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平成28年第４回沖縄県議会（定例会）会期日程
会期28日間
月

日

曜日

日

程

自 平成28年 ９ 月16日
至 平成28年10月13日
備

考

(会議録署名議員の指名)
１

９月16日

金

本 会 議 (会期の決定)

請願・陳情付託

(知事提出議案の説明)
２

17日

㊏

休

会

３

18日

㊐

休

会

４

19日

㊊

休

会

５

20日

火

議案研究

６

21日

水

議案研究

代表質問通告締切 ( 正午 )

７

22日

㊍

休

秋分の日

８

23日

金

議案研究

９

24日

㊏

休

会

10

25日

㊐

休

会

11

26日

月

議案研究

12

27日

火

本 会 議（代表質問）

13

28日

水

本 会 議（代表質問）

14

29日

木

本 会 議（一般質問）

15

30日

金

本 会 議（一般質問）

16

10月１日

㊏

休

会

17

２日

㊐

休

会

18
19

３日
４日

月
火

敬老の日

会

一般質問通告締切 ( 正午 )

委 員 会（議会運営委員会）
本 会 議（一般質問）

５日

水

（常任委）
請願・陳情提出期限
（特別委）

請願・陳情付託（常任委）
※ 台風第 18 号
※ 延会手続

本 会 議（一般質問）
本 会 議（一般質問）

20

請願・陳情提出期限

決算特別委員会設置
委 員 会（常任委員会、特別委員会）

21

６日

木

委 員 会（常任委員会）

22

７日

金

委 員 会（常任委員会）

23

８日

㊏

休

会

24

９日

㊐

休

会

25

10日

㊊

休

会

26

11日

火

委 員 会（特別委員会）

27

12日

水

28

13日

木

議案付託
請願・陳情付託 （特別委）

体育の日

議案整理
委 員 会（議会運営委員会）
本 会 議（委員長報告、採決）

（注）10月３日に台風第18号が襲来し暴風警報が発令されたことから、議会の運営について議会運営委員会を
開き協議を行った後、本会議を開会し直ちに延会の手続をとった。
また、４日以降の議会の運営については、同委員会を開催し協議を行った結果、３日及び４日に予定し
ていた一般質問を４日及び５日にそれぞれ繰り下げ、常任委員会の審査期間を当初の３日間を１日短縮し
て６日及び７日の２日間とした。
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開会日に応招した議員

新

里

赤

米

吉

君

末

嶺

昇

君

瀬

長

美佐雄

玉

城

武

親

川

新

垣

信

君

渡久地

修

君

君

玉

城

満

君

光

君

山

内

末

子

さん

敬

君

仲

村

未

央

さん

光

栄

君

照

屋

大

河

君

次呂久

成

崇

君

仲宗根

悟

君

宮

城

一

郎

君

崎

山

幸

君

大

城

憲

幸

君

金

城

勉

君

金

城

泰

邦

君

砂

川

勝

君

西

銘

啓史郎

君

具志堅

透

君

新

垣

新

君

島

袋

大

君

座

波

一

君

中

川

京

貴

君

比

嘉

瑞

己

君

座喜味

一

幸

君

西

銘

純

恵

さん

嘉

陽

宗

儀

君

平

良

昭

一

君

新

垣

清

涼

君

上

原

正

次

君

瑞慶覧

功

君

当

山

勝

利

君

狩

俣

信

子

さん

亀

濱

玲

子

さん

比

嘉

京

子

さん

當

間

盛

夫

君

大

城

一

馬

君

上

原

章

君

糸

洲

朝

則

君

山

川

典

二

君

照

屋

守

之

君

花

城

大

輔

君

仲

田

弘

毅

君

又

吉

清

義

君

翁

長

政

俊

君
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松

文

嗣

利
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平成28年９月16日
平成28年
第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）会議録
（第 １ 号）

平 成 28 年
第 ４

回

沖 縄 県 議 会（ 定 例 会 ） 会 議 録（ 第 １ 号 ）
平成 28 年９月 16 日（金曜日）午前 10 時１分開会

議

事

日

程

第１号

平成28年９月16日（金曜日）
午前10時開議
第１

会議録署名議員の指名

第２

会期の決定

第３

甲第１号議案から甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議案まで及び認定第１号か
ら認定第23号まで（知事説明）

第４

陳情第80号、第81号及び第90号の付託の件

第５

議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム2016）

第６

議員派遣の件（第16回都道府県議会議員研究交流大会）
本日の会議に付した事件

日程第 １

会議録署名議員の指名

日程第 ２

会期の決定

日程第 ３

甲第１号議案から甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議案まで及び認定第１号から認定
第23号まで
甲第 １ 号議案

平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）

甲第 ２ 号議案

平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）

甲第 ３ 号議案

平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）

甲第 ４ 号議案

平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）

甲第 ５ 号議案

平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）

甲第 ６ 号議案

平成28年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）

乙第 １ 号議案

沖縄県職員の退職管理に関する条例

乙第 ２ 号議案

沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ３ 号議案

沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

乙第 ４ 号議案

沖縄県税条例の一部を改正する条例

乙第 ５ 号議案

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の一部を改正する
条例

乙第 ６ 号議案

沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
一部を改正する条例

乙第 ７ 号議案

沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営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 ８ 号議案

沖縄県土地改良法等に基づく異議の申出等に係る書面等の写し等の交付手数料条
例

乙第 ９ 号議案

沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例

乙第10号議案

工事請負契約について

乙第11号議案

工事請負契約について

乙第12号議案

工事請負契約について

乙第13号議案

工事請負契約について
− 13 −

乙第14号議案

工事請負契約について

乙第15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16号議案

訴えの提起について

乙第17号議案

指定管理者の指定について

乙第18号議案

県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について

乙第19号議案

水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について

乙第20号議案

平成27年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

乙第21号議案

平成27年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

乙第22号議案

沖縄県土地利用審査会委員の任命について

認定第１号

平成27年度沖縄県一般会計決算の認定について

認定第２号

平成27年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について

認定第３号

平成27年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について

認定第４号

平成27年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について

認定第５号

平成27年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について

認定第６号

平成27年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について

認定第７号

平成27年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について

認定第８号

平成27年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について

認定第９号

平成27年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について

認定第10号

平成27年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について

認定第11号

平成27年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について

認定第12号

平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
ついて

認定第13号

平成27年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について

認定第14号

平成27年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について

認定第15号

平成27年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について

認定第16号

平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について

認定第17号

平成27年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について

認定第18号

平成27年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について

認定第19号

平成27年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
ついて

認定第20号

平成27年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について

認定第21号

平成27年度沖縄県病院事業会計決算の認定について

認定第22号

平成27年度沖縄県水道事業会計決算の認定について

認定第23号

平成27年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について

日程第４

陳情第80号、第81号及び第90号の付託の件

日程第５

議員派遣の件（地方議会活性化シンポジウム2016）

日程第６

議員派遣の件（第16回都道府県議会議員研究交流大会）
出
議

長

新

里

副議長

赤

１

番

２
３

米

席

議

員（48 名）

吉

君

６

番

宮

城

一

郎

君

嶺

昇

君

７

番

大

城

憲

幸

君

瀬

長

美佐雄

君

８

番

金

城

泰

邦

君

番

玉

城

武

光

君

９

番

西

銘

啓史郎

君

番

親

川

敬

君

10 番

新

垣

新

君

４

番

新

垣

光

栄

君

11 番

座

波

一

君

５

番

次呂久

成

崇

君

12 番

比

嘉

己

君
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瑞

13 番

西

銘

純

恵

さん

30 番

崎

山

14 番

平

良

昭

一

君

31 番

金

城

15 番

上

原

正

次

君

32 番

砂

川

16 番

当

山

勝

利

君

33 番

17 番

亀

濱

玲

子

さん

18 番

當

間

盛

夫

19 番

上

原

20 番

山

川

21 番

花

22 番

嗣

幸

君

勉

君

勝

君

具志堅

透

君

34 番

島

袋

大

君

君

35 番

中

川

京

貴

君

章

君

36 番

座喜味

一

幸

君

典

二

君

37 番

嘉

陽

宗

儀

君

城

大

輔

君

38 番

新

垣

清

涼

君

又

吉

清

義

君

39 番

瑞慶覧

功

君

23 番

末

松

文

信

君

41 番

狩

俣

信

子

さん

24 番

渡久地

修

君

42 番

比

嘉

京

子

さん

25 番

玉

城

満

君

43 番

大

城

一

馬

君

26 番

山

内

末

子

さん

45 番

糸

洲

朝

則

君

27 番

仲

村

未

央

さん

46 番

照

屋

守

之

君

28 番

照

屋

大

河

君

47 番

仲

田

弘

毅

君

29 番

仲宗根

悟

君

48 番

翁

長

政

俊

君

利

説明のため出席した者の職、氏名
知

事

翁

長

雄

志

君

企

長

町

田

業

局

優

君

次

君

副

知

事

浦

崎

唯

昭

君

病院事業局長

伊

江

朝

副

知

事

安慶田

光

男

君

会 計 管 理 者

金

良

多恵子

さん

知 事 公 室 長

謝

花

喜一郎

君

総

務

部 長

金

城

武

君

知 事 公 室
秘書広報統括監

大

城

壮

彦

君

企

画

部 長

下

地

明

和

君

環

境

部 長

大

浜

浩

志

君

総
務
部
財 政 統 括 監

池

田

克

紀

君

子 ど も 生 活
福 祉 部 長

金

城

弘

昌

君

教

長

平

敷

昭

人

君

公安委員会委員

與

儀

弘

子

さん

保健医療部長

砂

川

靖

君

警 察 本 部 長

池

田

克

史

君

農林水産部長

島

尻

勝

広

君

商工労働部長

屋比久

盛

敏

君

労 働 委 員 会
公 益 委 員

上江洲

純

子

さん

文 化 観 光
スポーツ部長

前

田

光

幸

君

人 事 委 員 会
委
員
長

宮

國

英

男

君

土木建築部長

宮

城

理

君

代表監査委員

當

間

秀

史

君

佐

平

良

潤

君

守

君

生

君

育

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事

務

次
議

事

局 長

知

念

正

治

君

課

長

平

田

善

則

君

主

幹

中

村

課 長

勝

連

盛

博

君

主

査

川

端

○議長（新里米吉君）

明書、平成27年度沖縄県歳入歳出決算書、平成27年

これより本日の会議を開きま

日程に入ります前に報告いたします。

七

28件及び決算23件並びに今期定例会提出補正予算説

――――――――――――――――――
す。

補

本日、知事から、お手元に配付いたしました議案

ただいまより平成28年第４

回沖縄県議会（定例会）を開会いたします。
○議長（新里米吉君）

長

度基金の運用状況書、平成27年度沖縄県歳入歳出決
算審査意見書及び同沖縄県基金運用状況審査意見書、
平成27年度沖縄県病院事業会計決算書、平成27年度
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沖縄県病院事業会計決算審査意見書、平成27年度沖

日間といたしたいと思います。

縄県水道事業会計決算書及び同沖縄県工業用水道事業

これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

会計決算書、平成27年度沖縄県水道事業会計決算審
査意見書及び同沖縄県工業用水道事業会計決算審査意

○議長（新里米吉君）

よって、会期は、本日から10月13日までの28日間

見書、平成27年度主要施策の成果に関する報告書、
県の出資等にかかる法人の経営状況報告書、健全化判

御異議なしと認めます。

と決定いたしました。

断比率等報告書、平成27年度沖縄県健全化判断比率

―――――――◆・・◆―――――――

審査意見書及び同沖縄県資金不足比率審査意見書、平

○議長（新里米吉君）

成28年８月末現在の平成28年度一般会計予算執行状

甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議案

況報告書及び同一般会計繰越予算執行状況報告書の提

まで及び認定第１号から認定第23号までを議題とい

出がありました。

たします。

日程第３

甲第１号議案から

知事から提案理由の説明を求めます。

次に、これまでに受理いたしました陳情のうち、特

翁長知事。

別委員会に付託すべき陳情を除く陳情23件は、お手
元に配付の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。

〔知事提出議案

次に、説明員として出席を求めた公安委員会委員

巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〔知事

長金城棟啓君は、別用務のため本日、28日、30日、

翁長雄志君登壇〕

10月３日及び10月４日の会議に出席できない旨の届

○知事（翁長雄志君）

け出がありましたので、その代理として、本日、30

チューウガナビラ。

ハイサイ

グスーヨー

日及び10月３日の会議に公安委員会委員與儀弘子さ

平成28年第４回沖縄県議会（定例会）の開会に当

ん、28日及び10月４日の会議に同委員会委員天方徹

たり、提出いたしました議案について、その概要及び

君の出席を求めました。

提案の理由を御説明申し上げます。

また、労働委員会会長藤田広美君は、所用のため本

今回提出しました議案は、予算議案６件、条例議案

日、27日から30日まで、10月３日及び10月４日の会

９件、議決議案12件、同意議案１件、認定議案23件

議に出席できない旨の届け出がありましたので、その

の合計51件であります。
まず初めに、甲第１号議案から甲第６号議案までの

代理として、本日の会議に労働委員会公益委員上江洲
純子さん、27日から30日まで、10月３日及び10月４

予算議案について御説明申し上げます。
甲第１号議案「平成28年度沖縄県一般会計補正予

日の会議に同委員会事務局長大城玲子さんの出席を求

算（第２号）」は、総額69億8887万1000円を計上

めました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書に

しており、その内訳は、沖縄振興特別推進交付金事業
に49億846万3000円、経済対策関連事業に７億3840

より御了承願います。
――――――――――――――――――

万円、その他緊急に対応を要する事業に13億4200万

〔諸般の報告

8000円となっております。

巻末に掲載〕

これを既決予算額7542億800万円に加えた改予算

――――――――――――――――――
日程第１

○議長（新里米吉君）

会議録署名議員の

額は、7611億9687万1000円となります。
甲第２号議案から甲第６号議案までの予算議案は、

指名を行います。
今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条

沖縄県下水道事業特別会計など５つの特別会計につい
て、それぞれ所要の補正を行うものであります。

の規定により
２番

玉

城

武

光

君

８番

金

城

泰

邦

君

次に、乙第１号議案から乙第９号議案までの条例議

及び

案９件のうち、その主なものを御説明申し上げます。
乙第１号議案「沖縄県職員の退職管理に関する条

を指名いたします。

例」は、地方公務員法の一部が改正されたことを踏ま

―――――――◆・・◆―――――――
○議長（新里米吉君）

日程第２

会期の決定を議題

え、職務を公正に執行し、及び公務に対する住民の信
頼を確保するため再就職者による依頼等を規制し、及

といたします。
お諮りいたします。

び任命権者への再就職に関する情報の届け出を義務づ

今期定例会の会期は、本日から10月13日までの28

けるため条例を制定するものであります。

−16−

乙第３号議案「沖縄県職員定数条例の一部を改正す

ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づき人

る条例」は、県立病院の医療体制を強化するととも

事委員会の意見を求められましたので、当委員会の意

に、経営改善を図る観点から病院事業局の職員の定数

見を申し上げます。
まず、乙第１号議案「沖縄県職員の退職管理に関す

を改めるため条例を改正するものであります。
乙第４号議案「沖縄県税条例の一部を改正する条

る条例」につきましては、地方公務員法の規定に基づ

例」は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、不

き、県において退職管理の適正を確保するため、営利

動産取得税の課税標準の特例措置を拡充するほか、納

企業等に再就職した元職員による依頼等を規制すると

税者の利便向上を図る観点から、狩猟税の証紙徴収の

ともに、任命権者への再就職に関する情報の届け出を

手続に係る規定等を改めるため条例を改正するもので

義務づけるものでありまして、適当であると考えてお

あります。

ります。

乙第６号議案「沖縄県幼保連携型認定こども園以外

次に、乙第２号議案「沖縄県職員の勤務時間、休日

の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改

及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例」につ

正する条例」は、条例で定める認定要件に係る国の基

きましては、学校教育制度の多様化及び弾力化を推進

準の一部改正を踏まえ、職員資格に関する基準の特例

するため、小学校から中学校までの義務教育を一貫し

を定めるため条例を改正するものであります。

て行う義務教育学校を新たな学校の種類として規定す

次に、乙第10号議案から乙第21号議案までの議決

るための学校教育法の一部改正に伴い、育児を行う職

議案は、工事請負契約や負担金の徴収など12件につ

員が子を養育するために早出遅出勤務を請求すること

いて議決を求めるものであります。

ができる。当該子が就学する学校の種類に、義務教育

次に、乙第22号議案の同意議案は、土地利用審査

学校を加える等のための所要の改正を行うものとなっ

会委員の任期満了に伴い、その後任を任命するため同

ておりますので、これも適当であると考えておりま

意を求めるものであります。

す。
以上です。

最後に、認定第１号から認定第23号までの議案に
ついては、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基

○議長（新里米吉君）

づき、平成27年度一般会計、特別会計及び公営企業

陳は終わりました。

会計の決算を議会の認定に付するものであります。

――――――――――――――――――

以上、今回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。

○議長（新里米吉君）

日程第４

陳情第80号、第

81号及び第90号の付託の件を議題といたします。
お諮りいたします。

慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申

ただいまの陳情３件のうち、陳情第80号及び第81

し上げます。
ユタサルグトゥ

人事委員会委員長の意見の開

ウニゲーサビラ。イッペーニフェ

デービル。タンディガータンディ。シカイトゥ

ミー

号については公共交通ネットワーク特別委員会にそれ
ぞれ付託の上、審査することにいたしたいと思いま

ファイユー。
○議長（新里米吉君）

号については米軍基地関係特別委員会に、陳情第90

知事の提案理由の説明は終わ

す。
これに御異議ありませんか。

りました。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について

○議長（新里米吉君）

よって、さよう決定いたしました。

必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要

―――――――◆・・◆―――――――

がありますので、ただいまから人事委員会委員長の意

○議長（新里米吉君）

見を求めます。

の件及び日程第６
宮國英男君登壇〕

○人事委員会委員長（宮國英男君）

議員派遣

議員派遣の件を一括議題といたし

――――――――――――――――――
〔議員派遣の件

去る８月５日付

で人事委員会委員長に就任いたしました宮國英男とい
います。

この際、日程第５

ます。

人事委員会委員長。
〔人事委員会委員長

御異議なしと認めます。

巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）

お諮りいたします。

ただいまの議員派遣の件２件は、それぞれお手元に

よろしくお願いします。
− 17 −

配付の「議員派遣の件」のとおり議員を地方議会活性

○議長（新里米吉君）

化シンポジウム2016及び第16回都道府県議会議員研
究交流大会へ派遣することに御異議ありませんか。

議案研究のため、明９月17日から26日までの10日
間休会といたしたいと思います。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

これに御異議ありませんか。

御異議なしと認めます。

○議長（新里米吉君）

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、さよう決定いたしました。

○議長（新里米吉君）

することに決定いたしました。

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

○議長（新里米吉君）

に御異議ありませんか。

部終了いたしました。

〔「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９月17日から26日までの10日間休会と

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）

この際、お諮りいたします。

以上をもって本日の日程は全

次会は、９月27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。

御異議なしと認めます。

本日は、これをもって散会いたします。

よって、さよう決定いたしました。

午前10時18分散会

―――――――◆・・◆―――――――

−18−

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

長

新

里

米

吉

会議録署名議員

玉

城

武

光

会議録署名議員

金

城

泰

邦

議
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平成28年９月27日
平成28年
第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）会議録
（第 ２ 号）

平 成 28 年
第 ４

沖 縄 県 議 会（ 定 例 会 ） 会 議 録（ 第 ２ 号 ）

回

平成 28 年９月 27 日（火曜日）午前 10 時１分開議

議

事

日

程

第２号

平成28年９月27日（火曜日）
午前10時開議
第１

代表質問
本日の会議に付した事件

日程追加
日程第１

議員提出議案第１号

米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関する意見書

議員提出議案第２号

米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関する抗議決議

代表質問
出
議

長

新

里

副議長

赤

１

番

２

議

員（48 名）

吉

君

23 番

末

嶺

昇

君

24 番

瀬

長

美佐雄

君

番

玉

城

武

光

３

番

親

川

４

番

新

垣

５

番

６

信

君

渡久地

修

君

25 番

玉

城

満

君

君

26 番

山

内

末

子

さん

敬

君

27 番

仲

村

未

央

さん

光

栄

君

28 番

照

屋

大

河

君

次呂久

成

崇

君

29 番

仲宗根

悟

君

番

宮

城

一

郎

君

30 番

崎

山

幸

君

７

番

大

城

憲

幸

君

31 番

金

城

勉

君

８

番

金

城

泰

邦

君

32 番

砂

川

勝

君

９

番

西

銘

啓史郎

君

33 番

具志堅

透

君

10 番

新

垣

新

君

34 番

島

袋

大

君

11 番

座

波

一

君

35 番

中

川

京

貴

君

12 番

比

嘉

瑞

己

君

36 番

座喜味

一

幸

君

13 番

西

銘

純

恵

さん

37 番

嘉

陽

宗

儀

君

14 番

平

良

昭

一

君

38 番

新

垣

清

涼

君

15 番

上

原

正

次

君

39 番

瑞慶覧

功

君

16 番

当

山

勝

利

君

41 番

狩

俣

信

子

さん

17 番

亀

濱

玲

子

さん

42 番

比

嘉

京

子

さん

18 番

當

間

盛

夫

君

43 番

大

城

一

馬

君

19 番

上

原

章

君

45 番

糸

洲

朝

則

君

20 番

山

川

典

二

君

46 番

照

屋

守

之

君

21 番

花

城

大

輔

君

47 番

仲

田

弘

毅

君

22 番

又

吉

清

義

君

48 番

翁

長

政

俊

君

事

翁

長

雄

志

君

副

安慶田

光

男

君

事

浦

崎

唯

昭

君

知 事 公 室 長

謝

喜一郎

君

知
副

席

知

米

説明のため出席した者の職、氏名
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知

松

事

文

嗣
利

花

総

務

部

長

金

城

武

君

企

画

部

長

下

地

明

和

君

環

境

部

長

大

浜

浩

志

君

子 ど も 生 活
福 祉 部 長

金

城

弘

昌

君

保健医療部長

砂

川

靖

君

農林水産部長

島

尻

勝

広

商工労働部長

屋比久

盛

文 化 観 光
スポーツ部長

前

田

光

土木建築部長

宮

企

長

知 事 公 室
秘書広報統括監

大

城

壮

彦

君

総
務
部
財 政 統 括 監

池

田

克

紀

君

教

長

平

敷

昭

人

君

君

公 安 委 員 会
委
員
長

金

城

棟

啓

君

敏

君

警 察 本 部 長

池

田

克

史

君

幸

君

労 働 委 員 会
事 務 局 長

大

城

玲

子

さん

城

理

君

町

田

優

君

人 事 委 員 会
事 務 局 長

親

川

達

男

君

病院事業局長

伊

江

朝

次

君

代表監査委員

當

間

秀

史

君

会 計 管 理 者

金

良

多恵子

七

生

君

業

局

育

さん

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事

務

局

次

長

知

念

正

治

君

主

査

川

端

長

平

田

善

則

君

政務調査課長

宮

城

弘

君

盛

博

君

副

事

前

田

敦

君

主

幹

上

原

毅

君

議

事

課

長

勝

連

課

長

補

佐

平

良

潤

君

幹

中

村

守

君

主

参

これに御異議ありませんか。

○議長（新里米吉君） これより本日の会議を開きま

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

す。
日程に入ります前に報告いたします。

○議長（新里米吉君）

よって、議員提出議案第１号及び第２号を日程に追

昨日、仲宗根悟君外12人から、議員提出議案第１
号「米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関する意

御異議なしと認めます。

加し、一括議題とすることに決定いたしました。

見書」及び議員提出議案第２号「米軍ＡＶ８Ｂハリ

――――――――――――――――――

アー攻撃機墜落事故に関する抗議決議」の提出があり

○議長（新里米吉君）

ました。

Ｖ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関する意見書及び議

次に、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
宮國英男君は、所用のため本日から30日まで、10月

員提出議案第２号

議員提出議案第１号

米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落

事故に関する抗議決議を一括議題といたします。

３日及び10月４日の会議に出席できない旨の届け出

提出者から提案理由の説明を求めます。

がありましたので、その代理として人事委員会事務局

仲宗根

長親川達男君の出席を求めました。

悟君。

――――――――――――――――――
〔議員提出議案第１号及び第２号 巻末に掲載〕

その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

――――――――――――――――――
〔仲宗根

――――――――――――――――――
〔諸般の報告

米軍Ａ

巻末に掲載〕

○仲宗根

悟君

悟君登壇〕
ハイサイ

グスーヨー

チューウガ

ナビラ。

――――――――――――――――――
この際、お諮りいたします。

ただいま議題となりました議員提出議案第１号及び

議員提出議案第１号「米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機

第２号の２件につきまして、９月26日に開催した米

墜落事故に関する意見書」及び議員提出議案第２号

軍基地関係特別委員会の委員により協議した結果、議

「米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関する抗議

員提出議案として提出することに意見の一致を見まし

決議」を日程に追加し、一括議題といたしたいと思い

たので、提出者を代表して提案理由の御説明を申し上

ます。

げます。

○議長（新里米吉君）
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よって、議員提出議案第１号及び第２号は、原案の

提案理由は、米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故

とおり可決されました。

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１号を朗読いたします。

――――――――――――――――――

〔米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関す

○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１号及び第２号については、提案理由説明

る意見書朗読〕
次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同

の際提出者から、その趣旨を県内の関係要路に要請す

じでありますので、宛先だけを申し上げたいと思いま

るため、米軍基地関係特別委員会委員を派遣してもら

す。

いたいとの要望がありました。
よって、お諮りいたします。

〔米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関す

議員提出議案第１号及び第２号の趣旨を県内の関係

る抗議決議の宛先朗読〕
以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審

要路に要請するため、米軍基地関係特別委員会委員を

議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

派遣することとし、その期間及び人選については、議

ます。

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〕

なお、意見書の宛先で県内所在関係機関及び抗議決
議の宛先で県内の関係要路につきましては、その趣旨

○議長（新里米吉君）

よって、さよう決定いたしました。

を要請するために米軍基地関係特別委員会委員を派遣
する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、

―――――――◆・・◆―――――――

議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただ

○議長（新里米吉君）

きますようお願い申し上げます。

す。

これより質疑に入るのであり

○議長（新里米吉君）

間にわたって行われます代表質問並びに一般質問及び
議案に対する質疑につきましては、議会運営委員会に

ますが、ただいまのところ通告はありません。

おいて決定されました質問要綱に従って行うことにい

質疑はありませんか。

たします。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
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。

○議長（新里米吉君）

この際、お諮りいたします。

す。

代表質問を行いま

仲田弘毅君。

及び第２号については、会議規則第37条第３項の規

〔仲田弘毅君登壇〕

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。

日程第１

質問の通告がありますので、順次発言を許します。

ただいま議題となっております議員提出議案第１号

弘毅君

○仲田

おはようございます。

自由民主党、沖縄・自由民主党、新しい会派になり

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（新里米吉君）

この際、念のため申し上げま

本日から30日まで、10月３日及び10月４日の６日

以上であります。

○議長（新里米吉君）

御異議なしと認めます。

ました。

御異議なしと認めます。

代表して質問を行います。

よって、両案については、委員会の付託を省略する

まず最初に、１、沖縄振興策の推進についてであり

ことに決定いたしました。

ます。

――――――――――――――――――
これより議員提出議案第１号

2017年度沖縄県振興予算の概算要求は3210億円

「米軍ＡＶ８Ｂハリアー攻撃機墜落事故に関する意見

で、前年度に比べ4.2％、140億円の減となりまし

書」及び議員提出議案第２号「米軍ＡＶ８Ｂハリアー

た。マイナスとなった大きな要因は、沖縄振興予算

攻撃機墜落事故に関する抗議決議」の２件を一括して

の目玉である沖縄振興一括交付金が前年度比17％、

採決いたします。

275億円も減少したことが大きく、創設６年目にして

○議長（新里米吉君）

お諮りいたします。

大幅に減少したことは、今後に大きな懸念を残すこと

ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに

は言うまでもありません。一方で、県が要望した沖縄
関係税制の改正要望について、特区制度や税制特例措

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。

置など９制度の継続、拡充がいずれも認められたこと
は、県経済の振興に大きく貢献するものとかたく信じ
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ております。さらに、島尻安伊子前沖縄担当大臣の肝

業に占める重要度をどう認識しているのか。また、他

いりで芽出しされた沖縄の将来を担う子供たちの貧困

県並みにこの制度が移行された場合、県・市町村の事

状況に対応するための沖縄子供の貧困緊急対策事業

業執行への影響について伺いたい。
カ、大型ＭＩＣＥ施設整備について、10月にも事

は、１億円が増額され、トータル11億円が計上され

業者公募を行い、2017年度の工事着工を予定してお

ました。
いずれにしても、県は、沖縄振興策に影響が出ない

りますが、ＭＩＣＥ施設周辺エリアにおける宿泊施設

よう、那覇空港滑走路増設や沖縄科学技術大学院大学

や商業施設の立地等の進展状況、また、維持管理費に

の充実に要する予算、駐留軍用地の跡地利用促進に要

ついて伺いたい。

する予算を除き、3000億円台の確保、これを要請し

キ、県は、ＭＩＣＥ施設建設に係る用地購入につい

てまいりましたが、内容は御案内のとおり厳しい結果

て、当初予定していた一括交付金による購入を断念

となっており、問題点をしっかりと検証することが必

し、県債と一般財源を充当する方針に転換しておりま

要であると考えております。

す。一括交付金の活用は当初から疑問視されてきてお

リンク論が飛び交う中で、知事はたびたび沖縄振興
予算について言及し、沖縄は決して優遇されていな

り、国との調整の経緯や県財政に与える影響について
伺いたい。

い、また、基地は沖縄振興の最大の阻害要因と明言す

(2)、沖縄振興予算について。

るなど、国批判を強めております。本県は、振興予算

ア、2017年度沖縄振興予算概算要求については、

や基地関係収入にあらわれない、県や市町村の各種事

先ほど申し上げましたとおり3210億円となり、前年

業に適用される高率補助制度や税制等の特別措置があ

度比で140億円、4.2％減となりました。県は、3000

りますが、知事は残念ながらそのことには一切触れて

億円台の確保を初め６項目を要望しておりますが、達

おりません。確かに、これらの制度は、復帰に伴う沖

成度と減額になった事項、その要因について、特に、

縄振興、復興の面から実施されてきたことは間違いあ

沖縄振興一括交付金が減額になったことについて、知

りません。しかし、復帰後44年が経過した現在、い

事の御所見を伺いたい。
イ、一括交付金が減額されたことで、各市町村はこ

まだこのような制度が維持、延長されている背景につ

れまでの配分額に影響しないか危惧しておりますが、

いて、いま一度考えてみる必要はないでしょうか。

配分額は維持されるのか伺いたい。

そこで伺います。

ウ、子供の貧困緊急対策事業として、前年比１億円

(1)、県経済の自立について。
ア、知事は、基地は県経済の阻害要因と述べ、対比
して観光の好調さを上げております。基地関連事業や

増の11億円が計上されておりますが、2017年度にお
ける事業展開について伺いたい。

収入、国の特別措置、高率補助等がなくても県経済は

エ、沖縄離島活性化推進事業にも10億円が計上さ

自立していけるのか。また、140万余県民の生活を支

れておりますが、厳しい自然的・社会的条件に置かれ

えていけるとお考えなのか、知事の見解を伺いたい。

ている離島市町村の先導的な事業をどのように支援・

イ、基地と振興策のリンク論について、リンクしな

展開するのか伺いたい。

いことの根拠は何か。翁長知事は、もともと基地と振

２、観光振興について。

興策をリンクさせて政治力を発揮してきたのではない

2015年度の県観光収入は、前年度より12.7％ふえ
て6022億1400万円となり、３年連続で過去最高を更

か、知事の見解を伺いたい。
ウ、一括交付金の不用額の多さが指摘され、2017

新し、また、観光客１人当たりの県内消費額も前年比

年度沖縄振興予算の概算要求が削減されております

で19％ふえて７万5881円、これもまた３年連続の増

が、ソフト交付金とハード交付金の執行率の推移につ

加であります。その内訳を見ますと、国内客の消費額

いて伺いたい。

は７万4083円、空路利用の外国客は10万7302円、

エ、県は、沖縄関係税制の改正要望の中で、特区制

クルーズ船利用客は２万5973円という結果が報告さ

度や税制特例措置など９制度の継続・拡充を求めてお

れております。また、平均滞在日数は、前年とほぼ

りますが、これらの制度・特例措置等が認められるこ

同じ3.89日、空路利用の外国客は4.77日、クルーズ

とによりどのような効果があるのか伺いたい。

船利用客は１日となっており、本県が目標とする世界

オ、本県には、振興予算や基地経済関連収入にあら

的リゾート観光地ハワイには、１人当たりの消費額や

われない、県や市町村のもろもろの事業に適用される

滞在日数は遠く及ばず、観光立県として解決すべき課

高率補助制度があります。同制度による県・市町村事

題がより大きいものがあります。特に、増加傾向にあ
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るとはいえ、大幅にふえているのは海外からの観光客

は、それぞれの島々における生活環境の改善、定住条

であり、悲願の目標1000万人を達成する上で、伸び

件をしっかり整備することが必要であります。そのた

悩んでいる国内観光客の増加が不可欠であります。そ

めには、割高となっている交通・生活コストの低減を

の中で、本県を訪れる修学旅行については、2015年

図ると同時に、離島ゆえの生活面の条件不利性となっ

度、前年度比82校、3.2％減少し、人数は１万2105

ている教育、医療、福祉等充実したユニバーサルサー

人、2.7％も減少しております。さらに、今年度も92

ビスを提供していくことが最も重要であります。しか

校、6479人減少する見通しで危惧しております。一

し、本県は東西1000キロ、南北400キロに及ぶ広大

方では、大型クルーズ船寄港に向けた施設整備に加

な海域に160もの島々が点在する我が国唯一の島嶼県

え、環境省がブランド観光地として世界にＰＲするモ

であり、39の有人離島が存在しております。そのた

デル事業、国立公園満喫プロジェクトに慶良間諸島が

め、本県離島が抱える遠隔性、散在性等離島であるが

選定されるなど、目に見える効果が期待されると考え

ゆえの不利性の克服は容易ではなく、いまださまざま

ております。

な分野で課題が山積しております。そのことが若者流

以上のことから、21世紀ビジョン計画に基づく世

出の慢性化につながり、結果、人口減、高齢化を招

界水準の観光・リゾート地の形成を図り、世界に誇れ

き、地域活力を弱めている状況が続いているというの

る沖縄ブランドの確立と国内外の観光誘致に向け、県

が現状ではないでしょうか。
県は、21世紀ビジョン離島振興で、住みよい魅力

の取り組みが求められております。
そこでお聞きします。

ある島づくり計画を策定し、平成25年から10年計画

(1)、県内の宿泊施設数は14年連続の伸びを示して

で本県離島地域の振興を図るとしており、それぞれの

います。好調に推移している観光客数は海外から大幅

島々に合った施策を展開し得るか、県の本気度が求め

に増加している反面、国内観光客は微増にとどまって

られております。

おります。今後の観光動向によっては、宿泊単価や稼

そこで質問を行います。

働率に影響しないか、県の見通しを伺いたい。

(1)、離島の人口減、高齢化の進行など、離島を取

(2)、本県観光が好調の中、2015年度の本県への修

り巻く環境は依然厳しい状況にあります。特に、若者

学旅行校は前年より減少しており、その要因と今後の

の流出防止をいかに図るかが最も重要であると考えて

対策について伺いたい。

おりますが、県の取り組みを伺いたい。

(3)、観光客増に伴う宿泊需要の高まりで、民泊が

(2)、離島における定住要件の整備を図る上で、離

増加傾向にあります。民泊解禁に向けたルールづくり

島住民が住みなれた島々で安心して暮らし続けるとい

がまだまとまらない中、現状がどうなっているのか伺

う、離島住民の願いを実現するかは大切なことであり

いたい。

ます。県の取り組み状況と成果、今後の展開を伺いた

(4)、環境省は、国立公園満喫プロジェクトに国内

い。

８カ所を選定し、本県の慶良間諸島も指定されまし

(3)、粟国空港での事故から１年が経過いたしまし

た。今後ブランド観光地として世界にＰＲされます

たが、いまだ再開に至っておりません。これまでの経

が、県として、自然環境への配慮・保全、そして国内

緯と再開の見通しについて伺いたい。

外の観光客が満喫できる観光メニューの整備・バラン

(4)、報道によると、粟国空港事故の原因等会社側

スをどのように図り、エコツーリズムを推進していく

に対する村民の不信が大きく、再開についても理解が

か伺いたい。

得られていないようですが、運営の赤字分を補助する

(5)、本県は、離島県であり多くの小規模離島を抱

県としてかかわれる範囲内で伺いたい。

えており、交通手段は空路と海路に限定されていま

(5)、伊是名・伊平屋架橋の整備について、多くの

す。県内外からより多くの観光客が宿泊・滞在すると

問題解決を必要としておりますが、調査検討の進捗と

いう課題もあります。計画を効果的に実現する上で、

事業実施時期について伺いたい。
(6)、伊平屋空港については、地元には早期建設を

どのように具体策を打ち出していくか伺いたい。
(6)、クルーズ船の分散化を図るため、中城湾港や
本部港など、港湾施設の整備状況とさらなる寄港をふ

求めている方々がいっぱいいらっしゃいますが、県の
取り組み状況について伺いたい。
４、子ども・子育て支援について。

やすための取り組みについて伺いたい。

女性のさらなる社会進出や少子化に対応した社会づ

３、離島・過疎地域の振興について。
離島住民が住みなれた島で安心して暮らし続けるに

くりを推進する上で、子ども・子育て世代が安心して
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子供を預け働ける環境づくりは不可欠であります。そ

しております。その要因と特徴について伺います。

のため、社会問題となっている待機児童の解消を早急

(6)、国は、児童虐待防止の取り組みを強化するた

に図ることが我が国における喫緊の課題となっており

め、2019年度末までに児童福祉等専門職をふやす計

ます。国においては、2017年度末までに保育の受け

画のようでありますが、本県における児童相談所の状

皿を50万人確保し、待機児童の解消を目指すとして

況と将来的な必要人員について伺いたい。

おり、本県は黄金っ子応援プランに基づき、約１万

５、教育・文化・スポーツの振興について。

8000人の保育量を拡大し、同じく平成29年度末まで

2020年東京オリンピック・パラリンピックで空手

の解消を目指しております。しかし、その目標を達成

が追加種目に決定され、沖縄県民の一人として、心か

するのは容易ではありません。その要因として、全国

ら喜んでおります。我が自民党は、空手発祥の地・沖

で２番目に多い3980人の待機児童数と357の認可外

縄を世界にアピールするため、空手がオリンピック種

保育所に入所している１万7439人の数の多さは、全

目へ追加できるよう関係機関への要請・要望など重要

国の比ではありません。共働きや母子家庭が多い本県

事項として取り組んでまいりました。また、サッカー

において、親の負担の大きさがうかがえます。また、

Ｊ１の公式戦に対応できるスタジアム整備の必要性に

保育士の確保問題もあり、財政が厳しい自治体では、

ついても、これまで県に対し、早期整備を強く求めて

保育士が集まらないという新たな地域格差が懸念され

きたところであります。報道によれば、実現に向け可

ております。政府の思い切った対応が必要であること

能性が高まったようであり、大いに期待するものであ

は当然でありますが、県においても、一括交付金の活

ります。
さて、県教育委員会は、教育目標の一つにみずから

用など、県単独の対策も必要ではないかと考えており

学ぶ意欲を育て、学力向上を目指すとともに、豊かな

ます。
そこで伺います。

表現力と粘り強さを持つ幼児・児童生徒を育成するを

(1)、待機児童解消について、黄金っ子応援プラン

掲げております。その教育目標を達成するには、教育

に基づき、約１万8000人の保育量を拡大し、平成29

の主人公である子供、幼児・児童生徒が教育現場の環

年度末までの解消を目指しておりますが、国は、年内

境に親しむことが重要であり、何よりもわかる授業を

にも待機児童の定義を見直す方針と聞いております。

構築していくことが必要であると考えております。ま

本県の潜在的な待機児童数への影響について伺いた

た、文科省の中央教育審議会は、新たな学習指導要領

い。

の全体像となる審議のまとめ案も示しました。教員が

(2)、待機児童の解消を図る上で保育所の整備が急

一方的に教える指導方策から、児童生徒が主体的に授

がれておりますが、保育所用地の確保が困難な地域や

業に参加する考え方を全教科に導入するというもので

人口減少の地域においては、小規模保育整備が有効な

あり、これまでの学習指導要領の性格を大きく変える

方策と言われております。学校や福祉施設等公共施設

ものと言われております。

の空室の利活用を考えてみてはどうでしょうか。施設

教育の論議がなされる中、本県の将来を担っていく

整備期間の短縮や経費の軽減にもつながると考えてお

児童生徒の最も重要な教育を任され、その子供たちの

りますが、県の考えをお聞かせください。

人生をも左右する教職員の選考試験で、公平性に疑念

(3)、保育士確保に向け全国の市町村においては、
独自の処遇改善を実施しているところがふえておりま

が持たれたことはまことに残念であり、今後の対応・
対策を見守っていきたいと考えております。

す。本県の状況と県として一括交付金の活用を考えて

そこで質問を行います。

はどうか伺いたい。

(1)、新学習指導要領案が示されましたが、これま

(4)、県は、子供の貧困問題の改善・解消に向け、

での何を学ぶかに、どのように学ぶか、何ができるよ

教育支援等に取り組んでおります。その中で子供の家

うになるかの視点が追加されるようであります。小・

庭状況、子供の自意識などを考慮したきめ細かい支援

中・高ごとに何がどのように変わり、どのように生徒

策が必要と考えておりますが、県の取り組みをお聞か

が主体的・能動的に授業に参加する学習方法が導入さ

せください。

れるのか、学校現場の対応を伺いたい。

(5)、児童虐待について、2015年度の全国における

(2)、文科省の調査で、公立小中学校の校舎が耐震

相談件数は過去最高を記録し、本県においても、前年

化されていない建物の割合が、本県は全国最低との報

度比44％、大幅に増加しております。法的な強化や

道がありました。本県には高率補助制度がありながら

あらゆる取り組みが強化されている中で、件数は増加

おくれている理由は何か。また、強い地震で倒壊する
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ます。一括交付金の減額については残念であります

危険性のある建物の早急な整備について伺いたい。
(3)、県教育委員会が、昨年とことし実施した中・
高の英語教員採用試験で、リスニングの全問題が特定

が、改めて執行率の課題が指摘されたことを受けと
め、引き続き改善に努めることとしております。
平成29年度の沖縄振興予算につきましては、去る

の市販問題集２冊から引用されていたことについて、

８月10日に菅官房長官、鶴保内閣府沖縄担当大臣、

経緯と今後の対応について伺いたい。
(4)、報道によると、特定の問題集からの引用につ

自民党高村副総裁並びに二階幹事長に対して要請を行

いては、対策を立てていた就職予備校もあったという

い、所要額の確保を働きかけてきたところでありま

ことですが、受験者で有利、不利があったのではない

す。また、９月14日には、二階幹事長に概算要求額

か、見解を伺います。

の満額確保を要請したところです。

(5)、教育長は、記者会見で公平性を欠くとまでは

引き続き、内閣府沖縄担当部局を初め関係機関との

言えないと説明しておりますが、一部では対策を立て

連携を一層密にするとともに、県選出国会議員並びに

ていた事実があれば、不公平が生じる可能性も十分あ

県議会議員初め関係各位の協力を得ながら、概算要求

り得るとされています。選考での公平公正という立場

の満額が措置されるよう取り組んでまいります。
次に、教育・文化・スポーツの振興についてに関す

から、教育委員会として今後の抜本的な対策を伺いた

る御質問の中の、東京オリンピックでの空手に関する

い。
(6)、2020年東京オリンピック・パラリンピック

沖縄県の取り組みについてお答えをいたします。

で、空手が追加種目となりました。空手発祥の地・沖

空手が東京オリンピックの種目に決定したことは、

縄を世界にアピールするため、事前合宿の誘致、開会

空手発祥の地・沖縄を世界にアピールする絶好の機会

式における空手演武の披露などの実演に向けた取り組

であります。沖縄県としては、事前合宿の誘致、県内

みを伺いたい。

開催、開会式における空手演武の披露等の実施に向け

(7)、サッカーＪ１公式戦対応のスタジアム整備の

て取り組んでいるところであります。特に、沖縄県で

必要性については、これまでも県による整備促進を求

の競技開催については、官民が一丸となった取り組み

めてまいりましたが、進捗状況について伺いたい。

を行うため、去る９月９日に東京オリンピック空手沖

(8)、第６回世界のウチナーンチュ大会に向け、大

縄開催誘致実行委員会を設立し、９月20日に全日本

会の概要と参加国・人数、また、開催の効果を今後ど

空手道連盟に直接要請したところであります。また、

う生かしていくか伺いたい。

同日、オリンピック担当大臣には、空手の沖縄開催に
加え、事前合宿の誘致や開会式における空手演武の披

以上であります。
〔知事

露等についても要請したところであります。

翁長知事。

○議長（新里米吉君）

沖縄県としましては、引き続き官民一丸となって、

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

ハイサイ

グスーヨー

空手の沖縄開催に向けて、国や関係団体等に対し誘致
を働きかけていくとともに、県内における機運醸成に

チューウガナビラ。

も積極的に取り組んでいきたいと考えております。

仲田弘毅議員の御質問にお答えをいたします。

次に、第６回世界のウチナーンチュ大会の概要規

１番目の沖縄振興策の推進についてに関する御質問
の中の、平成29年度沖縄振興予算の概算要求につい

模、開催の効果についてお答えをいたします。
第６回世界のウチナーンチュ大会は、ウチナーネッ

てお答えをいたします。
内閣府の平成29年度概算要求においては、総額

トワークの持続的な継承・発展、沖縄独自のソフトパ

3210億円の沖縄振興予算が計上されました。今年度

ワーの国内外への発信などを目的として開催いたし

の当初予算額を下回る水準ではありますが、厳しい財

ます。海外からの参加申込者数は、９月20日時点で

政状況の中、3000億円台が確保されたところであり

19カ国２地域から6600名余りとなっており、前回の

ます。その内容につきましては、那覇空港平行滑走路

5317名を大幅に上回っております。今大会の特徴的

増設事業、沖縄科学技術大学院大学の規模拡充、拠点

な取り組みとしては、大会のプレイベントとして若者

返還地跡地利用推進交付金、沖縄子供の貧困緊急対策

が中心となって開催される世界若者ウチナーンチュ大

経費等について、所要の額が計上されたところであり

会、開会式における1000人の三線大演奏、ウチナー

ます。また、県土の均衡ある発展を図るための北部振

ネットワークの継承などをテーマに議論が行われる県

興事業や鉄軌道に係る調査費が計上されるなど、基本

人会長・ウチナー民間大使会議等が予定されておりま

的には本県の振興に配慮がなされたものと考えており

す。これらの取り組みを通して、世界中から訪れるウ
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チナーンチュが県民と交流し、お互いの理解を深める

の沖縄振興税制について期限の延長や拡充を、また、

ことで、より強いきずなが形成されることが期待され

復帰特別措置である沖縄県産酒類に係る酒税の軽減措

ます。また、今大会では、閉会式で「世界のウチナー

置について、期限の延長を要望したところでありま

ンチュの日」制定の宣言を予定しておりまして、今後

す。これまでこれら税制上の特例措置は、沖縄県にお

は、その日に合わせて毎年、県内、国内、海外各地

ける産業イノベーションや企業立地の促進、雇用の創

で、ウチナーンチュの伝統や文化をテーマに関連行事

出、観光客数の増に寄与するなど、産業の振興や県民

が行われることで、ウチナーネットワークの次世代へ

生活の向上に貢献してきたものと認識しております。

のさらなる拡大と継承につながることを期待いたして

これらの特例措置の継続及び拡充が行われることは、

おります。

今後の本県経済の成長を確かなものとし、さらに発展

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

させていくものと考えております。
次に、高率補助制度についてお答えいたします。

させていただきます。
○議長（新里米吉君）
〔企画部長

高率補助等を含む国の沖縄振興策は、沖縄の持つ特

企画部長。

殊事情を踏まえ、特別の措置を講ずることにより総合

下地明和君登壇〕
沖縄振興策の推進につい

的かつ計画的な振興を図り、沖縄の自立的発展や豊か

ての御質問の中の、国の特別措置等と県経済の自立に

な住民生活の実現に寄与することを目的に実施されて

ついてお答えいたします。

いるものであり、引き続き必要なものであると考えて

○企画部長（下地明和君）

国の沖縄振興策は、沖縄の持つ特殊事情を踏まえ、

おります。高率補助がなくなった場合、同程度の事業

特別の措置を講ずることにより沖縄の自立的発展等に

量を確保するには、地方債の発行等によって対応する

寄与することを目的として実施されているものであり

こととなり、将来的には公債費が増加するなど財政負

ます。３次にわたる沖縄振興開発計画では社会資本整

担が大きくなるものと考えています。特に、自主財源

備を中心とした格差是正を、その後の沖縄振興計画で

が乏しい財政基盤が脆弱な離島の小規模町村において

は民間主導の自立型経済の構築を基本方向の一つとし

は影響が大きいものと考えられます。
同じく沖縄振興策の推進についての中の、沖縄離島

て施策の展開が図られ、一定の成果を上げてきまし
た。しかしながら、県民所得の向上や失業率の改善等

活性化推進事業についてお答えいたします。

はいまだ十分ではなく、自立型経済の構築は道半ばに

沖縄離島活性化推進事業は、離島市町村が実施する

あります。加えて、基地負担の軽減、離島振興などの

所得向上に向けた産業の振興に資する事業や人口増加

固有課題も解決が図られなければならず、高率補助等

に向けた定住条件整備に資する事業、住民等の安心・

の沖縄振興策は引き続き必要であります。

安全に資する事業などの先導的な事業を国が直接支援

なお、返還跡地の発展は、かつての基地経済の効

するため、内閣府が予算要求したものです。

果を大きく上回るものとなっており、復帰直後、約

一方、沖縄県においては、沖縄振興特別推進交付金

15％であった基地関連収入の県経済に占める割合

を活用し、離島における交通コストの低減や福祉・医

は、近年５％程度とその比重が大幅に低下していま

療サービスの確保などに取り組んでおります。また、

す。

各離島市町村においても地域の実情に即した各種施策

同じく沖縄振興策の推進についての中の、基地と振

が展開されております。
県としましては、これらの事業が相乗効果を発揮

興策のリンク論についてお答えいたします。
国は沖縄振興について、沖縄振興特別措置法に基づ
き、戦後我が国の施政権の外にあった歴史的事情等、

し、さらなる離島地域の活性化が図られるものと期待
しております。
次に、離島・過疎地域の振興についての中の、離島

沖縄の４つの特殊事情に鑑み、総合的かつ計画的に講

の人口減などへの取り組み等についてお答えいたしま

ずるものであると説明してきております。
県としましても、基地問題と沖縄振興は別と認識し

す。３の(1)と３の(2)は関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えします。

ております。

離島地域は、条件不利性に起因した課題を抱えてお

次に、沖縄振興税制の効果についてお答えいたしま

り、若年者の慢性的な流出等により、多くの離島で人

す。
平成29年度税制改正要望において、産業高度化・

口が減少しております。一方で、離島は島々で異なる

事業革新促進地域制度、情報通信産業振興地域及び特

個性豊かな自然環境、文化、歴史的遺産等の魅力、す

別地区制度、国際物流拠点産業集積地域制度等、８つ

なわち離島力を有しております。そのため、県では、
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次に、ＭＩＣＥ施設用地購入の国との調整経緯と県

本島住民等が島の歴史、文化、自然と触れ合い、交流
を重ねることで島への理解を深め、活性化を図ること

財政への影響についてお答えをいたします。

を目的に沖縄離島体験交流促進事業や離島観光・交流

ＭＩＣＥ施設用地は、中城湾港マリンタウン特別会

促進事業などを実施しているところであります。ま

計において、公営企業債を活用して埋め立て、造成し

た、条件不利性を解消するため、割高な交通・生活コ

た土地となっております。当該造成地においては、過

ストの低減など定住条件の整備に取り組んでいるとこ

去に国庫補助を活用して、県道整備や下水道浄化セン

ろです。

ターの用地を購入した事例があったことから、ＭＩＣ

県としましては、これらの取り組みにより、離島力

Ｅ施設の用地取得にソフト交付金を充当するものとし

が一層発揮され、住民が住みなれた土地で安心して暮

て当初予算に計上いたしました。しかしながら、内閣

らし続けることができるよう、離島振興を図っていき

府からは、当該用地の購入費は結果的に特別会計の公

たいと考えております。

債費に充てられるもので、交付要綱上、疑義があると

次に、同じく離島・過疎地域の振興についての中

の指摘を受けたところであります。

の、粟国路線の再開についての御質問にお答えいたし

県としましては、当該用地は土地購入費として交付

ます。３の(3)と３の(4)は関連しますので一括してお

金を充てるもので、公債費に充てるものではないこと

答えいたします。

を主張してきましたが、議論が平行線のまま年度末を

昨年８月28日に起きた粟国空港での事故について

迎え、結果的に不用となることは避けたいと判断し、

は、現在、国の運輸安全委員会による事故調査が行わ

交付金を他の事業に振りかえることといたしました。

れております。また、国土交通省大阪航空局による第

県財政への影響につきましては、交付金を県債に振り

一航空への立入検査の結果、運航乗務員への訓練体制

かえることから、後年度の負担が生じることとなりま

の抜本的見直しなどの事業改善命令が出されておりま

す。
次に、ソフト交付金の配分額についてお答えをいた

す。これに対し、第一航空では、改善措置を提出し、
粟国路線の再開に向けて安全運航に必要な規程の見直

します。

しについて、大阪航空局と調整している状況であり、

ソフト交付金の平成29年度概算要求額は、県分と

県においては、同社の安全運航への取り組み状況を注

市町村分を合わせて対前年138億円減の668億円とな

視しているところであります。

りました。県と市町村の配分につきましては、５対３

なお、粟国路線の再開時期については、再開に必要

というこれまでの考え方を踏まえ、知事と市町村長で

な機長の訓練が終了した時点で明らかになると聞いて

構成する沖縄振興会議において決定される予定です

おります。

が、県分、市町村分ともに一定の影響があるものと考
えております。

以上でございます。
〔総務部長
○総務部長（金城

以上でございます。

総務部長。

○議長（新里米吉君）
金城

武君）

武君登壇〕

○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

沖縄振興策の推進につい

前田光幸君登壇〕
沖縄振興策

ての御質問の中で、ソフト交付金とハード交付金の執

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

行率の推移についてお答えをいたします。

の推進についての御質問の中の、大型ＭＩＣＥ施設に

一括交付金については、これまで執行率の課題が
指摘されたことを踏まえ、その改善に取り組んでき

おける宿泊施設等の立地の進展状況及び維持管理費に
ついてお答えいたします。

たところであります。平成27年度のソフト交付金の

大型ＭＩＣＥ施設の周辺エリアには、ＭＩＣＥ利用

執行率は77.4％で、初年度の平成24年度と比較する

者の利便性向上や地域への経済効果を高めるため、宿

と26.5ポイント改善しており、平成26年度との比較

泊施設や商業施設等を適切に配置することなどが重要

では2.6ポイント改善しました。また、平成27年度の

であると考えております。

ハード交付金の執行率は71.5％で、初年度の平成24

そのため、県では、10月をめどにマリンタウンＭ

年度と比較すると12ポイント改善しており、平成26

ＩＣＥエリアまちづくりビジョンを策定し、地元自治

年度との比較では5.7ポイントの改善となりました。

体と連携して宿泊施設や商業施設等の誘致活動に取り

平成29年度の概算要求において、執行率の課題が

組んでいくこととしております。また、維持管理費に

改めて指摘されたことを受けとめ、引き続き改善に努

ついては、平成25年度に策定した基本構想で、供用

めてまいります。

開始後11年目に単年度収支が黒字化した場合、８億
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7900万円となると試算しておりますが、10月の事業

す。

者公募に向けて、現在、有識者等で構成する大型ＭＩ

このようなことから、県では、航空会社等と連携し

ＣＥ施設整備運営事業者選定委員会で改めて検討を

たプロモーション活動や県外での商談会の開催による

行っているところであります。

認知度の向上に努めるとともに、各種支援策等を活用

次に、観光振興についての御質問の中の、観光客数

した離島航空路線の拡充などに取り組んでおります。

の宿泊単価や稼働率への影響についてお答えいたしま

また、今年度から、外国人観光客を対象に離島地域を

す。

含む県内での広域観光周遊ルートの形成にも取り組む

平成27年度の入域観光客数は793万6300人とな

こととしております。
次に、クルーズ船の分散化とさらなる寄港促進につ

り、対前年度比10.7％の増加となったものの、国内
観光客数は626万6000人で、対前年度比1.3％の増

いてお答えいたします。

加にとどまっております。平成28年度の８月までの

県では、クルーズ船誘致のためにこれまで継続的に

入域観光客数は、累計で382万5700人、対前年度比

海外における展示会や商談会への出展等を行ってきた

13.6％増となっており、そのうち、国内観光客数は

ところであり、近年、那覇港や石垣港などへの寄港回

279万1800人、対前年度比5.9％増と堅調に推移して

数は大幅に増加しております。東アジアにおけるク

おります。また、沖縄振興開発金融公庫の調査による

ルーズ市場の持続的な拡大が見込まれる中、さらなる

と、平成27年度は入域観光客数の増加による宿泊施

寄港回数の増加を図るには、寄港地の分散化に取り組

設の客室稼働率の上昇が見られるとされており、好調

む必要があると考えております。
このため、県では、平良港や中城湾港新港地区、本

に推移する沖縄観光の状況から、今年度も引き続き高

部港などへの寄港に向けて、地元のクルーズ促進連絡

い水準で推移していくと考えております。
宿泊価格については、各宿泊施設において、需要と

協議会と連携し、受け入れ体制の整備に努めるととも

供給のバランス等を考慮し、設定されるものと考えて

に、船会社への訪問による誘致活動やキーパーソンの

おります。

招聘等を実施していきたいと考えております。
次に、教育・文化・スポーツの振興についての御質

次に、修学旅行校の減少要因と対策についてお答え

問の中の、Ｊ１規格サッカー場整備の進捗状況につい

いたします。
平成27年に修学旅行で沖縄を訪れた学校は2473校

てお答えいたします。

で、対前年比で82校、率にして3.2％の減となってお

県では、Ｊ１規格サッカー場の整備に向けて、平成

ります。減少要因としては、少子化による学校数、生

23年度から平成24年度にかけて基礎調査等を行って

徒数の減少や新幹線の新規開業等による国内他地域と

おります。一方、那覇市においても基礎調査等を実施

の競合などがあります。

するなど、Ｊ１規格サッカー場の整備に向けた検討が

このようなことから、県においては、東京、大阪に

行われております。

おける修学旅行フェアの開催に加え、沖縄に航空路線

そのため、県としては、サッカー場の利用効率や運

が就航している地方都市での修学旅行説明会の開催数

営等の面から、那覇市と協力し検討を進めてまいりま

の増加など、誘致活動を強化してまいります。また、

したが、Ｊ１規格サッカー場を整備することが県全体

近年、体験学習の場として人気が高く、増加傾向にあ

のサッカー振興やスポーツコンベンションの振興等に

る民泊のさらなる質の向上に向け、合同研修や受け入

資することなどから、県が主体となって整備すること

れマニュアルの整備を図るほか、新たな市場の開拓と

とし、今年度、基本計画策定に取り組んでいるところ

して海外からの修学旅行の誘致にも取り組んでいくこ

であります。
以上でございます。

ととしております。
次に、離島の観光振興の具体策についてお答えいた

○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

します。
本県の離島は豊かな自然や独特の歴史・文化を有し

金城弘昌君登壇〕

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

沖縄振興策の

ており、それらを活用した離島観光の振興による地域

推進についての御質問の中の、平成29年度の沖縄子

経済の活性化が期待されております。一方で、県内の

供の貧困緊急対策事業についてお答えします。

離島においては、一部の離島を除いて宿泊施設の不足

平成29年度の沖縄子供の貧困緊急対策事業は、平

や空路及び海路の交通アクセスの拡充、国内外での認

成28年度に実施している子供の貧困対策支援員の配

知度が依然として低いことなどが課題となっておりま

置や子供の居場所の運営支援等について、年度当初か
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ら幅広く実施することができるよう、国の概算要求で

員の配置と県内26市町村に92カ所の子供の居場所が

も増額の要求がなされております。

設置されております。

県としましては、引き続き各市町村が地域の実情を

県としましては、今後とも関係機関と連携しなが

踏まえてモデル的・集中的に事業実施ができるよう、

ら、子供の貧困問題の解消に向けた取り組みを推進し

国、市町村と連携し、子供の貧困対策のさらなる充実

てまいります。
次に、児童虐待増加の要因等についてお答えしま

に努めてまいります。
次に、子ども・子育て支援についての御質問の中

す。
児童虐待相談件数の増加の要因としましては、心理

の、国の待機児童の定義見直しによる待機児童数への

的虐待等に係る定義が拡大されたことや通告義務の周

影響についてお答えします。
待機児童の定義見直しについては、国において議論

知が進んだことなどが考えられます。平成27年度の

が始まったところであり、今後内容が示されるものと

特徴としては、子供の前で配偶者らに暴力を振るう面

考えております。黄金っ子応援プランにつきまして

前ＤＶに係る警察からの通告が増加していることが挙

は、保育所等への入所申し込みに至っていない潜在的

げられます。

な保育需要も見込んで策定された市町村事業計画に基

県としましては、引き続き相談支援体制の充実や関

づいていることから、見直しの結果による大きな影響

係機関との連携強化を図るとともに、県民への広報・

は生じないものと考えております。

啓発活動等により、児童虐待の未然防止及び早期発

次に、空き教室等公共施設の保育施設への利活用に

見、早期対応に努めてまいります。
次に、児童相談所の状況等についてお答えします。

ついてお答えします。
保育所等の設置につきましては、施設管理者の許可

平成28年６月に児童福祉法等が改正され、児童相

を得ることで空き教室等公共施設の利活用も可能であ

談所における児童福祉司の配置標準が人口４万人に１

ると考えております。これらの施設の利活用に当たっ

人以上を基本とするよう見直されたほか、児童心理

ては、市町村において地域の実情を踏まえ判断するも

司、スーパーバイザーの配置等が法定化されるなど、

のと考えております。

児童相談所の体制強化が図られることになりました。

なお、県有施設等の利活用について、市町村等から

本県においては、中央、コザの両児童相談所に44人
の児童福祉司と13人の児童心理司の計57人が配置さ

要望があれば必要な対応をしてまいります。
次に、市町村独自の保育士処遇改善の状況と県の一

れており、うち11人がスーパーバイザーとなってお
ります。児童福祉司とスーパーバイザーについては、

括交付金の活用についてお答えします。
北谷町及び南風原町においては、保育士の確保を図

国が定める配置標準を既に上回っている状況です。一

るため、保育所等に勤務する職員への給与助成を実施

方、児童心理司については、平成31年度までに増員

していると聞いております。

していくこととしております。

県においては、一括交付金を活用した保育士の年休

県としましては、法改正の趣旨を踏まえ、児童相談

取得の支援や一般財源による正規雇用化の支援に加

所の体制強化を図り、引き続き児童虐待防止対策の充

え、新たに保育士のベースアップに対する支援を実施

実に取り組んでまいります。
以上でございます。

することで処遇改善の取り組みを強化してまいりま
す。

○議長（新里米吉君）
〔保健医療部長

次に、子供の貧困問題の解消に向けた取り組み状況
についてお答えします。

○保健医療部長（砂川

子供の貧困対策の推進に当たっては、子供とその家
庭の実情を理解し、個々の子供が抱える問題状況に対

保健医療部長。
砂川
靖君）

靖君登壇〕
観光振興についての

御質問の中の、本県における民泊の状況についてお答
えします。

応した総合的な施策を実施する必要があります。子供

民泊に関するルールの整備につきましては、国が設

の貧困対策の取り組み状況としましては、沖縄県子ど

置した民泊サービスのあり方に関する検討委員会の最

もの貧困対策推進基金を活用し、県内31の市町村に

終報告書が去る６月に取りまとめられ、現在、国にお

おいて、就学援助制度の充実や放課後児童クラブの利

いて必要な法整備に向けた作業が行われているところ

用者負担軽減を図る事業などを実施することとしてお

であります。現在の旅館業法におきましては、空き部

ります。また、国の沖縄子供の貧困緊急対策事業を活

屋、空き家等を宿泊施設として提供する民泊であって

用し、県内28市町村に100人の子供の貧困対策支援

も、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業は許可を受け
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る必要がございます。民泊施設は旅館業法の簡易宿所

績があります。クルーズ船寄港地の分散化を図るに

営業に含まれておりまして、簡易宿所営業の許可件数

は、大型化に対応した港湾施設整備が必要であり、現

は平成27年３月時点で2227件となっております。

在、国は、北部地域振興に資する港湾整備に関する検

県では、民泊に関する現状を把握するため、宅地建
物取引業協会に対し、無許可営業に係る情報提供につ

討会において、本部港の受け入れ対象船舶の規模等の
検討を進めているところであります。

いて依頼を行うとともに、県内各地域の観光協会等の

県としては、本部港に加えて、中城湾港において

民泊受け入れ機関を対象とした調査を行ったところで

も、国と連携して大型化に対応した取り組みを進めて

あり、現在、その結果の取りまとめを行っているとこ

いきたいと考えております。

ろでございます。旅館業の許可を受けずに民泊サービ

次に、離島・過疎地域の振興についての御質問の中

スを行っている施設が確認された場合には、今後とも

の、伊是名・伊平屋架橋の調査検討の進捗と事業実施

保健所による指導を行っていきたいと考えておりま

時期についての御質問にお答えいたします。
伊是名・伊平屋架橋については、平成23年度に整

す。

備の可能性調査を実施しました。この調査において

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔環境部長

は、将来交通量や技術上及び環境上の課題、また、こ

環境部長。

れまで実施してきた離島架橋に比べ、距離が長く大規

大浜浩志君登壇〕
観光振興についての質問

○環境部長（大浜浩志君）

の中の、慶良間諸島国立公園における自然環境への配

模であり、費用対効果や膨大な予算の確保など、解決
すべき課題が多いことが明らかとなっております。
県としては、伊是名・伊平屋両村からの要望等を受

慮と整備のバランスについてお答えします。
慶良間諸島国立公園は、本年７月25日、国におい

け、建設工事費の縮減等に向けた調査検討を進めてい

て設置された国立公園満喫プロジェクト有識者会議に

るところであります。新規事業化については、これら

おいて、全国８カ所の先導的モデル地域の一つに選ば

の課題解決が前提であり、引き続き調査検討していき

れました。これは慶良間諸島における地元ダイビング

たいと考えております。
次に、伊平屋空港の建設についての御質問にお答え

事業者によるサンゴ保全の取り組みと、座間味村、渡
嘉敷村の両村によるエコツーリズム構想の策定がポイ

いたします。
伊平屋空港の整備については、伊平屋・伊是名地域

ントとなり、選定されたものであります。
県では、同プロジェクトを推進するために、今月９

における住民生活の安定と地域振興の観点から、その

日、環境省とともに地域協議会を設置し、両村、沖縄

必要性を十分認識しております。平成23年５月の環

観光コンベンションビューロー等関係機関と意見交換

境影響評価書に対する知事意見の中で、埋立回避の意

を行ったところであります。今後、基本計画であるス

見が出されたことから、滑走路長を800メートルとし

テップアッププログラム2020を策定することとなっ

て基本設計を見直し、現在、環境影響評価書の補正を

ており、地域協議会において地元の意見を踏まえつ

行っているところであります。

つ、自然環境の保全と利用のバランスのとれた計画を

新規事業化に当たっては、航空会社の就航意向取り

策定し、エコツーリズムを推進していきたいと考えて

つけや需要喚起策が重要なことから、関係機関と協議

おります。

し、早期に事業着手できるよう取り組んでいるところ
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

以上でございます。

土木建築部長。
宮城
理君）

理君登壇〕

教育長。

○議長（新里米吉君）
〔教育長

観光振興についての

平敷昭人君登壇〕
教育・文化・スポーツの振

御質問の中の、クルーズ船の分散化に対応する港湾施

○教育長（平敷昭人君）

設の整備状況についての御質問にお答えいたします。

興についての御質問の中の、新学習指導要領案につい

中城湾港においては、現在、４万トン級のクルーズ

てお答えいたします。

船が寄港可能な港湾施設が整備済みであり、ことしは

次期学習指導要領においては、何ができるようにな

７回の寄港実績があります。また、本部港において

るか、何を学ぶか、どのように学ぶかの視点に沿っ

は、２万トン級のクルーズ船が接岸可能なマイナス９

て、学びに向かう力・人間性の涵養等、育成したい資

メートル岸壁220メートルの整備を平成26年度まで

質・能力を明確にしております。また、どのように学

に行ったところであり、ことしは沖泊で１回の寄港実

ぶかについては、主体的・対話的で深い学びを実現す
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る学習方法としまして、アクティブ・ラーニングを提

に求められる英語力をはかるにふさわしい問題として

唱しており、これまで以上に授業の質的転換が求めら

選んだところであります。結果として特定の出版社の

れます。

割合が多くなっているという事実を確認いたしまし

県教育委員会としましては、今後求められる資質・

た。

能力やアクティブ・ラーニングについて、学校支援訪

県教育委員会としましては、公平性を欠くのではな

問等を通して周知を図るとともに、校内研修や多様な

いかという御意見もあることから、10月をめどに外

研修の場を設定していきたいと考えております。

部の有識者を交えた委員会を立ち上げ、引用のあり

次に、公立小中学校の耐震化等についての御質問に

方、問題作成のあり方等につきまして、さまざまな角
度から検討を行ってまいります。

お答えいたします。
文部科学省の公立小中学校施設の耐震改修状況調

以上でございます。

査によると、平成28年４月１日現在の耐震化率は、

○議長（新里米吉君）

仲田弘毅君。

〔仲田弘毅君登壇〕

全国平均98.1％に対し、本県は87.5％で全国最下位
となっております。これは、全国的には短期間の工期

○仲田

で対応可能な耐震補強を中心に取り組んでいるのに対

ざいました。

弘毅君

知事、御答弁いろいろありがとうご

し、沖縄県では高率補助制度を活用した老朽化施設の

質問の中で、余り答弁がしっかり相通ずるものがな

改築事業を中心に耐震化を進めていることから、その

かった点について、若干再質問をさせていただきま

進捗がおくれている状況となっております。

す。

県教育委員会としましては、市町村担当者研修会や

まず一番最初は、基地関連収入の答弁の中で、今現

文書等により、学校施設の耐震化を促すとともに、特

在基地関連収入は15％から５％に減っていると。で

に震度６強以上で倒壊する危険性の高い建物を有する

すから、沖縄県経済には余り影響はないんだというお

自治体に対しては、直接訪問し、改築事業の前倒しや

話がありましたが、その15％から５％に減ってきた

耐震補強事業の促進など、早期の耐震化を強く働きか

関連予算がどういった具体的な内容になっているか、

けております。

まずその点についてお願いをしたいと思います。
高率補助がなくなれば財政負担が大きくなってくる

次に、リスニング引用関係の経緯等についての御質

と。これは特に18の各離島の市町村長さん、大変気

問にお答えいたします。
８月23日、報道機関より平成28年度実施教員候補

になっているという御意見なんですが、その財政負担

者選考試験の中高英語リスニング問題において、特定

が大きくなるという答弁がありました。これは沖縄県

の問題集からの引用があるのではないかとの問い合わ

はある意味では、沖縄ビケーンの高率補助がこの44

せがございました。これまでも作問に当たりまして

カ年間続いてきたわけですが、これが他県並みに充当

は、英語教員の資質能力をはかるために、市販問題集

されますと、財政に大変厳しいものがあるということ

の標準的な良問――よい問題――を活用してきたとこ

であります。ですから、その本県の自立に必要である

ろですが、調査の結果、特定の２社からの引用が多く

高率補助をしっかり国に求めていくための方策とし

なっている事実を確認いたしております。

て、知事はどういったことをお考えになっているの

県教育委員会としましては、今後、さまざまな意見

か、そのことをまずお聞きしたいと思います。
それから……

等を踏まえ、問題作成のあり方について工夫・改善を
していきたいと考えております。

○議長（新里米吉君）

次に、受験者の有利、不利と今後の対策についてお

○仲田

弘毅君

時間です。

ＭＩＣＥに関して県債、これは約

答えをいたします。５の(4)と(5)は関連いたしますの

57億の県債の充当になるかと思いますが、その県債

で、恐縮ですが一括して答弁をさせていただきます。

を発行するということは、県民のある意味では借金に

沖縄県教員候補者選考試験中高英語の問題では、英

つながっていく……
すぐまとめてください。時間

語教師に英検１級、準１級程度の英語力を求めている

○議長（新里米吉君）

ところであります。これまでも作問に当たりまして

過ぎています。

は、英語教員の資質能力をはかるために市販問題集の

○仲田

標準的な良問を活用してきたところであります。今回

の額になっているのか、その件について。

引用しました問題集は、複数の一般的な問題集で広く

それとあと１点……（発言する者多し）

流通しているものであり、その中から本県の英語教師

弘毅君

その借金がどの程度、今現在県はそ

の……（発言する者多し）
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修学旅行

仲田議員、時間過ぎています

○議長（新里米吉君）

ます。
ＭＩＣＥ関連の財源振りかえとの関連で、県債の残

のでやめてください。
○仲田

弘毅君

減になっているということですが、

リピーターとしての修学旅行、ぜひ頑張っていただき

額はどのぐらいあるのかという再質問にお答えをいた
します。
一般会計における平成27年度末の県債残高は、

たいんですけれども、それについてもよろしくお願い

6592億円となっております。

します。

以上でございます。

仲田議員、終了してくださ

○議長（新里米吉君）
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

休憩いたします。

前田光幸君登壇〕

午前11時24分休憩

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

午前11時32分再開

誘致の取り組み対策についてお答えいたします。

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

修学旅行の

修学旅行については、平成元年で受け入れ校数が
270校、修学旅行者数は約５万人でございました。そ

企画部長。
〔企画部長

下地明和君登壇〕

れが県における、それからまた観光事業者等の連携し

仲田議員の再質問にお答

○企画部長（下地明和君）

た誘致プロモーションの結果により、平成17年度以
降おおむね約45万人程度という形で推移するなど、

えいたします。
まず初めに、基地関連収入の状況、それをどのよう

全国的にも有数な修学旅行地としての一定程度の評価

に考えているかという点についてお答えいたします。

は得ているところでございます。一方で、少子化が進

まず、基地関連収入、手元に持っているのが平成

む中、全国においても学校数の減少、生徒数の減少が

25年の内訳ですが、合計で2088億円、内訳としまし

ございますので、県においては平成25年度に修学旅

ては、米軍等への財・サービス提供が660億、そのほ

行推進協議会を設置いたしました。旅行者、それから

かに軍雇用者496億、軍用地料832億、その他で100

運輸事業者、そして体験メニューの提供事業者等々

億で合計で2088億円となっております。こういった

で構成しまして、本県の修学旅行における重要なメ

ものをカバーするといいますか、そのためには本県経

ニューであります平和学習、それから民泊、そういっ

済の振興、特に民間企業が十分に力を発揮できるよう

たことなどについてそれぞれ課題がございます。そう

な環境整備を図りながら競争力と持続力のある民間主

いったところを関係者が連携して解決していこう、そ

導の自立型経済の構築を図ることが必要であり、重要

ういった取り組みを25年度から強化しております。
加えて、先ほども答弁をさせていただきましたが、

であると考えております。
それから、高率補助の観点からの御質問についてお

今後はよりそういった本県における評価を高めていく
ための民泊であったり、それから安全・安心の確保、

答えいたします。
まず、高率補助がなくなった場合の対応といいます

こういった部分に関してもっと踏み込んで、その対策

か、それに向けての話ですが、現在、観光産業それか

を打っていくということで、関係事業者との間で引き

ら情報通信産業、そして第３のリーディング産業とし

続き検討を行っております。こういった形で本県の修

て国際物流拠点地域の展開というのを今図っていると

学旅行については、しっかりと取り組んでいきたいと

ころであります。加えて、地場産業を構築し、強い経

考えております。

済をつくることによって、自主財源のまず確保を目指

以上でございます。

すということと、高率補助については後々補助が少な

○議長（新里米吉君）

又吉清義君。

〔又吉清義君登壇〕

くなって県債等が発行されていけば、積み重なって

代表質問、沖縄・自民党を代表しま

いってこれが交付税に変わっていくという点もござい

○又吉

ますので、高率補助の緩和については激変緩和をする

して又吉清義、通告に従い質問をいたします。
午前中で質問内容を終わらせますので、皆さん、御

という意味で、時間をかけた高率補助の解消が必要だ

協力のほどをよろしくお願いします。

と考えております。

まず１、普天間飛行場移設問題関係についてであり

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

清義君

ます。

総務部長。

金城
武君）

名護市辺野古崎沿岸埋立承認取り消しをめぐる不作

武君登壇〕
再質問にお答えをいたし

為違法確認訴訟について、福岡高裁那覇支部は、翁長
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知事のなした埋立承認取り消しは違法とする判決が下

追認機関、へんぱな判断等々、およそ行政の長として

されました。注目すべきは、判決の内容が県の主張を

品位を欠く言葉で批判している。さらに、県民の大き

ことごとく退けたことであります。

い反発が出てくる等々と、反対行動をあおるような発

翁長知事は選挙戦当時から、辺野古移設建設阻止、
仲井眞知事がなした埋立承認を取り消すことを公約に

言をしている。なぜそのような発言になるのか、法治
国家をどう理解しているか伺いたい。

掲げておりました。当選後、平成27年９月14日に前

(3)、翁長知事は、裁判官が、法廷が、一般社会的

県政の埋立承認を取り消すことを表明して以降、国と

にも、日本国全体、世界的にもその方法が憂慮される

全面的な対決、闘争を続けており、その闘争を支え、

ようなものの中で、みずからの判断で確定した価値観

主張の正当性の根拠としたのが、埋立承認に法的瑕疵

を示すというのは、私からすると啞然のベストスリー

があるというものでありました。

に入る云々と述べているが、これは裁判制度そのもの

今回、裁判所が翁長知事の埋立承認処分の取り消し

の否定ではないか、知事の見解を伺いたい。

は許されないとして、違法としたことで、翁長知事は

(4)、翁長知事は、裁判所は国の追認機関と断じた

辺野古移設建設阻止の法的根拠を失ったのでありま

が、そうであれば最高裁への上告は意味をなさないと

す。また、判決趣旨で、代執行訴訟の和解は今回の訴

考えるが、仮に負けを覚悟で上告するというのであれ

訟にも和解の効力が及ぶとし、同和解は有効に成立し

ば、県民に対する責任放棄ではないか伺いたい。

たとしております。さすれば、最高裁の結果が出れ

(5)、裁判所は、翁長知事の埋立承認取り消しは許

ば、今後とも和解条項に従うのが筋であります。しか

されず違法とした。これは、翁長知事が辺野古移設建

しながらも翁長知事周辺では、早くも最高裁での敗北

設をめぐり、国に建設断念を求める根拠が崩れたこと

を念頭に、国に対抗する新たに知事権限の洗い出しを

を意味する。知事の見解を伺いたい。

始めたようであり、判決の趣旨にかかわらず永遠に裁

(6)、県は、最高裁での敗訴に備え、撤回や新たな

判闘争を続けていく考えのようであります。今回の裁

知事権限の洗い出しを始めたようだが、和解条項で裁

判の結果を受け、翁長知事の行政の長としての品位に

判の結果には従うと明言している。また、和解条項９

疑問を持たざるを得ないのであります。

項には、判決に従い、その後も同趣旨に従って互いに

翁長知事は、判決を受けての記者会見で、裁判所は
政府の追認機関であることが明らかとなった、へんぱ

協力して誠実に対応するとある。和解条項に従うべき
ではないか伺いたい。

な判断をしたことに驚きを禁じ得ないなど、およそ県

(7)、普天間飛行場所属のＭＶオスプレイなどの訓

知事という職責からは考えられない行政の長として品

練について、日米両政府は、県外・国外へ移転するこ

位を欠く言葉で批判をしております。さらに翁長知事

とで合意した。本県の負担軽減につながると考える

は、裁判官が法廷が一番社会的にも日本国全体、世界

が、県の認識を伺いたい。

的にもその方向が憂慮されるようなものの中で、みず

(8)、政府は、普天間飛行場の老朽化を理由に大幅

からの判断で確定した価値観を示すというのは、私か

補修を発表したが、実施されれば普天間の早期返還に

らすると啞然のベストスリーに入る判断だと述べるな

影響すると思われる。普天間返還の実現を目指す翁長

ど、法治国家、裁判制度そのものを否定するような発

知事は、日米両政府とどのように交渉するか伺いた

言をしているのであります。みずからの主張が退けら

い。

れたからといって、これほど感情的に敵意をむき出し

(9)、知事は、沖縄の負担を全国も分担すべきとい

にして相手をののしるのは、沖縄140万県民の県知事

うが、沖縄には同情するが基地の受け入れには反対す

として品位が疑われると考えます。

るというのが他県の本音と思われる。知事は、地元の

以上を念頭に質問いたします。

反対を織り込み済みで鹿児島県の馬毛島を視察した。

(1)、去る16日、不作為違法確認訴訟判決は、県の

その理由は何か伺いたい。

主張をことごとく退け、県にとって厳しい判決となっ

(10)、米軍牧港補給地区倉庫群の嘉手納弾薬庫への

た。翁長知事は、前県政のなした埋立承認を取り消し

移転について、翁長知事は、容認の姿勢のようだが、

て以降、国内だけでなく国連機関や海外にまで政府批

嘉手納以南の米軍基地返還を確実に進める観点から、

判を展開してきたが、今回の結果は、知事ではなく政

移設位置をめぐって対立している那覇軍港の浦添移設

府の主張の正当性が認められた。知事の見解を伺いた

について、知事の明確な考えを示すべきではないか伺

い。

いたい。

(2)、翁長知事は、判決を受けて、裁判所を政府の
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(11)、在沖米軍施設総面積から、ＳＡＣＯ合意によ

る北部訓練場等返還施設と嘉手納基地以南の返還施設

いみたいです。とめたら主はいなくなるみたいです

の総計及びこれらが全て返還された場合、沖縄の米軍

よ。知事、これが現状ですよ、しっかり見てくださ

基地・施設の削減率を示していただきたい。

い。これが県道で、当たり前みたいに行われていると

(12)、沖縄ワシントン事務所の駐在員の業務・身分

いうことです。
(2)、工事車両の通行を阻止するために反対派の道

や予算等について、知事は、さきの６月定例会で精査

路封鎖のほか、けが人や逮捕者が出るなど、抗議行動

すると答弁したが、結果について伺いたい。
２、北部訓練場の返還問題について。

がエスカレートしているが、県警の対処方針について

北部訓練場については、平成８年12月、沖縄にお

伺いたい。

ける特別行動委員会の最終報告において、施設面積

(3)、報道によると、県内マスコミの記者が取材中

7513ヘクタールのうち、過半の3987ヘクタールの返

に強制排除されたとあるが、当時の状況と事実関係を

還が日米合意されました。それから、20年間経過し

伺いたい。

ながらいまだ返還が実現していないのは、反対者によ

(4)、知事は、ヘリパッド工事現場での警備を過剰

る物理的抵抗を伴った激しい抗議行動により工事の進

警備であると批判し、また、機動隊が、知事が任命権

行に支障が出ているからであります。反対者の抗議、

を持つ県公安委員会の要請で派遣されていることにつ

抵抗は尋常ではなく、道に集団で寝そべったり、車の

いて、大変じくじたるものがあると述べたようである

下に潜り込んだり、工事車両をとめようとして阻止し

が、なぜそのような発言になるのか。また、知事が明

たり、道路で車をゆっくり走らす牛歩戦術に出たり

確な姿勢を示さないことがこのような混乱につながっ

と、県警に逮捕される者も出ております。マスコミ報

ているのではないか伺いたい。

道は、県警の過剰警備を問題視する批判記事が多く

(5)、ヘリパッド建設をめぐる県警の一連の警備の

なっておりますが、高江住民、農家にとっては、連日

あり方で、知事やマスコミから過剰警備だと批判され

の抗議行動で日常の生活にも大きな影響が出ていると

ているが、県警本部長の考えを伺いたい。

して、不満、批判が出ております。抗議行動であれば

(6)、報道によれば、県公安委員会が各都府県公安

何をやっても許されるはずはないのであり、地域住

委員会へ派遣要請を行う前に警察庁警備課長が関係都

民、周辺農家への配慮があってしかるべきでありま

府県本部長へ文書を出したということだが、経緯等に

す。

ついて、県警に伺いたい。

翁長知事は、県警の取り締まりを過剰警備だとして

(7)、県警が、警察車両で民間の作業員を乗せて工

厳しく批判しておりますが、過剰な抗議行動により日

事現場近くまで搬送していると批判があるが、事実関

常生活に支障が出ている地域住民や農家の実態から目

係を伺いたい。
(8)、ヘリパッド高江周辺の道路は、抗議活動で連

を背けてはならないと考えます。
北部訓練場の返還は、過半とはいえ約4000ヘク

日混乱、牛歩戦術などで道路は渋滞し、高江の農家を

タールの土地が返ってくるものであり、これが実現す

初め地元住民の往来に支障が生じ、生活の破壊と抗議

れば嘉手納以南の基地返還と合わせれば、沖縄の全米

活動への批判・苦情が出ているようだが、知事の認識

軍基地施設の約22％が削減され、まさに目に見える

と抗議活動の自制を求める考えはないか伺いたい。
３番目、米軍関連事件・事故と日米地位協定見直し

形での負担軽減がなされるのであります。本県にとっ
てどうしても返還を実現すべきと考えるものでありま

について。
県警のまとめによれば、過去10年間の凶悪犯摘発

す。
そこで伺います。

件数で、米軍人・軍属と米軍関係者が人口１万当た

(1)、東村高江の米軍北部訓練場ヘリパッド建設反

りの平均で1.03となり、県人等の0.45倍の2.3倍に上

対派が、工事車両の通行を阻止するため、県道上での

がっているようであります。これまでさまざまな対策

低速走行や道幅いっぱいに車両をとめてそのすき間に

が打ち出されてきましたが、決定的な解決策にはなら

座り込むなどして道路を封鎖し、住民生活に多大な支

ず、本県における基地負担の軽減を図るには、米軍

障が生じていることについて、知事の見解を伺いた

人・軍属事件等の壁となっている日米地位協定の抜本

い。

的な見直しであります。県においては、全国の問題と

知事、よく見てください。これが、現場の写真で
す。（資料を掲示）

見てください、このように道路

幅いっぱいにとめるんです。残念ながら主はわからな

して米軍基地を抱える15都道県で構成する渉外知事
会のそれぞれの知事がみずからの問題として政府に迫
る不退転の覚悟が必要であると考えます。
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(6)、中国艦船の尖閣諸島周辺接続水域への侵入や

そこで伺います。
(1)、米軍関係者の事件・事故等について、米軍の

挑発行為に対し、県は、取り締まりの強化について、

外出・飲酒制限措置が緩和されると事件・事故がふえ

抜本的な措置をとるよう政府に要請するとしている

ているようだが、政府が再発防止策として始めた沖縄

が、政府の対応等現在の状況について伺いたい。
(7)、本県水産業は、魚価の低迷や漁業経費の高騰

地域安全パトロール隊について、現状と効果について

などで厳しい状況にあり、安定的漁業環境を図る上

県の見解を伺いたい。
(2)、三連協が求めている嘉手納基地に関する使用

で、水産物の生産・加工の整備や流通体制の強化・拡

協定の締結について、県の取り組みと政府の対応を伺

充等が必要である。水産業の基盤整備を図り、離島県

いたい。

に適合した水産業の振興についての取り組みを伺いた

(3)、県は、政府に対し求めている日米地位協定の

い。

改定11項目の見直しを進めているようだが、その内

(8)、取り下げます。

容と実現に向けた取り組みをどのように進めるか伺い

５番目、陸上交通網の整備について。

たい。

本県の鉄軌道の導入について、鉄軌道の骨格軸とな

(4)は取り下げます。

るルート７案が出そろったことで、2020年の着工に

(5)も取り下げます。

向け動き出しました。しかし、今後採用する交通シス

(6)、米軍の海上での訓練場であるホテル・ホテル

テムの検討、利用者の需要予測、費用対効果さらに採

訓練海域の一部が解除されているが、操業可能な区域

算性の検討など課題が山積しており、事業方式として

が狭過ぎるとして拡大を求めているが、県の対応を伺

公設民営の上下分離方式か民設民営の上下一体方式の

いたい。

いずれになるか、またインフラ部分の国負担が採算

４番目、農林水産業の振興について。

ベースの条件とも言われ、国との調整が急がれており

農林水産省の2016年２月１日現在の農業構造活動

ます。鉄軌道のない本県において、高速走行、大量輸

実態調査によれば、我が国の農業就業人口は192万

送、定時定速で安心・安全な運行ができる鉄軌道の導

2200人で、前年比で8.35％減少したということであ

入は、県民の安心・安全な暮らしを守る上で必要であ

ります。本県においても、昭和60年の５万7670人

ります。

が、平成７年には４万363人に、平成22年には２万

そこで伺います。

2575人にまで減少し、本県においても農業就業人口

(1)、鉄軌道導入について。

は４割に減少しております。そのうち就業年齢は、昭

ア、鉄軌道の名護市と那覇市を結ぶ骨格軸のルート

和60年時は65歳以上が24.7％、15歳から64歳以下ま

４案に新たに３案を加えた７案が公表されたが、追加

でが75.3％であったが、平成22年には実に65歳以上

された３案のルートの概要について伺いたい。

が54.6％を占め、壮年や若い就業者の減少が際立っ

イ、県は、フィーダー交通ネットワークのあり方に

ており、就業人口の増加、若者の就業をいかに伸ばす

ついて、関係市町村において交通計画やまちづくりの

かが課題であります。

観点から検討されるべきとしているが、年内にもルー

そこで伺います。

トの確定を目指す計画との関連を含め、関係市町村の

(1)、農水省の調査で、2016年２月現在の農業就業

対応について伺いたい。

人口は200万人を割り込み、1990年時の約４割程度

ウ、名護以北や那覇以南へのルート延長案につい

まで減少したとしている。高齢者の離農や若者の就農

て、県民の利便性や採算性等さまざまな観点からルー

の伸び悩みが背景にあるようだが、本県における状況

ト案の比較検討を行うステップ４で検討するとしてい

はどうか。年齢別の就農人口の推移と若者の就業への

るが、事実上間に合わないのではないか伺いたい。
エ、鉄軌道を導入することにより、本県の公共交通

取り組みの成果はどうか伺いたい。
(2)、(3)は取り下げます。

網がどう変わり、県民の鉄軌道を含めた交通利用率は

(4)、台風16号により、与那国島等離島において甚

どう変わるか、将来における公共交通網のあり方を示

大な被害が生じた。被害の状況と支援対策について伺

す必要があると考えるが、県の考えを伺いたい。
オ、鉄軌道の導入を県経済の振興にどう連動させる

いたい。
(5)、日台漁業協定により、八重山漁協の漁業者の

か、地域への波及効果をどう図るかなど、経済振興の

操業に大きな影響が出ているが、基金の活用を含め改

観点からの検討も必要と考えるが、検討委員会におけ

善策について、県の取り組みを伺いたい。

る検討状況を伺いたい。
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(2)、都市モノレールの管理体制について。

た関与を認めるなど、極めて不当な判断を行っており

ア、都市モノレールで、駅舎と屋外の舗道を結ぶエ

ます。さらに、「本件新施設等の建設をやめるには普

レベーターやエスカレーターが故障し使用中止が長期

天間飛行場による被害を継続するしかない」などと述

化した問題で、高齢者や車椅子利用者などの交通弱

べ、沖縄県民の気持ちを踏みにじるような判断を示し

者、観光客への対応等で問題意識は持てなかったの

ております。私は、このような判断に驚きを禁じ得

か、管理者としての県の認識を伺いたい。

ず、政府の追認機関あるいはへんぱな判断と述べたも

イとウはカットします。

のであります。地方自治を軽視し、余りにも国に偏っ

エに移ります。県は、モノレールの維持管理等に対

た今回の判決は、沖縄だけの問題にとどまらず、これ

応する担当課があり、専門技術者やノウハウを有した

からの日本の地方自治や民主主義のあり方にも困難を

職員の配置は当然と考えるが、現状はどうか伺いた

もたらすのみならず、三権分立の原則をも揺るがすも

い。

のであり、法治国家として大きな禍根を残すものであ

オ、今回の問題を受け、モノレール社が施設を一元

ると考えております。
その他の御質問につきましては、副知事、部局長か

管理する方向となったようだが、施設の故障等修理に
要する予算の支出や確保が問題になる。今回のような

ら答弁をさせていただきます。

問題が起こらない管理体制の確立が必要であるが、県

○議長（新里米吉君）

の考えを伺いたい。

〔副知事

以上、また御答弁により再質問させていただきま
す。

安慶田副知事。

安慶田光男君登壇〕

○副知事（安慶田光男君）

又吉清義議員の普天間飛

行場移設問題についての質問の中で、那覇港湾施設の

どうぞよろしくお願いします。

移設についてお答えいたします。

ただいまの又吉清義君の質問

那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽

に対する答弁は、時間の都合もありますので午後に回

減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えてお

したいと思います。

ります。平成27年４月に開かれた移設協議会におい

休憩いたします。

て、浦添市から説明のあった浦添埠頭コースタルリ

○議長（新里米吉君）

午前11時59分休憩

ゾート地区開発計画の見直しについては、現在、関係

午後 １ 時22分再開

機関の担当者間で事務レベルの調整がなされていると

○議長（新里米吉君）

ころであります。

再開いたします。

県としましては、これまでの経緯を踏まえつつ、協

午前の又吉清義君の質問に対する答弁を願います。

議会の枠組みの中で進めていくことが現実的だと考え

翁長知事。
〔知事

ております。

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

次に、米軍関連事件・事故と日米地位協定見直しに

又吉清義議員の御質問にお答

ついての御質問の中で、沖縄・地域安全パトロール隊

えをいたします。
私のほうからは、普天間飛行場移設問題についてに

の現状と効果についてお答えいたします。

関する御質問の中の、不作為の違法確認訴訟判決に関

沖縄総合事務局によると、現在は、沖縄総合事務

する見解と法治国家への理解及び裁判制度についてお

局及び沖縄防衛局で各20台、その他の国の出先機関

答えをいたします。１の(1)から(3)までは関連します

で約10台の合計50台体制で、19時から22時までの時

ので一括して答弁をいたします。

間帯に、名護市以南においてパトロールを実施してお

今回、福岡高等裁判所那覇支部は、県が求めた安全

り、沖縄県内の繁華街等を巡回することで、犯罪抑止

保障や環境分野の証人申請を認めず、十分な審理を行

の効果が期待できるものと考えているとのことでし

わないまま、わずか２回の口頭弁論で結審したにもか

た。４月に発生した事件を契機として、国民の生命と

かわらず、国の主張を一方的に採用し、軍事や環境と

財産を守ることが重要な責務である政府が、沖縄県に

いった専門技術的な面にまで踏み込んだ判断を行って

おける犯罪抑止に向けてパトロール等を行うことは、

おります。また、地方自治法においては、国の関与は

一歩前進だと考えております。

最小限度でなければならないとの基本原則があるにも

私は、先週開催された沖縄における犯罪抑止対策推

かかわらず、地方自治体の自主性と自立性は尊重され

進協議会において、パトロールの実施に当たっては、

なければならないことを十分に理解しないまま、国土

深夜から明け方にかけて発生することが多い米軍人・

交通大臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的を逸脱し

軍属等による事件・事故に対応するため、パトロール
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の時間帯を変更すること等、地域の実情も踏まえた対

係る日米合同委員会合意及び同合意に基づき、９月

応をすることを要請いたしました。また、その予算に

12日から10月５日まで、オスプレイ16機程度をグア

ついては、沖縄振興予算とは別枠で確保することを検

ム、テニアンへ一時訓練移転するとの発表について

討すること、防犯灯の設置等については市町村の負担

は、一定の評価をしております。訓練移転の具体的な

となることがないこと、及び県警の増員については早

内容は今後日米間で調整し、発表することになってお

目に手続に着手するよう、沖縄の実態に合わせた実効

り、県としては、目に見える形での基地負担軽減にな

性のある対応をすることを要望いたしました。

るのか、引き続き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。

次に、普天間飛行場の補修工事についてお答えいた

知事公室長。

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

します。

謝花喜一郎君登壇〕
普天間飛行場移設問

去る８月19日に防衛省から発表があった補修事業

題についての御質問の中の、最高裁判所への上告につ

について、沖縄防衛局に確認したところ、今後実施す

いてお答えいたします。

る調査結果を踏まえ、補修する範囲や規模、補修の内

○知事公室長（謝花喜一郎君）

今回の不作為の違法確認訴訟に係る福岡高等裁判所

容を検討するとのことでした。その後、８月31日の

那覇支部の判断は、余りにも国に偏ったものであり、

普天間飛行場負担軽減推進作業部会において、政府か

判決に不服があることから、最高裁判所に上告したも

ら同補修事業は、普天間飛行場の固定化につながるも

のであります。

のではないとの説明がありました。
県としては、世界一危険とも言われる普天間飛行場

県としましては、今後も引き続き県の主張が認めら

の固定化は絶対に許されないと考えており、引き続き

れるよう、力の限りを尽くして訴えてまいります。
次に、承認取り消しが違法とされた判断への見解に

政府に対し、同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。

ついてお答えいたします。

次に、馬毛島視察の理由についてお答えいたしま

今回の福岡高等裁判所那覇支部の判決は、沖縄県知
事が国土交通大臣の行った是正の指示に基づき、公有

す。

水面埋立承認の取り消しを取り消さないことは違法で

県は、去る５月12日に、おおさか維新の会から普

あることを確認するとの判決であります。県は、去る

天間飛行場の訓練移転の提案を受けました。公の党か

９月23日、最高裁判所に上告及び上告受理の申し立

らの提案であり、知事として現地を確認する必要があ

てを行ったところであり、最高裁判所において言い渡

ると考え、視察することにしたものであります。
県としましては、今後、普天間飛行場の危険性除去

しがなされるまで判決は確定するものではありませ

及び県外移設の議論が国内外で深まり、普天間飛行場

ん。
県としては、埋立承認取り消しが法的に正当である
との判断を最高裁判所に求めるとともに、県民及び国

の閉鎖・撤去、県外移設の動きが具体化することを期
待しております。
次に、在沖米軍施設に係る返還予定施設面積とその

民の皆様に沖縄県の考えを引き続き訴えてまいりま

削減率についてお答えいたします。

す。

平成28年３月末時点の在沖米軍専用施設面積は約

次に、和解条項に従うことについてお答えいたしま

２万2619ヘクタールであります。このうち、辺野古

す。
県としましては、和解条項の効力が失われていると

のキャンプ・シュワブ埋め立て部分を除く、ＳＡＣ

は考えておりません。しかしながら、和解条項９項は

Ｏ最終報告及び統合計画で返還が合意されている施

「是正の指示の取消訴訟判決確定後は、直ちに、同判

設面積は約4985ヘクタールであり、当該施設が返還

決に従い」とされておりますが、今回の訴訟は不作為

された場合の削減率は約22％となります。しかしな

の違法確認訴訟であり、和解条項に定めのないもので

がら、全国の専用施設面積に占める本県の比率は約

あることから、和解条項が適用される状況ではないも

74.48％から約69.52％と、約4.96％の減少となるに

のと考えております。

すぎません。
次に、ワシントン駐在員についての御質問にお答え

次に、訓練移転に対する県の認識についてお答えい

いたします。

たします。
県は、普天間飛行場の危険性除去及び基地負担軽減

米国の専門弁護士に確認したところ、ワシントン駐

について強く求めてきたところであり、訓練移転に

在員は、沖縄県に雇用され、沖縄県のみから給与支払
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いを受け、米国内において、沖縄県の業務のみに従事

を得ることが不可欠であります。県は、日米地位協定

していることから、非移民者に適用される米国の雇用

の見直しの中で、日米合同委員会による個々の施設及

規則に違反していないとの見解を得ております。ま

び区域に関する協定の締結等に際し、関係自治体の意

た、ワシントン事務所は、平成27年12月、ＦＡＲＡ

向を尊重する旨規定するよう求めているところであり

（外国代理人登録法）に基づき登録しており、駐在員

ます。政府においては、地元の要望を受けて、日米間

は米国外の政府の代理として、連邦議会議員や補佐官

で協議し、適切に対応すべきであると考えておりま

との面談等を支障なく行うことができるとしておりま

す。
次に、日米地位協定の見直し要請についてお答えい

す。ワシントン駐在の活動に伴う予算については、駐
在員の旅費、駐在員の設置及び活動支援、並びに米国

たします。
日米地位協定について、県は、平成12年から11項

政策調査に要する経費を計上しており、条例、規則等

目にわたる抜本的な見直し要請を行っているところで

にのっとり適正に執行しているところです。
引き続き、ワシントン駐在を活用し、基地問題を初

あります。これまで、県では、地位協定の見直しに向

めとする沖縄の課題解決に向けて取り組んでまいりま

けて、庁内での勉強会、軍転協や渉外知事会等と連

す。

携した活動を行ってきました。県としましては、平

次に、北部訓練場の返還問題についての御質問の中

成12年の要請から15年が経過していることから、現

の、抗議活動による住民生活への影響と自制を求める

在、要請の内容について、改めて整理、検討を行って

ことについての御質問にお答えいたします。２の(1)

いるところです。これらを踏まえ、今後とも軍転協や

と２の(8)は関連いたしますので一括してお答えいた

渉外知事会とも連携し、あらゆる機会を通じ、日米両

します。

政府に同協定の見直しを粘り強く求めていきたいと考

北部訓練場の過半の返還条件とされているヘリ着陸

えております。

帯移設については、工事に際し、事前に十分な説明も

次に、農林水産業の振興についての御質問の中の、

なされないまま、資機材の運搬が強行される等、地域

台風16号の被害の状況と支援対策についてお答えい

住民の日常生活に影響を及ぼしております。現場にお

たします。

いては、法令の遵守と憲法で保障された表現の自由の

台風16号の被害状況につきましては、人的被害は

両者に配慮することが重要であると考えております。

ありませんが、住家被害が一部損壊66棟生じたほ

次に、ヘリ着陸帯移設に係る機動隊の警備に対する

か、電柱倒壊１本、通信ケーブル断線５本、学校施設
の体育館ドア破損等が報告されております。被害額に

知事発言と知事の姿勢についてお答えいたします。
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

ついては、農林水産業関連被害額が９月21日時点で
約3500万円と報告されております。

小及び地元の振興につながることから、その実現を求

県としましては、全庁的に地域防災計画等に基づ

めているものであります。その条件とされている６カ

き、迅速な災害復旧対策に取り組んでいるところであ

所のヘリ着陸帯の移設については、当該地域の自然環

ります。
次に、尖閣諸島をめぐる政府の対応等についてお答

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。ヘリ着陸帯移設工

えいたします。

事に当たっては、参議院議員選挙直後で基地全般につ

中国公船等による尖閣諸島周辺での一連の行動につ

いての圧倒的な県民の意思が示された直後に、工事に

いては、政府において、外交ルートを通じて中国政府

用いる資機材等の搬入、県外から機動隊約500名の増

に対して直ちに厳重に抗議し、即時の撤去、退去及び

援の上、十分な説明もないまま、強行に工事を推し進

再発防止を強く求めるなど、対応していると認識して

めようとする政府の姿勢について、県は到底容認でき

おります。沖縄県としては、７月21日に行われた第

るものではないことに言及したものです。

３回政府・沖縄県協議会において、尖閣諸島周辺にお

次に、米軍関連事件・事故と日米地位協定見直しに

ける十分な安全確保が図られるように内閣官房長官を

ついての御質問の中の、嘉手納基地使用協定について

初め、各担当大臣に要請したところであります。８月

の県の取り組みと政府の対応についてお答えいたしま

18日には、尖閣諸島をめぐる問題について、外務省

す。

沖縄事務所、沖縄防衛局及び第11管区海上保安本部

米軍基地から派生する諸問題の解決を図るために

と意見交換を行ったところです。また、９月24日に

は、米軍基地の周辺地域の住民や自治体の理解と協力

稲田防衛大臣に対して、宮古・八重山地域の住民に不
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安を与えることのないよう、尖閣諸島周辺における安

れたものと承知しております。この日は、午前９時ご

全確保について要請しました。

ろからヘリパッド移設工事への抗議参加者およそ50

沖縄県としましては、今後とも正確な情報の収集に

名が工事用車両による資機材搬入を妨害するため、東

努め、国の関係機関とさらなる連携を図ってまいりた

村高江にある高江橋の道路中央に車両を三、四台放置

いと考えております。

し、そのすき間に座り込んで県道70号線を封鎖して

以上でございます。

おりました。県警察では、現場における混乱及び交通
警察本部長。

の危険の防止などのため、高江橋付近に警察のバスを

池田克史君登壇〕

使用して安全な区域を確保し、警告を行った上で、午

○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

北部訓練場の返還問題

前10時12分からその区域に抗議参加者を移動させ、

についての御質問の中で、県警察の警備方針について

10時42分に道路の通行を回復させました。これは、

お答えいたします。

現場における混乱及び交通の危険の防止などのため、

○警察本部長（池田克史君）

県警察では、警察法第２条に規定する個人の生命、

関係法令にのっとり、安全に最大限配慮した上で必要

身体、財産の保護と公共の安全と秩序の維持という警

最小限の範囲で安全な場所に移動させたものでござい

察の責務に照らし、北部訓練場周辺における抗議行動

ます。

の状況等を踏まえ、抗議参加者の安全確保、主に工事

さらに、具体的に説明をいたしますと、１人の記者

車両との接触などによる事故の防止でございますが、

につきましては、現場が入り乱れている中で、抗議参

安全確保、抗議参加者と工事関係者とのトラブル防

加者とともに車道の中央におり、記者の腕章もしてお

止、県道上の一般交通含む安全の確保などの観点か

らず、一見して抗議参加者と見分けのつかない状況

ら、現場における混乱及び交通の危険の防止などのた

だったこともあり、抗議参加者であるとの認識で移動

めに必要な警備活動を行っております。

をさせております。その際、その記者は、写真を撮ら

また、抗議行動の過程で違法行為に発展する場合に

せてくださいと述べて移動を拒んでいたそうでありま

は、各種法令に基づき、警告、制止、検挙等所要の措

すが、記者だと名乗ることもなかったほか、その記者

置を講じていくこととしております。

は記者腕章を腕にせず、胸の前にあるカメラにぶら下

抗議行動につきましては、それが公共の安全と秩序

げているため、混乱した現場では、警察官が視認する

を侵害しない限り、県警察が関与するものではござい

ことは困難な状況にあったものと承知しております。

ません。

もう一人の記者につきましても、記者腕章をしておら

しかし、北部訓練場周辺においては、連日、工事関

ず、かつ現場では、新聞社やテレビ局の記者以外に

係車両の入域時を中心に、抗議参加者による、例え

も、プレス（ＰＲＥＳＳ）と書いた腕章をつけて撮影

ば、県道70号線上における低速走行、70号線上に道

している者が多数いる中で、明確な識別がなければ記

幅いっぱいに車両を放置した上で、その車両の間に座

者と認識することは困難な状況であったものと承知し

り込んだり、寝転んだりして道路を占拠し、車両の通

ております。

行を妨害する行為、車両の前の飛び出し行為や立ち塞

つまり、当日の状況からいたしまして、特定の者を

がり行為、寝そべり行為、車両の下への潜り込み行

狙い撃ちして行動を制限しているものではなく、ま

為、工事車両の荷台への飛び移り行為といった危険か

た、取材中の記者と認識した上でこれを規制すること

つ違法な抗議行動が行われていることから、これらの

もございません。

行動を行っている方に対し、再三の警告を行った上

県警察では、報道各社に対し、現地で取材する際は

で、違法状態を解消し現場における混乱及び交通の危

危険防止等のため、警察官の誘導に従うことと、記者

険を防止するなどのため、安全に最大限配慮した上で

の腕章を視認、識別できるよう腕への装着を徹底する

必要最小限度の範囲において、安全な場所に移動させ

ことにつきまして申し入れを行ったところでありま

るなどの措置を講じております。

す。
次に、過剰警備との批判があることについてお答え

また、その際には、抗議参加者１名に対して複数の
警察官で移動させるなど、慎重な対応を行っていると

いたします。
今回の警備につきましては、北部訓練場ヘリパッド

ころであります。
次に、県内のマスコミの記者を移動させたことにつ

移設工事への抗議行動の経緯や状況等を踏まえつつ、
危険かつ違法な抗議行動が展開されていること、国頭

いてお答えいたします。
御質問の件につきましては、本年８月20日に行わ

村の採石場から北部訓練場までおよそ40キロの行程
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であることから、安全に最大限配慮した対応を行うた

11時45分ごろやむを得ず、警察車両に民間作業員20

め、また、住民生活に支障を及ぼさないようにするた

名を乗車させ搬送したものであります。

めには、相当数の人員が必要であることなどから、警

９月５日につきましても同様の状況でございます

視庁など６都府県から特別派遣を受けて、所要の警備

が、８時40分ごろから国頭村安波の県道２号線にお

体制により法令にのっとり、安全に最大限配慮した形

いて抗議参加者が作業員の車両と警察車両の前方で低

で適切な措置を講じているところであります。したが

速走行の妨害行為をおよそ３時間にわたり行った上

いまして、過剰警備との御指摘は当たらないものと認

で、９月２日と同様にＮ１地区の北およそ３キロメー

識しております。

トルの地点で車両おそよ10台を道幅いっぱいに放置

次に、公安委員会が援助の要求を行った経緯につい

し、そこに抗議参加者十数名が座り込むなどの状況が
行われておりました。同様に作業員が歩き出したわけ

てお答えいたします。
御質問の件につきましては、本年７月12日に沖縄

でございますが、抗議参加者の脇を徒歩で通過した際

県公安委員会から関係都府県公安委員会に援助要求が

にも、抗議参加者による立ち塞がりや罵声などの激し

なされる前の日の７月11日に、警察庁から関係都府

い妨害行為の状況があったことから、現場における安

県宛てに特別派遣に関する文書が発出されたことだと

全確保と事件やトラブルなどの防止のため、午前11

承知しているところであります。

時48分ごろ民間作業員13名を搬送したものでござい

警察法60条第２項に、「都道府県公安委員会が他

ます。

の都道府県警察に対して援助の要求をしようとすると

以上でございます。

きはあらかじめ（やむを得ない場合においては、事

○議長（新里米吉君）

後に）必要な事項を警察庁に連絡しなければならな

〔農林水産部長

農林水産部長。
島尻勝広君登壇〕
米軍関連事件・事故

い。」とされているところを警察庁は、沖縄県公安委

○農林水産部長（島尻勝広君）

員会からの連絡に基づき、必要な調整を行ったものと

と日米地位協定見直しについての御質問の中の、ホテ

承知しております。

ル・ホテル訓練区域の操業区域拡大に対する県の対応

次に、警察車両で民間作業員を搬送したことについ

についてお答えいたします。
ホテル・ホテル訓練区域の一部における使用制限の

てお答えいたします。
御質問の件につきましては、本年の９月２日と５日

一部解除は、平成26年７月に実施されております。

にヘリパッド移設工事の民間作業員を警察車両により

一部解除の実施以降、対象区域において操業が確認さ

搬送したことであると承知しているところでありま

れた本県漁船は、ことし５月から６月の間に出漁した

す。

６隻にとどまっております。漁場利用が停滞している

９月２日につきましては、午前９時半ごろ、北部訓

主な理由として、１、解除された区域がマグロはえ縄

練場のＮ１地区の出入り口から北向けおよそ３キロの

漁業を操業するには十分な面積でないこと、２、浮き

地点において、70号線を国頭村側から進行してきた

魚礁漁業やソデイカ旗流し漁業が認められていないこ

作業員車両及び警察車両に対し、抗議参加者が両側車

となどが挙げられます。国においては、県内漁業関係

線に車両十数台を道路いっぱいに放置し、そのすき間

者の意向を踏まえ、解除区域の拡大、対象漁業の拡充

に抗議参加者およそ20名が座り込むなど危険かつ違

など制限条件の緩和に向け、米軍側と協議を行ってい

法な抗議活動が行われ、現場警察官による再三の警告

ると聞いております。

にも従わない状況にありました。そのような状況がお

県としましては、引き続き国に対し、ホテル・ホテ

よそ２時間にわたり続いていたところ、作業員が同所

ル訓練区域の解除区域の拡大及び対象漁業の拡充につ

からＮ１地区出入り口まで徒歩で移動することも検討

いて、漁業関係団体とも連携し、求めてまいります。

いたしました。作業員が実際に歩き出しまして、抗議

次に、農林水産業の振興についての御質問の中の、

参加者の脇を徒歩で通過した際にも抗議参加者による

年齢別農業就業人口の推移及び担い手育成の取り組み

立ち塞がりや罵声などの激しい妨害行為の状況があ

と成果についてお答えいたします。

り、かつＮ１地区出入り口までおよそ３キロメートル

本県における農業就業人口は平成２年の５万191人

あったことから、交通事故に加え、事件やトラブルな

から平成27年には１万9916人となっており、全国と

ども発生しかねない危険な状況にありました。そのた

同様に約４割程度まで減少しております。このうち

め、警察法２条の警察の責務に照らし、現場における

65歳以上の高齢農家の割合は平成２年の31％から平

安全確保と事件やトラブルなどの防止のため、午前

成27年には54％となっております。このような状況
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を踏まえ、県では年間300人の新規就農者育成を目標

ついてお答えいたします。

に、平成24年度より一括交付金などを活用した沖縄

県では、構想段階における鉄軌道の計画案づくりの

県新規就農一貫支援事業及び青年就農給付金事業によ

ステップ３として、平成28年５月から６月にかけて

る給付金の給付などを実施しております。その結果、

４つのルート案等について、県民へ情報提供し、意見

平成24年以降、毎年300人以上の新規就農があり、

を求めるＰＩを実施したところです。県民からはルー

平成27年の実績では新規就農者349人、そのうち237

ト案に関する多くの意見が寄せられ、これらを専門家

人が45歳未満の青年農業者となっております。

で構成する委員会で検討した結果、新たに３つのルー

県としましては、今後とも市町村等関係機関と連携

ト案を追加し、合計７つのルート案を設定したところ
であります。新たに追加したルート案は、当初のルー

し、担い手育成確保に取り組んでまいります。
次に、沖縄漁業基金の活用と改善についてお答えい

ト案の一部を変更した、北部の西海岸の宿泊施設をよ
り多く経由して東海岸に横断するルートと、人口や交

たします。
平成25年４月に合意した日台漁業取り決めの影響

通量等が多い北谷町と沖縄市をつなぎ、うるま市を

を受ける本県の漁業者の経営安定を図ることなどを目

通って恩納村を経由するルートと、同じく、北谷町と

的として、公益財団法人沖縄県漁業振興基金により、

沖縄市を通って金武・宜野座を経由するルートの３

沖縄漁業基金事業を実施しております。

ルート案となっております。

県としましては、当該事業を効果的に実施するため

次に、同じく陸上交通網の整備についての中の、

に当該公益法人に設置された沖縄漁業基金事業検討委

フィーダー交通ネットワークのあり方及び公共交通利

員会の委員として参加し、八重山地域などの漁業者か

用率についてお答えいたします。５の(1)のイと５の

らの要望を踏まえ、改善策などの検討を行っておりま

(1)のエは関連しますので、恐縮ですが一括してお答

す。当該検討委員会の結果を受けて、去る８月に漁業

えいたします。

関係団体とともに、同基金の対象事業の拡充強化、制

多くの県民が利用できる利便性の高い公共交通ネッ

度の運用改善及び平成29年度以降の予算措置を国に

トワークをつくるには、骨格軸だけでなく、骨格軸と

対し要請しております。国からは、漁業者の感じてい

地域を結ぶフィーダー交通もあわせて検討する必要が

る不安にきちんと対応できるようにしたいとの回答を

あります。フィーダー交通の具体的な検討は、構想段

得ております。

階の次の計画段階以降に検討される駅位置等を踏まえ

県としましては、引き続き国に対し、漁業者が求め

行われることになっており、交通システム等について
も各地域における課題や、まちづくりの計画等を踏ま

ている内容について見直しを求めてまいります。
次に、離島県に適合した水産業振興の取り組みにつ

え検討されるものと考えております。なお、鉄軌道導
入による公共交通の利用者数及び公共交通への利用転

いてお答えいたします。
県では、21世紀ビジョン基本計画に基づき、亜熱
帯特性等を生かした特色ある水産業の振興を図るた

換量については、現在実施している構想段階のステッ
プ４において示していくこととしております。

め、島嶼性の地域特性に適合した生産基盤の整備を推

次に、ルート案の延伸についてお答えいたします。

進しているところであります。具体的には、産地水産

構想段階のステップ４では、複数のルート案につい

業強化支援事業による漁業協同組合や市町村が事業実

て、評価項目に基づき客観的に比較評価を行うことと

施主体となる水産物加工処理施設や海業支援施設等の

しておりますが、あわせて、名護以北や那覇以南への

整備を支援しております。また、水産物の流通体制を

ルート延伸についても、フィーダー交通の需要等を踏

強化するため、県内水産物の流通拠点として、糸満漁

まえ可否の判断をしていくこととしております。
次に、鉄軌道導入による経済振興の検討状況につい

港における高度衛生管理型荷さばき施設の整備に向

てお答えいたします。

け、取り組んでいるところであります。

鉄軌道は、経済振興等含め沖縄の将来像である沖縄

県としましては、今後とも水産業の振興に向けた基

21世紀ビジョンの実現を図る上で、必要な社会基盤

盤整備を積極的に推進してまいります。

であると考えております。そのため、県では、県土の

以上であります。
○議長（新里米吉君）
〔企画部長

均衡ある発展、県民及び観光客の移動利便性の向上、

企画部長。

交通渋滞の緩和、世界水準の観光・リゾート地の形

下地明和君登壇〕
陸上交通網の整備につい

成、駐留軍用地跡地の活性化等を図ることを目的に、

ての御質問の中の、鉄軌道の追加３ルート案の概要に

鉄軌道の導入に向けて取り組んでいるところでありま

○企画部長（下地明和君）
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す。今後は、これら事業の目的等を踏まえ、設定した

(3)、知事から御説明ありましたが、なかなかかみ合

評価項目に基づき客観的評価を行っていくこととして

わないものであり、やはり普天間飛行場の移設返還問

おり、南北間の交流人口の増加、県民の外出機会の増

題、原点は何であったか、もう一度原点を私たちは

加、まちづくりへの寄与、道路混雑緩和や移動に係る

しっかりと考え直すべきことだと思います。その点に

所要時間短縮等による社会的便益など経済振興にかか

ついては、知事から十分原点の説明がない点は非常に

わりの深い項目についても評価を行うことにしており

残念でなりません。
では、再質問に入ります。

ます。

まず、１の(4)です。裁判は、また上告するという

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

土木建築部長。

ことなんですが、これまで裁判費用に拠出した費用は

宮城

幾らか、またその財源は全て県民の税金で賄われるの

理君登壇〕
陸上交通網の整備に

理君）

か。

ついての御質問の中の、昇降機故障に関する道路管理

(5)、翁長知事は国に建設断念を求める根拠が崩れ

者としての認識についての御質問にお答えいたしま

たことにより、国は県に対してこれまでの損害賠償を

す。

求めることも可能と思われるが、その費用は全て県民

沖縄都市モノレールの自由通路における昇降機の使

の税金で充てるのか。

用停止が長期化したことについては、道路管理者とし

(9)番目、馬毛島視察後の政府との会談で、移設問

て緊急性の認識が不足し、高齢者や車椅子利用者、観

題の会談は一切政府とはなかったと私は思うが、要請

光客など利用者への配慮が欠けていたと考えておりま

をしたのかしなかったのか。であれば、何をどのよう

す。

に交渉したかお伺いいたします。

利用者の皆様に多大な御不便、御迷惑をおかけした

(10)番目、那覇港湾の関連についてでありますが、

ことについては、この場をおかりして改めておわびい

もう少し再確認をしたいと思います。翁長知事は、

たします。

那覇市長就任中の2013年、浦添市長選挙前の１月12

次に、モノレール維持管理の職員配置についての御

日、浦添の移設とは切り離して、那覇軍港の先行返還
の表明を琉球新報に発表するが、その後また、ＳＡＣ

質問にお答えいたします。
モノレ－ルの維持管理業務の発注等は、都市計画・

Ｏ合意どおり取り組んで進めていくと。都合のいいよ

モノレ－ル課、都市モノレ－ル室が担当しておりま

うに、私からすればころころ変わっているようにしか

す。自由通路の日常管理については、専門的な知識と

思えません。再度最終確認をいたします。那覇港湾、

技術力を有するモノレール株式会社に委託してきたと

そして那覇軍港におきまして、ＳＡＣＯ合意どおり那

ころであります。今回の故障停止を受けて、昇降機の

覇軍港は進めていくということで理解してよろしいか

管理についても、日常的に迅速な対応が可能なモノレ

どうかを再確認いたします。
次、２番目、北部訓練場の返還問題についてであり

－ル株式会社に管理委託する方向で調整を進めている

ます。

ところであります。

(2)の反対抗議活動者のこれまでの逮捕者は、県

次に、モノレール管理体制に関する県の考えについ

内、県外、国外の内訳はどのようになっているか、そ

ての御質問にお答えいたします。
今後、昇降機の使用停止が長期に至らないよう、県

の説明がありませんでした。逮捕者がもう５名出たと

としては、モノレ－ル株式会社による維持修繕の裁量

思いますが、その内訳はどのようになっているか、御

を拡大して一元化し、迅速に対応できる管理体制を構

説明を詳しくお願いいたします。

築したいと考えております。維持修繕費用について

２の(5)です。県道70号線の封鎖の状況、高江に行

は、モノレ－ル株式会社の提案に基づいて、必要な予

くまで道路沿いの車、人の飛び出し等、非常に危険な

算の確保に取り組んでいきたいと考えております。

状態であるということで、これも先ほど見せました。
（資料を掲示）

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

当にこれが県道70号線で起きている現象でございま

又吉清義君。

す。

〔又吉清義君登壇〕
○又吉

清義君

このように封鎖されております。本

その中で、改めてこの県道70号線はどのような地

御答弁大変ありがとうございます。

これからまた、再質問に入らせていただきます。

域であるかを県警にお伺いいたしますが、まずオスプ

普天間飛行場の移設問題に関しましては、(1)から

レイが県内に配備されてから４年余りの間一度の人身

−44−

事故もないが、高江周辺を通る県道70号線沿いの東

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

村から国頭村のここ四、五カ年で起こった死亡事故、

午後２時10分休憩

重傷事故など今まで何件の交通事故が発生したかとい

午後２時13分再開

うことをぜひ御説明してもらいたいと思います。

再開いたします。

○議長（新里米吉君）
知事公室長。

(8)、今高江地域の住民の生活環境と安全が脅かさ

〔知事公室長

れ、３年に１度の豊年祭行事も中止、そして農家も車
のフロントに高江生産組合のマグネット、80センチ

謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

お答えいたします。

掛ける15センチの表示をしなければ、抗議活動者に

幾つかあるんですが、まず、今回の訴訟で不作為の

公道も通してもらえない、畑にも行けないほど、ここ

違法確認訴訟、最高裁のものも含めて、費用が幾らぐ

２カ月の間に異常事態に変化しつつあるが、その一つ

らいかかるかということですけれども、今回の第一

一つを知事は確認しているのか、また県警も確認をし

審、それから上告審も合わせて県は今1431万ほど予

ているかということです。（資料を掲示）

算計上しています。全て一般財源でございます。

現に、皆

さんこれが公道です。知事、公道をわけのわからない

それから、県が仮に敗訴して、賠償を求められた場

方々が一般車両を平気でとめます。そしてＵターンし

合にどうかということですが、これから最高裁で争う

て行きなさいと言います。もう本当に、警察官よりも

わけですから、その敗訴を前提としての御答弁は、差

すごいです。そして、こればかりではございません。

し控えたいと思っております。

このようにとめた車の中の写真を、このように人の車

それから、馬毛島で国等に対して要請したかという

をのぞき込んで写真も撮ります、しっかり。ですか

ことですが、そういった馬毛島を視察したことはござ

ら、こういう中で、何が起きているかというと、今高

いますけれども、政府等に馬毛島の件で要請したとい

江地域で、新聞記事にもありました新報にも。車をと

うことはございません。

められ、激怒ということで、そしてこの新聞記事も随

あと、那覇港湾の件ですけれども、那覇港湾の浦添

分間違えております。ここに、間違えた本人のコメン

埠頭への移設につきましては、平成８年のＳＡＣＯの

トも載っております。しかし、残念なことにこのコメ

最終報告で合意された事項を沖縄県はこれを進めるべ

ントも新聞記事は一切無視です。取り合ってもらえま

きだというスタンスでございます。これについては、

せん。

移設を条件に全面返還されるということですので、こ

私は、何を言いたいかというと、このように公道
で、わけのわからない人が県道70号線どころかそれ

れを進めていくというスタンスに変化はございませ
ん。

以外にも平気で車をとめる。高江区民に迷惑をかけて

あと、高江の問題で、るるいろいろ御質問がありま

いる。そして、なおかつ高江区民、行事もできない。

したけれども、やはり議員御指摘のように、地域住民

これが現状です。そして、そればかりではありませ

の日常生活にさまざまな影響が出ているということに

ん。きょうの新聞見ましたら、防衛局の職員、これも

つきましては、報道等でも承知しております。市民団

倒されて救急車で搬送されております。残念だけれど

体もいろいろお考えがあると思いますが、表現の自由

も、沖縄の新聞には載っておりません。県外の新聞に

の一環としてなされるという部分もありますけれど

は載っております。高江地域がこのように非常に異常

も、やはりそれをやるにも一定のルールといいましょ

事態にあるということを、まず一つ一つ御存じである

うか、そういったものもあると思います。その活動を

かどうかを再度確認いたします。

行うに当たっても、そういったルールも守りながら、

次に、農林水産振興についての(6)なんですが、ハ

地域住民への配慮も行いながらやっていただきたいと

リアー機の国頭東沖墜落事故において、副知事は、

いうふうに考えているところでございます。

23日に抗議行動を行ったとのことでありますが、25

以上でございます。（発言する者あり）

日に中国空軍は大型爆撃機を、そして戦闘機等宮古海

失礼いたしました。

域を飛来し、軍事力を見せつけ、宮古島地域・離島が

先般の中国空軍等の飛来につきましての件ですけれ

恐怖と危機にさらされていた現状に安慶田副知事は、

ども、これはまだ我々そういった情報が入ったのが２

ハリアー機同様抗議をしたかどうかです。それをお伺

日前でして、昨日の時点でも国のほうにいろいろ事実

いいたします。

関係を確認したところ、昨日の時点では、まだ詳細な

以上、また皆様方の答弁を聞いて、再々質問をさせ
ていただきます。確認をいたします。

報告はいただけておりません。詳細な報告などをいた
だいた時点で、また関係機関ともいろいろ意見を聴取
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した上で、しかるべき対応をしたいというふうに考え

回復を図ることが必要であるものと承知しているとこ

ております。

ろでございます。
以上でございます。

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。

〔又吉清義君登壇〕

池田克史君登壇〕

○警察本部長（池田克史君）

又吉清義君。

○議長（新里米吉君）

まず、逮捕者の数につ

清義君

○又吉

今、高江地域の異常事態をことごと

く細かく御説明があったと思います。県道70号線、

いての質問にお答えいたします。
北部訓練場のヘリパッド建設工事が再開された７月

事故率に対して半端じゃないと、そして高江区民、本

22日以降、公務執行妨害罪、往来妨害罪で５名を逮

当に大変な状況になっております。３年間続いていた

捕しております。逮捕された５名につきましては、県

部落行事もできない。車も通れない。幾ら表現の自由

内が２名、県外が１名、あと韓国籍の方が２名となっ

であろうとやりたい放題というのは大変でございま

ております。

す。そして、おとといは、防衛省職員、後ろからなぎ

次に、国頭村、東村の70号線における事故の状況

倒されて病院に運ばれている。これが現状なんです。

でございますが、過去５年間、平成23年から27年及

ですから、知事に伺いたい。知事が一言、知事の支

び本年の８月末までに発生した交通人身事故の件数は

持者の皆様に一言言えばいいんです。ルールにのっ

34件でございます。その内訳は、死亡事故が６件、

とった反対運動をしてくれと。無法地帯な無差別な何

重傷事故が14件、軽傷事故が14件となっておりま

でもありきの運動は大変です。これからなお恐ろしい

す。そうしますと、ここの国頭村、東村の70号線に

ことが始まります。

おける死亡、重傷事故率と申しますのは34分の20で

ですから、知事にお願いしたい。緊急に警備をもっ

ありまして、約６割、他の県道に比べて、非常に高い

とふやし、警備を強化してもらいたい。それについ

という状況でございます。

て、人の命を守るために、私は必要不可欠だと思いま

次に、高江地域の住民生活への支障についてお尋ね

す。
知事、いかがでしょうか。御答弁をよろしくお願い

でございましたので、お答えいたします。
さまざまなトラブルが起こっていることは、私も報

いたします。心ある答弁をお待ちしております。
以上です。

道などで承知しております。当然、表現の自由は最大
限尊重されるべきと思いますけれども、先ほど申しま

〔知事公室長

したとおり、70号線における低速走行、車両放置し
た上でのその間の座り込み、寝転び、寝そべり、立ち

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

お答えいたします。

塞がり、車両の下への潜り込み、飛び移りなどの行為

先ほどもお答えさせていただきましたように、我々

があり、極めて危険であり、一般交通にも大きな影響

としても、そういった地域の実情等については憂慮し

を与えているところでございます。県警察では、警告

ている部分もあります。いろいろ我々も東村のほうに

を行った上で、安全な場所へ抗議参加者や車両を移動

行きまして、東村の方々からいろいろお話も聞いてお

させるなどの措置を行っておりますが、抗議参加する

ります。今、議員からも御指摘のあったような実情

方が場合によっては激しく抵抗する状況もあることな

も、我々も聞き取りをして、村の役場の職員からもお

どから、結果としましては、長時間通行が不能となる

聞きしてございます。そういった中で、やはりいろい

状況が生じることもございます。

ろそういった高江のほうで活動なされている方々を、

県警察といたしましては、現場における混乱、交通

先ほどもお答えさせていただきましたけれども、地域

の危険の防止を図っているところでございますけれど

住民の方々の安心・安全、そういった日常生活などを

も、また、往来妨害罪での検挙もございますが、本来

踏まえながら、その表現の自由の行使をすることが重

この妨害行為がなければ70号線が通行不能となるこ

要だというふうに考えております。そういったことを

とはなく、住民生活に支障は生じないと考えておりま

我々としては願っているところでございます。
以上でございます。

すし、逆に申しますと、妨害行為を放置した場合、

議長、知事に聞いたと思うんです

70号線は通行不能な状態が長時間続くこととなり、

○又吉

結果として住民生活に重大な支障を及ぼすことになる

が。

のではないかと考えております。

○議長（新里米吉君）

県警察といたしましては、交通の安全と交通秩序の

清義君

答弁は知事のかわりに部長も

答弁できますので、これは答弁したことになります。

−46−

ります。しかも、それによって県民が負傷し救急車の

比嘉京子さん。

出動まで起こっています。その実態を示されたい。さ

〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉

京子さん

らに機動隊派遣の費用が県負担となることは納得でき

こんにちは。

社民・社大・結連合を代表して、代表質問を行いま

ません。機動隊派遣費用の内容と総額、県負担内容と
額を説明されたい。

す。

２番目に、沖縄21世紀ビジョン基本計画について

先日発生した米軍ＡＶ８Ｂハリアー戦闘機墜落事故
については、質問通告後に発生した重大な事案であり

伺います。
10年間の沖縄振興計画、沖縄21世紀ビジョン基本

ますので、先例を踏まえて質問をいたします。
１番目に、まずこれまでに事故が起きた場合、原因

計画が折り返しとなる５年目を迎え中間評価を策定し
ました。前期の成果達成状況を踏まえ新たな課題・施

についての報告はどうなっているのか。
２番目に、事故原因と安全対策が講じられない中

策を後期に向け展開する。以下質問します。

で、せんだっては、２日後に飛行を開始している事案

(1)番目に、全国の1.8倍と言われる子供の貧困対策

がありましたけれども、飛行停止を求めるべきと考え

を後期計画の一番に掲げていることは評価できます。

ますが、その対応はどうか。

個々の施策も大切でありますが、まず組織体制が重要

３番目に、外来機訓練が常態化し負担増となってい

であると考えます。知事直轄の指揮のもと全庁横断的
な組織づくりが最も重要と考えますがどうですか。

るが、県の認識と対応について伺います。

(2)番目に、沖縄振興の基盤となる人材育成につい

基地問題について。
辺野古違法確認訴訟の判決について、知事の所見を

て、高等教育を受ける機会の創出を今後計画に盛り込
むようだが、具体的には県立総合大学の設置や既存の

伺います。
(2)番目に、知事は、辺野古への新基地建設はあら
ゆる手段を講じて阻止すると強い決意を表明してこら

大学への学部新設等が報道されている。県民の期待が
大きく膨らんでいるので、検討内容を伺いたい。

れました。阻止に向けた今後の取り組みについて伺い

(3)番目、観光計画では東南アジア地域の市場開拓

ます。当然ながら承認撤回も視野に入っていると考え

や欧米などの長期滞在型のリゾート、海外富裕層の獲

ますけれども、その撤回要件についても伺いたい。

得を目指すとし、公衆無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉなどの

(3)番目、本県には米軍基地が集中しているが、基
地があるがゆえに派生する県支出はどのようなものが

整備を検討しているようでありますが、計画内容につ
いて問います。
(4)番目に、沖縄空手会館を拠点として、国内外に

あるか。またその年間総額は幾らか。
(4)番目に、米軍北部訓練場ヘリパッド建設につい

空手発祥の地・沖縄を発信するようですが、具体的活
用方法について伺います。また、東京オリンピック空

て３点伺います。
警察法２条２項には、「その責務の遂行に当つて
は、不偏不党且つ公平中正を旨とし」とある。また公

手開催地誘致も視野に入っているのか、見通しについ
ても伺いたい。

安委員会は、警察の管理については、市民から見て、

３番目に、那覇空港の安全性について伺います。

警察運営が政治的に偏りが生じたり、市民の意思とは

那覇空港の安全性は本県の観光にとって最も重要な

かけ離れた独善的なものになったりする事態が起きれ

ことであります。軍民共用空港として自衛隊機とのニ

ば、公安委員会の警察管理責任が問われるということ

アミス等がたびたび起こっておりますが、これまでに

を踏まえて、以下質問いたします。

ヒヤリ・ハットはどれくらい起こっているのか。また

ア、県公安委員会は、沖縄防衛局の要請を受け、警

その原因は何か。対策についても示されたい。

察庁、他都府県に機動隊の派遣や援助要請をしたよう

環境行政について。

ですが、警察運営に政治的介入をみずから指揮するの

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は、日米両政府に対
し沖縄本島の外来種対策を求める勧告案を決議した。

か、説明を求めます。
イ、警察は９月２日、５日と警察車両で作業員を運
んだようだが、警察活動は公平中正を旨とするに反し

勧告の意義と内容、日米両政府の反応と県の見解につ
いて伺います。
(2)番目に、環境省は、絶滅危惧種に指定されてい

ないか。その法的根拠について伺います。
ウ、80％の県民がオスプレイの配備に反対してい

るジュゴンの生息が海底ボーリング調査を境に藻場の

る中、オスプレイパッド建設のために反対住民を過剰

はみ跡が確認されていないと言われています。県の対

警備する機動隊の派遣は県民の意思に反するものであ

応について伺います。
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(3)番目、ヤンバルが国立公園に指定されました。

都道府県別成績で本県が最下位だったことから対策を

一方、高江ヘリパッド建設が強行されているが、オス

進めてこられましたけれども、ここで一度私は立ちど

プレイの配備を前提とした環境アセスは行われました

まり、学力テストに向けた取り組みのあり方を検証す

か。ハワイではオスプレイ配備の議論で遺跡への影響

る必要があるのではないかと思っています。

を避けるため回避した経緯がありますが、本県の山火

以下、質問いたします。

事の発生を含め自然への影響をどう考えているか伺い

(1)、学習状況調査における本県児童生徒の課題は
何でしょうか。

ます。

(2)番目に、本県小６の成績が躍進したとされます

５番目に、保健医療行政について。
(1)、敬老の日、知事は百寿者を訪問されたようで

が、その後中３の成績はどう反映しているのか。ま

すが、率直な御感想を伺いたい。百寿者を研究し施策

た、学力テストの成績がいい生徒がどのような人材に

に反映させることは大変重要であると考えますがいか

育っているかという追跡調査はなされているんでしょ

がでしょうか。

うか。

(2)番目、沖縄県がん対策推進計画の中間評価が出

(3)番目に、本来なら普段の学習の成果が学力テス

されておりますが、次期政策に向けた課題と政策につ

トに反映されるべきですが、直前にテスト対策のため

いて伺います。

に時間を割いている理由は何か。
(4)番目に、学力テストに向けた取り組みが学問へ

６番目に、県立病院問題について。
(1)、新八重山病院建築が進められておりますが、

の興味・関心をそぎ、学習意欲を失わせたりすること
があれば本末転倒であります。認識を伺います。

現状と課題について伺います。
(2)、宮古病院や八重山病院は離島であるがゆえの

(5)番目に、教員採用試験について問題集からの引

増嵩費が必要と考えますが、その認識はどうでしょう

用問題がありますが、これまでの経験を踏まえ作問の

か。これは特に、総務部長にもお答えいただきたい。

あり方を抜本的に見直す必要があると私は考えていま
す。今後の対策について伺います。

７番目、子ども生活福祉について。

最後に、離島行政について伺います。

国は保育士不足を解消するため、緊急的・時限的な
対応として保育士にかえて幼稚園教諭、小学校教諭等

(1)番目に、日台漁業取り決め、日中漁業協定に

の配置を可能とする基準の一部改正を行いました。本

よって八重山漁協では漁獲量が以前の２分の１になっ

県もことし４月からゼロ、１、２歳には適用せず国の

ているといいます。日台漁業取り決めにおける水域の

基準より厳しくしておりますが、その特例を適用して

見直し、日中漁業協定第６条の見直し等が訴えられて

います。県には潜在的な保育士が１万人以上おります

います。県と国の話し合いはどうなっているか、また

が保育現場にはいません。国は事の本質を解決せず、

国の対応はどうなのか伺いたい。
(2)番目に、県立高等学校の寄宿舎や群星寮の面積

安易で危険な方向へと向かっております。
以下、質問します。

基準に不平等感があります。さらに、学寮運営におい

(1)番目に、保育士は子供の命を預かっておりま

ても生徒中心とはなっていないのではないか。多くの

す。昨年１年間に保育園での乳幼児の死亡は何名か。

問題を感じています。いま一度、総点検をお願いした

その原因についてどのように認識しているか。10年

い。
以上です。

間６月議会で聞きましたら、174名の死亡が起こって
おります。

○議長（新里米吉君）
〔知事

(2)番目に、保育の質とはよく言いますけれども、

翁長知事。

翁長雄志君登壇〕

本県における保育の質の認識について伺います。県は

○知事（翁長雄志君）

保育の質を担保するためにどのような施策をお考えに

えをいたします。

比嘉京子議員の御質問にお答

私のほうからは、基地問題についてに関する御質問

なっているのか伺います。
８番目に、教育行政について。

の中の、不作為の違法確認訴訟判決に関する所見につ

ことし４月、小学６年、中学３年に実施された全国

いてお答えをいたします。

学力・学習状況調査（学力テスト）で、那覇市の中学

今回、福岡高等裁判所那覇支部は、県が求めた安全

校が受験した一部の生徒の答案用紙を平均点が下がる

保障や環境分野の証人申請を認めず、十分な審理を行

などの理由で除いて文部科学省に送っていたことが本

わないまま、わずか２回の口頭弁論で結審したにもか

土紙で報道されています。調査当初、2007年度から

かわらず、国の主張を一方的に採用し、軍事や環境と
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〔副知事

いった専門技術的な面にまで踏み込んだ判断を行って

安慶田光男君登壇〕
比嘉京子議員の環境行政

おります。また、地方自治法においては、国の関与は

○副知事（安慶田光男君）

最小限度でなければならないとの基本原則があるにも

についての御質問の中で、ＩＵＣＮ勧告の意義と内

かかわらず、地方自治体の自主性と自立性は尊重され

容、日米政府の反応と県の見解についてお答えいたし

なければならないことを十分に理解しないまま、国土

ます。

交通大臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的を逸脱し

今回のＩＵＣＮ勧告は、島嶼生態系における外来種

た関与を認めるなど、極めて不当な判断を行っており

の侵入経路管理の強化を日米両政府に求めることや、

ます。さらに、「本件新施設等の建設をやめるには普

辺野古新基地建設に必要な埋立資材の搬入に際し、外

天間飛行場による被害を継続するしかない」などと述

来種の混入防止対策の徹底を日本政府に求めることな

べ、沖縄県民の気持ちを踏みにじるような判断を示し

どがその内容となっております。今回の勧告に対し日

ております。地方自治を軽視し、余りにも国に偏った

米両政府は、ともに決議を棄権したとの新聞報道がな

今回の判決は、沖縄だけの問題にとどまらず、これか

されております。

らの日本の地方自治や民主主義のあり方に困難をもた

県としては、本県の生物多様性を保全するために

らすのみならず、三権分立の原則をも揺るがすもので

は、外来種による生態系の攪乱を防止することが非常

あり、法治国家として大きな禍根を残すものであると

に重要であると考えており、今回の勧告が採択された

考えております。

ことは、喜ばしいことと考えております。また、辺野

次に、21世紀ビジョン計画についてに関する御質

古新基地建設については、政府において、ＩＵＣＮの

問の中の、子供の貧困に係る全庁横断的な組織づくり

たび重なる勧告を真摯に受けとめ、現行移設計画を変

についてお答えをいたします。

更していただきたいと考えております。
以上であります。

子供の貧困対策は、子供のライフステージに即し、
切れ目のない施策を総合的に推進することが重要だと

知事公室長。

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

考えております。このため、私が議長を務める子ども

謝花喜一郎君登壇〕
基地問題についての

の貧困対策推進会議を設置し、全庁的に子供の貧困対

○知事公室長（謝花喜一郎君）

策を推進しているところであります。また、子供の貧

御質問の中の、辺野古新基地建設阻止に向けた今後の

困対策を担う組織につきましては、平成28年４月に

取り組みと承認撤回についてお答えいたします。
沖縄県としては、福岡高等裁判所那覇支部の判決は

子ども未来政策室を設置し、職員体制も３人から９人

到底受け入れられるものではありません。埋立承認取

に増員したところであります。
組織のあり方につきましては、施策の進捗状況等も

り消しが法的に正当であるとの判断を最高裁判所に求

踏まえながら、引き続き検討してまいりたいと考えて

めるとともに、県民及び国民の皆様に私どもの考えを

おります。

引き続き訴えてまいります。今後も、県の有するあら

次に、保健医療行政についてに関する御質問の中

ゆる手法を用いて、辺野古に新基地はつくらせないと

の、新100歳あやかり訪問の感想についてお答えをい

の公約実現に向け、取り組んでまいります。また、撤

たします。

回は、承認以後に生じた事由に基づき承認の効力を失

去る９月19日の敬老の日に、健康長寿にあやかる

わせる処分であります。現在、不作為の違法確認訴訟

目的で大宜味村にお住まいの新100歳の方を訪問した

について上告及び上告受理の申し立てを行い、最高裁

ところであります。この方は、所有する７つのミカン

判所での審理を求めていることから、撤回につきまし

畑の管理のため、毎日みずから50ｃｃバイクを運転

ては、その判決の結果等を踏まえて検討してまいりた

するなど、100歳になってもなお精力的に活動されて

いと考えております。

おり、その健康的なお姿に驚くとともに大変感心を

次に、基地関係支出についてお答えいたします。

いたしました。本県において、100歳以上の長寿者が

日本の国土面積の0.6％にすぎない沖縄県には、在

年々増加していることを県民として大変誇りに思うと

日米軍専用施設の約74％が集中し、県民は過重な基

ともに、健康長寿復活に向けた取り組みの励みになる

地負担を背負い続けています。基地負担はさまざまな

と考えております。

分野に及んでおり、関連する財政支出を詳細にわたっ

その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。

て金額化することは困難であります。しかしながら、
基地関係業務を担当している知事公室の基地対策課及
び辺野古新基地建設問題対策課等における事業費は、
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平成27年度の実績額で、２億3444万1000円となっ

を受けております。
次に、事故原因と安全対策が講じられない中での飛

ております。このほか、主な事業の平成27年度実績
額としては、企画部では、跡地利用に係る事業費とし

行についての御質問にお答えいたします。

て10億509万円、環境部では、米軍施設に起因する

平成28年９月22日午後２時ごろ、海兵隊所属のＡ

環境問題を解決するための事業費として6929万6000

Ｖ８Ｂハリアー戦闘攻撃機が沖縄の東方約100マイル

円となるなど、多くの部局において基地関係の支出が

の海上に墜落しました。県民の人的・物的被害は報告

ございます。

されておりませんが、航空機事故は一歩間違えば人

次に、那覇空港の安全性についての御質問の中の、

命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、こ

那覇空港で発生した自衛隊機が関係する事案について

のような事故が発生したことは、日常的に米軍基地と

お答えいたします。

隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に大きな

運輸安全委員会の公表資料によると、平成13年以

不安を与えるものであり、大変遺憾であります。９月

降、那覇空港における自衛隊機が関係する重大インシ

23日に、第３海兵遠征軍司令官及び沖縄担当大使等

デントは２件発生しています。平成13年11月、航空

に、また、９月24日には、防衛大臣に対し、原因究

自衛隊機が那覇空港の西４海里付近の海上上空におい

明がなされるまでの同機種の飛行中止、事故原因の徹

て、民間機と接近する事案が発生しています。この事

底的な究明と早期の公表、再発防止措置を含む一層の

案の原因は、自衛隊機が民間機を発見するのがおく

安全管理の徹底等に万全を期すよう強く求めるととも

れ、また、管制が交通情報を適宜に提供しなかったこ

に、このような事故が発生したことに強く抗議しまし

とも重なったためと推定されています。また、平成

た。なお、９月23日に在沖米海兵隊及び沖縄防衛局

27年６月には、民間機が離陸滑走中、管制官の指示

から、墜落事故後、同型機の飛行は停止しているとの

を受けない航空自衛隊機が前方を横切ったため、離陸

報告がありました。

を中止し滑走路を離脱する前に別の民間機が着陸した

次に、外来機の訓練についてお答えいたします。

事案が発生しています。平成27年６月に発生した事

嘉手納飛行場をめぐっては、米軍再編に伴う一部訓

案については、航空自衛隊那覇基地から、原因は副操

練移転が実施されていますが、外来機のたび重なる

縦士が他機に対する離陸許可を自機に対する離陸許可

飛来に加え、米国州空軍Ｆ16戦闘機の昨年１月、６

と誤認識し、機長についても、離陸許可の確認が不足

月及び10月の配備に続き、Ｆ22戦闘機がことし１月

したものであること、また、副因として、機長と副操

にも配備されております。また、去る９月22日、沖

縦士の間の離陸許可の管制指示に関する相互確認が不

縄の東方約100マイルの海上に墜落したＡＶ８Ｂハリ

十分であったとの連絡がありました。再発防止策とし

アー戦闘攻撃機も外来機であり、このような状況は、

て、１、管制指示、管制承認の確実な聴取及び機長、

負担軽減と逆行する状況であると言わざるを得ませ

副操縦士による確認、２、確実なクルー連携の徹底、

ん。外来機、常駐機にかかわらず、米軍の訓練等によ

３，交通量の多い那覇空港の特性に応じた操作手順の

り、県民に被害や不安を与えることがあってはなら

身直し及び徹底を行うとのことであります。

ず、あらゆる策を講じ、騒音を初めとした周辺住民の

県としましては、自衛隊において、県民に不安や影
響を与えることがないよう、安全管理に万全を期して

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

いただきたいと考えております。
次に、追加質問の中の、米軍ＡＶ８Ｂハリアー戦闘

あってはならず、今後ともあらゆる機会を通じ、航空

機墜落事故に係る事故調査の報告についてお答えいた

機騒音を初めとした負担軽減を日米両政府に対し粘り

します。

強く働きかけていきたいと考えております。

平成８年12月の日米合同委員会において、日本国

以上でございます。

政府が要請を行うときは、米国政府は米軍航空機の事

○議長（新里米吉君）

公安委員会委員長。

〔公安委員会委員長

故調査報告書の公表可能な写しを提供することに同意

金城棟啓君登壇〕
基地問題の米軍

する旨が合意されています。合意後の平成11年に発

○公安委員会委員長（金城棟啓君）

生した事故について、事故調査報告書が提供されてお

北部訓練場ヘリパッド建設についての御質問の中で、

ります。また、今回の事故については、９月23日に

公安委員会による援助の要求についてお答えをいたし

安慶田副知事が在沖海兵隊に抗議を行った際に、先方

ます。

から事故原因が究明された後、県に報告するとの説明
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公安委員会は警察行政の民主的運営と政治的中立性

の確保を目的として設置されており、その趣旨を十分

め、警察の責務に照らし、現場における安全確保と

に理解し、これまでも適正に県警察を管理しているも

事件やトラブルなどの防止のため、午前11時45分ご

のと認識しております。

ろ、やむを得ず警察車両に民間作業員20名を乗車さ

今回の援助要求をめぐりましては、本年７月11

せ搬送したものであります。

日、沖縄防衛局長から沖縄県警察本部長宛てに、行政

その３日後の９月５日につきましても、同様の状況

機関相互の協力の一環として警備要請が出されたもの

でございますが、８時40分ごろから、国頭村安波の

と承知をしております。この警備要請を受けて、県警

県道２号線において、抗議参加者が警察車両、作業員

察から北部訓練場をめぐる警備調整等について、事前

車両の前方で低速走行の妨害行為をおよそ３時間にわ

報告を受けるとともに、公安委員会において北部訓練

たり行った上で、２日と同様にＮ１地区出入り口の北

場周辺における各種抗議活動等に的確に対応するため

向けおよそ３キロ地点で、車両約10台を道幅いっぱ

に、警備の必要性、規模等を検討したところ、必要が

いに放置し、そのすき間に抗議参加者十数名が座り込

あるというふうに認め、関係都府県の公安委員会宛て

むなどの妨害行為が行われておりました。この際も、

に援助の要求を行ったものであります。したがいまし

作業員が抗議参加者らのそばを徒歩で通過した際に、

て、今回の援助要求につきましては、特定の主義主張

抗議参加者による立ち塞がりや罵声などの激しい妨害

に基づくものではなく、純粋に警察活動の必要性から

状況があったことから、現場における安全確保と事件

なされたものであり、警察行政の民主的運営と政治的

やトラブルなどの防止のため、11時48分ごろ、民間

中立性を確保しているものと承知しております。

作業員13名を搬送したものであります。

公安委員会といたしましては、引き続き県警察にお

以上のとおり、北部訓練場周辺における抗議活動の

いて、個人の生命、身体、財産の保護と公共の安全と

状況等を踏まえ、個人の生命、身体、財産の保護と公

秩序の維持という警察の責務に照らし、これが重要で

共の安全秩序の維持という警察の責務に照らし、現場

すが、安全に最大限配慮した形で、適切な措置を講じ

の混乱及び交通の危険の防止などのため、適切に業務

ていくよう管理してまいりたいと存じます。

を行ったものであり、公平中正に反するものではない
と認識をしております。

以上でございます。
〔警察本部長

次に、北部訓練場周辺における救急搬送などの状況

警察本部長。

○議長（新里米吉君）

と警備に係る費用負担についてお答えをいたします。

池田克史君登壇〕
警察車両で民間作業員

まず、救急搬送ですが、７月11日以降、北部訓練

を搬送したことについてお答えいたします。先ほどの

場周辺において県警察として確認できたけがや体調不

又吉議員への答弁と同様とはなりますがお答えいたし

良を訴えた方については13人を把握しており、この

ます。

うち救急車で搬送された方については10人となって

○警察本部長（池田克史君）

９月２日につきましては、午前９時半ごろ、北部訓

おります。県警察では、現場においてけがや体調不良

練場のＮ１地区の出入り口から北向けおよそ３キロの

を訴えた方を把握した場合には、その都度安全な場所

地点において、70号線を国頭村側から進行してきた

に移動させた上で救急車を要請するなどの必要な措置

作業員の車両と警察の車両に対し、抗議参加者が両側

を講じているほか、取り扱い警察官等からの状況確認

車線に車両十数台を道路いっぱいに放置し、そのすき

も行っております。なお、これまで警察官がけがをさ

間に抗議に参加する方がおよそ20名座り込むなど、

せたということは把握をしておりません。
次に、北部訓練場周辺における警備に係る費用負担

危険かつ違法な抗議活動が行われていたところであり
ます。現場の警察官による再三の警告にも従わない状

状況についてお答えをいたします。

況でございました。そのような状況がおよそ２時間に

まず、当然でございますが、集会・結社・表現の自

わたり続いていたところ、作業員がその場所からＮ１

由の具体的なあらわれである大衆運動は、憲法第21

地区の出入り口まで徒歩で進行することも検討いたし

条に保障された権利であり、県警察といたしまして

ました。実際、作業員が歩き出しまして、抗議参加者

は、抗議行動が公共の安全と秩序を侵害しない限り、

らの脇を徒歩で通過した際に、抗議参加者による立ち

何らこれに関与するものではございません。ただ、現

塞がりや罵声などの激しい妨害行為の状況があり、か

在北部訓練場周辺で行われている警備活動は、現場に

つその場所からＮ１地区出入り口まではおよそ３キロ

おける混乱及び交通の危険の防止などのためのもので

あったことから、交通事故に加え事件やトラブルなど

あり、そのために必要な経費を執行しているところで

も発生しかねない危険な状況にございました。そのた

あります。その上で、各経費の負担区分について述べ
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〔文化観光スポーツ部長

ますと、派遣されている各都府県の警察官に係る旅費

前田光幸君登壇〕
21世紀ビ

などの派遣に伴い必要となる経費については国が、給

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

与などその警察官の身分に直接付随する経費について

ジョン計画についての御質問の中の、Ｗｉ－Ｆｉ整備

は派遣元である各都府県がそれぞれ負担することにな

の計画内容についてお答えいたします。

りますが、いずれにつきましても、その支出手続は各

外国人観光客の満足度の向上を図るためには、フ

都府県で行うため、県警察としてお答えする立場では

リーＷｉ－Ｆｉ環境の整備を図ることが重要でありま

ありません。その他の車両の燃料費（ガソリン代）及

す。そのため、県では、今年度から民間事業者が所有

び修繕費については、県費による執行となっており、

するアクセスポイントを活用したフリーＷｉ－Ｆｉ環

この経費については、国庫補助10分の５、２分の１

境の拡充等に取り組んでおります。また、沖縄本島の

ですが、国庫補助の対象経費となっております。

みならず、外国人観光客が増加傾向にある離島地域も

ちなみに申し上げますと、過去の、例えば沖縄で行

含めた県全域で情報通信環境の充実が求められている

われましたサミットなどの大規模警備でも同様でござ

ことから、今後、官民による沖縄県フリーＷｉ－Ｆｉ

いますし、逆に沖縄県警察が熊本地震や東日本大震災

統合環境整備推進協議会を設立し、国や市町村、観光

に派遣された場合には、熊本県や東北の３県が沖縄県

関連施設等と連携を図りながら、フリーＷｉ－Ｆｉの

の燃料代を負担してくれているところでございます。

エリアの拡充や利便性の向上等に取り組んでまいりた

その県費の負担額については、まさに現在運用中の業

いと考えております。
次に、沖縄空手会館の活用方法と東京オリンピック

務に係る経費であることから正確な数値は出ません
が、おおよその金額で申し上げますと、８月末までに

空手開催誘致についてお答えいたします。

燃料費がおよそ950万円、修繕費がおよそ47万円と

沖縄県では、沖縄伝統空手を独自の文化遺産として

なります。繰り返しになりますが、これらの燃料費

保存・継承・発展させるとともに、空手発祥の地・沖

は、執行した後にその２分の１の範囲で国庫補助を受

縄を国内外に発信するための拠点施設として、来年３

けるということになっております。あと沖縄自動車道

月４日に沖縄空手会館を供用開始することとしており

の通行料金につきましては、ＮＥＸＣＯ西日本との協

ます。
沖縄空手会館では、国内外の空手愛好家を対象とし

定により、経費負担は生じないこととなっておりま

た各種の大会やセミナー、合同稽古などを積極的に開

す。

催し、交流の拡大を図るとともに県内空手家の育成に

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔企画部長

努めることとしております。一般県民や修学旅行を含

企画部長。

めた観光客向けには、空手の体験プログラムを充実さ

下地明和君登壇〕
21世紀ビジョン計画に

せるほか、空手の歴史や独自の鍛錬方法などを学ぶこ

ついての御質問の中の、高等教育を受ける機会の創出

とができる展示施設を活用することにより、来館者の

についてお答えいたします。

増加を図ってまいります。また、東京オリンピックの

○企画部長（下地明和君）

本県は全国に比べて大学進学率が低く、若年者の失

正式種目となった空手については、官民一丸となって

業率、離職率が高い状況にあるなど、社会で必要とさ

誘致に取り組むとともに、事前合宿の受け入れについ

れる基盤となる知識や技術等を十分に習得できていな

て、関係団体等に対し積極的に働きかけていきたいと

い状況にあると考えております。高度な技術等を身に

考えております。

つけた人材は、労働市場で高い需要を維持し、長期的

以上でございます。

には生産性を高め、本県の産業を高付加価値型に転換

○議長（新里米吉君）
〔環境部長

し、所得の増加につながることから、沖縄振興の基盤

環境部長。

大浜浩志君登壇〕
環境行政についての質問

となるこうした人材を育成することが必要でありま

○環境部長（大浜浩志君）

す。このため、沖縄21世紀ビジョン基本計画の改定

の中の、ジュゴンのはみ跡が確認されていないことに

において、これまでの施策等では十分な対応ができて

ついてお答えします。

いない基盤人材を育成・輩出するため、高等教育を受

沖縄防衛局が実施した名護市辺野古の埋め立て予定

ける機会の創出等を推進する施策を検討してまいりま

区域内における海草藻場の利用状況調査において、海

す。

底ボーリング調査を実施した平成26年８月以降、藻
場のはみ跡が確認されていないことが調査報告書によ

以上です。
○議長（新里米吉君）

文化観光スポーツ部長。

り明らかになっております。
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県では、ジュゴンの生息状況等については、実態が

精密検査の受診率向上によるがんの早期発見、がん治

不明な点が多いことから、今年度より沖縄島周辺海域

療の質の向上、緩和ケアの推進等の施策を講ずる必要

においてジュゴンの生息状況調査等を実施しておりま

があると考えております。
県としましては、これらの２次計画の中間評価を取

す。その調査結果を踏まえ、ジュゴン保護対策のあり

りまとめ、平成29年度に策定する３次計画へ反映さ

方を検討してまいりたいと考えております。
次に、オスプレイの配備を前提とした環境アセスと

せていきたいと考えております。
以上でございます。

自然への影響についてお答えします。
沖縄防衛局では、北部訓練場ヘリコプター着陸帯移

○議長（新里米吉君）

設事業について、自然環境の保全に最大限配慮すると

〔病院事業局長

病院事業局長。
伊江朝次君登壇〕

の観点から、沖縄県環境影響評価条例の対象事業では

○病院事業局長（伊江朝次君）

県立病院問題につい

ないものの、自主的に環境影響評価の手続を実施して

ての御質問の中で、新県立八重山病院整備事業の現状

おりますが、オスプレイを対象機種とした環境影響評

と課題についてお答えいたします。

価は実施しておりません。オスプレイについては、騒

新県立八重山病院整備事業については、８月末現

音や低周波音に加えて、高温の下降気流の発生などに

在、工事の進捗率が12.8％で建物の基礎部分が完成

よる環境への影響が懸念されることから、平成27年

し、１階の軀体工事に着手しております。建設工事の

度の事後調査報告書に対する知事の環境保全措置要求

課題としましては、追加の磁気探査、手術室の特殊内

において、着陸帯の周辺林地及び生態系に対する影響

装などの別途工事及び八重山地域外からの労働者の確

を的確に把握するよう求めたところであります。

保に要する経費が必要となっていることから、今議会

今後も、現地調査も含め、必要に応じて環境保全措

に補正予算案を提出しております。

置を求めていきたいと考えております。

病院事業局としましては、引き続き工事の進捗管理

以上であります。

に努めてまいります。
保健医療部長。

離島病院の増嵩費についてお答えいたします。

砂川

新県立八重山病院整備事業は、離島での工事となる

○議長（新里米吉君）
〔保健医療部長

靖君登壇〕
保健医療行政につい

ため、八重山地域内での労働者の確保が困難な状況に

ての御質問の中の、100歳以上の長寿者の研究につい

あります。このため、離島の不利性を踏まえた事業費

ての御質問にお答えします。

を確保することが必要であると認識しております。

靖君）

○保健医療部長（砂川

100歳以上の長寿者に関する研究につきましては、

以上でございます。

大学等において幾つかの研究が行われております。こ

○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

れまでの研究成果によれば、県民の栄養摂取、食材及

金城弘昌君登壇〕
子供生活福祉

び調理法などが沖縄の長寿を支えてきたと考えられる

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

ものもございます。

についての御質問の中の、保育施設における死亡事故

このため、県では、油を控えて野菜を多くとること

件数及びその原因についてお答えします。

のできるレシピ集を配布するなど、県民の健康づくり

内閣府が公表した全国の保育施設等における平成

のための普及啓発に取り組んでいるところであり、今

27年１月から12月までの死亡事故の報告件数は14件

後とも、県民の食生活を改善していくための施策を推

であり、年齢別ではゼロ歳から２歳が全体の約９割、

進していきたいと考えております。

施設別では認可外保育施設が全体の約６割を占めてお

次に、沖縄県がん対策推進計画の中間評価及び課題

ります。その原因について内閣府の見解はありません
が、保育従事者や専門的な知識や技術を有する保育士

についてお答えします。
県では、第２次沖縄県がん対策推進計画の中間評価
について、沖縄県がん対策推進協議会で協議を行って

が不足していることが要因の一つではないかと考えて
おります。

いるところであります。協議会では、がんによる死亡

次に、保育の質についてお答えします。

率の20％減少という目標達成が厳しい状況であるこ

保育の質とは、保育士等の資質及び保育サービスの

と、特に、男性では、大腸がんの死亡率の減少が鈍

内容、保育室の広さや周辺地域の状況など、さまざま

く、女性では、大腸がん・乳がん・子宮がんの死亡率

な要素で構成されていると考えております。県では、

が増加していることなどの課題が指摘されておりま

保育の質を確保するため、保育所等の指導監査を毎年

す。これらの課題を解決するためには、がん検診及び

実施しており、児童の人数に応じて必要な面積の確保

− 53 −

や保育士の配置が適正になされているかなどについて

などのおさらいをし、ある程度力をそろえておくこと

確認を行っております。また、保育士の初任者研修や

で、その後の授業を効果的に進めていくための取り組

認可外保育施設から認可保育所に移行した施設の園長

みと考えております。
県教育委員会としましては、今後も学校支援訪問等

等に対する研修を実施するなど、保育の質の向上に努

を通して、授業改善を基軸にした学力向上の取り組み

めております。
県としましては、保育所における保育は、原則とし

を推進してまいりたいと考えております。
次に、学問への興味・関心・学習意欲等についての

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、引き続き保育士の確保及び処遇改善に取り組

御質問にお答えをいたします。
全国学力・学習状況調査における児童生徒質問紙に

んでまいります。

よりますと、本県の児童生徒は、教科の勉強は大切、

以上でございます。
〔教育長

数学ができるようになりたいと回答した割合が全国平

教育長。

○議長（新里米吉君）

均を上回っております。また、平成19年度と平成27

平敷昭人君登壇〕
教育行政についての御質問

年度の児童生徒質問紙を比較してみますと、国語の勉

で、学習状況調査における本県児童生徒の課題につい

強が好きだと回答した割合は3.2ポイント上昇し、算

てお答えいたします。

数の勉強がわかると回答した割合も8.7ポイント上昇

○教育長（平敷昭人君）

全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙における本
県の結果を見ると、基本的な生活習慣に関する項目に

となっており、正答率だけでなく学習意欲も向上して
いるものと捉えております。

おいて、いまだ課題が見られますが、朝食摂取率、就

県教育委員会としましては、今後とも授業改善を推

寝時刻など幾つかの項目については、ここ10年間で

進しまして、知・徳・体をバランスよく育み、生きる

徐々に改善が図られております。

力を育成してまいりたいと考えております。
次に、教員採用試験の問題作成に係る今後の対策に

県教育委員会としましては、今後とも学力向上の取
り組みを推進するとともに、児童生徒の基本的な生活

ついてお答えいたします。
沖縄県教員候補者選考試験中高英語の問題では、英

習慣の確立を図り、知・徳・体をバランスよく育み、

語教師に英検１級、準１級程度の英語力を求めている

生きる力を育成してまいります。
次に、中３の成績及び追跡調査についての御質問に

ところであります。これまでも作問に当たりまして
は、英語教員の資質能力をはかるために市販問題集の

お答えいたします。
中学校の学力調査の結果におきましても、全国平均

標準的な良問を活用してきたところであります。今回

との差が縮まるなど学力状況は着実に改善されてお

引用した問題集は、複数の一般的な問題集で広く流通

り、平成26年度に初めて全国平均に到達した小学校

しているものであり、その中から本県の英語教師に求

６年の子供たちが中学３年になる来年度においては、

められる英語力をはかるにふさわしい問題として選ん

さらに全国水準に近づくものと期待しております。学

だところであります。しかしながら、結果として特定

力調査の結果がよい生徒についての追跡調査は行って

の出版社の割合が多くなっているという事実を確認い

おりませんが、高校進学率及び大学等進学率が改善し

たしました。
県教育委員会としましては、公平性を欠くのではな

ていることから、小中学校で培った学力がその後の学

いかという御意見もあることから、10月をめどに外

習につながっているものと考えております。
県教育委員会としましては、今後とも授業改善を推

部の有識者を交えた委員会を立ち上げ、引用のあり

進し、確かな学力の向上を図り、中学校卒業後の生徒

方、問題作成のあり方等についてさまざまな角度から

の進路についても注視してまいりたいと考えておりま

検討を行ってまいります。
次に、離島行政についての御質問で、県立高等学校

す。
次に、学年スタート時の取り組みについての御質問

の寄宿舎についての御質問にお答えをいたします。
現在、県教育委員会では、八重山地区の寄宿舎の整

にお答えをいたします。
児童生徒の確かな学力を保証するため、教師が児童

備を進めているところであり、寮室の面積や共有ス

生徒一人一人と向き合い、学習の定着を図る取り組み

ペースなど施設環境につきましては、学校からの要望

を徹底することは重要なことだと考えております。４

を踏まえ、ゆとりある空間の確保に努めてまいりま

月の取り組みにつきましては、学力調査の対象の学年

す。また、寄宿舎運営につきましては、寮則を踏まえ

だけでなく全学年スタート時に、１週間程度苦手分野

つつ、各学校の実情や生徒のニーズを考慮して行われ
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ており、生徒の生活指導や健康管理に努めているとこ

また、警察法でいう政治的介入とはどういう場合をい

ろであります。

うんでしょうか。公安委員会について両方のお答えを

県教育委員会としましては、今後とも生徒の安全で

伺います。
さらに、機動隊が市民を排除する様子を取材してい

快適な学習環境の充実に取り組んでまいります。

た記者が拘束され、バスとバスの間に押し込められ、

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。

記者であることを訴えても聞き入れず、取材活動が制

島尻勝広君登壇〕

限されました。その法的根拠は何ですか。また、報道

離島行政についての

○農林水産部長（島尻勝広君）

の自由や国民の知る権利への侵害をどう考えますか。

御質問の中の、日台漁業取り決め、日中漁業協定の見
直し等の要請についてお答えいたします。

以上、お願いいたします。
休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

県は、日台漁業取り決め適用水域の一部撤廃や日中

午後３時23分休憩

漁業協定第６条の見直し及び大臣書簡の破棄等につい

午後３時27分再開

て、政府に対し直近の８月24日も含め、要請を重ね

○議長（新里米吉君）

てきたところであります。これに対し、国は、重要な

公安委員会委員長。

課題と受けとめていると回答し、操業ルールの改善、

再開いたします。

〔公安委員会委員長

金城棟啓君登壇〕

外国漁船の取り締まり体制の強化等についても真摯に

○公安委員会委員長（金城棟啓君）

対応していくと回答しております。

割ということの御質問に対しましてお答えをいたしま

県としましては、今後とも漁業関係団体と連携し、

す。

国に対し、日台漁業取り決め及び日中漁業協定の見直
し等を強く求めてまいります。

員によって構成される合議制の行政委員会でありま
比嘉京子さん。

す。警察行政の民主的運営と政治的中立性の確保を目

〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉

京子さん

公安委員会は、法律の規定に基づきまして、知事が
議会の同意を得て任命して、沖縄の場合には３名の委

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

公安委員会の役

的として設置されているわけであります。法的な根拠

再質問を行います。

は警察法の第38条等に記載がございますが、公安委

公安委員会と県警のほうにお伺いいたします。

員会は、警察、県警を指揮するとか指導監督するとい

高江ヘリパッド建設問題は、建設を強行する国、そ

うものではございません。いわゆる警察法に基づいて

れと生活環境が脅かされる地元住民とオスプレイの撤

管理するという立場にあります。じゃ、管理とはどう

去を求める県民の抗議行動、つまり国と住民の間での

いうことかといいますと、個々の事務執行の細部につ

対立する政治問題であり人権問題です。それゆえにこ

いて指揮監督を行うのではなくて、公安委員会が示し

の問題は、警察の介入や機動隊の介入ではなく、国、

た大綱方針に基づいて、警察本部長を通して警察運営

県、地域住民による政治的な協議が必要であり、それ

を行わせるとともに、その事前事後の監督、管理を行

が最も妥当な方法であります。にもかかわらず、県公

うというふうになっております。

安委員会は県民の納得の得られない機動隊導入を要請

そういう意味で先ほどから申し上げておりますが、

し、政治問題、人権問題を一層こじらせ、激化させて

民主的運営と政治的中立性の確保ということで、私は

います。

そういう意味で、政治的意味も含めて民主的運営に向

質問いたしますが、公安委員会の役割、これを根拠
法に基づいてお答えいただきたい。

けて、日ごろから公安委員会の運営についてはしっか
りと管理しているつもりでございます。

２番目に、これは公安委員会にお願いします。

以上、御回答申し上げました。

沖縄防衛局からの要請内容を詳しく説明していただ
き、そしてその要請が県民の納得の得られる内容にな
るのかということについてお答えをいただきたい。

警察本部長。

○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

池田克史君登壇〕

○警察本部長（池田克史君）

幾つか御質問がござい

次に、公安委員会と県警に質問いたします。

まして、整理をしながらお答えしたいと思うんです

まず１点目、県警本部長は、高江の現場の厳しい対

が、もし答弁漏れがあれば申しわけありません、済み

立構造を何度視察されましたか。

ません。

２番目に、警察法２条２項が定める警察活動の不偏

公安委員会の役割につきましては、今、金城委員長

不党に反するとはどういう事態をいうんでしょうか。

からあったところでございます。それは公安委員会の
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管理に服する沖縄県警察としても当然同様のものでご

いるか、映像、画像、文書または無線などによって報

ざいます。同様の認識を持っているところでございま

告を受けているところでございます。
あと不偏不党についての御質問がございました。

す。
次に、議員から、沖縄防衛局長からの要請について

これは多分、警察法の第２条、第３条で不偏不党と

の御質問があったことと思いますけれども、これは先

いう言葉を使ってございます。警察法第２条であれ

ほど委員長からの答弁があったとおり、公安委員会へ

ば、「警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限ら

要請があったものではございませんで、沖縄防衛局長

れるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、

から沖縄県警察本部長に７月11日付で要請があった

不偏不党且つ公平中正を旨とし」、あと３条としては

ものでございますので、私がお答えをさせていただき

服務の宣誓ですが、同じように「不偏不党且つ公平中

たいと思います。

正にその職務を遂行する旨」というふうに宣言をする

細かい内容は、その時候の挨拶などもありますので

こととなっております。不偏不党については、物の本

あれですけれども、基本的にはさっき委員長から答弁

といいますか、解説本などによりますと、一つの政党

があったとおり、行政機関同士の協力要請のようなも

その他の勢力の意思に従ったり、それらを有利にしよ

のの文書であります。それで、ヘリコプターの着陸帯

うとして偏ったものとならないことを意味するとござ

の移設事業の工事を行うけれども、反対する方々が集

います。一つの政党であったり、その他の何らかの勢

結し、抗議活動を繰り返している状況であり、今後の

力の意思に従ったり、それらを有利にしようとすると

工事の進行に障害が出ることも予想されるし、工事関

いうことが不偏不党に反するということだと思いま

係車両が通行する道路上においても、その通行が阻害

す。

されるおそれもありますと。自主的に防衛局としては

議員の、どのようなことがあれば不偏不党とならな

警備を行い、安全かつ円滑に工事を進めてまいりたい

いんだという質問だったと思いますけれども、まさに

と考えておりますが、不測の事態の発生も懸念されま

そのことでございます。繰り返しになりますけれど

すので、その際の警備について配慮をお願いいたしま

も、警察は警察法を踏まえまして、まさに公正中正、

すということでございまして、まさに私たちが先ほど

不偏不党に職務を遂行していると自覚をしているとこ

述べましたとおり、平穏な抗議であれば、警察として

ろでありまして、何度も繰り返しになって申しわけご

関知するものでは全くないんですけれども、場合に

ざいませんが、抗議活動がまさに合法的に平穏に行わ

よって、違法かつ危険な妨害行為なり抗議活動が行わ

れているなら全く警察は関知するものではございませ

れていることから、警察が警備を行っているものであ

んが、そこに違法・不当な行為、危険な行為があれ

りますが、沖縄防衛局長からの要請については以上で

ば、その範囲において、警察が何らかの措置をとらせ

ございます。

ていただくということがあり得るということでござい

次に、議員から、私が何度高江の現場を視察したか

ます。
最後だと思いますけれども、記者が取材を規制され

という質問がございました。
実際に行ったのは、一々全部記録をしているわけで

たことについてでございます。これは先ほどお答えし

はございませんが、３度ほどだったと思いますが、そ

たと思いますけれども、繰り返しで恐縮ですがお答え

の都度、さまざまな写真やら映像やら具体的な報告を

させていただきます。

受けております。それで議員がおっしゃるように、高

８月20日のことだと思いますけれども、抗議への

江の厳しい現場とおっしゃってまさにそうなんですけ

参加者がおよそ50名ほど高江橋のところにおられま

れども、それは機動隊にとっても非常に厳しい現場で

した。それで車三、四台を放置し、その間に座り込ん

ございまして、さまざまな抗議活動が行われている中

で県道70号線を封鎖していたところ、再三の警告を

で、その場の安全を確保するために機動隊員もさまざ

行った上で抗議参加者を移動してもらったわけですけ

まな活動を行っていると。抗議活動をやっている方は

れども、その中に、結果として記者さんが入っていた

抗議活動のお考えでやっていらっしゃると思います

ということであります。それで警察とすれば、その時

し、表現の自由は最大限尊重しなければならないと

点ではわからなかった。なぜならといいますと、腕章

思っておりますが、そこのところは、違法かつ不当な

をつけておらず、御自身も記者だというふうには名乗

行為があれば警察として対応していると。あと、繰り

らなかったことからわからなかったと。あと報道によ

返しになりますが、実際に行ったことは数度でござい

りますと――これは報道ですけれども、その場にいた

ますが、日々、ほぼ毎日、どのような状況が行われて

周りの方がこの人は何々新聞の記者だぞということを
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おっしゃったことから、警察官はそうなんだと思って

が結審を迎えました。この今回の裁判の特徴は、夜間

その場は一度規制を解除しておりますが、それに付言

騒音による健康被害の多くが睡眠障害によって生じて

いたしますと、そこからリリースされたその記者さん

いると科学的に立証し、飛行差しとめにつなげたいと

は、腕章を腕に装着することなく、再度混乱した現場

いうような考えからであります。県の見解を伺うもの

にもう１回入っていって、もう１回とめられてしまっ

であります。

たという状況がありまして、これも繰り返しになりま

(4)番は高江の問題です。

すが、警察としましては、記者さんの取材を制限する

東村高江の米軍ヘリパッド建設工事に係る作業で自

ようなつもりは毛頭ございませんので、ぜひ記者の腕

衛隊ヘリを導入し進めるという、政府のなりふり構わ

章を、識別できるように腕への装着を徹底していただ

ぬ強行姿勢はあきれるばかりであります。県の見解を

ければと思うところでございます。

伺います。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

(5)番、いよいよ開催までカウントダウンの世界の
ウチナーンチュ大会に向けて参加規模等、準備体制の

20分間休憩いたします。

午後３時37分休憩

取り組み状況について伺うものであります。
せんだって、ペルーやブラジルで行われたこの記念

午後３時59分再開
再開いたします。

式典のために私も参加をさせていただきましたけれど

休憩前に引き続き代表質問を行います。

も、今回行われる第６回のウチナーンチュ大会、ペ

仲宗根

ルーやブラジルでも関心の高さを実感してまいりまし

○議長（新里米吉君）
悟君。

〔仲宗根
○仲宗根

悟君

悟君登壇〕

た。先ごろ行われました大会40日前のこの祭りのほ

社民・社大・結連合を２番目に控え

うでも開催の盛り上がりを見せております。いよいよ
カウントダウンの大会に向けて準備体制、どういう取

ました仲宗根悟です。
代表質問を行いたいと思います。

り組みがなされているかお伺いをしたいというふうに

まず、知事の政治姿勢に関してお聞きしたいと思い

思います。
２番目は、行財政運営に関してお聞きをしたいと思

ます。
(1)、内閣府は、2017年度沖縄関係予算の概算要求

います。

額を2016年度比較で約140億円減の総額3210億円を

本県の財政状況は県税収入がふえつつも自主財源は

求める方針とされております。減額分は沖縄振興一括

乏しい環境状況にあるということでありまして、依然

交付金の削減が影響しているように思えますが、その

として依存財源に頼る構造であるということです。行

内容について伺いたいと思います。

政改革プランに基づく歳入確保、そして歳出見直しを

(2)、嘉手納基地、普天間基地の騒音被害の実態は
県の騒音測定調査でも増加していることが明らかにな

図り適正な行財政運営に努めるとしておりますが、そ
の取り組みについて伺いたいと思います。
そして、またさらに今後の財政見通しについてはど

りました。その背景には外来機の飛来が大きく影響し
ている。この常態化している基地の運用は看過できる

うなのか伺いたいと思います。
３番目は、鉄軌道の取り組みに関してお聞きをいた

ものではない、県の見解を伺うものであります。
今回の嘉手納基地から飛び立ち墜落事故を起こした

します。

ハリアー機も訓練のための外来機であります。常駐機

ルート案がいよいよ示された中で関係市町村なども

の訓練移転をしてもそれを上回る外来機の飛来が相次

これから要請が活発にされると思うんですが、どのよ

ぎ、訓練を重ね、騒音被害が一向に減らないというこ

うな形で取り組みがされているのでしょうか。

とが浮き彫りになっております。こうした基地の運用

私たち県議会も去る選挙において、それぞれが鉄軌

を何とかしてほしいということで騒音も墜落の恐怖も

道のルートについてぜひ頑張っていきたいという、そ

抱きながら生活を余儀なくされている周辺住民の切実

れぞれの地域の皆さん、そういった形で有権者のほう

なる訴えがあります。そのところをよろしくお願いを

にもお約束をいたしましたので、非常に興味といいま

いたします。

しょうか、示されていると思いますので、どのような

(3)番、「地獄見た「戦世」から71年。嘉手納基地

形でなされているかお聞きをしたいと思います。
４番目です。土木建築行政に関してお聞きをしま

は生活を奪い、住民の命を危険にさらしている」。基
地の騒音被害に苦しみ続けた沖縄の歴史を語り、最終

す。

意見陳述が述べられ、第三次嘉手納基地爆音差止訴訟
− 57 −

この鉄軌道の導入計画と同時に沿線や駅周辺の整備

を一緒に進めることが肝要であろうというようなこと

伺いをしたいと思います。

でありますが、その計画についてはどのようになって

(2)、そして「周辺住民の生活環境や健康に大きな

いるのか、進められているのかどうか計画性について

影響を及ぼしている」と環境部のほうは環境白書でも

を伺いたいと思います。

述べておりますが、どのような影響を及ぼしているの

(2)番目が沖縄フラワークリエイション事業につい

か伺いたいというふうに思います。

てでありますが、こちらのほうは沖縄らしい風景、花

最後に、農林水産業の振興に関してお聞きをいたし

木等の設置を進めるとするが、これは一方で街路地の

ますが、(1)番は、農業基盤整備事業について、事業

雑草対策の課題も大きいということであります。事業

実績と今後の方向性はどうかお聞きをします。
(2)番目が、耕作放棄地の対策についての取り組み

との整合性、事業の内容についてお伺いをさせてくだ

を伺います。せっかく基盤整備を行いながら耕作放棄

さい。
(3)番目が電柱地中化の問題です。

地となっているケースもあるというふうに聞きます。

台風の襲来による電柱の倒壊、狭い生活道路に飛び

このような耕作放棄地の対策、利用促進の施策につい

出す電柱は県民生活にとって弊害であります。観光立

て伺いたいというふうに思います。

県を標榜する本県の景観形成にも電柱の地中化は早急

(3)番は、県産牛乳生産量が落ち込んでいるとして

に解決すべき課題であります。今後の計画と見通しを

おります。その背景には、乳牛の飼養頭数の減少に加

伺いたいと思います。

え、飼料価格の高騰、そして和牛子牛の繁殖に切りか

(4)番目は、那覇市内の観光バスの乗降場、待機

える動きも一因とされているということであります。

場、この整備が喫緊の課題ではないか、見解を伺いた

本県酪農は県内学校給食へ生乳100％を供給している

いと思います。

として健康増進に大きく貢献をしております。この危

(5)番目が県営住宅の入居の問題でありますが、優

機的状況にある酪農の安定供給支援の拡充が求められ

遇世帯を設けて進めております。母子・父子そして障

ているというふうに思いますが、その施策について伺

害者、老人、生活保護を受けている方々、優先的に入

いたいと思います。

居を進めてきておりますけれども、また生活に困窮す

(4)番目は、失礼いたしました、国定公園と記載さ

る子育て世帯というのがまた浮上してまいりました。

れておりますけれども、やんばる国立公園に訂正をお

この県営住宅の入居のさらなる優先的な配慮が求めら

願いします。
やんばる国立公園指定に伴い増加が予想される見学

れているというふうに思いますが、その対応策につい

者、観光客の林道利用に関してでありますが、この利

て伺いたいと思います。
(6)番目は、河川の関係で、災害防止、流水の正常

用者の安全確保が求められてこようかと思います。一

な機能保持と親しみの持てる水辺環境の整備として河

方で同時に自然環境保全施策も進めなければならない

川整備の取り組みを進めておりますが、整備地域では

というふうに思いますが、対応策について伺います。

快適な空間そして交流拠点としての活用としても図ら

この林道利用に関して、私自身も林道調査で林道を

れているというような非常に高い評価を受けている整

使ったことがありますけれども、非常に迷路の状態で

備事業であります。今後の整備計画について伺いたい

迷いはせぬか、それと非常に急峻なのり面があったよ

と思います。

うに覚えております。もう既に雑草で見通しが悪い箇

大きい５番、６番については環境問題として捉えて

所があるんだろうなというふうに思いますけれども、
その安全面やそしてまた人が入ることによる自然環境

いただきたいなというふうに思います。
５、循環型社会の構築に向けた取り組みに関してお

への負荷、そういう部分をどう保全するかという課題
もまたあろうかというふうに思いますので、その辺の

聞きをします。
(1)、本県の目指す循環型社会の構築に向け県の果

施策方をお聞かせください。
(5)、最後に県内漁港における放置艇の現状と処理

たす役割とそして市町村との連携、県民意識の啓発等

計画について伺いたいと思います。

取り組み状況について伺いたいと思います。
６番目、米軍基地の航空機騒音被害に関してです。

以上であります。

(1)、県環境部は米軍嘉手納基地及び普天間基地に

○議長（新里米吉君）
〔知事

おける騒音被害の実態把握を、環境基本法に基づいて

翁長雄志君登壇〕

航空機騒音の常時監視測定を実施しているとしていま

○知事（翁長雄志君）

す。どのような結果が得られているのか、この辺もお

えをいたします。
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翁長知事。
仲宗根悟議員の御質問にお答

知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、平

させていただきます。

成29年度沖縄振興予算の概算要求についてお答えを

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

知事公室長。

いたします。
内閣府の平成29年度概算要求においては、総額

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

3210億円の沖縄振興予算が計上されました。今年度

いての御質問の中の、嘉手納飛行場、普天間飛行場の

の当初予算額を下回る水準ではありますが、厳しい財

騒音被害と外来機の飛来についてお答えいたします。

政状況の中3000億円台が確保されたところでありま

平成27年度の航空機騒音測定結果によりますと、

す。その内容につきましては、那覇空港滑走路増設事

嘉手納飛行場周辺では21測定局中８局で、普天間飛

業、沖縄科学技術大学院大学の規模拡充、拠点返還地

行場周辺では15測定局中１局で環境基準値を超過し

跡地利用推進交付金、沖縄子供の貧困緊急対策経費等

ており、これらの９局では継続して環境基準値を超過

について、所要の額が計上されたところであります。

している状況にあります。嘉手納飛行場をめぐって

また、県土の均衡ある発展を図るための北部振興事業

は、米軍再編に伴う一部訓練移転が実施されています

や鉄軌道に係る調査費が計上されるなど、基本的には

が、外来機のたび重なる飛来に加え、米国州空軍Ｆ

本県の振興に配慮がなされたものと考えております。

16戦闘機の昨年１月、６月及び10月の配備に続き、

一括交付金の減額については残念でありますが、改

Ｆ22戦闘機がことし１月にも配備されております。

めて執行率の課題が指摘されたことを受けとめ、引き

また、去る９月22日、沖縄の東方約100マイルの海

続き改善に努めることとしております。

上に墜落したＡＶ８Ｂハリアー戦闘攻撃機も外来機で

平成29年度の沖縄振興予算につきましては、去る

あり、このような状況は、負担軽減と逆行する状況で

８月10日に菅官房長官、鶴保内閣府沖縄担当大臣、

あると言わざるを得ません。普天間飛行場について

自民党高村副総裁並びに二階幹事長に対して要請を行

は、宜野湾市によると、対潜哨戒機のタッチ・アン

い、所要額の確保を働きかけてきたところでありま

ド・ゴー訓練などが確認されているとのことでありま

す。また、９月14日には、二階幹事長に概算要求額

す。

の満額確保を要請したところです。引き続き、内閣府

外来機、常駐機にかかわらず、米軍の訓練等によ

沖縄担当部局を初め関係機関との連携を一層密にする

り、県民に被害や不安を与えることがあってはなら

とともに、県選出国会議員並びに県議会議員初め関係

ず、あらゆる策を講じ、騒音を初めとした周辺住民の

各位の協力を得ながら、概算要求の満額が措置される

負担軽減が図られるよう、県は、米軍及び日米両政府

よう取り組んでまいります。

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

次に、第６回世界のウチナーンチュ大会の準備体制

あってはならず、今後ともあらゆる機会を通じ、航空

についてお答えをいたします。
第６回世界のウチナーンチュ大会の開催に向けて
は、官民で構成する実行委員会を昨年６月に設立し、

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。
続きまして、第三次嘉手納爆音差止訴訟への県の見

大会のコンセプトや事業計画などを決定し、準備を進
めてまいりました。ことし２月には、安慶田副知事を

解についてお答えいたします。

団長とする南米キャラバン、５月には、私を団長とす

県としましては、現在本件が係争中であることか

る北米キャラバンを実施し、海外の県系人に大会への

ら、コメントを差し控えさせていただきたいと思いま

参加を呼びかけてまいりました。また、昨年10月に

す。

は、全国沖縄県人会交流会で、国内の県人会にも参加

嘉手納飛行場の航空機騒音については、常駐機に加

を呼びかけてまいりました。９月20日時点で、海外

え、外来機のたび重なる飛来等により、依然として目

からの参加申込者数は、過去最高の6600名余り、県

に見える形での負担軽減が図られておらず、地域住民

外からは約600名となっております。

の生活にさまざまな影響を与えております。

県においては、国内外のウチナーンチュを温かくお

県としては、今回の訴訟を大きな関心を持って見

迎えし、大会に参加してよかったと実感していただけ

守っていくとともに、引き続き日米両政府に対し、嘉

るよう、８月にボランティアの協力も得ながら大会実

手納飛行場の騒音軽減を粘り強く働きかけていきたい

施本部を設置しており、万全の体制で臨んでいくこと

と考えております。
続きまして、北部訓練場ヘリ着陸帯移設工事につい

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

てお答えいたします。
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北部訓練場の過半の返還条件とされているヘリコプ

県では、沖縄21世紀ビジョンで示された沖縄の将

ター着陸帯移設については、工事に際し、事前に十分

来の姿の実現や陸上交通の現状の課題解決の観点か

な説明もなされないまま、自衛隊のヘリコプターによ

ら、県土の均衡ある発展、交通渋滞の緩和、移動利便

る資機材の運搬が強行される等、地域住民の日常生活

性の向上等を図ることを目的に、構想段階としての鉄

に影響を及ぼしております。県は、去る９月21日、

軌道の計画案づくりを進めております。ルート案の選

北部訓練場ヘリ着陸帯移設工事に係るさまざまな課題

定に当たっては、社会面、経済面、環境面等さまざま

について沖縄防衛局と意見交換を行いました。

な観点から客観的、総合的に検討を行っていく必要が

県としては、十分な説明もないまま強行に工事を推

あるため、事業の目的に照らし設定した評価項目に基

し進めようとする姿勢は、信頼関係を大きく損ねるも

づき客観的評価を行い、よりよい案を選定していくこ

のであり、到底容認できない旨伝えるとともに、工事

ととしております。
次に、土木建築行政についての御質問の中の、鉄軌

用道路の建設については、県担当職員による現地調査
を終了するまでは建設を中止すること、地域住民の日

道の駅周辺等の整備についてお答えいたします。
交通結節点の整備や商業・業務施設の立地促進など

常生活に最大限配慮することなどを要請しておりま

駅周辺等のまちづくりは、利用者の利便性向上や需要

す。

確保等の観点から、重要であると考えております。こ

以上でございます。
〔総務部長
○総務部長（金城

のため、駅周辺のまちづくり等について他地域の事例

総務部長。

○議長（新里米吉君）
金城

を整理し、まちづくりの主体である市町村と情報共有

武君登壇〕

武君）

行財政運営についての御

を図っていくこととしております。
なお、各地域における具体的な駅周辺のまちづくり

質問の中で、行財政改革プランに基づく取り組みにつ

については、構想段階の次の計画段階以降において、

いてお答えをいたします。
本県における自主・自立的な行財政運営を推進する
観点から、自主財源の確保は重要な課題と考えており

具体的な駅位置等とあわせて検討されることになりま
す。
以上でございます。

ます。

土木建築部長。

このため、県としては、県税の徴収強化や使用料及

○議長（新里米吉君）

び手数料の見直し、未利用財産の売却促進に努めると

〔土木建築部長

ともに、公の施設への命名権の導入など新たな自主財

○土木建築部長（宮城

源の確保に向けた取り組みを進めているところであり

ての御質問の中の、沖縄フラワークリエイション事業

ます。また、県、市町村及び民間との役割分担を踏ま

の内容等についての御質問にお答えいたします。

宮城
理君）

理君登壇〕
土木建築行政につい

えた県単補助金の廃止・縮小等、歳出の見直しについ

沖縄フラワークリエイション事業は、観光地らしい

ても不断の取り組みを行い、第７次行財政改革プラン

花と緑のある良好な道路景観を創出することを目的

の着実な推進に努めてまいります。

として、平成24年度から沖縄振興特別推進交付金を

次に、今後の財政見通しについてお答えをいたしま

活用して実施してきた事業であります。平成28年度
は、４億9000万円を計上しており、主要観光地への

す。
今後の財政見通しにつきましては、県税収入は伸び

アクセス道路等の41路線を対象に、歩道や交通島へ

ているものの、税源の規模が小さいことから大幅な歳

のコンテナ設置による緑化や花の直植えなどを実施し

入の増加が見込めない一方で、社会保障関係費などの

て、道路の美化に努めているところであります。県管

義務的経費や補助費等は増となることから歳出は増加

理道路の雑草対策としては、平成28年度は県単独費

傾向にあります。このため、第７次行財政改革プラン

で約６億円を計上して、年２回から４回程度の除草を

に基づく歳入確保、歳出見直しの取り組みを着実に進

行うこととしております。また、除草回数の増とあわ

めていくこととしております。

せて、平成26年度からは沿道景観の向上に係る技術
研究開発検討委員会において、防草技術や効率化につ

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔企画部長

いて検討し、実用化に向けて取り組んでいるところで

企画部長。

あります。

下地明和君登壇〕
鉄軌道の取り組みについ

今後とも、計画的かつ適切に維持管理し、観光立県

ての御質問の中の、市町村からの要請に対する取り組

にふさわしい良好な道路景観の創出・向上に努めてま

みについてお答えいたします。

いります。

○企画部長（下地明和君）
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次に、電線類地中化の今後の計画と見通しについて

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場を設置し、

の御質問にお答えいたします。
県管理道路における電線類地中化は、沖縄21世紀

バスを誘導する実証実験を行うこととなっており、当

ビジョン基本計画において、平成33年度までの整備

該実証実験については、県も待機場の提供を行うな

延長目標を125キロメートルに設定しており、平成

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

27年度までに約66キロメートルの整備が完了してお

局、各交通機関と連携して、これらの課題解決に向け

ります。
災害に強いまちづくり及び良好な景観形成に向け

て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。

て、引き続き電線管理者と早期合意を図り、電線類地
中化を推進していきたいと考えております。

○議長（新里米吉君）
〔環境部長

次に、子育て世帯の県営住宅優先入居についての御
質問にお答えいたします。

環境部長。

大浜浩志君登壇〕

○環境部長（大浜浩志君）

県営住宅の入居者募集に際しては、これまで母子・

それでは、循環型社会構

築に向けた取り組みについてお答えします。
県では、自然環境の保全と経済発展の両立を図るた

父子、障害者、老人等の世帯を優遇世帯として、通常

め、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる

より優先的に入居できるよう配慮してきました。
平成28年度の県営住宅入居募集においては、生活

限り低減される循環型社会の構築に向けて、さまざま

に困窮する子育て世帯を支援する目的で、18歳未満

な施策に取り組んでおります。具体的には、廃棄物の

の子がいる母子・父子、多子世帯等を子育て世帯とし

発生・排出抑制、再生利用、適正処理を推進するた

て、従来の優遇世帯と分けた上で、さらに優先的に入

め、市町村が整備するごみ処理施設やごみ減量化に関

居できるよう措置したところであります。

する技術的助言、民間事業者に対するリサイクル設備

次に、今後の河川の整備計画についての御質問にお

導入費用の助成などを実施しております。また、県民
への啓発活動として、市町村と連携した環境フェアの

答えいたします。
河川事業は、浸水被害の軽減はもとより、地域の暮
らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有

開催、不法投棄パトロールの実施、海岸漂着ごみの回
収、処理などを行っております。

している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川

今後とも、県民、市町村、県内事業者等と連携し

景観を保全・創出する多自然川づくりを基本に、整備

て、循環型社会の構築に向けた施策に取り組んでまい

を進めております。現在は、安里川、比謝川等浸水被

ります。

害の大きな河川を重点的に27河川で改修事業を進め

続きまして、米軍基地の航空機騒音被害についての

ており、早期の浸水被害軽減に向け取り組んでいると

質問の中の、航空機騒音の常時監視測定結果とその影

ころであります。

響についてお答えします。６の(1)と(2)は関連します

今後とも、県民の安全・安心の確保を初め、水と緑
豊かな美しい空間を形成し、地域住民に広く親しまれ

ので、恐縮ではございますが一括して答弁させていた
だきます。
平成27年度の嘉手納及び普天間飛行場周辺におけ

利用される川づくりを推進していく考えであります。

る航空機騒音測定結果によりますと、嘉手納飛行場周

以上でございます。

辺の21測定局のうち８局で、普天間飛行場周辺の15

文化観光スポーツ部長。

○議長（新里米吉君）

〔文化観光スポーツ部長

測定局のうち１局で環境基準値を超過しており、これ

前田光幸君登壇〕

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

土木建築行

政についての御質問の中の、観光バスの乗降場等につ

らの９局では、常時測定開始以降、継続して環境基準
値を超過している状況にあります。
航空機騒音による健康への影響については、平成７

いてお答えいたします。
観光バスについては、国際通り周辺に乗降場や待機

年度から４年間にわたって県が実施した嘉手納飛行場

場が十分に整備されていないことから、パレット久茂

周辺における調査で、航空機騒音が原因であると濃厚

地交差点付近などで、時間帯により、バス乗降場付近

に疑われる聴力損失者12例が確認されたほか、呼吸

に滞留し、交通渋滞が発生していることなどが課題と

器、情緒不安定、消化器などの項目と航空機騒音との

なっております。そのため、県が関係機関等に呼びか

間に高度な有意性が認められております。

けて協議した結果、沖縄県バス協会や旅行会社が連携

これらのことから、嘉手納飛行場及び普天間飛行場

し、分散乗車や停車時間の短縮を図る取り組みが行わ

周辺では、依然として住民の生活環境及び健康に大き
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な影響を及ぼしている状況にあると認識しておりま

します。
県内の乳用牛の飼養頭数は、平成27年度12月末で

す。
続きまして、農林水産業の振興についての質問の中

4375頭となっており、前年に比べ444頭減少してお

の、やんばる国立公園における利用者増加に伴う自然

ります。それに伴い生乳生産量も減少傾向にありま

環境保全施策についてお答えします。

す。

やんばる国立公園の指定は、知名度や観光地として

県では、生乳の安定供給を図るため、１、家畜導入

のブランド力が高まり、多くの皆様に自然豊かなヤン

事業資金供給事業による乳用牛導入及び自家育成牛へ

バルの森に訪れてもらう機会が増加し、地域の振興に

の補助、２、県家畜改良センターからの優良乳用雌牛

つながるものと期待しております。

の供給、３、自給型畜産経営飼料生産基盤事業による

その一方で、利用者の増加に伴うオーバーユースも

生産性の高い飼料作物の普及、４、畜産クラスター事

予想されることから、県としましては、世界自然遺産

業による機械導入など、酪農家の生産基盤強化を推進

登録も見据え、利用と保全のバランスを図るための行

しているところであります。
県としましては、今後とも県内酪農家の経営安定対

動計画を策定するなど、国や地元３村と連携しながら

策と生産基盤の強化を図ってまいります。

対策に取り組んでまいります。

次に、林道利用者の安全確保についてお答えいたし

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔農林水産部長

ます。

農林水産部長。

県では、林道の安全確保のため、１、道路の除草や

島尻勝広君登壇〕
農林水産業の振興に

側溝等の清掃、２、のり面や路面浸食箇所等の補修、

ついての御質問の中の、農業基盤整備事業の実績と今

３、道路賠償責任保険への加入などの維持管理に努め

後の方向性についてお答えいたします。

ているところです。やんばる国立公園指定に伴い、観

○農林水産部長（島尻勝広君）

本県の農業基盤整備事業については、圃場の整備と

光客等の林道走行にふなれな一般利用者の増加が見込

農業用水源の整備を先行し、条件の整ったところか

まれることから、これまでの維持管理に加え、通行

ら、順次、かんがい施設の整備を実施しているところ

ルールの周知を図る看板や距離標の設置等、適切に対

であります。平成27年度までの事業実績は、圃場整

応してまいりたいと考えております。
次に、県内漁港における放置艇についてお答えいた

備が２万26ヘクタール、整備率が60.3％、農業用水
源の整備が２万3073ヘクタール、整備率が58.9％、

します。
沖縄県内漁港における放置艇は、漁業就労環境の悪

かんがい施設の整備が１万8466ヘクタール、整備率

化、景観の阻害、台風時の災害被害など、大きな課題

が47.1％となっております。
県としましては、引き続き、国、市町村等の関係機

となっております。そのため、本年度、県内87全て

関と連携し、沖縄21世紀ビジョンの実現に向けて、

の漁港において、放置艇実態調査を行いました。調査

農業基盤整備事業を推進してまいります。

の結果、県管理28漁港で317隻、市町村管理59漁港

続きまして、耕作放棄地の対策についてお答えいた

で360隻、計677隻の放置艇が確認されました。
県では、平成27年７月に策定した沖縄県県管理漁

します。
県におきましては、耕作放棄地の対策として、平成

港放置艇５カ年計画に基づき、所有者が不明及び死亡

21年度から沖縄県耕作放棄地対策協議会を設立し、

した放置艇146隻を処理することとしております。ま

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、28の

た、各圏域ごとに放置艇処理方針協議会を開催して処

市町村が設立した地域協議会と連携して、耕作放棄地

理方針を決定し、着実に放置艇対策を進めることとし

の再生に取り組んでいるところであります。これまで

ております。平成27年度は、関係機関協力のもと、

に305ヘクタールの再生を行っており、沖縄21世紀

リサイクル処理等で22隻、警告書等による自主撤去

ビジョン実施計画に掲げる平成28年度の中間目標値

18隻、計40隻の放置艇を処理しております。また、

350ヘクタールは、ほぼ達成できる見通しになってお

処理と並行して、これ以上ふやさない対策も重要であ

ります。

ることから、法的規制が可能な放置禁止区域の設定を

今後とも、耕作放棄地の再生に向けて、農地中間管

計画的に進めているところであります。
今後とも関係機関と連携し、市町村管理漁港も含め

理機構や関係機関と連携し、担い手への農地集積に取

た全県的な取り組みを行ってまいります。

り組んでまいります。
次に、酪農の安定供給支援施策についてお答えいた

−62−

以上でございます。

○議長（新里米吉君）

ただきたいというふうに思い、これは要望でございま

休憩いたします。

す。

午後４時40分休憩

よろしくお願いします。

午後４時41分再開
○議長（新里米吉君）
仲宗根

再開いたします。

〔知事公室長

悟君。

〔仲宗根

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

悟君登壇〕

謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

お答えいたします。

米軍基地飛行場のこの騒音の問題

やはりこの外来機の飛来が、我々先ほども答弁いた

は、周辺住民にとって極めて深刻な問題であります。

しましたけれども、Ｆ16そしてＦ22の飛来が昨年そ

嘉手納基地爆音差止訴訟については２万2000名の周

してまたことしも大分増加しているということは、

辺住民が訴えを起こした。これ数についても非常に異

数字的にも顕著でございます。ことしも１月からＦ

常な事態が繰り広げられているからこそこういった形

22が14機、Ｆ16も12機飛来している。そういった中

で訴訟が起こっていることにつながっているんだとい

で、やはりこの地域住民の航空機騒音等があって、ま

うふうに思います。この嘉手納基地では、周辺自治体

た爆音訴訟等にもつながっているだろうというふうに

やあるいは住民のたび重なる夜間の飛行禁止の騒音防

考えています。

○仲宗根

悟君

止協定遵守を要請してきているにもかかわらず、24

先ほども答弁いたしましたけれども、やはりこの外

時間運用がされ、事実上自由使用されている状態で

来機、常駐機にかかわらず米軍の訓練等によりまして

あります。約100機の常駐機に加えて頻繁に飛来する

県民の被害や不安があることがあってはいけませんの

この外来機、騒音被害を増幅させているということで

で、県としましても、あらゆる機会を通じまして航空

あります。防衛局自身が行った調査でも昼間のその回

機騒音を初めとした負担軽減を日米両政府に対して粘

数、前年度の1021回を上回る４万3467回というのが

り強く求めてまいりたいというふうに考えておりま

15年度で数えられました。そのうち30.3％が外来機

す。

だというようなことであります。県の測定結果にも調

以上でございます。

査にも、この夜間の調査ですが、夜間10時から翌朝

○議長（新里米吉君）

〔当山勝利君登壇〕

６時までの調査によりますと、月平均で175.6回を数
えているんですと。そして前年度の117回に比べます

当山勝利君。

○当山

勝利君

こんにちは。

と、やはり急増しているというのが浮き彫りになって

社民・社大・結連合の当山勝利です。

いるということです。安倍首相の言うこの基地の負担

本日最後の代表質問をさせていただきます。

軽減を図る、努めるというようなことを言っておりま

知事の政治姿勢について伺います。

すが、それどころか負担増になっていると、この数字

(1)番は、参議院議員選挙直後ではなく、参議院選
挙後の内閣改造直後に訂正いたします。

からもあらわれているというふうに思っています。
嘉手納基地のこの騒音や事故の軽減をするには、や

官房長官は、８月４日の記者会見において、基地負

はりＦ22そしてＦ16の暫定配備やあるいは計画され

担軽減などの基地問題と沖縄振興の推進に関してリン

ておりますＦ35配備計画ぜひとも中止をしてもらい

クすると明言し、また、沖縄北方担当大臣も同様の発

たいと、そして外来機の飛行制限をするなど、政府は

言がありました。そのことに対する所見と、基地と振

真摯に米国に嘉手納基地の運用見直しを強く求めるべ

興のリンク論に対する認識を伺います。
防衛省は、昨年11月27日、交付のための特別な法

きだというふうに思いますが、県のもう一度認識をお

律は制定せず、名護市を介さずに久辺３区へ交付する

願いをしたいと思います。
最後に、この土木行政のフラワークリエイション事

再編関連特別地域支援事業補助金の創出を決定しまし

業ですが、これから行動に努めるということでありま

た。この制度は、自治体とは関係なく、直接地域に交

すけれども、かつて海洋博の道路整備で沖縄らしいヤ

付される補助金であり、異例の制度となっています。

シの木が植えられて、沖縄らしい景観が道路いっぱい

この制度に対して、地方自治をないがしろにしてい

に繰り広げられましたが、分離帯も国の管轄ではあり

る、市と地域住民の分断工作であるなどの批判が上

ますが、国道からしますと中央分離帯やその歩道上に

がっています。

雑草が生い茂り景観どころか損ねている状況が今の状

そこで、再編関連特別地域支援事業補助金について

況だということでありますけれども、県の事業はその

の概要と当該補助金のあり方について認識を伺いま

行動にぜひ努めていただき、国にもぜひ進言をしてい

す。
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７月10日の参議院選挙において、改憲勢力が参議
院全議席の３分の２を超え、安倍首相はその日の夜に

に必要な受け入れ環境について、どのように整備され
ていくのか伺います。

憲法改正に関して議論が加速することに期待をする発

平成27年度の入域観光客数は794万人、観光収入

言をしました。さらに、内閣改造後の記者会見におい

は6000億円を超えました。ただ、観光客１人当たり

ても安倍首相は、憲法改正に対して強い決意を表明

の県内消費額は、約７万6000円の微増傾向で、また

し、憲法審査会において所属政党にかかわらず議論を

平均滞在日数においては、約3.8日前後とここ何年か

深めてほしいと語っております。そして昨日の所信表

伸び悩んでいるという課題もあります。第５次沖縄県

明でも同様な発言がありました。これらのことから、

観光振興基本計画において、平成33年度の達成目標

憲法改正に対する議論が活発化する可能性が高くなる

として観光収入１兆円、入域観光客数1000万人、観

と予想されますが、改憲に対する所見を伺います。

光客１人当たりの県内消費額10万円を挙げられてい

県内の就労環境について伺います。

ます。そこで、１人当たりの収入、つまり、県内消費

沖縄労働局は、ことし６月に沖縄県の有効求人倍率

額をふやす方策について伺います。

が1963年の統計開始以来、初めて１倍を超えたと発

観光収入を県内地元企業に反映できるようにするこ

表しました。翌７月にはさらに上昇し、1.04倍を記

とは重要な課題と思われます。県内で販売されている

録しています。県内景気の好調さが伺われますが、ま

お土産品一つとってみても以前よりは改善されている

ずそのことに対する所見を伺います。

ものの、県内より県外でつくられたお土産品の割合が

次に、求職者の約７割が正社員を希望したにもかか

高いと伺っております。観光収入１兆円を目指すと同

わらず、求人側の正規雇用の割合は、約３割とお互い

時にその収入をいかに県内企業に反映できるようにす

に大きな開きがあるのも現実です。そこで、正規雇用

るかは県経済を大きく左右する要因と思われますが、

と非正規の割合に対する所見と対応について伺いま

方策について伺います。
情報通信産業について伺います。

す。
平成28年度学校基本調査によると県内大学卒業後

アジア経済戦略構想の重点戦略の一つである、情報

の進路において、就職した方々のうち正規雇用された

通信産業における生産額が4000億円を突破し、企業

割合は全国平均が71％に対して、沖縄県は大幅に低

数や雇用も最多になったと伺っております。そこで、

い53％、また進学も就労もしていない方の割合は、

そのことに対する所見と今後の展開について伺いま

全国平均が９％に対して、沖縄県は20％と２倍以上

す。

高くなっております。そのことに対する所見と対応に

ものづくりについて伺います。

ついて伺います。

先日会派で、沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）

アジア経済戦略構想について伺います。

の主に産学連携や研究内容について視察してきまし

アジア諸国の経済成長は著しく、日本の中で東アジ

た。ＯＩＳＴでは、学問領域のはざま、つまりニッチ

アや東南アジアに近い沖縄は、その地理的優位性を生

分野の研究を推進することで、イノベーションを起こ

かし、積極的にアジア経済に打って出る、アジア経済

し、ベンチャーを含む企業と連携することで、沖縄県

戦略構想が立てられています。３つの大きな柱となる

経済の拡大に寄与することを目指していました。そこ

戦略とそれぞれに中小の施策が立てられており、県経

で、ＯＩＳＴとの産学連携は、県内企業やベンチャー

済の成長と活性化が期待されるところであります。し

企業の活性化につながると思われますが、県の対応に

かし、景気は浮き沈みがあり、そのため、経済政策は

ついて伺います。また、ＯＩＳＴでは、世界で先端的

早期に強力に進めることが必要であると思います。そ

な研究成果を商品化するために産学連携できる研究施

こで、アジア経済戦略構想の早期実現に向けた取り組

設の建設を希望しています。しかし、なかなか予算が

みについて伺います。

認められないとのことでした。
県内企業とＯＩＳＴがいわゆるスープの冷めない距

次に、観光・リゾートについて伺います。
世界水準の観光・リゾートとして、海外富裕層の

離で連携し、新しい商品を開発できる環境をつくるこ

方々にも来ていただける環境を整えることは大変重要

とは重要です。ＯＩＳＴでは、産学連携で得られた成

であると思われます。そして、リピーターになってい

果を、うるま市州崎のインキュベーション施設とも連

ただけることはさらに大切なことではないでしょう

携して、起業化することも視野に入れているとのこと

か。

でした。そうなれは、県経済にも大きく寄与すると思

そこで、アジアを中心とする海外富裕層獲得のため

われますが、県の支援について伺います。
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そこで、先生方のさらなる教師力向上に向け取り組

中城湾港新港地区工業用地内にある――これは工業
支援センターではなく工業技術センターに訂正しま

まれていることについて伺います。

す。素形材産業振興施設、沖縄健康バイオテクノロ

離島振興について伺います。

ジー研究センター、沖縄ライフサイエンス研究セン

冬は日没が早いため、那覇空港からの出発がおくれ
ると大東で日没にかかり、飛行機が飛べなくなるとの

ターも会派で視察させていただきました。
製造装置や分析機器などの充実しているインキュ

ことでした。

ベーション施設であると認識し、それと同時に課題も

南北大東空港夜間照明整備事業は、滑走路灯をラン

感じてまいりました。そこで、それぞれの施設の役割

タンから電灯に変更する事業ですが、それに伴い滑走

と成果並びに連携について、また、産学連携について

路中心線等も整備することで、空港を夜間でも使用で

伺います。

きるようになるということです。
夜間でも南北大東空港が飛行できるようにすること

農林水産業について伺います。
先日、八重山漁業協同組合で、漁民の方々と意見交

について伺います。

換させていただきました。そのとき、マグロなどを那

南大東島の北側に位置する漁港、南大東漁港（南大

覇空港から県外へ空輸する際、那覇空港のエアカーゴ

東地区）を補完するために、北大東の南側に漁港が整

とのアクセスが悪く、約18時間程度マグロが常温で

備されていますが、それでは不便であることから、南

置かれることになり、せっかくの鮮度が落ちてしまう

大東の南側にある亀池地区の船だまりを漁港として整

とのことでした。

備してほしいという地元の要請がありました。そのこ

そこで、離島などから集まる海産物などの鮮度を保

とについて伺います。

つために、那覇空港内または近郊に、冷蔵庫、冷凍

現在、南大東島には、魚を貯蔵する施設がないた

庫、製氷機などの設備が必要と思われますが認識を伺

め、魚を島外に輸送する時刻に合わせて漁をしてお

います。

り、制限があるとのことでした。貯蔵施設があれば、

けさの新聞にもありましたが、沖縄県の海上輸送の

魚がとれるタイミングで漁ができるようになるとのこ

問題点として、県外に出す貨物量が少ないのが現状で

とでありますが、南大東に農畜産物集荷貯蔵施設を新

す。そこで、大型の家畜である県内の肉牛や豚などの

設することについて伺います。

県内生産量をふやすことで、船舶での輸送量を増加さ

土木行政について伺います。

せることができると思われますが、所見を伺います。

区画整理事業についてですが、平成28年度の区画

先端医療・健康・バイオ産業について伺います。

整理事業は何事業あり、総額何億円か。また、予算配

沖縄県は、国際医療拠点の形成や医療産業における

分はどのように決められているのか伺います。
次に、次年度新規に始まる事業は幾つあり、どのよ

産業クラスター構築を目指しています。そのための戦
略となる沖縄県健康・医療産業活性化戦略が策定され

うにバランスをとられるのか伺います。

ましたが、その調査の成果と今後の取り組みについて

港川道路の整備について伺います。

伺います。

まず、沖縄電力の鉄塔移設と用地補償の進捗状況並

次に、この分野でのイノベーションを起こすことは

びに完了時期について伺います。
次に、米軍との協議が滞り、港側道路の整備がおく

ＯＩＳＴとの連携が重要と思われますが、所見を伺い

れる可能性を示唆する記事が新聞に掲載されました。

ます。

米軍との調整はどのようになっているか伺います。

教育行政について伺います。

最後に、平成29年度内の部分開通は可能か伺いま

沖縄県内の高校を卒業した人のうち、大学や短大へ
の進学率は39％と全国唯一40％を下回り、全国最下

す。
以上です。

位となっています。そのことに対する所見を伺いま
す。また、何が原因と考えられるのか、そして対応策

○議長（新里米吉君）
〔知事

についても伺います。
学校の先生方の授業力や指導力などを含めた総合的
な教師力は、子供たちの学力向上だけでなく、興味・

翁長知事。

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

えをいたします。

関心や学び方を学ぶという、子供たちにとって将来必

私のほうからは、アジア経済戦略構想についてに関

要なスキルを身につけさせるために、重要な能力であ

する御質問の中の、アジア経済戦略構想の早期実現に

ると考えます。

向けた取り組みについてお答えをいたします。
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沖縄県では、アジアの巨大なマーケットの中心に位

お答えいたします。

置する沖縄の地理的優位性を生かし、アジアの活力を

沖縄振興は、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄の

取り込むため、アジア経済戦略構想を策定いたしまし

特殊事情に鑑み、総合的かつ計画的に講じられている

た。また、３月に、具体的な個別事業やプロジェクト

ものであり、基地問題とは別と認識しております。報

等を盛り込んだ実施計画を策定し、全庁的にスピード

道等によりますと、官房長官や沖縄担当大臣の発言

感とスケール感を持って、各種施策を展開していると

は、基地返還後の跡地利用に係る個別の事業について

ころであります。加えて、８月に、アジア経済戦略構

述べられたもので、沖縄振興全体と基地のリンクにつ

想推進・検証委員会を設置したところであり、今後、

いて言及したものとは受けとめておりません。

事業の進捗状況や社会経済情勢の変化に対応し、現在

次に、アジア経済戦略構想の御質問の中で、ＯＩＳ

の施策等の検証を踏まえ、改善等を行いながら、戦略

Ｔと県内企業との連携及び産学連携施設についてお答

構想の早期実現に向けて取り組んでまいりたいと考え

えいたします。
県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、

ております。
次に、観光収入増加の施策についてお答えをいたし

ＯＩＳＴ等を核とし、産学官連携により生み出される
研究開発成果等を活用して新産業を創出する国際的な

ます。
平成27年度の観光客１人当たりの消費額は、対前

知的・産業クラスターの形成を推進しております。こ

年度比1.9％増の７万5881円、観光収入は対前年度比

のため、研究開発型企業がＯＩＳＴ、琉球大学、沖縄

12.7％増の約6022億円となっております。観光収入

高専の研究シーズを活用し事業化を行う産学連携の共

１兆円を達成するためには、平均滞在日数の延伸等に

同研究を支援し、イノベーションを創出する環境の整

よる観光客１人当たり消費額の増加に向けたさらなる

備を図っているところであります。ＯＩＳＴの施設に

取り組みが必要であると考えております。このため、

ついては、沖縄科学技術大学院大学学園法に基づき、

沖縄県としましては、１人当たり消費額の増加に向け

世界最高水準の教育研究に必要な整備が行われている

て、離島観光や広域周遊観光の推進等による滞在日数

ところであり、県としては、例年、概算要求時にＯＩ

の延伸を図るほか、リゾートウエディング、リゾート

ＳＴの充実に要する予算の所要額の確保を国に要請し

ダイビングなどの付加価値の高い観光商品や魅力ある

ているところであります。

観光土産品の開発等の支援を行っております。また、

次に、同じくアジア経済戦略構想についての御質問

国内外の富裕層の誘致や消費額が高いビジネスツーリ

の中の、中城湾港新港地区工業用地内の沖縄ライフサ

ズムであるＭＩＣＥの振興などに積極的に取り組んで

イエンス研究センターの役割等についてお答えいたし

まいります。

ます。
沖縄ライフサイエンス研究センターは、ＯＩＳＴ等

次に、情報通信関連産業に対する所見と今後の展開

の研究成果の受け皿となる研究開発型企業を支援し、

についてお答えをいたします。
沖縄県が行った情報通信関連企業へのアンケート

集積を図るための施設であり、レンタルラボ機能を特

調査によると、平成28年１月１日現在で、県内のＩ

徴として平成25年から供用を開始しております。当

Ｔ関連企業数は767社、雇用者数は推計値で約４万

センターには、平成28年９月現在、生物資源の評価

3000人となっております。また、同産業の生産額

試験を行う企業や遺伝子解析技術を提供する企業等８

は、推計値で約4100億円となり、県のリーディング

社が入居し、隣接する工業技術センターやＯＩＳＴ、

産業に成長していると認識しております。今後は、Ｉ

琉球大学等との産学官連携による共同研究等を実施し

Ｔ技術者の育成や最先端の研究開発支援、国際海底

ております。

ケーブルの利活用等を促進し、より一層の企業、人

県としましては、引き続き、研究開発型企業への支

材、知識を集積することで、アジア有数の国際情報通

援等を行うことにより、国際的な知的・産業クラス

信ハブの形成を推進してまいります。

ターの形成を進めてまいります。
以上でございます。

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）
〔企画部長

知事公室長。

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

企画部長。

下地明和君登壇〕

○企画部長（下地明和君）

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、沖縄振興と基地のリンク論について

知事の政治姿勢につ

いての御質問の中の、久辺３区への再編関連特別地域
支援事業補助金についてお答えいたします。
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再編関連特別地域支援事業補助金は、駐留軍等の
再編により保有する航空機の数が40機を超えて増加

学卒業後の正規雇用の割合などについてにお答えいた
します。

し、かつ、所在する部隊の人員の数が1000人を超え

平成28年度の学校基本調査によると、大学卒業

て増加する再編関連特定防衛施設が所在する地域の地

後、就職者のうち正規雇用者の割合は、全国平均

縁団体を対象とし、補助対象事業は日米交流に関する

95.4％に対し、沖縄県は85.7％となっております。

事業、住民の生活の安全に関する事業、その他生活環

また、大学卒業者のうち進学も就職もしていない者

境の整備に関する事業となっております。同事業は、

の割合は、全国平均8.7％に対し、沖縄県は19.8％と

事実上、久辺３区のみに適用される極めて例外的な補

なっております。進学も就職もしていない者について

助制度であると考えております。自治会など地縁によ

は、本来若年期に習得すべき職業に関する知識や技能

る団体に対する補助金の交付方法については、地方自

を習得できず、将来にわたって不安定就労を招くおそ

治法や地方財政法上、特段の規定はありません。しか

れがあると考えております。そのため県では、就職支

しながら、地域への補助金は、基礎自治体である市町

援のため各大学への専任コーディネーターの配置やイ

村と連携して行うことが望ましいと考えております。

ンターンシップの実施、沖縄県キャリアセンターによ
る就職相談を行っているところです。

以上でございます。

県としましては、引き続き国や教育機関等と連携し

子ども生活福祉部長。

○議長（新里米吉君）

〔子ども生活福祉部長

て、若年者の雇用状況の改善に努めてまいります。

金城弘昌君登壇〕
知事の政治姿

次に、アジア経済戦略構想についての、工業技術セ

勢についての御質問の中の、憲法改正についてお答え

ンター等のそれぞれの役割と成果並びに施設の連携、

します。

産学連携についてにお答えいたします。

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

沖縄県工業技術センターは、県内中小企業の技術力

憲法改正については、国民の間でさまざまな意見が

の向上等を目的に、ものづくりの基礎となる研究開発

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

や技術相談等を実施しており、昨年度は、18テーマ

が国の平和と安定に大きな役割を果たしてきたことを

の研究や約300件の技術相談を行いました。また、素

踏まえ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基

形材産業振興施設は、サポーティング関連企業の集積

本理念が尊重される形で、十分な国民的議論が必要で

を目的に賃貸工場を整備しており、現在、３棟13区

あると考えております。

画全てに企業が入居し、45名が雇用され、県内企業

以上でございます。

との共同開発により新たな基盤技術が導入されるな

○議長（新里米吉君）
〔商工労働部長

商工労働部長。

ど、企業連携が進んでいます。沖縄健康バイオテクノ

屋比久盛敏君登壇〕

ロジー研究開発センターは、バイオ系ベンチャー企業

それでは、県内の

の研究開発や事業化支援を目的に、貸研究室や分析・

就労環境についての、沖縄県の有効求人倍率・非正規

実証機器等を提供しており、これまでの入居企業に

雇用率に対する所見についてにお答えします。

よる特許出願件数は、88件となり、技術力の強化が

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

県では、みんなでグッジョブ運動を推進するととも

図られております。これらの施設が持つ設備や得意技

に、産業振興や企業誘致に取り組んだ結果、有効求

術を持ち寄ることにより連携した技術支援体制を構築

人倍率が１倍を超えるなど、雇用の拡大につながっ

するとともに、県内事業者の製品開発テーマ等に応じ

たと考えております。一方、総務省の平成24年就業

て、大学等を含めながら事業化に向けた取り組みを推

構造基本調査によりますと、沖縄県の正規雇用率は

進しています。

55.5％、非正規雇用率は44.5％となっており、雇用

続きまして、同じくアジア経済戦略構想について

の安定のためにも、非正規雇用対策が重要であると認

の、沖縄県健康・医療産業活性化戦略の成果と今後の

識しております。そのため、県では、沖縄労働局と連

取り組みについてにお答えいたします。

携して経済団体等８団体に対し働き方改革の推進に関

沖縄県では、平成27年度に沖縄県の健康・医療産

する要請を行うとともに、正規雇用化企業応援事業等

業の活性化に向けた調査を実施し、県内外や海外の事

を実施しているところです。

例分析などを通して、創造・活性化すべき４つの産業

県としましては、引き続き労働局等関係機関と連携

群を抽出したところです。具体的には、先端医療・関
連産業群、感染症対策拠点関連産業群、健康・医療情

して、正規雇用化の促進に取り組んでまいります。
続きまして、同じく県内の就労環境についての、大

報産業群、ストレス計測・健康増進産業群となってお
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アジア経済戦略構想

ります。今年度は、産学官連携で取り組むべき施策の

○農林水産部長（島尻勝広君）

検討等を行い、具体的な戦略を策定し、これら４つの

についての御質問の中の、那覇空港等への冷蔵・冷凍

産業群の活性化を目指してまいります。

施設整備についてお答えいたします。
現在、国においては、那覇空港の農産物等の輸出拠

同じくアジア経済戦略構想についての、先端医療・
健康・バイオ産業分野におけるＯＩＳＴとの連携につ

点化構想が検討されているところであります。
県としましては、同構想の検討に当たり、海産物等

いてにお答えいたします。
ＯＩＳＴが行っている研究成果の中には、先端医
療・健康・バイオ産業分野の活性化につながる技術が

の冷蔵・冷凍施設の整備の必要性を説明してまいりた
いと考えております。
次に、同じく肉牛や豚の県内生産量と船舶での輸送

あるものと考えております。現在、沖縄県では、平
成27年度から沖縄県医療産業競争力強化事業を活用

についてお答えいたします。

し、県内バイオベンチャー等の創薬を加速するための

平成27年度の県内の枝肉生産量は、牛肉で1394ト

ＯＩＳＴの技術開発を支援しているところです。今後

ン、豚肉で２万5258トンとなっております。そのう

も、当産業の活性化に資する技術について、連携して

ち、牛肉で約349トン、豚肉で約6546トンとそれぞ

いきたいと考えております。

れ約25％が県外へ移出されております。牛肉や豚肉
の移出は、海外を除きほとんどが冷蔵コンテナに詰め

以上でございます。

られ船舶で県外へ移出されております。県産牛肉及び

文化観光スポーツ部長。

○議長（新里米吉君）

〔文化観光スポーツ部長

豚肉の生産量の拡大を図ることで船舶輸送量の増加が

前田光幸君登壇〕
アジア経済

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

期待されていると考えております。
県としましては、今後とも沖縄21世紀ビジョン基

戦略構想についての御質問の中の、富裕層の獲得につ

本計画に基づき、おきなわブランドの確立と生産供給

いてお答えいたします。
富裕層の誘客に向けては、富裕層の旅行ニーズを踏

体制の強化に努めてまいります。

まえるとともに、富裕層の誘客に成功しているアジア

次に、離島振興についての御質問の中の、南大東島

等の観光地の事例等を参考に、本県における取り組み

における農畜産物貯蔵施設の整備についてお答えいた

を検討する必要があると考えております。このため、

します。

県では、平成28年度にラグジュアリートラベル・ビ

南大東村では、基幹作物であるサトウキビを中心

ジネス調査事業を実施しており、本調査結果を踏ま

に、カボチャなどが栽培されており、サトウキビとの

え、平成29年度に富裕層の誘致戦略を策定し、富裕

輪作体系を推進しております。

層のニーズに対応した観光プランの提案や受け入れ体

県としましては、農畜産物集出荷貯蔵施設の整備に

制の整備等に取り組んでいきたいと考えております。

ついて、補助事業の採択要件等を踏まえた上で、引き

次に、観光収入の地元企業への反映についてお答え

続き南大東村や関係機関等と検討してまいります。
以上でございます。

いたします。
沖縄県においては、平成28年度の目標として入域

教育長。

○議長（新里米吉君）
〔教育長

観光客数840万人、１人当たりの観光消費額８万円、

平敷昭人君登壇〕
教育行政についての御質問

観光収入6743億円を設定しております。観光収入が

○教育長（平敷昭人君）

地元企業の経営に好影響を与えるためには、飲食サー

の中で、大学進学率等についてお答えいたします。

ビスや観光土産品における県内自給率の向上、付加価

平成28年度学校基本調査速報値によりますと、沖

値の高い県内食材の提供などの取り組みが重要である

縄県の大学等進学率は39.2％となっております。平

ことから、県においては、関係部局で意見交換や調整

成元年の20.7％以降、増加傾向にありますが、全国

を行い産業間の連携を図っております。また、宿泊施

平均と比較すると依然として開きがあります。その主

設や観光施設等が付加価値の高いサービスを提供する

な要因としましては、進路決定が遅いこと、経済的な

ことが地元企業の振興につながることから、経営力の

理由等で県内志向が強いことや専門学校進学者の割合

強化や経営を担う人材の育成について支援を行ってお

が高いことなどが考えられます。
県教育委員会では、大学等進学率の改善や難関大学

ります。

への進学者をふやすため、進学力グレードアップ推進

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。

事業等を実施するとともに、開邦、球陽高校に併設型

島尻勝広君登壇〕

の中学校を設置しております。今後とも、キャリア教
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育の視点を踏まえた進路指導を推進し、生徒の進路実

所について市町村の要望はありません。予算について

現を支援してまいりたいと考えております。

は、市町村の要望額をもとに、使用収益が見込まれる

次に、教師力向上の取り組みについてお答えをいた

箇所やモノレール関連箇所に優先配分するとともに、
前年度予算の執行状況を勘案しながら適切に配分して

します。
県教育委員会では、教職員のライフ・ステージに応

おります。
次に、港川道路予定地内の鉄塔移設の進捗状況等に

じた教職員研修を実施しているところであります。具
体的には、初任者研修や10年経験者研修など教職員

ついての御質問にお答えいたします。

の経験年数に応じた研修、各主任を対象とした職能別

県道浦添西原線予定地内に存する沖縄電力株式会社

研修、教科の指導力向上等を目的とした研修を実施し

の鉄塔については、現在、移設に向けた補償協議を

ております。また、進学力グレードアップ推進事業に

行っているところであります。沖縄電力によると、協

おきまして、教員指導力向上プログラムなどを実施し

議終了後、設計、工事、既設撤去に取り組み、移設は

ているところであります。今後とも、情報化やグロー

平成31年度中に完了する予定とのことであります。

バル化など社会の変化に対応できる教師力の向上に努

港川道路の用地取得状況については、平成27年度末

めてまいりたいと考えております。

時点で面積ベースで約83％となっており、現在は難
航案件について、任意交渉と並行して土地収用法に基

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

土木建築部長。

づく手続を進めているところであり、平成29年度中

宮城

には完了する予定であります。今後とも浦添市や関係

理君）

理君登壇〕
離島振興についての

御質問の中の、南北大東空港の夜間使用についての御

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、港川道路に関する米軍との調整についての御

質問にお答えいたします。
南大東空港及び北大東空港については、平成９年７

質問にお答えいたします。

月及び同年10月に運用時間を８時から18時までの昼

県道浦添西原線港川道路の返還条件については、こ

間の離着陸用空港として供用開始したものでありま

れまで、沖縄防衛局を通して米軍と協議してきまし

す。現在実施中の夜間照明整備事業は、自衛隊機によ

た。しかしながら、郵便センターの移設先決定のおく

る夜間急患搬送の安全性を高め、離島住民の安全・安

れが影響して、フェンス移設の協議も滞っている状況

心を確保する目的で行っているものであります。民間

にあります。このため、ことし９月、沖縄防衛局、外

航空機が夜間使用する場合は、国土交通省航空局が定

務省沖縄事務所及び在沖米国総領事館に、フェンス移

める飛行場灯火整備計画要領等に基づき、現在整備中

設の協議については、郵便センターの移設先決定と分

の照明施設に加えて、滑走路距離灯、過走帯灯及びエ

けて進めるよう、米軍への働きかけを要請したところ

プロン照明の整備が必要となります。

であります。今後は、米軍に対しても直接要請する予

次に、南大東島亀池地区の船だまり整備についての

定であります。
次に、港川道路の平成29年度内部分開通について

御質問にお答えいたします。
現在、南大東村では南大東漁港（南大東地区）、北

の御質問にお答えいたします。

大東村では南大東漁港（北大東地区）の整備が進めら

県道浦添西原線港川道路の平成27年度末の進捗率

れております。亀池地区の小型船だまりの整備につい

は事業費ベースで約82％であり、現在、用地取得及

ては、現在、整備が進められている漁港の利用状況を

び基地外における工事を進めているところでありま

踏まえ検討していきたいと考えております。

す。部分供用に向けた課題としては、用地の早期取得

次に、土木行政についての御質問の中の、平成28

及び米軍フェンスの早期移設があり、平成29年度中

年度の土地区画整備事業の予算配分と平成29年度の

の部分供用に向けて、引き続き関係機関と調整、協力

新規事業箇所等についての御質問にお答えいたしま

して、課題解決に取り組みたいと考えております。

す。６の(1)(ｱ)と６の(1)(ｲ)は関連しますので、恐縮

以上でございます。

でございますが一括してお答えさせていただきます。

○議長（新里米吉君）

当山勝利君。

〔当山勝利君登壇〕

平成28年度の土地区画整理事業については、新規
事業の浦添前田駅周辺地区を含め、交付金事業として

○当山

16カ所あり、事業費総額は約37億円となっておりま

す。

す。なお、平成29年度においては、新規予定事業箇
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勝利君

それでは、再質問させていただきま

まず、リンク論についてですけれども、官房長官は

記者会見で、先ほど御答弁いただいたような内容を理

にお答えいたします。

由としてつけておりましたが、ただこれは時間がたつ

まず、国公立大学の合格者数についてであります

と枝葉がとれて、基地と沖縄振興はリンクするという

が、平成28年３月卒業者――現役ですけれども――

幹だけが残って、あめとむち論だけが残るというふう

の国公立大学合格者は、1598人で過去最高となって

な危惧があるんです。

おります。
次に、沖縄県の大学入試センター試験の現役の志願

来月８日には官房長官が来県されるということで
す。そういう報道がありましたので、そのときに県の

率ですが、28.7％となっております。
そして大学進学希望者の中で、志願率が低い理由な

考えをきちんと明確にはっきりと伝えるべきだと思っ

んですけれども、大学進学希望者の中で私立大学希望

ておりますが、そのことについて伺います。
それから、大学等の進学について伺います。現在、

者の割合が高いこと、また専門学校進学者の割合が高

現役の国公立大学の合格者が本当に伸びているという

いことなどにより、現役のセンター試験の志願率がこ

ことを聞いておりますが、その推移と所見を伺いま

のような数字になっているものと考えております。
以上でございます。

す。

土木建築部長。

ただし、現役のセンター試験の志願率が低いという

○議長（新里米吉君）

のも現状のようです。そうするとなかなか大学を受け

〔土木建築部長

る条件が低くなっているわけですから、それについて

○土木建築部長（宮城

の現状と所見を伺います。

道路の平成29年度中の部分供用に向けた課題として

宮城
理君）

理君登壇〕
県道浦添西原線港川

それと最後に、港川道路なんですけれども、米軍と

は、先ほど御説明しましたように、米軍フェンスの早

のフェンスの関係がありました。そこら辺がはっきり

期移設があり、これは非常に重要だと考えておりま

しっかりできないと、なかなか部分供用もできないと

す。
ことし９月、沖縄防衛局や米国総領事館、外務省沖

思いますので、再度、そこら辺の交渉についてしっか

縄事務所に要請を行ったところでありますが、今現

りと御答弁いただきたいと思います。
〔企画部長

在、米軍に直接要請できるよう、10月中旬ごろを予

企画部長。

○議長（新里米吉君）

定して日程調整を行っているところでございます。

下地明和君登壇〕

平成29年度中の部分供用に向けて、引き続き関係

ただいまの当山議員の再

○企画部長（下地明和君）

機関と調整、協力して課題解決に取り組みたいと考え

質問にお答えいたします。
当山議員から官房長官の来県の話がありましたが、

ております。
以上でございます。

まだ県としては来県について承知しておりません。
ただし、機会があればしっかりと振興予算と基地が
リンクしていないということを含めて確認し、伝えた

○議長（新里米吉君）
りました。

本日の日程はこれで全部終了いたしました。

いと思います。

次会は、明28日定刻より会議を開きます。

以上でございます。

議事日程は、追って通知いたします。

教育長。

○議長（新里米吉君）
〔教育長

以上で本日の代表質問は終わ

本日は、これをもって散会いたします。

平敷昭人君登壇〕

○教育長（平敷昭人君）

教育行政についての再質問
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午後５時35分散会
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本日の会議に付した事件

日程第 １

代表質問
出
議

長

新

里

副議長

赤

１

番

２

席

議

員（48 名）

吉

君

23 番

末

嶺

昇

君

24 番

瀬

長

美佐雄

君

番

玉

城

武

光

３

番

親

川

４

番

新

垣

５

番

６

米

松

文

信

君

渡久地

修

君

25 番

玉

城

満

君

君

26 番

山

内

末

子

さん

敬

君

27 番

仲

村

未

央

さん

光

栄

君

28 番

照

屋

大

河

君

次呂久

成

崇

君

29 番

仲宗根

悟

君

番

宮

城

一

郎

君
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崎

山

幸

君

７

番

大

城

憲

幸

君

31 番

金

城

勉

君

８

番

金

城

泰

邦

君

32 番

砂

川

勝

君

９

番

西

銘

啓史郎

君

33 番

具志堅

透

君

10 番

新

垣

新

君

34 番

島

袋

大

君

11 番

座

波

一
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35 番

中

川

京

貴
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比

嘉

瑞

己

君
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座喜味

一

幸

君

13 番

西

銘

純

恵

さん

37 番

嘉

陽

宗

儀

君

14 番

平

良

昭

一

君

38 番

新

垣

清

涼

君

15 番

上

原

正

次

君

39 番

瑞慶覧

功

君

16 番

当

山

勝

利

君

41 番

狩

俣

信

子

さん

17 番

亀

濱

玲

子

さん

42 番

比

嘉

京

子

さん

18 番

當

間

盛

夫

君

43 番

大

城

一

馬

君

19 番

上

原

章

君

45 番

糸

洲

朝

則

君

20 番

山

川

典

二

君

46 番

照

屋

守

之

君

21 番

花

城

大

輔

君

47 番

仲

田

弘

毅

君

22 番

又

吉

清

義

君

48 番

翁

長

政

俊

君

嗣
利

説明のため出席した者の職、氏名
知

事

翁

長

雄

志

君

総

務

部

長

金

城

武

君

画

部

長

下

地

明

和

君

境

部

長

大

浜

浩

志

君

副

知

事

浦

崎

唯

昭

君

企

副

知

事

安慶田

光

男

君

環

謝

喜一郎

君

知 事 公 室 長

花
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子 ど も 生 活
福 祉 部 長

金

城

昌

君

総
務
部
財 政 統 括 監

池

田

克

紀

君

保健医療部長

砂

川

靖

君

教

長

平

敷

昭

人

君

農林水産部長

島

尻

勝

広

君

公安委員会委員

天

方

徹

君

商工労働部長

屋比久

盛

敏

君

警 察 本 部 長

池

田

克

史

君

文 化 観 光
スポーツ部長

前

田

光

幸

君

労 働 委 員 会
事 務 局 長

大

城

玲

子

さん

土木建築部長

宮

城

理

君

企

長

町

田

優

君

人 事 委 員 会
事 務 局 長

親

川

達

男

君

病院事業局長

伊

江

朝

次

君

代表監査委員

當

間

秀

史

君

会 計 管 理 者

金

良

多恵子

さん

知 事 公 室
秘書広報統括監

大

城

壮

君

佐

平

良

潤

君

守

君

生

君

業

局

弘

彦

育

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事

務

局

知

念

正

治

君

課

長

平

田

善

則

君

主

幹

中

村

長

勝

連

盛

博

君

主

査

川

端

次

長

議

事

課

○議長（新里米吉君）

これより本日の会議を開きま

長

補

七

チと言います。これも前回紹介させていただきました
が、再度このニービチについてユンタクをさせていた

す。

だきたいなと思いまして、根っこを引くという意味で

休憩いたします。

ございます。

午前10時２分休憩

先輩に何で結婚式のことをニービチと言うんですか

午前10時３分再開
○議長（新里米吉君）
日程第１

と聞いたら、３つの説があると言うんです。１つの説

再開いたします。

は何かというと、このお家から相手に嫁ぐから、もう

代表質問を行います。

質問の通告がありますので、順次発言を許します。

あなたは相手の庭に木を植えなさいということで嫁ぐ

玉城

ときに木の苗を持って、それをスンチャースンチャー

満君。
〔玉城

○玉城

していくわけです。根を引っ張るという。それで相手

満君登壇〕

満君

会派おきなわを代表して質問をさせ

の家庭に行って、相手の庭に植えるというのがニービ
チだよと。ちなみに、昔は車とかそういうのはないわ

ていただきます。
少しばかりまたユンタクをしたいと思いますが、実

けですから、行列で歩いて行ったそうです。ミーユミ

は、リゾートウエディングが26年の段階でグアムを

ヌアヤメー

ウンチケーサビラとこうやった。それが

上回ったということで、今すごい勢いなんです。これ

ニービチの由来という説と、もう一つは何かと言いま

は何のおかげかというと、特に台湾がふえているとい

すと、ワントゥマジュンナラと言って女性を追いかけ

うことで、前に我が会派の会派長からも話がありまし

回して、女性が山まで逃げて、木にシガッティ、そ

たブロガー、スタンレーさんという人がいて、このス

れをヌー

タンレーさんの影響力がかなりあるんではないかと。

ティーシーティ引っ張ってしまったという、そういう

台湾のフェイスブックの利用率というのが世界一なん

説が２つ目の説です。３つ目はどういう説かと言いま

です。それで、やはり情報を得てこの沖縄で結婚式を

すと、昔は男性が女性に求婚するときに、やはりある

挙げるという人たちがたくさんふえているということ

程度力がないとだめだったと、力がないとだめ。だか

なんです。2020年には、先ほど執行部のほうに聞い

ら、ワントゥマジュンナランナと言ったら、山のほう

たら、２万組を目指しているということで、ますます

まで連れて行って、木の根っこを引っ張る力があれ

上等だなと思うんです。

ば、あなたと一緒になってもいいよという話なんで

ワントゥマジュンナラと引っ張ったら、

９月18日はしまくとぅばの日でございますので、

す。そうすると、大好きな人から求婚されたら、すぐ

結婚式のことをウチナーの言葉でニービチと、ニービ

引っ張れるような木の根っこまで連れていくんです。
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ところが、ウリトゥ

イ、国際人権・平和問題研究所の設立について伺

マジュンナイビコーネーンとい

う人から求婚されたら、ガジュマルのミーに連れてい

う。

くわけです。中では、ガジュマルもヒシ抜いてしまっ

(2)、健康長寿復活の取り組みについて伺う。

たという人もいるかもしれませんが、ニービチとい

(3)、離島力促進について伺う。

うそういう文化、やはりウチナーもせっかく９月18

(4)、低炭素島しょ社会への取り組みについて伺

日、しまくとぅばの日でございます。今月は、しまく

う。
(5)、海洋資源（鉱物・エネルギー・生物等）開

とぅば月間でございますので、ぜひこういう言葉を大

発、利用を促進する海洋産業振興の取り組みについて

切に、僕ら持ち続けたいなと思います。
ちなみに、これも先輩からの話なんですけれども、

伺う。
(6)、沖縄型人材育成を確立する教育システムにつ

トゥジトゥメータンとよく言うじゃないですか。あ
れ、トゥジトゥメータンドーって。トゥジトゥメータ

いて伺う。

ン。ウトゥトゥメータンという言葉はないみたいで

４、観光政策関連について。

す。ウトゥムッチュンという、持つという表現をする

(1)、沖縄県の観光関連産業について。

そうです。しかし、今時代が変わって、女性も活発に

ア、年間観光収入について伺う。

なりまして、ウトゥトゥメートンドーという、そうい

イ、外資系と地場産業の比率について伺う。

う時代になっておるんではないかなと思っておりま

ウ、雇用、待遇の課題について伺う。

す。

エ、クルーズ船母港化に向けた取り組みについて伺

ユンタクは短く、幸せは長くでございますので、

う。

ちょうど５分ですから、質問に入らせていただきま

(2)、1000万誘客対策について。

す。

ア、外国人観光客の誘客対策について伺う。

１、知事の政治姿勢について。

イ、沖縄型観光の確立について伺う。

(1)、辺野古違法確認訴訟関連について。

ウ、沖縄型エンターテインメントについて伺う。

辺野古唯一と断定した判決に対する知事の見解を伺

５、アジア経済戦略について。
(1)、重点戦略について伺う。

う。

(2)、沖縄の優位性について伺う。

イ、前知事の判断を肯定した判決に対する知事の見

(3)、人材育成について伺う。

解を伺う。

６、公共交通関連について。

ウ、今回の判決は、司法の独立、三権分立の崩壊と

(1)、鉄軌道導入の進捗について伺う。

考えるが知事の見解を伺う。

(2)、市町村会議、県民会議、関係機関等意見交換

エ、今後の取り組みについて伺う。
(2)、普天間飛行場の５年以内運用停止に対する知

会の内容と年間の開催回数について伺う。
(3)、広域調整の必要性について伺う。

事の見解を伺う。

(4)、本島各地でのシンポジウム開催が求められて

(3)、高江での県外機動隊の過剰警備、県警の対応

いるが県の対応を伺う。

について知事の見解を伺う。

７、土木建築事業関連について。

(4)、政府の主張する米軍基地負担軽減に対する知

(1)、米軍基地関連事業のボンドについて伺う。

事の評価について伺う。
２、米軍基地関連について。

(2)、総合評価入札の課題について伺う。

(1)、沖縄市長が米軍牧港補給地区（キャンプ・キ

(3)、上限撤廃以降の事業実態について伺う。
(4)、地元業者、県外業者の受注比率について伺

ンザー）倉庫群などの嘉手納弾薬庫知花地区（沖縄

う。

市）への受け入れを表明したが県の見解を伺う。

以上です。

(2)、米軍訓練の第三国参加について県の対応と見
解について伺う。

○議長（新里米吉君）
〔知事

(3)、高江住民の実態調査について県の対応と見解
について伺う。
３、21世紀ビジョン関連について。

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。
知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、不

(1)、アジア・太平洋平和外交地域について。
ア、形成に向けた取り組みについて伺う。

翁長知事。

作為の違法確認訴訟判決に関する見解と今後の取り組
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みについてお答えをいたします。１(1)アから１(1)エ

きなわの復活に取り組んでまいります。

までは関連しますので一括してお答えをいたします。

次に、観光政策関連についてに関する御質問の中

今回、福岡高等裁判所那覇支部は、判決において、

の、外国人観光客の誘客対策についてお答えをいたし

「普天間飛行場の被害を除去するには本件新施設等を

ます。

建設する以外にはない。言い換えると本件新施設等の

沖縄県の平成27年度の外国人入域観光客数は、対

建設をやめるには普天間飛行場による被害を継続する

前年度比68万人増の167万人となっております。本

しかない」などと述べ、沖縄県民の気持ちを踏みにじ

年度は200万人という目標を掲げております。その目

るような判断を示しておりますが、普天間飛行場周辺

標の達成に向け、沖縄県においては、成長著しいアジ

の被害・負担の解決の必要性を理由として、埋立事業

ア市場や欧米等のリゾート需要及び海外富裕層を獲得

が必要であるとすることは、論理の飛躍、欠如がある

するため、沖縄観光のブランド戦略であるＢｅ．Ｏｋ

ものと言わざるを得ません。また、裁判所は、本件の

ｉｎａｗａの展開や、国・地域の特性に応じた誘客プ

審理対象を前知事の埋立承認の違法性であるとしてお

ロモーションを実施しております。また、定期便が就

りますが、本件是正指示は、私の行った本件埋立承認

航している台湾や韓国などにおいて、直接航空会社や

の取り消しが、法令の規定に違反していると認められ

クルーズ船社を訪ね、さらなる路線拡大や寄港を働き

るときに当たるとしてなされたものであることから、

かけるトップセールスを官民一体となって実施してお

本件埋立承認の取り消しの適法性が審理対象となるも

ります。あわせて、直行便が就航していない東南アジ

のであり、前沖縄県知事による本件埋立承認の違法性

アや欧米等の市場においては、路線誘致活動や旅行博

は、本件における直接の審理対象ではないと考えてお

への出展、メディアを活用した情報発信等を実施して

ります。地方自治を軽視し、余りにも国に偏った今回

おります。クルーズ振興に向けては、国と連携した那

の判決は、沖縄だけの問題にとどまらず、これからの

覇港第２クルーズバースを初めとする各港湾の整備

日本の地方自治や民主主義のあり方にも困難をもたら

や、中北部や離島への寄港地の分散化を促進するとと

すのみならず、三権分立の原則をも揺るがすものであ

もに、県内港湾の母港化の検討を行うこととしており

り、法治国家として大きな禍根を残すものであると考

ます。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

えております。
沖縄県としましては、福岡高等裁判所那覇支部の判

させていただきます。

決は到底受け入れられるものではありません。埋立承

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

認の取り消しが法的に正当であるとの判断を最高裁判

知事公室長。
謝花喜一郎君登壇〕
知事の政治姿勢につ

所に求めるとともに、県民及び国民の皆様に私どもの

○知事公室長（謝花喜一郎君）

考えを引き続き訴えてまいります。

いての御質問の中の、普天間飛行場５年以内運用停止

次に、21世紀ビジョン関連についてに関する御質

に対する見解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

問の中の、健康長寿復活の取り組みについてお答えを

最重要課題であります。特に、５年以内運用停止につ

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

いては大変重要であるとして、本年７月21日に開催

一を奪回することを目指し、健康づくりの県民運動を

された普天間飛行場負担軽減推進会議において、同飛

展開しており、健康長寿おきなわ復活推進本部や健康

行場の５年以内運用停止等の実現を求めたところであ

長寿おきなわ復活県民会議の設立などを通じて、官民

り、去る８月31日に開催された同作業部会において

一体となった施策の推進体制を構築しております。具

も、残り約２年半となった５年以内運用停止の具体的

体的な取り組みとしましては、健康づくりの実践を促

なスケジュールを日米両政府において作成するよう求

すためのテレビ、ラジオ等での広報、子供のころから

めたところであります。

の健康的な生活習慣の定着を図るための副読本による

県としましては、今後も引き続き同会議及び作業部

授業等の実施、市町村が行う健康づくりモデル事業に

会において、普天間飛行場の早期返還及び危険性の除

対する助成などを行ってまいりました。

去を強く求めてまいりたいと考えております。
次に、北部訓練場ヘリ着陸帯移設工事に伴う県外機

今年度も引き続き、これらの事業を実施するほか、
アルコール対策やがん検診等に対象を絞った広報事

動隊の警備についての御質問にお答えいたします。

業、健康づくりを行う企業に対する助成、県民会議に

北部訓練場の過半の返還条件とされているヘリコプ

おける健康づくり表彰制度の創設を行い、健康長寿お

ター着陸帯移設については、工事に際し、事前に十分
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な説明もなされないまま、自衛隊のヘリコプターによ

音に関する苦情は、平成27年度は56件、平成26年度

る資機材の運搬が強行される等、地域住民の日常生活

は16件、平成25年は37件、平成24年度は44件あっ

に影響を及ぼしております。

たとのことであります。また、ことし６月は60件程

県としては、警備活動に当たっては、県民の安心・

度寄せられているとのことであります。北部訓練場の

安全を守ることを最優先にしていただきたいと考えて

過半の返還に伴うヘリコプター着陸帯の移設工事に関

おります。

し、平成22年７月に東村や地元高江区から沖縄防衛

次に、基地の負担軽減についてお答えいたします。

局に対して行った要請を踏まえ、平成23年３月、東

政府は、沖縄に集中した基地負担の軽減を図るた

村高江区内に騒音測定器が設置されたとのことであ

め、ＳＡＣＯ最終報告やロードマップの実現などに取

り、測定結果については、随時、東村及び高江区に説

り組んでいるとしております。ＳＡＣＯ最終報告及び

明されることとなっております。
県としましては、引き続き情報収集に努めてまいり

再編に基づく統合計画で示された返還予定面積5438
ヘクタールのうち、これまでの返還実績は、455ヘク

ます。
以上でございます。

タールとなっており、進捗率は約８％にとどまってお
ります。

○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

県としては、県民の目に見える形での基地負担の軽

金城弘昌君登壇〕
21世紀ビ

減が図られなければならないと考えており、在沖海兵

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

隊約9000人の国外移転及び嘉手納飛行場より南の施

ジョン関連についての御質問の中の、平和外交地域の

設・区域の返還の確実な実施など、日米両政府に対し

形成と平和・人権問題研究所の設立についてお答えし

強く求めてまいります。

ます。３の(1)アと３の(1)イは関連いたしますので、

次に、米軍基地関連についての御質問の中の、沖縄

恐縮ですが一括してお答えいたします。
沖縄県民は、さきの大戦での悲惨な地上戦の体験を

市長の嘉手納弾薬庫地区知花地区への移設受け入れ表

通して、平和のとうとさ、人権の尊重がいかに大切か

明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

を肌身で感じており、恒久平和の創造や人権の尊重に

過重な基地負担の軽減及び振興・発展につながるもの

努めることの重要性を認識しているところでありま

であり、確実に実施される必要があります。今回の受

す。平和・人権問題研究所の設立は厳しい状況ではあ

け入れ表明については、沖縄市長が地元市長としてさ

りますが、引き続きさまざまな方策を模索してまいり

まざまな状況を勘案し、総合的に判断されたものと考

ます。
県としましては、平和協力外交地域として国際社会

えております。
県としては、軍転協とも連携し、日米両政府に対

における認知を深め、アジア・太平洋地域の持続的安

し、政府の責任において移設に伴う諸課題の解決及び

定に貢献するため、沖縄県平和祈念資料館の運営、平

環境整備を行うことなど、引き続き求めてまいりま

和の礎事業、沖縄平和賞事業等を実施し、沖縄県の国

す。

際社会における平和発信拠点としての地位を高めてい

次に、米軍訓練の第三国の参加の県の対応と見解に

きたいと考えております。
以上でございます。

ついてお答えいたします。
米軍訓練の第三国の参加について外務省へ照会した

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

ところ、英国海兵隊の将校２名が米英間の軍人交流プ

企画部長。

下地明和君登壇〕
21世紀ビジョン関連に

ログラムに基づいて交換将校として米海兵隊に所属

○企画部長（下地明和君）

し、米海兵隊の一員として米側の活動に参加していた

ついての御質問の中の、離島力促進についてお答えい

とのことです。

たします。

県としては、米軍の訓練等によって周辺住民に被害

沖縄県の離島は、島々で異なる個性豊かな自然環

や不安を与えることがあってはならないと考えてお

境、文化、歴史的遺産等の魅力、すなわち離島力を有

り、今後とも日米両政府に対し、あらゆる機会を通じ

しております。一方で、離島地域は、条件不利性に起

て本県の過重な基地負担の軽減を求めてまいります。

因した課題を抱えており、若年者の慢性的な流出等に

次に、高江住民の実態調査に係る県の対応と見解に

伴い地域活力の低下が懸念されております。そのた
め、県では沖縄離島体験交流促進事業や離島観光・交

ついてお答えいたします。
東村によると、オスプレイやその他のヘリによる騒

流促進事業などを実施し、本島住民等との交流を通し
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ながら、離島の活性化を図っております。また、条件

もに、観光施設等の総合的エコ化促進事業を実施して

不利性を解消するため、割高な交通・生活コストの低

おります。また、災害に強く低炭素な地域づくりを推

減など定住条件の整備に取り組んでおります。

進するため、県内の防災拠点や避難所等への太陽光発

県としましては、これらの取り組みにより、離島力

電や蓄電池等を導入する再生可能エネルギー等導入推
進基金事業を実施しております。温暖化をもたらす温

を向上させていきたいと考えております。
次に、公共交通関連についての御質問の中の、鉄軌

室効果ガスの沖縄県における排出量は、平成23年度
から減少傾向にあります。

道導入の進捗についてお答えいたします。
県では、概略的な検討を行う構想段階として、鉄軌

今後とも、沖縄県全体の温室効果ガス削減に向け、

道の計画案づくりに取り組んでいるところでありま

県民一人一人や個々の事業者の取り組みに加えて、低

す。同計画案づくりは、５つのステップで段階的に検

炭素社会づくりの推進やクリーンエネルギーの普及促

討を進めているところであり、現在は複数のルート案

進等の取り組みを進めてまいります。

について比較評価を行うステップ４に移行したところ

以上でございます。

であります。ステップ３では、県民から寄せられた意

○議長（新里米吉君）

見を踏まえ、専門家で構成する委員会での検討の結

〔商工労働部長

商工労働部長。
屋比久盛敏君登壇〕
21世紀ビジョン

果、当初の４案に新たに３つのルート案を追加し、合

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

計７つのルート案を設定しました。ステップ４以降で

関連についての海洋資源開発と利用促進に向けた取り

は、各ルート案について、評価項目に基づき客観的評

組みについてにお答えいたします。
沖縄近海における海洋資源については、現在、国に

価を行い、よりよい案を選定していくこととしており

おいて開発技術等の調査検討を進めており、経済性評

ます。
同じく公共交通関連の中の、市町村会議の内容等、

価を行った上で、「平成30年代後半以降に民間企業

広域調整の必要性、シンポジウムの開催についてお

が参画する商業化を目指したプロジェクトが開始され

答えいたします。６の(2)から６の(4)は関連しますの

るよう(中略）官民連携の下、推進する。」こととし

で、恐縮ですが一括してお答えいたします。

ております。沖縄県では、平成25、26年度に実施し

鉄軌道導入は、県民の長年の悲願であり、構想段階

た可能性調査の結果を踏まえ、現在、海洋産業に関す

における計画案づくりには多くの方々に参加していた

る人材育成や新産業の創出、関連企業の誘致など、調

だくとともに、導入に向けた気運の醸成を図っていく

査・開発支援拠点形成に向けて取り組んでいるところ

ことが重要であります。そのため、県民会議や関係機

であります。また、海洋エネルギーについては、平成

関等意見交換会については、構想段階のステップ２か

24年度事業において久米島町に海洋温度差発電設備

ら検討課題ごとにそれぞれ３回開催し、陸上交通の課

を整備し、将来の実用化に向けた実証試験を行ってい

題や骨格軸ルート案等について情報共有を図ってきた

るところであります。

ところであります。また、市町村と情報共有、連携を

県としましては、引き続き国や関係機関と連携しな

図ることを目的に設置した本島26市町村で構成する

がら、海洋資源の有効活用に向けた取り組みを進めて

市町村会議についても、県民会議等と同様、３回開催

まいります。
アジア経済戦略についてのアジア経済戦略構想にお

してまいりました。
シンポジウムの開催につきましては、鉄軌道の導入

ける沖縄の優位性と重点戦略についてにお答えいたし

に向けた理解を深めるとともに、気運の醸成を図る観

ます。５の(1)と５の(2)は関連しますので一括してお

点から、今後検討していきたいと考えております。

答えします。
沖縄は、かつて琉球王国としてアジア諸国と交流を

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔環境部長

行った歴史と、アジアの巨大なマーケットの中心に位

環境部長。

置する地理的優位性、加えて、沖縄の持つ地域力、文

大浜浩志君登壇〕
21世紀ビジョン関連に

化力、人間力、自然等のソフトパワーを有していま

ついての御質問の中の、低炭素島しょ社会への取り組

す。県では、これらの特性を生かし、アジア経済戦略

みについてお答えします。

構想の重点戦略について、今後、沖縄経済を牽引し基

○環境部長（大浜浩志君）

県では、低炭素島しょ社会の実現に向け、地球温暖

軸となる成長戦略として、世界水準の観光・リゾート

化防止対策として、県民環境フェアや環境月間におけ

地の実現、国際競争力のある物流拠点やアジア有数の

る街頭キャンペーン等の普及啓発活動を実施するとと

国際情報通信拠点の形成など、５つの重点戦略を推進
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し、アジアの活力を取り込むことで沖縄県の自立型経

結果によると、平成28年９月現在、収容人数500名

済を発展させていきたいと考えています。

以上のホテルは50施設となっており、その割合は、

同じくアジア経済戦略について、アジア経済戦略構

外資系が12施設で24％、県外資本が25施設で50％、
県内資本が13施設で26％となっております。

想の人材育成についてお答えします。

続いて雇用、待遇の課題についてお答えいたしま

人材は全ての発展の基礎であり、アジア経済戦略構
想を実現するためには、各産業の成長を担う人材の確

す。

保・育成が極めて重要であると認識しております。戦

国の就業構造基本調査や毎月勤労統計調査等による

略構想では、観光やＩＴ産業等の各分野で産業を担う

と、観光関連産業における宿泊・飲食サービス業は非

人材の育成・確保を図るとともに、アジアを見据えた

正規雇用の割合が高く、平均給与が低いことが示され

グローバル人材の育成に取り組むこととしておりま

ております。観光関連産業の雇用環境を改善するため

す。

には、引き続き観光客数を増大させるとともに、年間

県としましては、戦略構想の実現に向け、民間企業

を通した誘客の平準化や観光消費額の増加を図り、観

や教育機関等と連携し、高度な専門性と国際性を有す

光関連産業の経営改善と従業員の所得向上、雇用の安

る人材の育成に取り組んでまいりたいと考えておりま

定化を図ることが重要であると考えております。
このため、県としましては、市場特性に応じた誘客

す。

活動を展開するとともに、季節や客層に合わせたプロ

以上です。
○議長（新里米吉君）
〔教育長

モーション、オフシーズンにおける修学旅行、プロ野

教育長。

球キャンプなどのスポーツコンベンションを積極的に

平敷昭人君登壇〕
21世紀ビジョン関連につ

推進しております。また、島々をめぐる周遊型観光や

いての御質問の中で、沖縄型人材育成についてお答え

地域資源を活用した観光の推進により、平均滞在日数

いたします。

を延伸させるほか、消費額の高い外国人観光客の誘致

○教育長（平敷昭人君）

県教育委員会では、21世紀の万国津梁にふさわし

を強化してまいります。さらに、経営者層の意識改革

い国際性と個性を涵養する人材育成を図るため、積極

セミナーや従業員向けのスキルアップ研修への支援な

的に海外留学事業等を行っております。その取り組み

どを実施してまいります。このような取り組みを着実

としまして、平成27年度は高校生309名を世界23カ

に推進することにより、観光関連産業の雇用環境の改

国及び地域へ派遣しております。その派遣に際しまし

善を図ってまいります。
続いてクルーズ船母港化の取り組みについてお答え

て事前研修では、異文化理解を深めるため、沖縄の歴

いたします。

史や文化を学ぶ機会を設定しております。
今後とも、ウチナーンチュとしてのアイデンティ

クルーズ業界大手の船会社によると、母港化に向け

ティーを持たせるとともに、国際社会に対応したグ

ては、食材、水、燃料などを安定的に積み込むことが

ローバル教育の推進に努めてまいります。

できる施設やターミナルが存在すること、クルーズ客
が下船後に利用する交通インフラが充実しているこ

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

と、税関、入出国管理、検疫のいわゆるＣＩＱの体

文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長

制、ターミナルスタッフ、観光ガイド等の人材がそ

前田光幸君登壇〕

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

観光政策関

連についての御質問の中の、年間観光収入についてお

ろっていることなどの条件が備わっている必要がある
とのことであります。
県としましては、今年度、県内におけるクルーズ船

答えいたします。
平成27年度の観光客１人当たり消費額は、対前年

寄港の現状と課題の把握、母港化に向けた可能性の調

度比1.9％増の７万5881円、入域観光客数が対前年度

査等を行い、今後の誘致戦略や受け入れ方針を策定す

比10.7％増の約794万人と、消費額、観光客数ともに

ることとしております。
続いて沖縄型観光の確立についてお答えいたしま

増加したことにより、観光収入は対前年度比12.7％

す。

増、過去最高の約6022億円となっております。

沖縄県では、平成24年度に策定した第５次沖縄県

続いて宿泊施設の資本別内訳についてお答えいたし

観光振興基本計画において、目指す将来像を世界水準

ます。
県では、宿泊施設に関して資本別による調査は行っ

の観光・リゾート地とし、観光地としての基本的な品

ておりませんが、新聞報道等をもとにヒアリングした

質を確保するとともに、独自の観光価値を発揮するこ
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とにより、高いブランド力を有する観光地として、世

通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン（参

界中に広く認知されることを目指しております。その

考資料）をもとに設定しております。また、この評価

ためには、東アジアの中心に位置する地理的優位性に

基準については、これまでも、関係業界団体の要望を

加え、豊かな自然環境、特色ある島々、独自の歴史・

踏まえ、工事成績評価点の細分化、提出書類の簡素化

文化など国内外の多くの観光客を魅了するソフトパ

など改善を図ってきたところであります。一方、下請

ワーを活用した多様な体験プログラムや観光周遊ルー

に県内企業を活用する場合の評価など、改善の要望も

ト等を広く発信していくこととしております。

あり、土木建築部としては、沖縄総合事務局や他県の

続いて沖縄型エンターテインメントについてお答え

事例を研究し、関係業界団体の意見を聞いた上で、さ
らなる改善に努めたいと考えております。

いたします。

次に、最低制限価格上限撤廃後の実態についての御

沖縄県は、組踊や琉球舞踊、空手などの伝統文化や
各地域で受け継がれてきた伝統行事など、独特の文化

質問にお答えいたします。

資源を有しております。県においては、これらの文化

県発注建設工事の最低制限価格については、こと

資源を活用してエンターテインメント性や芸術性が高

しの４月からその範囲を予定価格の100分の70以上

い新たな観光コンテンツとなる舞台公演を創出する文

として、上限値を撤廃したところであります。平成

化観光戦略推進事業を実施しております。また、文化

28年４月１日から８月末までに指名通知または公告

芸術活動の産業化に向けて、経営的視点を持ってマネ

を行い、契約締結した工事における最低制限価格の

ジメントができる人材を育成するアーツマネージャー

設定は、平均で91.2％となっており、平成27年度の

育成事業を実施しております。これらの取り組みによ

89.1％と比べると2.1ポイント上昇しております。

り、多様な観光客のニーズに対応したコンテンツの制

また、落札率は93.2％となっており、平成27年度の

作や効果的な情報発信、継続的な人材育成に取り組

92.4％と比べると0.8ポイント上昇しております。
次に、県内業者の受注率についての御質問にお答え

み、沖縄の魅力を生かしたエンターテインメントの創

いたします。

出に努めてまいります。

土木建築部発注工事における県内業者の受注率は、

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。

平成26年度は、発注件数794件、約522億9000万円

宮城

のうち756件、約474億5000万円で、受注率は、件

理君登壇〕
土木建築事業関連に

数で95.2％、金額で90.7％となっております。平成

ついての御質問の中の、米軍基地関連事業のボンドに

27年度は、発注件数721件、約625億3000万円のう

ついての御質問にお答えいたします。

ち688件、約532億7000万円で、受注率は、件数で

○土木建築部長（宮城

理君）

県では、米軍等関係機関に対して、県内業者への分

95.4％、金額で85.2％となっております。

離・分割発注及びボンド率減免の要請を定期的に行っ

以上でございます。

ており、今年度は、去る９月７日に、外務省沖縄事務

○議長（新里米吉君）
〔玉城

所及び在沖米国総領事館に対して要請したところであ
ります。また、平成26年度及び27年度には、沖縄型

○玉城

玉城

満君。

満君

満君登壇〕
幾つか再質問させていただきます。

ボンディングシステム実証事業を実施して、県内企業

２の(3)の高江住民の実態調査についてということ

の米国保険会社に対するボンド申請手続の支援を行っ

で先ほど測定値は出たんですが、私が質問しているの

たところであります。しかしながら、県内企業の多く

は、生活にどういうふうな影響を及ぼしているのか、

は、営業経歴、信用力、財務力等の内容において米国

地域の教育機関でどういう影響を及ぼしているかとい

保険会社のボンド取得が困難であることが判明しまし

うことをやはり県が調査するべきではないかなという

た。今後は、ちゅらしま建設業相談窓口の米軍工事参

ことなので、そのことに関して見解を伺いたいと思い

入促進セミナーなどを継続しながら、県内建設業者を

ます。

対象とした米軍基地関連事業に関する意向調査を行

それと観光政策なんですが、先ほど私冒頭でスタン

い、その結果を踏まえ、国内保険会社の保証等対応策

レーさんの話をしたんですが、県としても、やはりこ

を検討してまいりたいと考えております。

ういうふうに海外のブロガーの皆さん、かなり沖縄県

次に、総合評価方式の課題についての御質問にお答

の観光に力を入れて協力していただいている人たち
は、何がしかの賞や、そして賞でなくても大使みたい

えいたします。
土木建築部の総合評価における評価基準は、国土交

なそういう役割をしっかり与えていただきたいなと
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高江地域の方々にとって、やはり騒音というのも大

思っているんですが、そのことに関しての見解もいた

変重要だと思います。一方で、また今回ヘリパッド建

だきたいと思います。
続きまして、観光関係なんですけれども、やはり欧

設に当たって、県警の大量動員、それから市民団体の

米の人たちをもっとふやすためには、やっぱり離島

活動等によって影響を受けているということで、これ

力、離島観光をもう少し充実させるべきではないかな

につきましても、東村から聞き取り等を行ってござい

と思います。欧米の皆さんは、自然をすごく大事にす

ます。やはりこの検問等で学校におくれたとか、それ

る旅行をする方が結構おられるということで、離島の

から妨害行動によって、なかなか日常の生活にいろい

観光の充実というのは、やっぱり1000万人に向けて

ろと不便を来しているというようなお話等もございま

絶対必要不可欠だと思っております。だから、やはり

す。

特別な離島の観光力をアップさせる施策をやっていく

いずれにいたしましても、警備をするに当たりまし

べきだと思っているんですが、そのことについてもお

ては、やはり地域住民の方々の安全、そういったもの

伺いしたいと思います。

に配慮しながらやっていただくと同時に、市民の方々

それと公共交通関連ですが、先ほど市民会議、そし

に対しましても、法令を遵守しながら地域住民の日常

て県民会議、３回と聞きましたが、地域からやはり広

生活に影響を与えないような形でやっていただければ

域調整も含めたもう少しシンポジウムを含めた、県民

というふうに考えているところでございます。

を、何というのかな、３回では僕は少な過ぎると思う

以上でございます。

んですよ。やっぱりもう少し回数をふやしていただ

○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

く。地域の皆さんがもう少しこの鉄軌道導入に対する

前田光幸君登壇〕
海外のブロ

思いをそこで語れるような、そういう県が率先しても

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

う少し回数をふやすなり、ただネット上の調査とかそ

ガーなど、海外において沖縄観光に貢献している方に

ういうふうなものだけではなく、やはり現地に行っ

対して、民間大使等への任命をしてはどうかという趣

て、その辺のシンポジウムを開催したり、広域調整を

旨の御質問にお答えいたします。

したりというようなことをもう少し積極的にするべき

県におきましては、沖縄県と世界各国地域の人的

だと思うんですが、その辺の見解をいただきたいと思

ネットワークを拡充し、経済、文化、学術等あらゆる

います。

分野で国際交流と国際協力を推進し、本県及び各国地

最後に、ボンドなんですが、私７年前からこのボン

域の振興に資することを目的として、海外で沖縄を

ドに関しては、解決策はないかということでずっと質

キーワードに活動されている方をウチナー民間大使と

問をさせていただいているんですが、なかなかこの

して認証しております。

ハードルが高いというか、常にそういうふうに県のほ

御質問の台湾のスタンレー氏については、今観光団

うから挑んでもはね返されてきている。それは、７年

体のほうからうちの民間大使への推薦をいただいてい

かけてまだこの段階かというような感じがしてしよう

るところでございまして、今認証に向けた審査を進め

がないんです。これはもう少し切り込み方があるので

ているというところでございます。
続いて、離島観光の強化に関する御質問にお答えい

はないかと思うんですが、今後、やはりもう少し国や
米軍に対する積極的なアプローチをしていただきたい

たします。
本県の離島は豊かな自然や独特の文化、歴史を有し

と考えておりますが、その辺の見解についても伺いた
いと思います。

ており、それを活用した離島観光の振興による地域経

以上です。

済の活性化が期待されます。一方で、県内の離島にお
いては、一部の離島を除いて宿泊施設の不足であった

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

午前10時49分休憩

り、あるいは空路、海路の交通アクセスの拡充、国内

午前10時50分再開

外での認知度が依然として低いことなどが課題となっ
ております。

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

そのため、県においては、航空会社等と連携したプ

知事公室長。
〔知事公室長

ロモーション活動や、それから離島観光事業者と送客

謝花喜一郎君登壇〕
お答えいたします。

事業者とのマッチング機会の創出に向けた離島観光コ

先ほどは騒音等を中心に実態調査のものをやっても

ンテンツフェアであったり、そういった形で県外での

○知事公室長（謝花喜一郎君）
らいました。

認知度向上に努めるとともに、国内チャーター便、い
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わゆる航空機によるチャーターへの支援等を活用した

ド率減免については、関係機関に対して引き続き要請

形での離島の航空路線拡充などに取り組んでおりま

を行っていきたいというふうに考えております。

す。また、今年度から外国人観光客を対象に、離島地

以上でございます。

域を含む県内での広域観光周遊ルートの形成にも取り

○議長（新里米吉君）

〔新垣光栄君登壇〕

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）
〔企画部長

新垣光栄君。

○新垣

新垣光栄であります。

企画部長。

会派おきなわを代表して代表質問をさせていただき

下地明和君登壇〕
玉城議員の再質問にお答

○企画部長（下地明和君）

皆さん、おはようございます。

光栄君

ます。
よろしくお願いいたします。

えいたします。
公共交通会議または市町村会議等、もっともっと

昨日、抗議決議と意見書を全会一致で可決しまし

やって県民を盛り上げていくべきではないかという趣

た。沖縄の海上での海兵隊ＡＶ８Ｂハリアー戦闘攻撃

旨の質問にお答えいたします。

機墜落事故について、質問通告後発生した看過できな

まず県民会議という形で３回行っておりますが、こ
の構成は公募によりまして、多くの県民の声を聞こう

い重要な問題でありますので、議事課と執行部に連絡
してあり、先例を踏まえて質問いたします。

ということで３回行っております。そして、場所もで

事故の状況について伺います。

きるだけ多くの県民、市民にわかっていただきたいと

そして第２、けさの報道によりますと、まだ事故原

いうことで、那覇で開いたり北部で開いたり、中部で

因の詳細が明らかになっていない中で、エンジン調整

開いたりということで開催してきております。

が行われている、準備が行われているようです。県は

御指摘のもっと回数をふやして機運を盛り上げるべ
きではないかということについては、これまで専門の

厳しい対応が求められると思いますが、その件に関し
て県の見解をお伺いします。
それでは、代表質問の１、県知事の政治姿勢につい

先生方の調査に対する意見を聞きながら、ある一定の
方向性といいますか、ある一定の形がつくられてきま

てお伺いします。

したので、その材料をもとにできるだけ多くの県民に

沖縄県民のアイデンティティーのよりどころである

提供し、議論を盛り上げていくという意味で回数を検

しまくとぅばは、地域の伝統行事などで使用される大

討してまいりたいと思っております。

切な言葉であり、組踊や琉球舞踊、沖縄芝居等といっ

さらに、シンポジウムについても、公共交通への転

た沖縄文化の基層である。しまくとぅばの日として条

換でありますとか、あるいは利用者をふやすことが鉄

例を定めてから10周年を迎え、しまくとぅば県民大

軌道の実現にも寄与することも含めて、県民の世論の

会が開催された。知事の見解を伺います。

喚起といいますか、そういったものを含めてシンポジ

(2)、世界のウチナーンチュ大会について。

ウム開催についても検討してまいりたいと考えており

世界に雄飛した県系人の功績をたたえ、そのウチ
ナーネットワークを持続的に継承・発展させるととも

ます。

に、沖縄独自のソフトパワーを国内外に発信し、その

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

土木建築部長。

魅力と可能性を活用して沖縄の未来を切り開いていく

宮城

ことを目的とした第６回世界のウチナーンチュ大会

理君）

理君登壇〕
米軍基地関連事業の

が、10月26日の前夜祭パレードを皮切りに開催され
ます。知事の見解を伺います。

ボンドについての再質問にお答えいたします。

(3)、東京オリンピックの空手競技の沖縄開催につ

平成26年度、平成27年度と米国保険会社からのボ
ンド取得について、実証実験等で活用を検討してきた

いて伺います。

ところでございます。しかしながら、やはり県内企業

誘致実行委員会は、内閣府で丸川五輪相や全日本空

の体力、企業規模ではなかなかそのボンド取得という

手道連盟の笹川会長と会談し、空手競技を沖縄で開催

のは難しいということがわかりました。そこで、今年

するよう４項目要請したが手応えはあったのか。知事

度は県内の建設業者を対象とした米軍基地関連事業に

の見解を伺います。

関する意向調査、これを改めて行って、国内保険会社

大枠の２、平成29年度予算と執行状況について。

の活用、保証等の対応策についても検討していきたい

(1)、沖縄予算と米軍基地のリンク論について。

と考えております。あわせて、分離・分割発注、ボン

沖縄関係の閣僚らが沖縄振興と基地問題の進展を絡
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めるリンク論容認を明言するようになっている。知事

委員長の見解を伺います。
イ、警備に当たる県外機動隊に対する県費負担の詳

の見解を伺います。
(2)、沖縄関係予算（概算）について伺います。

細と負担根拠について、公安委員長の見解を伺いま

内閣府は、８月31日、2017年度の沖縄関係予算

す。

の概算要求額を3210億円と決定し、財務省に提出し

ウ、法的根拠を示すことなく市民の自由をむやみに

た。2016年度当初予算比140億円（4.2％）減で、

制約する警察活動について、公安委員会の説明責任が

2012年12月の第２次安倍晋三政権発足後初めて概算

問われている。委員長の見解を伺います。
(2)、公安委員会の定例会が毎週行われると思いま

要求で前年度当初予算額を下回った。知事の評価につ

すが、状況について、前年度と今年の公安委員会委員

いて伺います。

の出欠状況、議事録の公開について伺います。

(3)、執行状況について。

大枠５、教育委員会について。

使途の自由度の高い沖縄振興一括交付金は、執行率
の課題を理由に大幅に減額された。その改善に、県、

(1)、県公立学校教員候補者選考試験で試験問題が

各市町村が一体となって取り組む必要がある。執行部

市販本と酷似した問題が多数出題されたことについ

の見解を伺います。

て、教育長の見解を伺います。
(2)、中教審は、次期学習指導要領の審議をまとめ

大枠３、米軍基地の関連について伺います。
(1)、日米地位協定の改定に向けた取り組みについ

ました。新たに盛り込まれる小学校英語の教科化に
は、これまでと異なる教員の技量が求められている

て。
沖縄県は、日米地位協定の抜本的改定に関してどの

が、教育長の見解を伺います。
(3)、激動する社会での生きる力を育むため、高

ような取り組みを行っているか伺います。
(2)、米軍犯罪対策について。

校、大学の教育現場が激変すると思うが、教育委員会

ア、昨年度と今年の米軍人・米軍属による事件・事

としての見解を伺います。
６、貧困対策・子育て支援について。

故の状況について伺います。

(1)、沖縄県は、子どもの貧困対策計画を策定し、

イ、米軍による綱紀粛正、再発防止策に対する県の

国、市町村、さらには地域の団体や個人などさまざま

評価と対応について伺います。
ウ、沖縄・地域安全パトロール隊に対する県の評価

な主体が連携して、子供の貧困対策を強力に推進して
いますが、その現状と課題について伺います。

と見解について伺います。

(2)、高齢者貧困、若者の貧困の現実を沖縄県はど

(3)、米軍基地から派生する環境問題について伺い

のように捉えているか伺います。私は子供の貧困はな

ます。
ア、沖縄市サッカー場の土壌汚染問題を初め、北谷
町上勢頭地区基地返還跡地、読谷村の米軍補助飛行場

いものだと思っています。大人の貧困が子供の貧困に
つながっていると思っております。

返還地、嘉手納基地周辺の河川を水源とする浄水場か

(3)、沖縄県21世紀ビジョン実施計画において、待

らのＰＦＯＳ検出等の環境問題に対して、県はどのよ

機児童対策行動指針を策定し、潜在的待機児童を含む

うにかかわっているか。また、どのような支援、対策

約9000人の待機児童の解消を図ることを目標として

を行っているか。見解を伺います。

おります。また、子ども・子育て支援新制度では、平

イ、それを浄化・処理する予算は米軍にあるはずだ

成30年には待機児童ゼロを目指して保育の拡大が急

が、その費用はどのようになっているか。予算措置の

務です。待機児童の現状と課題について伺います。

めどが立っているのか。特に読谷村の土壌汚染問題に

大枠７、観光、スポーツ行政について伺います。

ついて見解を伺います。

(1)、無許可の違法民泊について。
最近の東京や大阪における逮捕事例を初めとした各

ウ、高江ヘリパッド建設の森林伐採、工事の状況、

種報道、インターネットを初めとした民泊に関する苦

県の対応について伺います。
大枠の４、公安委員会について伺います。

情・クレームの状況を見て、大きな社会問題となって

(1)、北部訓練場高江ヘリパッド建設に伴う警備に

おります。いわゆる闇民泊の増加と取り締まりの状況
について伺います。

ついて。

(2)、スポーツ観光について。

ア、応援警備の要請について、公安委員会が派遣要
請する前に警察庁が関係都府県へ呼びかけるという政

ア、県内で新たなスポーツ産業の創出を目指して、

治的中立性を欠く状況になっている。その経緯と公安

沖縄総合事務局は検討会議を開くことになりました。
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て伺います。

県の見解を伺います。

大枠11、内部統制について。

イ、沖縄県は、スポーツキャンプのメッカで県内外
から関心が高く、宿泊施設の絶対数が不足していると

(1)、翁長県政は沖縄21世紀ビジョン実施計画業務

思われます。どのような対策を考えているか。特に夏

を適正に遂行するため、体制をどのように強化し構築

場の宿泊、合宿等の子供たちの宿泊について伺いたい

してきたか伺います。
(2)、最近の県公立学校教員候補者選考試験問題を

と思っております。
ウ、県民のスポーツ推進・健康づくりの基礎を支え

初め、沖縄都市モノレールのエレベーター等の管理、

ているのは、県体育協会及び各市町村体育協会（ス

沖縄県総合運動公園の営業時間外配置料金過徴収の問

ポーツ推進員）であると思っております。オリンピッ

題、八重山病院予算等の一連の諸問題に対して、内部

クにおける支援も含めて、県のそうした支援体制がど

統制が機能しているか伺います。今、沖縄県は基地問

のような状況か伺います。

題の対策において、いろいろ職員の皆さんに御苦労が

(3)、ＭＩＣＥ事業関連について。

あると思いますけれども、いま一度体制を見直す必要

ア、規模と予算について伺います。

があるのではないのかと考えております。
以上です。

イ、インフラ整備の進捗状況について、前に質問し
ました県道38号線とモノレールのＭＩＣＥ会場まで

○議長（新里米吉君）
〔知事

の延長等についても含めて伺いたいと思っておりま
す。

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

ウ、ＭＩＣＥ施設自治体及び近隣自治体の連携につ

翁長知事。
新垣光栄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、し

いて伺います。
８、沖縄県の公園について。

まくとぅばの日に関する条例制定10周年についてお

(1)、慶良間諸島ナショナルパーク、やんばる国立

答えをいたします。
平成18年の条例制定を受け、沖縄県においては、

公園について伺います。
(2)、沖縄県総合運動公園の整備状況と自転車競技

しまくとぅばの普及促進に向けた県民講座や普及啓発

場について伺います。沖縄県は、オリンピックで２人

の重要性を喚起するワークショップなどを開催してき

の選手を送出しております。その自転車競技２人の枠

たほか、ＮＰＯや民間団体においても、語やびら大会

に沖縄県の選手が２人入っております。今、仮設の自

の開催や民話集の制作など、自主的な取り組みが行わ

転車競技場である競技場の新設はないのかを含めて伺

れてきました。また、平成25年度からは全県的な県

いたいと思います。

民運動を展開するため、10カ年計画を策定し、平成

(3)、中城公園の整備状況と高原ホテル跡につい

27年度までの間、県民大会や各地におけるシンポジ

て、今中城公園では整備が進められています。今整備

ウムなどを開催してまいりました。しまくとぅばの日

の障害となっているのがホテル跡地であります。その

に関する条例制定から10年間におけるこれらの取り

ホテル跡地の処理対策について伺います。

組みにより、県民の機運醸成については、一定程度の
効果があったものと考えております。

９、水害・土砂災害対策等について伺います。

一方で、平成21年にユネスコは県内５地域に伝わ

(1)、今年度の台風、集中豪雨等の現状について伺

るしまくとぅばを消滅の危機に瀕する言語に指定して

います。
(2)、沖縄県における水害、土砂災害対策等の進め

いることから、しまくとぅばの県民への普及促進に向
けては、より実効性のある取り組みを行っていく必要

方について伺います。
(3)、中南部中城湾周辺の土砂災害の特徴、対策に

があると認識しております。このことから、今年度策
定した平成30年度までの中期しまくとぅば普及推進

ついて伺います。
10、住宅政策について。

行動計画では、県や市町村、普及団体、教育機関など

(1)、福島原発事故における避難者について伺いま

における役割の明確化を図りつつ、官民連携による県

す。福島県は避難指示区域外からの避難者に対して、

民への普及促進の中核的役割を果たすしまくとぅば普

災害救助法に基づく住宅支援を来年３月で打ち切ると

及センター（仮称）を設置し、地域や学校、職場など

発表しております。その件について伺います。

で実践的に取り組むための講師や話者等の人材養成及

(2)、県営住宅について伺います。

び活用のコーディネート、出前講座の実施、５地域ご

(3)、沖縄県全体の住宅のゾーニング見直しについ

との取り組みを促すための会話集や実践マニュアルの
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ら答弁をさせていただきます。

作成などに取り組むこととしております。
次に、東京オリンピック空手競技の沖縄開催等につ

○議長（新里米吉君）
〔副知事

いてお答えをいたします。
空手が東京オリンピックの種目に決定したことは、

安慶田副知事。

安慶田光男君登壇〕

○副知事（安慶田光男君）

新垣光栄議員の米軍基地

空手発祥の地・沖縄を世界にアピールする絶好の機会

関連についての御質問の中で、沖縄・地域安全パト

であります。沖縄県としては、事前合宿の誘致、県内

ロール隊に対する県の評価と見解についてお答えいた

開催、開会式における空手演武の披露等の実施に向け

します。

て取り組んでいるところであります。去る９月20日

４月に発生した事件を契機として、国民の生命と財

の要請活動では、全日本空手道連盟の笹川会長から、

産を守ることが重要な責務である政府が、沖縄県にお

「要請の趣旨は理解した。協力できることは一緒に頑

ける犯罪抑止に向けてパトロール等を行うことは一歩

張っていきたい。」とのお話がありました。また、丸

前進だと考えております。

川オリンピック担当大臣からは、「要請事項につい

私は、先週開催された沖縄における犯罪抑止対策推

て、東京オリンピック組織委員会や東京都に伝えた

進協議会において、パトロールの実施に当たっては、

い。」とのお話がありました。

深夜から明け方にかけて発生することが多い米軍人・

沖縄県としましては、引き続き官民一丸となって空

軍属等による事件・事故に対応するため、パトロール

手の沖縄開催に向けて、国や関係団体等に対し誘致を

の時間帯を変更することなど、地域の実情も踏まえた

働きかけていくとともに、県内における機運醸成にも

対応をすることを要望いたしました。また、予算につ

積極的に取り組んでいきたいと考えております。

いては、沖縄振興予算とは別枠で確保することを検討

次に、平成29年度予算と執行状況についてに関す

すること、防犯灯の設置等については市町村の負担と

る御質問の中の、平成29年度沖縄振興予算の概算要

なることがないこと及び警察官の増員については早期

求についてお答えをいたします。

に手続に着手するよう、沖縄の実態に合わせた実効性

内閣府の平成29年度概算要求においては、総額

のある対応をすることを要望いたしました。

3210億円の沖縄振興予算が計上されました。今年度

以上であります。

の当初予算額を下回る水準ではありますが、厳しい財

○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

政状況の中、3000億円台が確保されたところであり

前田光幸君登壇〕
知事の政治

ます。その内容につきましては、那覇空港平行滑走路

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

増設事業、沖縄科学技術大学院大学の規模拡充、拠点

姿勢についての御質問の中の、世界のウチナーンチュ

返還地跡地利用推進交付金、沖縄子供の貧困緊急対策

大会についてお答えいたします。

事業等について、所要の額が計上されたところであり

世界のウチナーンチュ大会は、これまで回を重ねる

ます。また、県土の均衡ある発展を図るための北部振

ごとに参加者がふえ続け、ことしの第６回大会では、

興事業や鉄軌道に係る調査費が計上されるなど、基本

海外から過去最高となる約6700名の参加を見込んで

的には本県の振興に配慮がなされたものと考えており

おります。一方で、海外県系人等の世代交代が進んで

ます。一括交付金の減額については残念であります

おり、次世代へウチナーネットワークを継承していく

が、改めて執行率の課題が指摘されたことを受けと

ためにも、第６回大会は重要な意義を有すると考えて

め、引き続き改善に努めることとしております。

おります。

平成29年度の沖縄振興予算につきましては、去る

今大会では、海外の次世代代表が参加する世界若者

８月10日に菅官房長官、鶴保内閣府沖縄担当大臣、

サミットが企画されているほか、プレイベントとし

自民党高村副総裁並びに二階幹事長に対して要請を行

て、県内、海外の若者が中心となった世界若者ウチ

い、所要額の確保を働きかけてきたところです。ま

ナーンチュ大会も開催されるなど、今後、ウチナー

た、９月14日には、二階幹事長に概算要求額の満額

ネットワークの担い手となる若者が、交流と理解を深

確保を要請したところであります。引き続き、内閣府

めることでより強いきずなが形成されることが期待さ

沖縄担当部局を初め関係機関との連携を一層密にする

れます。また、閉会式で世界のウチナーンチュの日制

とともに、県選出国会議員並びに県議会議員初め関係

定の宣言を予定しており、今後その日に合わせて、県

各位の協力を得ながら、概算要求の満額が措置される

内、国内、海外各地でウチナーンチュの伝統や文化を

よう取り組んでまいります。

テーマとした関連行事が行われることで、ウチナー

その他の御質問につきましては、副知事、部局長か

ネットワークのさらなる発展、継承につながることを
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続いて、大型ＭＩＣＥ施設の規模と予算についてお

期待しております。
次に、観光、スポーツ行政についての御質問の中

答えいたします。
大型ＭＩＣＥ施設については、ことし８月に策定し

の、沖縄総合事務局の検討会議についてお答えいたし

た沖縄県大型ＭＩＣＥ施設整備基本計画の中で、多様

ます。
県は、スポーツ関連産業の振興を図るため、平成

なイベントに対応できる３万平方メートルの展示場、

26年度にスポーツの産業化に向けた戦略を策定し、

4000人規模の会食に対応できる7500平方メートルの

平成27年度からモデル事業に対して補助等の支援を

多目的ホール、20室から30室の中小会議室等を備え

行っております。一方、沖縄総合事務局においては、

た施設として整備することとしております。

県の取り組みを受け、スポーツ産業クラスターの形成

整備費については、大型ＭＩＣＥ施設、立体駐車場

に向けて、平成27年度に産官学から成る調査検討委

及び外構等を含めた総額で約513億円と試算しており

員会を開催し、平成28年度は沖縄スポーツ産業クラ

ます。また、10月の事業者公募の際には整備費に加

スター検討会議を設立する予定であります。

え、指定管理料の限度額等についても提示することと

県としましては、スポーツ関連産業の振興のため、

しており、有識者等で構成する大型ＭＩＣＥ施設整備

官民等が連携した協力体制の構築が重要であることか

運営事業者選定委員会で検討を行っているところであ

ら、沖縄総合事務局と連携してスポーツ関連産業の振

ります。
続いて、ＭＩＣＥ施設自治体及び近隣自治体との連

興に取り組んでいきたいと考えております。
続いて、宿泊供給量の増加に向けた対策についてお

携についてお答えいたします。
大型ＭＩＣＥ施設の周辺や近隣のエリアには、地域

答えいたします。
急激な外国人観光客の増加に伴い、夏場やスポーツ

への経済効果を高めるため、宿泊施設や商業施設等の

キャンプが集中する時期などに宿泊施設の需要が集中

整備を促進することが重要であると考えております。

することはあるものの、県内の宿泊供給量は、現時点

そのため、現在、大型ＭＩＣＥ施設の周辺エリアを対

でおおむね需要を満たしているものと考えておりま

象に、これらの施設等の整備や魅力あるＭＩＣＥエリ

す。一方、入域観光客数1000万人、平均滞在日数５

アとしてのまちづくりの方向性を示すビジョンを策定

日間の目標達成のためには、宿泊供給量の増加が不可

するための有識者委員会に地元自治体の首長の参加を

欠であることから、県においてはホテル誘致に積極的

求め、検討を行っているところであります。

に取り組んでおります。また、好調な沖縄観光の動向

また、今後は、近隣を含む広域的なエリアにＭＩＣ

を受けて、民間による投資開発の動きも活発化してい

Ｅの経済効果が波及するよう、宿泊施設や商業施設等

ることから、今後も宿泊供給量は着実に増加していく

の整備を含めたまちづくりが必要と考えており、地元

ものと考えております。

及び近隣自治体で構成するサンライズ推進協議会と連

続いて、沖縄県体育協会及び市町村体育協会への支

携して検討していくこととしております。
続いて、沖縄県の公園についての御質問の中の、自

援についてお答えいたします。
沖縄県体育協会及び市町村体育協会は、スポーツの

転車競技場についてお答えいたします。

推進に関する各種事業を実施することにより、県民の

県総合運動公園の自転車競技場は、昭和62年に開

体力の向上と心身の健全な発達、健康づくりに取り組

催された海邦国体時に同公園内の駐車場予定地に仮設

むなど重要な役割を果たしております。そのため、県

で建設され、その後、県内唯一の自転車競技場とし

においては、沖縄県体育協会の運営に関する支援のほ

て、平成22年に開催された全国高校総体の会場等に

か、各競技団体の競技力の向上、スポーツ少年団の育

活用されてきております。同敷地については、県総合

成、県民体育大会の開催、総合型地域スポーツクラブ

運動公園の駐車場予定地となっていることから、移設

の育成など、当該団体が実施する各種事業に対して支

に向けた新たな土地の確保や別途駐車場の確保等につ

援を行っているところであります。また、市町村体育

いて検討しているところであります。

協会に対しては、沖縄県体育協会がスポーツ振興交付

以上でございます。

金を助成し、地域のスポーツ振興を図っているところ

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

であります。
県としては、引き続き沖縄県体育協会等への支援を

企画部長。

下地明和君登壇〕

○企画部長（下地明和君）

平成29年度予算と執行

行い、スポーツの振興を図るとともに、県民の健康の

状況についての御質問の中の、沖縄振興と基地問題の

維持、増進に努めてまいりたいと考えております。

リンク論についてお答えいたします。
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沖縄振興は、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄の
特殊事情に鑑み、総合的かつ計画的に講じられている

ての御質問の中の、日米地位協定の見直しの取り組み
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

ものであり、基地問題とは別と認識しております。
報道等によりますと、官房長官や沖縄担当大臣の発
言は、基地返還後の跡地利用に係る個別の事業につい

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

て述べられたもので、沖縄振興全体と基地のリンクに

ためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善だ

ついて言及したものとは受けとめておりません。

けでは不十分であり、地位協定の抜本的な見直しが必

以上でございます。
〔総務部長

金城

○総務部長（金城

要であると考えております。このため、今後とも軍転

総務部長。

○議長（新里米吉君）

協や渉外知事会とも連携し、あらゆる機会を通じ、日

武君登壇〕

武君）

平成29年度予算と執行

状況についての御質問の中で、執行率の改善について

米両政府に、日米地位協定の見直しを粘り強く求めて
まいりたいと考えております。
次に、米軍人・軍属による事件・事故の状況につい

お答えをいたします。
ソフト交付金の県事業については、平成27年度か

てお答えいたします。

ら各部局の不用額の状況を共有し、前倒し可能な事業

沖縄県警の発表によると、米軍構成員等の刑法犯検

に充当するため、全庁横断的な連絡会議を設置し、執

挙件数及び検挙人員は、平成27年が34件42人、平成

行率の改善に取り組んでいるところであります。ま

28年が８月末現在で18件22人となっております。
次に、米軍による綱紀粛正、再発防止策に対する県

た、市町村事業においては、各市町村へ定期的に過不
足調査を行い、事業間流用や市町村間流用を実施する

の評価と対応についてお答えいたします。

などして、同交付金の有効的な活用に取り組んでいる

米軍が実施している生活指導巡回や勤務時間外行動

ところであります。これらの取り組みに加え、さらな

の指針等については、刑法犯罪の減少に一定の効果を

る執行率の改善につなげるため、交付決定時期を早め

上げていると考えています。

るよう内閣府と調整を進めております。ハード交付金

県としては、米軍に起因する事件・事故は一件たり

については、繰越額の縮減に向けて、民間コンサルタ

ともあってはならないと考えており、事件・事故防止

ントを活用した用地取得の推進、早期契約の実施等に

のための協力ワーキングチームでの議論など、あらゆ

取り組んでおります。

る機会を通じて、綱紀粛正、再発防止がより実効性を

また、年度途中の執行状況に応じて、県事業、市町

伴うものとなるよう強く求めております。また、米軍

村事業間での交付金の融通を行うなど、より機動的な

の研修内容については、現在、調整を行っているとこ

事業執行に努めてまいります。

ろであり、正しい研修・教育内容となるよう、しっか

次に、内部統制についての御質問の中で、21世紀

り取り組んでいきたいと考えております。
次に、水害・土砂災害対策等についての御質問の中

ビジョン実施計画遂行のための体制強化についてお答

の、ことしの台風、集中豪雨等の現状についてお答え

えをいたします。
沖縄県では、沖縄21世紀ビジョン実施計画に掲げ

いたします。

る施策を積極的に推進するため、アジア経済戦略構想

平成28年に本県に来襲した台風は、９月２日に大

を実現する役割を担うアジア経済戦略課を設置したほ

東島に接近した台風第12号、９月17日に与那国島に

か、子供の貧困対策の強化を図るための子ども未来政

接近した台風第16号及び９月26日に先島諸島に接近

策室、大型ＭＩＣＥ施設整備を行う観光整備課、沖縄

した台風第17号の３つであります。台風第16号で

空手のさらなる振興を図るための空手振興課を設置す

は、人的被害はありませんが、建物の一部損壊や農林

るなど、推進体制の強化を図っております。

水産物の被害等が報告されております。集中豪雨につ

今後も、新たな課題に対応した施策を盛り込んで策

きましては、ことし１月から９月までに大雨洪水警

定される後期の実施計画を着実に推進するため、引き

報等が10回発表されており、家屋への浸水、土砂崩

続き推進体制の強化に取り組んでまいります。

れ、道路の冠水等の被害が一部報告されております。
県としましては、台風等の災害が発生した場合は、

以上でございます。
〔知事公室長

全庁的に災害状況の把握に努め、地域防災計画等に基

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

づき、迅速な災害復旧対策に取り組んでまいります。

謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

米軍基地関連につい
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次に、追加質問についての御質問の中の、海兵隊Ａ

Ｖ８Ｂハリアー戦闘攻撃機の事故の状況及び県の対応

砂流出防止柵、防風柵の設置工事が行われていまし

についてお答えいたします。12の(1)と12の(2)は関

た。Ｈ地区については、着陸帯・無障害物帯予定地の

連いたしますので一括してお答えいたします。

樹木の伐採を確認しております。Ｇ地区については、

平成28年９月22日午後２時ごろ、海兵隊所属のＡ

進入路延長1320メートルのうち着陸帯予定地に向け

Ｖ８Ｂハリアー戦闘攻撃機が沖縄の東方約100マイル

約880メートルの区間における樹木の伐採を確認して

の海上に墜落しました。県民の人的・物的被害は報告

おります。着陸帯・無障害物帯は未着手とのことでし

されておりませんが、航空機事故は一歩間違えば人

た。

命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、こ

また、沖縄防衛局によると、工事用道路について、

のような事故が発生したことは、日常的に米軍基地と

沖縄県赤土等流出防止条例に定める事業行為には該当

隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に大きな

しないとしていることから、確認のため昨日県担当職

不安を与えるものであり、大変遺憾であります。９月

員による現地調査を行ったところであります。現在、

23日に、第３海兵遠征軍司令官及び沖縄担当大使等

沖縄防衛局には図面等の資料を求めており、これらの

に、また、９月24日には、防衛大臣に対し、原因究

結果を踏まえ、事業行為に該当するかどうか総合的に

明がなされるまでの同機種の飛行中止、事故原因の徹

判断してまいります。

底的な究明と早期の公表、再発防止措置を含む一層の

続きまして、沖縄県の公園についての質問の中の、

安全管理の徹底等に万全を期すよう強く求めるととも

慶良間諸島国立公園及びやんばる国立公園についてお

に、このような事故が発生したことに強く抗議しまし

答えします。
慶良間諸島は、多種多様なサンゴ礁生態系などすぐ

た。
なお、９月23日に在沖米海兵隊及び沖縄防衛局か

れた自然環境を有することが高く評価され、平成26

ら、墜落事故後、同型機の飛行は停止しているとの報

年３月に国立公園に指定されております。慶良間諸島

告がありました。

国立公園は、ことし７月、国立公園を世界水準のナ
ショナルパークへブランド化する国立公園満喫プロ

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔環境部長

ジェクトの先導的モデル地域の一つに選定されたとこ

環境部長。

ろであり、県では、訪日外国人観光客を魅了し増加さ

大浜浩志君登壇〕
米軍基地関連についての

せる基本計画を策定するため、今年９月、環境省とと

御質問の中の、米軍基地から派生する環境問題に対す

もに地域協議会を設置し、座間味村、渡嘉敷村、沖縄

る県の対応についてお答えします。

観光コンベンションビューローなど関係機関と協議を

○環境部長（大浜浩志君）

県においては、返還跡地において環境問題が発生し

開始したところであります。また、やんばる国立公園

た場合、基地所在市町村及び沖縄防衛局等関係機関に

については、沖縄本島北部ヤンバル地域がヤンバルク

対し、各種法令等に基づき、適切な調査及び対策がな

イナを初めとする多くの希少な動植物が集中して生

されるよう調整、助言を行っております。

息・生育していることなど多様な自然環境を有するこ

沖縄市サッカー場については、県は地下水等の周辺
環境調査を実施しております。また、嘉手納基地周辺

とが高く評価され、去る９月15日に指定されており
ます。

のＰＦＯＳ問題については、企業局が調査している箇

県としましては、世界自然遺産登録を見据え、今

所を除く主要河川、地下水等について、全県的な調査

後、環境省及び北部地域とより一層連携を深めつつ、

を実施しており、結果がまとまり次第公表する予定と

ヤンバル地域の自然環境保全とその適正な利活用に

しております。

よってさらなる地域振興を図ってまいりたいと考えて

県としましては、地域住民の不安の解消、問題解決

おります。
以上であります。

に向けて対応してまいりたいと考えております。
続きまして、高江ヘリパッド建設工事の状況と県の

〔企業局長

対応についてお答えします。
北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業について

企業局長。

○議長（新里米吉君）
○企業局長（町田

町田
優君）

優君登壇〕
米軍基地関連についての

は、平成28年９月27日に立入調査を行っておりま

御質問の中で、北谷浄水場におけるＰＦＯＳ問題に係

す。その結果、Ｎ１地区については、着陸帯・無障害

る対策についての御質問にお答えします。

物帯予定地の樹木の伐採はほぼ終了し、沖縄県赤土等

沖縄県企業局では、今回のＰＦＯＳ等の検出は、嘉

流出防止条例に基づく事業行為通知書に記載された土

手納基地が汚染源である可能性が高いと考えており、
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嘉手納基地内への立入調査及び基地内での使用履歴に

性、警備の方法ないし規模等を検討した結果、県警察

ついて米軍に対し要請しているほか、去る９月７日及

の人員体制では量的な面で十分な対応がなし得ず、応

び９日に行われた沖縄県軍用地転用促進・基地問題協

援を検討する必要があると判断されたことから、我々

議会の要請においても、調査に協力すること及び適切

公安委員会において、県警察から十分に事前説明を受

な対応策を講じることを日米両政府に対し求めたとこ

けた後、北部訓練場周辺における各種抗議活動等に的

ろであります。米軍は、「嘉手納飛行場において、Ｐ

確に対応するための警備の必要性と規模等を検討した

ＦＯＳの残留物が存在する可能性のある場所及び水系

ところ、一定規模の応援を要請する必要があると認め

に入り込む経路について文献調査をしており、調査が

たことから関係都府県の公安委員会に援助の要求を

終了すれば協議することができる」としていることか

行ったものでございます。したがいまして、今回の援

ら、引き続きこの問題の早期解決が図られるよう、沖

助要求が特定の主義主張に基づく政治的中立性を欠い

縄防衛局及び米軍と協議していきたいと考えておりま

たものとの御指摘は当たらず、純粋な警察活動の必要

す。

性をもとに判断したものでありますので、この点に関

現在、当面の対策としてＰＦＯＳ濃度の高い水源か
らの取水停止及び恒常的な対策として北谷浄水場にお

し警察行政の民主的運営と政治的中立性は十分に確保
されていると判断をしております。
公安委員会といたしましては、引き続き県警察が個

いてＰＦＯＳ吸着効果のある粒状活性炭への取りかえ

人の生命、身体、財産の保護及び公共の安全と秩序の

工事を進めているところであります。
次に、同じくＰＦＯＳ対策に係る費用についての御

維持という警察の職務を全うするに当たり、これが安
全に最大限配慮された形で適切に実施されるべく、適

質問にお答えします。
北谷浄水場の粒状活性炭取りかえ費用については、

切に管理をしてまいりたいと考えております。
次に、北部訓練場周辺における警備活動についてお

平成28年６月に沖縄防衛局に対し、費用補償を要請
しているところであります。沖縄防衛局からは、平成

答えをいたします。

28年７月に回答があり、「米軍とＰＦＯＳ等との因

北部訓練場周辺では、連日、抗議参加者が車道上に

果関係が確認されておらず、また、国内のＰＦＯＳ等

車両を放置し、そのすき間に座り込むなどして道路を

に係る水道法上の水質基準が設定されていない中で、

封鎖する行為や、工事車両の前面に飛び出し、あるい

いかなる補償が可能か検討が必要」とのことでありま

は立ち塞がるなどの方法による通行妨害に及んでお

す。

り、危険かつ違法な状態が続いていると認識をしてお

沖縄県企業局としては、引き続き関係機関と協議し

ります。
そのため、公安委員会といたしましては、法に基づ

ていきたいと考えております。

き、違法行為や違法状態に適切に対処すべき責務を負

以上でございます。

う県警察が違法行為に及んでいる、あるいは今まさに

公安委員会委員。

○議長（新里米吉君）
〔公安委員会委員
○公安委員会委員（天方

天方

及ぼうとする市民の方々の行動を必要最小限の範囲で

徹君）

徹君登壇〕
公安委員の天方で

制約することは、法に従った適切な業務執行であると
いうふうに認識をしております。

ございます。

次に、公安委員会の状況についてお答えをいたしま

どうぞよろしくお願いいたします。
米軍北部訓練場ヘリパッド建設に伴う警備について

す。

の御質問の中で、沖縄県公安委員会による援助の要求

公安委員会の会議は、定例会と臨時会があり、定例

に関するものがございましたところ、本日は公安委員

会は原則週に１度開催をし、県警察から警察行政の各

長が所用のため不在でありますので、公安委員会を代

般にわたる報告や説明を受け、公安委員がこれに質問

表し私のほうでお答えをさせていただきます。

をし、意見を述べた後、決裁を要する案件について決

公安委員会は、警察行政の民主的運営と政治的中立

裁をするという形で実施をされております。

性の確保を目的として設置されておりますところ、

平成27年中の定例会は、合計37回開催されまし

我々各公安委員及び公安委員会といたしましては、そ

て、金城委員長が27回、與儀委員が36回、そして年

の趣旨を十分に理解し、これまでも適切に県警察を管

度途中で任命をされた私が25回、出席をしておりま

理してまいっているものと認識をしております。

す。平成28年は、８月末現在で定例会は計28回開催

このたびの援助要求は、県警本部長が沖縄防衛局長

され、金城委員長が18回、與儀委員と私が26回ずつ

からの警備要請を受けた際、県警察においてその必要

出席をしております。臨時会の開催は、昨年、ことし
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語教師に英検１級、準１級程度の英語力を求めている

ともにございません。
また、公安委員会の議事録につきましては、公安委

ところであります。これまでも作問に当たりまして

員会のホームページにおいて、公安委員会の概要とと

は、英語教員の資質能力をはかるために市販問題集の

もに定例会の開催状況という形で適切に情報公開を

標準的な良問を活用してきたところであります。今回

行っておると理解しております。

引用した問題集は、複数の一般的な問題集で広く流通
しているものであり、その中から本県の英語教師に求

以上でございます。
警察本部長。

められる英語力をはかるにふさわしい問題として選ん

池田克史君登壇〕

だところであります。結果として特定の出版社の割合

○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

○警察本部長（池田克史君）

警備に係る費用負担状

が多くなっているという事実を確認いたしました。
県教育委員会としましては、公平性を欠くのではな

況については、私からお答えさせていただきます。
各経費の派遣部隊の経費についてでございますが、

いかという御意見もあることから、10月をめどに外

各経費の負担区分について述べますと、派遣されてい

部の有識者を交えた委員会を立ち上げ、引用のあり

る各都府県の警察官に係る旅費などの派遣に伴い必要

方、問題作成のあり方等についてさまざまな角度から

となる経費については国が、給与など身分に直接付随

検討を行ってまいります。
次に、小学校英語教科化に向けた取り組みについて

する経費については派遣元である各都府県がそれぞれ
負担することとなりますが、いずれにしましても、そ

の御質問にお答えいたします。

の支出手続は各都府県で行うため、県警察としてお答

小学校における外国語教育については、外国語で多

えする立場にはございません。その他の車両の燃料費

様な人々とコミュニケーションを図ることができる基

及び修繕費についてのみ県費による執行となっており

礎的な力を育成することが重要だと考えております。

ます。この経費については、国庫補助の対象経費と

現在小学校の高学年では、聞くこと、話すことを中心

なっております。その県費の負担額につきましては、

とした外国語活動を実施しておりますが、次期学習指

現在運用中の業務に係る経費でありますことから、お

導要領においては、読むこと、書くことも含め、全て

およその金額になりますが、８月末までに燃料費がお

の領域をバランスよく育む教科型の外国語教育を高学

よそ950万円、修繕費がおよそ47万円となっており

年から導入することになっております。

ます。繰り返しになりますが、これらの燃料費は後に

県教育委員会としましては、市町村教育委員会との

執行額の10分の５、２分の１の範囲で国庫補助を受

連携を図りながら、教材提供、ＡＬＴや外部人材の活

けることになります。また、沖縄自動車道の通行料金

用支援、外国語活動に関する研修機会の充実など、平

につきましては、ＮＥＸＣＯ西日本との協定により経

成32年度から円滑に実施できるよう計画的に準備を

費負担は生じないこととなっております。

進めていきたいと考えております。
次に、生きる力の育成についての御質問にお答えを

負担の根拠といたしましては、警察法第60号の援
助要求により派遣された部隊は、沖縄県警察の指揮監

いたします。

督を受け、援助要求の内容に応じた職務に従事してい

現代社会は、グローバル化の進展や人工知能の飛躍

ることから、派遣部隊は活動するための車両の燃料費

的な進化など、加速度的に変化しております。このよ

等を国庫補助対象経費として県費で負担することと

うに、将来予測が難しい社会の中にあっても、未来を

なっております。

つくり出していくために必要な資質・能力を子供たち

なお、東日本大震災における災害警備派遣や過去の

に育む学校教育が求められております。そのため、現

沖縄県の大規模警備でも同様の措置を講じているとこ

在、学校現場においては知識や技能の習得とともに、

ろであり、全国的にも派遣する側の県が燃料費などを

思考力・判断力・表現力等の育成に取り組んでおりま

負担したという前例はございません。

す。
県教育委員会としましては、問題解決能力や他者と

以上でございます。
〔教育長

協働する力等を育み、主体的で対話的な学びの視点か

教育長。

○議長（新里米吉君）

ら学習のプロセスを質的に改善するなど、社会におい

平敷昭人君登壇〕

○教育長（平敷昭人君）

教育委員会についての御質

問の中で、試験問題引用についての見解の御質問にお

て自立的に生きるために必要な生きる力の育成を図っ
てまいります。
次に、内部統制についての御質問で、教員候補者選

答えいたします。
沖縄県教員候補者選考試験中高英語の問題では、英

考試験についてお答えをいたします。
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これまで、試験問題作成に当たっては、マニュアル

であります。

やチェックリストを用いて、誤りがないかの確認を行
うなどの対策を講じてきたところであります。しかし

次に、待機児童の現状と課題についてお答えしま
す。

ながら、今回は特定の出版社からの引用の割合が多く

県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき、

なっているという事実があり、結果としてチェック体

平成28年度から29年度までの２カ年間で約１万4000

制の弱さがあったと考えております。

人の保育の量を拡大し、待機児童を解消することとし

県教育委員会としましては、10月をめどに外部の

ております。待機児童の解消に当たっては、保育の受

有識者を交えた委員会を立ち上げ、引用のあり方、問

け皿である保育所等の整備と保育士の確保が課題と

題作成のあり方等についてさまざまな角度から検討を

なっており、今年度は約8700人分の定員確保に取り

行い、工夫改善に努めてまいります。

組むこととしております。

以上でございます。

続きまして、住宅政策についての御質問の中の、福
答弁の途中ではありますが、

○議長（新里米吉君）

島県からの避難者についてお答えします。

新垣光栄君の質問に対する残りの答弁は、時間の都合

本県においては、東日本大震災による福島県から避
難してきた被災者に対して、福島県からの応援要請を

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。

受け、災害救助法に基づく民間賃貸住宅の借り上げに

午前11時58分休憩

よる応急仮設住宅の供与を行っております。応急仮設

午後 １時21分再開

住宅の供与は、原則２年間でありますが、福島県と国
との協議に基づき、入居期間の延長を行っておりま

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

午前の新垣光栄君の質問に対する答弁を続行いたし

す。平成28年９月１日現在、150世帯、350名に対し
応急仮設住宅の供与を行っております。

ます。

以上でございます。

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〕

○議長（新里米吉君）

保健医療部長。

貧困対策・子

〔保健医療部長

育て支援についての御質問の中の、子供の貧困対策の

○保健医療部長（砂川

現状と課題についてお答えします。

ポーツ行政についての御質問の中の、無許可民泊の取

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

子供の貧困対策としましては、沖縄県子どもの貧困

砂川

靖君登壇〕
それでは、観光、ス

靖君）

り締まり等についてお答えします。

対策推進基金を活用し、県内31の市町村において、

ここ数年、インターネットを介した民泊サービスの

就学援助制度の充実や放課後児童クラブの利用者負担

提供が急速に拡大しており、当該サービスで提供され

軽減を図る事業などを実施することとしております。

る施設の中には、無許可で営業を行っている施設の存

また、国の沖縄子供の貧困緊急対策事業を活用し、県

在が懸念されますが、全ての実情を把握することは困

内28市町村に100人の子供の貧困対策支援員の配置

難な状況にあります。県では、民泊に関する現状を把

と、県内26市町村に92カ所の子供の居場所が設置さ

握するため、宅地建物取引業協会に対し、無許可営業

れております。子供の貧困対策の推進に当たっては、

に係る情報提供について依頼を行うとともに、県内各

今後とも、国や市町村はもちろんのこと、広く県民各

地域の観光協会等の民泊受け入れ機関を対象とした調

界各層の理解と協力を得ながら、地域の実情に即した

査を行ったところであり、現在、その結果の取りまと

対策に取り組んでいく必要があると考えております。

めを行っているところであります。旅館業の許可を受

次に、高齢者や若者の貧困の現実についてお答えし

けずに民泊サービスを行っている施設が確認された場

ます。

合には、今後とも保健所による指導を行っていきたい

沖縄県は、国民年金保険料の納付率が全国一低い状

と考えております。

況が続いており、国民年金平均月額は全国平均に比べ

以上でございます。

低い状況となっております。また、若者についても、

○議長（新里米吉君）
〔土木建築部長

失業率や非正規雇用の割合が依然として高く、厳しい
状況にあると認識しております。

○土木建築部長（宮城

県としましては、生活困窮者自立支援制度等におい
て、関係機関と連携を図りながら、若者、高齢者を含

土木建築部長。
宮城
理君）

理君登壇〕
観光、スポーツ行政

についての御質問の中の、ＭＩＣＥ周辺のインフラの
進捗についての御質問にお答えいたします。

む生活困窮者への包括的な支援を実施しているところ
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大型ＭＩＣＥ施設が立地予定の中城湾港（西原・与

那原地区）周辺の道路整備について、国においては、

住宅が建てかえ時期を迎えていることから、これらの

国道329号南風原バイパス及び与那原バイパスの整備

団地の建てかえを優先的に行っており、あわせて戸数

を進めており、一部区間を除き、平成30年度に暫定

増に取り組んできました。なお、新規団地について

２車線で供用予定とのことであります。また、県で

は、平成27年度から八重瀬町において県営伊覇団地

は、県道浦添西原線の小那覇から翁長までの整備を進

を建設しているところであります。
次に、ゾーニングの見直しについての御質問にお答

めており、一部暫定を含めて、平成31年度末供用を

えいたします。

目指して、鋭意取り組んでいるところであります。
次に、沖縄県の公園についての御質問の中の、沖縄

県では、那覇広域都市計画区域において、都市計画

県総合運動公園の整備状況についての御質問にお答え

基礎調査に基づきおおむね５年ごとに市街化調整区域

いたします。

から市街化区域へ編入する区域区分の見直しを行って

沖縄県総合運動公園は、昭和56年度に事業着手し、

いるところであります。区域区分の見直しに当たって

これまで、陸上競技場や屋内運動場、レクリエーショ

は、市町村がまちの将来像を地域に示し、その実現に

ンプール等の整備を行っております。平成27年度末

向けて計画的に取り組むことが重要だと考えておりま

時点の進捗率は、事業費ベースで約89％となって

す。
県としては、市町村の計画的なまちづくりを支援す

おり、公園計画面積70.4ヘクタールのうち60.6ヘク

るとともに、今後とも、市町村からの要望や相談に対

タール、約86％を供用しております。
次に、中城公園の整備状況とホテル跡についての御

して、適切に対応していきたいと考えております。
次に、内部統制についての御質問の中の、土木建築

質問にお答えいたします。
中城公園は、平成９年度に事業着手し、これまで、
広場や園路、駐車場等の整備を行っております。平

部における対応についての御質問にお答えいたしま
す。

成27年度末時点の進捗率は、事業費ベースで約65％

沖縄都市モノレールの昇降機等の管理については、

となっており、公園計画面積98.8ヘクタールのうち

モノレール株式会社へ管理委託業務を行うことにより

11.9ヘクタール、約12％を供用しております。旧ホ

対応しております。昇降機の使用停止が長期化したこ

テル跡については、権利者との交渉が難航しておりま

とについては、道路管理者として緊急性の認識が不足

すが、今後も粘り強く交渉を進め、早期に解決できる

し、利用者への配慮が欠けていたと考えております。
今後、県としては、モノレール株式会社による維持

よう努めていきたいと考えております。
次に、水害・土砂災害対策等についての御質問の中
の、県の対策等の進め方についての御質問にお答えい

修繕の裁量を拡大して一元化し、迅速に対応できる管
理体制を構築したいと考えております。
沖縄県総合運動公園の時間外対応費の徴収について

たします。
県では、洪水や津波、高潮等による災害を防止する

は、ことし１月に指定管理者による徴収状況を調査し

ため、国や市町村等と連携し、水防計画を策定してお

て判明したものであり、通常のチェック体制では把握

ります。水防計画では、水防本部の設置、情報伝達、

が困難な特殊な事案であったと考えております。

協力応援態勢の確認、訓練の実施、危険箇所の公表等

今後は、今回のことを踏まえ、指定管理者への指導

を通じて、水害・土砂災害の軽減など対策を講じてい

等を強化し、再発防止に努めたいと考えております。
以上でございます。

るところであります。
次に、中城湾周辺の土砂災害の特徴と対策について

○議長（新里米吉君）
〔病院事業局長

の御質問にお答えいたします。
中城湾周辺では、急傾斜地崩壊、地すべり等の土砂

病院事業局長。
伊江朝次君登壇〕

○病院事業局長（伊江朝次君）

内部統制についての

災害が多く、特に断崖地では、広範囲な地すべり災害

御質問の中で、八重山病院の予算についてお答えいた

が発生しております。中頭東部地区は、北中城村熱田

します。

から西原町小橋川にかけて11の地すべり危険箇所が

新県立八重山病院整備事業の予算については、関係

あり、県は、地元協議を踏まえ、熱田地区、当間地区

機関と調整し、可能な限り国庫補助金を活用しており

において対策事業を進めているところであります。

ます。建設工事において不発弾が発見され、追加の磁

次に、住宅政策についての御質問の中の、県営住宅

気探査費用が必要となっていることから、引き続き関
係機関との調整を行い、国庫補助金の活用を検討して

の建設状況についての御質問にお答えいたします。
現在、県では、昭和50年代に建設した多くの県営

まいります。
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るいは道場ごとにいろいろ取り組みをされているとい

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

うこともございますので、そこは将来的な空手の振興

新垣光栄君。

に当たってのビジョンの中でどういった形で取り組む

〔新垣光栄君登壇〕
○新垣

光栄君

ことができるのか、空手関係団体等と一緒になって考

再質問をさせていただきます。

大枠の１、東京オリンピックを機に空手発祥の地・

えていきたいと思っております。

沖縄県でしか取得できない独自の昇級審査・試験の認

以上でございます。

定を行うシステムを沖縄県が構築して、世界に発信す

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

る絶好の機会だと思っていますので、執行部の皆さ
ん、ぜひ考えていただきたいと思っています。

知事公室長。
謝花喜一郎君登壇〕
再質問にお答えいた

○知事公室長（謝花喜一郎君）

そして、３、日米地位協定の改定についてなんです

します。

けれども、日米地位協定の抜本的改定は執行部だけで

日米地位協定の改定に当たっては、県議会ですとか

行うものではなく、県議会、各市町村一緒になって協

市町村交えて行うべきではないかという趣旨の御質問

議会を立ち上げ、取り組むべきではないかと思ってい

だったと思います。
御承知のとおり、日米地位協定の改定につきまし

ます。その見解を伺います。
そして、公安委員会に対してお伺いします。

て、平成12年に沖縄県は11項目について見直し要請

高江での平和集会の自由が確保されていると思うの

を行いまして、毎年政府及びアメリカ側に対して渉外

か、そしてまた、国際的な人権基準を守っていると認

知事会等を通して要望をしているところでございま

識しているのか、お伺いします。

す。

そして、多くの県民が毎年、米軍や軍属の事件・事

ただ、それから15年たってございます。そういっ

故に巻き込まれています。事件を個人で解決するには

た中で、さまざまな事件・事故等いろいろまた課題等

無理があり、相談や具体的な支援が受けられるよう、

が見えてまいりましたので、今年度から知事公室内部

公的機関の設置が必要ではないかと思っております。

において勉強会を立ち上げて、その見直し作業を今現
在行っているところです。一定程度、たたき台のよう

以上です。見解を伺います。
○議長（新里米吉君）

なものはできております。これにつきましては、ま

休憩いたします。

午後１時36分休憩

た、いろいろ調整を行いまして、庁内調整等を行って

午後１時39分再開

一定の方向性が出ましたら、渉外知事会、関係市町村

○議長（新里米吉君）

等との意見交換、そういったことも踏まえまして、ま

再開いたします。

た県議会の皆様の御意見も拝聴しながら、沖縄県とし

文化観光スポーツ部長。
〔文化観光スポーツ部長

て全体として地位協定の新たな見直し要請案を策定

前田光幸君登壇〕

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

東京オリン

ピックに向けて、空手の統一的な昇段制度の創設に取

し、また全国に発信していきたいというふうに考えて
います。
よろしくお願いいたします。

り組むことという趣旨の再質問にお答えいたします。
沖縄県においては、沖縄の大切な伝統文化でありま

公安委員会委員。

○議長（新里米吉君）

す沖縄伝統空手・古武道、その振興に積極的に取り組

〔公安委員会委員

んでいるところでございます。また、この空手発祥の

○公安委員会委員（天方

天方

地・沖縄を世界に発信すべく、来年の３月には、空手

警備に関して、市民の自由が守られているのかという

会館の供用開始に向けても取り組んでおります。

御質問だったと思いますが、ここで議員のおっしゃる

徹君）

徹君登壇〕
米軍北部訓練場の

こういう形で、伝統空手・古武道の振興に向けて、

市民の自由というのは、恐らく表現の自由と反対をす

県としてもしっかり取り組んでいくということで、こ

る自由と、こういう自由かと理解いたしますが、県警

の４月に空手振興課を設置しまして、そして、空手道

察としては、反対している方々の表現内容に関知する

振興会などと連携して今後の沖縄における空手の継

ものでは全くないわけでありまして、当然のことでは

承、発展、世界への発信、こういったところについて

ありますけれども、表現の自由といえども、日本国憲

どういった方向性を持つべきか、将来的なビジョンづ

法上の制約を受けるわけで、公共の福祉のもとでは一

くりもこれからやっていこうというふうなことで取り

定の制限を受けるのは、これはやむを得ないものであ

組んでいるところでございます。

ります。

一方で、昇段システムにつきましては、流派ごとあ
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我が国は、言うまでもありませんけれども、法治国

家でありまして、犯罪に及ぶ行為まで表現行為が無条

る。警察の関連団体でありますけれども、被害者支援

件に許されるという国家体制ではございません。しか

のゆいセンターというセンターもありまして、そこで

も、県警察の警備活動を、我々は定例会において適宜

も各種相談を行っておりますし、そのような窓口をも

ビデオなりで確認しておりますけれども、移動してい

し訪ねていただければ警察としてできる限りのことは

ただくに当たっては適切に警告を発して、その上でな

できると思います。

おやむを得ないときに移動いただいていると認識して

ただ、公的な窓口全般ということになりますと、そ

おりますので、その点に関し、市民の自由が侵害され

れは行政とか医療機関とかさまざまなものが連携して

ているというふうには認識をしていないところでござ

被害者支援を進めていかなければならないと思います

います。

ので、それはまたさらに検討事項だと考えるところで

もう１点、国際的な人権基準を守っているのかとい

あります。

う御質問についてですが、私の理解するところ、世界

以上でございます。

的ないわゆるユニバーサルな国際的人権基準というの

○議長（新里米吉君）

〔比嘉瑞己君登壇〕

は、いまだ一律には確立されてないというふうに認識
しておりますし、また一方で、日本国憲法に定める基

比嘉瑞己君。

○比嘉

こんにちは。

瑞己君

本的人権の保障というのは、極めてレベルの高い人権

日本共産党の比嘉瑞己です。

保障規定であるというふうに認識をしております。

会派を代表いたしまして、質問を行います。

その上で、沖縄県警の活動が、日本国憲法の定める

去る９月22日の午後、米軍嘉手納基地から飛び

人権基準に抵触しているのかと言われると、それはそ

立った米海兵隊ＡＶ８Ｂハリアー戦闘攻撃機が辺戸

の事実を疑わせるものはないと、先ほどの答弁と重な

岬から東に約153キロメートルの海上に墜落いたしま

りますけれども、表現の自由と言えども一定の制約が

した。質問通告後に発生した重大な問題でありますの

あり、制限されてもやむを得ない場合があって、この

で、議会事務局と執行部にも連絡した上で、先例を踏

たび高江で起きている警備の中で表現されている方々

まえて質問を行います。

が、やむを得ず移動させられるという場面は、そのよ
うな場面であると認識しております。

でも47件、毎年のように墜落しているのが沖縄の現

以上です。
○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

米軍機の墜落事故は、1972年の本土復帰以降だけ
状です。今回の事故は、漁業関係者を初め、多くの県

警察本部長。

民が一歩間違えれば命にかかわる大惨事、普天間基地

池田克史君登壇〕

だけでなく嘉手納基地を含めた全ての米軍基地の撤去

○警察本部長（池田克史君）

議員お尋ねのことは、

を求めるべきだと怒りの声を広げております。

米軍構成員等の犯罪があった場合の公的な相談窓口に

そこで質問を行います。

ついてどうかということだと理解するのでございます

まず、事故の状況と県の対応についての報告を求め

が、そのようなものは多分警察だけではできないと思

ます。

いますけれども、警察で被害者支援という施策を持っ

(2)番目に、政府は、事あるごとに基地負担の軽減

ておりますので、その観点からお答えをさせていただ

を強調いたしますが、外来機の暫定配備や飛来、早朝

きたいと思います。

夜間を含む訓練の増加によって県民負担はこれまで以

米軍人の犯罪につきましては、先ほど知事公室長か
らもちょっとありましたけれども、全般的には減少傾

上にふえているのが現状です。県はどのように認識を
されていますか。

向にありますが、例えば被害者支援を必要とするよう

(3)点目、事故機と同機種の飛行訓練中止を求める

な凶悪犯・粗暴犯でいえば、昨年は検挙は13人、そ

とともに、ハリアー戦闘機を含む外来機の飛来、訓練

の前は５人、その前は７人というぐあいになっていま

の禁止を求めるべきです。見解を問います。
(4)つ目に、外来機の飛来や事故の要因ともなって

す。
そのような犯罪が認知された場合には、これは米軍

いるのは、沖縄にある広大な米軍訓練水域、空域、射

人、米軍構成員にかかわらず警察としましては、各署

爆撃場であります。その返還を求めるべきです。見解

で相談窓口を持っておりますし、被害者支援という制

を問うものです。
通告にあります１番目、辺野古新基地建設問題につ

度を持っておりまして、例えば性犯罪の被害のような
場合であれば、女性の警察官が事情聴取に当たり、プ

いて質問を行います。

ライバシーをしっかり保護した上で事情聴取に当た
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翁長知事の埋立承認取り消しをめぐる違法確認訴訟

について、９月16日福岡高裁那覇支部は、県敗訴の

訴訟について問われ、「注文はたった一つ。早く片付

不当判決を言い渡しました。

けて欲しいということに尽きる」と笑いながら発言を

米軍普天間基地の辺野古移設をめぐる初の司法判断

しておりました。安倍政権の言う沖縄県民の気持ちに

であり、県と国の主張は、安全保障や環境問題など専

寄り添うという姿勢とはほど遠い、余りにも冷酷な態

門分野で真っ向から対立しておりました。ところが、

度だと思いますが知事の見解を問います。

多見谷寿郎裁判長は、県が求めた証人尋問を全て却下

(4)つ目、知事はこれまでもあらゆる手法で辺野古

し、法廷での審理はわずか２回、専門的な検証がなさ

新基地建設は阻止すると明言をしてきました。仮に今

れたとは到底言えるものではありません。

後、政府が工事作業を再開しようとしても、県や名護

それなのに判決では、国の主張を全面的に追認し、
「普天間基地の被害を除去するには辺野古を埋め立て

市に対してどのような手続が必要になるのでしょう
か。知事の権限行使についての見解を問います。

るしかない。言い換えれば、新基地建設をやめるなら

(5)つ目、170カ国の政府やＮＧＯが参加する国際

普天間基地の被害を継続するしかない。」とまで断定

自然保護連合（ＩＵＣＮ）が、辺野古新基地建設につ

しました。これを司法判断の逸脱と言わずして何と言

いて事実上の計画断念を迫る勧告決議を採択いたしま

えばいいのでしょうか。

した。米国では、退役軍人でつくる最大の市民団体ベ

さらに多見谷裁判長は、代執行訴訟のときの和解勧

テランズ・フォー・ピース（ＶＦＰ）が、辺野古新基

告で、みずから国と県との協議を求めたにもかかわら

地建設中止を求める決議を全会一致で採択しておりま

ず、今回はその実現性を否定するなど、一貫性のない

す。世界の良識は沖縄県民の島ぐるみの闘いを支持し

矛盾した訴訟指揮をとっています。国地方係争処理委

ています。地方自治や民主主義を守るために、不屈に

員会が求めた国と県との真摯な協議についても意味が

闘う県民への知事の思いを伺うものです。
次に、米軍北部訓練場オスプレイパッド建設問題に

ないと決めつけ、裁判が終わる前から知事は判決に従
うかと詰め寄るその姿は、法の番人としての司法の役

ついて質問いたします。
(1)つ、政府は1996年の日米特別行動委員会（ＳＡ

割を放棄したと批判されるのは当然のことです。
そして何よりも許せないのは、「他の都道府県知事

ＣＯ）の最終報告において、米軍北部訓練場の過半返

が埋立承認を拒否したら、地方の判断が国の判断に優

還を合意いたしました。しかしその目的は、使用して

越することになりかねない」、「沖縄の民意と言う

いない訓練場を返還するかわりに、当時15カ所あっ

が、他の自治体も同じことを言ったら国の判断が覆さ

たオスプレイパッドに加え、東村高江集落を取り囲む

れてしまい不都合だ。だから沖縄は国の判断に従え」

ように、新たに６カ所のオスプレイパッドを建設する

と安倍政権と一緒になって県民の民意を踏みつけるそ

条件つき返還というものでありました。現在の計画が

の姿勢です。

完了すれば、米軍は訓練水域に近接したオスプレイ

子供たちや孫たちのためにも、沖縄県民の誇りと尊

パッドと辺野古新基地建設とを一体化した新たな訓練

厳をかけて、辺野古新基地建設は許さない。今回の不

を展開し、基地機能の強化を図ろうとしております。

当判決によって、県民の怒りはますます大きくなるば

政府が言う県民の負担軽減はまやかしです。知事の見

かりです。

解を問うものです。
(2)点目、米軍北部訓練場のヘリパッド建設計画に

それでは質問を行います。
(1)点目、辺野古が唯一という国の主張を全面追認

ついて、政府は当初からオスプレイの配備を隠蔽し続

した判決結果は、司法権限の逸脱であり断じて許され

け、国による環境影響評価においてもオスプレイでの

るものではありません。翁長知事の見解を問います。

調査を実施しておりません。危険な欠陥機オスプレイ

(2)つ目、裁判所はみずから、本来あるべき姿とし

の配備撤回を求めた建白書の実現のためにも、オスプ

ては、沖縄を含めたオールジャパンで最善の解決策を

レイパッド建設の断念を求めるべきだと思います。知

合意して、米国に協力を求めるべきだと和解勧告をし

事の見解を問います。

ました。また、国地方係争処理委員会も国と県との真

(3)つ目、沖縄防衛局は、法的根拠もなく反対住民

摯な協議を求めました。それにもかかわらず、国や高

のテントなどを強制撤去し、林野庁の許可もなく無断

裁判決が協議による解決を放棄したことは、地方自治

で国有林を伐採しております。また、資材搬入のため

法の精神を踏みにじる暴挙だと思います。見解を問い

に民間ヘリの使用に続き、自衛隊大型ヘリも投入し建

ます。

設作業を強行しています。主権者である住民の反対の

(3)つ目、鶴保庸介沖縄・北方担当相は記者会見で

声を押し潰し、米軍基地建設のためには手段を選ばな
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した。当時、安倍首相は、事実上の地位協定の改定を

い安倍政権の姿勢について見解を問うものです。
(4)点目、工事を強行した７月22日以降の逮捕者

行うことができたと成果を強調しましたが、実際には

数、救急搬送者数は何人でしょうか。県道70号線で

環境補足協定が壁となって工事が滞っていることが明

の道路封鎖や検問、全国から大量動員した機動隊によ

らかとなっています。
(1)つ、遅滞している道路・河川事業について説明

る住民の強制排除や不当逮捕、警察車両で作業員を護
送するなど、この間の沖縄県警及び機動隊の行動は、

を求めます。

不偏不党かつ公平中正を欠いた、国家権力の濫用であ

(2)つ、環境補足協定を実効性あるものに改め、返

り断じて容認できません。警察本部長の見解を問いま

還前の立入調査や共同使用を認めるように防衛局と米

す。

国に求めるべきです。見解を問います。

(5)つ目、憲法が保障する正当な抗議行動が、全国

(3)つ、キャンプ瑞慶覧にある白比川、キャンプ・

から大量派遣された機動隊によって弾圧されていま

ハンセンの億首川、嘉手納弾薬庫地区にある比謝川

す。県公安委員会が派遣要請した際の協議内容、派遣

は、浸水・氾濫被害も甚大です。防災対策としても早

に係る事業予算について説明を求めます。過剰警備を

急な対応を求めるべきです。見解を問います。
５つ目に、北朝鮮による核実験について質問いたし

続ける機動隊を直ちに撤退させるべきです。公安委員

ます。

長の見解を問います。
(6)つ、基地の返還も実施されずに先行使用されて

北朝鮮が５回目となる核の実験を強行したことは、

いるＮ４地区では、オスプレイを含む米軍機訓練に

世界の平和と安定にとっても、また、米軍基地が集中

よって自然破壊や住民生活への影響が深刻です。県は

する沖縄にとっても、重大な脅威であり断じて許され

どのように把握をしておりますか。また、沖縄防衛局

るものではありません。核ミサイル開発を放棄させる

が提出している事後調査報告書への対応について問う

ために、北朝鮮を含めた６カ国協議の再開は急務で

ものです。

す。そのために国際社会が一致結束して、制裁措置の

(7)点目、本島北部のダムは沖縄県民の生活を支え
る命の水がめです。米軍機の墜落や事故、軍事演習や

全面的で厳格な実施とその強化を含めて、政治的・外
交的努力を行うべきです。知事の見解を問います。
６つ目に、自衛隊配備計画について質問いたしま

訓練などで汚染された場合の影響について、企業局長

す。

の見解を問うものです。

他国との軍事的緊張を高める先島諸島への自衛隊配

(8)つ目に、やんばる国立公園が正式に指定されま
した。しかし、隣接する米軍北部訓練場は指定区域に

備には反対すべきです。
次に、2017年度沖縄関係予算の概算要求につい

含まれておりません。国内法の及ばない米軍北部訓練
場のオスプレイパッド建設や騒音被害によって、希少

て、２点質問いたします。

生物や自然環境にどのような影響があるのか。また、

(1)つ、内閣府は2017年度沖縄関係予算の概算要求

オスプレイパッド建設に抗議する環境保護団体による

をまとめました。沖縄21世紀ビジョン実現に向けた

声明や決議について問うものです。米軍北部訓練場を

具体的事業について問うものです。
(2)番目、菅義偉官房長官と鶴保庸介沖縄担当相が

全面返還させて、世界自然遺産登録を目指すべきで

基地と振興策はリンクすると明言しました。沖縄振興

す。見解を問います。
次に、米軍伊江島補助飛行場の機能強化について質

の原点は、本土復帰に際して沖縄が歩んできた苦難の
歴史に償いの心を持ち、国の責任で振興を進めること

問いたします。
強襲揚陸艦の甲板を模した着陸帯ＬＨＤデッキ建設

にあります。安倍政権が基地建設推進のための道具と

工事は、面積が現在の２倍以上に拡張されるなど新た

して恣意的に利用することは許されません。見解を問

な基地建設です。垂直離着陸が可能なＦ35Ｂステル

います。

ス戦闘機やＣＶ22オスプレイの訓練を想定したもの

８つ目に、経済振興について質問いたします。

であり、新たな基地負担を押しつけることは絶対に許

沖縄の地理的優位性を生かし、成長著しいアジアの

せるものではありません。日米両政府に工事の中止を

活力を取り込み、本県の自立型経済の構築を目的とす

求めるべきです。見解を問います。

るアジア経済戦略構想の推進のためには、産業インフ

次に、米軍基地返還予定地における公共事業の遅滞

ラの整備や企業誘致だけでなく、県内企業への支援強
化や人材育成を積極的に展開すべきと考えます。見解

問題について伺います。
日米両政府は、昨年９月に環境補足協定を締結しま

を問います。
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(2)つ、教職員の病休者及び精神疾患者数、その割

９つ目に、公契約条例の制定についてです。
自治体が発注する公共事業に従事する労働者を守る

合について、全国との比較を問います。
(3)つ、教職員の出退勤時間や休憩時間の付与、超

ため、下請代金や適正な労働条件や賃金を保障する公
契約条例を制定すべきです。見解を問います。

過勤務の実態について県はどのように把握しており

10番目、雇用対策について３点伺います。

ますか。労働基準法第109条についての見解を問いま

(1)つ、全国と比較して高い沖縄県の非正規雇用率

す。
(4)つ、労働者の健康を守るための――ここは衛生

の改善について、対策を問うものです。
(2)つ、県内誘致企業に対して正規雇用の採用を促

委員会に訂正させていただきます。衛生委員会の設置
状況について問うものです。

進すべきです。
(3)つ、中小企業支援を強化し、最低賃金1000円を

(5)つ、教員採用試験における市販問題集の引用問

目指すべきだと考えます。県の対応を問うものです。

題について、公平公正な試験問題作成へと改善すべき
です。

11番目に、国保財政赤字問題についてです。

最後に、県営住宅について３点伺います。

前期高齢者財政調整制度の創設後、沖縄県の国保財

家賃滞納世帯に対して親身な相談体制が求められて

政への影響はどのようになりましたか。
(2)つ目、各市町村国保における赤字補塡のための

います。対応を問います。
(2)つ、生活に困窮する子育て世帯について、県営

一般会計からの繰入金額と、国保広域化後の影響予測

住宅の優先入居を認めるべきだと考えます。

について問うものです。

(3)つ、全国と比べて２万戸不足している公営住宅

沖縄県における国保財政悪化の大きな要因は、この
前期高齢者財政調整制度の制度設計ミスです。沖縄戦

の増設計画を策定すべきです。
残りの時間は、再質問を行います。

を引き起こした国の責任において財政支援を行うべき
です。見解を問います。

○議長（新里米吉君）
〔知事

次に、子供の医療費無料化について質問いたしま
す。

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

(1)つ、通院医療費助成の小学校卒業までの拡充に

翁長知事。
比嘉瑞己議員の御質問にお答

えをいたします。

は４億6000万円の県予算で可能であることが、これ

辺野古新基地建設問題についてに関する御質問の中

までの私たち党の質問からも明らかになっておりま

の、判決結果に対する見解についてお答えをいたしま

す。安心して子育てできる沖縄県の実現のために、通

す。
今回、福岡高等裁判所那覇支部は、県が求めた安全

院医療費助成の対象年齢を拡大すべきです。見解を問

保障や環境分野の証人申請を認めず、十分な審理を行

います。
(2)点目に、病院窓口で立てかえ払いをしないで済

わないまま、わずか２回の口頭弁論で結審したにもか

む現物給付制度を沖縄県の制度として実施すべきで

かわらず、国の主張を一方的に採用し、軍事や環境と

す。見解を問います。

いった専門技術的な面にまで踏み込んだ判断を行って

13番目、子供の貧困対策について、憲法や学校基

おります。また、地方自治法においては、国の関与は

本法には、経済的理由で就学が困難な児童や保護者に

最小限度でなければならないとの基本原則があるにも

は必要な援助をすることが、国や自治体には定められ

かかわらず、地方自治体の自主性と自立性は尊重され

ております。しかし国は、就学援助制度における責任

なければならないことを十分に理解しないまま、国土

を後退させ、自治体間の格差が広がっているのが現状

交通大臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的を逸脱し

です。

た関与を認めるなど、極めて不当な判断を行っており

(1)つ、就学援助の市町村格差の現状について伺い

ます。判決では、「普天間飛行場の被害を除去するに
は本件新施設等を建設する以外にはない。言い換える

ます。
(2)つ、子供の貧困対策としての重要政策として、

と本件新施設等の建設をやめるには普天間飛行場によ

就学援助制度の周知徹底や市町村支援を行うべきで

る被害を継続するしかない」などと述べ、沖縄県民の

す。

気持ちを踏みにじるような判断を示しております。し

14番目、教育行政について５点伺います。

かし、普天間飛行場周辺の被害・負担の解決の必要性

(1)つ、子供たちへ豊かな教育を保障するために、

を理由として、埋立事業が必要であるとすることは、

少人数学級を拡充すべきです。

論理の飛躍、欠如があるものと言わざるを得ません。
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地方自治を軽視し、余りにも国に偏った今回の判決

御質問の大臣発言は、今後の国と県の議論に期待す

は、沖縄だけの問題にとどまらず、これからの日本の

ることはとの質問に対して、双方が話し合いにより

地方自治や民主主義のあり方に困難をもたらすのみな

しっかりと解決の方向に向かうことが必要との認識を

らず、三権分立の原則をも揺るがすものであり、法治

示されたものと理解しております。しかし、現在の政

国家として大きな禍根を残すものであると考えており

府との協議は、辺野古移設問題に関する具体的な解決

ます。

策を議論できるような状況にはなっておらず、そのよ

次に、2017年度沖縄関係予算の概算要求について
に関する御質問の中の、沖縄21世紀ビジョンの実現

うな中での今回の発言は県民に誤解を与えるものであ
り、残念に思っております。
次に、辺野古新基地建設に係る知事の権限について

に向けた事業についてお答えをいたします。
内閣府の平成29年度概算要求においては、沖縄振

お答えいたします。

興一括交付金1338億円を含め、総額3210億円の沖縄

辺野古新基地建設に関する権限としては、公有水面

振興予算が計上されました。沖縄県では、沖縄振興予

埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等さまざま

算を有効に活用し、離島振興、子育て・福祉・医療、

なものがあり、今後これらの法令等に基づき、あらゆ

文化・平和・交流、自然環境など多岐にわたる分野の

る手法を検討していくこととしております。

取り組みに加えて、自立型経済の構築や沖縄の発展を

次に、県民への思いについてお答えいたします。

担う人材の育成など、沖縄21世紀ビジョンの実現に

県内においては、一連の選挙で民意が示されている

向けた幅広い施策の展開に取り組んでおります。主な

中で、辺野古新基地建設及び県内移設の断念を求める

事業としては、離島住民の交通コストの軽減、待機児

県民大会やシンポジウムの開催など、辺野古に新基地

童の解消、県立病院の医師確保、沖縄都市モノレール

をつくらせないという県民のさまざまな取り組みが行

の延長、大型ＭＩＣＥ施設や航空機整備基地の整備な

われていることに心強く感じております。また、オー

どであります。また、子供の貧困対策やアジア経済戦

ル沖縄会議を初め、国内外においてさらに沖縄を支援

略構想の実現など、社会経済情勢の変化に対応する新

する団体の活動の輪が広がりを見せていることについ

たな事業につきましては、今後の予算編成作業を通じ

て大変意を強くしております。
次に、米軍北部訓練場オスプレイヘリパッド建設問

て検討してまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

題についての御質問の中の、北部訓練場の負担軽減と
ヘリ着陸帯移設工事の中止を求めることについての御

させていただきます。

質問にお答えいたします。２の(1)から２の(3)までは

知事公室長。

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

関連いたしますので一括してお答えいたします。

謝花喜一郎君登壇〕
辺野古新基地建設問

北部訓練場の過半の返還について、県はＳＡＣＯ合

題についての御質問の中の、協議による解決の放棄に

意事案を着実に実施することが、本県の基地の整理縮

ついてお答えいたします。

小及び地元の振興につながることから、その実現を求

○知事公室長（謝花喜一郎君）

裁判所は、本年１月の和解勧告文で「沖縄を含め、

めているものであります。その条件とされている６カ

オールジャパンで最善の解決策を合意して、米国に協

所のヘリ着陸帯の移設については、当該地域の自然環

力を求めるべきである。」と述べ、沖縄県と政府に対

境や地域住民の生活への影響をめぐってさまざまな意

し、協議による解決を求めてまいりました。しかし、

見があるものと承知しております。オスプレイについ

今回の判決では、「和解成立から約５か月が経過して

ては、環境影響評価の対象となっておらず、騒音が住

もその糸口すら見出せない現状にあると認められるか

民生活に影響を与えていることから、引き続き日米両

ら、その可能性を肯定することは困難である。」とし

政府に対して配備撤回を求めてまいります。ヘリ着陸

て、司法判断による決着を図ることが裁判所の責務で

帯移設工事に当たっては、県から沖縄防衛局に対し、

あると述べています。

機会あるごとに沖縄県や地域住民に十分な説明をする

沖縄県としては、国地方係争処理委員会の決定にも

よう求めております。県は、去る９月21日、北部訓

あるように、辺野古移設をめぐる一連の問題は協議に

練場ヘリ着陸帯移設工事に係るさまざまな課題につい

よって解決すべきものと考えており、政府に対し、引

て沖縄防衛局と意見交換を行いました。
県としては、十分な説明もないまま強行に工事を推

き続き真摯な協議を行うよう求めてまいります。
次に、鶴保沖縄担当大臣の発言についてお答えいた
します。

し進めようとする姿勢は、信頼関係を大きく損ねるも
のであり、到底容認できない旨伝えるとともに、工事
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用道路については、県担当職員による現地調査を終了

23日に、第３海兵遠征軍司令官及び沖縄担当大使等

するまでは建設を中止すること、地域住民の日常生活

に、また、９月24日には、防衛大臣に対し、原因究

に最大限配慮することなどを要請しております。

明がなされるまでの同機種の飛行中止、事故原因の徹

次に、米軍伊江島補助飛行場の機能強化についての

底的な究明と早期の公表、再発防止措置を含む一層の

御質問の中の、ＬＨＤデッキの改良工事についてお答

安全管理の徹底等に万全を期すよう強く求めるととも

えいたします。

に、このような事故が発生したことに強く抗議しまし

伊江島補助飛行場のＬＨＤデッキの改良工事につい

た。なお、９月23日に在沖米海兵隊及び沖縄防衛局

て、沖縄防衛局に確認したところ、米側から８月22

から、墜落事故後、同型機の飛行は停止しているとの

日から着手していると回答があったとのことでありま

報告がありました。

す。去る８月23日の軍転協総会においては、伊江村

次に、外来機の暫定配備及び外来機の飛行、訓練

長から、この改良工事がＦ35の訓練に向けた整備で

禁止についての御質問にお答えします。16の(2)と16

はないかと危惧していること、軍転協としてもＦ35

の(3)は関連いたしますので一括してお答えいたしま

の運用や訓練等の情報収集に取り組んでほしいことな

す。

どの発言があり、去る９月７日及び９日の軍転協要請

嘉手納飛行場をめぐっては、米軍再編に伴う一部訓

において、日米両政府に対し、Ｆ35Ｂの運用や訓練

練移転が実施されていますが、外来機のたび重なる

場所等の情報を公表するよう求めました。

飛来に加え、米国州空軍Ｆ16戦闘機の昨年１月、６

県としては、地元の負担増になることがあってはな

月及び10月の配備に続き、Ｆ22戦闘機がことし１月

らず、政府の責任において、速やかに適切な情報を提

にも配備されております。また、去る９月22日、沖

供することが重要であると考えており、伊江村等と連

縄の東方約100マイルの海上に墜落したＡＶ８Ｂハリ

携して、引き続き情報の収集に努めていきたいと考え

アー戦闘攻撃機も外来機であり、このような状況は負

ております。

担軽減と逆行する状況であると言わざるを得ません。

次に、自衛隊配備計画についての御質問の中の、先

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

島諸島への自衛隊配備につい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

らゆる策を講じ、騒音を初めとした周辺住民の負担軽

いて、災害対応を含む各種事態発生時の迅速な対応を

減が図られるよう、県は、米軍及び日米両政府に対

可能とするため、自衛隊配備の空白地域となっている

し、これまで強く要請しております。

島嶼部に警備部隊などを新編することにより、南西地

県としては、これ以上、地元の負担増になることが

域の島嶼部の態勢を強化することとしております。自

あってはならず、今後ともあらゆる機会を通じ、航空

衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や地域

機騒音を初めとした負担軽減を日米両政府に対し、粘

の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意見

り強く働きかけていきたいと考えております。
次に、訓練水域・空域の返還についての御質問にお

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

答えいたします。

協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも

ホテル・ホテル訓練区域の解除区域の拡大及び対象

に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると

漁業の拡充、並びに鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場

考えております。

の返還について、県はこれまで累次にわたり要請を

次に、追加質問についての中の、米海兵隊ＡＶ８Ｂ

行っております。鳥島射爆撃場については、長年の実

ハリアー戦闘攻撃機の墜落事故の状況についてお答え

弾射爆撃訓練により、島としての形状を失いつつあ

いたします。

り、我が国の領土保全上も重大な問題であると考えて

平成28年９月22日午後２時ごろ、海兵隊所属のＡ

おります。

Ｖ８Ｂハリアー戦闘攻撃機が沖縄の東方約100マイル

県としては、引き続き県民の生活と安全を確保する

の海上に墜落しました。県民の人的・物的被害は報告

とともに、漁業の振興や県土の保全を図る観点から、

されておりませんが、航空機事故は一歩間違えば人

あらゆる機会を通じ、日米両政府に対し、ホテル・ホ

命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、こ

テル訓練区域の解除区域の拡大及び対象漁業の拡充、

のような事故が発生したことは、日常的に米軍基地と

並びに鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還につい

隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に大きな

て、軍転協、久米島町、漁業関係団体とも連携しなが

不安を与えるものであり、大変遺憾であります。９月

ら求めていきたいと考えております。
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たが、９月２日と５日に行われたものと承知をしてお

以上でございます。
警察本部長。

ります。２日につきましては、朝の９時半ごろ、作業

池田克史君登壇〕

員が向かったところ、抗議参加者が車両十数台を道路

○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

まず、北部訓練場周辺

いっぱいに放置し、その間におよそ20名が座り込む

における抗議活動に係る逮捕者数と救急搬送の状況に

など、危険、違法な抗議活動が行われ、警察官による

ついてお答えをいたします。

再三の警告にも従わない状況にございました。そのよ

○警察本部長（池田克史君）

７月22日以降の逮捕者数につきましては、５名と

うなところ、それが２時間続いたところ、作業員を徒

なっておりまして、そのうちの２名は県道70号線を

歩で進行してもらうことになり、作業員が実際抗議参

車両により封鎖した往来妨害罪で逮捕しているところ

加者の脇を徒歩で通過した際、抗議参加者による立ち

でございます。

塞がりや罵声等の激しい妨害状況があり、かつそこか

次に、けが人の方ですけれども、北部訓練場周辺に

らＮ１の出口まで３キロあったことから、民間作業員

おいて県警察として確認できたけがや体調不良を訴え

との間で事件やトラブルも発生しかねない危険な状況

た方につきましては、７月11日以降では13人を把握

にございました。これは、状況によっては、刑法で言

しており、このうち救急車で搬送された方については

うところの威力業務妨害罪、暴行罪にも発展しかねな

10人となっております。県警察では、現場において

いものであり、警察といたしましては、現場における

けがや体調不良を訴えた方を把握した場合には、その

安全確保と事件やトラブル防止のためにやむを得ず警

都度安全な場所に移動させた上で、救急車を要請する

察車両に民間作業員を乗車させ、搬送させたものでご

などの必要な措置を講じているほか、取り扱い警察官

ざいます。５日につきましても同様でありまして、こ

からの状況確認も行っているところであります。な

れは県道２号線ですが、同じような状況が３時間にわ

お、これまで警察官がけがをさせたということは把握

たり続いたために、同様に事件、トラブルを避けるた

をしておりません。

めにやむを得ず作業員を搬送したものということでご

次に、議員がおっしゃった道路封鎖、検問、強制排

ざいます。
次に、全般的な議員がおっしゃるところの強制排除

除、不当逮捕、作業員の護送などについて、ちょっと

などについてがございますが、きのうさまざま申し上

長くなりますけれどもお答えをしたいと思います。
まず、抗議行動につきましては、公共の安全と秩序

げましたけれども、抗議活動としましては、低速走

を侵害しない限り、県警察としては全く関知するもの

行、車両の放置、寝転び、飛び出し、立ち塞がり、寝

ではございません。それが前提でございます。それ

そべり、潜り込み、飛び移りなどがございますが、こ

で、議員がおっしゃるところの道路封鎖についてで

れは全て法律に違反しているものでございます。例え

ございますが、これは多分７月22日、初日のことを

ば、低速走行で言えば道路交通法第27条、車両放置

おっしゃっているのではないかと思われますが、申し

で言えば往来妨害罪、または道路交通法第47条第２

上げます。

項、座り込み、寝転び、飛び出しは道路交通法第６条

７月22日につきましては、その日の朝３時半ごろ

第４項などの違法な行為でありまして、これらについ

から、70号線の北部訓練場出入り口付近を中心に、

て再三の警告を行った上で、違法な状態を解消し、現

およそ300メートルにわたり100台を超える車両が道

場における混乱、交通の危険の防止のために必要最小

路一面に配置され、およそ200名が道路上に座り込む

限の範囲内において、安全な場所に移動するなどの措

などして違法に道路を占拠したため、一般交通の通行

置を講じているところでございます。

が不可能となり危険な状況となっておりました。その

るる申し上げましたけれども、県警察では、北部訓

ため、一般交通の安全確保と危険を防止するため、午

練場周辺において、抗議参加者により行われている危

前６時４分から、道路交通法第６条４項に基づき、現

険かつ違法な抗議行動の状況を踏まえ、警察の責務に

場警察官の判断により、通行禁止の交通規制を行って

照らし、現場における混乱及び交通の危険の防止など

おります。その後も交通状況が依然として好転せず、

のために必要な警備活動を適切に行っているものであ

交通の危険を防止する必要があったため、午前９時０

り、強制排除や不当逮捕とか不偏不党かつ公平中正を

分から道路交通法第５条１項に基づき、名護署長によ

欠いた国家権力の濫用であるとの御指摘は当たらない

る通行禁止の交通規制を行ったものであります。

ものと認識をしております。
なお、言うまでもありませんが、沖縄県警察は国家

次に、議員おっしゃるところの作業員の護送につい
てでございますが、これはきのうもお答えいたしまし

の機関ではございません。
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次に、費用についてでございますが、警備員に係る

と認識をしております。
今回の援助要求は、沖縄防衛局長から沖縄県警察本

費用の負担状況についてお答えいたします。
まず、県警察といたしましては、抗議行動が公共の

部長宛てに行政機関相互の協力の一環として警備要請

安全と秩序を侵害しない限り、何らこれに関与するも

が発出されたことを受け、県公安委員会において本年

のではございませんが、現在、北部訓練場周辺で行わ

７月５日及び６日に警察警備部長ほかから北部訓練場

れている警備活動は、現場における混乱及び交通の危

をめぐる警備情勢等について、まず１度目の事前の説

険防止のためのものであり、そのために必要な経費を

明を受け、そこで適宜質疑応答を行った後、北部訓練

執行しているところでございます。その上で、各経費

場周辺における各種抗議活動等に的確に対応するため

の負担区分についてですけれども、派遣されている各

の警備の必要性及びその規模等を検討したところ、必

都府県の警察官に係る旅費などの派遣に伴い必要とな

要があると認められたことから、関係都府県の公安委

る経費については国が、あと給与など身分に直接付随

員会宛てに援助の要求を行ったものであります。

する経費については派遣元である各都府県がそれぞれ

なお、沖縄県公安委員会から他の都府県公安委員会

負担することになっておりますが、いずれにつきまし

に対し、本年７月12日から本日までの間、計８回の

ても、その支出手続は各都府県で行うために県警察と

援助要求を実施しております。こうした援助要求の過

してお答えする立場にはございません。その他の車両

程においては、公安委員会定例会等において、県警察

の燃料費及び修繕費については、県費による執行と

から必要な説明を求めるとともに、公安委員相互で議

なっており、この経費については、国庫補助、10分

論をした上で、場合によっては一度の議論では結論が

の５ですが、対象経費となっております。経費の負担

出ず、県警察に再検討を求めた上で、再度公安委員会

額については、現在運用中の業務に係る経費であるこ

において議論をし、その上で判断をするなど、慎重に

とから、おおよその金額になりますが、８月末までに

管理、判断をしてまいっております。

燃料費がおよそ950万円、修繕費がおよそ47万円と

県公安委員会といたしましては、かような経緯の

なっております。繰り返しですが、この燃料費など

中、可能な限り実情を把握し、必要性を慎重に判断し

は、後に２分の１の範囲で国庫補助を受けることとな

た上で援助の要求に至ったものであります。したがい

ります。沖縄自動車道の通行料金につきましては、Ｎ

まして、本件に関し、公安委員会の協議であるとか、

ＥＸＣＯ西日本との協定により経費負担は生じないこ

検討が形骸化しているのではないかという危惧がある

ととなっております。

とすれば、そのような心配は当たらないものというふ

この負担の根拠は、警察法第60条の援助要求によ

うに考えております。

り派遣された部隊は、沖縄県警察の指揮監督を受け、

また、今回の一連の援助要求につきましては、先ほ

援助要求の内容に応じた職務に従事していることか

ど答弁いたしましたとおり、特定の主義主張に基づく

ら、当該派遣部隊が活動するための車両の燃料費等を

ものではなく、危険かつ違法な行為に対し、純粋な警

県費で負担することとなっております。

察活動の必要性からなされたものでありまして、警察

なお、東日本大震災における災害警備派遣や過去の

行政の民主的運営と政治的中立性は十分に確保されて

沖縄県での大規模警備でも同様の措置を講じていると

いるものと承知しております。したがいまして、正当

ころでございます。

な抗議行動が機動隊によって弾圧をされているという
評価は客観的な事実に合致するものではなく、必ずし

以上でございます。

も正しい評価ではないというふうに考えております。

公安委員会委員。

○議長（新里米吉君）
〔公安委員会委員

天方

北部訓練場周辺では、現在においても、連日抗議参

徹君登壇〕
北部訓練場での抗

加者が路上に車両を放置し、そのすき間に座り込むな

議行動について、これが機動隊に弾圧をされている

どして道路を封鎖する行為、あるいは工事車両の前に

と、公安委員会が派遣要請をした際の協議内容につい

飛び出し、立ち塞がる行為等の危険かつ違法な行動が

て説明を求めるという御質問に対しお答えをさせてい

行われております。

○公安委員会委員（天方

徹君）

公安委員会といたしましては、引き続き県警察にお

ただきます。
公安委員会は、警察行政の民主的運営と政治的中立

いて、個人の生命、身体、財産の保護と公共の安全と

性の確保を目的として設置されておりますところ、

秩序の維持という警察の責務に照らし、安全に最大限

我々公安委員会といたしましては、その趣旨を十分に

配慮をした形で適切な措置を講じていくよう管理して

理解し、これまでも適正に県警察を管理しているもの

まいりたいと存じます。
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以上でございます。

以上です。
○議長（新里米吉君）
〔環境部長

環境部長。

○議長（新里米吉君）
〔企業局長

大浜浩志君登壇〕

○環境部長（大浜浩志君）

米軍北部訓練場オスプレ

○企業局長（町田

企業局長。

町田

優君登壇〕

優君）

米軍北部訓練場オスプレ

イヘリパッド建設問題についての御質問の中の、影響

イヘリパッド建設問題についての御質問の中で、本島

の把握と事後調査報告書への対応についてお答えしま

北部のダムが汚染された場合の影響についての御質問

す。

にお答えします。

北部訓練場ヘリコプター着陸帯の供用に伴う自然環

本島北部にある福地ダムほか４ダムは、平成27年

境等への影響については、沖縄防衛局から提出される

度実績で沖縄県企業局全取水量の約55％を占める貴

事後調査報告書で把握しております。事後調査報告書

重な水源であり、汚染の度合いにもよりますが、取水

については、適切に審査を行うとともに現地調査を実

停止が必要な事態が生じた場合は、重大な影響がある

施し、沖縄県環境影響評価審査会の答申も踏まえて、

と考えています。仮に水質汚染事故が発生した場合

必要な環境保全措置を講ずるよう求めております。

は、沖縄県企業局危機管理マニュアルに基づき、取水

続きまして、北部訓練場における自然環境への影響

停止等迅速に対応するとともに、他の水源を活用する

及び環境保護団体による声明等についてお答えしま

など、県民への影響を最小限にするための体制を整え

す。

ています。なお、ダムの水質については、水道法に基

やんばる国立公園に隣接する北部訓練場は、自然公

づき定期的に検査を行っており、これまで水質基準上

園法による公園指定が困難なことから公園区域には含

問題となる値の物質は検出されておりませんが、水源

まれておりません。

地の環境については、できるだけ良好に保たれること

北部訓練場のヘリパッド建設に当たっては、さまざ

が望ましいと考えております。

まな御意見があるものと承知しておりますが、今回の

以上でございます。

国立公園指定については、長期にわたる地権者及び利

○議長（新里米吉君）

害関係者との調整や、早期の実現を求める地元３村か

〔土木建築部長

らの要望を踏まえ、国において指定されたところであ

○土木建築部長（宮城

ります。今後、北部訓練場が返還された場合は、国に

における公共事業の遅滞問題についての御質問の中

よる国立公園化などを踏まえた上で、世界自然遺産登

の、道路・河川事業についての御質問にお答えいたし

録の候補地になり得るものと考えております。

ます。

土木建築部長。
宮城
理君）

理君登壇〕
米軍基地返還予定地

なお、県としましては、希少な動物種の中には音に

県が公共事業を実施する上で米軍施設・区域の一部

対して敏感な生物種もいることから、公園区域内でオ

返還が必要となる場合、それに向けた協議が進展せ

スプレイ等米軍航空機の飛行に伴う航空機騒音等の影

ず、公共事業の進捗に影響が生じる事例があります。

響について調査を実施しており、その調査の結果、自

このようなことから、道路・河川事業の推進に必要な

然環境への影響が生じるおそれがあると判断された場

米軍施設・区域の一部返還または共同使用が迅速かつ

合は、国や在沖米軍に対して、影響を回避するよう要

着実に行えるよう関係機関に要請したところでありま

請を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えてお

す。具体的には、県道24号線バイパスや浦添西原線

ります。

港川道路を初め道路７事業及び比謝川など河川７事業

次に、米軍基地返還予定地における公共事業の遅滞
問題についての質問の中の、環境補足協定による返還

について、早期の現地調査と工事着手への協力をお願
いしたところであります。
次に、白比川、億首川、比謝川の浸水対策について

前の立入調査についてお答えします。
県は、環境補足協定締結後、立ち入りが認められて

の御質問にお答えいたします。

いない米軍施設・区域における文化財調査等の現地調

白比川、億首川及び比謝川においては、米軍提供施

査が実施できるよう、沖縄県軍用地転用促進・基地問

設内の整備が進まず、浸水被害がたびたび発生してお

題協議会を通じて、外務大臣、防衛大臣及び在日米軍

ります。

司令官等に対し要請しているところであります。ま

県としては、当該３河川について、引き続き沖縄防

た、渉外知事会においては、環境補足協定による返還

衛局を通じて米軍と調整を図り、早期整備に努めてい

前の早期の立ち入りの実現など、実効性のある運用が

きたいと考えております。なお、白比川については、

着実に図られるよう求めているところであります。

現在、一部返還前に共同使用の許可を得て、米軍施設
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用地内の一部分の工事を実施しているところでありま

るため、平成７年に非核・平和沖縄宣言を行っており

す。また、比謝川については、米軍の了解を得て、共

ます。あらゆる国による核兵器の実験に対してその都

同使用開始前に、暫定掘削による河道拡幅工事を実施

度抗議を行っており、北朝鮮による５回目の核実験に

する予定であります。

対しても強く抗議いたしました。

次に、県営住宅についての御質問の中の、家賃滞納

沖縄県としましては、世界で唯一の被爆国の国民と

世帯に対する相談体制についての御質問にお答えいた

して、また悲惨な地上戦を体験した県民として、恒久

します。

平和を願っており、今後も平和を脅かす核兵器の廃絶

県では、県営住宅入居者の家賃滞納などさまざまな
相談に対応するため、昨年、専門相談窓口を設置し、

を求め、あらゆる国の核実験に対して強く抗議いたし
ます。

社会福祉士等の資格を持った職員を配置したところで

以上でございます。

あります。この専門相談窓口では、各種福祉制度の紹

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

介や家賃の減免制度の案内など細かく対応しておりま

企画部長。

下地明和君登壇〕
2017年度沖縄関係予算

す。相談実績としては、平成27年度は343件、平成

○企画部長（下地明和君）

28年度は８月までに445件となっております。

の概算要求についての質問の中の、基地と振興策のリ

今後とも、相談体制の充実に取り組み、福祉機関等

ンクについてお答えいたします。

との連携・強化を図っていきたいと考えております。

沖縄振興は、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄の

次に、子育て世帯の県営住宅優先入居についての御

特殊事情に鑑み、総合的かつ計画的に講じられている
ものであり、基地問題とは別と認識しております。報

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、これまで母子・

道等によりますと、官房長官や沖縄担当大臣の発言

父子、障害者、老人等の世帯を優遇世帯として、通常

は、基地返還後の跡地利用に係る個別の事業について

より優先的に入居できるよう配慮してきました。平成

述べられたもので、沖縄振興全体と基地のリンクにつ

28年度の県営住宅入居募集においては、生活に困窮

いて言及したものとは受けとめておりません。

する子育て世帯を支援する目的で、18歳未満の子が

以上です。

いる母子・父子、多子世帯等を子育て世帯として、従

○議長（新里米吉君）

来の優遇世帯と分けた上で、さらに優先的に入居でき

〔商工労働部長

るよう措置したところであります。

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）

次に、公営住宅の増設計画についての御質問にお答
えいたします。

経済振興について

の、アジア経済戦略構想の推進に向けた県内企業支援
及び人材育成の強化についてにお答えします。

県では、平成23年度に策定した沖縄県住生活基本

アジア経済戦略構想では、観光やＩＴ、国際物流等

計画において、平成32年度までの沖縄県全体での公

の基軸となる産業や、バイオや環境・エネルギー等の

営住宅供給目標量を１万9000戸としており、その内

新たな産業の育成とあわせて、農林水産業や伝統工芸

訳は、新規建設1300戸、建てかえ住宅5500戸、借り

産業など地場産業の新たな成長を推進することとして

上げ住宅500戸、空き家募集１万1700戸となってお

おります。このため、美しい自然や独自の文化、風土

ります。また、新規建設の県と市町村の戸数割合につ

等に根差した豊かな地域資源を活用し、アジア市場を

いては、今年度見直し予定の住生活基本計画において

取り込む県内企業の新たなビジネス展開を積極的に支

検討する予定であります。

援してまいります。また、海外展開に向けたグローバ

今後は、その検討結果を踏まえ、供給目標量の達成

ル人材の育成に、より一層力を入れてまいりたいと考

に向けて、市町村と連携して取り組んでいきたいと考

えております。このような形で、多面的かつ戦略的な

えております。

施策展開を図り、アジア経済戦略構想を推進してまい

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

ります。
子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長

次に、公契約条例制定についてにお答えします。

金城弘昌君登壇〕

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

公契約条例は、公共工事や委託業務に従事する労働

北朝鮮による

核実験についての御質問にお答えします。

者の賃金等、適正な労働条件を確保するために必要と
考えております。公契約条例の制定については、条例

沖縄県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造・

のあり方等に関する検討を行うため、学識経験者、労

実験等に反対し、あらゆる国の核実験に対して抗議す

働団体及び事業者団体による検討委員会を設置し、調
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査及び検討を進めていくこととしております。現在、

後の国保財政についてお答えします。
前期高齢者財政調整制度が導入されました平成20

条例制定自治体の検討状況等の情報収集、調査を行っ

年度以降の本県市町村国保の収支差し引き額は、平成

ており、次年度の制定を予定しております。
雇用対策についての、非正規雇用率の改善について

20年度81億円、平成21年度77億円、平成22年度40
億円、平成23年度52億円、平成24年度76億円、平成

にお答えします。
総務省の平成24年就業構造基本調査によりま
すと、沖縄県の非正規雇用率は、44.5％と全国の

25年度110億円、平成26年度101億円の赤字となっ
ており、厳しい状況が続いております。
次に、一般会計からの繰入金額及び国保広域化後の

38.2％と比べて高くなっており、雇用の安定のため
にも、非正規雇用対策が重要であると認識しておりま

予測についてお答えします。

す。そのため、県では、沖縄労働局と連携して経済団

本県市町村国保において、平成26年度に一般会計

体等８団体に対し、働き方改革の推進に関する要請を

から法定外の繰り入れを行ったのは38市町村で、繰

行うとともに、正規雇用化企業応援事業等を実施して

入金額は112億4630万円となっております。平成30

いるところです。

年度以降は、県も市町村とともに国保の保険者とな

県としましては、引き続き労働局等関係機関と連携

り、適切な役割分担のもと、国保の運営を担っていく
こととなっておりますが、制度移行後の財政運営につ

して、正規雇用化の促進に取り組んでまいります。
同じく雇用対策についての、誘致企業の正規雇用促

きましては、平成30年度以降、新たに国保に投入さ
れる財政基盤強化策のあり方や医療費の動向等を踏ま

進についてにお答えします。
沖縄県としても、県民の雇用を安定化させることは
重要と考えております。そのため、沖縄県企業立地促

え、市町村と協議を行い決定していくこととしており
ます。
次に、国保に対する国の支援についてお答えしま

進条例において、製造業等の立地企業が投下固定資産
補助を受ける要件として、一定数の正規雇用を義務づ

す。

けております。また、県内に立地した情報通信関連企

沖縄県の市町村国保におきましては、前期高齢者の

業が、通信コストの低減化支援を受ける要件として、

加入割合が低く、前期高齢者交付金が極端に少ないこ

正社員等の雇用を義務づけております。これらに加え

と、また、加入者の平均所得が全国で最も低いことが

て、沖縄若年者雇用促進奨励金などの国や市町村の助

主な要因となり、多額の赤字を抱えているという財政

成制度を紹介することで、常用雇用の促進に努めてお

構造上の問題があります。このため、平成28年８月

ります。

に、知事は、菅官房長官、内閣府沖縄担当大臣に対

同じく雇用対策についての、最低賃金についてお答

し、本県の特殊事情により財政事情が悪化した市町村
国保事業に対する特段の支援について要請を行ってお

えします。
国は、去る７月に開催された経済財政諮問会議にお

ります。また、市長会、町村会、市議会議長会、町村

いて、最低賃金を年率３％程度をめどに引き上げ、

議会議長会、沖縄県国民健康保険団体連合会との連名

全国加重平均1000円を目指すとの方針を示すととも

により、厚生労働大臣に対し、本県の特殊事情に起因

に、中小企業・小規模事業者の支援に万全を期す旨の

した赤字に対する財政支援、及び平成30年度以降の

表明をしております。本県は、特に小規模零細企業が

財政基盤強化策の制度設計における配慮について要請

多く、経営者側からは、最低賃金の大幅な引き上げは

を行ったところであります。
県としましては、引き続き市町村及び関係団体と連

厳しいとの声もあります。
県としましては、中小企業支援計画に基づく総合的

携し、国に対して、本県の特殊事情による市町村国保

な支援を行うとともに、沖縄労働局、経営者団体及び

の赤字について、特段の支援を行うよう要請していき

労働団体と連携して、県内企業の労働生産性の向上を

たいと考えております。
次に、子供医療費無料化についての御質問の中の、

図り、３％をめどとする最低賃金の引き上げが達成さ

こども医療費助成の通院対象年齢の拡大及び現物給付

れるよう取り組んでまいります。

についてお答えします。12の(1)と12の(2)は関連し

以上です。
○議長（新里米吉君）
〔保健医療部長

ますので一括してお答えします。

保健医療部長。
砂川

こども医療費助成制度に現物給付を導入することに

靖君登壇〕
国保財政赤字問題に

つきましては、受診の増加による医療費の増大、小児

ついての御質問の中の、前期高齢者財政調整制度創設

救急医療従事者への過重負担、国保に対する国庫支出

○保健医療部長（砂川

靖君）
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金の減額調整などの課題が指摘されております。国

30人学級、小学校３年生と中学校１年生で35人学級

は、国保の減額調整について見直しを含め検討してお

を実施しております。また、平成28年度からは小学

り、年末までに結論を得るとしております。

校４年生でも35人学級を実施しているところであり

県としましては、国が国保の減額調整を廃止した場

ます。少人数学級につきましては、学習規律の定着等

合には、市町村及び小児救急医療機関の意向を確認し

きめ細かな指導の充実を図るために必要と考えており

ながら、平成30年度に導入できるよう調整を進めて

ます。

いきたいと考えております。また、通院の対象年齢の

県教育委員会としましては、少人数学級の推進につ

拡大につきましては、現物給付を導入した場合の事業

いて、市町村教育委員会の意向等を踏まえ、今後も取

費の動向等を把握した上で、実施主体である市町村の

り組んでまいります。

意向を踏まえながら、持続可能でよりよい制度となる

の御質問にお答えをいたします。

よう検討していきたいと考えております。

平成26年度における教育職員の病気休職者数は、本

以上でございます。

県では420人、全国では8277人で、在職者に占める

教育長。

○議長（新里米吉君）
〔教育長

次に、教職員の病休者及び精神疾患者数等について

割合は、本県は2.86％、全国は0.90％となっており

平敷昭人君登壇〕
子供の貧困対策についての

ます。また、平成26年度の教育職員の精神疾患によ

御質問の中で、就学援助の市町村格差についてお答え

る病気休職者数は、本県では174人、全国では5045

いたします。

人で、在職者に占める割合は、本県は1.19％、全国

○教育長（平敷昭人君）

就学援助制度は、市町村の単独事業としてその実情
に応じて実施されているところであり、支給額や援助
費目等においてそれぞれで異なっている状況にありま

は0.55％となっております。
次に、教職員の出退勤時間、休憩時間の付与等につ
いての御質問にお答えをいたします。

す。具体的には、準要保護の小学生に係る学用品費

各学校においては、管理職による校内巡視や各職員

の支給額は、最高１万4000円であるのに対し最低が

から申告される出退勤時刻記録簿の内容により長時間

9000円となっております。また、援助費目につきま

勤務者を把握しており、休憩時間の付与については、

しては、学用品費や修学旅行費のほかに、生徒会費や

その趣旨を踏まえ適切に運用していると考えておりま

ＰＴＡ会費を援助費目に加えたり、眼鏡代など特徴的

す。また、労働関係に関する書類については、労働基

な費目を加えている市町村もあります。

準法に基づき適切な管理・保管が行われているものと

県教育委員会としましては、市町村教育委員会に対

認識しておりますが、引き続き周知を図ってまいりま

して、就学援助の実施状況に関する情報提供や意見交

す。なお、市町村教育委員会に対しても指導助言して

換会等を開催するなど、就学援助制度の適切な実施を

まいります。
次に、衛生委員会の設置状況についてお答えいたし

お願いしているところでございます。
次に、就学援助の周知と市町村支援についてお答え

ます。
県立学校においては、平成28年５月現在、設置義

をいたします。
県教育委員会としましては、援助を必要とする児童

務のある64校の全てにおいて衛生委員会が設置され

生徒に支援が届くようにしていくため、市町村教育委

ており、また、市町村立学校については、設置義務の

員会に対し、他市町村の周知手法の情報を提供するほ

ある35校のうち28校で設置されているとのことであ

か、担当者会議を開催して意見交換を行っておりま

ります。

す。さらに、今議会の９月補正予算案に、子どもの貧

県教育委員会としましては、衛生委員会の設置な

困対策推進基金を活用した就学援助制度周知広報事業

ど、労働安全衛生管理体制の整備について、引き続き

1109万円を計上しており、全県的な周知広報事業を

市町村教育委員会に対し指導助言を行ってまいりま

実施していく計画であります。また、市町村への支援

す。

につきましては、知事部局において、就学援助の充実
を図る市町村に対し、沖縄県子どもの貧困対策推進交

次に、教員採用試験問題作成に係る今後の対応につ
いての御質問にお答えをいたします。
沖縄県教員候補者選考試験中高英語の問題では、英

付金による財政的な支援が予定されております。
次に、教育行政についての御質問の中で、少人数学

語教師に英検１級、準１級程度の英語力を求めている
ところであります。これまでも作問に当たりまして

級の拡大についてお答えをいたします。
県教育委員会では、これまで小学校１・２年生で

は、英語教員の資質能力をはかるために市販問題集の
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標準的な良問を活用してきたところであります。今回

ているような印象を受けました。皆さんが各校長先生

引用した問題集は、複数の一般的な問題集で広く流通

に出している通達を私も読ませていただきました。そ

しているものであり、その中から本県の英語教師に求

こには、先生たちが労働時間を自己申告してくださ

められる英語力をはかるにふさわしい問題として選ん

い、月80時間を超える長時間勤務者がいる場合には

だところであります。結果として特定の出版社の割合

校長先生が教育委員会に報告してください、こういっ

が多くなっているという事実を確認いたしました。

た内容です。これでは労基法109条を遵守していると

県教育委員会としましては、公平性を欠くのではな

は言いがたいと思います。先生たちの適正な労働時間

いかという御意見もあることから、10月をめどに外

を把握し、病気休職者をなくしていくためにも、民間

部の有識者を交えた委員会を立ち上げ、引用のあり

企業や県庁を初め官公庁では当たり前となっているタ

方、問題作成のあり方等についてさまざまな角度から

イムカードやＩＣカードなどの勤務時間の管理システ

検討を行ってまいります。

ムを導入すべきだと思います。また、メンタルヘルス
対策のためにも、長時間労働、80時間を超えてから

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

ではなく、もっと早い段階から把握し対策をとるべき

比嘉瑞己君。

だと思います。教職員の任命権者としての県教育委員

〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉

瑞己君

会の見解を問いたいと思います。

再質問いたします。

先ほど子供の医療費について、県当局が平成30年

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

度から窓口での立てかえ払いをしないで済む現物給付

午後３時７分休憩

の導入を検討するとの答弁がありました。ぜひ、この

午後３時９分再開

点については、多くの県民が期待しているところだと

再開いたします。

○議長（新里米吉君）
保健医療部長。

思います。ここは知事の思いなどもぜひ聞かせていた

〔保健医療部長

だけたらと思います。
次に、公安委員会には再質問を行います。

○保健医療部長（砂川

公安委員会は、戦前・戦中の特高警察や治安維持法

お答えします。

砂川

靖君登壇〕
比嘉議員の再質問に

靖君）

といった警察による人権侵害や弾圧など、反民主的な

こども医療費助成制度につきましては、その充実を

運営などに対する反省から生まれた行政委員会です。

図るというのが知事の公約でございます。これにつき

その民主的運営と政治的中立性を確保するために、市

ましては、対象年齢の拡大とか一部自己負担金の問

民の代表として任命された公安委員会による合議制に

題、それから現物給付の問題いろいろあると思います

よって運営されている委員会です。今回の機動隊派遣

けれども、今回、国保の減額調整措置について、見直

要請について、先ほど少し説明ありましたが、もう少

しを含めて検討する、年内に結論を得るというような

し具体的に聞きたいと思います。

国のほうでの大きい流れはありますので、それを踏ま

県警から説明があった際に、皆さんは公安委員会と

えまして、我々としてもそのような減額調整措置が廃

して合議をして県警に意見も言ったのか。やりとりが

止された暁には、30年度から現物給付ができるよう

あったみたいなので、その点についてお聞かせくださ

な調整をしていきたいというふうに考えているという

い。非暴力で抗議行動をしている人たちに、屈強な機

ところでございます。

動隊500人を動員する必要性があったのか、皆さんは

○議長（新里米吉君）

県民の立場に立って、どのようなことを意見を言った
のか聞かせてください。

公安委員会委員。

〔公安委員会委員
○公安委員会委員（天方

ヘリパッド建設問題について環境部にお聞きしま

天方
徹君）

徹君登壇〕
比嘉議員の御質問

にお答えをいたします。
まず、公安委員会できちんと合議をしたのかという

す。
県は、オスプレイの実機調査による環境影響評価を

点についてでございますが、先ほど答弁申し上げまし

求めていますが、防衛局は答えておりません。県独自

たとおり、計８回援助要求は行っておるわけですけれ

としても本格的な環境影響調査を行うべきだと考えま

ども、７月12日の援助要求に関して、この回は一度

すが、いかがでしょうか。

だけ持ち回りという形で決裁をしております。という

最後に、教職員の多忙化についてです。

のも、７月12日の援助要求について、我々公安委員

教育長、教職員の皆さんの勤務時間の把握は大変重

会にその話が入ったのが７月５日のことでありますけ

要な仕事です。先ほどの答弁だと、学校現場任せにし

れども、この日は県議会開会中で、本部長、公安委員
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長ともに議会対応しなければならないということで、

らに、日中だけ反対されているわけではないので、夜

定例会が開催できていない週ということになります。

陰に乗じてその訓練場の中に入られている方という、

ですので、７月22日に工事を開始するまでに適切な

そういう方法での抗議も行われているので、場所に

警備体制を整えるという要請のもとで援助要求を判断

よっては常時、夜間も起きて警備を配置しなければい

しなければならない我々としては、物理的な合議体制

けないということをずっと続けております。ですの

を構築できなかったということになります。ただ、７

で、日中の人数だけでは到底対応できなくて、夜警備

月５日及び６日に、それぞれ３名の公安委員が県警警

していただく方、あるいは週に１回は当然休んでいた

備部長その他から事情の説明を受け、各自が質疑応答

だくという方も必要なので、トータルで見ると、一定

をした上で検討し、その後警察法60条２項に基づく

の人数になってしまうというのはやむを得ないという

警察庁に対する事務連絡等を経て、７月11日と12日

判断をして、その上で援助要求をしたところでありま

にそれぞれが印鑑をついて決裁したということであり

す。

ますので、実質的な合議はなされているものと判断し
ております。残りの７回については、物理的に３名が

以上です。
〔環境部長

集まって会議体を構成し、議論して決裁をしたもので
ございます。

環境部長。

○議長（新里米吉君）

大浜浩志君登壇〕
北部訓練場オスプレイヘ

○環境部長（大浜浩志君）

もう１点、人数等について、いわゆる過剰警備では
ないかと言われている点について、どのような検討を

リパッド建設問題についての再質問で、県独自の調査
についてお答えします。

公安委員会のほうでしたのかという御質問についてで

先ほども答弁いたしましたが、現在、県では独自に

ありますが、人数については、警察の対応能力が明ら

やんばる国立公園内でオスプレイの航空機騒音等、調

かになってしまうということで具体的なものについて

査を実施しているところでございます。その結果も踏

は申し上げられないわけではありますが、一定の人数

まえて次年度以降も調査をするとともに、調査項目、

が応援で来ていただいているということは事実であり

調査地点の拡大も視野に入れつつ、調査を検討してい

まして、なぜそのような人数が必要かについては十分

きたいというふうに考えております。
以上でございます。

に検討してきたつもりであります。
まず、小さい人数で対応できない理由ですけれど

教育長。

○議長（新里米吉君）
〔教育長

も、今回の現場は県道70号線沿いでありまして、Ｎ

平敷昭人君登壇〕

１ゲートから採石場までの距離は約40キロあるわけ

○教育長（平敷昭人君）

です。抗議運動というのは採石場でもなされますし、

にお答えをいたします。

勤務時間管理関連の再質問

ゲートでもなされる。さらにその途中の高江橋でもな

公立学校の教員を含む地方公務員には、労働基準法

されるし、その間でもなされていれば、建設会社にお

第32条などの労働時間に係る規制が適用されている

いてもなされているということで、複数箇所に分散さ

以上、校長などは部下である教職員の勤務時間外にお

れて行動がなされているわけです。ですので、それぞ

ける業務の内容やその時間数を適正に把握するなど、

れの場所において、それぞれ一定の人数を配備しなけ

適切に管理する責務を有しております。したがいまし

ればならないという要請がまず一つあるわけです。な

て、一義的には学校長が職員の勤務の状況を把握する

ぜかというと、70号線は、特に東側では住民にとっ

ものと考えております。また、教育委員会としまして

ては代替性のない通行用道路ということになりますの

も、長時間勤務者などの実態の把握に努めているとこ

で、そことまっちゃうと住民生活がブロックされてし

ろでございます。80時間未満の場合でも、勤務時間

まうということで、通行の確保は最優先になされなけ

が長時間にわたっている職員につきましては、定期的

ればならないという要請であります。また、抗議行動

に県教育委員会に報告させる準備をしているところで

をされている方をやむを得ず移動していただくという

ありまして、勤務時間の実態の把握に努めてまいりた

際には、１人に対して警察官１人では対応はできない

いと考えております。報告させる時間については、現

わけです。ですので、お一人移動いただくのに、複数

在検討中でございます。

名の警察官で丁寧に慎重にけが等がないようにしなけ

また、タイムカード等により出退勤時間を管理する

ればいけないということで、一定の抗議の方がいらっ

ことにつきましては、職員の勤務状況を把握する有効

しゃれば、当然それを上回る人数を配備しなければい

な手段であると思われますが、教職員の勤務形態の特

けないということは我々検討した点でございます。さ

殊性やこれまでの取り組みの効果及び各学校の状況等

− 107 −

を踏まえ、その導入の可否については検討してまいり

を埋め立てる計画の那覇軍港の浦添移設については、

たいと考えております。なお、現在は、各職員が自己

ＳＡＣＯ合意に基づき粛々と進めるという柔軟な姿勢

申告により出退勤時刻記録簿へ入力して、管理職に適

であります。この那覇軍港の移設問題については、以

切に報告するよう指導しているところでございます。

前に翁長知事が那覇市長時代に表明した浦添の移設と
切り離して那覇軍港の先行返還を求めると対応を変化

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

させたことは、一層移設問題への理解を難しくしたの

20分間休憩いたします。

ではないでしょうか。

午後３時19分休憩

よって、改めて米軍基地の移設問題を県民に理解し

午後３時41分再開
再開いたします。

ていただくために辺野古移設に対する反対と浦添移設

休憩前に引き続き代表質問を行います。

に対する容認は、このような理由で対応が違うという

金城泰邦君。

説明が必要と思われます。

○議長（新里米吉君）

そこで、(1)、普天間基地の移設における今後の県

〔金城泰邦君登壇〕
○金城

泰邦君

の対応について。

こんにちは。

公明党を代表して代表質問を行います。

(2)は省略します。

１、沖縄21世紀ビジョン基本計画の改定につい

(3)、那覇軍港は遊休化しているとの認識は今も同
じか。

て。
ことし８月、沖縄21世紀ビジョン基本計画の10年

(4)、翁長知事は那覇市長当時、浦添への移設と切

間の計画年度の折り返しとなる５年目を迎え、県は子

り離して那覇軍港の先行返還を求めるとの認識は今も

供の貧困対策や人材育成のための高等教育機会の創出

同じか。
(5)、那覇軍港の先行返還を移設協議会で検討する

などを盛り込むなど後期に向けて計画を改定すること

つもりはないかについて伺います。

を決めております。

県民の皆様がこの米軍の移設問題への対応の違いを

そこで、(1)、具体的な改定内容や、(2)、子供の貧

御理解できますよう、御答弁よろしくお願いいたしま

困対策の目標及び計画について伺います。

す。

２、平成29年度予算一括要求について。

４、日本、米国、中国そして沖縄における沖縄県の

(1)、執行率の問題の原因と執行率を上げるための

役割について。

対策は何か。

最近の尖閣周辺の緊張状態は、日本にとって防衛

午前中の質問と重なりますが、御答弁よろしくお願

上、警戒の度を高める要因となっております。今月

いいたします。
３、在沖米軍基地関連について。

24日には、尖閣諸島周辺の領海に中国海警局の船―

米軍普天間飛行場の移設先として計画が進められて

―機関砲のようなものを搭載した船を含む――４隻が

きた名護市辺野古の埋立承認取り消しをめぐる訴訟

相次いで侵入し、約１時間半にわたり航行したり、翌

で、県は今月23日、承認取り消しを違法だとした判

日の９月25日は、中国空軍の戦闘機40機以上が宮古

決を不服として上告しました。今後の動きについて

海峡上空を通過し、自衛隊機がスクランブル発進した

は、県民の皆様も心配をしているものと思われます。

ことが報じられております。このような中国の挑発的

米軍基地に関する問題というのは内容が非常に難し

な行動は、日本とその同盟国であるアメリカの警戒心

く、また情報が乏しく、一般的にはなかなか理解と納

をあおるばかりであり、結果として防衛力強化に議論

得がしにくい問題でもあります。

が推し進められるようになっており、沖縄の米軍基地

普天間基地の移設問題以外にも沖縄には米軍基地が

を強固にする根拠となっております。

存在しますが、移設問題に対する知事の対応は、同じ

このような近隣国との緊張状態が続くことで、最も

ようであるべきだが同じでないという、客観的に見て

不利益をこうむるのは、私たち沖縄であります。この

わかりにくい対応になっているのではないでしょう

まま緊張状態を続けていてはいけないのであります。

か。

がしかし、現実はどんどん緊張状態がエスカレートし

例えば、普天間の移設先とされる辺野古について

ていっております。

は、今回の訴訟に見られるようにあらゆる手段を駆使

このような中、周囲の現実を見据えた上で、沖縄に

してこれを阻止するという断固たる姿勢であります

住む私たちが本当に果たすべき役割は、周辺地域で高

が、同じ移設問題でも辺野古の埋め立てと同様に、海

まる緊張を一つ一つ緩和させていくための相互理解の
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方向へと導いていくことではないでしょうか。力の空

光客の方々に安全・安心な環境づくりを整備しなけれ

白を生んではならないとする理論もあります。それを

ばならないし、万全の救急体制も必要になるのではな

全て否定するものではありませんが、軍事力を競って

いかと思われます。これまでも緊急搬送をした事例も

いるばかりではいつまでもお互いの心は開きません。

あったのではないかと思われます。病院からも遠いこ

言葉でもって対話でもってお互いが話し合うことでし

とを考えると、ドクターヘリでの対応が必要になるの

か、互いを知り、互いの心を開くことはできません。

ではないでしょうか。

なので、公明党は以前から国連アジア本部もしくは国

そこで、海洋博記念公園にドクターヘリのヘリポー

連機関を沖縄に誘致し、対話の力でお互いの理解と協

トを設置し、救急への対応が必要ではないか伺いま

力関係を築いていくべきであると訴えてきたわけであ

す。また、当該エリアは本部町と今帰仁村の管轄する

りますが、今こそ、沖縄の政治的リーダーである翁長

消防本部で対応していると思いますが、現状で対応は

雄志県知事が日本とアメリカそして中国とのかけ橋に

間に合っているのか伺います。

なって、ここ沖縄を対話と平和の拠点として、積極的

７、主要幹線道路等の除草回数をふやして観光地に
ふさわしい道路環境整備の促進ができないか。

に行動を起こしていくことを望むものであります。
そこで、(1)、尖閣諸島の問題で緊張が高まる中、

沖縄県は観光立県を目指し、現在では2015年で年

日米間、日中間、米中間における文化交流や民間交流

間776万3000人の過去最高の入域観光客数を数える

を通じ、緊張緩和を図るよう、沖縄県が率先して行動

までになりました。しかしながら、皆様も御存じのよ

するべきであり、国連アジア本部等国連機関を沖縄に

うに、町を見渡せば、道路に生えた雑草などがあちこ

誘致し、外交に力を入れるよう日本政府に働きかける

ちで目立ち著しく景観を損ねておりますし、ひどいも

ことができないか伺います。

のでは植栽の葉や枝が通行人の行く手を阻むほど交通

５、県道浦添西原線港川道路改良工事の進捗につい

の安全性を脅かすものまで目につくことがあります。
一括交付金の活用で予算措置をふやすことができな

て。
関係市町村と県は、平成19年度から毎年、年に４

いのか、あるいは県内各市町村と連携をとって、ボラ

回の調整会議を継続して開催し、今日に至っている港

ンティアの呼びかけも含めた道路環境の改善ができな

川道路の計画ですが、道路予定地の境界線上にかかる

いか、県の対応を伺います。

米軍基地のフェンスの一部移設が計画の進捗を阻んで
おります。米軍からの要望としては、港川道路付近の

８、医療ケアが必要な人の災害時避難場所の確保に
ついて。

郵便センターの移設を一緒に行わなければフェンスの

小児在宅医療を受けている子供たちで、24時間人

移設に応じないとのことであります。同じく電力の鉄

工呼吸器をつけていないといけない医療的ケアが必要

塔の移設もしなければなりません。

な方々がいます。現在、災害時になった場合の医療的

そこで、(1)、フェンスの移設には郵便センターの

ケアが必要な方々への避難場所が確保できない状況下

移設と電力の鉄塔の移設の２つが必要であるが、どこ

にあります。災害が起こってからでは遅く、平時のと

の関係機関にどのような要請行動をしたか伺います。

きにこそ備えをしておきたい。

そして、これまで答弁にあったようにフェンスの移

そこで、(1)、避難所の電源確保について。

設及び郵便センターの移設については、米国総領事に

現在指定されている福祉避難所等の電源確保につい

要請に行ったとのことでありますが、要請の窓口とし

て、予算措置を含めた県の支援策が講じられないか伺

て本当にそこでよかったのか疑問であります。

います。

そこで、(2)、在沖米軍側の要請窓口はどこが適切

また、(2)、民間施設との災害協定について。
自家発電機を備えた民間施設などとの災害協定を組

と考えるか伺います。
６、海洋博記念公園にドクターヘリのヘリパッド―

むことができないか伺います。

―ヘリポートに訂正します。ヘリポートを設置し、救

９、臍帯血関連について。

急への対応をすることについて。

(1)、骨髄移植ドナー助成制度の導入について。

海洋博記念公園の入園者数は年々増加しておりま

全国で28都道府県の自治体が制度を導入している

す。2013年度には５年ぶりに過去最高を更新しまし

骨髄移植ドナーヘの助成制度、登録者数及び骨髄移植

た。累計でも8000万人を達成するなど、年間の入園

件数は年々順調に伸びてきています。沖縄県の骨髄ド

者は過去最高を記録しております。大変喜ばしいこと

ナー登録件数は全国一の地位を占めています。しか

だと思います。観光立県を目指す沖縄県としても、観

し、実際に骨髄移植をするとなると、１週間ほど入院
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をしないといけなくなります。仕事を持っているド

示されています。そこで、標準保険料の設定につい

ナーは、気持ちでは骨髄移植で提供したくても、仕事

て、いつ提示するのか伺います。また、スケジュール

が休めないために提供できなくなっているのが現状で

はどこまで進んでいるか伺います。

あります。この場合、ドナー提供者に対しての休業補

12、医療的ケアが必要な児童生徒の課外活動時に

償が必要になってくると思われます。埼玉県の事例で

保護者を介助者として参加させ、その際に旅費を補助

は、2015年度から県内市町村がドナーに助成した場

することについて。

合に、その半額を県が負担する制度をスタートさせて

医療的ケアが必要な児童の保護者より子供の修学旅

おります。平成27年１月までに県内全ての市町村に

行などの際に、胃ろうや人工呼吸器などの使用で学校

おいて助成制度がつくられ、全国で初めて埼玉県が市

側で対応ができないので、保護者同伴での参加を求め

町村を支援した取り組みだそうです。

られていますが、旅費などは保護者の分は自己負担と

ドナー登録が最も多い沖縄県においても、そのよう

なっており、費用負担がかさばって困るとの話を伺っ

な休業補償制度を設けて、支援することができないか

たことがあります。本来ならば学校側で教員が同行し

伺います。

て対応するべきケースですが、保護者が使用機器の取

10、認知症の対策強化を広域で取り組むことにつ

り扱いになれていることから、介助の要員で参加を求
められ、逆に費用負担を余儀なくされる状況は好まし

いて。
厚生労働省は平成26年９月19日付で、各都道府県

くないと思います。経済的に負担が大きい家庭によっ

知事宛てに「今後の認知症高齢者等の行方不明・身元

ては修学旅行を断念せざるを得ないケースもあるよう

不明に対する自治体の取組の在り方について」と題す

です。何らかの対応をして改善すべきと思いますがい

る通達文書を発行しました。今後の認知症高齢者等の

かがでしょうか。

行方不明・身元不明対策について、管内市区町村に対

13、御茶屋御殿の復元事業について。

し周知徹底と、行政内関係部局及び各都道府県警察と

(1)、那覇市と国で復元事業に取り組むが県の支援

の連携を図るよう求めております。認知症による行方

も必要であると考えるがどうか。

不明者は３年連続で最多を更新し、警察庁統計によれ

御茶屋御殿は1677年、中国からの冊封使を迎える

ば、2015年に１万2208人が行方不明になっているそ

ためにつくられました。1930年にはわずかに残って

うです。当日中に発見できれば生存率は８割以上、翌

いた茶亭などが首里城正殿とともに整備され、旧国宝

日になると6.4割に下がり､５日でゼロになるという調

指定の候補にもなりましたが、沖縄戦で焼失。戦後、

査結果も出ております。

跡地はカトリック沖縄教区が購入し、首里カトリック

厚労省は、都道府県単位で見守り強化のため、

教会と幼稚園が建設されておりますが、敷地内には石

2017年度予算に約5600万円を盛り込むことを決定し

垣などの遺構が現存しています。そのため、那覇市は

ました。対応が急務と言える認知症対策であります

国の文化財指定に向け調査をすることとなっており、

が、平成26年の通達以降、これまで沖縄県が取り組

来年度からの調査の内容などを踏まえて文化庁と調整

んできたこと、また、今後の取り組みについてお伺い

し、方向性を決定するそうであります。
これまでに復元保護が実現した首里城、守礼門など

します。
11、国保の県移行に伴う予算立てのスケジュール

は、観光地にもなり多くの観光客を集めていることか
ら、御茶屋御殿の復元は、沖縄県の新たな観光資源と

について。
市町村が運営する国保は、国民皆保険の最後のとり

して期待が寄せられています。

でとして重要な役割を果たしてきました。しかしなが

そこで、県としても観光振興という観点から、御茶

ら、市町村国保は、支出はふえる一方で保険税の引き

屋御殿の復元事業に対し、文化財登録の推進と文化財

上げによる収入の確保が難しいことから、法定外繰り

整備への支援をすることができないか伺います。
御答弁よろしくお願いいたします。

入れに頼らざるを得ないという構造的な問題を抱えて
います。

○議長（新里米吉君）
〔知事

そんな中、県は市町村国保の安定化を推進するとし

翁長知事。

翁長雄志君登壇〕

て、沖縄県国民健康保険広域化等支援方針を策定され

○知事（翁長雄志君）

ております。その中で県は、保険料の標準設定を行

えをいたします。

金城泰邦議員の御質問にお答

い、財政の安定化を支援するとし、保険税の算定方式

沖縄21世紀ビジョン基本計画の改定についてに関

を平成30年度の県単位化までに検討していくことと

する御質問の中の、子供の貧困対策の目標等について
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において、基本計画を改定することを決定いたしまし

お答えをいたします。
沖縄県としましては、沖縄21世紀ビジョン基本計

た。今後のスケジュールとしましては、年内に基本計

画の改定において、潤いと活力をもたらす沖縄らしい

画改定（案）を策定し、沖縄県振興審議会や市町村、

優しい社会を実現するため、貧困の連鎖を断ち切り、

関係団体、県民等の意見も踏まえた上で取りまとめる

次世代の沖縄を担う人材を育成する施策として、子供

こととしております。

の貧困対策について盛り込むことを検討してまいりま

次に、日本、米国、中国そして沖縄における沖縄県

す。このため、部局横断的な関連施策や沖縄県子ども

の役割についての御質問の中の、国連機関の誘致につ

の貧困対策計画に盛り込んだ34の指標等も勘案しな

いてお答えいたします。

がら目標を設定し、子供の貧困問題の解消に向けた取

洋地域の平和を希求する沖縄が、国際的な安全保障会

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、副知事、部局長か

〔副知事

機関を含む国際機関の誘致については、今後、大学や

安慶田副知事。

民間の有識者の意見等を踏まえながら、誘致に向けた

安慶田光男君登壇〕

○副知事（安慶田光男君）

議や平和外交交渉等の開催拠点として貢献するため、
国際機関の誘致等に努めることとしております。国連

ら答弁をさせていただきます。
○議長（新里米吉君）

沖縄21世紀ビジョン基本計画では、アジア・太平

金城泰邦議員の在沖米軍

基地関連についての御質問の中で、那覇港湾施設の先

取り組み方針などの検討を進めるとともに、関係部局
と連携を図りながら取り組んでまいります。

行返還及び移設協議会で検討することについてお答え

以上でございます。

いたします。恐縮ですが、３の(4)と３の(5)は関連し

○議長（新里米吉君）
〔総務部長

ますので一括してお答えいたします。
那覇市長時代の翁長知事の発言については、那覇港

総務部長。

○総務部長（金城

金城

武君登壇〕

武君）

平成29年度予算一括要

湾施設が那覇市の振興・発展にとって非常にポテン

求についての御質問の中で、執行率の問題の原因と改

シャルの高い地区であることから、那覇港湾施設の跡

善についてお答えをいたします。

地利用を考える立場から、より早期の返還の可能性を

ソフト交付金における執行率の問題は、各部局ごと
の不用見込み等の状況が共有できずにいたことも原

模索したいとの思いを述べたものであります。
県としましては、那覇港湾施設の返還が実現されれ

因の一つと考えております。そのため県事業につい

ば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄

ては、平成27年度から各部局の不用額の状況を共有

与すると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、

し、前倒し可能な他の事業に充当するため、全庁横断

協議会の枠組みの中で進めていくことが現実的だと考

的な連絡会議を設置し、執行率の改善に取り組んでい

えております。

るところであります。また、市町村事業においては、
各市町村へ定期的に過不足調査を行い、事業間流用や

以上であります。
○議長（新里米吉君）
〔企画部長

市町村間流用を実施するなどして、同交付金の有効的

企画部長。

な活用に取り組んでいるところであります。

下地明和君登壇〕
沖縄21世紀ビジョン基

そして、さらなる執行率の改善につなげるため、事

本計画の改定について、その改定内容についてお答え

業の早期着手を図るべく交付決定時期を早めるよう内

いたします。

閣府と調整を進めております。ハード交付金について

○企画部長（下地明和君）

平成28年度は沖縄21世紀ビジョン基本計画の５年

は、繰越額の縮減に向けて、民間コンサルタントを活

目に当たることから、これまで実施してきた施策等の

用した用地取得の推進、早期契約の実施等に取り組ん

成果や今後の課題等について、中間評価を行っている

でおります。また、年度途中の執行状況に応じて、県

ところであります。これまでの検証の結果、幅広い分

事業、市町村事業間での交付金の融通を行うなど、よ

野で成果があらわれている一方で、子供の貧困対策や

り機動的な事業執行に努めてまいります。

新たに策定したアジア経済戦略構想推進計画に基づく

以上でございます。

諸施策の展開など、社会経済情勢等の変化による新た

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

な課題が明らかとなっております。
沖縄県では、こうした新たな課題の解消に向けた施

知事公室長。
謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

在沖米軍基地関連に

策展開を明確にし、後期計画期間において取り組む必

ついての御質問の中の、普天間飛行場移設に対する今

要があるため、去る８月１日の沖縄県振興推進委員会

後の対応についてお答えいたします。
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普天間飛行場の移設先を辺野古が唯一とする政府の

フェンス移設の協議を加速させるため、米軍へ直接要

説明は、実質的な根拠が乏しく、辺野古の埋め立ての

請を行い、早期供用に向けて取り組んでまいります。

必要性は認められないと考えております。また、一連

なお、調整窓口については、在沖米国総領事のアド

の選挙において明確に示された沖縄県民の民意を無視

バイスを受けて嘉手納基地のコミュニケーションリ

し、辺野古新基地建設を推し進めることを許すことは

レーションズに問い合わせているところであり、10

できないと考えております。

月中旬の日程で申し入れているところでございます。

県は、辺野古に新基地はつくらせないということを

次に、道路整備についての御質問の中の、主要幹線

県政運営の柱にし、普天間飛行場の県外移設を求めて

道路等の除草回数をふやすことについての御質問にお

まいります。

答えいたします。
県管理道路の雑草対策については、平成28年度は

次に、那覇港湾施設の遊休化についての御質問にお

県単独費で対前年度比約１億円増の約６億円を計上し

答えいたします。
那覇港湾施設の利用状況については、昭和61年か

ております。除草回数は年２回から４回程度行う予定

ら平成14年までの入港隻数が公表されており、年に

であり、主要幹線道路等においては除草回数をふやし

よる増減はあるものの、昭和62年の96隻をピーク

て対応していきたいと考えております。また、道路の

に、平成14年の35隻まで漸減しております。平成15

美化については、観光地らしい花と緑のある良好な道

年以降のデータについては、在沖米軍から情報が提供

路景観を創出することを目的として、平成24年度か

されていないため把握しておりませんが、以前に比べ

ら沖縄振興特別推進交付金を活用して沖縄フラワーク

利用されることが減っているのではないかと考えてお

リエイション事業を実施しております。平成28年度

ります。

は、４億9000万円を計上しており、主要観光地への
アクセス道路等の41路線を対象に、歩道や交通島へ

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。

のコンテナ設置による緑化や花の直植えなどを実施し

宮城

て、道路の美化に努めているところであります。その

理君登壇〕
県道浦添西原線港川

ほか、道路ボランティア団体による植栽管理の拡充に

道路改良工事の進捗についての御質問の中の、港川道

努めており、現在約300団体の協力を得て、道路の美

路に関する要請についての御質問にお答えいたしま

化に取り組んでいるところであります。

○土木建築部長（宮城

理君）

今後とも、計画的かつ適切に維持管理し、観光立県

す。
県道浦添西原線港川道路の返還条件については、こ
れまで、沖縄防衛局を通して米軍と協議してきまし

にふさわしい良好な道路景観の創出・向上に努めてま
いります。

た。しかしながら、郵便センターの移設先決定のおく

以上でございます。

れが影響して、フェンス移設の協議も滞っている状況

○議長（新里米吉君）

にあります。このため、ことし９月、沖縄防衛局、外

〔保健医療部長

務省沖縄事務所及び在沖米国総領事館に、フェンス移

○保健医療部長（砂川

設の協議については、郵便センターの移設先決定と分

のヘリポートに関する御質問の中の、海洋博記念公園

けて進めるよう、米軍への働きかけを要請したところ

のヘリポートについてお答えしたいと思います。

保健医療部長。
砂川
靖君）

靖君登壇〕
まず、ドクターヘリ

県は、平成28年８月末現在、ドクターヘリと救急

であります。今後は、米軍に対しても直接要請する予

車が合流する緊急の離着陸場を、沖縄本島及び本島周

定であります。
また、県道浦添西原線予定地内に存する沖縄電力株

辺離島に331カ所確保しているところでございます。

式会社の鉄塔については、現在、移設に向けた補償協

海洋博記念公園につきましても、平成27年７月、

議を行っているところであります。沖縄電力による

施設内に離着陸場を確保し、救急患者を迅速に搬送で

と、協議終了後、設計、工事、既設撤去に取り組み、

きる体制を整備しているところでございます。
次に、臍帯血関連についての御質問の中の、骨髄移

移設は平成31年度中に完了する予定とのことであり

植ドナー助成制度の導入についてお答えします。

ます。

骨髄移植は、白血病などの病気により正常な血液が

次に、港川道路に係る米軍側の要請窓口についての

つくられなくなった患者に対して、ドナーから提供さ

御質問にお答えいたします。
県道浦添西原線港川道路の返還条件については、沖
縄防衛局を通して米軍と協議してきました。今後は、

れた造血幹細胞の移植により造血機能を回復させる治
療法でございます。
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現在、県内のドナー登録者数は約２万3000人と

施設等と事前に災害協定等を締結し、緊急時の協力体

なっており、骨髄登録対象人口1000人当たりの登録

制を構築しておくことは重要であると考えておりま

者数は34.34人で全国１位となっております。なお、

す。

適合ドナーとなった場合には、移植のため１週間程度

市町村長が民間の社会福祉施設等を福祉避難所とし

の入院や通院が必要となりますので、他県の一部の市

て指定する場合には、市町村長と当該施設管理者との

町村では、休業補償を目的としたドナー助成制度を導

間で十分調整し、福祉避難所の指定に関する協定を締

入する例がございます。

結することとなっております。

県としましては、全国の取り組み状況について情報

県におきましては、平時から市町村、社会福祉施設

収集を行うとともに、今後、ドナー助成制度の必要性

等関係団体などの間で情報交換や事前協議を図り、災

について検討していきたいと考えております。

害時において速やかに福祉避難所が開設されるように

次に、国保の県移行に伴う予算立てのスケジュー
ルについての御質問の中の、新制度以降に係るスケ

取り組んでまいりたいと考えております。
続きまして、認知症の対策強化を広域で取り組むこ
とについての御質問にお答えします。

ジュール等についてお答えしたいと思います。
新制度移行後の財政運営につきましては、平成30

県では、認知症高齢者とその家族等が安心して暮ら

年度以降、新たに国保に投入される財政基盤強化策や

せる社会づくりのため、認知症高齢者等の見守り・Ｓ

医療費の動向等を踏まえ、市町村と協議を行い決定し

ＯＳネットワークの構築を図っております。具体的な

ていくこととしております。

取り組みとしましては、市町村からの依頼を受け、関

平成28年度におきましては、各市町村の国保事業

係機関等に対し行方不明者の早期発見の協力依頼や広

における納付金の算定や標準保険料率等について協議

域的な連絡調整等を行っております。また、民間事業

を行っております。また、平成29年度においては、

者と高齢者等見守り活動に関する協定を締結し、市町

市町村との協議を踏まえ、国保運営方針を定めるとと

村の見守りネットワーク構築への協力や、民間事業者

もに、国保特会の設置や関係条例の整備を行う等、制

みずからによる見守り活動を推進しております。

度移行が円滑に行えるよう、適切に対応していきたい

なる連携を図り、地域全体の見守り体制の構築に取り

と考えております。

組んでまいります。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

今後、厚生労働省の動向を踏まえ、市町村とのさら

以上でございます。

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）

教育長。

○議長（新里米吉君）
〔教育長

医療ケアが必

平敷昭人君登壇〕
医療的ケアが必要な児童生

要な人の災害時避難場所の確保についての御質問の中

○教育長（平敷昭人君）

の、避難所の電源確保についてお答えします。

徒の保護者への旅費補助についての御質問にお答えい

大規模災害が発生した場合、電気などのライフライ

たします。

ンが絶たれることが想定され、避難所としての機能を

特別支援学校における医療的ケアが必要な児童生徒

維持するためには、発電機等の設置により非常用の電

の修学旅行につきましては、保護者の協力のもと、付

源を確保することが重要であると考えております。

き添いをお願いしております。その際の保護者の旅費

市町村長は、人工呼吸器等を使用している医療的ケ
アの必要な要支援者等を受け入れるため、福祉避難所

につきましては、特別支援教育就学奨励費制度で必要
な援助が行われているところであります。

を設置しなければならず、その生活環境の整備につい

県教育委員会としましては、特別支援学校に在籍し

ては必要な措置を講ずるよう努めることとなっており

ない医療的ケアが必要な児童生徒の保護者の負担軽減

ます。

について、どのような対応が可能か、市町村教育委員

県におきましては、福祉避難所の電源確保に向け、
国の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金の活用等を
含め、市町村や関係機関と連携し、福祉避難所の機能

会と意見交換を行ってまいりたいと思います。
次に、御茶屋御殿の復元事業についての御質問で、
県の支援についてお答えをいたします。
御茶屋御殿については、那覇市が国の文化財への登

強化に取り組んでまいりたいと考えております。
続きまして、民間施設との災害協定についてお答え

録を目指して、残存する石積みの測量等を実施してい
るところであります。御茶屋御殿の復元につきまして

します。
災害発生時における福祉避難所の確保のため、民間

は、現在、当該地に教会や幼稚園があることから、そ
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おります。これは、西海岸地域の発展に資するという

の移転等の課題があります。
県教育委員会としましては、那覇市が取り組む国の

ような判断があったというように考えております。

文化財登録のための遺跡範囲の確定や学術的価値の取

また、同16日には、国、県、那覇市及び浦添市で

りまとめに当たり助言を行うなど、密接に連携を図

構成します那覇港湾施設移設に関する協議会が設置さ

り、支援してまいりたいと考えております。

れまして、これは決して那覇市主導ではなくして浦添
市も含めて、全体で沖縄の振興・発展にしようという

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

ことで協議会が設置されたものというふうに理解して

金城泰邦君。

おります。

〔金城泰邦君登壇〕
○金城

泰邦君

県といたしましては、那覇港湾施設の返還が実現さ

再質問いたします。

先ほど御答弁の中で、副知事からありました那覇港

れた暁には、基地負担の軽減、跡地利用の有効利用に

湾の移設についてですが、答弁を聞きますと、那覇市

よる発展に寄与すると考えておりまして、これまでの

の振興・発展に資する等のお話がありましたが、どう

経緯を踏まえつつ協議会の枠組みの中で進めることが

も那覇が中心で考えておられるのかなという印象を持

現実的だというふうに認識しているところでございま

たざるを得ません。しっかりと県全域で考えていくと

す。

いうようなものがわかるような方向性を示していただ

以上でございます。

きたいと思いますので、その辺もお願いしたいと思い

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

ます。
国際機関につきましては、今後、基本構想、基本計
画などそういったものをいつまで県として盛り込む方

企画部長。

下地明和君登壇〕

○企画部長（下地明和君）

金城議員の国連機関等の

誘致についての再質問にお答えいたします。
先ほども御質問にお答えしましたように、これから

向があるのか伺いたいと思います。答弁もお願いした

国連機関を含む国際機関の誘致について、大学あるい

いと思います。
あと、国保についての11番の質問ですが、標準保

は民間の有識者の皆さんを集めて意見を交換し、この

険料の提示をいつ行うのかについて改めて御答弁をい

意見を踏まえて誘致に向けた取り組み方針等をつくっ

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

ていこうと、検討していこうという、今段階でござい

す。

ます。

○議長（新里米吉君）

したがいまして、この議論を踏まえまして必要に応

休憩いたします。

午後４時19分休憩

じて基本構想、あるいは基本計画等が必要であるかも

午後４時20分再開

含めて検討してまいりたいと考えております。場合に

○議長（新里米吉君）

よってはその基本方針を取りまとめたいと考えており

再開いたします。

知事公室長。
〔知事公室長

ますので、その方針でいいのかどうかも含めて有識者
の意見等も踏まえながら検討していきたいと考えてお

謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

再質問にお答えいた

ります。
以上です。

します。
那覇港湾施設について、那覇市主導ではないかみた

○議長（新里米吉君）
〔保健医療部長

いな印象を受けるということで、しっかりした説明を
ということだったと思います。

○保健医療部長（砂川

まず、那覇港湾施設、御承知のことだと思います

保健医療部長。
砂川
靖君）

靖君登壇〕
金城議員の再質問に

お答えしたいと思います。

が、昭和49年に日米間で返還が合意されまして、平

標準保険税率でございますが、これは国保の運営

成７年には浦添埠頭地区への移設を条件として、施設

方針に記載することになります。したがって10月以

の全部を返還するということが日米合同委員会で承認

降、国から算定システムが送られてきて、いろいろ段

されております。平成８年にはＳＡＣＯ合意において

階を踏んで計算することになると思いますが、公表す

浦添埠頭地区への移設と関連した那覇港湾施設の返還

るのは29年度の後半になると考えております。
以上でございます。

を加速化するため最大限の努力を共同で継続するとい
うことも確認されています。

○議長（新里米吉君）

そういったことを受けまして、平成13年11月12日

以上をもって代表質問は終わ

りました。

には、当時の浦添市長が移設受け入れを表明いたして
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本日の日程はこれで終了いたしました。

次会は、明29日定刻より会議を開きます。

本日は、これをもって散会いたします。

議事日程は、追って通知いたします。

午後４時25分散会

− 115 −

地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

長

新

里
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平成28年９月29日
平成28年
第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）会議録
（第 ４ 号）

平 成 28 年
第 ４

回

沖 縄 県 議 会（ 定 例 会 ） 会 議 録（ 第 ４ 号 ）
平成 28 年９月 29 日（木曜日）午前 10 時１分開議

議

事

日

程

第４号

平成28年９月29日（木曜日）
午前10時開議
第１

一般質問

第２

甲第１号議案から甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議案まで及び認定第１号から認定第23
号まで（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号議案から甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議案まで及び認定第１号から認定
第23号まで
甲第 １ 号議案

平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）

甲第 ２ 号議案

平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）

甲第 ３ 号議案

平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）

甲第 ４ 号議案

平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）

甲第 ５ 号議案

平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）

甲第 ６ 号議案

平成28年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）

乙第 １ 号議案

沖縄県職員の退職管理に関する条例

乙第 ２ 号議案

沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ３ 号議案

沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

乙第 ４ 号議案

沖縄県税条例の一部を改正する条例

乙第 ５ 号議案

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の一部を改正する
条例

乙第 ６ 号議案

沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
一部を改正する条例

乙第 ７ 号議案

沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営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 ８ 号議案

沖縄県土地改良法等に基づく異議の申出等に係る書面等の写し等の交付手数料条
例

乙第 ９ 号議案

沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例

乙第10号議案

工事請負契約について

乙第11号議案

工事請負契約について

乙第12号議案

工事請負契約について

乙第13号議案

工事請負契約について

乙第14号議案

工事請負契約について

乙第15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16号議案

訴えの提起について

乙第17号議案

指定管理者の指定について

乙第18号議案

県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
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乙第19号議案

水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について

乙第20号議案

平成27年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

乙第21号議案

平成27年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

乙第22号議案

沖縄県土地利用審査会委員の任命について

認定第１号

平成27年度沖縄県一般会計決算の認定について

認定第２号

平成27年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について

認定第３号

平成27年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について

認定第４号

平成27年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について

認定第５号

平成27年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について

認定第６号

平成27年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について

認定第７号

平成27年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について

認定第８号

平成27年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について

認定第９号

平成27年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について

認定第10号

平成27年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について

認定第11号

平成27年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について

認定第12号

平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
ついて

認定第13号

平成27年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について

認定第14号

平成27年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について

認定第15号

平成27年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について

認定第16号

平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について

認定第17号

平成27年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について

認定第18号

平成27年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について

認定第19号

平成27年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
ついて

認定第20号

平成27年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について

認定第21号

平成27年度沖縄県病院事業会計決算の認定について

認定第22号

平成27年度沖縄県水道事業会計決算の認定について

認定第23号

平成27年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
出
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連

課

長

補
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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。

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。

休憩いたします。
午前10時１分休憩
午前10時１分再開
○議長（新里米吉君）

島袋

大君。

○島袋

大君

おはようございます。

沖縄・自民党の島袋大でございます。

再開いたします。

きょうは、通告を出しておりますけれども、大見出

議長として制限時間を守っていただくようお願いを
いたしたいと思います。（発言する者あり）

しが多くて、私はいじめているわけではありませんか
ら、枝葉の質問はちゃんと担当部署のほうに説明して

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号議案から甲第６号議案まで、
乙第１号議案から乙第22号議案まで及び認定第１号
から認定第23号までを議題とし、質疑に入ります。

おりますので、しっかりとした答弁をお願いしたいと
思っております。
今議会見ましても、基地問題を中心に翁長県政を支
える皆さん方に対するいろんな面での質問等もあると
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思っておりますけれども、きょうから自民党でありま

府、それから自民党の二階幹事長含め自民党のほうに

す。我々は、先ほど議長からもありましたように、い

も同様な要請をしております。

ろんな形で議会をとめるつもりもありませんし、誠意

○議長（新里米吉君）

ある答弁のもとでしっかり議論をしていきたいと思い

○島袋

ますから、ひとつ御理解をお願いしたいと思っており

れども、中身を見ますと、沖縄振興予算の確保につい

ます。

て満額でお願いします。29年度税制改正について、

大君

島袋

大君。

この要望書、私もいただきましたけ

さて、今回私も自民党の政調会長に就任させていた

９項目の事業、しっかりとお願いします。クルーズ船

だきましたけれども、しかしながら気持ちはいつも変

バースの拡充について、大変ひとつよろしくお願いし

わらず、一兵卒としてこの一般質問において、知事と

ますと。Ｊ１規格サッカー場スタジアムの整備、道路

丁々発止議論を行いたいと思っております。ひとつよ

交通の渋滞対策について、そして市町村国民健康保険

ろしくお願いしたいと思います。

事業に対する支援について、特段の配慮をひとつよろ

それでは初めに、平成29年度の沖縄振興予算につ

しくお願いしますとなっています。
これは、いろんな面で要望・要請書、沖縄県の声で

いてお聞きしたいと思っております。
政府に、我が自民党に対し、また我々自民党の二階

すから、翁長県政の本丸として29年度やっていきた

幹事長に対して、平成29年度県の要請・要望の内容

いというふうに私も理解します。しかし、その中に、

を伺いたいと思います。

この中に基地問題が入っています、基地問題が。

○議長（新里米吉君）

この基地問題の内容を見ますと、沖縄県は辺野古に

休憩いたします。

午前10時５分休憩

新基地はつくらせないという県政運営の柱として取り

午前10時５分再開

組んでいますと。政府においては、辺野古移設が唯一

○議長（新里米吉君）

の解決策としておりますが、自由民主党におかれまし

再開いたします。

ては、県民の声に真摯に耳を傾け、辺野古の美しい海

総務部長。

を埋め立てる現行移設計画を断念していただきたいと

お答えをいたします。

武君）

○総務部長（金城

沖縄振興予算につきましては、６項目の要請を行っ

考えておりますと載っております。
これだけの要請で、沖縄の29年度もろもろ含めて

ております。
まず、１点目に沖縄振興予算の別枠確保ということ

予算も満額お願いしますと言っておきながら、この要

で、那覇空港滑走路の増設、それから沖縄科学技術大

請書の中に中段から、辺野古は反対と、我々受けませ

学院大学の充実、それから駐留軍用地跡地利用推進、

んよという要請の仕方ってありますか。
これ誰がつくったんですか。

これらについては別枠で確保していただきたいという
のが１点です。

○議長（新里米吉君）

それから、ソフト交付金は今年度並みの額の確保を

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

この基地問題関連

要請しております。ハード交付金につきましては、今

は、知事公室が所管しておりますので私のほうで答弁

年度以上の額の確保を要請しております。それから、

させていただきたいと思います。
二階幹事長は、幹事長就任後、初めて沖縄県にい

ハード交付金を除く補助金につきましても、所要額の

らっしゃるということで、沖縄県のほうからさまざま

確保を要請しております。
そして、５項目めに、那覇空港滑走路等、那覇空港
滑走路、科学技術大学院大学の充実、それから駐留軍

な話を聞きたいということで、県庁にまでいらっしゃ
いました。
その際に、今予算の話、それからサッカースタジア

用地の跡地利用推進については、それぞれ所要額を要

ム等の話、国保の話、いろいろありましたけれども、

望しております。
そして、６項目めとして、子供の貧困対策につきま

その中においても基地問題というのは沖縄県政にとっ

しては、引き続き確保を要請したところでございま

て大変重要であること、また、今の翁長県政にとりま

す。

しては、辺野古に新基地はつくらせないということを

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

柱にしているものですから、二階幹事長にもその趣旨

大君。

これは政府にですか、二階幹事長に

います。

対しての要請書の内容、同じですか。
○議長（新里米吉君）
○総務部長（金城

総務部長。

武君）

をお伝えしたく、そういった要請をしたところでござ
○議長（新里米吉君）

８月10日において政

○島袋
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大君

島袋

大君。

ですからこの要請書というのは、今

までこういったいろんな面で次年度の要求、よろしく

の要請・要望の仕方ありますか。いかがですか。

と言っておいて、基地問題に関するものをセットでこ

○議長（新里米吉君）

ういった形の要望・要請の仕方をしているんですかと

○知事公室長（謝花喜一郎君）

いうのを確認したいんですよ。

ぞれの相手の立場を考えながら我々も要望させていた

要望の仕方は、それ

だいているところです。例えば、沖縄担当大臣に対し

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

先ほど金城総務部長

ましては、当然、沖縄振興というものがメーンになり

のほうから政府に対する、いわゆる新年度予算の要求

ますけれども、また、一方で沖縄における沖縄振興担

というものは、あくまでも新年度予算、それからまた

当大臣、沖縄担当大臣におかれては、基地問題につい

税政も含めた要求はいたしております。こういった中

てもしっかり対応していただきたいという思いも込め

においては、基地問題について要請ということはやっ

まして、基地問題も沖縄担当大臣には要望させていた

たことはございません。

だいているところでございます。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

ただ、今回は自民党の幹事長としていらっしゃった

○議長（新里米吉君）

島袋

大君。

この要望書を見たら、沖縄県は基地

ということで、先ほどの予算、それから税政、それ以

○島袋

外にもまた県政が今直面しているさまざまな、ＭＩＣ

反対と右手の拳を上げながら、左手は予算満額下さい

Ｅの話ですとか、国保の話ですとか、Ｊ１サッカー

と、いいような形に使っているんですよ、これ。やる

場、そういったものについてもろもろ幅広く要請をし

んだったら、しっかりと別枠でやるのが筋です。どう

たと。その中に基地問題も入れさせていただいたとい

思いますか。同じ事務方として、自民党はこれとると

うことでございます。

きに、同じ側だったらどう思いますか、これ。

○議長（新里米吉君）

島袋

大君

右拳では基地反対、左側ではしっかり予算お願いし

大君。

政府に対しては、基地問題は別で出

ますと担保をとりたい。こういう要請にしか感じませ

して、これは当然ですよ。ワンセットじゃなくて、基

ん。どう思いますか。これも知事、副知事、どちらか

地問題の問題はしかり、一つのワンスパンですよ。こ

にお願いします。

ういう事業はまとめてやる、これが要請・要望の筋で

○議長（新里米吉君）

すよ。であれば、この要請に関しては知事公室長がつ

○知事公室長（謝花喜一郎君）

くったということですか、知事公室部局で、二階幹事

縮ですが、自民党の幹事長というお立場で、初めて沖

長に対して。

縄県にいらっしゃって、沖縄県の側からいろいろな要

○島袋

大君

○議長（新里米吉君）

知事公室長。
繰り返しになって恐

望等も受けたいと、声も聞きたいということがござい

知事公室長。
自民党の幹事長とい

ましたので、県が直面する問題、予算もそうですけれ

うのは、大変な権限等を持っているというふうに理解

ども、それ以外にもやはり基地問題というものについ

しております。そういった中において、幅広く、所管

ても、どの県政においても大変重要な問題でございま

各部局またがるものですから、この件につきまして

すので、要望させていただいたということでございま

は、知事公室のほうで取りまとめをさせていただきま

す。

した。

○議長（新里米吉君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

この件につきましては、要望内容については各部か

○島袋

大君

島袋

大君。

ですから、その気持ちはわかると僕

らの意見もいただきながら、要望したと。その中に基

は言っているじゃないですか。別枠に分けて出すのが

地問題も入れたということでございます。

筋だろうと言っているんです。次からそういったこと

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

をしっかりと受けてやっていきたいですと、答弁で言

大君。

まさしく自民党をばかにしているん

えばいいんですよ。（「大目に見てよ、大目に」と呼
ぶ者あり）

ですか。
要請をやるんだったら、政府と同じように、基地問

何が大目に見るか、見ないよ。

○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。

題は基地問題で別枠で、そしてこの新たなものはまと

○副知事（安慶田光男君）

めて、要請・要望書ワンセットで、２つのダブルスタ

えします。

島袋大議員の質問にお答

ンダードで出すのが筋と思いますよ、私は。受け取る

自民党の幹事長が沖縄県に来て、知事となかなかお

側からしてみればどういうふうに感じますか、これ

話しするという機会がないと思いまして、また、これ

は。あなた方はお願いはしながら、基地は要りません

までも何度か知事は当選後、いろいろとお願いしたん

よ。反対ですよ。こんな筋違いが、もろもろ含めてこ

ですが、なかなかお会いできなかったんです。政府も
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やっとお会いできるようになりまして、自民党の幹事

ればならないと私は思っております。しかし、それは

長になられた二階さんがあえて沖縄に来て知事とお会

今に始まったことではなくて、皆さんも県の職員もみ

いしたいということでありましたので、率直に言っ

んな努力しているというように私は思っております。

て、私たちの本心、本来の気持ちを、辺野古基地に対

この制度、たかだかまだ５年、改善されて軌道に乗

してはこうですよと、しかし、要望はこれこれありま

るまで、産みの苦しみというようなものを政府に理解

すというこれをやったことは間違いありません。

していただかなければならないと私も思っておりま

しかし、要望の仕方には、大議員がおっしゃるよう
な方法もあろうかと思いますので、今後の要望につき

す。それを140億円も減らされて、そこで淡々として
いる気が、私は知れないんです。

ましては、これからいろいろと御指摘のことも踏まえ
ながら検討してまいりたいと思います。

りとその辺を担保してくれという気迫を込めて予算獲

以上であります。

得に私は努めてほしいんです。政治における予算とい

○議長（新里米吉君）

島袋

うものはそうではないですか、知事。いかがですか。

大君。

ひとつそういった形で御理解をお願

大君

○島袋

東京に行って机でもたたいて、前年度並みでしっか

いしたいと思っております。

○議長（新里米吉君）

総務部長。
お答えをいたします。

武君）

○総務部長（金城

平成29年度概算要求3210億円、知事のコメントで

沖縄振興予算の確保につきましては、知事が、去る

沖縄タイムス８月27日火曜日の紙面でこう書かれて

８月10日に菅官房長官、それから鶴保内閣沖縄担当

おります。「厳しい財政状況の中で、3000億円台が

大臣、自民党の高村副総裁、そして二階幹事長に対し

確保された。」、紙面では、知事が3210億円を一定

て要請を行い、所要額の確保を働きかけたということ

の評価と書かれておりますけれども、改めて確認した

でございまして、知事もそういう同様なしっかりと対

いと思っております。

応をしていただいているというところでございます。

知事、今回の予算、一定の評価ということで間違い
はありませんか。

議長、休憩お願いします。

大君

○島袋

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

総務部長。

武君）

○総務部長（金城

休憩いたします。

午前10時19分休憩

お答えをいたします。

午前10時20分再開

今年度概算要求額3210億円計上されたところでご

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

ざいますが、厳しい財政状況の中で3000億円台が確

島袋

大君。

保されたということでございまして、また那覇空港滑

○島袋

大君

走路等、所要額が確保されたと。そして、北部振興事

県政は。沖縄タイムスの紙面にはこうもあります。基

業、それから鉄軌道に係る調査費等計上されて基本的

地と予算がリンクしている発言が影響あったのか、知

には本県の振興に配慮がなされたというふうに考えて

事は、「そういう中身であるとは感じていない」と。

おります。

知事、リンクして減らされるなら、今の知事の国との

○島袋

大君

議長、休憩お願いします。

○議長（新里米吉君）

まあ、こんなもんでしょうね、今の

スタンスなら減額されるのも私は理解します。リンク

休憩いたします。

してないという認識なら、なぜ140億もの予算が減ら

午前10時16分休憩

されたのか、これについては執行部も含め、深刻に受

午前10時17分再開

けとめるべきだと私は思っております。どう思います

○議長（新里米吉君）
島袋

大君。

○島袋

大君

再開いたします。

か。
○議長（新里米吉君）

知事、昨年の予算は3350億円、そ

○総務部長（金城

こから140億円も減額されて一定の評価というのは、
私はいかがなものかと思います。

総務部長。
お答えをいたします。

武君）

沖縄振興、これにつきましては、沖縄振興特別措置
法に基づきまして、沖縄の特殊事情に鑑み、総合的か

素直に言って、私は知事の手腕を疑わざるを得ませ

つ計画的に講じられているということで、基地問題と

ん。知事の最大の仕事は予算です、予算。国から県民

は別というような認識をしているところでございま

のために１円でも多く予算を獲得する、それが沖縄県

す。

知事の最大の仕事であると言っても過言ではないと私

○議長（新里米吉君）

は思っています。確かに、一括交付金の特にソフト交

○島袋

付金の執行率が悪い、そこは執行率の向上に努めなけ

と。こういうのを聞きたいんだよ。
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大君

島袋

大君。

140億減らされて、悔しくないか

○議長（新里米吉君）

画・モノレール課で、陸上競技場の拡張工事という名

総務部長。
知事のコメントの中にも

目で予算をつけて今のスタジアムができています。私

ございますが、県の自主的な選択に基づく事業を実施

が汗かいてきたからよくわかります。そういったこと

する一括交付金、これは減額されたことについては残

で、当時の協議会は、那覇と国と県でやっていこうと

念に思うというところでございまして、これにつきま

いうことでスタートしたというふうに私も理解してお

しては、やはり執行率、それから繰越率が年々改善し

ります。

武君）

○総務部長（金城

ている中で、この繰越率と不用額を理由として概算要

知事、あなたは那覇市長のときに、平成25年２月

求が減額されたことについては、我々としては疑問が

26日の議会で、当時の清水磨男議員の質問に対し

あるということで、その内容につきまして内閣府から

て、以下のように答弁しております。「私は、奥武山

説明を求め、その内容を算定方法等について聞いてお

公園の陸上競技場に代わるスポーツ施設として、Ｊ１

りますけれども、なかなか妥当性といいますか、疑義

の公式戦が開催可能なサッカースタジアムを建設する

があるということで、県としては納得できない旨のこ

ことを決意いたしました。」。

とを内閣府のほうに申し伝えているところでございま

知事、今あなたは那覇市長ではありません。あなた
自身が那覇市長時代に那覇市で整備すると述べている

す。
○議長（新里米吉君）

のに、なぜ今になって県が整備するということになっ

大君。

こういう感じなんですよ、今の県政

大君

○島袋

島袋

たんですか。これは知事の市長時代の発言ですから、
知事がしっかりと答弁してください。

は。
次に、Ｊ１サッカースタジアム建設予定地について

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午前10時27分休憩

であります。

午前10時27分再開

140億円予算が減らされているということは、大き
な施策が幾つかできなくなるというわけですよね。ど
こかに予算のしわ寄せが来ると思っております。そん

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

翁長知事。

な中、ひとつ納得できないのが、ＭＩＣＥについての

○知事（翁長雄志君）

予算であります。これについては、後に我が党の議員

をいたします。

島袋大議員の御質問にお答え

から詳細な質問があると思っております。ここでは、

Ｊ１のサッカー場は、私の那覇市長時代の長期間に

ＭＩＣＥ予算に関して、Ｊ１サッカースタジアムにつ

わたる懸案事項でございました。セルラースタジアム

いて聞きたいと思っております。

那覇ができまして、そしてサッカーのＪ１に対応する

平成26年、我が沖縄県は、泡瀬の運動公園にＪ２

ようなものは、那覇がよろしかろうということでいろ

規格のサッカースタジアムを整備しております。その

いろ国とも御相談し、それから県とも相談をして、ペ

ときの前提条件は、那覇市がＪ１スタジアムを整備

ンディングの状況でございました。いろいろ予算の規

し、県がＪ２スタジアムの整備をするというものでし

模、そしてその負担の割合、こういったこと等をやっ

たよね。いかがでしたか、土建部長。

ている中で、私もこういう形で知事になったわけであ

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

りますが、そういう中でＪ１のサッカー場をつくると

午前10時23分休憩

いうのは、場所としては那覇市の奥武山公園が一番よ

午前10時26分再開

ろしかろうというようなところは見えております。今

○議長（新里米吉君）

現在、私もこちらに来まして、那覇市ともいろいろ意

再開いたします。

見交換しながら、今この形でやるほうがＪ１のサッ

土木建築部長。
お答えいたします。

カー場がしっかりできて、なおかつ市民、県民の思い

平成25年３月29日に、当時沖縄県土木建築部の都

も含めて、そしていろいろこれからが基本的な意見の

市計画課において、日本プロサッカーリーグのマネ

交換になると思いますけれども、こういったこと等の

ジャーに対して、Ｊリーグと沖縄県は今後も密に協議

中に、今おっしゃっているような思いができればいい

し、ＪリーグＪ１スタジアムの整備についても、今後

のかなとこのように考えているところでございます。

関係部局と調整しながら進めていくという覚書を交わ

○議長（新里米吉君）

しております。

○島袋

○土木建築部長（宮城

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

理君）

島袋

大君

島袋

大君。

今知事がおっしゃった、これから意

見交換を詰めていきたいというのは、那覇市との調整

大君。

当時、泡瀬の運動公園は、都市計

ということで理解していいですか。
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○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

やっていきたいという話で終わっているわけです。そ

翁長知事。

何で、今知事が答弁したのに、知事

れから協議いつからされていますか、内閣府も含め

に確認しているのに、知事が答弁するはずなのに何で

て。やってないなら、やってないでいいですよ。

部長が答えるんですか。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

訂正します。

文化観光スポーツ部長。
断続的とい

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

いますか、継続的といいますか、そういった意味で

文化観光スポーツ部長。
お答えいた

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

は、幾らか間があった時期があるのは確かでございま
すが、那覇市において整備を主体として考えていた段

します。
Ｊ１サッカースタジアムについては、奥武山公園内

階では、那覇市における財源の確保の問題等々、那覇

で整備することを検討しておりまして、現在、主要な

市サイドで検討しなければいけない事項というのがご

調整事項について内閣府と協議するとともに、那覇市

ざいましたので、そういったことについての一定の方

ともこれまで調整協議を進めてまいりました。計画の

向性なり、あるいは事業スキームなりが那覇市のほう

実現に向けて、今後さらに協議を密にしていきたいと

で一定程度固めていただくというふうなところの場合

考えております。

には、那覇市からの連絡をお待ちしていたということ

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

はございます。

大君。

いつから協議を始めたんですか。

○議長（新里米吉君）

大君

○島袋

文化観光スポーツ部長。

議長、休憩お願いします。

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

かねてより

午前10時33分休憩

県においては、仲井眞県政時代から、また那覇市にお

午前10時33分再開

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

いても、当時の翁長市長時代からともに公約となって

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

文化観光スポーツ部長。

おりました。平成24年度にそれぞれ基本構想の策定

那覇市のほ

とか、作業というのをそれぞれが行ってきたという中

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

で、やはりＪ１規格を県内に２つということではな

うで事業スキームであったり、あるいは財源の確保等

く、利用効率とかいろいろな面から相互に連携してい

についていろいろと検討しているということでござい

く必要があるということで、当時から那覇市とは一定

ましたが、なかなかそれが解決のスケジュール的なも

程度協議をしながら進めておりますので、そういう意

のも含めて、いつまでにこういった課題の解決ができ

味では平成二十三、四年度ぐらいからは何らかの形で

るとか、そういうのが厳しくなっているという話など

協議をしてきたということでございます。

は、昨年度の後半ぐらいから事務レベルでは聞いてお

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

りました。

大君。

県においては、そういう那覇市の状況を踏まえなが

本当にこんなこと言っているんです

ら、県としても知事公約しっかりと位置づけておりま

か。
平成25年度以降ぐらいから那覇市と協議していな

すので、それを進めていくためにはどうすべきかとい

いでしょう。私はこれずっと追ってきて、一般質問し

うことを、今年度に入りましてその検討を加速させま

てきているのに。お互いボールを投げて、ボールも

して、適宜那覇市と協議をしたり、あるいは内閣府に

返ってきてないという答弁もらっているんだよ。ずっ

調整を図ったり等してきております。

と続けてやっていますか、那覇と協議。内閣府とはい

○議長（新里米吉君）

つからやっているんですか、じゃ。

○島袋

○議長（新里米吉君）

大君

島袋

大君。

そこで、９月15日の琉球新報２面

の囲み記事には、「実施設計策定前の用地取得につい

文化観光スポーツ部長。
平成25年

て、財務省が難色を示している。」と安慶田副知事か

度の段階で、当時は那覇市のほうで整備をしたいとい

らの説明が書かれております。この発言についてよく

うふうなところで考えているということで、県に相談

わからないんですけれども、そもそも財務省が難色を

がございました。県のほうで、財政支援等については

示す前に、この案件について、もう内閣府に交付申請

検討していこうという形で進めてきておりますので、

を行ったんですか。

協議はそういう形でやっておりました。

○議長（新里米吉君）

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

大君。

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）

今の答弁で平成25年で那覇市が

用地取得に

ついては、まだ予算化もしておりませんので、内閣府
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安慶田副知事。

に交付申請は行っておりません。
○議長（新里米吉君）

島袋

大君。

確かに新聞には載ってお

○副知事（安慶田光男君）

これは、内閣府が交付申請を受け

りますが、私はまだ、その時点で財務省にも報告して

て、それから内閣府が財務省と調整をするんでしょ

おりませんし、まだ内閣府でも決定しておりませんの

う。副知事の発言が、公的新聞にかぎ括弧で載ってい

で、そういう発言はしていないと思っております。

るということの意味は大きいですよ、大きい。県民も

○議長（新里米吉君）

みんな喜んでいる。僕が調べたところによりますと財

○島袋

務省はまだその話を受けてないようですが、副知事の

ているという発言は、撤回するということですよね。

この発言は間違いではありませんか。それとも、この

いや、要するに言っているんであれば、この記事、

琉球新報の記事が間違いですか、副知事いかがです

済みません、失礼しました。この記事が間違っている

か。

ということで理解していいですか。

○島袋

大君

○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。

大君。

ということは、財務省が難色を示し

○議長（新里米吉君）

答弁申し上げます。

○副知事（安慶田光男君）

大君

島袋

安慶田副知事。
私は、そういう発言はい

○副知事（安慶田光男君）

正直申し上げまして、まだこれ財務省と詰めている

たしておりませんということですから、どう理解する

段階ではございません。ですから、そういう記事が

かは議員の勝手だと思います。

載っていたということは、私自身もわかりませんし、

○議長（新里米吉君）

そういうことではないということであります。

○島袋

大君

島袋

大君。

勝手と言わないでくださいよ。

今正直言って、内閣府に私たちはこういうことでな

そもそも、現在、県においてＪリーグ規格スタジア

かなか那覇市では進んでいかないと、事業が。それで

ム整備基本計画策定業務が公募されておりますよね。

県としてもひとつやっていきたいということで、今

いかがですか。

回、自民党の幹事長がいらしたときにも土地購入の分

○議長（新里米吉君）

における予算もお願いしたというのが事実でありまし

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

て、まだ、内閣府が正式に財務省に上げていないの

の公募期限でもって公募を行いました。

で、財務省が難色を示しているという発言はしたこと

○議長（新里米吉君）

もありません。

○島袋

○島袋

○議長（新里米吉君）

島袋

９月23日

大君。

なぜ、基本計画も策定されていない

のに、用地取得の話になるんですか。詳細地も規模も

議長、休憩お願いします。

大君

大君

文化観光スポーツ部長。

そういった形で決まっていないと思っております。基

休憩いたします。

午前10時36分休憩

本計画公募策定しているんでしょう。場所、位置、も

午前10時36分再開

ろもろそういったいろんな形でここにやりたいという

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

ものもないのにそういう公募していいんですか。

安慶田副知事。

○議長（新里米吉君）
私は、失礼ですけれど

○副知事（安慶田光男君）
大君

平成24年

ムについては、奥武山が適地というふうな一定の提言

見る、今。

○副知事（安慶田光男君）

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

度の基本構想で、県として整備するＪ１規格スタジア

も、記事を読んでいません。ごめんなさい。
○島袋

文化観光スポーツ部長。

ですから、間違いかどう

を受けております。

かというのは私が新聞記事等も通していませんので、

今回、整備の前提として奥武山、それを前提に施設

それは、後日、私がどういうことかということで、今

の機能であったり、規模、それの結果によって所要な

のところ間違いかどうかということは、はっきり私自

用地面積というのも算出されますので、そういった部

身が発言していないということは間違いありません

分の検討を行う、そういった取りまとめを行う、基本

が、そういうことが載ったかどうかについては、お答

計画を策定するということで公募を行ったところでご

えしません。

ざいます。

○島袋

大君

議長、休憩お願いします。

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

大君。

そもそも奥武山公園の土地は、大

午前10時36分休憩

ざっぱにいえば国有地３分の１、県有地３分の１、那

午前10時37分再開

覇市の市有地が３分の１、現在県は、国と那覇市から

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

無償で土地を賃借しているんじゃないですか。
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○議長（新里米吉君）

ざいます。

文化観光スポーツ部長。
県の陸上競

復帰前に那覇市が管理していたものを、県が維持管

技場として管理をしている状況の中で、無償契約を結

理等の問題で当時の琉球政府に移管され、その段階で

んでおります。

無償というふうな形になったという経緯もあるようで

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

○議長（新里米吉君）

島袋

ございます。

大君。

Ｊ１サッカースタジアムが建設予定

今般整備しますのは、陸上競技場ではなくて、先ほ

の場所は、那覇市の市有地が多いと聞いております。

ど説明いたしました、意義を有するＪ１規格サッカー

ほぼ那覇市の市有地です、資料で見ました。ただで借

場でございます。県としては、しっかり管理をしてい

りている土地をなぜ今回買い上げる必要があるのか、

くために、その土地についても所有をしていきたいと

説明してください。

考えております。

○島袋

大君

あなた方が今決めようとしている場所は、那覇市の
市有地です。これを何で県が買うのということよ。
○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
大君

○島袋

休憩いたします。

島袋

大君。

奥武山公園は、もうすぐ沖縄県から

那覇市へ移管されることになっていたはずだと思って

午前10時40分休憩

おりますけれども、どういう予定になっているんです

午前10時41分再開

か。

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

文化観光スポーツ部長。

休憩いたします。

午前10時43分休憩
今回整備予

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

定のＪ１規格サッカー場は、本県スポーツ振興のほ

午前10時44分再開
○議長（新里米吉君）

か、観光振興や地域振興などに資する重要な施設でご
ざいます。

再開いたします。

土木建築部長。
○土木建築部長（宮城

お答えいたします。

理君）

沖縄県のシンボルとなるとともに、非常に大規模な

都市公園施設に係る部分だけでございますが、県と

施設で高度な機能を有する施設と想定しております。

那覇市は、平成17年２月に奥武山公園の移管に係る

その管理運営については、しっかりやっていきたいと

覚書というものを交わしております。この覚書に基づ

考えておりまして、資金についても管理者である県の

いて、那覇市は、19年３月に奥武山野球場等の整備

所有とすることに、適正な管理が行える環境を整えて

が完了した後、平成29年度を目途に奥武山公園の移

いきたいと考えております。

管を受ける旨の文書を県に送付しているところでござ

○島袋

大君

議長、休憩お願いします。

○議長（新里米吉君）

います。

休憩いたします。

現在、県としては移管に向けて那覇市と協議を進め

午前10時41分休憩

ているところでございます。

午前10時42分再開

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○島袋

文化観光スポーツ部長。
Ｊ１規格

サッカー場は、県有施設として整備いたしますので、

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午前10時45分休憩

地も所有する必要があると考えております。

午前10時46分再開

議長、休憩お願いします。

○議長（新里米吉君）

休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）

那覇市に移管された後、那覇市は、

無償で借りる予定かお聞きします。

将来的な管理運営等々総合的に検討しまして、県で土
大君

大君。

奥武山公園の県有地を買い上げるつもりか、あるいは

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

○島袋

大君

島袋

再開いたします。

土木建築部長。
休憩いたします。

○土木建築部長（宮城

お答えいたします。

理君）

午前10時42分休憩

都市公園部分に関しましても、那覇市から無償貸し

午前10時42分再開

付けを受けている土地があることは、確かでございま

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

す。その部分の今後の取り扱いについては、引き続き

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）

協議をしていきたいというふうに考えております。
陸上競技場

として管理していた状況というのがいろいろ経緯がご

○議長（新里米吉君）
○島袋
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大君

島袋

大君。

基本的には、無償で借りる予定とい

た費用を執行するために急遽那覇市の市有地購入が出

うことで理解していいですか、現時点では。
○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

○土木建築部長（宮城

理君）

てきたんではないですか。この用地費29億円、ＭＩ

引き続き協議をさせ

土地をわざわざ買う。いかがですか。

ていただきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）

島袋

ＣＥの予算が浮いたから、慌てて29億円で那覇市の

大君。

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

県はもともとただで借りていた那覇

午前10時50分休憩

市の土地をわざわざ買い上げただけでなく、買い上げ

午前10時51分再開

○島袋

大君

た土地も含めてただで那覇市に使わせようとしてい
る。そういうことになりますよね。そういうことにな
るんだよ。
休憩いたします。

再開いたします。

総務部長。
お答えをいたします。

武君）

○総務部長（金城

○議長（新里米吉君）

ＭＩＣＥ施設用地を今回他事業で振りかえるという

午前10時47分休憩

ことでございますが、このＭＩＣＥ用地につきまして

午前10時47分再開

は、国費ベースで今50億5000万円減額して他事業に

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

振りかえるというのが、９月補正で40億5000万円を

土木建築部長。

計上しておりまして、Ｊ１のそこの用地に振りかえる

○土木建築部長（宮城

繰り返しになって申

理君）

しわけありませんが、お答えいたします。
くということでございます。
○議長（新里米吉君）
大君

ということは別でございます。
○議長（新里米吉君）

都市公園施設については、引き続き協議を進めてい

○島袋

○議長（新里米吉君）

大君

○島袋

島袋

大君。

そういっておけばいいですよ、そう

島袋

なっていきます。ですから、翁長県政を支える県政与
大君。

党の皆さんもしかり、こういった流れですよ。だから

ただで借りている土地をわざわざ買

い上げる行為は、私は県に対して損害を与えているこ

その辺をチェックする機能が麻痺しているんじゃない
かなと、私は思っております。

とになると思います、今の状況であれば。協議はこれ

そういったことを、均衡ある発展と言いながら全部

からすると言っているけれども、今の状況では無償で

那覇市に集中する自体がおかしいんだよ。こういった

す。

ことをしっかりと考えていただきたいと思います。

そうなれば、そういう土地を買って、県に損害を与
えるというふうに私は理解しています。いかがです

議長、休憩お願いします。
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

か。現時点でいいですよ、現時点の流れを含めて。そ

午前10時52分休憩

うなるでしょう、今の流れであれば。

午前10時52分再開

○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）

○議長（新里米吉君）

県で整備す

る予定のＪ１規格サッカー場については、体育施設と
いうことで、本県のスポーツ振興、県全体の観光振興
などにもつなげていきたいと考えておりまして、県有
施設として土地、上物含めてしっかり保有し、活用し
ていきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

○島袋

大君

再開いたします。

子供貧困緊急対策事業については、

次やります。
饒波川旧河川敷跡地の不発弾確認探査事業について
であります。
今後の継続実施の見通しが立っていない状況である
というようなことでありますけれども、説明してくだ

大君。

さい。

行く行くは、那覇市に奥武山公園を

移管し、県有地をただで貸すのであれば、那覇市から

○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。

市有地を買い上げるのではなくて、市有地を無償で借

饒波川の旧河川敷は、豊見城市において区画整理事

りてＪ１スタジアムの整備をすればいい。それだった

業の一環として平成８年度から磁気探査を実施してお

ら若干理解しますよ。那覇市の公園に県がわざわざ那

りましたけれども、区画整理事業の中止に伴いまし

覇市の土地を買い上げて、今の現状ではただで貸すと

て、磁気異常点の確認作業が実施されておりませんで

いう、これ筋が通らぬと私は思っていますよ。

した。豊見城市から旧河川敷のうち、緊急性のある谷

そもそもＭＩＣＥの土地購入費、交付金ベースで

口橋付近の確認探査の実施について要望がございまし

56億円が内閣府の許可が出なかったから、その浮い

た。平成25年度から不発弾処理事業によりまして、
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河川管理者と共同して磁気異常点の確認探査を実施

れについては、河川管理者、土木建築部とも調整しな

し、平成28年９月に完了してございます。その他の

がら豊見城市からの要望については、前向きに検討し

旧河川敷につきまして、豊見城市から確認探査の追加

ていきたいとふうに考えております。

実施の要望がございます。今後、旧管理者等と関係機

○議長（新里米吉君）

関と調整を図っていくこととしているところでござい

○島袋

ます。

が来ると思っております。それをもとに知事公室部

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

大君

島袋

大君。

これから、豊見城市から正式に要望

局、あるいは土木建築部、そういったところで協議の

大君。

上、３者協議の上で、これはもう長年の懸案ですから

次、続きます。

饒波川旧河川敷跡地については、戦時中の爆弾の投

この不発弾は、しっかりやるべきだと思いますから、

下や不発弾の投棄が行われたことが、高安地域住民の

知事公室長、土建部長、答弁お願いします。

証言から明らかになっておりますけれども、その認識

○議長（新里米吉君）

はありますか。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

知事公室長。
不発弾処理は、戦後

処理の一環として知事公室でしっかり取り組んでまい

知事公室長。
饒波川に限らず、本

りたいと思います。土木建築部、豊見城市ともしっか

島中南部は激しい空爆等にさらされたということがご

りお話を聞いて調整を続けていきたいというふうに考

ざいますので、饒波川河川敷等においてもそういった

えております。

事実はあっただろうというふうに推察しているところ

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

でございます。

○土木建築部長（宮城

理君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

島袋

お答えいたします。

旧河川敷の対応については、今知事公室長から答弁

大君。

ですから、この事業というのはもう

がありましたように、豊見城市や知事公室と調整の

とまるんです。今やらないという通達ですよ、公室

上、対応していきたいというふうに考えております。

長。今やらないと、できないという話なんです。継続

○議長（新里米吉君）

できないという話なんです。それをどうするかと言っ

○島袋

ているんだよ。

しっかりと市民の皆さんを安心させるためにも早急に

○島袋

大君

地域住民は、不発弾があるという情報も出ているん

大君

島袋

大君。

ぜひともこれ緊急の案件ですから、

協議をしてやっていただきたいと思っております。

です。私も市議会議員からこの問題ずっと聞いてきた

次に移ります。

し、動いてきた。これやらないと言っているんです。

リオオリンピック・パラリンピックについてであり

○議長（新里米吉君）

ます。

知事公室長。
やらないということ

前回北京パラリンピック陸上男子マラソンにおい

は、私どもそういうようなことを知事公室としては

て、県出身の上与那原選手が銀メダルを獲得して県民

やったことはございません。しっかり土木建築部のほ

栄誉賞を授与しました。これ、私がいろんな面で一般

うとも調整いたしまして、知事公室のほうで磁気探査

質問させていただいて、県民栄誉賞を授与していただ

事業、いろいろ６つほど事業がございますので、そう

きました。仲井眞県政のときであります。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

今回リオパラリンピック車椅子ラグビーにおいて、

いった中で土木建築部のほうと調整いたしまして、で
きる方向で対応していきたいというふうに考えている

県出身の仲里選手が銅メダルを獲得いたしました。
県民に勇気と元気をもらい大変うれしく思っており

ところでございます。
○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

ます。感動をいたしました。

大君。

ですから、知事公室としたらその予

県民栄誉賞を授与する考えはないですか。

算的な枠もしっかりあるから、これは国が責任を持っ

○議長（新里米吉君）

てやるべきで、もろもろやらないといけないからやっ

○知事公室長（謝花喜一郎君）

知事公室長。
お答えいたします。

ていきたいという理解でいいですか。

県民栄誉賞は、広く県民に敬愛され、県民に明るい

知事公室長。

希望と活力を与える顕著な功績があった者に対しまし

○議長（新里米吉君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

今議員おっしゃって

いただいたように、我々としてはやはり不発弾処理事

て、その栄誉をたたえることを目的として表彰するも
のでございます。

業は本来国の責務でございますけれども、県のほうで

議員からございましたように、これまで春の甲子園

もまたしっかり予算もいただいてございますので、そ

初優勝した沖縄尚学高校ですとか、それから上与那原
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選手ですね。それから興南高等学校の春夏連覇の功績

ということですから、啓蒙活動もろもろ含めて強化を

です。それから日本プロゴルフ、日本人最多勝ツアー

しっかりやっていただきたいと思っています。

５勝した宮里藍選手にこれまでやっております。

次、ブラジル・ペルー県民移民式典についてであり

今回、車椅子ラグビーで日本チームでの銅メダル受
賞に貢献しました仲里進選手につきましても、これま
での表彰の実績、そういったものを踏まえまして検討
していく必要があるというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）

島袋

ますけれども、時間がありません。次、やりたいと
思っております。
どうぞきょう自民党がスタートであります。きょう
は簡単には帰れないと思っていますから、12時にな

大君。

る可能性もあると思っております。

知事、これは次の東京オリンピック

しっかりと県民に対する目線で我々はやっていきた

含めて、やっぱり空手も沖縄でやってほしいという招

いと思っておりますから、どうぞ誠意ある答弁をしっ

致もしている知事ですから、この問題はこのすばらし

かりと御協力願いたいと思っております。

○島袋

大君

いことは、今知事みずからこれは県民栄誉賞に値する
からしっかりと議論して、県民に勇気と希望を与えた

終わります。
○議長（新里米吉君）

んだからやっていきましょうというお言葉が必要だと
思っております。いかがですか。

〔新垣
○新垣

新垣

新君。

新君

新君登壇〕
おはようございます。

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

沖縄・自民党の新垣新でございます。

○知事（翁長雄志君）

知事公室長のほうから今日ま

きょうから一般質問が始まっておりますが、実は、

でのいきさつ等々御説明がありました。まさしく仲里

県民の皆様に訴えたいことがあります。

選手の場合には、大変県民に感動を与えましたし、日

今、基地問題等において、メディアの皆様にもお願

本国民、ある意味では世界にその存在を示して、勇気

いがあります。偏った報道ではなくて、あおる報道で

と希望を与えたというふうに思っております。

はなくて、賛成も反対も同じような記事、そして露出

その意味からいうと、今日までのいきさつからいう

も心からお願いしたい。傷ついている人はいるんで

と、県のそういった賞に値するというふうに思ってお

す。繰り返し申し上げます。この基地問題等におきま

りますので、前向きに検討させていただきたいと思っ

して、賛成も反対も同じような記事、露出でどうか取

ております。

り上げてください。あおるような報道は慎むよう、こ

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

の場をおかりしましてメッセージを問いかけます。心

大君。

から、心からお願い申し上げます。

次、移ります。

それでは、通告に従いまして、順次質問を申し上げ

世界のウチナーンチュ大会についてであります。
世界二十数カ国から沖縄県に来られます。このたび

ます。

ブラジル・ペルーの県民移民式典に参加しました。そ

件名１、尖閣問題について。

こで県人会の皆さんから聞いたのは、海外からツアー

小項目(1)、尖閣諸島は、日本の領土であり、沖縄

で来るけれども、ツアーに入れなくて、金額が高く

県の行政区域であると考えますが、知事の見解を求め

て、独自でネットで検索して格安チケットを使って沖

ます。

縄に来るけれども、開会式にも入れなかったと。前回

小項目(2)、東シナ海をめぐる中国の領海・領空侵

ですね、そういう意見がありました。そういう対応も

犯の暴挙をどのように受けとめておりますか。また、

ろもろ含めて県はどう考えていますか。

これ以上の事態悪化を防ぐために、中国政府に向けた

○議長（新里米吉君）

県民の怒りの声を表明すべきだと思いますが、県知事

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）

第６回、今

回のウチナーンチュ大会の参加申し込みについては、
従来と同様に県人会を通していただく方法に加えて、

の見解を求めます。
件名２、基地問題及び辺野古違法確認訴訟につい
て。

今ございました、例えば県人会を通さない形での申し

小項目(1)、辺野古違法確認訴訟について、国の勝

込みにも対応できるよう、新たに電子申請による申し

訴の判決をどのように受けとめていますか。答弁を求

込み、受け付けを追加しております。

めます。

○議長（新里米吉君）
○島袋

大君

島袋

小項目(2)、(1)に関連し、我が国日本は法治国家で

大君。

これは、要するに世界各国、世界

二十数カ国に県人会通して、あるいはネットで使える

あり、行政手続法の遵守をどのように受けとめていま
すか、お伺いいたします。
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(3)、多くの沖縄県民の声は、国と県との最高裁で

備のあり方で、知事やマスコミから過剰警備だと批判

の対立を望んでいません。何か、国との最高裁での係

されているが、県警本部長の考えを伺いたい。」、こ

争に対する打開策はないのか。また、県民が理解でき

れが(5)です。(6)、「報道によれば、県公安委員会が

る着地点を見出すことを考えることが最も大事だと思

各都府県公安委員会へ派遣要請を行う前に警察庁警備

いますが、県知事の見解を求めます。

課長が関係都府県本部長へ文書を出したということだ

件名３、一括交付金について。

が、経緯等について、県警に伺いたい。」というこ

来年度の一括交付金が概算で約140億円の減額であ

と。(7)、「県警が、警察車両で民間の作業員を乗せ

りますが、次年度における一括交付金の市町村枠を今

工事現場近くまで搬送しているとの批判があるが、事

年度同額に確保していただきたいのですが、責任ある

実関係を伺いたい。」。(8)、「ヘリパッド高江周辺

県知事の答弁を求めます。

の道路は、抗議活動で連日混乱、牛歩戦術などで道路

件名４、貧困問題について。

は渋滞し、高江の農家を初め地元住民の往来に支障が

小項目(1)、知事は子供たちの貧困問題及び貧困世

生じ、生活の破壊と抗議活動への批判・苦情が出てい

帯の救済に対する優先順位は、どのくらいの位置づけ

るようだが、知事の認識と抗議活動の自制を求める考

なのかお聞かせください。

えはないか伺いたい。」。
以上です。（「これを踏まえて何を聞きたいかとい

小項目(2)、貧困世帯の実態調査の進捗状況はどう

うことですよ」と呼ぶ者あり）

なっていますか、お伺いします。
小項目(3)、貧困の子供たちが３食御飯を食べてい

めて答弁を求めます。（発言する者あり）
きれいに答えています。

く環境をどのように形成していくのかお伺いします。
件名５、ＭＩＣＥについて。

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

進捗状況はどうなっていますか、お伺いします。

午前11時９分休憩

小項目(1)、ＭＩＣＥ周辺における環境整備等はど

午前11時14分再開

うなっていますか、お伺いします。

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

翁長知事。

小項目(2)、用地取得等はどうなっていますか、お

〔知事

伺いします。
小項目(3)、建設に対する維持管理費や人件費等の

これを踏まえて、改

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

新垣新議員の御質問にお答え

をいたします。

積算をお聞かせください。

私のほうからは、基地問題及び辺野古違法確認訴訟

小項目(4)、県民へのＭＩＣＥに対する維持管理費

についてに関する御質問の中の、不作為の違法確認訴

等の説明を行う考えはありますか、お伺いします。

訟判決についてお答えをいたします。

件名６、我が党の代表質問との関連について。
又吉清義議員の北部訓練場の返還について。小項目

今回、福岡高等裁判所那覇支部は、県が求めた安全

(1)から(8)までの答弁を改めて求めます。

保障や環境分野の証人申請を認めず、十分な審理を行

休憩いたします。

わないまま、わずか２回の口頭弁論で結審したにもか

○議長（新里米吉君）

午前11時６分休憩

かわらず、国の主張を一方的に採用し、軍事や環境と

午前11時７分再開

いった専門技術的な面にまで踏み込んだ判断を行って

○議長（新里米吉君）
○新垣

新君

おります。また、地方自治法においては、国の関与は

再開いたします。

我が党の代表質問との関連につい

最小限度でなければならないとの基本原則があるにも
かかわらず、地方自治体の自主性と自立性は尊重され

て。
北部訓練場の返還問題について。

なければならないことを十分に理解しないまま、国土

小項目(1)、「東村高江の米軍北部訓練場ヘリパッ

交通大臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的を逸脱し

ド建設反対派が」という小項目(1)と、「工事車両の

た関与を認めるなど、極めて不当な判断を行っており

通行を阻止するため」が小項目(2)、そして、「報

ます。さらに、「本件新施設等の建設をやめるには普

道によると、県内マスコミの記者が取材中に強制排

天間飛行場による被害を継続するしかない」などと述

除されたとあるが、当時の状況と事実関係を伺いた

べ、沖縄県民の気持ちを踏みにじるような判断を示し

い。」、小項目(4)「知事は、ヘリパッド工事現場で

ております。地方自治を軽視し、余りにも国に偏った

の警備を過剰警備であると批判」等という問題の(4)

今回の判決は、沖縄だけの問題にとどまらず、これか

と、(5)に「ヘリパッド建設をめぐる県警の一連の警

らの日本の地方自治や民主主義のあり方に困難をもた
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らすのみならず、三権分立の原則をも揺るがすもので

処分を放置することは、法律による行政の原理から許

あり、法治国家として大きな禍根を残すものであると

されないことから、その適法性を回復するため取り消

考えております。

したものであります。

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

次に、国との係争に対する打開策、着地点について
お答えいたします。

させていただきます。

県は、国地方係争処理委員会の決定を真摯に受けと

知事公室長。

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

め、安倍総理、官房長官、外務大臣、防衛大臣へ協議

謝花喜一郎君登壇〕
尖閣問題についての

を求めました。また、同決定の趣旨を踏まえ、国と県

御質問の中の、尖閣諸島の行政区域についてお答えい

が法廷闘争によることなく真摯な協議が行われるよ

たします。

う、国土交通大臣へも配慮を求めましたが、国は７月

○知事公室長（謝花喜一郎君）

尖閣諸島は、1895年の閣議決定により正式に我が

22日に不作為の違法確認訴訟を提起しました。

国の領土に編入された石垣市に地番を有する本県の行

沖縄県としては、福岡高等裁判所那覇支部の判決は

政区域であります。日本政府は、「尖閣諸島が我が国

到底受け入れられるものではなく、去る９月23日に

固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑い

最高裁判所へ上告及び上告受理の申し立てを行ったと

のないところであり、現に我が国はこれを有効に支配

ころであります。

して」おり、「尖閣諸島をめぐり、解決すべき領有権

県としては、国地方係争処理委員会の決定を尊重

の問題は存在していない」との立場をとっておりま

し、引き続き政府との協議による解決を求めてまいり

す。

たいと考えております。

沖縄県としては、尖閣諸島に関する日本政府の見解

次に、我が党の代表質問との関連についての御質問
の中で、抗議活動による住民生活への影響と自制を求

を支持するものであります。
次に、東シナ海における中国の領海・領空侵犯に対

めることについて、(1)と(8)は関連いたしますので一
括してお答えいたします。

する見解についてお答えいたします。
中国公船等による尖閣諸島周辺での一連の行動につ

北部訓練場の過半の返還条件とされているヘリ着陸

いては、政府において、外交ルートを通じて中国政府

帯移設については、工事に際し、事前に十分な説明も

に対して直ちに厳重に抗議し、即時の退去及び再発防

なされないまま、資機材の運搬が強行される等、地域

止を強く求めるなど、対応していると認識しておりま

住民の日常生活に影響を及ぼしております。現場にお

す。

いては、法令の遵守と憲法で保障された表現の自由の

沖縄県としては、７月21日に行われた第３回政

両者に配慮することが重要であると考えております。

府・沖縄県協議会において、尖閣諸島周辺における十

次に、ヘリ着陸帯移設に係る機動隊の警備に対する

分な安全確保が図られるよう、内閣官房長官を初め各

知事発言と知事の姿勢についてお答えいたします。

担当大臣に要請したところであります。８月18日に

北部訓練場の過半の返還について、県はＳＡＣＯ合

は、尖閣諸島をめぐる問題について、外務省沖縄事務

意事案を着実に実施することが、本県の基地の整理縮

所、沖縄防衛局及び第11管区海上保安本部と意見交

小及び地元の振興につながることから、その実現を求

換を行ったところです。また、９月24日に稲田防衛

めているものであります。その条件とされている６カ

大臣に対して、宮古・八重山地域の住民に不安を与え

所のヘリ着陸帯の移設については、当該地域の自然環

ることのないよう、尖閣諸島周辺における安全確保に

境や地域住民の生活への影響をめぐってさまざまな意

ついて要請しました。

見があるものと承知しております。ヘリ着陸帯移設工

沖縄県としては、今後も正確な情報の収集に努め、

事に当たっては、参議院議員選挙直後で基地全般につ

国の関係機関とさらなる連携を図ってまいりたいと考

いての圧倒的な県民の意思が示された直後に、工事に

えております。

用いる資機材等の搬入、県外から機動隊約500名の増

次に、基地問題及び辺野古違法確認訴訟についての

援の上、十分な説明もないまま、強行に工事を推し進

御質問の中の、行政手続法の遵守についてという趣旨

めようとする政府の姿勢について、県は到底容認でき

の御質問にお答えいたします。

るものではないことに言及したものであります。

公有水面埋立承認については、昨年７月の第三者委

以上でございます。

員会の検証結果報告書を踏まえ、これを精査した結

○議長（新里米吉君）

果、承認に瑕疵があると判断しました。瑕疵ある承認
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〔総務部長

総務部長。

金城

武君登壇〕

○総務部長（金城

一括交付金についての御

武君）

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

ＭＩＣＥに

質問の中で、ソフト交付金の配分方法についてお答え

ついての御質問の中の、大型ＭＩＣＥ施設周辺におけ

をいたします。

る環境整備等についてお答えいたします。

ソフト交付金の平成29年度概算要求額は、県分と

大型ＭＩＣＥ施設の周辺においては、ＭＩＣＥ利用

市町村分を合わせて、対前年138億円減の668億円と

者の利便性向上や地域への経済効果を高めるため、宿

なりました。

泊施設や商業施設等の整備を促進することが重要であ

県と市町村の配分につきましては、５対３というこ

ると考えております。そのため、県においては、これ

れまでの考え方を踏まえ、知事と市町村長で構成する

らの施設等の整備や魅力あるＭＩＣＥエリアとしての

沖縄振興会議において決定される予定でありますが、

まちづくりの方向性を示すマリンタウンＭＩＣＥエリ

県分、市町村分ともに一定の影響があるものと考えて

アまちづくりビジョンをことし10月末までに策定す

おります。

ることとし、有識者等で構成する委員会を設置して検
討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）

次に、大型ＭＩＣＥ施設の用地購入等についてお答

子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長

えいたします。

金城弘昌君登壇〕
それでは、貧

大型ＭＩＣＥ施設を整備する用地については、中

困問題対策についての御質問の中の、子供の貧困問題

城湾港マリン・タウン特別会計の県有地が13.2ヘク

等の位置づけについてお答えします。

タール、西原町有地が1.3ヘクタールの合計14.5ヘク

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

沖縄県としましては、社会の一番の宝である子供た

タールとなっております。

ちの将来が、その生まれ育った環境によって左右され

県としては、用地購入について、平成28年度の当

ることなく、夢や希望を持って成長していける社会の

初予算で沖縄振興特別推進交付金を主な財源として予

実現を目指すこととしております。また、全国と比べ

算計上しておりましたが、県有地については、国及び

て極めて深刻な沖縄の子供の貧困問題を早急に解消す

関係部局との調整を踏まえ、今議会で用地取得の財源

るため、子供の貧困対策を最重要課題の一つと位置づ

を当該交付金から県債等に振りかえる補正予算案を提

け取り組みを推進してまいります。

出したところであります。補正予算案の議決後は、速

次に、貧困世帯の実態調査の進捗状況についてお答

やかに用地を取得したいと考えております。
次に、大型ＭＩＣＥ施設の維持管理費や人件費等と

えします。
沖縄県子ども調査につきましては、昨年度実施した

それらに係る県民への説明についてお答えいたしま

調査の詳細分析等を行っており、今年度中に調査結果

す。５の(3)と５の(4)は関連しますので一括してお答

を取りまとめることとしております。

えします。

県としましては、経済的に厳しい状況が子供の生活

大型ＭＩＣＥ施設の維持管理費や人件費について

や成長に与える影響について分析を進め、さらなる実

は、平成25年度に策定した基本構想で、供用開始後

態把握に努めてまいります。

11年目に単年度収支が黒字化した場合、年間の維持

次に、子供たちが３食御飯を食べられる環境につい

管理費は８億7900万円、人件費は２億8000万円と試
算しております。10月の事業者公募の際には、指定

てお答えします。
県が昨年度実施した調査で、子供３人に１人が貧困

管理期間中の施設の運営に係る維持管理費等の支出か

状態で暮らしており、日常的な食料品を買えない経験

ら利用料金等の収入を差し引いた額を指定管理料の限

がある貧困家庭が多いことなど、深刻な状況にあるこ

度額として提示することとしており、現在、有識者等

とが明らかになりました。

で構成する大型ＭＩＣＥ施設整備運営事業者選定委員

沖縄県としましては、支援が必要な子供や子育て家

会で改めて検討を行っているところであります。

庭につながり、保護者の養育力の向上への支援や市町

県としましては、事業者の公募の際に、指定管理料

村におけるこども食堂の設置を促進するなど、子供た

の限度額を公表することが、大型ＭＩＣＥ施設の収支

ちが健やかに育成される環境の整備を図ってまいりま

状況や維持管理等に係る県の負担に関する県民への周

す。

知や情報提供につながるものと考えております。
以上でございます。

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

○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

前田光幸君登壇〕
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警察本部長。
池田克史君登壇〕

○警察本部長（池田克史君）

代表質問での又吉議員

御質問の件については、８月20日のことだと承知
をしております。この日は、午前９時ごろから抗議

からの質問に再度お答えいたします。
まず、(2)でございますが、県警の対処方針、警備

参加者およそ50名が高江橋というところで、道路中
央に車両三、四台を放置して座り込んでおりました。

方針についてでございます。
県警察では、警察法第２条に規定する個人の生命、

県警察では、混乱防止のために、警察のバスを使用し

身体、財産の保護と公共の安全と秩序の維持という警

て安全な区域を確保して警告を行った上で、午前10

察の責務に照らし、北部訓練場周辺における抗議行動

時12分からその区域に抗議参加者を移動させて、42

の状況等を踏まえ、抗議参加者の安全確保、主に工事

分に道路の通行を回復させたところであります。これ

車両との接触などによる事故の防止でございますが、

は、現場における混乱及び交通の危険の防止などのた

安全確保、抗議参加者と工事関係者とのトラブル防

め、関係法令にのっとり、安全に最大限配慮した上で

止、県道上の一般交通を含む安全の確保などの観点か

必要最小限の範囲で安全な場所に移動させたもので

ら、現場における混乱及び交通の危険の防止などのた

す。

めに必要な警備活動を行っております。抗議行動の過

さらに、具体的に御説明をいたしますと、１人の記

程で違法行為に発展する場合には、各種法令に基づ

者につきましては、現場が入り乱れている中で、抗議

き、警告、制止、検挙等所要の措置を講じていくこと

参加者とともに車道中央におり、記者腕章もしておら

としております。

ず、一見して抗議参加者と見分けのつかない状況だっ

抗議行動につきましては、それが公共の安全と秩序

たこともあり、抗議参加者との認識で移動をさせてお

を侵害しない限り、県警察が関与するものではござい

ります。その際、同記者は、写真を撮らせてください

ませんが、北部訓練場周辺においては、連日、工事関

と述べて移動を拒んでおりますが、記者だと明確に名

係車両の入域時を中心に、抗議参加者による、県道

乗ることがなかったほか、記者腕章を腕にせずカメラ

70号線上における低速走行や道幅いっぱいに車両を

にぶら下げているため、混乱した現場では視認するこ

放置した上で座り込み、寝転びと車両の前の飛び出

とは困難な状況にあったものと承知しております。も

し、立ち塞がり、寝そべり、潜り込み、車両への飛び

う一人の記者につきましても、記者腕章をしておら

移りなどといった危険かつ違法な抗議行動が行われて

ず、現場では新聞社やテレビ局の記者さん以外にも、

いることから、これらの行動を行っている方に対し、

自家製と言いますか、プレス（ＰＲＥＳＳ）と書いた

再三の警告を行った上で、違法状態を解消し、必要最

腕章をつけて撮影している方が多数いる中で、明確な

小限度の範囲において、安全な場所に移動させるなど

識別がなければ記者と認識することは困難な状況で

の措置を講じているところであります。その際には、

あったものと承知しているところであります。

抗議参加者１名に対して複数の警察官で移動させるな

つまり、当日の状況からいたしまして、特定の者を
狙い撃ちして行動を制限しているものではなく、取材

ど、慎重な対応を行っているところでございます。
次に、(3)でございます。(3)は、マスコミの記者が
取材中に強制排除されたことについてでございます。

中の記者と認識した上でこれを規制することもござい
ません。

御質問の件については、本年８月20日のことだと

県警察では、報道各社に対し、現地で取材する際

承知しております。この日は、抗議参加者およそ50

は、危険防止等のため警察官の誘導に従うことと、記

名が、高江橋というところで道路中央に車両を三、四

者腕章を視認、識別できるよう腕への装着を徹底する

台放置しておりました。そのすき間に座り込んでいた

ことについて申し入れを行ったところであります。

ところであります。（「聞こえません」と呼ぶ者あ
り）

警備だということについての批判についてお答えをす

聞こえませんか。

○議長（新里米吉君）

次に、(5)でありますが、一連の警備について過剰
るところであります。

ちょっと中断して。

本部長、もっと大きな声でお願いします。私も聞き

今回の警備につきましては、先ほど危険かつ違法な

取りにくくて、私だけかと思っていたら、やっぱり本

抗議行動が展開されていることについては述べたとこ

会議場もそうです。

ろであります。その上で、過剰警備については、何が

○警察本部長（池田克史君）

済みません。ちょっと

ことであれば、明確な数についてはお答えできません

早口でございました。済みません。
今の記者さんの排除について、もうちょっとゆっく
りしゃべります。

過剰なのかということで、例えば、数が過剰だという
けれども、国頭の採石場から北部訓練場までおよそ
40キロの行程があり、先ほど述べたような妨害行為
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が採石場でも、ゲート場でも、工事会社でも、途中の

し、現場における安全確保と事件やトラブルなどの防

橋の上でも行われるという状況があり、他方で、県道

止のため、午前11時45分ごろやむを得ず、警察車両

70号線は、特に東側では、代替性のない通行用の道

に民間作業員20名を乗車させ搬送したものでありま

路で、住民の通行の確保が必要であるということ。ま

す。

た、安全に最大限配慮した対応を行うためには、抗議

９月５日につきましても同様の状況ですけれども、

参加者１人に対し複数名で対応するなどの相当数の人

８時40分ごろから国頭村安波の県道２号線におい

員が必要であることなどから、警視庁など６都府県か

て、抗議参加者が作業員の車両、警察車両の前方で低

ら特別派遣を受けて、所要の警備体制により法令に

速走行の妨害行為をおよそ３時間にわたり行った上

のっとり、適切な措置を講じているところであり、過

で、９月２日と同様にＮ１地区出入り口の北３キロの

剰警備との御指摘は当たらないのではないかと認識し

地点で車両およそ10台を道幅いっぱいに放置し、そ

ているところでございます。

のすき間に抗議参加者十数名が座り込むなどの危険か

次に、(6)で、これは県の公安委員会が援助の要求

つ違法な妨害行為が行われておりました。２日と同様

を行う前に、警察庁警備課長が関係の都府県本部長に

に作業員が抗議参加者の脇を徒歩で通過した際にも、

文書を出したことについてでございますが、御質問の

立ち塞がりや罵声などの激しい妨害行為の状況があっ

件については、本年７月12日に沖縄県公安委員会か

たことから、現場における安全確保と事件やトラブル

ら関係都府県公安委員会に援助要求がなされる前の７

などの防止のため、午前11時48分ごろ民間作業員13

月11日に、警察庁から関係都府県宛てに特別派遣に

名を搬送したものでございます。
以上でございます。

関する文書が発出されたことだと承知しているところ
です。

○議長（新里米吉君）

これは、警察法第60条第２項に、「都道府県公安

○新垣

新君

新垣

新君。

質問時間が限られた時間、残が26

委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしよ

分しかありません。簡潔にお願いいたします。

うとするときはあらかじめ（やむを得ない場合におい

知事、貧困問題について答弁を求めます。

ては、事後に）必要な事項を警察庁に連絡しなければ

貧困問題について、優先順位、何番目に値していま

ならない。」とされているところ、警察庁は、沖縄県

すか。お伺いします。

公安委員会からの連絡に基づき、必要な調整を行った

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午前11時41分休憩

ものと承知しております。

午前11時41分再開

次が(7)でありまして、警察車両で民間作業員を搬
送したことについてでございます。

○議長（新里米吉君）

子ども生活福祉部長。

御質問の件については、本年の９月２日と５日に搬
送したことだと承知しているところであります。

再開いたします。

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

９月２日については、午前９時半ごろですが、Ｎ１

お答えいたし

ます。

地区というところから北向けおよそ３キロのところ

子供の貧困の問題でございますけれども、これにつ

で、北側から進行してきた作業員の車両と警察車両に

きましては、全国と比べて非常に厳しい沖縄の状況が

対して、抗議参加者が両側車線に車両十数台を道路

あるということで、県としましては、子供の貧困問題

いっぱいに放置し、そのすき間に抗議参加者およそ

対策については、最重要課題の一つというふうに位置

20名が座り込むなど危険かつ違法な抗議活動が行わ

づけて取り組んでいるところでございます。

れ、再三の警告にも従わない状況にありました。その

○議長（新里米吉君）

ような状況がおよそ２時間にわたり続いていたとこ

○新垣

ろ、作業員がその場所からＮ１地区出入り口まで徒歩

２番ですかということを聞いているんですよ。１番で

で進行することも検討しました。実際、作業員が抗議

すか、２番ですか。お伺いします。

参加者の脇を徒歩で通過した際にも、抗議参加者によ

○議長（新里米吉君）

る立ち塞がりや罵声などの激しい妨害行為があり、そ

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

こからＮ１地区出入り口までおよそ３キロメートル

ます。

新君

新垣

新君。

最重要課題というのは１番ですか、

子ども生活福祉部長。
お答えいたし

あったことから、交通事故に加え、例えば威力業務妨

繰り返しになりますが、最重要課題の一つというふ

害や暴行などの事件やトラブルなどにも発展しかねな

うに位置づけて取り組んでいるところでございます。

い危険な状況にあったことから、警察の責務に照ら

○議長（新里米吉君）
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新垣

新君。

これ、大事な問題ですから、最重要

んて、何でできもしない強引なこじつけをするのとい

課題の一つと言っておりますが、私は１番に、１番

う、民間がはっきり言っているんです。だから、この

に、優先順位を置くべきだと考えているんです。３食

基本計画ですから、民間が逆に、この民間が疑ってし

も食べられない子供たちもいるというこの現状におい

まう、県の考え方がおかしいという形が、600億の箱

て、そこの問題において、知事、実は、今回自民党県

物だと、通常だと５％から７％、維持管理、人件費等

議団の中で唯一、私、「反骨」という本を買いまし

そして指定管理者で受け渡すという形で出ていくんで

た。そして、共感できる部分もあります。その中で、

す。それをわかっておきながら、10億というのを、

知事、その中で県知事は県民のお父さんでなければな

前回の私の質問への答弁でもありました。その答弁に

らないという、この責任感という思いに私は共感して

おいて、これ明らかにずさんな計画なんです。再度や

いるんです。その問題において、私は１番目にこの貧

り直す計画はありますか、伺います。

困問題を優先課題、ウエートを置くべきだと思ってい

○議長（新里米吉君）

るんですけれども、県知事の見解を求めます。

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

○新垣

新君

文化観光スポーツ部長。
平成25年

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

度に立地場所を当時まだ選定中でございましたが、そ

○知事（翁長雄志君）

新垣新議員の御質問にお答え

れをフィックスしない状態で施設の規模等から維持管
理費について、県における検討ではございますが、そ

をいたします。
子供の貧困の問題は、最重要課題の一つと。どれが

こには設計であったり、そういった事業等についての

ナンバーワンなんだというようなことがございます。

識見、ノウハウを有するコンサルを入れながら、そし

米軍基地の問題も、沖縄県民の人権とか、そしてそ

てその基本構想の策定の委員会にもそういった知見を

れぞれの市町村が大変困っている中で、子供たちとの

有する方々に参画を得ながら検討を行い、25年度時

こととも関連してまいります。それから、アジア経済

点でそういった維持管理費、人件費等について試算を

戦略構想、こういったこと等の経済の発展をなし遂げ

したところでございます。

ていくというのも、これそのものも大切であります。

現在、10月の公募開始に向けて、改めて事業者選

こういう若者の雇用とか、失業率とか、こういったこ

定委員会で維持管理費を含めた事業全体の収支、指定

とにも取り組みながら、なおかつ子供の貧困というも

管理期間中における指定管理料の上限額等について検

のは、やはり経済の押し上げも大切ですから、その意

討を行っているところでございます。

味では、一義的にこれがただ一つというような話で

○議長（新里米吉君）

は、沖縄の政治はできないということでありますの

○新垣

で、子供の貧困が最重要課題の一つであることは間違

らという形で、前知事が、前知事がという形の中で、

いありませんけれども、私たちが沖縄のお父さんとし

これは基本構想の段階だったということですよね。伺

てやるのもたくさんございますから、これをしっかり

います。

やる中から解決をしていきたいと思っています。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
○新垣

新君

新垣

新君。

新君

新垣

新君。

そこを伺って、25年から、25年か

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）

優先課題は、この４項目が一番とい

おける検討、試算結果ということで答弁をさせていた

う形で私は捉えました。解釈の違いもあると思いま

だきました。

す。

○議長（新里米吉君）

次に移らせていただきます。ＭＩＣＥの問題に移ら
せていただきます。

基本構想に

○新垣

新君

新垣

新君。

基本構想は基本構想、基本計画は基

本計画、2020年オープンに向けて目指すと今訴えて

再質問におきまして、ＭＩＣＥの問題ですけれど

おりますので、この計画、本当に10億弱でおさまる

も、今検討中という答弁が多かったんですけれども、

と思っていますか。伺います。

前回の私への答弁を見て、今回基本計画を持っていま

○議長（新里米吉君）

すが、このＭＩＣＥ、維持管理が10億弱でおさまる

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

というこの基本構想、基本計画になっているという形

設規模において、展示会場については１万平方メート

で関係各位から受けておりますが、実は、大手広告代

ルから２万平方メートルという一定の幅がございます

理店大手２社から聞くと、チェックしています、私

が、そういった想定をしながらの維持管理費の試算で

も。その中で、あり得ないと言っているんです。この

ございました。今回、整備基本計画において、展示会

ずさんな計画と。600億の箱物に10億の維持管理な

場については３万平方メートルという形で規模が拡大
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文化観光スポーツ部長。
当時は、施

しておりますので、そういう意味では、維持管理費に

先ほど答弁ございましたように、全国と比べて非常に

それなりの反映がされるものと考えておりますが、そ

深刻な沖縄の子供の貧困、これを早急に解消するとい

こを含めて今精査を行っているところでございます。

うことで、子供の貧困対策を最重要課題の一つとして

新垣

位置づけて推進していきたいということと、それから

○議長（新里米吉君）
○新垣

新君。

この精査も行うのも重要です。こ

新君

れ、ずさんな計画、改めて見直してください。

また、大型ＭＩＣＥ施設の建設につきましても、これ
まで十分取り込めていなかった各種ＭＩＣＥ催事を呼

そして、もう一つ伺います。

び込むということで、経済波及効果を高めまして、沖

県施設に対する巨大な箱物の建設における財源はど

縄観光の課題の一つであります観光消費額の引き上

こから来ますか、伺います。
○議長（新里米吉君）

げ、それから観光入域客の平準化に大きく寄与するも

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）

のと考えておりまして、どちらも県の重要な施策でご

当該ＭＩＣ

ざいます。

Ｅ施設については、本県におけるＭＩＣＥ振興、沖縄

○議長（新里米吉君）

観光にビジネスリゾートという新しい機軸を打ち出す

○新垣

ための重要な観光振興施策ということで、一括交付金

を打破するためには、一分一秒でも県が温かく予算で

の活用を考えております。

パチって優しく包み込むのが県民に寄り添う政治なん

○議長（新里米吉君）

新垣

新君。

新君

新垣

新君。

今、この子供たちの負のスパイラル

です。どこも大事、大事じゃなくて、ここから優先に

正直言って、私はうそをつきたくな

置くんですよ。ＭＩＣＥなんか18番ぐらいに置いて

いと思っています。県知事も、この本を読むと、県議

おけばいいんです。だから、これをしっかり検討して

時代、基地がなくて沖縄は飯食っていけるかとか、知

ほしいんです。ずさんな計画だから私今言っているん

事の議事録を見ました。私はリンクしていると思って

です、ＭＩＣＥの。

○新垣

新君

いるんです、基地と経済は。正直に申し上げます。こ

改めてＭＩＣＥを伺います。

れは私の価値観という形です。人ぞれぞれ価値観は違

民設民営に再度検討し直すことはいかがですか。県

うと思いますけれども、今このような問題等におい

民に迷惑をかけます、これは。ずさんな計画で、維持

て、国と県が争っている、係争中の問題で、本当にこ

管理も。民間が見たら30億から約35億、維持管理出

の建設に対する一括交付金の補助がつくと思っていま

ると言っています。この計画、600億の箱物に。いか

すか。お伺いします。

がですか、伺います。

○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）

○議長（新里米吉君）

当該事業

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）

ＭＩＣＥは

は、沖縄振興特別推進交付金交付要綱の交付対象事業

その集客力により、地域全体に利益をもたらす施設と

であります。観光の振興に資する事業に該当している

捉えております。高い経済波及効果、あるいは雇用創

と考えておりまして、事業の必要性、一括交付金の活

出効果が期待されます。その一方で、この施設につき

用について、国へ丁寧に説明していきたいと考えてお

ましては、平成25年度の基本構想で検討した段階の

ります。

ときに、事業収支に関して見ますと、多額の初期投資

○議長（新里米吉君）

新垣

新君。

を必要とすることなどから、これについては、民設民

丁寧な説明の前に、これだけ巨大な

営での整備は厳しいという一定の整理を受け、公設民

維持管理を、このような形でつくった以上50年の責

営で検討していくということになった経緯がございま

任があるんです。毎年こうやって出ていく問題の中

す。

で、私、今ＭＩＣＥなんかよりも、先ほど１番です

○議長（新里米吉君）

か、２番ですかと言った貧困問題、ここにウエートを

○新垣

○新垣

新君

置くべきなんです。ＭＩＣＥは３番、５番、８番、
10番ぐらいに置いてもいいんです。ここに、貧困に

新君

新垣

新君。

わかりました。

これは負の遺産になりかけるんで、ちゃんと真剣に
慎重に、再度検討を求めたいと思います。

充てるべきなんです。箱物よりかわいい子供たちに充

次に移らせていただきます。

てるんです。飯も食えない子供たちに。いかがです

尖閣問題について伺います。

か。県民のお父さんである知事、お答え願いたい。

先ほど、政府・稲田大臣に要請した、要請したと

○議長（新里米吉君）
○総務部長（金城

総務部長。

武君）

言っているのは、私の質問は、中国政府に向けて厳し

子供の貧困については、

い抗議のメッセージをしてくださいと、どこかで答弁
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がすりかえられているんです。一生懸命やっているの

れる。

はわかっているんです。私は中国に向けて頑張ってほ

私もアジア経済戦略構想ということでありましたの

しいと。まして、私たちの県知事はすごいんです。全

で、中国に行くときにも、河野洋平さんから声がか

国都道府県の中で、中国との太いパイプを持つのは、

かったこともございまして、御一緒して行きましたか

私たちの翁長知事なんです。それを中国に強い抗議の

ら、李克強総理とか汪洋副総理と直接お話はできまし

メッセージを求めてほしいということなんです。知

たけれども、いわゆる福州の自由特区の件で、沖縄県

事、どうにかこの問題、お願いしたい。

は福州と縁がありますから、そういったものを利用さ

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

せてもらいたいと、沖縄との交流に重要な形でさせて

お答えいたします。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

もらいたいというふうにさせてもらっております。

やはり尖閣の問題、特に宮古・八重山の方々が不安

今おっしゃる尖閣の安全確保という意味では、菅官

を抱いているということ、県も十分認識いたしまし

房長官、二階幹事長、いろんなつてを頼ってお願いを

て、それをしっかり政府に対して要請しているところ

しますと、これはもう本当に漁民からすると大変なこ

でございます。また、政府もしっかりと中国政府に対

とですから、安心・安全な中でさせていただきたい

して、呼びつけ等を行って抗議しております。

と、その意味での十分な管理をしてもらいたい。

県としては、今後とも国と連携しながら、情報収集

それから９月３日に防災の関係で西表に行ったとき

等も図りながら、対応していきたいというふうに考え

には、海上保安庁のその場にいるトップ３と30分ぐ

ております。

らい会見をさせていただいて、海上保安庁の仕事に対

○議長（新里米吉君）

新垣

しても敬意を表し、頑張っていただきたいというよう

新君。

実は我が党は、８月１日、２日、３

なこともさせてもらっておりますので、今おっしゃる

日、石垣に行ってきました。漁民の声、海上保安庁の

ような厳重な抗議というものは、やはり国とのいろん

声を聞いてきました。これは、非常に暴挙です。沖縄

な調整の中でやっていくような部分もあろうかと思い

は中国の物みたいな感じで、なめられているんです。

ますので、今後検討させていただきたいと思います。

沖縄は日本なんです。

○議長（新里米吉君）

○新垣

新君

だから、知事に伺いたいんです。知事はこの太いパ
イプ、習近平国家主席と会うぐらいの方なんです、私

○新垣

新君

新垣

新君。

知事、検討という前向きな答弁、あ

りがとうございます。

たちの県知事の太いパイプは。それを抗議すべきなん

知事は、国を飛び越えてアメリカにも抗議に行って

です。県知事は県民のお父さんなんです。漁民は苦し

いるんです。辺野古反対と。だから、国を飛び越えて

んでいます。宮古の方々、みんな苦しんでいます。そ

中国に、太いパイプを中国に、知事が調整役になって

して私たち本島の人間も中国が来るたびに、騒音と爆

ほしいんです。対話しようと、交流しようと、経済は

音のスクランブル発進。チャーンナラン。経済は経

経済、交流は交流と。こういった人の土地、領土・領

済、交流は交流、抗議は抗議という形で、しっかり抗

海に入ってくるなと、仲よくしましょうと、そういっ

議していただきたいんですけれども、県知事のコメン

た調整役になってほしいんです。いかがですか、知

トを求めます。これは一番大事です。事務方は関係あ

事。

りませんから、お願いします。

○議長（新里米吉君）

翁長知事。
先ほどの答弁に尽きるわけで

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

○知事（翁長雄志君）

○知事（翁長雄志君）

お答えをいたします。

ありますけれども、一地方自治体が、ある意味で外交

沖縄県の市町村、あるいは県は福建省と姉妹都市で

を含め、こういったその国と国との関係、私たちは、

すけれども、那覇市は福州、それから浦添市は泉州、

尖閣が日本固有の領土であり、そしてそこで日本国民

宜野湾はアモイという形で姉妹都市を結んでおりまし

が漁業を営んでいるわけでありますから、それを国が

て、私も那覇市長14年やりましたから、福州を通じ

対話を求めながら、そういったものの解決をしていく

て大変おつき合いはさせてもらっております。その意

ということが一番大きな力を発揮すると思っておりま

味では、長崎県も佐賀県も、むしろ私たちが中国へ行

す。

くと、長崎の知事は５回きとったよと。沖縄少ないん

最近のニュースなどでも、いろいろ中国の要人と日

じゃないかというような話をされるぐらい、本土の

本の政治家と話をするときも、そういったことについ

方々は爆買いも含めて、観光客の誘致も含めて、中国

ては、それぞれチャンネルをつくって、間違いがない

に対していろんな各地方自治体から含めてやっておら

ようにしっかりやっていきたいというようなことを話
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もされておりますので、そういった中で、沖縄県とし

にかかった費用、幾らかかりましたか。答弁をまず求

てどのようにそれをあらわしていくかという意味から

めます。

すると、何と言っても、議員がおっしゃる石垣の人た

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

ちを中心として、宮古の漁民も含めて、安心・安全で

午後０時２分休憩

この漁業をさせてもらいたいというようなことについ

午後０時２分再開

て、私からも要望させていただきますし、それから、

○議長（新里米吉君）
知事公室長。

日本国としてもそれに対処していただきたいというこ
とになろうかというふうに思っております。
○議長（新里米吉君）
○新垣

新君

新垣

再開いたします。
お答えいたします。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

不作為の違法確認訴訟の弁護士委託料、これ高裁そ

新君。

知事、私は知事は保守だと思ってい

れから上告審合計で約1431万9000円となってござい

ます。保守というのは、現実を見て自由と平等と民主

ます。

主義と、私たちの沖縄、どうあるべきかと。――――

○議長（新里米吉君）

――――――――――――――――――――だから、

○新垣

私は危惧しております。知事、前向きに保守らしさと

でも100％負けます。想定してください。その中で、

いうのを取り戻していただきたいということを求めて

この国から損害賠償等という問題、起きた場合、こ

次の質問に移らせていただきます。

れ誰がどういう形で、お金はどこから出ていくんです

続きまして、再質問５、基地問題及び辺野古違法確
認訴訟について、答弁は簡潔に求めます。

新君

新君。

高裁で敗れたということは、最高裁

か。伺います。この損失という問題。お伺いします。
○議長（新里米吉君）

仲井眞さんが行ったものは違法だったんですか。法

新垣

知事公室長。（発言する者あ

り）
議長、休憩。議長、静かにさせて。

律違反を起こしているんですか、瑕疵があったんです

○新垣

か、お伺いします。前知事が行ったことは。

私はやじ言わないから、議員の質問には。当局には言

○議長（新里米吉君）

うけど、議員には絶対やらんから。静かに。

知事公室長。
県は、前知事が行っ

○知事公室長（謝花喜一郎君）

新君

○議長（新里米吉君）

知事公室長。
県は今上告したばか

た公有水面埋立法に基づきます承認につきまして、法

○知事公室長（謝花喜一郎君）

律の各条項に定める１号要件、２号要件、それを第三

りですので、敗訴を前提として損害賠償ということは

者委員会にしっかり検証していただきました。その検

今考えてございません。ただ、弁護士等にも確認いた

証結果を踏まえ、精査した結果、瑕疵があるというふ

しましたところ、そういった訴訟等によるものでの違

うに判断いたしまして、承認を取り消したということ

法というものと、いわゆる国家賠償法と民事訴訟に基

でございます。

づく違法というのは別だということで、仮に県の違法

○議長（新里米吉君）
○新垣

新君

新垣

が確定したイコール賠償が生ずるというようなことは

新君。

高等裁判、それを受けてどのような

す。

結果になりましたか。求めます。
○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

御承知のように、今

○知事公室長（謝花喜一郎君）

ないということは弁護士から報告を受けてございま

○新垣

新君

新垣

新君。

これは一方的な公室長、県の言い分

回の福岡高裁は、十分な審理を行わないまま、軍事

かもしれませんけれども、逆のパターン、さまざまな

面、環境面の専門技術的なものまで踏み込んで、一方

法はいろんな解釈があるので、何が起きるかわからな

的に国の主張のみを捉えて県の主張をことごとく退け

いと、最悪を想定してほしいということを思っており

たということでございます。

ます。

○議長（新里米吉君）

新垣

そして、もう１点、県は最高裁で100％負けます。

新君。

正直言って、この行政手続法とか、

その問題の中において、強く求めたいことが、今後の

今までの経緯等とか、私も弁護士等とかいろんな形

状況になります。翁長知事は、あらゆる手段を行使し

で勉強会を行っています、我が党は。専門機関と。

て、辺野古を絶対阻止すると、埋立承認撤回は一日も

チャーならないんです。もう、誰が悪い、誰が悪いと

早く行ってほしいということと。岩礁破砕の許可によ

か、これ瑕疵がある、瑕疵があると言っても。これ、

る知事がこの許可権を持っています。これは絶対認め

高等裁判に負けて最高裁に行くっていうときに、最高

ないと思います。国は、設計変更承認による知事権限

裁における費用、幾らかかりましたか。そして、高裁

も絶対認めないと思います。

○新垣

新君
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この問題において、うんざり感が今出ているんで

ようなことが大事ではなかろうかなとこのように思っ

す。もう、この翁長知事は４年間ずっと基地問題ばか

ていますので、ただ国に意見を申し上げると、対立を

りかと県民が、やるべき課題がたくさんあるんじゃな

してだめだから、地方自治とかそういう問題ではなく

いかという県民のうんざり感が今出ているんです。い

て、国には従いなさいというようなことでは、沖縄県

かがですか、答弁を求めます。

民はなかなか今日までのいきさつを理解することはで

○議長（新里米吉君）

きないと思います。

知事公室長。
議員は基地問題ばか

ですから、この２カ年間のいろんな選挙における民

りでうんざり感ということをおっしゃっておりますけ

意は、はっきりと県民の民意は出ていますので、私は

れども、我々のほうの感じとしては、やはり県民は

それを踏まえながらこれからも県政運営をしていきた

しっかり翁長県政を支持し支えていただいていると思

いと思っております。

います。また一方で、この基地問題だけではなくし

○新垣

新君

ありがとうございました。

て、アジア経済戦略構想、それから子供の貧困を踏ま

○渡久地

修君

議長、議長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

えて、さまざまな沖縄県内の課題においても今の県政

―――――――――――――――――――――――

しっかり取り組んでいるものというふうに考えており

―というのは、これはもう公党に対する批判だから、

ます。

これ許せないから、議長としてちゃんと対処してくだ

○議長（新里米吉君）
○新垣

新君

新垣

新君。

さい。事実と違うよ。前月、前の議会でちゃんと全

頑張っているのは評価いたします。

会一致で意見書も上げたじゃないか。(発言する者あ

でも、イメージが基地問題ばかりというのが先行して

り）

いるんです。

○議長（新里米吉君）

ちょっと静かにしてくださ

い。

次に移らせていただきます。
この裁判は100％負けます。国との問題におきまし
て、また国と県のがちゃがちゃ、そして新たな火種が
出ます。法律違反を犯した、私は悪かったのかとい

起こしてからですね、起こしてから、中身を見て、
精査をして対応していきたいと思います。
休憩いたします。

う、西銘代議士のパーティーでもそのような挨拶が出

午後０時 ８ 分休憩

ていました。新たなる裁判がこれから出る可能性も、

午後１時29分再開

皆さん、違法だ、そういった瑕疵があったとか言っ

○議長（新里米吉君）

て、こうやって。もう泥沼になるんです。私は県民生

○比嘉

活をよくしたいんです。だから、大人の対応を求めた

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

議長、休憩を求めます。

京子さん

休憩いたします。

いんです、知事。もう、着地点をどうか考えてほしい

午後１時29分休憩

んです。保守も革新も犠牲者なんです、沖縄は。県民

午後１時31分再開

生活を前によくするということを考えてほしいんで

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

す。知事の答弁を求めます。責任ある知事の答弁を求

午前に引き続き質問及び質疑を行います。

めます。

具志堅

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

○知事（翁長雄志君）

新議員の質問にお答えをいた

透君。

〔具志堅

します。

○具志堅

透君

透君登壇〕
こんにちは。

議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。

私は新辺野古基地をつくらせないということで、公

沖縄・自民党の具志堅透でございます。

約をして当選してまいりました。今言う協議の話は、

まず１点目、基地問題について。

私だけの問題ではなくて、国のほうにも大きな問題が

(1)、東村高江地域のヘリパッド建設をめぐって過

あると思います。辺野古唯一ということで、それ以外

剰警備との批判もあるが、県警本部長の見解を伺いま

は受けつけないというようなことでありますから。し

す。

かし、幸いといいますか、自民党県連は、辺野古を含
むあらゆるところということになっていますので、そ
の意味では、柔軟性を持っている自民党県連が、県民
の気持ちも酌みながら、そして私どももいろいろ議論
をしながら、こういった問題にかかわっていくという

(2)、道交法違反等が多くあるようだが、県警の対
応について伺います。
(3)については、さきの代表質問等々の答弁で理解
できましたので削除したいと思います。
(4)、不作為違法確認訴訟の判決について知事の見
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らの日本の地方自治や民主主義のあり方に困難をもた

解を伺う。
２、環境行政について。

らすのみならず、三権分立の原則をも揺るがすもので

(1)、国頭村の楚洲や安田、辺土名地域で野犬が群

あり、法治国家として大きな禍根を残すものであると

れで徘回し、人を取り囲んだり追いかけたりするなど

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

被害が出ているようでございます。実態と対策につい

させていただきます。

て伺います。
(2)、マングース防除事業の実績と今後の対策につ

○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

いて伺う。
(3)、国頭村から県農林水産部への要請があった希

警察本部長。
池田克史君登壇〕

○警察本部長（池田克史君）

米軍北部訓練場ヘリ

少種保護のため、県営林道の夜間交通規制について伺

パッド建設に関する御質問の中で、過剰警備との批判

う。

があることなどについてお答えをいたします。なお、

(4)、県内全域で進んでいるサンゴの白化につい

(1)と(2)につきましては、関連する内容でありますこ
とから、あわせてお答えさせていただきます。

て、実態と対策について伺います。

まず、過剰警備の過剰とは何かについて不明ではあ

３、全国地価調査結果について。
(1)、全国地価の調査結果が発表され、全国で二極
化が進み県内景気は好調との報道があるが、県内の状

りますけれども、もし数であるという前提でお答えを
させていただきたいと思います。
今回の警備につきましては、北部訓練場ヘリパッド

況について県の見解を伺います。
４、我が党の代表質問との関連について伺います。

移設工事への抗議活動の経緯や状況などを踏まえつ

仲田議員の質問の１、沖縄振興策の推進についての

つ、国頭村の採石場から北部訓練場までおよそ40キ

(1)、県経済の自立についてのアとオに関連し、高率

ロメートルの行程があり、その間、例えば採石場、例

補助についての答弁で、１回目の答弁と再質問に対す

えばゲート、途中のどこにおいても危険かつ違法な抗

る答弁が少し違っているように見受けられました。そ

議行動が行われる可能性があること、他方で県道70

の整合性について伺います。

号線は、特に東側では代替性のない通行用の道路であ
り、住民の通行を確保することが必要であるというこ

以上、再質問を行いたいと思います。
○議長（新里米吉君）
〔知事

と、安全に最大限配慮した対応を行うためには、抗議

翁長知事。

参加者１人に対し複数名で対応する必要があることな

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

具志堅透議員の御質問にお答

ど、相当数の人員が必要であることから、警視庁など
６都府県から特別派遣を受けて所要の警備体制によ

えをいたします。
基地問題についてに関する御質問の中の、不作為の

り、安全に最大限配慮した形で適切な措置を講じてい
るところであります。したがいまして、過剰警備との

違法確認訴訟判決についてお答えをいたします。
今回、福岡高等裁判所那覇支部は、県が求めた安全

御指摘は当たらないものと認識しております。

保障や環境分野の証人申請を認めず、十分な審理を行

なお、現在、北部訓練場周辺においては、抗議参

わないまま、わずか２回の口頭弁論で結審したにもか

加者による、例えば70号線における低速走行、道幅

かわらず、国の主張を一方的に採用し、軍事や環境と

いっぱいに車両を放置した上でのその車両の間への座

いった専門技術的な面にまで踏み込んだ判断を行って

り込み、寝転び、車両の前への飛び出し行為、立ち塞

おります。また、地方自治法においては、国の関与は

がり行為、寝そべり行為、車両の下への潜り込み行

最小限度でなければならないとの基本原則があるにも

為、車両への飛び移り行為といった危険な抗議行動が

かかわらず、地方自治体の自主性と自立性は尊重され

行われております。このような抗議行動は違法でもあ

なければならないことを十分に理解しないまま、国土

りまして、その行為行為については、個別の検討が必

交通大臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的を逸脱し

要ではございますけれども、例えば威力業務妨害罪、

た関与を認めるなど、極めて不当な判断を行っており

往来妨害罪、道路交通法でいいますと、道路における

ます。さらに、「本件新施設等の建設をやめるには普

禁止行為、他の車両に追いつかれた車両の義務違反な

天間飛行場による被害を継続するしかない」などと述

どの違法な行為でもあると認識しております。そのよ

べ、沖縄県民の気持ちを踏みにじるような判断を示し

うな抗議行動が連日行われており、一般交通にも大き

ております。地方自治を軽視し、余りにも国に偏った

な影響を与えており、もしこれを放置した場合、通行

今回の判決は、沖縄だけの問題にとどまらず、これか

不能の状態が長時間続き、住民の生活に重大な影響を
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息分布域が拡大しており、特に、大宜味村において

及ぼすと考えておるところであります。
したがいまして、県警察としましては、抗議参加者
による違法な妨害行為に適切に対処し、現場における
混乱及び交通の危険の防止などを図っているところで

は、今年に入り16年ぶりにヤンバルクイナの繁殖が
確認されております。
県としては、ヤンバル地域での生態系保全に向け、
同地域からのマングースの排除を目標に、引き続き環

ございます。

境省と連携協力してマングース防除に取り組んでまい

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

ります。

保健医療部長。
砂川

続きまして、サンゴの白化の実態と対策についてお

靖君登壇〕

靖君）

環境行政についての

御質問の中の、国頭村における野犬の実態と対策につ

答えします。
サンゴの白化については、高海水温等の影響による
と考えられており、平成28年７月ごろから発生した

いてお答えします。
国頭村は、集落以外の地域が森林地域となってお

白化は、海域によって状況の差はあるものの、本県の

り、同地域に生息する野犬について、その詳細を把握

ほぼ全海域で確認されております。しかしながら、９

することは困難でありますが、現時点で県及び国頭村

月以降の台風の接近等による海水温の低下により、現

は、同村楚洲地区において１グループ６頭の野犬を確

在、白化の進行は収束しつつあるものと考えておりま

認しております。野犬による被害につきましては、平

す。

成22年以降、散歩中の親子が野犬に囲まれたなど人

県としましては、今後とも環境省や漁業協同組合等

身への被害が３件、飼い犬がかみ殺されたなどの被害

の関係機関と連携して情報収集に努めるとともに、海

が２件となっております。また、ヤンバルクイナなど

水温等のデータ分析や白化の影響を受けにくい場所へ

の希少生物の被害につきましては、県内ＮＰＯ法人の

のサンゴ種苗の植えつけ等の実証試験を実施し、白化

調査によりますと28件報告されております。県は、

対策に活用してまいりたいと考えております。

国頭村と連携し、パトロールの実施、野犬が目撃され

以上であります。

ている楚洲地区に犬捕獲器を設置するとともに、地域

○議長（新里米吉君）

住民からの聞き取り調査等、野犬に関する情報収集を

〔農林水産部長

農林水産部長。
島尻勝広君登壇〕
環境行政についての

行っております。また、７月以降、国頭村において、

○農林水産部長（島尻勝広君）

問題の野犬グループの１頭を含む野犬４頭を捕獲して

御質問の中の、県営林道の夜間交通規制についてお答

おります。

えいたします。

県としましては、野犬による人や家畜などへの被害

林道は、森林の適切な管理や造林・保育・収穫等の

発生が懸念されますので、今後とも、国頭村と連携し

森林施業の効率化、木材搬出などに供する施設であ

て野犬捕獲に努めていきたいと考えております。

り、また、地域の生活道、緊急時の避難路として重要
な役割を果たしております。このため、夜間の林道通

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔環境部長

行規制については、国頭村の要望を含め地域住民を中

環境部長。

心とした利用者、関係省庁、関係部局の考え等を踏ま

大浜浩志君登壇〕

○環境部長（大浜浩志君）

環境行政についての質問

の中の、マングース防除事業の実績と対策についてお
答えします。

えた上で検討されるべきものであると考えておりま
す。
なお、ヤンバル３村においては、世界自然遺産登録

県は、ヤンバル地域の貴重な生態系を保全するた

を目指していることから、県としましても、現在、通

め、環境省と連携協力して、平成12年度からマン

行管理のあり方について、関係省庁、関係部局等と調

グース防除事業を実施しております。本事業では、平

整を行っているところであります。

成18年度に塩屋湾と福地ダムの間に第１北上防止柵

以上でございます。

を設置し、平成25年度には塩屋湾と平良湾の間に第

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

２北上防止柵を設置することで、南からのヤンバル地

企画部長。

下地明和君登壇〕

域へのマングースの侵入を低減するとともに、捕獲を

○企画部長（下地明和君）

継続することにより、ヤンバル地域でのマングースの

てお答えいたします。

全国地価調査結果につい

生息数、分布域は着実に減少しております。その結

沖縄県における平成28年地価調査結果について

果、ヤンバルクイナやアカヒゲ等の希少野生動物の生

は、全用途平均変動率が昨年の1.0％から2.2％と上昇
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幅が拡大しており、全国でも２番目に高い上昇率と

て、過剰警備には当たらないと。適切な対応をしてい

なっております。このうち、住宅地については、人口

るじゃないかなというふうに思っております。公安委

増加や区画整理事業の実施などによる居住環境の改善

員会の政治介入との批判に対しても同様の理解をいた

などにより、商業地や工業地については、好調な観光

しました。
県警察におかれましては、今後も県民の安心・安全

産業などを背景とした消費の拡大や道路整備による利

な暮らしを守る立場、そして県民の生命財産を守る立

便性の向上などにより上昇幅が拡大しております。
また、本県においては、都市部の地価が人口の増加

場から、これまでどおりしっかりとした対応をしてい

や産業振興による景気の拡大、道路整備などにより上

ただきたい。私のほうから頑張ってくれなんて言う

昇している反面、一部の離島町村や北部町村において

と、またこれ政治介入なんて言われますので、しっか

は人口減少などにより地価が下落している状況にあり

りと警察の本分に沿って頑張っていただきたいなとい

ます。今後の県内地価については、当面の間は上昇を

うふうに思います。

継続するものと考えており、急激な地価上昇により適

ただ、１点だけ本部長、確認をさせていただきたい

正かつ合理的な土地利用に支障が生じないよう、引き

んですが、その反対の抗議活動を高江地域でやってい

続き地価動向の的確な把握に努めてまいります。

る方々の中に、純粋だと言えばちょっと語弊があるか

次に、我が党の代表質問との関連についてお答えい

もしれませんが、一般の市民、県民というんですか、

たします。その中の高率補助制度についてお答えいた

その方々の反対と、それとは別に一部過激な思想を

します。

持った活動家というんですか、そういった方々が混

高率補助を含む国の沖縄振興に係る特別措置は、引

ざっているような話も耳に伝え聞かれてくるんです。

き続き必要なものであると考えております。このこと

せんだって、答弁で５名の逮捕者が出た中で、２人で

については、先日、仲田弘毅議員の代表質問に対して

したか、県外、国外がいると。韓国という国籍も、国

明確に答弁したところでありますが、その再質問に対

外の韓国籍を有する方がいるというようなこともござ

する答弁では、あくまでも仮の話として、高率補助が

いましたが、そういった過激な思想を持った方々が入

なくなった場合の厳しくなる状況について説明したも

り込んでいるというふうなことの事実関係というか、

のであります。

そういったことは承知しておりますか。その辺ちょっ

県としましては、高率補助等を含む国の沖縄振興策

と説明してください。

は、沖縄の持つ特殊事情を踏まえ、特別の措置を講ず

○議長（新里米吉君）

ることにより総合的かつ計画的な振興を図り、沖縄の

○警察本部長（池田克史君）
答えいたします。

き必要であると考えております。

抗議行動には、何割とはしっかりわかりませんけれ
ども、県内のみならず県外からも各種団体・個人が相

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
○具志堅

透君

お答えいたします。

県外の団体やいわゆる過激な団体の参加についてお

自立的発展や豊かな住民生活の実現に寄与することを
目的に実施されているものであること等から、引き続

警察本部長。

具志堅

当数参加しているものと承知しております。そのほ

透君。

か、いわゆる一般的に過激派と言われておりますが、

答弁ありがとうございました。

再質問をさせていただきたいと思います。

警察として呼んでいる極左暴力集団の参加も確認して

まず１点目の基地問題についてでございますが、

いるところでございます。

(1)、(2)、一括してしたいと思いますが、東村の高江

以上でございます。

地域でのヘリパッド建設をめぐる警備のあり方につい

○議長（新里米吉君）

ては、昨日、一昨日の代表質問等々を伺っても、過剰

○具志堅

警備との批判には全く当たらないんだろうなというふ

思いを持っております。

透君

具志堅

透君。

非常に異常な状態だなというふうな

うなことで私は認識し、確認をしたところでありま

さて、今議会での議員の質問等々、あるいは報道も

す。ただ、その中で県警察として、抗議参加者の安全

そうなんですが、高江において、県警の警備のあり方

確保、工事車両との接触等による事故防止、そして抗

について過剰警備ではないかとか、あるいは政治介入

議参加者と工事関係者とのトラブルの防止、県道の一

しているのではないか等々、云々の公平さが保たれて

般交通を含む安全確保などの観点から、現場における

いないのではないかとか、そういったような趣旨の質

混乱及び交通の危険防止等のため必要な警備活動を

問あるいは報道のあり方がございます。私は、それこ

行っている。全くそのとおりだと思います。したがっ

そ県警に対する圧力になるんじゃないか、あるいは逆
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に県警察に対する、それこそ政治介入に当たるんじゃ

いる状態についても、職員がいろいろ現場に行って、

ないかなということを思っているんです。そこをやめ

先ほども言いましたが、東村との意見交換等も含めて

ろやめろと県警察に圧力をかけてプレッシャーをかけ

させていただいているところでございます。

ている。それこそ本当にそういった政治介入に当たる

○議長（新里米吉君）

んじゃないかと思うんですが、このことについて知事

○具志堅

の見解、知事はどう考えているのか伺います。

非常に農業者を中心にいろんな方々が通勤もできな

○議長（新里米吉君）

透君。

東村の村民の迷惑というんですか、

い。国頭村へ通勤をしているんだけれども、その行動

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

透君

具志堅

によって出勤もできないというふうな苦情だとか、あ

お答えします。

７月11日の資機材の搬入以降、現場が混乱してお

るいはもう１点、非常に気になるんですが、あの県道

ります。知事公室といたしましては、東村に出向き、

70号線というのは、国頭からの県内においてツーリ

その状況等を確認しております。また、一部新聞報道

ングコースとして、非常に観光地として人気の高い場

で、逆に高江の農家の方々が抗議する方々への苦情と

所なんですよ。あれ以降もう全くなくなっているん

いうような新聞記事等もございました。そういったこ

じゃないかと。経済活動に対しても阻害というか、邪

とも踏まえまして、聞き取り、また電話での聴取等を

魔されているんじゃないかなというふうに考えるんで

行っております。

す。その辺のところはどうですか。

両方のことを警備活動と抗議活動の件で聞き取りし

○議長（新里米吉君）

知事公室長。
ヤンバルのすばらし

た結果をお話しさせていただきたいと思いますが、ま

○知事公室長（謝花喜一郎君）

ず県警察の警備活動に対しましては、東村によります

い自然、そしてまた静穏な環境の中でツーリング等を

と、県道70号線が封鎖されたことにより畑や職場に

行っている方々がいなくなるというのは、大変残念な

行くことができず、仕事を休まざるを得なかったなど

ことに思います。やはり一日も早くそういった混乱が

の苦情があったということの報告がございました。ま

なくなればというように思っております。

た一方、抗議活動につきましても、村道を封鎖してい

○議長（新里米吉君）

ると。また、勝手に検問を行っている。工事車両を妨

○具志堅

害するための徐行運転により、教職員が授業におくれ

いうことを言っているわけじゃなくて、節度あるとい

たなどの苦情が村や高江区に寄せられているというこ

うか、限られた表現の自由、あるいは言論の自由の中

とでございました。

の範囲内でしっかりとルールを守りながらやっていた

透君

具志堅

透君。

私は別に抗議行動をやめろとかそう

県としましても、日常の住民生活に支障を来してい

だきたいというふうに思っております。その中で、県

る状況を憂慮してございまして、双方に対して、それ

としてもしっかりとこの辺は僕は指導する立場にある

ぞれ県民の安全・安心または市民の方々に対しても、

と思うんですよ。そういったこともあわせて申し上げ

地域住民の安心・安全を考えながら対応していただき

ておきたいと思います。
そして、今現場で何が起こっているかというと、せ

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）

具志堅

んだってうちの又吉県議からもございましたが、県道

透君。

それを考えながら対応していただき

においての低速走行、そして道幅いっぱいに車を放置

たいと。どうも県民の安心・安全を守る立場、私は県

する駐車違反行為、そしてその車両の中の間に座り込

はそうだと思っているんです、県知事を筆頭に。そう

むとか、寝転んだり、道路を占拠して車両の通行を妨

いう中で、今東村高江の現場において何が行われてい

害する。その妨害のあげくの果てには、村民が怒って

るのか、どういったことが起こっているのか、どう

暴力を振るうみたいなことも――暴力と言っていいの

いった違反行為があってどういう現状なのかというの

か、私は東村民だよという事件というか事故という

を知事公室長は担当として、あるいは知事、三役でも

か、本当にもうこの気持ちよくわかるんですね。そう

そうなんですが、現場を見たことがあるのか、激励に

いったことが行われているんです。危険きわまりない

行くとかということじゃないですよ。現場を見たこと

違法行為が行われているなど、現場は大変混乱を起こ

があるのかどうか、この辺ちょっと確認をしたいと思

している。その言論の自由、表現の自由があるからと

います。

いって何をしてもいいと考えますか。これ知事に伺い

○具志堅

透君

○議長（新里米吉君）

たいと思うんですが、どうですか、知事。

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

安慶田副知事を初め

私のほうも現場は行ってございます。また、混乱して

また……。
ちょっと待って。議長、休憩してください。ちょっ
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沿って教育は進めてまいりたいと思います。

と休憩してください。
休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

具志堅

○議長（新里米吉君）

透君。

現にですよ、きのう、おととい、そ

午後２時１分休憩

○具志堅

午後２時３分再開

ういった現状を答弁で聞いているでしょう。こういう
現状があると、県警察の。あるいは公安委員会の自分

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

透君

たちはそういうことで公正公平にやっていますよと。

知事公室長。
お答えいたします。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

県民の安心・安全を守ると。それを一方の見方をする

表現の自由の話だったと思います。

と、これを目にしたときに、それでも言論の自由があ

昨日公安委員会の天方委員からもあったように、憲

る、表現の自由があるということで、そういった違法

法で保障されております表現の自由といえども全く無

行為をしていることが現にあるわけですよ。それで逮

制限ではないということ、これはそのとおりだと思っ

捕者も出ているわけですよ。コメントする立場にない

ております。ですから、市民の側におきましても、地

んじゃないんですよ。そのことに対して教育上どうな

域住民の安全・安心を考えながら、憲法で保障されて

のかと。学校現場で何を指導するの。今、マスコミ、

いる表現の自由を行使していただくことが重要である

新聞を見て、学校ではこれを教材にして授業もするん

というように考えております。

ですよ。その報道を見て、それをどう思うんですか。

具志堅

○議長（新里米吉君）
○具志堅

透君

どう教育しますか。教育長としてどういう見解を持っ

透君。

次に、ちょっと教育長に僕は伺いた

ているか所見を伺っているんです。立場にないんじゃ
ないですよ。

いと思うんですが、済みません、突然振って。
その問題を考えるとき、非常に心配というか憂慮と

教育長。

○議長（新里米吉君）

ちょっと言葉が足りないと

いうか、危惧することがありまして、こういった表現

○教育長（平敷昭人君）

の自由、言論の自由の中で、それがあるからといって

ころがございましたけれども、そういう権利の主張に

今議会で言われているような事実関係、違法行為等々

当たっては、一定の社会規範を守った上での範囲内で

そういうことが行われている。あるいはそういう報道

の権利の主張だというのがあると。要するに、基本的

を目にするときに、僕は子供たちへの影響というのを

な人権の主張というのは大切でありますけれども、そ

非常に心配するんですよ。この未来、将来ある子供た

れも法令等に反しない限りにおいて認められるものだ

ちが、その報道を目にし、こういうことを耳にしたと

というふうに考えています。そういう観点で教育は

きに、何を思い、何を考えているのか非常に心配で、

行っているつもりでございます。

教育上の問題ですよ、これ。ルールを守らなくてもい

○議長（新里米吉君）

いという、そうともとれるんですよ。そこを教育長と

○具志堅

してどういう見識を持っているのか、今行われている

でルールを守れと言えますかという話なんですよ。

透君

具志堅

透君。

そのとおりではあるんですが、そこ

ちょっと時間ないので先へ進みます。

状況も含めて教育長の見解を伺いたいと思います。

そこで知事に伺います。

みんなで渡れば怖くないって言っていろいろやられ

先ほどもちょっと言いましたが、県民の安心・安

たらどうするんだ。

全、暮らしを守る。県民の生命財産を守る立場、それ

教育長。

○議長（新里米吉君）
○教育長（平敷昭人君）

私は、現場の細かい状況は

直接把握はしてございませんが、表現の自由というの

は知事も一緒であり、むしろ知事のほうがその重責を
担っているんだろうというふうに思います。

は、憲法で認められた基本的な人権でございます。そ

そこで知事、今そういった現状をどう考えてどう対

ういうことで、これまで私も勉強してきた中でもそう

処していこうかというふうに思っていますか。知事の

なんですが、その人権には一定の、公共の福祉に係る

見解を伺いたいと思います。

一定の制約はあるというのは理解してございます。子

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

供たちには常に社会規範を守るとか、それ以外に基本

○知事（翁長雄志君）

具志堅透議員の御質問にお答

的な生活習慣とか、そういうさまざまな学校の教育に

えいたします。

おいては、そういう社会のルールを守るという観点か

県の姿勢といたしましても、今回のいろんな基地問

らいろんな教育は進めているところでございまして、

題は民主主義のルールにのっとってというような大枠

今回の案件に関して直接コメントするのは非常に難し

を示しながら、一つ一つやるということでございま

いところはありますけれども、これまでの考え方に

す。現場における報告というものは今県警のほうから
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もございましたが、またいろいろ報道含め、各種団体

調査などにも含まれない中で、いわゆるそういった工

からのいろんな意見もございます。ですから、基本的

事が進められているわけでありまして、その意味では

な人権、いわゆる表現の自由とそれから公共の福祉、

丁寧な説明、つまりこれだけ0.6％の中で74％も沖縄

そして県民の安心・安全というようなもの等は、これ

県民が過重な基地負担をしながら、日米安保体制等々

は何が何でも守っていかなきゃいかぬところがござい

を支えているわけでありますから、県民の思いをしん

ます。そういう中で、この沖縄の基地問題がどこそこ

しゃくしながら、説明をしながらやらなきゃならな

でいろいろある場合に、大体必ずそういったような県

い。あるいはオスプレイにつきましても、一体全体ど

民の思いとそういった世の中の民主主義のルールとか

ういうことでいつごろわかっていて、これから以降も

み合わないところもあったりはしますけれども、こう

オスプレイが中止になるのかという説明も全くないわ

いったような物事が如実にあらわれる沖縄のこの政治

けでありますから、その意味でＳＡＣＯ合意に基づい

情勢というようなものを変えていくということが、大

てということについては、大きな命題として持っては

変重要だなというふうに思っております。私はまた県

おりますけれども、個々のものにつきまして、その辺

政の立場から、まず第一義的には県民の安心・安全と

の説明を求めたり、あるいはまたそういった説明がな

いうようなことも含めながら、そういった政治的な矛

い中での、ある意味で自衛隊のヘリなどもやっぱり根

盾みたいなものを是正する中で、こういった抗議行動

拠も示しつつやる必要があるのではないかと。その辺

もないようなものをつくり上げていきたいというふう

のものの民主主義的なルールというようなものも、私

に決意をしております。

は私たちが言う民主主義のルールに入っているという

○議長（新里米吉君）
○具志堅

具志堅

ふうに思っております。

透君。

一方ではそれも大切でしょう。知事

透君

○議長（新里米吉君）

具志堅

透君。

環境影響評価云々がありましたが、

がおっしゃっているとおりだと思います。しかし他

○具志堅

方、現にこういったことが行われている。現に起こっ

本来、この事業に関しては、環境影響評価条例の適用

ていることに対する対処もしなきゃいけないと思うん

対象外の事業であるということを申し伝えておきたい

です。そこはしっかりと考えていただきたいなという

と。そして自然環境の保全にできる限り配慮するとい

ふうに思います。

う観点から、国が自主的に事業者が行っているという

そしてもう一つ。今の高江の混乱は、私は知事が態
度をはっきり示さないことに大きな要因があるんじゃ
ないかなとも思っております。これは基地政策の問題
ともちょっとかかわってくるので、そういうふうに

透君

ふうなことでありますので、そのことも誤解のないよ
うに言っておきたいと思います。
そして、最後にこれまでの沿革について事実関係を
ちょっと説明を私からしておきたいと思います。

思っております。知事は一昨日でしたか、答弁で、那

平成11年に国頭村長とその高江ヘリパッド建設に

覇軍港移設に関してこれも公室長が答えておりました

対しては、東村長が合意しております。そして平成

が、ＳＡＣＯ合意を進めることが県の立場と考えてい

19年、現伊集村長が合意しております。また、伊集

るというふうな答弁をしておりました。明らかに私は

村長におかれましては、さきの村長選挙において、

このことを使い分けているなと。

オール沖縄、そのヘリパッド建設の反対を掲げるオー

なぜＳＡＣＯ合意事項である高江ヘリパッド建設に

ル沖縄の候補者と戦って、私も現場に毎日いましたか

関して明言を避けるのか、そのことをちょっと伺いた

ら。毎日100名辺野古から来ましたよ。その中で戦っ

いと思います。

て、そしてそのヘリパッド、ＳＡＣＯ合意を是として

○議長（新里米吉君）
○知事（翁長雄志君）

戦って当選をいたしております。

翁長知事。
再質問にお答えをいたしま

そのことを申し上げて、次の質問へ移りたいと思い
ます。

す。
ＳＡＣＯ合意に基づいて沖縄の基地の整理縮小を

次に、我が党の代表質問の関連についてであります

図っていくというのは、翁長県政でも大きな柱でござ

が、私はその答弁を聞いたときに、県はこれまでも

います。その中で高江の問題になりますけれども、Ｓ

21世紀ビジョンの中で自立経済の構築を掲げ、30年

ＡＣＯ合意の中も含めて、その後の出来事の中で、県

後の沖縄のあるべき姿、そして基地のない沖縄を目指

政としてオスプレイの配備撤回を要求しているわけで

して自立型経済構築に向けて、さまざまな政策を展開

ありますが、その意味でのオスプレイの配置というも

しているところでありますね。その中で、部長の高率

のについて事前に報告がない中で、あるいは環境評価

補助がなくなる前提での発言、そうじゃなかったとい
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うことではあるんですが、理解をし、よくぞ言ってく

予算を内閣府沖縄担当部局に一括して計上するとい

れたなというふうな感想を持ったんですよね。もうい

う、他県にない独自の仕組みが本県の仕組みでござい

よいよ我が沖縄県も翁長県政にかわって、一挙に自立

ますが、沖縄県に米軍基地が多く存在していることな

経済が構築されて、高率補助の制度もなくなってもや

どから、県内外の方々に沖縄県が過度に優遇されてい

れるよというふうに言っているのかなということで歓

る。すなわち他府県同様の予算措置をもらいながら、

迎し、翁長知事をお褒めしたいなと思っていたんです

さらに3000億の措置がされているというような誤解

が、違うんだなと。

を生じさせているということで、そういう面を言って

そこで伺いますが、感想は置いといて、県は高率補

いるのではないかと思っております。そして、そのた

助がなくなった場合の試算とか、そういったことは

め県では、国から財政移転は沖縄が際立って多いわけ

行っていると思うんです、これまで前政権からもそう

ではないことなどについて、ホームページなどに掲載

であるんですが。最近そういったことを喫緊で行って

するとともに、全国知事会議あるいは政府との協議の

いるか。そして行っているのであれば、その試算の結

場において機会あるごとに説明をしているところであ

果について伺いたいと思います。

ります。

○議長（新里米吉君）

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

高率補助制度がなくなった場合、大きな財政負担に

県においては、その試算

なることから……

といいますか、それを直近で全て行ったことはござい

○具志堅

ません。ただ、平成22年度にこの21世紀ビジョン基

よ。

本計画に移る段階において、なお必要であると、この
高率補助制度を含め制度が必要であるということを強

部長、それ聞いているんじゃない

透君

ちょっと議長、議事整理してくださいよ。議長、何
のために座っているんですか。

化するために、平成22年度において、沖縄振興計画

僕が聞いたのは……

の総点検という中でその高率補助制度の効果を示すた

○議長（新里米吉君）

めの検証作業は行っております。
○議長（新里米吉君）
○具志堅

透君

具志堅

午後２時19分休憩
透君。

午後２時19分再開

あと、県と市町村において、高率補

○議長（新里米吉君）

助を活用した事業が幾らあるのか。そしてその金額、
総額についてちょっと伺います。教えてください。
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

総務部長。
武君）

○総務部長（金城

休憩いたします。

再開いたします。
先ほど企画部長が答弁し

た約2400億円の国庫支出金、これは当然沖縄振興予

午後２時16分休憩

算の中に入っているということでございます。

午後２時16分再開

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○具志堅

企画部長。

透君

具志堅

透君。

先ほども言いましたが、先ほど高率

補助の事業を適用した県と市町村の全体の事業数と金
今、明確な資料が手元に

額、後でいいですから出してもらえませんか。その部

ないんですが、平成26年度のこの国庫補助金負担予

分は入らないと思うんですよ、その部分は。その試算

算総額というのが、おおむね2400億ほどあります。

の中には入らないと思っているので、それは別として

○企画部長（下地明和君）

○具志堅

透君

県ですか、市町村、合わせてです

後で下さい。

か。

そこでちょっと議論をまた戻します。

○企画部長（下地明和君）

これは県ですね。市町村

は持ち得ていませんので、申しわけありませんが、そ

仲田議員の代表質問で本来聞きたかったこと、私が
再度あえて聞きますので、戻して知事に伺います。

れが影響を受けるということになろうかと思います。
○議長（新里米吉君）

具志堅

透君。

高率補助の必要性に対しては、これまでの先ほども
答弁していただきました。今、県内市町村において、

このことは、機会あるごとに知事が

あるいは県においても高率補助制度がなくなると、非

おっしゃっている、沖縄は特別に他県と比べて高額な

常にもう厳しいんだよということでございました。そ

予算をもらっているわけじゃないと言っています。そ

の継続の実現に向けて、国へどう働きかけていくか、

の中にこの2400億は入りますか。

どう取り組んでいくかということに対して、知事の対

○具志堅

透君

○議長（新里米吉君）

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

応について伺いたいと思います。

沖縄振興予算が各省庁の

○議長（新里米吉君）
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企画部長。

お答えいたします。

○企画部長（下地明和君）

(1)、９月22日米軍嘉手納基地を離陸し、訓練をし

沖縄振興特別措置法は平成33年度までの時限法で

ていた米海兵隊の戦闘攻撃機ＡＶ８Ｂハリアー１機が

あり、沖縄振興計画である沖縄21世紀ビジョン計画

墜落した。墜落した事故原因の究明と今後の対策につ

も平成33年度までの計画となっております。今後５

いて。

年間、計画の後期における各種施策を推進しながら、
高率補助をめぐる沖縄振興策の成果とあり方について
も検証することは重要であると考えており、前回と同
様、検証しながら沖振法の延長の必要性等について整
理し、国に強く求めていく必要があると考えておりま
す。

(2)、嘉手納基地・普天間基地の騒音対策につい
て。
(3)、基地から発生する航空機騒音による健康への
影響に関する調査について。
(4)、嘉手納飛行場周辺での大気汚染物質及び悪臭
物質調査について。

いや、考えておりますじゃなくて、

透君

○具志堅

どうやっていくかということで。考えているのはわか
るよ、必要性は感じているんだから。求めていくと必
要があると考えているんじゃないでしょうか。具体的
にどうやっていくのかということですよ。
○議長（新里米吉君）

工事の実績と件数・総予算について。
(2)、平成26年・27年度の防音工事の実績と件数・
(3)、平成28年度の防音工事の件数と予算につい

お答えします。

て。

今答弁しましたように、当面の沖振法は平成33年
度までの期限があるわけですから、それで施策を執行
しながら、この成果を踏まえて国に要望していくとい

(4)、これまで沖縄県で実施された防音工事の件数
と総予算について。
(5)、市町村から県に対し防音工事に対する要請、
課題、取り組み等について。

うことでございます。
○議長（新里米吉君）

(1)、これまでの公立・私立・認可外保育園の防音

総予算について。

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

２、防音工事について。

具志堅

(6)、防音工事区域拡大についてこれまで要請して

透君。

ちょっと時間が足りなくて中途半端

きたが、防衛省は要請と逆行し、全国の米軍基地や自

になりましたが、この問題は非常に重要であると考え

衛隊基地の周辺で騒音コンターの見直しを順次進めて

ますので、また改めてさせていただきたいと思いま

いる。防衛局はコンターをもとに、防音工事対象範囲

す。

を指定した。「第１種区域見直し」見直し前に比べて

透君

○具志堅

残りの質問に対しても非常に重要な項目だと思っ

防音工事対象区域などを縮小する結果が出ている。翁

て、特に国立公園に指定されたヤンバル地域の自然環

長県政になりこれまで政府に対し、どのような形で要

境、しっかりと守っていただきたい。マングースに関

請をしたか。または、今後の対策について。

しては完全防除だとかの報道もありますが、あと野犬

３、知事の行財政改革について。

に関しては持ち込まないというこの原因を絶つという

(1)、仲井眞前知事の２期８年間の行財政改革の主

ことが重要だと思います。そういった白化現象も難し

な実績と成果について。
(2)、翁長県政において、行財政改革の必要性は。

いんだろうと……
○議長（新里米吉君）

(3)、県庁職員は、適材適所に配置されているか。

まとめてください。

思いますが、済みません。大変重要

(4)、県庁職員の給与と残業手当の金額と残業時間

な案件だと思っていますので、ぜひしっかりと対処し

の多い部署（部局）は、１人当たりの最大残業手当は

ていただきたいと思います。

幾らか、給与の何％になるのか。

透君

○具志堅

以上で終わります。

(5)、県議会中の県庁職員の残業手当の予算は。

ありがとうございます。

(6)、県議会中の県庁職員の無理な残業の改善の必

○議長（新里米吉君）

要性はないか。

中川京貴君。

４、県職員・教育委員会について。

〔中川京貴君登壇〕
○中川

京貴君

(1)、県職員、教職員による長期的な休暇・短期的

皆さん、こんにちは。

沖縄・自民党の中川京貴でございます。

な休暇、その内訳と臨時職員に対する対応と予算につ

一般質問を提出しております。項目に従い順次質問

いて。

を行います。
米軍基地問題について。

(2)、全国的に教員の労働条件改善が課題となって
いるが、本県の教員の残業実態は把握できているか。
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５、那覇軍港（那覇港湾施設）について。

(1)、比謝川の河川環境整備について。

去る２月に那覇軍港を市街化区域に指定した理由に

(2)、河川管理状況について。

ついて土木建築部長は、「那覇軍港が那覇市の玄関口

(3)、嘉手納町比謝川河口付近の宅地崩壊対策につ

である那覇港に隣接し、那覇空港にも近く産業振興の

いて、平成26年７月に襲来した台風８号の影響によ

用地として極めて開発効果の高い地域であること、返

り、比謝川沿い河口付近嘉手納漁港北側の宅地の一部

還後速やかな計画的土地利用が図られることを考慮

が崩壊した。２年経過した現在において本格的な復旧

し、市街化区域への指定を行ったもの」と答弁してい

が行われていない。付近住民や漁業関係者等から不安

る。

の声がある。今後の対策内容及びスケジュール等につ

(1)、那覇軍港を市街化区域と指定したのは、法令

いて伺いたい。
(4)、比謝川下流堰が建設された経緯について。

に従った判断か伺いたい。

(5)、比謝川下流堰の撤去について。

(2)、那覇軍港を市街化区域と指定した具体的な法

８、県警関係について。

令・条文・判断基準は何か伺いたい。

(1)、ＤＶ対策の現状と課題について。

(3)、那覇広域都市計画の基本方針には、市街化区

ア、本県におけるＤＶ相談件数の推移と全国との比

域とする基準は、おおむね10年以内に市街地になる
地域。区画整理等開発のできる地域とある。この基本

較や特徴について。
イ、特に傷害・暴行などの摘発件数と県警の対応に

方針で、市街化区域を指定したことに間違いないか伺

ついて。

いたい。
(4)、前述質問(1)の県の那覇広域都市計画決定資料

ウ、ＤＶ防止の観点から、被害者が積極的に行政や

には、那覇軍港を市街化区域と法的判断する決め手と

警察へ相談する体制づくりが必要であるが、行政と県

なる資料がなかった。

警と民間各種団体の取り組み、広報啓発活動につい
て。

それでは質問いたします。

(2)、相模原殺傷事件で措置入院後の支援が不十分

ア、那覇軍港を調査した資料の提出を求める。
イ、那覇軍港の事実関係について論議した議事録な

だったと、厚生労働省の検討チームは９月14日検証
結果の中間報告を公表した。本県において市町村・

ど資料の提出を求める。
ウ、那覇軍港を市街化区域と判断した資料の提出を

県・県警・病院・医師との連携はとれているのか、責
任所在は明記されているか、予測される事件について

求める。
(5)、前述質問(1)の県の那覇広域都市計画決定資料

の対策はできているか。

に、那覇軍港を市街化区域と法的に判断する決め手と

(3)、本県における強盗、殺人、放火、暴行、重大

なる資料はありますか、あれば資料の提出を求める。

犯罪（県警が判断する件数）に対する対策はできてい

(6)、那覇軍港地主709名の皆様から那覇市に対し

るか。また責任所在は明記されているか、市町村・

て那覇軍港は市街化区域ではないと請願書が提出され

県・県警・病院・医師との連携はとれているか、伺い

ております。県は那覇市と協議をし、709名の声に応

たい。
答弁を聞いて再質問いたします。

えるべきではないか。
６、子ども・子育て支援について。

○議長（新里米吉君）
〔知事

(1)、全国で現物給付制度・自動償還払い、または

翁長知事。

翁長雄志君登壇〕

病院窓口での貸付制度を導入している都道府県の状況

○知事（翁長雄志君）

について。

えいたします。

中川京貴議員の御質問にお答

(2)、南風原町が子供の医療費の窓口負担をなくす

私のほうからは、知事の行財政改革についてに関す

現物給付を、来年１月にも実施する方向で県と調整し

る御質問の中の、行財政改革の必要性についてお答え

ていることがわかった。実現すれば県内初の取り組み

をいたします。
県政運営の基本は、住民福祉の増進に努めるととも

となる。課題と今後の取り組みについて伺いたい。
(3)、本県における自動償還払い貸付制度・現物給

す。このため、県では、第７次沖縄県行財政改革プラ

付制度の取り組みについて。
(4)、現物給付を導入した市町村の国保からのペナ
ルティーについて。
７、土木行政ついて。

に、最小の経費で最大の効果を上げることにありま
ンに基づき、定員管理の適正化、総務事務の効率化、
県税収入の確保、未収金の解消、新たな自主財源の確
保などに取り組んでおります。
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県としましては、厳しい財政状況の中、急激に変化

対策の強化・拡充等、航空機騒音の軽減について要請

する社会情勢や県民ニーズに的確に応えるため、引き

してきており、引き続き関係市町村や軍転協、渉外知

続き行財政改革に取り組んでまいります。

事会等とも連携しながら、騒音を初めとした周辺住民

その他の御質問につきましては、副知事、部局長か

たいと考えております。

ら答弁をさせていただきます。
〔副知事

次に、防音工事の実績、件数と予算についてお答え

安慶田副知事。

○議長（新里米吉君）

いたします。２の(2)から２の(4)までは関連いたしま

安慶田光男君登壇〕

○副知事（安慶田光男君）

の負担軽減が図られるよう、粘り強く働きかけていき

中川京貴議員の米軍基地

すので、恐縮ですが一括してお答えいたします。

問題についての御質問の中で、ＡＶ８Ｂハリアー墜落

沖縄防衛局に確認したところ、一般防音と住宅防

事故の原因究明と今後の対策についてお答えいたしま

音を合わせた防音工事について、平成26年度は、予

す。

算額が約104億8000万円、実績が5270件で約91億

平成28年９月22日午後２時ごろ、海兵隊所属のＡ

9500万円となっており、平成27年度は、予算額が

Ｖ８Ｂハリアー戦闘攻撃機が沖縄の東方、約100マイ

約81億8100万円、実績が3318件で約80億5600万

ルの海上に墜落しました。県民の人的・物的被害は報

円となっております。平成28年度は、予算額が約76

告されておりませんが、航空機事故は一歩間違えば人

億3800万円、８月末までの実績が2204件で約55億

命、財産にかかわる重大な事故につながりかねず、こ

1700万円となっております。また、現在確認できる

のような事故が発生したことは、日常的に米軍基地と

平成23年度から平成27年度までの５年間の合計は、

隣り合わせの生活を余儀なくされている県民に大きな

予算額が約436億1800万円、実績が２万1503件で約

不安を与えるものであり、大変遺憾であります。

397億7200万円となっております。

９月23日に、第３海兵遠征軍司令官及び沖縄担当
大使等に、また、９月24日には、防衛大臣に対し、

次に、防音工事の市町村要請、課題、取り組み等に
ついてお答えいたします。

原因究明がなされるまでの同機種の飛行中止、事故原

去る６月24日、県は、嘉手納町から、全ての認可

因の徹底的な究明と早期の公表、再発防止措置を含む

外保育園を防音対策事業の助成対象とすること、ま

一層の安全管理の徹底等に万全を期すよう強く求める

た、告示後住宅防音工事の建築対象年月日の撤廃、店

とともに、このような事故が発生したことに強く抗議

舗、事務所への助成等を含む要請を受けたところであ

をいたしました。

ります。

なお、９月23日に在沖米海兵隊及び沖縄防衛局か

住宅防音工事については、平成24年度から嘉手納

ら、墜落事故後、同型機の飛行は停止しているとの報

飛行場周辺の特に騒音の著しいＷ値85以上の区域に

告がありました。

おいて、平成14年１月17日までに建築された住宅を
対象としていたところを、平成20年３月10日までに

以上であります。
〔知事公室長

建築された住宅に対象が拡大されており、一定の前進

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

が図られたと考えております。しかしながら、嘉手納

謝花喜一郎君登壇〕
嘉手納基地問題につ

飛行場及び普天間飛行場周辺におけるＷ値85未満の

いての御質問の中の、嘉手納飛行場・普天間飛行場の

地域では、昭和58年の住宅防音工事対象期日までに

騒音対策についてお答えいたします。

建築された住宅が対象とされており、その後建築され

○知事公室長（謝花喜一郎君）

県では、周辺市町村と連携し、嘉手納飛行場及び普
天間飛行場周辺の36地点において、年間を通して航

た多くの住宅については、防音工事を受けられない状
況となっております。

空機騒音の監視測定を行っております。平成27年度

県としては、去る９月24日に稲田防衛大臣に航空

航空機騒音測定結果によると、嘉手納飛行場周辺にお

機騒音の軽減とあわせて、住宅防音工事の対象区域の

いては21局中８局で、普天間飛行場周辺においては

拡大、告示後住宅への適用拡大等、騒音対策の強化・

15局中１局で環境基準を超過しており、両飛行場か

拡充を要請したところであり、今後とも、引き続き軍

ら発生する航空機騒音は、依然として周辺住民の生活

転協等関係機関とも連携しながら、政府に対し強く求

環境に大きな影響を与えております。

めてまいりたいと考えております。

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

次に、防音工事区域拡大の要請と対策等についてお
答えいたします。
沖縄防衛局によると、嘉手納飛行場周辺における住
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宅防音工事助成対象区域（第１種区域）については、

○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

昭和58年３月に最終指定告示がなされているとのこ

金城弘昌君登壇〕
それでは、防

とであります。第１種区域の見直しに向けては、現

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

在、騒音コンター作成業務を実施しているとのことで

音工事についての御質問の中の、公立・私立保育所及

あり、その結果を関係自治体へ十分説明していきたい

び認可外保育施設の実績等についてお答えします。

とのことであります。嘉手納飛行場周辺における第１

沖縄防衛局に確認したところ、回答の得られました

種区域については、９月24日に防衛大臣に対し、現

県内の公立・私立保育所及び認可外保育施設における

在進められている見直しにより、当該区域が縮小する

防音工事の実績は、平成23年度から平成27年度まで

ことがないよう配慮いただきたい旨要請したところで

の５年間で102件、約13億9700万円、予算額は約14

あります。

億5600万円となっております。
続きまして、県警関係についての御質問の中の、Ｄ

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔環境部長

Ｖの相談件数等についてお答えします。

環境部長。

平成27年度の男女共同参画センターにおけるＤＶ

大浜浩志君登壇〕
米軍基地問題についての

相談件数は、736件で前年度比121件の増、沖縄県警

質問の中の、航空機騒音による健康影響調査について

察におけるＤＶ相談件数は、733件で前年比18件の

お答えします。

増となっております。また、配偶者暴力相談支援セ

○環境部長（大浜浩志君）

航空機騒音による健康への影響については、平成７

ンターにおけるＤＶ相談件数は、2171件で前年度比

年度から４年間にわたって県が実施した嘉手納飛行場

444件の減でありますが、一方、県内11市へのＤＶ

周辺における調査で、航空機騒音が原因であると濃厚

を含む相談件数が増となっており、おおむね県内の相

に疑われる聴力損失者12例が確認されたほか、呼吸

談件数は増加傾向にございます。配偶者暴力相談支援

器、情緒不安定、消化器などの項目と航空機騒音との

センターにおける人口10万人当たりのＤＶ相談件数

間に高度な有意性が認められております。当該調査

が、平成26年度184件で全国順位が３位、沖縄県警

は、県内外の専門家で構成する調査委員会において、

察への人口10万人当たりの相談件数が平成27年度は

飛行場周辺の騒音レベルが住民の健康や生活環境に及

51.1件、全国平均が49.7件となっております。
次に、ＤＶ被害の相談体制及び広報啓発についてお

ぼす影響を評価しており、現在においても有効なデー

答えします。

タであると考えております。
県としましては、夜間騒音の評価等を含めた新たな

県内においては、女性相談所を初め、県内５カ所の

知見を集積するとともに、専門家の意見を踏まえ、今

福祉事務所に各配偶者暴力相談支援センターを設置

後の対応を検討してまいりたいと考えております。

し、相談支援等を行っているところです。県内の各

続きまして、嘉手納飛行場周辺における悪臭調査等

11市においては、女性相談員が配置され、ＤＶ事案
を含めた女性からの相談等に応じております。また、

の進捗についてお答えします。
県では、平成27年度に引き続き、嘉手納町及びニ

被害者の多様なニーズに応じるため、国、県の関係機

ライ消防本部と連携しながら、嘉手納飛行場周辺悪臭

関、県警、市町村、民間団体等で構成する沖縄県配偶

実態調査を実施したところ、７月１日にニライ消防本

者等からの暴力対策連絡会議を設置し、それぞれの機

部において強い臭気を感じたため、大気試料を採取

能・支援策が効果的に果たされるよう、連携強化を

し、有害大気汚染物質、特定悪臭物質の分析を行いま

図っております。

した。分析結果によると、有害大気汚染物質であるベ

ＤＶは暴力の形態、対象を問わず、犯罪となる行為

ンゼンと1,3ブタジエンについては環境基準値を超過

を含む重大な人権侵害であるとの認識のもと、一般県

したほか、特定悪臭物質のトルエンも検出されまし

民対象のＤＶ講演会、ＤＶ防止パネル展の開催、広報

た。これらの分析結果と、大気試料の採取時の風向き

啓発用リーフレットの作成・配布等を行っておりま

や米軍航空機の駐機状況から、米軍航空機からの排ガ

す。
以上でございます。

スによる悪臭である可能性が高いと考えられます。
県としましては、悪臭の発生頻度等の実態を把握す

○議長（新里米吉君）
〔総務部長

るため、専門家の意見を踏まえ、監視手法の検討に取
り組んでまいります。
以上であります。

○総務部長（金城

総務部長。

金城
武君）

武君登壇〕
知事の行財政改革につい

ての御質問の中で、仲井眞前知事の主な実績と成果に
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知事部局における平成27年度の病気休職者数は、

ついてお答えをいたします。
前知事の就任期間においては、２次にわたる行財政

49人となっております。また、そのうち１年以上の

改革を実施し、組織の合理化、民間委託の推進、県単

休職者は９人、１年未満の休職者は40人となってお

補助金の見直し、定員管理の適正化などに取り組んで

ります。

おります。その結果、８年間の財政効果は、661億円

病気休職者の業務代替に係る臨時的任用職員につ
いては、平成27年度においては21人で、給与総額約

となっております。
次に、県の人事配置についてお答えをいたします。

2900万円となっております。

社会経済情勢や行政を取り巻く環境が変化する中

以上でございます。

で、組織が期待された機能を安定的に発揮するために

○議長（新里米吉君）

は、課題解決能力を備えた人材を育成し、組織を活性

〔教育長

教育長。

平敷昭人君登壇〕
県職員・教育委員会につい

化することが求められています。職員の人事配置に当

○教育長（平敷昭人君）

たっては、人事評価その他の能力の実証に基づき、適

ての御質問の中で、教職員の長期・短期的な休暇等に

材適所の人事運用を徹底し、県施策の円滑な推進を支

ついての御質問にお答えいたします。
平成27年度の病気休職者数は421人で、そのうち

える人事配置に努めているところであります。
次に、時間外勤務手当についてお答えをいたしま

１年以上の休職者は89人、１年未満の休職者は332
人となっております。

す。
知事部局における平成27年度の管理職を除く職員

その対応としましては、臨時的任用職員を配置して

１人当たり平均給与支給額は約574万5000円、時間

おります。なお、予算額は、１年以上の休職者への

外勤務手当の平均支給額は約32万3000円となってお

対応として約２億2000万円、１年未満の休職者への

ります。また、知事部局において平成27年度の時間

対応として約６億7000万円、合計約８億9000万円と

外勤務の平均時間数が最も多いのは知事公室の187

なっております。

時間で、時間外勤務手当の平均支給額は約49万3000
円、平均給与支給額に占める割合は約８％となってお

次に、教員の残業実態の把握についての御質問にお
答えいたします。
各学校におきましては、管理職による校内巡視や、

ります。
次に、県議会中の時間外勤務手当についてお答えを

各職員から申告される出退勤時刻記録簿の内容により
長時間勤務者を把握しているところであります。

いたします。
議会中においても、通常業務で時間外勤務を行う職

なお、月80時間を超える長時間勤務者がいる場合

員がいるため、議会対応を目的とした時間外勤務を正

は、県教育委員会に報告することとなっております

確に算出することは困難でありますが、例えば、平成

が、これまでのところ該当者の報告はございません。

28年６月定例会期間中、６月30日から７月13日まで

以上でございます。

の知事部局における本庁勤務職員の時間外勤務手当

○議長（新里米吉君）

の支給額を推計すると、約3700万円となっておりま

〔土木建築部長

す。

○土木建築部長（宮城

次に、県議会中の職員の残業の改善についてお答え

土木建築部長。
宮城
理君）

理君登壇〕
那覇軍港（那覇港湾

施設）についての御質問の中の、那覇港湾施設に関す
る市街化区域指定の法令根拠等についての御質問に

をいたします。
県においては、全庁的に各所属における終礼や県庁

お答えいたします。５の(1)、５の(2)は関連しますの

ライトダウンの実施等により、時間外勤務の縮減に取

で、恐縮でございますが一括してお答えさせていただ

り組んでいるところであります。議会期間中において

きます。

も、必要最小限の職員で対応することとし、時間外勤

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については、区域内市町村と

務の縮減を図っております。
今後も、議会散会後の翌日の答弁調整や資料作成等

の調整を経て、都市計画素案を作成し、当該素案に

の業務が生じる場合であっても、必要最小限の職員で

基づき、昭和47年９月11日から９月25日までの間、

対応するよう徹底していきたいと考えております。

13市町村12会場において住民説明会を行っておりま

次に、県職員・教育委員会についての御質問の中

す。その後、昭和47年10月16日に住民意見を反映さ

で、県職員の病気休職者数についてお答えをいたしま

せるため、当時の都市計画法（以下、「法」と言い

す。

ます。）第16条の規定に基づく公聴会を実施してお
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り、当該公聴会開催をお知らせする公報において、

とする。」との方針が示されたものと考えておりま

「現に軍用地として利用されている所であっても市街

す。

地として必要な部分についてはできるだけ市街化区域

同じく那覇港湾施設を調査した資料の存在について

に含めるものとする。」と示されており、那覇港湾施

の御質問にお答えいたします。５の(4)のアから５の

設は牧港住宅地区などとともに、当初から市街化区域

(4)のウまでは関連しますので、恐縮でございますが

として指定予定であったことを確認することができま

一括してお答えさせていただきます。

す。公聴会実施後は、関係機関との調整を経て、法第

当初の市街化区域及び市街化調整区域の決定から

18条第１項の規定に基づき市町村の意見を聞いた上

42年が経過していることもあり、那覇港湾施設につ

で、同条第３項の前提となる国との事前協議を行い、

いて、単独に議論、調査した資料は残っておりませ

異存ない旨の回答を得ております。昭和48年12月７

ん。
同じく那覇港湾施設を市街化区域と法的判断した資

日から２週間、法第17条第１項の規定に基づき、都
市計画案の縦覧を行って、改めて住民及び利害関係人

料の有無についての御質問にお答えいたします。

から意見を求め、縦覧者数745人、27の意見が出さ

市街化区域及び市街化調整区域の設定基準の基本方

れたことが記録されております。このような法に基づ

針において「現に軍用地として利用している所であっ

く必要な手続を経て、当該都市計画の決定に向けて、

ても市街地として必要な部分についてはできるだけ市

昭和48年12月22日に沖縄県都市計画地方審議会に諮

街化区域に含めるものとする。」とされていること、

問し、審議会の議を経て、昭和49年５月30日に議決

素案段階の計画書等において、那覇港湾施設が市街化

した旨の答申をいただいております。当該都市計画に

区域と明記されていること、さらに、決定した計画書

ついては、昭和49年７月10日に法第18条第３項の規

等において記載されていることをもって、那覇港湾施

定に基づく建設大臣の認可を得ており、同年８月１日

設が市街化区域であることは明確であると考えており

に法第20条第１項の規定に基づき決定告示を行って

ます。
同じく那覇港湾施設の要請に対する県の対応につい

おります。
このように那覇広域都市計画市街化区域及び市街化

ての御質問にお答えいたします。
那覇港湾施設は、牧港住宅地区、那覇空軍・海軍補

調整区域の決定は、関連法に基づき適正になされたも

助施設の一部、キャンプ・ブーン、キャンプ・マー

のと考えております。
同じく那覇港湾施設の市街化区域指定における県の

シー、工兵隊事務所等とともに昭和49年８月１日に
市街化区域として都市計画決定されております。一

基本方針についての御質問にお答えいたします。
市街化区域は、法第７条第２項において、「すでに

方、牧港住宅地区等は返還されたものの那覇港湾施設

市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に

は現在も一部の返還にとどまっていることも事実であ

優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。」

ります。

と規定されております。また、法第13条第１項第１

このようなことから、県としては、那覇港湾施設の

号において、市街化区域と市街化調整区域との区分

区域区分のあり方について、まちづくりの主体である

は、当該都市の発展の動向、当該都市計画区域におけ

那覇市の意向や返還に向けた動向も踏まえて議論して

る人口及び産業の将来の見通し等を勘案して、産業活

いきたいと考えております。

動の利便と居住環境の保全との調和を図りつつ、国土

次に、土木行政についての御質問の中の、比謝川の

の合理的利用を確保し、効率的な公共投資を行うこと

河川環境整備についての御質問にお答えいたします。
河川事業は、地域の暮らしや歴史・文化との調和に

ができるように定めることとされております。
このような規定に加えて、復帰当時において軍用地

も配慮し、河川が本来有している生物の生息・生育・

の返還も予定されていた状況も踏まえ、那覇広域都市

繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出する多自然

計画区域における市街化区域及び市街化調整区域の設

川づくりを基本に、整備を進めております。

定基準の基本方針においては、「市街化区域は「すで

比謝川の河川環境整備については、これまで、沖縄

に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内

市越来地内において、都市公園事業と連携して、都市

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」につい

内に水と緑の潤いある空間の創出を図るべく、比謝

て設定することになっています。この場合、現に軍用

川水辺プラザの整備を行うなど、環境整備に努めて

地として利用している所であっても市街地として必要

いるところであります。現在、整備延長7.3キロメー

な部分についてはできるだけ市街化区域に含めるもの

トル、総事業費約228億円で河川改修を進めており、
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ではまず初めに、子

平成27年度末の進捗率は、事業費ベースで約54％と

○保健医療部長（砂川

なっております。なお、本年２月、沖縄防衛局を通

ども・子育て支援についての御質問の中の、(1)、こ

じて、米軍施設用地2.8キロメートルの共同使用の申

ども医療費助成制度の都道府県の状況についてお答え

請を行ったところであり、共同使用開始後、速やかに

します。

靖君）

整備に向けた調査に着手することとしております。平

平成28年４月時点において、給付方法で現物給付

成28年度は、白川地区の浸水被害の解消などを目的

方式を採用している団体が22団体、現物給付及び償

として、福地橋から上流部の約380メートルのしゅん

還払い方式を採用している団体が16団体、自動償還

せつを実施するとともに、福地橋から下流側約１キロ

払い方式を採用している団体が７団体、償還払い方式

メートルの区間について、米軍の了解を得て、共同使

を採用している団体が１団体となっております。ま

用開始前に暫定掘削による河道拡幅工事を実施する予

た、貸付制度は、自動償還払い方式を採用している４

定であります。

団体において実施されております。

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

次に、現物給付の課題と今後の取り組みについてお
答えします。
こども医療費助成制度に現物給付を導入することに

いと考えております。
同じく比謝川の河川管理についての御質問にお答え

つきましては、受診の増加による医療費の増大、小児
救急医療従事者への過重負担、国保に対する国庫支出

いたします。
２級河川の維持管理については、氾濫時の危険性及

金の減額調整などの課題があると考えており、現物給

び緊急性の高い箇所から順次、除草やしゅんせつ等の

付の導入に際しては、これらの課題を解決するための

対応を行っているところであります。

取り組みを行う必要があると考えております。

比謝川においては、定期的に除草やごみの回収、
しゅんせつを実施し、良好な河川環境の確保に努めて

次に、自動償還払い及び貸付制度、現物給付の取り
組みについてお答えします。

おります。また、河川愛護団体等によるボランティア

自動償還払い方式は、平成25年11月から順次導入

活動も行われており、今後とも官民一体となって良好

し、38市町村で実施されております。貸付制度につ

な河川環境の維持に取り組んでまいります。

きましては、平成28年10月から９市町、11月から３

同じく比謝川河口護岸の復旧内容及びスケジュール

市町村で予定しており、その後、順次開始する見込み
となっております。

についての御質問にお答えいたします。
比謝川河口の護岸崩壊箇所については、当該箇所の

県としましては、市町村担当者に対して説明会等を

基礎地盤が想定以上に深いことが判明し、対策工法及

行い、貸付制度が円滑に導入できるよう支援していき

び施工方法の検討に時間を要しました。

たいと考えております。

現在、設計の取りまとめを行っているところであ

現物給付につきましては、国は、国保の減額調整に

り、Ｈ形鋼を門型に組んだ基礎杭の上に、護岸を設置

ついて見直しを含めて検討しており、年末までに結論

する復旧工事は、平成29年１月に着手し、平成29年

を得るとしております。
県としましては、国が国保の減額調整を廃止した場

度中に完成する予定であります。
同じく比謝川下流堰の撤去についての御質問にお答

合には、市町村及び小児救急医療機関の意向を確認し
ながら、平成30年度に導入できるよう調整を進めて

えいたします。
平成26年７月の台風８号に伴う記録的な豪雨によ
る国道58号冠水被害を受け、比謝川下流の現況測量
を実施し、氾濫解析及び流下能力の検討を行っており

いきたいと考えております。
次に、市町村国保の減額調整についてお答えしま
す。

ます。検討の結果、比謝川下流に設置されている下流

国の負担金または補助金の交付を受けないで、市町

堰の影響が確認されたことから、昨年11月に管理者

村が一部負担金に相当する額の全部または一部を、当

の企業局や地元町村等関係機関と意見交換し、現在、

該被保険者にかわり保険医療機関等に支払った場合、

早期の堰撤去に向けて調整を行っているところであり

いわゆる現物給付を行った場合、それに伴う波及増分

ます。

が国庫支出金から減額されることになります。
なお、国保の減額調整が廃止されずに現物給付を実

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。

施した場合には、沖縄県内市町村国保全体で約１億

砂川

8000万円の国庫支出金の減額が見込まれておりま

靖君登壇〕
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おります。本年８月末までに検挙した79件のうち傷

す。
次に、県警関係についての御質問の中の、措置入院

害で検挙したものが最も多く、37件で全体の46.8％

患者に関する関係機関の連携についてお答えします。

を占めています。次いで、暴行で検挙したものが24

精神保健福祉法に基づく措置入院患者につきまして

件で全体の30.4％、この２つの罪種で全体の77.2％

は、必要に応じて、入院後、症状がある程度落ちつい

を占めております。

た段階で、患者本人やその家族、市町村、保健所等関

県警察では、ＤＶ事案について相談の段階から刑

係機関で調整会議を行い、主治医から患者本人の治療

事、生活安全担当係が共同聴取を行い、被害者への負

経過、症状悪化の兆候、対処方法の説明及び退院後の

担軽減や危険性、切迫性及び事件化などへの的確な判

関係機関のかかわり方についての情報共有を行ってお

断を行う体制を構築しております。

ります。また、退院後は本人の通院治療や地域生活を

事案の内容により、積極的な事件化を図るととも

継続的に支援していくため、必要に応じ、各関係機関

に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

が定期的に自宅を訪ねたり、相談に応じるなどの対応

する法律に基づく保護命令制度の教示――教えること

を行っているところであり、本人の症状などに変化の

ですね――警察本部長等の援助などの対策や配偶者暴

兆しがあれば、必要に応じて医療機関への受診を勧奨

力相談支援センター、市町村などの関係機関と連携し

するなどの対応を行っているところであります。

た被害者の保護対策を講じております。
次に、県警察における一般的な事件処理の流れと被

県としましては、関係機関の連携をより適切なもの
にしていくためにも、今後、公表が予定されておりま

害者の再被害防止対策についてお答えいたします。
平成27年中における殺人、強盗、放火などの重要

す厚生労働省の検討チームの最終報告を注視していき
たいと考えております。

犯罪の総数は、認知件数129件、検挙件数113件、検

以上でございます。

挙率は87.6％となっており、対前年比の認知件数で

○議長（新里米吉君）
〔企業局長

町田

○企業局長（町田

マイナス４件、３％の減少となっております。本年

企業局長。

８月末現在では、認知件数63件となっており、前年

優君登壇〕
土木行政についての御質

優君）

問の中で、比謝川下流堰が建設された経緯についてお

同期比でマイナス12件、16％の減少となっておりま
す。
これらの犯罪を認知した場合の警察における事件処

答えします。
比謝川下流堰は、本土復帰前の昭和36年に長田川

理の一般的な流れは、事件を認知後、被害者及び関係

取水ポンプ場の取水堰として、当時の琉球水道公社に

者からの事情聴取や証拠収集等の所要の捜査を実施し

よって建設されたものであります。比謝川下流堰が建

て被疑者を特定した後、被疑者を逮捕するなどの強制

設された背景としましては、昭和34年当時、那覇市

捜査を検討し、もし被疑者を逮捕した場合は48時間

の泊浄水場に原水を供給するために比謝橋附近に仮設

以内に検察庁に事件送致し、任意で捜査を行った場合

の取水ポンプ場が建設され、その後の昭和36年12月

には所要の捜査を実施した後、検察庁に送致すること

に長田川取水ポンプ場と比謝川下流堰が現在の位置に

となります。
なお、検察庁に送致した被疑者を起訴するか不起訴

建設されました。
また、昭和47年の本土復帰に伴い、琉球水道公社
から県企業局に施設が引き継がれることとなり、水資

にするか処分保留で釈放するかなどの判断は、検察庁
の所管であり、答弁する立場にはございません。

源の乏しい本県においては、安定的な水資源を確保す

次に、犯罪被害者の再被害防止対策として、被疑者

る施設として現在も大きな役割を果たしております。

の言動などから再犯による生命、身体に対する再被害
被害を受ける可能性が認められる場合は、県警本部の

以上でございます。
警察本部長。

捜査担当課と警察署が連携して、再被害防止対象者と

池田克史君登壇〕

して指定し、再被害防止措置の実施に必要な関連情報

○議長（新里米吉君）
〔警察本部長

県警関係の御質問の中

の収集や被害者への連絡体制の確立、非常時の通報手

で、ＤＶ対策について、特に傷害、暴行などの摘発件

段として犯罪被害者通報システムへの登録を行いま

数と県警の対応についてお答えいたします。

す。被害者からの110番通報を受けた際には、登録者

○警察本部長（池田克史君）

県警察が検挙したＤＶ事案の件数は、平成25年は

や事案者名を瞬時に通信指令課が把握し、関係警察署

101件、26年は98件、27年は97件で、本年８月末に

へ指令することで警察官の早期臨場が可能となる対策

おいては79件と、昨年同期比で21件36.2％増加して

や自主警戒などの防犯指導を行うとともに必要に応
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じて加害者の動向把握や指導警告等の措置をとってお

は、今ちょっとその明確に確認できる資料、手元にな

ります。また、加害者が服役して被害者から釈放など

いわけですけれども、恐らく同様な理由で、メニュー

に関する情報提供の要望がある場合には、刑務所に対

がなかったのではないかというふうに考えておりま

し、釈放期日などを照会し、加害者の釈放などに関す

す。

る情報を把握した上で、被害者に釈放予定の日にちな

○議長（新里米吉君）

どを教示する対策を講じて再被害の防止を図っている

○中川

ところでございます。

質問も出ておりましたが、やはりこれは知事が政治力

以上でございます。

を発揮して国との対立ではなくて、対話をしながら予

○議長（新里米吉君）
○中川

京貴君

京貴君

中川京貴君。

知事、実は本年度の代表質問も一般

算獲得をする。これまで自民党政府はもちろん責任政

中川京貴君。

再質問を行いたいと思っておりま

党、我々自民党本部も、我々県連から要請をしなが
ら、または沖縄選出の国会議員が一生懸命頑張ってこ

す。
時間の都合もありますので、たしか去年の６月、知

れまで40億だったのが60億、80億まで引き上げてき

事、記憶に新しいと思いますが、基地の整理縮小はも

たんです。それが急にメニューがなくなったから予算

ちろん日米両政府の問題、また避けては通れないし、

がないということでは、理由にならないと思っていま

県民の総意であります。私は県議会に当選させていた

す。政治力で防音工事の予算の獲得をすべきだと思っ

だいて８年間、嘉手納町議会のときから住環境整備と

ております。これ要望を申し上げておきます。

いうことでもうずっと防音工事の問題を取り上げてま

次に、那覇軍港について再質問します。

いりました。たしか去年、私は、年間80億の決算で

那覇軍港は、嘉手納基地、普天間基地と同様、日米

すね、予算がある中で、当時の町田公室長は、去年も

安保条約、日米地位協定が適用された米軍基地である

補正で20億を組まれて80億の予算が予定どおりでき

ことを理解しておりますか。

ると答弁しておりましたが、去年は補正は組まれてお

○議長（新里米吉君）

りません。なぜ組まれなかったんでしょうか。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

知事公室長。
日米地位協定の適用

があるかという趣旨のあれだと思いますが、いわゆる

休憩いたします。

午後３時16分休憩

５・15メモによりますと、那覇港湾施設は日米地位

午後３時17分再開

協定第２条第１項(a)の規定に従いまして、合衆国政

○議長（新里米吉君）

府がその使用を供用されており、その使用目的は、港

再開いたします。

湾施設及び９施設とされているところでございます。

知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）

ことし、補正が組ま

れなかった理由ということですか。
○中川

京貴君

○議長（新里米吉君）
○中川

去年、去年です、去年。補正は去年

京貴君

中川京貴君。

この700余りの地主は納得しており

ません。同じ米軍基地である嘉手納基地、普天間基地
は、区画整理などの開発ができないので、市街化調整

です、去年。
去年、組まれなかっ

区域となっております。しかし、なぜ那覇軍港だけが

た理由、去年の話ですよね。済みません、ちょっと休

市街化区域になったのか、地主の皆さんは納得してお

憩お願いいたします。

りません。那覇軍港は基地であり、復帰当初から10

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

年以内、規制市街区になることはなく、区画整理がで

休憩いたします。

午後３時17分休憩

きる地域でもない。基地である那覇軍港が現状におい

午後３時18分再開

て市街化区域に指定できない。那覇広域都市計画資料

○議長（新里米吉君）

には、那覇軍港市街化区域と法的判断する決め手とな

再開いたします。

る資料がありませんでした。そして、那覇軍港を調査

知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）

した資料、那覇軍港の事実関係について議論した議事

お答えします。

まず、済みません。ことしのお話からさせていただ

録、那覇軍港市街化区域と判断した資料、先ほど部長

きたいと思いますけれども、ことしも補正の話は防衛

が答弁したとおり、現状においてはないと、この資料

省のほうに確認したんですけれども、国における補正

にも私が見た限りありませんでした。

の中にメニューが、この防音工事に係るメニューがな

そこで、たとえ四十数年前に都市計画決定がされた

かったということで、今回補正は予定していませんと

としても、地主の皆さんは市街化区域として認めてお

いうことでございます。昨年度の理由につきまして

りません。那覇市や県に瑕疵があると言っているんで
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は引き続き議論をしていきたいというふうに考えてお

す。県の認識をお伺いしたい。
○議長（新里米吉君）

ります。

休憩いたします。

午後３時21分休憩

○議長（新里米吉君）

午後３時21分再開

○中川

○議長（新里米吉君）

京貴君

中川京貴君。

ぜひ、お願いします。

最後に、比謝川河川について再質問します。

再開いたします。

先ほど、堰の撤去の件で部長答弁しておりました

土木建築部長。
○土木建築部長（宮城

理君）

再質問にお答えいた

が、私は過去に比謝川のしゅんせつの問題、２級河川
であるから、土木のほうで維持管理やしゅんせつを

します。
先ほどの答弁の繰り返しになってしまいますが、都

しっかりしなければ地域住民に被害を及ぼしますよと

市計画素案を作成した後、住民説明会、公聴会、そし

一般質問しました。しかしながら、土木はしゅんせつ

て関係機関との事前協議、さらには都市計画案の縦

をしておりません。維持管理も私は怠っていたと思っ

覧、意見の聴取、そして地方審議会と、こういう手続

ております。その結果、比謝橋沿いの58号が氾濫、

を踏んだ上で建設大臣の認可を得て、決定告示を49

そして嘉手納漁港の河口のほうで土砂崩れが発生し

年８月１日に行っていると。このような流れを見た中

て、地域住民が被害をこうむっております。

で那覇広域都市計画市街化区域及び市街化調整区域の

部長の説明では、平成29年からスタートして、そ

決定は、関連法に基づいて適正になされたものという

れで工事を完了したいという答弁でありましたが、そ

ふうに考えております。

れが間違いないのか。

○議長（新里米吉君）

それともう一つ、比謝川の維持管理または河口の土

中川京貴君。

地主の皆さんは、知事御承知のとお

砂しゅんせつは、堰を取っ払えば間違いなく土砂が漁

り、この那覇市を全体プールされての都市計画決定と

港のほうにたまると私は思っております。その責任

いうことはここに書かれているとおりなんです。（資

は、県で責任を持って対応していただけるのか、答弁

料を掲示）

をお願いします。

○中川

京貴君

しかしながら、那覇軍港の地主の皆さん

方は、それには参加もしていないし、その意識もな

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

い。勝手に市街化都市計画決定されたと、地主の皆さ

○土木建築部長（宮城

理君）

お答えいたします。

んは言っております。この２月議会で那覇市としっか

比謝川の護岸につきましては、29年１月に今のと

り知事は協議をすると答弁しておりましたが、協議さ

ころ着手を予定しておりまして、工事については29

れましたか。

年度中に完了させたいというふうに考えております。

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

○土木建築部長（宮城

理君）

また、下流堰の撤去に際してですが、これは堰の撤

お答えいたします。

去前後で、今後企業局とも十分調整をしていくという

県として、那覇港湾施設の区域区分のあり方につい

ことではありますけれども、企業局において、堰の上

ては、去る３月31日に那覇市都市計画課と意見交換

流部のしゅんせつを実施するというふうに聞いており

を行っております。その後、那覇市のほうからは、こ

ます。

の市街化調整区域等への編入要望ということについて

また、漁港及び航路に堆積した土砂の維持管理につ

の協議というのは、今まだ現在行われておりません。

いては、農林水産部のほうと、漁港管理者のほうと改

○議長（新里米吉君）
○中川

京貴君

めて調整していきたいというふうに考えております。

中川京貴君。

ぜひ、私２月に質問したとおり、県

○議長（新里米吉君）

は那覇軍港の709名のこの地主の皆さんの要請、請願

○中川

に応えるべく、県が積極的に地主の皆さんの声を那覇

たい。

京貴君

中川京貴君。

ぜひ、知事、副知事聞いていただき

私はきょう一般質問しております。嘉手納河川の比

市と協議をして問題解決をすべきだと思いますが、い

謝川の堰を取っ払ったら、向こうの堰で、企業局が定

かがでしょうか。
○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

○土木建築部長（宮城

理君）

期的にしゅんせつしているんです。水を供給するに

市街化区域の指定及

当たってですね。それで土砂がたまるのが10年に一

び市街化調整区域への逆編入と、この手続について

遍しかたまりません。10年に一遍県のほうでしゅん

は、まちづくりの主体である那覇市の意向が非常に重

せつをしております。堰を取っ払ったら、間違いなく

要となります。今後の米軍基地返還、この軍港を含め

二、三年に一遍しゅんせつしないといけなくなりま

た米軍基地の返還の動向等も含めて、那覇市のほうと

す。そういった意味では、今部長はしっかり農林水産
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部と協議をして、県のほうで責任を持ってやると言っ

ア、知事は裁判所を政府追認機関と断じ、三権分立

ていますので、これをぜひ、知事、副知事、責任を

に禍根を残すと非難して、今後は地方自治のあり方や

持って、たまったら県が責任を持ってしゅんせつをす

人権・自由・平等等を訴えるとしておりますが、日本

る。私は提案していますので、二、三年に一遍必ず土

の政治システムの根幹を非難する発言には驚きであり

砂がたまると思っています。そうならないように、堰

ます。

の撤去については十分協議をしていただきたい。

戦後70年間、今日まで人権侵害や差別を受け続け

以上です。

たと思っている県民はそう多くはないと思います。少

○議長（新里米吉君）

20分間休憩いたします。

なくとも私の周りには極めて少ないのであります。

午後３時28分休憩

この裁判の判決は前知事が承認したことを後任の知

午後３時53分再開

事が合理性なくして瑕疵を理由に取り消すことはでき

○議長（新里米吉君）

ないとする、後任知事の違法性に対する司法の判断で

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。

あります。決して沖縄県民をないがしろにした判決で

座波

はありません。したがって県民をさらなる闘争へあお

一君。
〔座波

○座波

るような、矛先を変えるような発言はいかがなもの

一君

一君登壇〕
今議会一般質問真っ最中ではありま

か。

すが、翁長知事は風邪ぎみで体調を崩しているようで

イ、辺野古移設反対の主張は理解いたしますが、現

ありますが、容赦なく一般質問をさせてもらいます。

実的な選択と妥協点を摸索するのも政治ではないで

翁長知事は、自分は保守政治家であり、県知事選挙

しょうか。これ以上、沖縄県民を反政府運動、政治闘

の争点では、辺野古に基地をつくらせない１点だけが

争に巻き込むようなことは沖縄の未来に憎悪と不安し

違うとしておりました。しかし、最近の知事の発言に

か残しません。それこそ未来の沖縄に禍根を残すもの

は驚くほど過激な、反政府的なものが多く、大変不安

ではないか。

を感じるものであります。県知事の過激な発言は、反

続いて、２つ目に、県土の均衡ある発展の観点から
沖縄県の７つの広域都市計画のうち、中南部の５市３

対派の過激な行動を誘発しているのであります。
翁長知事の政治姿勢について伺います。

町２村が構成する那覇広域都市計画の市街化調整区域

翁長知事の国家観、国家論を伺います。

について伺います。

ア、知事が理想とする国のあり方を伺います。

那覇広域都市計画の区域区分について。

イ、民主国家として我が国の統治機能と政治システ

ア、沖縄県内で那覇広域都市計画区域のみ区域区
分、いわゆる線引きが導入され、現在も継続している

ムに対する思いを伺います。
ウ、我が国の地方自治における国と県及び市町村と

理由は何か。
イ、同計画区域内の自治体では線引きによる市街化

の関係について考え方を伺います。
次に、日米安全保障条約について伺います。

調整区域の割合が大きく、土地利用の規制がまちづく

ア、沖縄県知事として日米安全保障条約を今後も認

りの障害となり地域活性化ができないなどの不利益を

めるかを確認いたします。今後も認める立場であれば

こうむっていることを県は認識しているのでしょう

同条約を必要とする根拠を伺いたい。

か。

イ、沖縄県知事としてＳＡＣＯ合意の趣旨に沿った

ウ、平成22年８月の同都市計画では「自然環境を

米軍基地の整理縮小は最大の命題であります。普天間

保全し既成市街地の質的向上と開発圧力を駐留軍用地

問題が膠着すれば全体も進まない。これは沖縄県に

跡地に誘導して区域区分を継続する」とあり、これは

とって大きな損失ではないか。また米軍基地の跡地利

駐留軍が所在する中部地区のことであり、駐留軍用地

用を政策にしている21世紀ビジョンの政策実現も難

のない南部地区はそのまま線引きが継続されるという

しいのではないかということです。

ことであります。南部地区の発展への影響をどう考え

ウ、同条約のもと、東アジア地域における日本の外
交と防衛に関し、翁長知事は日本政府の方針と同一に
できるのか。あるいは沖縄の歴史的経緯から外交・防

次に、那覇広域都市計画区域内の自治体からの区域
区分への不満について伺います。
ア、平成12年の都市計画法改正で区域区分の実施

衛において自己決定権を主張するのかを伺います。
次に、(3)、違法確認訴訟裁判の結果を受けた知事
の発言について伺います。

ているのでしょうか。

は都道府県が選択することになっています。平成23
年の地域主権改革で市町村が責任と権限を持って地域
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の実情に応じたまちづくりができる制度となり、同区

地位を占めていただきたいと考えております。しか

域内の自治体首長たちからは、地域の実情に合ったま

し、近年、原発再稼働や安全保障法制の整備など、必

ちづくりのために、区域区分の大幅な見直しや廃止、

ずしも多くの国民の理解が十分に得られておらず、ま

または、単独の都市計画への移行を要望する意見があ

た、地方の民意とは異なる政策が進められるように

るが県の対応を伺います。

なってきていると思います。地方自治は民主主義の学

次に、那覇空港滑走路増設に伴う企業進出と物流拠

校と言われるように、国と地方が対等な関係でお互い
を尊重し合い、合意を形成するルールを構築するな

点形成と土地利用について伺います。
ア、物流拠点形成への取り組みは、那覇近郊市町や

ど、地方の意思が十分に反映されるような統治・政治

南部全域に企業進出や農漁産物の生産、加工、出荷の

システムを有することが、成熟した民主主義国家とし

拠点あるいは工業製品やパーツ等のバックヤードとし

ての本来の姿であると考えております。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

ての土地利用の需要が見込まれ、南部東道路や国道
507号、329号などの計画及び整備中の幹線道路の沿

させていただきます。

線やインターチェンジ周辺の土地利用の緩和を早急に

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

知事公室長。

検討すべきだが、県の考えを伺います。
最後の３番目に、沖縄県の墓地行政についてであり

謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

翁長知事の政治姿勢

についての御質問の中の、日米安全保障条約と基地の

ます。散在化する個人墳墓について。
沖縄の特殊事情で個人墳墓の建設が認められていま

整理縮小についての御質問にお答えいたします。１の

すが、県は平成28年４月までに全ての市町村に墓地

(2)アから１の(2)ウまでは関連いたしますので一括し

経営許可の権限を移譲しております。

てお答えいたします。

ア、前回の議会で、個人墳墓は景観を損ね市町村の

日米安全保障条約に基づく日米同盟関係がこれまで

都市計画や土地利用の整合性を妨げているとの認識を

我が国及び東アジアにおける平和と安定の維持に寄与

示しています。県は市町村へ墓地経営許可の権限移譲

してきたところであり、その必要性については沖縄県

後は市町村任せの問題としてはいけません。県の墓地

においても理解しております。しかしながら、戦後

政策を伺います。

27年間に及ぶ米軍統治下において、民有地の強制接

イ、沖縄県墓地公園整備基本指針は、権限移譲後の

収などにより、沖縄県の広大な米軍基地が形成され、

市町村の墓地行政として生かされているか。権限移譲

戦後71年を経過した今もなお、国土面積の約0.6％に

後も指針どおり指導するのか。指針どおりであれば市

すぎない本県に在日米軍専用施設面積の74.48％が集

町村の条例や計画に反映されているかを伺います。

中するなど、沖縄県民は過重な基地負担を背負い続け

４番目の我が党の代表質問との関連については、取
り下げます。

ており、基地の整理縮小を着実に進める必要がありま
す。平成18年５月に発表された再編実施のための日

○議長（新里米吉君）
〔知事

米のロードマップでは、沖縄に関連する再編案は相互

翁長知事。

に結びついており、嘉手納以南の統合及び土地の返還

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

座波一議員の御質問にお答え

は、第３海兵機動展開部隊要員及びその家族の沖縄か
らグアムへの移転完了にかかっているとされ、沖縄か

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、理

らグアムへの第３海兵機動展開部隊の移転は、普天間

想とする国家のあり方、統治機能と政治システム及び

飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展等にか

地方自治についてお答えをいたします。１の(1)アか

かっているとされておりました。その後、平成24年

ら１の(1)ウまでは関連しますので一括してお答えを

４月27日の日米安全保障協議委員会共同発表におい

いたします。

て、海兵隊のグアム移転及び嘉手納飛行場より南の施

第二次世界大戦後、日本は、国民主権・基本的人権
の尊重・平和主義を柱とする憲法のもと、実直で勤勉

設・区域の返還が普天間飛行場の代替施設に関する進
展から切り離されております。

な多くの国民の努力により、敗戦後の荒廃した社会状

沖縄県としては、米軍基地の跡地利用を進めるとし

況から、苦難を乗り越え、平和と経済的繁栄を享受す

た沖縄21世紀ビジョンを踏まえ、基地の整理縮小の

る、世界に誇れる民主主義国家としての道のりを歩ん

実現のため、在沖海兵隊の国外移転及び嘉手納飛行場

できました。今後も、世界に誇れる民主主義国家とし

より南の施設・区域の返還を確実に実施することが重

て、アジア、そして世界のリーダーとして、名誉ある

要と考えており、今後とも、軍転協等と連携し、あら
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ゆる機会を通じて、基地の整理縮小を日米両政府に対

よってもたらされる郊外への無秩序な拡散や道路、下

し強く求めてまいります。

水道等最低限のインフラ施設さえ備えない劣悪な市街

次に、不作為の違法確認訴訟判決を受けた知事の発

地形成、これらに伴う非効率で追随的な公共投資と
いったいわゆるスプロールの弊害に対処するため、昭

言についてお答えいたします。
今回の不作為の違法確認訴訟では、前知事の埋立承

和43年の都市計画法制定時に創設された制度であり

認が公有水面埋立法の要件を充足していないなどの瑕

ます。あわせて、当該区域区分制度は法律本則におい

疵があるものと判断し、知事が埋立承認を取り消した

て、全ての都市計画区域で行うこととしつつ、附則に

ことの違法性が問われたところです。福岡高等裁判所

おいて、当分の間、人口10万人以上の都市等政令で

那覇支部は、県が求めた安全保障や環境分野の証人申

定めた都市計画区域を対象に実施することとしてお

請を認めず、十分な審理を行わないまま、わずか２回

りました。また、従来市町村の行政区域単位で指定

の口頭弁論で結審したにもかかわらず、国の主張を一

されていた都市計画区域は、昭和43年の法制度にお

方的に採用し、軍事や環境といった専門技術的な面に

いて、土地利用の状況及び見通し、地形等の自然的条

まで踏み込んだ判断を行っております。また、地方自

件、通勤・通学圏等の日常生活圏、主要な交通施設の

治法においては、国の関与は最小限度でなければなら

設置の状況、社会的経済性等の一体性等から総合的に

ないとの基本原則があるにもかかわらず、国土交通大

判断して市町村の行政界を超えて指定できるようにな

臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的を逸脱した関与

りました。このようなことを踏まえ、復帰当時の中南

を認めるなど、極めて不当な判断を行っております。

部地域においては那覇市を中心とする那覇広域都市計

県としましては、福岡高等裁判所那覇支部の判決は

画区域と当時のコザ市を中心とするコザ広域都市計画

到底受け入れられるものではなく、埋立承認の取り消

区域に大別され、人口10万人以上の那覇市を中心と

しが法的に正当であるとの判断を最高裁判所に求める

する那覇広域都市計画区域については指定後間もなく

とともに、県民及び国民の皆様に沖縄県の考えを引き

区域区分を実施し、コザ市を中心とするコザ広域都市

続き訴えてまいります。

計画区域についてはいずれ区域区分を実施する予定と

次に、現実的な選択と妥協点についての御質問にお

されたものと考えております。一方、平成12年の都
市計画法改正に伴い、人口減少時代の到来を踏まえ、

答えいたします。
県は、国地方係争処理委員会の決定を真摯に受けと

全ての都市計画区域で実施するものとされていた区域

め、安倍総理、官房長官、外務大臣、防衛大臣へ協議

区分制度は、大都市を除き、都道府県の選択に委ねら

を求めました。また、同決定の趣旨を踏まえ、国と県

れることとなりました。この選択制の導入とともに、

が法廷闘争によることなく真摯な協議が行われるよ

人口減少が顕著な都市計画区域では廃止が検討されて

う、国土交通大臣へも配慮を求めましたが、国は７月

いることも事実でありますが、当分人口増加が見込ま

22日に不作為の違法確認訴訟を提起しました。沖縄

れる那覇広域都市計画区域においては、区域区分制度

県としては、福岡高等裁判所那覇支部の判決は到底受

はスプロール対策として有効であることから継続して

け入れられるものではなく、去る９月23日に最高裁

いるものであります。

判所へ上告及び上告受理の申し立てを行ったところで

同じく市街化調整区域の不利益についての御質問に
お答えいたします。

あります。
県としては、国地方係争処理委員会の決定を尊重

区域区分は、既成市街地への効率的かつ集中的な公

し、引き続き政府との協議による解決を求めてまいり

共投資、無秩序な市街地の拡大による環境悪化の防

たいと考えております。

止、計画的な公共施設整備による良好な市街地の形

以上でございます。

成、都市近郊の優良な農地との健全な調和等を目的に

○議長（新里米吉君）
〔土木建築部長

土木建築部長。

設けられた制度であります。このようなことから、市

宮城

街化を抑制する市街化調整区域においては、段階的か

理君登壇〕
那覇広域都市計画の

つ計画的に市街化を図ることとされていることもあ

市街化調整区域についての御質問の中の、那覇広域都

り、基盤整備の整っていない地域等については開発許

市計画区域の区域区分の継続についての御質問にお答

可制度によって立地規制が担保されているところであ

えいたします。

ります。一方、市街化調整区域内の既存集落等既成市

○土木建築部長（宮城

理君）

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分

街地周辺部においては、条例に基づき立地規制を緩和

する区域区分は、人口、産業等の急激な都市集中に

したところであり、地域活性化等に一定程度寄与して
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いると考えております。

○議長（新里米吉君）

保健医療部長。

県としては、引き続き市町村の計画的なまちづくり

〔保健医療部長

を支援するとともに、市町村からの要望や相談に対し

○保健医療部長（砂川

て適切に対応していきたいと考えております。

る個人墳墓についての御質問の中の、県の墓地政策に

同じく南部地域における区域区分の影響についての

砂川
靖君）

靖君登壇〕
それでは、散在化す

ついての御質問にお答えします。
墓地につきましては、市町村の都市計画や土地利用

御質問にお答えいたします。
駐留軍用地の跡地利用は、本県全体の振興に影響す

とのかかわりが深いこと、住民に身近な行政サービス

るものであり、総合的かつ計画的に推進する必要があ

として対応することが望ましいことから、墓地経営の

ると考えております。また、返還跡地の市街化につい

許可に関する権限を全ての市町村へ移譲したところで

ては、土地区画整理事業の導入等により、計画的に市

あります。市町村が主体的に墓地行政を行うことによ

街化を図っていくべきものと考えております。一方、

り、市町村の各種計画との整合が図られ、また、地域

南部地域に限らず地域のまちづくりは市町村が主体と

の実情に応じた墓地行政が推進されるものと考えてお

なって、まちの将来像を地域に示し、その実現に向け

ります。

て取り組むことが重要であると考えております。那覇

県としましては、公営墓地の整備促進、個人墓地の

広域都市計画区域のマスタープランにおいては、返還

問題等について、市町村から相談があれば適切に助言

跡地のみを優先的に市街化する方針を示しているわけ

を行うなど、望ましい墓地行政の推進に向け取り組ん

ではなく、那覇市以外の南部市町村においても、各市

でいきたいと考えております。
次に、沖縄県墓地公園整備基本指針の市町村条例等

町村の上位計画等に基づき、計画的な市街化に取り組
むことを促しているものであります。各市町村におい

への反映についてお答えします。

ては、市街化を図る市街化区域と市街化を抑制する市

沖縄県墓地公園整備基本指針では、市町村墓地整備

街化調整区域を調和させるとともに、必要に応じて土

の方向性やモデルケース等を示しており、市町村によ

地区画整理事業や地区計画等を活用して、計画的に良

る墓地公園整備基本計画の策定や公営墓地の整備の際

好な市街地の形成を進めることが重要であると考えて

に活用できる内容となっております。平成27年３月

おります。

末時点において、墓地に関する条例等を制定した市町

同じく区域区分の見直しや廃止、単独の都市計画区

村は26団体となっており、また、墓地公園整備基本
計画を策定した市町村は26団体となっております。

域への移行についての御質問にお答えいたします。
県においては、那覇広域都市計画区域内の市町村の

条例及び計画等が未策定となっている10団体につき

首長から、これまで単独都市計画区域の指定等につい

ましては、早期に策定するよう助言していきたいと考

て、直接公式に要望を受けたことはありません。県と

えております。

しては、しばらく人口増加が見込まれる那覇広域都市

以上でございます。

計画区域においては、区域区分制度は当面継続すべき

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

と判断しておりますが、引き続きスプロール対策等区

午後４時20分休憩

域区分廃止後を想定した議論・検討は行っていきたい

午後４時21分再開

と考えております。

○議長（新里米吉君）
座波

一君。

○座波

一君

同じく那覇空港滑走路増設に伴う物流拠点形成と土
地利用についての御質問にお答えいたします。

再開いたします。

まず、個人墳墓の件から入ります。

物流拠点化を図るためには、地元との合意形成や対

この個人墳墓は、建設はまだまだとどまるところが

象地域の可能性調査等が必要であり、市街化調整区域

ないのが現状であります。市町村に権限移譲されても

においても、市街化区域編入を前提とした地区計画を

減少はしない。むしろ市町村民への行政サービスと

定めること等により、物流拠点の形成は可能であると

なって、周辺の問題がなければ、市民の申請に許可の

考えております。

方向で対応していくのが現実になってきているんで

県としては、市町村と連携を図り、企業誘致と都市

す。ですから、市町村の都市計画に影響するから抑制

計画のあり方についての課題等を共有し、企業誘致も

できるものではないということは明らかであります。

含めた計画的なまちづくりを支援していきたいと考え

また、規模の小さな個人墳墓は建築物ではないもの

ております。
以上でございます。

ですから、市街化調整区域でも許可されるんですね。
これが大きな問題なんです。先ほど指摘した、那覇広
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域都市計画特有の問題にもなっているわけです。市街

指針は先ほど申し上げたように生きておりますの

化調整区域に墳墓が広がっているということも現実に

で、それに沿った整備を市町村において主体的に判断

あるということを認識しないといけない。

して処理していくことが望ましいというふうに考えて

要するに、開発ができないため住宅はつくれない。

おります。

つくれないが墓はつくれるということなんです。これ

○議長（新里米吉君）

が今那覇広域都市計画の市街化調整区域のあるところ

○座波

に起こっている現象であるということです。

識があるような答弁じゃありませんね。これはもっと

一君。

基本的に墓地行政を見直すという意

しっかり県三役の皆さんも考えなければ、沖縄県のこ

それについて、どう考えますか。
○議長（新里米吉君）

一君

座波

の狭い県土、しかも世界レベルの水準のリゾート地を

休憩いたします。

午後４時23分休憩

つくっていこうという戦略に全く沿ってないというこ

午後４時23分再開

とです。

○議長（新里米吉君）

次に移ります。

再開いたします。

那覇広域都市計画の市街化調整区域についてです

保健医療部長。
確かに、権限移譲に

が、答弁は確かに、この市町村のマスタープランある

おきましても、沖縄の独特な慣習と申しますか、文化

いは区域区分、地区計画を尊重して市街化調整区域を

そういうものがあって、権限移譲後、市町村で個人墳

見直すとはなっておりますけれども、現実には５年に

墓については許可を与えている実態があるということ

１度、小規模の見直ししかされていない。市町村には

は承知しておりますが、この権限移譲、その許可を与

余りにも壁が高いんですね、ハードルが高いんです。

えるかどうかについても市町村が主体的に判断して

地区計画もままならないのが現実なんです。そこを今

行って処理すべき事柄であるというふうに考えており

南部が大変人口の増加が起こっております。これスプ

ます。

ロール化の対策というのはわかりますけれども、一定

○保健医療部長（砂川

○議長（新里米吉君）

靖君）

座波

のもうこの時代は過ぎた。那覇を中心とした市街地の

一君。

そうなると、平成12年の沖縄県墓

形成から、今地方に都市を形成する時期に入っており

地公園整備基本指針と全く整合してないということに

ます。そこを見越した指導をしなければいけないと

なるんです。かなり、これは突っ込んだ指針が示され

思っておりますが、部長いかがですか。

ていまして、個人墳墓を基本的に許可しない方向でい

○議長（新里米吉君）

○座波

一君

午後４時27分休憩

くと書かれています。これ、確認しましたか。
○議長（新里米吉君）

保健医療部長。

○保健医療部長（砂川

靖君）

休憩いたします。

午後４時27分再開

指針の内容について

は、概括的に総覧しただけで細かいところまでは確認

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

土木建築部長。
市街化区域及び市街

しておりませんが、ただこの指針は今でも生きており

○土木建築部長（宮城

まして、やっぱりその許可を与える、与えないそうい

化調整区域の区域区分については、先ほど昭和49年

う主体的な判断は市町村のほうにおいて判断していた

からこれまで42年ほどたっておりまして、その間、

だきたいということでございます。

定期見直しというのをおおよそ５年置きに行っており

○議長（新里米吉君）

座波

理君）

ます。これは、国勢調査をもとにして人口動態、ある

一君。

ですから、そうなりますとこれまで

いは商業の移り変わりとかそういうものを調べた上

許可してきたのは県ですから、県の墓地行政としてこ

で、市街化区域の規模というのを判断して、それを即

のような状態になっているということは現実ですか

値的に割りつけるのか、あるいは一部人口保留フレー

ら、今後、指針のとおり市町村にもしっかり指導し

ムをとって計画的に次の５年間で拡大していくのかと

て、沖縄の墓地行政のあり方をしっかりもう一回見直

いうふうに整理をしているものでございます。今回、

すべきだと思います。もう一度お願いします。

６回目の調整をずっと行ってきておりますが、その中

○座波

一君

○議長（新里米吉君）

保健医療部長。

○保健医療部長（砂川

靖君）

では今議員御指摘のように、これまで硬直的であった

権限移譲後において

という御指摘もあって、市町村とはずっとこの件につ

も、墓地経営の許認可等に関して市町村から相談があ

いて議論をして、例えば既存集落、既成市街地と連続

れば、県としてもその指針を踏まえて適切に相談に応

する既存集落であったり、あるいは幹線道路の沿道で

じていきたいと思います。

あったりという部分は、市町村の要望も聞きながら、
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一定の計画性が担保できるところについては、今素案

動、大変一時的な現象ではありましたけれども、全政

の中で整理をさせていただいているところでございま

党、ある意味で全団体、全県民が御一緒して、いわゆ

す。

る普天間の県外移設、それからオスプレイの配備撤回

引き続き、市町村の計画的なまちづくりを支援して

まったものをベースにして、いわゆる沖縄側の主張を

いきたいというふうに考えております。
○議長（新里米吉君）

座波

というような形でまとまったものですから、そのまと
これだけ県民が心を一つにして頑張っているにもかか

一君。

南城市が単独の都市計画に移行でき

わらず、それについて何ら耳をかすようなことになら

たのも、こういうふうに行ったのもやはりこの計画が

ない。そうしますとこれは、私たちが子や孫に、沖縄

非常に厳しかったということがあってのことです。で

の政治家は一番沖縄の子や孫に責任を持って政治をす

すから、南部がもうそういう時代に入ったということ

るのが大切だと思いますので、やはり過去の歴史も踏

ですので、ぜひ首長の意見も聞き、そして地域の議員

まえながら、何が世の中起きるかわかりませんから、

の意見も聞いて、現実的な南部振興の柱としてこの計

そういうときに日本国民として平等に取り扱う中での

画を見直していただきたいということです。

いいことも悪いことも御一緒させていただきますが、

○座波

一君

最後になりますが、知事の政治姿勢につきまして

沖縄だけにこれだけ多くの負担を感じさせるという中

は、たくさんの議員からのお話、質問の中でもなかな

では、これは沖縄の政治家としては責任が負えない。

か平行線のような気がします。しかしながら、やはり

その中での妥協点を見出そうということで、私の今日

政治というものは、ある一定の結果を出さなければこ

までの活動があります。

れは政治の評価にはつながらないわけでありまして、

そういう中で、座波議員からすると、今日までの私

その妥協点を見出す努力という点につきましては、

の発言からすると過激だというような話も今ありまし

やっているという答弁もありましたが、しかしながら

たが、私からしますと、それは従来の政治の姿勢の中

片やこの過激的な知事の発言には、私は大変危惧して

からの過激ではなくて、沖縄県に主軸を置く気持ちを

いるんです。

持って強く話をさせてもらっております。

これは政治家の対立は一時的なものかもしれませ

政治的にいいますと、今御承知のとおり、二階幹事

ん。しかし、県民や国民の感情は一旦対立してしまう

長を初め代行、代理の方お二人、副幹事長もおいでに

となかなか修正がきかないという非常に大変なことに

なって意見交換もさせていただきました。近いうち

なってくる可能性もあるんです。だから、沖縄県の

に、自由民主党本部で沖縄の物産展も開催されます。

トップリーダーとして、140万のリーダーとして、そ

ですから、いろいろこういう模索もしながら、なおか

こら辺は懐深く話し合えるその環境もつくりながら、

つ基地の問題に関しましては、県民の大きな支持、こ

双方がいずれは手を取り合って沖縄県のために頑張る

れはこの２カ年間の民意ではっきり示されております

という機会に持っていくような努力はさらに必要では

ので、座波議員は周辺にこういうことを言う人はいな

ないかと県知事に伺います。

いよという話をされましたが、南城市におきましても

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

この一連の知事選挙、衆議院選挙、参議院選挙ではこ

○知事（翁長雄志君）

座波一議員の御質問にお答え

の考え方が勝利をしているわけでありまして、その意
味からいうと、そういったこと等を踏まえた上での政

をいたします。
政治が結果でありますというようなことは、私も今

治行動がある必要があるんじゃないかと。これを過激

日までの政治活動の中で大変重要視をしております。

だということでもとのもくあみに戻すというのは、こ

ですからこそ、今までの長い保守と革新の対立の中

れはどうだろうかと思います。

で、保守はどちらかというと、ある意味ではもう中央

私自身は、私も本を出したりしていますので、多く

との連携だけを考える。あるいは、革新の方々は、そ

の方が読んで、私の至らないところもそれからそのラ

れに対して全面的に反対をするということでは物事は

インも知っていると思います。それをベースにしなが

解決しない。やはりその中に、一つの妥協点というも

ら、できるだけ沖縄県民の心を可能な限り一つにする

のがなければこの問題は解決しない上に、沖縄のパ

中で、基地問題も解決をし、経済も発展させ、子供の

ワーを大きくするという意味でも、そういったものに

貧困も解決をしていきたいなと、思いはすごく持って

ひとつ心を配りながら私たちが主張する政策をしっか

おりますので、これからも努力をしてこのラインで頑

りと述べる必要があるだろうと思いました。

張っていきたいと思っております。

その政策をしっかり述べるというのが、東京要請行

○議長（新里米吉君）
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座波

一君。

政治の裏表を十分知り尽くしている

受けてきたというのは、まずあらわしたほうがいいだ

県知事ですから、それを踏まえた意見だということは

ろうと我々はそう感じて、そう考えて、その要望にし

十分に私は尊重いたします。

たというのが信念であります。先ほど午前中も言いま

○座波

一君

私は、この国のあり方も踏まえて日本のこの地方自

したけれども、もしそういう皆さん方の意見がありま

治がもう成り立たないということ、そういうことを発

したら、今後はそういうふうにまた、皆さん方の意見

信していくと、じゃ天下の地方自治体は全て自己決定

も参考にしながら検討してまいりたいというふうに答

権が保障されるのかということにもなりかねないわけ

えたところです。

ですね。あるいは47都道府県全てに自己決定権があ

以上であります。

るとするならば、国が本当に統治の機能が果たせるの

○議長（新里米吉君）

かという問題にもなるわけですが、そういう部分から

○座波

いうとある程度の規律の中での政治が必要だと私は

聞くことができましたが、やはり政治の方向性として

思っているわけでございます。ですから、そういうこ

目的は一緒なんですから、結論を出すというところま

とを主張したいということを指摘したいと思っており

でしっかり話し合っていかなければいけないというこ

ます。

とを改めて確認いたしました。

また、先ほど午前中の質疑の中でありましたが、先

一君

座波

一君。

県知事、副知事からしっかりと話を

ありがとうございました。

日、二階幹事長との会談でも６つの要望事項を提出さ

○議長（新里米吉君）

れている中で、その内容を見ましたら、ちょうど３番

○山川

目に辺野古の問題を入れているわけです。要望の中に

願いいたします。

典二君

山川典二君。

知事初め当局の皆さん、よろしくお

辺野古の反対を入れる。島袋議員から指摘がありまし

沖縄・自民党の山川典二でございます。

たわけですが、まさにリンクそのもののような文章に

知事は、那覇市長時代に行政は市民の最大サービス

なっているわけです。要望としての、もうこれはリン

だということで、那覇市の行政を活発に進めていらっ

クしているんです。そういうことをやはり求めるもの

しゃいました。ところが、ここ数カ月、那覇市の行

は求める、話し合うものは話し合うという中で進めて

政、特に今議会、議会中でございますが、市議会、補

いくということであれば、安慶田副知事、もう少しや

正予算の審議がなかなか進まなかった。その原因は、

りようがあるのではないかと思いますがどうでしょう

議長の辞職問題だったんです。金城徹議長への辞職を

か。

求める議長辞職勧告決議というのが計４回可決されま

○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。

○副知事（安慶田光男君）

した。90年近い県都那覇市の議会としては、前代未

お答えいたします。

聞でありますし、４回も勧告決議が出されるというこ

午前中の答弁でも話しましたけれども、これ私たち
は二階幹事長さんが初めて沖縄にいらして、県とお話

とに関しましては、市議会議員としてかつて働いてい
た者としては、本当に残念でざんきにたえません。

をするということで、やはり沖縄県の本当の柱はこれ

たまたまでございますが、知事も、そして浦崎副知

だということも言わなきゃなりませんし、またこれま

事、安慶田副知事も那覇市議会議員の経験者でござい

で官邸には行ってまいりましたけれども、またそれと

ます。特に、知事は、知事就任の前までは那覇市長、

同時に鶴保大臣にも、あるいは菅官房長官にも、それ

そして安慶田副知事も那覇市議会議長として活躍をさ

から党にもそれぞれ要望をしてまいりました。

れておりました。今回のこの那覇市の議長辞職に関す

その中でも一貫して、やはり沖縄県においては、翁

る問題につきまして、初めに知事から、率直に御見解

長知事は公約の中で辺野古に新基地はつくらせないと

を伺いたいと思います。

いうことで闘ってまいりましたということは申し上げ

○議長（新里米吉君）

てきておりますし、当然、辺野古の新基地の問題だけ

○知事公室長（謝花喜一郎君）

で、今自民党さんとは意見が違っているわけでありま

せてください。

知事公室長。
まずは私から答弁さ

して、それ以外のいろんな振興策につきましては、先

那覇市議会において、議会運営方法などをめぐり、

ほども知事からもありましたが、二階幹事長さんのお

議長に対する不信任決議や辞職勧告等の決議がたびた

計らいによって、自民党本部で物産展も開いていただ

び可決されたことは承知してございます。

けると。そのようなところもやはり話し合うところは

那覇市議会におきましては、市民の視点に立った議

話し合って、そして、我々とは意見をちゃんと述べる

会運営を行っていただきたいというふうに考えている

ところは述べて、知事がそういうことで県民に信頼を

ところでございます。
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○議長（新里米吉君）
○山川

典二君

が、いずれにいたしましても、本来ならば早く３月の

山川典二君。

知事公室長、あなたは那覇市議会議

段階で収拾して、健全な県都那覇市の行政運営に当た
らせるという、そういう指導というか政治力というも

員だったんですか。率直に聞きますよ。
これは、非常に重要な問題をはらんでおりまして、
来月５日に現在の議長が辞任をすると、そして７日の

のをぜひ発揮していただきたかったなというのが本員
の感想でございます。

最終本会議で新議長を選任するという今スケジュール

それでは、次の質問に移りますが、事前に議長の許

にはなっておりますが、この金城議長が９月16日、

可を得まして資料を配付しております。執行部、そし

裁判の判決の日ですが、知事にお会いしましていろい

て議場の皆さんには、釈迦に説法でありますが、理解

ろ御相談をしているわけであります。その後、空転中

を深めるということで、日中漁業協定そして日台漁業

の那覇市議会の中で、それも代表者会議の中で、翁長

協定の水域図を簡単に説明して、質疑を深めてまいり

知事がやめるなと言ったからずっとやめてこなかった

たいというふうに思っております。
まず、日中漁業協定水域図をごらんいただきたいと

んだと、堂々と発言をしております。それは承知して

思いますが、この真ん中の横棒の北緯27度、これが

おりますか。
○議長（新里米吉君）

非常に我が沖縄県と、もちろん日本ということでござ

安慶田副知事。

○副知事（安慶田光男君）

山川典二議員にお答えい

いますが、この台湾あるいは中国との漁業水域の重要
な線でございます。この北緯27度以北、北のほう、

たします。
日にちは、16日だったということで私もお会いし

日中暫定水域がございますが、措置水域、これは日中

ましたが、別にそういうやめるやめないの話ではあり

漁業協同委員会で協議をして、お互いの漁獲量、ある

ませんでした。実は、どういう状況だったかという話

いは船の隻数など毎年１回決めて操業する水域です。

であって、そのときに、私たちは、那覇市のことだか

さらにその北のほうは、中間水域ですが、これは特に

ら、那覇市で早目に解決しなさいと。しかし、ここ以

九州の漁業関係者との関連が強い地域ではございます

上来たら、誰がいい、誰が悪いという話じゃなくて、

が、双方が相手国の許可証を取得せず操業できる水域

もうこれは議会全体の、あるいは議長を初め議会全体

ということになっております。これは日中の漁業協定

の責任だから、早目に正常化してやっていくべきじゃ

の水域。そして、北緯27度線の南のほう、これが台

ないかという話は、私はしました。その後帰られたけ

湾との日台漁業協定、または日台漁業取り決めという

れども、別にそういう話は知事からはなかったと私は

ふうに言われておりますが、お互いで確認をして、自

思います。

由に操業できる地域がこの台形の部分と下のほうの三
角形の部分です。特に、この下のほうの三角形は八重

以上です。
○議長（新里米吉君）

山北方三角水域と言いまして、非常にトラブルが多い

山川典二君。

実は、３年前の那覇市議会議員選挙

地域です。そして、その右のほうの台形の日台の特別

のときに、議長を２年交代でやるということで話し合

協力水域というところもありますが、ここもお互いの

いの申し合わせがあって、それは血判状も皆ついてい

話し合いで操業区域を、水域を決めている部分です。

るんです。ことしの３月にやめる予定だった。ところ

なぜこれを決めているかといいますと、クロマグロを

がやめなかったんです。そこに一つ大きな根本的な問

中心とする大型魚が一番多くとれる地域、水域がこの

題がありました。そのときに、議長は、この間の代表

水域なんです。太平洋の赤道から北上して、フィリピ

者会議で、私は３月、４月ぐらいからやめるつもり

ンからこの台湾の東側のバシー海峡を通りまして、そ

だったけれども、知事から頑張れと言われてずっと

して与那国から八重山地域、そして沖縄本島にこうし

やっていたという話があったんです。代表者会議の中

て大きな黒潮に乗って、小型魚を追って中型魚、中型

です。そういう意味では、那覇市の問題ですから、本

魚を追って大型マグロの魚などが追っかけてくるとい

県議会とは関係ないとは言いながら、しかし、たまた

うような、そこが一番の世界でも有数なクロマグロの

ま知事、副知事がそれぞれ那覇市議の経験者。私も那

生産水域なんです。したがって、４月から７月の４カ

覇市議会の経験をした者として、これだけ議長やめな

月間なんですが、その４カ月で１年分の仕事をするぐ

さいと、適任じゃないと４度も決議がなされたという

らい、このマグロがとれる地域、ですからここで今、

ことに関して、知事の影響があったというふうに、代

実はいろんな問題が起きております。そして、もう一

表者会議の中では皆さんにおっしゃっているわけでご

つ見ていただきたいのは、この北緯27度と東経120

ざいます。そういう意味では、これ以上問いません

度30分の西側の部分、これは中国が操業したらだめ

○山川

典二君
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直接的な原因は、台

な地域なんです。その中には尖閣諸島も入っておりま

○農林水産部長（島尻勝広君）

す。尖閣諸島周辺には、中国漁船が報道などにもあり

湾側の漁船の大きさ、そういうところと、それと日本

ますが、あれは一部です。頻繁に操業しているんで

側が求めている漁船間の距離としての４海里、あるい

す。そういう実態をぜひ認識していただきながら、質

は向こう側が求めている１海里、その辺が基本的にそ

疑に入ってまいりたいと思います。

ういう面積的な部分のトラブルの原因かなというふう

まず、日台漁業協定に関してでございますが、ア、

に考えております。
山川典二君。

台湾の政権が変わりました。国民党の馬総統にかわり

○議長（新里米吉君）

まして、５月に民主進歩党、民進党の蔡英文、女性と

○山川

しては初めての総統に就任をいたしましたが、知事も

に解説をしますと、要はその台湾の漁船は大型船、そ

就任式には御出席されたと思いますが、その政権交代

れで数も多い。それで台湾が求めているのは、この三

に伴って、この日台の漁業交渉の変化が考えられるの

角を縮小して、水域を縮小して、取っ払って自由に漁

か。あるいは、そういう認識をお聞かせください。

をやりたいと。ところが、日本側は、台湾が求めてい

○議長（新里米吉君）

典二君

答弁ちょっと舌足らずですが、簡単

る１海里、約１.七、八キロ、大型船で来るものです

農林水産部長。
お答えいたします。

から、自分たちの操業ができないんです。したがっ

台湾は、本年５月に新政権となり、日本の水産庁長

て、それを広くしたいというところでの、今かみ合わ

官に相当する台湾漁業署長には、陳添壽新署長が就任

ない課題があって、これはずっともう平行線なんで

しております。陳署長は、新政権は日本との交流を非

す。これは何かといいますと、８月に自民党県議団で

常に重視している。日台間の対話を強化し柔軟な対応

八重山の石垣を中心とする漁民の皆さんとの話し合い

で交渉に臨むと、マスコミの取材に答えております。

をしました。本当に想像を絶するぐらい、死活問題以

県としましては、引き続き漁業関係団体や国と連携

前の今問題なんです。漁に出られないと言っているわ

し、次回開催の日台漁業委員会においても、さらなる

けです。これ何かといいますと、あるこのリーダーが

操業ルールの改善等を台湾側に強く求めてまいりたい

おっしゃっていましたけれども、国道58号の激しい

と考えております。

車の往来の中、横断歩道のないところでふらふらと渡

○農林水産部長（島尻勝広君）

○議長（新里米吉君）

るような感覚だというわけです。これどういうことか

山川典二君。

今、日台漁業交渉取り決めの中で、

といいますと、操業の方法が違いまして、日本は東西

特にこの八重山北方三角地域あるいは特別水域での問

でやるんです。台湾は南北でやるわけです。したがっ

題点は何ですか。お聞きします。

て、大型船で漁船も多い、沖縄側は小型船で船の数も

○山川

典二君

○議長（新里米吉君）

少ない。お互い操業している。ところがやっぱりぶつ

休憩いたします。

午後４時53分休憩

かるわけです。ぶつかりそうになりますから、沈没し

午後４時53分再開

ますから、これ避けますよね。避けるときにこのはえ

○議長（新里米吉君）

縄で言うところの網が引っかかる。必然的に切られる

再開いたします。

わけです。

農林水産部長。
先ほど先生のほうで

こういう実態が何度も起こっているんです。そうい

図表を出していただいたんですけれども、そこの中の

う認識が県のほうにあるのかということを私は聞きた

八重山北方三角水域については、こちらのほうが希望

いし、そうでなければ、もっと漁民の皆さんに具体的

している面積というか、そういうところが非常に狭い

にお聞きをして、その対策をやるのが私は県の務めだ

ということで、操業に支障がある、あるいは台湾側と

と思います。国対国の問題ではありますが、ここは沖

のやっぱりトラブルを懸念して、非常にその辺のルー

縄県民が生活をしているところでございますし、自分

ルを改善してほしいというような要望が強いかと思っ

たちの子供とか、甥っ子とか、男の子を乗せて跡継ぎ

ております。

にさせようと思ったけれども、生命の危険があるの

○農林水産部長（島尻勝広君）

○山川

議長、休憩してください。

典二君

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

で、とてもじゃないけれどもこれはもう乗せられない
と、跡継ぎにさせられない。そういう切実な声はこの

午後４時54分休憩

話し合いの中に、意見交換の中でありました。それで

午後４時54分再開

いろいろ調べたら、実態としてはこういうふうに状況

○議長（新里米吉君）
農林水産部長。

再開いたします。

が。これに対して、ぜひ国対国の漁業交渉、あるいは
委員会がありますが、準備会もあります。その中にオ
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ブザーバーでもいいですから、ぜひ県の幹部として出

のこともありますが、この動きは、実は中国が非常に

席をして、状況をしっかりと把握して対策を立ててい

気にしているところがありますから、その辺はぜひ認

ただきたい。そういうふうに思うわけであります。い

識してください。つまり、これは日中漁業交渉が今８

かがですか。

月に準備会があって、また秋にも行われますが、その

○議長（新里米吉君）

辺を少し頭に入れて、行政の皆さんの中で、その認識

農林水産部長。
今、先生がおっしゃ

○農林水産部長（島尻勝広君）

を共有していただきたいと思うんです。

るように、水域の範囲が狭いということについては、

今、時間が余りありませんので、今回は日台と日中

漁業者のほうからも非常に強い不満があるというのは

に関してやりますが、イの八重山北方三角水域の操業

認識しております。それと県のほうとしましても、八

ルールを2017年漁期に間に合わせるための関係者に

重山のほうについては、地元の事務所がありますの

よる検討専門会議の予定、進捗状況、まずそれを聞き

で、そのところで関係者のほうから意見を聞いたり、

ましょう。

あるいは日台漁業のその会合の中におきましても、県

○議長（新里米吉君）

の部のほうとしても、統括監あるいは課長等を同行さ

○農林水産部長（島尻勝広君）

農林水産部長。
お答えいたします。

せて、この辺は関係者のほうと一緒に台湾との交渉に

ことし３月に開催されました日台漁業会合等におい

ついては同席させてもらっておりますので、今先生が

て、平成28年漁期も平成27年３月に策定された操業

おっしゃるようなところについては、県のほうも同じ

ルールを引き続き運用することとし、八重山北方三角

ような考えで取り組んでいきたいというふうに考えて

水域の操業ルールを2017年漁期に間に合うように検

おります。

討するため、次回の日台漁業委員会までに、関係当

○議長（新里米吉君）

局・漁業団体を含めた専門会議をできる限り早い時期

山川典二君。

台湾の宜蘭県、特に蘇澳という地域

に開催すると合意しております。専門会議の開催につ

は、台湾の漁業の中心地であります。与那国と目と鼻

いては、現在、国が台湾側と調整を進めていると聞い

の先。宜蘭県の出張所が先日、那覇市の久茂地に事務

ておりますが、日時や開催場所はまだ決定しておりま

所が設置されまして、その宜蘭県の知事も翁長知事を

せん。

表敬されております。この林聡賢宜蘭県知事は、台琉

○議長（新里米吉君）

協会ということで、台湾と沖縄の台湾側の会長、理事

○山川

長をなさっております。それはぜひ、ちょうちょう

沖縄県で近々に開催予定だと思いますが、その辺も承

はっし、いろいろ意見交換をしてほしいんですが、な

知しておりませんか。

ぜ宜蘭県がわざわざ沖縄に事務所を出したと考えます

○議長（新里米吉君）

か。

○農林水産部長（島尻勝広君）

○山川

典二君

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

典二君

山川典二君。

日台漁業委員会の準備会も含めて、

農林水産部長。
お答えいたします。

日台漁業委員会会合等の開催は、日台双方で交互に

午後４時59分休憩

開催することになっており、今回は日本で開催される

午後４時59分再開

予定となっております。開催地や日時については、国

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

が台湾側と協議して決定いたしますが、現在のところ

農林水産部長。

いずれも未定と聞いております。
沖縄県の漁業者ない

○農林水産部長（島尻勝広君）

しは宜蘭県の漁業者のほうとは、長い歴史の中で交流

○議長（新里米吉君）
○山川

典二君

山川典二君。

準備会は沖縄でやります。

もあるというふうに認識しておりますけれども、その

それと、オの日台漁業取り決めに関して、知事が台

中で、その漁業者間の交流も含めて、宜蘭県のほうは

湾側に先ほどの八重山漁民の皆さんのいろんな状況、

那覇のほうにもそういう趣旨も含めて、開設したのか

苦悩、そういったものを要請行動したことがあるのか

なというふうに考えております。

ないのか。あるいは、今後そういう考えがないのかお

○議長（新里米吉君）
○山川

典二君

山川典二君。

聞きします。

宜蘭県というところは、民主進歩党

の強力な支持基盤です。つまり、中国との関係で言え

○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。

ば、国民党寄りと台湾独立派の民主進歩党の政治的な

知事による台湾側への要請行動は、これまで行って

色分けがある。そういう宜蘭県の知事がわざわざ沖縄

おりません。要請・協議の実施については、今後適切

に来て、もちろんいろんな物産であるとか観光の誘致

に対応してまいりたいと思っております。これまで、
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県は、日台漁業取り決めの見直し等について、政府に
対し直近の８月24日も含め、要請を重ねてきたとこ
ろであります。

す。
県としましては、不測の事態が発生した場合、関係
省庁と連携し、適切に対応してまいります。

県としましては、今後とも漁業関係団体と連携し、

○議長（新里米吉君）

山川典二君。

尖閣諸島に緊急避難した場合はどう

国に対し、日台漁業取り決めの見直し等について、台

○山川

湾側と粘り強く協議することを強く求めてまいりたい

いう対応をとるんでしょうか。

と考えております。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
○山川

典二君

山川典二君。

典二君

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

ぜひ知事、この辺は前向きにお考え

ください。

対応するものだと考えております。
○議長（新里米吉君）

そして、日中漁業協定に関してでございますが、中

海保のほうで適切に

長崎の五島列島の玉之浦という港

典二君

○山川

山川典二君。

国側のサンゴ網漁業に関しまして、沖縄県内水域にお

に、中国漁船が１年間で台風という理由で、夏場限

ける操業実態、取り締まり実施状況について伺いま

りですが４度ほどありまして、最初は89隻、20隻、

す。

153隻、106隻と４度も台風という理由で避難をして

○議長（新里米吉君）

おります。常態化している可能性、状況がありまし

農林水産部長。
お答えいたします。

て、ぜひこの非常に微妙な尖閣に入る可能性もあるわ

中国のサンゴ網漁船は、北緯27度以南の沖縄本島

けです。あるいはそれ以外も。その対応を海上保安庁

と宮古島との間で、マチ類の好漁場となっているホウ

任せじゃなくて県としてぜひ検討していただきたいと

ザンソネやタイキュウソネ付近において、多いときに

思いますがいかがですか。

は約200隻の船団で操業していたと聞いております。

○議長（新里米吉君）

平成26年度には、本県周辺水域において、水産庁及

○農林水産部長（島尻勝広君）

び海上保安庁の取締船が、４隻の中国サンゴ網漁船を

○議長（新里米吉君）

○農林水産部長（島尻勝広君）

農林水産部長。
休憩いたします。

拿捕しております。中国サンゴ網漁業は、中国国内に

午後５時８分休憩

おいても違法とされ、日中漁業協同委員会において、

午後５時８分再開

両国がその根絶に向けた取り組みを行うことが合意さ
れており、平成27年１月以降、本県周辺水域におけ
る中国サンゴ網漁船の操業は確認されておりません。
県としましては、国に対し、引き続き中国サンゴ網

○山川

典二君

再開いたします。

農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）

海保のほうと連携し

ながら、また検討していきたいというふうに考えてお
ります。

漁船の取り締まり強化を求めてまいります。
○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

休憩願います。

山川典二君。

○議長（新里米吉君）

この日中の水域では、一切サンゴ漁

は禁止でございますので、引き続きよろしくお願いし
ます。

○山川

山川典二君。

時間がありませんが、残りの質問は

典二君

また次回にさせていただきたいと思います。
ぜひ対応してください。非常に緊迫していますよ、

時間がありませんので、(3)の中国・台湾の漁船に

八重山は、本当に。
よろしくお願いします。ありがとうございました。

対する危機管理について伺います。
中国・台湾の漁船が台風などにより沖縄県内の港や
島、無人島も含めて一時寄港する可能性があります

○議長（新里米吉君）
○西銘

啓史郎君

西銘啓史郎君。

沖縄・自民党の西銘です。

が、そうしたときに沖縄県としての危機管理マニュア

きょうは一般質問をさせていただきますが、その前

ルや対策方法などガイドラインがあるのか伺います。

にリオ・オリンピック・パラリンピックが終了いたし

○議長（新里米吉君）

ました。日本人選手、それから県代表の選手、大変な

農林水産部長。
お答えいたします。

活躍があったことを大変うれしく思います。あと同時

台風等で中国や台湾の漁船が我が国領海内に緊急避

に、忘れてはいけないのはその裏で支えてくれた家族

難する場合は、海上保安庁へ連絡した後、領海内の港

やコーチやトレーナー、またスポーツの協会団体、そ

等に避難することが可能となっております。日本国内

れからＪＯＣ等の今回はすごいサポートがあったとい

に寄港した外国漁船については、海上保安庁の監視下

うふうに聞いております。

○農林水産部長（島尻勝広君）

に置かれ、行動等が制限される体制となっておりま

私も、そういった裏で日の当たらない方々への目配
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りを忘れずに議員活動に邁進してまいりたいと思いま

手続を進めているところでございます。

す。県の執行部におきましても、知事や部長を支える

○議長（新里米吉君）

課長、班長、若い方々が向こうにもスタンバイしてい

○西銘

ますけれども、そういった方々にも私は敬意を表しな

中で、県管理が９つ、国管理が３つ、那覇市の管理が

がら質問してまいりたいと思います。

３つというふうに伺っております。これから延伸する

それでは、まず最初に順番をちょっと変えさせてく

啓史郎君

西銘啓史郎君。

今回、モノレール駅が15駅ある

駅、県管理、国管理わかりませんけれども、同じよう
な轍を踏まないようによろしくお願いしたいと思いま

ださい。
３番目、沖縄都市モノレール昇降機のふぐあいにつ

す。
それともう一つ、今回のとまった６つの駅の中で県

いて、これについてはもう何度も答弁がありましたの

の管理が３つありましたけれども、部長は現地に足を

で、事実関係、数字等を教えてください。

運んでいますか。

ア、発生費用と予算計上額、お願いします。
○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。

○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。

今回昇降機が停止した県管理３駅の昇降機修繕に要

現地で確認いたしました。また、実際車椅子を利用

する費用は、合計約550万円となっており、これらは

している方々等の御苦労というのも肌で感じておりま

当初予算で対応しております。また、今回の長期停止

す。緊急的な対応が必要だということで、これまで現

を受けて、県は補正予算で１億7000万円を計上し、

場のほうにも指示してきたところでございます。

保守点検で交換時期とされた全ての部品について、事

○議長（新里米吉君）

前交換等予防保全に取り組む予定であります。

○西銘

○議長（新里米吉君）

啓史郎君

西銘啓史郎君。

私も実は全駅見てまいりました。

この中でやっぱり一番苦労だと思うのが古島駅でし

西銘啓史郎君。

けさの新聞で、ほぼ全部改修が済

た。まず階段が六十数段ある。それからエレベーター

んだというふうに聞いております。その中で今後の契

が反対側に覆った場合には、道路を渡るか高架橋の

約関係ですけれども、モノ社のほうに一元化するとい

下、あそこを車椅子で移動するのはとても大変だと思

うことで確認をされているようですが、その辺の予算

います。我々健常者は階段でも行けますけれども、車

執行等、今後のことについて支障がないかどうか確認

椅子で移動される方々、弱者の方々への思いやりをぜ

させてください。

ひ忘れないでいただきたいと思います。

○西銘

啓史郎君

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

○土木建築部長（宮城

理君）

それともう一つ、いろんな場面で部長が謝罪してい

お答えいたします。

る場面を私はテレビ、新聞等で拝見しましたが、県の

平成14年度に締結した維持修繕に関する協定書及

三役からのおわびというメッセージはありましたで

び細目協定に基づき、自由通路の維持修繕について

しょうか。ちょっと確認です。

は、モノレール株式会社に管理業務を委託するという

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

ふうにしたところでございます。その後、自由通路の

○土木建築部長（宮城

理君）

お答えいたします。

道路管理者である土木建築部として、モノレール株

日常管理以外の修繕については、モノレール株式会社
の負担が大きいと、この意向を踏まえて、平成22年

式会社と一緒におわびをしたところでございます。

度以降は国及び市において、今年度からは県において

○議長（新里米吉君）

も道路管理者みずからが対応することとしたところで

○西銘

あります。しかしながら、今年度、昇降機等の故障に

知事や部長を支える部下がいるように、逆に部長を

伴う使用停止が集中的に発生し、道路管理者の対応で

フォローする副知事、知事が私はいると思っておりま

は手続等に時間を要し、結果的に利用者の皆様に多大

す。実は那覇市は、同じように代表質問で追及をした

な御不便、御迷惑をおかけしたことから、モノレール

ら、市長はおわびをしたそうです。要は、県民に迷惑

株式会社と協議の上、故障した３駅の昇降機の修繕に

をかけた。また、利用者、観光客に迷惑をかけたこと

ついては、モノレール株式会社のほうで緊急的に対応

に対して、私は県知事、副知事が何とも思っていない

するということでお願いしたところでございます。

とは思いませんけれども、その謝罪、そういった表明

県としては、モノレール株式会社による維持修繕の

啓史郎君

西銘啓史郎君。

私が申し上げたいことは、先ほど

を部長にだけ任せることはいかがなものでしょうか。

裁量を拡大して故障等に迅速に対応できるよう、今現

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

在、望ましい管理体制の構築に向けて、契約改定等の

○土木建築部長（宮城

理君）
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お答えいたします。

大変失礼いたしました。知事からは、定例記者会見

の記事等は承知しておりますけれども、外国人労働者

の場で遺憾に思うということでの御発言はあったかと

受け入れのための規制緩和を内容とする条例とか特区

思います。

等の制定につきましては、国の動向や県内の雇用への

○議長（新里米吉君）
○西銘

啓史郎君

影響等も踏まえながら、慎重に検討していく必要があ

西銘啓史郎君。

ると考えております。

それでわかりました。

いずれにしても、今後同じようなことが起こらない
ように、ぜひお願いしたいと思います。

○議長（新里米吉君）
啓史郎君

○西銘

西銘啓史郎君。

ぜひ、これは単純な労働だけでは

それから次の４点目、県内雇用の実態について、私

なくて、外国人労働者、要は技術者含め、それからも

も議員になって３カ月ですが、いろんな業界の方々と

うほかの世界でも看護師や歯科衛生技師等々、いろん

意見交換をする場を設けております。その中でどの業

な各界で人材が不足していることも聞いていますの

界でもやはり人が足りないと、もう採用に苦労してい

で、これは県の大きな課題としてぜひ取り組んでもら

ると。本当に外国人の学生のパートを雇ったり、それ

いたいと思います。

も週28時間の制限があったり、いろんな苦労をされ

それでは、続いて地域の安全について、これは県警
本部長にお聞きします。

ている経営者を見てまいりました。
その中で(1)、外国人労働者の実態、学生を労働者

(1)、子ども110番の家協定締結の実態について御

と見るかは別ですけれども、技能習得等、実態につい

説明お願いします。

て御質問します。

○議長（新里米吉君）

○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）

警察本部長。
子ども110番の家の実

○警察本部長（池田克史君）
態についてお答えいたします。

お答えします。

沖縄労働局のまとめによりますと、平成27年10月

沖縄県内における子ども110番の家は、本年９月

末現在、沖縄県内の外国人労働者数は4898人となっ

20日現在で11の企業・団体と協定を締結していると

ております。在留資格別に見ると、教授等の専門的・

ころでございます。

技術分野は1110人、ワーキングホリデー及び外国人

以上です。
西銘啓史郎君。

看護師・介護福祉士などの特定活動は111人、外国

○議長（新里米吉君）

人技能実習生は258人、留学生の資格外活動は1875

○西銘

人、永住者や日本人と結婚した者等の身分に基づく在

ると聞いていますが、それについて補足をお願いでき

留資格は1458人となっております。

ますでしょうか。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

啓史郎君

個人の家で行っているところもあ

○議長（新里米吉君）
西銘啓史郎君。

警察本部長。

○警察本部長（池田克史君）

11の団体でございま

さきの新聞では、政府のほうも外

すが、11の団体は全部団体でございます。

国人労働者の受け入れを２国間協定で枠組みをして、

あとは……。ちょっとお待ちください。

いろんな形で検討を始めるということもありました。

休憩願います。休憩お願いします。

○西銘

啓史郎君

私のほうからは、ひとつこれ提案といいますか、やは

○議長（新里米吉君）

午後５時21分休憩

り県内の企業を支える労働人口も雇用のミスマッチが

午後５時21分再開

既に始まっていると思うんですが、いろんな意味で労
働力の確保というのは、これから大事なことになると
思います。その中で、こういう例があるかどうか知り
ませんけれども、特区の創設であったり、またはある

休憩いたします。

○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）

失礼いたしました。

企業の社長からは、パートの週28時間の規制を緩和

おっしゃるとおりでございまして、個人もあるよう

してくれないかと。これは国レベルでの改正になるか

でございます。子ども110番の家、県内全体で見ます

もしれませんけれども、そういったことも含めて、県

と、先ほど11の企業・団体と申し上げましたけれど

の実態として労働者を確保するということは大変なこ

も、全部でいいますと、県内では6395カ所の子ども

とだと思いますので、この辺について県の見解をお伺

110番の家がある、今実態でございます。

いしたいと思います。

○議長（新里米吉君）

○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）

○西銘

この間の日経新聞

いて。
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啓史郎君

西銘啓史郎君。

続きまして(2)、交番の現状につ

ア、県内の交番の数、那覇市内の交番の数について

の交番に40人の交番相談員を配置しております。
以上でございます。

御説明お願いします。
○議長（新里米吉君）

警察本部長。

○警察本部長（池田克史君）

○議長（新里米吉君）

県内の交番の数は、本

○西銘

啓史郎君

西銘啓史郎君。

ありがとうございました。

年の９月１日現在で66となっております。うち那覇

やはり地域の安全というのは大変なことだと思いま

市内には21の交番が設置されているところでござい

す。特に沖縄においては、母子家庭や父子家庭、いろ

ます。

んな形で夜分遅くまで自宅に戻らない子供さんがいる

○議長（新里米吉君）
○西銘

啓史郎君

とかいろんなことがありますので、こういった日々警

西銘啓史郎君。

人口当たりの比較も、もしできて

それから子ども110番の家の制度であったり、またそ

いれば御回答をお願いしたいのですが。
○議長（新里米吉君）

れに協力してくださっている企業の方々にも御礼申し

警察本部長。

○警察本部長（池田克史君）

察の御努力、交番員、交番相談員の制度であったり、

県内の全交番を見まし

て、人口負担は１交番当たり２万2046人でございま

上げながら、とにかく日々、我々の生活の安全のため
に頑張っていただければと思います。
次の質問に行きます。

す。

６番、公安委員の任命について公安委員長に伺いま

那覇市内につきましては、１つの交番当たり１万

す。

5395人となっております。

公安委員、これは議会の同意を得て知事が任命し、

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
○西銘

啓史郎君

任期３年、再任は２回までというふうに聞いています

西銘啓史郎君。

なぜこういう質問をするかといい

ますと、私もいろいろ地域を回ったりするときに交番

が、よろしいでしょうか。
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

にちょっと行こうと思うと、県警では無人交番という

午後５時26分休憩

言葉は使わないらしいですが、交番に巡査の方がいな

午後５時26分再開

いケースが多々あると。これについては、巡回したり

○議長（新里米吉君）
総務部長。

いろんな理由があると思うんですが、その中で先ほど
の子ども110番の家、地域の安全という意味では、小

再開いたします。

○総務部長（金城

お答えをいたします。

武君）

学生やまた女性の方が何かあったときに、こういう救

公安委員の任期は３年でございます。

援を求めるという制度はすばらしいことだと私は思い

以上でございます。
再任……

ます。その中で、県警の方々の任務として通常の任務

○西銘

をしなければならない中で、実は高江にもちょっと触

○総務部長（金城

れるんですけれども、本来やらなきゃならない業務

更新できるというような形でございまして、人により

が、そういった応援または違う業務のために人数を割

ましていろいろと１期、２期、それぞれケースはござ

かれてしまうということは、私は本末転倒だと思って

います。

おりまして、こういった子ども110番の家やその交番

○議長（新里米吉君）

員のフォローのために、交番相談員、ＯＢの方を活用

○西銘

する制度もあるやに聞いていますが、交番相談員の実

とありますが、それで間違いないですね。

態についてもお答えいただけますか。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

啓史郎君

啓史郎君

武君）

公安委員会委員長。

○公安委員会委員長（金城棟啓君）
ります。

午後５時24分再開

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○西銘

啓史郎君

そのとおりであ

西銘啓史郎君。

委員長は、公安委員でなければな

らないという理解でよろしいですよね。

警察本部長。
○警察本部長（池田克史君）

西銘啓史郎君。

委員長は、委員が互選で決定する

午後５時24分休憩
○議長（新里米吉君）

任期は３年で１期して、

交番相談員制度と申し

○議長（新里米吉君）

公安委員会委員長。

ますのは、警察官がパトロールなどの交番外での活動

○公安委員会委員長（金城棟啓君）

のため一時的に不在となる間、地域住民の地理案内や

ります。

各種届け出等に対応するものであります。警察官ＯＢ

○議長（新里米吉君）

を非常勤職員として採用しており、現在県内38カ所

○西銘
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啓史郎君

そのとおりであ

西銘啓史郎君。

それでは質問します。

金城公安委員長、その前に委員としての任期、１期
目はいつからいつまででしたか。お答えください。
○議長（新里米吉君）

あったのが過去に９回、これは全てが継続の方だけで

公安委員会委員長。

○公安委員会委員長（金城棟啓君）

公安委員会の例で申し上げますと、任期の空白が
はないんですが、継続の方も含めて空白期間が９回ご

お答えいたしま

す。

ざいます。
それから他の行政委員会でも、人事委員会におきま

平成28年７月10日から平成28年７月22日までと
なっております。

す。
休憩です。

啓史郎君

○西銘

しても、任期に空白があったのが同じく９回ございま

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

ちょっと待ってください。

○西銘

休憩いたします。

これは再任されながら空白がある

啓史郎君

ということですか。

午後５時28分休憩

○議長（新里米吉君）

午後５時28分再開

○総務部長（金城

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

武君）

○議長（新里米吉君）
武君）

総務部長。
再任の場合もございま

す。

総務部長。
○総務部長（金城

西銘啓史郎君。

お答えをいたします。

○西銘

啓史郎君

西銘啓史郎君。

たしか、さきの議会で７月21日

金城棟啓氏の公安委員会委員の任期は、１期目が平

が最終本会議で、委員の信任を我々議会で議決して、

成25年７月23日から平成28年７月22日までとなって

その後知事の任命というふうに私は理解しているんで

おります。２期目が平成28年７月25日から平成31年

すけれども、22日、１日金曜日があったと思うんで

７月24日までの３年間ということでございます。

すが、25日に任命した理由は何でしょうか。

○議長（新里米吉君）
○西銘

啓史郎君

西銘啓史郎君。

○議長（新里米吉君）

委員長としての任期が先ほど平成

28年７月10日から28年の――済みません、日にちが
22ですか。委員長としては。
○議長（新里米吉君）

武君）

１期目の任期の最終日が平成28年７月22日、これ
たので、この土日の分は空白期間となったというもの

委員長としての

でございます。

任期ですけれども、28年７月10日から28年７月22日

○議長（新里米吉君）

までであります。

○西銘

○議長（新里米吉君）
○西銘

啓史郎君

お答えをいたします。

が金曜日で、週明けの７月25日月曜日でございまし

公安委員会委員長。

○公安委員会委員長（金城棟啓君）

○総務部長（金城

総務部長。

西銘啓史郎君。

啓史郎君

西銘啓史郎君。

県庁内の手続がおくれたというこ

とですか。

なぜそういう質問をするかといい

○議長（新里米吉君）

総務部長。

ますと、空白の２日間がございます。１期目の任期が

○総務部長（金城

７月22日に委員として任期が切れております。それ

れたということではございません。

で、委員長の任期は７月22日ですけれども、委員の

○議長（新里米吉君）

２期目は７月25日。23、24は金城委員は公安委員で

○西銘

はなかった。でも委員長であり得るんでしょうか。質

じゃなかったというこれ事実ですよね。公安委員では

問します。

ないわけですから、２日間。委員長としては７月10

○議長（新里米吉君）
○総務部長（金城

総務部長。

武君）

特にそういう手続がおく

西銘啓史郎君。

金城公安委員長が２日間委員長

日から、本当は切れ目なく委員長として互選で選ばれ

お答えをいたします。

たわけです。それが、21日に議会で可決されて、な

まず、この空白期間は金城棟啓氏は公安委員会の委
員ではございません。
○議長（新里米吉君）

啓史郎君

武君）

ぜ継続で交付できなかったのか。私はこれ不思議なん
ですけれども、例えば、25日に交付するにしても、

西銘啓史郎君。

23日付とか、要は切れ目がないですというふうにし

こういうケースは多々あるんで

ないと、何かあったときに公安委員長はいませんと。

しょうか。ほかの委員会、例えば人事委員会、労働委

本人は公安委員長のつもりでいたのに、あれ辞令見た

員会ありますが、委員の任期が再任されながら空白が

ら25日ですと。こういうことが普通に自信を持って

できるというケースは多々あることでしょうか。

言われると、非常に不安なんですけれども。

○西銘

啓史郎君

○議長（新里米吉君）
○総務部長（金城

総務部長。

武君）

お答えをいたします。

○議長（新里米吉君）
○総務部長（金城
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総務部長。

武君）

御指摘のとおり、定員が

今後そういうことがないように強

３名でございますので、３人が望ましいということは

○西銘

あろうかと思います。ただ、公安委員会のこの委員会

く求めたいと思います。

啓史郎君

運営規則の中で、会議の定足数がお二人でございます

それと７番目、先ほど山川議員からもありました那

ので、そういう意味ではお二人でも会議は開催可能だ

覇市議会の状況について、本来この議場で議論するこ

と。ただ、御指摘の部分がございますので、今後この

とではないと思いますけれども、私も那覇市選出の議

行政委員会の運営に支障、影響が出ないように、今後

員の一人でもありますし、また、支援者の中からも那

適切に対応してまいりたいというふうに考えておりま

覇市の議会運営についていろんなお叱りも私も受けて

す。

おります。議員の一人として、いろんな意味で隣、那

○議長（新里米吉君）

覇市議会の運営については気になります。特に、知

西銘啓史郎君。

定足数がどうのこうのではなく

事、安慶田副知事が前市長、議長という立場である以

て、私は行政の手続として、21日に議会が可決した

上、私も、例えば自分の母校が何かあったときに非常

わけですから、承認されたわけですから、22日金曜

に気になりますし、不祥事があったら学校のことは気

日があるわけです。持ち回りで決裁をとって、22日

になりますし、ましてや浦崎副知事、野球部の先輩で

に23日付でもいいですよ。または25日に23日付の交

すけれども、野球部が優勝すればうれしい。不祥事を

付をすればいいと。要は切れ目がなかったですよとい

起こせば悔しい。そういうことも含めて出身母体であ

うことじゃないと、公安委員長は自分の知らないとこ

るその那覇市についての思いはきっちりと持ってもら

ろで自分の任期が切れている。その間切れているわけ

いたいと思います。

○西銘

啓史郎君

です。これはやっぱり私はおかしいと思います。おか

それと、実は今回これも私調べたんですが、議会で

しいと思う私がおかしいのか、おかしくないと思う総

紛糾している一つの中に、市長の発言が本会議議事録

務部長がおかしいのかこれはわかりませんけれども、

から削除されましたと。これを追及したところ、議会

他府県の例も見ながら、要はそういう切れ目がないよ

事務局のスタッフが私のミスで削除しましたという発

うに継続しないと、何かあったときに公安委員長じゃ

言があったそうですが、これは議会事務局に確認しま

ありません。なぜならば、委員でありませんからとい

した。議会の発言を訂正する場合には、県議会でいえ

うことです。それをきっちり県の執行部としてはよろ

ば、会議規則第60条発言の取消し又は訂正で、「議

しくお願いをしたいと思います。

会の許可を得て自己の発言の取り消し、又は議長の許

本来は、だから交付日を直すべきだと私は思ってい

可を得て発言の訂正をすることができる。」というこ

ますが、ちなみに公安委員長、交付日25でよろしい

とで、スタッフが勝手に削除することは100％ないと

ですか、委員としての。その辺どうでしょうか。そう

私は思っています。それを堂々と――堂々というかこ

いう切れ目がないことが正しいと思うんですけれど

れは言わされていると私は思いたいんですが、要は誰

も、今の答弁だとほかの委員会の委員でも９回とか

も責任をとっていない。誰かの責任だと思うんです

あったと。だから別におかしいことではないですと私

が、そういうことをお話として伝えておきます。以上

は聞こえるんですが、それが本当におかしいことじゃ

です。

ないのかどうかを、または訂正できるのかどうか。お

続いて、１番目の質問に戻りたいと思います。

願いします。確認します。

平成29年度振興予算、先ほど来いろんな数字の話

○議長（新里米吉君）

がありました。復習の意味で確認します。

休憩いたします。

午後５時35分休憩

沖縄振興開発特別措置法、昭和47年に施行されて

午後５時36分再開

10年の期限つきで始まったその法律、第１次、第２

○議長（新里米吉君）

次、第３次というところで、その目的は当初の目的と

再開いたします。

しては本土との格差是正というふうになっておりま

総務部長。
○総務部長（金城

武君）

す。それから、平成14年度からは沖縄振興特別措置

お答えをいたします。

今回の辞令で申しますと、再度発令ということはで

法にかわり、それから改正され、主な目的としては、

きないところでございますが、行政委員会のこういう

民間主導の自立型経済の構築ということで、この振興

手続におきましては、この委員会の運営に支障が出な

措置法予算が始まったと。今継続中というふうに理解

いようにそういう適切に対応してまいりたいというふ

しておりますが、昭和47年復帰当初から平成28年ま

うに考えております。

での累積の予算額、おわかりでしたらお知らせくださ

○議長（新里米吉君）

西銘啓史郎君。

い。
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○議長（新里米吉君）

ん。

休憩いたします。

午後５時39分休憩

○議長（新里米吉君）

午後５時39分再開

○西銘

○議長（新里米吉君）

啓史郎君

西銘啓史郎君。

ということは、副知事、この新聞

の記者、當銘さん、池田さん、當山さん３人の名前が

再開いたします。

出ていますけれども、その方々はうそを書いていると

総務部長。
武君）

○総務部長（金城

いうことですね。

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

○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。
私はどういう記事を書か

昭和47年から平成28年度までの内閣府沖縄担当部局

○副知事（安慶田光男君）

の予算額は、累計で約11兆8000億円となっておりま

れたかわかりませんが、先ほど見せていただきました

す。

が、私はそういう話をしていませんし、また、そうい

○議長（新里米吉君）
○西銘

うことで、その時点でそういう話ができる段階でもあ

西銘啓史郎君。

復帰後四十数年、非常に大きな額

啓史郎君

りませんので、その辺を御理解していただきたい。で
すから、記事がうそかどうかというのは皆様方の御判

が私は投下されていると思います。
大事なことは、先ほど来説明の中でソフト・ハード

断になると思います。

の執行率の低さ、それについて執行率を上げたいとい

○議長（新里米吉君）

う県の答弁がありました。私は、もちろん執行率を上

○西銘

げることも大事ですが、その予算が本当に沖縄の、今

な議論になるので、私は次の質問に行きます。しか

で言えば経済の自立に向けて活用されているのか、特

し、これは徹底追及したいと思います。

啓史郎君

西銘啓史郎君。

もう言った言わないの議論は不毛

にハード交付金に関しては県内の受注率がどれだけあ

それでは、Ｊリーグの沖縄県と那覇市の区分けです

るのか、県産品の使用率がどのぐらいあるのか、それ

けれども、私は私なりに市から資料を取り寄せ、県か

についても、あんまり時間がないのでこの場では求め

ら資料を取り寄せ、読ませてもらいました。午前中の

ませんけれども、必ずこの意識を行政の立場として、

答弁で、観光部長が答えていましたが、那覇市とまだ

執行率を上げるだけではなく、地元の企業にどれだけ

協議中だと私は理解しております。那覇市の総務部長

還元できるか、県産品を幾ら使うかそういったことも

も６月の段階でまだ県とは協議中というふうに答えて

含めて、ぜひ意識をしてもらいたいと思います。

います。要は、どこが主体的にやるかというのが決ま

それと(2)のところで不用額の件ですけれども、こ

らないのに、実は今回９月７日の決裁をとって、９月
８日に公募を開始して９月23日に締め切りというこ

れもちょっと余り時間がないので飛ばします。
２番に行きます。

とで、非常にこの拙速感というか慌ただしい庁内決裁

スポーツ関連事業、Ｊ１スタジアムの取り組みにつ

がされていると思いますが、部長に伺います。前回の

いて、先ほど午前中の島袋県議の質問で、９月15日

基本構想のときの起案日、決裁日を教えてください。

の新聞、安慶田副知事の発言がありました。先ほど、

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

副知事はそういう発言はしていないというふうにおっ

午後５時44分休憩

しゃいました。我々自民党の会派で確認したところ、

午後５時44分再開

新聞社のほうは、確かにそういう話をしたということ

再開いたします。

文化観光スポーツ部長。

ですが、確認します。
○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

平成24年

正直申し上げまして、そ

度に県において基本構想を策定するに当たっての検討

の時点ではまだ内閣府にもそういう話が行っていない

に関する事業、これに関しての予算執行伺いは、起案

ものですから、私が財政局とそれを確かめる、それは

日が当年24年11月19日、決裁日が12月３日でござい

財政局の意見を聞くということがあり得ないと私は

ました。公募開始の伺いは、12月３日に起案し同日

思っておりますし、そういうことで、今私たちが県と

で決裁を得ております。

して内閣府とそういうふうに話を進めているというわ

○議長（新里米吉君）

けですから、そういう発言をしたということはありま

○西銘

せん。ですから、内閣府の話をしているならわかりま

案、同日決裁、執行も８日、８日と非常に慌ただしい

すけれども、これを通り越して財務省ということは、

感がします。

○副知事（安慶田光男君）

まずその時点でそういう話が出てくることはありませ

啓史郎君

西銘啓史郎君。

それに比べ、今回は９月７日の起

最後に１点だけ、今回収支予測、那覇市のほうでは
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最悪1.5億赤字になると言っています。ただし、これ

(1)、北部地域基幹病院の整備について。

はセルラーやほかのパークの維持費は含んでいません

北部地域の振興・発展には、定住環境の整備が最も

ということで、本当に赤字を抱えないで済むのか、そ

重要であります。中でも健康福祉に係るニーズが高

こを含めていろんな議論をさせていただきたいと思い

く、医療福祉施設の整備充実は喫緊の課題でありま

ます。

す。
ア、県立宮古病院、八重山病院が整備され、いよい

以上です。
○議長（新里米吉君）

よ北部地域の医療施設の拡充整備に本格的に取り組ま

20分間休憩いたします。

午後５時46分休憩

れていると思いますけれども、北部市町村会等からも

午後６時 ７ 分再開

強く要望されている基幹病院の整備について、その進

○議長（新里米吉君）

捗状況を伺いたい。

再開いたします。

(2)、北部地域における農林水産業の振興につい

休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。

て。

末松文信君。

県内の農畜産業の生産拠点がヤンバル地域に集中し

〔末松文信君登壇〕
○末松

文信君

ていることから、食肉加工施設が立地しております。

皆さん、こんにちは。

沖縄・自民党会派の末松文信でございます。

このたび、農林水産部において、老朽化した県内の２

これより一般質問を行います。

食鳥施設を統合し、衛生管理、品質管理の高度化を目

何か席も大分あいているようですけれども、よろし

指した施設整備に取り組まれていることは、まことに
時宜を得たものと思います。

くお願いします。

ア、このたびの食鳥処理施設整備計画の経緯と事業

まず初めに、１、沖縄県における基地問題の解決に

概要及び進捗状況について伺います。

向けて。

次に、質問は変わりますけれども、現在名護市の市

(1)、普天間飛行場代替施設建設に関する６月定例

街地にある農業大学校が、住環境への影響や実習場の

会議会、一般質問について。
去る16日の不作為の違法確認請求事件の判決との

拡張が難しく、移転を余儀なくされていると聞いてお
ります。

関係で、改めて伺います。

そこで、イ、名護市在の農業大学校の移設整備計画

ア、前知事が承認した代替施設建設用地の埋め立て
について、その承認を取り消しした根拠として、去る

の進捗状況について伺います。

16日不作為の違法確認請求事件の判決では、前知事

(3)、交通アクセスについて。

の承認は適法である。他方、知事が前知事の承認を取

知事は、沖縄21世紀ビジョンの中で、離島を含む

り消したのは違法と結論づけているが、６月議会の答

県内外の交通ネットワークの構築が持続的発展を図る

弁との整合性と見解を求めます。

上で不可欠であるとうたっております。去る９月15

イ、橋本・モンデール会談から20年余りがたちま

日、やんばる国立公園が誕生し、国頭３村を初めヤン

した。その間、総理大臣が11人、県知事が４人、市

バル地域そして県民は喜びとするところであります。

長が４人、そして事務方の閣僚、官僚、そして議員の

近年、週末ともなると離島を含め、ヤンバルの自然を

皆さん、何よりも移設先である辺野古の区民を初め、

求めて、県内外から多くの観光客が訪れております。

多くの関係者が普天間の危険性を除去するという大義

このように、ヤンバル地域のポテンシャルを生かすに

のもと、この間積み重ねてきた努力と投下された莫大

は、交通アクセスの早期整備が求められております。

な経費等について、かつて辺野古移設を推進された知

ここで、ア、国道58号、許田から羽地方面に向け
てでありますけれども、これは朝です。夕方は逆で、

事の所見を伺いたい。
ウ、知事は、積み重ねてきた関係者の努力につい

羽地から許田方面に向けて、特に週末、休日の交通量

て、埋立承認取り消しにより、これまでの積み重ねが

が多く渋滞がひどく、那覇空港への時間の予測ができ

無駄になることと、違法な行政処分の効力を維持すべ

ず大変支障を来しているようであります。その渋滞の

きか否かは、全く異なる問題だと答弁されているが、

解消に向けた取り組みについて伺います。
イ、名護東道路の整備計画と今後の整備スケジュー

去る16日の判決では、県の違法状態が長引くことは
好ましくないと指摘している。このことについて、知

ルについても伺います。
ウ、名護―那覇間の定時定速交通機関、いわゆる鉄

事の見解を求めます。
２、県土の均衡ある発展に向けて。

軌道の整備計画について伺います。
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エ、伊平屋空港及び伊是名・伊平屋架橋整備計画の
進捗状況について伺います。

あとは再質問をさせていただきたいと思います。
翁長知事。

○議長（新里米吉君）
〔知事

次に、先般、名護に観光クルーズ船が寄港するとい

翁長雄志君登壇〕

う報道があり、名護市や商工会、観光協会等、名護市

○知事（翁長雄志君）

民が大きな期待を寄せていたところでありますけれど

えをいたします。

末松文信議員の御質問にお答

も、その喜びもつかの間、寄港断念の報道に接し、大

沖縄県における基地問題の解決についてに関する御

変残念に思っているところであります。しかしなが

質問の中の、県の違法状態という判決に対する見解に

ら、名護湾は、年間を通して静穏度が高く、台風時の

ついてお答えをいたします。

避難水域にも指定され、クルーズ船の寄港地としては

今回の判決では、違法状態が長く続くことは好まし

うってつけであります。また、ヤンバル地域の産業経

くなく、県がみずからの違法状態を解消することが地

済、教育文化の中心で、近年、名桜大学、国立高専、

方自治法の趣旨に沿うものとの判断が示されておりま

農業大学校、観光学校など教育施設を初め沖縄唯一の

す。しかしながら、私は、国地方係争処理委員会の決

オリオンビール工場や琉球セメント工場、そして数々

定を受け、国との真摯な協議を行うことが問題解決に

の大型量販店が立地しております。このように、観光

つながると判断し、国に協議を求めたものであり、不

クルーズ船の寄港地としてのポテンシャルが高い名護

作為が違法とされるいわれはありません。
瑕疵ある埋立承認処分を取り消し、適法性を回復さ

市であります。
そこで、オ、名護湾への観光クルーズ船の誘致と寄
港に伴う受け入れ体制や施設整備の早期実現について

せることこそ、県民への責任を果たすことになるもの
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

伺います。
３、公共関与産業廃棄物最終処分場の整備につい
て。

させていただきます。
○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

県内数カ所の候補地から、最終的に安和区民を初め

知事公室長。
謝花喜一郎君登壇〕
沖縄県における基地

名護市の御理解のもと、平成25年９月19日に基本合

○知事公室長（謝花喜一郎君）

意書が交わされ、最終処分場の整備に着手されており

問題の解決についての御質問の中の、承認取り消しの

ますけれども、その後の経過と進捗状況について伺い

根拠と判決との整合性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、第三者委員会の検証

ます。
(1)、設置主体沖縄県環境整備センターの概要につ

結果報告書を踏まえ、これを精査した結果、承認には
公有水面埋立法第４条第１項第１号要件、第２号要件

いて。
(2)、進捗状況と安全性の確保について。

を充足していないなどの瑕疵があるものと判断し、適

ア、整備計画を変更されたようでありますけれど

法性を回復するため取り消したものであります。
今回、福岡高等裁判所那覇支部の判決は、普天間飛

も、その経緯と安全性についてを伺います。
イ、当初計画の事業費と変更後の事業費を示してく

行場の被害を除去するには埋め立てを行うしかないこ
とや、埋め立てにより県全体の基地負担が軽減される

ださい。
ウ、計画の変更について、地元に説明をし十分理解

ことからすると、民意を考慮してもなお、承認処分が
１号要件を欠くとは認められないとしております。し

が得られているか伺います。
(3)、受け入れ地域の持続的発展に向けて。

かし、普天間飛行場周辺の被害・負担の解決の必要性

ア、地域からの要望に基づいて、振興計画を策定し

を理由として、埋立事業が必要であるとすることに

ていると思いますけれども、その内容を提示してくだ

は、論理の飛躍、欠如があり、恒久的な施設が新たに

さい。

つくり出されることは、基地の過重負担を将来にわ

イ、振興事業は、ソフト事業、ハード事業に分けら

たって固定化することになります。また、判決では、

れると思いますけれども、それぞれの予算概要とス

２号要件について、「承認時点では、十分な予測や対

キームを御提示いただきたい。

策を決定することが困難な場合は引き続き専門家の助

ウ、事業執行には、地元との信頼関係が最も重要と

言の下に対策を講じることも許されることからする

考えますけれども、その秘策はどのように考えており

と、承認処分が２号要件を欠くとは認められない」と

ますか、伺います。

しております。しかし、このことは、環境影響評価法

以上であります。

に基づく環境影響評価と、その結果を受けた環境保全
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に関する公有水面埋立法の承認要件の解釈を誤ったも

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

のであります。
沖縄県としては、このような判決は到底受け入れら

考慮し、全庁的な施策の中で推進する必要があること

れるものではなく、埋立承認の取り消しが法的に正当

から移転先決定には、なおしばらく時間を要する状況

であるとの判断を最高裁判所に求めてまいります。

となっております。そのため、移転先となる可能性の

次に、これまでの努力等に対する所見についてお答

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。

えいたします。
これまで、普天間飛行場の危険性除去への取り組み

県としましては、本県農業の実践的教育機関にふさ

につき、多くの関係者がかかわってきたとしまして

わしい環境整備を実現できるよう、引き続き取り組ん

も、瑕疵のある承認処分を放置することは、法律によ

でまいります。
次に、観光クルーズ船の受け入れについてお答えい

る行政の原理から許されないものであります。
公有水面埋立承認については、昨年７月の第三者委

たします。

員会の検証結果報告書を踏まえ、これらを精査した結

漁港は一般的に漁船の使用を目的としているため、

果、承認に瑕疵があると判断し、適法性を回復するた

クルーズ船などの大型船に対応できる施設整備は行っ

め取り消したものであります。

ておりません。そのため、名護漁港では航路、泊地、
岸壁などの規格がクルーズ船などの大型船の受け入れ

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。

が厳しい現状となっております。しかし、クルーズ船

砂川

が沖待ちし、上陸用小舟を使用し乗客を受け入れるこ

靖君登壇〕
それでは、県土の均

とは可能であることから、漁業活動や周辺交通に支障

衡ある発展についての御質問の中の、北部基幹病院の

が生じないよう安全対策等について関係機関と調整を

整備についてお答えします。

図り、クルーズ船の受け入れについて検討してまいり

○保健医療部長（砂川

靖君）

北部地域における基幹的病院の整備につきまして

ます。

は、平成28年度中に策定する地域医療構想の中で県

以上でございます。

の考え方を示す必要があると考えており、現在、同構

○議長（新里米吉君）

想の素案を作成する中で検討を行っているところであ

〔土木建築部長

ります。

○土木建築部長（宮城

〔農林水産部長

宮城
理君）

理君登壇〕
県土の均衡ある発展

についての御質問の中の、国道58号の許田―羽地間

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

の渋滞解消についての御質問にお答えいたします。

農林水産部長。

国道58号の許田―羽地間については、国におい

島尻勝広君登壇〕
県土の均衡ある発展

て、名護東道路の整備に伴う交通容量拡大による渋滞

についての御質問の中の、食鳥処理施設整備計画の経

緩和を図っているところであります。また、イベント

緯と事業概要及び進捗状況についてお答えいたしま

開催時には、国、県等で構成する沖縄地方渋滞対策推

す。

進協議会において、経路分散等、利用者にさまざまな

○農林水産部長（島尻勝広君）

県内では、年間約334万羽の食鳥が処理されていま
すが、その約99％を処理する２カ所の施設では、老

ルートを事前にお知らせすることなどにより、交通渋
滞軽減策を講じているところであります。
同じく名護東道路の整備計画と今後のスケジュール

朽化や移転等の課題があることから、新たな施設整備
について検討してまいりました。現在、２施設を集約

についての御質問にお答えいたします。
名護東道路は、国が整備を進める名護市伊差川か

し、ＨＡＣＣＰ対応型の新しい食鳥処理施設を名護市

ら許田まで延長約8.4キロメートルの地域高規格道路

に整備することを計画しております。
食鳥処理施設は、名護市を事業主体として、２カ年

であります。名護市伊差川から数久田までの6.8キロ

事業で整備する計画であります。平成28年９月補正

メートルについては、平成９年度に事業化しており、

予算では、今年度実施予定の設計費等、約12億8118

平成27年度末の進捗率は約45％とのことでありま

万円の予算を計上しているところであります。新たな

す。平成24年３月には名護市伊佐川から世冨慶の4.2

施設整備により、安全・安心な県産鶏肉の供給体制が

キロメートルを暫定２車線で供用したところであり、

確立されると考えております。

幹線道路の渋滞緩和に寄与しております。なお、数久

同じく県立農業大学校の移転整備の進捗状況につい

田から許田までの1.6キロメートルについては、沖縄
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県北部地域の特性や課題等について調査を行っている

定していくこととしております。
なお、構想段階終了後は、具体的な駅位置やルート

とのことであります。
県としては、国に対して、事業区間の早期整備とと

等が盛り込まれる整備計画の策定等を行う計画段階へ

もに、調査区間の早期事業化を要請しているところで

移行することになることから、去る８月には、全国新

あります。

幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の創設等、事業

同じく伊平屋空港の整備についての御質問にお答え

化に向けた取り組みの早期着手について、国に要請し
たところであります。

いたします。
伊平屋空港の整備については、伊平屋・伊是名地域

以上でございます。

における住民生活の安定と地域振興の観点から、その

○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

必要性を十分認識しております。平成23年５月の環

前田光幸君登壇〕
県土の均衡

境影響評価書に対する知事意見の中で、埋立回避の意

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

見が出されたことから、滑走路長を800メートルとし

ある発展についての御質問の中の、名護湾へのクルー

て基本設計を見直し、現在、環境影響評価書の補正を

ズ船誘致と受け入れ体制についてお答えいたします。
県では、近年急増するクルーズ船寄港に対応し、さ

行っているところであります。
新規事業化に当たっては、航空会社の就航意向取り
つけや需要喚起策が重要なことから、関係機関と協議
し、早期に事業着手できるよう取り組んでいるところ

らなる寄港の増加を促進するには、那覇港以外の県内
各地への寄港地の分散化が重要と考えております。
名護漁港へのクルーズ船の寄港誘致については、同
漁港を管理している関係部局等での受け入れの対応状

であります。
同じく伊是名・伊平屋架橋整備計画の進捗状況につ

況を踏まえつつ、検討していきたいと考えておりま
す。

いての御質問にお答えいたします。
伊是名・伊平屋架橋については、平成23年度に整

以上でございます。

備の可能性調査を実施しました。この調査において

○議長（新里米吉君）
〔環境部長

は、将来交通量や技術上及び環境上の課題、また、こ

環境部長。

大浜浩志君登壇〕

れまで実施してきた離島架橋に比べ、距離が長く大規

○環境部長（大浜浩志君）

公共関与産業廃棄物最終

模であり、費用対効果や膨大な予算の確保など解決す

処分場の整備についての御質問の中の、沖縄県環境整

べき課題が多いことが明らかとなっております。

備センター株式会社の概要についてお答えします。

県としては、伊是名・伊平屋両村からの要望等を受

県は、名護市安和区に公共関与による産業廃棄物最

け、建設工事費の縮減等に向けた調査検討を進めてい

終処分場を建設し、産業廃棄物、一般廃棄物及び災害

るところであります。

廃棄物を処理することを目的に、設立主体である沖縄

以上でございます。

県環境整備センター株式会社を平成25年３月に設立

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

企画部長。

しました。同社は、沖縄県、沖縄振興開発金融公庫、

下地明和君登壇〕

沖縄県建設業協会、沖縄県産業廃棄物協会などからの

県土の均衡ある発展につ

出資を受け、平成28年９月現在の資本金は６億7600

いての御質問の中の、鉄軌道の整備計画についてお答

万円となっております。また、役員構成は、取締役５

えいたします。

名、監査役１名、従業員は県からの出向２名を含む計

○企画部長（下地明和君）

県では、沖縄21世紀ビジョンで示された沖縄の将

３名となっております。

来の姿の実現や陸上交通の現状の課題解決の観点か

同じく最終処分場整備計画変更経緯や事業費並びに

ら、県土の均衡ある発展、交通渋滞緩和、移動利便性

地元への説明についてお答えします。３の(2)のアか

の向上等を図ることを目的に、構想段階としての鉄軌

ら３の(2)のウまでは関連しますので、恐縮ではござ

道の計画案づくりに取り組んでいるところでありま

いますが一括して答弁をします。

す。同計画案づくりにおいては、おおむねのルート等

公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備に当

概略的な検討を行うこととしており、５つのステップ

たっては、近年の産業廃棄物に関するリサイクルの推

で段階的に検討を進めているところであります。現在

進などにより、最終処分量が当初計画と比較して減少

は、複数のルート案について比較評価を行うステップ

する見込みとなったことから、平成26年度に埋立容

４の段階に入っており、今後、各ルート案について、

量を15万立方メートルから９万立方メートルに修正

評価項目に基づき客観的評価を行い、よりよい案を選

しております。また、当初計画では約30億円ほどと
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ここで知事にちょっとお尋ねしたい

見込まれていた事業費が、平成26年度に実施した基

○末松

本設計で大幅に増加したため、埋立区画の形状や屋根

んですけれども、知事は、就任してからこの間、辺野

の部材の見直し、施設管理棟と水処理棟を一体化する

古のキャンプ・シュワブ基地の滑走路建設予定地を視

などにより、当初計画の30億円程度まで圧縮を行っ

察したことがありますか。また、辺野古区民と膝を交

ております。現在、実施計画を行っているところです

えて意見交換をしたことがありますか。あったとすれ

が、廃棄物処理法の構造基準を満たすとともに、安全

ば、どのような方々とお会いしたのか、何回やったの

性を優先させる観点から、漏水感知システムを組み込

か、どのような意見があったのか、伺います。

むなど、地元の要望を踏まえた上で設計を進めている

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

ところであります。

○知事（翁長雄志君）

末松議員の御質問にお答えい

なお、これまで基本設計の変更について地元に説明

文信君

たします。

を行ってきていますが、引き続き丁寧に説明を行い、

キャンプ・シュワブの現場には、何回か行きました

地元の理解を得て事業を進めたいと考えております。

けれども、３区の住民とは話したことはございませ

同じく地元からの要望の内容と予算、また、信頼関

ん。
末松文信君。

係の構築についてお答えします。３の(3)アから３の

○議長（新里米吉君）

(3)ウまでは関連しますので、恐縮ですが一括して答

○末松

弁させていただきます。

も地元はこの件に向き合ってきているわけです。その

しかし、これだけの問題、20年間

文信君

公共関与による最終処分場の整備に関して地元安和

ウムイについて後に触れますけれども、知事は余りに

区から、安和区部間の集会場の建設、国道交差点への

も軽く見ているんじゃないですか。この間、地元の人

信号の設置、バス停待合所の設置等のハード事業や、

がどれだけ御苦労して、このことと向き合ってきた

バス路線の変更、インターネット回線整備等のソフト

か、どう思いますか。

事業等20件の要望が提出されております。これらの

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

うち、地元安和区と協議の上、今年度から集会場の建

○知事（翁長雄志君）

末松議員の御質問にお答えい

設に着手することとしており、その費用として約１億

たします。

円を見込んでおります。その他の要望事項について

私も御承知のとおり、稲嶺さんの第１期目の知事選

も、地元の意向を踏まえ、振興策を実施することによ

挙、いろんな形でかかわりました。それから以降、稲

り信頼関係を構築していきたいと考えております。

嶺県政の中でこの普天間基地の移設問題について、私

以上であります。
○議長（新里米吉君）

自身その時々の立場で御一緒してきたわけでありま
休憩いたします。

す。ですから、今、末松議員のそういった普天間基地

午後６時36分休憩

あるいはシュワブとのかかわりについて、どのように

午後６時38分再開

やってきましたかと言うんですが、私もその間いろん

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

な立場がございましたので、その立場を持ちつつ、全

末松文信君。
○末松

文信君

力でそういった問題の解決にやってきたわけでありま
知事、これまでの答弁を拝聴してい

す。

ますと、私は、基地問題の解決にはほど遠いんじゃな
いかというふうに感じております。

く答えますけれども、概略でいいますと稲嶺さんの１

普天間返還の日は、いつごろになりますか。知事の
見解をお聞きしたいと思います。
○議長（新里米吉君）

ですから、概略、後でまた質問がありましたら詳し
期、２期、そして仲井眞さんの１期、２期、これも全
部御一緒して政策の話もし、そしてその実効性を含

知事公室長。

め、この県議会でもいろいろございましたし、いろい

普天間の返還はいつ

ろそういった方策でやってきたかかわりはございま

ごろになるかということでございますが、今、現時点

す。あとどれだけかかわったかと言われると、御質問

で国のほうとも裁判所において争っているところでご

を聞いてからにするしかありません。

ざいますし、そういったものを踏まえてしか見きわめ

○議長（新里米吉君）

ることはできないのではないかと思っています。現時

○末松

点で、いつごろになるかというのは私どものほうとし

いたしまして、先に承認取り消しの根拠について伺い

ても想定してございません。

たいと思います。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

末松文信君。

文信君

末松文信君。

その件についてはまた後で触れると

これまで、公室長にいろいろお答えしていただいて
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おりますけれども、第三者委員会の検証結果報告を精

調査結果も踏まえて、第三者委員会は検証結果として

査した結果、取り消し得べき瑕疵があるものと認めら

取りまとめたということでございます。

れたので取り消したと、こういう答弁ですけれども、

○議長（新里米吉君）

一体これは誰が精査したんですか。誰が精査したの、

○末松

報告書は。

政庁の中で。これは平行線のようだから次に行きます

普通はあり得ない話だよね、同じ行

文信君

けれども。

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

末松文信君。

第三者委員会の検証

ところで、聞きますけれども、那覇空港平行滑走路

結果につきましては、県庁内で、そのときには土木建

の埋立承認についても第三者委員会の検証をやったん

築部それから環境部、あと農林水産部等もかかわった

ですか。

と思いますが、そういった方々が１号要件、２号要件

○議長（新里米吉君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

休憩いたします。

について、それぞれ担当する方々が精査をしたという

午後６時46分休憩

ことでございます。

午後６時47分再開
末松文信君。

○議長（新里米吉君）

これ精査した人たちは、前回の知事

文信君

○末松

○議長（新里米吉君）

の承認のときの担当者ではないですか。

土木建築部長。
○土木建築部長（宮城

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

理君）

○議長（新里米吉君）

午後６時44分再開

○末松

再開いたします。

末松文信君。

何で同じ空港の埋立事業でありなが

文信君

ら、片一方だけやるのはこれは片手落ちじゃないの。

知事公室長。

もう一回答えてください。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

念のため確認させて

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

いただきましたが、承認をしたときの職員と、精査し

午後６時48分休憩

たときの職員は、別の職員で対応したということでご

午後６時49分再開

ざいます。

○議長（新里米吉君）
末松文信君。

○議長（新里米吉君）
○末松

那覇空港の沖合展開

については、第三者委員会は開いておりません。

午後６時43分休憩
○議長（新里米吉君）

再開いたします。

土木建築部長。

同じ行政庁の中で職員が変われば、

文信君

再開いたします。

結論も変わるの。

○土木建築部長（宮城

理君）

個々の埋立事業につ

いて事業目的や埋め立ての規模、埋め立ての利用計
知事公室長。

○議長（新里米吉君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

画、事業特性といったものが違うと、そういうことで

承認をした際に、そ

今回の那覇空港については第三者委員会は開かれな

れについて第三者委員会が検証を行ったわけです。そ

かったものだと理解しております。

の第三者委員会の検証結果も踏まえて、それぞれにつ

○議長（新里米吉君）

いて指摘事項等が第三者委員会から細かくございまし

○末松

たので、それについてこれらを含めて精査を行ったと

要らないと。同じ空港事業じゃないですか。同じ滑走

いうことでございます。

路をつくる事業でしょう。あなた方が言っている、そ
末松文信君。

○議長（新里米吉君）
○末松

文信君

事業目的が違うから第三者委員会は

文信君

の瑕疵があったとする１項、２項とかいうことがあり

普通だと一旦認可した案件につい

ますけれども、このことについて那覇空港はどうなっ

て、その専門家委員会が検証した結果、提出したにし

ているの。

ても、これ精査するに当たっては反論すべきじゃない

○議長（新里米吉君）

の。これまでやってきたことについての業務の何とい
どう評価するんですか。

午後６時54分再開
○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

休憩いたします。

午後６時50分休憩

うんですか、それぞれ職員がやった成果については、
○議長（新里米吉君）

末松文信君。

再開いたします。

土木建築部長。

お答えします。

○土木建築部長（宮城

理君）

お答えいたします。

第三者委員会の検証の際には、当時の承認にかか

個々の埋立事業は、それぞれ事業目的や埋め立ての

わった職員についてヒアリングといいましょうか、そ

規模、埋立地の利用計画などの事業の特性が異なり、

の過程等について調査を行っております。そういった

また事業を行う場所、地域の自然環境や生活環境など
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の地域特性というものも異なっております。具体的に

プ・シュワブの中の海兵隊が運用しているところの増

は、事業特性については、普天間飛行場代替施設建設

設です。何が変わるんですか。

事業が米軍基地を新設するものであるのに対して、那

○議長（新里米吉君）

覇空港滑走路増設事業は、既存空港の滑走路を増設す

○知事公室長（謝花喜一郎君）

るものとなっております。また、地域特性について

現在空港として機能しているわけです。シュワブのほ

は、主に普天間飛行場代替施設建設事業の場合、埋立

うは、空港としての機能がない、そこを埋め立てて新

予定地の指定区域の全てが評価ランクⅠの自然環境の

たな空港滑走路をつくるということで、基本的に異

厳正な保護を図る区域であるのに対して、那覇空港滑

なっているというふうに考えております。

走路増設事業の場合は、大嶺崎より北側のみが自然環

○議長（新里米吉君）

境の厳正な保護を図る区域で、その他は評価ランクⅢ

○末松

の自然環境の保全を図る区域というふうになっており

○議長（新里米吉君）

文信君

知事公室長。

末松議員、休憩しますか。

ちょっと休憩してください。
休憩いたします。

ます。このようなところが大きく異なっているものだ

午後６時59分休憩

と考えております。

午後６時59分再開

○議長（新里米吉君）
○末松

文信君

末松文信君。

那覇空港の場合、今

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

末松文信君。

この答弁は前も聞きました。私が聞

いているのはそうじゃなくて、何でこういう片手落ち

○末松

なことをやるのと言っているんです。皆さんがこれ今

になってこれ質問しようと思ったけど時間がありませ

やらなかったというわけですから、知事は当初からこ

んので、また次の機会にやります。

文信君

知事、この経緯については、ごらん

の辺野古移設を反対してつくらせないと、これを取り

これまで知事が政府や関係機関を批判する言動は、

消しするという公約も掲げて出てきていますよね。知

先ほどうちの議員からもありましたけれども、尋常で

事は、これを取り消しするために瑕疵を拾ったんじゃ

はないなと、私もそう思っています。差別であった

ないですか、恣意的に拾わせたんじゃないですか。い

り、侮辱であったり、屈辱であったり、上から目線、

かがですか。

ウシェーティーナランドーなどという、こういう言動

○議長（新里米吉君）

というのは私はよくないと思うんですね。（「県民の

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

知事が瑕疵を拾わせ

思いよ」と呼ぶ者あり）

いや、今の若い人たちは、

たのではないですかという御質問ですが、第三者委員

そういうことじゃなくて、スポーツ界にしろ芸能界に

会に委ねた際には、知事のほうから指示をするとかと

しろ、いろんな場所で一線で活躍している皆さんは、

いうようなことではなくして、委員会の中でそれぞれ

こういったことをばねにして強くなっているんです

その論点を生かし合い、そして必要と思われる当時の

よ。知事がおっしゃる、政府に対するこういう批判の

担当者などから話を聞いて、検証結果として、県に報

言動というのは、僕は非常に失礼だなというふうに

告をしたということでございます。

思っておりますけれども、それと同時に、知事のそう

○議長（新里米吉君）

いった言動に呼応してかどうかわかりませんよ――先

末松文信君。

いや、それだけの見識のある人たち

日の新聞記事を見ますと、判決に対して裁判所の良心

が、何で那覇空港の滑走路についての言及はなかった

の限界だ、たかが高裁の那覇支部長が云々とありま

のか。

す。これはゆゆしき問題ですよ。新聞記者が司法に対

○末松

文信君

○議長（新里米吉君）

してそういう言動をするというのは、知事どう思われ

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

それにつきまして

ますか。

は、先ほど土木建築部長のほうから答弁ありましたよ

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

うに、那覇空港と普天間飛行場の代替移設の候補地と

○知事（翁長雄志君）

末松議員とは、今いろいろ御

は、場所的にもそれから自然環境的にも異なるという

質問を聞いても大分感覚も政治の考え方も違うなとい

ようなことが背景にあったというふうに理解しており

うような感じを今持ちながら聞いておりました。飛行

ます。

場も那覇空港とあそこと何が違うんですか、飛行場

○議長（新里米吉君）

じゃないですかというんですが、そんなことで飛行場

末松文信君。

今の話は理由にならぬと思うよ。那

をつくらせてくれるんだったら、米軍基地は全国でつ

覇空港の滑走路は、今現在運用しているのは、自衛隊

くってくれますよ。違う飛行場なんですよ、趣旨が。

と国交省ですよね、その増設です。辺野古は、キャン

いわゆる……（発言する者多し）

○末松

文信君

−180−

○議長（新里米吉君）

静粛に。

ことについて議論してきたんです。これは、軍用の滑

○知事（翁長雄志君）

この那覇空港は……（発言す

走路であろうと、民間の滑走路であろうと、滑走路に
は変わりはない。埋め立てすることにとってそれが

る者あり）
○議長（新里米吉君）

静粛に。

どっちだからといって変わるんだから、これやっぱり

○知事（翁長雄志君）

アジアの経済政略構想の一環

恣意的にやったんじゃないですか。

で、沖縄経済の発展のためにつくっていくわけで、多

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

くの県民の賛成があるんです。経済界も賛成、全部が

○知事（翁長雄志君）

その意味で末松議員のこの経

賛成です。こっちは多くの人が反対しているんです。

歴、こういうものはやっぱり大切になると思うんで

私がそういったものを表現するときに、今言った一

す。私は、岸本市長ともたくさん話をしました。大

つ一つの言葉、そういった言葉の中で県民を私が先導

変、いろんな思いを込めて辺野古沖オーケーしたんで

するとかという問題ではありません。県民は、戦後

す。これよく御存じですよね。稲嶺知事もそうなんで

70年の心の中に気持ちを込めながら大きな国との闘

す。15年というものに行き着くまでに、どれだけつ

いの中で、ほとんど力の及ばない状況の中での選択と

くってはもらいたくないと思いながらも、どうにもな

いうものをある意味で自己決定のないようなものを

らない苦渋の選択というのはそういうもので、そうい

やってきたわけです。それをある意味では私が一つ一

う形でやっているわけであります。こういったような

つ申し上げている中に、いわゆる一連の選挙ではこの

形で流れが来て、そして一番最近の出来事――中間は

私たちの思いが当選をさせてきたと。そういったこと

削除しますけれども、私も仲井眞さんの２期目のとき

を考えますと、いわゆる県民の思いがそういうことに

には御一緒して県外移設で頑張ろうねと手に手を取り

なっているのであって、私がミスリードをして、県民

合って選対本部長を引き受けてやったんです。そう

を引っ張っていくような、県民をちょっと下に見るよ

いった中で、残念ながらあのような形で承認をしてし

うなそんなことじゃいかぬと思いますよ。私は、県民

まったという、この経歴まで話をしないと、今という

というような思いを戦後の歴史も思いながら、私も皆

承認の問題は、これは違います。ですから、いろいろ

様方と同じ立場にいたものが真ん中に寄ってきてやっ

ないきさつの中でそういうことがあったという話であ

てきているわけです。それが、今沖縄の新しい政治を

りますが、まず、一番最初の稲嶺さんと岸本さんが話

変えていこうということなんです。自由民主党も二階

したものが小渕内閣で閣議決定されて、小泉内閣で閣

さんとか小池さんとか、みんな政党変わったりしなが

議決定が破棄されて、こういったようなものの中で動

ら……（発言する者多し）

いてきている中での整合性みたいなものも、これを見

○議長（新里米吉君）
○知事（翁長雄志君）

ていかないと、この問題は沖縄県民のいわゆる気持ち

静粛に。
政治を変えていっているで

とか心とか、そういうものには末松さんの話は響かな

そういったようなこと

い。これは、やはり私たちとは考え方が違うなという

も踏まえて、沖縄の政治も大きく変わっていかなけれ

ふうに思いますが、私は県民はそれをよく理解してい

ば私はいかぬということで、私の考え方でさせても

ると思うんです、そのいきさつを。そういう意味で、

らっております。その意味では、末松さんとは大分違

今自信を持って今の私の公約というものを県政の中で

うなというふうに思っています。（発言する者あり）

頑張っているところであります。（発言する者多し）

しょう。（発言する者あり）

○議長（新里米吉君）

末松文信君。（発言する者あ

いや……（発言する者あり）

文信君

○議長（新里米吉君）

静粛にしてください。（発言

ちょっと休憩、休憩……（発言する

文信君

今、質疑がありますので質疑

者あり）
○末松

○議長（新里米吉君）

末松議員の話が聞こえなくな

ります、静粛に。
文信君

静かにしてください。

○議長（新里米吉君）

と関係のない議員は静かにしてください。（発言する

者多し）

○末松

文信君

○末松

する者多し）
○末松

末松文信君。（発言する者多

し）

り）
○末松

○議長（新里米吉君）

文信君

それでは、次にですね……（発言す

る者あり）
○議長（新里米吉君）

時間ない、時間。（発言する者多

し）

ます。
○末松

知事、今議論してきたのは、埋立承認を取り消した

質問や答弁の妨害になってい

文信君

知事は、その公有水面埋立法に逸脱

しているという話ですけれども、知事の話はもう法律
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とは別になっているんですよね。関係ないわけ。今

ことについては、やっぱり県民の思いはすごくあると

おっしゃるのは、そういうことをおっしゃっているん

思うんです。この思いというようなものが、今までの

ですよ。

いろんな選挙で判断をされてきたと思うんです。だか

そこで、時間もないから、最後に申し上げたいこと

らこういうようなものの中から物事を私たちは地方自
治というようなものは、あるいは地方自治法の改正の

をやっておきたいと思います。
際限なく組織活動をすることによって、移設作業が

ときに、自己決定権という言葉も国のほうで使ってい

どんどんおくれていきます。実質的には、普天間飛行

るんです、地方自治の自己決定権というのは。そう

場が固定化する結果となります。このことは、知事も

いったこと等も踏まえて、この問題に取り組んでいか

心配していると思いますけれども、知事はいろいろ複

ないといつまでもこんなふうにけんかしたら、あっち

雑な思いがあるとは思いますけれども、このことを早

とうまくいかないんじゃないかとか、こんなふうな話

目に解決をしないと、いつ飛行機が落ちるかわから

をした沖縄の歴史が多い、長いと思うんです。しかし

ぬ、大惨事が起きるかわからぬ、その大惨事になった

70年間こういう状況が続いてきて、これから以降も

ときにお互い責任を問われるわけです。そのことにつ

そういった状況が続くようなものが見えるものの中

いて、最後に知事の所見を伺いたいと思います。（発

で、私たちは、あの３年前の全県民が心を一つにして

言する者あり）

要請行動をしたものでまとまって頑張ろうということ

○議長（新里米吉君）

静粛に願います。（発言する

でやってきたわけです。それを政治的に体現しようと
しているわけですから、今おっしゃるようなことも含

者あり）
静粛に願います。

めて、私たちはそこにつくらせないというようなこと

質問者じゃありませんので、静粛にしてください。

がある意味でより多くの県民の皆さん方の思いに応え
る、心のひだに応えるということになろうかというふ

（発言する者あり）
大きな声で妨害になっています。

うに思っています。

翁長知事。

○議長（新里米吉君）

○知事（翁長雄志君）

やはり、経緯というものが必

○末松

文信君

末松文信君。

時間もないので、また次の機会にや

要になりますけれども、それは省略しても、普天間飛

りたいと思いますけれども、今こうしている間も普天

行場、百田さんあたりが誰もいないところに基地をつ

間の危険性は継続しているわけです。知事、そのこと

くって、そしてそこの周辺に住んでいる人たちがそこ

は念頭に置いて、早目に解決を図っていただきたい

で発展したんだと、基地で宜野湾市民は経済発展をし

と、こう思っています。
以上です。

てきたんだというような話もされましたけれども、あ
れは当然のことながら収容所に入っている間に、役所

○議長（新里米吉君）

があり、郵便局があり、学校があるものがつくられて

り）

花城大輔君。（発言する者あ

しまったわけですから、そういったような普天間飛行

質問が始まりますから、静粛に願います。

場というものはある意味で私から言うと、県民から差

花城大輔君。

し出した基地じゃないというようなものを持っている

○花城

沖縄・自民党の花城大輔です。

知事、体調が悪いようですけれども、最後ですから

わけです。ですから、それを老朽化したからというよ
うに危険になったからということで、今言うように大

大輔君

よろしくお願いいたします。

浦湾を埋めて、私たちからしたら新しい辺野古基地を

去る６月定例会の中で、我が党の翁長議員からワシ

つくるという、そこには人口半分の名護市民も住んで

ントン事務所の業務実態についての質疑がありまし

いるわけです。いろんな北部の、これから国立公園、

た。あしたは多分お答えになるかと思いますけれど

自然遺産登録、経済的な問題もみんな絡んできます。

も、私のほうから、今回のその予算に基づいてその成

こういったこと等を総合的に考えて県民が今判断をし

果について質問をさせていただきたいというふうに

ております。確かに、普天間で落ちた場合には、当然

思っております。

のことながら大変な話になりますし、しかし辺野古と

ワシントン事務所の活動事業費の総予算は、大きく

いえども、嘉手納といえども、そういう意味からした

分けると２つですね、旅費と委託料であります。この

らその危険性は持っているわけです。そういう中で沖

旅費520万円、どのような感じで使われるのか、説明

縄が新しい、今老朽化したから危険になったからまた

をお願いしたいと思います。

ここに機能強化をして、つくられていくというような

○議長（新里米吉君）
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休憩いたします。

午後７時13分休憩

問題に対する情報収集、沖縄の状況などの情報発信を

午後７時14分再開

しておりますけれども、27年12月からは、外国代理

○議長（新里米吉君）

人登録法（ＦＡＲＡ）に基づく登録をしてからは、駐

再開いたします。

在員は米国外の政府の代理として米国の政府要人です

知事公室長。
お答えいたします。

とか、連邦議員等に対する米国の政策に影響を与える

旅費ですが、米国駐在員の米国内での出張ですと

活動が可能となっております。こういった活動を継続

か、それからワシントン駐在の活動状況等について、

的に行ってきました結果、米国側においても沖縄の情

また沖縄県に戻ったりしますので、そういったための

報を正確に受けていただいて、理解が深まりつつある

旅費となってございます。

ものと考えております。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

事例を申し上げますと、昨年５月の知事訪米の際に

花城大輔君。

今の答弁では大きいか少ないかはわ

は、国務省とか国防総省、連邦議会議員等々と面談し

からないんですが、ビザの関係なのかという気もしま

ましたけれども、そのときには、なかなか沖縄の実情

すけれども、本筋ではないので、次の質問に行きたい

が正確に伝わらず、形式的な回答しかいただけなかっ

と思います。

たというのがあるわけですけれども、ことし５月、知

○花城

大輔君

旅費を除く全てがワシントンコア社への委託料と

事訪米の際には12名の連邦議会議員ですとか、モン

なっています。この状態を見ると全て丸投げのような

デール元副大統領と面談、また沖縄に精通する８名の

感じがしますけれども、又吉清義議員の代表質問に

有識者との会議を開催しましたところ、この辺野古移

は、適正に執行しているという答弁でありました。

設問題ですとかこの裁判、和解等によって工事が中止

この内容がどのように適正に執行されているのか、

一定の理解を得られたということで、そういった意味

説明をお願いします。
○議長（新里米吉君）

している、そういった状況も説明をしましたところ、
でワシントン駐在を設置したことによる効果があらわ

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

議員御指摘のよう

れてきているものというふうに考えております。
花城大輔君。

に、委託料をコンサルトのほうにお支払いしていま

○議長（新里米吉君）

す。その内訳でございますけれども、現地におきます

○花城

事務所の家賃、電話代、備品購入、消耗品などの経

のが、ことし５月には一定の理解が得られて、それが

費、それも委託料で計上させていただいています。

ワシントン事務所の成果だというふうにお話しされて

大輔君

昨年５月は理解が得られなかったも

さらに、ワシントンとか米国内部で地域、ワシント

います。その他にもロビー活動が云々とかこれまでの

ンの実情に詳しい委託事業者が有するノウハウやネッ

質疑応答の中でいろいろありましたけれども、そもそ

トワークを活用して、駐在活動を円滑に行うための体

もこのような丸投げをしている中で、現地に駐在員が

制を構築するために、その委託している業者が活動す

いる必要があるんでしょうか。

るための経費というのもその中に入っているというこ

○議長（新里米吉君）

とでございます。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）
○花城

大輔君

知事公室長。
丸投げといいまして

も、そういった先ほども答弁いたしましたような形

花城大輔君。

今答弁いただいたことは、この表の

で、事務所内部での運営とか、あと彼らの持っている

なの

ノウハウを活用いたしますが、実際に沖縄の現地の声

で、これが丸投げなんじゃないかということであった

を反映するのはその駐在員の方々でございます。そう

んですけれども、次の質問に行きたいと思います。

いった方々がいらっしゃる中で、またそういった駐在

中に書かれているんですよ。（資料を掲示）

この7369万円の事業活動費に合わせて、平安山所

員に対する評価も大変高まっておりますし、また、米

長の所得と手当が2000万円近くというふうにも聞い

国側のほうからも実際に沖縄が駐在員を配置して、こ

ております。もう１人の職員を加えると１億円を超え

の沖縄の実情を説明するという体制をつくったことに

るわけでありますけれども、これだけの費用をかけて

対して、沖縄県の熱意が十分伝わるというような話も

このワシントン事務所を設置したこと、これに対して

伺っているところでございます。

の成果をお尋ねしたいと思います。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○花城

大輔君

花城大輔君。

今公室長がお話しになったのは、こ

お答えいたします。

の米国政策調査の件だというふうに思っております。

ワシントン事務所、知事訪米の対応ですとか、基地

このような形で見ると、これはワシントンコア社が

○知事公室長（謝花喜一郎君）
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先ほどモンデール副

やっているんじゃないんですか。沖縄から派遣された

○知事公室長（謝花喜一郎君）

駐在員がやっているのではないんじゃないですか。

大統領との面談等をやりましたけれども、ワシントン

○議長（新里米吉君）

駐在所ができて、駐在員の方々は精力的に動いていた

休憩いたします。

午後７時20分休憩

だきまして、これまでのアメリカ連邦議員への働きか

午後７時20分再開

けの人数を紹介させていただきますが、米国連邦議会

○議長（新里米吉君）

関係者108名、国務省関係者40名、国防総省関係者

再開いたします。

７名、それからＮＳＣ（国家安全保障会議）関係者２

知事公室長。
お答えいたします。

名、副大統領１名、シンクタンクの有識者33名とい

今、議員がお示しの部分は政策調査ということで、

うことで、述べ191名の方々と実際駐在員の方々は意

確かにワシントンコア社にやっていただいています

見交換を行って、知事の考え方とか沖縄の正確な情報

が、この主なものとしてはやっぱり連邦議員とのセッ

を説明し、理解と協力を求めているということでござ

ティングとか、そういったものも委託の中身には入っ

います。

てございます。また、ヒアリングも実際この方々の人

○議長（新里米吉君）

脈等を通してセッティングしていただいたりしてやっ

○花城

ているということですから、全てがこのコア社が行っ

ではなく、そのことによって何が得られたかが成果で

ているということではございません。

あるというふうに思っております。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

大輔君

花城大輔君。

本来、191名の方と会えたかどうか

また、本日報道の新聞の中で、平安山所長から昨年

花城大輔君。

私には、ワシントンコアが契約した

知事に相談があり、このままでは事務所の運営ができ

実績をこのワシントン事務所の駐在員の成果にすりか

ないというふうにコメントがあったと聞いておりま

えているようにしか聞こえないわけであります。特

す。これは事実でしょうか。実際、ビザの取得に関し

に、この2300万円の内訳の1244万円、専門家を起用

て業務に支障を来しているのでしょうか。

するための人件費とかいろいろありますけれども、こ

○議長（新里米吉君）

の辺についても非常に不透明だというふうに感じてお

○知事公室長（謝花喜一郎君）

ります。

を見ましたけれども、昨年末というのがまず違ってご

○花城

大輔君

また、弁護士に対する相談料も何に使われているか

知事公室長。
私も、けさその新聞

ざいます。１月、年明けでございます。

非常に気になるところでありますので、この1244万

そういった中で、知事とかそれから副知事にもいろ

円については結構ですから、弁護士への相談料676万

いろ報告していただいておりますけれども、ビザのど

円、何に使われているのか説明お願いします。

うのこうのというよりも、ＦＡＲＡ取得によっていろ

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

いろこういうふうになっていますとか、そういったこ

お答えいたします。

とを報告したというふうに聞いてございます。

弁護士への相談内容だというふうに理解いたします

ですから、この新聞報道がどういう経緯で出たかわ

けれども、ワシントン駐在員の活動について、ＦＡＲ

かりませんが、そういう見出しにあるようなことは承

Ａ登録ですとか、移民法などの専門分野の相談をする

知してございません。

必要があるものですから、弁護士を雇っている経費と

○議長（新里米吉君）

してその予算が計上されているということでございま

○花城

す。

が無理だというふうに話されたということは事実なん

○議長（新里米吉君）
○花城

大輔君

花城大輔君。

大輔君

花城大輔君。

平安山所長から、もう事務所の運営

ですか。

今の説明を聞くと、ビザ取得のため

○議長（新里米吉君）

知事公室長。
少なくとも今回、１

の相談で雇っているんじゃないかというふうにも考え

○知事公室長（謝花喜一郎君）

られるわけです。これはまたあした明らかにしていた

月の時点で知事に面談した際にはそういった話は出て

だきたいというふうに思っております。やはり家賃も

いないと承知しています。

1000万円超えて、これまでの答弁では大した成果が

○議長（新里米吉君）

見られないというふうに私は思っておりますけれど

○花城

も、これで本当に県民に対して説明ができるのかどう

んですかというふうなことも言いましたけれども、昨

か、お願いします。

年から我が会派の議員からたくさんこのワシントン事

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

大輔君

花城大輔君。

先ほど、これで県民に説明ができる

務所については質問がなされています。我々として
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は、明確な回答を得て納得をしているというような状

メントだったというふうに思っています。これは裏を

態ではないわけであります。このまま決算というこ

返せば、もっと減額されるのではないかという不安の

とになりますと、我々沖縄県議会が県に対して何ら

中で、これぐらいで済んでよかったというほっとした

チェック機能を持たない烏合の衆だというふうに認め

気分もあるのではないかと思っています。私は知事と

たことになるんではないかと、私は考えております。

しては、昨年以上の金額を確保することが最低限の責

なので、今後平安山所長を召還して直接質問する機会

任ではなかったかなというふうに思っておりますけれ

を得たいというふうに思っておりますけれども、いか

ども、知事いかがですか。

がでしょうか。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

総務部長。

武君）

○総務部長（金城

お答えをいたします。

我々も議会、それか

平成29年度の概算要求額、3210億円で確かに御指

ら委員会等で御質問があれば丁寧に説明させていただ

摘のとおり、今年度の当初予算額を下回る水準でござ

いていると思っておりますし、また必要な資料等も差

いますが、厳しい財政状況の中で、やはり3000億円

し上げていますので、それで事足りるのではないかと

台が確保されたと。それと直接概算要求ではございま

いうふうに考えております。

せんが、本年度の補正予算案においてこれも前年度を

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

花城大輔君。

上回る176億円、これが沖縄振興予算として計上され

公室長、そうはなってないと思いま

ておりまして、概算要求と合わせて3300億円台の規

す。例えば、平安山所長の所得の件も何回も何回も委

模が確保されたところもございます。そういう意味

員会でも、この本会議の中でも質問がありました。そ

で、一定のそういう評価をしているというところでご

のたびにいろんな理由を並べて答えないわけです。そ

ざいます。

して、明るみになった部分については、追加で説明を

○議長（新里米吉君）

加えていく。このような姿勢では、我々は何のために

○花城

一般質問で質問しているのかもわからなくなってきま

円、対前年比で見ると96％になります。しかしなが

す。これについてはしっかりと、私がさっき求めた平

ら、一括交付金で見てみると、1613億円が1338億円

安山所長の召還、これについてコメントしてくださ

というふうに83％になるわけです。これについても

い。

よくやったと思っていますか。

○花城

大輔君

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

大輔君

全体としては、3350億円が3210億

○議長（新里米吉君）

本人の所得につきま

花城大輔君。

○総務部長（金城

総務部長。

武君）

しては、個人情報ということで開示をすることはでき

さい、最後のところ。

ませんでしたけれども、それ以外の必要な級とか、そ

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

ういった特別手当のお話については、我々としては全

午後７時30分休憩

て出しているつもりでございます。

午後７時30分再開

仮に、当人をお呼びしたとしても、本人は個人の情
報ということでお答えしないのではないかというふう

○議長（新里米吉君）

ちょっと確認させてくだ

再開いたします。

総務部長。

にも考えてございますし、召還の必要性はないのでは

○総務部長（金城

ないかと思っております。

おいて、県の自主的な選択に基づく事業を実施します

○議長（新里米吉君）

花城大輔君。

武君）

平成29年度概算要求に

この一括交付金、これが減額されたことについては残

成果も含めて、きょうの質問で得た

念に思っております。県としては、やはりこの執行

答弁の中でも私はまだまだ足りないというふうに思っ

率、これまで県としても一応課題として認識はして、

ています。本人呼んでも無駄ですよと今おっしゃいま

かなり改善に取り組んできたところでございます。そ

したけれども、ぜひ呼んでください。これは引き続き

ういう中で、執行率、繰越率、これも年々改善してき

求めます。

ている中で、繰り越しと不用額を理由としてやはり概

○花城

大輔君

続いて、次の質問に行きたいと思います。

算要求を減額するということには、県としてはやはり

一括交付金について、知事の答弁では、ちょっとこ

疑問があります。また、内閣府からいろいろと算定の

れは僕がメモとったものなので正確なものかはわかり

説明も受けておりますが、その妥当性についても県と

ませんけれども、厳しい現状の中で3000億以上確保

してはやはり疑義があるということで考えておりま

できたことは一定の評価をしたい、多分そのようなコ

す。
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○議長（新里米吉君）

の２月がたしか次の振興会議だったと思っていますけ

花城大輔君。

減額されたことに納得できないとか

れども、その２月までこの状態は引っ張れないです。

疑義があるとか、そんなことじゃないと思うんです。

どうやって事業を組み立てるんですか。最低でも年内

予算が獲得できなかったんです、２つの理由から。そ

には県の方針を私は伝えるべきだと思いますけれど

れを国のせいにされては困ると私は思っているんで

も、知事いかがですか。

す。特にこのソフト交付金について、前年806億円か

○議長（新里米吉君）

ら668億円まで減額されています。これを現在のとお

○総務部長（金城

り、市町村枠を５対３という割合でやったときにかな

いう段階でございまして、最終的な国の予算の決定、

り減額されるわけです。前年度320億円から今年度予

年末にまたそういうはっきりした決定がなされますの

測で259億円、61億円も減らされるということにな

で、それを踏まえて今後いろんな形で対応していくと

ります。

いうことになろうかと思います。

○花城

大輔君

代表質問の答弁では、沖縄振興会議で決定されます

総務部長。
現時点では、概算要求と

武君）

○議長（新里米吉君）

花城大輔君。

せっかく今勢いに乗っているところ

ということと、県も市町村も一定の影響があるという

○花城

ふうにコメントされています。これ、減らすというこ

も多いと言われています市町村の足を踏むことがない

とですか。

ように、県もしっかりと出していただきたいと思って

○議長（新里米吉君）

おります。今の答弁では、絶対市町村は納得しないと

総務部長。

武君）

○総務部長（金城

大輔君

思いますから、ぜひ再考をお願いいたします。

お答えいたします。

次の質問に行きます。

ソフト交付金の県と市町村の配分につきましては、

米軍北部訓練場ヘリパッド反対行動についてであり

５対３というこれまでの考え方がございます。それを
踏まえて、今後、知事と市町村で構成します沖縄振興

ます。
これは警察本部長にお伺いをしたいというふうに

会議において決定される予定になっているというとこ

思っておりますけれども、今ネットの世界を見てみま

ろでございます。
○議長（新里米吉君）

すと、過激な反対運動が動画として非常に多く流れて

花城大輔君。

この制度が始まって初めての減額に

います。新聞報道で見受けられるような、非暴力で平

なるわけです。これまでずっと頑張ってきた市町村

和的な活動とはほど遠い、まさしく真逆の、自分たち

も、今県がどのような対応をするのか、ひょっとした

の意思を示すためなら人を傷つけてもいい、そのよう

ら冷や冷やしているのかもしれません。

な活動の内容が載っている映像であります。

○花城

大輔君

それで、私は今回このたびの予算が確保できなかっ

私はそれを見たときに、県警は取り締まらないのか

たことを知事が真剣に自分の責任と認めて、最低でも

どうか、疑問に思いましたし、たくさんの友人からも

市町村分は確保するという方針を伝えるべきだと思い

そういう話を聞いております。実際、沖縄県警として

ますけれども、いかがですか。

はこの実態をしっかりと把握しておられるのかどう

○議長（新里米吉君）

武君）

○総務部長（金城

か、お願いいたします。

総務部長。
先ほども答弁いたしまし

○議長（新里米吉君）

警察本部長。

たが、減額されたということですから、やはりこれは

○警察本部長（池田克史君）

県として執行率、繰越率これが改善してきている中

てお答えいたします。

抗議行動の状況につい

で、繰り越し、不用、そういう理由で減額するという

現在、北部訓練場周辺においては、工事関係車両の

ことは通常はやはりなかなか納得しがたいというとこ

出入りのときを中心に、抗議参加者による県道70号

ろでございます。

線における低速走行や道幅いっぱいに車両を放置した

配分につきましては、やはりこれまでの基本的な考

上での、その間での座り込みや寝転び、車両の前の飛

え方であります５対３、それを踏まえて、先ほどの答

び出し行為や立ち塞がり、寝そべり行為や車両の下へ

弁の繰り返しになりますが、振興会議の中で決定をし

の潜り込み行為、工事車両への飛び移り行為、あとは

ていくということになろうかと思います。

いわゆる検問ですけれども、車道に立ち塞がり、通行

○議長（新里米吉君）

車両をとめての身分確認といった極めて危険であり、

花城大輔君。

今の答弁では、国が悪いから５対３

かつ違法状態の中での抗議行動が連日行われ、一般交

はやむを得ないということであろうかと思いますけれ

通など住民生活にも大きな影響を与えるものと県警察

ども、市町村はそれじゃたまらないと思います。来年

では把握、承知しているところでございます。

○花城

大輔君
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県警察としましては、抗議参加者による違法な妨害

ている木、いっぱい立っているんですけれども、この

行為に適切に対応し、現場における混乱及び交通の危

木を伐採するともうひとりでにといいますか、木がこ

険の防止を図っているところであり、先日は、県道

ちらのほうに倒れていく。そこの谷底のほうに木が落

70号線を封鎖した車両を運転していた者を往来妨害

ちていくという状況があったそうであります。ここ

罪により検挙したところでございます。

の谷底とかここの斜面のところに約30人の反対派の
人たちがずっと座っておりまして、いわば身を挺して

以上です。
花城大輔君。

○議長（新里米吉君）

の抗議なんですけれども、もしこの木が伐採されて落

結果的に何度も同じような答弁をさ

ちてきたら大けがをするようなところにみずからの身

せてしまって申しわけなく思うんですが、本当に暴力

を置いて抗議をされていたということでございます。

行為そのもの、ヘイトスピーチ、非常に近づくのも怖

それが、きのうの午後でありまして、私が言いました

いようなそんな雰囲気さえあります。

とおり、そこは北部訓練場のＨ地区の斜面でありまし

○花城

大輔君

そんな中で、最近も逮捕者が出ていると思いますけ

て、これももとより言うまでもないんですが、米軍提

れども、これは代表質問のときにも聞きましたけれど

供施設内でありますので、刑事特別法にもう既に違反

も、もう一度答弁をお願いしたいというふうに思いま

しているわけですけれども、どこからか侵入し、斜面

す。

とあと谷底に30名がいたというものです。防衛局の

逮捕者とその逮捕者の状況についてお願いいたしま

職員が刑特法違反であるということで警告し、あとは
伐採したら本当に木が直撃しますので危ないですよと

す。

いうふうに移動を促したのですが、全く動かないとい

警察本部長。

○議長（新里米吉君）

７月22日以降に北部

うことで、機動隊員が１人につき約５名、６名を後ろ

訓練場の関連で逮捕した者について申し上げますと、

からこうお尻を押して、前から引っ張って、そのとき

５名でありまして、公務執行妨害で３名、往来妨害罪

に非常に急な斜面でしたので、まずロープで手すりを

で２名であります。

つくったそうであります。手すりをつくった上で、そ

○警察本部長（池田克史君）

その内訳を県内、県外でいいますと、県内３名、県

れはその機動隊員、あと反対派の人も抗議参加者も持

外２名で、国籍でいいますと、日本が３名、韓国が２

てるようなロープの手すりをつくった上で、１人の抗

名となっております。男女別では、男性が３名、女性

議参加者に対して機動隊員が後ろから四、五名で押

２名となっております。

し、上から引っ張り上げようとしたんですけれども、
その過程で、まさに急な斜面ですので、滑落するおそ

以上です。
○議長（新里米吉君）

れがあるということで、命綱のかわりにロープを腰な

花城大輔君。

ちょっと話は変わるんですけれど

り、リュックに結びつけて押し上げたということで、

も、けさの県内両紙の中で、機動隊が市民を縛ってけ

まさに状況としましては、災害救助をするような感じ

がをさせたというような報道があります。かなり細か

で谷底からけが人を運び上げるというような感じで

く書かれているところもありますけれども、これにつ

やっていたようです。

○花城

大輔君

ただ、その過程で場合によっては、私も詳細に全て

いて説明をお願いできますか。
○議長（新里米吉君）

報告を受けているわけではありませんので、その過程

警察本部長。
本日の朝刊に１面トッ

で命綱であったロープを機動隊員が引っ張るというこ

プで出ておりまして、私も報告を受けておりますの

とも、それは絶対なかったとは私は申しませんし、た

で、この機会ですので御説明させていただきたいと思

だ基本的には、五、六人で抱え上げて上に持っていっ

います。

たということでそれが約２時間かかったそうでありま

○警察本部長（池田克史君）

報道によりますと、機動隊員が反対する人をロープ

す。

で縛って拘束したとか、強制排除したということに

ただロープの命綱を使用したのは３名でございまし

なっておりますが、報告ではこういうようでありま

て、なぜかといいますと、その３名の方がもう既に物

す。ちょっと済みません、こんな感じなんですが、こ

すごく暴れまして、これが報道にも出ておりますが、

この木を伐採する計画があったようで、これが木だと

１人の方は、機動隊員が上半身を持っている間に下半

します、シャーペンが。そこにこう斜面がありまし

身が、自分で暴れたものでぬかるみにはまって捻挫し

て、大体15メートルくらいの深さの斜面のようなん

たということもありまして、かえって危険だというこ

ですけれども、結構急な斜面であります。ここに立っ

とで、あとはもう命綱もつけずに、機動隊員も命綱つ
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けておりませんが、五、六人がかりで30人を10メー

りませんが、何とかしていただきたいというふうに

トルの坂を上まで持っていったとそういうことだそう

願っております。

であります。

続いて、県にも今後の対応について質問をしたいと

ですから、このロープで引っ張り上げたとか、ロー

思います。

プでぐるぐる巻きにして拘束したとか、ロープでつり

○議長（新里米吉君）

下げるとかそういうものではございません。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

知事公室長。
先ほども別の議員で

あとは、繰り返しとなりますが、この抗議参加者は

すが答弁させていただきましたけれども、特に今回、

基本的にもう既に訓練場に入っておりますので、刑事

抗議をしている方々について、東村、それから高江区

特別法に違反して侵入したものであります。その辺

の方々からのお話では、やはり林道が途中で封鎖され

は、ぜひそういう行為はやめていただきたいと思うと

るとか、勝手に検問を行っているとかということが

ころであります。

あって四苦八苦し、職員が通常は15分程度の通勤に

以上です。

工事車両の妨害目的による県道70号線での牛歩作戦

○議長（新里米吉君）

花城大輔君。

によって通勤に１時間かかって授業におくれたと、そ

いろいろと情報を得ると、この反対

ういったことで抗議活動による苦情が寄せられている

している市民という一くくりの中に、非暴力で平和的

ということ等ございます。そのほかにもいろんなお

な方々、中には身を挺してでもこの工事をとめたいと

話、東村のほうからお聞きしております。

○花城

大輔君

思う方々、また片方は自分たちの思いを果たすためな

県としましても、住民の日常生活に支障を来してい

ら何でもやるという危険な方々、そんな人たちを一く

る状況につきまして憂慮しておりますし、市民の側と

くりに市民と呼んでいるために、片方は過剰警備だと

いいますけれども、法令を遵守するとともに、地域住

言い、片方は生ぬるいもっと取り締まれという。そん

民の安全・安心を考えながら、表現の自由を行使して

な今厳しい状況に県警は置かれているんだというふう

いただきたいというふうに考えております。

に私は理解をしております。

○議長（新里米吉君）

それから、質問をさせていただきますけれども、こ

○花城

大輔君

花城大輔君。

私はやっぱり今回も知事のコメント

の非常に難しい立場にある中で、今後の対応について

が欲しいなというふうに思っています。昨年６月だっ

お聞かせください。

たと思いますけれども、辺野古の反対運動の件で同じ

○議長（新里米吉君）

警察本部長。

ような過激な行動が目につくようになったころに、こ

繰り返しになりますけ

れは海保も警察もとめることができないと、知事にそ

れども、県警察では、警察法２条に規定する責務に照

れをやってもらいたいということをお話ししました。

らし、抗議参加者の安全確保、抗議参加者と工事関係

当時の知事のコメントとしては、表現の自由だと、

者のトラブルの防止、あとは県道上の一般交通を含む

尊重したいということでありましたけれども、もうこ

安全確保などの観点から必要な警備活動を行ってきて

こまで来ると公共の福祉に反するどころか、法にも反

おりますし、これからも行っていきたいと思います。

しておりますから、何とか県民同士、またよそから応

連日、先ほど申し上げましたような妨害行為といい

援に来た人たちが傷つけ合わないように、何らかの形

ますか、抗議活動が行われておりますが、これについ

で知事のほうからコメントをいただきたいというふう

ては、同様に再三の警告を行った上で違法状態を解消

に思っておりますけれども、いかがですか。

し、現場の混乱と交通の危険を防止するなどのため

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

に、関係者の安全に配慮して必要最小限の範囲で、安

○知事（翁長雄志君）

今県警のほうからも今定例会

全な場所に移動させるなどの措置を引き続き行ってい

では何回も向こうの様子を聞かせていただきました。

きたいと思います。

あるいはまた、市民側の動きも報道等を通じながら見

○警察本部長（池田克史君）

全般的に申し上げれば、危険かつ違法な抗議行動に

ているところであります。その意味からいうと、その

対し、参加者の安全、工事関係者の安全を確保しなが

現場でけが人が出たりするというようなものは、絶対

らも法と証拠に基づき対処していく所存でございま

に避けなきゃなりませんから、私は、この定例会の冒

す。

頭でも申し上げましたけれども、民主主義のルールに

以上です。

のっとって、裁判も含めて、それからそれ以外のこと

○議長（新里米吉君）
○花城

大輔君

花城大輔君。

も含めてしっかりと目的を果たしていきたいというふ

頑張ってくださいという立場にはあ

うな話をさせてもらっております。
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そういう中での表現の自由と、あるいはまた県警の

についてのことだと思いますけれども、所有名義につ

その意味での安全確保、あるいはまた法の遵守という

いてはちょっと捜査中の事件であり、詳細については

ようなものもあるんでしょうけれども、そういったも

答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

の等が向こうで交錯する中で、今県警のほうからいろ

ただ、報道がひとつ間違っておりますのは、この車

いろ話をお聞きして、大変御苦労を聞いているわけで

は証拠品としていまだ差し押さえを継続中でありま

すが、現場のほうもまたどういう状況かというのも改

す。これは報道を訂正させていただきます。

めて確認をして、そういう中からやはり表現の自由と

以上です。
花城大輔君。

いうようなものの、このとうといものをどのようにし

○議長（新里米吉君）

て有効に生かしていくかということについてまた議論

○花城

ができればありがたいなとこのように思っておりま

めなら何をしてもいいというふうに解釈されても仕方

す。

がないというふうに思っております。非暴力で、平和

○議長（新里米吉君）
○花城

大輔君

大輔君

このような状態では、基地反対のた

的な活動を続ける市民のためにも、立場ある人々には

花城大輔君。

行動を誤解されないようにしていただきたいというふ

ありがとうございます。

加えて、昨年お願いした際に、知事のあらゆる手法

うに思っています。そうでなければ、みずからの正義

を使って新基地は絶対につくらせない、これが誤った

を貫くためなら何をしてもいいという、おかしな沖縄

メッセージとなって伝わっている可能性がないかとい

に行きそうな気がします。一言申し上げて、次の質問

うことも言わせていただきました。

に移ります。

今回思ったのは、やっぱり議員であったり、地域の

北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明

名士であったり、ある大きい企業の社長さんたちが応

者について、これちょっと聞きなれない言葉ですけれ

援しに行くことによって、これがその方々のお墨つき

ども、いわゆる特定失踪者と呼ばれている方々の件で

をもらっているというふうな解釈でこの活動が助長さ

あります。

れているというふうなことはないのかということを

では、この特定失踪者、この拉致の可能性が排除で

思っているんです。だんだんだんだんと過激になって

きない行方不明者と一般の行方不明者の違いについ

いくような気もしているんです。特に、議員の皆さん

て、県警本部長、お願いします。

が同じ活動に参加をして、同じような行動をとって、

○議長（新里米吉君）

また時としては県警の力を使わせて、お運びあそばれ

○警察本部長（池田克史君）

るということもあったりするわけです。

警察本部長。
お答えいたします。

今議員がおっしゃった、いわゆる北朝鮮と関係ない

そして、これも県警本部長にお尋ねしたいと思うん

一般の行方不明者については、行方不明者となった理

ですけれども、きょう報道の新聞の中で、ちょっと読

由のいかんを問わず、御家族の相談、届け出が警察に

みます。沖縄県議会議員の所有する車両が、今月15

行われた者、そういう方を指しております。

日、男女２人が往来妨害容疑で現行犯逮捕された際に

警察においては、行方不明となった方の情報を全国

使用された。しかも、一度県警に押収された後、返却

警察で共有すべく、警察庁の情報管理システムに登録

されたが再度貸し出し、現在も妨害活動に使われてい

するとともに、各種の警察活動を通じて発見活動を実

るとのことである。これは事実でしょうか。

施しているところであります。

○議長（新里米吉君）

警察本部長。

○警察本部長（池田克史君）

他方で、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない

まず、報道については

私も承知しているところであります。

行方不明者とは、警察ではまず御家族から北朝鮮によ
る拉致ではないかと相談を受けまして、その上で拉致

これについては、９月15日に警察が70号線上で検

の可能性を排除できないとした判断、事案を指して

挙した往来妨害罪に関することだと承知をしておりま

おりまして、これについては一般の行方不明者とは

す。

ちょっと異なりまして、裏づけ捜査や各機関との情報

簡単に申し上げますと、９月15日に70号線上にお

交換や、広く情報を募るためのウエブサイトへの掲載

いて男女２名、60代の男、70代の女性がそれぞれ車

などの捜査、調査活動を実施しているところでありま

を１台ずつ斜めというかまさに真横ですけれども、車

す。

線を塞いで駐車し、それを往来妨害罪で２名を逮捕し

以上です。

たものでございます。その証拠品として、この車両２

○議長（新里米吉君）

台をそれぞれ差し押さえております。そのうちの１台

○花城
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大輔君

花城大輔君。

沖縄県でこれを話題にするのは、

ひょっとしたら意外に感じている方もいるかもしれま

府が主体的に北朝鮮に対する毅然とした姿勢を貫くこ

せんけれども、全国と沖縄県の状況について、それぞ

とが第一ということで考えているところでございます

れ説明をお願いしていいですか。

が、当然ながら地方自治体としても拉致問題に対する

○議長（新里米吉君）

国民一人一人の関心と認識をより一層深めて、早期解

警察本部長。
北朝鮮による拉致の可

決を訴えるということを目的に、平成20年に北朝鮮

能性が排除できない行方不明者についてですが、全国

による拉致被害者を救出する知事の会というのが設立

では本年の８月末現在で885人でございます。うち沖

されておりまして、沖縄県も当然ながら参加している

縄県警察が捜査・調査を行っている北朝鮮による拉致

ところでございます。

○警察本部長（池田克史君）

の可能性を排除できない行方不明者は34人であり、

また、那覇地方法務局、那覇市、それと人権擁護連

都道府県別で比較しますと、全国で８番目に多い数と

合会と県で構成する沖縄人権啓発活動ネットワーク協

なっております。

議会というのがございますが、その中で北朝鮮当局に
よる人権侵害問題に対する認識を深めようということ

以上です。
○議長（新里米吉君）
○花城

大輔君

で、今年度の年間強調事項の一つとして、相互に連携

花城大輔君。

私も昨年までこの沖縄に34名も拉

致された可能性がある方がいることは知りませんでし

協力して啓発活動に取り組んでいるところでございま
す。

た。非常に恥じております。また、その御家族ともお

また、あわせて毎年12月10日から16日までは、北

会いして、この問題が過去のものである、または沖縄

朝鮮人権侵害問題啓発週間というふうに位置づけられ

以外のものであるという認識ではいけないというふう

ておりまして、同週間に合わせて那覇市役所において

に思って、今回質問の中に入れさせていただきまし

パネル展の開催を予定していることと、またこの期間

た。

中には県内の出先機関ですとか全市町村にポスターの

また、ことしになって新たに１名追加されたという
ことでありますけれども、県警の今後の対応について

配布をするほか、県のホームページでは通年を通じて
周知を図っているところでございます。
今後とも、国、知事の会それと連携協力して拉致問

お尋ねします。
○議長（新里米吉君）

題の解決が図られるよう啓発活動に取り組んでいきた

警察本部長。
今後の対応でございま

いと考えております。

すが、現在でも予断を持つことなく捜査、調査を行っ

○議長（新里米吉君）

ているところですが、広く情報提供を求めるために御

○花城

家族からの同意を得られたものについては、先ほど申

れている人権週間での活動の件、昨年私も那覇市役所

し上げましたが、県警のウエブサイトに事案の概要を

に見に行きました。ことしも同様のパネル展が行われ

掲載しているほか、政府設定の北朝鮮人権侵害問題啓

るということでありますけれども、これは2006年に

発週間――これは12月10日から12月16日ですが――

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対

この啓発週間に合わせて警察本部と警察署が連携し、

処に関する法律というものの中で、「地方公共団体

拉致問題啓発ポスターの掲示やチラシの配布、コミュ

は、国と連携を図りつつ、拉致問題その他北朝鮮当局

ニティーラジオ等を通じた広報啓発活動を行うなど、

による人権侵害問題に関する国民世論の啓発を図るよ

その取り組みを強化しているところであります。

う努めるものとする。」ということであります。なの

○警察本部長（池田克史君）

大輔君

花城大輔君。

知事の会の参加の件、また毎年行わ

今後とも、御家族の気持ちを十分に受けとめて、事

で、パネル展についてどうこう言うつもりはないんで

案の解明に向け、関連情報の収集と捜査、調査に全力

すけれども、沖縄県民に広く知らしめるという点で

を挙げてまいる所存でございます。

は、私は少し物足りないように思っています。
また、知り得る限りで連絡をとらせてもらいました

以上です。
○議長（新里米吉君）
○花城

大輔君

けれども、各市町村でも拉致問題のポスターを見た人

花城大輔君。

続いて、沖縄県の対応についてもお

にとやかく言うつもりはありませんけれども、私は知

聞かせください。
○議長（新里米吉君）

は１人もいません。その辺を、今、子ども生活福祉部
事公室の中にこれを担当する部署を１つつくっても

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

らって、問い合わせや情報発信がスムーズにできるよ
うな体制を構築してほしいというふうに思っているん

ます。
まず、北朝鮮の拉致問題の解決につきましては、政

です。
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確かに、子ども生活福祉部は17件の人権問題につ

ていきながら一日も早くこの34名の人たちが見つか

いての取り組みをずっとされていますけれども、この

ること、全国で900名近い人たちが見つかることであ

17件のうちの16件と、この拉致に関する問題につい

ると思っておりますから、沖縄県としてもひとつこれ

ては余りにも大きな隔たりがあるようにも思ってい

を御検討いただいて、いい感じで回答を後日いただけ

て、実際家族がいなくなって、ひょっとしたら北朝鮮

ればというふうに思っております。

に拉致されているかもしれないと思っている方、これ

以上申し上げて、質問を終わります。

をどこに問い合わせていいかわからない方、これが県

ありがとうございました。

の中のホームページとか県の中に電話をしたときに、

○議長（新里米吉君）

以上で本日の一般質問及び議

スムーズにその担当部署に行き着くような配慮が私は

案に対する質疑を終わります。

必要ではないかなというふうに思っております。今で

本日の日程はこれで全部終了いたしました。

も北朝鮮の船が座礁して、日本近海にあるというふう

次会は、明30日定刻より会議を開きます。

な状況があります。今、不法入国がされていないとい

議事日程は、追って通知いたします。

う保証はどこにもありません。沖縄だけが安全という

本日は、これをもって散会いたします。

保証もどこにもありません。

午後８時１分散会

今私たちができることは、そういったことを啓発し
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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９月30日
平成28年
第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）会議録
（第 ５ 号）

平 成 28 年
第 ４

回

沖 縄 県 議 会（ 定 例 会 ） 会 議 録（ 第 ５ 号 ）
平成 28 年９月 30 日（金曜日）午前 10 時３分開議

議

事

日

程

第５号

平成28年９月30日（金曜日）
午前10時開議
第１

一般質問

第２

甲第１号議案から甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議案まで及び認定第１号から認定第23
号まで（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号議案から甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議案まで及び認定第１号から認定
第23号まで
甲第 １ 号議案

平成28年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）

甲第 ２ 号議案

平成28年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）

甲第 ３ 号議案

平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計補正予算（第１号）

甲第 ４ 号議案

平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）

甲第 ５ 号議案

平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算（第１号）

甲第 ６ 号議案

平成28年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）

乙第 １ 号議案

沖縄県職員の退職管理に関する条例

乙第 ２ 号議案

沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ３ 号議案

沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

乙第 ４ 号議案

沖縄県税条例の一部を改正する条例

乙第 ５ 号議案

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の一部を改正する
条例

乙第 ６ 号議案

沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の
一部を改正する条例

乙第 ７ 号議案

沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営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 ８ 号議案

沖縄県土地改良法等に基づく異議の申出等に係る書面等の写し等の交付手数料条
例

乙第 ９ 号議案

沖縄県警察の組織に関する条例の一部を改正する条例

乙第10号議案

工事請負契約について

乙第11号議案

工事請負契約について

乙第12号議案

工事請負契約について

乙第13号議案

工事請負契約について

乙第14号議案

工事請負契約について

乙第15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16号議案

訴えの提起について

乙第17号議案

指定管理者の指定について

乙第18号議案

県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
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乙第19号議案

水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について

乙第20号議案

平成27年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

乙第21号議案

平成27年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

乙第22号議案

沖縄県土地利用審査会委員の任命について

認定第１号

平成27年度沖縄県一般会計決算の認定について

認定第２号

平成27年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について

認定第３号

平成27年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について

認定第４号

平成27年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について

認定第５号

平成27年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について

認定第６号

平成27年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について

認定第７号

平成27年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について

認定第８号

平成27年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について

認定第９号

平成27年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について

認定第10号

平成27年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について

認定第11号

平成27年度沖縄県林業改善資金特別会計決算の認定について

認定第12号

平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
ついて

認定第13号

平成27年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について

認定第14号

平成27年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について

認定第15号

平成27年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について

認定第16号

平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について

認定第17号

平成27年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について

認定第18号

平成27年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について

認定第19号

平成27年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に
ついて

認定第20号

平成27年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について

認定第21号

平成27年度沖縄県病院事業会計決算の認定について

認定第22号

平成27年度沖縄県水道事業会計決算の認定について

認定第23号

平成27年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
出

席
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仲宗根
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儀

弘

子

さん
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金

城

弘

昌
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警 察 本 部 長

池

田

克

史

君

保健医療部長

砂

川

靖
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労 働 委 員 会
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大

城

玲

子

さん

農林水産部長

島

尻

勝

広
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商工労働部長

屋比久

盛

敏
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事 務 局 長

親

川

達

男
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前

田

光

幸

君

代表監査委員

當

間

秀

史

君

土木建築部長

宮

城

理

君

武

田

昌

則

君

企

局 長

町

田

優

君

選挙管理委員会
委
員
長
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病院事業局長

伊

江

次

君

佐

平

良

潤

君

守

君

生

君

業

朝

育

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事

務

局

知

念

正

治

君

課

長

平

田

善

則

君

主

幹

中

村

長

勝

連

盛

博

君

主

査

川

端

次

長

議

事

課

これより本日の会議を開きま

○議長（新里米吉君）
す。

長

補

七

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。

諸般の報告については、お手元に配付の文書により

座喜味一幸君。

御了承願います。

〔座喜味一幸君登壇〕

――――――――――――――――――
〔諸般の報告

巻末に掲載〕

おはようございます。

沖縄・自民、座喜味でございます。
一般質問をさせていただきます。

――――――――――――――――――
○議長（新里米吉君）

一幸君

○座喜味

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号議案か

早速入りますが、まず、知事の政治姿勢についてで
あります。

ら甲第６号議案まで、乙第１号議案から乙第22号議

辺野古埋立承認取り消しは敗訴となった。記者会見

案まで及び認定第１号から認定第23号までを議題と

での発言は、法を守るべき行政のトップとして極めて

し、質疑に入ります。

感情的で残念な記者会見であったと感じました。改め
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今回、福岡高等裁判所那覇支部は、県が求めた安全

て県のトップリーダーとしての冷静かつ客観的な見解

保障や環境分野の証人申請を認めず、十分な審理を行

を伺います。
(2)つ目に、知事は上告するとしているが根拠は何

わないまま、わずか２回の口頭弁論で結審したにもか

か。また、最高裁で敗訴した場合は県民をミスリード

かわらず、国の主張を一方的に採用し、軍事や環境と

した政治家として責任をどうするのか覚悟について伺

いった専門技術的な面にまで踏み込んだ判断を行って

います。

おります。また、地方自治法においては、国の関与は

(3)つ目でありますが、民意が一顧だにされないこ

最小限度でなければならないとの基本原則があるにも

とがほかの都道府県にあり得るのか大変疑問と発言し

かかわらず、地方自治体の自主性と自立性は尊重され

ておりますが、前知事が法に基づき承認した事案を違

なければならないことを十分に理解しないまま、国土

法として争った事例が他の都道府県にあるのか。

交通大臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的を逸脱し

(4)つ目であります。尖閣諸島周辺の接続水域等南

た関与を認めるなど、極めて不当な判断を行っており

西諸島周辺で活発化する中国艦船の行動について、県

ます。さらに、「本件新施設等の建設をやめるには普

の危機管理体制は整備されたのか伺います。

天間飛行場による被害を継続するしかない」などと述

次に、離島振興についてであります。

べ、沖縄県民の気持ちを踏みにじるような判断を示し

下地島空港の利活用について、選定企業者は平成

ております。

30年５月の供用開始に向けて計画を進めている。計

私は、このような判断に驚きを禁じ得ず、政府の追

画の承認など県の対応のおくれが懸念されているが具

認機関あるいはへんぱな判断と述べたものでありま

体的な取り組みと進捗について伺います。

す。地方自治を軽視し、余りにも国に偏った今回の判

(2)つ目に、観光入域客が大幅に増加し、宮古空港

決は、沖縄だけの問題にとどまらず、これからの日本

とのアクセス幹線道路が慢性的な渋滞状況になってお

の地方自治や民主主義のあり方に困難をもたらすのみ

ります。空港縦断地下道路の整備が急がれるが、県の

ならず、三権分立の原則をも揺るがすものであり、法

取り組みについて伺います。

治国家として大きな禍根を残すものであると考えてお

(3)つ目、国際物流拠点産業集積地域に完成したア

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

ンリッシュ食品工業の県内農水産業への波及効果と県
との連携について伺います。プロトン凍結技術の離島

させていただきます。

への普及計画等についても伺います。

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

(4)、遊休地解消の実績を伺います。農地の個人間
での賃貸の実態について伺います。

知事公室長。
謝花喜一郎君登壇〕

○知事公室長（謝花喜一郎君）

(5)番目に、農振、農用地転用など農地行政の硬直
化が地域振興に大きな支障となっております。県の地

知事の政治姿勢につ

いての御質問の中の、上告する根拠と敗訴した場合の
責任についてお答えいたします。
今回の不作為の違法確認訴訟に係る福岡高等裁判所

域特性に配慮した迅速かつ弾力的な運用について伺い

那覇支部の判断は、余りにも国に偏ったものであり、

ます。
(6)番、宮古空港及び平良港において、家畜伝染病

判決に不服があることから、県は、去る９月23日、

予防法の規定に基づく動物検疫上の指定状況と家畜防

最高裁判所に上告及び上告受理の申し立てを行ったと

疫官の配備体制について伺います。

ころであります。
県としましては、埋立承認取り消しが法的に正当で

(7)番、離島から出向く患者、付添人の実数と経済

あるとの判断を最高裁判所に求めるとともに、県民及

的な負担について伺います。

び国民の皆様に沖縄県の考えを引き続き訴えてまいり

あと、質問席より再質問いたします。
○議長（新里米吉君）
〔知事

ます。

翁長知事。

次に、承認に関して争った他府県の事例についてお

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

ハイサイ

グスーヨー

答えいたします。
現在、県において確認している範囲では、そのよう

チューウガナビラ。

な事例はありません。

座喜味一幸議員の御質問にお答えをいたします。

次に、尖閣諸島周辺における県の危機管理体制につ

知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、不
作為の違法確認訴訟判決に対する見解についてお答え

いてお答えいたします。
沖縄県としては、これまでも我が国の漁船の安全操

をいたします。
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業の確保に向けた体制の強化、違法操業を行う外国漁

理・加工し、全国やアジアの富裕層向けに販売するセ

船に対する取り締まりの徹底について、繰り返し国に

ントラルキッチン構想を推進しております。また、プ

要請するなど、尖閣をめぐる問題を重要視してきたと

ロトン凍結技術を活用した凍結機は、同社のグループ

ころであります。また、８月18日には、関係部局と

会社から全国約500カ所に販売されており、さらに離

ともに外務省沖縄事務所、沖縄防衛局及び第11管区

島を含め国内外への販売計画を有していると聞いてお

海上保安本部と意見交換を行ったところであります。

ります。

今後も引き続き正確な情報の収集に努め、国の関係

県としましては、賃貸工場への入居や輸送費の補助

機関とさらなる連携を図るなど、危機管理体制の構築

などにより、同社の取り組みを支援してまいります。
以上です。

に努めてまいります。
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

○議長（新里米吉君）
〔農林水産部長

土木建築部長。
宮城

理君登壇〕

島尻勝広君登壇〕

○農林水産部長（島尻勝広君）

離島振興についての

理君）

農林水産部長。

御質問の中の、下地島空港の利活用の取り組みについ

離島振興についての

御質問の中の、遊休地解消の実績と農地の個人間での
賃貸の実態についてお答えいたします。
県における耕作放棄地解消の実績は、平成23年

ての御質問にお答えいたします。
下地島空港及び周辺用地の利活用については、平成

292ヘクタール、平成24年432ヘクタール、平成25

26年度に下地島空港及び周辺用地の利活用基本方針

年365ヘクタール、平成26年338ヘクタール、平成

を策定し、現在、利活用候補事業の提案者より提出さ

27年466ヘクタールとなっております。県内におい

れた事業計画及び事業実施条件協議書に基づき、各提

て、個人が借受人となった農地法及び農業経営基盤強

案者と協議を行っているところであります。当該事業

化促進法に基づく農地の賃貸借の実績としては、平成

が実現できれば、地域振興への効果が期待できる一方

22年263ヘクタール、767件、平成23年271ヘクター

で、宮古圏域における航空行政の大きな転換となる提

ル、670件、平成24年314ヘクタール、911件、平

案も含まれることから、将来的な影響も含め、慎重に

成25年405ヘクタール、1057件、平成26年250ヘク

検討を行っているところであります。協議に当たって

タール、718件となっております。

は、合意条件等を詰めながら前向きに取り組んでお
り、県としては、提案者の経営戦略に影響を与えるこ

次に、農業振興地域及び農地転用の運用についてお
答えいたします。

とがないよう、可能な限り早期に利活用実施計画を策

農業振興地域制度は、土地の農業上の有効利用等を

定し、正式に利活用事業者として決定してまいりたい

計画的に推進することを目的としております。県内

と考えております。

では36市町村が農業振興地域整備計画を策定してお

同じく宮古空港横断地下道路の取り組みについての

り、平成27年12月現在、約６万5200ヘクタールが農
用地区域に指定されております。一方、農地の転用

御質問にお答えいたします。
宮古空港横断地下道路については、平良城辺線及び

は、農地法に基づく県知事の許可が必要とされてお

高野西里線などの４車線道路の整備状況を踏まえた道

り、農業生産の基盤である農地の転用を規制しており

路ネットワークとしての必要性や、技術的課題、環境

ます。平成26年の県内における農地の転用は約97ヘ

への影響、費用対効果など解決すべき課題が多いこと

クタールで、1648件となっております。
県としましては、今後とも農地の農業上の利用を確

から、今後の検討課題と考えております。

保するため、関係法令に基づき、適正な運用に努めて

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔商工労働部長

まいります。

商工労働部長。

次に、宮古空港及び平良港の指定状況と家畜防疫官

屋比久盛敏君登壇〕

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

離島振興について

の中の、アンリッシュ食品工業株式会社の取り組みへ

の配備体制についてお答えいたします。
県では、宮古地域においてチャーター便やクルーズ
船の入港数が急激に増加し、口蹄疫などの悪性伝染病

の支援についてにお答えいたします。
アンリッシュ食品工業株式会社は、国際物流拠点産

の侵入が危惧されることから、平成28年３月に、宮

業集積地域うるま・沖縄地区に本年７月に工場を開所

古空港及び平良港を家畜伝染病予防法に基づく動物検

し、９月から稼働しております。同社は、県内農水産

疫上の指定港として早期に指定するよう、農林水産省

物を含め、全国から高品質で新鮮な食材を集め、調

へ要請を行ったところであります。しかし、宮古空港
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については、国際線受け入れ機能が未整備のため、平

企業者に対して、ぜひともにメッセージを送っていた

成28年９月８日付で平良港を先に指定するよう要請

だきたいと思うんですが、よろしくお願いします。

を行ったところであります。また、農林水産省動物検

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

疫所沖縄支所の家畜防疫官の配備体制は、現在定員

○土木建築部長（宮城

理君）

お答えいたします。

17名となっており、海外クルーズ船等の急増への対

当然ながら、提案者それぞれの計画に十分配慮して

応のため、今年度は１名緊急増員を行うと聞いており

いきたいというふうに考えております。現時点で想定

ます。

されるあらゆる影響を考慮して、事業実施条件等につ
いて詳細かつ前向きに協議を進めていきたいと考えて

以上でございます。
保健医療部長。

おります。

砂川

○議長（新里米吉君）

○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〕
それでは、離島振興

靖君）

○座喜味

一幸君

座喜味一幸君。

ちょっとしつこいようで確認をさ

についての御質問の中の、離島から本島に出向く患者

せていただきますが、平成30年５月の供用開始とい

数と経済的負担についての御質問にお答えします。

う目標に対しては、県の今の取り組みとして十分に進

がんの放射線治療を必要とする離島の患者数は、宮

められるという理解でよろしゅうございますか。

古圏域で69名、八重山圏域で68名と推計しておりま

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

す。また、宮古、八重山圏内の指定難病患者で、本

○土木建築部長（宮城

理君）

お答えいたします。

島へ渡航する可能性のある患者数は、宮古圏域で154

この平成30年５月のスタートという提案者側から

名、八重山圏域で159名となっております。本島の患

の当初の事業計画と、今県と調整している内容という

者と比較した場合、離島の患者は、渡航費や宿泊費の

のは若干変更があります。ではありますけれども、こ

面で経済的負担が生じている状況にあります。

の計画を含めて、提案者それぞれの計画には十分に配

県としましては、現在、離島の患者等の経済的負担

慮して、事業計画に影響がないような取り組みを進め

の軽減を図るための新たな施策について検討を行って

ていきたいというふうに考えております。

いるところであります。

○議長（新里米吉君）

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
○座喜味

一幸君

○座喜味

一幸君

座喜味一幸君。

農水部長にちょっと伺いますけれ

ども、先ほど商工労働部長から答弁いただきましたこ

座喜味一幸君。

順不同となりますが、離島振興の

の冷凍凍結技術というのは、すごくすぐれたものであ
るようでありまして、この農林水産物の生鮮保存技術

ほうから再質問させてください。
まず、下地島空港の特別会計、大変県の負担が大

というのが大分すぐれているということで期待してお

きゅうございます。それから、下地島空港、地域振興

ります。本土からの生鮮食料品等のアジア仕向けとい

にとって大きな事業としてパイロット訓練場として進

うことも大事でありますが、我々県内の農林水産物を

めてきたんですが、今まさに、ＪＡＬ、ＡＮＡ撤退

いかに長期保存して品質を確保して、海外へ仕向けて

後、大変県の負担となっております。この利活用とい

いくかというのは大変重要であります。その辺に関し

うのは、喫緊の重要な課題と思っておりまして、いよ

て、農水部との連携、あるいは農水部として今後どう

いよ先が見えてきたなということで、先ほどの土建部

しようとしているのか、ハブ貨物空港をどう生かそう

長からの答弁があったんですが、せっかく選定した企

としているのか、その辺を答弁ください。

業に対して、平成30年度に空港を中心とした大きな

○議長（新里米吉君）

計画がある。それがどうも平成30年５月までには供

○農林水産部長（島尻勝広君）

用開始したいと言っているんだけれども、県からゴー

しても、離島あるいは農産物のそういう輸送体制につ

の通知がないというようなことが懸念されておりま

いては、重要だというふうに認識しております。農林

す。今、大分検討が進んでいるということですが、企

水産部のほうとしましては、離島の農林水産物を県内

業者の計画が達成できるように、ぜひとも取り組みを

外に流通させるためにも、冷凍技術も含めた鮮度保持

願いたいと思っているんです。

技術の活用が重要であります。一方、近年多くの冷凍

農林水産部長。
農林水産部のほうと

浦崎副知事が沖縄振興委員会の委員長のようでござ

技術や鮮度保持技術が開発されており、導入に当たっ

いますが、この空港の活用というのは、大変大きな問

ては、効果やコストなどを十分確認することが求めら

題でありますから、浦崎副知事、先ほどの話、もう少

れております。

し具体的に、平成30年５月の供用を目標としている
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そのため、県では、平成27年度から、鮮度保持技

沖縄県の今高齢化、そして新たな

術と戦略出荷によるブランド確立事業により、プロン

○座喜味

ト凍結技術も含めた鮮度保持技術の検証を行っている

農業をどうしていくかというのは重要な課題でありま

ところであります。平成27年度は、先進地事例調査

して、販路の拡大、保存技術の確立ということは、極

などを行い、活用可能な鮮度保持技術のリストアップ

めて重要であります。ぜひともに沖縄県のハブ貨物と

を行ったところであり、平成28年度から29年度にか

いうようなこの特区を生かして、地域の農林水産業、

けて、これらの技術の検証を行って、現場のほうへ普

加工産業に生かしていくという大変重要な時期に来て

及等を検討していきたいというふうに考えておりま

いると思いますから、その辺はよろしくお願いをして

す。

おきたいと思います。

○議長（新里米吉君）

一幸君

それから、先ほど実績の報告をいただきましたけれ

座喜味一幸君。

今の答弁は前回も聞いた答弁であ

ども、この農振農用地等の転用の話。農振、農用地の

りますから、アンリッシュという工場がうるま市にで

転用について、極めて構築が進んでいるということ

きていて、この技術が極めてすぐれていると。アジア

で、司法書士会あるいは宮古島市であれば農業委員会

向けも実績があるというような技術を、今ある技術を

から県農業会議に対して、弾力化についての要請が出

どう生かして効果を出していくか。その技術が極めて

ていると思いますが、それはどう対応されているの

すぐれているものであれば、近々また那覇のハブ貨物

か。

のほうでも、商工労働部長、加工を含めた拠点づくり

○議長（新里米吉君）

に向けているわけで、この圏域、沖縄県内における農

○農林水産部長（島尻勝広君）

林水産物、生鮮食料をどう生かして付加価値を高めて

会のほうからの要望については認識しております。具

いくか、あるいは流通を拡大していくかということを

体的には、第１種農地の不許可の例外規定についての

私は聞いているわけでして、もう少し連携がとれてな

運用を緩和してほしいという内容で要望が上がってお

いと今見ました。それで、しっかりとそういう現実に

りますけれども、先ほど言ったように、農業会議ない

ある技術を生かして、その可能性を速やかに地域にお

しは関係市町村等についてアンケートないしは現状に

ろして、生産の意欲に結びつけていくということを私

ついて確認したところ、まだこちらのほうについて緩

は答弁として期待しているんですけれども、どうなん

和することは時期尚早だというような意見がありまし

ですか。

たので、宮古島市の農業委員会等については、その旨

○座喜味

一幸君

○議長（新里米吉君）

宮古島市の農業委員

回答しているところであります。

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

農林水産部長。

先ほどは事業の概要

○議長（新里米吉君）

座喜味一幸君。

これも、大きく観光を含めた地域

等も含めて、商工のほうとの海外輸出も含めて連携し

○座喜味

ているつもりではありますけれども、先ほど先生が

産業が伸びようとしている中で、この農地行政、農地

おっしゃったように、いろんな技術が今開発されてお

法、農振法というのは大きな障害になっているという

ります。例えば、今回のプロントについても、青果物

ことをしっかりと現場を見ていただきたいというこ

あるいは果実についてどうしようかということがあり

と。

一幸君

ますけれども、費用対効果あるいは輸出の中での品質

それから、実際的に遊休地の解消を進めながらも、

保証とか、そういうことで今検討中であります。先ほ

遊休地がふえている。しかし、現場に行くと行政側は

ど言いましたように、27年度についてはいろんな技

個人間の耕地の貸し借りを闇小作というような、法律

術を検証しながら、具体的に品目、例えば、今回のプ

違反というような言い方で、極めて犯罪的な表現で行

ロントについては、マンゴーについてはどうなのかと

政を進めている。これに関しては、ぜひともに、農用

いうことを検討させてもらっていますし、あるいは

地をいかに活用していくかというのが目的であって、

シークヮーサーについては高等冷蔵技術を用いた棚持

もちろん農地中間管理機構も農業委員会の事業も大事

ちの改善等についても検討しております。いろんな青

なんだけれども、個人間における農用地の利活用とい

果物の冷凍施設というか、そういう可能性を検証しな

うことまで、こういう行政的な縛りをかけていくと大

がら、最終的には現場のほうにどういう技術がおろせ

変なことでありますから、その辺に関しては、もう一

るのか検討していきたいと思いますし、また、商工、

度指導のあり方、農振、農用地の転用のあり方、それ

関係部局のほうとも連携をとってやっていきたいとい

を県全体としてのルールをつくっていただきたい。ど

うふうに考えております。

うですか。

○議長（新里米吉君）

座喜味一幸君。

○議長（新里米吉君）
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農林水産部長。

県のほうで独自に法

れができなくなってしまったなというふうに思ってお

律を持っているわけではなくて、全国農地法に基づく

ります。こういう状況でいきますと知事、ひょっとす

もの、農振法に基づくもの等があります。特に今県議

ると最高裁の判断はお構いなしに、どうももう辺野古

がおっしゃるように、どこどこの地域を考慮したとい

に基地はつくらせないという沖縄県民の政府に対する

うことも反映しているかと思うんですけれども、やっ

不満、裏切られた不満というものが、そのまま知事は

ぱり農地法に基づいて我々のほうとしては農業生産の

流れに乗っちゃうんじゃないかという危機感を持って

基盤である農地の賃貸借権等の権利移動については、

おりますが、どうなんでしょう。その辺に関しては知

農業上の利用を確保するために、関係法令に基づいて

事、どういう方向に向かおうとしているかというのを

手続が必要かなというふうに考えております。実態に

少し教えていただけませんか。

ついては、それぞれまた運用等があるかと思いますけ

○議長（新里米吉君）

翁長知事。

れども、今現在、４月の農業会議等において検討した

○知事（翁長雄志君）

座喜味議員の御質問にお答え

結果、やっぱり今の実態については運用を緩和するこ

いたします。

○農林水産部長（島尻勝広君）

とはちょっと厳しいかなという意見がありましたの

座喜味議員のおっしゃる現実的な解決というのはど

で、引き続きその辺の実態を含めて、将来的には検討

ういうことなのか、まだ聞いたことがないんですね。

していく必要はあるかなというふうには思っておりま

辺野古を含むあらゆる可能性と、党としてはそういう

す。

ふうにお持ちのようでありますが、みずからどういう

○議長（新里米吉君）

座喜味一幸君。

形でこれを解決しようというようなものの道筋が現実

次に、ちょっと知事の政治姿勢に

的な座喜味さんからも聞かれないという中で、沖縄の

ついて、知事、今大変心労のきわみかなという思いを

長い歴史の中で、そして今日の政治の、今鳩山さんの

持ったりするんです。そもそも私は保守政治家という

話をされましたけれども、前知事のこともそうです

ことで、翁長知事に大分期待をいたした部分がありま

が、いわゆる混乱をするようなそういったものがあっ

して、たとえ革新のオール沖縄で知事になられたとし

た。そういう中で、ただただ一筋に変わらないのは、

ても、たくさんのこれまでの人脈だとか、この交渉、

沖縄県民は0.6％に74％、あるいは戦後の歴史の中か

行動をもって知事になられたものと非常に期待した面

ら、またこれから以降も何十年にわたってやっていく

もあります。しかし、今の現実の流れを見ると、ある

のかという、確かにそれを言うと今おっしゃるような

意味では、もう対立、極めてこれはもう交渉カードの

あつれきは生じます。あつれきが生ずると沖縄県民は

切りようもないし、大変行き詰まった状況になってし

後ろに引いて、そして何も言うなと、政府が決めてく

まったなというふうに思ったりしているんです。

れるよということが今日までの70年間だったわけで

○座喜味

一幸君

それで、そもそもこの基地問題の、私は根本的な混

すから、こういったことに対するやっぱり政権与党と

乱というものを助長させたのは、あの鳩山政権の最低

しての自民党県連が、現実的な考え方というものはど

でも県外、これで政権をとった。気がついたら抑止力

ういうものであるかというのを示しながら、私たちが

も調べれば調べるほどよくわからないということで、

近づけるのかどうか、こういったこと等も話し合いな

また県に戻ってきたという、この県民の思いというも

がらやる必要があると思うんです。

のをもてあそんだ結果、我々の県内の政治事情という

私を非難するのも結構でありますが、今日までの政

のは極めて感情的で難しくなったなというふうに思っ

治のあり方がやっぱり県民の――私はそれを飢餓感と

ております。この民主党政権を支えた皆さんも、もう

言っているんですが、飢餓感みたいなものを何とかし

知りません、存じませんということで、今自己批判も

てくれよと。私から言いますと、どの政党を１議席ふ

ないようでありますが、私は、この問題、これは感情

やしたり減らしたりしても、県民からしたらそう大し

的になってしまった沖縄県民も、もう一回クールにし

たことではない。だから、政党あるいは政治全体挙げ

ながら、現実的な対応というものをしなければならな

て、この70年間の沖縄の基地の問題、どうにかして

い。そういう意味で、この知事は、私はすごい天才的

もらいたいというようなものにできるだけ応えたいと

だなと思うのは、県民の怒りをまとめて保守・革新一

いうことで今の私があるわけですが、それが応えられ

つになって、新基地はつくらせないという知事になっ

ているかどうかはわかりません。わかりませんが、私

たわけで、極めて天才的な能力を持っているなという

の今日までの政治経歴を含めて、全てをかけてその一

思いはあります。だけれども、この問題の解決に対し

歩前進というようなものに向けて頑張っていきたいと

て、あれよあれよという政治的な、現実的な判断、そ

いうようなところが今の私の立場であります。

−200−

○座喜味

一幸君

号要件、２号要件、いずれにおいても瑕疵があるとい

座喜味一幸君。

○議長（新里米吉君）

私は知事に聞いたんですけれど

うふうに判断したわけでございます。

も、私に意見を述べさせたらとうとうと述べさせてい

○議長（新里米吉君）

ただきますがね。

○座喜味

座喜味一幸君。

もし瑕疵があったとすると、国と

一幸君

いずれにしても、知事は少なくともトップリーダー

争うことなく、県内部のこの審査した職員という者の

でありますから、現実的により前進という形をとらざ

責任、前知事の責任というのが問われるべきであっ

るを得ない。結局、この基地問題というものが大衆運

て、これはあり得ないことです。

動という、この県民の思いということと、私は知事の

環境部長に僕はちょっと伺いたいんだけれども、埋

判断すべきことは違うというふうに思います、これは

立法に基づく手続の中で、この環境という問題は、い

リーダーとして。トータルして物事を判断しないとい

ろんな問題を提起するのかもしれないが、環境のこの

けないと思っております。まず、私は今回のこの公有

いろんなさまざまな多様な課題に対して、完全な手法

水面埋立承認の取り消しということ、これに関して、

とか技術が確立されていないということが多いと思い

行政を経験した者として、前知事が法律に基づいて承

ます。そういう場合に、環境部としてどういうことを

認したことを瑕疵があったとして取り消すことは、も

どこまで求めていますか。

はや争うことにはなり得ないんじゃないかという思い

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

がありまして、これは明らかに――我々県議会でも百

午前10時44分休憩

条委員会を含めて議論をしてきましたが、法に基づい

午前10時45分再開

て承認したものを県知事みずから取り消すということ
は、これはもともとあってはならないし、行政の継続
性だとか、この法の安定からするとあってはならない

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

環境部長。
○環境部長（大浜浩志君）

お答えをします。

と私は思っているんです。この根本的に取り消すに

公有水面埋立法に基づいて承認をしていきますけれ

至った瑕疵とは何なのか。これが県民に説明されてい

ども、その前に環境影響評価法、それから沖縄県環境

ないのではないかと思うんですが。

影響条例に基づいて手続を経ていくわけでございま
す。この普天間飛行場代替施設建設事業につきまして

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

瑕疵とは何かという

は、あらゆる事業者のほうで環境保全措置をとるとい
うことがございますけれども、その環境保全措置とい

ことでございます。
公有水面埋立法４条１項１号及び２号にそれぞれ瑕

うものが大変不確実性が高いというところで、その判

疵があるということで第三者委員会からの検討結果の

断した根拠なりが示された環境保全措置というものが

報告を受けまして、県庁内部におきましても精査いた

十分反映させているのかということで、この内容で示

しました結果、やはり瑕疵があるというふうに判断し

された環境保全措置では払拭できないというような意

たところでございます。

見を入れさせていただきまして、土建部のほうでそれ

若干具体的になりますけれども、１号要件といいま

を踏まえて、その判断をしたというふうな流れではあ

すのは、国土利用上適正かつ合理的であることという

ります。その観点で、今環境部としましては、示され

要件があるわけでございますけれども、埋め立ての必

た環境保全措置が十分ではないというふうな考えでご

要性というところのほうでは、具体的、実証的な説明

ざいます。

が前知事が行った承認審査の中では十分になされてい

以上でございます。

ないと。一方で、自然環境ですとか、生活環境に重大

○議長（新里米吉君）

な悪影響を与えるということについて十分検討がなさ

○座喜味

れず、その両者を比較した場合には、やはりこの不利

て、その監視体制ないしちゃんとした対応をとる組織

益が利益を上回るというようなことが承認取り消し、

をつくっていく。従来のあり方というのは、こういう

１号要件の根拠でございます。それから２号要件、環

形をとるだけで十分であったはずなんであります。今

境保全及び災害防止に十分配慮されているものという

回は、辺野古埋め立てに関しては、これまでのやり方

ことがありますけれども、環境保全措置が問題の状況

とは違って、なおかつ厳しい審査をして環境には附帯

及び影響を的確に把握したとは言いがたいと。さら

をつけて承認はしたはずであります。ほかの地域と比

に、その程度も十分ではないということで、要件を充

べてどうなんですか、この辺野古の環境評価に関し

足していないということで、結論といたしまして、１

て、対策に関して。
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座喜味一幸君。

環境に関して不確実なものに対し

一幸君

○議長（新里米吉君）

も含めて、中波ラジオの放送受信障害解消というのを

環境部長。
失礼でございますけれど

してほしいということでありました。15年、16年に

も、承認に当たるその権限というのは、環境部ではな

かけて中波ラジオのこの放送受信障害解消事業を行っ

くて土木建築部のほうになるわけですけれども、土木

て放送ネットワークを構築するということで、当時は

建築部のほうで我々の意見も踏まえて判断をしたとい

宮古地区、それから八重山地区の各広域圏事務組合に

うふうなことであると考えております。

対して、県が財政支援をすると。あるいは県の行政情

○環境部長（大浜浩志君）

以上です。

報ネットワークを通した支援ということで整備をして

○議長（新里米吉君）

まいりました。

座喜味一幸君。

細かいこと言ってもしようがない

今回の強靱化のための中継局の見直し、これにつき

んですが、とにかく辺野古の埋め立てに関しては、こ

ましては、現状における課題を把握した上で、具体的

の従来の承認のあり方と違って、極めて政治的に僕は

な整備方法、あるいは時期、あるいは費用等を明確に

やられているというような思いを持っております。な

する必要があると考えておりますので、今後、広域圏

ぜならば、これまで那覇港にしても、その他いろいろ

事務組合等関係機関と十分に意見交換、調整をして、

あるんでしょうが、辺野古に関しては特別に厳しく

県としてどういう支援ができるのか検討してまいりた

やっていて、なおかつ環境の措置に関して不十分だと

いと考えております。

いう言い方、これは極めて大きな課題だと。１つは、

○議長（新里米吉君）

この事業に関して不公平があるということ。それか

○砂川

ら、第三者委員会なる知事の私的諮問機関でもって、

何らかの支援をしたということが今答弁されましたの

極めて職員に対して大きなプレッシャーをかけてきた

で、ぜひこれは台風のやはり常襲地帯でもあります

んじゃないか。それの結果はどうなのかというと、県

し、また、大型化している中で、ぜひともこの対応を

の行政のあり方に対する職員の恐怖、それから士気が

検討するということですので、しっかりと応えていた

落ちてしまうという大きな問題もあったと思うんで

だいて、台風災害に対する、そしてまた津波対策含め

す。どうなんですか、知事、この辺は。

たさまざまな災害に対して、迅速に市民、郡民、県民

一幸君

○座喜味

○議長（新里米吉君）

先ほど部長のほうから、前回も県が

が対応できるような方策をぜひとも煮詰めていただき

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

利勝君

砂川利勝君。

士気が落ちるのでは

たいというふうに思いますので、再度決意のほどをお

ないかということですけれども、やはり行政のほうで

願いします。

は、事象取り消しというものが行政法上も認められて

○議長（新里米吉君）

おります。瑕疵ある行政は放置できないということ

○企画部長（下地明和君）

で、それについてやはり瑕疵があればそれは正す、こ

め、いろんなところから要請があるところであります

れが法治主義の原則ということで、我々公務員はそれ

ので、早急に前回の事業主体でありました広域圏事務

に基づいて仕事をしているということでございます。

組合と意見交換し、財源も含めてどのような対応がで

知事には、どうぞ法律にはしっかりと従っていただ
きますようお願い申し上げて終わります。
○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

これは美ぎ島美しゃ等含

きるか検討してまいりたいと考えております。

以上で終わります。

一幸君

○座喜味

企画部長。

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

砂川利勝君。

ぜひ実現していただきたいと期待を

いたします。

砂川利勝君。

まず、先島地区のラジオの強靱化に

ついて質問させてください。

次に、離島における超高速ブロードバンドの環境整
備について、現在の状況を説明してください。

美ぎ島美しゃのほうから、バンナ岳、川平中継局を

○議長（新里米吉君）

企画部長。
現在は、離島におけるこ

建設していただきたい、改修していただきたいという

○企画部長（下地明和君）

旨の要請があったと思いますが、これについて県の考

の超高速ブロードバンド、陸上部の整備ということに

え方を聞かせてください。

なりましたが、その前提として海底ケーブルの敷設等

○議長（新里米吉君）

事前の事業が今度の10月に完了する見込みでありま

企画部長。
ただいま議員からのお話

す。それを受けまして、今度はそういう陸上部の整備

がありましたように、先島地区のラジオ中継局につい

されていない部分、そこをどう整備していくかという

ては、平成15年度から平成16年度にかけて整備した

ことで今検討を進めておりまして、県では今年度から

ということもありまして、老朽化も激しいということ

31年度にかけて、離島・過疎地域などの条件不利地

○企画部長（下地明和君）
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域を対象に、陸上部における光ケーブルを敷設する超

当然だというふうに私は思っていますので、ぜひ結果

高速ブロードバンド環境整備促進事業を実施すること

を出していただきたいなというふうに思います。八重

としております。そして、初めに今年度は与那国町、

山出身の安慶田副知事、一言お願いします。

それから国頭村を整備することとしておりまして、竹

○議長（新里米吉君）

富町などほかの離島あるいは宮古等先島含めて、まだ

○副知事（安慶田光男君）

未整備のところについては、29年度以降に、今度事

が、御指名でありますので、今企画部長とのやりとり

業者となりましたＮＴＴ西日本の事業者、あるいは関

を聞いてみて、離島の非常にハンディというのは私自

係市町村の負担もありますので、財政的なその負担の

身も十分にしっかりと心得ているつもりでありますか

順序も含めて、関係市町村と調整して早急に整備計画

ら、議員のあるいはまた住民の希望に沿うように関係

を策定して順次進めていきたいと考えております。

部局と進めてまいりたいとそう思っております。

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

安慶田副知事。
担当ではございません

以上であります。

砂川利勝君。

今の答弁の中で、今年度は与那国

町、そしてまた国頭村を整備していきますと。順次、

砂川利勝君。

○議長（新里米吉君）

ぜひよろしくお願いをいたします。

利勝君

○砂川

竹富町含めたほかの離島、多分整備をしていきたいな

次に、スーパーヨットの誘致に向けて、まず港湾の

ということで答弁をいただきました。しっかりと計画

インフラ整備を私質問しましたが、土建部のほうでど

をつくっていただきたいなというふうに期待します。

のような考えがあるのかお聞かせください。

そしてまた、今回この問題、やっぱり竹富町、そして

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

小浜島、西表島、リゾートのある地域は大変にこれを

午前10時59分休憩

待ち望んでいます。島に行くたびに観光客からこれが

午前10時59分再開

整備されていないと。まさに観光の島と言われている
竹富町も絶対にこれが必要ですよということを強く

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

文化観光スポーツ部長。
スーパー

言っています。29年度から31年度まで整備すると。

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

今年度多分概算要求でもう出しているかと思うんです

ヨットの誘致に関する御質問ということでお答えさせ

よね。とりあえず29年度どこをやろうとしているの

ていただきます。
スーパーヨットの誘致については、富裕層市場の獲

か、それをちょっと答弁してください。
○議長（新里米吉君）

得に一定の効果が期待できると考えております。スー

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

パーヨットを含む外国籍船の受け入れにおいては、従

お答えいたします。

29年度の計画については、28年度、今年度の発注

前、入国管理局、税関、検疫所等への個別の入港申請

が熊本震災によってどうしてもそこに集中した応援を

手続に多くの時間と労力を要しているという声、指摘

しなければいけないということで、若干発注がおくれ

がございましたが、現時点では、入港申請手続が電子

ました。そういうこともあって、その事業者の選定が

システムで一元化されて、関係省庁への申請が一度の

おくれましたので、今、鋭意29年度以降の事業者と

申請入力で可能となるなど、国において手続の簡素化

計画、それから関係市町村含めて計画を詰めていると

が講じられております。
今後のスーパーヨットの誘致については、市場規模

ころでありまして、まだ決定はしておりません。
○議長（新里米吉君）

や経済効果、受け入れに成功しているアジア地域の事

砂川利勝君。

全部先島をやるということは多分難

例等を調査することとしておりまして、その調査結果

しいと思うんです。当然沖縄本島の離島１カ所と先島

を踏まえて、取り組みの方向性を定めていきたいと考

の１カ所と振り分けて、31年度がケツですので、そ

えております。

れまでに早目にやはり要望があるところは手をつけて

○議長（新里米吉君）

いただきたいなと。そこは多分業者さんとの調整にな

○砂川

るかと思いますけれども、先ほど行政との調整も必要

○議長（新里米吉君）

○砂川

利勝君

ぱり観光客のニーズに応える。これはもう行政として

休憩いたします。

午前11時１分再開

ひ観光をこれから伸ばしていきたい。そしてまた行っ
町の離島には一日も早い建設をしていただいて、やっ

ちょっと休憩いいですか。

利勝君

午前11時１分休憩

ですよというふうな話もお聞きしましたけれども、ぜ
てみたい島とかいろいろ言われている先島の特に竹富

砂川利勝君。

○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
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理君）

失礼いたしました。

お答えいたします。

と回答をいただいたということで、これ多分相当進む

八重山地域のこの港湾のインフラについて、この

かなと本当に期待しています。特区をとったというの

スーパーヨット対応でどういう計画があるかというこ

は、やっぱりそこに私は強みがあるというふうに思っ

とだと思いますが、現状、このスーパーヨットについ

ていますので、それが実現できそうなところまで来ま

ての需要等についても十分把握できていないというこ

したので、ぜひ最後まで仕上げていただきたいなとい

ともありまして、現状では明確な計画というのを持っ

うふうに思っています。

ているものではございません。
○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

そしてまた、今県が何か事業されていますよね。ラ

砂川利勝君。

グジュアリートラベル・ビジネス調査事業、これを

今、港湾整備は国のほうでしっかり

ちょっと説明してください。
文化観光スポーツ部長。

と石垣港に対する手厚い予算もつけながら整備をしよ

○議長（新里米吉君）

うとしているのは現実であります。

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

観光収入

そこで、先ほど観光部長のほうからありましたとお

１兆円を達成するためには、各層からの観光客の誘致

り、国のほうでもこれまでの規制を大変緩和していた

が、国内外から誘致していくということが重要だと考

だいているということでありますので、このシングル

えています。その中で観光消費額を高めていく上で

ウインドーというんですか、（資料を掲示）

このイ

は、富裕層の誘致が非常に重要だと思っておりまし

メージ図をいただきましたので、これちょっとかいつ

て、これについてはアジア経済戦略構想の中でもそう

まんで説明してください。

いった位置づけをしていただいております。それを受

○議長（新里米吉君）

けまして、県のほうでは今年度ラグジュアリートラベ

文化観光スポーツ部長。
従前、この

ル・ビジネス調査事業というのを実施することとして

スーパーヨット等の外国船籍を受け入れる船舶代理店

おります。その中で、その富裕層の一環であります

においては、例えば税関、それから入国管理、それ

スーパーヨットについても、例えばその受け入れに相

から港湾管理者であったり、それから海上交通セン

当程度の実績がございます、東南アジアですとインド

ター、海上保安部、地方運輸局、検疫所等々に対して

ネシア、そういったところでの受け入れ状況、それか

個別に申請手続を行うということで、かなり申請内容

ら実際にそういったスーパーヨットの商談会がフロリ

については、申告するこちらの情報についてはダブる

ダのほうでも開催されているようでございますので、

ところもございますので、非常に煩雑であった部分、

そこで事業者等に対するヒアリングアンケート等を実

それから各所管のところからの回答についてもまとめ

施しながら、受け入れ環境の整備や誘致に向けた取り

ていただけるという状況ではありませんでした。今般

組みの方向性を定めていきたいと考えております。

それがシングルウインドーという形で窓口が一元化さ

○議長（新里米吉君）

れまして、そういった船舶代理店が事前にそのシステ

○砂川

ムの中でＩＤ登録をしまして、そういった形で事前に

ふうに思います。そしてまた、今クルーズ船は頻繁に

済ませておりますと、１回の申請入力でこれらの先ほ

寄港できていますよね。この観光特区の中に、クルー

どの所管に申請が行くと。そしてその所管のほうで検

ズ船プラスこのスーパーヨットという文字を入れられ

討、判断をしまして返すと。大体その標準的な処理時

ないかということをちょっと提案できませんか。

間が申請後１時間ぐらいでおおむね回答できていると

○議長（新里米吉君）

いうふうなことも聞いております。非常に簡便な形で

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

システムが統一されたと考えております。

イノベーション特区という形で指定をいただいている

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

利勝君

砂川利勝君。

ぜひこれ誘致をお願いしたいという

文化観光スポーツ部長。
本県は観光

ところでございます。その中で、インバウンド含めた

砂川利勝君。

国際観光イノベーション特区という

誘客の促進、議員からございますスーパーヨットの誘
致についても、先ほど説明いたしましたシステムの一

ことで、沖縄県は特区がなされております。
そういう中で、やっぱりリゾート地として整備しな

元化をされておりますが、実際に事業者がそれをまた

がら観光、富裕層を引っ張っていく。世界で約7000

今現在ＩＤ登録中で、これから利用するようです。そ

隻ぐらいあるこのスーパーヨットをしっかりと誘致で

ういった利用状況なども踏まえまして、適宜特区申請

きるようなことも大変進んでいますね。これは法務

等の必要性があれば検討していきたいと考えていま

省、そしてまた財務省、それと国交省からの回答をい

す。

ただいたと。ＮＰＯ法人からの申請に対してしっかり

○議長（新里米吉君）
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砂川利勝君。

○砂川

やっぱりスーパーヨットの誘致をし

利勝君

砂川利勝君。

○議長（新里米吉君）

これまで入寮できないケースはあり

ていくことによって、当然隣の宮古島市の下地島空

○砂川

港、そこにはプライベートジェット機が来る。そして

ましたか。

またスーパーヨットに乗ってまた行く。逆のパターン

○議長（新里米吉君）

もありかなというふうに思っているんです。これ一大

○教育長（平敷昭人君）

特区事業の中で、本当に脚光を浴びるものだと期待し

証人がいないということで入寮できないという報告は

ています。ぜひ力を入れて、昨年度も石垣のほうにも

受けておりません。

３隻ほど来ましたけれども、実証実験みたいな形で来

○議長（新里米吉君）

たんですが、１隻当たり2000万ぐらいの投資をして

○砂川

いただいたんですか、効果があったということを聞い

と多分ＰＴＡというか保護者の方はびっくりされるん

ております。この船が沖縄本島、石垣から始め、そし

じゃないかなと思うんです。一応、頭のほうに原則と

てまた宮古、沖縄本島と沖縄の中でしっかり来ていた

してというふうにありますので、そこで弾力的にやっ

だけるような方向性をとれば、さらなる観光の飛躍に

ているかなというふうに思いますが、ぜひこれ支障の

私はつながるんじゃないかなというふうに期待してお

ないようにこれからの対応をひとつよろしくお願いい

ります。

たします。

利勝君

利勝君

教育長。
私が聞いたところでは、保

砂川利勝君。

ちょっと文書を読むと、規則を読む

そしてまた、お隣の台湾でこのスーパーヨットを造

次に、久部良漁港の整備について、この取締船を水

船しているということも聞きました。初めての航海を

産庁の船が来るようなものをつくっていただきたいと

石垣に寄って、宮古に寄って、沖縄本島へ行ってその

いう要望、これは以前からありますので、現在違法操

国へ帰るとか、そういうパターンもできるんじゃない

業の実態はどうなっているのか説明をしてください。

かなというふうに思いますので、観光1000万人を目

○議長（新里米吉君）

指す。そしてまた質の高い観光を目指すのであれば、

○農林水産部長（島尻勝広君）

農林水産部長。
お答えします。

そのことについても真摯に受けとめながら、しっかり

漁港施設の整備に当たっては、漁業取締船の利用実

と対応して実現していただきたいというふうに思って

績または利用予定者からの整備要望があり、施設整備

います。

後の継続利用と事業効果が十分に見込まれることが不

次に移ります。

可欠であります。県では、与那国町からの整備要望を

県立学校の寮の問題、そしてまた学校の問題も含め

受け、水産庁や沖縄総合事務局、与那国町と調整しつ

て、これ現在どのようになっているのか説明を求めま

つ、事業化の可能性を検討しているところでありま

す。

す。なお、事業化に当たっては、不定期かつ無通告で
の寄港となる漁業取締船に対応した燃油や食料の確

教育長。

○議長（新里米吉君）

御質問の趣旨は、入寮資格

保、あるいは整備に要する事業費が30億円を超える

の関係かと伺っておりますけれども、寄宿舎の入寮に

ことが想定されております。そういうのを踏まえて、

際しましては、今現在、保証人の方をお願いしており

今現在関係者のほうと調整しているところでありま

ます。これは生徒が病気でありますとか緊急時の際

す。

に、保護者が対応できない、離島であったり遠隔で対

○議長（新里米吉君）

応できない場合に、生徒の安全を確保するためにお願

○砂川

いをしているものでございます。そのため、この保証

○議長（新里米吉君）

○教育長（平敷昭人君）

も、引き受ける方がいない、どうしても見つからない

休憩いたします。

午前11時13分再開

の市町村に居住する方をお願いしています。八重山地
いらっしゃる方に保証人をお願いしていますけれど

休憩。

午前11時12分休憩

人の方は緊急時に対応可能な学校所在の市町村、近隣
区の離島の生徒につきましては、高校がある石垣市に

利勝君

砂川利勝君。

○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）

失礼しました。

という場合には、何とかお願いしているんですが、ど

答弁のほう、違法操業の拿捕の状況ですけれども、

うしても見つからない場合は弾力的に運用するという

平成26年度は中国サンゴ網漁船４隻、台湾マグロは

形で生徒が入寮できるように取り扱っているところで

え縄漁船２隻、韓国マグロはえ縄漁船１隻、合計７隻

あります。今後とも不利益のないように扱っていきた

を拿捕しております。27年度は水産庁の漁業取締船

いと考えております。

が、５月17日に与那国島近海で、６月22日に北大東
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島の沖合でいずれも台湾マグロはえ縄漁船を拿捕して

管する機関との連携、新たな事業の効果等を含めて、

おります。28年度は今のところは本島周辺海域での

今水産庁のほうとはそこら辺との検討をさせてもらっ

外国漁船の拿捕はありません。

ているところであります。

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

砂川利勝君。

○議長（新里米吉君）

漁業基金を使って取り締まりの漁船

○砂川

利勝君

砂川利勝君。

これ以前からちょっと額も大きくな

を使ってやっているかと思うんですが、どのくらい予

るということで話もあったんですが、ぜひ整備して

算を使われていますか、これ。

しっかりと監視ができる体制をとっていただきたいな

○議長（新里米吉君）

というふうに思っています。

休憩いたします。

29年度の事業予定は、久部良漁港の事業予定があ

午前11時14分休憩

るのであれば説明してください。

午前11時14分再開
○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

農林水産部長。

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

○農林水産部長（島尻勝広君）

今の要請を含めても

う一つ地元のほうからは、船揚げ場、浮き桟橋、防風

お答えします。

基金のほうにおきまして、外国漁船操業等調査監視

柵の整備等を要請しているところであります。そこに

事業があります。この事業については、漁業者が漁業

ついて、29年度については船揚げ場、浮き桟橋、防

活動を行いながら外国漁船の操業などを監視する経費

風棚を整備していく考えを持っております。

について、定額で助成されているところであります。

○議長（新里米吉君）

平成27年度の事業実績といたしましては、905隻、

○砂川

ぜひよろしくお願いします。

次に移ります。

金額にしまして21億1091万円となっております。
○議長（新里米吉君）

利勝君

砂川利勝君。

離島の産業廃棄物の処理について、これは以前にも

砂川利勝君。

大変な金額もやりながら監視をして

私取り上げて、木くずの処理をしていただきたいとい

いるわけなんですが、水産庁の船がやはり近くにい

う施設をつくっていただきたいという質問をいたしま

て、いつでも行動できるという体制はどうしても必要

した。その後どうなったのか。今どういうふうになっ

なんです。それの方向性をどうしてもまたこれ整理を

ているのか説明してください。

していただきたいと。水産庁の今の見解はどうでしょ

○議長（新里米吉君）

うか。

○環境部長（大浜浩志君）

○砂川

利勝君

○議長（新里米吉君）

環境部長。
議員から御指摘がござい

ました離島における産業廃棄物焼却施設の件ですけれ

休憩いたします。

午前11時15分休憩

ども、２月議会のほうで御質問があったということで

午前11時15分再開

ございますので、早速翌月の３月に担当職員が出向き

○議長（新里米吉君）

まして、木くずの排出事業者であります建設業協会八

再開いたします。

重山支部、それから処理業者、それから石垣市等々と

農林水産部長。
お答えいたします。

面談をして、木くずの発生状況、それから処理の状況

水産庁のほうにおきましては、漁業取締船が26年

等についてヒアリングを行ってきました。その中で質

度１回きりの寄港ということで、特に水産庁からの問

疑もありましたとおり、リサイクル等の推進事業補助

い合わせというかそういう申し出は今ございません。

金につきましても説明をしてきております。現在、今

○農林水産部長（島尻勝広君）

砂川利勝君。

回も１月から３月にかけてもホームページ等を通じ

休憩お願いします。

て、また産業廃棄物協会等も通じて周知を図っており

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

○議長（新里米吉君）

ますけれども、７月下旬から９月上旬にかけても追加

休憩いたします。

午前11時16分休憩

の募集もかけているという状況でございます。

午前11時16分再開

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○砂川

やっぱり先島にもそういう産業廃棄

処理施設、絶対必要だと思うんです。これは今は相当

農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）

利勝君

砂川利勝君。

機械のほうも発達して改良されていて、いろんな物が

お答えします。

水産庁とのやりとりの中でもそうなんですけれど

燃やせるよと。結局最終処分場の埋め立てとか今石垣

も、今試算の状況の中で事業費が30億を超えるとい

市いろいろやっているんですが、燃やせる物は燃やし

うような想定の中で、費用対効果あるいは取締船を所

てもらいたい。この那覇と一緒で。それも含めながら
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やっていく必要性があると思うんです。今どきこの木
くずをいろんなところに送り込む、そういう時代じゃ
ないと私は思うんです。何で先島にこんなことができ
ないのかなと。これは建設する意思があるのかないの

再開いたします。

安慶田副知事。
お答えいたします。

○副知事（安慶田光男君）

産業廃棄物につきましては、当然のことながら業者
がそれをすべきなんですけれども、しかし県としまし

か聞かせてください。
○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

ては、北部にも今一応県としてつくっていくという方

環境部長。
産業廃棄物につきまして

向性を見出しておりますので、これから市町村の意見

は、まず排出事業者が処理を行うというのが基本でご

を聞きながら、また県の財政状況も踏まえながら、基

ざいます。一般廃棄物については市町村という形に

本的には進めていく方向で検討してまいりたいとそう

なっておりますけれども、そういう形で石垣市におき

いうふうに考えております。

ましては、処理能力がいわゆる小さいというところ

○議長（新里米吉君）

と、あと焼却した後の灰の処分先がないということで

○砂川

○環境部長（大浜浩志君）

そういう問題を抱えております。我々としましては、

利勝君

砂川利勝君。

よろしくお願いいたします。

次に、波照間地区の公共交通について、まず空路に

この焼却施設の建設、設置も必要だと思っております

ついて現状を説明してください。

し、また、石垣市と連携も図りながらこの木くずを逆

○議長（新里米吉君）

にまた燃やさなくて、ペレット状にしてリサイクルす

○企画部長（下地明和君）

企画部長。
お答えいたします。

るとかそういうものも提案しつつ、今後やっていきた

波照間―石垣間の航空路線、これにつきましては、

いなということで、そういう仕組みづくりというもの

石垣―波照間間のその就航予定しておりました第一航

も、今市役所それから事業所も含めて検討を始めたと

空、これが昨年８月28日に粟国空港で事故を起こし

いうところでございます。

ておりまして、現在、粟国路線の再開に向けて国土交

○議長（新里米吉君）

通省大阪航空局と調整を行っているところでありま

砂川利勝君。

竹富町においては、世界遺産登録と

す。この路線の再開後に必要な機長の確保の見通しが

かいろんなことをやろうとしている中で、やはり自然

立った段階で、石垣―波照間路線の就航時期が明らか

環境を大事にしていく上でも必要なものは必要なんで

になるというところでございます。

す。これは県もしっかりと本腰入れてやっていただか

○議長（新里米吉君）

ないと、事業者だけに任せるとか市町村だけに任せる

○砂川

とか、そういうレベルでは私はないと思います。やっ

変立派なターミナルが完成していました。まさに本来

ぱり沖縄って美しいねと言われている島であって、そ

ならもう飛んでいるんですよね。いろいろ事故があっ

んな施設もないのと、逆に。再度答弁してください。

たということ、これは事実ですのでいたし方ないかな

○砂川

利勝君

○議長（新里米吉君）

波照間島に行ってまいりました。大

と思うんですが、ただ、ずるずるずるずるもう行って

環境部長。

○環境部長（大浜浩志君）

利勝君

砂川利勝君。

そのとおりだと思いま

しまって、いつ飛ぶのかもわからないという中で、
やっぱり離島の波照間に住んでいる方々の思いという

す。
やはり県も適正な処理に向けて事業者と一緒になっ

のは、ちょっと波がしけたら船で行けない。飛行機

ていろんな形で進めていきたいと思っておりますけれ

だったら行けるかもしれないという状況なんです。

ども、その地域地域で市町村と連携を図らないといけ

やっぱりこれは航空会社にも働きかけるのも当然だと

ないところもございますので、そういったところも

思うし、何らかの形でやはり国交省ともお話をしなが

我々十分連携を図りつつ、地元に入ってそういう問題

ら、時期をいつまでということを聞くぐらいのことは

の解決に向けて進めていきたいというふうに思ってい

ぜひやっていただいたいと思うんですが、どうでしょ

ます。

うか。

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

砂川利勝君。

○議長（新里米吉君）

これ建設に向けて取り組むというや

はり意思確認が私は必要だと思います。これは行政の
三役の誰かが答えてください。
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

お答えいたします。

県としましても、無為に時間を過ごしているわけで
はありませんで、航空局のほうに先にできないかとい
うことも含めていろいろ話をしているところでありま

午前11時23分休憩

すが、大阪航空局にその確認をしたところ、現在認可

午前11時23分再開

を受けている路線、先ほど事故を起こした粟国路線で
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すが、そこの安全確認が行われていない状況におい

○企画部長（下地明和君）

お答えいたします。

て、新規路線の認可というのはできないという回答を

当初の計画では、27年度までに船舶建造に係る手

いただいているところであります。今後早急に粟国路

続を終えまして、28から29年度までに建造すると。

線の問題解決を図れるようまた要請もしながら、その

リース契約を結んで就航した上で赤字の決算が出た場

次の波照間も順次という形で、持てる限りの力で頑張

合は、買い取りの手続をするというような計画で進め

りたいと思っております。

てきたところであります。

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

砂川利勝君。

砂川利勝君。

○議長（新里米吉君）

相手があることですのでなかなか厳

○砂川

利勝君

今部長が答弁されたように、28

しいのかなと思うし、また、限りがあるのかなとこれ

年、29年建造されていたんですよね、もう。今28年

も理解しないわけではないんですが、ぜひ一日も早い

です。手もついてないじゃないの。何でできなかった

再開を期待したいなというふうに思っております。

のか説明してください。

その中で、今度海のほうです。これはフェリーをつ
くっていこうということで、当初建造予定があったと

○議長（新里米吉君）

○企画部長（下地明和君）

から船の計画等をいろいろお聞きしながら進めている

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

お答えいたします。

検討委員会を進めるに当たって、事業者さんのほう

思うんですが、これどうなっていますか。
○議長（新里米吉君）

企画部長。

ところでありましたけれども、現在の船と非常にサイ

お答えいたします。

海のほうの航路については、現在フェリーが週に

ズの違う計画が出てきたところで、適正な船の大きさ

三、四回、それから高速艇が１日に３便ほど往復です

といいますか、トン数といいますか、それはどういっ

が、運航している状況でございます。ただし、その中

たものかということをそれぞれの検討委員会のメン

においてフェリーのほうがかなり老朽化しているとい

バーで検討しながら進めてきたところであります。

うことで、その代替船について検討を始めているとい

ちょっと正確ではありませんが、現在の船は200トン

うところでありますが、現在、安栄さんの航路ではあ

を切る船なんですが、これに対して600トンの案、

りますが、その安栄さんの航路としましては、トータ

900トンの案が出たと聞いております。274トンも出

ルで黒字航路になっております。黒字航路は建造の支

ましたか、３つの案が出ましたけれども、その中でど

援ということができませんので、建造してリースをす

れが適正か需要に合うかとか、いろいろ当然シミュ

ると。その段階で償却が大きくて赤字になる見込みが

レーションをしなければいけません。そういったもの

あるということを踏まえまして、その見通しでもって

を事業者さんのほうにお願いしながら進めているとこ

今新造船に向けての計画を事業者さんのみでなく、

ろですが、それに時間を要していると聞いておりま

国、県、市が入った検討委員会でもってどういった船

す。

をつくるのか、あるいはどういう収支見通しになって

○議長（新里米吉君）

くるかということを踏まえながら事業を進めようとい

○砂川

うことで、検討委員会を二、三回ほど開きながら今進

し、ただ、県はやると言った以上はその完成に向けて

めている状況であります。

全力を挙げるべきじゃないの。何のための工程表です

○議長（新里米吉君）

利勝君

砂川利勝君。

業者のせいにされても困るだろう

か、これ。できることをまさにあの島に鉄道もなけれ

砂川利勝君。

今の説明もそれはそれでいいんです

ば高速道路もない。道と一緒なんですよ、あれ。それ

が、当初の建造予定はいつだったのかと聞いたんです

なのにおくれていて、業者が工事説明ができなかった

よ。当初の建造予定はいつだったのかと聞いたんです

とか、そんな問題じゃないんじゃないの、これ。あな

よ。

た方が逆に指導してこうすべきだとか言うのが筋じゃ

○砂川

利勝君

○議長（新里米吉君）

ないんですか、これ。どうでしょうか。

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

ちょっと休憩お願いしま

す。

○議長（新里米吉君）

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

○議長（新里米吉君）

お答えいたします。

まさに議員おっしゃるとおり、我々も精いっぱい頑

休憩いたします。

午前11時29分休憩

張っているところであります。できるだけおくれを取

午前11時29分再開

り戻すように頑張りますので、御理解をお願いしたい

○議長（新里米吉君）
企画部長。

再開いたします。

と思います。
○議長（新里米吉君）
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砂川利勝君。

○砂川

利勝君

それでは、改めて聞きます。

○砂川

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

ら全て終わっているということですので、当初よりお

今検討委員会の状況がま

だ確定しておりませんので、ここで申し上げるのは、
できるだけ早く建造に向けて取り組みたいということ
であります。
利勝君

くれましたけれども、ぜひ立派なものをつくっていた
だければというふうに思っております。
次に、県の水産試験場、川平のこれどうなっている
のか説明してください。

○議長（新里米吉君）
○砂川

いろいろあってなかなか落札できな

かったという面もありましたけれども、今お聞きした

いつ建造させるか答えてください。
○議長（新里米吉君）

利勝君

砂川利勝君。

農林水産部長。

○議長（新里米吉君）

私は、最低でも今年度中には建造

○農林水産部長（島尻勝広君）

お答えします。

させるよというぐらいの意欲を見せないと、いつま

水産海洋技術センター石垣支所では、おきなわ産

でたってもできないでしょう、これ。ケツは31年で

ミーバイ養殖推進事業において、県産養殖ハタ類の

しょう、これ。しかもおくれおくれになっていて、こ

採卵誘発技術を開発するため、タマカイ親魚水槽の

れから建造して２年かかるんです。そのことを踏まえ

新設、500トン２基と200トン１基を予定しておりま

たら最低でも年度内には建造させるという、これ三役

す。平成27年度は旧水槽の解体撤去を行い、平成28

しか答えられないと思いますので答弁してください。

年度は新設工事を実施する予定をしております。

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午前11時34分休憩

○砂川

午前11時34分再開

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

利勝君

これはまだ入札落ちてないですか。
お答えします。

１回目の入札が６月告示を行いましたけれども不落

○企画部長（下地明和君）

先ほども申し上げました

になりました。２回目も入札業者がなくて応札があり

が、今年度の着工に向けて全力を挙げて頑張りたいと

ませんでした。

思います。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
利勝君

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

企画部長。

○砂川

砂川利勝君。

○議長（新里米吉君）

砂川利勝君。

○砂川

ぜひ頑張ってください。皆さん、私

たちも応援していますので、ぜひやってください。
土木建築部長。

○土木建築部長（宮城

理君）

なかったということは、これ予算が

流れないのか心配なんですがどうでしょうか。
農林水産部長。

○議長（新里米吉君）

次に、県営団地の今の状況を説明してください。
○議長（新里米吉君）

利勝君

砂川利勝君。

○農林水産部長（島尻勝広君）

今後は随意契約の可

能性を調整図っていきたいというふうに思っておりま

お答えいたします。

県営新川団地建てかえ工事は、平成27年度から平

す。年度内の事業着工に向けて随意契約等含めて検討
していきたいというふうに考えております。

成35年度までの４期に分けて実施する事業となって

○議長（新里米吉君）

おります。第１期工事は、当初平成27年度に着手す

○砂川

る予定でありましたけれども、建築工事の入札不落等

あってできないかなというところもありますけれど

があって、平成28年度、今年度予算を確保、入札要

も、ただ、そうも言っておられませんので、必ず整備

件の見直し等を行って改めて発注し、10月着手を予

をしていただきたいというふうに思っています。

定しております。引き続き平成29年度末の完成に向
けて、鋭意取り組んでいきたいと考えております。
○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

利勝君

砂川利勝君。

いろいろ人手不足で大変なことが

ちょっと順番飛ばしますけれども、畜産の振興につ
いて、引き続きこの種雄牛について県が今回やったこ

砂川利勝君。

とを説明してください。

これは多分１工区から４工区まで

あったと思うんですが、全て入札は終わっています
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）

お答えいたします。

県では、おきなわブランドを確立するために、肉用

○議長（新里米吉君）

土木建築部長。

○土木建築部長（宮城

理君）

牛群改良基地育成事業で優良種雄牛の育成に取り組ん

建築が１工区から４

でおります。肉用牛群改良基地育成事業では、直接検

工区、電気・機械・昇降機という工区全て契約が完了

定及び現場後代検定などの産肉能力検定を実施してお

しております。

ります。優良種雄牛の作出によって、優良な遺伝能力

○議長（新里米吉君）

砂川利勝君。

を保有する雌牛が確保されれば農家の経営が安定し、
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肉用牛生産基盤が強化されます。また、今年度は県外

きるものだというふうに思っています。特に八重山は

から遺伝能力の高い優良雌牛を導入し、血統の多様化

農業生産の６割以上が畜産ですので、しっかりとまた

や肉質及び増体能力を兼ね備えた種雄牛の作出にも取

これ起爆剤になるんじゃないかなと。また、立派な牛

り組んでまいりたいと思っております。

を買って立派な種をつくるということは、本当にＴＰ

○議長（新里米吉君）

砂川利勝君。

Ｐ含めたどんなときにも対応できるというふうに期待

今県外から雌牛を導入したという答

しておりますので、ぜひまたいい値段でとった中で、

弁がありましたが、この内容もうちょっと詳しく説明

必ず結果が出るようにやっていただく。またこれから

してください。

が多分厳しい試練もあるかと思いますが、頑張ってい

○砂川

利勝君

○議長（新里米吉君）

農林水産部長。

ただきたいというふうに思っています。

お答えいたします。

最後に、尖閣の特に１点だけ質問させてください。

今回、鳥取のほうから導入しました優良雌牛につい

去る石垣市議会で尖閣に関する課題ということで、

て、２頭導入いたしました。去る７月22日に鳥取県

仲裁裁判所に提訴するという意見書を出してありまし

中央家畜市場において、ふきという牛とあびるという

た。これはフィリピンとか南シナ海の領有権をめぐっ

牛２頭を導入しております。特にふきにつきまして

て、オランダのハーグの仲裁裁判所で中国の主権を一

は、血統が鳥取県の育成家のほうで上位２番目にあり

切認めないという結果も出たんです。まさにそのこと

まして、繁殖性、産肉性にすぐれているものでありま

も含めて、やっぱり尖閣で活動自制させるという状況

す。そういうことで、県のほうとしましては、この２

をつくり出すのも一つかなと。これまで対話でといろ

頭を導入することによって、効果的な計画交配を行い

んな話もありましたが、なかなか進展しないと。そこ

まして、受精卵移植技術などを活用してできるだけ早

までやっぱり石垣は直面している問題が大きいという

い時期にその導入牛の活用を図っていきたいというふ

ことでこれ訴えてありますので、この裁判を求める提

うに考えております。

訴についてのちょっと県の見解をお聞かせください。

○農林水産部長（島尻勝広君）

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

砂川利勝君。

○議長（新里米吉君）

これ値段もわかるのであれば教えて

ください。

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

申しわけございませ

ん。私ちょっとこのお話今議員から初めてお聞きしま

○議長（新里米吉君）

して、ちょっと地元石垣市がそういうようなことまで

農林水産部長。
２頭のうち、ふきの

行っているということを承知していなくて申しわけご

ほうが落札価格のほうが435万円、あびるのほうが落

ざいません。しっかりこの中身を調べまして、また県

札価格が131万円となっております。

の今後の方向性も検討してまいりたいというふうに考

○農林水産部長（島尻勝広君）

○議長（新里米吉君）
○砂川

利勝君

えております。

砂川利勝君。

県内畜産業界にとって大変すばらし

いことだなというふうに私は評価します。沖縄県でこ

○砂川

○議長（新里米吉君）

終わります。

○議長（新里米吉君）

翁長政俊君。

〔翁長政俊君登壇〕

れだけ高額な導入をしたことは多分ないと私は思うん
ですけれどもありますか。

利勝君

○翁長

政俊君

それでは、一般質問を行います。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

農林水産部長。
今回この牛について

(1)、埋立承認取り消し違法確認訴訟で国の全面勝

は、沖縄県のほうとしては非常に外部からの一応肉質

訴判決が下されました。県が敗訴した要因と判決に対

等からいろんな面でトップの成績を得ているものです

する知事の見解を伺いたい。また、今後の対応につい

から、これについてはぜひ沖縄のほうに導入したいと

ても伺います。

○農林水産部長（島尻勝広君）

(2)、自衛隊の存在意義と先島諸島への配備計画に

いうことで、今回こういう値段で落札させていただき

ついて、知事の基本姿勢と配備計画に対する賛否を伺

ました。
○議長（新里米吉君）

いたい。

砂川利勝君。

今畜産業界は本当に上り調子なんで

２、国が進める高江ヘリパッド建設は、米軍基地の

す。そこでまた何ていうんですか、これまで沖縄では

整理縮小を促進する事業と理解していますが、同事業

北国７の８、そしてまた北福波、大変すばらしい牛が

に対する知事のスタンスと認識、権限の有無について

出てきました。そういうすばらしい牛を今やろうとい

伺います。

○砂川

利勝君

うこの畜産課の取り組み、これは本当に大いに評価で
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３、内閣府は沖縄新興予算の2017年度概算要求額

を3210億円と決定しました。対前年当初予算比140

に、県選出国会議員並びに県議会議員初め関係各位の

億円の減となり厳しい現状であります。この減額査定

協力を得ながら、概算要求の満額が措置されるよう取

を知事はどう理解し、分析しているのか。また、予算

り組んでまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

成立時までの対応について伺います。
４、ＭＩＣＥ用地取得について、当初、沖縄振興特

させていただきます。

別推進交付金の充当を見込んでいましたが、予定県有

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

地の購入費72億272万円の全てを県の一般財源と県

知事公室長。
謝花喜一郎君登壇〕
知事の政治姿勢につ

債をもって補う事態に至っている。なぜそうなったの

○知事公室長（謝花喜一郎君）

か、一括交付金の使い方も含めて伺います。

いての御質問の中の、判決に対する見解と今後の対応

５、前議会でワシントン事務所の業務実態を精査

についてお答えいたします。

し、報告するとの答弁がなされていますが、その結果

今回、福岡高等裁判所那覇支部は、県が求めた安全

を聞きたい。業務内容及び事業成果についても伺いま

保障や環境分野の証人申請を認めず、十分な審理を行

す。

わないまま、わずか２回の口頭弁論で結審したにもか

６、我が党の代表質問との関連については、辺野古

かわらず、国の主張を一方的に採用し、軍事や環境と

陸上部工事の再開容認がされたのか、その経過につい

いった専門技術的な面にまで踏み込んだ判断を行って

て伺います。

おります。
また、地方自治法においては、国の関与は最小限度

あとは質問席から再質問いたします。
○議長（新里米吉君）
〔知事

でなければならないとの基本原則があるにもかかわら

翁長知事。

ず、国土交通大臣の所掌事務や公有水面埋立法の目的

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

翁長政俊議員の御質問にお答

を逸脱した関与を認めるなど、極めて不当な判断を
行っております。さらに、「本件新施設等の建設をや

えをいたします。
沖縄振興予算の2017年度概算要求額についてに関

めるには普天間飛行場による被害を継続するしかな

する御質問の中の、平成29年度の沖縄振興予算につ

い」などと述べ、沖縄県民の気持ちを踏みにじるよう

いてお答えをいたします。

な判断を示しております。

内閣府の平成29年度概算要求においては、総額

県としましては、福岡高等裁判所那覇支部の判決は

3210億円の沖縄振興予算が計上されました。今年度

到底受け入れられるものではなく、埋立承認の取り消

の当初予算額を下回る水準ではありますが、厳しい財

しが法的に正当であるとの判断を最高裁判所に求める

政状況の中、3000億円台が確保されたところであり

とともに、県民及び国民の皆様に私どもの考えを引き

ます。その内容につきましては、那覇空港平行滑走路

続き訴えてまいります。

増設事業、沖縄科学技術大学院大学の規模拡充、拠点
返還地跡地利用推進交付金、沖縄子供の貧困緊急対策

次に、自衛隊の存在意義と先島諸島への配備計画に
ついてお答えいたします。

事業等について、所要の額が計上されたところであり

多くの離島を抱える本県において、緊急患者空輸、

ます。また、県土の均衡ある発展を図るための北部振

災害救助や不発弾処理など、自衛隊は県民の生命財産

興事業や鉄軌道に係る調査費が計上されるなど、基本

を守るために大きく貢献しているものと考えておりま

的には本県の振興に配慮がなされたものと考えており

す。自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障

ます。

や地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざま

一括交付金の減額については残念でありますが、改
めて執行率の課題が指摘されたことを受けとめ、引き

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

続き改善に努めることとしております。
平成29年度の沖縄振興予算につきましては、去る
８月10日に菅官房長官、鶴保内閣府沖縄担当大臣、

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。

自民党高村副総裁並びに二階幹事長に対して要請を行

次に、高江ヘリパッド建設についての御質問の中

い、所要額の確保を働きかけてきたところです。ま

の、北部訓練場ヘリ着陸帯の移設についてお答えいた

た、９月14日には、二階幹事長に概算要求額の満額

します。

確保を要請したところです。引き続き、内閣府沖縄担

北部訓練場の過半の返還について、県はＳＡＣＯ合

当部局を初め関係機関との連携を一層密にするととも

意事案を着実に実施することが、本県の基地の整理縮
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小及び地元の振興につながることから、その実現を求

補佐官との面談等を支障なく行うことができるとして

めているものであります。その条件とされている６カ

おります。

所のヘリ着陸帯の移設については、当該地域の自然環

引き続きワシントン駐在を活用し、基地問題を初め

境や地域住民の生活への影響をめぐってさまざまな意

とする沖縄の課題解決に向けて取り組んでまいりま

見があるものと承知しております。

す。

オスプレイについては、環境影響評価の対象となっ

次に、我が党会派の代表質問との関連についての中

ておらず、騒音が住民生活に影響を与えていることか

で、辺野古における陸上工事についてお答えいたしま

ら、引き続き日米両政府に対して配備撤回を求めてま

す。
去る８月31日、首相官邸において第３回和解条項

いります。
ヘリ着陸帯移設工事に当たっては、県から沖縄防衛

に基づく協議に関する作業部会が開催され、キャン

局に対し、機会あるごとに沖縄県や地域住民に十分な

プ・シュワブ内陸上施設再編成事業の工事再開等につ

説明をするよう求めております。県は、去る９月21

いて、政府からの提案を受け協議いたしました。協議

日、北部訓練場ヘリ着陸帯移設工事に係るさまざまな

において、政府側から隊舎２棟については、埋立施工

課題について沖縄防衛局と意見交換を行いました。

区域外にある昭和54年に建設され老朽化した施設の

県としては、十分な説明もないまま強行に工事を推

移設であり、埋立工事と関係がないとの説明があった

し進めようとする姿勢は、信頼関係を大きく損ねるも

こと、平成26年12月からの工事中断に伴う危険性及

のであり、到底容認できない旨伝えるとともに、工事

び緊急的な対応等が必要との説明もあったことから、

用道路については、県担当職員による現地調査を終了

県としては同施設の工事再開に限り、前向きに検討す

するまでは建設を中止すること、地域住民の日常生活

る旨伝えたところであります。
以上でございます。

に最大限配慮することなどを要請したところでありま
す。

○議長（新里米吉君）

総務部長。

次に、県ワシントン事務所の業務実態についての御

〔総務部長

金城

質問の中の、ワシントン駐在の活動等についてお答え

○総務部長（金城

いたします。

振りかえについてお答えをいたします。

武君）

武君登壇〕
ＭＩＣＥ施設用地の財源

ワシントン駐在の主な活動については、知事訪米の

ＭＩＣＥ施設用地については、中城湾港マリンタウ

対応、基地問題に関する情報収集、沖縄の状況などの

ン特別会計において、公営企業債を活用して埋め立

情報発信となっており、このような活動を継続的に

て・造成した土地となっております。

行ってきた結果、米国側において、沖縄の正確な状況

当該造成地においては、過去に国庫補助を活用し

について理解が深まりつつあります。ことしの５月

て、県道整備や下水道浄化センターの用地を購入した

の知事訪米においては、12名の連邦議会議員やモン

事例があったことから、ＭＩＣＥ施設の用地取得にソ

デール元副大統領との面談、沖縄に精通する８名の有

フト交付金を充当するものとして当初予算に計上いた

識者との会議を開催し、辺野古新基地建設問題をめぐ

しました。しかしながら、内閣府からは、当該用地の

り、裁判や和解等によって埋立工事が中止されている

購入費は結果的に特別会計の公債費に充てられるもの

状況を説明したところ、一定の理解を得ることができ

で、交付要綱上、疑義があるとの指摘を受けたところ

たことは大変有意義であり、ワシントン駐在員を設置

であります。
沖縄振興一括交付金は、県が自主的な選択に基づい

したことによる効果があらわれたものと考えておりま

て実施できることとなっておりますが、議論が平行線

す。
また、米国の専門弁護士に確認したところ、ワシン

のまま年度末を迎え、結果的に不用となることは避け

トン駐在員は、沖縄県に雇用され、沖縄県のみから給

たいと判断し、交付金を他の事業に振りかえることと

与支払いを受け、米国内において、沖縄県の業務のみ

いたしました。

に従事していることから、非移民者に適用される米国

以上でございます。

の雇用規則に違反していないとの見解を得ておりま

○議長（新里米吉君）

す。

時間の都合もありますので、翁長政俊君の再質問は午

ワシントン事務所については、平成27年12月、Ｆ

質問の途中ではありますが、

後に回したいと思います。

ＡＲＡ（外国代理人登録法）に基づき登録しており、
駐在員は米国外の政府の代理として、連邦議会議員や
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休憩いたします。
午前11時58分休憩

ただ、一括交付金の分のその算定の内容について、

午後 １ 時22分再開

具体的に申し上げますと、この繰り越しの算定――要

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

翁長政俊君の再質問を行います。

するに一括交付金とその他の内閣府が、通常、沖縄県

翁長政俊君。

全体の予算との比較をもって、その差額を減額してい

○翁長

るというところでございますが、内閣府が算定したこ

それでは、再質問を行います。

政俊君

まず、ちょっと順番をたがえますけれども、平成

の沖縄県全体の繰越率の出し方というのが、通常使わ

29年度の概算要求のほうから再質問させていただき

れているこの決算上の繰り越しの算定方式と違うとい

ます。

うことで、そのあたりを我々指摘をしております。通

先ほども答弁をしていただきましたけれども、厳し

常、やはり繰越率というのは、予算現額に対する繰越

い財政事情の中で3000億円台を確保できたことは評

額というのが一般的な捉え方でありまして、一括交付

価できるという答弁でございました。この間、一括交

金も同様に国庫ベースで、国庫の繰越額に対する、予

付金が始まって、減額の概算になったのは初めてだろ

算現額に対する国庫の繰越額というのがそういう算定

うと思っていますので、そういう意味では知事の努力

になっております。これに対しまして、内閣府が算定

不足があったのではないかという、私はそのように評

したその沖縄の予算全体の繰越率というのが、この国

価をいたしています。そこはどう考えていますか。

庫の歳入決算額に対する繰り越すべき財源の割合とい

武君）

○総務部長（金城

う出し方をしておりますけれども、この繰り越すべき

総務部長。

○議長（新里米吉君）

財源の割合というのが、要するに一般財源、それと基

お答えいたします。

一括交付金につきましては、これまでも執行率の課

金繰入金等、これを分子にして分母は歳入決算額に

題が指摘されておりまして、これについてはそういう

なっているわけですから、通常の我々が決算上出して

指摘を受けまして年々この取り組みを強化いたしまし

いる予算現額に対するを分母にして繰越額という、そ

て、改善をしてきたということでございました。そう

ういう算定の仕方で算定していないというところで―

いう中での減額ということでございますから、我々と

―要するに一括交付金を減額するんであれば、その沖

しては、県としては、これまでずっとしっかりとこの

縄県全体も同様な計算方式で算定すべきだろうという

取り組みはしてきたという流れの中ですから、そうい

ことで、そのあたりを内閣府のほうに御説明してきた

う意味で減額をすべきようなことではないのかなとい

ところでございます。

うふうに考えております。

○議長（新里米吉君）

それと、内閣府からいろいろと減額の算定の方法も

○翁長

翁長政俊君。

今の説明を聞いていると、いわゆる

政俊君

含めて御説明を受けておりますが、我々内容を聞く限

算定基準や算定方式によってしっかりとした数値の中

りにおいては、合理性があるのかどうかということに

で査定がされていないということであれば、じゃこれ

ついて県としても疑義があるということで、いろいろ

政治的に減額をされているということですか。そこは

と内閣府のほうへも申し入れをしているところでござ

どう思いますか、三役。今の説明はそういうことです

います。

よ。だから疑義が、数値に疑義があるんだよ。という

○翁長

ことになると、数値上の概でいわゆるこの算定がされ

翁長政俊君。

○議長（新里米吉君）

今の答弁を聞いていますと、県側の

政俊君

ているということになれば、政治的にそうなっている

要求は認められて当たり前であって、国側の査定の仕

という認識にとるしかないじゃないですか。

方に疑義があるという答弁ですよ。そういう態度で国

○議長（新里米吉君）

との調整や増額ということが見込めますか。どういう

○総務部長（金城

意味で疑義があるんですか、国の査定に。

のそういう算定方式の御説明を受けて、内容を確認し

武君）

県としては、やはり今回

ましたら、そういう算定を出したということでござい

総務部長。

○議長（新里米吉君）

総務部長。

先ほど知事から御答弁い

ます。これにつきましては、やはり今後のその満額確

ただきましたように、全体的には厳しい財政状況の中

保、年末に向けての中でこれ以上の減額がないよう

で3000億円台確保されたと。それと今回、補正予算

に、そして満額確保に向けて取り組む。そしてこうい

案でも前年をかなり上回る額で176億円ということで

う方式の同様な算定方式というのは、言ってみればそ

3300億円台の規模を確保されたということで、この

の30年度以降もこういう形で算定するというのは、

あたりは我々も一定の評価をしているというのは、そ

まだ統制に欠けるんじゃないかということも含めて、

のとおりでございます。

いろいろと内閣府のほうと意見交換をしてそういう御

○総務部長（金城

武君）
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実は、先ほど総務部長が申し上げておりましたソフ

説明してきたというところでございます。
○議長（新里米吉君）
○翁長

ト交付金、ハード交付金について、内閣府との調整な

翁長政俊君。

これ、こういうことですか。

政俊君

んです、先ほど言っていたのは。それで内閣府に対し

年末の政府のいわゆる概算要求原案、これができる

ては、県としては、非常に毎年24年から執行率は上

までに、さらに切り込まれるということを予想してい

がってきているんだという説明をしたんだけれども、

るんですか。

なかなか理解が得られなかったという意味での説明

○議長（新里米吉君）

総務部長。
いや、そういうことでは

武君）

○総務部長（金城

だったかと思います。それで、いずれにしても内閣府

ございませんで、やはりその満額確保をしっかりと確

で最終的には沖縄県の概算要求というのをやっていく
という方向になったわけであります。

保するために、内閣府のほうとも共通認識で取り組む

それで今の質問でございますが、当然のことながら

という意味でのお互いの率直な意見交換をしてきたと

今厳しい予算の中で年度末に向けて、最大限に知事を

いうところでございます。

先頭に頑張らなきゃならぬと、当然のことながら官邸

○議長（新里米吉君）

翁長政俊君。

それから先ほど言っているように与党である自民党さ

これまでの慣例で、いわゆるこの政

ん、それから公明党さん、それからまた県選出の国会

府原案が確定するまでに、年末に向けてはこれまで増

議員、並びに自民党県連さんのお力をおかりしてなる

額したことがないんです。切り込まれていって、さら

べく全額要求どおり確保したいということでありま

にこの3210億から下回る額が決まっていく。その可

す。当然のことで、最近、二階幹事長さんとお会いし

能性が高いんです。これまでもずっとそうだったんで

たときには、副幹事長の中に沖縄担当さんを置くので

す、政府原案ができるまでは。だから、そこの部分を

――武田衆議院議員でありましたので、何かありまし

どう食いとめる努力を県三役でなさるのか。そこを

たらいろんな意味で予算も含めてお話をしていただき

しっかり聞かせてください。

たいというお言葉を頂戴しましたので、そういうパイ

○翁長

政俊君

○議長（新里米吉君）
○翁長

政俊君

プをできるだけちょっとしたつながりでも含めて、全

総務部長。

これは、総務部長ではだめだよ。三

ふうに考えております。

役で答えなさいよ。
○総務部長（金城

額確保に知事を先頭に頑張っていきたいと、そういう

武君）

平成29年度沖縄振興予

○議長（新里米吉君）

翁長政俊君。

今、パイプの話が出ましたけれど

算その満額確保に向けて、まず内閣府担当部局、そこ

○翁長

と我々も事務担当者でございますが、その意見交換等

も、政府とパイプをつくることは、党とパイプをつく

を行いましてしっかり連携を密にして、それから自民

ることは、県の至極当然な動きだろうと思っています

党本部の沖縄振興調査会あるいは美ら島議連など、あ

し、それは理解をいたしています。

政俊君

るいは県選出の国会議員等へ働きかけを行っていきた

地元国会議員との、皆さん方この予算についての調

いというふうに考えております。また、年末の政府案

整はどうなさっていますか。新聞でいろいろと出てく

の決定に向けては、また直接関係大臣やその自民党本

るのは、自民党本部にはこの先生方との動きは出てき

部への働きかけということも今後検討してまいりたい

ますけれども、この県選出の国会議員との動きはどう

というふうに考えております。

なっていますか。

○議長（新里米吉君）
○翁長

政俊君

翁長政俊君。

○議長（新里米吉君）

これまでの答弁で、県三役は自民党

総務部長。

武君）

○総務部長（金城

県選出国会議員に対する

詣でを始めたような感があります。やっぱり、予算や

要請につきましては、８月10日に県選出国会議員の

振興対策ということになると、自民党じゃないとうま

皆様に、議員会館を回りましてその要請をしたところ

くいかないということですか。自民党詣でをしている

でございます。それから、今週入りまして自民党の調

ということは、こういうことじゃないですか。そこ

査会が開かれる前の情報もございましたので、自民党

は、ちょっとどういう対応でこうなっているのかお聞

の県選出国会議員の皆様に、この概算要求について満

かせください。

額確保に向けた取り組みについての御説明も今週行っ

総務部長待ちなさい、あなた。三役に答えさせなさ
いよ。
○議長（新里米吉君）

ております。
○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。

○翁長

政俊君

翁長政俊君。

自民党の沖縄振興調査会は先日開か

れて終わったばかりです。そこでは、かなり厳しい沖
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縄県に対する意見が出たというふうにも聞いておりま

かないといかぬという形に変わっていったんでしょ

すので、そこら辺は心して、いわゆる来年の概算要求

う。ここが私は判断ミスだったと言っているんです

が皆さんが思っているような形で進んでいくことを期

よ。これは新たな県の借金ですよ。
もう一つのミスは、これは三役が豊崎とマリンタウ

待いたしています。
それと、ＭＩＣＥ用地の確保でございますが、これ

ンの幾つかの案がありました。このマリンタウンに

はなぜそうなったんですか。この県自体の財政運営上

持っていったことによって、いわゆる県が借金をせざ

のミスがこの状態をつくり出したんじゃないですか。

るを得なくなった。豊崎であれば、あれは土地公社の

いわゆるこの先見性の甘さ、それが露呈した案件じゃ

土地ですからいわゆる県の借金で買い上げることは、

ないですか。

私はなかったと思っているんです。そこの判断はどう

○議長（新里米吉君）

武君）

○総務部長（金城

だったんですか。ここも判断の甘さがあったというふ

総務部長。

うに私は見ているんですけれども。

お答えをいたします。

ＭＩＣＥ用地、今回当初予算で一括交付金を活用し

文化観光スポーツ部長。

○議長（新里米吉君）

大型ＭＩＣ

ようということで計上しております。これにつきまし

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

ては、先ほど答弁したとおりでございますが、過去に

Ｅ施設の整備地につきましては、平成25年度から昨

国庫補助事業を活用して購入した事例があったという

年５月まで検討して、最終的にマリンタウン東浜に決

ことで、県としては、それはソフト交付金も同様な国

定しております。

庫事業でございますので可能かなということで県一括

整備地の選定に当たっての考え方としては、那覇空

交付金で計上し、調整を進めてきたというのが経緯で

港第２滑走路が供用開始される2020年、オリンピッ

ございます。ただ、これにつきましては、先ほど御答

ク開催の年度にその整備が可能であること、そして大

弁申し上げましたように、内閣府のほうからやはり交

型ＭＩＣＥ施設というのは、周辺に宿泊施設だったり

付要綱上の疑義があるというのは御指摘を受けて、な

商業施設といった都市機能、そういったものを整備し

かなか県は公債費に充当するものじゃなくて土地購入

ていく必要がありますが、そういったＭＩＣＥエリア

費として交付金を充てるものだということで主張して

としての整備が可能なだけのエリアがあるか。そし

きておりましたが、なかなかこの議論が平行線という

て、整備開始予定時期を含めて交通アクセスの利便性

ような状況で結果的に不用となることはぜひとも避け

がどうかといったことなどを総合的に比較検討しなが

たいということで、９月補正でその交付金を他の事業

ら、最終的に東浜についてはＭＩＣＥエリアとしての

に振りかえるというような判断をしたところでござい

整備、まちづくりが非常にその点ですぐれている。加

ます。

えて、将来的に歴史的な資源の多い本島南部地区と、

○議長（新里米吉君）

私はミスがあったかどうか聞いてい

政俊君

○翁長

それから中部の大型ショッピングモール等を結節する

翁長政俊君。

ところも含めて総合的な判断のもとに東浜に決定した

るんだから、いわゆる……
○議長（新里米吉君）

ような東海岸地域の振興、県土の均衡ある発展という
ということでございます。

ちょっと待ってください。

休憩いたします。

翁長政俊君。

○議長（新里米吉君）

言っていることはあらあらは理解で

午後１時38分休憩

○翁長

午後１時38分再開

きますけれども、新たに借金をつくったことだけは間

○議長（新里米吉君）

政俊君

違いない事実でございますので、それは私は反省が必

再開いたします。

要だと思っていますよ。

総務部長。
先ほども御答弁申し上げ

それと、先ほどこの浮いたいわゆるＭＩＣＥ用地の

ましたが、我々としては、前例といいますか過去の例

財源の振り向けの問題ですけれども、どういう事業に

を踏まえてやったということでございまして、そうい

振り向けているんですか。

う意味でそれで行けるという判断をして進めてきたと

○議長（新里米吉君）

いうのが我々の考えでございます。

○総務部長（金城

○総務部長（金城

武君）

○議長（新里米吉君）

総務部長。

武君）

お答えをいたします。

今回の９月補正でＭＩＣＥ施設用地を国庫費ベース

翁長政俊君。

今のは答えになっていなくて、結

で申し上げますと、50億5000万円を減額しておりま

局、県のいわゆる見通しの甘さによって、この一般会

す。他の事業に振りかえる額が、国庫費ベースで40

計から、さらには県債を発行してこの事業をやってい

億5000万円でこの主な事業でございますが、新規事

○翁長

政俊君
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業で食鳥処理施設整備事業、それから継続事業でも幾

Ｊ１スタジアム整備に向けての用地取得に一括交付

つか前倒し可能なものをやっておりまして、大きいも

金の活用をすることについては、現在、内閣府に申し

のが含みつ糖製糖施設整備事業等、トータルでは40

入れているところであり、県と内閣府が交付申請に向

以上の事業を今回実施することになります。

けて事前協議を行っている段階であります。このこと

○議長（新里米吉君）

は、当然のことながら、二階幹事長がお見えになった

翁長政俊君。

今、問題になっているＪ１スタジア

時点でも同様でありました。だから内閣府から、今で

ム、それもこの一つじゃないですか。私どもいろんな

もまだ財務省に正式に調整を行っておらず、したがっ

調査をして、それもその一つだというふうに私は認識

て一括交付金の活用に財務省が難色を示しているとい

をしています。

う認識は、当時も今も持ち合わせるはずがありませ

○翁長

政俊君

そこで、この一括交付金の浮いた分のＭＩＣＥ施

ん。記事にあるような発言にもつながらないと思って

設、これもいわゆるこういった大型事業を補正予算の

おります。ただ、内閣府は基本構想の段階で用地取得

途中で上げてくるというやり方は、本来であればこれ

は厳しいという話をしている状況でありました。そう

は次年度の当初予算で上げてくるべきですよ。年度途

いうことであるということで、御理解をいただきたい

中の補正に乗っけてくる自体が、私は、この政策の実

と思います。

行の仕方というものに問題があると思っているんで
す。これは、どうですか。
○議長（新里米吉君）

ただ、このような二階幹事長の現地説明に関する私
の発言記事で、沖縄・自民党会派にお騒がせしたこと
に対しては申しわけないと思っております。

休憩いたします。

午後１時43分休憩

○議長（新里米吉君）

午後１時43分再開

○翁長

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

翁長政俊君。

今、副知事が答弁したとおりです

政俊君

よ。内閣府もまだ水面下で調整をしている程度なんで

総務部長。

す。財務省なんか言っているはずがない。言っている
武君）

○総務部長（金城

はずがないものを、幹事長が来た際にあなたが言った

お答えをいたします。

年度途中で一括交付金の執行残が出るというような

から問題になっているんだよ。あなたが言ったから問

ことがございましたら、これまでもそうですが、でき

題になっているんだよ。私はこの記事を記者に確認し

るだけ今年度の事業を前倒しで実施していくというよ

ました。（資料を掲示）

うな取り組みをしておりますので、今回もそういう考

の前であなたが記者もいる中でそういう発言をされた

えのもとに、事業を前倒しで実施することで、財源の

ということを、再度、私は確認をとっています。あな

振りかえを有効に活用していくということでございま

たは、その場しのぎでこういうことを言っているけれ

す。

ども、これだけきょうに至るまで時間があったんです

○議長（新里米吉君）
○翁長

政俊君

翁長政俊君。

記者は、間違いなく幹事長

から、こういう問題が出ている以上、あなたも記者に

私は、ある意味ではこれは本当にど

確認をとればいいじゃないか。とってください。（発

たばたで、いわゆるこの用地の問題も含めて、先日二

言する者あり）

階幹事長が来県された際に、安慶田副知事が同行して

○議長（新里米吉君）

現場視察をしていますよ。そこで、きのうから問題に

○副知事（安慶田光男君）

安慶田副知事。
答弁いたします。

なっているこの二階幹事長に対して、この事業自体の

私は、今このような状態でありますので、そのとき

熟度がまだまだこの事業は足りないんですよ。そうい

に財務省がそういう話をしたというような答弁をした

う中で、財務省が難色を示しているから、いわゆる土

記憶にございません。

地の先行取得ができないんだというような発言がある

○議長（新里米吉君）

わけです。これは、新聞で報道されていますけれど

○翁長

も、３名の記者が署名入り記事で書かれているんで

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午後１時50分再開

で、いや、私は言った覚えがないと言っているんです

○議長（新里米吉君）

覚えがないんですか。
○議長（新里米吉君）

私は、記者に……

午後１時48分休憩

す。副知事は、それをいわゆるその場しのぎの答弁
けれども、再度確認させてください。あなたは言った

政俊君

翁長政俊君。

再開いたします。

安慶田副知事。
安慶田副知事。

○副知事（安慶田光男君）

お答えいたします。

○副知事（安慶田光男君）
答弁します。
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繰り返しになりますが、

繰り返しになりますが、そういう状態ですから財務

とは、二階幹事長に説明した時点においても同様であ

省にこれから予算をお願いしていこうという段階で、

ります。内閣府から、まだ、財務省に正式な調整が行

私が財務省に対して、財務省が厳しいというふうな認

われておらず、したがって一括交付金の活用に財務省

識がありませんし、そういう発言をしていないと私は

が難色を示しているという認識は当時も今も持ち合わ

思っておりますので、そういうことであります。

せているはずがなく、記事にあるような発言につなが

議長。（発言する者あり）

政俊君

○翁長

○議長（新里米吉君）

らないものと考えております。ただ、内閣府は基本構

休憩いたします。

想段階での用地取得は厳しいという話はしている状態

午後１時50分休憩

でありました。

午後１時54分再開
○議長（新里米吉君）

先ほどの同じようなことですけれども、このような

再開いたします。

二階幹事長への現地説明に関する私の発言記事で、沖

安慶田副知事。

縄・自民党会派をお騒がせしたことに対しては、申し
私は、記憶に基づいて誠

○副知事（安慶田光男君）

心誠意、私は答弁しているつもりであります。
○議長（新里米吉君）
政俊君

○翁長

○議長（新里米吉君）

翁長政俊君。

この記事（資料を掲示）

わけないと思っております。
○翁長

私が記者

政俊君

翁長政俊君。

私はこの答弁は、うそがあると思っ

ていますので、虚偽があると思っていますので、もう

に確認したということについては、この記事は誤報

一度お願いいたします。

だったということですか。（発言する者あり）

○議長（新里米吉君）

い

や、だから誤報かどうか、だから答えてちょうだい。

安慶田副知事。

○副知事（安慶田光男君）

繰り返します。

あなた言っていないと言うんだから。言ったと記事に

Ｊ１スタジアム整備に向けた用地取得に一括交付金

書かれているんだから。どれが正しいかという話で

を活用をすることについては、現在、内閣府に申し入

しょう。（発言する者多し）

れているところであり、県と内閣府が交付申請に向け

○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。

た事前協議を行っている段階である。このことは、二

先日も答弁しましたよう

階幹事長に説明した時点においても同様であります。

に、私は、財務省が厳しいという説明はしていません

内閣府から、まだ、財務省に正式な調整が行われてお

ので、これについて誤報かどうかというのは、私がコ

らず、したがって一括交付金の活用に財務省が難色を

メントするものではないと思っております。（発言す

示しているという認識は、当時も今も持ち合わせるは

る者あり）

ずがなく、記事にあるような発言につながらないと考

○副知事（安慶田光男君）

政俊君

○翁長

とんでもない。私は、確認をしたん

だよ。

得は厳しいという話をしている状況であります。

議長、これは確認させてください。本人が、確認す
れば済む話なんだよ、記者に。（発言する者あり）
○議長（新里米吉君）
○翁長

えています。ただ、内閣府は基本構想段階での用地取

政俊君

言記事で、沖縄・自民党会派をお騒がせしたことはま

答弁は……

ことに申しわけないと思っております。

答弁はされているわけじゃない。

○議長（新里米吉君）

このような二階幹事長への現地説明に関する私の発

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

○翁長

もう一度、私は今の答弁に疑義があ

午後１時55分休憩

ると思っていますので、虚偽があると思っていますの

午後１時58分再開

で、もう一度お願いいたします。（発言する者多し）

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

翁長政俊君。
○翁長

政俊君

翁長政俊君。

政俊君

休憩いたします。

午後２時 ２ 分休憩
安慶田副知事、もう一度、今の質問

に対する誠意ある答弁をお願いします。
○議長（新里米吉君）

安慶田副知事。

○副知事（安慶田光男君）

午後２時30分再開
○議長（新里米吉君）

再開いたします。

安慶田副知事。

先ほど答弁いたしました

が、Ｊ１スタジアム整備に向けての用地取得に一括交

○副知事（安慶田光男君）

答弁させていただきま

す。

付金を活用をすることについては、現在、内閣府に申

Ｊ１スタジアム整備に向けた用地取得の一括交付金

し入れているところであり、県と内閣府が交付申請に

を活用することについては、現在、内閣府に申し入れ

向けた事前協議を行っている段階であります。このこ

ているところであり、県と内閣府が交付申請に向けた
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事前協議を行っている段階であります。このことは、

の６月の答弁では、あなたはロビー活動していないと

二階幹事長に説明した時点においても同様でありま

いう答弁されています。前の町田知事公室長は、この

す。内閣府から財務省に正式に調整が行われておら

種の答弁においては、いわゆるロビー活動をやるため

ず、したがって一括交付金の活用に財務省が難色を示

にこの事務所を開設したという発言をされております

しているという認識は、当時も今も持ち合わせている

が、どこが県の姿勢なんですか。

はずがなく、記事にあるような発言につながらないと

○議長（新里米吉君）

考えております。ただ、内閣府は、基本構想の段階で

○知事公室長（謝花喜一郎君）

知事公室長。
お答えします。

土地取得は厳しいという話をしている状況でありま

ロビー活動というものの中にも抗議と協議等がござ

す、というくだりにおいて、内閣府と言うべきところ

いまして、私が答弁しましたロビー活動を行っていな

を財務省と言い間違えた可能性は考えられます。

いといいますのは、いわゆるロビイストを用いてのロ

このようなことで、二階幹事長の現地説明に関する

ビー活動、これは禁止されております。たとえＦＡＲ

私の発言記事で、沖縄・自民党会派をお騒がせいたし

Ａの登録を受けてもこれは禁止されております。それ

ましたことは大変申しわけなく思っております。御理

はやっておりません。ただ、ＦＡＲＡ登録に基づいた

解のほどよろしくお願いいたします。

ロビー活動、それはできるということでした。私の説

翁長政俊君。

明の仕方で誤解を与えたことは、申しわけなく思って

○議長（新里米吉君）
○翁長

政俊君

いずれにしろ、副知事のこの発言が

おります。
翁長政俊君。

もう既に内閣府や財務省にも届いているやにも聞いて

○議長（新里米吉君）

います。今後の沖縄振興費並びに振興計画等々に悪影

○翁長

響が出るということになれば、それは私は襟を正して

すか。

訂正すべきは訂正し、やっぱり真摯に議会と向き合う

○議長（新里米吉君）

べきだとそのように思っていますので、今後とも十分

○知事公室長（謝花喜一郎君）

な注意を払いながら事業に頑張っていただきたいと、

人からは個人の情報だということを念押しされており

このように思っています。

ますけれども、議員からの御質問ですのでお答えいた

次に、ワシントン事務所の運営についてでありま

政俊君

平安山氏は、どのビザを持っていま
知事公室長。
これについても、本

します。
Ｂ－１ビザを取得しているということでございま

す。
精査結果をもう一度お聞かせください、精査した結
果。

す。
○議長（新里米吉君）

○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

お答えいたします。

米国の専門弁護士に確認したところ、ワシントン駐
在員は、沖縄県に雇用され、沖縄県のみから給与支払

政俊君

翁長政俊君。

このＢ－１ビザということになる

と、いわゆる制限がありますよね。米国内で活動する
には。
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

いを受け、米国内において、沖縄県の業務のみに従事

午後２時36分休憩

していることから、非移民者に適用される米国の雇用

午後２時36分再開

規則に違反していないとの見解を得ております。

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

知事公室長。

また、ワシントン事務所については、平成27年12
月、ＦＡＲＡ（外国代理人登録法）に基づき登録して

○知事公室長（謝花喜一郎君）

おり、駐在員は米国外の政府の代理として、連邦議会

いう期間制限がございます。

議員や補佐官との面談等を支障なく行うことができる

○議長（新里米吉君）

としております。

○翁長

政俊君

滞在期間が６カ月と

翁長政俊君。

この６カ月のたびにいわゆる国外に

引き続き、ワシントン駐在を活用し、基地問題を初

出て、腰を据えたこの情報活動ができますか。私は、

めとする沖縄の課題解決に向けて取り組んでまいりま

通常一般論としては、なかなか業務を遂行するには厳

す。

しいというふうに認識持っていますけれども。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
翁長政俊君。

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

そういう考え方も一

今の答弁で、いわゆる情報収集や情

面あると思いますけれども、またあわせまして、逆に

報発信のロビー活動ができるという発言ですよね。こ

６カ月に１度実際に駐在員に来沖いただきまして、そ

○翁長

政俊君
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のワシントン事務所での状況等をつぶさにまた報告を

まま活動をしていくということに決まったということ

受ける、そういった効果もあると思いますので、今の

でございます。

時点でその６カ月間によって駐在活動に支障を来して

○議長（新里米吉君）

いるというような認識はございません。

○翁長

これはあなた方の弁護士でしょう。

あなた方で雇った弁護士は、あなた方の都合のいいよ

翁長政俊君。

○議長（新里米吉君）

政俊君

翁長政俊君。

この平安山氏のビザの取得について

うに職務をするんです。実際法的根拠があるんです

は、これまでＬ－１やＨ－１Ｂ、これを取るのに弁護

か。法的根拠があれば示してください。私たち議会に

士等も使っていわゆるワシントン事務所内の費用を活

それを納得しろと言うんであれば、法的な根拠がない

用してチャレンジしていますよね、何回か。これ、う

と納得はできません。

まくいっているんですか。前の議会では、８月いっぱ

○議長（新里米吉君）

○翁長

政俊君

休憩いたします。

いにめどをつけるということだったんですけれども、

午後２時40分休憩

めどがついたんですか。

午後２時41分再開

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

午後２時37分休憩

知事公室長。

午後２時38分再開
○議長（新里米吉君）

再開いたします。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

弁護士からのお話で

すが、米国移民及び米国籍法におけるＢ－１ビザ保有

再開いたします。

知事公室長。

者の米国における政府要人や連邦議会への働きかけに
お答えいたします。

ついて、移民及び国籍法合衆国法典第８編第12章、

弁護士等ともいろいろ相談した結果、やっぱり今の

移民及び国籍法では、Ｂ－１ビザ保有の非移民者が米

ビザでも当然、先ほども答弁いたしましたけれども、

国の雇用主に雇われることは認めていない。平安山氏

支障なく活動ができるという結論に至りまして、現在

は、米国滞在中、沖縄県に雇用され、沖縄県のみから

のままのビザで対応するという方向性が決まりまし

給与の支給を受けており、沖縄県の業務のみに従事し

た。

ている。このため、平安山氏の米国における活動は、

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

Ｂ－１ビザ保有の非移民者に適用される米国の雇用規

翁長政俊君。

私は、取れたか取れないかを聞いて

則に何ら違反しない。そういったことも踏まえて、ま

いるんであって、現在のビザでもいいということです

たＦＡＲＡにおけるＢ－１ビザ保有者の活動につきま

か。

しても意見いただきまして。ＦＡＲＡにおいてもＢ－

○翁長

政俊君

○議長（新里米吉君）

１ビザ保有の非移民者がＦＡＲＡ登録に基づく活動に

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

はい、今のビザで対

いうことで、我々はＢ－１ビザでの対応を決めたとい

応するということで方向性が決まりました。
○議長（新里米吉君）
○翁長

政俊君

従事することについて、禁止規定または言及はないと
うことでございます。

翁長政俊君。

これは、おかしいでしょう。不都合

○議長（新里米吉君）

翁長政俊君。

今、あなた方がチャレンジをしたＨ

があるからそれに違うビザを取ろうとチャレンジした

○翁長

んであって、それが取れなかったから今のビザでもい

－１Ｂを取得するには、いわゆる米国においての雇用

いという論理にはならないでしょう。誰が聞いてもお

関係が成り立たないと、これ取得できないんです。今

かしいでしょう、これは。（発言する者あり）

言っていることは、米国で稼いでいないから、沖縄県

○議長（新里米吉君）

政俊君

から給与を払っているから、それはそれで就労は何ら

休憩いたします。

午後２時38分休憩

問題がないという話なんです。私は違うと思います。

午後２時39分再開

あなた方自身がチャレンジしたものは、私は永遠に取

○議長（新里米吉君）

れない、Ｈ－１Ｂビザは、今のような認識のもとで何

再開いたします。

度チャレンジしても取れるわけがないです。言ってい

知事公室長。
先ほどもお答えいた

ることが矛盾しているんだよ、みんな。最初はチャレ

しましたけれども、いろいろさまざまなことも検討し

ンジして、それがうまくいかない。うまくいかないか

た結果、現在のビザの対応で十分活動に支障なくでき

らＢ－１ビザでいいんだ。Ｂ－１ビザの内容について

るというような結論に至ったものですから、先ほども

は、就労に何ら問題がないというんだけれども、私は

お答えしましたけれども、Ｂ－１ビザの方向性でその

これ不法就労に当たるという認識を私の知っている弁

○知事公室長（謝花喜一郎君）
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護士からはいただいているんです。
○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

政俊君

○翁長

翁長政俊君。

知事、知事に直接、本人自体から報

告があったということですが、それはそうじゃないん

お答えします。

不法就労といいますのは、米国側のほうで雇用され

ですか。私は、ここに内部資料を持っているんですけ

て、その米国側の雇用主から報酬を受けるという場合

れども。（資料を掲示）

ですが、平安山氏の場合には、沖縄県に雇用され、沖

○議長（新里米吉君）

縄県のみから給与の支給を受けているということでご

です。

ざいます。そういった不法就労にも当たらないもので

○翁長

すから、この入国・出国についても特に問題なく対応

がとまっているの。

できているということでございます。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
○翁長

政俊君

政俊君

まとめてください、もう時間

まだありますでしょう。何で総時間
総合時間がもう超えていま

す。

翁長政俊君。

このビザで出たり入ったりするのは

○翁長

政俊君

そんなことないんだよ。
時間終わっていますから、次

問題じゃないですよ、それは。ビザを持っているんで

○議長（新里米吉君）

すから。ただ、あなた方が今必要としているこの議会

の答弁で終わりにします。

や政府機関に行って、しっかりとこのビザを持ったま

○翁長

まで活動ができるかということになると制限が出てき

ないか、こっち側は。いやいや、本当だよ。

ますよ、これは間違いなく。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

これは、ずっと動かしていたんじゃ

午後２時46分再開

ＦＡＲＡ登録がされ

ていなければ、政府内への立ち入り等についてもなか

○議長（新里米吉君）

れたと、しかもＢ－１ビザ保有の非移民者がＦＡＲＡ

○知事（翁長雄志君）

登録に基づいた活動に従事することについては、まだ

えいたします。

禁止規定はないということでございますので、支障な
く対応できているというふうに考えています。

再開いたします。

翁長知事。

なか規制がございますけれども、ＦＡＲＡ登録がなさ

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午後２時46分休憩

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

政俊君

翁長政俊議員の御質問にお答

今、公室長から話がありましたとおり、年明けにお
いでを願って、それまでのワシントンでの活動状況、
あるいはまた今後の見通し等いろいろ話をさせてもら

翁長政俊君。

平安山氏が、きのうの質問でも出ま

いました。議会でそれが取り沙汰されたというのも承

したけれども、もうこのままじゃワシントン事務所で

知はしておりましたが、それは今説明したとおりで問

仕事ができないと、辞意を漏らしているということが

題ないので、これからも全力を挙げて頑張っていきた

言われておりますけれども、これ、きのうの答弁どう

いというような話でございました。

もあやふやな答弁だったんですが、もう一度答弁して

○翁長

もらえませんか。

○議長（新里米吉君）

○翁長

政俊君

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○照屋

照屋守之君。

よろしくお願いします。

ります。
又吉清義議員の質問の普天間飛行場の移設問題、今

す。年明け出張いたしまして、知事との面談の際に、
沖縄の課題解決に向けて取り組んでいるワシントン駐

守之君

どうもありがとうございました。

まず先に、我が党の代表質問との関連についてであ

昨日のお話、記事で

は年末ということですが、実際には年明けでございま

政俊君

出ておりましたワシントン事務所の件です。

在員としての活動状況について、また、ＦＡＲＡ登録

これ産経新聞に平安山所長が翁長知事に対して、こ

がなされたということについて、報告をしているとい

のままでは事務所運営ができないと直訴していたこと

うことでございます。

がわかったと。４月の事務所開設以降、適正な就労ビ

○議長（新里米吉君）
○翁長

政俊君

ザを取得できず、米政府や議会からも冷遇されている

翁長政俊君。

ためだ、直訴があったのは昨年末でその後も死に体

辞意は漏らしていないんですか。

○議長（新里米吉君）

（レームダック）が続いていると見られているという

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

その時点で辞意を漏

ふうな報道がなされております。
先ほどの答弁で、知事は直接お会いしたようであり

らしたかどうかということについては、私は承知して
おりません。

ますけれども、こういう形で今のビザの問題も含め
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て、アメリカの政府やあるいはまた議会で、このビザ

なでたらめなやり方を沖縄県政やりますかということ

では対応できていないという、御本人はそういうふう

ですよ。

なことだと思いますけれども、そのようなことも含め

せてください。そうしないとあなたこれ県民に対して

ての話し合いはされたんですか。いかがですか。
○議長（新里米吉君）

平安山所長を沖縄に戻して、議会でしっかり説明さ
説明できませんよ、１億以上かかっているんです。こ

知事公室長。
お答えいたします。

としもまた１億以上かかるんです。その成果どころの

年明け、知事とお会いしています。その際、沖縄の

話じゃないです。ビザの問題、活動がしっかりできな

課題解決に向けて取り組んでいるワシントン駐在とし

い。こういう実態があってそれ放置するんですか。ど

ての活動状況について報告したと。また、ＦＡＲＡが

うですか。

登録されたということについても報告があったという

○議長（新里米吉君）

ことでございます。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）
○照屋

照屋守之君。

いろいろな御質問が

ございますが、まず、冷遇というようなお話がありま

この米政府や議会から冷遇されてい

守之君

知事公室長。

るというふうな報道ですけれども、実際どうなんです
か。この実態は。

すけれども、これまでの連邦議会議員等への実績につ
いてお話しさせていただきます。
ワシントン駐在では、これまで米国連邦議会関係者

○議長（新里米吉君）

108名、国務省関係者40名、国防総省関係者７名、

知事公室長。
この夏なんですが、

国家税保障会議関係者（ＮＳＣ）２名、副大統領経験

平安山氏、沖縄にいらしたときに私たちも同氏から意

者１名、シンクタンクの有識者等33名、延べ191名

見交換等お話をいろいろ聞かせていただきました。ワ

の方々と意見交換を行っており、そういった中で知事

シントンでの活動状況等を聞かせていただきましたけ

の考えとか沖縄の正確な状況を説明し、理解と協力を

れども、一番印象に残っている言葉が、やはり沖縄県

求めてきたということでございます。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

がワシントン駐在を設置することによって、沖縄県の

あわせまして、また米軍に起因する事件・事故、航

基地問題解決に向ける熱意が示されて大変米国側の関

空機騒音等の基地被害についても、県民の生活に大き

心、沖縄の問題にいかに真摯に真剣にやろうと、対応

な影響を与えているということを、今後ワシントン駐

しようとしているかということについてよく気持ちが

在を活用して、英語版のホームページを開設すること

伝わる状況になったと。駐在を設置してよかったとい

としているところでございます。

うような話を受けた。これが大変印象に残っていると

○議長（新里米吉君）

ころでございます。

○照屋

守之君

照屋守之君。

今後開設する、今後。冗談でしょ

このようなことからも、私はワシントン駐在は多少

う。２年目ですよ。２年目になって今後開設する。も

いろいろあったかもしれませんけれども、ここに来て

う必要ないから引き揚げろというふうな話の中で、今

軌道に乗り始めてきているのではないかというふうに

後活用するとこんないいかげんなやり方があります

考えております。

か、知事。

○議長（新里米吉君）

照屋守之君。

ですから、しっかり平安山所長を呼んで、議会でそ

そうはいっても、米政府とか議会か

ういうふうなどういうことをやって、どういう成果が

ら冷遇、相手にされないんでしょう。そういう支障が

あって、今のようにどういう形で米政府やあるいは米

あるわけでしょう。わざわざアメリカまで行って、こ

議会から冷遇が起きているか、その辺きちっと説明さ

れ普通我々は監視できませんよ。毎年１億余りかかっ

せてくださいよ。

て、2000万ぐらいのそういうふうな報酬払うわけで

○議長（新里米吉君）

○照屋

守之君

しょう。成果もどうなっているかよくわからない。ワ

午後２時55分休憩

シントン事務所設置した後に、凶悪犯罪が起こる、飲
酒運転が起こる、そういう墜落事故が起こる。辺野古
の問題何の解決の糸口にもなってないじゃないです
か。

休憩いたします。

午後２時55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）

ワシントン駐在につ

そういうふうな中で、この所長が今非常に厳しい状

きましては、知事訪米の対応、基地問題に対する情報

況にあるという、そう訴えるということ自体が異常状

収集、沖縄の状況などの情報発信を主な役割としてお

態、先ほどのビザの問題も含めて、こんないいかげん

ります。
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辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを踏まえ

話です。

た建設阻止に向けた知事の考えや沖縄の正確な状況を

情けないですね。知事がこの問題に対して毎年１億

米国政府、連邦議会等へ伝え、沖縄の課題解決に向け

円余り支出して２億にもなろうとするのに、それにつ

て取り組んでおります。さきの裁判、それから和解に

いて議員が県民が疑義を示して、所長を呼んでしっか

基づいて工事が中止したことについてもあわせて伝え

り話を聞いてみようじゃないかということを応えるこ

ているところでございます。

とができない。何を考えているんですか、翁長知事

先ほども答弁しましたが、ホームページも今後また

は。いいですよ、それはそれでやらなければ。でも

開設していくという形で、知事の考えや沖縄の状況を

しっかり求めますよ。知事公室長、平安山所長を呼ん

正しく伝え、米国側の理解と協力を求めていくという

でしかるべきときにきっちり説明させてください。何

ことでございます。

で半年に１回ずつ帰ってくるわけでしょう。そういう

また、議会でいろいろな御意見、御質問等が出てお

機会でもいいじゃないですか。

りまして、これまでもワシントン駐在の活動状況につ

次に進みます。

きましては、私としては真摯に答弁しているつもりで

辺野古、普天間問題の解決に向けて、埋立承認の法

ございます。説明させていただいているところでござ

律、行政手続の裁判で国が負ければ辺野古は断念し、

います。

県が負ければ辺野古は進められる。このことは、国も

また、資料等についても、求められたものについて

県も承知の上で法廷に臨んだと考えております。しか

は提供しているつもりでございます。そういった中

し、判決後、県は裁判批判を繰り返し、マスコミ報道

で、個人情報等について御提供できないところについ

も含めて異常な状態であります。
翁長知事は就任以来、辺野古反対、国批判を繰り返

ては、またその旨説明させていただいているところで

し、今度は裁判批判であります。このような現状で

ございます。
私としましては、議員からの、議会からの御理解が

は、翁長知事では、辺野古、普天間問題の解決はでき

いただけるよう、今後も丁寧に対応したいというふう

ない。このことを県民に示しているのではないです

に考えております。

か。知事の見解を伺います。

○議長（新里米吉君）
○照屋

守之君

照屋守之君。

○議長（新里米吉君）

知事公室長の見解じゃないんです

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

お答えいたします。

よ。これは知事の見解ですよ、知事が向こうに送った

知事は辺野古に新基地をつくらせないということを

んでしょう。こういういろんな不明な点がたくさんあ

公約に掲げ、多くの県民の負託を受けております。ま

るんです。ビザの問題、米議会、政府に相手にされて

た、一連の選挙において明確に示されました沖縄県の

ない。ですから、知事が命じて、沖縄に帰ってきて

民意を無視し、辺野古新基地の建設を推し進めること

しっかり議会に説明しなさいと。そういう場は知事が

は、許すことができないというふうに考えておりま

とるべきじゃないですか。何でこんなことを知事公室

す。

長が考えるの。いかがですか、知事。

沖縄県は、辺野古に新基地をつくらせないというこ

知事公室長。

とを県政運営の柱にし、普天間飛行場の県外移設を求

○議長（新里米吉君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

一自治体が、米国の

めてまいります。
照屋守之君。

いわゆる政治の中心地、都市ワシントンにおいて駐

○議長（新里米吉君）

在、単独で事務所を設置するというのは極めて異例な

○照屋

ことだと思います。

の。これがこの辺野古問題や普天間問題の解決に抜本

守之君

この埋立承認の問題ですね、沖縄県

そういった中において、最初スタートにはいろいろ

的に根本的な問題だと思っているんです。これが法的

課題等はございましたけれども、ここに来まして徐々

に沖縄県の埋立承認が適法か、否か。つまり、だから

に徐々に安定感は増しつつあるというふうに思ってお

ここで県が勝てば辺野古は断念するわけですね、工事

ります。こういった流れを今後は加速させて、沖縄県

進められませんから。国が勝てば辺野古は進む。この

の基地課題解決に向けて取り組んでいきたいというふ

ことは県も国も共通の認識だと私は思っております。

うに考えております。

いかがですか。

○議長（新里米吉君）
○照屋

守之君

照屋守之君。

○議長（新里米吉君）

安定感の問題じゃないですよね。ど

ういう成果があって、どういう影響力があるかという

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

和解条項の９項との

関係もございますけれども、県は和解条項有効だと
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思っております。

○照屋

守之君

私は、この裁判の行方、国のトップ

今回の最高裁上告したものについては、知事が行っ

リーダーと県のトップリーダーの首をかけた裁判だと

た承認取り消しに対する是正の指示、これに従わな

思っています。そのぐらいの覚悟を持って、安倍総理

かったことを違法だということの不作為による確認訴

も翁長知事もやっているというそういう認識です。

訟でございます。仮にということですけれども、和解

しかしこの高等裁判所の判決、裁判所の判決という

勧告はいわゆる是正の、和解勧告の９項で言っている

のは、厳粛に受けとめて従うというのがそういう立場

条項と今回の訴訟のものは形態が変わっているもので

でしょう。そうでありながら、今の県知事を初め県の

すから、我々としては９項の条項の適用はないだろう

裁判批判ですか、これどういうことですか。私、見識

と。ただ、基本的に行政が裁判所の最終決定に従うと

を疑っていますけれども、いかがですか。

いうことは、これはある意味当然でございまして、そ

○議長（新里米吉君）

のことについては、沖縄県は弁論でも答弁していると

○知事公室長（謝花喜一郎君）

ころでございます。

うというのは、先ほどもお答えしたところです。

○照屋

守之君

議長、休憩願います。

司法の最終判断に従

ただ、今回の高裁判決は、まだ高裁でございまし

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

て、二審制、三審制、今回の場合は二審、あと一審し

午後３時１分休憩

かないわけですが、まだ最高裁上告への道がある。そ

午後３時１分再開

こまでは当然県としては自分たちの納得しない分につ

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

いては、最高裁に上告する権利はあるわけですから、
そういう中でしっかりと県の上告の中で県の正当性を

知事公室長。
○知事公室長（謝花喜一郎君）

まず、国が負けれ

主張していくということでございます。
照屋守之君。

ば、県が勝てば国は辺野古を断念、あと県が負けれ

○議長（新里米吉君）

ば、それは承認取り消しを取り消す。これはここまで

○照屋

はよろしいです。ただ、辺野古を断念するかというこ

でこれだけ批判するんですか。県民の民意を踏みにじ

とは、そこまでは和解勧告にも書いてはございませ

る判決とまで、皆様方言っているわけでしょう。

ん。

守之君

上告するのは当たり前ですよね。何

高等裁判所の裁判所の判決ですよ。不服があればも

○議長（新里米吉君）

ちろん上告するのは当たり前ですよね。それだけでい

照屋守之君。

県が勝って埋め立てができなくなる

いんじゃないですか。何でこれだけ行政の長が司法に

と辺野古は断念されます。これは国も認めています、

向かって、従わないといけないのを何でこれだけ反対

総理大臣が認めています。

できるんですか。おかしくないですか。

○照屋

守之君

このことによって、そうなると安倍政権は責任追及

○議長（新里米吉君）

知事公室長。
いろいろこの高裁判

されて窮地に追い込まれます。逆に、国が勝てば辺野

○知事公室長（謝花喜一郎君）

古は進みます。進みます。そうすると、今度は翁長県

決は素人の私から見てもおかしいと思うのは多々あり

政は責任が問われて窮地に追い込まれます。そうじゃ

ます。やはりこの本件施設と、新基地の話だと思いま

ありませんか。いかがですか。

す。建設をやめるには、普天間飛行場による被害を継

○議長（新里米吉君）

続するしかないということで、県民にまた被害をその

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

ままのみなさいというようなことまで書いてございま

お答えします。

国が勝てば、県が負ければ、知事は先ほども答弁い

す。そこまで、裁判所の判決文で書く必要があるのか

たしましたように、承認取り消しを取り消すことにな

と思うようなことでございまして、こういったことは

ります。ですから国は、今中断している工事を再開す

沖縄県民の気持ちを踏みにじるようなものだというこ

ることができます。

とで、そういったことも含めて批判をしているわけで

ただ、その場合でも国は埋め立てに関しまして、さ

ございます。
照屋守之君。

まざまな行政手続、例えば公有水面埋立法に基づく変

○議長（新里米吉君）

更申請等がございます。そういったものについては、

○照屋

個別・具体的に知事は、またその行政関係法令に基づ

とが言えますね。行政、立法、司法、三権分立でしょ

いて諸手続について判断するということでございま

う。もちろん司法の中で最高裁まで行くわけですけれ

す。

ども、それに行くために上告すればいい話で、この内

○議長（新里米吉君）

照屋守之君。

守之君

知事公室長の立場でよくそういうこ

容について言っておきますよ、裁判は中立公平に行わ
− 223 −

れているんです、どんな裁判でも。それをこれだけ批

政、立法、司法のその三権分立が崩れる、まさに異常

判して、行政の長が、司法に対して、三権分立です

な状態です。沖縄県、日本ですからね。日本の国家の

よ。わかっていますか。皆様方が判断できないから裁

中での行政運営ですよ。

判所に、司法に訴えてお願いしているわけでしょう。

今回の判決、仲井眞知事の埋立承認は適法で、翁長

それを徹底的に批判する、自分の意に沿う判決だった

知事の埋立承認取り消しは許されないとの判断であり

ら、ああ、ありがとう。そうじゃなければ反対。おか

ます。どうしますか。

しいでしょう、知事。この発言そのもの自体を訂正し

○議長（新里米吉君）

たほうがいいんじゃないですか、まず批判を。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）

そういった判決が出

たものですから、今回上告を行ったということでござ

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

知事公室長。

私ももっと公平中立

います。
照屋守之君。

な判断を期待してございました。少なくとも国の一辺

○議長（新里米吉君）

倒の、国の主張のみをうのみにするのではなく、一定

○照屋

程度県側の主張も受け入れた側で法令に照らした判断

いうような判決ですね。もうこれはあれですよ、知

がなされるものだというふうに期待してございまし

事、これは仲井眞前知事とかこの県の職員、これまで

た。ただ、そういったことがなされない、なされな

かかわってきた職員、あるいはやっぱり県民に県知事

かった。２回の口頭弁論で終わった。しかも県側が主

はわびるべきでしょうね。もう恐ろしいことですよ。

張している証人申請についても認めなかった。そう

あれだけ頑張って第三者委員会も立ち上げて、知事の

いった中で、県が求めていた国側の主張に対する反論

やったことはだめだということを否定するわけでしょ

のための専門家、軍事それから環境面の専門家につい

う。それが高裁の判決で、前知事のものは認められて

ても一切認めずに、技術的なことまで踏み込んで、あ

翁長知事のものは許されないということで否定されて

る意味これは国側の書面をそのまま認めた形になって

いるわけでしょう。これ知事、仲井眞前知事にも、か

います。そういったものは果たして公平中立と言える

かわってきた県の職員にもしっかりわびるべきです

のかという、そういった思いが大変私ども強く感じて

よ。いかがですか。

いるところでございます。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

照屋守之君。

守之君

この知事の取り消しは許されないと

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

お答えいたします。

当事者は、公平中立じゃない。こ

知事のそういった承認取り消しは、第三者委員会を

れ、県民、全国民、中立公平に見たらどういうことが

立ち上げまして、その検証結果を精査した結果、違法

起こりますか。

性があるということでやったものでございます。です

○照屋

守之君

あなたが言うことが正しいんですか。冗談でしょ
う。だって、高裁で判決が出た。もちろん負けた側か

から、知事が行った承認取り消しには違法性はないも
のというふうに私は思ってございます。

らすると不満はあるでしょう。そうしたら、不満があ

そういった中で、知事は多くの県民の負託を受けま

る側は中立公正じゃないと言って、批判しまくって、

した知事として、今後も沖縄県の有するあらゆる手法

こういうふうな姿勢で皆さん方が最高裁に訴えます。

を用いて辺野古に新基地はつくらせないという公約の

最高裁の判決が出ました。じゃどうするんですか。徹

実現に向けて取り組んでいくということでございま

底的にまた批判するんでしょう、負けたら。勝ったら

す。

いいけれども。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○照屋

守之君

照屋守之君。

ですから、第三者委員会でやってき

今上告している最中

た法的瑕疵がある。そのもとにそういう取り消しが行

ですから、負けるとかいうのを想定した答弁は差し控

われる。その中の事務、土建部を中心にやってきた。

えさせてください。

前の土建部統括監のときに承認させて、部長のときに

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○議長（新里米吉君）
○照屋

守之君

照屋守之君。

取り消しさせた。職員からすると大変なことです。そ

いや、その結果によって批判するん

ういうふうなことをやっておいて、判決で現知事のも
のが認められなかった。これは今までのやったことを

でしょうということを言っているわけよ。
皆さん方は、高裁でこれだけ批判したら、最高裁の

全部否定されている話じゃないですか。それに対し

結果が出たら、県が勝ったら何にも言わぬよ。負けた

て、知事は一定のけじめをつけるというのが当たり前

らまた批判するわけよ、裁判批判。そうしたら、行

の話じゃないですか。それから上告の問題ですよ。ど
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何か錯覚しておりませんか。問題はそれに対して、従

うなんですか。
○議長（新里米吉君）

うか従わないか。不服があれば上告するか、それだけ

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

繰り返しになります

でしょう。恐ろしい話ですね。

が、まだ、高裁が終わったばかりで、最高裁でまた県

今、先ほど言ったように、翁長知事は辺野古をつく

は改めて県の主張の正当性を訴えるということでござ

らせないとやってきました。私は、司法の判断は中立

います。ですから、まだ議員がおっしゃるような段階

公平と思っていますから、この判決によって、辺野古

ではないのではないかと思っています。

建設によって普天間問題の解決の判断が明確に示され

○議長（新里米吉君）

ております。このことはやっぱり翁長知事が今まで対

照屋守之君。

今やるべきですよ。高裁の判決で翁

案や条件などその解決策を持たない、国との政治交渉

長知事は負けた。前知事が正しかった。そういうよう

もしない、翁長知事のそういう戦略のなさがそういう

な厳粛な、公平な判決が出た。そこの中でこの今のけ

ふうな裁判の結果を招いていると、私は考えているん

じめをつけて最高裁で戦う。それが筋じゃないです

です。いかがですか。

か。自分たちの非は棚に上げて、あたかも何もなかっ

○議長（新里米吉君）

たかのように、これやったおかげで沖縄県政もう信頼

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○照屋

守之君

知事公室長。
お答えします。

が丸潰れです。知事がかわってから、こんなことやっ

県は、和解条項に基づいた協議がございまして、集

て。第三者委員会なるものも、ああいう形で人に責任

中協議も昨年行われたわけですが、そこではなかなか

を押しつけて、職員に対してそれをさせる。とんでも

進展しなかった。そういった中で、３月４日に和解が

ない話です。だから知事はやっぱりしっかりけじめを

なされたわけですけれども――失礼しました、集中協

つける。この辺野古をつくらせないという、この取り

議はちょっと別の話ですが、和解がなされて協議しな

組みが結果として翁長知事の埋立承認取り消しがだめ

さいということでいろいろ話し合いをしたわけです

だという、裁判所の判断です。あげくの果てに、普天

が、十分な時間をいただけなかったと。それから国地

間飛行場の被害を除去するには、本件新施設を建設す

方係争処理委員会でもやはり協議が必要だということ

る以外にないという形で客観的に判断された。どうで

があって、県は、総理、それから官房長官、関係大臣

すか、これ。

に協議を求めました。国土交通大臣にも協議を求めま

○議長（新里米吉君）

した。ただ、その翌日にはもう是正の指示が出された

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

先ほども、一番県民

ということでございます。

の気持ち、心を踏みにじる結論はそこだと思うんで

県としましては、今でも国に対して協議を求めると

す。そこまで何で一高裁判決が触れるのか。ここで求

いう気持ちは変わってございません。ぜひ国には県と

められているのは、翁長知事が行った承認取り消し

協議をしていただきたいというふうに思っておりま

が、適法か違法かです。ただこの裁判は、そこには触

す。

れずに仲井眞前知事が行った承認が違法か適法かとい

○議長（新里米吉君）

う判断にしましたけれども、それを差しおいても、そ

○照屋

こを触れて議論をすべきだと思います。ただ、この裁

大きいです。

守之君

照屋守之君。

これはやっぱり知事の責任が非常に

判がなぜそこまでやったかというと、１号要件の必要

辺野古をつくらせないと言って、結局今やっている

性のところでこういうことまで言わない限り、必要性

ことは辺野古をつくらせる方向、あげくの果ては裁判

が論理的に結びつけることができなかったのではない

所にまでそれが認められてしまって、大変なことじゃ

かというふうに私は推察するわけですが、やはりそこ

ないですか。協議がどうのこうのとか言いわけばかり

は論理の飛躍があると思っております。

して、それもやらない。それもやらないからこういう

○議長（新里米吉君）

ふうな裁判になる。結局、口では辺野古反対、つくら

照屋守之君。

恐ろしいこと言いますね、あなた。

せないと言ってやっていることは辺野古をつくらせる

司法裁判所がこの裁判によっていろいろな物事を捉え

方向にまで行くという、こんなやり方がありますか。

た判決を出したわけでしょう。そこまでやる必要はな

これが翁長知事の戦略ですか。違法行為と、違法行為

い。何であなたがそういうことを言うんですか。皆さ

で翁長知事の、それと辺野古建設は普天間以外にない

ん方、司法、その上にいるの。司法行政の上にいるん

という、これ。そうすると裁判ですから、沖縄県民、

ですか。何で、国、県、闘う人間がこの内容について

日本国民、米国も、やっぱりそうか、もう司法判断

そこまでやる必要はないとか、何かおかしいですね。

は、普天間はやっぱり辺野古なんだという、尊重せざ

○照屋

守之君

− 225 −

るを得ないでしょう。皆さん方が幾ら言っても司法の

我々今回の裁判は公平中立という観点から大変疑問が

判断はこれだから、だからこういうふうに仕向けた翁

ございますので、上告の中でしっかりと県の主張、正

長知事の責任非常に大きいと思いますよ。いかがです

当性を述べさせていただきたいというふうに考えてお

か。

ります。

○議長（新里米吉君）

知事公室長。

○議長（新里米吉君）

まず、繰り返しにな

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○照屋

守之君

照屋守之君。

闘うのはいいけど、判決批判はやめ

てください。自分たちの意に沿わなければ上告して

りますが、まず確定はしてございません。
それから、県は、協議は先ほど答弁いたしました

しっかりやってください。何で判決がおりたのを、裁

が、協議を求めております。和解条項に基づく協議の

判所の判断をこんなに批判するんですか、おかしいで

中におきましても、しっかりとその協議を行っていた

すよ、あなた方は。司法をゆがめて、こんなやり方は

だきたいということを求めてございます。しっかり時

だめですよ。

間もとって、その必要性そういったものも含めて議論

以上です。

を行って、また政府においては辺野古が唯一というこ

○議長（新里米吉君）

20分間休憩いたします。

の固定観念から脱してその協議に臨んでいただきた

午後３時23分休憩

い。そういったことも協議の場では副知事から述べて

午後３時49分再開

ございます。

○議長（新里米吉君）
大城憲幸君。

県としては、しっかりと裁判も行いながらも辺野古
の新基地をつくらせないということに向けて取り組ん

○大城

○照屋

守之君

憲幸君

維新の会の大城であります。

毎回この順番で、前回に続き重い雰囲気だったんで

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）

再開いたします。

すが、議長のお取り計らいで少し気持ちも落ちついた

照屋守之君。

ところです。

お遊びですね。

知事公室長、今さら辺野古唯一の考え方を改めても

前回の６月議会も農林水産関係の議論をさせていた

らいたい。今裁判が、高等裁判所でこういう判決がお

だきました。そのときには、観光と農林水産業、ある

りているんです。今その程度の認識で、その認識を変

いは福祉と農林水産業、経済とあるいは県民所得の向

えることができていない。翁長知事はその認識を政府

上と農業、漁業等がどう貢献していくのかということ

に対して交渉して変えることはできてないわけでしょ

で、総論的な議論をさせていただいて、共通認識を知

う。今さら辺野古唯一の考え方、ここまで進んでいる

事も含めて、議論をさせていただきました。共通認識

んですよ、もう。工事も進んで、工事もとめて、裁判

をいただけたと思っております。今回は、その議論を

で決着をつけるという、本当にこういうふうな事態で

踏まえて、具体的に今議会でも概算要求含め、既にも

私は非常に情けなくなりますね。

う29年度予算に関する議論もありますけれども、そ

何が辺野古をつくらせない、何が反対。実現は何も

このどう具体的にこの事業を進めていくのか、予算化

してないじゃないですか、方向は。逆に、辺野古をつ

していくのか、そういう視点で今回は一問一答をお願

くらせるという司法判断までもらって、県民はもうそ

いいたしまして、５点通告をしてございますので、通

れに従うしかないんじゃなくて、どう責任とるんです

告に従いまして、一般質問を始めさせていただきま

か。

す。
農林水産部長、よろしくお願いします。

最後に、最高裁に上告するということで、そこで負
けた場合は承認の撤回とか検討するという話ですよ

まず、１点目につきましては、市場です。

ね。その前に知事、県民に、前知事にも国民にもアメ

沖縄県中央卸売市場の役割と今後のあり方につい

リカにもわびしてくださいよ。１回そういうふうな自

て。

分のミスリードにけじめをつけないと、これは進みま

本県の青果及び花卉の流通拠点である中央卸売市場

せんよ。恥ずかしくないですか、１回けじめつけてか

であるが、社会状況や流通形態の変化に伴い、取扱量

ら頑張ってください。どうですか。

は減少し、その役割も変わってきております。

○議長（新里米吉君）

２点お願いいたします。

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

まず、現状と課題について。そして、今後の取り組

先ほど来、同様な御

質問があるので、こちらもそういう繰り返しになって

みと方針について、まず２点お伺いいたします。

恐縮なんですが、まだ確定してございません。やはり

○議長（新里米吉君）
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農林水産部長。

お答えいたします。

生産者を応援することもできない。あるいはアジアに

沖縄県中央卸売市場の青果物取扱量につきまして

向けていく戦略を立てていくときにも、やっぱりしっ

は、平成27年度は６万113トンで、平成23年度と比

かりと市場機能を充実させようと、そういう議論は常

較しますと3130トン減少しております。花卉につき

にあるわけです。だから、そういう中で、なかなか伸

ましても、平成27年度は、切り花3250万本、鉢物で

ばし切れないというのは、やはり大きくもう一度整理

190万鉢、平成23年度と比較しますと、切り花で510

をしないといけないと思うんですけれども、その辺に

万本、鉢物で33万鉢の減となっております。市場に

ついて、次年度以降どういう形で市場を活性化してい

おける主な課題としましては、近年、販売チャネルの

くのか。あるいはこの市場に物が集まってアジアに飛

多様化や国内生産・流通構造の変化等によって取扱量

躍できるような中央卸売市場にしていくのか、その辺

が減少しております。

の思いをもう一度お願いいたします。

○農林水産部長（島尻勝広君）

今後の取り組み方針につきましては、国において
は、平成28年１月に第10次卸売市場整備基本方針が

○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。

策定されております。その中で、中央卸売市場の生鮮

先ほども言いましたように、沖縄県卸売整備計画に

食料品等流通の基幹的インフラとしての機能・役割の

つきましては、今後策定中でありますけれども、その

さらなる強化・高度化を支援することとしておりま

中で、市場関係者とか有識者へのヒアリング、あるい

す。

はアンケート等を実施していきたいなというふうに

県におきましても、今年度の国の基本方針を踏まえ

思っております。それと、流通事情の把握だとか、今

まして、第10次沖縄県卸売市場整備計画を策定中で

後やっぱり状況は、経済状況がいろいろと変わってい

あります。その中で市場関係者等と今後の機能強化等

る状況の中で、新しい方向性の中でやっぱり整備計画

について検討してまいりたいと考えております。

の中でも反映させていきたいなというふうに思ってお

○議長（新里米吉君）

ります。

大城憲幸君。

23年と比較して3000トン減少とい

それと、市場関係の活性化につきましては、平成

う言葉がありましたけれども、同市場はつくって30

26年度――これは繰り越しですけれども、中央卸売

年になるんですけれども、今数字としてピーク時、取

市場活性化事業におきまして、県産農産物を県内の実

扱量のピークが何トンなのか、あるいは金額が何年で

需者を中心に、安定的に供給するために、中央卸売市

何トンなのか、それに比べてどれくらい減少している

場内に配送センターを兼ねた冷凍施設を整備しており

のか、その数値は持ち合わせてないですか。あればお

ます。あわせて冷凍配送車を導入しながら、産地から

願いいたします。

消費者までのコールドチェーン化をすることで、青果

○大城

憲幸君

○議長（新里米吉君）

物の高品質を図ることを目的に、今実施しておりま

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

す。

お答えします。

青果物のほうですけれども、平成12年のほうは、

こういう形で、ソフト・ハード面等を含めて、やっ

総数量にしまして９万トンであります。金額にしま

ぱり関係機関のほうの意見も反映しながら、その方向

すと平成10年のほうが173億のほうになっておりま

で検討していきたいというふうに考えております。

す。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

大城憲幸君。

○大城

憲幸君

大城憲幸君。

26年度の事業も勉強させていただ

ピークの平成12年の９万トンに比

きました。当然、本土からもいろんな野菜を入れま

べると、直近の数字で平成27年度で約６万100トン

す。県内の葉野菜も扱います。そういう中で、コール

ですから、３割、３万トン減っているんです。金額

ドチェーンというのは、結局常に低温で流通させると

でも25％ぐらい、30億ぐらい減少しているんです。

いうところですけれども、肝心の市場自体がもう青

県が計画をしている振興計画でも、28年度の計画は

果棟であれば昭和59年ですから、30年超えるわけで

７万4000トンの計画を立てておりますけれども、残

す。台風になると雨漏りがします。西日を防ぐ方法も

念ながら６万トンで――逆に今度は少しふえるのかな

ない。そういう中で、農家さんからはいい状態で来て

――６万トン前後で上下しているという状況です。そ

も、太陽に照らされる、あるいは常温で保管する。そ

ういう中で、前回も議論させてもらいましたけれど

ういう中で、競りにかけられた後に冷蔵庫に入れたっ

も、やっぱり市場にしっかりと物が集まらなければ、

てなかなかコールドチェーンとしてつながらないわけ

県内の需給もなかなか満たすことができない。県内の

です。そういう意味で、この老朽化対策も含めて、

○大城

憲幸君
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やっぱり市場の建てかえというようなものに具体的に

れども、その反面、中央卸売市場に物が集まりにくく

方向性を定めなければならない。

なっている。ただ、やはりこれは、我々は外に向けて

もう一つは、今度、ことしからクルーズ船の第２

物を出していく。県内に向けて安心・安全な県産野菜

バースの話があります。それも一体で今議論されてい

を出していくという意味では、この市場の役割という

るわけですから、その土地の確保という意味でも29

のは、私はもう一回県民みんなで見直す必要があると

年度あたりでしっかりとこの中央卸売市場の今後のあ

思うんです。その核となるこの中央卸売市場の計画と

り方、建てかえについてどうするんだというような調

いうのは、今まさに平成28年終わりましたので、振

査費等を計上して、計画をつくらなければならないと

興計画の折り返し地点で、この29年度にぜひとも私

いうふうに私は強く感じているんですけれども、それ

は調査をしっかりと入れて、あり方を議論すべきだと

について再度お願いいたします。

思うんですけれども、所見をいただきたいと思いま

○議長（新里米吉君）

す。お願いいたします。

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

お答えします。

○議長（新里米吉君）

中央卸売市場は、先ほど議員のほうからもありまし

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

お答えします。

たように昭和59年開設されまして、30年以上経過し

先ほど言いましたように、中央卸売市場のほうの取

ております。そこの中で、建築設備等の経過、劣化等

り扱いの部分とか、今後の機能性とかそういうのを

については、保守、更新等が必要な時期を迎えている

トータルで関係機関のほうとのヒアリングとか、そう

ということは認識しております。そういう観点からい

いうものを含めて、今後のあり方については検討して

きますと、やっぱり県のほうとしては２点あるのかな

いきたいなというふうに思っております。
議員がおっしゃるように、中央卸売市場につきまし

と思っております。
ます、先ほど言いましたように、老朽化におきまし

ては、集荷機能、あるいは分荷機能、価格形成機能、

ては、沖縄県中央卸売市場修繕計画を策定して、そこ

決済機能、情報受発信機能など、いろいろと機能はあ

について適切に更新に必要な財政負担等について平準

ります。そういう中で、今後施設の問題だとか、ある

化を図るというようなことが必要かなというふうに

いはその取り扱い増加に向けた取り組み、あるいは施

思っております。もう一つは、先ほど答弁したよう

設の老朽化に対する維持管理、機能強化、将来的な更

に、国の第10次卸売市場整備基本方針があります。

新等含めてトータルであり方を検討していきたいなと

これにつきまして、卸売市場のあり方、位置づけある

いうふうに思っております。

いは役割、機能強化などの方向性について、いわゆる

先ほども言いましたように、29年度については、

経営展望を策定して、そこの中で経営戦略を確立する

経営展望の策定の調査費用を計上していきたいなとい

必要があるかなというふうに思っております。これに

うふうに考えておりますので、そこのほうで、幅広く

ついては、29年度におきまして、沖縄県中央卸売市

総合的に検討していきたいなというふうに考えており

場経営展望、これは仮称ですけれども、こちらのほう

ます。

に今概算要求をする予定で入れております。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
○大城

憲幸君

大城憲幸君。

○大城

憲幸君

大城憲幸君。

よろしくお願いいたします。

それでは、２点目に養豚です。

部長として、担当部として概算要求

に入れていきたいということですが、副知事なりコメ

今議会でも酪農の減少の話もありましたけれども、

ントをいただければありがたいんですけれども、これ

養豚事業が一番私の中では減少が非常に危惧している

建てかえとなると多分改装でも三、四十億ぐらい、こ

ところです、酪農も含めてですけれども。そこで、２

れを全面建てかえとなると100億前後の事業費になる

点目については、養豚生産基盤の強化についてお伺い

と思います。非常に莫大な予算がかかるんですけれど

いたします。

も、ただずっとこの21世紀ビジョンの達成も含め、

本県の食文化を支えてきた養豚事業でありますけれ

そして県が作成したアジア経済戦略構想も含め、成長

ども、環境問題、飼料価格の高騰等により廃業が後を

産業としてやっぱり１番目に農林水産業が上げられて

絶たず、生産基盤の減少が続いている。

いるんです。そういう意味で、今例えば八重瀬町にも

２点お願いします。

道の駅をつくる構想があります。うるま市にも大きな

本県養豚業の現状と課題について、それから生産基

物産館なりをつくる構想があります。そういう地域地

盤の強化に向けた取り組みについてお願いいたしま

域で活性化するのは非常にいいことではあるんですけ

す。
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いうものもそこも共通するんですけれども、この沖縄

農林水産部長。

○議長（新里米吉君）

○農林水産部長（島尻勝広君）

県の観光とリンクをさせる食文化、観光業、そしてそ

お答えします。

養豚の現状と課題につきましては、平成27年12月

れを下支えしている養豚事業を守るという意味では、

末の調査によりますと、県内の養豚農家戸数は328

本当は、理想は公設民営みたいなところです。本土の

戸、飼養頭数は21万863頭となっております。前年

ほうであるように、15万頭とか20万頭とか、そうい

に比べますと、農家戸数にしまして16戸減少してお

うような規模の養豚場をつくる必要があるんじゃない

ります。一方、飼養頭数は31頭増加しております。

かというふうにこの必要性を強く感じているんですけ

また、屠畜頭数については、平成27年度におきまし

れども、その取り組みについてどのように感じており

て約31万2396頭で、前年に比べて1116頭増加して

ますか、所見をいただきます。

おります。そういう状況の中で、課題としましては、

○議長（新里米吉君）

やはり養豚農家の高齢化、あるいは悪臭等の環境問題

○農林水産部長（島尻勝広君）

農林水産部長。
お答えします。

など、あるいは飼料価格が高騰しております。それと

沖縄については、豚肉については非常に長い歴史の

家畜疾病予防対策等が挙げられると思っております。

文化を抱えております。それと観光客、あるいは海外

次に、養豚生産基盤強化に向けた取り組みとしまし

に輸出するということで、養豚については、非常に重

ては、平成23年度から平成27年度にかけまして、沖

要な畜産分野というふうに理解しております。そうい

縄食肉価格安定等特別対策事業、いわゆる105事業で

う中で、先ほど議員のほうからおっしゃるように、養

すけれども、その事業を活用いたしまして、施設整備

豚農家自体が減少しております。一方、大規模法人化

や生産性向上に係る機械導入等の支援を行っておりま

等含めて、大規模経営するには、環境の問題を抱えて

す。

いるというような中で、21世紀ビジョンにおきまし

今後も、養豚の飼養頭数増加を図るため、畜産クラ

ても、うちの部としては一定の44万頭を確保したい

スター事業、これはＴＰＰ関連で国のほうが拡充強化

というような考えを持っておりますので、そういう中

しておりますけれども、もう一方、強い農業づくり交

で、一つの方法として、養豚団地の建設については、

付金等を活用して、生産基盤の強化には取り組んでま

関係機関のほうから貴重な意見というふうに受けとめ

いりたいというふうに考えております。

ております。
その中で、養豚団地を建設するについては、４つの

大城憲幸君。

○議長（新里米吉君）

今あった105基金がありましたの

課題があるのかなというふうなことで考えておりま

で、この数年は、そういう意味で先ほど比較がありま

す。まず、移転候補地の選定、いわゆる中南部につい

した、この二、三年についての農家の減少、あるいは

ては、敷地、用地が非常に厳しいということで、その

頭数の減少というのはある意味抑えられているのかな

候補地をどうするのかということです。それと、環境

と思っております。ただ、例えば盛んであった昭和

問題があるということで、地元関係機関の同意がまず

の末、平成に入るころというのは、飼養頭数は32万

必要であるというようなことを考えております。それ

3000頭でした。約10万頭減っているわけです、飼養

と、一定の施設を規模拡大するということは、非常に

頭数で。農家数は、そのころというのは2200戸でし

移転設備に要する資金の確保が大きい課題になってい

た。それが今300戸まで減りました。やっぱり平成に

るのかなというふうに思います。それともう一つ、畜

入って急激にこの沖縄の文化、食文化を支えてきた養

産関係については、家畜衛生への基準の遵守が非常に

豚業というのは、農家の数としては７分の１に減り、

必要ですので、その辺をどう考えていくのかなという

飼養頭数というのは３割以上減少しているわけです。

ことを去年の夏ごろから検討されましたので、そこを

そして、今後も今部長からまさに話があったように、

含めてトータルで総合的に検討できないかなというこ

環境問題というのは、中南部ではなかなか養豚事業と

とで、沖縄県養豚生産対策協議会を10月に立ち上げ

いうのは地域の皆さんがオーケーはしません。そし

させまして、そこの中で、関係機関の中で検討してい

て、新たな事業展開はなかなか一部を除いては難しい

るところであります。

でしょう。イコール個人の生産者というのは、個人で

○議長（新里米吉君）

の環境対策あるいは個人での養豚経営というのは非常

○大城

に厳しいと思うんです。

摘のとおりで、大きい農場をつくればいいかという

○大城

憲幸君

憲幸君

大城憲幸君。

その辺は共通認識です。まさに今指

今後、ただ減っていくまま、それでいいのかという

と、そこはまた病気が発生した場合に大きなリスクに

と、私は、この辺で先ほどの振興策の折り返し地点と

なりますので、じゃ大きな農場をつくって誰が運営す
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るの、たくさんの農家を集めて１カ所で団地形式にす

平成26年度までの繁殖雌牛の頭数が減少したことが

るのというと、それはまた衛生的に大きなリスクを抱

要因として考えております。しかし、平成27年度の

えるとか、場所の問題、さまざまな問題があると思い

繁殖雌牛の頭数は、優良遺伝繁殖素牛保留事業などで

ます。それを今のままじゃいけないというのは共通認

増頭対策の効果がありまして、４万1892頭と前年度

識ですので、それをしっかりと協議会をつくって、場

よりも105頭増加しております。そういうことを考え

所の問題、衛生的な問題、運営の問題等を協議してほ

ますと、今後、子牛生産が増加することが予想されま

しい。そして、それはやっぱりしっかりと計画をつ

す。

くって来年29年度あたりで、この沖縄の養豚事業を

次に、肥育の生産の現状と課題につきましては、同

どう30万頭、40万頭を確保していって、この地域の

じく平成27年12月末の調査によりますと、県内の肥

産業としてしっかりと元気にしていくのかという部分

育牛の頭数は6155頭、前年に比べますと22頭増頭し

は取り組んでいただきたい。このように思っておりま

ております。増頭の要因としましては、全国的な国産

すのでよろしくお願いいたします。

牛肉の需要増による影響だと考えております。
県としましては、県産ブランド牛肉の安定的供給は

３つ目は牛です。
牛は御存じのとおり、きょう午前中もありましたけ

重要と考えておりまして、今後とも沖縄県肉用牛肥育

れども、逆に調子がいいんです。さまざまな県の取り

経営安定特別対策事業などによる補塡金交付で、肥育

組みで、今調子がよくなりました。いつの間にか、沖

農家の経営安定対策を支援してまいりたいと考えてお

縄県の県内の農業産出額、平成26年度の数字でいく

ります。
次に、牛の運搬、流通の現状と課題についてお答え

と、もうサトウキビを抜いて１位なんです。900億の
農業産出額のうちで１番目に大きいのが19％の肉用

いたします。

牛が169億、２番目にサトウキビが153億、３番目に

平成27年度の県内肉用牛取引頭数は、２万6788頭

豚が133億というふうな順序になって、子牛価格の高

となっておりまして、そのうち84％の２万2508頭が

騰も含めて、今非常に牛は調子いいと言われておりま

県外へ移出されております。牛の移出については、牛

す。ただ、今後という意味では、私は課題を抱えてい

専用の運搬車やコンテナなどに積まれて、船舶で鹿児

ると思いますので、まずその辺について議論をしてみ

島港まで運搬され、鹿児島港からは陸路で運搬されて

たい。

おります。牛輸送の課題といたしましては、船舶の老
朽化や輸送時の暑熱対策などの課題があります。

肉用牛の生産振興についてお願いいたします。
本県の肉用牛生産は、これまでの各種振興策と近年

県としましては、牛の運搬・流通により、家畜取り

の子牛価格の高騰により順調に推移していると。その

引きに支障を来さないよう関係者と検討してまいりた

ほとんどは肥育素牛として県外への出荷であり、その

いと思っております。
次に、生産流通の充実強化に向けた取り組みについ

流通は船舶に頼らざるを得ない現状にある。

てお答えいたします。

ここは４点お願いいたします。
ア、子牛生産の現状と課題について。

県では、肉用牛の生産振興を図るため、これまで、

イ、肥育生産の現状と課題について。

優良種雄牛の造成、あるいは優良遺伝繁殖素牛保留事

ウ、牛の運搬・流通の現状と課題について。

業、畜産クラスター事業による畜舎等の整備、あるい

エ、生産・流通の強化に向けた取り組みについて、

は畜産担い手育成総合整備事業による草地造成や畜舎
等の整備、食肉処理施設や部分肉加工処理施設の整備

それぞれお伺いいたします。
○議長（新里米吉君）

など、肉用牛の生産・流通体制の強化を図ってまいり

休憩いたします。

ました。

午後４時11分休憩

県としましては、引き続き肉用牛の生産振興を図る

午後４時12分再開
○議長（新里米吉君）

ため、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、おき

再開いたします。

なわブランドの確立と生産供給体制の強化を図ってま

農林水産部長。
○農林水産部長（島尻勝広君）

いりたいと考えております。

お答えします。

子牛生産の現状と課題について、平成27年12月末

○議長（新里米吉君）

大城憲幸君。

済みません。一問一答のやり方につ

の肉用牛飼養頭数調査によりますと、県内で生産さ

○大城

れております子牛は２万9215頭と前年に比べますと

いては勉強不足で、恐縮であります。

542頭減少しております。減少の要因としましては、
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憲幸君

ここで言いたいのは２点です。

１点目は、やっぱり素牛は絶好調でいいんですけれ

現地のほうと関係機関の会議を開催させてもらってお

ども、やっぱり肥育を充実させないといけないという

ります。

のが１つと、もう一つは、牛の運搬を今鹿児島等に素

○議長（新里米吉君）

牛を運ぶわけですけれども、沖縄では離島間のものも

○大城

含めて、この船の少し話がありましたが、老朽化があ

すから、部長は把握していると思うんですけれども、

ります。この２点についてお願いをいたします。

今現状はもう皆さんわかるとおり、宮古・八重山はも

憲幸君

大城憲幸君。

会議も繰り返しているということで

まず、１点目は、肥育については要望だけにします

ちろん、久米島なんかも含めて民間の船で牛を運搬し

けれども、基本的には部長御存じのとおり、もともと

ております。平成17年に大きな事故が起こって、覚

は各地域で肥育センター、肥育農家がいました。しか

えている方もいると思いますが、牛・豚が310頭死ぬ

し、いろんな諸事情で今も一部八重山のほう、あるい

という事故がありました。これはいつも使っている船

は北部のほうでは、銘柄として定着した牧場がありま

がドックに入ったために、通常使っていない船で、密

すけれども、そのほかの地域ではなかなか肥育事業に

閉式の船で牛・豚を運んだ。そういう影響で、鹿児島

対しては、農家あるいは民間ではほとんどだめになっ

に着いてみたら、300頭余り牛・豚が死んでいたと。

てしまった。ただ、今後を考えると、地域で肉までし

それの補償で大きな問題になったんですけれども、そ

て出荷する。あるいは、レストランで地域の牛肉を出

れも含めて今使っている船が来年の11月に使えなく

すということまでつなげなければ、やっぱりアジアに

なります。そこは民間の船ですから、それをどう改築

向けた戦略もなかなか描けないわけですから、そこの

してやるのかというのは課題もありますけれども、た

肥育部門については今後調査研究も含めて力を入れて

だ、やっぱりきちっとした安全な輸送体制がしけなけ

いただきたい。それはもう要望にします。

れば、こういうふうに宮古で牛を買っても、鹿児島に

もう一つは、次年度29年度に向けてぜひやってい

行ったら死んでしまうよという話になってしまうと、

ただきたいのは、船の問題です。内部では議論はある

やっぱり最終的に牛の値段が下がって、生産価格が下

と思うんですけれども、来年の11月で今先島あるい

がります。これは安心・安全な、そしてしっかりとし

は各離島を回って牛を運搬している船が使えなくなり

た輸送体制を構築する必要があると思いますので、

ます。それについて、今早急に対策が必要だと思って

そこはしっかりと29年度も、来年の話なものですか

おりますけれども、そこの部分について、内部での議

ら、市町村あるいは生産者の方に不安を与えないよう

論はどのようになっておりますか。

に、購買者の皆さんが不安にならないような取り組み

○議長（新里米吉君）

を早急にお願いしたいなと思っております。よろしく

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

お願いいたします。

お答えします。

子牛の生産地が先島、宮古・八重山等を中心に生産

時間がありません。

されております。その結果、競りをやった後の先ほど

もう１点、次に進みます。

説明したように、鹿児島まで船のほうで運搬、輸送し

続いては、４点目には、家畜衛生対策の充実につい

ております。そういう中で、子牛のほうが購買者に

てお願いいたします。済みません、訂正です。宮崎県

とっては安心・安全な輸送ができるというようなこと

の口蹄疫は、平成20年ではなくて22年の発生でござ

で、購買者が沖縄の産地、あるいは宮古・八重山のほ

いました。訂正をお願いいたします。

うにいらっしゃるというふうに認識しております。そ

平成22年に発生した宮﨑の口蹄疫以降、法改正も

のために、輸送手段については、やはり安定的に整備

あり、衛生対策を担う獣医師の役割は増加傾向にあ

する必要があるのかなという気はしますけれども、そ

り、ペットブームも手伝い、畜産の盛んな地域で獣医

ういう話はことしの４月ごろ、ＪＡ等関係機関のほう

師不足が問題化しています。衛生対策と獣医師体制の

から相談がありました。そういうことで、今実態のほ

現状と課題について、また衛生対策の強化と人材確保

うについて確認しております。例えば、どういう実態

についてお願いいたします。

の中で輸送がされているのか。あるいは、どういう形

○議長（新里米吉君）

で、先ほど言ったように、来年の10月、11月をもっ

○農林水産部長（島尻勝広君）

農林水産部長。
お答えいたします。

て既存の船舶が廃船になるというようなことも聞いて

衛生対策と獣医師体制の現状と課題について、県で

おります。そういう形で、安全で安心で子牛の素牛が

は、４カ所の家畜保健衛生所及び家畜衛生試験場に

輸送できるのかどうかを含めて、早急に検討しており

46名の獣医師を配置し、衛生対策を推進しておりま

ます。４月以降４回、あるいは業者も入れて６回ほど

す。家畜保健衛生所等では、家畜の伝染性疾病の発生
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予防及び蔓延防止を図るとともに、口蹄疫、高病原性

29万頭殺処分がありました。経済効果としては、本

鳥インフルエンザ等に対する危機管理体制の強化に努

当に数千億の、観光客も激減し、畜産だけの被害では

めております。また、本県の獣医師体制は、沖縄県に

ありませんでした。それを補うために、今獣医師が必

おける獣医療を提供する体制の整備を図るための計画

死で頑張っているんですけれども、九州各県の待遇を

書において、平成32年度を目標とする産業動物獣医

見ても、今沖縄が一番給料面等で厳しいというような

師確保数を151名としているとしております。ところ

話もあります。そういう中で、今獣医師が不足してい

が、現在128名で、内訳としまして、産業動物診療獣

るわけですから、待遇、処遇面の改善含めて検討しな

医師61名、県農林水産部獣医師67名となっておりま

いといけないと思いますし、その辺は人事院から過去

す。獣医師の確保は基本的な課題というふうに認識し

にも議論があったというふうに聞いております。その

ております。

辺の総務部長、内部での議論の状況はどうなっており

次に、今後の衛生対策の強化と人材確保につきまし

ますか、お願いします。

ては、県では衛生対策として、飼養衛生管理基準遵守

○議長（新里米吉君）

のための農家立入あるいは指導を行っております。ま

○総務部長（金城

総務部長。

武君）

お答えをいたします。

た、異常家畜の早期通報の徹底と定期的なモニタリン

獣医師の確保、非常に重要でございます。獣医師の

グ検査による監視強化、あるいは発生に備えた防疫実

給与上の処遇改善、これにつきましては、人材確保を

働演習の開催と防疫資材の備蓄などを強化しておりま

図る観点から、九州各県等の状況を踏まえて、検討し

す。今後、衛生対策を担う獣医師の確保については、

ていくこととしたいというふうに考えております。

平成25年に策定しました沖縄県における獣医療を提

○議長（新里米吉君）

供する体制の整備を図るための計画書に基づいて人員

○大城

の確保に努めるとともに、修学資金制度やインターン

の憔悴しきった表情というのは皆さんも覚えていると

シップについて、関係団体と検討しております。

思います。これはやっぱり沖縄県の危機管理として、

○議長（新里米吉君）
○大城

憲幸君

大城憲幸君。

憲幸君

大城憲幸君。

今言ったように、東国原宮崎県知事

この獣医師の体制については、今後強化しないといけ

宮古なんかを含めて、本島もそうで

すが、クルーズ船がうれしい悲鳴で多くなっていま

ないと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたし
ます。

す。宮古の皆さんから聞くと、一昨年ほぼゼロだった

ごめんなさい。運転免許センターについては、時間

のが、去年がクルーズ船が12隻、ことしが100隻以

切れで次回やりたいと思いますので。時間が来まし

上という話があります。ただ、それと同時にさまざま

た。ありがとうございました。

な病気が入ってくるリスクがあるわけです。午前中に
もありました、家畜伝染病予防法に基づく指定港に宮

以上です。
○議長（新里米吉君）

古の港はなっていないんですけれども、そこの今対応
というのは誰がやっているんですか。
○議長（新里米吉君）

〔糸洲朝則君登壇〕
○糸洲

農林水産部長。

○農林水産部長（島尻勝広君）

糸洲朝則君。

朝則君

皆さん、こんにちは。

私を含めてあと４名でございますので、スムーズに

議員がおっしゃった

運びたいと思います。

ように、宮古地域については、去年と比べて大幅にク
ルーズ船がふえております。110回以上の今予定して

通告に基づきまして一般質問をさせていただきま
す。

おりますけれども、今関係機関、市町村、ＪＡあるい

まず最初に、自然史博物館構想について伺います。

は県の職員を含めて、地域のほうで会議し、週２回入

日本学術会議は、地球環境の人為的破壊から守り、

港する船については、当番制でしっかり監視している

人類の存続を図るという究極目的を果たすためにとり

というふうに聞いております。ただ、職員のほうの負

得る手段として、世界の自然史科学を先導する国立自

担も大きいものですから、その辺含めて、我々のほう

然史博物館を日本に設立すべきであるとこのように提

としても、関係機関のほうと連携とりながら、あるい

言しております。設置場所として博物館の集客機能、

は動物検疫所のほうとも連携とりながら、国のほうと

日本列島の特性を踏まえ、中央に位置する国立博物館

も連携とりながら、今目いっぱい頑張っているという

を挟んで南北それぞれに国立自然史博物館を設立する

現状だと思います。

ことがいいと、考えられると。いわゆる沖縄と東北地

○議長（新里米吉君）
○大城

憲幸君

大城憲幸君。

方に設立するというこの構想の提言でございます。

宮﨑の口蹄疫が発生したときに、
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沖縄県におきましても、ちょうどこれは2012年２

月の分科会による提言でございましたから、14年12
月６日、「沖縄に国立自然史博物館を！～ちゅら島の
豊かな自然を未来につなぐ～」と題してシンポジウ

取り組みと課題について伺います。
(3)、手話推進の日（毎月第３水曜日）の取り組み
について、現状と今後の展開について伺います。

ム。さらに2015年11月に「沖縄に自然史博物館を！

４番目に、外国人技能実習制度について伺います。

～次世代の博物館像を求めて～」というシンポジウ

この制度は発展途上国の産業基盤を担う若者の育

ム。また、去る７月17日には石垣市におきまして、

成、国際的な視野に立った途上国の地域社会のリー

「沖縄に国立自然史博物館を！～島嶼ネットワークの

ダーの育成、多国間の相互理解を深め国際的な協力関

可能性を探る～」とこのように沖縄誘致に向けたシン

係を築くこと等を目的として実施されております。沖

ポジウムが開かれております。このように、自然史博

縄県においても多大な成果を上げているとこのように

物館誘致への機運が高まっておりますが、知事の所見

伺っております。この種の事業は受け入れ企業、送り

と県の取り組みについて伺います。

出す国や地域、そして何よりも技能実習生にとってそ

２点目に、ナショナルトレーニングセンターの誘致

れぞれにメリットがなければならないと考えます。
(1)、外国人技能実習生受け入れの実績及び課題に

について伺います。
リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックに

ついて伺います。

おける日本選手の活躍は、2020年の東京オリンピッ

(2)、今後の受け入れ計画について伺います。

ク・パラリンピックに大きな期待と弾みと、そして青

５番目に、野犬対策について伺います。

少年に夢を大きく抱かせるに十分な活躍だったと思い

国頭に野犬の群れとの報道に、驚きと人や家畜等へ

ます。今大会の日本選手の活躍の要因の一つに、この

の被害が出ないのかと心配しております。野犬の実態

ナショナルトレーニングセンターの役割があったとこ

調査を初めどうして野犬になったのか、ペットとして

のように推測いたします。したがって、沖縄に同様な

飼われていた犬がヤンバルの山に捨てられたのか。も

施設を誘致、地元沖縄の選手はもとより、国内外の選

し、そうだとしたら野犬も被害者ならぬ被害犬だと思

手が活用できるようなナショナルレベルのトレーニン

います。この問題は野犬の被害を防ぐこと、そして大

グ拠点としてナショナルトレーニングセンターの誘致

事なことは野犬にしないシステムの構築、飼い主のモ

を提案し、知事の所見を伺います。

ラル等抜本的な対策が必要と思いますが、(1)、国頭

３点目は、手話言語条例の施行についてでございま

に野犬の群れとの報道、これに対する県の取り組み、
そしてまた、現状と対策について伺います。

す。
手話言語条例の制定を受けて、去る４月１日から同

(2)、被害の状況及び対策についても伺います。

条例の施行がスタートいたしました。本条例は手話に

６点目に、離島振興について伺います。

対する理解の促進、手話を使用しやすい環境づくり、

離島の振興なくして沖縄県の振興・発展はないとは

手話の普及、手話通訳者の養成、学校教育における手

よく聞く言葉ですが、現実的には離島の不利性は歴然

話の普及等々、こういったことが県の責務としてうた

としております。これは、法律や制度がオールジャパ

われております。

ンで制定されておりますから、結果として都市部や人

去る９月25日、鳥取県倉吉市で開催されました第

口の多い地域が有利になるというか、あるいは中心的

３回全国高校生手話パフォーマンス甲子園、ここで真

な恩恵を受けていくと。したがって、離島の不利性の

和志高校が準優勝を果たしております。また、第33

克服には残念ながら至っていないと言っても過言では

回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト、これ

ないと思います。中でも、小規模離島は離島であるが

には沖縄市にある仙台育英学園高校広域通信課程ＩＬ

ゆえの不利性は大きな課題であります。もちろん国や

Ｃ沖縄の２年生幸喜樹里さんが出場しております。こ

県も離島振興の施策を実施しておられることも重々承

のように、若い世代間では、手話に対する理解や手話

知しており、高く評価するものでありますが、各島々

を使用しやすい環境づくりが進んでいるとこのように

の当面の課題として、以下のことについて伺います。

私は評価しております。県もこうした動きを大事に育

(1)、地方創生久米島モデルプロジェクトは、「世

てるとともに、手話の普及、手話通訳士の養成等事業

界の島嶼地域に誇れる技術を沖縄から」をキャッチフ

を推進していかなければならないと考え、質問いたし

レーズに海洋熱源を利用した農林水産事業活性化プロ

ます。

ジェクトとして、サンゴの育苗、カキの陸上養殖技術

(1)、条例の施行の現状と今後の展望について。

開発、クルマエビ養殖、冷熱利用農業と既存の事業の

(2)、第８条いわゆる協議会設置の施行について、

拡張、新たな事業開発を網羅した壮大な計画でありま
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す。マスコミの注目度も高く、テレビ、新聞等でも多

統等、精査の上、三大流派のバランスをとる必要があ

く取り上げられ、外国の島嶼国からの視察団も多く、

ると考え、県の御見解を伺います。
以上、質問申し上げました。答弁をいただきまして

2015年12月末現在で45カ国、4500人の視察団が来
島していると伺っております。文字どおり「世界の島

再質問いたします。
ありがとうございました。

嶼地域に誇れる技術を沖縄から」を実現できるプロ
ジェクトでございます。このプロジェクトに対する県

○議長（新里米吉君）
〔知事

の考え、また、取り組み等について伺います。
(2)、これらの計画を実施していく上で、海洋深層
水の集水施設の増設も視野に入れて取り組まねばなら

翁長知事。

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

糸洲朝則議員の御質問にお答

えをいたします。
手話言語条例の施行についてに関する御質問の中

ないと考え、県の取り組みについて伺います。
(3)、小規模離島における屠畜について、簡易屠畜
場の設置、衛生管理者の確保等々の課題がございます

の、条例施行の現状と今後の展望についてお答えをい
たします。

が、住民の負担軽減、食文化の継承等の観点からも島

沖縄県手話言語条例は、聾者と聾者以外の者が互

の実情に合った、また、配慮した対応が求められま

いに理解し合える地域社会の構築を目指し、平成28

す。よって、現状と今後の取り組みについて伺いま

年４月１日より施行されております。去る７月21日

す。

には手話を広める知事の会が発足し、本県も条例制定

(4)、渡嘉敷村の沖防波堤の構築は、島民の安定し

県として設立当初から参画し、手話の普及に関する他

た生活航路の確保、観光振興の観点から大変重要な事

府県との連携、相互協力に努めているところでありま

業であると認識しております。確かに、難工事でコス

す。

トも高くつくと予想されますが、何よりも住民の安全

県としましては、条例の趣旨を踏まえ、手話推進計

確保を最優先にした取り組みをお願いし、県の対応に

画を策定し、手話の普及に関する効果的な施策の展開

ついて伺います。

に取り組んでまいります。
その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

(5)、粟国村の航空路線の再開と安全確保対策につ
きましても、安全・安心確保を最優先にした対応が望

させていただきます。

まれます。地元村長のお話では、別会社の就航も視野

○議長（新里米吉君）
〔環境部長

に入れた取り組みが必要かと思いますが伺います。
(6)、小規模離島における物価の低減対策の取り組
みについては、県はこれまでいろいろ取り組みをされ

環境部長。

大浜浩志君登壇〕

○環境部長（大浜浩志君）

国立自然史博物館設立に

対する所見と県の取り組みについてお答えします。

ておりますが、小規模離島の物価対策は十分とは言え

国立自然史博物館は、世界一級の自然史分野の学術

ません。したがって、現状と今後の取り組み対策につ

研究、情報発信の拠点として、また、教育や人材育成

いて伺います。

のほか、観光スポットとしての機能もあわせ持つアジ

最後に、文化行政、沖縄県指定無形文化財について

ア初の施設であります。日本学術会議がことし５月
に、国立自然史博物館設立の必要性と題する提言を取

伺います。
(1)、沖縄の空手・古武術認定については、これま

りまとめ、去る６月16日に同会議の会員が知事を表

で1997年（平成９年）に３人認定、2000年（平成

敬訪問し、生物多様性や地理的優位性などの評価か

12年）に６人認定、2013年（平成25年）に５人が認

ら、沖縄県への設立が望ましいとする報告がなされた

定されております。空手会館の完成記念、空手のオリ

ところです。国立自然史博物館は、本県にとって社会

ンピックへの追加種目の決定等、空手界を取り巻く今

教育や国際貢献のほか、地域振興の上でも非常に魅力

状況が大変環境がよくなってきております。こういっ

的な施設であることから、これまで関係者と連携して

た時期に追加認定ができないものかということを考え

シンポジウムを開催するなど、県民の理解と設立に向

たりしておりますが、県の御見解を伺います。

けた機運を高めるための取り組みを行ってきたところ

(2)、これまでの認定保持者は、首里手５人、那覇

です。

手５人、その他４人となっております。14人が認定

県としましては、引き続きこのような取り組みを推

されております。沖縄伝統空手は泊手を加えて三大流

進するとともに、沖縄での設立実現に向けて、関係機

派と言われておりますが、現在、泊手の継承者の認定

関への働きかけなどを行ってまいりたいと考えており

がありません。三大流派の継承発展の視点、歴史的系

ます。
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以上であります。
○議長（新里米吉君）

外国人技能実習制

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

度についての、外国人技能実習生受け入れの実績及び

文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長

課題についてにお答えいたします。

前田光幸君登壇〕
ナショナル

外国人技能実習制度とは、外国人が一定期間の在留

トレーニングセンターの誘致についての御質問にお答

資格を得て受け入れ企業と雇用関係を結び、実践的な

えいたします。

技能実習を受けることができる制度であります。沖縄

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

ナショナルトレーニングセンターは、我が国におけ

労働局のまとめによると、平成27年10月末現在、県

るトップレベルの競技者の国際競技力向上を図る中核

内の外国人技能実習生は258人で対前年比75.5％増と

拠点施設として、平成20年に東京都に整備されてお

なっております。在留中に県が実施する基礎級技能検

ります。国は、地方における新たなナショナルトレー

定試験に合格した技能実習生は、最長３年間の技能実

ニングセンターの整備は行わないとしつつ、同セン

習を受けることが可能となります。技能実習生などの

ターで対応できない冬季、海洋・水辺系、高地トレー

外国人労働者の受け入れについて、国は、労働市場や

ニングなどの競技については、地方における既存のト

国民生活への影響等を踏まえ、十分慎重に対応するこ

レーニングセンターで基準を満たす施設をナショナル

とが不可欠であるとの考え方を示しております。
県としましても、県内の動向に注視してまいりたい

トレーニングセンターとして指定しております。
このことから、同センターの本県への整備誘致は厳
しい状況にありますが、県としましては、県内の既存
施設が指定の基準を満たすかどうかなどについて情報

次に、今後の受け入れ計画についてにお答えいたし
ます。
外国人技能実習制度では、事業協同組合等が監理団

収集等を行っていきたいと考えております。

体となって、その管理責任のもとで技能実習生を受け

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

と考えております。

入れ、実習実施機関として位置づけられた受け入れ企

子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長

業が技能実習を実施します。監理団体による今後の受

金城弘昌君登壇〕
こんにちは。

け入れ計画については、県は把握しておりませんが、

それでは、手話言語条例の施行についての御質問の

国においては、実習期間を最長５年に延長することも

中の、手話施策推進協議会の取り組みと課題について

検討されており、県としましては、技能検定試験が円

お答えします。

滑に行われるよう関係機関と連携し、適切に対応して

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

手話施策推進協議会につきましては、聴覚に障害の

まいりたいと考えております。

ある当事者や学識経験者及び公募委員など13名を任

以上でございます。

命し、平成28年８月31日に設置したところでありま

○議長（新里米吉君）

す。沖縄県においては、手話の普及に関し、総合的か

〔保健医療部長

つ計画的な推進を図ることが必要であることから、同

○保健医療部長（砂川

協議会における審議を踏まえ、手話推進計画を策定し

についての御質問、国頭村における野犬被害の現状と

効果的な施策展開を図ってまいります。

対策についての御質問にお答えします。５の(1)と５

次に、手話推進の日の現状と今後の取り組みについ

保健医療部長。
砂川
靖君）

靖君登壇〕
それでは、野犬対策

の(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。

てお答えします。
手話言語条例第９条により、毎月第３水曜日は手話

国頭村は、集落以外の地域が森林地域となってお

推進の日と定められております。現在、県民の手話に

り、同地域に生息する野犬について、その詳細を把握

対する関心と理解を深めるため、県のホームページ等

することは困難でありますが、現時点で県及び国頭村

を通じ、基本的な手話表現について動画を交えて紹介

は、同村楚洲地区において１グループ６頭の野犬を確

する取り組みを行っております。

認しております。野犬による被害につきましては、平

県としましては、引き続き条例の趣旨を踏まえ、手

成22年以降、散歩中の親子が野犬に囲まれたなど人

話推進の日を含め、手話の普及に関する効果的な取り

身への被害が３件、飼い犬がかみ殺されたなどの被害

組みを実施してまいりたいと考えております。

が２件となっております。また、ヤンバルクイナなど
の希少生物の被害につきましては、県内ＮＰＯ法人の

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。

調査によりますと28件報告されております。県は、

屋比久盛敏君登壇〕

国頭村と連携し、パトロールの実施、野犬が目撃され
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ている楚洲地区に犬捕獲器を設置するとともに、地域

御質問の中の、渡嘉敷港の沖防波堤についての御質問

住民からの聞き取り調査等、野犬に関する情報収集を

にお答えいたします。

行っております。７月以降、国頭村において、問題の

渡嘉敷港の沖防波堤については、設置箇所が水深約

野犬グループの１頭を含む野犬４頭を捕獲しておりま

40メートルほどあることから、技術上や多大な事業

す。

費の確保、費用対効果等の課題があり、渡嘉敷村と調

県としましては、野犬による人や家畜などへの被害

整したところであります。波除堤の整備などで対応す

の発生が懸念されますので、今後とも国頭村と連携

ることについては、村の理解が得られており、引き続

し、野犬捕獲に努めていきたいと考えております。

き村と調整、連携しながら、早期整備に取り組んでい
きたいと考えております。

以上でございます。

以上でございます。

農林水産部長。

○議長（新里米吉君）
〔農林水産部長

島尻勝広君登壇〕

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

離島振興についての

○農林水産部長（島尻勝広君）

企画部長。

下地明和君登壇〕
離島振興についての御質

御質問の中の、久米島モデルにかかわるプロジェクト

○企画部長（下地明和君）

及び県の取り組みについてお答えいたします。

問の中の、粟国路線の再開と安全対策についてお答え

久米島町では、海洋深層水の複合利用として、海洋

いたします。

温度差発電、海水淡水化、農水産業、製造業利用な

粟国路線については、昨年８月28日に起きた第一

ど、雇用効果や環境に配慮した循環型社会の構築を目

航空による粟国空港での事故を受け、国土交通省大阪

指した構想である久米島モデルを地方創生のプロジェ

航空局による同社への立入検査の結果、運航乗務員へ

クトとして検討しているところです。

の訓練体制の抜本的見直しなどの事業改善命令が出さ

県としましては、引き続き、地元久米島町及び関係

れております。これに対し、第一航空では、改善措置

部局と意見交換を行っていきたいと考えております。

を提出し、粟国路線の再開に向け、安全運航に必要な

次に、海洋深層水の集水設備増強についてお答えい

規程の見直しについて大阪航空局と調整している状況
であり、県においては、同社の安全運航への取り組み

たします。
久米島の海洋深層水研究所では、水産、農業分野等

状況を注視しているところであります。なお、粟国路

で海洋深層水を用いた研究開発を実施しております。

線の再開時期については、再開に必要な機長の訓練が

現在、海洋深層水の利用状況は、最大取水量に対して

終了した時点で明らかになると聞いております。

年間約７割となっております。新たな取水管の増設に

同じく離島振興についての御質問の中の、小規模離

つきましては、今後、海洋深層水利用に関する需要や

島における物価の低減対策の取り組みについてお答え

市場性及び事業採算性等を踏まえた具体的な利用計画

いたします。
県では、離島住民の割高な生活コストを低減し、離

が策定される中で、取水管増設の必要性が検討される

島における定住条件の整備を図ることを目的として、

ものと考えております。
次に、小規模離島における屠畜の現状と今後の取り

離島食品・日用品輸送費等補助事業を実施しておりま
す。平成24年度から平成27年度に４村５島を対象と

組みについてお答えいたします。
県内には、沖縄本島に２カ所、離島では宮古島市、

して実施した事業の効果について、事業開始前は沖縄

石垣市、久米島町及び与那国町にそれぞれ１カ所、計

本島に比べ40ポイント程度割高でしたが、おおむね

６カ所の屠畜場が設置されております。現在、設置さ

20ポイント程度、継続して価格差が縮小しているこ

れている地域以外の小規模離島において、新たに屠畜

とが確認されております。平成28年度からは、対象

場を設置するためには、１、地元住民の同意取得、

を13市町村、19島へ拡大し、生活コストの低減に取

２、設置に必要な衛生管理者の確保、３、事業の費用

り組んでおり、同様に価格差の縮小が図られるものと

対効果などの課題を解決する必要があります。

期待しております。
県におきましては、対象離島市町村、補助事業者等

県としましては、地元の意向を踏まえて検討してま

と連携を密にし、引き続き、離島における生活コスト

いります。

の低減に努めてまいります。

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

以上でございます。

土木建築部長。
宮城
理君）

理君登壇〕

○議長（新里米吉君）

離島振興についての
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〔教育長

教育長。

平敷昭人君登壇〕

文化行政についての御質問

○教育長（平敷昭人君）

の中で、沖縄の空手・古武術の保持者追加認定につい
てお答えいたします。

再開いたします。

○議長（新里米吉君）
環境部長。

○環境部長（大浜浩志君）

日本学術会議のほうから

県教育委員会では、芸能や工芸技術などの無形文化

４名ほどお見えになりまして、じかに知事に訪問して

財の追加認定に際し、伝承者の養成や技能の熟度など

いただきまして、先ほど言いましたとおり、沖縄での

を見ながら保持者を追加認定し、その保存と継承に取

地理的な優位性があるとか、沖縄の生物多様性を非常

り組んでおります。沖縄の空手・古武術については、

に高く評価されて、一人一人の委員から知事のほうへ

平成25年に５名の保持者を追加認定したところであ

いろんな報告をしていただきまして、知事のほうから

ります。保持者の追加認定には、候補者の技能や実

は沖縄の生物多様性について、高く評価されて非常に

績、活動歴等を幅広く調査し、資料を収集し、県文化

ありがたいという言葉と、沖縄がアジアのかけ橋とな

財保護審議会での審議を経て認定していることから、

るような機会でもありますので、全力を挙げて協力し

一定の期間を要します。

たいというふうな発言をされたかというふうに思いま

県教育委員会としましては、今後、空手・古武術の

す。

関係者との連携を図りつつ、保持者の追加認定に向け

○議長（新里米吉君）

た情報収集に努めていきたいと考えております。

○糸洲

次に、三大流派のバランスについての御質問にお答

糸洲朝則君。

先ほどの部長の答弁、また、今の答

朝則君

弁を伺いましても、この自然史博物館、大変もう壮大
な構想で、私も通告した後にいろいろ資料を取り寄せ

えいたします。
県教育委員会では、平成９年に沖縄の空手・古武術

て読んでみると、これは沖縄にとっては大きな宝物に

を無形文化財に指定し、これまでに14名の方を保持

なるなという思いをいたしております。今言われた生

者に認定してきました。指定された沖縄の空手・古武

物の多様性、地理的条件、何よりもやはり大学院大学

術には、首里手、泊手、那覇手等の流れがあり、現

というでき上がったこの学術機関がありまして、そこ

在、泊手の保持者がいない状況にあります。

との連携とか。１つの県に３つの国立公園がある。こ

県教育委員会としましては、関係する流会派や空手

ういったこと等も自然保護という観点からも大きな意

関係者からの情報提供を受けながら、保持者の追加認

味を持つ、また、ポテンシャルを持っている地域だと

定に向けた武歴等の情報収集に努め、首里手、泊手、

思います。とりわけ私が感動いたしましたのは、アジ

那覇手等の空手・古武術のわざに精通し、かつ、高度

ア地域における自然史の研究、調査、これが進んでな

に体現できる方を保持者に認定し、その保存と継承を

いと。これはしかし、地球規模に見ても大変重要なポ

図っていきたいと考えております。

ジションにあるようで、残念ながらまだこのアジア地
域に自然史博物館がないと。中国、韓国にもない。し

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
○糸洲

朝則君

たがって、まず日本が真っ先にやらなければならない

糸洲朝則君。

御答弁大変ありがとうございまし

んだと。日本が自然史博物館を設置して、そこで数々
の研究をして、そしてアジアの若手研究者なんかも育

た。
まず自然史博物館の件ですが、先ほど部長の答弁の

てていくというこういった壮大な構想を読んだとき、

中で６月16日に関係者が知事を訪問されたと、たし

これは単なる沖縄だけの問題じゃない。アジアを含む

かそのようにお聞きしましたが、これそのとおりです

地球レベルの大きな環境に対する今まで人類が約60

ね。

年間で人口の爆発的な増加、あるいは環境破壊という

○議長（新里米吉君）

ことを考えたら、沖縄からこの辺の発信をしていくと

環境部長。
先ほども答弁しましたけ

いうことは、沖縄の平和とも通じるんじゃないかとい

れども、６月16日に日本学術会議の会員が知事を表

うことで、大変意を強くしております。これはぜひ知

敬したということでございます。

事、学術会議関係者の皆さんからも多大な評価と、ま

○環境部長（大浜浩志君）

○議長（新里米吉君）
○糸洲

朝則君

た要請を受けているわけですから、知事がぜひ先頭に

糸洲朝則君。

それで表敬いただいた知事、感想あ

るいはまた感触をいただければありがたいです。

立ってこのプロジェクトを誘致したらいかがかと思い
ますが、いかがですか。
○議長（新里米吉君）

翁長知事。

午後４時59分休憩

○知事（翁長雄志君）

糸洲朝則議員の御質問にお答

午後５時 ０ 分再開

えをいたします。

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。
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冒頭はちょっと失礼しました。

アのほうでもないということで、ちょうど空白地帯が

自然史博物館構想、本当に多くの学者の方がおいで

アジアのほうにありますので、ぜひそこを埋めていく

をいただいて、今糸洲議員のお話のとおりの意義を説

ということと、先ほど知事からもありましたとおり、

かれておられまして、私からいたしましても、アジア

東アジアのダイナミズムの関係で東アジアの研究者と

のダイナミズムを取り入れる沖縄というのは、経済と

もネットワークも活用しながら、今後進めていくとい

いう話のほうが大きいんですけれども、やはりアジア

うことでございます。日本学術会議では、全ての自然

の中で初めてこの沖縄に自然史博物館ができるという

史系の分科会がこれに同調しておりますので、それも

ことは、これはそういった科学的といいますか、生物

バックに受けながら我々としてもまた今後いろんな関

的な自然的な意味でも大きいんですけれども、公明党

係機関、いろんな働きかけをやっていこうと。非常に

の提唱している国連の一つの位置づけというような意

みんな今盛り上がっておりますので、ぜひ議員の皆さ

味合いも、これをベースにしながら広げられていくの

んも御協力いただいて、よろしくお願いしたいと思い

ではないかと。あるいはまたこういうことができるこ

ます。

とによって、またアジアの中での沖縄が見直されてい

○議長（新里米吉君）

くのではないかと。こういったことも期待しつつ、こ

○糸洲

の自然史博物館、これの誘致、誘致はある意味で御理

もいきませんので、１点だけ農林水産部長に小規模離

解をいただいていますので、全力を挙げてそれを受け

島の屠畜の質問をいたしました。

入れていい形で運営ができるように頑張っていきたい
と思います。
朝則君

これだけをやりたいんですが、そう

多良間の簡易屠畜場の件で、衛生管理者の件、確保
で随分いろんなところを回ったけれども、結局だめで

○議長（新里米吉君）
○糸洲

朝則君

糸洲朝則君。

いまだ日の目を見ておりません。いろいろ調べてみま

糸洲朝則君。

大変ありがとうございました。大変

すと、これは食品衛生管理者という項目があるんです
よね。それを読んでおりますと、かなり可能性が出て

に意を強くいたしております。
まさにかつて国連アジア本部の誘致を党を挙げて取

きたんじゃないかなというふうな感じをいたしていま

り組んでまいりました。この国家的プロジェクトは、

す。いわゆる食品衛生管理者たる者の資格として、お

これはもう地球規模の大きな成果を出せるものだとい

医者さん、歯科医師、薬剤師、獣医師と。獣医師にば

うふうな確信のもとに今後誘致活動を展開していきた

かり目が向いていったものですから、なかなか幅が出

いとこのように思っております。どうか、なかなか自

なかったんですが、ここら辺を例えば講習とかそう

然史博物館といっても誰に聞いてもイメージが湧かな

いったものを経て登録ということは可能ですか。

いというのが今の現状でございますが、これを一つ一

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

つイメージを膨らませていくためにも、シンポジウム

午後５時８分休憩

が沖縄でもう既に３回、部長も参加して開かれており

午後５時８分再開

ますし、そういうことをふやしながら、例えばパンフ

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

保健医療部長。

レットをつくってこの関係機関とかあるいは県民に

屠畜場の衛生管理責

配っていくとかそういったこと等の周知というか、あ

○保健医療部長（砂川

るいはまた啓蒙というそういったもの等に取り組みを

任者の資格要件として１つ目に獣医師であること、そ

していただきたいと思いますが、部長、いかがです

れから大学で獣医学または畜産学を修めて卒業した

か。

者、３つ目に屠畜場の衛生管理の業務を３年以上従事

○議長（新里米吉君）

靖君）

し、都道府県等が行う講習会を受けた者というふうに

環境部長。
その提言を受けて、やは

なっております。それから、作業衛生管理責任者の資

りその前からも平成26年からもシンポジウムを開い

格要件として獣医師であること、２つ目の要件として

て、今回石垣市のほうで３回目を開いていただきまし

大学で獣医学または畜産学を修めて卒業した者、３つ

た。非常に機運が高まってきているなということでは

目で獣畜の屠殺または解体の業務を３年間従事し、都

ございます。この自然史博物館は、ただイメージがな

道府県等が行う講習会を受けた者というようなものが

かなかわからないということがございました。今東京

要件としてあるということでございます。

のほうへ国立科学博物館がありますけれども、そうい

○議長（新里米吉君）

うところも、そこは科学も入っておりますので、自然

○糸洲

○環境部長（大浜浩志君）

史というものについては国内でないと。ましてやアジ
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朝則君

糸洲朝則君。

ありがとうございます。

小規模離島においては、そんなにたくさん屠畜する

わけじゃないですから、多分月１とか、月２とかそう

２、基地問題について伺います。

いう程度のものだと思うし、しかしながらそれが沖縄

普天間飛行場の返還合意から20年が経過しまし

本島まであるいは宮古本島まで持ってこないと屠畜で

た。５年から７年の間に返還するとの日米合意がこの

きないというこういう不利性というのは、何とか克服

ように長引いてしまっているわけであります。その理

しないといかぬと思います。今の御答弁もいただきま

由はいろいろありますが、県内移設にこだわり続けて

して、また今後ぜひとも研究をしていければと思って

きたことが、最大の理由ではないかと考えておりま

おりますので、島の実情に合わせた配慮、対応という

す。

のが求められます。現に、これまでそれぞれの島でそ

私は日米同盟の必要性、在日米軍の抑止力は認める

ういう食肉の文化というものは育まれておりますか

ものの、沖縄の海兵隊を特定して抑止力とすることに

ら、これをどのように認定するか。あるいはどのよう

ついては、合理性がないということを主張してまいり

に継承していくかという視点から捉えていくのであれ

ました。それゆえに、県外、国外への移転を要求して

ば、私は可能性は開けてくるんじゃないかという期待

きたわけであります。

感を持ちつつ、きょうの質問を終わります。

その視点から、以下質問をいたします。

大変ありがとうございました。

(1)、在沖海兵隊について。

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

ア、2006年の在日米軍の再編実施のための日米

午後５時11分休憩

ロードマップが、2012年の再編見直しにより普天間

午後５時12分再開

の辺野古移設と嘉手納以南の基地返還とのパッケージ

再開いたします。

○議長（新里米吉君）
金城

論が見直しされました。それは具体的にどのように返

勉君。
〔金城

還計画に反映されるでしょうか。

○金城

勉君

勉君登壇〕

イ、2012年の再編見直しにより、海兵隊員9000人
が国外移転します。沖縄に残る海兵隊員は約１万人で

議長、最初に休憩お願いします。

すが、その内訳はどうか。

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

午後５時12分休憩

ウ、政府は、沖縄の海兵隊について抑止力、地理的

午後５時13分再開

優位性で説明してきましたが、再編見直しの内容との

○金城

勉君

整合性はどうか。

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

それではまず、沖縄振興予算につい

エ、普天間飛行場の５年以内の運用停止の進捗状況
はどうか。

て伺います。
2012年から始まった５回目の沖縄振興計画も折り

(2)、キャンプ・キンザーから嘉手納基地知花地区
への倉庫群移設について、沖縄市の桑江市長が受け入

返し地点を迎えております。
復帰の年から始まった沖縄振興計画は、４次までの
計画は国が主導し、現在の５次計画は県が主導して立
案した計画であります。2021年度までの間に目標と
する、自立経済にどこまで迫れるか、正念場でありま

れを表明しました。このことについての知事の受けと
め方をお聞きいたしたいと思います。
(3)、比謝川の基地内河川整備について、防衛局や
米軍との調整はどうか。

す。そのために重要なことは振興予算の確保であり、

３、子供の貧困対策について。

計画の実行力であります。

(1)、子供の貧困緊急対策。

以下、質問します。

ア、幼児教育の無償化の進捗状況はどうか。

(1)、来年度の沖縄振興予算要求額の減額について

イ、放課後児童クラブの利用料の減免制度の検討は
どうか。

どう受けとめているか。
(2)、減額要求による来年度の県事業への影響はど

(2)、生活困窮者自立支援の実施状況について、昨

うか。
(4)、一括計上方式のメリットとデメリットについ

年度と本年度の各市町村の実績、効果はどうか。
４、福祉政策について。

て御説明ください。
(5)、一括計上方式から全国並みの各省計上方式へ

(1)、パーキングパーミット制度の導入を検討して
はどうか。

の切りかえはどうか。
(6)、本土復帰以降の沖縄振興予算の総額は幾ら
か。

ウ、夜間中学設置についてどう考えるか。

(2)、各種選挙における投票所のバリアフリー化の
取り組みはどうか。

− 239 −

(3)、情緒障害児短期治療施設の進捗状況はどう

がありましたけれども、参加者が非常に少ない状況に
ありました。今後の取り組みを伺います。

か。
５、経済、雇用政策について。

(2)、しまくとぅば普及の目的は何か。

(1)、航空機整備基地整備事業の進捗状況はどう

(3)、しまくとぅば普及の方向性は琉球標準語を決
めることか、各地域のしまくとぅばの平等な扱いなの

か。

か、県の方針を伺います。

(8)、養殖漁業について。

よろしくお願いします。

ア、県内消費における海産魚の自給率はどうか。
イ、海産魚消費における天然物と養殖物との比率は

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午後５時20分休憩

どうか。

午後５時21分再開

ウ、養殖魚の生産目標と達成率はどうか。
エ、稚魚の生産目標と達成率、また、養殖漁業の課

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

翁長知事。

題は何か。

〔知事

オ、県内における養殖業者の現状と育成目標はどう
か。

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

カ、海面養殖と陸上養殖のメリット、デメリットを

金城勉議員の御質問にお答え

をいたします。

踏まえ、将来、見通しはどうか。

福祉政策についてに関する御質問の中の、情緒障害

キ、養殖業が盛んな台湾との技術交流、人的交流を

児短期治療施設についてお答えをいたします。
情緒障害児短期治療施設につきましては、平成27

積極的に展開すべきだと思うがどうか。
ク、モズク養殖の生産量と生産額はどのように推移

年７月に設置・管理運営法人を選定の上、今年度の当
初予算に施設整備費を計上し、法人や建設予定地であ

しているか。
６、教育政策について。

る糸満市等関係機関との調整を進めてまいりました。

(1)、（仮称）チーム学校推進法制定について伺い

現在、建設予定地に係る開発許可手続など着工に向け
て取り組んでおり、平成30年４月の開設を見込んで

ます。

いるところであります。

教育長の認識をお伺いいたします。

沖縄県としましては、関係機関と連携し、開設に向

次に、(2)、奨学金について。
教育の機会均等を実現するためには、奨学金制度を

けた取り組みを強化してまいります。

充実させ、利用者の必要に応じて提供できるようにす

次に、しまくとぅば普及の取り組みについてに関す

ることが大事であります。県が給付型奨学金制度を今

る御質問の中の、しまくとぅば普及の目的についてお

年度から導入したことを高く評価いたします。国も公

答えいたします。

明党の提案により、来年度から給付型奨学金制度の創
設を予定しております。

県内各地域で受け継がれてきたしまくとぅばは、地
域の伝統行事で使用される大切な言葉であるととも

ア、県の給付型奨学金の取り組み状況を伺います。

に、組踊や琉球舞踊、沖縄芝居等といった沖縄文化の

イ、来年度から予定している国の給付型奨学金制度

基層であり、いわば県民のアイデンティティーであり

の創設について、国に要望するとしたらどういう要望

ます。ユネスコは組踊を無形文化遺産に登録し、その

をしますか。

文化的価値を世界的に高く評価する一方で、我々がそ

ウ、無利子奨学金の貸与状況はどうか。希望者に対

の基層と位置づけるしまくとぅばについては、消滅の
危機にある言語に指定しております。私は、しまく

する達成率はどうか。
エ、有利子奨学金の利息の引き下げを検討し、所得

とぅばの消滅は、組踊などの貴重な伝統文化の衰退を

連動返還型奨学金制度の制度設計を着実に進め、既卒

招くだけでなく、沖縄の心の喪失にもつながるものと

者への適用及び金利の引き下げを検討すべきではない

危惧しております。
このことから、沖縄県では、しまくとぅばの普及・

か。
７、災害対策について。

継承を県政の大きな柱と位置づけ、県民運動を展開し

ドローンの活用方法について、どのように検討され

ているところであり、今年度策定した中期しまくとぅ
ば普及推進行動計画では、官民連携による、より実効

ているか。
８、しまくとぅば普及について取り組みについて。

性のある取り組みを着実に推進していくこととしてお

(1)、先日、第４回を迎えたしまくとぅば県民大会

ります。

−240−

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

ます。

させていただきます。
金城

武君登壇〕

武君）

○総務部長（金城

以上でございます。

総務部長。

○議長（新里米吉君）
〔総務部長

局の予算額は、累計で約11兆8000億円となっており

企画部長。

○議長（新里米吉君）
〔企画部長

沖縄振興予算についての

下地明和君登壇〕
沖縄振興予算についての

御質問の中で、沖縄振興予算の減額についてお答えを

○企画部長（下地明和君）

いたします。

御質問の中の、一括計上方式についてお答えいたしま

内閣府の平成29年度概算要求においては、総額
3210億円の沖縄振興予算が計上されました。今年度

す。１の(4)と１の(5)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。

の当初予算額を下回る水準ではありますが、厳しい財

沖縄振興予算は、各省庁の予算を内閣府沖縄担当部

政状況の中3000億円台が確保されたところでありま

局に一括して計上する仕組みとなっており、他県には

す。その内容につきましては、那覇空港平行滑走路増

ない独自の仕組みから、県内外の方々に、沖縄県が優

設事業、沖縄科学技術大学院大学の規模拡充、拠点返

遇されているとの誤解を生じさせている面があると考

還地跡地利用推進交付金、沖縄子供の貧困緊急対策事

えております。

業等について、所要の額が計上されたところでありま

一方で、一括計上方式は、各省計上方式に比べ、国

す。また、県土の均衡ある発展を図るための北部振興

への国庫要請を内閣府沖縄担当部局に一括して行うこ

事業や鉄軌道に係る調査費が計上されるなど、基本的

とが可能であり、また、年末の政府予算案の決定を受

には本県の振興に配慮がなされたものと考えておりま

けて、県の予算編成へ反映させやすいなどのメリット

す。

があります。このような予算計上の仕組みは、沖縄振

一括交付金の減額については残念でありますが、改

興特別措置法に基づく沖縄振興計画に掲げた各種施策

めて執行率の課題が指摘されたことを受けとめ、引き

を総合的かつ計画的に推進するため必要であります。

続き改善に努めることとしております。平成29年度

以上でございます。

の沖縄振興予算については、去る８月10日に菅官房

○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

長官、鶴保内閣府沖縄担当大臣、自民党高村副総裁並

知事公室長。
謝花喜一郎君登壇〕
基地問題についての

びに二階幹事長に対して要請を行い、所要額の確保を

○知事公室長（謝花喜一郎君）

働きかけてきたところであります。また、９月14日

御質問の中の、米軍再編における普天間飛行場の移設

には、二階幹事長に概算要求額の満額確保を要請した

切り離しと返還計画についてお答えいたします。
平成18年５月に発表された再編実施のための日米

ところであります。
引き続き、内閣府沖縄担当部局を初め関係機関との

のロードマップでは、沖縄に関連する再編案は相互に

連携を一層密にするとともに、県選出国会議員並びに

結びついており、嘉手納以南の統合及び土地の返還

県議会議員初め関係各位の協力を得ながら、概算要求

は、第３海兵機動展開部隊要員及びその家族の沖縄か

の満額が措置されるよう取り組んでまいります。

らグアムへの移転完了にかかっているとされ、沖縄か

次に、減額要求による影響についてお答えをいたし

らグアムへの第３海兵機動展開部隊の移転は、普天間
飛行場代替施設の完成に向けた具体的な進展等にか

ます。
沖縄振興一括交付金の概算要求額は、前年度から

かっているとされておりました。その後、平成24年
４月27日の日米安全保障協議委員会共同発表におい

275億円減となる1338億円となっております。
これにより、県事業にも一定の影響があるものと考

ては、海兵隊のグアム移転及び嘉手納飛行場より南の

えておりますが、県としては、予算の範囲内で最大限

施設・区域の返還が、普天間飛行場の代替施設に関す

の効果につながるよう、各事業の執行状況等を精査

る進展から切り離されております。また、嘉手納飛行

し、必要に応じて事業内容を見直すとともに、機動的

場より南の施設・区域の返還については、沖縄におけ

な事業執行に努めるなど、影響が最小限となるように

る米軍による影響をできる限り早期に軽減するため、

取り組んでまいります。

必要な手続の完了後に速やかに返還可能となる区域、

次に、本土復帰以降の沖縄振興予算についてお答え

沖縄において代替施設が提供され次第返還可能となる
区域、米海兵隊の兵力が沖縄から日本国外の場所に移

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

転するに伴い返還可能となる区域の３つの区分で返還

昭和47年度から平成28年度までの内閣府沖縄担当部

可能となることが日米両政府により確認されておりま
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す。これを受けて、平成25年４月には、沖縄におけ

また、県が要請したオスプレイ12機程度を県外の拠

る在日米軍施設・区域に関する統合計画が発表されて

点に配備することについては、県外における訓練等が

おります。

実施されているものと承知しております。去る９月１

次に、国外移転後に沖縄に残る海兵隊員の内訳につ

日には、訓練移転に係る日米合同委員会合意に基づ
き、９月12日から10月５日まで、オスプレイ16機程

いてお答えいたします。
政府によると、平成24年４月の日米安全保障協議

度をグアム、テニアンへ一時訓練移転するとの発表

委員会共同発表に基づく再編計画が実施されれば、沖

や、毎年度４月をめどに訓練移転年間計画を公表する

縄に残留する米海兵隊の定員数は約１万人となること

との発表も行われております。

が再確認されているが、各部隊の具体的な隊員数につ

訓練移転の具体的な内容は今後日米間で調整し、発

いては、対外的に明らかにする性質のものではなく、

表することになっており、県としては、目に見える形

お答えは差し控えたいとのことであります。

での基地負担軽減になるのか、引き続き注視してまい

なお、沖縄に残留する米海兵隊の兵力は、第３海兵

りたいと考えております。

機動展開部隊司令部、第１海兵航空団司令部、第３海

県としましては、本年７月21日に再開された普天

兵後方支援群司令部、第31海兵機動展開隊などから

間飛行場負担軽減推進会議において、同飛行場の５年

構成されるとのことであります。

以内運用停止等の実現を求めたところであり、去る

次に、政府の主張と米軍編成の内容の整合性につい

８月31日に開催された同作業部会においても、残り
約２年半となった５年以内運用停止の具体的なスケ

ての御質問にお答えいたします。
在沖海兵隊につきまして、県は、防衛省より示され
た「在日米軍・海兵隊の意義及び役割」について２度

ジュールを日米両政府において作成するよう求めたと
ころであります。
次に、沖縄市長の嘉手納弾薬庫地区知花地区への移

の質問を行い、回答を得ております。その中で、平成
24年４月の日米安全保障協議委員会共同発表で示さ

設受け入れ表明についてお答えいたします。

れた海兵隊の部隊構成について、高い即応性を有する

嘉手納飛行場より南の施設・区域の返還は、沖縄の

海兵機動展開隊は沖縄に維持され、ハワイやグアム等

過重な基地負担の軽減及び振興・発展につながるもの

の他の地域にも海兵空地任務部隊が形成されることに

であり、確実に実施される必要があります。今回の受

よって、地域における海兵隊全体の対処能力が向上す

け入れ表明については、沖縄市長が、地元市長として

ると説明しています。さらには、事態の進展に応じ

さまざまな状況を勘案し、総合的に判断されたものと

て、各所から部隊が増強され、沖縄に残留する第３海

考えております。

兵機動展開部隊司令部及び航空・後方支援部隊が、増

県としては、軍転協とも連携し、日米両政府に対

強部隊の来援のための基盤となることによって、引き

し、政府の責任において移設に伴う諸課題の解決及び

続き大規模な事態に対して迅速に対応することができ

環境整備を行うことなど、引き続き求めてまいりま

るとしております。しかしながら、沖縄に米軍基地を

す。
次に、災害対策についての御質問の中の、ドローン

集中させ続ける理由について、政府の説明は十分でな
く、政府はさらに丁寧な説明を行うべきであると考え

活用の検討についてお答えいたします。
無人航空機いわゆるドローンについては、カメラを

ております。
いずれにしましても、県としては、沖縄に米軍基地

装着することにより、災害時における被害状況や立ち

が集中し、騒音や事件・事故の発生等、県民は過重な

入り危険箇所の状況をリアルタイムに把握することが

基地負担を背負い続けており、県民の目に見える形で

できる等、災害対策に有効なツールとしての活用が期

の基地負担の軽減が図られなければならないと考えて

待されます。最近では、赤外線カメラや救助用浮き袋

おります。このため、在沖海兵隊約9000人のグアム

等の専用機能を搭載した人命救助を目的としたドロー

を含む国外移転は、確実に実施されなければならない

ンも開発される等、今後の技術開発により、消防防災

と考えております。

分野での実用的な活用可能性がより一層高まるものと

次に、５年以内の運用停止の進捗状況についてお答

思われます。
県としましては、救助活動等の任務に従事する各市

えいたします。
県から平成25年12月に要請した普天間飛行場の５

町村消防本部に対し、ドローンの有する性能や他県等

年以内運用停止については、平成26年にＫＣ130空

での活用事例について情報提供するとともに、各消防

中給油機15機が山口県岩国市へ移駐しております。

本部での導入を促すため、県における実証事業の実施
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料のように国による統一した減免制度が整っていない

について検討してまいります。

ことから、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じ

以上でございます。

て、国へ減免制度の新設を要望しているところです。

土木建築部長。

○議長（新里米吉君）
〔土木建築部長

宮城

県においては、利用者負担の軽減を図るため、沖縄

理君登壇〕
基地問題についての

振興特別推進交付金を活用した公的施設への移行を促

御質問の中の、比謝川整備の関係機関調整についての

進しているほか、市町村が行うひとり親世帯等に対す

御質問にお答えいたします。

る利用者負担の軽減策に対し、沖縄県子どもの貧困対

理君）

○土木建築部長（宮城

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

策推進基金を財源とした交付金の交付を予定しており
ます。

部の米軍施設用地内と、国道330号の上流部を除き、

次に、生活困窮者自立支援制度の実施状況等につい

おおむね５キロメートルの整備が完了しております。

てお答えします。３の(2)アと３の(2)イは関連いたし

県は、本年２月、沖縄防衛局を通じて、米軍施設用

ますので、恐縮ですが一括してお答えします。

地2.8キロメートルの共同使用を申請したところであ

各市の生活困窮者自立支援制度における任意事業の

り、共同使用開始後、速やかに整備に向けた調査に着

実施状況は、昨年度と比較して一時生活支援事業は３

手することとしております。なお、福地橋から下流側

市ふえ７市で、就労準備支援事業は２市ふえ５市で、

約１キロメートルの区間については、米軍の了解を得

家計相談支援事業は１市ふえ２市で実施しておりま

て、共同使用開始前に、暫定掘削による河道拡幅工事

す。また、学習支援事業につきましては、１市ふえ全

を実施する予定であります。

ての市で実施しております。

県としては、引き続き沖縄市と連携して、沖縄防衛

町村を所管する県事業につきましては、今年度から

局等、関係機関と調整を図り、早期整備に努めていき

新たに家計相談支援事業を実施し、現在、全ての任意

たいと考えております。

事業を実施しております。また、新規相談件数につき

以上でございます。

ましては、昨年度は市が3737件、県が588件、こと

○議長（新里米吉君）

し８月末までに、市が1471件、県が386件となって

子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長

おります。

金城弘昌君登壇〕
それでは、子

県におきましては、今年度より相談員等を10名増

供貧困対策についての御質問の中の、幼児教育無償化

員したほか、南部に相談窓口を１カ所増設し、相談体

の進捗状況についてお答えします。

制の強化を図っているところであります。

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

幼児教育の無償化に向けては、保育所等において、

次に、事業の効果についてお答えいたします。

ひとり親世帯及び多子世帯等の保育料の負担軽減が図

昨年度の生活困窮者自立支援事業の効果につきまし

られております。ひとり親世帯については、これまで

ては、県全体で就労につながった方が621名、住居確

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯が無償とされ

保給付金の受給者が373名、学習支援事業実施による

ていたところ、今年度からは、年収約360万円未満相

高校合格者数は、249名となっております。

当の世帯について、第２子以降が無償とされておりま
す。また、多子世帯については、これまで年収約360

県としましては、引き続き市町村等と連携を図り、
生活に困窮する方々の自立を支援してまいります。

万円未満相当の世帯のうち、第１子が未就学児であ

続きまして、福祉政策についての御質問の中の、

り、幼稚園や保育所等を同時に利用する世帯に限り、

パーキングパーミット制度導入についてお答えいたし

３人目以降が無償とされていたところ、今年度からは

ます。

第１子の年齢にかかわらず第３子以降が無償となって

身体障害者用駐車場利用証制度、いわゆるパーキン
グパーミット制度については、現在、全国33府県で

おります。
国においては、幼児教育無償化に向け、段階的に取

導入されており、沖縄県内においても那覇市が平成

り組んでいるところであり、県においては、九州各県

25年２月から導入しております。制度を導入した場

と連携して、さらなる保育料の軽減を要望してまいり

合、内部障害を持つ歩行困難者などが駐車しやすくな

ます。

る、公的に認証したマークの制定により住民や商業施

次に、放課後児童クラブの利用料の減免制度につい

設の理解が得られやすくなる等のメリットがありま
す。

てお答えします。
放課後児童クラブの利用料については、保育所利用

一方で、県内、特に狭隘な本島中南部で十分な敷地
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面積がない商業施設等の駐車場総数が不足している現

本県は、県民所得が低く、多くの生徒が大学への進

状において、利用証発行者数に対する提供駐車スペー

学を諦めている状況にあると思われます。そのことか

スの確保等の課題もあります。

らも、国の給付型奨学金においては、経済的事情によ

今後、これらの課題や他府県での実施状況を整理し

り生徒が進学を断念しないようにするため、その給付

た上で、関係団体や専門家等の意見を踏まえながら導

額は保護者からの支援がなくても進学できる額を設定

入について検討してまいります。

し、また、給付決定時期に関しては、入学前に行うこ
とで、安心して進学できる制度となることを期待して

以上でございます。
〔教育長

おります。

教育長。

○議長（新里米吉君）

次に、無利子奨学金の貸与状況等の御質問にお答え

平敷昭人君登壇〕

○教育長（平敷昭人君）

子供貧困対策についての御

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

質問の中で、夜間中学設置についてお答えいたしま

が、大学生等を対象に無利子奨学金を貸与しておりま

す。
国においては、義務教育未修了者の就学機会の確保
に重要な役割を果たしている、いわゆる夜間中学につ

す。平成27年度の貸与人数は517人、貸与額は２億
9161万1000円となっております。
なお、同財団では、所得や学業成績などの選考基準

いて、その設置を促進するとしております。
県教育委員会としましては、設置主体となる市町村
教育委員会と連携をしながら、調査研究をしてまいり

を満たす希望者全員に対して、無利子奨学金の貸与を
行っているところであります。
次に、有利子奨学金及び所得連動返還型奨学金につ

たいと考えております。
次に、教育政策についての御質問の中で、チーム学

いての御質問にお答えをいたします。
現在、国において、日本学生支援機構の有利子奨学

校推進法の認識についてお答えいたします。
国においては、チーム学校運営の推進等に関する法
律案が検討されているところであります。同法案は、

金の貸与利率の見直しや、所得連動返還型奨学金制度
の導入に向けた取り組みが行われております。

学校の関係者等が児童等に対する教育に自主的かつ積

県教育委員会としましては、同制度の既卒者への適

極的に取り組む地域社会の実現に寄与することなどを

用や有利子奨学金の利率の引き下げは重要な課題であ

目的としているところであります。

ると考えております。今後の国における検討の方向性

県教育委員会としましては、学校が直面する諸課題

を注視してまいりたいと考えております。

に対応するためには、チーム学校推進は重要であると

以上でございます。

認識しており、今後も国の動向を注視してまいりたい

○議長（新里米吉君）

と考えております。

理者。

選挙管理委員会委員長職務代

〔選挙管理委員会委員長職務代理者

次に、県の給付型奨学金の取り組み状況についてお

武田昌則

君登壇〕

答えいたします。
県の給付型奨学金につきましては、７月25日から

○選挙管理委員会委員長職務代理者（武田昌則君）
本来であれば、委員長の当山尚幸のほうが答弁する

９月12日まで募集を行ったところ、県内高等学校21

ところですけれども、本日は所用のため出席がかない

校から142名の申請がありました。
今後、10月19日から21日にかけまして面接を実施

ませんので、代理として答弁いたします。
投票所における高齢者や障害者等の投票の便宜を図

し、10月末をめどに内定者を決定してまいります。
その後、内定者の大学合否の状況及び入学意思を確

るための取り組みについてお答えします。

認した上で、本年度末までに入学支度金を30万円以

各投票区の投票所及び期日前投票所は、市町村選挙

内で給付することといたしております。さらに、来年

管理委員会が設置し、設備するものとなっておりま

度から月額７万円以内の奨学金を給付していく予定と

す。
当委員会では、県が管理する各種選挙の都度、市町

なっております。
次に、国の給付型奨学金制度に対する要望について

村選挙管理委員会に対し、１、投票所は、選挙人の便
宜を考慮してバリアフリー化済みの施設など当該投票

の御質問にお答えいたします。
国の給付型奨学金については、来年度予算編成過程

区の中でも最も適切な施設を選定して設けること、

を通じてまとめていくとされ、現在、文部科学省にお

２、投票所の設備等については、投票を記載する場所

いて検討が進められていると聞いております。

までの間に段差がある場合のスロープの設置、車椅子
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や車椅子用の投票記載台、点字器、文鎮等備品の充

いたします。５の(8)ウと５の(8)エは関連しますので

実、案内図の掲示や順路の明示、介助要員の配置、視

一括してお答えいたします。

覚障害者や歩行が困難な身体障害者の誘導等に十分な

本県においては、温暖できれいな熱帯性の海域特性

配慮を行うことなど選挙人が利用しやすいものとなる

を生かし、モズクやヤイトハタなどの養殖が各地で行

よう積極的な措置を講じること等、具体的な対応事項

われております。養殖魚類の生産目標は、平成33年

を示して文書で通知するとともに、説明会等において

に2176トンとしており、平成26年の生産量は約700

も、これらの事項及び不備等がある場合の改善につい

トンで、達成率は32％となっております。また、養

て、特に助言・要請しているところです。

殖用種苗としての稚魚については、生産者の要望数に

なお、去る６月５日に執行された県議会議員一般選

対し、例年ほぼ100％の達成率となっております。養

挙においては、点字版及び音声版の選挙公報を初めて

殖業の課題としては、台風時の自然災害による施設の

発行しております。

破損や魚の散逸、魚病被害及び餌の高騰などが課題と

今後とも、効果的な取り組みについて検討し、市町
村選挙管理委員会に対する必要な助言等を行うととも

なっており、養殖業者にとっては厳しい経営状況と
なっております。

に、各自治体における投票所の施設または設備の整備

県としましては、養殖共済への加入促進や魚病対策

等が図られるよう、各市町村への要請等を検討してい

の実施、県産魚粉を活用した配合飼料の開発等に取り

きたいと考えております。

組んでおり、安定した養殖経営を推進し、養殖業者の
育成を図ってまいります。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔商工労働部長

次に、海面養殖と陸上養殖のメリット、デメリッ

商工労働部長。

ト、将来性についてお答えいたします。

屋比久盛敏君登壇〕
経済、雇用政策に

海面養殖は、飼育密度を低く抑えて大規模に展開す

ついての、航空機整備基地整備事業の進捗状況につい

ることが可能である一方、台風等の被害を受けるリス

てにお答えします。

クがあります。また、陸上養殖は、台風等の被害は低

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

航空機整備基地整備事業については、平成27年度

減される一方、高密度飼育をする必要があり、水質を

に造成及び格納庫建築等の主な工事について契約し、

保つための光熱費等の維持費が高くなるデメリットが

現在、施設の建築に向けて造成工事を行っておりま

あります。

す。格納庫建築現場のある那覇空港西側においては、

県としましては、陸上養殖によるコスト削減を目的

既に工事の進んでいる第２滑走路増設工事のほか、新

とする、ハタ類の半閉鎖式陸上養殖試験に取り組んで

管制塔や駐機場整備が予定されていることから、国土

いるところであり、引き続き養殖生産量の安定に資す

交通省等の関係機関と連携しながら工事を進めてまい

るため、陸上養殖の技術開発を進めてまいります。
次に、養殖魚に関する台湾との研究技術交流につい

ります。

てお答えいたします。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔農林水産部長

沖縄県と台湾との水産関係研究交流については、養

農林水産部長。

殖漁業の推進のため、ハタ類の中で最も成長の早いタ

島尻勝広君登壇〕
経済、雇用政策につ

マカイの種苗生産技術について、交流を進めていると

いての御質問の中の、県内消費における海産魚の自給

ころです。具体的には、県水産海洋技術センターの研

率及び天然魚と養殖魚の比率についてお答えいたしま

究員が台湾を訪問し、タマカイの種苗生産に関する研

す。５の(8)アと５(8)イは関連しますので一括してお

究情報交換と親魚の成熟促進技術を導入し、タマカイ

答えいたします。

養殖技術の研究開発を行っています。

○農林水産部長（島尻勝広君）

魚介類の県内自給率については、平成26年度のカ
ロリーベース概算値で26％と試算されます。また、

次に、モズク生産量と生産額の推移についてお答え
いたします。

天然魚と養殖魚の消費に係る統計はありませんが、平

沖縄県産水産物の中で、最も生産量の多いモズクに

成26年の漁業生産量は、海面漁業で１万5317トン、

ついては、平成22年以降の５年間で約8000トンから

約42％、養殖業で２万1165トン、約58％となってお

２万トン、生産額は、約８億円から28億円で推移し

ります。

ております。また、価格については、キログラム当

次に、養殖魚及び稚魚の生産目標と達成率及び養殖

たり100円から135円で推移しております。平成26年

魚の課題、養殖業者の現状と育成目標についてお答え

は、生産量で１万9305トン、生産額で約26億円と過
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去５年間で最高の実績となっておりましたが、平成

た。

27年、平成28年については、台風の接近による藻体

まず、振興予算の件でありますけれども、これまで

の流失や日照不足による生育不良等により、目標生産

振興予算というのは、内閣府の一括計上方式でなされ

量２万トンに対して平成27年は１万3742トン、平成

てまいりました。そのメリット、デメリットについて

28年は１万4693トンと目標を下回る実績となってお

は、メリットが内閣府で一括して編成してもらうから

ります。

非常にやりやすいと。一方でデメリットは、沖縄がた

県としましては、モズク養殖の安定生産とさらなる
消費拡大に向け、引き続き天候の変化にも対応した優

くさんもらっているんではないかという誤解を生んで
いるということの答弁でありました。
やはり、この誤解というのは非常に大きいですね。

良品種の選抜や新たな加工品開発支援など、モズク養

いろんな県外の情報を聞いてみても、沖縄は一定の全

殖の振興に積極的に取り組んでまいります。

国並みの予算の上に、さらにプラス一括交付金をも

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

らっているんではないのかというような誤解が、時に

文化観光スポーツ部長。

〔文化観光スポーツ部長

聞こえます。ですからそういう意味では、やはり残り

前田光幸君登壇〕
しまくとぅ

５年間、この21年度までの振興計画がありますけれ

ば普及の取り組みについての御質問の中の、しまく

ども、その一括計上方式というものは、果たして今後

とぅば県民大会の取り組みについてお答えいたしま

もそのまま続けていっていいのか。そして、全国並み

す。

に同じ土俵でやったほうがいいんではないのかという

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

去る９月18日に開催した第４回しまくとぅば県民
大会の参加者数は、約220名でありました。例年、県

議論もあります。その辺は企画部長、いかがですか。
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

民大会には600名から700名程度の参加がありました

午後６時２分休憩

が、今年度はしまくとぅばの日に関する条例の制定

午後６時２分再開

10周年であったことから、大会日の前後にＮＰＯや

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

企画部長。

民間企業等が類似のイベントを開催したことにより参

今、議員がおっしゃいま

加者が分散したこと、運動会など地域行事と日程が重

○企画部長（下地明和君）

なったこと、周知広報が十分でなかったことなどが参

したように、いろいろそういうデメリットもございま

加者数が少なかった要因として考えられます。

すけれども、この制度が沖縄振興特別措置法それに基

県民大会は、しまくとぅばの普及継承の機運醸成を

づく高率補助制度の運用等も含めてどういう形で整理

図る上で大変重要であることから、次年度以降に向け

できるのかも、種々課題があると考えておりますの

て、大会の内容及び構成も含めて検討するとともに、

で、そういったものは研究しながら影響がないような

多くの県民の参加を得るための対策を講じていきたい

形がつくれるかどうか、研究しながら進める必要があ

と考えております。

ると考えております。

続いて、しまくとぅば普及の方向性についてお答え
いたします。

○議長（新里米吉君）
○金城

勉君

金城

勉君。

この振興計画が続く21年度まで

しまくとぅばは、地域ごとに異なるという多様性が

は、今の方式で私もいいかと思いますけれども、それ

あるため、それぞれの地域で普及継承に向けた実効性

以降はやはり議論が必要ではないのかと、またそうい

のある取り組みを行うことが重要であると考えており

うまた今ある制度が継続していけるのかどうかという

ます。

ことをまだ見えてないわけですから、そういうことも

一方で、全県的にしまくとぅばの普及運動を展開す

含めてやはりその予算の組み立て方については、研究

るためには、統一的ないわゆる標準語を定める必要が

の必要があるんではないかと思うんですけれども、い

あるという議論もあることから、今後、学識経験者や

かがですか。

普及関係団体などで構成する、しまくとぅば普及推進

○議長（新里米吉君）

専門部会等において、実効性のある普及運動を推進し

○企画部長（下地明和君）

以上でございます。
○金城

勉君

お答えいたします。

現行の沖縄振興特別措置法、平成33年度まであり

ていく観点から検討したいと考えております。
○議長（新里米吉君）

企画部長。

ますので、まずしっかりと後期の事業予算を執行して
金城

いきながら、例年というか今までそうなんですが、大

勉君。

どうも御答弁ありがとうございまし

体２年前ぐらいからその検証を始めまして、次へどう
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向かっていくかということを今まで検証しながら進め
ておりますので、その段階で研究を進めていく必要が
金城

○議長（新里米吉君）
勉君

今、議員おっしゃったように、戦後そして復帰後、
まず輸入代替産業を振興しようということで一生懸命

あるかと思います。
○金城

お答えいたします。

○企画部長（下地明和君）

に経済界のほうも頑張ってはきたものの、輸入代替も

勉君。

自給率がそう上がるというような形がなかなかつくり

御検討をお願いします。

それと本土復帰以降の沖縄振興予算が28年度まで

切れなかったと。あるいは公共投資にしても、大きな

の間に11兆8000億円が投下されているということで

難しい工事といいますか、そういったものになるとな

あります。一方で、この間、やはり沖縄の状況という

かなか進まなかったというのもあって、そういう面は

のは、県民所得はいまだに全国最下位と。最近、雇用

多々あろうかと考えております。

環境は大幅に改善されてまいりましたけれども、全国

○議長（新里米吉君）

と比べた数値においては、非常にやっぱり経済的に見

○金城

劣りがするという実態があるんです。そういう11兆

ただきましたけれども、これまでのそういう沖縄の産

8000億円が投下されてきたこの数字というものは、

業構造というものがやむを得ない部分もあったと。し

沖縄がこの最下位の県民所得、このランクから抜け切

かし、これはやっぱり今後はそういうものを乗り越え

れないこととあわせて、どのように考えますか、総務

ていって、そして歩どまりをよりふやして、県民生活

部長。

が底上げできるような形というものを模索しなきゃい

知事、今、企画部長からお答えをい

午後６時５分休憩

えですか。

午後６時５分再開

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

勉君。

けないと思うんですけれども、知事としてはどうお考

休憩いたします。

○議長（新里米吉君）

勉君

金城

休憩いたします。

午後６時９分休憩

再開いたします。

午後６時９分再開

企画部長。
○企画部長（下地明和君）

復帰後11兆円余りの沖

縄振興予算が投下されて、なおかついまだに所得が低

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

翁長知事。

いというものに対する考えでございますけれども、

○知事（翁長雄志君）

やっぱり一番大きいのは、戦後27年間の日本が高度

をしたいと思います。

金城勉議員の御質問にお答え

成長を謳歌したというんですか、高度成長を遂げてい

復帰後11兆円を投下されても、県民所得含め今現

るときにインフラ整備を含め産業の振興等もろもろそ

在失業率も3.9％になっていい形にはなっております

ういう投資がなされなかったということが、まず一番

けれども、長期間においてなかなか厳しい状況が続い

に上げられるのではないかと思います。

ております。ただ、冒頭からの御質問の趣旨もそうな

復帰後、昭和47年以降投下はされたものの、かな

んですが、今言う11兆円というそのお金も、やはり

り投下される貨幣価値が高騰してきて、11兆円の価

沖縄県は特別に11兆円もらっているというようなも

値といえどもその前に投下されたものとは大分価値も

のが本土のほうにありまして、この辺のところでやは

違うんじゃなかろうかと思っておりまして、そのおく

り基地の問題ともかかわってはくるんですが、こうい

れがなかなか克服できないのが現状ではないかと考え

うことはございます。しかしながら、この11兆円と

ています。

いうものが、沖縄に振興予算として投下される中で今

○議長（新里米吉君）

金城

勉君。

おっしゃったこの県外の工事請負あるいはまた国の仕

そういう状況とあわせて、要するに

事においてのそういったもろもろのこと、こういった

投下されたこの振興予算というものが、沖縄の歩どま

ものが循環という意味では、四、五年前、私も数字を

りがどうなのかと、これは観光振興、観光産業の面に

見させてもらったんですけれども、相当の割合、相当

おいても指摘されているんですけれども、そういう投

の割合というのは、そういった国とかの関係になりま

下された予算の歩どまりが、県内で還流しているの

すと、四、五割が還流されているのではないかという

か。あるいはまた、県外やその他のほうにそれが流れ

ような数字も見てはおります。

○金城

勉君

ていって、結局県民に歩どまりとして残って県民生活

ただ、沖縄県が今、大変、今日まで厳しかったんで

を押し上げる機能としての役割がいまいち足りないの

すけれども、今もって厳しいんですが、例えば失業率

ではないかという指摘もありますね、いかがですか。

が3.9まで来て、あるいは有効求人倍率が１を超える

○議長（新里米吉君）

企画部長。

ようになったと。そういう中で、県民の所得、これも
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分析をしてみますと、全国には47都道府県あるわけ

実働のＭＥＵのほうも実際は洋上で動いているという

ですが、このＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅグループということ

ような中で、実際に普天間飛行場がどれだけ今後沖縄

でＧぐらいのところに沖縄県はくくられているんです

に必要となって維持されていくのか、そういったもの

けれども、県民所得という意味では最下位ではあり

は考えなければならないというふうに思っています。

ます。最下位ではありますけれども――時間ないです

そういった観点を我々は視点を持ちながら、今後政府

ね、そういったようなものを見ながらやりますと、大

ともいろいろ意見交換をしていく必要があるのではな

分、今、県民所得だけに限らず、財政力指数とかいろ

いかというふうに考えています。

んな経常収支比率等も含めて、ベスト、ワーストの

○議長（新里米吉君）

10のうちの真ん中ぐらいまで上がっているところも

○金城

ございますので、これからこういったこと等を今日ま

すけれども、実は、我々公明党の中に在沖縄米軍基地

で県民が頑張ってきて築き上げてきたものをいかにし

調査ワーキングチームというものを６月に設置しまし

て今のアジアのダイナミズムを含め沖縄の役割が果た

た。毎月、調査をしながら沖縄の現場も見ながら、国

せられるような時代が来たという意味では、しっかり

会議員と地元議員がお互いに一緒になって協力をしな

とそれを捉えて頑張る必要があるのではないかという

がら調査を続けています。７月22日に普天間飛行場

ふうに思っております。

に国会議員も一緒に行きました。そのときの基地の最

○議長（新里米吉君）
○金城

勉君

金城

勉君

金城

勉君。

ちょっと時間がないんではしょりま

高責任者の司令官が質問に答えているんですけれど

勉君。

も、もし九州とか岩国とかに、その海兵隊を受け入れ

ありがとうございます。

次に、基地問題について伺います。

るとしたらどうしますかという国会議員の質問に対し

公室長、この2006年のロードマップから2012年の

て、その普天間の司令官は、それは我々が決めること

見直し、その過程の中で海兵隊が9000人国外移転を

ではありませんと。日米政府の中で決められた場所に

するということが決まりました。それで、沖縄に残る

我々は行って訓練をするんですと。つまり、政治が決

のは、定数１万人ということになるわけですけれど

めるんですと。政治が決めたものに対して軍はそれに

も、公室長の答弁がありましたように、その残る内訳

対応して動きますということがはっきり聞けたんで

というのがその２プラス２の資料の中にも明確にある

す。だから、普天間のそういう海兵隊があっちじゃな

んですけれども、ほとんどが司令部要員です。ある

きゃいかぬ、こっちでなきゃいかぬということじゃな

いはまた基地維持要員。いわゆる兵員としては、31

くて、やはり政治が決めれば、それは軍は対応できる

海兵機動展開部隊の約2200人が残るんです。ですか

ということですから、それについては、やはりしっか

ら、あと地上部隊もグアムのほうに移転になると。こ

りとした国との交渉の中で、これは協議をする必要が

の第３海兵機動展開部隊というのは、ほとんどこの洋

あると思うんですけれどもいかがですか。

上訓練をしながら、各地を回りながら訓練を続けてい

○議長（新里米吉君）

ると。ですからそういう意味では、本当に１万人とい

○副知事（安慶田光男君）

安慶田副知事。
お答え申し上げます。

う数字は残るけれども、ほとんどが司令部要員であ

まさに、私は今金城議員のおっしゃるとおりだと思

り、実働部隊というのは、むしろこう動きながら展開

いますし、私もこの基地を担当してまいりましてか

しているという実態が見えてくるわけです。ですから

ら、最初から何度もこの普天間基地が今、普天間で何

そういうことを考えるならば、あえて辺野古につくる

回ぐらい離着陸ができているかということを再三再四

必要性があるのかということは常に私は考えているん

防衛局や関係当局にやってくれということを何遍も

ですけれども、そこのところについては、国とのやり

言っているんですけれども、なかなか返事がありませ

とりはどうですか。

んし、それでこの間、それを説明を受けて、そういう

○議長（新里米吉君）

ことがありましたので、今後、今金城議員の指摘をま

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

大変、私どももこの

点は今後重要視しなければならないポイントだろうと

た十分生かせる形で、私たちも政府に対して臨んでい
きたいと思います。
ありがとうございます。

いうふうに思っております。
実際、普天間飛行場の使用状況等について、離着陸
回数を確認いたしましても、国のほうからはオスプレ

○金城

勉君

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。

イの離着陸回数しか教えていただけないということ

午後６時17分休憩

で、そういったこと、それから今議員がおっしゃった

午後６時41分再開

−248−

○議長（新里米吉君）

ウ、観光のおもてなしである道路の街路、その街路

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。

除草事業の予算規模拡大、進捗を含めて予算規模をお

當間盛夫君。

伺いをいたします。
(4)、離島振興について。

〔當間盛夫君登壇〕
盛夫君

○當間

皆さん、こんばんは。

ア、沖縄本島周辺離島の住宅環境への補助制度の創

私の維新の会の仲間もいない。この８番目の登壇で

設についてお伺いをいたします。

もう大分外も暗くなっている時間、９月30日という

大きな３番、国家戦略特別区域について。

ことで、月末、金曜日ということで、照屋大河議員か

(1)、これまでの事業の進捗状況と成果についてお

ら、模合がありますので早く終わってくださいと言わ
れる中で質問をさせてもらいますが、議長、休憩お願
いいたします。

伺いをいたします。
(2)、新たな事業提案と課題についてお伺いをいた
します。

○議長（新里米吉君）

(3)、久米島町の海洋深層水や海洋温度差発電等を

休憩いたします。

午後６時42分休憩

活用した再生可能エネルギーによる、産業振興と雇用

午後６時43分再開

創出を図るということで、特区申請がなされているよ

○議長（新里米吉君）
○當間

盛夫君

うでございますが、進捗状況をお伺いをいたします。

再開いたします。

それでは、改めまして一般質問をさ

４番、防災計画についてであります。
我々、皆さんの席のほうにも台風18号がもう発生

せていただきます。
我々、今回は中立ということで、大城から始まりま

をして月曜日に沖縄近海へ来るころには、大型化とい

して、公明党さんを挟んで私と。最後にしんがりで上

うか強力になっているんじゃないかと言われておりま

原章さんが行いますが、我々維新も公明党さんと仲よ

すので、まだ沖縄の周辺の海域の温度がやっぱり30

くなって、沖縄をまた盛り上げて活性化していきたい

度になっているということで急速に発達するだろうと

なと。自民党さんとも仲よく、全部仲よくしていきた

いうことで言われております。

いなと思っておりますので、よろしくお願いをしたい

最近、沖縄本島に直撃する台風、先島、本島に直撃
するのがこの18号でもあるものです。せんだっても

と思います。
それでは、基地問題に関してでございます。

我々地震というのはなかなか本島でないんですが、奄

(1)、日本政府がよく使うんですが、世界一危険な

美沖での地震もありました。我々はその災害があって

基地・普天間飛行場での離発着回数、それと嘉手納飛

からどうするということではなくて、やっぱり減災を

行場と那覇空港との比較についてお伺いをさせてくだ

どうするのか、災害があってもそれを過小にしていく

さい。

ということが、その防災計画にはあろうかというふう

それにつきまして、次に、県外移設でも我々がその
旨の提言をしております。馬毛島訓練、そして海兵隊
のグアム移設についての進捗状況をお伺いをいたしま

いをいたします。
(1)、減災目標の進捗状況についてお伺いをいたし
ます。

す。

(2)、津波に強いまちの形成について各自治体の対

沖縄振興策予算について。

応と進捗状況についてお伺いをいたします。

人材育成についてであります。
ア、各種専修学校専門課程の生徒１人当たりの運営
費補助の予算措置について他府県との比較、対応をお

(3)、電線地中化の状況と計画についてお伺いをい
たします。
(4)、自主防災組織育成計画についてお伺いをいた

伺いをいたします。
イ、新たな知の拠点として地域の振興・活性化に貢
献していくであろう、４年制公立大学法人・琉球総合
工科大学（仮称）の協議会設置についてをお伺いをい

します。
(5)、消防防災ヘリコプターの整備の検討について
お伺いをいたします。
(6)、観光客・外国人等の安全確保についてお伺い

たします。

をいたします。

(3)、社会基盤の整備について。
ア、沖縄自動車道のスマートインターチェンジの増
設と料金軽減、これは沖縄自動車道の料金の軽減につ
いてお伺いをいたします。

にも思っておりますので、その防災計画についてお伺

最後に、アスファルト舗装版の切断に係る濁水及び
紛体の適正処理についてお伺いをいたします。
よろしくお願いいたします。
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○議長（新里米吉君）
〔知事公室長

8.9％から23.1％、消防職員の充足率としては、当初

知事公室長。

の53.1％から61.9％、人口１万人当たりの消防団員

謝花喜一郎君登壇〕
基地問題についての

数は、当初の11.7人から12.0人となるなど、24項目

御質問の中の、普天間飛行場での離発着回数と嘉手納

それぞれについて、着実に進捗しております。今後と

飛行場、那覇空港の比較についてお答えいたします。

も、減災目標の達成に向けて市町村及び防災関係機関

○知事公室長（謝花喜一郎君）

普天間飛行場の離着陸回数について、沖縄防衛局に

と協力して取り組みを進めてまいります。
次に、津波に強いまちの形成の進捗状況についてお

確認したところ、ＭＶ22オスプレイの離着陸回数に
限って調査しており、全航空機の離着陸回数につい

答えいたします。

ては、把握していないとのことでした。同調査によ

津波に強いまちの形成について、県では平成26年

ると、平成27年４月から平成28年３月までの、ＭＶ

５月に津波避難困難地域を公表し、市町村における津

22オスプレイの離着陸回数は2363回となっておりま

波避難に脆弱な場所を示すことで、津波避難施設等の

す。同期間の嘉手納飛行場の全航空機の離着陸回数は

整備を促進しております。市町村では、浸水範囲、土

４万3467回、また、那覇空港の全航空機の離着陸回

地や道路の状況、人口等を踏まえ、公共施設や民間

数は、国土交通省の空港管理状況調書によると15万

建築物の津波避難ビルの指定を行っており、平成28

7370回となっております。

年６月時点で、16市町村282施設が指定されており

県としましては、普天間飛行場についても、嘉手納

ます。それでもなお津波避難困難地域が解消されない

飛行場と同様、全航空機の離着陸回数を調査するよ

地域では、平成28年９月時点で４カ所の津波避難タ

う、政府に対し求めてまいりたいと考えております。

ワー等の整備が進められています。
県としては、今後とも市町村と連携しつつ、津波に

次に、馬毛島への訓練移転と在沖海兵隊のグアム移

強いまちづくりに向けて、沖縄振興特別交付金等の活

転についてお答えいたします。
知事は、日本維新の会から普天間飛行場の訓練移転

用も含め、必要な取り組み等を促進してまいります。

の提案があった馬毛島を、去る７月18日に視察いた

次に、自主防災組織育成計画についてお答えいたし

しました。県としては、今後、普天間飛行場の危険性

ます。

除去及び県外移設の議論が国内外で深まり、普天間

自主防災組織とは、自分たちの地域は自分たちで守

飛行場の閉鎖・撤去、県外移設の動きが具体化する

るという自覚、連帯感に基づき、自主的に結成する組

ことを期待しております。また、2012年４月の日米

織です。阪神・淡路大震災の事例では、被災者で命が

安全保障協議委員会共同発表等により、在沖海兵隊

助かった方のうち、自主防災組織等による救助が９割

約9000人のグアムを含む国外移転が合意され、グア

以上で、公的救助は2.5％程度との報告もあり、自主

ム移転は、2020年代前半に開始されることになって

防災組織の果たす役割は大きいと認識しております。

おります。防衛白書によると、2014年12月、米国の

本県では、平成27年度、県内41市町村の世帯数に対

2015年度国防授権法が成立し、2012米会計年度以降

する自主防災組織数の割合で示す自主防災組織率は

続いたグアム移転資金の凍結が解除され、再編計画の

23.1％で、平成23年度の8.9％から増加しております

調整による事業内容の変更に伴い実施されていた補足

が、全国平均80.0％に比べ極めて低い状況にありま

的環境影響評価については、2015年８月に終了し、

す。

今後はグアムにおける本格的な移転工事が進んでいく

県としては、自主防災組織率を平成28年度で

こととなるとのことであります。さらに、北マリアナ

30.0％、平成32年度までに76.0％とする目標を掲

諸島連邦における訓練場整備に関する環境影響評価

げ、東日本大震災の体験者による講演会や地域防災

は、2018年に終了する予定とのことであります。

リーダー育成研修等に取り組んでおります。
次に、消防防災ヘリの整備の検討についてお答えい

次に、防災計画についての御質問の中の、減災目標

たします。

の進捗状況についてお答えいたします。
県及び市町村は、24項目の減災目標を設定し、地

大規模な地震等が発生した場合、被害情報の収集、

震・津波の被害想定調査で予測された被害を効果的

物資や防災要員の輸送、空中消火活動及び負傷者の搬

に軽減するための防災対策を計画的に推進している

送等の迅速な対応に消防防災ヘリコプターが果たす役

ところです。主な減災目標の進捗状況としては、津

割は大きいと考えております。本県においては、陸

波高潮ハザードマップ作成市町村数は、当初のゼロ

上・海上・航空自衛隊、海上保安庁、沖縄総合事務

から37市町村、自主防災組織率については、当初の

局、沖縄県警が所有するヘリ等が配備されており、災
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土木建築部長。

害が発生した場合に備え、県と連携した県総合防災訓

○議長（新里米吉君）

練等を毎年実施しております。消防防災ヘリの整備に

〔土木建築部長

ついては、他県の事例においては、機体購入費及び維

○土木建築部長（宮城

持管理費は県の負担、航空隊員の人件費は市町村の負

ての御質問の中の、沖縄自動車道路のスマートイン

担となるため、各市町村における財政負担が課題とな

ターチェンジの増設についての御質問にお答えいたし

り、今後市町村と連携して検討してまいります。

ます。

理君）

理君登壇〕
沖縄振興予算につい

沖縄自動車道のインターチェンジ増設について、県

以上でございます。

では、沖縄都市モノレールの延長に合わせて幸地イン

総務部長。

○議長（新里米吉君）
〔総務部長

宮城

金城

ターチェンジの整備を進めているところであります。

武君登壇〕
沖縄振興予算についての

また、北中城村及び沖縄市から要望のある喜舎場イン

御質問の中で、専修学校専門課程への支援についてお

ターチェンジ及び池武当インターチェンジについて

答えいたします。

は、地元自治体及び関係機関と連携し、事業化に向け

武君）

○総務部長（金城

沖縄県における専修学校は、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の役割の重要性を踏ま

て取り組んでいるところであります。
引き続き、地元自治体の要望を踏まえ、関係機関と
調整・検討していきたいと考えております。
同じく道路の除草に係る予算規模についての御質問
にお答えいたします。

え、沖縄県では、大学入学資格を付与することができ

県管理道路の雑草対策については、平成28年度は

る高等課程を設置する学校法人に対して運営費補助な

県単独費で対前年度比約１億円増の約６億円を計上し

どを行っております。他県における専門課程に対する

ております。除草回数は、年２回から４回程度行う予

支援については、平成27年度は29の県において運営

定であり、主要幹線道路等においては除草回数をふや

費補助が行われております。

して対応していきたいと考えております。また、道路

沖縄県としては、専門課程に対する支援について全

の美化については、観光地らしい花と緑のある良好な

国的な動向を勘案するとともに、学校関係者と意見交

道路景観を創出することを目的として、平成24年度

換を行いながらどのような支援が可能か検討している

から沖縄振興特別推進交付金を活用して沖縄フラワー

ところであります。

クリエイション事業を実施しております。平成28年
度は、４億9000万円を計上しており、主要観光地へ

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。

のアクセス道路等の41路線を対象に、歩道や交通島

屋比久盛敏君登壇〕

へのコンテナ設置による緑化や花の直植えなどを実施

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

沖縄振興予算につ

いての琉球総合工科大学の協議会設置についてにお答

して、道路の美化に努めているところであります。
今後とも、計画的かつ適切に維持管理し、観光立県
にふさわしい良好な道路景観の創出・向上に努めてま

えいたします。
ことし３月に、沖縄県建設産業団体連合会及び工業
連合会等の連名により、航空機械工学や電気電子情報
工学、創薬工学、建築・土木工学等の学科を有する大

いります。
同じく離島における住宅整備の補助制度についての
御質問にお答えいたします。

学の設立を求める要請がありました。同要請を受け

離島の住宅環境への補助制度としては、国庫補助に

て、県内の大学等における工学系学科の定員の状況や

よる公営住宅整備事業があります。その工事費につい

県内高校から県外大学への進学状況等、関連情報を収

ては、運搬費等を計上した現場着見積単価などを採用

集するとともに、課題の整理等を行ったところであり

しており、加えて、労働者の本島からの渡航費、宿泊

ます。

費等についても必要に応じて精算できるようになって

県としましては、琉球大学や沖縄工業高等専門学校

おります。

等、既存の教育機関での対応の可否や運営費用の確保

県としては、今後、離島市町村や施工業者等と意見

等の課題があると認識しており、引き続き必要な情報

交換して発注方法等の検討を進め、離島における住宅

の収集を行い、実現可能性について検討してまいりた

環境整備を支援していきたいと考えております。

いと考えております。
以上です。

次に、防災計画についての御質問の中の、電線類地
中化の状況と計画についての御質問にお答えいたしま
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事業の成果として、道路占用事業によって観光客の

す。
県管理道路における電線類地中化は、沖縄21世紀

利便性向上及び通りのにぎわい創出が図られ、また、

ビジョン基本計画において、平成33年度までの整備

昨年の地域限定保育士試験には78名が合格し、より

延長目標を125キロメートルに設定しており、平成

多くの資格者を創出しております。なお、高度医療提

27年度までに約66キロメートルの整備が完了してお

供事業については、今年度内の事業実施に向けて、事

ります。災害に強いまちづくり及び良好な景観形成に

業者において準備が進められているところでありま

向けて、引き続き電線管理者と早期合意を図り、電線

す。
次に、新たな事業提案と課題についてお答えいたし

類地中化を推進していきたいと考えております。
次に、アスファルト舗装版の切断に係る濁水及び紛

ます。
沖縄県は、これまで７項目の規制緩和提案を行い、

体の適正処理についての御質問の中の、処理方針につ

そのうち消費税免税制度の拡充等の一部が全国措置と

いての御質問にお答えいたします。
切断に係る濁水については、土木建築部では平成

して実現され、それ以外の項目は継続協議中となって

24年３月に、環境部局の方針に基づき産業廃棄物の

おります。また、県内の民間事業者等から外国人在留

汚泥として廃棄物処理法に基づき適正に処理するよ

資格等に関する提案があるところであります。規制緩

う、関係部局、市町村、建設業関係団体に通知してお

和の実現に当たっては、県内雇用への影響など想定さ

ります。また、粉体については、平成25年１月に、

れる懸念について、庁内関係部局や関係団体等の意見

環境部局の通知に基づき、産業廃棄物の瓦れき類とし

も踏まえて整理する必要があります。
県としましては、関係団体等への丁寧な説明に努め

て適正に処理するよう、関係部局等に同様に通知した

るとともに、国との調整を行ってまいりたいと考えて

ところであります。
引き続き、公共工事における適正処理に努めてまい

おります。
次に、久米島の特区申請の進捗についてお答えいた

ります。

します。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
〔企画部長

久米島町は、海洋深層水温度差発電事業を将来的に

企画部長。

拡大するに当たり、昨年10月から数回にわたって電

下地明和君登壇〕
沖縄振興予算についての

力買い取りや発電プラントの使用前自主検査等に関す

質問の中の、沖縄自動車道の料金軽減についてお答え

る規制緩和を国に提案しております。今後特区として

いたします。

検討を進めるためには、より具体的な事業計画が必要

○企画部長（下地明和君）

沖縄自動車道の通行料金につきましては、沖縄道
特別割引により、正規料金から約35％割引されてお

となることから、現在久米島町において事業計画の熟
度を高めているところであります。

り、適用期間は平成29年３月までとなっておりま

以上でございます。

す。鉄道のない本県において、沖縄自動車道は唯一の

○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

高速移動手段であり、北部地域の振興にも大きな役割

前田光幸君登壇〕
防災計画に

を果たしていることから、去る８月に国及び西日本高

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

速道路株式会社に対し、独自料金及び割引制度の継続

ついての御質問の中の、観光客・外国人等の安全確保

について要請したところであります。

についてお答えいたします。
県内で地震・津波等の災害等が発生した場合に、訪

県としましては、さらなる料金低減を含め、国等に

れた土地になじみが薄い観光客、特に外国人観光客に

対して働きかけていきたいと考えております。
次に、国家戦略特別区域についての中の、事業の進

とっては、スムーズなコミュニュケーションや対応が
容易ではないことが想定されます。県では、このよう

捗状況と成果についてお答えいたします。
これまで、沖縄県の国家戦略特区事業は、多言語観

な災害発生時に、外国人を含む観光客の安全確保等を

光案内板やイベントブース等を設置する国家戦略道路

図る観点から、沖縄県観光危機管理実行計画を策定

占用事業、通常の保育士試験に加えて地域限定保育士

し、自然災害や健康危機などの想定される危機ごとに

試験を実施する国家戦略特別区域限定保育士事業、世

初動・応急・復興の３段階に分けて、県、関係行政機

界最高水準の高度な医療に係る増床を行う国家戦略特

関、観光関連団体等がそれぞれの役割に基づき取り組

別区域高度医療提供事業が内閣総理大臣の認定を受け

むべき具体的な対応策をマニュアル化しております。

ております。

例えば、台風接近時における外国人観光客への初動段
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階の具体的な対応としては、沖縄観光コンベンション

で、溶出試験のほうで行っておりまして、判定につき

ビューローに設置している多言語コンタクトセンター

ましても金属を含む産業廃棄物に係る判定基準という

において、観光施設・商業施設関連や航空情報関連等

のがございます。その判定基準に基づいて評価をして

の情報提供を行っております。

いるということでございます。

県としましては、同実行計画に基づき、市町村及び

○議長（新里米吉君）

當間盛夫君。

この土木でやっているもので何が出

観光関連団体・事業者等と連携して、県全体で安全・

○當間

安心・快適な観光地づくりに取り組んできたいと考え

たということで出ているんですか。

ております。また、在留外国人への対応としては、沖

○議長（新里米吉君）

縄県地域防災計画に基づき、沖縄県国際交流・人材育

○環境部長（大浜浩志君）

成財団と災害時における外国人支援に関する協定を締

属に係る検定方法につきましては、カドミウムとかそ

結し、災害時外国人サポーターの養成等各種施策に取

れから鉛、ヒ素というのがございますけれども、これ

り組んでいるところです。

につきましては基準値以下ということで、試験結果と

○當間

盛夫君

環境部長。
この産業廃棄物に係る金

なっております。

以上でございます。
○議長（新里米吉君）

盛夫君

當間盛夫君。

○議長（新里米吉君）

御答弁ありがとうございました。

○當間

ちょっと順番が逆になってしまうんですが、一番最

盛夫君

當間盛夫君。

基準値以下という意味がわからな

い。何をもって基準値以下なんですか。
環境部長。

後に質問しましたアスファルト舗装版の切断に関する

○議長（新里米吉君）

ことから質問させてもらいますが、答弁のほうで環境

○環境部長（大浜浩志君）

部局の方針に基づいてということで、この産業廃棄物

属等の試験方法について分析しますと、カドミウムに

の汚泥、汚泥とその汚濁水、汚濁水は汚泥というんで

つきましては、基準値が0.3ミリグラムパーリットル

すよね、大浜部長。汚濁水は。粉体は産業廃棄物の瓦

でございますけれども、試験の結果、0.001以下とい

れき類という形になるんですが、この違いは何なので

うデータが出ております。それから、鉛につきまして

すか。

も0.3ミリグラムパーリットルのところ、0.01ミリグ

○議長（新里米吉君）

この産業廃棄物に係る金

ラムパーリットル以下というのが出ております。ヒ素

環境部長。
アスファルトを粉砕する

につきましても、0.3ミリグラムパーリットルのとこ

ときに、湿式と乾式があるということでございます。

ろ、0.01以下という形で試験結果のほうは出ており

○環境部長（大浜浩志君）

湿式につきましては、水をかけながら切断していく

ます。
當間盛夫君。

ということでございますので、そこから出てくる汚泥

○議長（新里米吉君）

物がございます。これにつきましては含水率がありま

○當間

すから、これにつきましては汚泥という判断をしま

今言われた分での鉛に関しては、基準値0.3が0.55、

す。

今0.1とか言っていたんだけれども、0.55ということ

それから、乾式の場合には、粉砕として、何といい

盛夫君

私がその分でもらっている資料は、

を言っていて、ヒ素に関しては0.22になっているん

ますか粉状な状況で出てきますので、それにつきまし

だけれども、これ何ですか。

ては、廃棄物処理法上の分類ではアスファルトの破砕

○議長（新里米吉君）

粉も含むということになりまして、瓦れき類という形

○環境部長（大浜浩志君）

で今まで扱ってきているところでございます。

に基づく排水基準でございまして、これにつきまして

○議長（新里米吉君）

環境部長。
これは、水質汚濁防止法

は、鉛につきましては0.1の基準のところが0.55とい

當間盛夫君。

水を含んだら汚濁水、水を含まなけ

うように出ております。それからヒ素につきまして

れば固体、粉じんという分け方です。これじゃ、この

も、0.1ミリグラムパーリットルのところを0.22とい

汚濁水という部分の皆さんの分析というのは、これは

う形で出ておりますけれども、この汚濁水につきまし

どういうものが入っているかという分析はされている

ては、汚濁防止法に基づくこの基準につきましては、

んですか。

特定施設に係る基準でございますので、このアスファ

○當間

盛夫君

○議長（新里米吉君）

ルトの切断機につきましては、特定施設ではございま

環境部長。
土建部のほうでこの分

せんので、この基準は当てはまらないという形で産業

類、測定していますけれども、この汚泥につきまして

廃棄物に係る金属の検定方法というもので判定をして

は、産業廃棄物に含まれる金属の検定方法ということ

いるところでございます。

○環境部長（大浜浩志君）
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○議長（新里米吉君）
○當間

盛夫君

の濁水だとかそういったことをちゃんとやりなさいよ

當間盛夫君。

じゃ皆さん、この粉体の瓦れき類と

んとやればいいんですよ。固体だろうが、そういう部

いうことで、この粉体は調べられているんですか。
○議長（新里米吉君）

分での切断に関することはしっかりと、皆さん管理し

環境部長。

○環境部長（大浜浩志君）

ということが出ているわけですから、このことをちゃ

粉体のほうも調べられて

おります。

てやってくださいよということをやればいいんです
よ。この辺はどうなんですか。

粉体のほうも、これにつきましても金属を含む産業

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

廃棄物に係る判定基準に従って判定しますと、鉛でご

午後７時18分休憩

ざいますけれども、0.3ミリグラムパーリットル以下

午後７時18分再開

のところ、検出結果は、0.01ミリグラムパーリット

○議長（新里米吉君）

ル以下、それからヒ素につきましても0.3ミリグラム

再開いたします。

環境部長。

パーリットルのところ、検出は0.01ミリグラムパー

○環境部長（大浜浩志君）

リットル以下という形での検出結果となっておりま

視活動というのを我々保健所のほうでやっております

す。

けれども、やはりマスク等々は、労働安全基準法でも

○議長（新里米吉君）

當間盛夫君。

その辺につきましての監

定められておりますので、出先の保健所のほうでは現

僕はあんまり専門じゃないから、僕

場確認等に行って、そういうのがない場合には、保健

はアスファルトがどうこうじゃなくて、この切断した

所に呼び出すなどして指導はしております。それにつ

ときにそのもので出る粉じんだとか粉体なんですよ

きましても24回ほど指導しておりますけれども、そ

ね。これが水を含んだら皆さんの処理方法は濁水に

の都度、我々のほうとしては周知しているつもりでは

なったらこれは汚泥ということで、管理型処分ですよ

ありますけれども、現場のほうではこういう苦情が

と。乾燥しているその粉体はこれは瓦れき類ですか

あったということであれば、逐次出向いて指導する、

ら、安定型でいいですよと。これは削っているわけだ

また保健所にも呼んで指導しているというところでご

から。例えば濁水でもじゃこの濁水であったものを乾

ざいますので、今後とも適正な工事作業等について監

燥したら瓦れきになるんですかという、逆。粉体は

視指導等で指導してまいりたいというふうに考えてお

じゃ水を含んだら濁水になるんですかということなん

ります。

で、これはどのようにして説明しますか。

○議長（新里米吉君）

○當間

盛夫君

○議長（新里米吉君）

環境部長。

○環境部長（大浜浩志君）

○當間

汚泥につきましても、脱

盛夫君

當間盛夫君。

しっかりと対応してください。よろ

しくお願いします。

水とか乾燥とかをして処分することになりますけれど

次に、防災計画についてなんですが、公室長、沖縄

も、このものにつきましては、リサイクルをするとい

県のこの防災計画、全体的な予算というのはなかなか

う観点から、漁場の環境基準等々を満たされれば、リ

難しいと思うんですが、これは多岐の部署にわたって

サイクルの基準を満たせれば、リサイクルできるとい

いるはずでしょうから、先ほども電線地中化に関して

う形になりますので、汚泥になっても乾燥してリサイ

は土木だとかもろもろあるんですが、皆さんが防災計

クル基準を満たせればリサイクルできると。どうして

画にやっている減災目標だとか、いろんなものを含め

も乾燥できないという場合には管理型の処分場という

ての分での予算的な規模というのはどういうふうに

形になっていきます。

なっているんですか。

○議長（新里米吉君）
○當間

盛夫君

當間盛夫君。

○議長（新里米吉君）

ここは部長、今豊洲もいろんな問題

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

議員御指摘のよう

出ていますよね、ヒ素だとか鉛だとかそういったもの

に、他の部局にいろいろまたがっていますが、幸いな

がある。道路を切断しているときに、例えば天気がい

ことにといいましょうか、沖縄21世紀ビジョン実施

いときなんて、粉じんまき散らしてこういう鉛だとか

計画の中で、施策展開として災害に強い県土づくりと

ヒ素、低いと言うんだけど、僕は、この工事をやって

防災対策の強化という項目でまとめていただいていま

いる皆さんのそのものがこれからどうなるのかという

す。それの平成26年度の決算額でお答えさせていた

ところもあるだろうし、そこを切断して、そこを歩行

だきます。

者が通って、その対策を何もしていないというもので

総額約610億7000万円となってございます。

はやっぱりだめですから。皆さんわざわざ、この分で

当該施策展開は、３つの施策に分かれております。
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消防防災体制及び危機管理体制の強化、輸送手段及び

て、ちょっと検討してみたいと思います。

避難地等の確保、それから生活基盤等の防災・減災対

○議長（新里米吉君）

策、そういった３つのものに分かれていますが、各項

○當間

目ごとに申し上げますと、まず、消防防災体制及び危

ているわけですよ。県民という部分と自治会、自主防

機管理体制の強化としましては、沖縄県総合行政情報

災組織という中と、３点目に事業者ということで出て

通信ネットワーク高度化事業等で約29億5600万円、

いるわけですから、やはり働いている皆さんがそうい

輸送手段及び避難地等の確保として、避難地としての

う形で災害、そういう防災の観点をどう持つかという

都市公園整備ですとか、今ありました無電柱推進事業

ことは、日ごろの分で大変大事だと思いますので、こ

等これで約68億4800万円、それから生活基盤等の防

の辺は近々にいろいろと対策をぜひとられてくださ

災・減災対策として、公立小中学校施設整備事業や公

い。

営住宅整備事業、治水事業、土砂災害・高潮対策等で

盛夫君

県民の責務ということで皆さん、出

沖縄県の特殊性、どういうふうに皆さん挙げられて

約517億6500万円、合計610億7000万円となってご

いるんですか。

ざいます。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

當間盛夫君。

當間盛夫君。

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

沖縄県の特殊性とい

この防災の減災目標を見ても、皆さ

いますか、本土との差だと思いますが、本土はやはり

んが指摘する分でどうしても気になるのが、自主防

消防団というような形で歴史的にそういった中山間地

災組織の組織率なんです。皆さん、目標は23年度に

域で、消防団がその地域の防災を担ってきたという経

やって10年後には76％までもっていきたいというの

緯等があります。

○當間

盛夫君

があるんですが、現実は27年度で23％でしかないと

沖縄県はどちらかというと、それよりも台風等は割

いうところがありますので、それからしたら我々なか

と頻繁に発生するんですけれども、そういった意識と

なか本土との、消防団とか防災の部分がやっぱり違う

いうのがなかなか根づいていなかったのかなというの

んで、本土の皆さんの組織のものが。かといって、

が、私自身の今の時点での感想でございます。

じゃ違うから我々はそのことを何もしないでもいいと

離島県でもありますけれども、やはり消防団といい

いうことではないはずでしょうから、県民及び各地域

ますか、防災組織を自分たちで築いていくんだという

の自治体、自主防災だとかいろんな中で皆さんこの

ような意識改革からまずは取り組まないといけないの

ことをやっているんですが、もっと、皆さん企業に

かなというふうに思っております。

もやっていますよね、今。企業にもそういうことを

○議長（新里米吉君）

ちょっとお願いをしたいということでいろんな形があ

○當間

るんですが、そういうただ地域ということではなく

験をしている、そういう準備もしている。しかし、な

て、各種団体だとか、企業だとか、そういった部分に

かなか地震ということに関してのものがどうも意識的

関するところへの対応はどういうふうになっているん

にない。しかし、沖縄県の一番の問題というのは、地

ですか。

震よりもその地震で発生した津波だというふうに言わ

○議長（新里米吉君）

盛夫君

當間盛夫君。

沖縄県はまず、台風は我々は常に経

れていますので、その津波が来た際には、その沖縄県

知事公室長。
まず、私もこの４月

のほとんどは、沿岸地域に人口が密集しているという

から公室の仕事させていただいて、自主防災比率、重

ところもあります。そして、今沖縄県はこの離島だ

要性等はわかるわけですが、歴史的な経緯等もあって

と、離島県だというものからすると、他府県から例え

大変極めて低いということで驚いたわけでございま

ばそういう分での援助、いろんな形で救援が来るとき

す。そういった中において、そういった任意団体等か

には、我々、津波を想定したときには、那覇でも海抜

らいろいろまた意見交換等もさせていただいておりま

が、那覇空港でも海抜は２メートル、３メートルでし

す。県のＰＤＣＡでもしっかりとこの地域防災リー

かない。今嘉手納空港だとかいろんな形であるんです

ダー等の育成研修というようなものも挙げてございま

けれども、嘉手納にしても10メートルそこそこでし

すので、そういった観点も私自身しっかり見ながら目

かないということになってくると、やはり大規模な津

標に上がるようにしたいと思います。

波が来たときにはこの空港が使えないというような状

○知事公室長（謝花喜一郎君）

御指摘のほうの企業等の話については、まだそこま

況が発生する可能性がある。そのときにはどういうふ

で我々議論がなされてないというのが実態ですので、

うな対応をとろうということを皆さん想定しているん

その辺のところについても今回の御提言を受けまし

ですか。
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○議長（新里米吉君）

間の飛行場がある。あそこも何万回と、その住宅街―

知事公室長。
津波などの災害発生

―私も伊丹に住んでいましたので、あそこのほうが

時における米軍基地内への避難というようなことがご

もっと大変、危険な飛行場になるんじゃないかなと思

ざいまして、平成19年４月27日に都道府県または市

う。その中で、普天間がこういうような形になって、

町村の当局による災害準備及び災害対策のための在日

今度普天間の改修費用、幾らかけて改修しようという

米軍施設及び区域の限定された立ち入りについてとい

ことか御存じですか。

う日米合意がございます。その合意に基づいて、県内

○議長（新里米吉君）

○知事公室長（謝花喜一郎君）

休憩いたします。

では平成23年度から宜野湾市、そして北谷町におい

午後７時29分休憩

て米軍側と協議を進めて、平成24年11月５日に、現

午後７時29分再開

地実施協定が締結されて普天間飛行場、キャンプ瑞慶

○議長（新里米吉君）
當間盛夫君。

覽の一部への立ち入りが可能となっているということ
でございます。

再開いたします。

○當間

盛夫君

マスコミに出ている数字からする

浦添市についても26年にキャンプ・キンザーへの

と約150億かけてやると。我々、普天間を閉鎖状態に

立ち入りが可能となっているということで、北谷町も

してくれということがあるけれども、150億かけて、

26年４月３日に嘉手納飛行場への立ち入りが可能と

2000回だとかそういったところに150億かけるとい

なったということがございます。

うことになってくると、もう知事、僕はこれ辺野古を

こういった形で、低位置のところにある県民、住民

つくる必要も何にもないじゃないかなと。普天間の

が、高台等にある米軍施設内への立ち入りが可能にな

2000回のそのことをやるためにあれだけ5000億だと

るような仕組みも現在取り組んでいるところでござい

か6000億かけて辺野古につくろうとするということ

ます。

であれば、もう辺野古の今の状態をその分では、馬毛

○議長（新里米吉君）

島だとかに訓練をもっと移して、普天間の状態という

當間盛夫君。

僕は基地内に云々というよりも、他

のをもっと極力そのことをなしにすれば、僕は辺野古

府県からそういう援助だとかなったときには那覇空港

というのは、決して海上を今のＶ字や埋め立てしてま

も使えませんよと、嘉手納も使えませんよといった状

でつくる必要は全くなくて、この陸上だけでもう可

況のときに、皆さんどう対応するのかということを

能。シュワブ含めて、ハンセン含めての陸上だけで可

しっかりとこれはもっと検討してもらいたいと思いま

能というような私は数字が出てくるんじゃないかと。

す。

先ほどもグアムは整備を始めてきています。テニアン

○當間

盛夫君

基地問題の中で、私、この普天間飛行場の今どうい

も整備を始めてきている。もう沖縄のそういう海兵隊

うような形になっているかということで、離発着のこ

は、いろんな北朝鮮のミサイルを含めてグアムに整備

とのお話をさせてもらいました。

してきているんですよ、米軍は。それを考えてくる

ＭＶで2300回とかという、２万回の話じゃなく

かけて辺野古をつくらないといけないのか。何でこん

て、これちょっと確認させてください。
○議長（新里米吉君）

な県議会でこのことで、みんなが辺野古だ、那覇、何

知事公室長。

○知事公室長（謝花喜一郎君）

27年４月から28年

３月まで、2363回という報告を受けてございます。
○議長（新里米吉君）

と、何で我々は自分たちの税金で5000億も6000億も

で那覇と辺野古の違いがどうなんだというそういう議
論じゃないと思うんですね。ちょっとその辺も、現状
我々、これ今沖縄に置かれている米軍基地が本当に今

當間盛夫君。

那覇が15万回、15万回、これはも

どういうような形で流れているのか、普天間がどうあ

う民間含めて今スクランブルも激しいですから、那覇

るのか、周辺がどうあるのかということも含めて、私

が15万回という形になってくると、この普天間基地

はやっぱり普天間を議論し、そして辺野古移設に関し

で、ＭＶ、このオスプレイで2300ということになっ

て本当にこれでいいのかということをもう一度皆さん

てくると、これが本当に世界一危険な飛行場と、空港

がそういう数字をもって検証する必要があると思うん

に当たるのかなと、辺野古をつくりたいがために、普

ですけれども、どうですか。

天間は世界一危険ですよということを、そのことをや

○議長（新里米吉君）

はり日本政府はそれを言いたいはずですよ。普天間が

○知事公室長（謝花喜一郎君）

○當間

盛夫君

知事公室長。
お答えいたします。

危険だと、これは確かにそうかもしれない。だったら

我々も全く同様なことを考えていまして、先ほども

伊丹空港もっと大変ですよ、伊丹空港は。あそこも民

答弁させていただきましたが、今現在、オスプレイ以
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外の航空機についての離着陸回数がなかなか回答いた

は発電プラントの温度差発電、使用前の自主検査など

だけてないというのが実情です。これについてはしっ

そういったものの緩和ということで今特区の申請に向

かり離着陸回数の調査を求めて、そういったことも踏

けていろいろ作業しているところですが、その実現が

まえて、我々は今議員から御指摘の本当に普天間飛行

どういう形でできるのか、あるいは今議員からあるよ

場が必要なのかと、機能しているのかという観点から

うに、日量10万トンが使えた場合に機能としてどれ

も議論していく必要があるのではないかというふうに

ぐらいの発電量を賄える、そういうプラントがつくれ

考えているところです。

るのかを含めて、また技術的にも確立されていない部

○議長（新里米吉君）

分もたくさんあるかと思いますので、そこら辺含めて

それでは、次に移らせていただきま

盛夫君

○當間

當間盛夫君。

す。

久米島町とどういう形の特区ができるのかということ
は協議していきたいと思っています。

私は、離島振興の中でもあるんですが、今度国家戦

○議長（新里米吉君）

當間盛夫君。

略の中でちょっと質問をさせてもらっているんです

○當間

が、久米島の海洋温度差発電、糸洲議員からもありま

興策も折り返しになりました。この振興策の中で一番

したが、これは今１万、１万3000トンかな、１万ト

大事なものは、私は人材育成だというふうに思ってい

ン取水しているんですね。これ10万トンにしていき

ますが、安慶田副知事、私は県内で総合大学をつくる

たいということをやっているんですけれども、この

ということは大変大事な部分があるというふうに思っ

10万トンにしたときの予算というのはどうなるんで

ています。県内には、今看護大学と芸大があるという

すか。

こと、このことも含めて私は高等専門学校がいろんな

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

盛夫君

最後になりますけれども、今度の振

意味で予算削減されている。こういう理工系も含めな

午後７時32分休憩

がらの沖縄にやはり総合大学をつくるということが必

午後７時33分再開

要だということであります。これ協議会を持ったほう

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

がいいと思うんですけれども、どうでしょうか。

農林水産部長。

○議長（新里米吉君）

○農林水産部長（島尻勝広君）

お答えします。

午後７時36分休憩

久米島町海洋深層水複合利用基本調査報告書により
ますと、こちらのほうの試算ですけれども、日量10
万トンをやった場合には、これは概数ですけれども約
100億規模だというふうに聞いております。
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

午後７時36分再開
○議長（新里米吉君）

再開いたします。

安慶田副知事。
當間議員にお答えいたし

○副知事（安慶田光男君）

當間盛夫君。

ます。

この10万トンをとってやっと発電

今當間議員から総合大学をつくったほうがいいん

というんですか、この発電でのものが商業化というん

じゃないかという話は、時折、折に触れて私のほうも

ですか、いろんな形ができている。これは佐賀大学含

伺っておりますけれども、関係部署と今の意見を調整

めて今度は神戸製鋼も一緒になってその商業化にどう

しまして、どういう形でできるか研究していきたいと

もっていけるかということもやっていくということか

そう思っております。

○當間

盛夫君

らして、今度とった水も今までは放水していたものを
それも深層水でやろうということをやっているわけで
すから、私はこれは100億かかる事業を県がやるより
は、やはり国の事業として、日本の事業としてそのこ

以上です。
○當間

よろしくお願いします。

ありがとうございます。
○議長（新里米吉君）

とができるようなことをやっぱりやるべきだと。です
からこの分での国家戦略の中でのエネルギー特区とい

盛夫君

〔上原
○上原

章君

上原

章君。

章君登壇〕
こんばんは。

うことで久米島をモデルケースでやっていくというよ

大分お疲れの状況だと思うんですが、最後の一般質

うなことになろうかと思うんですけれども、これは企

問ですので、しばらくおつき合いよろしくお願いしま

画部長だと思うんですけれどもどうでしょうか。

す。

○議長（新里米吉君）

企画部長。

○企画部長（下地明和君）

公明党会派の上原章でございます。

お答えいたします。

初めに、雇用・労働政策についてお尋ねします。

現在、久米島町は、電力の買い取りだとか、あるい

県内の最低賃金を決める2016年度の沖縄地方最低
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賃金審査会は、現行の693円より21円増の714円とす

ウ、現物給付の取り組みはどうなっているか。国は

る決定を沖縄労働局に答申し、あすの10月１日がそ

国保の減額措置について見直しを検討しているが見通

の発効日となります。県内最低賃金としては、初めて

し及び県の対応を伺います。
(2)、保育士ベースアップ支援事業の取り組みはど

700円台を突破し、1992年度以来の大幅増となって

うなっているか。今年度の新規事業であり、保育士の

います。
この最低賃金は、正社員だけではなく、パートやア

確保・離職防止につながるものと考えます。

ルバイト、派遣社員など全ての労働者に適用される賃

(3)、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社

金の最低額で、労働者のセーフティーネットとなり、

会づくり条例が施行されて３年目となり、施行後の課

これを下回ると企業は罰せられます。最低賃金の動向

題を検証する場の設置や調整委員会の開催等、関係団

は、非正規で働く人への影響が大きく、非正規労働者

体から強い要望があります。取り組みを伺います。
(4)、障害者への差別事例に対する相談窓口の強化

は、今や労働者全体の４割を占め、その実態も学生や
主婦らが家計の補助で働く事例に加え、家計を支える

が必要と考えるが、取り組みと効果を伺います。
(5)、特定疾患（難病）医療受給者証の更新に伴う

世帯主自身が非正規労働者だというケースもふえてい
ると言われています。厳しい状況に置かれた労働者の

経済的及び身体的負担について。

生活の底上げのためにも、着実な実施が求められま

ア、年１回の更新を２年か３年ごとにできないか。

す。一方、最低賃金引き上げは、体力の弱い中小零細

イ、病院の診断書や市町村発行の各種証明書の費用

企業には、人件費の負担増となり、経営を圧迫しかね

について地域によって差があり、全額免除にできない

ない、引き上げに対応したことで雇いどめや倒産につ

か。

ながっては元も子もありません。政府は、経済対策で

ウ、更新申請のため病院、役所、保健所を回らなけ

最低賃金引き上げに向けた中小企業への支援措置の推

ればならず、患者の皆さんにとって大変な負担であ

進、拡充を盛り込みました。また、最低賃金改定につ

り、少しでも軽減できないか伺います。

いて、官公庁から業務を受注する中小零細企業が再契

(6)、がん患者の支援として医療用ウイッグの購入

約もなく、最低賃金引き上げ後に負担を負うことに懸

補助が全国で広がっているが、本県も検討できないか

念の声が寄せられています。

伺います。
(7)、福島からの原発避難者に対する家賃全額補助

そこで質問します。
(1)、10月１日から県内の最低賃金が21円引き上げ

が来年３月で終了するとのこと。関係団体から新たな

られることに伴い、関係団体から県に対しさまざまな

補助制度創設などの要望が県に求められています。対

要望があるが、その内容と対策を伺います。

応を伺います。大震災から５年経過し、いまだ心身と

(2)、県から業務委託を受けている中小零細企業に

もに傷が癒えておらず、将来への展望も不透明であ

対し、最低賃金引き上げに伴う年度途中の契約変更は

り、不安な日々を暮らしています。避難者の皆さんが

必要と考えるがどうか。最低賃金の引き上げに向けた

安心して暮らせる環境を継続し、段階的に自立ができ

環境整備は行政の責務であり、県は積極的に取り組む

るよう支援が必要と思います。
次に、教育、文化、スポ－ツ行政についてお尋ねし

必要があると思います。
(3)、最低賃金引き上げに向けた中小企業・小規模

ます。
県は、英語立県沖縄を提唱し、振興・発展に貢献す

事業者への支援事業、助成金等は重要と考えるがどう

る志を持った人材、英語力及び国際性を身につけたグ

か。
(4)、県内の非正規雇用者の割合は年々悪化してい

ローバルに活躍できる人材の育成に取り組み、沖縄
21世紀ビジョンの具体化を図る事業を推進しており

ます。課題と対策を伺います。
(5)、若者の県外就職活動の旅費支援が最大５万円

ます。

から旅費の５割（上限５万円）に変更され、利用者か

そこで質問します。

ら後退しているとの声があります。対応を伺います。

(1)、国は小学校英語の教科化を進めているが、内
容と県の対応を伺います。

福祉行政についてお尋ねします。

(2)、県は沖縄21世紀ビジョンの中で、国際社会・

(1)、こども医療費助成制度について。
ア、通院対象の年齢引き上げはどうなっているか。

情報社会に対応した教育の推進を掲げ、英語教育の充

イ、窓口負担をなくす貸付制度について、県内の市

実を図るとしています。本県の英語教育の取り組み、

町村が導入を検討しているが、県の対応を伺います。

効果を伺います。
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(3)、県立郷土劇場が閉館して７年が経過し、県は

小零細企業支援に取り組むこと、県民及び企業への周

新たな文化発信の交流拠点を整備するとしているが、

知・徹底等を図ることとなっております。県の業務委

取り組みはどうなっているか。新県立郷土劇場の建設

託について確認したところ、最低賃金の引き上げに十

を検討できないか伺います。

分対応し得る労務単価を使用しているところでありま

(4)、サッカーＪ１の公式試合ができるスタジアム

基づく総合的な支援等を行っていくこととしておりま

整備計画について。
ア、県は基本計画をつくる業務の公募を開始したと
イ、那覇市との連携はどうなっているのか、共同作

に対応してまいります。

ウ、総事業費218億円の内容及び財源の確保は。

同じく中小企業・小規模事業者支援についてにお答

エ、陸上競技場についてはどう考えているのか。
以上、質問を終わりますが、答弁によりましては、

えします。
国においては、賃上げの取り組みを後押しする施策

再質問をさせていただきます。

として、小規模事業者持続化補助金や業務改善助成金

翁長知事。

の補助金額等の拡充を行うこととしております。沖縄

翁長雄志君登壇〕

○知事（翁長雄志君）

団体と連携して周知を図ることとしております。
県としましては、要請の趣旨に沿って、今後も適切

業ではないのか。

〔知事

す。企業及び県民への周知につきましては、県のホー
ムページを初めとする広報媒体を活用するほか、関係

あるが、内容を伺います。

○議長（新里米吉君）

す。中小企業等に対しましては、中小企業支援計画に

上原章議員の御質問にお答え

県においては、同補助金等の活用に当たり、商工会等
と連携し、相談窓口の設置や申請に必要な経営計画の

をいたします。
福祉行政についてに関する御質問の中の、障害のあ

作成に関する指導助言等を行っております。また、こ

る人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例施行

れまで商品開発支援や経営指導員による巡回指導等に

後の課題等についてお答えをいたします。

努め、中小企業・小規模事業者の経営基盤の強化等を

平成26年４月に施行された沖縄県障害のある人も

図っております。

ない人も共に暮らしやすい社会づくり条例には、条例

経営者側からは、最低賃金の引き上げは厳しいとの

施行後３年をめどとして、検討を加え必要な措置を講

声もあることから、沖縄県としましては、引き続き関

ずる旨規定されていることから、施行後の課題を検証

係機関と緊密に連携し、中小企業・小規模事業者の成

する場の設置を検討してまいりたいと考えておりま

長発展に向け、総合的な支援に取り組んでまいりま

す。また、差別の解消が困難で、相談者から助言・

す。

あっせんの求めがあった場合は、適切に調整委員会を

同じく非正規雇用の課題と対策についてにお答えし
ます。

開催し、差別の解消に向け取り組んでまいります。
沖縄県としましては、今後とも、障害のある人もな

非正規雇用につきましては、雇用が不安定であるこ

い人もともに暮らしやすい共生社会の実現に努めてま

とに加え、一般に賃金が低く、能力開発機会が少ない

いります。

等の課題があり、雇用の安定と所得の向上、キャリア

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

識しております。そのため、県では、沖縄労働局と連

させていただきます。
○議長（新里米吉君）
〔商工労働部長

形成等のためにも、非正規雇用対策が重要であると認

商工労働部長。

携して、経済団体等８団体に対し、働き方改革の推進

屋比久盛敏君登壇〕

に関する要請を行うとともに、正規雇用化企業応援事

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

それでは、雇用・

労働政策についての、最低賃金の引き上げに関する要
望及び県の取り組みについてにお答えいたします。１
の(1)と１の(2)は関連しますので一括してお答えしま

業等を実施しているところです。
県としましては、引き続き労働局等関係機関と連携
して、正規雇用化の促進に取り組んでまいります。
同じく県外就職の旅費支援の変更についてにお答え
します。

す。
去る９月15日に日本労働組合総連合会沖縄県連合

沖縄県では、これまで雇用の場が少なく、有効求人

会より、最低賃金引き上げに関する要請がありまし

倍率も低い状況にあったことから、雇用の場を確保す

た。要請内容は、県の業務委託において、最低賃金改

るため、県外就職を積極的に支援してまいりました。

定に伴う契約変更の措置を講じること、最低賃金引き

しかしながら、ことしの７月には有効求人倍率も１倍

上げ額を自動的に反映する仕組みを導入すること、中

を超えるなど雇用情勢が改善し、県内一部の業界にお
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いては人手不足が顕著となっている状況から、今後は

明書の費用につきましては、他の疾病における助成制

県内企業への就職を支援する必要があると考えており

度との公平性や各団体の判断による料金設定が行われ

ます。一方で、県外に活躍の場を求め、県外就職を希

ていることを鑑みた場合、県が、その費用の全部また

望する学生もあることから、旅費支援を継続すること

は一部について、市町村に免除を求めることは困難で

としておりますが、旅費支援の仕組みについては県内

あると考えております。
次に、更新申請の際の負担軽減についてお答えしま

の人手不足の状況を踏まえ見直したところです。
県としましては、引き続き国や教育機関等と連携し

す。
指定難病の更新申請につきましては、法律に基づき

て、若年者の雇用状況の改善に努めてまいります。

必要書類を提出していただいておりますが、症状の重

以上です。
保健医療部長。

い難病患者にとりましては、複数の関係先に出向くこ

砂川

とが負担となっていることについては認識しておりま

○議長（新里米吉君）
〔保健医療部長

靖君登壇〕
それでは、福祉行政

す。更新申請の際の負担につきましては、平成29年

についての御質問の中の、こども医療費助成制度の通

７月から開始予定の番号法に基づく個人番号制度を利

院対象年齢拡大及び現物給付の取り組みについての御

用することで、軽減が図られるものと考えておりま

質問にお答えします。２の(1)のアと２の(1)のウは関

す。

○保健医療部長（砂川

靖君）

次に、がん患者に対する医療用ウイッグの補助につ

連しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
国は、国保の減額調整について見直しを含めて検討

いてお答えします。
がん治療のための抗がん剤使用に伴う副作用や、手

しており、年末までに結論を得るとしております。
県としましては、国が国保の減額調整を廃止した場

術による外見の変化に悩んでいる患者さんの社会参加

合には、市町村及び小児救急医療機関の意向を確認し

を促進し、療養生活の質の向上を図るための支援をす

ながら、平成30年度に導入できるよう調整を進めて

ることは、重要な課題であると考えております。こう

いきたいと考えております。通院の対象年齢の拡大に

した外見変化の悩みについては、がん診療連携拠点病

つきましては、現物給付を導入した場合の事業費の動

院等に設置されている相談支援センターにおいて、療

向を把握した上で、実施主体である市町村の意向を踏

養生活全般にわたる相談の一つとして相談できる体制

まえながら、持続可能でよりよい制度となるよう検討

が整えられております。現在、医療用ウイッグの購入

していきたいと考えております。

補助を実施している都道府県は、山形県と鳥取県の２

次に、貸付制度に関する県の対応についてお答えし

県となっております。
県としましては、その他の自治体の動向も見なが

ます。
貸付制度につきましては、平成28年10月から９市
町、11月から３市町村で予定しており、その後、順

ら、対応を検討していく必要があると考えておりま
す。
以上でございます。

次開始する見込みとなっております。
県としましては、市町村担当者に対して説明会等を

○議長（新里米吉君）

〔子ども生活福祉部長

行い、貸付制度が円滑に導入できるよう支援していき
たいと考えております。

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）

次に、特定疾患の受給者証の更新についての御質問

福祉行政につ

いての御質問の中の、保育士ベースアップ支援事業の
進捗状況についてお答えします。

にお答えします。
受給者証の有効期間は、難病の患者に対する医療等

保育士ベースアップ支援事業につきましては、10

に関する法律施行規則第31条の規定により１年以内

月中の事業開始に向けて、現在、補助金交付要綱等の

となっており、継続して認定を受けるためには、医師

策定作業を進めているところであります。
次に、障害者への差別事例に対する相談窓口の取り

の診断書等を添付し、各保健所へ更新手続の申請を行
う必要があります。受給者証の更新は、法令に基づい

組みについてお答えします。
県では、差別事例に対応する市町村相談員の資質向

た全国一律の制度となっており、その変更は困難であ

上を図るため、県に配置した広域相談専門員による研

ると考えております。
次に、各種証明書費用の全額免除についてお答えし

修を実施し、差別事例解消の情報共有や市町村との
連携強化を図っております。平成27年度の相談件数

ます。
病院が発行する診断書及び市町村が交付する各種証

は、県が87件、市町村が119件、計206件となってお
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り、最も多いのが福祉サービス分野で、事業所の支援

象とした英語能力判定テストや英語授業マイスター教

員の言動に関する苦情や障害福祉サービスの内容及び

員の発掘等を実施しております。その効果として、中

量への不満などとなっております。相談員の対応とし

高生の英検取得者数を平成24年度と平成27年度で比

ましては、相談者に同行して話し合いの場を設けるほ

較しますと、中学生の３級以上取得者が541名増、高

か、適切な窓口の紹介等を行っております。相談体制

校生の準２級以上取得者が372名増となっており、生

は、平成28年３月末時点において、全市町村に126

徒の英語力は年々向上しております。

人の相談員が配置されております。また、県には市町

県教育委員会としましては、今後とも沖縄21世紀

村からの困難事例に対する相談・助言を行う広域相談

ビジョンでうたわれているグローバルな教育先進地域

専門員を３人配置しております。

づくり及び国際性と個性を涵養する教育システムの充

次に、福島県からの避難者に対する家賃補助につい

実を図ってまいります。
以上でございます。

てお答えします。
本県においては、東日本大震災による福島県からの

○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

避難者に対して、応急仮設住宅の供与を行っておりま

前田光幸君登壇〕

す。福島県は、避難指示区域外からの避難者につい

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

教育、文

て、平成29年３月末をもって住宅支援を終了し、新

化、スポーツ行政についての御質問の中の、新県立郷

たな家賃補助制度を措置していくとしております。

土劇場の建設の検討についてお答えいたします。

県としましては、今後とも福島県の方針に基づき、

沖縄県では、平成21年３月に閉館した県立郷土劇

避難者が同県の新たな補助制度を切れ目なく受けられ

場にかわる施設のあり方について検討を行い、国立劇

るよう戸別訪問の実施等協力するとともに、福祉制度

場おきなわを中心とするエリアに、文化発信交流拠点

等適切な支援が受けられるよう努めてまいります。

を整備する基本計画を策定いたしました。整備場所に

以上でございます。

つきましては、浦添市等の関係機関と調整を行ってお

〔教育長

りますが、施設整備を検討している組踊公園は、同市

教育長。

○議長（新里米吉君）

の都市計画で定められた都市緑地であることから、都

平敷昭人君登壇〕

○教育長（平敷昭人君）

教育、文化、スポーツ行政

についての御質問の中で、小学校英語の教科化につい

市計画の変更、あるいは変更を伴わない施設整備につ
いての条件整理や調整に時間を要しております。
県としましては、引き続き関係機関と調整を行い、

てお答えいたします。
小学校における外国語教育については、外国語で多
様な人々とコミュニケーションを図ることができる基
礎的な力を育成することが重要だと考えております。

早期に整備場所を決定したいと考えております。
次に、基本計画作成業務の公募内容についてお答え
いたします。

現在、小学校の高学年では、聞くこと、話すことを中

県では、Ｊ１規格サッカー場の整備に向けて、基本

心とした外国語活動を実施しておりますが、次期学習

計画の策定に係る業務委託の公募を行ったところであ

指導要領においては、読むこと、書くことも含め、全

ります。業務委託の内容としては、施設の内容や規

ての領域をバランスよく育む教科型の外国語教育を高

模、配置等の建築施設に関する検討、造成計画、ゾー

学年から導入することとなっております。そのため、

ニング計画等の建設地・敷地に関する計画、概算事業

さらなる教員の指導力の向上に向けた取り組みが課題

費の算出、施設の利用促進等の管理運営及び収支に関

と考えております。

する計画、経済効果の検討などとなっております。今

県教育委員会としましては、市町村教育委員会との

後、10月初旬に受託事業者と委託契約を締結し、来

連携を図りながら、教材提供、ＡＬＴや外部人材の活

年の２月中旬までに基本計画を策定することとしてお

用支援、外国語活動に関する研修機会の充実など、平

ります。

成32年度から円滑に実施できるよう計画的に準備を

次に、那覇市との連携についてお答えいたします。

進めていきたいと考えております。

Ｊ１規格サッカー場の整備については、県と那覇市

次に、英語教育の取り組み等についての御質問にお

の構想が重なることから、相互に連携して取り組むこ
ととし、それぞれの役割等について調整を行ってきた

答えいたします。
県教育委員会では、小・中・高等学校における英語

ところであります。県としては、Ｊ１規格サッカー場

教育のさらなる推進を図るため、英語立県沖縄推進戦

の整備が県全体のサッカー振興やスポーツコンベン

略事業を平成24年度に立ち上げており、中高生を対

ションの振興等に資することなどから、県が主体と
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なって整備することとしたところであります。那覇市

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

とは、今後とも連携して取り組んでいく必要があるこ

午後８時７分休憩

とから、財政負担等の役割分担などについて、引き続

午後８時７分再開

き協議していきたいと考えております。

○議長（新里米吉君）
商工労働部長。

次に、総事業費218億円の内容と財源の確保につい
てお答えいたします。

再開いたします。
想定するというよ

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

先日公表したＪ１規格サッカー場の整備に係る総事

りも、我々が設定して算定する、積算する場合におい

業費約218億円については、類似施設等を参考に行っ

ての単価が、その最低賃金よりはかなり高い賃金、単

た粗い試算に基づくものであり、具体的な事業費に

価だということでございます。

ついては、今後策定する基本計画において積算するこ

○議長（新里米吉君）

ととしております。整備に要する事業費の財源として

○上原

は、沖縄振興特別推進交付金のほか、那覇市からの負

を引き上げています。これはこの国の指導でです。そ

担金や県債等を想定しておりますが、今後とも財源の

れから14年にも引き上げています。15年にも引き上

確保について関係機関と協議していきたいと考えてお

げています。これは、本来人手不足、人件費の高騰と

ります。

か、資材高騰、そういったいろんな理由でこの公共の

次に、陸上競技場に関する県の考え方についてお答

上原

章君。

例えば建設業、2013年に労務単価

章君

労務単価を企業、特に中小零細企業の負担が本当に入
札より、実際より利益が出ないというようなそういっ

えいたします。
県においては、奥武山陸上競技場の敷地に整備する

たところを見据えてやってきているんです。ですか

Ｊ１規格のサッカースタジアムについては、サッカー

ら、今回、最低賃金が引き上がったというのは、私は

専用とすることとしております。那覇市からは、陸上

別物だと思うんですがいかがですか。

競技の練習場所等について、近隣市町村との広域的な

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

連携により確保することを検討すると聞いておりま

午後８時８分休憩

す。

午後８時９分再開

以上でございます。
○議長（新里米吉君）
○上原

章君

○議長（新里米吉君）
上原

再開いたします。

土木建築部長。

章君。

御答弁ありがとうございました。

○土木建築部長（宮城

公共事業の労務単価

理君）

幾つかの再質問をさせていただきたいと思います。

等については、毎年10月に調査を行っております。

まず商工労働部長、最低賃金のこの労務契約単価、

その中で、例年４月に通常引き上げをやって、１年間

県は、この年度途中の契約変更は考えてないと。もと

その価格を適用するということになるんですけれど

もと高目に設定しているという話でした。この高目に

も、ここ数年、前倒しで２月に単価を引き上げるとい

設定しているというのは、もともと最低賃金が引き上

う措置はとっております。ただ、これが最低賃金と直

がるのを想定して高目にした、それが理由ですか。

接関係しているということではなくて、実勢価格を調

○議長（新里米吉君）

査した上で反映させているということでございます。

商工労働部長。

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

最低賃金は毎年上

○議長（新里米吉君）

上原

章君。

知事、この請負業者、県の事業を受

がっておりますけれども、今回は幅が大きかったわけ

○上原

です。各部局に問い合わせいたしまして、土木の契約

けている関係者からは、契約が毎年２月か３月に入札

とか管財課の契約とか、そこら辺の単価を調べても

して、４月から業務を請け負っていますと。10月の

らったところ、その最低賃金よりは上の、通常の契約

大幅な最低賃金引き上げについては、契約時に想定さ

の単価がございますので、それ以上で契約されている

れてなく、体力の少ない中小零細企業としては非常に

ということを確認しまして、そういう答弁になりまし

負担が大きいと。例えば、県のメンテナンス業界から

た。

も、もう本当にこれを法定どおり最低賃金を守るには

○議長（新里米吉君）

上原

章君

大変な負担があるんだと。ぜひ県には、その分の考慮

章君。

私が聞いているのは、先ほど皆さん

をしていただきたいと陳情が出ているわけです。知事

は高目にしていますと。その理由は、最低賃金が引き

は、普段行政は県民、市民の最大のサービス産業だと

上がるのを見据えて高目にしているのかと聞いている

おっしゃっています。最低賃金引き上げの取り組みと

んです。

いうのは、県がしっかり私は旗を振っていかないとい

○上原

章君
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商工労働部長。

けないのかなと思うんですが、いかがですか。
商工労働部長。

○議長（新里米吉君）

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

27年での正規雇

ビルメンテナンス

用化事業の実績としまして、沖縄県正規雇用化促進モ

に関しましても、以前ダンピング等々があったもので

デル事業におきましては、経営改善のため専門家派遣

すから、最低制限入札価格等を定めまして、それに

を103名出しております。それから正規雇用化企業応

よって最低賃金を下回らないようにということの改定

援事業ということで旅費等助成につきましては、18

は行ってございます。その中で、契約がなされており

名に対して行っております。２事業で計121人という

ますので、そこら辺は県としては守られていると思い

ことでございます。

ます。当然のことながら、そういう最低賃金を下回る

○議長（新里米吉君）

ことがあっては、法律的な話としては、我々としては

○上原

困りますので、それに対しては適切な対応をしていき

すか。

たいと考えております。

○議長（新里米吉君）

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

○議長（新里米吉君）

章君。

章君。

この２事業、業種、教えてもらえま

章君

休憩いたします。

午後８時15分休憩

いや、私はそういう話はしていない

章君

○上原

上原

上原

んです。要するに、入札したときに、これだけ大幅な
最低賃金が10月に引き上がるというのは、想定して
ないんですよね。それを今回そういう引き上げがあっ
たときに、これをこのまま、この企業に、これはビル

午後８時16分再開
○議長（新里米吉君）

再開いたします。

商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）

情報系が多いとは聞いていますけれども、手元に詳

メンテの話だけじゃなくて、この関係中小零細企業に

しい資料は持ってございません。

負わせるというのはどうなのかと聞いているんです。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

済みません。

章君。

ほとんど情報産業関係だと聞いてい

章君

○上原

上原

午後８時12分休憩

ます。私、これ非常にいい取り組みだと思うんで、

午後８時13分再開

もっともっと多くの各事業所に私は徹底して、もっと

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

予算を組んで拡充すべきだと思うんですが、いかがで

商工労働部長。

すか。

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

県の業務委託等に

○議長（新里米吉君）

商工労働部長。

関する契約に関しましての労務単価につきましては、

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

最低賃金よりはかなり高い設定がされていますので、

しても、一括交付金等を活用しまして、同様な事業を

それによりまして、そこら辺の最低賃金を下回るよう

展開しようということで今実施しているところでござ

なことはないということで契約はされているというこ

います。

とでございます。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）

上原

章君。

章君。

ほとんどはＩＴ産業なんです。県内

章君

○上原

上原

28年度におきま

それはもう十分に理解しておりま

には、本当に非正規を正規にしたいけど、なかなか研

す。承知しております。ただ、私が言うのは、最低賃

修を数カ月かけて行かせることができないと。スキル

金を引き上げて、今回そういう形になる段階で、行政

を上げることができないというところで、こういった

の入札の契約が私はその分考慮すべきじゃないかなと

県の事業が、旅費や宿泊を支援するというのはすばら

一応要望を出しておきたいと思います。

しいことだと思うんですが、もっともっとこれはいろ

○上原

章君

ちょっと時間がないので、非正規雇用化企業応援事

んな県内の、特に中小零細企業の中で告知するべき

業、非常に私これいい事業だと思っているんです。こ

じゃないですか。

の従業員の研修に係る宿泊費、旅費を助成して、非正

○議長（新里米吉君）

規から正規にしていく、これちょっと成果を教えても

午後８時17分休憩

らえませんか。
○議長（新里米吉君）

午後８時17分再開
休憩いたします。

午後８時14分休憩
午後８時14分再開
○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

再開いたします。

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

商工労働部長。
○商工労働部長（屋比久盛敏君）

情報系等について

は、この事業については知られているようですけれど
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も、ちょっと一括交付金の交付決定等もおくれてござ

○議長（新里米吉君）

保健医療部長。

いまして、告知等がおくれてございます。交付決定等

○保健医療部長（砂川

靖君）

が速やかに行われた場合につきましては、一生懸命各

すけれども、南風原町は波及増を除いた助成というの

方面に広報していきたいと考えております。

をやっているわけです。その分については、何らかの

○議長（新里米吉君）

上原

章君。

波及増の分はありま

措置を手当てする必要はあるだろうと。ただ、現物給

これはもう、本当に可能な限り、予

付していない団体との比較において、公正に取り扱う

算をつけて正規雇用に結びつけてほしいと思います。

必要があるということで、何らかの調整が必要かなと

それから、県外就職の若者の５万円。部長は、県内

いうことで、現在その調整については検討していると

○上原

章君

が人手不足になったからという理由ですけれども、私

いうことでございます。

これもおかしいと思うんです。県内は非正規が多い

○議長（新里米吉君）

中、人手不足がいろいろありますけれども、県外に雄

○上原

飛していきたいという若者を支援する意味では、この

しをして、全県が現物給付になれるように頑張ってい

事業は私は５万円、これもすばらしい事業だと思って

ただきたいと思います。

章君

上原

章君。

いずれにしても、国がしっかり見直

いるんですけれども、沖縄には製造業、いろんなそう

それから、保育士のベースアップ支援事業、10月

いう海外に雄飛したい、行きたい、いろんな企業にト

開始する。これは間違いないんですか、信じていいん

ライしていきたいという若者がいるので、これは絶対

ですか。

私は後退させてはならないと思うんですが、いかがで

○議長（新里米吉君）

すか。

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

○議長（新里米吉君）

商工労働部長。

子ども生活福祉部長。
お答えしま

す。

前年度までは、

現在、実施要綱を準備しておりますので、もう10

５万円を上限に全額出していくという方向で県外就職

月実施事業始めて、特に給与表の改定を求めておりま

支援をしておりましたけれども、現在、県内雇用が非

すので、これを４月から遡及するのであれば、４月か

常に人手不足といいますか、そういうこともございま

ら事業を適用できるように制度を進めていきたいと思

して、実際行きたいという方々を支援したいというこ

います。

とで、控除率２分の１という制度を導入したというこ

○議長（新里米吉君）

とでございます。

○上原

○商工労働部長（屋比久盛敏君）

○議長（新里米吉君）
○上原

章君

上原

章君。

章君

上原

章君。

１億4200万、当初予算組んでいる

わけですから、本当にまた次年度の、またその後の取

皆さん、面接もしながらしっかり目

り組みが大事になりますのでよろしくお願いします。

的を持った学生に支援していると聞いていますので、

それから、副知事、先ほどの……。

できればこの５万円、本当に厳しい家庭環境の中で志

ちょっと休憩お願いします。

を持って挑戦していますので、よろしくお願いしま

○議長（新里米吉君）

す。

休憩いたします。

午後８時22分休憩

それから、子供の医療費助成、現物給付。部長、南

午後８時22分再開

風原町が来年１月からやると。この場合、県の要綱の

○議長（新里米吉君）

改定が必要ですけれども、どうなりますか。

○上原

○議長（新里米吉君）

保健医療部長。

○保健医療部長（砂川

靖君）

章君

再開いたします。

障害のある人もない人も共に暮らし

やすい社会づくり条例、これは３年前、本当に多くの

現物給付を導入する

関係者の皆さんが頑張って努力してつくった条例で

ことによって、医療費の波及増というのがあると思い

す。これ、本当に中身をぜひ担当部局は全力でやって

ます。ただ、今交付要綱上は自動償還というふうに明

ほしいんですが、調整委員会、これ２年更新だと聞い

記されておりますけれども、波及増があるというもの

ています、委員は。これ、３月で終わっているらしい

を踏まえて、ほかの現物給付をしていない市町村との

んですけれども、この調整委員会、今はどういう状態

均衡も考慮しながら、公平適正に取り扱いたいという

なんですか。

ふうに考えております。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
○上原

章君

上原

章君。

南風原町はもう単独でやるというこ

とになるんですか、10分の10。

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、先ほど

も知事のほうから御答弁させていただきましたが、基
本的には調整委員会につきましては、解決ができない
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事例があった場合に調整委員会を開くということで、

り取り組んでいきたいと思います。

条例施行当初から開催はございません。ただ、今委員

○議長（新里米吉君）

の任期も切れておりますので、できるだけ速やかに委

○上原

員の発令はしていきたいと思っております。

○議長（新里米吉君）

○議長（新里米吉君）
○上原

章君

上原

上原

章君。

休憩お願いします。

章君

休憩いたします。

午後８時26分休憩

章君。

午後８時26分再開

私どもも、いろんな地域のそういう

方々から相談を受けます。例えば、先ほど特定疾患の
件もそうですけれども、特定疾患の関係は国レベルの

再開いたします。

○議長（新里米吉君）
保健医療部長。

特定疾患の受給者証

内容になりますけれども、ぜひ県からそういった要望

○保健医療部長（砂川

を出していただきたいと思います。後で答弁をお願い

の更新時期の延長を国に要望すべきじゃないかという

します。

御質問だったと思うんですけれども、これまでそうい

靖君）

それと、この障害の皆さんの思いというのは、本当

う更新期間の延長を求めたことはないんですけれど

に声なき声で、私もいろんなそういう声をお聞きしま

も、ただ全国知事会等を通して、その他の要望等いろ

す。例えば、事業所とのトラブルとか、ヘルパーさん

いろ範囲の拡大とかをした例はありますので、ほかの

の派遣について、ガイドサービスとかそれから訪問介

県の意向を確認しながらそういうことをやっていくか

護サービス、重度のそういった人たちが本当に一生懸

どうか検討させていただきたいと思います。

命頑張っているヘルパーさんも多いんですけれども、

○議長（新里米吉君）

なかなか中には利用する側の弱い立場ということで、

○上原

現場ではいろんなことが起きているそうです。ぜひそ

村単位では全国で広がっていますので、これもしっか

ういった声が市町村単位の窓口、それから県がしっか

り検証していただきたいと要望します。

章君

上原

章君。

あと医療用ウイッグ、これ結構市町

りリードして、こういった苦情を言うとそういった

それから教育長、英語教育についてですが、和歌山

方々に厳しいまた行為が起きることもあるんです。そ

県は中学３年生全員に英検３級の受検料、これを全額

れで声も出せないということもあります。

補助しております。それから、教える側の中学、高校

あと１つの例を言いますと、緊急時に二、三日病院

の教員にＴＯＥＩＣの能力試験にも挑戦させておりま

に重度の方が運ばれたときに、もう本当に３時半から

す。私は、県の教育、この英語教育は、思い切ってそ

翌朝までベッドでただ寝かされていたと。そういう

ういった教える側の、また子供たちの英検の補助も検

ケースもあるんです。ひとり住まいの家族もいない方

討すべきだと思うんですがいかがですか。

で、どこに声を出せばいいのか。病院にそういう窓口

○議長（新里米吉君）

があるかもしれませんけれども、なかなかそういうス

○教育長（平敷昭人君）

タッフがいなくて対応できないと。例えば、また病院

ほかの県さんの状況も今お聞きしましたけれども、基

に急に行ったら、その自分の着がえをとりに行っても

本的には検定受検料は公平性の観点からは受益者負担

らいたいけど、ヘルパーのサービスにそういうのがな

になるべきものかなとは考えております。ただ、文部

いと。じゃこれは誰に頼むんだとか、いろんなそうい

科学省の連絡協議会、これは試験関係の団体も入って

うサポートが必要なことが多いんです。ですから、ぜ

いる協議会なんですけれども、その中では、生徒、学

ひ調整委員会初め、３年いよいよ検証していただい

生等を対象にした検定試験については、受検料の軽減

て、この条例がしっかり機能するようにお願いしたい

について検討すべしという、軽減を検討するという行

んですがどうですか。

動指針が出されておりますので、その辺の動向も注視

○議長（新里米吉君）

ただいまの御質問ですが、

してまいりたいと考えております。

子ども生活福祉部長。

○子ども生活福祉部長（金城弘昌君）

教育長。

お答えしま

す。

○議長（新里米吉君）
章君

○上原

上原

章君。

お願いします。

平成26年から条例施行されております。まだまだ

最後にサッカースタジアムの件で、那覇市はことし

そういうふうな実態もあるということで、その条例の

６月の本会議で、この総工費は140億円と言っていま

普及というのは、まず必要なのかなと思っています。

した。今回、県は218億円、この差は何なんですか。

あわせて、その障害者の方々がしっかり相談に来られ

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

るように、その辺については、施設も含めて、我々ま

午後８時28分休憩

た指導監督していきたいと思っていますので、しっか

午後８時29分再開
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○議長（新里米吉君）

ていきたい、していく必要がある。そういったことか

再開いたします。

ら、今回土地の購入を検討しているというところでご

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）

繰り返しの

ざいます。
上原

章君。

部分がございますが、今回公表しました総事業費約

○議長（新里米吉君）

218億円については、類似施設等を参考に行った粗い

○上原

試算でございます。それを加えて、それに用地取得費

県の土地でした。それを那覇市が奥武山をつくるとい

として29億円その中に含まれております。那覇市に

うことで、無償譲渡しています。今回は逆なんです。

おいて、どのような形で積算がされたかについては、

７割が那覇市の土地なんですけれども、これを県が引

ちょっと私、今資料を持ち合わせておりませんが、県

き取るにしても、私は無償譲渡で那覇市から受けるべ

のほうではそういった粗い試算のもとで公表はさせて

きだと思うんですが、何でこういった取得費用がかか

いただいたところでございます。

るのか全く理解できないんですが、どうでしょうか。

○議長（新里米吉君）

上原

章君。

章君

知事、セルラースタジアムはあれは

○議長（新里米吉君）

休憩いたします。

県が25年に出した基本構想、この

午後８時32分休憩

中にこの委員会の提言のまとめで、奥武山に決定した

午後８時32分再開

○上原

章君

最も望ましい理由に、用地費が必要なく、そういう文

○議長（新里米吉君）

再開いたします。

土木建築部長。

言があるんです。この中身を見ると、３つの候補地の

理君）

お答えいたします。

中で、この豊崎タウンは用地費で43億円、それから

○土木建築部長（宮城

東浜マリンタウンが用地61億円必要だと。奥武山は

セルラースタジアムの部分についてのみでございま

必要ない、だから奥武山が的確だというのがあるんで

す。
今、議員からは無償譲渡というお話がありましたけ

す。その辺が皆さんがつくった構想にあるんです。こ

れども、あの部分は県有地については、都市公園条例

の意味は何なんですか。
○議長（新里米吉君）

のほうで手数料の免除という手続をとって使用料を免

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。

除しているという手続でございます。
○上原

平成24年当時、現在もそうですが、県において

章君

いずれにしてもちょっと理解できな

いところ、答えてください。
文化観光スポーツ部長。

は、奥武山陸上競技場として管理をしております。こ

○議長（新里米吉君）

の陸上競技場の経緯がございまして、かなりさかのぼ

○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）

るんですが、昭和30年に那覇市のほうで、那覇市ス

格サッカー場につきましては、平成24年度に構想を

ポーツセンター建設委員会の設置に始まりまして、そ

まとめた段階で、粗い試算としても維持管理費等で収

して当時の琉球政府と協議をしながら、昭和35年に

支が9400万円ほど過大があるということでございま

野球場、昭和39年に庭球場、そして40年に陸上競技

した。その検討の中で、Ｊ１規格スタジアム単体での

場が整備されております。当初、この陸上競技場につ

運営では、なかなかその将来的な安定的な運営が厳し

きましては、那覇市の管理となっておりましたが、維

いのではないかということで、例えばフィットネスク

持管理費等の課題があるということで、昭和42年に

ラブとか、そういった形で収益性のある施設を含めた

当時の琉球政府に移管されて、以後県の管理と。そう

複合施設という形で整備を検討することが望ましい

いった経緯の中で、現在まで那覇市からこの市有地部

と、委員会においてもそういった提言を受けておりま

分については、無償でもって提供を受けているという

す。

このＪ１規

ことでございました。平成24年度の構想段階の検討

今般、県でＪ１規格専用ということで検討している

においては、その無償で提供されているという現状を

わけですが、先ほど説明いたしました公募の検討事業

捉えて、そういった形で検討がされていたと考えてい

の中でも、複合施設も含めて検討いたします。そうし

るんですが、我々のほうでは、過去の経緯もさかの

ますと、そういった複合的な施設を県で将来的に、県

ぼった上で検討を行う必要があるということ。それか

全体のサッカー振興、観光振興も含めたそういったと

ら、このＪ１規格サッカー場は、県内唯一の施設とい

ころで活用していくというふうな形になりますので、

うことで、県全体のサッカー振興、スポーツコンベン

従前の陸上競技場を管理していたというところとは、

ションの振興に貢献するということでございますの

そういった意味では、事業としての位置づけも変わっ

で、県のほうで今後責任を持ってその運営、管理をし

てきます。
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県としては、そこをしっかり取り組むために、その
土地については取得の方向で検討しているということ
でございます。
○上原

章君

○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。

終わりますけれども、この基本構想

次会は、10月３日定刻より会議を開きます。

自体が全部入り口でおかしくなっているので、ぜひこ

議事日程は、追って通知いたします。

れはもう一度検証してください。

本日は、これをもって散会いたします。

終わります。

午後８時35分散会
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