕らが基準にするのは、ほかの
都道府県にこんなことするかということをいつも考え
たほうがいいと思うんです。ほかの都道府県ではあり
得ないです。これだけの選挙で民意をやって、ほかの
ところは何かオスプレイを持っていくにしても知事さ
んがノーと言ったらすぐ引き下がっていきますから。
なぜ沖縄がそういうふうになっているかというような
ことについての思いがなければいかぬというふうに思
いますし、そのためには、先ほどは本土の方々との関
係を申し上げましたが、私は昨年もことしもワシント
ンＤＣに行きまして、いろいろ工夫をしてまいりまし
た。それから国連に行きましても、人権問題としてこ
の問題を取り上げて、ある意味で世界に発信しており
ます。そういう中で、今私どもの手元にはヨーロッパ
からも中東からもアメリカからもこの問題に関しての
向こうでの主要な新聞が報道しているようなものが結
構な数で届いてきておりますから、やっぱりこれはま
ず県内が一番一緒になって考えるということが大切で
すが、日本全体あるいはまたアメリカ、そして世界と
いうような形でどのように私たちがそこと接しなが
ら、世界の平和、アジアの平和とまた日本のあるべき
姿というようなものも考えながら、沖縄県のあるべき
姿というものを訴えていきたいなと思っております。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　よろしくお願いします。
　そのことを踏まえて、本当に知事がいつもおっ
しゃっています日米安保は全国民で一緒に負担すべき
だと。そのことをやっぱりこの沖縄から、全国民に考
えるきっかけを沖縄から発信していかなければならな
い。そういう意味で、私はその平和資料館ですとか平
和の礎のあの公園、とてもそこはそういう意味では考
えるきっかけ、議論をしていくきっかけにこれからつ
くり上げていかなければならない場所ではないかなと
いうふうに思っています。戦争の悲惨さをしっかり教
えています。しかし、沖縄県がまだその戦争から本当
に今現在進行形の形でまだまだ戦争を引きずってい
る。もうその事件・事故というものは最たるもので
す。そういう意味で、それをしっかり伝えていくため
には、それぞれの場所でそれぞれに事件があったとき
に、もちろん報道等で皆さん知るでしょう。しかしな
がら、それを全体的に発信する場がないんですよね。
　私、実はこの間の二十の女性の件で、水上大使とも
それから防衛局次長とお会いしました。そのときに水
上大使のほうに由美子ちゃん事件のことを知っていま

すかと聞きました。知らないんです、防衛局次長のほ
うも知らないです。そういう意味では、やっぱりそう
いう大きな事件、宮森小学校の事件ぐらいは知ってい
ます。でも、戦後本当に基地あるがゆえに一人一人の
人生、一人一人のその命がどういうふうに奪われて、
どういうふうな対処をしていったのか。沖縄県として
もこの件については、しっかりこれ持っていないと思
います。事件があったということはあると思いますけ
れども、背景だったりそれしっかりとまとめ上げてい
く。そういう意味では、その資料館、あの公園に、資
料館も今お答えありましたけれども、もう当初から変
わっていないですよ。もしそうであるんでしたら、ぜ
ひ増設してでもそのことをしっかりと伝えるだけの資
料室の展示場をもっと広げていく。あるいは先ほどあ
りました刻銘板については、もちろん遺族の皆さんの
こともありますので、そういう意味でもっと複合的
に、今おっしゃっている私たちが本当に求めている沖
縄県の問題を全国に知らしめる場所として、もう少し
県が全力でそこを変えていって、そこから発信してい
くということも必要ではないかと思いますけれども、
どなたかお願いいたします。できれば知事、今のよう
な考えで少し考えられないのかお答えお願いします。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず、資料館の展示の中身でございます。平成12
年に資料館は設置しておりますので、その設置の際に
いわゆる平和祈念資料館の監修委員会というのを設置
いたしまして、これまでいわゆる戦前から戦中、戦後
で復帰後までを一連のいわゆる監修という中で展示し
たところでございます。今後の更新につきましては、
全体を監修していく中で検討を進めていきたいなとい
うふうに思っております。
　あわせて議員の御質問の平和の発信の件でございま
す。
　県としましては、当然のことながら平和の発信、そ
れと平和の構築、あわせて人権の啓発というのは大変
大切だというふうに思っています。引き続きいわゆる
平和の発信の拠点としていわゆる資料館、それと平和
の礎、平和賞に実施して取り組んでいきたいと考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　そういう意味では、部長、先ほど
おっしゃっていました沖縄平和人権問題研究所、これ
をしっかりと研究して、その研究所を中心としてもっ
ともっと詰めた形での平和の発信ということを考えら
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れると思いますけれども、厳しいというお話がありま
したけれども、何が厳しいんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　この平和人権問題研究所につきましては、人権意識
の啓発であるとか人権問題に対して、いわゆる世界に
発信していくというふうな形でこの間検討を進めてき
ております。国のほうともいろいろいわゆる国際的な
平和人権問題研究所については、意見を交わさせてい
ただいておりますが、どういうふうなコンセプトで、
どういうふうな内容にしていくかについて、なかなか
理解を得られていないところでございます。引き続き
どういう形で検討ができるかも含めて考えていきたい
と思います。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　平和の発信ということで総合的に
考えていただきたいと思います。
　それから公室長、６月30日の新報の記事を私見ま
して大変びっくりしましたけれども、宮森小学校の
ジェット機事故のあの後も沖縄県ではその同型機が
ずっと飛行していたと。その中に、もしかすると核兵
器が搭載されていたかもしれないというそういう報道
がありましたけれども、その件について、その真意に
ついてはどのように捉えていますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　ただいま議員からの
御質問の件については、うちのほうでもまだ確認がで
きていない状況でございます。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　宮森小学校の事故のときにはもう
米軍統治下の時代ですので、なかなかそのときの様子
が沖縄県にないことがたくさんあると思います。私た
ち宮森630会、それから遺族の皆さんたちは、実はわ
ざわざ訪米してそこの公文書館からいろんな資料をい
ただいております。その件もその公文書館にあった資
料から報道になっているということもあります。そう
いう意味では、せっかく駐在員がいらっしゃいますか
ら、それをしっかりとこれ検証するためにも、これか
ら先私たちが地位協定の改定やいろんなことを訴えて
いくにも、やはりどれだけのことを米軍にやられてき
たかということをしっかりと持っていくということは

とても大事だと思いますので、その件についてぜひ
もっと強力的な政策・施策に乗せていけないのか改め
てお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　630会の皆さんが独自でそういったワシントンの、
米国の公文書館まで行って文書を取り寄せたというこ
と、大変敬意を表したいと思います。県としても、先
ほども答弁しましたけれども、ワシントン駐在の支援
を含めて可能な限りの支援をとらせていただきたいと
思います。
　また、議員から今回の御質問を受けまして、県のほ
うでもいろいろ確認いたしました。県のほうにも沖縄
県公文書館がございますけれども、確認しましたとこ
ろ、琉球政府法務局の庶務課のほうで石川市宮森小学
校ジェット機墜落事件関係書類ですとか、ＵＳＣＡＲ
の厚生教育局の石川ジェット機墜落事故の医療情報に
関する文書、また、同じくＵＳＣＡＲの渉外局で「Ｉ
ｓｈｉｋａｗａ　Ｊｅｔ　Ｃｒａｓｈ　Ｉｎｃｉｄｅ
ｎｔ」というような文書があるということ等も既に確
認とれております。そういったのを含めて、そういっ
た団体の方々とまた意見交換を行いながら、県として
支援をさせていただきたいと思っております。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　お願いします。
　企業局長、先ほどＰＦＯＳについて、水質の基準が
変わったということをおっしゃっていましたけれど
も、どのように変わったのかお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　企業局長。
○企業局長（町田　優君）　お答えします。
　ことしの５月に米国環境保護庁の勧告値が変わりま
して、これまでの200ナノグラムパーリットル以下か
ら70ナノグラムパーリットル以下に改正されており
ます。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　ということは大変厳しい状況に
なっているということだと思います。１月にそのこと
が発覚してから立入調査をお願いしているけれども、
まだまだ６月にも行われていない。そのことは、私た
ちの命の水、その水を飲んだが上に何か起こったら誰
が責任をとるんでしょうか。そういうことを考えた
ら、もっとこの立入調査についても明確に、もう国の
皆さんたちあるいは沖縄県選出の国会議員の皆さんた
ち政治家も含めて、協力してもらってぜひこれ実行し
てください。どうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企業局長。
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○企業局長（町田　優君）　先ほども申し上げました
ように、ことしの１月と２月に米軍に対して要請して
おります。それから約半年経過しておりますけれど
も、いまだ十分な回答がないという状況は私どもとし
ても大変遺憾だと思っておりますので、今後軍転協と
も連携して、米軍に対して真摯な対応をとるよう求め
てまいりたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　安慶田副知事、どうでしょうか。
これ大変危機的な状況だと思います。よろしくお願い
します。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　先ほどの企業局長の答弁にもありましたように、２
月22日に私もみずから出向きまして抗議をいたしま
した、強く。そのときは、司令官もよく話を聞いてい
ただいて、ただ、先ほど基準値内だということでかな
り問題が少し薄れたかと思いますけれども、５月に基
準が変わったということでまた改めてこれの重要性、
そしてまたいずれにしましても、沖縄県民もそうなん
ですが、その基地内にいらっしゃる皆さん方もこの水
を飲むわけですから、そういう意味では、やはり命の
大切さという意味では改めて関係部局を集めて協議し
た上で対処してまいりたいとそう考えております。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　お願いします。
　読谷補助飛行場の問題ですけれども、これ今後どう
いうような流れになっていくんでしょうか、少しお願
いいたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時46分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　農林のほうで最初に
汚染土壌の発見箇所につきましては、県営畑地帯総合
整備事業の事業計画区域の中におきまして、不発弾探
知調査と圃場整備工事を実施している中で発見された
ところがあります。それについては、土地改良事業に
つきましては、その中で土地改良として適さないとい
うような実態がありましたので、その辺については読
谷村のほうとのやりとりの中で、今までの経緯がそう
いう形で出てきたような経緯があります。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　米軍返還地の跡地利用について
は、こういう問題がこれからずっと出てくると思うん

ですよ。法整備ができてない中で、返された後からそ
ういった汚染物質が出てくる。これは今までも沖縄市
のサッカー場もそうです。それから北谷もそうです。
そういう意味で、そのはざまの土地改良あるいは区画
整理、そういった事業を展開していく中で出てきたこ
とについて、私はこれもう沖縄県としてどういうふう
にこの事業も含めて誰の責任で、国の責任か米軍の責
任かと言っているうちに時間と経費がかかってしま
う。そういうことではなくて、もっと真摯にそういう
ことがあり得るということを踏まえた形での対策につ
いて考えていかなければならない時期に来ているのか
なと思いますけれども、この辺どうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　今回、土地改良区の
中でも調査させてもらった中で、事業実施体の読谷村
のほうとも連携をとらせてもらっているところであり
ますけれども、今議員がおっしゃるように、最終的に
はどういう形で処理していくのかということで、今読
谷村のほうとも情報を共有しながら措置しているとこ
ろであります。抜本的については、これからまた関係
機関の中で調整せざるを得ないというところがありま
す。
　県のほうとしましては、関係部局ないしは関係機関
のほうと連携をとりながら、今後のあり方については
調整していきたいなというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　そういうようなことがあってたら
い回しにされて、私は読谷村も大変難儀をしていると
思っています。そういう意味では、しっかりと跡地法
以前でできないこと、考えていただきたいと思いま
す。
　それから体力テスト、教育長、この件、これを実施
することによって何を分析し何がわかり、そして子供
たちにどういうことを求めていくのかお聞かせくださ
い。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時51分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　この体力テストですけれど
も、昨今子供の体力が低下しているという状況にも鑑
みまして、国のほうが全国的な子供の体力の状況を把
握・分析することによって、子供の体力向上に係る施
策の成果でありますとか、課題を検証して改善を図っ
ていこうという目的のもとで行われております。今回
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は、沖縄県の場合は投げる動作等に係る部分はかなり
高いんですけれども、持久力や走力というのが低いと
いう結果がございまして、その部分の分析はいろいろ
ございますけれども、特に課題がある走力、持久力が
低いのは肥満傾向の児童生徒の割合が全国でも高いの
ではないかとか、あとは小学校において全く運動をし
ない子の割合が高いと言われていることが要因の一つ
として考えられております。
○議長（新里米吉君）　山内末子さん。
○山内　末子さん　私もその調査の結果を見てそのこ
とを思いました。沖縄県の子供たちも、大人もそうで
す。結局歩かないというのが一番のそういう原因をも
たらしているのかなというふうに思います。それを言
うと、きのうからあります健康長寿、全庁的にこれや
らなければならない課題かなというふうに思います。
そういう意味で、しっかりと頑張っていただきたいと
思います。
　終わります。ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
　　　〔狩俣信子さん登壇〕
○狩俣　信子さん　皆さん、こんにちは。
　社民・社大・結連合、狩俣信子です。
　質問に入る前に、実は芥川賞作家の大城立裕さんか
らの東京新聞に載せられたお話、インタビューがござ
いますので、これちょっと御紹介したいと思います。
　「沖縄の思い」を語るということで書かれています
けれども、今回の、
　　県議選は、従来とは違う「新しい形の革新の姿」

を示した。翁長知事を支える（中略）県政与党議席
が増えたのは、米軍普天間飛行場移設を大義にし
て、辺野古にごり押しする日本政府に従っておれん
という度々の意思表明です。　日米安保条約と日米
地位協定という体制の中で、沖縄の米軍基地は政治
的な構造的差別の最たるもの。元海兵隊員の軍属が
女性の遺体を遺棄した事件も、この構造の中で生み
出された。　戦後、米軍犯罪に苦しめられてきた県
民は「基地はいらない」と訴えている。だが、日本
政府は「辺野古移設が唯一の解決策」と繰り返し、
普天間と辺野古の間に本来あるべき「県外移設」と
いう選択肢に触れない。日米安保のために米軍基地
が必要なら、他の都道府県にも分散させるべきだ
が、沖縄だけに泣いてもらおうとはね、構造的差別
です。

と、そしてたくさんあるんですが、抜粋していきます
と、「本土防衛の捨て石にした沖縄戦への反省もな
く、日本政府は相変わらず沖縄を軍事的植民地のよう

に利用し続ける。辺野古への新基地建設はその治外法
権の拡大解釈であって、琉球処分の総仕上げだと私は
思う。」そして、また飛びまして、
　　沖縄には、琉球国以来の文化と民族のアイデン

ティティーが残っています。構造的差別に対して、
本土の人たちが理解を示してくれないのなら、沖縄
は自らのアイデンティティーを守るために、日本政
府だけでなく、ヤマトゥの人とも反目してしまう恐
れがある。（中略）構造的差別をはね返そうとする
沖縄の抵抗は辺野古の闘いに収れんされた。沖縄は
同化志向から脱した。異化志向で強くなった。本当
に強くなりました。

と書かれていました。まさしく私はそのとおりだと
思ってこれを読みました。
　今回の参議院選挙の結果におきましても、10万
6000票というこの大差、これで伊波さんが勝ったと
いうことは、やはり民意のあらわれであり、これに書
かれていたような状況がそのまま流れていると思って
おります。
　それでは、質問に入ります。
　１、性暴力被害者ワンストップ支援センターについ
て。
　(1)、県立中部病院に設置されるワンストップ支援
センターの進捗状況について伺う。
　(2)、施設の経費（予算）は幾らか。また、今後必
要に応じて予算をつけることはできるのか。つくるか
らには、利用者の使い勝手のよいものにしていただき
たい。
　(3)、できた後の運営については、どのように考え
ているのか。
　(4)、医師や看護師、いつでも対応できる相談員な
ど多くの皆さんの支えが必要だと思うが、具体的な対
応について伺う。
　２、教育関連について。
　(1)、八重山農林高校の寄宿舎改築について伺いま
す。
　ア、現在の進捗状況を伺う。
　イ、設計の段階での学校との意見交換はどうか。学
校からの要望は改善されているのか。
　ウ、舎監の配置について伺う。
　エ、離島のさらに離島から来る生徒のメンタルヘル
スが問われているが対応を伺う。
　(2)、農林高校でつくられる農畜産物の売り上げ金
は年間どのくらいか伺う。
　(3)、離島で非常勤の職員を探すのが困難とのこ
と、どのように対応しているのか伺う。



−338−

　(4)、教職員の病休・精神疾患の過去３年の状況を
伺う。
　(5)、少人数学級の現状を伺う。
　３、福祉関連について。
　(1)、子供の貧困問題がクローズアップされ、県を
挙げて取り組まれることに感謝しています。その中
で、子供の居揚所づくりがどう取り組まれているのか
伺います。
　(2)、子ども食堂のあり方について、全てボラン
ティアで行うのは限度があると思いますが、県として
の支援はどうなっているのか伺います。
　(3)、生活保護世帯の過去３年分の推移を伺う。そ
してその中の高齢者65歳以上についてはどうか。
　４、給付型奨学金の拡充について。
　(1)、県内の貸与型奨学金を受けている人数はどの
くらいか伺う。
　(2)、卒業後返済で苦しむ人が多い。そのような人
への対応はどのようにしているのか伺う。
　(3)、県外の難関大学への給付型奨学金だけでな
く、県内の大学や専門学校へ通う子供たちへも拡大で
きないのか伺う。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　ただいまの狩俣信子さんの質
問及び質疑に対する答弁は、時間の都合もありますの
で午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午後１時20分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前の狩俣信子さんの質問及び質疑に対する答弁を
願います。
　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　それでは、性
暴力被害者ワンストップ支援センターの進捗状況につ
いてお答えいたします。
　平成29年度中に、県立中部病院に専用施設を整備
し、24時間365日対応可能な病院拠点型センターへ
の移行を目指しております。平成28年度は、セン
ターの施設整備に係る基本構想の策定及び設計を行
い、平成29年度に着工する予定でございます。
　次に、センターの経費についてお答えいたします。
　現在実施している支援センターの基本構想策定業務
において、一人一人の被害者の心情に寄り添い、きめ
細やかな対応が可能となるよう、施設の規模や機能な
どの検討を行っており、その結果を踏まえて施設整備

に係る経費を平成29年度当初予算として要求するこ
ととしております。
　次に、センターの運営についてお答えいたします。
　現在、ワンストップ支援センターの業務について
は、公益社団法人沖縄県看護協会に委託し、相談業務
及び医療機関、県警、児童相談所、女性相談所、弁護
士等の関係機関へつなぐコーディネート業務を行って
おります。病院拠点型センターへ移行後も、引き続き
円滑な運営が行えるよう関係機関と調整を行ってまい
ります。
　次に、センターの体制についてお答えします。
　病院拠点型センターに移行した場合、24時間365
日対応可能なセンター運営を行うには、人材確保の課
題があることから、医療支援及び相談支援体制の充実
を図るため、医療関係者や相談支援員を対象とした研
修会を開催し人材を確保することとしております。ま
た、医師等のローテーション体制を構築するために、
医師会等と調整しているところであります。
　次に、福祉関連についての御質問の中の、子供の居
場所づくりについてお答えします。
　子供が安心して過ごせる居場所の確保については、
７月１日現在、国の沖縄子供の貧困緊急対策事業を活
用し、15市町村に40カ所が設置されており、７月末
までには22市町村に90カ所が設置される予定となっ
ております。
　次に、子ども食堂への支援についてお答えします。
　沖縄県においては、食や人と人とのつながりを通し
て子供を育む子ども食堂の取り組みが広がっておりま
す。子供の貧困対策に資する子ども食堂への支援につ
いては、国の子供の貧困緊急対策事業などを活用し、
子供が安心して過ごせる居場所としての市町村の取り
組みを促進してまいります。
　次に、生活保護世帯の推移等についてお答えしま
す。
　沖縄県の被保護人員数及び世帯数は、平成25年度
は３万3995人、２万4393世帯で、うち高齢者世帯
数は１万923世帯、平成26年度は３万4840人、２万
5475世帯で、うち高齢者世帯数は１万1772世帯、平
成27年度は３万5851人、２万6580世帯で、うち高
齢者世帯数は１万2846世帯となっており、被保護人
員数、世帯数及び高齢者世帯数とも増加傾向となって
おります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育関連についての御質問
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の中で、八重山農林高校寄宿舎の進捗状況についてお
答えいたします。
　八重山農林高校の寄宿舎につきましては、２人部
屋、18室でことし３月から設計業務を実施しており
ます。現在、間取り等の最終検討を行っており、こと
し９月に設計業務を完了し、12月に工事に着手、来
年８月に完成する予定となっております。
　次に、同じく教育関連で、学校からの要望について
の御質問にお答えいたします。
　学校からは、寮室内の間取り等幾つかの要望事項が
ございます。寮室については、学校の要望を尊重し、
横幅等を見直し、ゆとりある空間の確保に努め、改善
していきたいと考えております。
　県教育委員会としましては、今後とも生徒の安全で
快適な学習環境の充実を図るため、学校と調整しつつ
整備を進めてまいります。
　次に、舎監の配置についての御質問にお答えいたし
ます。
　八重山農林高校の舎監の配置につきましては、他の
寄宿舎を設置している高等学校と同様に１名の舎監を
配置しております。
　次に、寄宿舎の生徒のメンタルヘルスについての御
質問にお答えいたします。
　親元を離れて生活する高校生が、安心して学習や生
活ができる環境を整えることは大切なことであると考
えております。寄宿舎においては、舎監を中心に、校
長、教頭、学級担任、生徒指導部職員、養護教諭等が
連携を密にし、生徒の生活指導及び健康管理に当たっ
ております。また、学校においては、生徒の不安や悩
みに対し、スクールカウンセラーや教育相談担当教員
等が相談に応じ、きめ細かな指導に取り組んでおりま
す。
　次に、農林高校の農畜産物の売上金についての御質
問にお答えいたします。
　県立農林高等学校等の６校において、生徒の実習に
より生産、製造、加工された農産物、畜産物、製造食
品等の売り払い代は、平成26年度が6872万円、平成
27年度は6513万円となっております。これらの売り
払い代は県の歳入として受け入れ、その全額が県立農
林高等学校等における家畜の飼料代や農場実習の肥料
代、農機具の備品購入費など主に実習のための経費に
充てられております。
　次に、離島における非常勤講師の配置についての御
質問にお答えいたします。
　非常勤講師につきましては、各学校で人材を確保す
ることになっておりますが、離島など人材の確保が困

難な場合は、教育庁学校人事課及び各教育事務所から
情報提供を行い、人材確保に努めております。
　県教育委員会としましては、今後も学校と連携を密
にし、非常勤講師の配置に努めてまいります。
　次に、教職員の病休、精神疾患の状況についての御
質問にお答えします。
　本県の教職員の病気休職者数は、平成25年度419
名で、うち精神疾患171名、平成26年度420名で、う
ち精神疾患174名、平成27年度421名で、うち精神疾
患176名となっております。
　次に、少人数学級の現状についての御質問にお答え
いたします。
　平成28年度の加配定数を活用した少人数学級実施
校は、小学校１年生で43校、小学校２年生で95校、
小学校３年生で46校、小学校４年生で45校、中学校
１年生で50校となっております。
　次に、給付型奨学金の拡充についての御質問の中
で、貸与型奨学金の状況についてお答えいたします。
　沖縄県においては、沖縄県国際交流・人材育成財団
が、本県の振興を担う人材の育成を図ることを目的
に、大学生等を対象に無利子の貸与型奨学金を実施し
ております。今年度の新規採用人数は、170人程度を
予定しており、大学生の貸与月額が県内国公立で４万
円、県外私立で５万5000円となっております。この
貸与型奨学金の平成27年度における貸与者数は、継
続採用を含め517人、貸与額は２億9161万1000円と
なっております。
　次に、奨学金返還者への対応についての御質問にお
答えいたします。
　沖縄県国際交流・人材育成財団の奨学金は、卒業し
半年後から返還が始まり、10年以内に返還を完了す
ることになっております。なお、病気などやむを得な
い理由がある場合は返還猶予など、返還者の実態に応
じた対応をしているところであります。平成27年度
においては、大学生等の奨学金の返還対象者2015人
のうち、88人が返還猶予者となっております。
　次に、給付型奨学金の拡充についての御質問で、県
内大学や専門学校への拡大についてお答えいたしま
す。
　県教育委員会においては、能力を有するが経済的な
理由で県外進学が困難な生徒を支援するため、今年度
から給付型奨学金制度を創設することとしており、現
在、募集に向けて準備を進めているところでありま
す。また、国においては、６月２日に閣議決定した
ニッポン一億総活躍プランに「本当に厳しい状況にあ
る子供たちへの給付型支援の拡充を図る」と明記し、
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給付型奨学金の創設に向けた検討を行っていると聞い
ております。
　本県の給付型奨学金制度の拡大につきましては、国
の制度の動向等を注視しながら研究してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　それでは、まず性暴力の被害者ワ
ンストップ支援センターについてお尋ねしますけれど
も、これは県立中部病院につくるということなんです
が、現在その中部病院の中につくりますか、それとも
それとは別なんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　現在予定しているのは、中部病院の敷地内のほうに
つくる予定としております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　敷地内のどこにつくる予定です
か。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　今予定してい
るところは、本館がございますけれども、それのもう
少し奥のほうを予定しております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　それでそこにつくるときは、そこ
で要するに相談を受けるという形の建物になるんで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　今いろいろ構
想段階で検討しておりますけれども、当然ながら相談
は受けることで考えております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　そのセンターは、つくるところは
中部病院がつくるんですか、それとも県がつくるんで
すか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子ども生活福
祉部のほうで予算計上して発注をかけることになると
思います。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　じゃ、ある意味、そこの管理運営
というのは県がということになるんですか。そのセン
ターの運営、それとも中部病院かかわってきますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし

ます。
　一義的には県のほうでやりますけれども、当然なが
ら連携をとっていきますので、その連携体制なんかも
含めて今後検討していくことになると思います。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　その後の運営については、医師会
とか看護協会とかいろんなところがかかわっていると
おっしゃっていたんですね。それで主体になるところ
はどこかというのは決まっていますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　現在は相談業務は看護協会でやっておりますけれど
も、今後のあり方については、その構想を策定する段
階でいろいろ考えていきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　中部病院もかかわってセンター
の建物の中で相談を受ける、当然相談員が皆さん24
時間365日体制とおっしゃいましたから、これが平成
29年のときにはそれは体制全部整っているというふ
うに思ってよろしいんですね。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　今その方向で
作業を進めております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　せっかくつくるわけですから、相
談する人が来やすい、そういうセンターにしてほしい
んですよ。
　実は、私の友人ですが、13歳のときに性暴力に遭
いました。この人が今でも波があるんですね。大変い
いときと、そうじゃないときは本当大変な状況があっ
て、結局こういう被害に遭った人は、長期的な相談、
治療が必要になってくると思うもんですから、その相
談員の体制もしっかりしてもらいたいし、それで中部
病院の医者がかかわってくるんだったら、そこらあた
りローテーションを組んでいかれるとおっしゃったも
んですから、そこらあたりもしっかりやっていただき
たいと思うんですが、そこらあたりは大丈夫ですよ
ね。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えしま
す。
　今、基本構想策定しておりますが、その中で当然な
がら一人一人の被害者の心情に寄り添ってきめ細やか
な対応が可能となるような体制を組んでいきたいと考
えております。
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○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　そういう意味では、あっちこっち
でそういう施設が、大阪にもあるでしょうし、あっち
こっちあると思うんですが、そういうところは視察を
して後、こういう取り組みというんですかね、そうい
うのをされているんですね。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えしま
す。
　構想策定の中で当然ながら先進の視察というんです
か、県外のほうも見に行くこととしております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　わかりました。
　とにかく私が申し上げたいのは、一度相談したから
もうそれで終わりじゃなくて、もう繰り返し繰り返し
その波があって、落ち込んだり、こういろいろ来るも
んですから、そこらあたりのケアまで含めてやってい
けるかどうか、それは大丈夫ですよね。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　今のセンターの相談業務でもかなり時間がたっての
経過で御相談も受けておりますので、その体制は変わ
らないということで考えております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ありがとうございました。
　次は、教育長のほうにお願いします。
　八重山農林高校の寄宿舎についてですが、今お話伺
いましたら、学校ともいろいろ話をなさって、改善す
べきは改善していると受けとめてよろしいんでしょう
か。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　学校から幾つか内容につい
て要望がありまして、その辺は調整を、意見を取り入
れながら設計等に生かしているところでございます。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　皆さんから来た返答とかそういう
のを見させてもらったんですが、１つの部屋に２人入
るそうですね。そうすると、ベッドを置きますとその
間が60センチしかないと、雨が降っても洗濯物も全
部そこの中で干していっちゃうということで、とても
何か狭いんじゃないかという話があるんですけれど
も、そこらあたりはどうですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時40分再開

○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　ベッド間の通路の確保についての要望ですけれど
も、部屋の横幅ですね、３メートルから3.2メートル
に変更することによって通路の幅の確保をするという
ことで見直しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　済みません。3.2に広げて、通路
はどのくらいになるんですか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時41分休憩
　　　午後１時42分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　ベッドの間が当初60セン
チだったのが80センチに変わります。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ありがとうございます。少しは広
くなったんですね。いやいや皆さんが何というんです
か、学校側にいろいろ調整をして送ったというのを私
見ているもんですから、どっちみちつくるんでした
ら、ある程度住み心地のいいものにしていただきたい
と思うんです。そして、その学校はこれから後の学校
基本調査に見る学年別生徒数というのも全部調べてあ
るんです。そうすると、これは数は余り減っていくも
んじゃないんです、ここの生徒数は。そうすると、結
構四、五年でそれを終わるんじゃなくて、10年も20
年も使っていかなくちゃいけない宿舎になるもんです
から、やっぱりそういう意味では少し間取りとかもゆ
とりを持っていただきたいというのが、学校側の要望
でありますので、それにまた検討委員会等でしっかり
調整をしていただきたいと思います。
　次に伺いますが、舎監の配置は、学校基準がいろい
ろあるとは思うんですが、１人しか配置ができないと
いうことなんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時43分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　舎監の配置基準でございま
すけれども、これは公立高等学校の適正配置及び教職
員定数の標準等に関する法律の中で、寄宿する生徒数
が51名以上の学校に１名の舎監を配置するというこ
とになっております。
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　沖縄県におきましては、51名未満の学校に対しま
しても、生徒の管理指導が必要なことがありますの
で、全体の定数の中から捻出して全ての学校の寄宿舎
に１名ずつ配置しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　じゃ、八重農もそういう意味では
配置は１人というふうに受けとめてよろしいわけです
ね。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　そのとおりでございます。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　次、離島での非常勤職員を探すの
がとても困難だということなんです。それはもうわか
る気はするんですけれども、実際にどういう非常勤の
――皆さんは教育庁学校人事課とか市町村の教育委員
会とか御相談をしてやっているとは言うんですが、八
重山農高の話を聞いて、私は講師が探せないので塾の
講師をお願いしていると聞いたんです。しかも、免許
がないわけですから、特別免許を申請してやっている
ということなんですが、これそういうことになるんで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時45分休憩
　　　午後１時45分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　八重山農林高校の状況であ
りますけれども、現在、社会、美術、英語、中国語、
工芸、５名の非常勤講師が任用されております。うち
免許状を有しない非常勤講師は、社会、美術、中国語
の３名の方になっております。
　また、免許状を有しない非常勤講師が授業を行うこ
とについてですけれども、これは教職員免許法の第３
条２項というのがございまして、授業または実習を担
当する非常勤の講師については、各担当学校の教員の
相当免許状を有しない者を充てることができるという
ふうになっておりまして、その場合は免許状に関する
規則の27条の規定で県教育委員会に届け出をしてか
ら任用するという形になっております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　わかりました。ただ、これ離島で
こういう非常勤の来手が少ないということで給与を
ちょっとアップしてもらったらどうかなと、そういう
話もあったんですが、それは考えられますか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　現在、非常勤講師の給与は

１時間当たり2770円というふうになっておりますけ
れども、これは職員との均衡等も勘案しながら設定さ
れているとは思いますので、今後その辺はまた給与の
見直し等の中で適切に対応していくことになろうかと
思います。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　だから離島での非常勤というの
は、フルタイム持つんじゃないわけですから、１人が
５時間とか３時間とか、そういう中でやっぱり本島か
ら行くとなったら行きませんよね。よくわかります
よ。そこらあたり、だから条件をよくする方法はない
のかなというのが現場の先生方の話であったもんです
から、もしできましたらまたいい方向に持っていって
いただければと思います。
　次行きます。
　教職員の病休精神疾患なんですが、結構上がってき
てますよね。私が一番びっくりしているのは、精神疾
患で病気休職する教職員というのがありまして、これ
を見ますと――これは13年度の統計ではあるんです
が――沖縄県が1000人当たり11.69人、一番低いと
ころの兵庫県が1.36なんです。この差がとっても大
きいもんですから、これは教育庁としては原因は何か
分析したことありますでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時49分休憩
　　　午後１時49分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　精神疾患休職者が増加して
いるわけなんですが、これについては原因、実は明確
にあるわけではなくて、一説には多忙と関係があるの
かなということもあるんですけれども、実は多忙と精
神疾患休職者の関係性は明らかにはなっておりませ
ん。多様な人間関係でありますとか、先生方の数量化
しにくい業務といいますか、それと高い倫理観が求め
られる職業であるということ等もありまして、この職
務の特殊性も大きく影響しているのかなと考えており
ます。いずれにしましても、沖縄県の教育にとっては
非常に大きな痛手だと考えておりますので、県立学校
に臨床心理士を派遣して研修会ですとか相談を実施し
たり、メンタルヘルス対策の事業の充実等々努めてま
いりたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ぱっと見ただけで、教育長、すご
いでしょう。沖縄一番上ですよ。そういうことを見る
と、やっぱりこれは何か対策をやっていかなくちゃい
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けないと思います、私は。実は、年休起算日も９・１
にやっていただきましたよね。あれで少しは年休とれ
て改善もできてくるかなという期待をしているんです
けれども、もうそれだけではどうしようもないこの多
さ。やっぱりこれはいろんなところとも意見交換しな
がら、多忙化だけなのか、それとも人間関係なのか、
特殊性なのかさっきおっしゃいましたけれども、やっ
ぱりこんなに病休しかも鬱病が多いということは、
やっぱり沖縄県全体としても考えていかなくちゃいけ
ない問題だと思うんです。そこらあたりはいろんなと
ころと意見交換をして、まずやっていただきたいんで
すが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　ただいまの議員の御指摘の
ように、いろんな職員関係の団体の意見もあります
し、医療関係、さまざまな分野の方と少し意見交換を
しながら、その対応策を探ってまいりたいと考えてお
ります。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ぜひ教育長よろしくお願いいたし
ます。
　次、子供の貧困問題なんですが、子供の居場所づく
りで40カ所から90カ所にふえるとおっしゃいました
よね、22市町村。そしてそこで、子供たちの居場所
なんですが、建物はありますね、そうするとそこに誰
かが、大人がついてケアしているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　居場所として
設置していますので、そういうふうな形で対応してお
ります。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　その費用についてはどちらが負担
していますか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　これは、国の
緊急対策事業を活用してやっておりまして、居場所と
して設置する場合には、人件費についてもこの子供の
貧困緊急対策事業で対応できることとなっておりま
す。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　その居場所なんですが、大体どう
いうところなんでしょうか、場所としては。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時53分休憩
　　　午後１時54分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。

　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えしま
す。
　居場所はいろんな地域の実情に応じていろんな場面
がございますけれども、主には児童館であるとか、あ
とは民間で実際先行してからやっているところもござ
いますので、民間のアパート等とか一軒家とかそう
いったものも使いながらやっていると聞いておりま
す。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　あっちこっちで動いているという
ことは見えてくるんですね。ただ私の周辺の中学校
で、中学卒業した子が行くところがなくて、ニートに
なっていろいろ大変だというのもあるもんですから、
やっぱりそういう子供たちをしっかりと受け入れられ
るところ、それが欲しいなと私は思っています。22
市町村だと言いましたけれども、やっぱりこれはもっ
とふやしていかなくちゃいけないだろうなという感じ
がしますが、今後の取り組みについていかがですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　まず居場所に
ついては、国の貧困緊急対策事業を活用して徐々にふ
えていくことになると思っております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　実は、次の子ども食堂なんです
が、先ほど何カ所ということおっしゃったんでしょう
か、もしわかるんでしたら教えてください。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず、居場所のほうで食事の支援をしているところ
が90カ所のうち73カ所が食事の支援をするというこ
とになっています。それ以外に民間の動きで、県が把
握しているだけで現在20カ所が子ども食堂というこ
とで民間で活動しています。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　これお尋ねしますけれども、そう
いうその民間でもやっているという子ども食堂に対し
て、県として何か支援をやっているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず居場所としてということでしたら、先ほどから
繰り返しになりますが、国の緊急対策事業でリース等
を含めて機材の費用も対応することができるように
なっています。あわせて、それに関連して交通費等も
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支援が可能というふうになっております。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　例えば、私が知っている子ども食
堂は、ある意味民間なんですけれども、そこに調理す
る人とか、そういう人が必要らしいんです。そういう
人たちに対する支援というのはできるんですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず県としては、子ども食堂のほうで今実施してい
る方々に対して、その設置する方々への講習会、職員
講習会等をまずしっかりやって、その辺のいわゆる食
中毒とかそういうのが起こらないような支援をさせて
いただいております。あわせて、もし調理施設の改修
などで国の事業が使えない場合は、子どもの貧困対策
推進基金の活用、それから現在、県民運動が展開され
ておりますので、それも活用しながらやっていきたい
というふうに考えています。
○狩俣　信子さん　だから、調理師の皆さんへの支援
もできますかと。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時58分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　今現在調理をやっている方に対しては、それも講習
会のほうで、例えば圏域ごとに食中毒の対応の仕方で
あるとか、食材の加熱の方法であるとか、そういった
ことの研修は実際実施しておりまして、合計で３圏域
になりますけれども、約70名程度の方々への支援を
やっているところでございます。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　私、実はどういう支援の仕方を
やってくれるのかなと聞かれたもんですから、じゃ県
はちゃんとできるということですね、それは。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　子ども食堂と
いうか、いわゆる居場所としての対応ということでし
たら、当然ながらできるということになります。ただ
やはりボランティア的な活動でやっている場合には、
それに対しての支援というのは県民会議等での支援を
今後検討していきたいというふうに思います。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　じゃいいです。

　次行きます。
　奨学資金についてなんですが、実は実際に奨学資金
が返せなくて非常に困っている人たちがいるんです。
今さっき聞きましたら、2015人のうち88人が返還猶
予を受けているという話なんですが、この前、私テレ
ビ見てびっくりしたんです。それが、返還できなくて
夜の仕事をしているんです、返還するために。しか
も、日本学生支援機構というのは、前、３カ月おくれ
たらブラックリストに載せましたでしょう。今もそれ
は続いているんでしょうか、教育長。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時１分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　日本学生支援機構のそのリ
ストについては直接把握していないようでございまし
て、教育委員会としてはそのリストは把握してござい
ません。
○議長（新里米吉君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　やっぱり沖縄の子供たちですよ、
そういうものも。だから国際交流財団だけのものじゃ
なくて日本支援機構から受けて、本当に厳しい状況に
ある人、前は３カ月未納したらすぐブラックリスト、
そして私の債権会社そこに委託するもんだから、物す
ごい取り上げが厳しくて大変だったと。そういうこと
もありますので、教育長、そこはちょっと調べていた
だけますか。学生支援機構からどのぐらい借りて、現
在どうなっていて、300万、年数がいかないときは猶
予できるという話もちらっと聞いてはいるんですが、
そこらあたりも含めて情報収集をよろしくお願いいた
します。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　その辺は情報収集をしてま
いりたいと思います。
○狩俣　信子さん　どうもありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
　　　〔親川　敬君登壇〕
○親川　　敬君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　名護市選挙区から参りました親川敬といいます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　それでは、一般質問を行います。通告に基づいて一
般質問を行います。
　まず１点目、県民の過重な基地負担についてであり
ます。
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　(1)、知事の政治姿勢について。
　ア、辺野古新基地建設阻止に向けた知事の政治姿勢
を伺う。
　６年前の平成22年１月名護市民は、基地問題に対
して、普天間飛行場県内移設反対を公約に掲げた稲嶺
市長を誕生させました。辺野古の海にも陸にも新しい
基地はつくらせない。この流れは、オール沖縄の流れ
となり、県民は平成26年11月には翁長知事を誕生さ
せました。さらに、去る県議会議員選挙では、27名
の与党議員が誕生しました。これは、辺野古新基地建
設は反対だという県民の圧倒的民意のあらわれの結果
です。
　しかし、この闘いが容易な闘いでないことは確かで
す。なぜなら、相手は日米両政府だからです。でも、
日曜日の投開票でありました参議院選挙で、辺野古に
新しい基地はつくらせないという公約を掲げた伊波洋
一参議院議員が誕生しました。しかも、これで沖縄全
選挙区から選出されている国会議員は全てが、新基地
は要らないという公約を掲げた議員で占めました。
　しかも、私たち県民は、歴史的には昭和43年には
米軍統治下で、主席公選を実現させました。そして、
昭和47年には本土復帰を実現させたように、粘り強
く闘い権利を獲得してきた歴史を持った県民です。県
民の圧倒的民意を背景にして、辺野古新基地建設阻止
に向けた翁長知事の決意を改めてお聞きしたいと思っ
ています。
　(2)、米軍基地の現状について。
　ア、各都道府県における米軍基地の面積と占める割
合について。
　イ、沖縄の米軍施設の所有形態別面積とその割合に
ついて。
　ウ、在日米軍構成員等に占める在沖部隊ごとの人員
と割合について。
　(3)、米軍基地に由来する事件・事故等について。
　ア、米軍構成員等による事件・事故とその起訴率に
ついて。
　イ、演習関連による事件・事故について。
　ウ、返還施設で問題になった汚染物質の種類につい
て。
　２、基地と沖縄の経済関連について。
　(1)、沖縄振興予算の編成の現状と他府県との比較
について、以下の点でお伺いします。
　ア、国庫予算支出額について。
　イ、地方交付税について。
　ウ、基地関連収入について。
　(2)、返還跡地利用におけるそれぞれの経済効果に

ついて。
　ア、土地利用について。
　イ、所得と税収について。
　ウ、雇用について。
　３番目に、各市町村のまち・ひと・しごと創生人口
ビジョン総合戦略についてお伺いします。
　(1)、人口ビジョン将来推計の状況。
　ア、増加、現状維持、減少とした推計をした団体と
その割合についてお伺いしたい。
　イ、将来への影響で地域コミュニティーとした団体
とその割合についてお伺いしたい。
　(2)、総合戦略の共通施策について。
　ア、移住定住促進等とした団体とその割合につい
て。
　イ、農業振興等とした団体とその割合について。
　(3)、これらの分析を踏まえて、市町村の分析・戦
略を踏まえた県の支援策の考え方についてお聞かせ願
いたい。
　この総合戦略の策定に当たっては、各市町村が独自
の分析により、課題を明らかにし、自主的、自主・自
立的に戦略を策定し、個々の課題解決に向けて取り組
むことが求められています。一方、各市町村共通の課
題もあるのだろうと思っています。
　県が取り組んでいる移住・定住への取り組みが行わ
れていますが、その実績についてお伺いします。
　４番目に、我が会派の代表質問との関連質問につい
て。
　１点目に、瑞慶覧議員の代表質問から、ウチナーン
チュの日の制定について、安慶田副知事からことし
10月の世界のウチナーンチュ大会で制定宣言をする
準備を進めているという答弁がありました。ありがと
うございます。
　この件につきましては、６月７日に名護市議会から
「「世界ウチナーンチュの日」の制定を求める意見
書」が、沖縄県知事と沖縄県議会議長に要請があった
ことへの対応だと思っております。名護市議会の意見
書採択までの経緯について、説明させていただきたい
と思っています。
　これまで、名護市を含め複数の市町村で、南米の沖
縄県出身海外指定研修受け入れ事業を続けています。
これにより毎年40名近い２世、３世の子弟の皆さん
が沖縄に来沖しております。昨年11月に世界若者ウ
チナーンチュ連合会北部支部の取り組みにより、その
皆さんが一堂に会しました。そこで第１回世界ウチ
ナーンチュ学生サミットが名護市で開催されました。
これは、画期的な出来事でした。その会議の中で、制
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定のことも話題になったようです。そういう経緯が
あって、名護市議会へ制定要請がなされ、県知事への
要請となりました。
　このように、取り組みは沖縄県出身の皆さんの３
世、４世の若い皆さんの思いがたくさん詰まっていま
す。制定に当たっては、世界若者ウチナーンチュ連合
会北部支部の皆さんの思いを酌み取っていただきたい
と思っておりますが、いかがでしょうか。
　２番目に、平良議員の代表質問から、新たな水資
源、水源基金についてお伺いします。
　企画部長から新しい制度を28年度からスタートさ
せるとの答弁をいただきました。そのこと自体は、大
いに評価をしたいと思っております。制度をスタート
させるに当たって、必要性を確認しておくべきことが
あると思っております。
　１つ目は、ダム所在市町村、すなわち取水市町村と
ダムの恩恵を受ける市町村、すなわち受水市町村の関
係はダムがある間は変わらないのです。
　２つ目は、ダム所在市町村は、ダム湖に影響を与え
ないよう抑制的なダム周辺の土地利用が求められま
す。
　３つ目は、ダム祭りなどを通して、水の大切さ、森
林の大切さなどの啓発普及に取り組むことが求められ
ます。
　ぜひこれらのことを念頭に置き、関係市町村との意
見交換を十分に行い、継続的な取り組みとしていただ
きたいと思っておりますが、お考えをお聞かせ願いた
い。
　以上、１次質問とします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　親川敬議員の御質問にお答え
をいたします。
　県民の過重な基地負担についてに関する御質問の中
の、辺野古新基地建設阻止に向けた知事の政治姿勢に
ついてお答えをいたします。
　私は、知事就任後、普天間基地の県内移設に反対す
る建白書の精神に基づくオール沖縄の立場で、辺野古
新基地を絶対につくらせないことを県政運営の柱とし
て、県民との公約を守り、全力を尽くしてまいりまし
た。私は、多くの県民の負託を受けた知事として、今
後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古に新
基地をつくらせないとの公約の実現に向け、不退転の
決意で取り組んでまいります。
　あとの御質問につきましては、部局長から答弁をさ
せていただきます。

○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　県民の過重な基地負
担についての御質問の中の、各都道府県における米軍
施設の面積と割合についてお答えいたします。
　防衛省の公表資料によると、平成28年３月末現
在、米軍専用施設が所在する都道府県は13ありま
す。このうち、面積が大きく、全体面積に占める割
合が高い３県は、沖縄県が約２万2619ヘクタールで
74.48％、青森県が約2374ヘクタールで7.82％、神
奈川県が約1474ヘクタールで4.85％となっておりま
す。
　次に、本県の米軍施設の所有形態別面積とその割合
についてお答えいたします。
　沖縄防衛局によると、平成27年３月末現在、国有
地が約7953ヘクタールで34.6％、民有地が約7466ヘ
クタールで32.5％、市町村有地が約6756ヘクタール
で29.4％、県有地が約818ヘクタールで3.6％となっ
ております。
　次に、在沖米軍兵力の人員と全国に占める割合につ
いてお答えいたします。
　在沖米軍によると、平成23年６月末現在における
在沖米軍は２万5843人となっており、その内訳は、
海兵隊が１万5365人、空軍が6772人、海軍が2159
人、陸軍が1547人となっております。また、在日米
軍兵力に占める在沖米軍兵力の割合については、全体
で約70.4％となっており、軍種別の割合は、海兵隊
が約87.4％、空軍が約51.5％、海軍が約64.1％、陸
軍が約59.1％となっております。
　次に、米軍関係者の事件・事故とその起訴率につい
てお答えいたします。１の(3)アと１の(3)イは関連い
たしますので一括してお答えいたします。
　沖縄県警察本部提供の数値によりますと、復帰後か
ら平成27年末までの米軍構成員等による刑法犯検挙
件数は5896件、昭和56年から平成27年末までの米軍
構成員等が第一当事者の交通事故発生件数は3460件
となっております。また、那覇地検からの聞き取り
によると、那覇地検管内における米軍人等に係る起
訴率については、平成24年が約37％、平成25年が約
30％、平成26年が約32％となっております。沖縄防
衛局からの通報等により、県が把握している米軍の演
習等関連事件・事故は、平成23年から平成27年まで
の５年間で282件となっております。その内訳は、航
空機関連事故が169件、廃油等流出による水域等の汚
染が24件、原野火災が66件、その他が23件となって
おります。
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　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　県民の過重な基地負担に
ついての御質問の中の、返還施設で問題となった汚染
物質の種類についてお答えします。
　返還施設でこれまで問題になった汚染物質の種類に
ついては、県の刊行物である沖縄の米軍基地によれ
ば、カドミウム、水銀、ＰＣＢ、鉛、ヒ素、六価クロ
ム、ダイオキシン類、廃油などがあります。県では、
返還施設における汚染物質の調査・対策が適切に行わ
れるよう、今後も土壌汚染対策法やその他の関係法令
等に基づき、市町村や関係機関と連携して対応してま
いりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　基地と沖縄の経済関連に
ついての御質問の中の、国庫支出金及び地方交付税に
ついての御質問にお答えいたします。２の(1)のアと
イは関連しますので一括してお答えいたします。
　平成26年度県分・市町村分の国庫支出金の合計額
は、決算ベースで3858億円で全国10位、県民１人当
たりの額では、27万1000円で全国１位となっており
ます。同じく、平成26年度の県分・市町村分の地方
交付税の合計額は、決算ベースで3574億円で全国14
位、県民１人当たりの額では、25万1000円で全国18
位となっております。なお、国庫支出金と地方交付
税の合計額は、7433億円で全国12位、県民１人当た
りの額では、52万3000円で全国５位となっておりま
す。
　答弁の数値につきましては、総務省が実施している
都道府県及び市町村平成26年度決算状況調べの公表
数値でございます。全国順位については、東日本大震
災で被災した岩手県、宮城県、福島県の３県を除いた
ものとなっております。
　続きまして、基地関連収入についてお答えいたしま
す。
　平成25年度の基地関連収入は2088億円となってお
り、県民総所得に対する割合は5.1％となっておりま
す。その割合は、復帰直後の15.5％から大幅に低下
し、基地関連収入が県経済へ与える影響は限定的なも
のとなってきております。答弁の数値につきまして
は、平成25年度県民経済計算において、県民総所得
及び軍関係受取として公表しているものでございま
す。

　次に、同じく基地と沖縄の経済関連についての中
の、返還跡地における経済効果についてお答えいたし
ます。２の(2)のア、イ、ウは関連しますので、恐縮
ですが一括してお答えいたします。
　沖縄県では、既に返還された駐留軍用地の経済効果
等について調査を行い、平成27年１月に公表してお
ります。調査によりますと、主に商業サービスや住宅
地としての土地利用が進められた那覇市新都心地区、
小禄金城地区、桑江・北前地区の３地区合計の活動
による直接経済効果については、返還前の89億円に
対し、返還後は2459億円となり、約28倍となってお
ります。また、所得誘発額は返還前の年間27億円に
対し、返還後は616億円で返還前の約22倍、税収効
果は返還前の年間9.8億円に対し、返還後は298億円
で返還前の約30倍、雇用者数は返還前の327人に対
し、返還後は２万3564人で返還前の約72倍となって
おります。
　次に、各市町村のまち・ひと・しごと創生人口ビ
ジョン総合戦略についての御質問の中の、市町村のま
ち・ひと・しごとの創生総合戦略についてお答えい
たします。３の(1)のア、イ、(2)のア、イ、それから
(3)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えい
たします。
　県内市町村の総合戦略における人口の将来推計
では、増加が25団体で61％、現状維持が６団体で
15％、減少が10団体の24％となっております。人口
減少による地域コミュニティーへの影響を想定してい
るのは、38団体93％となっております。移住定住促
進等の施策を盛り込んでいるのは34団体83％、農業
振興等の施策を盛り込んでいるのは、38団体93％と
なっております。市町村の総合戦略は、都道府県の戦
略を勘案して策定する必要があることから、県では説
明会を開催し、県の総合戦略の内容や関連する国の施
策等について説明し、意見交換を行うなど、市町村へ
の支援を行ってきたところであります。
　まち・ひと・しごと創生の推進に当たっては、引き
続き市町村への情報提供や助言等を行い、連携して地
域の活力と成長力の維持・発展に取り組んでまいりま
す。
　次に、我が会派との関連質問についての中の、水源
地域環境保全事業の実施経緯及び事業内容等について
お答えいたします。
　平成24年度の沖縄県水源基金の解散に際し、水源
地域市町村から、ダム建設後の水源地域の保全・施設
管理に伴う、水源地域特有の行政需要について支援を
求める要望が出されたことを受け、県企画部、企業
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局、受水市町村及び水源地域市町村との間で意見交換
を重ねてまいりました。受水市町村からは、国有資産
等所在市町村交付金、いわゆるダム交付金等で対応す
べきではないかとの意見が多く、理解が得られなかっ
たことから、県企画部、企業局、水源地域市町村によ
り、今年度から水源地域環境保全事業を実施すること
としたところであります。同事業の対象事業として
は、山林、林道の災害復旧等の森林環境整備に関する
事業、ごみの不法投棄対策や河川の清掃、除草等の水
質保全に関する事業、赤土流出防止対策等の農業開発
に関する事業、エコツーリズム等の環境保全への理解
促進に関する事業となっております。
　今後の事業展開については、事業の実施状況や受水
市町村及び水源地市町村との意見を重ねつつ、検討し
てまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　我が会派と
の関連質問についての御質問の中で、ウチナーンチュ
の日の制定への若い人たちの意見についてお答えいた
します。
　世界のウチナーンチュの日（仮称）制定につきまし
ては、ことし６月、名護市議会から沖縄県に意見書が
提出されたほか、沖縄県議会に対しても陳情が行われ
ております。
　県としましては、制定の趣旨、期日、名称等につい
て、国内外の県系人を初めさまざまな方面から意見を
聴取した上で検討することとしており、今後、沖縄県
への県費留学生や市町村への研修生、海外県人会所属
の若い世代などからも意見を聴取していくこととして
おります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　御答弁ありがとうございました。
　これから、再質問させていただきます。
　まず、１点目、１の(2)のアについてです。
　先ほど専用施設についての御答弁いただきました。
それにつけ加えて、まず専用施設という定義の説明
と、それと全体のというんですか、専用施設だけじゃ
ない都道府県への占める割合、これをまずお聞かせい
ただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　まず、専用施設面積と申しますのは、米軍が専ら専
用している施設を言います。それと対比するものとし

て、自衛隊と米軍が共同で使用している施設、これを
区分して、我々は資料を整理しているところでござい
ます。
　もし仮に、施設面積でこのいわゆる米軍基地施設と
いう形でやりますと、これは自衛隊との共同使用も含
めますけれども、面積の割合は22.5％、沖縄県の場
合は22.5％になると、専用施設だと先ほどいいまし
た数字、74％になるということでございます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　そうなんですね、専用施設について
は、専ら米軍が使うんだということが、私は問題だと
いうふうに認識をしております。一方、今施設面積の
答弁もいただきました。これを見ても都道府県に占め
る米軍施設面積が大きいのは沖縄県、これなんです
ね。しかも、沖縄県は、施設面積の割合は、地域に占
める、面積に占める割合は10％、10.8％。ところが
その２番手、３番手はどうなのかというと、東京都、
山梨で１％台、それ以外は１％未満なんです。これ
が要するに、この狭い県土の中に他府県と比べると
10％、他府県は１％未満だと、沖縄県はそういう負
担を強いられているんだということを明らかにしてい
きたいと思っています。
　２点目に、所有形態別の面積がありました。これは
全国では国有地がどれくらいなのか、民有地がどれく
らいなのか、おわかりでしたらお願いします。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　国有地は全国の場合は87％、ちょっとその他民有
地とか、市町村有地という区分はありませんが、その
他が13％となっております。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　これもそうなんですね、全国的には
87％が国有地、しかし沖縄県の場合には32％でした
か、そういう位置を占めているんだというところで
す。
　これもこういうことを見ると、やっぱり民有地が多
いということはどういうことかというと、県民は土地
を奪われたんだという認識が高いんだろうと思うんで
す。その結果、経済活動に支障を来して、そして県民
所得にも影響を与えている、こういうことが言えるの
だろうと思っています。
　次に、１の(2)のウですね。これについて、在日米
軍構成員等に占める在沖部隊ごとの人員と割合につい
てですけれども、海兵隊の割合が飛び抜けて多いの
は、これ沖縄県当初からそうだったのか、もしおわか
りでしたらお答え願いたい。
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○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　今手元に具体、詳細
な資料を持っているわけではございませんけれども、
これは復帰前後に本土にいた海兵隊が、本土における
航空機の墜落事故等の影響があって大きな反対運動が
起こって、この本土にあった海兵隊が沖縄に移ってき
たというふうに認識してございます。
○議長（新里米吉君）　親川　敬君。
○親川　　敬君　そうなんですね。これが50年代ま
では海兵隊は本土のほうにあった施設なんですけれど
も、1956年、今部長から答弁いただいたような経緯
があって沖縄に移ってきた。しかも、その経緯の中
で、１つ御紹介したいと思いますけれども、これはあ
るマスコミの取材でわかったことなんですけれども、
海兵隊の元大佐で退役後、アイゼンハワー大統領図書
館の顧問などを歴任されたアラン・ミレット博士とい
う方がいらっしゃいます。その方が、この海兵隊の沖
縄に移ってきた経緯の中で、インタビューを受けた中
でですけれども、沖縄のほうが土地の賃料が安かった
んだと。そして本土より駐留させるにも費用対効果が
大きかったんだと。沖縄は米軍の占領下にあったため
に米軍こそが中央政府だと。本土でやればもっとコス
トがかかるような難しい訓練も安上がりにできたんだ
と。これがこの元海兵隊の大佐が沖縄に移ってきた経
緯を話をされている、インタビューに答えているとい
うことです。
　これは、何かというと、要するに今よく抑止力だと
か言われていますけれども、それは後からつけ加えた
理由であって、もともとはこういう安上がりのため
に、米軍統治下だからいろんなことがやりやすかった
んだと、これが沖縄に海兵隊が移ってきた主な理由だ
ということもこれも確認をしておきたいと思います。
　それと１の(3)のイについて、これは演習関連にす
る事件・事故についてですけれども、起訴率だとかそ
ういうことも答弁をいただきました。私が取り上げた
いのは、ここの中で、米軍と自衛隊の訓練通知の形態
について、形態というより内容について把握をされて
いるのであれば御答弁いただきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時36分休憩
　　　午後２時37分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　済みません。
　今ちょっと確認に時間とりましたけれども、米軍の
ほうは、例えば何時から何時まで演習を行うというよ

うな通知は、知事公室基地対策課のほうに連絡は来る
ようでございますが、その演習の中身については、表
示されていないということです。
　自衛隊については、ちょっとうちのほうで特に連絡
をとったことはないということでございます。
○議長（新里米吉君）　 親川　敬君。
○親川　　敬君　そうなんですね。実は、既に県の皆
さんも御承知かと思いますけれども、今名護市では、
米軍等の演習により生ずる音響に起因する障害防止軽
減策について、県外演習場周辺での取り扱いと県内と
では異なるんじゃないかということで、異なる取り扱
いがされているんではないかという調査を今していま
す。その中でわかったことなんですね。
　今公室長から答弁いただきました。これで通知にな
るのかと思うようなものなんですけれども、例えば米
軍の通知、何月何日、年月日は入っています。時間、
８時から５時まで、これだけです。ところが、これも
私たち名護市が調査する中で、手に入れたもので詳し
くはちょっと述べられないんですけれども、例えばど
れぐらいの音がするんだと、大きい、小さい、中ぐら
いとかですね。あるいは、もっと詳しい時間帯がどう
いう、例えば小銃を使うのか、空砲を使うのか、爆破
処理なのか、迫撃砲なのかと、こういう通知があるん
です。これが、要するに名護のキャンプ・シュワブで
行われている廃弾処理だとか、こういうことなんです
ね。これも、やっぱり我々名護市民としては、もっと
わかるような通知にしていただきたいなと思っていま
す。これも名護市もこれからも頑張っていきたいと
思っています。
　ちょっと時間がなくなってきたんで、あと最後に、
以上、県民の過重な基地負担と基地にかかわる沖縄経
済について質問させていただきました。県民にとっ
て、生命や財産、そして経済活動、とりわけ雇用につ
いて米軍基地がいかに阻害要因になっているか一端が
明らかになりました。先ほども答弁いただきました。
雇用についていえば72倍、これが早く返還されてい
れば沖縄県の雇用はもっと楽になっていたんだと、若
者が就職する場がたくさんあったんだということなん
です。これがやっぱり基地がいかに阻害要因になって
いるかということの一端が明らかになったんだと思い
ます。
　そこで、これらをもっと知らせていくことが大切だ
と思います。名護市ではこういう種類のパンフレット
をつくっています。（資料を掲示）　そういうこと
で、ぜひ沖縄県もこういう負担の割合だとか、どうい
う阻害要因になっているかということをもっともっと
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強力に市民に知らせるべき、国民・国外に知らせるべ
きだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　私も名護市のパンフ
レット見て、大変わかりやすい、この基地の負担のみ
ならず、いろいろまた経済のことについてもこれ企画
部のほうでいろいろきめ細かいデータがございます。
この基地と経済の関連で、今議員からの御指摘も受け
てちょっと企画と連携しながらまた検討してまいりた
いと思います。研究してまいりたいと思います。
　ありがとうございました。
○親川　　敬君　ありがとうございました。
　これで終わります。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー。
　議員の皆さん、クタンデーネービラニ。　チューウ
ガナビラ。
　社民・社大・結連合、中頭郡区、ユンタンザ　ウー
ジャヌ生まれヤイビーグトゥ　ミーショッチトゥラシ
ミソーリ。
　よろしくお願いします。
　島々ユーマワッティ　サトゥザツユー　ミグティと
いうことで、それぞれの課題をひっ提げて、今議会た
くさんの地域の皆さんからいただいた意見やあるいは
解決していただきたい課題、たくさん新人の皆さんや
あるいは経験豊かな方々から、本議会繰り広げられて
おりますけれども、また向こう４年間、私も一生懸命
ウミハマティ　イケヤーンディウムトーイビーグトゥ　
どうぞ皆さん御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いい
たします。
　さて、先ほどユンタンザの出身ヤイビンドーとい
うようなお話をしましたので、少し――リオ・オリン
ピックです。リオデジャネイロ・ブラジルでこの８
月５日から21日までの間オリンピックが開かれるわ
けですけれども、本県出身者の選手が数多くいるとい
うことでありました。最近の新聞から紹介されており
ましたけれども、安慶名――うるま市ですか、中部商
業出身のＶリーグで活躍している座安さんですよ、座
安さん。そして、自転車のほうも新城さんでしたか、
そして重量挙げで南城市の糸数陽一さんでしょうか。
そして、この方々が日本の代表としてオリンピックで
活躍、非常に期待するところでありますが、実は、ユ
ンタンザヌセナハにといいましょうか、読谷の出身者
を祖父母に持つ選手が、実は３世なんですが、ブラジ
ル代表で柔道ということで新聞報道がありまして、読

谷村も挙げて支援をしていこう、応援をしていこうと
いうことで黒帯に金の文字を施して、そしてお守りに
読谷山花織を付して応援していると。実は、きょうも
読谷山花織のかりゆしを私も着てまいりまして、この
チャールズ・チバナさんといいましたか、移民３世の
方でありますので、この方の活躍を期待したいもので
す。小学校のころ読谷まで来て、読谷の少年柔道クラ
ブで稽古をしたと。そのときの監督は以前警察官だっ
たんですけれども、その監督が非常に期待をしている
と、ガージューだというようなことでありますので、
本当に楽しみの一つだというふうに思っています。
そして、10月に控えます世界のウチナーンチュ大会
にもぜひ沖縄まで来ていただいて、このリオ・オリン
ピックの報告も聞きたいなというふうな思いです。
　済みません、この子たち。（資料を掲示）　座安さ
んはこの方です。（資料を掲示）　ということで、一
生懸命私たちも頑張っていきたいなということで、早
速ですが質問をさせてください。よろしくお願いいた
します。
　まず、知事の政治姿勢に関してお聞きしたいと思い
ます。
　このたびの県議選挙を受けて、翁長県政折り返しを
迎えることしであります。ことし県政運営に臨む翁長
知事の決意をまず伺わせてください。
　次に、辺野古新基地建設問題をめぐる国地方係争処
理委員会の決定について、県の見解、そして今後の対
応について伺います。
　３番目は、第６回世界のウチナーンチュ大会の内
容、その計画どのような取り組みがなされているかそ
の状況について伺いたいと思います。
　４番目は、県民意識調査であります。このほど沖縄
県、これは昭和54年からおおむね５年ごとに行われ
ているということですけれども、この前回の８回あた
りから３年ごとに行おうというような内容のようであ
ります。これからの県政運営に反映していこうという
ような意識調査がなされたということでありますが、
そのことについてお聞きをしたいと思います。
　伝統文化の保全・継承の取り組みに関してでありま
す。
　先人たちに守り伝えられてきた沖縄の誇れる文化、
正しく継承するための環境づくりやあるいは担い手の
育成等の取り組みがどのようになされているのかをお
聞きしたいと思います。
　そして、この伝統文化に関してなんですが、継承に
関してもですが、学校現場ではどのような取り組みが
されているのか、その辺のところも伺わせてくださ
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い。
　３番目は、産業振興に関してであります。
　2015年度の入域観光客数が、収入ともに過去最高
を更新したとしております。2016年度目標を観光収
入12％増の6743億円としております。ビジネスチャ
ンスも多岐にわたるというふうに思っています。県経
済の発展につなげる取り組みもますます期待がかかっ
てくるものと思われます。その施策についてお伺いを
したいと思います。
　次に、農林水産物関係です。
　生産体制やあるいは市場への計画的、安定的供給の
確立などの取り組み状況について伺います。
　４番目は、米軍嘉手納基地の騒音激化に関してであ
りますが、もちろん普天間や嘉手納両米軍基地を抱え
ていますけれども、今回特にこのひどい嘉手納基地に
ついてお聞きをさせてください。
　米軍嘉手納基地での戦闘機の米国本国から暫定的に
配備がされている。そしてまた、離発着訓練の増加に
よって、その騒音被害はまさに深刻であります。嘉手
納町が実施した調査によりますと、前年をはるかに上
回っていることが明らかになりました。周辺住民は外
来機の飛来を中止、そして騒音防止協定の遵守などを
強く求めています。県の見解と今後の対応について伺
わせてください。
　我が会派の代表質問との関連については割愛をいた
します。
　よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　仲宗根悟議員の御質問にお答
えをいたします。
　知事の政治姿勢に関してに関する御質問の中の、県
政運営に臨む決意についてお答えをいたします。
　私は、知事就任２年目に当たり、引き続き経済発
展、生活充実、平和創造の３つの観点から、公約の着
実な実現に向けて全力で取り組む決意であります。経
済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想の実現
に向けて、ことし３月に策定した同構想推進計画に基
づき、アジアの活力を取り込んだ施策の着実な推進や
各種産業基盤の整備などを積極的に進めてまいりま
す。生活充実については、新たに設置した30億円の
沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用し、子供の貧
困対策を県民運動として展開してまいります。また、
沖縄空手会館を拠点として空手発祥の地・沖縄を世界
へ発信してまいります。平和創造については、日米両
政府に対し、日米地位協定の抜本的な見直しを求める

とともに、辺野古新基地建設に反対し、普天間飛行場
の県外移設及び早期返還、危険性の除去に引き続き全
力で取り組んでまいります。
　私は、持てる行政力、政治力の限りを尽くして県政
運営に取り組み、誇りある豊かさを実現してまいりま
す。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢に関
しての御質問の中の、国地方係争処理委員会の決定に
対する見解と今後の対応についてお答えいたします。
　国地方係争処理委員会は、国土交通大臣の行った是
正の指示について違法でないとも違法であるとも判断
せず、国と沖縄県は、普天間飛行場の返還という共通
の目標の実現に向けて真摯に協議し、双方がそれぞれ
納得できる結果を導き出す努力をすることが問題の解
決に向けての最善の道であるとの見解を示しておりま
す。
　沖縄県としましては、同委員会の決定を真摯に受け
とめ、国に対して協議を求めたところであります。
　次に、米軍嘉手納基地の騒音激化についての御質問
の中の、嘉手納飛行場における外来機の飛来中止、騒
音防止協定の遵守についての御質問にお答えいたしま
す。
　最近の嘉手納飛行場をめぐっては、米軍再編に伴う
一部訓練移転が実施されておりますが、外来機のたび
重なる飛来に加え、米国州空軍Ｆ16戦闘機の昨年１
月、６月及び10月の配備に続き、Ｆ22戦闘機が平成
28年１月下旬からも配備されており、負担軽減と逆
行する状況であると言わざるを得ません。外来機、常
駐機にかかわらず、米軍の訓練等により、県民に被害
や不安を与えることがあってはならず、あらゆる策を
講じ、騒音を初めとした周辺住民の負担軽減が図られ
るよう、県は米軍及び日米両政府に対しこれまで強く
要請しております。
　県としては、これ以上、地元の負担増になることが
あってはならず、今後ともあらゆる機会を通じ、航空
機騒音を初めとした負担軽減を日米両政府に対して粘
り強く働きかけていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　知事の政治
姿勢に関しての御質問の中の、第６回世界のウチナー



−352−

ンチュ大会の取り組み状況についてお答えいたしま
す。
　第６回世界のウチナーンチュ大会は、10月の大会
開催に向けて昨年６月に実行委員会を設立し、ことし
４月の第３回実行委員会で大会の事業計画等を決定し
ました。大会では、ウチナーネットワークの発展、継
承等の基本方針に沿って、恒例の前夜祭パレード、開
会式、閉会式、飲食等の販売やステージが楽しめる大
交流祭等に加え、しまくとぅば大会、三線一斉演奏、
若者大会など盛りだくさんのイベントを企画しており
ます。先月から海外参加者の登録受け付けを開始して
おり、今後、特別招待者の選定などを行ってまいりま
す。
　大会のプロモーションとしては、知事、副知事によ
る南米、北米キャラバンを実施し、各地の県人会へ広
く参加を呼びかけました。また、海外向けには多言語
による大会ホームページで情報を発信し、県内向けに
はテーマソングやマスコットキャラクターを活用し
て、各種イベントでの周知を行っており、今後も積極
的な広報活動を行い、全県的に機運を盛り上げていき
たいと考えております。
　次に、伝統文化の保全・継承の取り組みについての
御質問の中の、沖縄文化の継承のための環境づくり及
び担い手の育成についてお答えいたします。
  県では、沖縄の誇る伝統文化の保存・継承を図るた
め、関係機関等と連携しながらさまざまな事業を実施
しております。沖縄文化の基層であるしまくとぅばの
普及・継承については、県民大会や語やびら大会等に
よる県民意識の醸成、小中学校における読本を活用し
た学習機会の創出のほか、講師や話者の養成に取り組
んでいるところであります。
　伝統文化の保存・継承については、地域の文化の現
状や課題を伝えるシマでシンポジウムの開催や各地の
伝統芸能の魅力を発信する特選沖縄の伝統芸能の開催
などにより、県民の沖縄文化への関心を深める環境づ
くりに努めているところであります。また、沖縄県立
芸術大学における人材育成や組踊、琉球舞踊、沖縄芝
居などの若手実演家の育成等を目的としたかりゆし芸
能公演への支援等を行っております。
　次に、産業振興についての御質問の中の、平成28
年度の目標を達成するための施策についてお答えいた
します。
　沖縄県においては、平成28年度の観光収入6743億
円の目標を達成するため、入域観光客数840万人、１
人当たりの観光消費額８万円の目標を設定しておりま
す。これらの目標達成に向けて、観光客数について

は、国内市場においてリピーターなど既存需要の確
保、未経験者や富裕層など新規市場の開拓に取り組む
ほか、海外市場においては欧米やオーストラリア等の
トランジット便の支援を実施するなど、官民一体と
なった誘客プロモーション等に取り組んでまいりま
す。また、観光消費額については、観光体験メニュー
や食の魅力を発信し、着地型観光を推進するほか、離
島観光を含む広域観光を推進し、滞在日数の延伸や消
費額の向上につなげてまいります。
　これらの取り組みを着実に実施し、観光収入の目標
を達成するとともに、関連する他産業への経済効果の
波及を図っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　それでは、知事の政治姿
勢に関しての御質問の中の、県民意識調査についてお
答えいたします。
　県民意識調査は、県民の価値観や行政への要望等を
把握するため３年ごとに実施しており、今回、平成
27年に実施した第９回調査の結果を取りまとめたと
ころです。全体的な傾向として、平成24年に実施し
た前回調査と比べ、日常生活に必要な事柄についての
充足度は向上し、社会や将来に対する意識についても
肯定的な回答がふえております。これらの結果につき
ましては、沖縄振興の取り組みの成果等による好調な
県経済の状況などが反映されたものと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　伝統文化の保全・継承の取
り組みについての御質問の中で、学校教育における伝
統文化への取り組みについてお答えいたします。
　県内の児童生徒が沖縄の伝統芸能に触れ、その歴史
や文化的価値を学び、保存と継承に取り組む意義を理
解することは大変重要であります。県教育委員会で
は、組踊等沖縄伝統芸能普及啓発事業などを実施して
おり、組踊、琉球歌劇、琉球舞踊等の伝統芸能の鑑賞
機会を設けております。小学校・中学校では、総合的
な学習の時間や関連する教科で児童生徒が沖縄の誇れ
る先人や文化について探究活動を行い、クラブ活動等
では、三線、エイサー、空手等、地域人材等を活用し
伝統文化に触れる機会を設けております。高等学校で
は、南風原高校の郷土文化コースで郷土の音楽や琉球
舞踊を学んだり、首里高校の染織デザイン科では、首
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里織や染色の技術を学ぶなど、学校においても授業等
を通して伝統文化を学んでおります。
　県教育委員会としましては、引き続き伝統文化の継
承・発展に寄与する人材の育成に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
○農林水産部長（島尻勝広君）　産業振興についての
御質問の中の、本県の農林水産業振興についてお答え
いたします。
　県では、亜熱帯性気候や地理的特性を生かした農林
水産業の振興を図るため、沖縄21世紀ビジョン基本
計画に基づき、１、おきなわブランドの確立と生産供
給体制の強化、２、流通・販売・加工対策の強化、
３、農林水産技術の開発と普及など７つの基本施策に
取り組んでおります。農林水産物の生産拡大と安定的
供給体制の確立を図る具体的な取り組みとして、１、
台風等の自然災害や気象変動に対応した災害に強い栽
培施設の整備事業、２、輸送上の地理的不利性を軽減
する農林水産物流通条件不利性解消事業、３、オキナ
ワモズクの機能性成分に着目した品種育成と加工技術
開発を行うモズク消費拡大に向けた機能性成分高含有
品種育成と加工技術開発事業などの施策・事業を実施
しております。
　県としましては、引き続き持続的農林水産業の振興
とフロンティア型農林水産業の振興に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　県政運営に関するこの知事の姿勢、
そして基地問題についても沖縄は重要課題でありまし
て、まさに県民の生活、しっかりと基地問題も解決し
ながら発展につなげていきたいという決意がみなぎっ
た思いがいたしました。どうぞ御尽力をいただきたい
というように思います。
　県民意識調査について、二、三お聞きをしたいんで
すけれども、前回の調査よりも傾向としては充足度と
いいましょうか、向上していると。そして、社会や将
来に対する意識についても肯定的な回答がふえている
んだというようなお話でありました。この結果を酌ん
で沖縄振興の取り組みの成果やあるいは好調な県経済
が反映されたものと考えているんだというような結び
をしておりますけれども、この設問も私も見させてい
ただきましたが、多岐にわたる生活の内容ですとか満
足度、それから県民の性格といいましょうか欠点です
とか、いいところは何だろうかというような調査も含

めて行われているようであります。この内容そのも
の、行政に反映されるものということで調査された側
はそのつもりで回答をされてきたというように思うん
ですけれども、特に設問以外に県民から寄せられた意
見といいましょうか、こういうことをぜひ行政の中で
課題として挙げていただきたいというような内容その
ものというのはなかったかどうか、その辺をお聞きし
たいんですけれどもいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（下地明和君）　お答えします。
　自由意見のような形ではこのアンケートをとってお
りませんで、そういう反映はありませんが、最後のま
とめとしまして、行政への期待という形でまとめさせ
ていただいたのが、県の施策として重点的に取り組む
ことや米軍基地に関する行政への要望、防災等に関す
る意識を把握することができたのかなと思っておりま
して、繰り返しになりますけれども、この調査で把握
できたことを県民意識、これについて詳細にさらに分
析を各部局においてもやっていただき、それぞれの所
管でやっていただいて行政運営に反映させていきたい
と考えております。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　それで、皆さんの設問の中で、今回
特筆するのかなと思っている項目がありまして、県民
が地震やあるいは災害に対してどういう意識を持って
いるのかというような調査の項目がありますよね。そ
の中で、設問の仕方は、沖縄県で近い将来大きな地震
や津波が発生すると思いますかということに対して
は、やはり６割近い方があるんだというような答え方
をしているんです。その次からなんですが、その地震
に対して備えはどうですかという設問の仕方が何項目
かにわたっているんです。ところが、私もお恥ずかし
ながらそうなんですが、自主防災組織に入っています
とか、あるいは訓練に積極的に参加していますかとい
うような内容からすると相当乏しくなっているんで
す。災害はあるんだと思う、ところが備えとしてはま
だまだ不十分というところがあったりするということ
なんで、関係する部局もこれを反映させながら、この
意識そのものをどう変えていくかというのが今後のま
た皆さんの課題かなと思うんですけれども、その辺の
ところいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　企画部長。
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○企画部長（下地明和君）　この設問については、東
北の大震災を受けまして、県民がどういうふうに意識
しているかということも考えて入れた設問でございま
して、やっぱりまだ県民は震災のことを忘れずにいる
ので、起こるんじゃないかと。例えばテレビ等でも南
海トラフの話もありますし、いろいろと放映されてい
る中で、抽象的には起こるのではないかというそうい
う意識を持ちながらも、なかなかまだ具体的な行動に
移し切れていないというところが見てとれると思いま
すので、防災危機管理課を含めて組織の中で県民にこ
ういう問題意識をどう植えつけていくかというような
ことをやっていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　災害に関する意識といいましょう
か、これは震災が本土で起こっている。そして九州で
もあったと。私たちも身近な県でも２年前に大洪水、
大冠水というのがあったということは身近に県内各地
でそういった災害というのは、いつどこでどういうふ
うに自然災害が起こるかわからないという状況の中
で、やはり県民の意識の中にもこれはあるんだという
ふうに思うんですよ。ただ、言うように、その備えに
対してどういう構えでいるかという部分について少し
行政がウレー　ウリサーニナランドーという部分でも
ないんですが、その辺のところの意識づけといいま
しょうか、モチベーションのかけ方というんでしょう
か、その辺のところも含めてこれはやるべきかなとい
うふうに思ったところであります。
　次の質問行きますけれども、この伝統文化の保存・
継承ということで私は芸能が主に出るのかなと思いま
したら、伝統文化にはしまくとぅばもあると。それか
ら伝統行事継承・復元やあるいはそれとも含めて起こ
していきたいと。触れる機会ももっともっとやりたい
と。
　そして、もう一つは基盤づくりなんですよね。そこ
で国立劇場もあります、郷土劇場もありますよという
ふうなことなんですが、いろいろな整備も21世紀ビ
ジョンの中でも、これから整備も含めて行っていきた
いということなんですが、新たな施設の内容というん
でしょうか、そういった触れる機会も重要だと思いま
すが、そこで伝えられる基盤整備というんでしょう
か、そういった面について新しい施設も含めて考えて
いくんだというような内容で目標をうたっているんで
すが、どのような基盤を整備していこうというふうな
お考えなのでしょうか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた

します。
　文化を発信する拠点という意味で、以前県立郷土劇
場というのがございましたが、そこの閉館を受けて、
県においては、平成24年度から新たな文化発信交流
拠点の施設整備について検討を行っております。施設
整備の設置場所として想定している浦添市の国立郷土
劇場に隣接する組踊公園、そこでの立地について、都
市計画等における見直し等も必要だということで、浦
添市と継続的に今調整を行っているところでございま
す。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　基盤整備を進めていくということも
重要になりますが、その育成事業なんですよね、もっ
とも。この伝統芸を広めて次の方々に次代次代に、
クヮ　ンマグヮンチャーに広げていく、この人材育成
の面なんですけれども、その辺の施策についてはいか
がでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時14分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　本県における文化芸術の人材育成の養成機関として
主なものとしては、県立芸術大学がございます。開学
以来、約3300名余りの卒業生を出しておりまして、
それぞれが琉球古典芸能を含む分野で、音楽であった
り工芸であったりそういったところで人材として巣
立って県内で活躍しているということで考えておりま
す。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　もう一つ、大事にしてほしいなと思
うのが、この地域地域に伝わる伝統芸能なんですが、
皆さんも――皆さんがと言ったらおかしいんですが、
この21世紀ビジョンの計画から見てみますと、各地
域地域の伝統芸能そのものをデータベース化したい
と。記録に残して次の世代に渡していくような事業と
いうのもあるんですよね。それで、きっかけといいま
しょうか、紹介しますけれども、私たちの村で行われ
る祭りに伝統芸能として出場の機会といいましょう
か、声がかかります。ところが、何十年も踊ったこと
がないと。復活を何十年ぶりにやるんだというような
ことなんですが、やっぱり大先輩の方々にお願いし
て、公民館やあるいは集会場に連れてきてもらって、
そのころの踊りをしてもらおうと。中堅の皆さんです
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とか青年の皆さん、子供たちというような形で網羅し
た取り組みが一度あったことは事実なんです。そのこ
とで一つの踊りを復元させるために二、三カ月要しな
がらいろんな世代間の交流ですとか、そしてここに
はそういったいいところが生まれましたよというこ
とで、それから地域に対するそれこそアイデンティ
ティーかなというようなことで、この伝統文化を伝え
る事業そのものというのが世代間の交流ですとかいろ
んなことが生まれて、そこでいい取り組みがされてい
るなというようなことで、このデータベースなんです
が、どのところまで来てどういった事業でこれからま
た計画あるのかなと。これ見ると26年で終わってい
るんです。このデータベースに関してはいかがでしょ
うか。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　休憩お願い
します。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時18分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　よろしくお願いします。
　それと教育長にぜひこのことを取り組んでいただき
たいなというのがありまして、我が県議会の中でも新
年会ですとかいろいろな催し物がありますと、最初に
カジャデ風をお願いされるわけなんですが、すぐ音が
鳴ると立てる議員さんは何名かいらっしゃるんです、
議長も含めてですが。それでカジャデ風、本島で言え
ばカジャデ風ですよね。八重山の皆さんからすると、
バスィヌトゥルィかな、宮古はタウガニーでした、タ
ウガニ。これをどうにかすぐ踊れるような、小学校で
も一発教えたら生涯忘れないと思うんですが、その辺
の取り組みをぜひ本島内でもあるいは八重山、宮古で
も学校教育に生かしていただいて、すぐ音が鳴ったら
踊れるような人材の育成というんでしょうか、そうい
うことについてできないものでしょうか、どうです
か。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　ただいま御提案のあったカ
ジャデ風とかバスィヌトゥルィでしたか、いろいろ定
番があるんですけれども、現在教育委員会でやってい
るのは、いろんな教科や特別活動の中で三線、エイ
サー、空手とさまざまな伝統文化に触れるという形で
やっておりまして、その中でこの特定のものを学校に
これをこういうものありますよというふうな形で、こ
れを学校のほうで取り入れていって、活動してもらう

という形。学校のほうで自主的に選択してもらって
やっていただくという形で進めることはできるかなと
思います。これをやりなさいというのはなかなかでき
ない、やり方がある。ただ、伝統文化は、触れて学ん
でいくという過程の中で取り入れればいいかなと考え
ております。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　言い方を変えますけれども、全員踊
れるような取り組みで、ぜひ希望して手を挙げていた
だいて稽古を積んでいつでも踊れるような人材といい
ましょうか、生徒に宣伝といいましょうか、していた
だきたいなというふうに思います。
　農林のほうにぜひお願いしたいんですが、この間の
大城さんとのやりとりも見ながら、そして嘉陽さんと
のやりとりも見ながら、今非常に農家で気になってい
るのが害虫の根絶、アリモドキゾウムシだとかいろん
な害虫の根絶です。ウリミバエの根絶をいたしまし
た。そして今久米島や津堅で行っている、そして先島
の宮古、八重山で行っている。本島で実際に可能なの
かどうなのか、そしていつごろできるかというのが農
家の今非常に興味あるところといいましょうか、どの
辺で来るのかなという思いがあるものですから、その
辺について見通しとしてどうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）　サツマイモについて
は、非常に関心の高い品目でございますけれども、今
現在久米島のほうでアリモドキを根絶して、イモゾウ
ムシについて引き続き根絶に向けて取り組んでいると
ころでありますし、また、津堅島については、かなり
密度が落ちているということも聞いております。た
だ、少し確認の中でちょっとその辺の問題が少し抱え
ているということを聞いておりますので、この辺含め
てちょっと根絶に向けての課題３つほどあったかと思
うんですけれども、それに向けて、できたらその津堅
島を根絶した後、少し地域を広げていきたいというふ
うな考えを持っておりますけれども、ただ、取り組む
課題がまだちょっと大きいということも聞いておりま
すので、その辺含めて広げていけたらなというふうに
考えております。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
○仲宗根　悟君　農家もさることながら、観光で訪れ
る方々、青い海、そして青い空というのが一番の目的
だと思いますが、その次に来るのが食文化なんです。
沖縄の食に触れたいということでまた自分のお土産と
して持っていきたい。ところが、芋になると持ち出し
禁止なんですというようなことで阻まれるということ
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で、非常に残念がっているケースというのも多いこと
は多いんです。農家もそして観光客もしっかり喜ばれ
るような体制づくりをぜひ頑張っていただきたいとい
うふうに思います。
　終わります。
　ありがとうございました。
○議長（新里米吉君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時45分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前の仲宗根悟君の一般質問への答弁に関し、文
化観光スポーツ部長から発言を求められておりますの
で、これを許可します。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　仲宗根悟議
員の再質問にお答えいたします。
　御質問は、伝統芸能等のデータベース情報・収集作
成に関してということでございました。
　これにつきましては、平成24年度から26年度の間
の事業として実施しております。伝統行事として、国
指定文化財32件、県指定文化財18件、市町村指定文
化財219件について、その伝統祭事の名称、読み方、
そして内容、保存団体、保存団体の住所や代表者等と
いう形、それと実施日といったものについてデータ
ベース化をしてまとめているということでございま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　休憩前に引き続き質問及び質
疑を行います。
　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　社民・社大・結連合の比嘉京子で
す。
　緒言を述べさせていただきまして、一般質問を行い
ます。
　私が政治を志しました原点は、一人一人の命が大切
にされる沖縄、そして命を大切にする政治の実現で
す。沖縄のどこに生まれ、どこに住んでいようと助か
る命、助からない命があってはなりません。
　同じように税金を納めているのに、保育園に入れる
子、入れない子がいるという社会は、政治の無作為で
す。待機児童という言葉そのものが存在しない社会を
つくることは急務です。お年寄りの介護施設への待機
も同じです。一方、子供の貧困、そして若者の非正規
雇用、それも命の格差につながる問題です。さらに、
基地や原発は政府による命の格差の押しつけです。そ

れと同時に二重基準です。
　一人一人の命、人間としての尊厳が格差なく尊重さ
れる沖縄をつくることが私の目標です。
　今回、二十の女性の無念の死は、政治の場にいる者
として余りにも重く、選挙どころではないほど打ちの
めされました。怒りのやり場のない市民が私の事務所
を訪れて、沖縄はいつまでこのような犠牲を払うのか
と、政治は何をしているのかと訴えました。
　日本政府による沖縄県民の命の軽視は、歴史的な差
別意識の継続です。この新聞をごらんください。（資
料を掲示）　おびただしいまでの戦後だけでもこれだ
けの女性の尊厳の破壊、それから多くの死を命を奪い
ました。この記録の裏には、多くの声なき声があるこ
とを忘れてはなりません。
　今回の県議選挙、参議院選挙は二度とこのような犠
牲を出してはならないという県民の強い決意と、二十
の女性の死を決して無駄にしないという決意がこもっ
た結果です。
　では、質問に移ります。
　最初に、緊急の質問として追加質問を出しました。
　昨日の東村高江ヘリパッド新設に関する防衛局の昨
日の動きに関しまして、質問通告後に発生した問題で
ありますので、議事課と執行部にも連絡して先例を踏
まえた質問を行います。
　１番目に、環境部にお尋ねいたします。
　環境問題として、今後の流れはどのようになってい
くんでしょうか。
　２番目に、知事に伺います。
　昨日の高江ヘリパッド工事再開に向けた防衛局の一
連の動きは、私は、環境影響評価書の早朝、明け方の
持ち込みの状況を想起いたしました。一連の動きに対
する知事の見解を伺います。
　また、建白書実現を目指す県政としてＳＡＣＯ合意
ではオスプレイが前提とはなっておりません。地元東
村議会が使用禁止を求める決議を可決していることを
踏まえ、反対の意思を示す必要があると思いますがい
かがでしょうか。
　では、従来の質問に戻ります。
　１、教育行政について。
　(1)、本県の未来は人材育成にあると多くの議員も
語っています。新教育長のもとにおいて、教育長の決
意を伺います。
　(2)番目に、常に学校現場における目標として、生
きる力という言葉がありますが、その認識について新
教育長に伺います。
　(3)番目に、ことし１月、離島出身高校生の寮（群
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星寮）が開所いたしました。高校のない離島から本島
の高校に進学する生徒や家族にとって、本当に待ちわ
びた朗報でありました。ところで、八重山における県
立高等学校の寄宿舎の現状はどうなっているのか、今
後の計画について伺います。
　２番目に、保育行政について伺います。
　(1)、待機児童解消と保育所整備の実績と今後の見
込みについて伺います。
　(2)番目に、保育士の処遇向上施策と保育士確保施
策について伺います。
　(3)番目に、待機児童解消というのは、これは大人
のニーズでございますけれども、子供は保育園に入る
ことになりますけれども、子供の安全と保育の質、子
供ニーズの両方が担保されるということが保育行政に
求められていると思いますがいかがでしょうか。
　(4)番目に、ことし、国は保育士不足に対し暫定的
としながら保育士資格を有しない者も採用可とする方
針を出しています。県の認識を伺います。また、現場
からどのような声が届いているんでしょうか。
　３番目に、健康長寿沖縄の再生について伺います。
　(1)、昨年度までの施策の評価はどのようにお考え
でしょうか。また、本年度の取り組みについて伺いま
す。
　(2)番目に、平均寿命が男女ともに全国１位の長野
県は、医療・保健・栄養を柱に、昭和20年代から地
道に取り組む活動があり現在があります。本県は、長
野県から何を学ぶのか具体的に伺います。
　(3)番目に、本県の健康おきなわ21の全体目標は、
平均寿命・健康寿命の延伸、早世の予防としておりま
すが、本県の男女の平均寿命と健康寿命の差は何年で
しょうか、長野はどうでしょうか。健康寿命の延伸と
早世の予防を達成するためにはどうすればよいのか伺
います。
　(4)番目に、啓発活動がテレビを含めて活発に行わ
れておりますけれども、同時に地域で具体的に一人一
人個々にアプローチすることが必要だと考えますがい
かがでしょうか。
　４番目に、県立病院について。
　(1)、県立八重山病院の改築が行われております
が、その進捗状況と課題について伺います。
　５番目は取り下げます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　比嘉京子議員の御質問にお答
えをいたします。
　健康長寿沖縄の再生についてに関する御質問の中

の、昨年度までの施策の評価及び今年度の取り組みに
ついてお答えをいたします。
　沖縄県では、2040年までに男女とも平均寿命日本
一を奪回することを目指し、健康づくりの県民運動を
展開しております。具体的には、健康長寿おきなわ復
活推進本部や健康長寿おきなわ復活県民会議の設立な
どを通じ、官民一体となった施策の推進体制ができつ
つあると考えております。これらの取り組みにより、
健康おきなわ21に対する認知度も向上し、健康意識
の醸成や健康づくりに係る取り組みの促進が図られま
した。
　今年度は、健康づくりに資する社会環境整備の促進
を検討し、アルコール対策やがん検診等の健康分野に
対象を絞った広報事業などを実施するほか、県民会議
では健康づくり表彰制度の創設を行ってまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　教育行政についての御質問
の中で、未来を担う人材の育成について決意をとの御
質問にお答えいたします。
　本県が発展する最大のよりどころは人材でありま
す。人材こそが最大の資源であると考えております。
新しい教育委員会制度のもと、関係部局等と積極的に
連携しまして、子供たちが将来に夢と希望を持ち、み
ずから学ぶ喜びを実感できる、よりよい教育環境の確
保に努めることが私に課せられた責務であると考えて
おります。
　沖縄県教育の充実・発展のため、常に子供たちのた
めに何ができるか考え、一歩一歩着実に諸課題を解決
していく所存であります。御指導、御鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします。
　次に、生きる力の認識についてお答えいたします。
　生きる力とは、知・徳・体のバランスのとれた力の
ことと認識しております。変化の激しいこれからの社
会を生きるために、確かな学力、豊かな人間性、健
康・体力の知・徳・体をバランスよく育てることが大
切だと考えております。
　県教育委員会としましては、今後とも、児童生徒に
確かな学力など知・徳・体をバランスよく育み、生き
る力の育成を図る諸施策を展開してまいります。
　次に、八重山地区における寄宿舎の現状等について
お答えいたします。
　八重山高校の寄宿舎につきましては、平成26年４
月に供用を開始し、現在59名が入寮しております。
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また、八重山商工高校の寄宿舎は、現在改築中で、平
成28年度中に完成する予定となっております。さら
に、八重山農林高校の寄宿舎につきましては、ことし
12月に改築工事に着手し、来年８月に完成する予定
となっております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　保育行政につ
いての御質問の中の、保育所整備の実績と今後の見込
みについてお答えします。
　県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき、
約１万8000人の保育の量を拡大し、待機児童を解消
することとしております。昨年度は、保育所等の整備
などにより約4400人の定員増としたところであり、
今年度は約8700人分の整備を行うこととしておりま
す。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、平成
29年度末までの待機児童の解消に向け取り組んでま
いります。
　次に、保育士の処遇向上及び保育士確保の施策につ
いてお答えします。
　県におきましては、修学資金の貸し付けや保育士試
験の年２回実施などにより保育士の確保に努めており
ます。また、保育士の正規雇用化や年休取得及び産休
取得の支援事業に加え、新たに保育士のベースアップ
に対する支援を実施することで、処遇改善の取り組み
を強化してまいります。
　次に、待機児童解消と子供の安全、保育の質の確保
についてお答えします。
　県としましては、待機児童の解消を進めていく上
で、入所児童の健やかな成長のためには、子供の安全
及び保育の質の確保は、重要であると考えておりま
す。
　次に、保育士配置の特例的運用についてお答えしま
す。
　県では、保育所等における保育士配置の特例的運用
を可能とする国の基準改正を受け、沖縄県児童福祉施
設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
の一部改正を行い、平成28年４月１日より、当分の
間、保育所における幼稚園教諭等の配置について、特
例的運用を可能としたところであります。特例の運用
に際しましては、保育の質の確保の観点から、幼稚園
教諭等については、満３歳以上の児童の保育に従事す
ることや、子育て支援員等については、保育士と複数
で従事することなど、県独自の運用基準を設けており

ます。
　県としましては、保育所における保育は、原則とし
て専門的知識と技術を有する保育士が行うものと考え
ており、今回の特例的運用は、保育士不足等の事情を
勘案し、限定的に実施するものであります。また、保
育所に確認したところ、保育の質の低下を懸念する意
見や、幼稚園教諭を採用し教材準備の時間が確保でき
て助かったという意見などがありました。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
○保健医療部長（砂川　靖君）　では、健康長寿沖縄
の再生についての御質問の中の、長野県から具体的に
何を学ぶのかについてお答えします。
　長野県では、昭和20年代ごろから、保健補導員制
度が整備され始め、地域における健康づくりが推進さ
れております。それに加え、昭和40年代からは、関
係職種が一体となった減塩運動や一部屋温室運動など
の住民活動が行われた結果、長野県の健康課題であっ
た脳卒中に限らず、さまざまな健康問題に対する予防
知識、意識が地域に浸透し、長野県が男女とも平均寿
命全国一位となったものと考えております。
　このように、長野県では予防に重点を置いた地域の
自主的な健康づくり活動が、住民の予防行動の実践に
大きな役割を果たしているものと受けとめており、学
ぶべき点が大きいと考えております。
　次に、健康長寿の延伸と早世の予防についての御質
問にお答えします。
　厚生労働省公表による本県の平成22年平均寿命
と平成25年健康寿命の差は男性が7.26年、女性が
12.68年であり、長野県は男性が9.43年、女性が
12.45年となっております。県は、健康寿命の延伸と
早世予防の目標を達成するため、健康おきなわ21第
２次計画で定めた、生活習慣病の早期発見と発症予
防・重症化予防、生活習慣の改善、生涯を通じた健康
づくり、健康を支え守るための社会環境の整備の４つ
の基本方針を掲げ、対策を推進しています。具体的に
は、働き盛り世代の生活習慣を改善することにより、
脳血管疾患等の生活習慣病を減少させ、健康寿命の延
伸と早世の予防につなげたいと考えております。
　次に、地域での具体的な取り組みについての御質問
にお答えします。
　地域での具体的な取り組みにつきましては、長野県
で行われているような、予防に重点をおいた地域の自
主的な健康づくり活動が重要であると考えておりま
す。
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　県としましては、市町村と連携し、健康づくりを担
う人材の育成や、地域の自主的な活動を支援していき
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　県立病院についての
御質問の中で、新県立八重山病院整備事業の進捗状況
と課題についてお答えいたします。
　新県立八重山病院整備事業については、平成28年
１月に建設工事に着手し、６月末現在、建物基礎部分
のコンクリート工事を実施しております。建設工事の
課題としましては、追加の磁気探査、外構等の別途工
事及び八重山地域外からの労働者確保等の費用に係る
予算の確保が挙げられます。
　病院事業局としましては、関係部局と調整を図り、
予算の確保に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　緊急質問についての中
の、環境部の今後の対応についてお答えします。
　沖縄防衛局が昨日持参した沖縄県赤土等流出防止条
例に基づく事業行為通知書（案）については、同条例
に基づく記載事項等の要件が満たされていないことか
ら、現在受理しておりません。
　今後、形式審査を行い、正式に事業行為通知書が提
出された場合は、施設の設置基準及び管理基準に基づ
き厳正に審査するとともに、沖縄防衛局に協議の実施
を求めていきたいと考えております。また、北部訓練
場ヘリコプター着陸帯移設事業（仮称）環境影響評価
検討図書（案）につきましては、沖縄防衛局に対し、
図書の取り扱いについてどのように考えているのか、
工事のスケジュールの面も含めて県の意見を聞く余地
があるのかについて確認しているところであり、今
後、沖縄防衛局からの回答を踏まえて対応を検討して
まいりたいと考えております。
　以上であります。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　緊急質問についての
御質問の中の、北部訓練場のヘリ着陸帯移設工事の一
連の対応についてお答えいたします。
　２年前の知事選挙以来、さきの衆議院議員選挙や県
議会議員選挙、また、一昨日の参議院議員選挙を踏ま
えても、基地問題全般についての圧倒的な県民の意思

が示されたところであります。
　昨日及び本日、北部訓練場のメーンゲートから、北
部訓練場ヘリコプター着陸帯移設工事に用いる資機材
等が搬入されました。昨日は、国土交通大臣からの
地方自治法第245条の４第１項の規定に基づく勧告が
メールで送信され、また、沖縄県赤土等流出防止条例
に基づく工事事業行為通知書（案）等を沖縄防衛局職
員が持参してきております。
　沖縄防衛局長が、昨日、就任挨拶に来庁した際に
は、知事と安慶田副知事から資機材搬入について抗議
を行いましたが、局長からは、今回の一連の対応につ
いて一切説明がありませんでした。
　参議院議員選挙直後にこのような一連の行為を強行
に進めようとする政府の姿勢は、沖縄県及び沖縄県民
との信頼関係を大きく損ねるものであり、到底容認で
きるものではありません。
　県としては、オスプレイの配備撤回について、再三
にわたり申し入れている中で、今のような状況は、大
変残念なことであります。このようなことも総合的に
勘案しながら、今後の対応策について検討してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今、御答弁をお聞きしまして、追
加で行いました東村高江ヘリパッドに関しましては、
私はこれまでのやり方もそうですけれども、非常に国
家の品格を損なうような、そういう国としてあるまじ
き姿勢ではないかと。県民に寄り添うと６月23日に
総理がおっしゃったことは、ことごとく踏みにじられ
ている感が否めません。
　さて、では再質問いたしますが、教育長にお聞きし
たいと思います。
　先ほど生きる力について御答弁がございましたけれ
ども、基本的に食育基本法では、これは明治時代から
ですけれども、特に子供たちにとりましては、知・
徳・体の前に食育ありと、食育がベースにしか知・
徳・体は養成されないんだというような考え方があり
ますけれども、食育は教育行政の中においてどのよう
な位置づけになっているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　食育というのもこれ法律、
食育基本法でいきますと、「様々な経験を通じて
「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、
健全な食生活を実践することができる人間を育てる」
ことというふうにうたわれておりますけれども、食育
は人間が生きる上での基本であると、知育、徳育、体
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育の基礎となるべきものだと考えております。それ
で、子供たちに対する食育は心身の成長でありますと
か、人格の形成に大きな影響を及ぼしまして、生涯に
わたって健全な心と体を養い、豊かな人間性を育んで
いく基礎となるものであるというふうに考えておりま
す。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　昨年から沖縄県の義務教育の中で
食育のテキストをつくりまして、導入をしていると思
うんですが、その実践の実績といいますか、それと課
題があったらお聞かせいただけますか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　御質問は、食育教材の「く
わっちーさびら」の活用の件だと思いますけれども、
平成27年度に県内の全小学校に配布しております食
育教材「くわっちーさびら」の昨年12月現在におけ
る活用状況ですけれども、62.4％でありまして、そ
の時点で今後の活用予定も含めると97.5％というふ
うになっておりました。
　教育委員会としましては、今後も食育教材を活用し
た効果的な食に関する指導が実施されるように取り組
んでまいりたいと考えております。
　課題はよろしいですか。
○比嘉　京子さん　課題ありますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時15分休憩
　　　午後４時15分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　食育における課題ですけれ
ども、課題といたしましては、児童生徒に食を選択す
る能力を身につけさせること、また教師の食に関する
指導力の向上というのが課題となっております。
　これらの課題を解決するために、各学校におきまし
ては、食に関する指導の全体計画や各学年ごとの年間
指導計画に基づきまして、給食の時間でありますと
か、特別活動、あとは家庭科等の関連教科において食
事のマナー、バランスのよい食事、また野菜の栽培や
調理などの体験活動などに取り組んでおります。
　教育委員会としましては、今後とも実践的な研修会
を開催して教職員の資質向上等も図りながら食育の推
進に取り組んでまいりたいというふうに考えておりま
す。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　１年目にして大変いい実績ではな
いかなと評価をいたします。できますならば100％の

実施ということをぜひ求めていきたいと思います。
　最後に、八重山における高校の寄宿舎問題ですが、
かつて文教厚生委員会で八重山高校と農林高校の寄宿
舎を視察いたしました。そこを見ますと、非常な狭隘
さと空調設備のなさと老朽化で本当にこれでいいのか
とみんなが驚いたところです。その後、水産高校に参
りました。そうすると水産高校の立派さ、もうびっく
り。この比較をしてみますとこの差は一体どこから来
るのかというふうに思わざるを得ないわけですが、今
資料をいただきまして、１室当たりの居住空間です
ね、八重山高校が6.2平米に対しまして――１人当た
りですよ――水産高校が9.9なんですよね。そういう
差がどこから生まれるんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　寄宿舎の面積につきまして
は、部屋の面積については明確な基準があるわけでは
ないんですが、寄宿舎全体の面積につきましては、補
助の基準というのがございまして、直近の一番近い入
寮者をもとにして補助の基準の面積が決定されるよう
になっております。寄宿舎の整備に当たりましては、
補助基準面積の範囲内で学校からの要望、例えば部屋
数でありますとか共有スペースなどをいろいろ調整し
ながら総合的に勘案して決定しているところでござい
ます。ということで、八重山農林高校は、寮生の数
19名で報告を受けて19名で補助基準面積を算定した
ということもございまして、この新しいところです
ね。
　それで一つ申しますと、水産高校のほうが面積が大
きい理由は、その当時、改築前は14室で84名という
ふうな寮でございました。改築に当たって当時野球部
等も強い時期でもあったんでしょうけれども、寮生
が明らかに増加傾向にあったということもございま
して、84名に対して100名の定員で整備の計画をし
たということがございます。そういうことで、100名
の基準面積は2767平米ほどあったと。そういうこと
で、その基準でやったんですけれども、学校と調整
の結果、102名の2706平米、若干ちょっと小さくは
なっていますけれども、それで整備したというふうに
聞いております。
　そういうことで、入寮生の数等で、あとは共有ス
ペースとかいろんなものの兼ね合いがあるんですけれ
ども、そういうことも踏まえてそういう規模になった
というふうに理解しております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　老朽化であのアメニティーの悪さ
というので人が少ない、その少ない基準で建物を決め
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ていくということで、新しくなると明らかに増加傾向
になるというふうに思われます。
　一度もしよろしければ教育長、視察を、各学校のこ
こは八重山だけではなくて、私、開邦高校も見ており
ますけれども、２人のベッドの間が１メートルもない
んですよ。本当にこんなでいいのかと、本当にプライ
バシーが守られるのかと、これはほかもみんな一緒で
す。6.2もそうです。そういうことがありますので、
提案申し上げておきます。
　次に、保育行政についてお伺いをいたします。
　先ほどるるお伝えいただきましたけれども、特に今
保育士が不足している。そして、多くの待機児童を解
消するためにニーズがあると。そういうことを考えま
したときに、沖縄県はさまざまな改善をしてきたと思
うんですが、特に処遇改善について特筆すべきといい
ますか、具体的な改善点がございましたらお願いいた
します。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　議員のおっしゃるとおり、保育士の処遇向上、非常
に重要だというふうに理解しております。それで、今
年度は特に県の事業としましては、いわゆる保育士の
ベースアップ事業とあわせてその保育補助者の雇い上
げの支援事業ということは、新規でやっております。
それ以外に、昨年度以来やっております正規雇用化の
促進であるとか、年休取得の確保のための事業である
とか産休代替の支援事業は引き続き実施しているとこ
ろでございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　例えば、非正規から正規へ、それ
から給与はどれくらいアップしたのか、それから年休
は何日から何日に改善されたか、そういう具体的なこ
とはないでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず給与につきましては、新制度におきまして給与
改善が図られて、処遇改善が図られております。参考
までに処遇改善では約3.27％、１万1800円程度の給
与改善が図られているところでございます。これ平成
27年度でございます。
○比嘉　京子さん　休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時23分再開

○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　正規雇用化の
事業につきましては、平成27年度の実績でございま
すが、89施設で144人分を計上し、正規雇用化が図
られているところでございます。あわせて、年休につ
きましても、申しわけございません、平成26年度に
比べまして１施設当たり平均で68日、保育士１人当
たり約３日の年休増加というふうな状況になっており
ます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　そもそも年休をとっている実績と
しては、保育士は４日ぐらいなんです。それにプラス
３日という改善、これはもう大変いい方向に行ってい
るとは思います。
　さて、処遇改善の基本的な大もとは、国の保育単価
にあるわけです。国の保育単価が、人件費をどうやっ
て算出しているかというと、25歳前後ぐらいの算出
根拠になっているんです。ですから、20代でやめる
ことになっているんです。そのことが大きく大もとに
あるわけなんですけれども、国に対して、県としては
どういう行動なのか、それから国の今後の動向は何か
もっと改善の方法があるのかどうか、そういう情報は
ございませんか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　まず今年度の
処遇改善の動向について、少し御紹介いたしたいと思
います。
　今年度、国におきましては、保育士処遇改善に関す
る新たな加算ということで、保育士の負担軽減やキャ
リアに応じた賃金改善による定着促進ということで、
職員の平均給与が15年以上の条件を満たす園につき
ましては、保育士の人件費相当分を加算するという、
チーム保育推進加算が創設されているところでござい
ます。また、国のほうではニッポン一億総活躍で、保
育士の２％の処遇改善を行うとともに、保育士として
の技能・経験を積んだ職員につきましては、現在４万
円程度差のある全産業の女性労働者との賃金格差をな
くすような追加的な処遇改善も行うという方針を出し
ております。
　県のほうとしましては、保育士の給与の改善は全国
的にも課題でございますので、九州各県と連携して国
には引き続き要望していきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　やっとといいますか、非常に大き
な前進ですけれども、まだそれは時期的なものは御存
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じでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　15年以上の
ものにつきましては今年度からということで聞いてお
りますが、まだ要綱のほうが発出されておりませんの
で、発出され次第、速やかに対応したいと思います。
あわせてニッポン一億総活躍につきましては、まだ細
かい情報が入っておりませんので、入り次第しっかり
対応していきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　私、もう一点は大人のニーズとし
ての待機児童解消に一生懸命力を入れるということも
大事ですけれども、保育の質とか中身とか安全性と
か、そういうことを同時に進めていくことが重要であ
るということをかねがね申し上げてきたわけですけれ
ども、特に私は無資格者を含めた問題について、今回
非常に危機感を持っております。
　そこでちょっとこれまでは聞かなかったんですけれ
ども、保育園におけるここ10年来の死亡事件といい
ますか、そういう件数は何件でしょうか。それは、全
国と沖縄県お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時28分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　内閣府が公表している資料になりますが、平成16
年４月から平成27年12月までで全国で死亡事故の報
告件数が174件となっております。県内のほうにつき
ましては、平成16年度以降６件の報告があります。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今回の国の方針は、現場では非常
に安全性に問題があると受けとめておられました。私
もそう思うんですが、もう一つは、保育園における人
的配置、例えば、ゼロ歳児の場合は１人の保母で３名
の赤ちゃんを見るわけですけれども、認可外になりま
すと８名、９名見ているわけなんです。そういうよう
なことが今でも行われているというところに大きな問
題があると思われます。それから１歳児になると６名
を１人で見る、双子を３組１人で見るということが本
当に危機管理上、大丈夫なのかと、これも国の基準な
んですよね。ここもぜひとも改善に向けて声を出して
いってほしいなと思います。
　では次に、健康長寿について、部長にお聞きしたい

と思いますけれども、先ほどの知事の答弁にもありま
したように、官民一体となった非常に推進体制ができ
つつあるという御答弁がありました。まず先ほど教育
長にお聞きした食育の位置づけなんですけれども、予
防対策としては、やはり幼稚園生、保育園の幼児期か
らやっぱり予防を考えるならば、知識ということ、そ
れから食選ということはとても大事なことなんです
が、予防は今の食育というのはどこが統括しているん
でしょうか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　食育推進基本計画に
関して申し上げますならば、この推進計画の総括、こ
れについては保健医療部健康長寿課が総括することに
なります。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今の感じを見ると連携がどうなっ
ているのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　沖縄県の食育推進基
本計画につきましては、推進本部を立ち上げておりま
して、これには子ども生活福祉部、それから保健医療
部、農林水産部、教育庁が入って連携して取り組んで
いるという状況でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　やっぱり、統括してしっかりと一
連の系統立った政策になるようにぜひお願いしたいな
と思います。
　それから先ほどの答弁にありましたように、長野県
に見習う点として、やはり健康づくりの推進という点
でマンパワーが生かされているという点がありまし
た。沖縄県として、長野県とちょっと比較してみたい
んですけれども、保健師の数、栄養士の数、どのよう
になっているんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
　まず、保健師でございますが、平成26年度末の衛
生行政報告例によりますと、長野県のほうでは人口
10万人当たり69.5人で全国２位となっております。
一方で沖縄県ですが、人口10万人当たり51.0人で全
国17位と、全国平均は人口10万人当たり38.1人とい
うふうになっております。
　次に、栄養士の配置率でございますが、平成27年
度の行政栄養士配置状況調査によりますと、行政栄養
士の配置率は、長野県が90.8％で全国25位、沖縄県
が72.5％で全国42位、全国平均は86.8％というふう
になってございます。
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○比嘉　京子さん　休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時32分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　まず、地域の健康づくりを推進す
るのが保健師の役割で、そして食に対して塩分が多い
だの何が多いだのと個別指導するのは栄養士なんで
す。やっぱり沖縄県の栄養士が42位ということを考
えますと、もう少し重視していく必要があるのかなと
いうふうに思います。
　最後にですけれども、啓発活動と同時に個々人に対
するアプローチが必要だと思うんですが、沖縄県の人
材育成もそろそろ検討すべきだと思いますがいかがで
すか。
○議長（新里米吉君）　保健医療部長。
○保健医療部長（砂川　靖君）　これまでの事業の成
果として、健康長寿復活のために今後県が何をすべき
かというのはもう既に大体わかっていると思います。
この段階を過ぎて、次の段階、個人とか地域とか事業
所に介入するステージに入っているのかなというふう
に思っておりまして、そのためには、介入するための
ツールとあとマンパワーが必要だと思います。今後は
そのためにどういった方策が打てるのか、これについ
て検討すると、その方向に力を入れていきたいという
ふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ぜひとも来年に向けて、その検討
を加速させていただければと思います。
　最後に、県立八重山病院の改築に関しまして、病院
事業局長にお聞きしたいと思います。
　まず、入札に何度も不調がありまして、３度目の正
直で八重山病院が落札されたという経緯があると思う
んですが、宮古病院と八重山病院の建築単価というの
はどのようになっていますか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
　新県立八重山病院整備事業に係る当初発注時の１平
米当たりの建築単価は約43万円、宮古病院は約30万
円で、比較すると約1.4倍となっております。しかし
ながら、新県立八重山病院については、外構等の別
途工事と労働者確保に係る費用を加えると約50万円
で、宮古病院と比較すると約1.7倍となります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。

○比嘉　京子さん　今の単価の違い1.7倍ですけれど
も、どのような要因でそのような単価増になっている
んでしょうか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
　建築単価の高騰でございますけれども、これ昨今
の、例えば東日本大震災の復興事業、それから東京オ
リンピック開催に向けた建設工事に伴う全国的な建築
費の高騰や労働者不足が要因と考えられます。さら
に、八重山圏域においては、公共工事や民間の工事の
建設ラッシュが続いており、労働者の確保が困難な状
況となっております。このようなことが高騰の原因で
はないのかというふうに考えます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　そこに追加して磁気探査である
とか外構――外ですね――それについてもプラスアル
ファだというふうに考えてよろしいんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　先ほども申しました
とおり、入札のいわゆる不落と不調がありましたの
で、単価を見直して予算の範囲内でやるために一部の
工事を別途としてやっておるわけですが、磁気探査に
つきましても、標準の磁気探査をしたところで不発弾
が９発発見されたため、やはり敷地全体をいわゆる経
層探査といいまして、掘削して２メートルまでやると
いうふうな探査をしなきゃいけないというふうな状況
に至った次第でございます。それで、費用が余分にふ
えたというふうな状況でございます。
○議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　病院という場所でございますの
で、まず安全で、コストももちろん大変でございます
けれども、ぜひとも安全でそして設備の整った圏域内
での完結型の病院をぜひとも構築していただければと
思います。
　終わります。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　一般質問を行います。
　知事の政治姿勢について。
　(1)、米軍属、元米海兵隊員による二十の女性に対
する残忍な犯罪は断じて許せません。女性の希望、未
来、人生が奪われました。基地ある限り米兵犯罪は根
絶できません。二度と被害者を出さない。海兵隊の撤
退、全基地撤去が沖縄の声となっています。知事の所
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見を伺います。
　県議選挙の結果は、翁長県政与党が24人から27人
へと圧倒的に勝利しました。参議院選は、オール沖
縄の伊波さんが、約11万票差で圧倒的に勝利しまし
た。辺野古新基地断念、普天間基地の閉鎖・撤去、オ
スプレイの配備撤回の建白書を実現する揺るぎない沖
縄の民意をさらに強固にして日米政府に突きつけたと
考えるが、知事の所見を伺います。
　沖縄を含めオールジャパンで最善の解決策を合意し
て、米国に協力を求めるべきであるという代執行訴訟
の和解勧告文を安倍政権は受け入れています。県議選
挙、参議院選の結果を受けた安倍政権は、辺野古新基
地建設の断念をオールジャパンにしてアメリカに要求
しなければならないと思うが、知事の見解を伺いま
す。
　女性の人権と男女平等の前進について。
　女性差別撤廃条約は世界の女性の憲法と呼ばれ、
1979年の国連第34回総会で採択され、日本は1985
年に批准しています。1992年には、個人通報制度、
調査制度を規定した選択議定書が採択されたが、日本
はいまだ批准していません。
　世界経済フォーラムが毎年行う男女の格差指数で日
本はどうなっているのか。日本の女性の人権や男女平
等について、国際機関からどのような指摘があるの
か。
　1994年採択のＩＬＯのパートタイム労働に関する
条約を日本はいまだ批准していません。日本が批准す
れば、パートタイム労働者にとって何がどう変わるの
か。
　男性と女性の賃金格差はどうなっているか。正規雇
用と非正規雇用の男女差はどうなっているか。非正規
雇用に占める女性の割合はどうなっているか。改善策
を伺います。
　女性の人権、男女共同参画について学校教育の実態
を伺います。男女混合名簿の取り組みは全国と比べて
どうか。実施状況と拡充することについて伺います。
　女性が働き続けるためには保育所の整備が重要で
す。待機児童問題は全国と比べても深刻であるが、国
の財政支援をふやして保育所を増設すべきである。保
育所の増設、認可外保育所の支援の拡充、保育士の賃
金引き上げの計画を伺います。
　女性の管理職の割合は、行政と民間でどうなってい
るか。全国と比べてどうか。女性の管理職の割合を高
めるための施策を伺います。
　子供の育ちを支援する貧困対策について。
　子供の貧困解決の具体的目標と目標年度について。

　知事を先頭にした取り組み体制、県の体制、県と市
町村、民間との連携について。
　就学援助の利用について、子供調査を行って貧困率
12％の大阪市が小学５年生で25％、貧困率29.9％の
沖縄県は18％である。中学２年生で大阪市31％、沖
縄県19％となっている。就学援助の利用を大阪市並
みにすると、小学５年生、中学２年生、それぞれの割
合はどうなるか。対策を伺います。
　就学援助の周知が不足していることが課題とされた
が、収入と支給モデル事例を示して該当者が漏れなく
申請できるようにすることについて。
　就学援助の利用ができても、新学期準備に間に合わ
ないという声があります。在学生の申請を二、三月
に、新入生は入学説明会で周知できるように改善をす
ること。また、申請を随時受け付けにすること。
　生活保護の相談で、ひとり親が車を保有しているこ
とを理由にして申請できなかった件数。公共交通機関
の整備不十分な沖縄で、仕事のかけ持ちによる通勤、
保育所、子供の送迎など車は収入を得るために必須で
ある。車の保有を認めることについて。
　ひとり親家庭等の認可外保育所利用料の補助事業の
昨年度の実績。2016年度の申請状況はどうか。市町
村への保育所入所申請をできないまま認可外保育園を
利用している実態について。対象となる全ての児童に
支給するための改善策を伺います。
　最低賃金は最高額時給何円で、沖縄は何円で月収は
幾らになりますか。時給1500円を目指して、当面、
全国一律1000円に引き上げることについて。県が
行った労働環境実態調査の結果と課題を伺います。非
正規雇用44.5％の削減目標を伺います。
　返済の要らない奨学金の募集の進捗を伺います。生
活福祉貸付資金や母子寡婦福祉貸付資金は就学資金に
おける保証人を廃止しています。沖縄県奨学金の保証
人を廃止することについて。
　浦添市道勢理客内間線と勢理客線の交差道路、神森
中学校線と内間経塚線の丁字路は、事故の多い危険な
交差点で、10年以上前から地元自治会やＰＴＡから
信号機設置を要請してきたところである。早急に信号
機を設置することについて。
　県道241号線沿いの浦添市前田にある幸地バス停付
近は、雨の時期に冠水をして歩行者に危険な場所で
す。雨水排水のための改修を行うことについて。
　キャンプ・キンザーの汚染問題に関して、去る２月
議会での答弁は、昭和47年以降の有害物質の流出事
故について事故対策の記録がない。立入調査のために
キンザー周辺の海域３地点の底質を採取して有害物質
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の有無を分析する。元基地従業員から聞き取り調査を
するとの答弁でした。調査の結果を伺います。また、
立入調査の予定を伺います。
　那覇港湾施設移設に関する協議会などでの那覇軍港
の移設先に関する議論の内容を伺います。浦添市、沖
縄県、那覇港管理組合のそれぞれの意見はどうです
か。浦添市長の軍港受け入れ表明が、那覇港湾の民港
整備計画の足かせになっていないか。軍港ありきでは
那覇港湾計画に重大な支障が出ると思うが、見解を伺
います。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　西銘純恵議員の御質問にお答
えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、県
議会議員選挙の結果についてお答えをいたします。
　今回の県議会議員選挙においては、翁長県政の中間
評価として注目される中で、県政与党の立場の候補者
が27議席を確保でき、大変心強く感じております。
この結果は、辺野古新基地建設阻止などの米軍基地問
題への対応を初め、アジア経済戦略構想の推進や雇用
環境の改善、子供の貧困問題など、これまでの県政の
取り組みについて、総合的な観点から県民の評価を得
られたことによるものと考えております。今後とも引
き続き、保革を乗り越え、未来を担う子や孫のために
誇りある豊かさをつくり上げるため、オール沖縄の精
神に基づき、県政運営に当たっていきたいと考えてお
ります。
　また、今回の参議院議員選挙においても、私が支持
した方が大差で当選をいたしました。２年前の知事選
以来、さきの衆議院議員選挙や県議会議員選挙の結果
を見ても、普天間飛行場の県外移設、辺野古新基地建
設反対、オスプレイの配備撤回、日米地位協定の抜本
的見直しという私の主張が県民に支持されていること
は明らかだと考えております。政府においては、沖縄
の民意をしっかりと受けとめていただきたいと考えて
おります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、海兵隊撤退や全基地撤去の声に
対する所見についてお答えいたします。
　米軍属による殺人事件に県民が大きな衝撃と不安を
受けていることからすると、海兵隊の撤退や全基地撤

去の声が出てくることは、理解できるものでありま
す。沖縄21世紀ビジョンにおいては、基地のない平
和で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、基地
の整理縮小を進めることとしております。その実現の
ため、在沖海兵隊の国外移転及び嘉手納飛行場より南
の施設・区域の返還を確実に実施することが重要と考
えており、今後とも軍転協等と連携し、あらゆる機会
を通じ、基地の整理縮小を日米両政府に強く求めてま
いります。
　次に、民意や和解勧告文を踏まえた政府の対応につ
いてお答えいたします。
　普天間飛行場移設問題に関しては、さきの代執行訴
訟における和解勧告に引き続き、国地方係争処理委員
会の決定においても、国と県による協議で問題を解決
することを求める見解が示されました。政府において
は、辺野古が唯一の解決策という固定観念にとらわれ
ることなく、これらの結果や県民の声に真摯に耳を傾
け、この問題の早期解決に向けて取り組んでいただき
たいと思います。
　次に、那覇港湾施設移設についての御質問の中の、
那覇港湾施設移設に関する協議会についてお答えいた
します。
　沖縄県としましては、那覇港湾施設の返還が実現さ
れれば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展
に寄与すると考えております。平成27年４月に開か
れた移設協議会において、浦添市から、浦添埠頭コー
スタルリゾート地区開発計画の見直しに伴う代替施設
の位置の変更の要望がありました。那覇港管理組合
は、那覇港港湾区域を所管する民港の管理者として、
民港計画に支障とならないよう、港湾計画との整合を
図りつつ、那覇港湾施設の移設が円滑に進むよう協議
を行う立場であるとの認識を示しております。浦添市
から説明のあった浦添埠頭コースタルリゾート地区開
発計画の見直しについては、現在、関係機関の担当者
間で事務レベルの調整がなされているところでありま
す。
　県としましては、これまでの経緯を踏まえつつ、協
議会の枠組みの中で進めることが現実的と考えており
ます。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　女性の人権と
男女平等の前進についての御質問の中の、男女の格差
指数と女性の人権や男女平等についてお答えします。
　各国における男女格差をはかるジェンダー・ギャッ
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プ指数については、経済分野、教育分野、政治分野及
び保健分野のデータをもとに順位づけがなされたもの
であります。2015年版においては、日本の総合順位
は145カ国中101位となっております。また、女子差
別撤廃条約に基づき設置された女子差別撤廃委員会
は、2009年８月に最終見解で我が国に対して勧告し
ており、主な事項としては、婚姻年齢の男女統一、選
択的夫婦別氏制度の導入、嫡出であるとない子の相続
分の同等化、再婚禁止期間の廃止などの勧告がありま
す。
　次に、保育所の増設、認可外保育施設の支援の拡充
及び保育士の賃金引き上げ計画についてお答えしま
す。
　保育所の増設については、昨年度は、保育所等の
整備などにより約4400人の定員増としたところであ
り、今年度は約8700人分の整備を行うこととしてお
ります。認可外保育施設への支援については、認可化
促進及び保育の質の向上に取り組んでいるところであ
り、平成28年度においては、給食費の補助単価の拡
充を図ったところであります。保育士の賃金引き上げ
については、国において、２％相当の処遇改善を行う
とともに、技能・経験を積んだ職員について、現在
４万円程度ある全産業の女性労働者との賃金差がなく
なるよう追加的な処遇改善を行うこととしておりま
す。また、県においては、独自の施策として保育士の
ベースアップに対する支援を実施することとしており
ます。
　次に、行政と民間の女性の管理職の割合についてお
答えします。
　平成27年４月１日現在の内閣府調査によります
と、都道府県の管理職に占める女性の割合は、全国
平均7.7％、沖縄県7.4％となっており、市町村の管
理職に占める女性の割合は、全国平均12.6％、県内
市町村10.8％となっております。また、企業の管理
職に占める女性の割合は、総務省労働力調査の平成
27年数値によりますと、全国平均12.5％、県内企業
14.3％となっております。
　県においては、男女共同参画に関する施策を総合的
に推進するため、沖縄県男女共同参画行政推進本部を
設置しており、今後とも関係部局等と連携し各種施策
を進めてまいります。
　次に、子供の育ちを支援する貧困対策についての御
質問の中の、子供の貧困解決の目標についてお答えし
ます。
　沖縄県では、平成28年３月、沖縄県の子供の貧困
の実態を明らかにするとともに、子供の貧困対策の基

本方向を定める沖縄県子どもの貧困対策計画を策定し
ました。この計画には、指標の改善に向けた当面の重
点施策として、ライフステージに応じたつながる仕組
みの構築や、子供や保護者に関する教育、生活、就
労、経済的支援の各種施策が盛り込まれております。
また、乳幼児期の養育訪問支援事業の実施市町村数、
小中学生期の就学援助に関する周知状況、高校生期の
生活保護世帯に属する子供の大学進学率など、子供の
ライフステージに即した34の指標及び目標値を設定
しております。
　県としましては、計画終期となる平成33年度の達
成を目標に、国、県、市町村が一体となって事業を推
進してまいりたいと考えております。
　次に、子供の貧困対策の取り組み体制や連携につい
てお答えします。
　沖縄県としては、子どもの貧困対策計画を着実に推
進するため、知事と両副知事、関係部局長で構成する
子どもの貧困対策推進会議を活用し、全庁体制で子供
の貧困対策に取り組んでまいります。また、子供の貧
困対策に関する圏域別意見交換会を開催するなど、市
町村と連携し、地域の実情に即した対策を全県的に推
進してまいります。さらに、６月には沖縄子どもの未
来県民会議が設立されたところであり、子供が夢や希
望を持って成長していける社会の実現を目指し、県内
各界各層の関係機関・団体が一体となって、子供の貧
困を解消するための取り組みを推進してまいります。
　次に、ひとり親世帯の自動車の保有についてお答え
します。
　生活保護制度において、自動車の保有・使用が認め
られるのは、公共交通機関の利用が著しく困難な地域
にある者や、障害者が通勤や通院等のために必要とす
る場合等となっております。自動車の保有の要否につ
いては、これらのことを踏まえ、実施機関が個別に状
況を把握し、適正に判断しているところであります。
なお、県では、母子世帯等のひとり親世帯が自動車を
保有していることを理由にして申請できなかった件数
は把握しておりません。
　次に、ひとり親家庭等の認可外保育所利用について
の御質問の中の、ひとり親家庭等認可外保育施設利用
料補助事業についてお答えします。
　本事業は、低所得のひとり親家庭等の認可外保育施
設利用料の負担を軽減することにより、当該家庭の生
活の安定と自立を促進することを目的として、平成
27年10月から実施しております。平成27年度は、20
市町村において420人の児童を支援いたしました。今
年度は４月１日現在で、20市町村から274人分の申
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請を受け、交付を決定したところであり、今後も随
時、申請を受け付ける予定としております。本事業
は、認可保育所への入所申し込みをしたにもかかわら
ず待機児童となり、認可外保育施設を利用している低
所得のひとり親家庭等の児童を対象としており、県で
はこれまで市町村説明会や県内全域の認可外保育施設
を対象とした研修会において、事業の周知や協力依頼
を行ってきたところであります。
　県としましては、引き続き、ひとり親家庭等に対し
支援が行き届くよう、市町村と連携して事業の周知に
努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　それでは、女性の
人権と男女平等の前進についての中の、ＩＬＯパート
タイム労働に関する条約についてにお答えいたしま
す。
　同条約を批准した場合、パートタイム労働者に対し
て、比較可能なフルタイム労働者に認められている団
結権や団体交渉権等と同一の権利の保護が図られるほ
か、基本給や年次有給休暇等について同等の労働条件
が与えられると考えております。
　次に、男女の賃金格差、正規雇用と非正規雇用の男
女差、非正規雇用に占める女性の割合と改善策につい
てにお答えします。
　平成27年賃金構造基本統計調査によると、本県の
一般労働者の所定内給与額は、10人以上規模の事業
所で、男性が月額で25万9000円、女性が20万8600
円で、５万400円の差となっております。また、平
成24年就業構造基本調査によると、本県の正規雇用
率は、男性65.9％、女性34.1％で、31.8ポイント男
性が高く、また、非正規雇用率は、男性36.1％、女
性63.9％で、27.8ポイント女性が高くなっておりま
す。
　県におきましては、非正規労働者の正規化促進の事
業を展開するとともに、女性労働者のキャリアアップ
のためのセミナーの開催や相談業務を実施しており、
育児休業中の女性の復職等、相談者の状況に応じたき
め細やかな支援を行っております。
　５の最低賃金についてお答えいたします。
　平成27年10月に改正施行された最低賃金につい
て、最も高いのは東京都の時間額907円であります。
沖縄県の最低賃金は693円で、１カ月の平均法定労働
時間数173.8時間で計算すると、１カ月12万443円と
なります。当該計算に基づき試算すると1000円の場

合は17万3800円で、1500円の場合は26万700円と
なります。なお、国は平成27年11月開催の経済財政
諮問会議において、最低賃金を年率３％程度をめどに
引き上げ、全国平均で1000円となることを目指すと
表明しており、県としましても国の動向を注視してま
いりたいと考えております。
　次に、労働環境実態調査についてにお答えします。
　平成26年度に実施した沖縄県労働環境実態調査に
ついては、県内事業所の１万3576事業所を対象と
し、2537事業所から有効回答を得ております。労働
条件に関する調査結果として、労働条件通知書を交付
していない事業所が57.2％、就業規則を作成してい
ない事業所が32.4％、育児休業制度を採用していな
い事業所が48.6％などとなっております。本調査の
結果から、特に従業員規模10人未満の事業所におい
て、法定労働条件の整備が不十分であるという課題が
あることが分かりました。
　県におきましては、事業主に対し、セミナーの開催
や専門家派遣を実施し、労働関係法令の周知啓発に取
り組んでいるところであります。
　次に、非正規雇用の削減目標についてにお答えいた
します。
　沖縄県では、平成27年８月に沖縄労働局と沖縄県
雇用対策協定を締結し、その中で、年間における正社
員求人数２万7217件、正社員就職件数7852件という
目標を設定しております。
　今後とも、沖縄労働局と連携し、非正規雇用の削減
に取り組んでまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君）　女性の人権と男女平等の前
進についての御質問の中で、男女共同参画及び男女混
合名簿についての御質問にお答えいたします。
　学校においては、教育活動全般を通して、男女の
平等や人権教育等について取り組んでおります。県
内において、平成27年度に男女混合名簿を導入して
いる学校は、小学校68校、率で25.4％、中学校35校
23.8％、高等学校19校32％となっております。な
お、男女混合名簿の全国比較については、文部科学省
は調査を行っておらず、全国の実施状況について把握
しておりません。
　県教育委員会としましては、平成27年３月に男女
混合名簿の導入を促す文書を県内全ての公立学校へ発
出しております。今後とも、男女共同参画の観点か
ら、混合名簿の導入を促進してまいります。
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　次に、子供の育ちを支援する貧困対策についての御
質問の中で、就学援助が大阪市並みとなった場合につ
いての御質問にお答えいたします。
　本県の就学援助が、大阪市調査における中学２年生
の利用率である31％になったと想定した場合、小中
学校の支給対象者は、平成26年度の２万9175人から
１万5716人増の４万4891人となります。貧困率が全
国に比べ高い沖縄県において、支援を必要とする全て
の児童生徒に就学援助が届くようにしていくことは、
喫緊の課題であると認識しております。
　県教育委員会としましては、制度周知の徹底や理解
しやすい資料作成など、市町村と連携を図り、就学援
助制度の適切な実施を促してまいります。
　次に、就学援助の周知、申請の方法についての御質
問にお答えいたします。３の(4)と(5)は関連しますの
で、恐縮ですが一括でお答えをいたします。
　収入と支給モデル事例につきましては、那覇市や西
原町などが世帯構成例ごとに目安となる収入額を示す
など、効果的な周知に積極的に取り組んでおります。
入学説明会での制度周知につきましては、那覇市など
の一部の市町村が実施しております。また、申請時期
につきましては、次年度以降も引き続き援助を受ける
場合、前年度末までに受け付け開始を行っている市町
村が３市町村ございます。随時の申請受け付けにつき
ましては、35市町村が実施しております。
　県教育委員会としましては、今後も引き続き、市町
村教育委員会へ通知や情報提供を行うほか、担当者会
議で優良事例を紹介し、効果的な周知や申請手続の方
法等について意見交換を行うなど、就学援助事業の適
切な実施を促していきたいと考えております。
　次に、奨学金についての御質問で、給付型奨学金の
進捗状況及び貸与型奨学金の保証人についての御質問
にお答えいたします。
　給付型奨学金の進捗状況につきましては、現在、県
教育委員会において、給付要綱や募集要項等の最終的
な検討を行っているところであります。なお、多くの
生徒が夏休み前には進学進路を決定していくことか
ら、６月上旬に、各高等学校に事業概要を送付し、生
徒や保護者に対する事前周知を依頼しております。
　また、沖縄県国際交流・人材育成財団が実施してい
る貸与型奨学金の保証人につきましては、連帯保証人
に加え、家計を別にする保証人を必要としておりま
す。当該貸与型奨学金は、貸与者からの返還金をもっ
て次の世代への奨学金財源としていく仕組みとなって
おり、保証人制度は重要なものであると考えていると
ころでございます。

　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　池田克史君登壇〕
○警察本部長（池田克史君）　浦添市道交差点の信号
機設置要請についてお答えいたします。
　浦添市道勢理客内間線と勢理客線の交差点、及び神
森中学校線と内間経塚線の交差点への信号機設置要請
が、管轄所の浦添警察署になされていることにつきま
しては、承知しております。
　警察本部では、各警察署からの設置の上申に基づ
き、交通量や交通事故の発生状況、横断者の安全確保
等を勘案しながら、信号機以外の交通安全施設では事
故抑止が困難と考えられ、かつ事故が多発するなど信
号機設置の緊急度が高い場所を総合的に検討した上で
設置をしております。
　まず、御質問の浦添市道勢理客内間線と勢理客線の
交差点ですが、片側１車線の横断歩道が設置されてい
る変形十字路交差点であります。同所付近は、朝の渋
滞が発生している箇所であり、交通量も多く、通学路
でもあること、また樹木による見通しの悪い交差点で
あることは認識しております。
　同交差点への信号機設置に関しては、信号機の視認
性の確保のために、交差点周辺の樹木の管理問題、ま
た交差点直近にあるバス停でのバスの停車による信号
先詰まり対策等を道路管理者等と調整を図りつつ、総
合的に検討してまいりたいと考えております。
　次に、神森中学校線と内間経塚線ですが、片側１車
線の横断歩道の設置された丁字路交差点であります。
同所付近は、近年交通量の増加に伴う朝夕の渋滞が発
生している箇所であり、交通量も多く、また中学校の
通学路であることは認識しております。同所付近は、
神森中学校北側に浦添市道宮城大平線が開通予定であ
るため、交通の流れ、渋滞の状況等を確認しつつ、検
討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　県道241号線につい
ての御質問の中の、県道241号線の雨水排水の改修に
ついての御質問にお答えいたします。
　県道241号線の幸地バス停付近は、地形に起伏があ
り、道路外の地域排水も流入する状況があります。
　県としては、地域排水の管理者である浦添市及び西
原町とも連携し、対応策を検討したいと考えておりま
す。
　次に、那覇港湾施設移設についての御質問の中の、
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軍港受け入れ表明による港湾計画への支障についての
御質問にお答えいたします。
　那覇港管理組合では、現在、那覇港港湾計画の改定
に向け、那覇港長期構想検討委員会を設置し、検討を
進めているところであります。同委員会では、沖縄
21世紀ビジョン基本計画及び沖縄県アジア経済戦略
構想等の上位計画との整合を図りながら、将来の那覇
港のあり方を議論しております。また、同委員会の検
討結果を踏まえ、地方港湾審議会及び交通政策審議会
を経て、浦添埠頭地区における港湾の施設配置計画を
含めた那覇港港湾計画が改定されることになります。
なお、那覇軍港の代替施設の位置・形状については、
これまでの那覇港湾施設移設に関する協議会におい
て、那覇港湾施設の移設については民港の港湾計画と
整合を図りつつ進めていくとされてきた経緯があり、
県はこれまでどおり那覇港港湾計画との整合が図られ
るものと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
○環境部長（大浜浩志君）　キャンプ・キンザーの汚
染問題についてお答えします。
　県は、昭和50年代前半からキャンプ・キンザー周
辺海域の環境調査を継続して実施しており、最近は当
時問題となった有害物質については、低い値を示して
いるため、新たな汚染が発生している可能性は低いも
のと考えられます。しかし、平成28年２月に同基地
周辺の３地点において底質調査を実施したところ、小
湾川河口の暗渠直下の地点から鉛が高い値を示しまし
た。鉛が高い値となった原因については、河川上流か
らの影響も考えられるため、今年度中に追加調査を実
施することとしております。
　また、平成28年１月から６月までの間に、県は浦
添市と合同で元基地従業員８名から当時の状況につい
て、聞き取り調査を行いました。県は、聞き取り調査
及び今後行う同基地周辺の底質追加調査の結果等を踏
まえ、1973年日米合同委員会に係る立入申請の合理
的な理由に当たるかどうかを検討し、立入調査の申請
を行っていきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　最初に伺います。
　高江の工事強行は、沖縄の民意を踏みつけにする安
倍政権の民主主義破壊の暴挙です。断じて許せませ
ん。知事の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。

　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時16分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　やはりいろいろ２年
前の知事選挙ですとか、さきの衆議院議員選挙、それ
から県議会議員選挙、また一昨日の参議院選挙を踏ま
えても、基地問題について県民の意識、意思はもう明
確に示されたものと理解しております。
　そういった中で、昨日また本日もですけれども、抜
き打ちにといいましょうか、一連の資材の搬入ですと
か、手続を進めようとすることにつきましては、県
民、沖縄県との信頼関係を大きく損ねるものだという
ことで、我々は決して容認できるものではないという
ことでございます。
　昨日も知事から、そして安慶田副知事からも新任挨
拶に来た沖縄防衛局長に対して強く申し入れしたわけ
ですけれども、そういった中でこういった一連の行動
をするということの一切説明もないわけです。やはり
こういった中では、我々いろんな和解協議、それから
係争処理委員会の協議も含めて、これは辺野古に関し
てですけれども、基地問題全般について、やはり国と
沖縄県がしっかり協議をしなければいけないという中
でこういった形でされるということは、やはりこの大
きな問題があるだろうと思っております。
　政府に対しては、沖縄県としっかり向き合って対話
をしていただければというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　県民の強固な民意を示して、この
ような強権的な工事をするという政府に対して、本当
に沖縄だけでなく、全国の皆さんにも沖縄でこんなひ
どいことをしているということを知らせて、ぜひ世論
として広げていきたいなと思っています。
　それでは、知事に伺います。
　日本は世界の中でも、女性の人権・地位が低く、女
性の差別撤廃がおくれています。沖縄県内の非正規
雇用は44.5％、そのうち男性が36で、女性が64％と
さっき答弁がありました。男女の賃金差でも、沖縄
は月５万円の賃金差があって、30年から40年間働い
たとすれば、2000万円から2500万円の賃金差が男女
で、沖縄県で出るわけですね。
　女性の差別撤廃についての知事の見解を伺います。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　県におきましては、これまでもさまざまな施策を通
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して、女性の地位向上、男女平等の推進に取り組んで
きたところでございます。しかしながら、議員のおっ
しゃるとおり、性別による固定的な役割分担の意識で
すとか、男女間の賃金格差、それと仕事と子育ての両
立が困難な状況など、女性を取り巻く環境は依然とし
て厳しいものがあるというふうに認識しております。
　現在、県では、策定作業を進めております第５次の
沖縄県男女共同参画計画において、家庭、職場、地
域、社会全体と４つの分野における施策の方向性を示
しているところでございます。この中で、女性のさら
なる政策、方針決定過程の参画の促進ですとか、雇用
分野等についてのものについても取り上げておりま
す。
　県としましては、引き続き男女共同参画社会の実現
に向け、積極的に取り組んでいきたいと考えておりま
す。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　とりわけ、沖縄県が男女差別とい
うのは差があり過ぎるということも、さっき数字的な
雇用関係では出たんですが、知事の御意見もないで
しょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県としまして
は、今年度中を目途として第５次の沖縄県男女共同参
画計画を策定することとしております。その中で当然
ながら、雇用の分野等のことですとか、あと賃金の格
差等についても取り上げることになると思いますの
で、そこでしっかり押さえていきたいと思います。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　子供の貧困対策に大きく関連して
いる就学援助についてお尋ねします。
　教育長になりますけれども、那覇市がこのような就
学援助の御案内を出しています。（資料を掲示）　こ
れが案内ビラが出ても私が該当するのか、私の家庭が
該当するのかというのは、やっぱり総収入がどのよう
な状況で該当できるとか、モデル案がないとわからな
いわけですよ。
　那覇市が出していますけれども、親１人、小学生
１人の場合は、総収入額年収が209万円、月額にして
17万円と、３人、親１人、中学生１人、小学生１人
の場合は292万円、月額24万なりますよと。４人、
両親と小学、中学の場合354万円、月29万5000円
と。そして５人世帯、両親と中学、小学、４歳の場合
が394万円、月にすると32万8000円とこの収入見れ
ば該当するのかしないのかというのは大方わかるわけ
です。さらに那覇市は、総収入額を超えていた場合で

も就学援助認定になる場合があります。援助を希望さ
れる方は申請をしてくださいということで、やっぱり
積極的に就学援助について周知させているわけです
よ。
　これが全県で、我が党は何度もこういう方法で、
41市町村周知させることを求めてきたんですけれど
も、実施状況はどうなっていますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時23分休憩
　　　午後４時23分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　県内で、今認定基準額の目
安額について周知を行っている市町村ですけれども、
数でいきますと10の市町村、割合でいきますと25％
になります。団体で認定され得る目安の収入額を保護
者向けの案内文書に記載しているところでございま
す。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　ふえていますが、やっぱり貧困率
からすれば、まだ就学援助が行き渡っていないという
ことになっていると思いますので、それでぜひ41市
町村が同じようにできるようにやっていただきたいと
思います。
　では、この就学援助、小学生を大阪市並みに拡大し
たら予算的には幾らかかりますか。そして、１人当た
り就学援助額というのは、平均どれぐらいですか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　先ほど答弁でお答えしま
した受給者の増加、現状の約1.5倍になりますので、
これを26年度の実績額に乗じて見込み額を算出、こ
れは試算になりますけれども、26年度の実績額は、
就学援助20億7320万円でございますので、単純に試
算しますと31億7200万円ほどになりまして、10億
9880万円の増となります。
　現状、１人当たりの平均支給額は、年額で７万
1000円ほどになっております。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　就学援助が沖縄県内はあと１万
5000人、さらにそれ以上になるかと思うんですけれ
ども、市町村がやれない理由というのはあると思うん
です。何が大きな理由になっていると思いますか。
○議長（新里米吉君）　教育長。
○教育長（平敷昭人君）　就学援助は、財源的な問題
があろうかと思います。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
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○西銘　純恵さん　一般財源にされて、それから就学
援助率がなかなか伸びてこないという状況があると思
うんです。貧困率はどんどん高くなっているけれど
も、実際該当者はふえているけれども、それに見合っ
たような就学援助が適用されていないのが一番の問題
だと思うんです。沖縄の貧困、今度の貧困対策で県が
市町村の就学援助を県の基金で広げるということを
やっているんですけれども、これについて、県の就学
援助の拡大計画をお尋ねします。貧困対策との関係
で、計画を持っていますか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えいたし
ます。
　まず、沖縄県子どもの貧困対策推進基金でございま
すけれども、昨年度２月補正で積み立てました30億
円ですが、これにつきましては、基本的に就学援助の
充実も含めて、いわゆる子供の貧困対策に活用してい
ただきたいということで、市町村への事業の科目の一
つとして提案しているところでございます。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　そうしたら今貧困対策、市町村の
事業のところでお尋ねします。
　貧困率が30％近い、そこで就学援助についても、
実際市町村が妥当な援助率引き上げようとすれば、
全然国の一般財源化されて市町村ができないと、就
学援助を拡大したいと貧困対策基金でやると。でも
25％、30％、当たり前にやっても10億円かかるとい
うことが数字で出るわけですよね。じゃこの基金でも
間に合いますかということになるわけですよ。
　だから、続けてお尋ねしたいんですけれども、この
貧困対策ということで、就学援助というのは、大きな
柱になってくると私思うんです。教育の現場で大きく
教育の機会均等、貧困である子供たちに就学援助をや
るということは、沖縄県内もっと30％じゃなくて、
50％、私前にも言ったんですけれども、これぐらい
就学援助を引き上げないといけないと思うんです。沖
縄振興計画の中で、子供の貧困解消の柱立てをすべき
じゃないかと思うんです。貧困対策計画を検討すべき
ではないかと思うし、それと沖縄振興交付金にこのよ
うな沖縄の子供の貧困対策予算も交付金の枠の中に、
もう一つプラスしてやっていくべきだと思うんです
が、いかがでしょうか。

○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　県におきまし
ては、子どもの貧困対策計画を策定いたしまして、そ
れの財源的な裏づけとして基金を造成したところでご
ざいます。事業として就学援助について、市町村の状
況もまだはっきり出てきていない段階でございますの
で、まず、基金を使ってしっかり取り組んでいきたい
と考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　先ほどの貧困対策の指標を立てて
ということで答弁があったんですけれども、私は全国
の２倍、30％近い貧困率、これをどこまで解消する
のか、ゼロにするのか、どこまでするのか、いつまで
にするのかというのが目標であるし、計画だと思うん
ですけれども、先ほど答弁されたのは、30億の基金
の計画だったわけです。それで、沖縄県の子供たちの
貧困率がどこまで改善するのかというところが、私
は、抜けていると思うんです。だから、さっきも言っ
たこの振興計画の中に、新たにしっかりと位置づけし
ないと、結局この基金がなくなったら、もう終わりま
すということになるんじゃないか。これじゃ困るわけ
ですよ。沖縄の貧困問題というのは、最重要課題とし
て知事もおっしゃいました。だから、ここに恒常的に
貧困が全国並みに少なくとも――全国もまだ高いです
よ。大阪市で12％と言っているけれども、16.3％が
全国ですが、それでも、世界では10％以下にすると
いうことになっているわけです、今。
　だから、沖縄県が30％を10％以下にするとか、い
つまでにするとか、やっぱりそういう目標を決めない
限り、今やっていることがそれに向かってやるものな
のか、何が足りないのか。一番大事なのは、私は予算
だと思うんです。財源がなければ対策というのは――
何ていいますか、子ども食堂ももちろんいいんですけ
れども、それがボランティアとかそういうのに頼って
いたら、継続的にやれますかということもあるので、
施策として振興計画の中に入れて、振興交付金の中
に、もうソフトの中に、子供の貧困対策を全国並みに
少なくとも解消するということでやるべきだと思うん
ですよ。いかがですか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　ちょっと繰り
返しになりますが、ことし３月に策定した子どもの貧
困対策計画、これは平成33年度までの計画となって
おりまして、いわゆる基本計画と同じ年度の位置づ
けになっています。まず、そこで掲げた34の指標を
しっかり、目標値を設定してますので、そこをまず達
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成していくというので、県としては取り組んでいきた
いと考えてます。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　それでは、33年度までにさっき
言った貧困解消はできないということを念頭に置い
て、次の振興計画をしっかり国に求めていくという立
場で、今から準備をしながらやっていただきたいと思
います。
　もう一つお尋ねをしますけれども、この貧困対策に
ついては計画を立てました。７月４日に日本弁護士連
合会が子どもの貧困対策セミナーを開いて、この貧困
対策モデル条例案も出しています。これが、全国で条
例をつくって貧困対策はやっていこうと、国も貧困対
策推進法をつくっていますから、それに合わせて沖縄
県も計画は持ったけれども、やっぱり恒常的に対策を
とっていくということであれば、貧困対策条例の制定
を必要とすると、私は思っているんですけれども、い
かがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　お答えしま
す。
　議員がおっしゃるとおり、国のほうでも子供の貧困
対策推進に関する法律が施行されています。それと関
連して県では、実態調査も行いました。今回、計画を
つくって、いわゆる施策を推進しているところでござ
います。
　議員提案の条例の制定につきましては、いわゆる
我々が進めている計画を推進していく中で、どのよう
に取り組むかも含めて研究をしていきたいというふう
に考えております。
○議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
○西銘　純恵さん　最後に、知事、お答えいただけま
すか。
　参院選は、辺野古新基地はつくらせない、子供た
ち、孫の未来に基地のない、米兵犯罪のない平和な沖
縄をつくるために、オール沖縄の誇りある闘いが大勝
利しました。
　沖縄の未来を切り開く大きな一歩になったと、沖縄
県民も思っていると思うんですが、知事の所見を伺い
ます。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　西銘議員の御質問にお答えを
いたします。
　オール沖縄、この議会でもいろいろ私も説明をして
まいりましたけれども、やっぱり戦後の成り立ちから
県民が２つに分かれて、その当時の時代背景とともに

経済だ平和だという形でございましたが、昨今の国際
情勢含め、県内の状況下も含めてそういったような形
でやり合うような時代は、もう通り過ぎてきたと。そ
ういう意味で、それぞれのよさを一つのパワーにし
て、そして誇りある豊かさをというようなことで保革
を乗り越えるというふうにしたわけでありますけれど
も、そういったようなものの中から、今回この２年ぐ
らいの間にそういったものはだんだんだんだん、私は
県民の御理解をいただいているのではないかなと思っ
ております。
　沖縄の基地問題を解決するのは、やっぱり大きなパ
ワーをつくり上げていかなきゃいけませんから、それ
ではまたそれぞれ価値観が違ったり、使命感が違った
りしてなかなか大変ですけれども、そういったものの
焦点を絞って、沖縄の今の現状を打破していくよう
な、新しい歴史の１ページをつくっていくということ
が大切だろうと。その意味で、今オール沖縄の流れが
いい形で今日まで選挙を通じては特に出てきたと思っ
ておりますから、これを一つのばねにして沖縄の今日
まで置かれてきたものをぐんと前に進めていきたい
と、このように思っております。
○西銘　純恵さん　ありがとうございます。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
　　　〔玉城　満君登壇〕
○玉城　　満君　会派おきなわの玉城満でございま
す。
　何の話をしようかなと思って、休憩に入るんじゃな
いかなと思ったんですが、そのままやったので。
　今までの前説というかいろいろ調べていたら、結構
重複していることも言っているんですよ。言っている
けれども、大体みんなウチナームンにこだわるという
ことで、やはりウチナーの言葉にこだわりたいと。今
議会でもウチナームンに対する違和感があるとかいろ
んな声が聞こえてきたんですが、僕はもうずっとウチ
ナームンとつき合ってきたものですから、これからも
ウチナームンは通していきたいなと思います。
　ウチナーのクヮーシでタンナファクルーという
クヮーシがあるんですけれども、つい最近しかわかり
ませんでした。何かといいますと、タンナフックルー
と言う人もいるしタンナファクルーと言う人もいるか
ら、どうなんですかと聞いたら、タンナファというの
は玉那覇なんですね、玉那覇クルーなんですね。だけ
れども、結構先輩でもタンナフックルーと言っている
人がいるものですから、こういう一つ一つ解明してい
くと、ウチナーの文化も見えてくるんですね。
　あと、よく最近新聞の宣伝にもジンブンという言葉
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が出てくるんですが、これジンブンってよく知恵であ
るとか意訳して出ているんですね。「人」と書いて文
化の「文」を書いてみたりというふうなことがあるん
ですが、私の師匠に照屋林助さんという方がおりまし
て、林助さんにこのジンブンというのをどういうふう
に解釈されますかと聞いたら、簡単だよと。どういう
意味かといいますと、ジンの分なんですね。昔お金が
ないから、頭で考えて何事もやらないといけなかっ
た。だから、これやりたいんですけれども、だけど予
算ないよと、お金がないよと言ったときに、ジンヌブ
ンヤ　カンゲーレーと。それからジンブンという言葉
になった。だから、銭なんですね、銭の分なんです
ね、あれ。だから銭の分は頭働かせれば節約もできて
いいものができてくるというそういうふうなことを
言っていましたよ。
　あと、ウチナー、結構誤解される言葉がありまし
て、これは何回も言っていいと思うんですが、ィヤー
とヤーだけは、これだけはもう毎回言いたいなと思い
ますね。テレビ見てても、ヤー　ヌーソーガと言って
いるんですが、このヤーというのはおうちのことだか
ら、おうちは何もしていないですね。ィヤーと言わな
いといけないんですよね、小さいイが入っていないと
いけないんですよね。それと、ワーですね、ワー。
ワー食べに行こう。どこがおかしいですか、これは。
自分を食べに行こうと言っているんですよ、これは。
ワー食べに行こうと言ったら。だから、ワーの前にウ
が入らないと。ゥワー食べに行こうだったらわかるん
ですね。こういうふうな、これだけは徹底しています
よ。
　僕はテレビ見て、最近チャンプルーとかいう言葉聞
くとワジワジーしてテレビに向かって、チャンプルー
と言ってしまうんですよね。やっぱりこういうやはり
ウチナーに対してこだわる人がたくさんいたほうが僕
はいいと思うんですよ。やはりいろんなところで口う
るさい人がいる、これですね。沖縄の名前を、例えば
阿波根さんという人がヤマトに行って、ウチナーン
チュと思われたくない症候群みたいな病気にかかっ
て、勝手に名前を変えてきて沖縄に帰ってくるんです
ね。そうすると、もうヤマトに１年ぐらい行っただけ
でもうヤマトゥンチュになったみたいな感じで帰って
くるわけですよ。兄さん、ウチナージラーしているね
と言ったら、名前何ていうのと言ったら、「あなみ
ね」ですと言うんです。勝手に名前変えて帰ってくる
人結構いるんですね。伊波さんも「いなみ」さんに
なって帰ってくる人もいるし、結構やっぱり向こうで
ウチナーンチュと思われたくない病気にかかる人が結

構いて、ただ、僕らはどこ行ってもやっぱりウチナー
ンチュを通すべきではないかなと思っております。
やっぱり沖縄のすてきな名前たくさんありますね。私
の知り合いに運天さんという人がいるんですけれど
も、名前は運天ジョージというんですけれども、３回
ぐらい事故起こしているらしいんです。そういうウチ
ナーで楽しく、こういう楽しみながらウチナーの文化
を残していくということも大事だと思いますので、そ
ろそろ質問しましょうね。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、日米地位協定の見直しを実現させるための手
順について知事の見解を伺う。
　２、文化観光スポーツ部関連について。
　(1)、沖縄県文化振興会の補助事業について伺う。
　(2)、クルーズ船受け入れについて。
　ア、那覇港クルーズターミナルの実績と課題につい
て伺う。
　イ、中城湾港・本部港のクルーズ船受け入れの実績
と課題について伺う。
　(3)、県立芸大について。
　ア、卒業後の就職率について伺う。
　イ、音楽学部沖縄文化コースについて伺う。
　３、総務部関連について。
　(1)、復帰以降の沖縄振興事業費の総額について伺
う。
　(2)、復帰以降の沖縄県の国税収納額について伺
う。
　４、企画部関連について。
　(1)、鉄軌道について。
　アはカットいたします。
　イ、県内各自治体で広域的なＬＲＴ導入の機運が高
まっているが、県のかかわり、対応を伺う。
　５、土木建築部関連について。
　(1)、県発注工事の県産品資材の利用頻度について
伺う。
　(2)、平成29年から導入予定の一人親方の社会保険
加入問題について県の見解を伺う。
　６、子供の貧困問題関連について。
　(1)、全県的なキャンペーンについて県の見解を伺
う。
　７、我が会派の代表質問関連について。
　平良昭一県議の質問にありました泡盛の問題です
が、泡盛の県内需要に対する支援は考えているのか、
県の見解を伺う。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　ただいまの玉城満君の質問及
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び質疑に対する答弁は、時間の都合上休憩後に回した
いと思います。
　20分間休憩いたします。
　　　午後５時44分休憩
　　　午後６時４分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前の玉城満君の質問及び質疑に対する答弁を願
います。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　玉城満議員の御質問にお答え
をいたします。
　子供の貧困問題関連についてに関する御質問の中
の、全県的なキャンペーンについてお答えをいたしま
す。
　子供の貧困問題を解消するためには、子供の学びと
育ちを社会全体で支え、地域の実情に即した対策に取
り組むとともに、県民の総力を結集し、子供の貧困対
策を県民運動として展開する必要があります。このた
め、６月には、県内各界各層の関係機関・団体で構成
する沖縄子どもの未来県民会議が設立されたところで
す。
　今後の取り組みとしては、子供の貧困に関する普及
啓発、ＮＰＯ法人やボランティア等への支援など、関
係機関・団体が一体となって、子供たちが未来に向
かって明るく前に進むことができるよう県民運動を展
開してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の、日米地位協定の見直しについて
お答えいたします。
  日米地位協定の見直しについて、県はこれまであら
ゆる機会を通じ、日米両政府に対し要請してきたとこ
ろであります。県としては、米軍基地をめぐる諸問題
の解決を図るためには、米側に裁量を委ねる形となる
運用の改善だけでは不十分であり、地位協定の抜本的
な見直しが必要であると考えております。
　日米地位協定の見直しについては、米軍基地が集中
する沖縄という一地域だけの問題ではなく、我が国の
外交・安全保障や国民の人権、環境保護などについて
どう考えるかという極めて国民的な問題であり、今後
とも、引き続き渉外知事会等全国的な団体とも連携
し、取り組んでいきたいと考えております。

　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　文化観光ス
ポーツ部関連についての御質問の中の、沖縄県文化振
興会への助成事業についてお答えいたします。
　県は、文化資源を活用して舞台公演を創出し、観光
誘客につなげることを目的として文化観光戦略推進事
業を実施しております。平成26年度において、県が
文化振興会へ助成を行い、同振興会が新たに舞台公演
を制作する演出家の公募・選定及び公演実施に対し支
援を行いました。当該公演実施に当たり、制作された
公演の認知度を高める必要性や定時・定常的に公演を
実施するための会場の確保及び観光客の集客が十分で
ない等の課題がありました。そのため、平成27年度
は、文化振興会を通した７つの舞台公演に対する支援
を継続するとともに、一定の観光客の来場が見込まれ
る大型ショッピングモールにおいて、文化振興会が試
行的に実施する定時・定常的な企画公演に対して助成
を行ったところです。
　観光客の集客につきましては、平成26年度より幾
分改善されたものの、入場者数に占める観光客の割合
が依然として低いことから、今年度においては、効果
的な事業スキームとなるように改善を行い、事業を実
施することとしております。
　次に、那覇港クルーズターミナルの実績等について
お答えいたします。
　那覇港へのクルーズ船の寄港回数は、平成25年が
56回、平成26年が80回、平成27年が115回となって
おり、平成28年は187回の寄港が予定されておりま
す。寄港回数の急増などにより、クルーズ専用バース
だけでなく貨物バースでも受け入れを行っております
が、複数のクルーズ船が寄港を申し込んできた場合
に、受け入れできないなどが課題となっております。
　次に、中城湾港新港地区、本部港の実績等について
お答えいたします。
　中城湾港新港地区へは、ことし国内船で５年ぶり、
外国船では10年ぶりとなる合計12回の寄港が予定さ
れており、６月末までに既に６回寄港しております。
課題としましては、中城湾港新港地区の貨物専用バー
スで乗客等を受け入れることによる観光イメージへの
影響、地元の観光地を周遊する満足度の高いツアー造
成による地元経済への寄与などが挙げられます。
　本部港へのクルーズ船の寄港回数は、平成25年が
１回、平成26年が２回、平成27年が１回、平成28年
の寄港につきましては、船舶代理店によりますと現在
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調整中とのことであります。課題としましては、北部
の魅力ある観光資源を周遊するツアーの造成のほか、
大型クルーズ船が接岸できる岸壁の整備などが挙げら
れております。
　次に、県立芸術大学の就職率についてお答えいたし
ます。
　県立芸術大学の学部卒業生の就職率につきまして
は、平成24年度が58.0％、平成25年度が62.0％、平
成26年度が68.7％、平成27年度が72.9％となってお
り改善傾向にあります。県立芸術大学では、就職率の
改善に向け、平成24年度から就職支援アドバイザー
を配置し、学生へのきめ細かな就職相談に対応してお
ります。また、平成26年度からキャリア支援事業を
実施し、学生と企業のマッチングを目的とした合同企
業説明会、教員に対するキャリアカウンセリング研
修、企業開拓等を行っており、このような取り組みが
就職率向上に一定の効果を上げているものと考えてお
ります。
　次に、音楽学部沖縄文化コースについてお答えいた
します。
　県立芸術大学では、魅力ある研究教育の場を創出
し、県内外から意欲あふれる学生を幅広く受け入れ、
音楽や芸能を多彩に学びながら地域や時代のニーズに
合った有望な学生を輩出することを目的に、平成28
年度に音楽学部を再編し、沖縄文化コースを設置しま
した。沖縄文化コースは、古典から現代に至るさまざ
まな音楽ジャンルの学術研究と舞台制作や音楽事業の
企画運営など、アートマネジメント領域の実践活動を
内容としたカリキュラムで編成されております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城　武君登壇〕
○総務部長（金城　武君）　総務部関連についての御
質問の中で、復帰以降の沖縄振興事業費についてお答
えをいたします。
　内閣府の資料によりますと、沖縄が本土に復帰した
昭和47年度から平成28年度までの内閣府沖縄担当部
局予算額は、累計で約11兆8000億円となっておりま
す。
　次に、復帰以降の沖縄県の国税収納額についてお答
えをいたします。
　沖縄国税事務所の報道資料によりますと、昭和47
年度から平成26年度までの沖縄県における国税収納
額の総計は、８兆2696億7800万円となっておりま
す。
　以上でございます。

○議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　下地明和君登壇〕
○企画部長（下地明和君）　企画部関連の質問の中
で、広域的なＬＲＴ導入についてお答えいたします。
　フィーダー交通は、地域のまちづくりと密接に関連
していることから、具体の地域へのＬＲＴの導入につ
いては、まずは、関係市町村において交通計画やまち
づくりの観点から検討がなされるものと考えておりま
す。鉄軌道の計画案策定においては、フィーダー交通
ネットワークのあり方も含め、昨年４月に設置した市
町村会議を通して、市町村と情報共有、連携を図りな
がら検討を進めているところであります。
　以上であります。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　宮城　理君登壇〕
○土木建築部長（宮城　理君）　土木建築部関連につ
いての御質問の中の、県発注工事の県産品資材の利用
頻度についての御質問にお答えいたします。
　県が発注する公共工事においては、県内企業への優
先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づき、特記
仕様書に「本工事で使用する資材等のうち、沖縄県内
で生産、製造され、かつ規格、品質、価格等が適正で
ある場合は、これを優先して使用する」と記載して、
県産資材の優先使用に努めているところであります。
特に、鉄筋、セメント、アルミサッシ等の主要資材に
ついては、請負業者に対し県産品の使用状況の報告
を義務づけているところであり、これらの資材の平
成27年度の県産品使用率は、鉄筋99.9％、セメント
97.2％、アルミサッシ99.8％となっております。
　県としては、工事着手前に使用資材計画を確認する
など、引き続き県産資材の優先使用に取り組んでまい
ります。
　次に、一人親方の社会保険加入問題についての御質
問にお答えいたします。
　国土交通省は、建設業における社会保険未加入問題
の解消を推進するため、平成24年11月、社会保険の
加入に関する下請指導ガイドラインを施行して、社会
保険未加入業者を下請から排除する取り組みを行って
おります。社会保険については、法人等の企業や一人
親方等、会社の形態により、加入が義務づけられてい
る保険の種類が異なり、加入状況の把握は困難と考え
ております。このようなことから、一人親方の社会保
険加入については、他府県等の状況を踏まえ、国の動
向を注視して対応を検討していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
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○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　我が会派の代表質
問関連についての中の、泡盛の県内需要の支援につい
てにお答えします。
　県では、毎年、沖縄国税事務所との共催で泡盛鑑評
会を実施し酒質の向上を図っているほか、泡盛を使っ
たカクテルコンテストに沖縄県知事賞の授与を行い、
泡盛の普及に努めているところであります。今年度
は、若者や女性の泡盛離れの解消に向け、泡盛業界団
体が実施する沖縄を代表する泡盛カクテルの開発等に
対して助成支援を行います。引き続き泡盛振興策検討
委員会からの報告を踏まえ、業界と連携しながら県内
向けの需要拡大に向けて取り組みを進めてまいりま
す。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　沖縄県文化振興会の補助事業であり
ます文化観光戦略推進事業、この文化観光とついてい
るからには、観光客の皆さんにやはり見てもらうとい
う目的もあるわけです。このマグネットコンテンツの
創造、育成、確立を図ることを目的にとしっかり書か
れているわけですね。この事業に観光客がどの程度の
割合で見に来ましたか。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　本答弁でもこの事業の課題として申し上げました
定時・定常的に公演を実施するための会場の確保、
こういったのはなかなか難しいところが平成26、27
とございまして、平成26年度につきましては、26公
演6000人余りの入場者数のうち、観光客の割合は
4.3％、そして平成27年度は47公演5600人余りの入
場者のうち、幾分先ほど改善したと申し上げました
が、9.8％が観光客ということでございました。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　これはやはりどこかちょっとチェッ
ク不足の感がありますね。観光客の皆さんに沖縄の文
化を見てもらって、そしてそれをやっぱり観光客が来
たときにこれを探すぐらいのそういうイベントである
はずなんですね。これどういうことでこういうことに
なっているかというと、その都度その都度観光客がど
の程度来たのかというチェックをやっぱり入れていく
ことが大事だと思うんです。これ終わって観光客がど
の程度だったとかというふうな話じゃなくて、途中、
観光客を導くためにはどうすればいいかということ

が、やはりこのデータで僕はやられていなかったので
はないかなと思うんです。だから部長、今後はこれは
文化振興会としっかり話し合ってそれは改善していた
だきたいなと思います。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えいた
します。
　昨年度までは、例えば国立劇場おきなわ小劇場を中
心に公演を実施してきましたが、定時・定常という形
ではなかなか実施、会場の確保という面でできません
でした。それを今年度は国際通り周辺の劇場、具体的
にはてんぶす館とかパレット久茂地市民劇場ですが、
そこで一定期間継続して公演を実施するとそういった
形で今事業の企画をしております。その上で時期とし
ましては、11月末から12月初旬、それから年が明け
た１月下旬から２月上旬、この期間に定時・定常で実
施すると。加えて、この際旅行者や市内のホテル等通
した誘客に向けた情報発信などを行って、観光客の集
客につなげていくという形で事業を進めたいと考えて
おります。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　この件に関しては、いろいろやり方
があるはずですからしっかりチェックしてください。
　それと、クルーズ船受け入れなんですが、今もう圧
倒的に那覇港のクルーズターミナルのほうに詰まって
しまっていると。それとやはり中城湾港のほうにも本
部港のほうにも、どうにか受け入れ体制ができるよう
な緊急な僕は岸壁の工事であるとかしゅんせつである
とか、大型船を迎え入れるための何がしかの県の取り
組みが必要だと思うんですが、これはスケジュール的
にはどういうふうな想定をしていますか。
○議長（新里米吉君）　土木建築部長。
○土木建築部長（宮城　理君）　お答えいたします。
　まず本部港に関してですが、国は北部地域振興に資
する港湾整備に関する検討会、この中で本部港の受け
入れ対象船舶の規模等について今現在検討を行ってい
るところです。
　県としては、本部港や中城湾港においても、クルー
ズ船の大型化に対応するためこの検討状況等を踏まえ
て国と連携して整備は進めていくということでござい
ます。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　これは僕は早期に整備すべきだと
思っております。既に那覇のほうがパンク状態で、
これから1000万人を迎え入れるという流れの中で、
やっぱり協議の時間が余りにも長過ぎたら、まして
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やＭＩＣＥもあります、2020年。その部分もあるの
で、それと知事公約である県土の均衡ある発展という
意味からも、やはり分散したほうが絶対沖縄県のため
にいいだろうということで感じているわけです。だか
らこれ早期に実現していただきたいなと思います。こ
れ要望しておきます。
　次に、県立芸大なんですが、県立芸大の卒業生で特
に立方の皆さんというか、そういう琉球芸能をやって
いる皆さんの就職の問題がかなりあるわけです。これ
何かといいますと、沖縄の芸能をしっかりと守ってい
る人たちが今アルバイトをしながら国立劇場の舞台に
立つとか、市民会館の舞台に立つとかそういう流れに
なっているんです。それはゆっくり本当に芸にだけ一
生懸命取り組めるというような体制がやっぱりできて
いない感じがするんですね、社会の受け入れ体制がで
すよ。だからそこを県は何かひねり出して、こういう
立方の皆さんたちがしっかり沖縄県の、昔で言えばウ
ドゥイブジョウみたいなそういう部署をつくって受け
入れるとか、そういうふうなことはちょっと考えたり
しているんですが、部長どうでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時26分休憩
　　　午後６時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　琉球古典芸能の担い手の育成としましては、中核の
機関としては県立芸術大学を位置づけているところで
ございます。また、国立劇場おきなわにおいては、組
踊伝承者の研修事業であったり、またそういった卒業
生、修了者による舞台公演に向けて、国立劇場おきな
わの舞台監督が年間を通した自主公演、企画公演の中
でそういった若手の登用を含めたそういった形でさま
ざまな舞台を企画しております。
　活動の場として、まだまだ不足というふうなことだ
とそういったお話だと思いますが、県のほうにおきま
しては、そういった若手の実演家の育成等を目的とし
たかりゆし芸能公演、こういったものをまた県のほう
で支援しながら実施するとか、今後またどのような形
で若手の実演家の育成を兼ねた公演機会の創出ができ
るか少し勉強していきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　僕はこの世界から来たからあれなん
ですが、演出家であるとか照明係であるとか音響の皆
さんであるとかというのは、この分野で十分食べてい

るんです。ところが、立方の皆さんのギャラたるやす
ごく県の査定も低い、国立劇場の査定も低い。やっぱ
りそんな中では、ずっと立ち続けて食べていくという
のはほんの一握りなんです。だから、その辺イベント
を組むときに、その立方の人たちが本当に喜ぶような
予算のあり方とかそういう話し合いみたいなものを実
際されているのかなと思うんです。やっぱりどこかで
プロデューサーであるとか演出家が高くとって、その
しわ寄せが立方の皆さんに来ているというのが今の沖
縄県のイベントの大体そういうパターンになっている
んです。だから県がもしかかわるイベントであるなら
ば、もう少し立方の皆さんに出演料は本当に食べられ
るぐらいの出演料を設定していくとか、そういうふう
な話し合いというのはいろんな芸能関係者と話し合い
は持ったことありますか、部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　休憩お願い
します。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時29分休憩
　　　午後６時30分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　私の記憶では、平成25年度だと記憶しております
が、今議員からございました出演料に関して、実演家
のほうに直接交付されているかみたいなことが一定議
論があったというふうに記憶しております。その際
に、そういった形でやってもらえるようにという形
で、一定の伝達みたいなものを関係団体にやったとい
う記憶がございますが、それ以後、昨年度からことし
にかけてはそういったことをテーマにした意見交換な
どは行っておりません。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ぜひチェックをしていただいて、例
えば県立芸大を卒業すると少なくともいい舞台に立て
るみたいな流れを持たせないと、やっぱりこの県立芸
大のステータスというか、それが高まってこないわけ
ですよ。卒業してもどうせ俺は食えないんだというよ
うな形になったら困ると思うんで、やっぱりその辺
ちょっと考えていただきたいです。
　あと、復帰以降の沖縄振興事業費の総額と国税収納
額の差が２年前のあれですから、ちょっとタイムラグ
があるかもしれないけれども、約３兆円弱ですね。こ
れ僕は11兆8000億余りの振興事業費が本当に沖縄の
地元の皆さんに落ちているかどうかという意味では、
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約６割は還流しているんじゃないかというのがここ
二、三年前のやっぱり通説なんですよ。これはどうい
うことを言いたいかというと、地元の企業が受ければ
受けるほどこの国税収納額も絶対上回ってくるはずな
んです。これ見ていると、やはりもう少し地元の企業
を大事にした、振興事業費を地元の企業に落とせるよ
うなそういう仕掛けを知事みずからこれ見直していた
だいて、やっぱりやることによって今の年収の全国最
下位であるものが、ちょっと上に上がって底上げにな
るのではないかとか、いろいろ企業も強くなっていく
んではないかとか、そういうことがここの数字に僕出
ているような気がしてしようがないんです。だから、
地元が絶対潤うような仕掛けをやはり知事先頭になっ
て取り組んでいただきたいなと思うんですが、知事、
いかがなものでしょうか。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時32分休憩
　　　午後６時32分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　今お話ししているように、地元にいかにこの予算を
還元できるかというのは、私たちは翁長県政になりま
してから各部署について、ぜひとも地産地消、それと
もう一つは地元優先発注という形で、これだけの沖縄
県に予算があるんだから、どれだけ地元のあるいは業
者、地元に還元できるかということを常に三役で相談
して、その方式を一つ一つこれまでと各部署で検討し
ながら進めていきたいとそういうふうに考えておりま
すので御理解ください。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ぜひ取り組んでいただきたいと思い
ます。
　あと、泡盛ですね。商工労働部長、泡盛、今の20
代の皆さんの第何位ですか。嗜好されている順位があ
るでしょう。ビールとかワインとか焼酎とか、今の
20代のウチナーンチュ、第何位ですか、泡盛。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　休憩お願いしま
す。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時34分休憩
　　　午後６時34分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城　満君。
○玉城　　満君　恐らくベスト５入っていない、ベス
ト５に入っていないんですよ。この沖縄を代表する酒

がベスト５に入っていない。20代と言ったら一番も
う飲み盛りなのに、ベスト５に入っていないというの
が、僕はどうにかせんといかぬじゃないのと普通考え
ますよね。やはりそこで僕はある種の――確かに新し
い商品を開発したりとかというのも大事だけれども、
やっぱり県産品に特化した、これだけは守らないとい
けないというようなもののキャンペーンみたいなもの
を支援してあげるとか、そういうことを今やらないと
もう居酒屋行っても、だんだんだんだん焼酎の棚がど
んどんどんどん大きくなっていって泡盛がだんだんだ
んだん小さくなってきているんですよ。これもここ２
年でですよ、２年で一挙にですからね。泡盛を飲まな
くなった若い人たちもちょっと僕は情けないと思って
いるんだけれども、もっと飲んでもらいたいなと思う
んだけれども、しかしそれは何がしか県がやってあげ
られることがあるんではないかと思うんですが、いか
がなもんでしょうか。
○議長（新里米吉君）　商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）　確かに泡盛の消費
量が落ちているものですから、我々商工労働部としま
しても、今年度琉球泡盛県外展開強化事業ということ
で、いろいろな事業を組み合わせまして、まず工業技
術センターあたりでは、長期的な話ですけれども、仕
次ぎをやり方によってはうまい酒ができるかとかそう
いうこともやりながら、それからまたあと酒造所組合
と一緒になりながらプロモーションも実施していくと
いうことも行います。それから新たな、先ほどもおっ
しゃったような若者向けのそういう飲みやすい泡盛も
開発していくという事業を実施していく予定でござい
ます。
○議長（新里米吉君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　最後になりますけれども、子供の貧困問題なんです
が、かつてアメリカのミュージシャン、アーティスト
が集まって、Ｗｅ　ａｒｅ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄとい
う曲をマイケル・ジャクソンであるとかああいういろ
んなアーティストが一堂に会して、50名ぐらいの人
が１曲の歌を歌ったんですね。これはアフリカの子供
たちのために、これの印税から幾らかは向こうにちゃ
んと基金にしようじゃないかというような取り組み
だったんです。僕は今沖縄にこれだけのアーティス
ト、そしてミュージシャン、有名なウタサーの皆さん
がたくさんいるわけですよ。
　そこで、やはり子供の貧困をテーマにしたタイトル
はワラビでもいいよ、ワラビというタイトルでＷｅ　
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ａｒｅ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄみたいに、やはり全員で
それを撮って録音して、それが売れた分の印税を子ど
もの貧困基金に回すとか、未来基金でもいいですけれ
ども、そういうふうな取り組みがやっぱり僕は必要に
なってくるんじゃないかと。
　先ほどの泡盛にもちょっと関連するんですけれど
も、あの泡盛は例えば１本から５円はこの子ども未来
のために使われますよみたいなそういう仕掛けをして
いくだけで、いろんな民間の人たちを巻き込むことが
できると思うんです。それをやはり県が中心になっ
て、こういうことを仕掛けませんか、こういうことを
仕掛けませんかということで民間を巻き込んでいく。
そして、この沖縄を代表するアーティストやミュージ
シャンたちも有効活用するというようなそういう仕掛
けを子供の貧困の中で取り組んでいただければ、恐ら
く民間は巻き込まれていくと思います、ぜひ。
　最後に一言なんですけれども、先ほどの運天ジョー
ジの続きなんですよね。ヤマトの運天ジョージさんが
事故起こしたときに、ヤマト出身の警察官が来て……
○議長（新里米吉君）　まとめてください。
○玉城　　満君　おたく名前何ですかと言ったら、運
天、隣の人は仲間です。後ろの女性は恩納です。それ
を見ていたオバーは屋宜ウシさんでした。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
　　　〔宮城一郎君登壇〕
○宮城　一郎君　こんばんは。
　最後の質問者となりました。皆様お疲れのことかと
思いますが、いましばらくおつき合いいただきますよ
う、お願いいたします。
　社民・社大・結連合の宮城一郎と申します。宜野湾
市区選出でございます。
　宜野湾市は、昨年の９月下旬から宜野湾市長選挙、
それから沖縄県議会議員選挙、そして一昨日終わりま
した参議院議員選挙と、参議院議員選挙では候補が宜
野湾市をホームタウンにしていることもあって、ずっ
とこの10カ月間ほど選挙に没頭しておりました。非
常に疲れが残っているのは、私だけではなくて皆様も
そうかと思いますけれども、ひとつこの最後の質問で
きれいに締めくくっていきたいと思います。
　質問の前に、こうやって初めて沖縄県議会の議場に
立ち、これからの４年間を臨むに当たり、少しだけお
話をさせていただきたいと思います。
　普天間で生まれて49年の人生を普天間基地の危険
性と、日米地位協定の不平等を感じながら育ちまし
た。ヤマトが決めたことに抗ってもしようがないさと

いった諦め、どうせ基地はなくならないんだからせめ
て金にかえるべきなんじゃないのといった妥協、打
算、それをずっと見て育ってきました。本当はこんな
ふうに暮らしたい、本当はこんな沖縄で生きていきた
いという思いをウチナーンチュは長く封じ込めてきた
ような気がします。
　２年前の翁長知事の誕生と衆院選での４人のオール
沖縄候補の勝利は、私にとって本当に願う人生のあり
方を声に出してもいいんですよと、知事、４人の候補
者に語りかけられたようで、大きな勇気になりまし
た。そして、県民の思いをそのままに酌み取ってくれ
るリーダーたちを傍観者ではなく当事者としてもっと
強い力で支えていくために、県議選の挑戦を決意し、
多くの支持者の皆様のお力添えによりここに押し上げ
ていただきました。
　選挙の途中までわかっていたようで実はしっかり認
識していなかったことがあります。翁長知事を、オー
ル沖縄を支えるということは、何をもたらすのか。普
天間基地の早期返還、辺野古新基地建設阻止というの
がゴールだと考えていました。浅はかでした。その先
にある本当のゴールを選挙中に起こった事件で思い知
らされました。未来を断ち切られた娘が最後の犠牲者
となり、子を失い悲しむ親は私たちで最後にしてほし
い、これをかなえること、実現することが本当のゴー
ルだとわかりました。この思いに応えるために、知事
とオール沖縄を支えます。普天間を固定化させる、辺
野古に新しい基地をつくらせる、それを許せばゴール
にたどり着くことはできません。
　彼女の犠牲で最後にする。絶対に次の犠牲者を出さ
ない。私の雇い主である沖縄県民に今この場所からお
約束させていただきたいと思います。
　それでは、通告書に準じて質問させていただきま
す。
　１、沖縄県アジア経済戦略構想及び姉妹・友好都市
提携についてお尋ねします。
　知事が去る開会日の議案説明要旨の冒頭挨拶でも触
れておられましたが、拡大するアジアのビジネスチャ
ンスを逸することなく、本県の経済発展につなげてい
くとのことでした。そのために、近隣諸国各地域へ
トップセールスを実施し、さらには昨年９月に沖縄県
アジア経済戦略構想をまとめ、同推進計画を積極的に
進められていると思います。
　(1)、その中で、ことし４月10日から13日に催行さ
れた日本国際貿易促進協会の訪中団同行について。
　ア、訪中団同行の意義・目的、そして訪中を終え
て、成果及び見つかった今後の課題などあればお聞か
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せいただきたいです。
　(2)、沖縄県の姉妹・友好都市提携の状況につい
て。
　ア、沖縄県の姉妹・友好都市提携の状況はどうなっ
ているか、お伺いいたします。
　イ、今後の姉妹・友好都市提携の予定があればお聞
かせください。
　(3)、東アジア及び東南アジア地域における沖縄県
の果たすべき役割について。
　ア、沖縄県アジア経済戦略構想に続くフェーズとし
て、沖縄県アジア平和戦略構想を展望するお考えはな
いか。
　続いて２です。普天間基地問題について。
　普天間基地問題は沖縄県民、宜野湾市民にとって日
本国憲法第３章13条によって尊重されるべき生命、
自由、幸福追求を脅かすと同時に経済発展、福祉など
をも阻害する最大の課題であります。特に宜野湾市民
にとっては、速やかに解決されなければならない課題
です。
　直近の宜野湾市長選挙、そして県議会議員選挙、加
えて参議院選挙も、とにかく普天間基地がなくなるの
であれば移設先は関知しないという考え方と、普天間
基地はもちろんなくなってほしいけれども、宜野湾
チュが嫌なものを同じウチナーンチュに押しつけるの
は許されないという争点で市民が分断されてきまし
た。いずれにせよ普天間基地の危険性除去と早期返還
は、両者共通のゴールであります。
　そこでお尋ねします。
　(1)、５年以内の運用停止について。
　ア、改めて運用停止５年の起算日と期限、これは何
年何月何日をもくろんでいるのかお聞かせください。
　イ、政府が設定した期日は、現在の沖縄県の要望、
目標としても同様でしょうか。
　(2)、普天間飛行場負担軽減推進会議について。
　ア、改めてこれまでに行われた会議の経過と今後の
開催見通しをお聞かせください。
　イ、次回開催に際して、沖縄県の方針、スタンスを
お聞かせください。
　(3)、辺野古新基地建設との因果関係について。
　ア、政府は辺野古新基地建設が普天間基地の５年以
内の運用停止の条件と主張していらっしゃいます。こ
れについて沖縄県の認識をお聞かせください。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　宮城一郎議員の御質問にお答

えをいたします。
　沖縄県アジア経済戦略構想及び姉妹・友好都市提携
についてに関する御質問の中の、訪中団の意義、目
的、成果、今後の課題についてお答えをいたします。
　私は、ことし４月、日本国際貿易促進協会第42回
訪中代表団に参加し、汪洋副総理との会見を行いまし
た。その中で、福建省における県産及び日本産食品の
通関や検疫の簡素化と迅速化、そして、中国と友好関
係にある自治体間のさらなる経済・文化交流などにつ
いて提案したところであります。これに対し、汪副総
理からは、福建省の通関の簡素化等については、提案
を検討し適切な形でフィードバックする、そしてま
た、日中の地方間交流については、全面的に賛成との
発言があったことから、今後の進展に期待していると
ころであります。
　一方で、課題としては、現地の規制緩和や物流コス
ト低減などが挙げられます。
　沖縄県としては、今後も引き続き中国側に働きかけ
を行いながら、輸出拡大に向けた体制構築や国内外の
関係機関との連携等を図ってまいりたいと考えており
ます。
　次に、普天問基地問題についてに関する御質問の中
の、辺野古新基地建設と５年以内の運用停止について
お答えをいたします。
　普天間飛行場の５年以内運用停止については、昨年
の集中協議において、政府から５年以内運用停止は辺
野古移設が前提であるとの発言はありませんでした。
　県は、辺野古移設の進捗にかかわらず、５年以内運
用停止等を求めてきたところであり、辺野古移設が前
提ではないと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
○議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄県アジ
ア経済戦略構想及び姉妹・友好都市提携についての御
質問の中の、姉妹提携の状況と予定についてお答えい
たします。１の(2)のアと１の(2)のイは関連しますの
で一括してお答えいたします。
　沖縄県では、県系移民の状況や歴史的関係を踏まえ
た上で、長年にわたる交流の実績や双方の友好交流の
機運の高まりを受けて、これまで姉妹提携を結んでお
ります。新規の姉妹提携の予定は現在のところありま
せんが、沖縄県では、アメリカ合衆国ハワイ州、ブラ
ジル連邦共和国南マットグロッソ州、ボリビア多民族
国サンタクルス州及び中華人民共和国福建省の４州県
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と姉妹提携を結んでおります。また、平成28年３月
31日現在、那覇市を初め県内12市町村において、海
外17都市と姉妹提携が結ばれております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城弘昌君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）　沖縄県アジア
経済戦略構想及び姉妹・友好都市提携についての御質
問の中の、沖縄県アジア平和戦略構想についてお答え
します。
　さきの大戦で悲惨な地上戦を体験した沖縄県民は、
命と平和のとうとさを肌身で感じており、世界の恒久
平和を心から望んでおります。県では、沖縄平和賞の
贈賞、平和の礎及び沖縄県平和祈念資料館を通して、
沖縄戦の歴史的教訓を次代に伝え、平和を希求する沖
縄の心を世界へ発信しております。
　県としましては、引き続き国際社会における平和発
信拠点としての地位を高め、世界平和に貢献していき
たいと考えております。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　謝花喜一郎君登壇〕
○知事公室長（謝花喜一郎君）　普天間基地問題につ
いての御質問の中の、５年以内運用停止の起算日と期
限についてお答えいたします。２の(1)アと２の(1)イ
は関連いたしますので一括してお答えいたします。
　普天間飛行場の５年以内の運用停止については、普
天間飛行場負担軽減推進会議において、第１回会合が
開催された平成26年２月を起点とすることを、同会
議の構成員である国、県、宜野湾市の間で確認され、
その後、平成26年10月に閣議決定されております。
　県としては、普天間飛行場の５年以内運用停止は、
平成26年２月を起点とし、平成31年２月が期限であ
ると考えております。
　次に、同じく普天間基地問題についての御質問の中
の、普天間飛行場負担軽減推進会議の開催見通しと県
の方針についてお答えいたします。２の(1)アと２の
(1)イは関連いたしますので一括してお答えいたしま
す。
　県は、平成25年12月、沖縄政策協議会において、
普天間飛行場の５年以内の運用停止を含む４項目の基
地負担軽減策を要請し、平成26年２月に設置された
普天間飛行場負担軽減推進会議において、普天間飛行
場の５年以内運用停止を含む４項目の基地負担軽減策
について、具体的な取り組みを求めてまいりました。
同会議については、平成26年10月20日の第３回以降

開催されておりませんでしたが、今月中の開催に向け
て調整しているところであります。
　県としては、今後も、同会議の中で普天間飛行場の
５年以内運用停止を含む４項目の基地負担軽減策につ
いて取り組むよう求めてまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　再質問させていただきます。
　(3)、東アジア及び東南アジア地域における沖縄
県の果たすべき役割について、そのアなんですが、
ちょっとこちらの質問が舌足らずだったために、友好
都市提携とのつながり方、意図が伝わらず申しわけあ
りませんでした。
　今、沖縄県は、沖縄県アジア経済戦略構想によっ
て、アジアに多くの経済パートナーを構築しているの
だと理解しております。そのため、翁長知事みずから
がトップセールスをなさっている。今後、経済パート
ナーの構築から平和パートナーの構築に結びつけてい
くお考えはないかの確認という意味とあわせまして、
この平和パートナーの構築手法として姉妹都市、友好
都市提携の拡大を目指すお考えがないかどうかお尋ね
いたします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時58分休憩
　　　午後６時58分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　宮城一郎議員の御質問にお答
えをいたします。
　先ほどの御質問の中でも、姉妹・友好都市関係の御
質問もありまして、こちらからも積極的にそれをやっ
ていきたいという答弁もあったかと思います。
　私も沖縄のこれからの21世紀目標というのは、
今、日本の安全保障のかなめとなって、ある意味では
基地が中心になっての、ある意味で人によって見方が
違うと思いますけれども、安全保障のかなめになって
いるというような形であります。しかし将来において
は、アジアの経済発展、このダイナミズムの中でやは
り平和でなければ経済というのは発展しないというの
が私の一番の眼目でありますので、そういう意味で将
来沖縄がこのアジアの中心地という中で、平和の緩衝
地帯になってくれたらいいなというふうにも思ってい
ます。なおかつ、いろんな政党からも国連の機関を沖
縄に持ってきたらどうかなどという話もありますが、
これも大変重要でありますし、今おっしゃるような姉
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妹・友好都市関係をいい形で結ぶ中に、そういったも
のの集合体の集まりができるようなもの等を工夫しな
がら、今宮城一郎議員のおっしゃるような考え方に近
い形で沖縄の将来というようなものを見ていきたいな
と、このように思っております。ですから、姉妹・友
好都市の提携というものは、特にアジアとの関係でこ
れから大きな意味合いを持ってくるのではないかなと
思っております。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　ありがとうございます。
　今、知事がおっしゃられたとおり、近年の東アジア
それから東南アジアについては、多くの緊張が存在し
ていると思います。存在しておりますが、今現時点に
おいては、米国の軍事力を用いて対峙国とお互いの胸
ぐらをつかんで、そして拳を振り上げた状態によっ
て、緊張を伴った安全のようなものを維持していま
す。しかし、この状態はおおよそ平和な状態とは言い
がたいというふうに考えておりまして、冷戦時代の核
の抑止力にも似た政治的にはお粗末な手法を21世紀
の現在でも続けているのが残念だというふうに考えて
います。戦を好まず平和を希求するウチナーンチュの
心を万国津梁の精神を受け継ぐウチナーンチュとし
て、外交的に行き詰まりを見せる日本に、平和外交の
模範を示す役割を、本県は率先して担わなければなら
ないのではないかと考えています。沖縄県は、安易に
抗議行動などに走ることなく、平和的な解決のアプ
ローチを念頭に置いて動いていってほしいと思いま
す。
　しかし一方で、代表質問で沖縄・自民党の砂川議員
がおっしゃったように、現在八重山近海は非常に緊張
した海域になっているのは事実です。空も同様に緊張
しています。この状況を国でも県でも誰でもいいから
何とかしてほしいという願いは切実で、まさに現地の
声そのものだと思います。しかし、この現在の緊張、
何を契機に始まったのかを振り返ってみたときに、当
時の東京都知事の提起を端に発した尖閣諸島の国有化
を境に接続水域への侵入、領海侵犯などの挑発行為が
急激に増加したことを思い出さなければならないと
思っています。その後、国が何度抗議しようと一向に
問題は解決しません。逆に悪化していることを考えれ
ば、沖縄県がなさなくてはならない行動は慎重でなけ
ればならないと思います。仮に沖縄県が中国に抗議し
たとして、状況が改善すると考えるのは非常に危険
で、もしかするとさらなる緊張を引き起こす可能性も
あると思っています。八重山のウミンチュをもっと危
険な状況にさらすことになるかもしれない、そのあた

りを慎重に考えていって県としての対応をしていただ
きたいなというふうに思っています。
　次の質問に移らせていただきます。失礼しました、
申しわけないです。少し続きがあります。コメントさ
せてください。
　ただ、繰り返しになりますが、砂川議員がおっしゃ
るとおり現地は既に緊迫しています。私も観光事業者
として、しばしば石垣に行きますが、取引先と会食す
ると必ずと言っていいほど、本島に住んでいる一郎に
は現地の危機感はわからないとお叱りを受けていま
す。
　知事、沖縄県におかれましては、可及的速やかにそ
して何より平和的なアクションを持っていただきたい
と思っております。
　次の質問に移ります。
　先に(3)、辺野古新基地建設との因果関係について
です。
　ア、政府は辺野古新基地建設が普天間基地の５年以
内の運用停止の条件と主張している件について。
　当時、私がまだ一県民、有権者だったころ、マスメ
ディアから得られた情報として次のように解釈してい
ました。
　当時の仲井眞県知事は、辺野古の埋め立てを承認し
ますから普天間を５年以内に運用停止してください。
すなわち辺野古埋め立てするなら普天間の５年以内の
運用停止が条件ですよというふうに解釈していまし
た。しかし、現在の政府は、普天間の５年以内の運用
停止を実現したいなら辺野古を埋め立てさせなさい。
目的と条件が倒錯しているような印象を持っていま
す。県の感想はいかがでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　我々は、この５年以内の運用停止、これは前知事が
要望していますけれども、それは辺野古移設が前提と
いうような理解はしてございません。実は、先ほど知
事からも答弁があったと思いますが、集中協議の間に
もそういったお答えはなかったというふうな理解でご
ざいます。辺野古移設は前提ではないというのが県の
スタンスでございます。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　では、(2)、普天間飛行場負担軽減
推進会議について、少し戻ってお尋ねします。
　まず、経過なんですけれども、第１回の普天間飛行
場負担軽減推進会議、これは平成26年２月18日に開
かれたというふうに解釈しています。当時の仲井眞
県知事は、平成22年に沖縄県知事選挙に当選した際
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の公約、県外移設を、平成25年暮れに撤回していま
す。佐喜眞宜野湾市長は、平成24年２月に宜野湾市
長選挙に当選した際の公約、県外移設を、同じく25
年12月に撤回しています。したがって、26年２月18
日の際にもうこの会議のテーブルに着くときには、２
人は既に公約を撤回していらして、沖縄県民、宜野湾
市民の声を代弁する立場にはなかったというふうに考
えているんですけれども、会議の参加者として適正
だったとお考えでしょうか。
○議長（新里米吉君）　知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）　負担軽減推進会議
は、今議員御指摘のとおり２月18日に第１回会議が
開かれております。その際には、やはりその前の年に
当時の知事が求めた４項目について、これの実行を国
に求める。その中には５年以内の運用停止も入ってい
るということで、そういった県外移設を撤回したとか
何とかという以前に、こういった４項目を実現するた
めに会議が開かれたということでございまして、県の
ほうから、私のほうから、その会議の出席が適当かど
うかということについては、答弁は差し控えたいと
思っております。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　理解しました。
　次の会議が先ほど答弁で、今月予定されているとい
うふうに聞いています。
　出席予定者、参加予定者はどなた様が御予定でしょ
うか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　これは会議はメンバーが決まっておりまして、官房
長官、それから防衛庁長官、それから沖縄担当大臣、
それから外務大臣、それから沖縄県知事と、それから
宜野湾市長ということでメンバーが決まっておりま
す。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　この会議、普天間飛行場の負担軽減
推進会議というふうなタイトルでございます。しか
し、出席者の日本政府は、辺野古推進の立場をとって
いらっしゃる。そういう意味で、会議の出席者として
名護市の首長も出席する必要性があるのではないかな
と考えているんですけれども、所見を伺いたいと思い
ます。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　これは先ほど５年以内の
運用停止を含め、４項目を政府にお願いするときに、

それを実現していくためということで政府とその当時
の沖縄県と宜野湾市がつくったものですから、これを
もし議員がおっしゃるようなことをするとするなら
ば、もう一度会議にかけて３者了解した上で加えてい
くということになるかもしれませんが、そういう方向
だと考えております。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　今の答弁ですと、今、沖縄県として
は、場合によっては名護市の参加がなくても、特に問
題なくというところでしょうか。
○議長（新里米吉君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　辺野古に基地をつくらせないという協議の中には、
今度新たに普天間飛行場の負担軽減とは別に、今回、
翁長県政になりましてから、政府と沖縄県の協議会と
いう新しい協議会をつくりまして、そこに必要であれ
ば各市町村長、あるいは関係者を呼んで意見を聴取し
ていけるということになっております。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
○宮城　一郎君　はい、理解しました。
　この会議、沖縄県民の民意をしっかりと声を届ける
大事な機会だと思います。仮に名護市の参加がかなわ
なかったとしても、今副知事がおっしゃられた別の機
会などでしっかりと沖縄のコンセンサスを整えて、民
意を中央政府のほうに届けていただきたいと思ってお
ります。
　質問を終わります。
○議長（新里米吉君）　以上をもって通告による一般
質問及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第１号議案及び乙
第１号議案から乙第11号議案までについては、お手
元に配付してあります議案付託表のとおりそれぞれ所
管の常任委員会に付託いたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第４　乙第12号議案か
ら乙第14号議案までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　翁長知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　平成28年第３回沖縄県議会
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（定例会）に追加提出いたしました議案について、そ
の概要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、同意議案３件であり
ます。
　乙第12号議案から乙第14号議案までの「沖縄県監
査委員の選任について」は、委員４人の任期満了に伴
い、その後任を選任するため同意を求めるものであり
ます。
　議員のうちから選任すべき委員について、県議会議
長から御推薦をいただきましたので、識見を有する者
のうちから選任すべき委員とともに、同意議案として
提出するものであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、同意を賜りますようお願い申
し上げます。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております乙第12号議案から
乙第14号議案までは、総務企画委員会に付託いたし
ます。
　休憩いたします。
　　　午後７時14分休憩
　　　午後７時15分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。

　日程第５　陳情第60号、第71号の２及び第78号の
付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情３件のうち、陳情第78号について
は、米軍基地関係特別委員会に、陳情第60号につい
ては、公共交通ネットワーク特別委員会に、陳情第
71号の２については、子どもの未来応援特別委員会
にそれぞれ付託の上、審査することにいたしたいと思
います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明７月13日から
20日までの８日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、明７月13日から20日までの８日間休会と
することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、７月21日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時17分散会
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議　　事　　日　　程　第８号
平成28年７月21日（木曜日）

午前10時開議
第１　乙第２号議案（経済労働委員長報告）
第２　乙第１号議案、乙第３号議案及び乙第４号議案（文教厚生委員長報告）
第３　乙第８号議案から乙第12号議案まで（総務企画委員長報告）
第４　乙第13号議案及び乙第14号議案（総務企画委員長報告）
第５　乙第７号議案（経済労働委員長報告）
第６　乙第５号議案及び乙第６号議案（土木環境委員長報告）
第７　甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第８　尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の侵入に関する意見書
　　　　渡久地　修君　　花城　大輔君
　　　　又吉　清義君　　中川　京貴君
　　　　仲田　弘毅君　　宮城　一郎君
　　　　当山　勝利君　　仲宗根　悟君   　提出　議員提出議案第２号
　　　　新垣　光栄君　　玉城　　満君   
　　　　比嘉　瑞己君　　上原　　章君
　　　　當間　盛夫君　　
第９　学校空調機維持費補助一部廃止の撤回を求める意見書
　　　　狩俣　信子さん　新垣　　新君
　　　　末松　文信君　　照屋　守之君
　　　　次呂久成崇君　　亀濱　玲子さん　

提出　議員提出議案第３号
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　　　　新垣　清涼君　　次呂久成崇君
　　　　宮城　一郎君　　当山　勝利君
　　　　亀濱　玲子さん　仲村　未央さん
　　　　照屋　大河君　　仲宗根　悟君
　　　　崎山　嗣幸君　　狩俣　信子さん　
　　　　比嘉　京子さん　大城　一馬君　　
　　　　親川　　敬君　　新垣　光栄君   　提出　議員提出議案第１号
　　　　平良　昭一君　　上原　正次君　　
　　　　玉城　　満君　　山内　末子さん　
　　　　瑞慶覧　功君　　赤嶺　　昇君
　　　　瀬長美佐雄君　　玉城　武光君
　　　　比嘉　瑞己君　　西銘　純恵さん
　　　　渡久地　修君　　嘉陽　宗儀君

平 成 28 年
第 ３ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

平成 28 年７月 21 日（木曜日）午前 10 時１分開議
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第11　陳情第63号（総務企画委員長報告）
第12　陳情第45号の２及び第52号（経済労働委員長報告）
第13　陳情第33号から第36号まで、第45号の３、第47号、第68号、第70号、第71号、第73号及び第74号　
　　　 （文教厚生委員長報告）
第14　陳情第42号及び第53号（米軍基地関係特別委員長報告）
第15　陳情第38号及び第71号の２（子どもの未来応援特別委員長報告）
第16　議員派遣の件（平成28年度沖縄県議会議員海外派遣）
第17　閉会中の継続審査の件　

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第２号議案
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
日程第２　乙第１号議案、乙第３号議案及び乙第４号議案
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
日程第３　乙第８号議案から乙第12号議案まで
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県収用委員会委員の任命について
　　　　　　乙第10号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県公害審査会委員の任命について
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県監査委員の選任について
日程第４　乙第13号議案及び乙第14号議案
　　　　　　乙第13号議案　沖縄県監査委員の選任について
　　　　　　乙第14号議案　沖縄県監査委員の選任について
日程第５　乙第７号議案
　　　　　　乙第７号議案　車両損傷事故に関する和解等について
日程第６　乙第５号議案及び乙第６号議案
　　　　　　乙第５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
日程第７　甲第１号議案
　　　　　　甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
日程第８　尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の侵入に関する意見書
日程第９　学校空調機維持費補助一部廃止の撤回を求める意見書
日程第10　米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見書
日程第11　陳情第63号
　　　　　　陳情第63号　尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の接続水域入域に関する陳情
日程第12　陳情第45号の２及び第52号
　　　　　　陳情第45号の２　平成28年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　陳情第52号　「世界ウチナーンチュの日」の制定を求める陳情
日程第13　陳情第33号から第36号まで、第45号の３、第47号、第68号、第70号、第71号、第73号及び第74号
　　　　　　陳情第33号　母子及び父子家庭等医療費助成の給付方法並びに寡婦の医療費助成制度の実施に関
　　　　　　　　　　　   する陳情
　　　　　　陳情第34号　「妊娠・出産包括支援事業」の推進・予算化を求める陳情
　　　　　　陳情第35号　県立病院の体制維持及び向上を求める陳情
　　　　　　陳情第36号　少人数「30人以下学級」の早期実現を求める陳情
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　　　　　　陳情第45号の３　平成28年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　陳情第47号　老人福祉施設改築等に伴う施設整備補助金単価格差の改善を求める陳情
　　　　　　陳情第68号　住民合意のない「学校統廃合」に反対する陳情
　　　　　　陳情第70号　「30人以下学級」早期完全実現に関する陳情
　　　　　　陳情第71号　子供の貧困対策に取り組み、よりよい教育環境整備を求める陳情
　　　　　　陳情第73号　「幼稚園・就学前教育」義務教育化・無償化に関する陳情
　　　　　　陳情第74号　「労働安全衛生委員会」の設置を進め、学校労働環境の改善を求める陳情
日程第14　陳情第42号及び第53号
　　　　　　陳情第42号　米軍人による女性暴行事件に関する陳情
　　　　　　陳情第53号　米軍人による道路交通法違反事件に関する陳情
日程第15　陳情第38号及び第71号の２
　　　　　　陳情第38号　貧困をなくし、子供の未来を保障する対策を求める陳情
　　　　　　陳情第71号の２　子供の貧困対策に取り組み、よりよい教育環境整備を求める陳情
日程第16　議員派遣の件（平成28年度沖縄県議会議員海外派遣）
日程第17　閉会中の継続審査の件
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○議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　去る７月15日、元副議長中根章氏が逝去されまし
た。
　つきましては、中根氏の長逝に対しまして哀悼の意
を表し、その御冥福を祈るため黙禱をささげたいと思
います。
　全員御起立願います。
　黙禱。
　　　〔全員起立・黙禱〕
○議長（新里米吉君）　黙禱を終わります。
　御着席願います。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　次に、７月19日、新垣清涼
君外25人から、議員提出議案第１号「米軍北部訓練
場ヘリパッド建設に関する意見書」の提出がありまし
た。
　また、昨日、渡久地修君外12人から、議員提出議
案第２号「尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の侵入に
関する意見書」及び狩俣信子さん外11人から、議員
提出議案第３号「学校空調機維持費補助一部廃止の撤
回を求める意見書」の提出がありました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　日程第１　乙第２号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　山内末子さん登壇〕
○経済労働委員長（山内末子さん）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第２号議案について、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第２号議案「沖縄県職業訓練に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例」は、職業能力
開発促進法施行規則の一部改正を踏まえ、普通職業訓
練対象者に義務教育学校を卒業した者を加える必要が
あるため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、普通課程の訓練対象者に「義務
教育学校を卒業した者」を加えること、また、施行期
日は公布の日とすることであるとの説明がありまし
た。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第２号議案については、全会一
致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第２号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第２　乙第１号議案、乙
第３号議案及び乙第４号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長狩俣信子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕
○文教厚生委員長（狩俣信子さん）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第１号議案、乙第３号
議案及び乙第４号議案の条例議案３件について、委員

主 事
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副 参 事

村　吉　政　則　君
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会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、子ども生活福祉部長、病院
事業局長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行って
まいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県民生委員の定数を定め
る条例の一部を改正する条例について」は、平成28
年12月１日の民生委員の一斉改選に向けて実施した
各市町村長からの意見を踏まえ、民生委員の定数を見
直す必要があるため条例を改正するものである。
　主な改正内容は、宜野湾市を初め、県内10市町村
の民生委員の定数を改めるもので、施行期日は12月
１日であるとの説明がありました。
　本案に関し、民生委員に対し何らかの手当のアップ
や処遇改善を真剣に考えていくべきではないかとの質
疑がありました。
　これに対し、民生委員については法律で給与を支給
しないボランティアだという規定があり、活動費は県
が負担し、国は補助をするという仕組みになっている
との答弁がありました。
　次に、民生委員の抱えている問題を把握するため、
市町村に対し実態調査などを行っているのかとの質疑
がありました。
　これに対し、市町村の意見を聞くに当たって、市町
村に出向き担当課長、民生委員や社会福祉協議会の職
員などと意見交換を行い、その中で研修の充実や委嘱
期間の短縮化などの要望があったとの答弁がありまし
た。
　そのほか、民生委員定数の自治体からの要望に基づ
く途中変更の可能性、活動費改善に向けた県独自案の
検討の必要性、都道府県知事会から国に対する財政措
置の要望の実施、国が定めた配置基準を下回る市町
村、市町村における民生委員がふやせない理由、活動
費の年額または月額の確認、活動費に対する上乗せの
検討、民生委員と社会福祉協議会との連携の状況など
について質疑がありました。
　次に、乙第３号議案「沖縄県病院事業の設置等に関
する条例の一部を改正する条例について」は、保険医
療機関及び保険医療養担当規則の一部改正に伴い、沖
縄県病院事業における選定療養の初診加算料の額を改
め、再診加算料の額を定める必要があるため条例を改
正するものである。
　主な改正内容は、平成28年10月１日を施行期日と
して、紹介がなく来院した患者の初診加算料の額を

5000円に改め、また、他の医療機関を紹介する旨の
申し出に応じず来院した患者の再診加算料2500円を
定めるとの説明がありました。
　本案に関し、条例議案を提出する前に県民に対する
周知活動として、条例改正の趣旨、内容等の説明をパ
ンフレットやラジオなどで広報宣伝を行うべきではな
いかとの質疑がありました。
　これ対し、議会に提案し承認が得られれば、一定の
猶予を経て、10月１日から県民へのＰＲ期間を設け
ているとの答弁がありました。
　次に、保険医療機関として保険医療機関及び保険医
療養担当規則に従わない場合に何かペナルティーなど
が科されるのかとの質疑がありました。
　これに対し、現時点でペナルティーに関しては、九
州厚生局としてもまだ定めてはいないとし、医療機関
が規則に従わないという想定はしていないと推測され
ることから、県としても保険医療機関である以上は診
療報酬のほか規程に沿って医療の提供を行う必要があ
るとの答弁がありました。
　そのほか、条例改正の趣旨及び内容、中部病院以外
の他県立病院への条例改正の影響、役割分担に基づく
今回の条例改正に対する現場の意見、条例改正の中で
初診料及び再診料の見直し以外に県民に与える影響の
有無、前回改正時期の確認、県内における特定機能病
院や一般病床500床以上の地域医療支援病院の数、地
域のかかりつけ医制度の開始時期、中部病院における
紹介状なしで加算料を徴収した割合及び金額などにつ
いて質疑がありました。
　次に、乙第４号議案「沖縄県立高等学校等の設置に
関する条例の一部を改正する条例について」は、沖縄
県立中部農林高等支援学校、沖縄県立陽明高等支援学
校及び沖縄県立南風原高等支援学校を設置するため条
例を改正するものである。
　主な改正内容は、平成29年度開校に向け、既存の
高等学校に新設の県立高等支援学校を併設し、総合実
務科、総合産業科や産業科を設置するとの説明があり
ました。
　本案に関し、今回の改正対象となる中部農林高等学
校、陽明高等学校、南風原高等学校について、どうい
う理由でこれらの学校を選定したのかとの質疑があり
ました。
　これに対し、対象生徒数の数で中部地区及び南部地
区には必要であろうということと、それぞれの学校の
特色を生かす観点から、中部農林では農業・福祉、南
風原では郷土文化・教養ビジネス、陽明では人文科学
系列・自然科学系列に関する専門の教養課程を活用で
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きるといった理由で学校を選定したとの答弁がありま
した。
　次に、既存の高等学校に設置されている分教室には
どのような課題があるのかとの質疑がありました。
　これに対し、分教室における職員の服務上の問題や
いろいろな責任体制については高等特別支援学校の校
長先生が担うとともに、生徒の状態については、見る
ことができていない中で責任だけを負っているとの答
弁がありました。
　そのほか、障害を抱えた子供たちのための専門保険
医の配置の必要性、離島や北部地域における知的障害
者への対応状況、特別支援学校と養護学校との違い、
併設型への移行に伴う教員の配置体制及び学校やＰＴ
Ａなどとの合意形成の状況、当初から併設校にしな
かった理由などについて質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第１号議案、乙第３号議案及び
乙第４号議案の条例議案３件は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案、乙第３号議案及び乙第４号
議案の３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案、乙第３号議案及び乙第４号
議案は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第３　乙第８号議案から
乙第12号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長渡久地　修君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕

○総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました乙第８号議案から乙第12号議案までの同
意議案５件について、委員会における審査の経過及び
結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第８号議案「沖縄県人事委員会委員の選任
について」は、人事委員会委員３人のうち１人が平成
28年７月31日に任期満了することに伴い、その後任
を選任するため、地方公務員法第９条の２第２項の規
定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明が
ありました。
　次に、乙第９号議案「沖縄県収用委員会委員の任命
について」は、収用委員会委員７人のうち２人が平成
28年７月22日に任期満了することに伴い、その後任
を任命するため、土地収用法第52条第３項の規定に
基づき議会の同意を求めるものであるとの説明があり
ました。
　次に、乙第10号議案「沖縄県公安委員会委員の任
命について」は、公安委員会委員３人のうち１人が平
成28年７月22日に任期満了することに伴い、その後
任を任命するため、警察法第39条第１項の規定に基
づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありま
した。
　次に、乙第11号議案「沖縄県公害審査会委員の任
命について」は、公害審査会委員12人が平成28年８
月３日に任期満了することに伴い、その後任を任命す
るため、公害紛争処理法第16条第１項の規定に基づ
き議会の同意を求めるものであるとの説明がありまし
た。
　次に、乙第12号議案「沖縄県監査委員の選任につ
いて」は、監査委員４人のうち識見を有する委員２人
が平成28年７月31日に任期満了することに伴い、そ
の後任を選任するため、地方自治法第196条第１項の
規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明
がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第８号議案から乙第12号議案
までの同意議案５件については、全会一致をもって同
意すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
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ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第８号議案から乙第12号議案までの５
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、これに同意することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第８号議案から乙第12号議案までは、
これに同意することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第４　乙第13号議案及
び乙第14号議案を議題といたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時22分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長渡久地　修君。
　　　―――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
○総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました乙第13号議案及び乙第14号議案の同意議
案２件について、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　乙第13号議案及び乙第14号議案「沖縄県監査委員
の選任について」は、監査委員４人のうち議員選出の
委員２人が平成28年６月24日に任期満了したことに
伴い、その後任を選任するため、地方自治法第196条
第１項の規定に基づき議会の同意を求めるものである
との説明がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第13号議案及び乙第14号議案
の同意議案２件については、全会一致をもって同意す
べきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第13号議案及び乙第14号議案の２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、これに同意することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第13号議案及び乙第14号議案は、これ
に同意することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時25分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第５　乙第７号議案を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　山内末子さん登壇〕
○経済労働委員長（山内末子さん）　ただいま議題と
なりました乙第７号議案について、委員会における審
査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第７号議案「車両損傷事故に関する和解等
について」は、県が設置したグレーチングによる車両
損傷事故について和解をし、損害賠償額を定めるため
議会の議決を求めるものであるとの説明がありまし
た。
　主な内容は、事故概要として、池間漁港臨海道路に
おいて、県が設置したグレーチングが老朽化し、車両
が通行したところ、当該車両前面のバンパーを損傷さ
せた。和解内容として、県は相手方に損害賠償金等の
和解額として、議会の議決日から２カ月以内に２万
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2740円を支払うとの説明がありました。
　本案に関し、過去に伊良部漁港でも同様な事故が
あったと思うが、漁港の点検は実施していないのかと
の質疑がありました。
　これに対し、通常、漁港を利用している漁業協同組
合に管理を委託しており、池間漁港は池間漁業協同組
合に管理を委託している。委託内容は、漁港内の月１
回の巡回と年２回の清掃作業となっており、事故が
あった施設は巡回対象施設となっている。今回の事故
については、グレーチングの下の受け枠部分が老朽化
し、目視では老朽化を判断できなかったため事故に
至ったものである。今回の事故を受けて、宮古農林水
産振興センターなどの所管の出先機関に対して、改め
て巡回と点検を行うことや、異常がある箇所について
は立入禁止措置を行うこと、また補修の必要がある箇
所については予算措置をするよう通知を行っている
が、現時点では異常箇所の報告は上がってきていない
との答弁がありました。
　次に、どういう自動車事故が専決事項になるのか、
保険の適用はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、自動車対自動車の事故等の軽易な事故
について専決事項になると聞いている。今回の事故
は、県の公の施設の管理に瑕疵があったということで
専決事項には該当しないと判断している。保険につい
ては、現在掛けていない。九州各県を調べたところ、
半数近くは保険を掛けているという情報があり、今
後、次年度に向けて保険についても検討していきたい
との答弁がありました。
　そのほか、事故現場における県の土地所有権の有
無、請求者が事故現場にいた理由などについて質疑が
ありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第７号議案については、全会一
致をもって可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第７号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。

　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第７号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第６　乙第５号議案及び
乙第６号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長新垣清涼君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕
○土木環境委員長（新垣清涼君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第５号議案及び乙第６
号議案の議決議案２件について、委員会における審査
の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
  以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第５号議案「工事請負契約についての議決
内容の一部変更について」は、平成26年第５回沖縄
県議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議
決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもの
である。
　主な内容は、国道449号新本部大橋橋梁整備工事の
契約金額10億7784万円を1791万7200円増額し、10
億9575万7200円に変更するものであり、変更の理由
は、労務単価の上昇に伴う労務費用の増額であるとの
説明がありました。
　本案に関し、特に、離島においては労務単価や資材
単価の高騰のため、公共工事の入札がなかなか落札せ
ず、予定価格とも差があるという実態がある。単価の
総点検をしないと公共工事の発注が滞るのではないか
と考える。沖縄地域の物価調査を綿密に行い、現場を
よく把握しながら単価をフレキシブルに取り扱う必要
があると思うがどうかとの質疑がありました。
　これに対し、資材単価については、年２回の実施設
計単価の改定を平成28年度から４回とすることとし
ている。また、現場で見積もり単価を採用し、できる
限り実勢価格に近づける方法をとっている。労務単価
については、改定を前倒しするほか、離島において
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は、労働者の交通費及び宿泊費を精算で対応できるよ
うにしている。今後も引き続き、できるだけ実勢価格
で積算できるよう努めていきたいとの答弁がありまし
た。
　次に、労務単価は、国と県が実態調査を行い、国が
最終的に決定するとのことであるが、多くの離島を抱
えているという沖縄県の特殊事情を加味し、加算分と
してきちんと国に要求しているのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、労務単価については、沖縄県に特別な
上乗せはないが、業者が労働者に実際に支払った労務
費を離島も含めて一件一件調査して国に報告している
ので、離島分の労務費もある程度反映されていると考
えている。実態との乖離については、引き続き確認し
ていきたいとの答弁がありました。
　次に、ほかにも労務単価を見直す必要がある工事が
あると思われるが、契約変更を要求する業者は対応
し、要求しない業者は泣き寝入りすることがないよ
う、しっかり精査し公平性を確保する必要があると思
うがどうかとの質疑がありました。
　これに対し、スライド条項を適用する際には、業界
に対しても単価の急激な上昇があることについて周知
を図っている。引き続き、知っている業者だけからの
請求とならないよう周知を行っていきたいとの答弁が
ありました。
　そのほか、当該工事の請負業者及び契約変更の回
数、トンネル及び橋梁工事の県内企業への優先発注、
ほかの工事の契約変更の可能性、建設業団体等からの
労務単価等に関する要望、当該工事の予定価格及び落
札額、労務単価上昇の理由、県の建設業界の人手不足
対策と効果、当該工事で上昇した労務費の内訳、地方
と都市部との労務単価上昇傾向の比較等について質疑
がありました。
　次に、乙第６号議案「工事請負契約についての議決
内容の一部変更について」は、平成27年第８回沖縄
県議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議
決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもの
である。
　主な内容は、宜野湾北中城線トンネル本体工事（そ
の１）の契約金額６億8904万円を2484万円増額し、
７億1388万円に変更するものであり、変更の理由
は、設計の一部変更に伴う工事費用の増額等であると
の説明がありました。
　本案に関し、当該工事の下請について県内業者と県
外業者の割合はどうなっているかとの質疑がありまし
た。

　これに対し、下請業者は全部で５社である。そのう
ち１社が県外業者で、残り４社が県内業者であるとの
答弁がありました。
　次に、元請業者が県外業者と下請契約した理由は何
かとの質疑がありました。
　これに対し、トンネル工事は非常に特殊であり、県
内にトンネル工事を専門とする業者がないためである
との答弁がありました。
　次に、結局、当該工事では、トンネル本体工事の技
術がある下請の県外業者が主体となっているのが実態
ではないかとの質疑がありました。
　これに対し、工事の施工監理や品質管理は元請の県
内業者が行い、現場の作業を下請の県外業者が行って
いるとの答弁がありました。
　そのほか、県内業者のトンネル工事の技術向上に関
する県の取り組み、増額した労務費の財源、スライド
条項適用工事の件数、スライド条項適用工事における
下請を含めた県内及び県外業者の状況等について質疑
がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第５号議案及び乙第６号議案の
議決議案２件は、全会一致をもって可決すべきものと
決定いたしました。
  以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第５号議案及び乙第６号議案の２件を一
括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第５号議案及び乙第６号議案は、委員長
の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第７　甲第１号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長渡久地　修君。
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　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
○総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました甲第１号議案の予算議案について、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　甲第１号議案「平成28年度沖縄県一般会計補正予
算（第１号）」は、当初予算成立後の事情変更によ
り、緊急に対応を要する経費等について予算を編成す
るものである。
　補正予算案の総額は、歳入及び歳出ともに5200
万円で、補正後の改予算額は、7542億800万円とな
る。
　歳入の内容は、平成27年度決算剰余金の一部を活
用する繰越金である。
　歳出の内容は、救急医療用ヘリコプター（ドクター
ヘリ）の発進基地移設に伴う、ヘリポート及び周辺施
設の整備に要する経費である。
　債務負担行為は、老朽化した県営新川団地の建てか
え事業について、次年度にわたる工事請負契約を締結
するため設定するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、ドクターヘリ発進基地の移設経費を当
初予算に計上しなかった理由は何か、また、今回、予
算計上する理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、県では、平成27年11月にドクターヘ
リ事業を実施する病院から、ヘリ発進基地用地の賃貸
借契約が平成28年12月に終了するとの連絡及び代替
地確保のための協力要請を受けて調査検討を進めてき
たが、予算編成時までに移設用地を確保できなかった
ため当初予算に計上できなかったものである。
　また、去る５月下旬に、土地の所有者である浦添市
と現在使用契約を結んでいる者との調整がつき、移設
用地を確保できる見通しが立ったことから、今回、補
正予算を計上したものであるとの答弁がありました。
　次に、ヘリ発進基地移転に係るスケジュールはどう
なっているのか、また、浦添市港川に移転するメリッ
トは何かとの質疑がありました。
　これに対し、今後は、事業実施病院において、７月
末ごろから設計に取りかかり、10月から２カ月かけ
て工事を行い、12月下旬には運用できるようにする
スケジュールとなっている。

　また、同市港川への移転により、当該病院への自動
車による移動時間が、現在の50分程度から10分程度
に短縮されるため、非常にメリットは大きいと考えて
いるとの答弁がありました。
　次に、住宅市街地総合整備費は、去る２月議会でも
債務負担行為補正を行ったが新川団地に係る内容だっ
たのではないか、また、今回補正をする理由は何かと
の質疑がありました。
　これに対し、２月議会の補正も新川団地の建てかえ
事業に係る予算であった。また、今回の補正理由は、
平成28年３月に実施した同団地建築工事の入札が不
落となり、改めて債務負担行為を設定する必要がある
ため補正を行うものであるとの答弁がありました。
　そのほか、ドクターヘリ発進基地移転経費の内訳、
読谷村内に発進基地を整備した経緯及び同基地の撤去
費用の負担者、ドクターヘリ事業に係る年間の予算額
及びヘリ出動件数、出動要請に対応できなかった件数
及び２機目導入の必要性、屋上等にヘリポートを備え
た病院の数及び設置する場合の公的補助の有無、新川
団地建築工事入札不落等の経緯及び建てかえ事業費の
総額などについて質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、甲第１号議案は、全会一致をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第８　議員提出議案第２
号　尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の侵入に関する
意見書を議題といたします。
  提出者から提案理由の説明を求めます。
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　渡久地　修君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第２号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　ただいま議題となりました議員提出
議案第２号につきましては、７月13日に開催した総
務企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出
議案として提出することに意見の一致を見ましたの
で、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げま
す。
　提案理由は、尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の侵
入防止等を求めることについて関係要路に要請するた
めであります。
　次に、議員提出議案第２号を朗読いたします。
　　　〔尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の侵入に関
　　　　する意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第２号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第２号
「尖閣諸島周辺海域への中国軍艦等の侵入に関する意
見書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第２号は、原案のとおり可決
されました。

　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第９　議員提出議案第３
号　学校空調機維持費補助一部廃止の撤回を求める意
見書を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　狩俣信子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第３号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔狩俣信子さん登壇〕
○狩俣　信子さん　ただいま議題となりました議員提
出議案第３号につきましては、７月19日に開催した
文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提
出議案として提出することに意見の一致を見ましたの
で、提出者を代表して、提案理由を御説明申し上げま
す。
  提案理由は、学校空調機維持費補助一部廃止の撤回
について関係要路に要請するためであります。
　次に、議員提出議案第３号を朗読いたします。
　　　〔学校空調機維持費補助一部廃止の撤回を求め
　　　　る意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、その趣旨を関係要路に要請するため、県内の
関係要路につきましては、文教厚生委員会委員を派遣
していただきたく、議長におかれましてはしかるべく
取り計らっていただきますようお願い申し上げます。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第３号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第３号
「学校空調機維持費補助一部廃止の撤回を求める意見
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書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第３号は、原案のとおり可決
されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第３号に関し、提案理由説明の際提出者か
ら、県内の関係要路については、その趣旨を要請する
ため文教厚生委員会委員を派遣してもらいたいとの要
望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第３号の趣旨を県内の関係要路に要請
するため、文教厚生委員会委員を派遣することとし、
その期間及び人選については、議長に一任することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第10　議員提出議案第
１号　米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見書
を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　新垣清涼君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第１号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　ただいま議題となりました議員提出
議案第１号につきまして、提出者を代表して提案理由
を御説明申し上げます。
　提案理由は、米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関し
関係要路に要請するためであります。
　次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見
　　　　書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
  なお、本件につきましては、その趣旨を要請するた
めに議員を派遣する必要があることから、議長におか
れましてはしかるべく取り計らっていただきますよう

お願い申し上げます。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時３分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより質疑に入ります。
　本件に対する質疑の通告がありますので、順次発言
を許します。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　山川典二君。
　　　〔山川典二君登壇〕
○山川　典二君　沖縄・自民党の山川典二でございま
す。
　議員提出議案第１号につきまして、我が党からは、
私の後に末松文信議員、そして照屋守之議員、それか
ら討論は花城大輔議員、又吉清義議員、照屋守之議員
が行います。
　何とぞ提案者におきましては、誠実な、そして我々
を論破するぐらいの説得力ある御答弁をぜひお願いし
たいなと思っております。この事案につきましては、
東村の高江の皆さんを初め沖縄県民あるいは県外の国
民の皆さんが注目している事案でございますので、よ
ろしくお願いをいたします。
　それでは、「米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関す
る意見書」につきまして質問をいたします。私からは
５点質問をいたします。
　１番目に、北部訓練場は、平成８年12月のＳＡＣ
Ｏ最終報告におきまして返還が合意されております
が、7500ヘクタールのうち4000ヘクタールの返還が
なされるものであります。ヘリパッド建設の中止は、
4000ヘクタールの返還に反対するとの表明ではない
でしょうか。なぜ、この返還に反対するのか伺いま
す。
　２番目に、２年前の翁長知事当選の際、翁長県知事
は、米軍基地の整理縮小を公約に掲げました。その翁
長知事を支えて当選させた、県政与党としての皆様は
翁長知事とともに県内の基地の整理縮小に責任を負う
立場にあります。いつまでも反対反対と反対のみで
は、県政与党の責任は決して果たせません。北部訓練
場の返還実現に提案者はどのように責任を持つのか伺
います。
　３点目に、県内の米軍基地は全体で２万2000ヘ
クタールありますが、今回の北部訓練場の返還は約
4000ヘクタール。つまり、全体のうち18％が返還さ
れるわけでありまして、大幅な米軍基地の整理縮小と
なります。しかし、反対でこの返還も不可能となりま
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す。北部訓練場は代替施設でありますヘリパッドが建
設されなければ返還が実現しません。提案者は、その
責任をどのように考えるのか伺います。
　４点目に、平成８年に北部訓練場の日米合意がなさ
れまして20年。普天間飛行場の返還合意から20年。
返還が実現しないのは、日米両政府の責任だとしてお
ります。ところが、実際は沖縄県の事情あるいは責任
であることも明白であります。県議会で今中止を求め
ることは返還の先送りでありまして、まさに沖縄県の
都合で返還ができない状況をつくり出しております。
見解を伺います。
　最後に５点目、平成８年の日米合意による北部訓練
場の返還は、代替施設であるヘリパッド建設後になり
ます。ヘリパッド建設に向けては、造成規模が今まで
の直径75メートルから45メートルに大幅に縮小され
ます。とともに、沖縄県環境影響評価条例に準じまし
た環境影響評価も実施しておりまして、自然環境にも
配慮し、設置する着陸帯も７カ所から６カ所に変更し
ております。そして平成25年３月、Ｎ４地区の着陸
帯が完成しました。平成26年７月には２カ所目の着
陸帯が完成して運用しております。このような事実が
ありながら、提案者は今改めてなぜ反対するのか伺い
ます。
　御答弁をよろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　それではお答えいたします。
　まず１番目に、7500ヘクタールから4000のうち
400ヘクタール近く返還されるのに反対なのかという
問いについては、反対ではありません。私たちは、辺
野古住民からのそういう生活環境の……（「辺野古
じゃないよ」と呼ぶ者あり）　失礼しました。高江の
住民からの生活環境悪化について、やはりそれは改善
すべきであるし、先ほど５番目に問われていたその自
然環境にも配慮したということをおっしゃっているん
ですが、実際にはそのＮ４ができたために、生活環境
がかなり悪くなっているんです。８倍も騒音がひどく
なっている。こういう状況を高江の皆さんは非常に心
配というか不安を持っていて、身体的・精神的にも子
供たちがその負担を受けて学校にも行けない状況があ
る。ですから、私たちはやはり県民の生活を守る立場
から、そういう状況になっているヘリパッド、要する
にオスプレイパッドの建設は中止してほしいというこ
とであります。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。

　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　第一、そもそも基本的な考え方が違
うと思うんですが、96年のＳＡＣＯ合意は、北部訓
練場の過半の返還であります。これほとんど使われて
いない北側の半分を返還して、南側に北側の分６つの
ヘリパッドを移して、合計21のヘリパッド基地建設
が残るんですよね。この21残る中において、さらに
この中の18カ所に――皆さん御承知のように、全員
で墜落危険性のあるオスプレイの配備について反対し
たと思いますが、そこの18カ所にこのオスプレイが
配備をされようとするのが、御承知のように2012年
の米海兵隊の環境審査書に明記されているんです。
　それで私たちが言っているのは、これはオスプレイ
パッドではないかということで言っていますが、これ
は、ＣＨ46の現行のヘリがオスプレイに変わること
によって、機能が変わるわけです。騒音が、御承知の
ように100デシベル。電車の騒音とも言われるデシベ
ルより高くなる。それから積載量も最高になる。それ
から極めて高いこのオスプレイの精度が高まっていく
と、そこに住んでいる皆さんは騒音、爆音、健康被
害、全てが起こってくるということで、この過半の返
還に伴っているものは、南側に対する機能強化ではな
いかということで今このオスプレイパッドについては
反対だということで住民側が言っているんです。
　だから、ここを含めて御理解してもらわないと、Ｓ
ＡＣＯ合意の問題点の本質を知らないと、南側に機能
強化されているということは皆さんわかると思うんで
すよね。21カ所残るというのが前提となっていまし
て、それから先ほど言った２番目で質問されたのは、
これはこれだけの部分が返還されるから大幅な返還で
はないかと言っています。でもこれは北部訓練場の過
半の返還がされたとしても、それから嘉手納以南か
ら返還されたとしても、軍特の中で当局の報告によ
ると、69.7％しか県内に占める割合にならないとい
う。これは皆さん、大幅な沖縄の米軍基地の整理縮小
と言えるんですか。70％近くがまだ返還されても残
るんです。
　だからそういった意味では、北部訓練場の全面返還
を求めるということが大事なことだと思います。２点
目は皆さんが言っているように、69.7％というのは
まだ沖縄の米軍基地に占める割合だということで答え
たと思います。そういった意味では、大幅な整理縮小
だと言っていますが、これは大幅ではないということ
で返事をしたいと思います。２点目はそういうことで
答えておきたいと思います。
　以上です。後でまた。（発言する者多し）
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○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
○渡久地　修君　１から５までありましたけれども、
ダブっているところもありますので、一括して私のほ
うから私の見解を述べたいと思います。
　まず……（「議長、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（新里米吉君）　まだ答弁中です。全員終わっ
てから。（発言する者多し）　何番に対する答弁か
と、何番目に対する答弁、先ほど２番と言っていまし
たから。（発言する者多し）
○渡久地　修君　じゃ、答弁します。
　２と４について答弁したいと思います。
　質問者が過半が返還されるということで言っていま
すけれども、質問者が言葉に出していないのが、今建
設されようとしているところでオスプレイが配備され
て訓練されるということについて、一言も触れていな
いということに対して、私はちょっとこれは疑問が残
ります。
　まず、今ここで建設されようとしているのは、オス
プレイが使用するオスプレイパッドだということをぜ
ひ皆さん認識する必要があると思います。オスプレイ
というのは、2013年１月、2012年10月に県議会で
オスプレイ配備撤回を全会一致で決議したんです。そ
して、2013年１月にはオール沖縄で自民党の会派も
含めて全部の会派が建白書に同意して政府に要請しま
した。ですから、ここにオスプレイパッドが建設され
るということを、ぜひこれは十分認識する必要がある
と思います。
　この過半の反対、要するに新たな基地の移設条件つ
きじゃなくて、移設条件つけないで返還すればいいん
です。そして、全面返還すれば一番いいんですよ。そ
ういうところをやっぱり一緒に求めていく必要がある
と思います。そして、前の臨時議会では、県議会は海
兵隊の撤退を求める決議を全会一致で決議しました。
海兵隊が撤退すると、74％から40％に沖縄の基地の
割合は縮小されますから、そういった方向に向かうべ
きだと思います。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。（発言する
者多し）
　静粛にしてください。（発言する者多し）
　２回目の質問に入りますので……（発言する者多
し）
　もし答弁漏れがあるというのであれば指摘してくだ
さい。
　休憩いたします。

　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時24分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　５についての補足説明を、宮城一郎君お願いしま
す。
　　　〔宮城一郎君登壇〕
○宮城　一郎君　山川議員が御質問になられた５番目
の、Ｎ４ヘリパッドの建設が完了して既に供用が始
まっていて、75メートルが45メートルに縮小になっ
て、アセスも通っているという部分、この質問にお答
えしたいと思います。
　アセスが通っているということなんですけれども、
2010年２月の段階で国が高江区民を対象にした説明
会等で、オスプレイの配備等々については一切触れて
おられない現状がありました。その後、12年６月13
日に米海兵隊が実施した環境審査報告書において、初
めてオスプレイの離発着が表明されたという形に履歴
として捉えております。したがって、それにおいて、
山川議員がおっしゃられたアセスという点について、
オスプレイの運用が加味されていないものであったと
いうふうに解釈しております。したがって、この後、
沖縄県は防衛局に対してアセスのやり直し等を要求し
ておりますけれども、これについてまだ履行がなされ
ていない状況、すなわちこのＮ４のヘリパッドについ
ては、しっかりとしたアセスが完了していないという
ふうに解釈しております。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時26分休憩
　　　午前11時26分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　山川典二君。
　　　〔山川典二君登壇〕
○山川　典二君　十分な答弁はいただけておりません
が、もう２回目の質疑で終わりだということで質問さ
せていただきます。
　先ほど渡久地議員からは、全面返還だと。ヘリパッ
ドのない全面返還、無条件返還だということですが、
これは今回の提案者の統一見解なのかどうか、各会派
の代表が出ていますので、お一人ずつ明確に答弁をお
願いしたいというふうに思います。
　そして、新垣清涼議員は反対ではないとさっきおっ
しゃいましたけれども、それであれば非常に矛盾する
わけですよ。反対だったら明確に反対だとおっしゃっ
ていただければいいわけでありますが、その反対の内
容の今回意見書ですから、それに対して冒頭、反対で
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はないというところがありますが、その矛盾点につき
ましても、ぜひ新垣議員からの見解を改めて伺いたい
と思います。
　そして、ＳＡＣＯ合意につきましても、先ほどは各
派代表の全員の意見をいただくことにしたいと思いま
すが、いずれにせよ、るる細かい答弁もありましたけ
れども、4000ヘクタールがやっぱり返ってくるとい
うこの現実的な話、つまりこれはアメリカの米軍再編
の一環の中で、特にこの沖縄につきましては、海兵隊
の再編計画の見直しが一番主眼になっているわけで
あります。そういう意味では、１万9000人が9000人
帰っていくとか、時間とともにこれはいずれ半減する
わけであります。それに伴う日米安全保障の議論の中
で、日米政府の議論の中でこの返還が決まっているわ
けでありますから、それを粛々と、いろんなことがあ
りますよ。それはそれでしっかりと議論してまた前に
進むようにしませんと、また先送りということになり
かねません。なぜならば、この５番目の平成25年３
月、そして26年７月のＮ４地区の２カ所の着陸帯が
完成して、今運用されたじゃないですか。なぜそのと
きに皆さんは体を張って反対しなかったんですか。そ
のことにつきましても、あのときは反対しないで、反
対してもこれはもうできたわけでしょう、着陸帯が。
それはもう行けばいいじゃないですか、４カ所。そし
て整理縮小を思い切って進めていくというのが、翁長
知事の米軍基地整理縮小の一環に付するものであるわ
けでございます。
　ぜひ先ほどの件、そして今のヘリパッドが２カ所建
設されて運用されているのに、新たな今の段階で、反
対は反対でいいですが、これをもう少し地域の皆さん
の声ももちろん受けながらのことではあるんでしょう
けれども、反対ならば明確に反対、その反対のやり方
もあるんじゃないですか。反対反対というのは誰でも
できますよ。イデオロギーで割り切る観念的な平和っ
てこの世に一切ありませんよ。具体的にやっぱりいろ
んな当事者の激しい議論闘争、行動の中から、要する
に平和という妥協点の中で生まれるわけでございます
から、そういうことも含めて皆さんは反対すればいい
わけでありますが、反対の意見書に対して反対じゃあ
りませんって全然説得力がありませんよ。
　ぜひ、今の再質問につきましては、各会派の代表、
ＳＡＣＯ合意につきましての見解を改めて質問をいた
します。
○議長（新里米吉君）　答弁者も、今質問４点という
ことですから整理をしてください。
　新垣清涼君。

　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　それではお答えします。
　全面返還は統一見解かということですけれども、私
たち今回はこの意見書について今質疑を受けておりま
す。意見書についてお答えをしていきたいんですが、
反対でない理由というということですけれども、私が
先ほど申し上げたのは、反対の表明かとおっしゃるも
のですから反対の表明ではありませんというふうにお
答えしました。（発言する者あり）
　先ほどもＮ４については、なぜ反対しなかったかと
いうことをおっしゃっていますが、私たちは反対して
います。現場にも行っています。現場でもそういう行
動をしました。（発言する者あり）
○山川　典二君　ＳＡＣＯ合意については、各派代表
の見解もということですからちょっとお願いします。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。（発言する者
多し）
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　それでは、意見書の範囲内で御答弁
させていただきますけれども、先ほどの山川議員のＮ
４が供用開始されたということで、残りもなぜ反対す
るのかというようなお話でありました。委員会でもこ
れは再三状況はどうなのかということも執行部のやり
とりでありますけれども、まさに騒音回数が14年度
の平均が4.1回だったのが、昨年度が32.8回にふえて
いる。これが８倍にふえている。これが１日当たり
の騒音回数です。そして19時から７時までの夜間が
６月のほうでも16.2回と数値していたのが、昨年度
が383回も超えているんだというような24倍もの夜
間の騒音が発生をしているということで付近住民の
方々、やはり睡眠不足も発生をしながら、子供たちが
学校を休む状態も出ている状況があるんだというよう
な住民の訴えがあるんです。
　そういうことを考えてみますと、私たち県議会議員
としてとるべき立場は、やはり県民の暮らしと安全を
守るためには、この新たな集落地域へ計画をされてい
るこのヘリパッドに対しては中止を求めるのが私たち
県議会の姿じゃないのかということで、５番目のＮ４
の開始から始まって今日に至る経過はそういう形で被
害が非常に大きいということで、私たちとしてはやは
り中止を求めるのが県議会としての筋たる姿勢ではな
いのかということで今回の意見書を提出したところで
ありますので、よろしくお願いいたします。（発言す
る者多し）
○議長（新里米吉君）　ほかに答弁ありますか。答弁
ありますか。（発言する者多し）
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　質問者じゃありませんので、座られてください。
（発言する者多し）
　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　ＳＡＣＯ合意の件でありますが、今
皆さんに提案している意見書は、先ほどから説明して
いるように、北部訓練場の過半の返還に伴って使われ
ていない北側、もうあんまり要らないところの北側を
返還してあげて、そこにあるヘリパッド基地を南側に
６つ建設して、さっき説明したように18カ所をオス
プレイ入って21カ所が残って、残された過半のとこ
ろに基地機能されますよということを説明しているの
で、この意見書はそういう形態をすると、南側に残っ
ているところに、さっき説明したＣＨ46にかわって
オスプレイがそこに18カ所入ってくる。そのことに
よって、オスプレイの騒音、それから自然破壊いろん
なさまざまなことが起こっているということを説明し
たので、この意見書の中で言っているのは、そういっ
た南側に機能強化することについてヘリパッド基地建
設の工事はやめなさいということで、我々の総意なん
ですよ。それは皆さん、ＳＡＣＯ合意については、そ
れはできれば皆さんだって北部訓練場は全面返還がよ
ろしいんじゃないですか。別にそこは、そこに文書は
書いてはないが、根底はそういった過半が返還という
意味では、そういった機能強化があるということを説
明しているんであって、意見書を読めばわかるように
それが我々の総意でもってそういった基地機能を南側
に集中することについてのＳＡＣＯ合意に問題がある
ということを説明しているんです。
　それからもう一つ皆さん方が欠けているのは、オス
プレイパッドではないと言っているんですが、オスプ
レイ……（「質問してないよ」と呼ぶ者あり）　オス
プレイ……（発言する者多し）　先ほどぜひ反論もし
てくださいと言うから言っているんですが、それで
もって、オスプレイの着陸帯であるということは、先
ほど説明しているように米海兵隊の環境レビューの中
でも、ここに18カ所オスプレイが配備されるという
ことを先ほどから説明しているじゃないですか、そこ
は。だから、反論してくださいと言うから説明してい
るんであって、そこは私何も問題ないと思います。
（「誰が反論してくださいと言った」と呼ぶ者あり）　
いや、本人そう言っている。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　答弁はもうこれでよろしいで
すか。（発言する者多し）
　答弁は終了しましたので、次に移りたいと思いま
す。

　先ほど事務局とも話し合いましたが、全面返還につ
いて全会派に質問を求めるということがありました
が、それについては必ずしも全会派が答弁はしなくて
もいいということがありますので、そういうことで
……（発言する者多し）　これは答弁者が答弁するか
どうかを、一応答弁はされておりますのでこの件につ
いては……（発言する者多し）　この件については、
崎山嗣幸議員も答弁しましたし……（発言する者多
し）　ちょっと、静粛に願います。（発言する者多
し）　静粛に願います。（発言する者多し）　静粛に
願います。まずは座られてください。説明しますか
ら、説明をします。（発言する者多し）
　答弁者のほうから先ほどこちらでの話で、意見書の
中で全面返還についての記載はされてないということ
で、全面返還について各会派が答弁するということに
はならないということがあります。確かに、全面返還
という発言をされた議員もおられましたが、あくまで
もこの場の質疑は、それから答弁は基本的には意見書
に沿って行われることになりますので、そういうこと
で全会派が……（発言する者多し）　全会派がそれに
ついて答弁することは必ずしも求められないというこ
とになります。（発言する者多し）　１人は座ってく
ださい……
○中川　京貴君　議長。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時47分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　それでは、統一見解は何かという話がありましたの
で、そのことについての答弁を求めます。
　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　それではお答えします。
　統一見解かと、全面返還ＳＡＣＯ合意という……
（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　今答弁中です。もうちょっと
大きな声で。
○新垣　清涼君　統一見解は、皆さんにお示ししまし
た意見書の中身が統一見解です。私たちは、基地問題
に関してはそれぞれ微妙な違いは持っています。それ
を今回の意見書の中に反映をするつもりはありませ
ん。（資料を掲示）　この中身については、ヘリパッ
ド建設で高江の皆さんが非常に被害をこうむってい
る。そのことについて、県民として県議会で自民党の
皆さんも一緒になって、この住民の近くに建設するよ
うなことはだめじゃないですか、一緒にやりましょう
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ということで、そういう内容で、これは意見書は、皆
さん、私たち提案者の合意でやっています。必ずしも
１から100まで全て統一ということはありませんよ。
これはもうそういうことで答弁させていただきます。
（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　答弁はされましたので、進行
します。
　末松文信君。（発言する者多し）
　議長に整理権がありますので、ただいまの答弁で
……（「あなたの発言を言っているんだよ」と呼ぶ者
あり）　ただいまの答弁で集約されますので、先ほど
来のいろんな質問がありましたが、各会派による意見
の小さな違いはあるけれども統一見解はこの意見書で
あるという答弁がありました。それでは……（「あな
たの発言」と呼ぶ者あり）　はい、その部分について
は取り消します。（発言する者多し）
　進行します。
　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　沖縄・自民党の末松文信でございま
す。
　ただいまの議案に対して、質疑を行います。
　まず、この北部訓練場の返還に伴う経緯とそれから
この地域にどういう期待があるのかということについ
て、御質問させていただきます。
　この北部訓練場の返還予定地は、平成８年、1996
年11月25日当時の大田知事がみずから被告となり訴
訟を起こされた、通称大国林道訴訟の状況等を踏ま
え、この亜熱帯林に生息する貴重な動植物の保護等の
観点から、平成８年12月２日のＳＡＣＯ最終報告に
より7500ヘクタールの北部訓練場を4000ヘクタール
返還するとした事案であります。このことにつきまし
ては、今日、国頭３村においては、やんばる国立公園
の指定、そして世界自然遺産登録に向けて、３村が大
きな期待をしているところであります。そのような中
で、この訓練場内の代替ヘリパッドの建設を中止す
ることは、4000ヘクタールの返還がおくれまして、
所期の目的が達成されないどころか、北部広域市町村
圏の不利益をもたらすものと思っております。そして
また、沖縄県が標榜する1000万人観光を目指す観光
振興の観点からも不利益をこうむることが予想されま
す。このことについて提案者の方に見解を求めたいと
思っております。
　２点目に、この実態の把握についてでありますけれ
ども、そもそも意見書の提案というのは、その地域か
らいろんな今御指摘があるとうかがっておりますけれ

ども、その実態を把握することが先決ではないかと
思っております。この委員会の中で、現場も踏査しな
い、地域住民の意見も聴取しない、こういう状況の中
で、これを提案するということについてはいささかも
進められるものとは思っておりません。私はそういう
中にあって、この騒音の影響がどういうものであるか
ということについて御質問をさせていただきます。
　まず１番目に、この騒音の影響というのは、音源か
らの距離の２乗に反比例すると言われております。つ
きまして、このヘリパッドから集落がどのくらいの距
離にあるのか、これを教えてください。
　２点目に訓練飛行経路とその騒音コンター、これは
どこを飛んでいるのか説明がありません。どこの騒音
を測定したのかも説明ありません。そういった実態の
わからない状況の中で、騒音が何倍にもなった、影響
がある、こういうことは科学的に言って、物理的に
言っても、どこを信用すればいいかわかりません。ぜ
ひ、実態の把握について御説明をいただきたいと思っ
ております。いわゆるこの訓練飛行時に集落の上空、
あるいは学校の上空を通過した、飛行したということ
について、本当にそうなのか、航空標識、識別の標識
があるわけですけれども、これが今高江の小学校に設
置されているということを聞いております。そうする
と識別標識があるわけでありますから、その上空を飛
ぶことはできません。だから、この集落からどのくら
いの距離を旋回しているのか、こういった実態につい
てもわからないままに、この案件に一緒に議論するこ
とはできない状況であります。
　そしてまた、この騒音あるいは低周波を浴び続けて
学校を欠席する児童もいると言われておりますけれど
も、その児童というのは何名いらっしゃるのか、欠席
者の数についても実態を説明してください。
　３点目ですけれども、この議会において、普天間飛
行場の返還が辺野古移設問題で進まない状況が20年
も続いております。また、自民党県連の幹事長であっ
た翁長知事が、平成10年、普天間飛行場代替施設の
15年使用と、それから辺野古移設について容認して
まいりました。あれからもう18年になります。この
ような落としどころのない問題を北部訓練場でも繰り
返すことが我々政治の務めであるのか、このことにつ
いて御見解を問いたいと思っております。
　再質問は、答弁を聞いてから行います。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時59分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
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　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　２番目の騒音のほうから答弁したい
と思います。
　軍特のほうで私もそのことを聞きましたので、どう
いうことかと聞いたら、私以外の議員も聞いたら、ま
ずは防衛局のデータで、これはマスコミにも出ており
ますが、高江の夜間騒音24倍とかあるいは６月383
回については、１日当たり８倍と大見出しで載ってい
ます。これ御承知のように先ほどから言っているよう
に、先行して提供されているＮ４のところの２カ所に
オスプレイが飛んだことによって何倍ということで、
ＣＨ46よりオスプレイが先行して、返還されていな
いのにこのオスプレイが飛んでいるということで、騒
音が激しくなっているということで、先ほどからある
ように通常のＣＨ46とオスプレイの騒音と、違いを
子供たちも感じていると。そしてはるかに違うという
ことがデータに載っていたんですが、これ先ほどから
言っているように、防衛局のデータでは、私が今話し
たように６月に383回とか、ヘリパッド周辺にオスプ
レイが入ったことによる騒音の被害はデータで示して
おりました。それからもう一つ私が聞いたのは、琉大
の渡嘉敷准教授が調査した中でマスコミに載ったこと
を私聞きました。そうしたら、防衛局が調べたものと
渡嘉敷准教授が調べたのとは結構似ていると。そし
て、このオスプレイのデシベルも99デシベル、100
デシベルいったときもあるということで、防衛局のと
ころも含めて若干それに近い騒音が出たということで
答弁がありました。そこはそれぐらいということで、
99、100デシベルというのはどういう騒音かと聞い
たら、電車が通る音とか、あるいは98は工場内の騒
がしい状態が、ああいう静かな集落の中で起こってい
るということの答弁がありました。そういった意味で
は、子供たちが睡眠不足だとか夜10時に飛んでいる
とか、あるいは学校に行って飛行機が落ちてこないか
という不安があるとか、そういったことで悲鳴を上げ
ているという実態は、この渡嘉敷准教授の中で新聞報
道にも載っていました。私たちが高江に行ったときに
も、その子供たちから実際オスプレイの実態、騒音、
それからもう爆音自体を含めて極めて恐怖感を感じる
ということはじかに私たちも聞いてまいりました。こ
れは１人、２人ではなくて、多くの子供たちから私た
ちにもそういう声が寄せられておりましたので、皆さ
んも実態を見に行くことによってわかると思います。
　それから、このオスプレイはどこから飛んでいるか
ということもありましたが、先ほどからありますよう

に、オスプレイが飛んでいくと想定されているのが真
新しくつくられようとする辺野古から高江、伊江島、
金武ということを含めて想定されているということで
す。これは今、だから我々はこの今つくられようとす
る６カ所のこのヘリパッド基地に対してオスプレイ配
備に反対をしているということでありますので、これ
は北部くまなく全部オスプレイが飛ぶことになるとい
うことなので、被害が増大するということでありま
す。この細かいデータはもし話してくれということで
あれば細かく読み上げてもいいんですが、これは先ほ
ど言ったように被害を受けているということでありま
すので、よろしくお願いします。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
　　　〔宮城一郎君登壇〕
○宮城　一郎君　末松議員からありました１番の、地
元地域の意見がどういったものであるか、それと公共
の利益、不利益という点について回答いたします。
　今現在、高江のほうの地元の意見、これの経緯をお
話しさせていただきます。
　96年のＳＡＣＯ合意の後、99年、当時の宮城茂東
村長が地域振興策を条件に移設受け入れを表明されま
した。同じく、99年に即座に高江区は最高意思決定
機関の区民総会を開いてヘリパッド移設反対を全会一
致で決議しました。時間が流れまして2004年、高江
区評議委員会において、移設反対決議を全会一致で採
決、続く翌年2005年、高江区評議委員会が２度目の
移設反対決議を全会一致で採決。
　続きまして2006年に移ります。移設計画、当初７
カ所のヘリパッド移設が６カ所に１つ減になったとい
う報道があったことを受けて、高江区では再び最高
意思決定機関の臨時区民総会を開いて、２度目のヘ
リパッド移設反対を全会一致で決議しました。2007
年、村長がかわりまして伊集盛久東村長が選挙公約に
ありました移設反対を17日に当選後翻して、これま
での経緯を考えると移設場所の変更は難しいというこ
とで移設受け入れを容認する形に流れております。そ
の後2009年に仲嶺武夫、新しい高江区の区長が条件
つきで移設を受け入れる方針を固めました。しかし、
これには住宅地上空の飛行禁止、公共施設の整備など
の移設条件をつけた上での容認と同時に、区の代議員
や区民総会は開催されることなく、区長の単独の容認
発言ということで記録されております。なお、その容
認発言においても、過去２度採決された区の反対決議
は撤回しないということになっています。その後、
2012年です。伊集村長は容認に傾きましたが、ＭＶ
22オスプレイについての配備が発表されて、国が国



− 405 −

防のために強行しても安全性の確保ができない限り沖
縄への配備及び北部訓練場の運用は反対するというの
が今までるる御説明させていただいた地元の御意見か
というふうに解釈しております。（「ちょっと待て、
違うだろ」と呼ぶ者あり）
○議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　質問者じゃありませんので、今答弁中ですから。
（発言する者あり）
　答弁続けてください。
○宮城　一郎君　答弁に加えさせていただきます。
（「ここを丁寧に」と呼ぶ者あり）　はい、わかりま
した。（発言する者あり）
　伊集盛久村長の最初の選挙のときのということです
か。
○具志堅　透君　最近のということ……
○宮城　一郎君　最近のですね。
○議長（新里米吉君）　ちょっと議長から注意をしま
す。（発言する者多し）
　質問者じゃない人が発言をし、それに答弁者が答え
ることはやらないでください。
○宮城　一郎君　大変失礼しました。
　今の具志堅議員のお声については、ちょっと無視さ
せていただきます。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　答弁を続けてください。
○宮城　一郎君　公共の利益、不利益等については、
地元の意見もこのようにさまざまな意見が立ち位置に
よって違うということを考えれば、地元の中でも利
益、不利益というのが差異があるというふうに考えて
おります。したがって、私どもが今会派として提出し
ておる意見書ですが、地元の意見等々がありながら
も、本件についてはオスプレイが運用されるヘリパッ
ドの建設についての工事中止等々を訴えるものであり
ますので、不利益等々の因果関係をあえて申し述べる
立場にはないと思います。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時９分休憩
　　　午後０時10分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　オスプレイの影響で睡眠不足あるい
は心身的に影響を受けて学校を休んでいる生徒は何名
かという質疑でした。
　教育委員会での調査によりますと、３人ということ
であります。

　以上です。
○議長（新里米吉君）　答弁漏れとの質問者からの指
摘がありますので、休憩中に……
　休憩いたします。
　　　午後０時11分休憩
　　　午後０時13分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　普天間の返還合意からかなり年数も
たっているから進まないというお話がありました。
　これはやはり今、国が沖縄県に基地を押しつけ続け
ようとしています。普天間についても、さきの参議院
選挙でもそうですが、辺野古については反対という候
補が当選しました。そういう意味では、沖縄県民の民
意がそれぞれの選挙で示されているにもかかわらず、
国がこの県民の意思に反して、その基地を沖縄に押し
つけ続けようとするからこういうことの繰り返しに
なっているのではないでしょうか。ですから、さきに
私たちは建白書の決議をしました。その時点に振り
返って、戻って、やはり県民が一つになって過重負担
である沖縄の基地問題を一緒に解決することが今求め
られているんではないでしょうか。
　それから、先ほどの現場の音源の話もありました。
　実は、どこで測定しているかということについて
は、今資料持っています。ただ、これは防衛局が設置
をしておりますけれども、防衛局の要望で個人情報も
含まれているので、これは公表しないでほしいという
ことがありますので、それは控えさせていただきま
す。
　以上です。（発言する者多し）
○議長（新里米吉君）　質問者以外の方は、静粛に願
います。（発言する者あり）
　休憩いたします。
　　　午後０時16分休憩
　　　午後０時17分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　騒音測定については、私たちが測定
しているのではなくて防衛局の測定によって、ことし
の６月に限ってですけれども、その騒音が1.3倍に膨
れ上がっているということと、それから、4.1回だっ
たのが32.8回、８倍にもふえている、膨らんでい
る。さらに、夜間のほうも、これ19時から朝の７時
までなんですけれども、これも月16.2回から383回、
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こういうふうにふえていると、それだけ影響が大きく
なっているということも……（「場所はどこか、音源
は」と呼ぶ者あり）　場所は……（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）　答弁続けてください。
○新垣　清涼君　場所は高江です。
　末松議員も持っていると思います、その場所につい
ては。
○議長（新里米吉君）　末松文信君。
○末松　文信君　ちょっと休憩。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時17分休憩
　　　午後０時18分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
○末松　文信君　まず、１点目のこれまでの経過につ
いて、先ほど説明がありましたけれども、皆さん、け
さのこの新聞ごらんになりましたでしょうか。（資料
を掲示）　これには「東村長、容認を再表明」、これ
は「「北部訓練場過半が確実に返還されることで基地
の整理・縮小につながる」ということで容認する姿勢
を示し、「ヘリパッド工事は安全確保した上で進めて
いただきたい」」、これが地元の意向ですよ。最終的
な民意ですよ。このことについて見解を求めます。
　それから、２点目の騒音被害についてでありますけ
れども、本来はこういうことについても、お互い委員
会としてしっかり現場踏査して、地域の実情を把握す
ることが賢明だと思っています。それで、先ほど清涼
議員がかざしていたこの地図ですけれども、（資料を
掲示）　これは高江の集落からこの計画のヘリパッド
までの距離が幾らあるのか、後でそれぞれの位置を説
明してください。
　それから、３点目のこの基地問題がなかなか前進し
ない、これはお互い沖縄21世紀ビジョンの中で、沖
縄特有の解決しなければならない課題ということで示
されているのが、基地問題が大きくそこに位置づけさ
れております。
　この基地問題を解決する方向の議論がなかなか見え
ない。反対だけして、その解決をする提案は全くな
い。こういう中で辺野古問題についても、普天間飛行
場の危険性を除去するという立場から、地域の皆さん
は、やむなく条件つきで容認の意向を示した。こうい
う経緯からして、やっぱりこの基地問題を解決すると
いうことでは、普天間飛行場の危険性を除去するとい
う立場からは、県知事としても、お互い議員として
も、新しい角度から解決の方法を模索するのが責務で

はないかと、私はそう思っています。ただ、反対反対
だけではこれはまずいと私は思っています。
　同様にして、今北部訓練場もそうですけれども、あ
れだけ4000ヘクタールの訓練用地が返還されないま
まにこれだけ継続していくと、さっきも申し上げまし
たけれども、ヤンバルの大自然を今国立公園に指定し
ようとしています。その後、ユネスコの世界自然遺産
にも登録しようと、こういう動きの中で、お互い県議
会としてこのことに反対だけ唱えていいものかどう
か。もう一遍、見解をお聞かせください。
○議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
○崎山　嗣幸君　東村長の考えがきょうの新聞に載っ
ていますが、先日私も伊集村長とお会いしましたの
で、私のほうからこの件を答えさせてもらいます。
　意見交換ということで行ったんですが、先ほど説明
したように、住民の騒音、それから自然破壊、そう
いったことがこのヘリパッドの基地建設によって行わ
れているが、村長としてどう思うかということもお聞
きしました。そういった意味で、今聞かれているよう
に、村長としては、このＳＡＣＯ合意については、北
部訓練場の過半の返還になって基地の整理縮小になる
からということで、私は容認の立場であるということ
を答えていました。
　その中で、その立場はわかりましたけれども、過半
の返還の分についての北側から南側とされる６つのヘ
リパッド工事に伴う、オスプレイがそこに飛んできま
すけれども、それはどういう立場ですかということも
聞きましたら、オスプレイが飛んでくることについて
は、近隣住民からの健康被害、それから騒音被害の訴
えもあるので、私からはオスプレイの配備は反対であ
りますということを答えていました。オスプレイ反対
であるならば、一緒になってこのヘリパッド基地建設
の工事を中止したり、とめる立場に立てませんかとい
うことを私聞きましたが、そこはもう一緒に立てない
ということをおっしゃっておりました。そこは、同意
することはできませんでしたが、そのかわり、先ほど
話しましたように、ヤンバルの貴重種である4000種
と言われる生物が存在し、それから国立公園、ユネス
コ自然遺産含めて、そこも含めてまた、大事にしなけ
ればいけないことについては、村の環境条例もつくっ
て頑張っていきたいということがありましたので、基
地に伴って、ダムにおける――私からは焼夷弾が撃ち
込まれたり、水がめで湖水訓練をしたり、そういった
事例があったんだけれども、そういった自然が米軍に
よって壊されることがないようにということを要望し
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ました。
　そういった意味で、国定公園、それから自然公園、
貴重種を守ることについては同感でありますので、ぜ
ひそこを含めて米軍の訓練によってそれが壊されない
ようなことについては私も同感であります。そこは御
承知のように北部訓練場については、末松議員も御承
知のように、ゲリラ作戦であったり、捕虜の奪還作戦
であったり、自力で食糧調達するようなサバイバルな
訓練をすることについては、ダムであろうが、山林だ
ろうが、どこだろうが入っていることについて、私は
懸念を申し上げました。
　そういった意味で、先ほどおっしゃっているような
ことについては、村長さんの立場はわかりましたけれ
ども、そこは意見の一致を見ることができませんでし
たが、私どもの意見をお話しして、ぜひ村民というか
自然というか、守っていただけますようにということ
で、私たちは要請をして帰りました。
　そういった意味で、今言われているようなことにつ
いては、村長も村道を通って村民の生活が実際障害
になる場合は困るので、10トンでしたか、大型のト
ラックが入ることについては、通さないということも
含めて工事についてのことも言っていました。
　それから、ほかからも含めて、ぜひ村みずからこの
被害実態調査をしたらどうだろうかということで話を
しましたが、そこは一応明確な返事はもらえませんで
したので、よろしく御理解のほどをお願いしたいと思
います。
　以上であります。
○議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　末松さんの質疑の中で、集落地から
予定ヘリパッドまでの距離なんですけれども、今供用
開始しているＮ４地区から約1.7キロメートルという
ことです。
　Ｈ地区、これからの計画になっているところが、ほ
ぼ一緒かなと思いますが、1.7から1.5キロメートルの
範囲かなというふうな距離になろうかと思います。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　反対ばかりでは進まないんじゃない
かという質問ですが、ですから、私たちは基地問題に
ついてはやはり県民の民意は示されているというふう
に思っています。そういうことで、県民の民意に反す
る方法で国がやろうとするから進まないんです。
　ここはやっぱり、私たちも県議会で採決をした建白
書の実現に向けて、もう一度皆さんと一緒に協力でき

ればいいなと思っています。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。（発言する者あ
り）
　　　〔照屋守之君登壇〕
○議長（新里米吉君）　そのまま続けたいと思います
ので、よろしくお願いします。
○照屋　守之君　ただいま議題となっておりますヘリ
パッド建設に関する意見書案についてですね。（発言
する者あり）
　静粛にお願いします。
○議長（新里米吉君）　質問者が質問していますの
で、静かにお願いします。
○照屋　守之君　どうします……。
○議長（新里米吉君）　続けてください。
○照屋　守之君　質疑ですね。何か先ほどから２人の
質疑を聞いていても、もうこれ取り下げたほうがいい
んじゃないですか、皆さん。この意見書案ですよ。こ
んな内容も含めて、こういうのを総理大臣に意見書を
出すわけでしょう。非常に不思議だなと思いますね。
　まず１点目に、今回の意見書案を提出するに当たっ
て、多数与党はなぜ県議会の全会派で事前に調整をし
て、全会一致で意見書を可決する手続を踏まなかった
か非常に不思議です。私は、軍特の仲宗根委員長から
電話があったときに、これは案をつくってやるという
ことではなくて、このヘリパッドの件について、全会
派、意見調整をしたほうがいいよと。そうしないと案
をつくってからではこれは非常に難しいんじゃないか
というふうな提案を申し上げましたけれども、米軍基
地関係特別委員会では既に案がつくられて、その提案
がなされて結局米軍基地関係特別委員会でもこの件に
ついては審査をやっておりません。ですから、先ほど
のいろいろなデータも含めて末松議員がおっしゃって
いた、それぞれ議員独自でいろんな調査も含めてやっ
たほうがいいんじゃないかという提案ですけれども、
まさにそのとおりで非常にちぐはぐな対応になってい
て、私はこの文案も含めて非常に無責任な文案だなと
思っています。そのことも含めて、なぜ全会派が事前
に調整をして全会一致で意見書を可決する、そういう
手続を踏まなかったのか、この点についてお願いしま
す。
　２つ目は、このように基地返還の問題で賛成多数で
可決しても、国に対して影響力を及ぼすということは
考えられませんね、私は。だから、一体全体これは何
のための意見書の提出かという、そういうことです。
まさにこういう大事な意見書が、こういう場で質疑が
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あり討論がありというこの実態があって、賛成多数で
可決して、これを国に持っていく。国は一部の意見で
しょう、沖縄県は地元も含めて容認して我々平成８年
からそういうふうに進めてきたんですよ、沖縄県の基
地負担軽減のために国は一生懸命頑張っているんです
よ、ぜひ御理解くださいと言ったらもうそれで終わり
じゃないですか。先ほど申し上げましたように、Ｎ４
地区のヘリパッド２つ、既にでき上がっております。
あのときもこういうふうな議会のことはなかったと
思っておりますし、ですから、行き当たりばったり
で、そのときそのときでそれぞれが都合のいいように
議会対応するということになってくると、それに向け
て総理大臣が、外務大臣が、防衛大臣が、我々県議会
のそれぞれの議員の都合でこういう意見書が採択され
ても、これはまさに受け取る側が困惑するんじゃない
かなと思います。ですから、何のための意見書提出
か、そのことも御説明お願いします。
　先ほどもありましたけれども、東村の伊集村長は、
もうヘリパッド工事も安全確保した上で進めていただ
きたいという、そのヘリパッドの機能については若干
安全性も含めていろいろ異論もあるようですけれど
も、北部訓練場が返還される。4000ヘクタール返っ
てくる。そのことも含めて代替施設としてそのヘリ
パッドを６つつくらないといけないという、そのこと
も十分理解して、ヘリパッドの工事は安全確保した上
でしっかり進めてくださいという、まさにこれが地元
の民意です。地元の民意も顧みず、それぞれの議員の
都合で反対をする。この反対をすると先ほどから出て
おりますように、4000ヘクタールの返還についても
影響が出てくるということですから、やっぱり再度地
元の村長の意向、村民の意向というものが非常に重要
だと思いますから、この点について御案内お願いしま
す。
　４点目に、平成８年に決まっております。これ今反
対します。既に２つはでき上がっております。これ条
件は、先ほどからもそれぞれの会派が無条件返還にし
ないといかぬよというふうなことの考え方ですけれど
も、日本政府とアメリカ政府はそうやって合意をし
た。沖縄県もある意味でそれを容認してきた。県議会
も容認してきたと言っても過言じゃないでしょう。そ
の地域ではそれぞれの反対する方々はおりましたけれ
ども、県議会を挙げてオスプレイについてやったとい
うふうな報道はないです。返還ができなくなるという
ことははっきりしているわけです。先ほど新垣清涼議
員は、4000ヘクタール返ってくる分には反対じゃな
いということですけれども、このヘリパッドの建設に

反対をするということは、これができなければ返還が
できないわけですから、この返還について間接的に反
対という表明をしているというそういうことでありま
す。ですから、これは普通当たり前に考えて、そうい
うことですから、本来はそういうことも含めて我々は
反対だということを言わないといけないと思っている
んです。
　先ほど、提案者の説明は、この騒音とか健康被害と
かそういうものを重点的に挙げて、これは中止すべき
だということですけれども、この北部訓練場の4000
ヘクタールの返還とそれに伴うヘリパッドの建設、そ
れについてそこに騒音があれば、今ある２つの分を使
用禁止とか、別の措置をしながら騒音対策はしていく
ということをやるというのが我々県議会の務めじゃな
いですか。ですから、これがあるからこの分を反対と
いうこういう論法は、この反対というものを隠して、
4000ヘクタールは返ってこなくてもいいというそう
いうつながりになっていくと思っているんです。この
基地問題は、沖縄県はさまざまなそういう課題があっ
て、これは容認する側も反対する側もそれぞれの利害
が絡んでなかなか厳しい状況にあります。こういうふ
うな問題をやっぱり翁長知事と与党として27名一緒
にやるというわけですから、翁長知事は基地の整理縮
小、これを実現していくという公約を掲げてやって
いる。ですから、これができなくなった場合に、先
ほど言いましたように、私どもは国土の0.6％の七十
数％と言うつもりはありません。県内の米軍基地が
２万2000ヘクタールあります。先ほど言いましたよ
うに、4000ヘクタール返ってきます、18％です。普
天間飛行場の返還、嘉手納以南、那覇軍港も含めて、
あと1000ヘクタールになります。そうすると、今北
部訓練場で18％ですね。普天間も嘉手納以南も含め
てやると、これが県内の２万2000から25％基地の整
理縮小ができるわけです。ですから、それはもう県土
面積の七十何％という問題ではなくて、今ある沖縄県
の米軍の２万2000からどのぐらい減らすかというこ
とは、これはやっぱり県知事を初め我々沖縄県議会の
大きな責任だろうと思っているんです。減少する、こ
れをそういう方向にどうやって持っていくかというそ
ういうことです。ところが今のように、辺野古も実際
具体的に工事をするということになると反対運動が起
こってそれをとめる。ヘリパッドもそういうふうな形
でやると反対運動が起こってとめる。普天間もそうい
うことになっていくんでしょうね。嘉手納から下の
キャンプ・キンザーも返そうとすると反対運動が起こ
る。那覇軍港もそういう形で反対運動が起こってと
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まっていくという、そういうことにつながっていくわ
けですね。ですから、今ある我々の基地の整理縮小と
いうものが反対運動を通して動かなくなるということ
は、提案者は結果的に提案者の今やっていることは、
今の沖縄の基地はそのままでいいんでしょうと。とい
うふうな考えのもとにこういうことが提案されている
という形で客観的にはそういう理解をされますよ、い
かがでしょうか。
　５点目は、県政与党は翁長知事とともに基地の整理
縮小の責任がある立場です、そうじゃないですか。責
任ありますよね、基地の整理縮小。反対は得意だけれ
ども、まだ野党の気持ちですよね、県政野党。我々が
与党みたいじゃないですか、県政の。ですから、そう
いうふうに基地の整理縮小の責任があって、そういう
立場ですよ。この野党から与党に対する頭の切りかえ
がまだできていないんじゃないですか。与党というの
はそういう責任がある。ですから、この自覚と責任を
放棄しておりませんか、いかがでしょうかということ
なんです。反対をします、対案はありません。住民は
こう思っています。この程度では、私は翁長知事を支
える与党としても――何で私がこんなこと言わないと
いけないのかと思っています。ですから、与党として
の自覚と責任は県民に対しても大変なことですよ、い
かがでしょうか。
　６点目は、これはつながっていきます、先ほどの。
今でも具体的にこういう反対をします。そうすると、
4000ヘクタールのものは、返還は反対ではありませ
ん、本音は反対でしょうけれども。そうするとじゃこ
の反対して、工事がとまると、この北部訓練場の返還
ができません。できないけれども、返還には賛成、
じゃこの対案はどうするのかということをしっかり県
民にも説明しないと、伊集村長にも説明しないといけ
ないんじゃないですか。こうしますから、こうこう、
かくかくしかじかで、ヘリパッドをつくらなくても返
還はやりますから協力してください。
　先ほど、崎山嗣幸議員は、我々と一緒に反対しろと
いっても、じゃあなた方が何をしてくれるんですかと
いうのが、村長の考えじゃないですか。一緒に反対反
対だけして、責任をとらない皆様方がそういうことを
言っても聞かないんじゃないですか。ですから、具体
的に反対をします、基地の返還はこうこうなりますと
いうことをやっぱりきちっと説明しないといけないん
じゃないでしょうか。
　７点目、翁長県政は、６月28日に反対派の皆様
に、道路管理者の立場で仮設テント、放置車両、横断
幕、単管パイプ、その他の物件等、速やかに撤去する

よう文書で求めております。このような違法行為のお
かげで、機動隊まで投入することになっている現状が
あるわけであります。提案者は、中止を求める前に、
反対派の皆様方に違法行為のない、秩序のある反対運
動のあり方を協議すべきではないですか、それを伺い
ます。
　平成25年３月、Ｎ４地区の着陸帯、そしてまた26
年７月に２つ目が完成しております。なぜそのことを
容認しながら、今この分について、じゃこの既にある
２つはどうすべきだ、騒音の問題があって非常にここ
問題だという指摘はするけれども、新たなものは反対
して、この分についてはそのまま使ってもいいとい
う、こういう意味不明なこの意見書というのも非常に
不思議です。そういうことであれば、本来は、ここの
分の今現在ある２つの既に使っているものについて、
与党会派としてこれはどうすべきだというふうなもの
があって、今のものをどうすべきかというのは、この
問題になっているものには触れないで、新しいものだ
けつくるのは反対というのは、これは県民に対して説
明つかないんじゃないですか。ですから我々は、だか
らそういうことも含めて与野党全会派で協議をして
やったほうがいいという。ですからなぜ今になって反
対をするのか。この既にでき上がっている２つについ
てどうしようとしているのか、そのこともきちっと説
明する必要があるんじゃないですか。
　９点、翁長県政になって、基地は経済発展の最大の
阻害要因と言っております。0.6％の国土面積に七十
数％の米軍基地とか、特に強調しております。反対、
批判しております。不思議です。翁長知事は、知事に
なる前まではこんなこと一言も言っていません。非常
に不思議で、県知事になった途端、自分の立場を主張
するためにこういうことを言っている。基地は経済発
展の最大の阻害要因、名文句ですね。こういうふう
に、そう言っております。反対や批判ばかりずっと同
じことを言っています。ここで答弁するから覚えてし
まっています、私も。こんなことですね。
　反対や批判をするというのはこれは勝手です。とこ
ろが、整理縮小、じゃ誰がやるのかという話ですよ。
知事がやるんじゃないですかという話ですね。知事を
初め県の執行部を中心に、そういう整理縮小をやらな
いといけない。基地は問題だよ、問題だよ、大問題だ
よと言う。それはほったらかす、整理縮小しない。今
あるものについて反対運動ばかりして、それも進展も
しない。辺野古につくらせない、普天間返還、全然前
に進まない。裁判を起こしてもやらない。そういうふ
うなことで、批判ばかりして、基地は経済発展の最大
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の阻害要因という名文句をつくった。名文句をつくっ
たら、じゃ、県知事としてこの基地の整理縮小をどう
するという具体策がない。評論家でもないし、運動家
でもないのに、やるべきことはやらないでこういう批
判ばかりする。ですから、口でおっしゃることと、
やっていることは全く違うんです。
　県知事は先ほど言いましたように、今のやり方で
は、返還どころか現状のまま固定化しようという、そ
ういう動きじゃないですか。ですから、そういうふう
な知事に対して、与党である提案者もこのような反対
の提案で対案も出さない。ということは、与党側の
27名もこれはやっぱり沖縄県の基地の現状維持、基
地の固定化、そういう立場になっているんじゃないで
すか、今。いかがですか、その点については。
　10点目、オスプレイの欠陥、危険性についてで
す。
　この件については、私ども自民党も、私は当時オス
プレイ配備反対の事務局次長という立場でこの件にか
かわってきました。そのときは、開発時点、あるいは
初期の活用、機体というよりは、いろいろ調べてみる
とパイロットの技術的なものも含めて不安が寄せられ
ておりました。しかし、今は、私も若干考え方変わっ
ていますよ。（「勉強したんだね」と呼ぶ者あり）　
そうそうそう、知事が勉強したように、提案者が提起
されるような欠陥機との指摘には当たらないと私は
思っております。この欠陥機という表現はですね。こ
れは、我が国の防衛、今自衛隊がオスプレイ導入を決
定しております。国民や国を守るという、あるいはま
た災害対応の観点からも、オスプレイが必要だとい
う、そういう認識があるわけです。
　ですから、この意見書にあるような、やっぱりこう
いう表現は――その当時はオスプレイ配備反対で県民
大会やりました。建白書もやりました。これ認めます
よ。認めていますけれども、あれからどのくらい時間
がたったんですか。じゃ、あの時点であの考え方は変
えるなという話だったら、平成10年に翁長雄志知事
が県連幹事長で普天間移設容認を決めた、県内容認を
決めた、15年使用を決めた、あれも変わるなという
話じゃないですか。当然でしょう。だから、そういう
形で、自分の都合のいいものは変えていって、人が言
うものは、あれはこれでやったから決まったという。
こういう論調というのは、やっぱりおかしな話で、こ
のオスプレイについても多角的に提案者も含めてもっ
といろんな形で勉強して、こういうふうに確かに問題
が、ああいう問題があるという形をきちっと説明する
必要があるんじゃないかなと思います。いかがです

か。
　11点目、警察官の動員です。反対する住民を排除
することが目的であると書いています。そうですか。
日本政府は排除するというのが目的じゃないんです。
日本政府や米国政府が約束した北部訓練場の返還に伴
うヘリパッドの建設によって――ここからですよ、反
対する住民や建設する側との不測の事態、トラブルを
防ぐ、防止するというのが今の警察機動隊の役割じゃ
ないですか。だから、反対する住民も守るということ
なんでしょう、警察は。違いますか。きちっと、そう
いうそれぞれの権利を持って、権利を持ってきちっと
反対運動をそこでやってもらう。そうじゃない者につ
いてはちょっと交通整理をする。そういうことでしょ
う。何もこっちに書かれているように、反対を排除す
るとかということになると、警察の存在は大変じゃな
いですか。これを県議会がそういうわけでしょう。と
んでもない話じゃないですか。警察官も仕事ですよ。
こんな仕事やりたくないですよ、警察は。だから、そ
ういう苦労をやっぱり提案者もしっかりわかってもら
わないと、ただそういう形で強行的にやっていると
かってこんな批判だけでは、皆様方与党でしょう、与
党、与党。翁長県政の。翁長県政は、これは工作物を
撤去しなさいと指導したんです。そういう違法行為は
やめろという指導をしたのに、皆さん方はそういう県
知事の立場も踏まえながらやらないと。ただこういう
形で警察を悪者扱いしてやるということは、やっぱり
だめですよ。ですから、こういうふうに一生懸命現場
で頑張って反対派の方々も、工事を進める側もきちっ
と整理をしていくという、警察官の役割に敬意を表し
ないといけないんじゃないですか。そのことについて
改めて伺いますよ。
　それと、先ほどからありますように、12点目は、
建設中止によって先ほどもありました……（発言す
る者あり）　ちょっと黙ってください。20年たって
も普天間飛行場が返還されない。まだ、このめどが立
たない。今の北部訓練場も反対反対でそういう形でめ
どが立たなくなる。この具体的な基地の返還というの
は、知事を初め我々県議会も、その都度その都度自分
たちが都合のいいように反対反対。当初の返還の合
意、言っておきますけれども、日本政府とアメリカ政
府に約束させたのは沖縄県でしょう。沖縄県民が求め
て返せと言ったんでしょう。そうでしょう。それは残
念ながら全て移設条件つきになっているわけです。だ
からあの時点で、今与党の方々言うんであれば、あの
時点でそういう条件つきがだめだという、そういうこ
とをやるべきじゃないんですか、本来は。大田県政の
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ころでしょう。ですから、そういうふうな形で、その
ときはそれを進めて容認をしてきて、もう具体的に仕
事が始まる、20年かかる、そういうときから反対を
していく。この問題は、これ沖縄県、国だけの責任、
我々沖縄県の県知事もそう、県議会も含めての責任で
すよね。それを全て国が悪い、アメリカが悪いとかと
今の与党がそういう立場に立っていて、こういう基地
問題は絶対に解決しません。ですから、これはこうい
うふうな形でやって、あからさまに出ていったとき
に、沖縄県以外の国民はどうなるんですかという話で
す。沖縄県はわがままで身勝手だねという話ですよ。
そういうこと、決まったことは履行できないというふ
うな形で、全国からも全国民からも不信感が出てくる
という可能性があるわけであります。ですから、その
点について見解を伺います。
　次、この意見書案に先ほどから出ておりますよう
に、示されているこの中ぐらいですね。「住民は身体
的にも精神的にも限界を超えた騒音・低周波を浴び続
け、学校を欠席する児童もいる。」というこういう文
言です。
　先ほどからこれについて答弁がありますけれども、
大学教授がどうだ、防衛省のデータがどうだ、こう
言っています。これ提案者として、新聞報道によると
か、向こうの教育委員会によるとかという説明は一切
ないです。こういうものを自分のこととして提案者が
捉えて、「精神的にも限界を超えた騒音・低周波を浴
び続け、学校を欠席する児童もいる。」、自分で確認
もしないのに、これを総理大臣にこういう実態がある
からと言えますか。これ沖縄県議会ですよ、沖縄県議
会。改めて、この「精神的にも限界を超えた騒音・低
周波も浴び続け」るというこの状況、どういう根拠で
そういうようなものがあって、先ほどの学校の子供た
ちもありますけれども、この騒音とこの因果関係も含
めて、きちっとやっぱりこういうものは説明しない
と、国に対してそういうこと言えないじゃないです
か。我々県議会も恥ずかしい話ですよ、こんな議論す
るというのは。新聞報道によるととか、何とかの逃げ
もないですよ。だから、ここはしっかり詳しく説明し
ていただきますようにお願いします。
　以上、とめておきましょうね。お願いします。
○議長（新里米吉君）　ただいまの照屋守之君の質疑
に対する答弁は、時間の都合もありますので午後に回
したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時59分休憩
　　　午後２時22分再開

○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前の照屋守之君の質疑に対する答弁を願いま
す。
　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　それでは答弁をいたします。
　１番の全会一致の調整を図るべきではなかったかと
いう質問に対してお答えをいたします。
　まず、15日の金曜日ですが、意見書を上げたいと
いうことで御連絡を申し上げました。文案について
も、この15日に各会派へお持ちいたしました。そし
て、土、日、月と連休を挟みまして19日火曜日の委
員会の審査に至ったということであります。
　以上であります。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　それではお答えします。
　２から13までありましたかね。
　先ほども申し上げましたけれども、基地問題につい
て、私たち全会派が必ずしも一致していることではあ
りません。今回の意見書は、皆さんも持っていらっ
しゃると思うんですが、後半の部分に書いてありま
す。「よって、本県議会は、県民の生命、安全及び生
活環境を守る立場から、政府が米軍北部訓練場ヘリ
パッド建設を強行に進めることに対し厳重に抗議す
るとともに、建設を直ちに中止するよう強く要請す
る。」ということであります。その１点でお互いに賛
同して、ですから、できれば自民党さんにはぜひここ
については賛同いただいて、議会の意思として全会一
致で出していきたいなと思っていたところでありま
す。
　それで、一部の意見ではないかということでありま
したけれども、それについては、やはり私たちが今
言ったように、県議会の意思としてここはしっかりと
示す必要があるということで、今回提案をさせていた
だいております。
　３番目の地元の意向は容認ではないのかという御質
問ですけれども、高江の区民総会でも２回、それから
村議会でも３回オスプレイ配備反対決議等しておりま
す。ですから、そういう意味では、私たちはやはり地
元の意見も尊重しながら、こういう意見書、地域の皆
さんがやはり困っている状況を受けて出す必要がある
ということで、皆様にも賛同のお願いをしているとこ
ろです。
　それから４番目のＳＡＣＯ合意の話でしたか、です
から、過半の返還があるＳＡＣＯ合意についても、私
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たちは返還はよしとしているんです。ただ、条件をつ
けて県民が困るようなことをするもんですから、それ
では困りますよということで、一つ一つについていろ
いろ意見を出しているところであります。
　５番目の翁長県政の責任与党という話もありました
けれども、私たちは翁長さんを推薦し、知事選に向か
うときにも、腹八分、腹六分ということで、必ずしも
全てを、要するに完全一致ということでの支持はして
おりません。ですから、この意見書も全ての基地を撤
去せよとかそういうことは書いていません。全てのオ
スプレイパッドを撤去せよとも書いていません。今進
められている、そして進められようとしているこの強
権的なことに対して中止してほしいということを言っ
ているにすぎません。ですから、ぜひ御賛同いただき
たいと思います。
　繰り返しになりますが、過半の返還ができなくなる
のではないかという６番目の質疑に対しても、そうい
う条件をつけた県民を困らすようなことを国が言って
くるものですから、それではだめですよということ
は、これまで各選挙でも県民の意思として示されてい
ると思います。
　７番目については、県は、文書あるいは口頭で指導
しているということですので、今後の対応について
は、また私たち議会も注視していきたいと思っていま
す。
　８番目のＮ４についてですけれども、使用中止が、
できればやはり今回意見書に出しているように、皆さ
んも一緒にＮ４についても工事の中止を求められるよ
うにということで、あえて、あえてですよ、そこに
絞って私たちも皆さんが賛同できるようにということ
で書いてあります。ですから、それをぜひ御理解いた
だきたいと思います。
　Ｎ４については、既に使用されているじゃないかと
いうことですが、使用されて初めて――先ほども説明
しましたけれども、騒音が1.3倍でしたか、そして回
数についても８倍から夜間についてはもう相当の回数
がふえているということがあって、こういうことを意
見書として、ぜひ皆さんの賛同も得ながら決議をした
いと思っています。
　それから９番目に、誰が整理縮小を進めるのかとい
うことですけれども、基地の提供は日本政府がアメリ
カに提供しているわけでありますから、ここはやはり
政府の責任で基地の整理縮小を進めていただきたいと
思っています。
　10のオスプレイは欠陥機ではないということを
おっしゃっておりますけれども、回転翼機の中でオー

トローテーション機能がないということと、それから
ボルテックス・リング状態になるということも含め
て、そういったものがあるわけですから、やはりそこ
は欠陥機という指摘をせざるを得ないということであ
ります。
　11は、警察官の動員についてですけれども、現場
ではごぼう抜きに遭ったり、座り込みしている県民を
ごぼう抜きにしたりしてけがをさせたりしているし、
それからおとといでしたか、さきおとといですか、そ
この県道を通る県民を検問して免許証の提示を求める
ということまでしている。それが県民を守るというふ
うに私たちは考えられません。そこに入るのを制限す
るための威圧にしか見えないわけであります。これは
意見書には関係ありませんけれども、そういうことが
ありましたので一応お答えします。
　それから、反対ばかりということをおっしゃるんで
すが、そうではなくて、私たちは建白書の精神でこれ
まで普天間基地の閉鎖・返還、そしてオスプレイ配備
反対、辺野古新基地建設断念ということを求めてきた
わけです。それは県民の総意としてそのまま息づいて
いるはずなんです。そこは、ぜひ皆さんの理解をいた
だいて、賛同を願いたいなと思っています。県議選や
参議院選でもやっぱり民意というのはしっかり出てい
るものと思っています。
　13番目の身体的影響についてでありますが、どん
な影響があるのかということで、現場の話にも、私た
ちも何人か現場に行きましたし、そしてそこの学校を
休んでいるお父さんのほうからお話も聞きました。ヤ
ンバルでは静かになって、大体９時ぐらいからは子供
たちも寝かせているようです。寝始めて寝静まったか
なと思ったところにオスプレイが飛んでくると。多分
そうなんですね。10時ぐらいだと思います。宜野湾
市に又吉議員もいらっしゃるからわかるかと思うんで
すが、オスプレイは10時から11時ごろに帰ってくる
んです、宜野湾市に。ですから非常にうるさいです。
帰ってくるというのは、私はずっと見ているわけでは
ないから、必ずしもそうではないかもしれませんけれ
ども、10時、11時までオスプレイが飛んでいます。
毎日私たちもうるさい思いをしています。オスプレイ
のことをここで聞いた方が何名いらっしゃるかわかり
ませんけれども、少なくとも宜野湾市に住んでいらっ
しゃる方は、そのオスプレイのうるささはよく理解で
きていると思います。テレビを見ているときにオスプ
レイが飛びます。野球中継を見ているときにオスプレ
イが飛びます。バッターが打った、テレビがモザイク
になるんです。ワジワジーしますよ。皆さんはそうい
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う経験はありますか。ぜひ、ここは高江の皆さんのそ
ういう思いを受けとめて、みんなでオスプレイパッド
建設を、この意見書に賛同いただきたいなと思ってい
ます。
　終わります。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時32分休憩
　　　午後２時34分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　再質問を行います。
　答弁する側がまだ質問やるんですかという、大変失
礼な話です。こんな提案者がいますかという話ですけ
れども。ですから、この程度の提案者だと思うんで
す。疑問点を県民に明らかにしたいということまでさ
せたくないという、非常にやっかいです。
　最初の意見書を提出するときのことですけれども、
仲宗根委員長は、15日の文案でどうのこうのという
話をしておりました。私が申し上げたのは、こういう
問題は事前にこの意見書をつくるかつくらないか、こ
ういうふうなものをどうしようかということを、事前
にそれぞれの会派で調整した上で対応したほうがいい
という、そういうことを申し上げたわけです。もう既
に文案を出されて、こうですけれどもどうですかとい
うことになると、この文案がいいのか悪いのかという
その議論になるわけです。だからこの辺の手続が今の
27名の与党、圧倒的多数与党の自分たち中心の県議
会の運営になっていて、自分たちがつくったものにつ
いては、少数野党もあるいは中立会派もそれは当然や
るべきだという、そういう運営だと思うんです。です
から、そういうふうな根本的な考え方があって、今回
のこの議案の提案になったんだろうと思っているんで
す。ですから、それではだめじゃないですかというこ
とを私は申し上げたいわけです。このヘリパッドの建
設に反対する。そうすると、北部訓練場の返還の問
題にも影響してくる。そうすると、反対をします。
じゃ、この返還はどうするのか。そういうことをやっ
ぱり全会派がそれぞれの立場で話し合いをした上で意
見書をつくる。この意見書もどういう内容の意見書に
するかという、そこが今県議会が問われていることだ
と思っているんです。だから先ほど言いましたよう
に、こういうふうな意見書案をつくって、こういうと
ころで質疑し討論するというそのもの自体が非常に異
常な状況じゃないかなと私は思っております。県民は
我々にそれを期待しておりません。やっぱり全会一致

で事の対応をしてもらいたいというそういう思いをし
ておりますけれども、繰り返します。この文案をつく
る前にそれぞれの会派で調整をする、なぜそこを省略
したか、そのことをもう一度お願いいたします。
　先ほど、何のためかということをあえて申し上げま
したけれども、当然提出者はそういう形で中止させる
というそういうことだろうと思うんです。本来このよ
うな意見書は、国に対して影響力を及ぼして、意見書
を出す側の意向に沿った対応にしてほしいというのが
意見書を出す意味じゃないですか。我々は求めても相
手がどう思おうが、この意見書だけ出すというこうい
う無責任な対応は、私は県議会のありようとしてはだ
めだろうと思っているんです。ですから、この意見書
の内容も含めて、国に対してしっかり意見書の中身を
実行してもらう、改善してもらう。そこが目的ですか
ら、自分たちの思いだけぶつけて、後は野となれ山と
なれ、国がやることだからというそういう姿勢では、
私は意見書の意味がなかなか難しいんだろうなと思っ
ているんです。ですからそこは、この意見書を出すこ
とによって、国がどのように取り上げてくれるのかと
いうそのような視点も含めて再度お伺いをいたしま
す。
　今回の建設を中止するというそういうふうなテーマ
ですね。これはですから、先ほどから申し上げており
ますように、この建設を中止して、その後、前つくっ
た２つもそうだけれどもこれをどうするんだというこ
となんですよ。ただ単に中止だけを求めて、前の２つ
が稼働して、実際にそういう形で騒音があるという、
そこはほったらかしておいて、これからつくるものだ
けに対して中止を求めていく。これは国に対しても整
合性がとれないんじゃないですか、こういう中途半端
な要求は。
　あわせて、先ほどから4000ヘクタールの北部訓練
場の返還については触れておりませんけれども、この
中止そのもの自体が北部訓練場の返還に非常に大きな
影響を与える。そうすると、これは県民に対しても、
東村の区民に対しても、東村の村長に対しても、その
ことをやっぱりきちっと説明する必要があるんだろう
と思っているんです。我々はただ中止だけを求めてい
るんですよ、返還は我々のあずかり知らぬところです
よ、国の問題ですよというそういう無責任な対応を、
翁長知事を先頭に支えていく、基地の整理縮小を求め
ていく与党が果たしてそれでいいのかということを今
問うているわけです。ですから、改めてこれまでつ
くった２つのその整合性と今回の中止、あるいは今後
北部訓練場の返還問題に対してどういうふうに対応し
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ていく。今さら無条件で返還しろなどというそういう
ことを県議会の立場で、あるいは与党の立場で言えま
すか。20年も経過して着々と進めながら、都合の悪
いときだけ無条件で返還しろ、これは全て国の責任
だ、沖縄県も含めてこの状況というのは、我々も含め
てそういう状況をつくり出してきたんじゃないです
か。都合が悪くなると、それは全て国の責任でやる。
あれもだめこれもだめ、これは全部国の責任だという
こういう無責任な対応というのは、私は県議会議員と
してとるべきではないし、県議会としても、あるいは
私は野党ですけれども、与党としては絶対にあっては
ならないと思っているんです。翁長知事も基地の整理
縮小をやる。そうであれば仲井眞県政のころよりさら
に基地の整理縮小を具体的に進めるのが知事の立場で
あり、県政与党の立場じゃありませんか。ただ単に反
対だけして、あとは国が全て責任を負うとかという今
さらこんな無責任な論法は通用しないと思っているん
ですよ。ですから、その辺を中止するのであれば中止
する。今２つのものはどうする、騒音の対策はどうい
うふうにしていく、そういうことをしっかり議会とし
て議論して、その問題解決もあわせてやっていくとい
うそういうことにならないと、ただ単に中止だけでは
話にならないと思いますけれども、再度その辺のとこ
ろをお願いいたします。
　与党として腹八分、腹六分、完全一致ではないけれ
どもこの反対というのみで対応していくという。です
から、私は今反省しておりますけれども、オスプレイ
配備反対のときの超党派、オール沖縄体制、私も一緒
につくっていきました。自民党で事務局次長として玉
城義和さんが事務局長としてやってきました。あれも
本当にそういう一点でやっていきましたけれども、そ
ういうふうなものが結局その後に選挙利用されて、そ
の後に建白書だとか言ってこういうふうな形で悪用さ
れる。純粋にあのときのオスプレイ配備反対の県民の
結集はそれのみでやってきたあのときだけの話なんで
す。その後に建白書云々とかと言って全てそれに結び
つけて、オール沖縄で選挙で利用してやってくる。そ
ういうふうなことを堂々とやっている。我々も純粋に
やってきて、オール沖縄をつくってきてそれを悪用さ
れて、こんなやり方がありますか。とんでもない話で
すよ。ですから、そういうふうなことをやってきた人
たちが今さらオール沖縄とか建白書とかと言って、そ
の趣旨に沿った活動をしている。だからさっき言った
ように、平成10年に翁長雄志幹事長が県内移設を容
認して、選挙で勝つために15年使用期限をつけた。
この現実はじゃどうするんですかという話ですよ。そ

ういうふうな落とし前をつけ切れないで、自分たちの
都合のいいように使い分けて、こういうのを許せるん
ですかということを言っているわけです。ですから、
そこまで自民党を批判し国を批判するのであれば、そ
れに見合う分の解決策を具体的に示すのが与党であ
り、翁長知事じゃないですか。やっていますか、今。
結局辺野古をつくらせないと言って、裁判も起こし切
れないんでしょう、裁判も。そういうふうなこともや
らないで、口だけ建白書云々と言っても県民は理解で
きませんよ。ですから、その辺も悪用しないできちっ
と……
○議長（新里米吉君）　質問、質問してください。
○照屋　守之君　わかるように説明してもらいたい。
　Ｎ４のヘリパッドは使用されて初めて騒音が出るの
がわかる、先ほど新垣清涼議員そう言っていませんで
したか。冗談でしょう。だってそれ前からつくるのが
決まっていて、あのときは何も言わないで騒音が出た
から今中止を求める。じゃ、騒音が出なければ今中止
を求めないというそういう論法ですか。こんな説明が
ありますか。騒音が出るから反対する、今２つあるも
のについても何も手を打たない、こんな説明がありま
すか。しっかりそういうのも含めて考えていかない
と。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
○照屋　守之君　いずれにしても、後ほど討論の機会
もありますから私。いずれにしても、この今回の意見
書案によって、いいですか、これはきちっと説明して
ください。今回の意見書案を提出するに当たって、要
請するに当たって、北部訓練場の返還がおくれる可能
性がある。これは現在のものをつくるものが反対です
ね。２つのものは既につくられて動いているわけです
ね、そこの騒音。そういうふうな整合性も含めて、返
還がおくれるときにどういう対応をして県民の不安に
応えていくのか。あるいは東村の伊集村長も、先ほど
申し上げましたように容認しております。オスプレイ
については、慎重に建設はやってほしいというそうい
うことを堂々と申し上げているわけであります。です
から、そういう民意も自分たちの都合のいいような民
意だけ捉えないで、しっかり村長がやっている部分も
捉えていただきたい。皆様方がそういうふうな民意と
いうのであれば、普天間飛行場の返還問題、辺野古区
民はどうしていますか。向こうも豊原も大まか賛成し
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ているという話です。ですから、そういうときは名護
市長は反対をしているとかという言い方、こういうと
きはまた区民が反対をしているという言い方。こんな
その場しのぎで……
○議長（新里米吉君）　質問をするようにしてくださ
い。
○照屋　守之君　そういうふうな対応をするというの
もやっぱり理解できないわけですから、その辺も含め
て再度詳しく御説明をお願いします。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時51分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
○仲宗根　悟君　それでは、再質問にお答えをいたし
ますけれども、こちらは丁寧に私自身は提示したつも
りでありまして、文案が先なのか後なのかということ
で、議論を深めていただくために、たたき台がないこ
とには話が始まらないだろうということで文案を作成
し、提示したと。提示の仕方は先ほど申し上げたとお
りであります。
　以上であります。
○議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　２、３、４ありましたけれども、関
連しますので一括してお答えしたいと思いますが、や
はり県議会は県議会として、県民の声を受けてしっか
りと県議会としての意思を表示すべきだと思います。
　そういう意味で、今回の意見書については、自民党
の皆さんも賛成できるように、今強行的に進められよ
うとしているヘリパッド建設、オスプレイパッド建設
について中止を求める意見書にしてあります。ＳＡＣ
Ｏ合意含めて北部訓練場の返還を含めての話は入れて
おりません。
　県民の都合の悪いのは反対ばかりということです
が、やはり県議会として、私たちは県民に都合の悪い
ことが生じたときには、これは反対すべきだと思って
います。自分たちの都合のいいようにとおっしゃるん
ですが、むしろ私は今照屋議員がおっしゃっているこ
とがそうじゃないかなと思っています。
　翁長県政の与党としても先ほどもお話ししましたけ
れども、私たちは、やはりその基地問題、今沖縄にこ
れだけ基地が集中して、ある意味で本土の皆さんは安
保ただ乗りという表現もあるわけですけれども、そう

いうことをやはり私たちはオール沖縄で、本当にあの
建白書の精神でみんなが一緒になって少しでも前進さ
せようということで、今進められようとしている、そ
の強行に進められようとしているあの高江のヘリパッ
ド建設をまずとめてほしいということなんです。そこ
は理解をいただいて、一緒にぜひ取り組みをして一つ
一つ解決していって、もちろん返還も条件つきじゃな
い返還を求めていきましょう。
　よろしくお願いします。
○議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
　　　〔宮城一郎君登壇〕
○宮城　一郎君　照屋議員から御質問のありました翁
長知事を初めとするオール沖縄、基地の整理縮小につ
いて、その方針を放棄して県民に不利益を与えている
のではないかという点についてなんですが、ＳＡＣＯ
合意の件で先ほどからお話があります。ただし、この
ＳＡＣＯ合意なんですが、当初オスプレイの配備を前
提としない中で合意されておりました。しかしなが
ら、2012年の米海兵隊の環境レビューによって発覚
したオスプレイの配備、それによってこの北部訓練
場、確かに敷地の過半を返還することになりますが、
オスプレイの発着できる機能を持っている３つの発着
場、発着帯、これがこの高江地区に６つ加えて集中す
ることになります。この３つの発着場は、当時年間で
1288回程度の発着しかないにもかかわらず、今回の
６つの高江地区への発着場は、その倍1232回の訓練
をふやして2520回になるということを考えると、そ
れが本当に区民、北部地域の皆様にとって、先ほど末
松議員からもありましたように、公共の利益、不利益
等々を本当に熟慮した上でなし得るのかという点につ
いては、非常に疑義が残るものだと思います。
　今回私たちが提案さしあげている意見書、このオス
プレイが現実として高江の区民に大きな影響を、被害
を与えているという点に鑑みまして、この意見書をま
ず率先して提出して、皆様に御賛同いただきたいとい
うことは、私ども県議会の考え方としてかなっている
と考えます。
○議長（新里米吉君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時58分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
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については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
  これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　これより討論に入ります。
　本案に対する討論の通告がありますので、順次発言
を許します。
　花城大輔君。
　　　〔花城大輔君登壇〕
○花城　大輔君　失礼いたします。
　沖縄・自民党の花城大輔です。
　私も軍特委のメンバーでありますけれども、視察に
行くことが決まっていて後は日程を調整するだけとい
うことになっていますけれども、しっかりとその現場
の視察等もやって、そして各会派との調整もしっかり
やってこのたびの意見書ということになれば、こんな
不毛な時間を過ごすことにはならなかったのではない
か、そんなことを思っております。
　今回提案された意見書に反対の立場から討論をさせ
ていただきます。すぐ終わります。
　翁長知事の発言の中に、我々沖縄県民は、基地を挟
んで平和か経済かの選択を迫られてきたとそのような
言葉がありますけれども、実際、我々はそんな選択を
一度もしたことがありません。なぜならば、戦争や紛
争が起こらなかったという意味では、我々は平和の中
に生きてきており、その平和の上に経済活動があるか
らであります。これを言い方を変えれば、我々は基地
を挟んで、足腰の強い経済をつくりながら基地の整理
縮小を図っていくという立場と、一刻も早く基地の全
面撤去を唱えるその立場と、その立場の違いからこの
議論を続けていき、世論というものがその時代時代に
構成されてきたものと理解しております。今回提案さ
れた意見書もそのようなおのおのの立場の違いによっ
て、賛成と反対という意見が出されているのではない
でしょうか。
　沖縄は1972年、27年間の米軍統治を経て祖国へ復
帰することができました。当時の沖縄県民は、基地の
ない沖縄の返還を求め、復帰と同時に新しい生活が始
まることを期待していたというふうに聞いておりま
す。しかしながら、そうはなりませんでした。ただ、
そのときにこの状態での復帰なら要らないとそういう
意見を言って、そういった決断をできていなければ、

今我々の住んでいる環境はどうなっていたのか想像す
ることも困難であります。実際、復帰後の沖縄は多く
の問題を乗り越えながら経済規模は８倍に成長し、今
では基地の整理縮小も加速をしていくところでありま
す。問題はまだまだ山積していますから、今の現状に
満足するものではありませんけれども、その手法につ
いては政治的に正しかったと私は理解しております。
　よって、このたび基地の整理縮小を確実に進めてい
くという立場から、県内の米軍基地の約18％の返還
が目前にある。これが白紙になって新たな基地の固定
化を招く、そのおそれのある「米軍北部訓練場ヘリ
パッド建設に関する意見書」に反対をするものであり
ます。
○議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉　瑞己君　私は、日本共産党会派を代表いたし
まして、ただいま議題となっております議員提出議案
第１号「米軍北部訓練場ヘリパッド建設に関する意見
書」に賛成をする立場から討論を行います。
　1995年、米兵による少女暴行事件を契機に、米軍
基地の整理縮小を求める県民の声が大きく高まり、翌
年、日米両政府は日米特別行動委員会（ＳＡＣＯ）最
終報告を発表いたしました。そこには、米軍北部訓練
場の部分返還が合意されておりましたが、しかしそれ
は、返還される区域にあった既存のヘリパッドを残る
区域に移設すること、東村高江集落を取り囲むように
新たに６カ所のヘリパッドを建設するという条件つき
返還でありました。
　私たち沖縄県民がみずから望んでできた米軍基地は
一つもありません。国際法に違反し、県民から奪い
取った土地を返してやるかわりに新たな負担を受け入
れろ、条件つき返還というＳＡＣＯ合意の欺瞞性は、
普天間基地の辺野古移設の問題と根源は同じです。私
たち沖縄県民の土地である米軍北部訓練場・ヤンバル
の森は、ヘリパッドの移設条件つきではなく、無条件
全面返還を求めることは、独立した主権国家として当
然ではありませんか。さらに政府は、北部訓練場の返
還計画の当初から、危険な欠陥機オスプレイの配備を
隠し続けてきました。沖縄防衛局が実施した自主アセ
スなるものにも、オスプレイの運用をあえて隠蔽し続
けるずさんなものでした。県民の声を無視して配備さ
れたオスプレイは、昼夜を問わず低空で集落の上を飛
び、地域住民は騒音による深刻な健康被害や、いつ墜
落してくるかわからない恐怖におびえて暮らしており
ます。
　今議会の軍特委員会では、ことし６月の東村高江で
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の夜間騒音発生回数が383回を超え、2014年と比較
して24倍にも上ることが明らかとなりました。オス
プレイによる夜間の騒音の影響で睡眠不足となった児
童が学校を欠席せざるを得なくなるほど、地域住民
は、その爆音に精神的にも肉体的にも大きな被害を受
けております。日米両政府が県民の負担軽減の名のも
とで行ってきたことは、新たな基地機能の再編強化で
あり、県民へのさらなる負担増でしかありません。世
界自然遺産の候補地にも挙がるヤンバルの森には、国
の天然記念物ヤンバルクイナやノグチゲラなど貴重な
動植物1849種の生息が確認されております。また、
私たち県民の生活用水の60％を賄う県民の水がめで
もあります。貴重な自然環境を破壊するようなオスプ
レイパッドの建設は断念すべきです。
　私たち沖縄県議会は、2012年10月にオスプレイ配
備に反対する抗議決議を全会一致で可決し、2013年
１月には、オール沖縄で建白書を政府に手渡し、危険
なオスプレイの配備撤回を求めてまいりました。ま
た、地元の東村高江区では、区の最高意思決定機関で
ある区民総会において、過去２回もヘリパッド建設反
対の決議を採択しております。さらに、ことし４月に
うるま市で起きた元米海兵隊員の軍属による女性死体
遺棄事件への県議会での抗議決議では、在沖米海兵隊
の撤退を求め、自民党の皆さんを含めて全会一致で可
決いたしました。数々の歴史的な県議会決議の重みを
鑑みれば、海兵隊のための高江オスプレイパッド建設
の断念を求めることは、県民の負託に応える議会とし
て責任ある態度であると思います。
　今問題となっている米軍北部訓練場ヘリパッド建設
は、在沖米海兵隊が欠陥機オスプレイを使用するため
につくられようとしている新たな米軍施設です。沖縄
に駐留する海兵隊は、日本防衛の任務を持っていない
とアメリカ政府も認め、実際にこれまでもイラクやア
フガニスタンなど、アメリカの海外での戦争のため
に、この沖縄から出撃をしてまいりました。日本の安
全や抑止力のために駐留しているわけではありませ
ん。県内で発生した米軍関係者による民間人が犠牲と
なった殺人事件は、本土復帰後だけでも13件。その
うち12件、実に92％が米海兵隊員あるいは元海兵隊
員による殺人です。もはや我慢の限界は越えた、沖縄
から全て海兵隊は出ていってほしい、これが圧倒的な
県民の心の叫びです。
　先ほど意見書に対する反対の声の中で、ヘリパッド
建設を容認し北部訓練場の過半の返還が行われれば、
沖縄における米軍専用施設面積の18％の軽減になる
との指摘がありました。しかし一方で、私たち県議会

が全会一致で可決した在沖米海兵隊の撤退が実現すれ
ば、沖縄に占める在沖米軍専用施設面積の割合は、現
在の73.8％から40.9％へと大幅に減少させることが
できます。県民の声に応え、この道にみんなで力を合
わせて頑張ることが私たちの対案であり、唯一の方法
だと思います。
　去る参議院選挙の沖縄選挙区では、辺野古新基地建
設反対、オスプレイの配備撤回を掲げる伊波洋一候補
が、安倍政権の現職大臣である相手候補に10万6000
票余りの歴史的大差で勝利をおさめました。圧倒的な
県民の民意が示された投票日のその翌日、安倍政権は
ヘリパッド建設のための資材搬入を強行しました。
抗議をする県民に対しては、県外から500人もの機動
隊を導入すると言われております。警察法第２条には
「警察の活動は、（中略）不偏不党且つ公平中正を旨
とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及
び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあ
つてはならない。」と警察の任務を定めております。
高江に向かう車両を一台一台とめては検問をする、ま
してや沖縄県の管理である県道を封鎖することなど、
法治国家としてあるまじき暴挙は絶対に許されるもの
ではありません。さらに政府は、たび重なる米兵犯罪
の対策として防犯パトロールのために防衛省職員を派
遣しましたが、その職員にヘリパッド建設のための警
備要員の任務も兼任させる計画も明らかになりまし
た。どこまで私たち県民を愚弄するやり方なのでしょ
うか。
　安倍政権の地方自治や民主主義をないがしろにする
ような強権的なそのやり方は、平成の琉球処分と指摘
され、圧倒的な民意を踏みにじり、巨大な国家権力に
よって、辺野古新基地建設や高江ヘリパッド建設を進
めるその手法は、現代の銃剣とブルドーザーだと非難
されています。安倍首相は事あるごとに沖縄県民の気
持ちに寄り添うと言いますが、これほどまでにアメリ
カの顔色ばかりをうかがい、主権者である私たち沖縄
県民の気持ちを踏みにじってきた首相はほかにはいま
せん。辺野古の海も、高江の森も日米両政府のもので
はありません。安倍政権は沖縄県民の民意を尊重し
て、在沖米海兵隊の撤退をアメリカ政府に求め、辺野
古新基地建設、高江オスプレイパッド建設を断念すべ
きです。
　よって、議員提出議案第１号「米軍北部訓練場ヘリ
パッド建設に関する意見書」に賛成をするものです。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長（新里米吉君）　又吉清義君。
　　　〔又吉清義君登壇〕
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○又吉　清義君　「米軍北部訓練場ヘリパッド建設に
関する意見書」に反対する討論をしたいと思います。
　平成８年12月、ＳＡＣＯ最終報告により、基地の
過重負担と言われ続けていた沖縄県の米軍基地が、具
体的に整理縮小に向け動き出した。もちろん町のど真
ん中にあり、世界一危険な基地と言われている普天間
飛行場もその対象となり、基地を抱える宜野湾市民、
９万市民は本当に両手を上げて喜んだものでした。こ
れまで、基地で悩まされ、安全性におびえていた事柄
やもろもろの問題から解放され、未来に向かったまち
づくりに邁進できることに、当時の市長と祝賀会で一
緒にいた私はともに共感したものでした。
　しかし、残念なことに基地の整理縮小、統合が目的
のＳＡＣＯ合意を受け入れない反対派の阻止行動によ
り、解決できるはずの多くの基地返還問題が世界情勢
を顧みない現実離れの理論と考えにより、昨今では泥
沼化しているのが現状ではないでしょうか。
　ＳＡＣＯ最終報告からもう20年余りが過ぎ去ろう
としています。過ぎ去った20年の月日、もしこの20
年が基地の整理縮小、統合に反対の意見だけでなく、
賛成意見も注目されていたならば、この沖縄県はどの
ぐらい飛躍、発展をしていっただろうか。一昨年シン
ガポールを会派で政務調査して、私はふと感じまし
た。余りにも我が沖縄県、世界情勢に疎過ぎ、かなり
おくれがあるということを痛感いたしました。
　今、143万県民が望む基地の過重負担の解決策や基
地の整理縮小に取り組むと常に議会で答弁をする知
事、一体どのような取り組みをするのか、私はいまだ
に目に見える形で見たことがありません。しかし、今
国が進めている米軍北部訓練場ヘリパッドの建設の目
的は、7500ヘクタールもある北部訓練場の基地を過
半返還し、県民の望む基地の過重負担を解決するため
のヘリパッド建設であり、決して基地の新築、機能強
化、拡大ではありません。普天間飛行場と匹敵する
4000ヘクタールもの基地が返還される現実的な米軍
専用施設基地の整理縮小なんです。
　そこで私は、あえて強く申し上げたい。米軍北部訓
練場のヘリパッド建設の目的は、基地の新築、機能強
化、拡大ではなく、両村にまたがる基地の整理縮小の
ため、7500ヘクタールの基地を4000ヘクタールも過
半返還させることであり、沖縄の基地の負担軽減、整
理縮小につながることは明白であります。
　そして、２番目に、米軍北部訓練場の過半が返還さ
れることにより、一日も早い世界自然遺産登録を進め
ることで、国頭村、東村の発展に向けた具体的な計
画、まちづくりの取り組みができる。

　３番目に、東村、国頭村の人々は基地の過重負担軽
減と過半の返還を目的とするヘリパッド建設には、現
在多くの村民が理解をしている。そして、建設に反対
をしている反対運動の方々により、地域で暮らす方々
の日常生活にかなり苦慮しているという情報も入って
おります。本当にこのように、秩序のない行動は法治
国家として許されていいものであるかどうか、私は疑
問を覚えます。
　以上申し上げて、「米軍北部訓練場ヘリパッド建設
に関する意見書」に反対する立場の討論といたしま
す。
　議員諸侯の勇気ある決断と御理解をよろしくお願い
申し上げます。
○議長（新里米吉君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　ヘリパッド建設に関する意見書案に
ついて、今のところ反対する立場から討論を行いま
す。
　私はあえて今のところというのは、先ほどから申し
上げておりますように、この問題はやっぱりそれぞれ
の会派がしっかりそれぞれの立場で議論をして、県議
会として一致できるようなそういうふうな取り組みが
必要だろうという、そういう思いをいたしておりま
す。ですから、今はやらなくてもしばらくした後に、
またそういうふうな状況ができれば、それはやぶさか
ではないというふうな意味でのことでありますけれど
も。
　先ほど質疑をさせていただきまして、提案者からの
答弁もいただきました。改めて、提案者のお考えもう
かがい知ることができたわけでありますけれども、そ
の中で、やっぱり私どもは県議会議員として、既にで
き上がって使用している２つの着陸帯、ヘリパッド。
実はこのヘリパッドの騒音で御迷惑をおかけしている
という部分がございます。本来は、ここの部分を先
に、今地域住民の皆様方に負担をかけているというこ
とであれば、そこを先に県議会が対応すべきだと思っ
ております。
　さらにまた、現在つくろうとしているヘリパッドに
ついての反対表明でありますけれども、これからさら
にまたヘリパッドの建設が予定されております。北部
訓練場の返還におけるヘリパッドはさらにまた別にも
予定をされておりますけれども、そのことについても
言及はない。
　それとまた、このヘリパッドの建設中止によって北
部訓練場の返還問題が非常に大きくかかわってまいり
ます。ですから、このようなことも、やっぱり県民に
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しっかりと説明をした上で、このような意見書を携え
て国に要求していく。このことが県議会の大きな責務
だろうと思っております。これは、与野党超えて、現
在沖縄県の基地の整理縮小あるいは基地の被害という
か、そういうふうな問題については、県民のひとしく
同じような課題でありますから、そのことも含めて私
は対応すべきだろうという考えでおります。
　しかし、残念ながら提案者の中には、この反対一点
のみで、私が先ほどから申し上げておりますように、
県民の立場からの視点が著しく欠けているわけであり
ます。このことは、県民やあるいはまたこれから国に
対しても要請をしようというわけでありますから、こ
の国に対しても沖縄県議会の考え方が一方的な一部の
考え方しか伝わっていかないというふうなことになっ
て、国に対しても大変失礼なんだろうなという、そう
いうふうな思いをしているわけであります。
　基地の整理縮小は、翁長知事の県民に対する公約で
あるはずであります。しかしながら、現在の与党議員
の対応を見ていると、沖縄県の基地の整理縮小は、実
現するのは厳しいのかなという、そういうふうな思い
をいたしております。そのことによって、当然、翁長
知事も県政与党の皆様方と一緒に対応していくはずで
ありますから、沖縄県民が翁長知事に期待したこと
は、やがて失望に変わっていくんだろうなというそう
いう思いをいたしております。今のように、与党議員
の対応は反対、批判、要求、そのことによって、現在
の基地を現状のまま固定化したほうが自分たちに都合
がいい、そういうふうに思えてならないわけでござい
ます。
　県内の米軍基地は２万2000ヘクタール、北部訓練
場4000ヘクタールが返還されると、先ほどから繰り
返し申し上げておりますけれども、18％の大幅減に
なるわけであります。２万2000から18％というと大
変大きな数字になるわけであります。よく、与党議員
は、県内と全国の比をしますけれども、我が沖縄県に
とっては基地の整理縮小は、現在、今どのくらいの基
地があり、それがどのくらい返還をされていくのかと
いう、そのことによって跡利用も含めて新たな対応が
できるわけでありますから、そのことに非常に関心が
あると思っております。
　私どもは、さらにそういう県民意識がなければ、
現在の２万2000ヘクタールから北部訓練場4000ヘク
タールを返還し、あるいはまた普天間飛行場の、い
や、嘉手納以南も含めた5000ヘクタール、トータル
で22％くらいの基地の整理縮小になるわけでありま
すから、そのことに大きく期待をしているということ

になると考えているわけであります。
　ですから、私どもは基地の整理縮小は、本当に与野
党超えてなるべく早目に20％以上の現在の米軍基地
を返していく、そのようなことに取り組む必要がある
と考えているわけであります。当然、その中には、私
ども県民が意にしない代替施設、条件つきの返還が多
いわけでありますけれども、この代替施設の件につき
ましては、与野党、あるいは県議会、あるいは我が沖
縄県選出の国会議員、そのような政治的な働きでその
こともクリアしていく、だから政治家が必要になるわ
けであります。
　そこで、いずれにしても提案者の視点とは違います
けれども、私どもはこの建設中止によって、北部訓練
場の返還が実現できなくなってしまう、その危険性を
感じているわけであります。何としてもそれは打破し
たい。このように考えているわけであります。そし
て、一方で、先ほどから繰り返し申し上げております
けれども、現在のオスプレイによる騒音被害、そのこ
とについても県、国を挙げて、県議会を挙げて、その
問題解決に取り組んでいく、そのように考えているわ
けであります。
　私は、そういった意味も含めて、今回のヘリパッド
建設に関する意見書の提出に疑問を抱いております。
この意見書にあるように、建設を直ちに中止するこ
と、県議会で全会一致で可決すると北部訓練場の返還
が厳しくなっていく、そのような不安を抱いているわ
けであります。先ほどから、繰り返して言っておりま
すけれども、米軍基地関係特別委員会の始まる前に、
案をつくる前に協議をしてもらいたいという、そうい
う思いを伝えましたけれどもなかなかそれがなされな
くて、今日に至っているわけであります。
　ですから、改めて与党議員にはこの場からお願いを
します。このように全会一致で可決をして、国に訴え
る、それを本当に望むのであれば、野党会派、それぞ
れの会派にもしっかりと事前に協議をし、事前に案も
一緒につくっていくという、そこをぜひお願いをした
い。野党中立会派が反対をしても、賛成多数で可決を
してしまうという、今の27名の与党議員の姿勢につ
いては、絶対に納得いきませんし賛同できません。改
めて、そのことを壇上よりお願いいたしておきます。
　なぜ、全会一致か。
　先ほどから申し上げておりますように、県民の思い
を一つにして、オール沖縄というそういう形で日ごろ
から言っているわけですから、このような問題もオー
ル沖縄的な考え方でしっかりと取りまとめて国に要求
する、それを具体的に解決してもらう、そのために全
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会一致で取り組みをしてほしいという、そういうふう
なお願いであります。一方的な県議会の半分しか賛同
者がいない、そのような意見書を国に携えていって
も、国は半分しか対応しないわけであります。あとの
半分は、国の進めるところに理解をしているという、
そういうことになるわけでありますから、これは県民
にとっても県議会はしっかりまとまってやってほし
い。これは当たり前のことであります。今後しっかり
そのようなことができるように努めていただきますよ
うに、あわせてお願いをいたします。
　今回、私ども沖縄・自民党は、あえてこの提出され
た案件に質疑をし、反対するというそういうふうなこ
とを考えております。この問題提起を通して、北部訓
練場の返還問題や、あるいは今国が進めている米国が
理解し返還していく、そのためのヘリパッドの建設、
ヘリパッドの現状、そのようなことも含めて勉強しな
がら今抱えている課題について対応していこうという
ことで、あえて質疑し討論をしているわけでありま
す。以前は、全会一致をするために退席して、自民党
が退席した後に全会一致という、そういう手段も考え
たわけでありますけれども、この問題について真っ向
から、現在の自民党が考えていること、沖縄県の基地
の整理縮小のあるべき姿、そのことも含めて対応した
いということで、あえて議論しているところでありま
す。そのような議論を深めながら、それぞれがそれぞ
れの立場でヘリパッドの問題やあるいは騒音の問題、
沖縄県の基地の整理縮小、これを本当に一つ一つ具体
的に解決していく、その手だてをしていきたいわけで
ございます。
　翁長県政にも、ぜひとも県議会のさまざまな意見、
そのことは県民のさまざまな意見を吸い上げて対応す
るということでありますけれども、ぜひしっかりと連
携して基地問題を解決していきたい。そのように思う
ところであります。
　したがって、今回の意見書の提出については、①、
県議会の全会派で一致できる手順がなされてなく、ま
た内容も一方的につくられたものであること、②、こ
の意見書を提出することによって、沖縄県の基地の返
還の実現が不透明になっていくこと、③、全会一致で
はない意見書で国に対して求めても何の成果も得られ
ないこと、④、現在の騒音問題と基地の返還は分け
て、冷静にそれぞれの問題解決を県議会として図るべ
きであること、⑤、これまで日米両政府によって、基
地問題を追及してきたにもかかわらず、沖縄県の責任
で基地問題を後退させてはならない、そのようなこ
と、⑥、県議会の全会派で沖縄県の基地を返還し、そ

こに至る問題を協議し、解決策を見出すことに優先す
べきであったことの観点から、先ほどから申し上げて
おりますように、今の時点では意見書の提出に反対せ
ざるを得ないと私は考えております。
　以上です。
○議長（新里米吉君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
○金城　　勉君　議長。
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時41分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより議員提出議案第１号「米軍北部訓練場ヘリ
パッド建設に関する意見書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（新里米吉君）　起立多数であります。
　よって、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決
されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時43分休憩
　　　午後３時44分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　ただいま可決されました議員提出議案第１号に関
し、提案理由説明の際提出者から、その趣旨を関係要
路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望
がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号の趣旨を関係要路に要請するた
め議員５人を派遣することとし、その期間及び人選に
ついては、議長に一任することに御異議ありません
か。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後３時45分再開
○議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第11　陳情１件を議題といたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
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　総務企画委員長渡久地　修君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
○総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました陳情１件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、お手元に配付してあります審査報告書
のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第12　陳情２件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　山内末子さん登壇〕
○経済労働委員長（山内末子さん）　ただいま議題と
なりました陳情２件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、お手元に配付してあります審査報告書
のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして、報
告を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。

　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第13　陳情11件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長狩俣信子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕
○文教厚生委員長（狩俣信子さん）　ただいま議題と
なりました陳情11件につきましては、慎重に審査い
たしました結果、お手元に配付してあります審査報告
書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情11件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情11件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第14　陳情２件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長仲宗根　悟君。
　　　――――――――――――――――――
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　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔米軍基地関係特別委員長　仲宗根　悟君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長（仲宗根　悟君）　ただい
ま議題となりました陳情２件につきましては、慎重に
審査いたしました結果、お手元に配付してあります審
査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしまし
た。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第15　陳情２件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　子どもの未来応援特別委員長仲村未央さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔子どもの未来応援特別委員長　仲村未央さん
　　　　登壇〕
○子どもの未来応援特別委員長（仲村未央君）　ただ
いま議題となりました陳情２件につきましては、慎重
に審査いたしました結果、お手元に配付してあります
審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしまし
た。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情２件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情２件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第16　議員派遣の件を
議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
　本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり
議員を海外へ派遣することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取り扱いを議長に一任すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
  よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　日程第17　閉会中の継続審
査の件を議題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定に
よりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中
の継続審査の申し出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
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　よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続
審査に付することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は一般選挙後の初議会に伴う議会構成等への御尽力を
賜るとともに、長い会期中、連日熱心な御審議をいた

だき、議長として心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって平成28年第３回沖縄県議会（定例
会）を閉会いたします。
　　　午後３時55分閉会
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