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平 成 30 年
第

３

回

沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）
平成30年２月27日（火曜日）午前10時３分開議

議

事

日

程

第６号

平成30年２月27日（火曜日)
午前10時開議

第１

一般質問

第２

甲第１号議案から甲第33号議案まで、乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案まで（質疑）
本日の会議に付した事件

日程第１

一般質問

日程第２

甲第１号議案から甲第33号議案まで、乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案まで
甲第 １ 号議案

平成30年度沖縄県一般会計予算

甲第 ２ 号議案

平成30年度沖縄県農業改良資金特別会計予算

甲第 ３ 号議案

平成30年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

甲第 ４ 号議案

平成30年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算

甲第 ５ 号議案

平成30年度沖縄県下地島空港特別会計予算

甲第 ６ 号議案

平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

甲第 ７ 号議案

平成30年度沖縄県下水道事業特別会計予算

甲第 ８ 号議案

平成30年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算

甲第 ９ 号議案

平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算

甲第10号議案

平成30年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算

甲第11号議案

平成30年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算

甲第12号議案

平成30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予算

甲第13号議案

平成30年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算

甲第14号議案

平成30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予算

甲第15号議案

平成30年度沖縄県産業振興基金特別会計予算

甲第16号議案

平成30年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算

甲第17号議案

平成30年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算

甲第18号議案

平成30年度沖縄県駐車場事業特別会計予算

甲第19号議案

平成30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予算

甲第20号議案

平成30年度沖縄県公債管理特別会計予算

甲第21号議案

平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算

甲第22号議案

平成30年度沖縄県病院事業会計予算

甲第23号議案

平成30年度沖縄県水道事業会計予算

甲第24号議案

平成30年度沖縄県工業用水道事業会計予算

甲第25号議案

平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）

甲第26号議案

平成29年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第２号）

甲第27号議案

平成29年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）

甲第28号議案

平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

甲第29号議案

平成29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補正予算（第
１号）
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甲第30号議案

平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

甲第31号議案

平成29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32号議案 平成29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補正予算（第
１号）
甲第33号議案

平成29年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）

乙第 １ 号議案 沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改
正する条例
乙第 ３ 号議案

沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

乙第 ４ 号議案

沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

乙第 ５ 号議案

沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ６ 号議案

沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

乙第 ７ 号議案

沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ８ 号議案 沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の
一部を改正する条例
乙第 ９ 号議案

沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する条例

乙第10号議案

沖縄県環境保全基金条例の一部を改正する条例

乙第11号議案

沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

乙第12号議案

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例

乙第13号議案 沖縄県養護老人ホーム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14号議案 沖縄県特別養護老人ホーム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15号議案 沖縄県軽費老人ホーム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16号議案 沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、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17号議案 沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに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18号議案 沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、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19号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、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20号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー
ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法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21号議案 沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃
止する条例
乙第22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23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24号議案 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、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25号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、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26号議案 沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一
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部を改正する条例
乙第27号議案 沖縄県障害福祉サービス事業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28号議案 沖縄県病院及び診療所の人員及び施設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29号議案

沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例

乙第30号議案

沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

乙第31号議案

旅館業法施行条例の一部を改正する条例

乙第32号議案

国民健康保険法施行条例

乙第33号議案

沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例

乙第34号議案

沖縄県国民健康保険調整交付金条例を廃止する条例

乙第35号議案

沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

乙第36号議案

沖縄県中山間地域ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例

乙第37号議案

沖縄県森林整備担い手対策基金条例の一部を改正する条例

乙第38号議案 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
例
乙第39号議案

沖縄県ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第40号議案

沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第41号議案

沖縄県の契約に関する条例

乙第42号議案

沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例

乙第43号議案

建築基準法施行条例の一部を改正する条例

乙第44号議案

沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例

乙第45号議案

沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例

乙第46号議案

沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

乙第47号議案

沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例

乙第48号議案

沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例

乙第49号議案

工事請負契約について

乙第50号議案

工事請負契約について

乙第51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52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53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54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55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56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57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58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59号議案

財産の取得について

乙第60号議案

債権の放棄について

乙第61号議案

訴えの提起について

乙第62号議案

損害賠償請求事件の和解等について

乙第63号議案

損害賠償の額の決定について

乙第64号議案

指定管理者の指定について

乙第65号議案

指定管理者の指定について

乙第66号議案

包括外部監査契約の締結について

乙第67号議案

沖縄県監査委員の選任について
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育

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事
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局

次
議
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君

〇議長（新里米吉君） これより本日の会議を開きま

ても、同施設の設置に取り組んでいることを明記いた

す。

しまして、この間関係機関とさまざまな協議・調整を

日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一

行ってきたところでございます。このような中、平成

般質問を行い、甲第１号議案から甲第33号議案まで、

27年に設置に向けた条件が整いまして、糸満市への設

乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案ま

置が決まり、本年４月に開設するということで、現在

でを議題とし、質疑に入ります。

準備をしているところでございます。

質問及びただいま議題となっております議案に対す

県としましては、今後とも、施設の運営等に係る課

る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。

題につきましては、糸満市それと県教育委員会など関

新垣

新君。

〇新垣

新君

係機関等と協議を適宜実施し、社会生活への適応が困
難な児童に対する支援について、引き続き取り組みを

議長、休憩お願いします。

図っていきたいと考えています。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

以上でございます。

午前10時２分休憩

〇議長（新里米吉君） 新垣

午前10時２分再開

〇新垣

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
〇新垣

新君

新君

新君。

答弁漏れです。

私が言っているのは、基本計画をしっかり示してい

おはようございます。

執行部におきましては、誠意ある答弁を心からお願

ますかということです。この基本計画におきまして、
島根県、山口県、岩手県、滋賀県、埼玉県に加え、佐

いを申し上げまして、質問を行います。
大項目１、児童心理治療施設の進捗状況について。

賀県、山梨県、全て基本計画あるんです。私も含め

まず小項目２から行きます。

て、文教厚生委員会委員の皆様も糸満市も、この心理

今回の児童心理治療施設の開設は、建設することだ

治療施設に対する基本構想がないんですよ。行き当た

けが目的で中身を十分に審議せず、青写真のないまま

りばったり、そして県立でと糸満市の声も押さえつけ

に建設を行ってしまった。今後、児童心理治療施設の

て市立でというこのやり方に、物事、手順からおかし

あり方（基本構想）について、一体全体、いつ、誰が、

いということなんですよ。
まず基本構想がありますか、ありませんか、答えて

どの会議で話し合っていくのか、今後の予定をお聞か
せください。

ください。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

ます。

ます。
基本構想というか、いわゆる黄金っ子応援プランで、

まず児童心理治療施設の件でございますが、県にお
きましては、これまで児童心理治療施設が未設置で

社会的養護体制の充実というふうな形で専門的ケアの

あったということから、心理的課題を抱えきめ細やか

充実、人材の確保・育成といった形で位置づけをして

な支援が必要な児童が、やむを得ず児童養護施設で

おりまして、その中でその児童心理治療施設につきま

あったりとか児童自立支援施設などに措置されていた

しては、心理的問題を抱える子供たちに生活支援の基

という状況がございました。そういうことが背景に

盤とした心理治療を行う、いわゆる情緒障害児短期治

あって、平成14年から県におきましては、いわゆる

療施設、今のいわゆる児童心理治療施設の設置に向け

新おきなわ子どもプランにまず最初にこの児童心理治

て取り組みを進めていきますというふうな県の方針を

療施設――いわゆる旧情短でございますけれども――

定めまして、この間その設置に向けて取り組みを進め

についてその計画で位置づけて設置に向けた取り組み

てきたところでございます。

を進めていたところでございます。この間、ずっとそ

〇議長（新里米吉君） 新垣

れに続く計画、現在の黄金っ子応援プランにおきまし

〇新垣

－ 259 －

新君

新君。

答えになっていません。基本構想が

ありますかと聞いているんですよ。佐賀県もあります、

して、市長を初め糸満市の教育委員会、福祉の関係者と

今持っています、山梨県も全て今言った都道府県。な

話し合いをすることができました。細かいいろんな話

いでしょう。あるかないかって聞いているんですよ。

をやりましたけれども、スタートは今の状況の中で深

明確に答えてください。

めていきながら、新たにいろんなことを問題が起これ

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ばそこで話し合いをしていきましょうというような、

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

総体ではこういう話ではなかったかなとそういう記憶

繰り返しの答弁になりますが、基本構想というか考

をしております。

え方を示しております。

以上です。

県としましては、社会的養護体制の充実を図るとい
う形でこの間ずっとその児童心理治療施設の設置に向

〇議長（新里米吉君） 教育長。
〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

けて取り組みを進めてきたところでございます。そう

12月27日、糸満市長、副市長、関係者とお会いしま

いう中で、今回平成27年に糸満市への設置が決まって

した。その際に冒頭市長のほうからは、コミュニケー

この間取り組みを進めてきたというところでございま

ションをちょっととってもよかったんじゃないかとい

す。

う趣旨の話もございました。あとは学校形態について

〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

新君

新君。

は、市立の学校となるとなかなか管理責任ということ

今わかりました。黄金っ子プラン、

もあるため、本当は県立でやってほしいのだがという

今までのプランプランと言って基本構想がないという

お話はございました。他県では県立の事例もあるため、

のを今県議会、県民に明らかになりました。これずさ

今後県立への移行も視野に入れて調整をいただきたい

んなやり方ですよ。反省してください。この中に、平

というお話はございました。それに対して私どものほ

成29年――提案しますよ。平成29年に開設した神奈川

うとしては――これは質問にないので答えは差し控え

県自立支援センター、沖縄県と同じ平成30年度に開設

ます。

する佐賀県唐津医療福祉センター、さらに平成31年度

〇議長（新里米吉君） 新垣

山梨県に開設される予定になる子どもの心のケアに係

〇新垣

る総合拠点（仮称）
、これを参考にして基本構想を全

長は、この要望の中で強くこだわっています。学校は

部プランプランから基本構想ができ上がっているんで

県立で対応していただきたいと。他の都道府県の事例

すよ。ないのにやってきました、やってきましたじゃ

を見ますと、市立から県立で引き取って、県がです

ないんですよ。これがずさんな計画なんですよ。摩擦

ね。この支援員等やこういった心のケアとか、教員を

を生むんですよ。
糸満市に対する誠意がないんですよ。

やめていく方も見て、非常にもたないんです、財政的

この問題においてしっかり反省して糸満市ともきちん

措置とか備品とかさまざまな問題で。今、代表質問や

と向き合ってくださいよ。これ教育長にも厳しく申し

一般質問でも最終調整に入っていると。この問題にお

上げます。

きましてぜひとも県立で引き取っていただきたいんで

新君

新君。

担当副知事に申し上げます。糸満市

移らせていただきます。

すよ。運営していただきたいんですよ。この特別支援

12月27日に、県副知事、県教育長が、糸満市長や糸

学級に係る分校、教室においても市立でなくて県立で

満市教育長を訪ねたと思いますが、糸満市長や教育長

行っていただきたいんですよ。

からどのような要望がありましたか。まず担当副知事、

改めてこれ市長の声はっきり教育長もはっきり申し

その後に教育長、述べていただけますか。伺います。

上げていますので、まず担当副知事、教育長に再度強

教育長と副知事に聞いている。これ大事なことだか

く４月から開校に向けて御検討願いたいんですけれど

ら黙ってください。いやいや、違うよ、違うよ。これ

も、答弁を求めます。

は私は教育長と副知事に聞いている。だめだよ、私は

〇議長（新里米吉君） 浦崎副知事。

ちゃんと誠意ある答弁を求めているよ。ちゃんとやり

〇副知事（浦崎唯昭君） 今教育長からも話がありま

なさい。教育長、副知事述べてもらえますか。これ副

したように、要望としてありましたけれども、今、順調

知事だよ。

に工事が進んでいる中で、進めながら今の県立につい

〇議長（新里米吉君） 浦崎副知事。

ても検討していくというお時間をいただきたいという

〇副知事（浦崎唯昭君） 昨年の12月27日、教育長そ

ような話を私側のほうでやらせていただきまして、そ

れから福祉部長と一緒に私と３名で糸満市を訪ねさせ

の辺の了解をいただいたのかなと思って建築現場も視

ていただきました。市長が丁寧に対応していただきま

察をいたしまして帰ってきたところでございます。当
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面それでスタートをするということに対しての御了解

うのが糸満市教育委員会に設置をされまして、その中

をいただいたのかなと思っているんですけれども、そ

で具体的な備品のお話がございました。その中でも必

のかわり進めながら今の県立の話も検討、糸満市教育

要な、いわゆる不足する備品については県の財政部局

委員会の皆さん方を初め皆さんとお話をしていきたい

と調整をいたしまして、開校に必要な備品等の整備に

と、そういうことであったと思っております。

ついては所要の必要な経費を確保したところでござい

〇議長（新里米吉君） 教育長。

まして、おおよそ3700万ぐらいを準備して開校に向け

〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

て取り組みを進めているところでございます。

12月27日の話し合いの中では、糸満市長のほうから

以上でございます。

は、４月１日の開校は糸満市立でスタートをしましょ

〇議長（新里米吉君） 新垣

うという話は御了解いただいたと認識しております。

〇新垣

私どもも現在そこに入所予定の、施設に入所予定で学

て5100万という、私は意見を伺っておりますので、担

校に通う予定の児童生徒さんの状況は、現在も特別支

当副知事、ぜひ糸満市長、教育長としっかり向き合っ

援学校ではなくて通常の学校に通われているというこ

てぜひお願いしたいと同時に、県立でぜひお願いした

ともありますので、受けるべき教育という中からする

い。地方交付税だけでも糸満市の財政的措置が苦しん

と、小学校、中学校という形になりますので、それを

でいきます、これ将来的に。だから県立でというのを皆

設置するのは現在の仕組み上はやはり市町村になって

さんは押さえつけて市立でってやってしまっています

いるわけでございます。他県のほうで見ますと、県立

ので、そしてまたこの基本構想もないままにこうやっ

でやっている施設の分は特別支援学校に受け入れる、

て走っていますので、全国的な流れも、時代おくれの

特別支援学校として位置づけて、その児童生徒の状況

沖縄県のあり方ですので、ぜひこの万全な体制と、１

もそういう状況だというふうになっていますので、そ

年、２年以内に県立でぜひ引き取っていただきたいと

の児童生徒の状況に違いがあるのかなと。27日の話し

いうことを強く要望して、また次の機会に質問させて

合いの中では、今後その児童生徒の生徒さんどんどん

いただきます。

変わってくるかと思いますので、その生徒の状況が特
別支援学校の生徒が入ってくれば当然施設内学校でも

新君。

糸満市の試算では、3700万じゃなく

新君

議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

対応し、分校でも対応します、施設内学校で対応しま

午前10時16分休憩

すけれども、その構成が大きくなってきた場合は県立

午前10時16分再開

の移行も含めて、また協議しながら検討してまいりま

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

しょうということでお話させていただきました。

〇新垣

〇議長（新里米吉君） 新垣

問をいたします。

〇新垣

新君

新君。

正直言って、糸満市の本音の声を言

続きまして、南部振興策について質

新君

(1)、新糸満市場の進捗状況についてお聞かせくださ

います。今でも県立で行ってほしい、４月１日。これ

い。

は強く申し上げますよ。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

じゃこの心理治療施設の開校に当たって、心のケア

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

ももちろん学校にも開設に向かって、この開校に係る

県では、糸満漁港は本県唯一の第３種漁港であり、

管理備品等の費用は十分に対応していただきたい。県

県内外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産地として

としては、どれだけの費用を準備しているんですか、

位置づけし、泊漁港は、那覇市を中心とする消費地市

お聞かせください。

場としての機能を有していることから、市民や観光客

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

などの消費者ニーズに対応した施設整備を進める計画

午前10時14分休憩

であります。平成27年度に糸満漁港における高度衛生

午前10時15分再開

管理型荷さばき施設の基本設計を行い、28年度に荷さ

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ばき施設整備に関連した水産物１次加工処理施設の基

子ども生活福祉部長。

本設計及び市場関連施設の配置構想を策定したところ

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

であります。

ます。

県としましては、引き続き、糸満漁港における新市

建設費については、当然ながら県のほうでやってき
ました。その間、11月にいわゆる分校開校準備室とい

場整備及び消費地市場としての機能を強化した泊漁港
の再整備について、漁業関係団体等との協議を継続し、
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消費者へ安全・安心な水産物を安定供給するための体

要望をいたします。担当副知事に、また部長にも。

制を早期に確立するとともに水産業の振興に努めてま
いります。

高級魚における瞬間冷凍の導入も、この新糸満市場
に導入を求めてほしいというそういう形になれば、漁

〇議長（新里米吉君） 新垣

新君。

民の方も沖縄でとった高級魚をアジアにと。そういっ

県としては、糸満新市場、管理型荷

た所得向上も含めて、漁民のやる気の、また担い手も

さばき施設と加工施設、いまだに糸満市に進めていく

つくると。そういう形でストックヤードの要望も強く

ということも変わりがないということを再度お聞かせ

あるものですから、この関係団体とも私意見交換して

願いたい。

きています。ですからそういった声もありますので、

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

ぜひ導入に向けて検討していただきたいんですが、答

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えします。

弁を求めます。

〇新垣

新君

方針については変わりありませんし、また関係機関
のほうとも継続して調整しておりますので、その方向

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。
〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

の中で今残された時間等含めてしっかり対応していき

県では、水産物の流通の効率化及び鮮度の保持を図

たいというふうに考えております。

るため、糸満漁港において高度衛生管理型荷さばき施

〇議長（新里米吉君） 新垣

設を整備し、あわせて加工施設や保冷倉庫等の市場関

〇新垣

新君

新君。

これ担当副知事、ぜひ答えていた

連施設の整備を推進する計画であります。そのため今

だきたいですね。知事が本当に忙しいというのは重々

議員のほうからおっしゃったようなものについても、

わかっています。これ合意に向けてどこが足りないの

トータル、総合的な意味合いで今後検討していく必要

か。さきの一般質問でも翁長政俊県議も私も言って

があるというふうに思っておりますので、その中で糸

います。これはもう知事のリーダーシップが必要だ

満漁港における新市場整備について関係機関のほうと

と、もう執行部レベルで説得しに行くしかないよと。

協議を進めながら、あわせて水産業の振興に取り組ん

知事、副知事、担当副知事と、私も質問しておりま

でいきたいというふうに考えております。

す。その件に向けてもう残り一つなんです。７団体反

〇議長（新里米吉君） 新垣

対じゃなくて、もう残り一つぐらいなんですね。だか

〇新垣

新君。

ありがとうございます。

新君

らそこをしっかり説得してくださいと知事のリーダー

実は、この７団体の関係者、瞬間冷凍導入を強く求

シップを発揮してと。知事も忙しいのはわかっていま

めてほしいと。そういった那覇からの同意という意見

すよ。それ代理役になるのが、担当副知事ですので答

もありましたけれども、水産振興の発展、漁業関係者

弁を求めます。

の所得向上を含めて、これをやれば糸満でオーケーと

〇議長（新里米吉君） 浦崎副知事。

いうゴーサインができる、まとまるという意見も伺っ

〇副知事（浦崎唯昭君） 糸満漁港につきましては、前

ておりますので、担当副知事、部長、ぜひこれ前向き

県政からこの議論をしておりまして、糸満に決まった

にやりましょうという形で進めていただきたいことを

経緯は私も県議をしている時代から聞いておりますの

強く要望をいたします。年内で合意を得て、来年は実

でよく知っています。ただ詰めの段階でそういうこと

施計画を進めるよう、強く求めます。

になっているのを非常に危惧しているところでござい

次に移らせていただきます。

ますけれども、
こういう状況になっている中で、やはり

休憩。

関連者と一生懸命話をしていく、合意を得ていく、そ

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

のことが基本的に大変大事なことではないのかなと。

午前10時22分休憩

このために、私たちは必要であるし、知事が当然必要

午前10時22分再開

であれば合意のために頑張らなければならないとこの

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ように思っております。漁業団体と合意をしていく。

〇新垣

その行動・行為が大変大事なことだと思っております。

問をいたします。

そのために努力をしていきたいというふうに思ってお
ります。

糸満市における慰霊塔及び慰霊碑を国立墓苑へ整理
統合することについて、慰霊塔と慰霊碑の建立者の不

〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

続きまして、南部振興策の(3)から質

新君

新君

新君。

明の問題はどうなっていますか。進捗状況をお聞かせ

残り１団体になっています。ぜひ、

この１団体の関係者を説得してください。そして強く

ください。
〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。
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〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

処理は終わっていません。戦争がなければ慰霊の碑・

ます。

慰霊の塔が存在しません。同時に、その地域には、市

慰霊塔・慰霊碑につきましては、建立者等関係者の

街化調整区域、そして自然公園法の２種という縛りの

所有物でございます。その修理、清掃等の維持管理に

中で、開発もできない。開発も制限がある。来たい人

ついては、本来、建立者等関係者の責任で行うべきと

が、来たい企業も来られない。次男、三男も帰って来

いうふうには考えております。しかし、一方各団体が

られない。そういった中で地域のお年寄りとも向き合

建立した慰霊塔・慰霊碑の中には、関係者の高齢化等

いました。もう戦争は二度とやってはいけないと。維

によりまして十分に管理できていないという課題が顕

持管理もできない状況だったら摩文仁の国立墓苑に全

在化しているのは、この間ずっと話しているところで

て整理統合してほしいと。また糸満市の西海岸、全て

ございます。

ホテルが来ています。ホテル進出で来ています、その

県におきましては、そういった状況も踏まえまして、

地域が。だから戦後処理は終わっていないんです糸満

次年度でございますが、慰霊塔・慰霊碑の現況を把握す

市が。また沖縄県におきましては21世紀ビジョンの中

るため、改めてその県内の慰霊塔・慰霊碑の管理状況

で、1200万人観光、１兆円観光収入も、この問題にお

等の調査を行いたいというふうに思っています。そう

いて大きく糸満市が変わろうとしているんです。糸満

いう形で進めていきながらどういうあり方があるべき

市のこの西海岸地区です、旧高嶺地区、そして三和地

かということは検討していきたいなと思っています。

区ですね。そういった問題において知事、去年の６月
23日の遺族会の会長からもこの慰霊碑においては特

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 新垣

段の配慮を求めるという声もあります。その件におい

新君。

今検討していきたいと聞きましたけ

て、知事、基地問題も大切です。この戦後処理も大切

れども、県と糸満市との協議会等の話し合いは何回行

と、同じような優先順位を持っていただきたいんです

われましたか。具体的な中身をお聞かせください。

が、知事の見解を求めます。

〇新垣

新君

私、知事に聞いているんだよ。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 確認。慰霊塔・

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。（発言する者あり）

慰霊碑の関係でということでよろしいですか。
〇新垣

新君

整理統合に向けた話し合いですよ。

何回やりましたかと。やっていると聞いていますか

〇新垣

新君

こんな大事な……。ちょっと休憩。

これ大事なことだよ糸満市にとって。黙っておきなさ

ら。

い。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇議長（新里米吉君） 答弁しますから。
翁長知事。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 休憩お願いし
ます。済みません。

〇知事（翁長雄志君） 新垣新議員の御質問にお答え

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

をしたいと思います。

午前10時24分休憩

この糸満市における慰霊塔あるいは慰霊碑、この国

午前10時25分再開

立墓苑に整理統合するというような考え方は十数年前

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

から大変深刻な状況として身近に感じております。や

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

はり遺族の高齢化、それから数の減少、そういったこと

慰霊塔・慰霊碑についてはどういうあり方が必要か

等の中でこの問題は糸満市あるいは沖縄県にとって大

ということにつきましては、いろんな機会でお話はし

変重要なことだなということで、私もハワイに行った

ていますけれども、具体的にお話ししたのは昨年の７

ときの向こうでの慰霊碑のあり方、それからアーリン

月、慰霊塔・慰霊碑について、糸満市の担当課のほう

トン墓地なども行きまして、そのときもこのことを考

とお話をさせていただきまして、どういうふうなお考

えながらどういうふうにやったらいいんだろうかと。

えがあるかといろいろと意見交換をさせていただいて

グアムに行きましても、やはり同じように亡くなられ

いるところでございます。

た方々のものがございまして、こういったことも考え
ながら、今担当の者からきょう説明がありましたけれ

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

新君

ども、これは何といっても一番関係者が思いを込めて

新君。

１回しかないということですね。私

つくっておられるところでありますので、その思いと
の整理、それから整理の仕方としても大変コンパクト

その間、今回でこの質問４回やっています。
実は知事、糸満市におけるこの問題において、戦後

に整理する方法があるんですけれども、場所は仮にい
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いところだとしても、コンパクトに幾つかのものを集

い企業がこの場所はすばらしい、西海岸地区における

約できるかというようなものは、やはり遺族との話し

サンセットが非常にすばらしいと、たくさん来ていま

合い等が大変重要になってくると思いますので、こう

す。でも来たい人が今来られない、手間暇かかる。相

いったこと等も踏まえて、何とか今、新議員の西海岸

談があればというのはわかっているんですよ。

の発展とそれから平和に対する思いと、こういったこ

ですから、執行部におきまして念頭に置いてほしい

と等のものが両立あるいはみんなが円満にいい形にな

のが、この慰霊碑及び石碑の問題もぜひ摩文仁の国立

れるようなことになるように、これからも全力を挙げ

墓苑に整理統合をして、スピード感を持ってお願いし

て頑張っていきたいと思います。

たいんです。ダイナミックに変わります、はっきり申

〇議長（新里米吉君） 新垣

し上げますけれども。そういった問題におきまして、

新君。

執行部にお願いしたいと思います。

ホテルがあの周辺に３つ、４つ来ます。今２つは確実

この問題において、建立者の不明の問題、そしてほ

に大きなアッパークラスのディベロッパーが動いてい

〇新垣

新君

とんど僕調べています。もう整理統合していいという

ます。ですから、そういった形でぜひ窓口を広げて、

結論も知事聞いています。ですから、この不明の建立

規制も緩和をする。そういったニーズも後で糸満市か

者の問題も速やかに、誰が建てたかもわからないとい

ら御相談に行くと思いますので、ぜひこれ特段の配慮

う問題がありますので、ぜひ摩文仁の国立墓苑への整

を心からお願いしたいと思います。沖縄の１兆円観光

理統合を知事のリーダーシップを発揮してお願いした

収入突破と、1200万人観光突破、長期滞在型。しっか

いと思います。

りと青い海、青い空、夕日という形が観光客にすばら

それに関連して、次の質問に行きます。

しいと評価を受けているものですから、これ南部振興

本島南部の西海岸地区におけるホテル誘致につい

策の一環としてぜひ担当副知事お願いしたいんですけ

て、県当局の支援等及び誘致活動の中身をお聞かせく

れども、答弁を求めます。部長でもいいですよ。

ださい。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

午前10時32分休憩

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい

午前10時33分再開

たします。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

県では、第５次観光振興基本計画の目標フレームと

文化観光スポーツ部長。

いたしまして、2021年入域観光客1200万人、平均滞

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい

在日数4.5日、これを実現するためには、宿泊供給量、

たします。

いわゆるホテルの増加が不可欠であると、非常に重要
であるというように認識をしております。

先ほどの繰り返しになりますけれども、やはり1200
万人達成のためにはどうしてもホテルの供給量の増

このため、ホテル開発事業者等に対しまして、本県

加が必要になっております。私どもの計算の中でも、

に投資とか進出を希望する開発業者に対しましては、

1200万人には3000室足りないというような数字もご

優遇制度、例えば観光地形成促進地域制度等の税制優

ざいますので、もちろんその西海岸南部のほうも含め

遇制度を活用しながら、本県への宿泊施設等の投資拡

まして、県外・海外からのホテル関係の投資をあまねく

大を促しているというところでございます。

ＰＲしながら誘致をいたしまして、必要な相談等に応

今後とも、ホテル開発等に対しましては、事業者等
から具体的な相談があれば、関係部局等と連携も図り

じながら、適切に対応していきたいというふうに思っ
ています。

ながら適切に対応していきたいというふうに思ってい
ます。

〇議長（新里米吉君） 新垣

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

以上でございます。

新君

〇新垣
新君。

新君

新君。

ぜひお願いしたいと思います。

続きまして、糸満市における内陸部の企業団地構想

この問題において担当副知事、執行

について、糸満市と連携を図り、支援していただきた

部にも部長にもお願いしたいんですけれども、実は南

いのですが見解を求めます。

部におきまして戦争があった影響で、戦跡国定公園に

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

おける自然公園法の第２種、そしてこの問題において

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） お答えいたします。

市街化調整区域、那覇広域における縛り、そういった

県では、糸満市を含む国際物流拠点産業集積地域を

問題等においてさまざまな縛りが実はあります。来た

中心に、企業誘致を進めているところですけれども、
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その中で近年、適切な産業用地の確保が課題となって

夫という声を聞きたいんですね、糸満市民も。私の声

おります。今後策定予定とされております同構想の内

を糸満市民と思って答弁を求めます。担当副知事から。

容把握に努めてまいりたいと考えております。

お願いします。懸念を持っているものですから。

県としましては、国際物流拠点産業集積地域連絡会

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

議というのを持っていまして、今後もその中で情報共

〇環境部長（大浜浩志君） お答えさせていただきま

有を図りながら、市町村と連携して誘致活動を推進し

す。

てまいりたいと考えております。

先ほども申しましたとおり、きっちり事業者からそ

以上です。

ういうような相談があり、それから糸満市からも相談

〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

新君

新君。

がありましたらきっちり対応していきたいなと考えて

実は沖縄県における物流拠点、物流

おります。

等々が足りないという問題の中で、糸満市が約50ヘク

〇議長（新里米吉君） 新垣

タール近くこれ内陸部に工業団地、物流拠点の団地が

〇新垣

中心になると思います。その件も含めてちょっと私懸

上がってきますので、ぜひ心からお願いをいたします。

念している問題を持っています。さきの代表質問で中
川京貴県議からも質問があったと思いますけれども、

新君。

ぜひいいものですから、糸満市から

新君

休憩、議長。
〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

沖縄県環境影響評価条例について、20ヘクタールから

午前10時38分休憩

これからアセスの縛りをかけていくと。そういった問

午前10時38分再開

題に、糸満市にとってもたまったもんじゃないという

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

懸念の声が正直聞こえてくるんです、その物流企業等

〇新垣

の関係者も。基地問題でやったらいいんですよ。こう

して質問します。

いった企業、雇用ができる場所に21世紀ビジョンも妨
げないかと、税収をふやすという問題も雇用をふやす

時間がありませんので、次回に飛ば

新君

我が党との代表質問との関係について、名護市長選
挙の結果について質問いたします。

という問題もですね。その件について見解を求めます。

私も選挙について、いろんな方々と会いました。年

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

配の方々とも、若い方々とも、女性の方々にも意見を

〇環境部長（大浜浩志君） お答えさせていただきま

聞きました。名護の市民は、もう葛藤があります。普

す。

天間代替施設の建設を選ぶ１票になるのか、暮らしと

工業団地につきましては、条例の規則の改正で20ヘ

経済を選択する１票になるのか、それが焦点だったん

クタールというのが対象事業というふうに今計画をし

です。その問題において、稲嶺陣営、翁長知事、オー

ているところでございます。自然公園法に基づくと、

ル沖縄、スタンダードの体制で名護市長選に臨んだと

糸満市に確認してみましたところ、この物流団地につ

思いますけれども、結果が出ました。名護市民は、暮

きましては適用除外という形になっております。環境

らしと経済を選ぶという時代に――政治は生き物です

影響評価のところでありますけれども、まだ個別的な

ので、民意は変わっていくと私は思っているんですけ

規模はちょっとはっきりしませんけれども、20ヘク

れども、この件について知事、どう思いますか。お伺

タールの土地を要請するような事業があれば、きちっ

いします。

と検討の中に入ってきますけれども、個別具体な計画

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

は今我々のところに来ていませんので、ちょっと今こ

〇知事（翁長雄志君） 新垣新議員の御質問にお答え

こではっきり言うことはできませんが、そういう相談

をいたします。

があったときにしっかり対応していきたいというふう
に考えております。
〇議長（新里米吉君） 新垣

今回の名護市長選挙の結果は、名護市民が市民生活
の向上や市勢の発展など、さまざまな要素を考慮して

新君。

投票されたことによるものと考えております。辺野古

糸満市におきまして、土地開発公社

新基地建設問題については、公約でも言及がなく、ま

が主導で約50ヘクタールから75ヘクタール近く必ず

た、当選後のインタビューにおいても、選挙結果は新

来ますので、もちろん地域住民の土地の合意を得て県

基地建設に対する市民の容認の意思を示すかという問

に必ず相談が来ますので、それがアセスが悪い形で、

いに、「そうとは思っていない。私は容認ということ

いいものが前に進まないじゃないかと大きな懸念があ

で選挙に臨んでいない」と発言されたと承知しており

りますので、それがないように担当副知事、私も大丈

ます。さらに、報道各社の事前の世論調査や当日の出

〇新垣

新君
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口調査等においても、辺野古新基地建設に反対の立場

〇新垣

の有権者が６割以上との結果が示されているところで

カードで使ってくると思っております。

恐らく、これ間違いなく知事選挙に

新君

あり、これらのことから、今回の選挙結果により、直

知事、ちょっと県民の声なんですけれども、名護の

ちに辺野古新基地建設反対の民意が否定されたもので

問題、結果が全てだという多くの県民、保守的な方の

はないと考えております。

意見が多いと思います。ただ、言いたいことは大義と

〇議長（新里米吉君） 新垣

新君。

民意が知事はもう負けたと、ないという声が今名護市

知事、民意は否定されていないと言

民からも強く多いんですね。筋を通して、もう一度県

うんですけれども、暮らしと経済を選ぶという名護市

知事選挙で民意を聞くべきではないかと、民意を問う

民の選択なものですから、もちろん基地は反対だけど、

べきではないかと、そういった声があるんですけれど

暮らしと経済を選ぶかと言ったら、暮らしと経済を選

も、知事の見解を求めます。

ぶという時代になったんですね。その件に関して、そ

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

れが渡具知候補の勝利の要因、１点目。

〇新垣

〇新垣

新君

２点目に、渡具知候補が勝った要因ですけれども、

あれ、ちょっと待って。これ大事な

新君

民意を問うべき知事選挙を開催しろって言っているん

知事が承認撤回をしないことから渡具知候補の有利に

ですよ私は。公室長レベルじゃないですよ。

なったと考えるという声が強いんだが、その件につい

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 私のほうで答弁させ

て知事の見解を求めます。

ていただいてよろしいでしょうか。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

〇新垣

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 民意を問う方法とい

いや知事だな…。

新君

承認撤回をしないことが結果に影響したのではない

たしまして、県民投票、住民投票があると思います。

かという趣旨の御質問ですけれども、今回の名護市長

住民投票につきましては、これまでの過去の事例な

選挙、
ただいま議員からもございましたけれども、名護

どを見ますと、有権者の意思を示す手法として県は意

市民が市民生活の向上や市勢の発展などさまざまな要

義があるものと考えておりますが、県民投票を実施す

素を考慮して投票されたものによるというものは我々

るか否かは、それぞれの団体において検討されるもの

も認識してございます。ただ一方で、先ほど来ありま

というふうに考えているところです。

したように、出口調査等でもありましたように、辺野

〇議長（新里米吉君） 新垣

古新基地建設問題が明確な争点にならなかったことも

〇新垣

要因の一つではないかというふうに考えているところ

思っています。市町村の、首長の理解を求めないと前

です。

に行きません。ですから、物事はすっきりしたほうが

新君。

私は、県民投票はできないものと

新君

撤回についてでございますが、撤回は法的な観点か

いいんですね。政治的な筋、わかりやすいスタンス、

ら判断するものでございまして、選挙に与える影響な

大義はもう薄れているんですよ。民意がないんですよ。

どを考慮して行われるものではないというふうに考え

だから県知事選挙でもう一度民意を問えと言っている

ているところです。

んですよ。これ公室長レベルの話じゃないですよ、知

〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

新君

新君。

事ですよ。伺います。

これだけははっきり言っておきます

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

よ。もう撤回のカードは知事選の目の前に持ってくる

午前10時44分休憩

ということで理解していいんですか。伺います。

午前10時45分再開

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 撤回については、法

翁長知事。

的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応する必要

〇知事（翁長雄志君） 新議員の趣旨は11月に行われ

があるというふうに考えてございます。どのような事

る県知事選挙の前に、知事選挙をやって民意を問うべ

由が撤回の根拠となるか現在慎重に検討しているとこ

きではないかという……

ろでございまして、撤回の時期につきましては、日々

〇新垣

の国の動きなど全体的な流れを勘案しながらしっかり

〇知事（翁長雄志君） 御質問だというふうに今お聞

と対応してまいりたいというふうに考えているところ

きいたしました。

です。
〇議長（新里米吉君） 新垣

予算を通してです。

新君

私自身、前もこの本会議でもそうなんですが、それ
新君。

から那覇市長時代もそうでありますが、自分自身がま
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ず一つには選挙に出るというようなことは、４年間の

たします。

任期を一つ一つ、毎日毎日、今は県民との対話、議会

この当該Ｊリーグスタジアムに関しましては、24

との対話の中で考えていくということが一つでありま

年度の先ほど申し上げました基本構想の中におきまし

す。

て、場所を検討、識者も交えた検討委員会でなされま

その前に、県知事選挙をやるというようなことにつ

した。当時は豊見城市のとよみ・豊崎タウン、それか

きましては、そういうことも含めて、前倒しがどうだ

ら与那原町のあがり浜マリンタウン、そして那覇市の

とか、何を争点にするだとかそういったこと等はこれ

奥武山公園この３カ所を比較検討しながら、場所選定

からも一日一日考えていきますけれども、今の段階で

を行ったところでございます。その中で、その結果と

新垣議員の提案については答えることはできないとい

いたしまして、那覇市の中心市街地にありまして、空

うことです。

港を含めまして大変交通のアクセスにすぐれているこ

〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

新君

新君。

と、あるいはセルラースタジアム那覇がちょうどあり

わかりました。

ますので、そことの連携によります、見るスポーツ・

私が言いたいのはこの定例会、予算を通した後に

するスポーツとのそういったスポーツを活用した地域

行ってほしいのが筋論という形で述べたつもりですの

振興があの一帯でできるということで、奥武山公園が

で、ぜひ理解してほしいということで、これは知事の

最も望ましいという結論に至ったということでござい

権限ですので理解いたしました。

ます。

続きまして、Ｊ１スタジアムについて質問します。
このＪ１スタジアム、当初那覇市が行うものがなぜ

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 新垣

新君。

沖縄県が引き取ってやるという形になったんですか、

〇新垣

伺います。

なものがあったと今お聞きしましたけれども、交通渋

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

滞さらに起こしませんか――今ジャイアンツが来たの

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい

で本当私はうれしいですよ、子供たちの健全育成、経

たします。

済効果もあるというのは――さらに起こしませんか。

県においては、Ｊリーグ規格スタジアムの整備につ

新君

この検討した結果って協議会みたい

駐車場何台になっています。２万人規模ですよね。伺

きまして、平成23年度に基礎調査、そして翌24年度に

います。

基本構想策定を行うなど、知事公約として取り組みを

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

進めてまいりました。一方、那覇市におきましても、

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 昨日も西

基礎調査及び基本構想策定に向けて取り組むなど、ス

銘議員の御質問に答弁をさせていただきましたけれど

タジアム整備に向けて検討を進めていたところでござ

も、あの近辺はモノレールも２駅ございまして、バス

います。

ターミナルからも歩いての至近距離でございますの

その後、那覇市が主体となって奥武山公園での整備

で、できるだけ公共の交通機関を活用していただくと

が検討されましたが、那覇市においての財源確保等の

いうことで、駐車場に関しましては、Ｊリーグの規定

めどが立たず、整備を進めていくスケジュールが見え

でＶＩＰ用とかマスコミ用とか、そういった規定がご

ないこと。一方、Ｊ１スタジアムは県全体のスポーツ

ざいますので、関係者用の駐車場といたしましては、

振興につながる、そして観光振興等にもつながるとい

立体で330台を予定しているところでございます。

う観点から、おととし平成28年８月に那覇市と話し合

以上であります。

いを持ちまして、県が主体となって整備することとし

〇議長（新里米吉君） 新垣

たところでございます。

〇新垣

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 新垣
〇新垣

新君

新君。

新君 330台で本当に渋滞解消ができるん

ですか、２万人の施設ですよね。ずさんな計画ではあ
新君。

りませんか、誰がどう考えても。じゃ他の都道府県の

全て那覇一極集中ですよね。何でも

かんでも那覇ビケーンという形。私田舎の議員ですけ

スタジアムの事例を述べなさい。伺います。
〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

れども、ムル那覇ビケーンナティ、均衡のある沖縄の

午前10時50分休憩

発展って検討したことありますか、伺います。

午前10時50分再開

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい
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文化観光スポーツ部長。

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい

きたいというふうに思います。

たします。

〇議長（新里米吉君） 新垣

手元に資料がございまして、例えばＪ１クラブの場

〇新垣

新君

新君。

議論をさせていただきたいというこ

合、ガンバ大阪の本拠地では、スペース含めて3500

とは変更もあり得るということで理解していいですか。

台、神戸に関しましては700台、それからＪ３でござ

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

いますけれども、北九州に関しましては、敷地内に68

〇知事（翁長雄志君） 今申し上げましたように、一番

台、隣接地で280台、それぞれ数に関してはまちまち

大きいのが交通渋滞ということでありますので、この

かなというふうな気がしています。

交通渋滞等についてしっかりとした議論がされておっ

〇議長（新里米吉君） 新垣

たかというようなこと等は、どういう形で今言ったよ

〇新垣

新君

新君。

味の素スタジアムの駐車場どうなっ

うにモノレールとの兼ね合い、それからほかのところ

ていますか。

につくったときには、道路をつくらなきゃいかぬとい

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） ちょっと

うようなこともあるかもしれません。
今、突然の質問ですので、具体的には何も言えませ

休憩願います。

んけれども、そういったようなこと等も含めて議論は

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
午前10時51分休憩

なされてはきたと思いますが、今こうして質問されて

午前10時51分再開

いますので、改めて検証したいと思います。
〇議長（新里米吉君） 新垣

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇新垣

文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 味の素ス

ただ知事、この問題におきまして、もう県は進めてい
くという中で、後で答えが出ます。これから大きな経

で、申しわけありません。
〇新垣

新君

今の答弁を聞くともう進めていくこ

とになるでしょう。

タジアムに関しては今手元に資料がございませんの
〇議長（新里米吉君） 新垣

新君

新君。

済効果と子供たちの健全育成を失うことになるでしょ

新君。

でしょう。まさに、こういう形でちゃ

う。これは結果で後でついてきますので、それを申し
上げまして私の質問を終わらせていただきます。

んと調べないで、こうやって何もかも進めていく。

以上でございます。

知事、これも間違いなくこのような計画じゃ交通渋
滞間違いありません。どこかに場所を変えて均衡ある

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。
〔末松文信君登壇〕

発展を望みたいんですけれども、それでも奥武山に進
めていくんですか、知事の見解を求めます。担当副知

〇末松

文信君

自民党会派の末松文信でございます。

事でも構いませんよ、伺います。

ただいまより一般質問に移らせていただきます。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

まず初めに、平成30年度県政運営についてでありま
す。

〇知事（翁長雄志君） お答えいたします。

(1)、基地問題について。

今までも、担当の部長が経緯を含め今の現状につい

秋の知事選挙の前哨戦とも言われた、名護市長選挙

ての説明がございました。いろいろ協議をする中で、
今方向性を基本計画をつくりながら、進めてきている

が去る２月４日に行われました。御案内のように、立

ところであります。

候補されたのは、知事が支援された前市長の稲嶺進候

交通状況は、今おっしゃるような部分が強いところ

補と新人の渡具知武豊候補の一騎打ちでありました。

がありますが、モノレール等、これも県と、ある意味で

選挙戦での両候補の公約ですけれども、報道によれば、

那覇市、浦添市でやっておりますが、開通以来ずっと

稲嶺候補は、「平和で安心、安全な環境をつくるのは

赤字でありましたけれども、今５万人という形で黒字

大人の責任だ。辺野古に新しい基地を造らせてはなら

に変わって、県、市それぞれの負担も軽くなってきて

ない」と訴え、他方、渡具知候補は、稲嶺「市政８年

おります。ですから公共交通を利用するというような

間で景気、暮らしは良くなったのか。答えはノーだ。

ことも、大変これからの沖縄県のあるべき姿というも

経済が停滞する名護ではいけない。新しい風を吹かそ

のについて私は考慮に入れるべきだというふうに思っ

う」と呼びかけ、また、辺野古問題については、稲嶺

ております。

候補は新基地に反対、渡具知候補は国と県との裁判を

今、新議員が質問をしましたので、方向性はその方

注視すると明確な選挙公約を掲げ、双方熾烈な選挙戦

向性で進んでおりますけれども、議論をさせていただ

が展開されました。その結果、渡具知武豊候補が稲嶺
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進候補に3458票の大差をもって初当選し、市民の信任

知事、このパネル、写真を見ていただきたいんですけ

を得、新たな民意が形成されたと考えております。ま

れども、これは去る名護市長選挙で渡具知武豊新市長

た、知事が県政運営のよりどころにしていた稲嶺政権

が掲げました名護市まちづくり構想であります。この

が大敗したことは、大きな衝撃だったと思います。今

構想を一つずつ実現していくことが、名護やんばるの

後の県政運営のかじを切る必要があるのではないかと

振興、ひいては沖縄県の振興・発展に資するものと考

思料されます。

えております。ここで、沖縄県は観光産業をリーディ

ここで知事は、本年度も辺野古には新基地をつくら

ング産業として位置づけ、年間入域客数も1200万人に

せないことを県政運営の柱と位置づけておりますけれ

上方修正され、さらなる飛躍が期待されております。

ども、その根拠について伺います。

そのような中、名護やんばる地域においても、やんば

２、平成30年度の施策概要について。

る自然遺産の登録など、動きも活発になってまいりま

(1)、沖縄らしい観光・リゾート地の形成について。

した。そのような中、地域特性を生かした観光振興を

ア、2020年の東京オリンピック・パラリンピック

図ることが強く求められております。

聖火リレーの誘致等に関連して、名護市嘉陽区――当

ここで伺います。

時は久志村でありました――には、1964年の第18回

イ、沖縄県は、国家戦略特区制度において、国際観

オリンピック東京大会が行われた際、沖縄県での聖火リ

光拠点として指定を受けていると思いますけれども、

レーの中継地点として、嘉陽区に聖火が宿泊いたしま

その概要について伺います。

した。
そのときの感動を後世に伝えようと呼びかけ、地

ウ、特に、海浜をテーマとして事業展開する際、以

元では聖火宿泊記念碑を建立すると同時に、記念の20

前はＣＣＺ事業制度があったと思いますけれども、そ

キロロードレースを開催することになりました。それ

の概要と活用方法について伺います。

が今も続いて継承されてきた歴史がございます。嘉陽区

エ、そこで、沖縄県が管理する――この写真であり

民は、あの感動をもう一度と、2020年に開催が決定さ

ますけれども――名護漁港を核として、高速艇等が発

れた東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの

着できる物流機能を付加するなど、海上交通と陸上交

際、聖火をぜひとも嘉陽区に宿泊を誘致して聖火宿泊

通の結節点としての拠点港の早期整備が強く求められ

記念公園の整備など、観光地として地域の活性化につ

ております。つきましては、漁港を核として整備拡充

なげたいとの熱い思いから、市議会へ誘致要請を行い

し、名護やんばる観光の振興に資することはできない

ました。名護市議会は、嘉陽区からの要請を受け、昨

か伺います。

年11月14日、全会一致で聖火宿泊の誘致決議を行い、

オ、同じく沖縄県が管理する名護市東江海岸から21

同月24日、知事に誘致要請を行ったところでございま

世紀の森海岸及び宇茂佐海岸など、サンセットロング

す。その後の取り組みと見通しについて伺います。

ビーチとしてのポテンシャルが高く、その早期整備が

議長、休憩お願いします。

強く求められております。つきましては、サンセット

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

ロングビーチを整備し、名護やんばる観光の振興に資

午前10時59分休憩

することはできないか伺います。

午前10時59分再開

カ、高速艇の導入について、我が党の中川京貴議員

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

の代表質問にもありましたけれども、国道58号の渋滞

知事のほうには、この絵が見えませ

を緩和し、北部地域への交通アクセスの利便性を高め

んので、前もってペーパーを送ってありますけれども

るため、名護から那覇を結ぶ海上交通として、高速艇

お持ちですか。
（資料を掲示） それでは、今まちづく

の導入に向けて、その実証実験とその取り組み状況と

りのパーツがありますけれども、さて古くから名護市

見通しについて伺います。

〇末松

文信君

は北部の中核都市として、北部広域のさまざまなニー

(2)、農林水産業の振興について。

ズに応え得る名護市でなければならないと言われ、名

ア、食鳥処理施設の整備状況につきましては、去

桜大学を設置し、それを公立にしたことや、国立高専

る22日に工事が着手したということで大変うれしく

が設置されるなど、高等教育機関を設置されてまいり

思っております。心から感謝を申し上げます。引き続

ました。このような先達の尽力の上に、我々は定住条

き予算の確保や雇用の拡大など尽力いただきたいと思

件の整備として基幹病院や中高一貫の進学校の整備、

いますけれども、御所見を伺います。

さらには地域振興を図る上で観光産業の振興など努力
を重ねていかなければならないと考えております。

イ、農産物の冷凍貯蔵庫の整備拡充について、昨年
11月定例会でも要請いたしましたけれども、その後の
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取り組みと見通しについて伺います。

年度の施策概要についての御質問の中の(1)のア、名護

(3)、美ら島の自然環境保全について。

市嘉陽区への聖火宿泊の誘致についてにお答えいたし

ア、名護市安和地域に整備中の公共関与による産業

ます。

廃棄物管理型最終処分場の整備状況について伺います。

県では、2020年東京オリンピック・パラリンピック

(4)、医療の充実について。

競技大会をスポーツコンベンションを飛躍的に拡大さ

ア、県立病院は、地域の中核病院として、救急医療

せる絶好の機会と捉え、昨年９月に、小池東京都知事

や小児医療、周産期医療など、医療提供体制の安定確

及び鈴木東京オリンピック競技大会・パラリンピック

保に努めることとありますが、県立北部病院の体制に

競技大会担当大臣に対して、沖縄県を聖火リレーの出

ついて伺います。

発地とすることなどを要請したところであります。聖

イ、北部地域における基幹病院の整備に向けた取り

火リレーの県内ルート等については、平成30年度に、

組み状況について、今回かなりの皆さんからも質問が

県において実行委員会を設置し、東京オリンピック・

ありますけれども、これについての状況を伺います。

パラリンピック競技大会組織委員会と調整を行いなが

(5)、教育の振興について。

ら検討していくこととなっており、聖火の宿泊につき

ア、北部地域における中高一貫の進学校設置に向け

ましても、この中で検討されるものと考えております。

た取り組み状況について伺います。

以上でございます。

以上、御答弁をいただき必要に応じて再質問させて

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

いただきます。

〔企画部長

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。
〔知事

川満誠一君登壇〕

〇企画部長（川満誠一君） ２の(1)のイ、国家戦略特

翁長雄志君登壇〕

区制度の概要についての御質問にお答えいたします。

〇知事（翁長雄志君） 末松文信議員の御質問にお答
えをいたします。

国家戦略特区制度は、規制改革の推進によって、産
業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成

平成30年度県政運営についてに関する御質問の中

を図ることを目的としております。沖縄県は、県全域

の１の(1)、新基地建設阻止を県政運営の柱にすること

が国際観光・イノベーション特区として、国家戦略特

についてお答えをいたします。

区の指定を受けております。県では、特区制度を活用

私は、辺野古に新基地をつくらせないという公約を

した規制緩和により、地域の強みを生かした観光ビジ

掲げ、多くの県民の負託を受けております。辺野古新

ネスの振興等に取り組む民間事業者等の活動を促進す

基地建設に反対し、普天間飛行場の県外移設を求める

ることとしております。

という県民の民意は、前回の名護市長選挙、知事選挙、

県としましては、引き続き、より一層の経済振興が

衆議院議員選挙、あるいは県議会議員選挙、参議院選

図られるよう、取り組んでいきたいと考えております。

挙と、一連の選挙において示され続けてきました。今

次に２の(1)のカ、高速船の導入についての御質問に

回の名護市長選挙で当選した渡具知新市長は、報道各

お答えいたします。

社のインタビューにおいて、
「私は容認ということで今

沖縄県は、自動車への依存度が高く、自動車保有台

回選挙に臨んだわけではない。」と発言したことが報道

数も年々増加していることから、本島中南部では日常

されております。また、報道各社の出口調査では、辺

的に交通渋滞が発生する状況にあります。加えて、沖

野古移設に反対の立場の有権者が６割以上との結果が

縄を訪れる観光客の急激な増加により、今後、さらな

示されております。これらのことから、今回の選挙結

る交通渋滞も予想されることから、本島内の移動につ

果により、直ちに辺野古新基地建設反対の民意が否定

いては、陸路のみならず、海路も含めた多様な交通手

されたものではないと考えております。今後も、県の

段を検討する必要があると考えております。このため、

有するあらゆる手法を用いて、辺野古に新基地はつく

現在、県では、県北部と南部を結ぶ高速船等の導入に

らせないという公約の実現に向けて取り組んでまいり

ついて、想定される需要量や採算性等の調査を実施し

ます。

ており、今年度末までに調査結果を取りまとめて、今

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。

後の施策展開に向けた関係機関や航路事業者との連携
に生かしていきたいと考えております。

〇議長（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

以上でございます。

嘉手苅孝夫君登壇〕

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） ２、平成30
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〔土木建築部長

宮城

理君登壇〕

理君） ２、平成30年度の施

工事、施設内部に設置するプラント工事及び建築工事

策概要についての御質問の中の(1)のウ、コースタル・

等を実施しているところです。平成30年度は、外構工

コミュニティ・ゾーン整備事業の概要と活用方法につ

事等を実施する予定であります。

〇土木建築部長（宮城

県としましては、今後とも事業主体である名護市と

いての御質問にお答えいたします。
コースタル・コミュニティ・ゾーン整備推進事業は、

連携し、食鳥処理施設の整備を進めてまいります。
同じく(2)イ、農産物の冷凍貯蔵倉庫の整備拡充につ

地域の社会的、自然的条件等を勘案し、計画的、総合
的に海浜地域を整備し、海浜の利活用に資することを

いてお答えいたします。
農産物の冷凍貯蔵倉庫については、本部港に物流セ

目的とするものであります。また、当該事業の計画は、
市町村が策定し、国土交通大臣が認定するものであり

ンターが設置されており、シークヮーサー等の農林水

ます。県内では、昭和62年に北谷町が北谷海岸におい

産物貯蔵倉庫として活用されております。しかし、近

て実施しており、埋立造成や土地区画整理事業により、

年の物流センターの稼働率は非常に高く、時期によっ

道路、海岸、公園、上下水道などを整備するとともに、

ては100％を超える状況であることから、北部振興事業

民間を含むさまざまな事業主体が連携して事業を実施

の一環として、今帰仁村が事業主体となり、同様の物

しております。

流センターを運天港に整備中であると聞いております。

同じく２の(1)のオ、名護海岸一帯のサンセットロン

県としましては、引き続き、シークヮーサー果汁や

グビーチリゾート整備についての御質問にお答えいた

関連商品の消費促進・認知度向上に取り組み、果汁在

します。

庫の減少、冷凍貯蔵庫の適正な稼働につなげてまいり

名護海岸一帯は、海岸保全基本計画に基づき、昭和

たいと考えております。
以上でございます。

48年度から平成22年度にかけて、護岸、突堤、養浜等
を整備したところであります。県では、海岸施設の長

〇議長（新里米吉君） 環境部長。
〔環境部長

寿命化計画を策定しており、今後、各施設の点検を行

大浜浩志君登壇〕

い、必要な改修を行う予定であります。なお、市町村

〇環境部長（大浜浩志君） ２の平成30年度の施策概

単独のリゾート整備の構想は、当該市町村において描

要についての御質問の中の(3)のア、公共関与最終処分

くものと理解しており、海岸管理者としては、構想過

場の整備についてお答えします。
県は、産業廃棄物の適正処理を確保し、県土の生活

程等において必要性を踏まえ、調整等に応じていきた
いと考えております。

環境の保全と健全な経済社会活動を支えるため、埋立

以上でございます。

容量９万立方メートル、埋立期間15年の公共関与によ
る産業廃棄物管理型最終処分場の建設を行っていると

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。
〔農林水産部長

ころであります。平成29年９月に工事に着手し、現

島尻勝広君登壇〕

〇農林水産部長（島尻勝広君） ２、平成30年度の施

在、土工事等の関連工事を実施しております。引き続

策概要についての御質問の中の(1)エ、名護漁港におけ

き、平成31年度供用開始に向け、工事が円滑に進むよ

る海上、陸上交通の結節点等としての整備についてお

う取り組んでまいります。
以上でございます。

答えいたします。
名護漁港は、北部圏域の漁獲物が集まる流通の拠点

〇議長（新里米吉君） 病院事業局長。
〔病院事業局長

として重要な役割を果たしております。このため、県

伊江朝次君登壇〕

では、これまでに必要な漁港施設の整備を推進してま

〇病院事業局長（伊江朝次君） ２、平成30年度の施

いりました。名護漁港における海上、陸上交通の結節

策概要について(4)のア、県立北部病院の医療提供体制

点等としての整備については、漁業活動への影響に配

についてお答えいたします。
県立北部病院は、北部圏域の中核病院として、救急

慮しつつ、関係部局や名護市と連携し、当該漁港の需

医療、周産期医療、小児医療、離島医療等を提供して

要等を把握した上で可能性を検討してまいります。
同じく(2)ア、食鳥処理施設の整備状況についてお答

おります。県立北部病院が地域の中核病院として医療
提供体制を整備するためには、医師の確保が重要な課

えいたします。
食鳥処理施設は、名護市を事業主体とし、国際基準

題であると考えております。

であるＨＡＣＣＰ対応型の新しい施設として、平成28

病院事業局としましては、県内外大学等への医師派

年度から整備を進めており、30年度に完了する予定で

遣要請や人的ネットワークの活用等により、医師の確

あります。現在の整備状況として、建設予定地の造成

保に努め、中核病院としての安定的な医療提供に努め
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てまいります。

た。全長約６キロぐらいあります。その海岸線につい

以上でございます。

ては、以前からポテンシャルが高いということで、ぜ

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長
〇保健医療部長（砂川

砂川

ひその整備をやって観光拠点をつくってほしいという

靖君登壇〕

市民の高いニーズがありました。それに呼応して、今

靖君） ２の平成30年度の施

策概要についての御質問の中の(4)のイ、北部基幹病院

回の市長がそれを提唱してきたと、こういうことでご
ざいます。

についての御質問にお答えします。

そこで、改めて伺いますけれども、沖縄県が管理す

北部基幹病院の整備につきましては、平成30年１月

るこの名護漁港ですけれども、これは以前からそうい

18日に、県、北部地区医師会及び同病院並びに北部12

う課題が残っておりまして、やっぱり省庁間の障壁が

市町村により統合の基本的枠組みに関する第１回協議

強くて、なかなかそういう形のものができない。こう

会を開催し、統合に当たって整理すべき課題に関する

いう状況でありまして、このたびそういう意味で、ぜ

県の考え方などを説明してきたところであります。ま

ひここを整備していきたいということで、私どもとし

た、２月７日の第２回協議会におきましては、北部基

ては、名護やんばる観光振興を考える上で、この名護

幹病院の収支のシミュレーション及び基本合意書案の

市東江海岸から名護漁港、そして21世紀ビーチから宇

たたき台について、県の考え方を説明したところであ

茂佐海岸、さらには屋部海岸ということで、このサン

ります。次回の協議会では、各関係者から県の考え方

セットの非常にすばらしいところであります。そこで、

に対する意見を聴取することを予定しております。そ

このサンセットビーチリゾートの形成ということにつ

の後は、関係者間で認識の一致を図る必要のある課題

いては、最大のテーマだというふうに考えておりまし

を中心に、合意形成に向けた調整を進めていきたいと

て、特に名護市街地のへそに当たる名護漁港を核とし

考えております。

た拠点港、これを何とか整備できないかということで

以上でございます。

あります。

〇議長（新里米吉君） 教育長。
〔教育長

それは、先ほど質問いたしました、制度がやっぱり

平敷昭人君登壇〕

ネックになっておりますので、この制度についてうま

〇教育長（平敷昭人君） ２の平成30年度の施策概要

く活用しないとやっていけないだろうということで、

についての御質問で(5)のア、中高一貫の進学校設置に

今国が提唱している国家戦略特区、幸いにして沖縄県

ついてお答えいたします。

も国際観光拠点制度に位置づけされているようであり

中高一貫教育校につきましては、中高６年間におけ

ますので、こういったものを活用して、名護市と県が

る計画的・継続的な教育システムを構築することで、難

共同してその構想を実現することはできないかという

関国立大学等への進学を目指す生徒のニーズに応え、

ことでありますが、そのことについて知事の御所見を

本県を牽引する高い志を持ったグローバルに活躍でき

伺いたいと思います。

る人材の育成を図るため、平成28年４月に開邦中学校

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

及び球陽中学校を開校したところであります。現在、

〇企画部長（川満誠一君） お答えいたします。

両校において、その設置目的が達成できるよう取り組

沖縄県は国家戦略特区に指定されておりますので、

んでいるところであり、他地区での設置につきまして

メニューが62メニューございますけれども、このう

は、両校の実績や課題等を踏まえ、今後、検討してま

ち大項目の中でも、観光、医療、保育、雇用等とござ

いりたいと考えております。

いますが、農林水産という項目もございまして、活用

以上でございます。

は可能であろうと考えます。ただ、この活用につきま

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

しては、地方公共団体はもちろんかかわるわけでござ

午前11時21分休憩

いますけれども、民間事業者が経済活動を行うに際し

午前11時22分再開

て、この規制が隘路になっているというような説明を

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

して、規制を緩和することによって経済活動の競争力

末松文信君。
〇末松

文信君

を高めるという構造が必要でございますので、まずプ
私、先日このまちづくり構想に示し

レーヤーである民間事業者を確保するということが肝

た東江海岸から名護漁港を経て、それから名護市民会

要かと考えます。

館前、そして21世紀の森ビーチ、さらには野球場の

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

前から人工ビーチ宇茂佐海岸まで散策してまいりまし

〇末松
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文信君

この整備については、ぜひとも県の

協力もいただかなければならないというふうに考えて

ろしいんですかね。今、ちょっと済みません。これつ

おります。また名護市としても、その構想についても

け忘れたものですから、はっきり聞こえなかったです。

しっかりと絵を描いていくというような段取りをした

〇末松

いと思っておりますので、そのことについてぜひ御協

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

じゃ休憩中でいいですか。

力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

文信君

午前11時29分休憩

それでは、時間もありませんので、次に移ります。
県政運営に関してですけれども、さきの市長選挙に

午前11時31分再開
〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

おいて、この本議会においてもさまざまな議論があり

翁長知事。

ますけれども、一応確認をしていきたいというふうに

〇知事（翁長雄志君） 私もいろんな政策の問題が

思っております。

あったというふうなことを前提にして、今そのような

まず知事は、市長選挙の敗因は、渡具知候補が新基

話をさせていただきましたが、これはお互いが選挙を

地を認めるか認めないかはっきりしなかったから、辺

やるときに、それぞれの言い分等々に対して意見を申

野古が争点から外されたからとおっしゃっております

し上げるのは、これはそれぞれが当たり前のように今

けれども、そのような理解でよろしいでしょうか。確

日までやってきたわけでありまして、それを一方的に

認します。

名護市民のほうにこういうふうに言うのは失礼じゃな

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

いかとかいうことではなくて、逆の面も皆さん方から

〇知事（翁長雄志君） 市長選挙という意味では、いろ

すると、私たちに対してのものもいろいろあったと思

んな項目があったかと思います。ただ一般に言う全国

うんです。だから、選挙は、選挙中もそうですが、終

の世論含め、報道含め、新辺野古基地の建設が争点に

わってからもそのことについては、それなりの、こち

なっているというような状況が事前にありましたけれ

ら側から見る、物を言わないといかないと。これに限

ども、選挙になりましたら、それはなくなっておった

らずですけれども。こういったこと等で今お話をさせ

というようなことからすると、一つの大きな要因では

ていただいているのであって、私が全体的にそれを全

なかったかなというふうに思っております。

部決めて、名護市民にどういうふうに話をしていると

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

いうことではなくて、選挙を通じての状況を私から見

〇末松

文信君

なくなったってどういうことですか。

るとそうでしたというようなことを申し上げているわ

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

けであります。皆様方のその選挙のあり方として、こ

〇知事（翁長雄志君） 争点ぼかしというようなこと

れを言っているわけです。

を今、争点ぼかしと言わないでなくなったと言ったわ

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

けですが、いわゆる争点ぼかしであったというような

〇末松

ことを申し上げております。

て大変失礼だというふうに思っております。

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。
〇末松

文信君

知事の今の発言は、名護市民に対し

文信君

それで次に行きますけれども、皆さんは争点ぼかし

知事、いつの議会だったか、私に、

とか言っているけれども、マスコミの世論調査でも、

あんたは県民を軽く見るなということをおっしゃって

このような大きな見出しで「辺野古が最大の争点」と

いましたけれども、今の知事の発言は市民を軽く見た

いうふうに言っております。それから、その66％もの

発言ですよ。撤回したらどうですか。

辺野古反対という報道もあります。そういった報道、

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

その報道と一緒に候補者も知事も、同じようなことを

午前11時28分休憩

おっしゃってきました、選挙中。それでも争点ぼかし

午前11時29分再開

と言うんですか。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

翁長知事。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

〇知事（翁長雄志君） 末松議員の御質問は、争点に

先ほど知事がおっしゃっていたのは、やはり今議員

なっていたかということらしいですね、今改めて質問

が新聞でお示しになりましたように、投票前の地元新

の内容を聞きましたら、新辺野古基地が争点になって

聞各社はやはり辺野古が争点だというようなことが

いたかと。それを私が争点をぼかしておったというよ

載っておりました。それから、アンケート等について

うなことが今ちょっと問題になっているんじゃないか

も、議員が今お示しになったとおりだと思っておりま

というような話で受けとめているんですが、それでよ

す。ただ、その新人候補のほうは、公約で言及がなかっ
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たとか、それから当選後のインタビューにつきまして

とになるわけでありまして、そういう中で、いろいろ

も、選挙結果は市民の容認の意思を示すかというふう

期日前が何％、当日が何％ということであって、それ

なものに対して、そう思っていないという話をされて

についての内容の分析等はいろんな報道を聞いて聞き

いますように、私は容認ということで選挙に臨んだわ

はしますけれども、これはこれを直接私がさわったわ

けではないと発言しているように、知事が、新聞等で

けではありませんので、これについて数字を申し上げ

報道されていたような形で辺野古新基地建設というも

るのはできないということであります。（発言する者

のが明確な争点にはならなかったんだというような趣

あり）

旨の答弁をなさったものと考えております。実際、今

〇議長（新里米吉君） 静粛に。

県のほうもそういうスタンスでこれまでも答弁をさせ

〇知事（翁長雄志君） いわゆる６割以上とかという

ていただいているところでございます。

ようなこと等は、今日までの一連のことも踏まえて、

〇末松

文信君

ちょっと休憩してください。

なおかつ衆議院選挙、直近のものでも名護ではこちら

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

側が勝っておったという、こういったこと等を踏まえ、

午前11時34分休憩

そういったような中で、その数字というものはしっか

午前11時35分再開

りと世論調査等でも出てきておったというようなこと

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

も含めての話になろうかというふうに思っています。

末松文信君。

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

文信君 それでは、理解を深めるためにちょっ

〇末松

と投票行動について掘り下げてみたいと思います。

〇末松

文信君

直近、直近というけれども、直近の

名護市長選挙はどうでしたか。

まず期日前投票ですけれども、これは投票総数が

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

２万1660票、パーセントにして44.4％、当日の投票

〇知事（翁長雄志君） これは末松議員が冒頭でおっ

について、投票総数が１万5864票、32.52％、合わせ

しゃったような結果で終わっております。

て76.92％が投票率でありました。その中の有効投票

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

数ですけれども、これは３万7320、無効もあってそう

〇末松

なっておりますけれども、まず期日前、そして当日の

ろ言われるからこのような質問をしているわけですよ。

出口調査ですけれども、これは知事もおっしゃってい

まずさっきの話ですけれども、回答者の中では、こ

るように、６割が無回答であると言われております。

れほぼ同数で、回答した人たちは両方とも。しかし、

これは世論調査でも同じような結果が出ております。

無回答の方は６対４、いわゆる６が渡具知武豊、４が

そこで、期日前投票の出口調査の結果でありますけ

稲嶺進、こういう投票行動になっているわけです。で

れども、渡具知候補が50.5％、稲嶺候補が49.5％で１

すから、皆さんは、候補者の政策をしっかりと把握し

ポイントの差であります。それは、ほぼ同数でありま

た上で投票している。そういう結果になっております。

す。しかしながら、投票者の約半数が無回答でした。

それで、この無回答者がこれだけの投票者にいるとい

その無回答者は、両者にどのくらいの割合で投票した

うことについて、知事はどう理解しますか。

と思いますか。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

文信君

私は、その争点ぼかしだとかいろい

午前11時39分休憩

午前11時36分休憩

午前11時42分再開

午前11時37分再開

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

翁長知事。

翁長知事。

〇知事（翁長雄志君） 最初に御質問いただいたもの

〇知事（翁長雄志君） 今新聞等出して、マスコミはこ

にはしっかり答えたというふうに思っておりますが、

んなふうにして辺野古基地が争点だと書いているじゃ

期日前の内容等々ということにつきましては、これは

ないかというのは、これは末松議員のまた一つの考え

名護市民のいわゆるそういった、答えた答えなかった

方ですね、そのラインは。私たちからすると、やはり

というのは権利でありますので……（発言する者多し）

公約というようなものから見ると、海兵隊は県外・国

〇議長（新里米吉君） 静粛に。知事の答弁が聞こえな

外というような形で特段辺野古に触れているわけでは

くなります。

ない。それを私どもはまたそういうふうに見る。後は

〇知事（翁長雄志君） それは先ほど来の話と違って

県民がそれを、市民がどういうふうに見るかというこ

出てきているのか、今おっしゃっているこの絡み合い
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の意味が全く私には通じてないんですよ。私からする

に対する答弁を伺いましたら、国の流れを勘案しなが

と、その前の世論調査を含め、直近の衆議院選挙も含

ら後発的な事情があれば検討するということを言って

めて、そして流れとして６割以上という話をしている

おられました。それは一体どういうことをおっしゃっ

わけですけれども、期日前のところでどうこうという

ているのか説明お願いできますか。

ようなことについて、私がその内容は承知はしていな

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

いということです。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。
〇末松

文信君

まず撤回の定義を私申し上げました。その中におい

私が今そう申し上げているのは……

（発言する者多し）

て、撤回といいますのは、行政行為の適法な成立後、
公益上の理由が生ずるなど後発的な事情の変化により

〇議長（新里米吉君） 静粛に。

まして、当該行為を維持することが必ずしも適当でな

なぜそういうことを言っているかと

くなった場合にこれを将来的に無効とすること、これ

いうと、無回答した人がこれだけの人数がいるという

が撤回だというふうに承知しておりますと。そういっ

のは、マスコミの報道にも出てこない。知事も、稲嶺

たことから、県は承認取り消しを取り消しました。そ

候補者もそのことについては全く関知していない。し

の後の後発的な事情として、埋立承認に付した留意事

かし、名護市では、この物を言ったらいかぬという風

項ですとか、環境保全措置、そういったさまざまな問

潮があって、基地に反対しない人は市民じゃないと言

題点について、さまざまな観点から撤回事由を検討し

わんばかりの風潮があって、その発言を封じ込められ

ているというふうに答弁したところでございます。

てきたわけです。その結果がこういう状況を生んでい

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

るんではないかと私はそういうふうに考えています。

〇末松

いかがですか。

か。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 済みません。

〇知事（翁長雄志君） 末松議員がそういうふうに分

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇末松

文信君

撤回に必要な要件は満たせそうです

文信君

析するのと、また私もいろんな形でお話をさせていた

午前11時47分休憩

だいております。この違いだと思っておりますので、

午前11時47分再開

今の御質問には私からは答えられません。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

知事公室長。

ここに1969年にアメリカのニクソ

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 先ほども答弁いたし

ン大統領が声高に、政府批判する者は少数派であると

ましたけれども、その埋立承認に付しました留意事項

する意を込めて言った言葉だそうですけれども、サイ

ですとか、環境保全措置、さまざまな観点から今検討

レントマジョリティーという言葉があるそうでありま

しているところでございます。そういったことを丁寧

す。
いわゆるその物を言ったらいろいろ文句言われる。

に検討しまして、日々の国の動きですとか、全体的な

そういったことを避けて物を言えない、こういう状況

流れを勘案しながら、看過できない事態となればしっ

をつくってきたのではないかというふうに私は思うわ

かりと対応していきたいというふうに考えているとこ

けであります。それをつくったのは、基地問題に関連

ろでございます。

してその知事を初めとするオール沖縄の体制の皆さ

〇議長（新里米吉君） 末松文信君。

ん、このさきの選挙でも内地のほうからたくさんの人

〇末松

が来て、町中、その端々まで辻説法していましたけれ

そのものもしっかりと承認されました。それから、さ

ども、こういう人たちがやっぱりいろんなことを言っ

きの石材の出搬入港も許可した。サンゴの採捕も許可

てきたものですから、名護市民はそういうことに対し

した。そういった状況からすると、特に撤回するよう

て非常に違和感があって、今回の選挙もその結果が出

な要件には達しないんじゃないかというふうに思って

たような感じもいたします。そういった意味で、その

おりまして、知事がおっしゃるその辺野古に基地をつ

争点隠しとか、そういうことは私は言わないほうがい

くらせないということの根拠は全く期待できないとい

いのではないかというふうに思っております。

うふうに考えて、そういうことを申し上げて質問を終

〇末松

文信君

そして、時間もありませんけれども、最後に知事が

そう言いつつも、知事は、埋立承認

わりたいと思います。

その撤回への最後の切り札とも言われました、承認撤
回についてであります。昨日の西銘啓史郎議員の質問

文信君

ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君） 座波
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一君。

〔座波
〇座波

一君

一君登壇〕

料は中所得者以上の負担が高く、保険料の引き上げは

沖縄・自由民主党会派の座波でござ

います。

これ以上やるべきではないが、制度移管後保険料を引
き上げずに安定した国保財政の運営は可能かどうか伺

よろしくお願いします。

います。

まずは、南城市、名護市長選挙では県知事とは立場

(3)、県は国保法の理念のもと、低い県民所得や前期

が違えどもお互い心の傷が癒えない仲であります。そ

高齢者問題という歴史的な特殊事情を踏まえ、県民の

の中で議論をしたいと思っております。

安心・安全を安定した財政で国保制度を運営しなけれ

まず通告に従いまして、県知事の政治姿勢について
であります。

ばならないが、県が保険者として責任を担う決意を伺
います。

(1)、知事は南城市、八重瀬町、名護市の首長選挙に

(4)、国保財政が市町村の財政を圧迫した経緯を踏ま

積極的にかかわり、基地問題に関係のない地域にも基

え、制度移管による改革は市町村財政改革にも通じる

地問題を争点にしました。名護市長選挙では渡具知氏

ため、県移管後も法定外繰り入れや保険料の値上げの

を争点外しと非難したが、知事は選挙結果を受け県民

ない運営のための方針を伺います。

にとって一番大事な問題が米軍基地問題であると今で
も確信できるのか、
選挙結果も含めて感想を伺います。

次に３、沖縄県環境影響評価条例の改正案について
であります。

(2)、沖縄の不幸な歴史への配慮を求め、米軍基地の
過重負担の不条理性の主張は沖縄の全ての政治家に共

(1)、改正の目的と背景及び提案時期の妥当性につい
て伺います。

感できると思います。しかし、高じて沖縄県民に被差

(2)、領海・領空侵犯が頻発する南西諸島への自衛隊

別意識と終わりの見えない被害者意識を扇動し、反政

配備計画がある中、この改正案は配備計画の障害にな

府・反基地感情を県民に訴える政治手法に多くの県民

りかねません。南西諸島の領海・領空防衛が国民の生

が疑問を持ち始めています。その政治手法が県民に何

命と財産を守り、沖縄の県益に必要と県が判断してい

をもたらし、どれだけの県益をもたらすのか示すべき

るなら自衛隊配備計画に支障がないように配慮する必

であります。魂の飢餓や誇りある豊かさだけでは理解

要がありますが、その対応はできているのか伺います。

できません。

(3)、改正案に対し、米軍再編事業により移転先の整

(3)、知事が県政の最重要課題としている米軍基地問

備や返還後の跡地開発に新たな負担や数年間のおくれ

題が賛成・反対で解決できないことは歴史が証明して

等の影響に市町村から意見もあるようだが、県民の悲

います。知事自身も認識していると思いますが、普天

願である基地返還と跡地利用を速やかに推進するのが

間の危険性除去のためにもやむを得ず辺野古移設を容

県政の務めであるが矛盾していないかを伺います。

認し基地の整理縮小へ進めることも選択肢であり民意
であります。知事はその民意をどのように受けとめて

次に４、南部東道路の事業費増額と完了時期につい
てであります。

いるのか。

(1)、県公共事業評価監視委員会における県の報告に

(4)、知事は国が沖縄の米軍基地過重負担を一顧だに

よりますと南部東道路の総事業費を200億円増額する

せず、地方自治の堕落、自己決定権の喪失等県民に弾

ことになっています。新たなインターチェンジ建設決

圧があるかのごとく国を非難するが、本来知事は、辺

定による設計費、建設費及び追加調査や変更に係る費

野古移設とオスプレイ配備の反対だけが違うと強調し

用の内訳と財源を伺います。

てきました。過剰な政府非難を続けるよりも早期の埋

(2)、この報告の中で事業完了時期が当初予定から５

立承認撤回、それが県民の理解を得られ、あらゆる県

年後の2026年となっているが、国や関係市町村と協議

益の喪失を少なくできると思うのでありますが、知事

した結果なのか。また、インターチェンジ建設追加分

の考えを伺います。

の影響があるとしてもこれまでの大幅なおくれを考慮

２、国保の制度移管による県単位化についてであり

し執行体制を強化した上での見通しなのかを伺います。

ます。

５、大型ＭＩＣＥ事業の可能性についてであります。

(1)、市町村の国保財政はこれまで法定外繰り入れの

(1)、内閣府が指摘している需要推計や受け入れ周辺

赤字補塡で保険料の値上げを抑えてきました。県へ制

環境整備の課題への取り組みについて県は最高レベル

度移管後の市町村の法定外繰り入れと、これまでの市

の精度としているが、内閣府の要求や基準を踏まえた

町村の累積赤字について県の考え方を伺います。

上の取り組みなのか伺います。職員の努力により精度

(2)、低所得者層の多い沖縄県の国保被保険者の保険

を上げることでこの事業が果たして可能となるのか伺
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います。

い現実の問題として残されております。さらにその広

(2)、昨年の沖縄担当大臣の時期尚早発言を受け、そ

大な米軍基地は、沖縄の経済発展の最大の阻害要因と

の真意が何か、三役はどのように受けとめ対応したの

なっております。これらのことから未来を担う子や孫

かを伺います。

のため現世代において基地問題の解決を図ることが、

(3)、県が１月に基本設計を全額負担で実施する案を

沖縄21世紀ビジョンに掲げる「時代を切り拓き、世界

出しその後取り下げたようだが、提案した理由と取り

と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら島』お

下げた理由を伺います。

きなわ」の実現につながっていくものと考えておりま

６、沖縄県の農業農村整備事業と予算についてであ

す。

ります。

その他の御質問につきましては、副知事、部局長か

(1)、農業生産の安定に農業水源とかんがい施設整備
事業は重要でありますが、沖縄県内の整備状況と南城

ら答弁をさせていただきます。
〇議長（新里米吉君） 富川副知事。

市内の県営かんがい事業のおくれについて進捗状況、
おくれの原因、完了予定を伺います。

〔副知事

富川盛武君登壇〕

〇副知事（富川盛武君） ５、大型ＭＩＣＥ事業の可能

(2)、民主党政権下で大幅に減額された全国農業関連
予算は復活の傾向にあります。平成30年度予算は前年

性についての御質問の中で、基本設計の県単独予算で
の実施についてお答えいたします。

比108％となりました。しかし沖縄県は減少が続き過

大型ＭＩＣＥ施設の整備も含め、私は日ごろから政

去10年間で最低水準であります。ハード一括交付金が

府関係者とさまざまな意見交換をさせていただく機会

大幅に減額しているため農業関連予算は極めて厳しい

があります。その中で県単での基本設計に少し触れた

状況でありますが、今後の整備方針と所要額確保に向

ことがありますが、政府関係者からは県だけでは整備

けた取り組みを伺います。

が困難ではないかとの反応がありました。具体的な提

よろしくお願いします。

案をしたわけではございません。

〇議長（新里米吉君） ただいまの座波一君の質問及

沖縄県としましては、沖縄振興特別推進交付金の活

び質疑に対する答弁は、時間の都合もありますので午

用について理解が得られるよう引き続き国に対して丁

後に回したいと思います。

寧な説明を続けてまいりたいと思います。

休憩いたします。

以上でございます。

午前11時59分休憩

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

午後 １ 時18分再開

〔知事公室長

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

謝花喜一郎君登壇〕

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、知事の政治姿勢に

午前の座波一君の質問及び質疑に対する答弁を願い
ます。

ついての御質問の中の(3)、辺野古移設を容認する民意
についての御質問にお答えいたします。

翁長知事。
〔知事

知事は、辺野古に新基地はつくらせないという公約
翁長雄志君登壇〕

を掲げ、多くの県民の負託を受けております。また辺

〇知事（翁長雄志君） 座波一議員の御質問にお答え

野古新基地建設に反対し普天間飛行場の県外移設を求

いたします。

めるという県民の民意は、前回の名護市長選挙、知事

知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の

選挙、衆議院議員選挙など、一連の選挙において示さ

(1)、名護市長選挙の結果と基地問題に関する政治手法

れ続けてきました。これらのことから今回の選挙結果

についてお答えをいたします。１の(1)と１(2)は関連

により直ちに辺野古新基地建設反対の民意が否定され

しますので一括してお答えをいたします。

たものではないと考えております。

今回の選挙において辺野古新基地建設問題は、名護

今後も県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古に

市の将来を左右する大きな問題であり、立候補者はそ

新基地はつくらせないという公約の実現に向けて取り

の問題についてみずからの考え・立場を明確に示し、

組んでまいります。

名護市民に信を問う必要があったものと考えておりま

次に(4)、埋立承認の撤回についてお答えいたします。

す。また沖縄には、戦後70年以上たった現在において

撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に

もなお広大な米軍基地が集中しており、沖縄県にとっ

行った上で対応する必要があると考えており、どのよ

ては、依然として米軍基地から派生するさまざまな事

うな事由が撤回の根拠となるか慎重に検討していると

件・事故など過重な基地負担が解決しなければならな

ころであります。
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撤回の時期については、法的な観点や日々の国の動

ろであります。法定外繰り入れや保険料の決定につい

き等を想定して検討し、知事の責任において判断する

ては、引き続き市町村長の裁量で行われることとなり

ことになるものと考えております。

ますが、法定外繰り入れ等の縮減や保険料の急激な上

以上でございます。

昇を抑制するためには、さらなる公費の拡充を図る必

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長

砂川

要があると考えております。

靖君登壇〕

県としましても、必要に応じて知事会等を通じ意見

靖君） 国保の制度移管によ

を提出するほか、本県の特殊事情に配慮した特段の財

る県単位化についての御質問の中の(1)、市町村国保の

政支援について、市町村及び国保連合会と連携し引き

法定外繰り入れと累積赤字についての御質問にお答え

続き国に要請していきたいと考えております。

〇保健医療部長（砂川

します。

以上でございます。

市町村国保の財政状況につきましては、平成20年度

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

に退職者医療制度に変わり導入された前期高齢者財政

〔環境部長

大浜浩志君登壇〕

調整制度に伴い悪化したところでございます。この間、

〇環境部長（大浜浩志君） ３、沖縄県環境影響評価条

市町村の法定外繰り入れについては、平成28年度まで

例の改正案についての御質問の中の(1)、条例改正の目

の９年間で総額757億円に達しております。

的及び提案時期についてお答えします。

県としましては、国保財政の安定運営に向けて赤字

県では、沖縄県環境影響評価条例の対象事業につい

である法定外繰り入れの段階的解消に努めていく必要

て、環境審議会から、必要に応じて適切な見直しを行

があると考えております。

うこととの答申を条例制定時を含め過去２回受けてお

次に(2)、安定した国保財政の運営についての御質問

り、随時検討をしてきました。また開発面積は大きい

にお答えします。

が対象事業の種類に該当しない事業があったこと、全

  県は、平成30年度の１人当たり保険料について去る

国的に太陽光発電に係る土地改変が問題視されている

２月６日に公表したところであります。平成30年度に

こと等から社会状況の変化や他府県の動向を踏まえ、

おける１人当たりの標準的な保険料は８万8419円で

土地の造成を伴う事業を条例の対象事業に追加するこ

あり、前期高齢者交付金の増加や公費拡充により平成

と等を検討したところであります。

28年度に必要な保険料相当額10万4665円と比較した

本改正によってより環境に配慮した事業が行われる

場合、１万6246円下回ることとなっております。平成

ことになり、本県の自然環境の保全に資するものと考

30年度につきましては、国保制度改革を理由とした保

えております。

険料の引き上げを行うことなく国保財政の運営は可能
であると考えております。

同じく３の(2)、自衛隊配備計画への対応についてお
答えします。

次に(3)、県の保険者としての責任についての御質問
にお答えします。

今般の改正で対象事業に追加する土地の造成を伴う
事業については、他事業との平等性・公平性の観点か

県は平成30年度から国保財政運営の責任主体となり、

ら検討したものであります。環境影響評価の制度は許

納付金や保険給付費等の国保財政の入りと出を管理す

認可等により規制するものではなく、事業者が関係者

ることで制度を安定させることが可能になるものと考

との合意形成を図りながら環境保全の観点から総合的

えております。
そのほか、県は健全な国保財政運営に向

かつ計画的に望ましい事業計画をつくり上げることを

け医療費の適正化や事務の効率化、標準化などに市町

目的としており、より環境に配慮した事業が行われる

村と連携して取り組んでいきたいと考えております。

ことになると考えております。

次に、(4)の法定外繰り入れ等のない国保財政運営の
方針についての御質問にお答えします。

同じく３の(3)、基地返還と跡地利用への対応につい
てお答えします。

平成30年度からの新国保制度の円滑な実施に向け、

沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画

国は国保の財政基盤を強化する観点から毎年3400億

では、移設先の整備に係る事業規模等が明らかではな

円の公費拡充を図ったところであります。一方、全国

いため条例の対象事業となるか個別具体的に判断する

知事会を含む地方６団体は、去る12月22日に将来に

ことになります。対象となる場合においても統合計画

わたり持続可能な国民健康保険制度の確立と国民の保

で示されている移設手順で計画されている調査・設計

険料負担の平準化に向けた国の負担のあり方につい

の期間と並行して環境影響評価手続が実施できるもの

て、引き続き地方と協議を行うことを求めているとこ

と考えております。また返還跡地で行われる土地区画
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整理事業については、現在においても規模要件以上で
あれば条例に基づく手続が実施されているところであ

同じく５の(2)、沖縄担当大臣の発言後の対応につい
ての御質問にお答えいたします。

ります。

江﨑大臣は、昨年11月の衆議院予算委員会において

県としましては、環境に配慮した事業を行うことが

需要収支見込み及び受け入れ環境整備の具体的な見込

県土の持続的発展に資するものであると考えておりま

みについて課題があると指摘し、現時点で交付金の活

す。

用を認めるのは時期尚早と発言しております。こうし

以上でございます。

た指摘を受け県では、三役の指示のもと改めて大型催

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〔土木建築部長

宮城

事主催者から施設の利用意向を書面で確認し開業後早

理君登壇〕

期に収支が成立することを示しました。また、マリン

理君） ４、南部東道路の事

タウンＭＩＣＥエリアまちづくりビジョンに沿ってホ

業費増額と完了時期についての御質問の中の、新たな

テル誘致計画や交通アクセスの改善等、受け入れ環境

インターチェンジ建設に伴う建設費の内訳、財源、関

整備が着実に進展していることを説明しております。

係機関との協議状況及び執行体制の強化についての御

県としましては、知事を先頭に可能な限り早期の交

質問にお答えいたします。４の(1)と４の(2)は関連し

付決定に向け引き続き丁寧な説明を重ねてまいります。

〇土木建築部長（宮城

ますので、恐縮ですが一括して答弁させていただきま
す。

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

南部東道路の直接連結を含む事業計画の変更は、沖

〔農林水産部長

島尻勝広君登壇〕

縄県公共事業評価監視委員会において妥当であるとの

〇農林水産部長（島尻勝広君） ６、沖縄県の農業農村

意見をいただいたところであります。直接連結の事業

整備事業と予算についての御質問の中の(1)、農業基盤

については、工事費約126億円、その他調査費等約20

の整備状況と南城市の県営かんがい事業の進捗状況等

億円、合計約146億円と試算しており、国の補助事業

についてお答えいたします。

として実施するため補助金交付等に必要な調整を進め

県の農業基盤整備における水源施設整備率は、平成

ているところであります。また事業スケジュールは、

28年度実績見込みで県全体で62％、南城市で29％、

環境影響評価、都市計画の変更手続及び用地買収等を

かんがい施設の整備率は、県全体48％、南城市６％と

終え次第、工事に着手し平成38年度の完成を目指して

なっております。南城市におけるかんがい整備につい

おります。組織体制については、今後も事業規模に応

ては、現在貯水池工事を先行的に実施しているところ

じて強化を図っていきたいと考えております。

でありますが、施設用地の確保や軟弱地盤等の技術的

以上でございます。

課題により時間を要しており、事業完了が平成32年度

〇議長（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

以降にずれ込むことが見込まれております。

嘉手苅孝夫君登壇〕

県としましては、所要額の確保や南城市等と連携し

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） ５、大型Ｍ

て地元の合意形成に取り組み、事業の早期完了に努め

ＩＣＥ事業の可能性についての御質問の中の(1)、内閣

てまいります。

府が指摘する課題への取り組みについてにお答えいた
します。

同じく(2)、農業農村整備事業の整備方針と所要額確
保の取り組みについてお答えいたします。

内閣府は基本設計の交付決定のためには、根拠ある

県では、沖縄21世紀ビジョンに基づき亜熱帯特性等

需要収支見込み及び周辺受け入れ環境整備の見通しが

を生かした特色ある農林水産業の振興を図るため、農

整理されていることが必要としているものの、具体的

業水源やかんがい施設等の整備を推進しております。

な要求水準や判断基準等は明らかにしておりません。

そのため所要額確保については、かんがい施設整備に

県の需要推計手法は、他県の類似施設の手法と同等以

係る平成29年度補正予算や30年度から創設された非

上のレベルであることを確認しており、受け入れ環境

公共事業を活用するなど、積極的に取り組んでいると

整備についてもマリンタウンＭＩＣＥエリアまちづく

ころであります。

りビジョンに沿って着実に進展しております。現在、
内閣府において県が新たに提出した資料の精査が行わ

県としましては、引き続き沖縄21世紀ビジョンの実
現に向け、農業基盤整備の推進に努めてまいります。

れているところであり、県としましては、可能な限り

以上でございます。

早期の交付決定に向け引き続き努力していきたいと考

〇議長（新里米吉君） 座波

えております。

〇座波
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一君

一君。

まず南城市、八重瀬町の選挙結果に

ついての感想はどうでしょうか。

を左右する大きな問題であって、各立候補者はその問

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

題についてみずからの考え、立場を明確にして名護市

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 南城市の市長選の結

民に信を問う必要があったのではないかと考えている

果についての御質問ですが、南城市民の民意のあらわ

ところでございます。そういった中において、新人候補

れだというふうに考えているところであります。

者は公約でも言及がなく、また当選後のインタビュー

〇議長（新里米吉君） 座波

でも私は容認という姿勢で臨んだわけではないという

一君。

知事が積極的にかかわった地域であ

ふうに発言されております。また出口の世論調査でも

りますから、知事にお聞きしているのですが、公室長

そういった６割以上の方が反対の立場だということが

の出番じゃないと思います。

示されているところです。こういったことからこの選

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

挙結果によりまして、直ちに辺野古新基地反対の民意

〇知事（翁長雄志君） 私が積極的にかかわったとい

が否定されたものではないと、知事の立場が否定され

うような話でございますけれども、前も申し上げまし

たものではないというふうに考えているところであり

たけれども、皆さん方はどうかわかりませんが、かか

ます。

わる選挙には全ての選挙に全力投球をしておりますの

〇議長（新里米吉君） 座波

で、特段南城市で私が全力投球をしたということでは

〇座波

ございません。選挙は古謝市長もよく存じ上げており

ような答弁を繰り返していると私は思っておりますけ

ますので、大変力強い市長でありましたが、何か南城

れども、名護市民の崇高な判断で選挙が出たわけです

市民との判断の中でいろいろあったのかと、新しい候

から、大変失礼であり、これは常日ごろ知事が言う民

補者も含めてその結果全体的な総意でそういうふうに

主主義の堕落ですよこれは。選挙結果を非難するとい

結果が出たのかなというふうに思います。

うことは堕落そのものじゃないですか。

〇議長（新里米吉君） 座波

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

〇座波

一君

一君。

一君

一君。

知事の立場を守りたいがためにその

昨日の知事の答弁で、南城市の勝因

〇知事（翁長雄志君） 私が知事当選以来の一連の選

がよくわからないというお言葉がありました。私も本

挙でいいますと、もう何回も申し上げますけれども、衆

当に敗因がわからないと、不思議な選挙であったわけ

議院選挙、県議会議員選挙、参議院選挙、直近の県議会

ですが、南城市の私にとっては敗戦、あるいは名護市

議員選挙、全部その意味からいうとこちら側が当選し

の知事にとっての敗戦は何らかの因果関係があると私

ている中で、これがいわゆる安倍さんに対するノーと

は考えております。

いうものだったのかどうか。このような形で物事を私

〇座波

一君

続きまして先ほどの議論からもありましたとおり、

たちが言うのは別ですけれども、一般的にその状況の

このアンケート調査による、あるいは出口調査による

中でそういった判断をするというのはこれはどうだろ

と60％以上が反対しているというふうな考えを持っ

うかという感じはいたします。ですから私も勝ったと

ております。しかしながら単に反対だけではなく、ど

いうようなものと、それからこういう一つ一つ厳しい

ちらかと言えば反対という方もこれに含まれているん

結果に終わったようなものもありますけれども、基本

ですよ。消極的な反対という意味ですけれども、そう

的には新辺野古基地建設反対というものについては、

いう意味からと沖縄県民感情からすれば、もっと多い

それなりの民意がずっと今日まで続いてきているとい

可能性はありますよ。どちらかと言えば反対というの

うふうに判断をしているわけであります。

は。
しかしながら名護市民は、それをあえて考え抜いて

〇議長（新里米吉君） 座波

苦しいこの立場の中であえて渡具知さんを選んだとい

〇座波

う結果が出ているわけです。これも立派な民意であっ

見ておりますので政治家としては尊敬している部分も

て、名護市のしっかりとした市民のこの判断、これが

ありますけれども、魂の飢餓や誇りある豊かさの言葉

争点ぼかしと言われれば名護市民にとっては大変迷惑

の向こう側には一体何があるのか。知事の美辞麗句と

な話だと思います。これは私は個人的に言えば、この

いうそういうものだけではもう通用しないのではない

結果は知事への批判だと私は受けとめていますがどう

かと私は考えております。県民はそのレトリックに気

でしょうか。

がつき始めているのではないでしょうか。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 今回の名護市長選挙

〇知事（翁長雄志君） 魂の飢餓感というものを座波

におきまして、辺野古新基地建設問題は名護市の将来

議員と言葉の意味合いとして共有しているかどうかは
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一君

一君。

私はある意味では、昔の知事の姿を

わかりませんけれども、私は私なりに沖縄の歴史・伝

思うんですね。三、四百名ぐらい来てそういった話を

統・文化というようなものを今日まで考えて、そして

みんながするというようなことに私たちは何十年前、

私も67になりますけれども、67における見聞きしたと

あるいは100年ぐらい前に本土に行った人たちいろい

いう意味からしますと沖縄県民は全国的な意味では大

ろ年数は違うかもしれませんけれども、ほぼ全員がそ

変な思いをしてきたなと。それから僕らは団塊の世代

ういう話をすると。これは今全体的なものを示唆する

ですから、戦争を体験したおじいちゃん、おばあちゃ

ために、この兵庫の県人会の話をさせてもらいました

ん、おやじやおふくろという形でいろんな形で話を聞

けれども、それ以外にもいろんな分野、ところどころ

かされておりますけれども、こういったこと等を思う

でそういったことはまだある中で基地だけは相変わら

につけ沖縄がいつまでこういう形で全国とは違う形で

ず沖縄にこれだけ置かれ、そして工事をするときにも

置かれているのかと。そういうことについては私は多

自衛隊のヘリコプターでブルドーザーを運んでいった

くの県民がどれだけ民意を示しても変わらない状況、

り、機動隊が600名も来たりする。こういったものが

そういったこと等について大変魂の飢餓感があるとい

日本のほかの反対運動含め民主主義の中であるのかな

うような話を申し上げているわけでありまして、その

どということも含めて考えると、そしてまた県議会が

意味から言うと私は県民にはその思いはあろうかと思

なぜ初めて植民地という言葉を使ったのかどうか。こ

います。しかしながらやっぱり国家権力というものの

れは私は全会一致で決まったというので一瞬びっくり

中で物事を判断するというのは、大変なこれは力が必

しましたけれども、なぜ植民地という言葉にその皆さ

要となるわけでありまして、そういったことも含めて

ん方も了解をしたのか。こういったこと等を踏まえて

沖縄県民が魂の飢餓感というものを持っているだろう

考えると確かにそれぞれ度合いは違うかもしれません

と。それは私は今日においても大きく違いはしないと

けれども、飢餓感はあるのではないかとこういうふう

いうふうに思っています。

に思っております。

〇議長（新里米吉君） 座波
〇座波

一君

一君。

〇議長（新里米吉君） 座波

表現の問題だというようなニュアン

〇座波

一君

一君。

現実的な選択肢があるということは

スではありますけれども、実際にこういう言葉という

事実ですから、それを真正面から受けとめないで耳を

のは、物質は足りて心に足りないものがあるというふ

かさずに進めるということは沖縄の政治ではもう済ま

うな表現に使うわけですけれども、県内は貧困問題が

ないんですよ。これは知事が長年の政治経験でよく

現実にまだあるわけですから、お年寄りもまだ貧困問

知っていると思います。一番よく知っていると思いま

題もあるわけです。そういう問題の中で魂の飢餓とい

す。それをどう解決するかも本当は知事はわかってい

う言葉で我慢しなさいというふうにしか聞こえないよ

るかと思うんですけれども、どこに解決策を見出して

うな、私にはそう聞こえるわけであります。そしてま

いるのか。あるいは知事の目的はどこにあるのかそれ

た容認や現実的な選択、それをする県民も多くいるわ

を聞きたいわけです。お願いします。

けですが、あたかも誇りある豊かさというものにこの

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

選択がまるで卑しきものなのかというような印象さえ

〇知事（翁長雄志君） こういう本会議である意味で

受けます。いかがですか。

哲学的なといいますかそういう話をするというのはど

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

うかなとも思います。目指すところがどこにあるのか

〇知事（翁長雄志君） お答えいたします。

というようなことは、いろんな場面場面で出てまいり

こういう数分間でのやりとりでこの大きなテーマを

ます。例えば辺野古は容認したじゃないかという話が

話すというのも誤解を生むのではないかなと思ったり

ありますけれども、稲嶺さんは15年問題、そして撤去

しますけれども、今私の最近の出来事で原点だったの

可能な海上ヘリポート、それから岸本元市長も共同使

は兵庫に行ったときに全国県人会が兵庫で400名ぐら

用というようなものを条件につけて賛成したにもかか

い集まって私が講演をし、それぞれの意見を聞いたと

わらず小泉内閣の閣議で全部これが御破算になってし

きに、ほぼ全ての人が自分の職場で地域で言われてい

まったというようなことも一体全体原点はどこにある

る言葉、
あれでしょうと、沖縄は基地で食べているんで

のかということがございます。ですから一つ一つこの

しょうと。だから基地を預かって振興策もらったらい

沖縄の置かれているもの、例えば私はよくこの言葉も

いですよと。悔しくて悔しくて、知事、市長、本当な

使っておりますが、沖縄県がみずから提供した基地は

んですかというような話をほぼ全員がやっておりまし

ないと。ほぼある意味で強制的に全く力のない沖縄県

た。それは私は看過できない一つの大きなうねりだと

民の前にそういうような形で基地を建設してきた。こ
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れはペリー国防長官等もそのような事実を確認してい

問題等を含めますと、沖縄県民が今多くの都道府県か

る文書もございます。ですから、そういったようなこ

ら忘れ去られた存在になっているという意味では、一

と等が原点となっている中で私が沖縄県の子や孫の将

番自己主張すべきところではないかなというふうに思

来、それはそれぞれに子や孫の将来を考えているんで

います。

しょうけれども私の思いは、子や孫がそういった負の

〇議長（新里米吉君） 座波

ものを引きずらないように私たちの現役世代がひとつ

〇座波

頑張る必要があるんじゃないかというような思いで頑

備だけが違うんだと前からおっしゃっておりました。

張っているところであります。

しかしながら今現実としては、さらに余りにも反政府

〇議長（新里米吉君） 座波

的な立場をとって反基地を前面に出し過ぎているので

〇座波

一君

一君。

私自身も本土での経験がありますか

一君

一君。

知事は辺野古移設とオスプレイの配

はないかと。片や安保条約を認めＳＡＣＯ合意も推進

ら非常につらい思い、
嫌な思いをした経験もあります。

すると、あるいは自衛隊も認めていると言いながら余

知事も仕事の中で嫌な思いをしたこともたくさんある

りにも現実にやっていることが乖離し過ぎているとい

と思います。県民はひとしくそういった経験を持って

うことを申し上げて、次に移ります。

いると思いますけれども、それを乗り越えてきたと思

続きまして国保の問題ですが、部長からありました

うんですよ。乗り越えてきて追いつき、追い越せで沖

とおり経緯はそういうことで苦しい国保財政を市町村

縄県民も頑張ってきていると思います。それをわかっ

が支えてきたということが現実であります。ですから

た上でそういうこともわかった上で、次の沖縄をつく

保険料の値上げや法定繰り入れがないように一元化を

るための県民に誇りを、本当の意味での誇りと自信を

するというのがこの理念であるはずなんです。さきの

持たせるのが県知事の仕事だと私は考えておりますが

全国知事会でもそういった申し合わせ事項もあったと

いかがですか。

思いますが、昨年の沖縄振興拡大会議の中で市町村に

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

対しての繰り入れはしませんと。市町村に対してでは

〇知事（翁長雄志君） 県民は戦後約70年、本当にほ

なくて県が一元化した後、県が繰り入れをする予定は

かの都道府県には見られないような、あるいは場合に

ありませんと。保険料の値上げについては市町村に任

よっては100年単位でもほかの都道府県には見られな

せますと。ただ県が言ったのは、入ってくる納付金の

いような歴史があったというふうに思っております。

範囲内で医療費も決めるからプラス・マイナスはない

ですからそれをお互いは、お互いというか先人たち

から大丈夫だというような説明をしていたそうなんで

はそれを乗り越えて一つ一つ今日まで築き上げてきて

すけれども、これは事実ですか。

私たちにバトンタッチをしていただいたわけでありま

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

すけれども、今申し上げましたこれから以降も続くか

〇保健医療部長（砂川

もしれないというようなものをずっと残したまま沖縄

よって沖縄県のほうに国保の特会を置きます。そこで

がこういう形で、安全保障面で言えばたった0.6％に

入りと出を管理するということになりまして、県が定

70％以上を背負う中で、北朝鮮がミサイルを撃ったら

めた納付金を市町村が納めていただく。市町村は支出

沖縄に来るのではないかという恐怖心が出てくるよう

する医療費全てについて県は交付金として支給しま

なこういったものが、日本全国共同であれば私はそれ

す。ですから市町村の特会の単位で収支の不足という

なりにみんなで考えればいいと思いますが、沖縄が置

のが生ずることがないというような説明をしてきたと

かれている状況というものはそういう状況ですから、

ころでございます。

それを子や孫が一瞬にしてみずからの生命を差し出さ

〇議長（新里米吉君） 座波

なければいけない、こういった場面もあろうかと思い

〇座波

ます。ですからその可能性をせめて本土並みに統一す

関係でそれは値上げとかの問題は起こらないとは思い

るというぐらいの気持ちで乗り越えていくものがあれ

ますけれども、これ長期的に見た場合に必ずや不足が

ば、経済振興も含め福祉も含め、いろんな形で沖縄の

生じてくるわけです。これを公的資金の拡充も含めて

万国津梁の精神等がアジアに世界に生きていくのでは

今後交渉しないといけないわけですけれども、しかし

ないかと、そういう意味では、みんなで力を合わせて

ながら入ってくる納付金に応じて給付サービスを決め

乗り越えてきたというような思いがございます。ただ、

るという誤解を受けるような県の考えは絶対にこれは

違う考え方もたくさんもちろんおられるわけで、その

無責任ですよ。県が保険者となるわけですよね。です

総合力で乗り越えてきたとは思いますが、やはり基地

からこれを言ってしまったら保険給付のサービスの質
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一君

靖君） 都道府県の単位化に

一君。

30年度から一、二年は特別調整金の

が落ちるんじゃないかと誤解を受けますよ。入るもの

行うということは、市町村間の公平を損ねるおそれが

しかやりませんよというようなことじゃないですか。

重大であるというふうに考えておりまして、その意味

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

からでも法定外繰り入れを行うのは適当ではないと。

靖君） 納付金に応じて交付

また今回の赤字の要因というのは、平成20年度の財

金を支給するというような説明は一切してございませ

政調整制度の導入というのに起因しております。その

ん。我々が説明したのは、例えば定量的に説明します

際、その制度自体は全国的には公平な制度でいい制度

とこれまで公費が70、保険料が30でやった場合、市町

だったかもしれませんけれども、不利益をこうむる沖

村は100の収入があるわけです。そのときに医療費が

縄県のようなところには、激変緩和のためのしかるべ

120だったという場合、20の出資不足が生ずるわけで

き措置があるべきだろうというのが我々の考えでござ

す。これが今までのあり方。30年度以降どうなるかと

いまして、そういったことを根拠に今市町村それから

いいますと、公費が70、保険料が30あると。そうする

国保連合会と連携して、特段の財政支援ということを

と100、収入は変わらないわけですけれども、市町村は

国に要請している。これは毎年のようにやっておりま

この中から100を納付金として県に納めるわけです。医

すので、引き続きこれも市町村と連携して適宜行ってい

療費の120は残ります。この120については県が全て交

きたいというふうに考えているところでございます。

付金として支給しますので、市町村の歳入になります。

〇座波

その意味で市町村で収支不足が生ずることはないとい

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇保健医療部長（砂川

一君

休憩願います。

う意味で国保の安定化が図られるということでござい

午後２時１分休憩

ます。

午後２時２分再開

〇議長（新里米吉君） 座波

一君。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ああいう説明をした覚えはないとい

座波

一君。

うことですけれども、議事録をもう一回確認してほし

〇座波

一君

いと思います。
県が保険者としてなるわけですから、責

特殊事情を全国知事会でも主張していただいて、知事

任と自覚のもとで今後の公費の拡充を知事も含めてぜ

会の申し合わせがあってできないんだというような理

ひともお願いしたいと思っております。これまで市町

由も聞いておりますので、ぜひ全国の知事にも御理解

村が市町村民の国保財政をしっかりと支えてきて、健

をいただきたいと思っております。

〇座波

一君

知事にはぜひこの国保問題、沖縄の

康医療を支えてきたわけですから、それの累積赤字も

続きましてアセス改正の件ですが、１点だけです。

本当に自己財源で消していっているわけですよ。そう

昨日の議論で、防衛局あるいは総合事務局との調整

いうことも含めて、沖縄県の特殊事情から平成20年か

の上適切に反映するようになっているという答弁があ

らこれが始まったんですか。それ以前は決してそんな

りました。部長、どの部分が適切であり、どういった

に赤字はなかったんですね。そういった理由もわかっ

ことに対する適切な対応を話し合ったんですか。

ているわけですので、県の支援と公費拡充を求めると

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

いうのが市町村の本当の要望だと思っています。いか

午後２時３分休憩

がですか。

午後２時３分再開

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〇保健医療部長（砂川

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

靖君） 去年の振興拡大会議

環境部長。

で確かに議員のおっしゃるような主張であったと思い

〇環境部長（大浜浩志君） 適切に反映した部分とい

ます。
ただ都道府県単位化に当たっては、全国知事会の

うことでございますが、沖縄総合事務局それから沖縄

共通の認識として、制度の移管によって都道府県に新

防衛局からは施行後、条例の施行までの期間を交付の

たな負担を生じることはないというような協議会に参

日から１年後というふうにしてくれというふうな御意

加する条件でございました。沖縄県としてもその合意

見がございました。これにつきまして、県庁でいろい

は守る必要があるだろうと。単純に法定外繰り入れは

ろと検討した結果、施行の日から６カ月を経過する日

県がするということでございますが、今の状況という

までに実施されたものにつきましては、過去の条例か

のは市町村ごとにみんな違います。保険料を値上げし

ら適用しないというふうな整理をさせていただきまし

ている市町村もございますし、９年間やってこなかった

て、いわゆる条例の施行が平成30年ことしの10月１日

市町村もございます。財政状況も違います。医療費の

を予定しておりますから、そこから６カ月後までのこ

水準も違います。そういう中で県が法定外繰り入れを

の間に実施された事業については条例の適用を除外す
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るというふうな経過措置を設けたということでござい
ます。

ハード交付金が減額される中での予算配分のあり方
ということでございますが、ハード交付金につきまし

〇議長（新里米吉君） 座波
〇座波

一君。

ては執行状況等を勘案しながら重点事業を考慮して、

施行時期の調整の問題だけじゃなく

一君

部内におきましては要求上限額を設定いたしまして、

て、その根本的な問題を話し合ったと思いますけれど

特に県民生活に影響のあるインフラ整備を着実に実施

も、例えば石垣での件も含めてその辺の調整はなかっ

するということで、平成37年度にはモノレール延長整

たですかという意味ですよ。

備事業や離島における水道広域化事業、それに優先的

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

に配分をし、その他の分野につきましても執行状況等

〇環境部長（大浜浩志君） 正確には駐留軍用地跡地

配分させるなど、21世紀ビジョン改定基本計画の推進

の返還に関する事業については、条例の対象から除外

に影響が生じないよう予算編成を行ったところでござ

してくれというのが沖縄総合事務局それから沖縄防衛

います。また各部局におきましても、既に工事着手し

局のほうからございました。これにつきましては、民

た事業とか箇所の進捗状況を踏まえて必要に応じて工

間の他の事業等の平等性・公平性の観点から、これに

期等の見直しも図るとともに、新規事業また箇所新規

つきましては考えないということで調整をしたところ

事業等につきましても、地域や現場の要望も配慮しな

でございます。

がらきめ細かく予算配分を調整することにより、減額

〇議長（新里米吉君） 座波
〇座波

一君。

の影響を最小限にとどめるように取り組んだところで

このアセス問題が政治的な問題、あ

一君

ございます。

るいは利用にならないというふうな断言できますか、

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

公室長。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

平成30年度の農業農村整備事業予算におけるハー

〇環境部長（大浜浩志君） 先ほどもお答えしました

ド交付金等については、対前年度で94.7％になってお

けれども、県としましてはこれまで条例の運用それか

ります。そういうところの状況の中で、特に南城市等

ら環境審議会からの２回にも及ぶ答申も踏まえて重々

については先ほど言いましたように、ちょっと事業の

検討をしてきたというところでございます。また全国

執行がおくれている部分等もありますけれども、必要

的にも開発面積が大きい事業が展開されてきたという

な部分についてはしっかり予算をつけていくというこ

ことで、社会の状況それから他府県の状況等も踏まえ

とで、今度30年度については、29年度と比較しまして

て改正を検討したということでございますので御理解

111％となる重点配分等を行いまして、必要な事業に

をいただきたいと思います。

ついてはしっかり年度開始以降についてもきめ細かい

〇議長（新里米吉君） 座波
〇座波

一君。

執行管理、あるいは事業間、地区間流用などを図りな

農業予算も土木予算も含めて、沖縄

一君

がら所要額の確保に努めていきたいというふうに考え

県のハード交付金に頼る市町村がやっぱり多いわけで

ております。

すよ。ハード交付金でしかできないものもある。新規

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

採択もできないものもあるという現状の中でハード交

〇土木建築部長（宮城

付金が減ってきている。その現状の中で農業関連予算、

理君） お答えいたします。

土木建築部の平成30年度の沖縄振興公共投資交付

土木関連予算の予算配分そして補助金との兼ね合いの

金予算、これは今年度に比べて53億円減額となってお

中で予算配分の考えをお願いします。もっともっとや

ります。なお平成30年度の現年度予算における工事費

るべき農業基盤の整備あるいは既存事業、道路整備が

予算総額としましては、本部港の大型クルーズ船の対

おくれているという現状が沖縄県全てにあります。特

応岸壁整備に係る補助金事業予算あるいは他部局から

に南部も多いわけですけれども、総合的にお願いしま

の分任工事予算、特別会計予算こういったものを含め

す。

ますと今年度と同規模の水準は確保できているものだ

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

というふうに考えております。

午後２時７分休憩

土木建築部におきましては、引き続きゼロ県債こう

午後２時７分再開

いったものを積極的に活用して工事発注時期の平準化

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
総務部長。
〇総務部長（金城

に努めるとともに、沖縄振興公共投資交付金を初め社
会資本整備総合交付金事業、あるいはさまざまな交付

武君） お答えをいたします。

金事業や補助金事業こういったものを活用して、社会
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資本整備事業予算全体の所要額確保に努めていきたい

ついては。まさにそうですよ。ただ、選挙に対するい

というふうに考えております。

わゆる捉え方が那覇市長は非常に真摯なんですよ。そ

以上でございます。
〇座波

一君

して、素直に受けとっている。あなたは名護市で行わ

どうもありがとうございました。

れた選挙の民意の中身にまで踏み込んで、いわゆる基

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。
〇翁長

政俊君

地に反対する民意が示されていないという答弁の仕方

それでは、一般質問を行います。

をしているんです。

その前に、今議会で多く質疑されているのが、名護

それは先ほどから出ているように、市民に対する意

市の市長選挙における民意のあり方、そして県のいわ

思決定の、いわゆる市民の貴重な意思の表現方法をあ

ゆる捉え方の問題が今問題になっています。

なたはそこで否定するようなことを言っているんです

私は、代表質問との関連でこれにちょっと触れたい

よ。あなたがよく使う総合的な判断、これ総合的な判

んですけれども、この名護市の市長選挙の結果を受け

断というのを示されたのが、名護市の市民の一票一票

て、翁長知事とお隣の那覇市の城間市長が真逆な対応

なんです。

をしておいでになります。

それは、反対もあります、賛成もあります。悩みな

知事は基地に反対する民意は示されていないという

がら一票を入れる方もおいでになります。経済を優先

表現を使っています。これは世論調査、出口調査等の

する人もいますよ。これが総合的判断というあなたが

６割の、いわゆる出口調査の結果がそうだと、メディ

よく使う判断の仕方じゃないんですか。そういう判断

アの報道をもとにしてそういう答弁をなさっておられ

のもとで新市長が誕生したんです。それをもって、基

ます。片方、城間市長は、渡具知市長の誕生は民意で

地に反対する民意があらわされてないとか、とうとう

選ばれて敬意を表する。渡具知市長のいわゆる政治姿

とあなたはこの議会で答弁をされているんですよ。そ

勢については尊重するとこういうふうに述べておいで

れは、私は過ちだと思いますよ。その根拠になってい

になります。

るのもメディアのいわゆる出口調査じゃないですか。

私は政治家としていわゆる選挙というものをどう捉

あなた自身が検証したんですか、これ。しっかりと

えているのか。名護市の市長選挙で民意はどう示され

答弁を願いますよ。

たというふうに知事は認識をされておりますか。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

〇知事（翁長雄志君） 新聞、同じ情報源だということ

〇知事（翁長雄志君） 私先ほどこちらに入ってくる

であります。私はただ今入ってくるときに見たので、

ときに、八重山日報の記事の中で那覇市議会でこうい

後やりとりをしておりましたから、今、交代してやる

うやりとりがあったというふうに見せられておりまし

ときに見させてもらったわけでありますけれども、そ

て、
ここに座ってちらちら見はしたんですけれども、ま

の中で、渡具知市長が当選されて敬意を表するという

だちゃんと読んではおりません。その意味から言うと、

のは、これごく普通にお互いが当選された方に敬意を

今コメントをすぐするというわけにはいきませんが、

表するというのは、これは同じ政治家として当然の発

一つには、今おっしゃるような部分もあるんですけれ

言だというふうに思っております。

ども、反対を掲げる翁長知事を支える立場として、立

民意というものの捉え方でありますけれども、よく

場にかわりはないとか、ところどころで書いてあるの

私が総合的にどうだというような話がありますけれど

が変わっているので、これ全体的なものを読まないと

も、全体的に政治を見るときに私どもは何回も申し上

わからないわけですが、それを踏まえた上ででありま

げておりますが、知事選挙以来、どの選挙でも県政レ

すけれども、基本的には那覇市長と私は大きな輪の中

ベルのものでは民意を示してきたんですが、その間、

にいるわけですけれども、それはそれぞれ一人一人政

菅官房長官も特段民意ということを捉えて……

治家として考えることはあってもいいとは思います。

〇翁長

ただ今の、もしこの新聞からのコメントで翁長議員

政俊君

私は名護市長選挙のことを聞いてい

るんだよ。

がおっしゃっているんであれば、今はこれはノーコメ

〇知事（翁長雄志君） 話をしないで、この件について

ントと言わざるを得ないということであります。

は選挙は民意だというような話をされるようなものが

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

ございます。ですから、政治を語るときにそういった

〇翁長

政俊君

私もこの新聞で知ったんですよ。昨

こと等の一つ一つの事象について私どもの思いという

日行われた那覇市議会の質問で出てきたんです。です

ようなものをつなげながら話をしていくというのは、

から、私も知事と同じ認識ですよ、今、質問の内容に

決して私は間違っていることだとは思わないと、その
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ように思います。

基地には反対だけれどもあなたに入れましたよという
私は名護市の民意をどう捉えている

話もありました。それを踏まえて容認ではありません

かと聞いているんだよ。名護市民の民意をどう捉えて

という話をし、それで裁判の結果を待ちたいと、注視

いるのか、この選挙結果を捉えてと。

したいというようなことでありますから、今日の民意

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

ということについて新市長の言葉も含めて考えるとい

〇知事公室長（謝花喜一郎君） まず県のスタンスで

うのは、私は決して間違った考え方ではないとこのよ

ございます。

うに思っております。

〇翁長

政俊君

先ほど知事が答弁いたしましたように、当選なさっ

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

た方に敬意を表するというのが基本だと思っておりま

〇翁長

す。

う。

政俊君

いや。知事、そこはっきりさせましょ

それから今回の名護市長選挙の結果につきまして

城間市長は民意で選ばれた、敬意を表すると言って

は、名護市民が市民生活の向上や市勢の発展など、さ

いるんですよ。この渡具知市長の政治姿勢については

まざまな要素を考慮して投票されたことによるものと

敬意を表する。ここの部分はどうですか。同じ認識で

考えているところでございます。ただ一方で、今議会

すか。

でさまざまな議論の争点になりましたのが、いわゆる

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

辺野古移設建設問題について容認にもう転じたのでは

〇知事（翁長雄志君） 先ほども申し上げましたけれ

ないかと、そういったことが争点になったということ

ども、私と那覇市長は特に意見交換するとかそういう

がございましたので、出口調査の話ですとか、当選直

ようなことは全くございませんので、ただ、選挙応援

後のインタビューでの新市長のお話などを引用いたし

のときに御一緒したりとか、そういったぐらいであり

まして、今回の選挙結果によって直ちに辺野古新基地

ますので、一つの話に整合性を持ってどうこうという

建設の民意が否定されたものではないという考えも合

話ではありません。ですから、城間市長のその市長と

わせて述べたところでございます。

しての判断は当然尊重されるべきでありますし、県政

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

運営をしている私の判断はそれで私はよかろうと思っ

〇翁長

政俊君

この類いの質問に対しては知事がき

ちっと答えるべきですよ。

ております。
〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

私は、なぜ城間市長のこの答弁がすとんと落ち、よ

〇翁長

政俊君

私が聞いているのは、城間市長が

く理解ができるかというと、選挙そのものの民意につ

言っているいわゆる新市長に関する民意の捉え方、政

いては認めている。新しい市長が誕生したこともしっ

治姿勢の捉え方を尊重するという言葉についてあなた

かりと認識している。しかしながら、私の態度は基地

はどう思うかと聞いているだけであって、あの人と同

に反対、辺野古に反対なんですと。これが明確なんで

じようなことを言いなさいと言っているわけじゃない

すよ。市民のいわゆる民意にまで立ち入ってない。あ

よ、私は。

なたは立ち入っているのよ。そこが問題なんですよ。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

だから、あなた自身のいわゆる選挙結果についてどう

〇知事（翁長雄志君） その趣旨の質問でしたら、先

知事が捉えているのかということを、本質的なことを

ほど来私は答えていると思っております。

私は聞きたいんですよ。

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

〇翁長

政俊君

じゃ次に移ります。

〇知事（翁長雄志君） 今日までこの民意については

次に、政治姿勢でございますけれども、辺野古埋め

いろいろ話をしてまいりました。先ほどは官房長官の

立ての承認撤回の問題ですが、所信表明において４年

民意に対する考え方も申し上げましたし、私は私で３

連続でいわゆる辺野古の建設阻止を県政の柱に据える

年ちょっと前、いわゆる辺野古新基地反対ということ

ということを言っておいでになります。私は、知事が

での民意をもって当選をし、それから以降、その流れの

持っている最後の切り札だろうというふうにも思って

中で政治活動をしてきたわけでございます。そういう

おりますけれども、撤回について所信表明の中に全く

中で、今言う今度の選挙において候補者本人が容認と

書かれていない。これはどういうことですか。自信を

いうことで当選したわけではないというようなことも

失っているんですか。それとも、断念ということも念

今までにない、私は言葉だというふうに思います。自

頭に置かれての所信表明のあり方なんですか。

分のところにもこれは新聞記事でありますけれども、

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

－ 286 －

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 所信表明、今議員から

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

もございましたように、辺野古に新基地はつくらせな

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

いということを県政運営の柱にしているということが

知事は去る12月21日の報道各社の新春合同インタ

ございます。その中には撤回も当然我々一つの方策と

ビューにおいて、任期をまたぐことは基本的に考えて

して含まれているものと考えているところです。決し

いないというふうに述べております。撤回の時期につ

て断念とかいうことではございません。

きましては、知事の責任において判断することになる

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

ものと考えているところであります。

〇翁長

政俊君

必ずとめるということを言っておい

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

でになりますし、また知事権限をもって何としてもと

〇翁長

めるということを公言されておいでになります。私は

ような状況があっても自分の意思で判断をするという

選挙公約ではなかったけれども、知事があちこちで

ことになっておりますけれども、先ほどいわゆる撤回

しゃべっているそのものは、公約に等しいというふう

についての要件を含めて検討しているという御答弁が

に捉えているんですよ。

ありました。

知事は、知事の持っている権限で、どういう権限で

知事は何が何でも撤回をする。どの

政俊君

私は知事のこの決意は前提抜きの撤回だと思ってい

とめられるんですか。具体的に示してください。

るんですよ。じゃ撤回に足りる事由がなければ撤回を

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

しないということなんですか。ここは明確にすべき

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 知事が持っている権

じゃないですか。

限といたしまして、まずは今回の埋め立てというもの

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

は公有水面埋立法に基づく承認がベースになっており

〇知事公室長（謝花喜一郎君） これまでのさまざま

ますので、公有水面埋立法に基づく承認後のさまざま

な質疑の中におきまして、政治的な判断で行うのかと

な手続の中において、まず撤回という事由が考えられ

いうような質問等があったと思います。そういった中

るのではないかというふうに考えております。

において撤回の定義を述べさせていただいておりま

それから、その埋立承認に付した留意事項等がござ

す。行政行為の適法な成立後公益上の理由が生ずるな

います。それから環境保全措置、そういったものもご

ど、後発的な事情の変化により当該行為を維持するこ

ざいます。そういったものを、問題点をさまざまな観

とが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的

点から撤回事由として検討しているところでございま

に無効とすること、これが撤回だというふうに我々認

す。

識してございます。

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。
〇翁長

政俊君

そういった中において、さまざまな撤回事由を法的

今の段階で残された知事の任期は９

な観点から等々含めて検討しているところでございま

カ月です。
もうそろそろタイムリミットに来ます。よく

す。

報道等で見ますと、県幹部を含めて県民投票をする中

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

で撤回も視野に入っているようないわゆる上層部の情

〇翁長

報が流れておりますけれども、県民投票をやるにして

港も含めてサンゴの採捕も含めて、いわゆる環境の問

も半年はかかりますよ、準備をするのに。ということ

題も含めて、皆さん方からこれ行使したことあります

になると、県民投票の選択肢はなくなる。そういう中

か。これを行使したことがありますか。これまでやる

で知事のいわゆる何が何でもとめるという選択肢は、

やるやると言ってきて、申請が出て、一度もこれはと

もう今のタイミングで知事が決めないことには、私は

めたことはないじゃないですか、皆さん。全て認めて

あらゆる選択肢の中でとめられる選択肢がなくなって

きたじゃないの。そういう中でどういう理由、事項を

きているのではないか。タイム的な問題も含めてそう

探しているの、反対するための。これは私が考えたら

いうふうに認識しています。

考えられない。だから知事がやると言った以上は、こ

政俊君

撤回事由についてですけれども、奥

知事はよもや任期を超えて考えているなんていうこ

ういった前提条件を全く抜きにして知事は今すぐにで

とはないだろうとは思いますけれども、笑う話になり

も撤回すべきですよ。そうならないとおかしいんじゃ

ますが、先送りしようなどということを考えてないだ

ないの。何が何でもやると言っているんだから、理由

ろうとは思っておりますけれども、いわゆる任期中に

なんて関係ない。政治的にやらないといけないんだよ。

やるという考えはお持ちになっておいでになるんです

ここは知事、答えられませんか。

か。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。
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〇知事公室長（謝花喜一郎君） やはり我々は撤回に

とり、厳正に審査をしてまいりたいというふうに考え

つきましては、法的な観点からしっかり慎重に検討を

ております。

行うべきだというふうに考えているところです。そう

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

いった観点から、先ほど来申し上げているようなさま

〇翁長

ざまな法令上の事情を精査しているところでございま

必ずやると言ったこの県民への、あなた方大きな大会

す。

でやったんですよ。あなたが言った言葉に対して、ど

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

うして責任を持たないの。自分できちっと答弁してみ

〇翁長

政俊君

同じことを何遍も言わせないでよ。

政俊君

知事、自分で発言した、何が何でも

たらいかがですか。何が何でもやると言ったあなたの

なぜ、私の質問時間を私が的確に質問しているものを

発言は、この反対の皆さん方にとっては大きないわゆ

同じことを何度も繰り返すのか。いわゆる知事は必ず

る運動のよりどころですよ。これに対して、知事公室

やると言っているんだよ。必ずということはどういう

長の答弁で済ませるというやり方は、知事、あなた逃

ことなの。何が何でもやるということなんだよ。事由

げているとしか私には感じられませんよ。ここはしっ

なんて関係ない。あなた方が探している事由なんて関

かりやるべきでしょう。

係ないんだよ、事務方が探している。必ずやると言う

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

んだから、やる姿勢を見せてください。

〇知事（翁長雄志君） 今その撤回のことについてで

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

あります。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 県は国が無許可の岩

ずっと今日まで撤回の事由ということでは、法的な

礁破砕等を許可なくやろうとした場合に、それを何度

観点からの検討を丁寧に行った上というような形であ

か許可を得るようにという指導も行ったわけですが、

ります。

それに従うことなく強行したために差しとめ訴訟を起

私自身、ずっと今日までこの埋め立てが始まって以

こしたということがございます。そういった観点で、県

来の状況を見ている中で、漁業権の問題も含めいろん

はさまざな観点から法令に基づいて今厳正に対応して

な形で、ある意味で理不尽な留意事項に基づかない、

いるところでございます。撤回につきましても、法的

事前協議をやらない中で進められている状況がずっと

な観点から慎重に検討しているところでございます。

ございました。
私はそのときに必ずこれは撤回まで行き着くと、こ

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。
岩礁破砕は今検証中ですよ。これは

ういうものの積み重ねが必ず撤回まで行くということ

３月にもう結果が出ます。奥港の使用についても、本

で、撤回をするという話をさせていただいたわけであ

部についても、これは本部は若干違いますが、サンゴ

りますけれども、そういったことは今日も続いている

の採捕についてもそれは県の許可の問題で出してきた

と私は思っておりまして、今言う公益性の観点、そう

んでしょう。
あなた方何が何でもとめると言ってきて、

いったもの等は一つ一つの事象において私は判断でき

要するにこれは撤回の事由の中の一つの選択肢であっ

るようなものがあろうかというふうに思っております。

たんじゃないですか。これをみんな捨ててきたじゃな

なおかつ、先ほど来いつ撤回するんだということが

〇翁長

政俊君

いの。

ありますが、いつということもこれは私たちがこれか

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

ら新辺野古基地をつくらせないという意味での大変重

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 幾つかありましたけ

要な時期にもなりますので、そういったことを大変大

れども、サンゴの特別採捕、これは希少種のものだっ

事にしながら、今日いろんなことを申し上げていると

たわけですけれども、これにつきましては、我々移植

いうことでございます。

の手法が適切かどうかというのを本当に厳正に審査し

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

てまいりました。それで時間を要しましたけれども、

〇翁長

最終的には移植することが可能だということで認めた

やってもらいたいんですが、あえて反対運動の現場で

わけでございます。ただ、その後にも小型サンゴ類の

闘っている皆さん方の声を私は代弁してみたいと思っ

７万4000群体もあり、大型サンゴ類23群体を移植す

ています。

政俊君

知事、もっとここは歯切れよく私は

るということを沖縄防衛局は願書において明記してご

撤回に踏み切らない知事に対して、基地反対のリー

ざいます。こういった中において、県はこれらの手法

ダーは話クワッチーと言っているんです、あなたのこ

に係る特別採捕許可申請につきましては無条件で許可

と。話クワッチーですよ。この奥港やサンゴ許可もい

するということではなく、今後も引き続き法令にのっ

わゆる阻止すると言ってやらない。これだまされたと
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思って怒っているんです。そして、先ほど公室長が言っ

知事、そこはもう少し、反対運動の皆さん方の気持ち

たつくらせないためのいわゆる撤回するための事項を

にも通じるような答弁をされてみたらいかがですか。

何ひとつとしてあなた方は実行していない、発揮して

逆質問みたいな形になっているけれども。どうぞ。

いない。そういう状況にあるんです。そして、いわゆ

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

るオール沖縄の先頭に立っている人物がこのような発

〇知事（翁長雄志君） 最近、前は撤回なんかするのか

言を行うこと自体、私はオール沖縄の内部からいわゆ

というような話もあったが今は撤回しろしろというこ

る瓦解が始まっているのじゃないか。そういう認識で

とで、大変な御質問も受けておりますが、なおかつ現

多分現場で頑張っている皆さん方は知事の今の答弁を

場で頑張っている人たちにも優しい言葉をかけていた

聞いてそう思っていると思います。そこはもっと踏み

だくというようなこともあります。やはりこのオール

込んで、あなたこれまで約束してきたんだから、もう

沖縄ということで一つまとまりつつあるのかなという

少しわかるように説明したらいかがですか。

感じもいたします。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

県議会で私は海兵隊の県外・国外、よもや全会決議

〇知事（翁長雄志君） 今言う撤回のあり方等々それ

でできるとは思いませんでしたし、植民地みたいだと

はございますけれども、それはそれとしていわゆる

いう話もよもやこれができ上がるとは全く思いません

オール沖縄がまとまってないのではないかというの

でした。

は、これは皆様方が何と言っても私たちは大きく輪を

〇翁長

つくって今日までいろんな選挙を戦って勝ってきてお

よ。

ります。ただ、その中にも純粋な方もおられますし、

〇知事（翁長雄志君） ですから、私たちは選挙のたび

それから大所高所といいますかいろんな考え方があり

に戦っておりますけれども、考え方としては少しずつ

ます。もともと違う考え方で私たちは御一緒して、そ

近づいてきているんじゃないかなというふうな気持ち

れも腹八分腹六分と言いましたが、今のままではいか

を持っております。ですから、このオール沖縄、いろ

ぬのじゃないかとひとつそれぞれがよさを発揮して、

んな形で期待をさせちゃいかぬという話がありますけ

お互いを助け合いながら、なおかつ県民の先頭に立っ

れども、私たちはそういったものを今日までいろいろ

て頑張っていこうという意味では私は大きくまとまっ

言葉を交わさなくても理解できるような、そういった

ているというふうに思っております。

ものもございます。

そういう話を聞いているんじゃない

政俊君

ですから、これからもそういった意味合いではそう

それから話クワッチーというのは、私が５年以内運

いった趣旨が生きて、その私たちの新辺野古基地へ反

用停止を言った日本政府が幾ら言ってもアメリカのほ

対することも含めて、一つのいい形の結果を出すので

うからは聞いたこともないなどという話をするもので

はないかとこういうふうに思っております。

すから、話クワッチーということで話をさせていただ

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

きました。今もう私がやるやらないというようなこと

知事はこれまでやるやると言ってき

を話クワッチーというのはどちらからの話クワッチー

てなかなかやらない。よく下世話な話だけど、やるや

かわかりませんけれども、私とすれば選挙で当選した

る詐欺みたいなものですよ、今の状況では。これから

思いをぜひともしっかりと踏まえてこれからも行動し

どうなるかわかりませんけれども、いわゆるそういう

ていきたいとこのように思っております。

中で、あなたのいわゆる限界、持っている権限、権限

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

は実態として空手形化していませんか。空手形化して

〇翁長

いるから運動の現場で頑張っている、反対運動の現場

や空手形ということが出てくること自体が、知事はこ

で頑張っている皆さん方が知事の言っていることは話

こで今この胸を張ってみせるけれども、実態はいわゆ

クワッチーだと。いや沖縄県が今やろうとしている、

る中身が瓦解し始めているということをあらわしてい

いわゆる必ず撤回をする、基地をとめるということに

るだろうと、端的にそう言えるだろうと私はそう思っ

対して疑問を呈しているじゃない。話クワッチーなん

ております。

〇翁長

政俊君

オール沖縄の膝元から話クワッチー

政俊君

でしょう。空手形なんです。やるやると一向にやらな

次に移ります。

い。いつやるんですか。ほら、今やるんですよ。今や

そして、知事が撤回を明言しないもう一つの理由に、

るしかないじゃない。だからこれをもっと議会の中で

よく損害賠償が生じるという話が出ています。それに

明確に、知事やるべきでしょう。僕はこれ公室長に聞

びびっているんじゃないの、知事。それはあなたの頭

いているわけじゃない、知事に聞いているんですよ。

の中にはないんですか、あるんですか。
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ですから、そういった経緯というようなものを踏ま

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。
〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

えた上で３者が議論をする。トップ会談ということで

我々一つ一つずつの許認可等の手続におきまして

そこで物事が判断できるかというようなこと等もいろ

も、法令に基づいて厳正に対応しているところでござ

いろ話をしました。今そこまでは御質問していません

います。撤回についてもさまざまな観点から慎重に検

ので、そういう経緯の中で３者間の会談ということに

討しているところでございまして、そのことをもって

なったと思います。

賠償等を懸念して今ちゅうちょしているというような

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

ことは一切ございません。

〇翁長

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

での積み重ねという議論や港湾のあり方ということに

〇翁長

政俊君

政俊君

これまでの積み重ねという、これま

なると、いわゆる松本氏が出てきて新しい提案をした

じゃ、次に移ります。

浦添の軍港移設についてでございますが、知事、こ

ときから始まりだということですか。

こでもう一度再確認をしておきたいと思っていますけ

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

れども、浦添の軍港移設については容認をされている

〇知事（翁長雄志君） これはみんなつないでいると

んですね。いわゆる反対をする政党の中からはたらい

いうことじゃないでしょうか。だからどこで、どうい

回しだというかなり厳しい指摘がありますけれども、

うテーマが違ったりするはずですから、テーマが違え

もう一度知事の認識を確認しておきたいと思っていま

ばこれ切ったことになるかということにはならなく

す。

て、やはり那覇港湾施設、民港をどのような形で発展

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

させていくかというようなことを軍港との関係でやっ

〇知事（翁長雄志君） いつの議会でありましたか忘

てきた経緯というのはずっとあるはずですから、それ

れましたけれども、翁長政俊議員の御質問で、容認と

はこっちから新たな転換ということではないと思って

いうことを答弁させていただきました。

おります。

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

〇翁長

政俊君

そこで３者協議会の話に入りますけ

〇翁長

政俊君

先ほど座長の話を取り出して知事は

れども、いわゆる３者協議会をオープンの場でやった

よく今議会で言っておいでになりますけれども、座長

らどうだという議論があって、知事は何と言っておい

は何と言っているかというと附帯決議の中でこれを示

でになるかというと、いわゆるこれまでの経緯もある

しているんですよ。北側案も南側案も優劣の差異はな

ということを言っておいでになりますけれども、これ

い。しかしながら、総合的に判断をして南側が優位だ

までの経緯とはどういうことですか。

と決めたと。いわゆる軍港の問題についてはいろんな

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

課題があるからこれは検討課題としてみんなでやって

〇知事（翁長雄志君） 儀間浦添前市長が了解をして

いこうというのが趣旨でしょう、知事。何もあなたが

移設に関する協議会等々始まってきたわけですけれど

言うように座長が難色を示している云々の話じゃない

も、
そのときからのいきさつということもありますが、

でしょう。これは議論のすりかえですよ。総合的判断

この浦添市の今の、あれ懇話会というのかな、懇話会

の中で南側が優位でと言っただけであって、これは浦

というようなものの中で出されたものを含め、それ以

添がそう言っている。そして、この那覇港管理組合は

前の３年前の浦添市案等もそれぞれ那覇港管理組合で

北側がいいという認識を示しておいでになる。県と那

議論をし、そしてその中から南側案、北側案という形

覇市がそれを示していない。県はどういう立場ですか。

で出てきたわけでありますけれども、今度はそれを二、

北側、南側案、どれがこのいわゆる評価に値すると考

三年かけて一定の道筋ができたときに浦添市のほうが

えているんですか。

改めて懇話会を開いて、この新しい同じ北側、南側案

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

に対しても場所もちょっと違いますけれども、それに

〇知事公室長（謝花喜一郎君） まず、協議会では北

つけての評価というものを出してこられたわけです。

側案を提案いたしまして、それを一昨年になりますか、

そこで、懇話会の座長がやはり軍港でありますから、

協議会、このときには浦添市の副市長が出席いたしま

民港との接点のところで、軍港はどういうふうに使わ

したけれども、協議会としてはこの案でいきたいとい

れるかわからないので、やはり民港からできるだけ離

うような話を出しましたときに、出席いたしておりま

れたほうがいいという意味での不安があるというよう

した副市長が持ち帰って早目に御回答いたしますとい

なことも懇話会の中ではございました。

うようなことでその会合は終わったところでございま
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す。その後、浦添市におきましては松本市長の主導で

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

懇話会が開かれて、昨年10月にそれの発表があったと

〇知事（翁長雄志君） 先延ばしというのは、大変そ

いうことで先ほど来の座長の発言がありました。

ういう言葉を使われると私は残念であります。

議員御指摘のとおり、いわゆる修正した南側案とい

今日までいろんな経緯を含めて那覇港管理組合でも

いましょうか、そういった形で提案しているわけです

議論をしてきました。ここにおられる方も恐らくは大

が、やはり先ほど来知事からありましたように、一体

半がそこでの議論に参加をした経緯があろうかという

となった――ちょっと読みますと、南側案では那覇港

ふうに思っております。その中で、浦添市案が出る前

という民港と軍港が隣接することになり、土地利用や

に、いわゆるＡ、Ｂ、Ｃという形で評価をされた南側

運用において将来的な不安や危惧が生じているという

案、北側案と出てくるわけです。出てきたものを先ほ

ような懸念も示したというようなことは答弁していた

ど答弁したように浦添市さんが引き取って懇話会をつ

とおりでございます。

くって、浦添市はこう考えると。若干違いはしますが、

いやいや、座長が総合的判断で南側

南側案、北側案、Ａ、Ｂ、Ｃとこうつけてどっちかと

がいいという議論をしているんでしょう。何でこれに

いうと南側のほうがそれに沿っているんだという話で

答えないの。あなた方の姿勢も聞いているんだよ、僕

あります。

〇翁長

政俊君

は。県と那覇市の姿勢がわからないから、県はどう考

管理組合でも翁長議員から質問がありました。知事

えているのと聞いている。

がリーダーシップをとって３者会談でやるべきじゃな

〇議長（新里米吉君） 答えてもらいますから。

いかと、こういうような話であります。ではそのとき

知事公室長。

に、もう一つおっしゃったのが、知事では余り技術的

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 県のほうといたしま

なことはわからないはずだから、早く職員みんなでレ

しては、そういった座長からの――結論は南側案です

クチャーして知事に指導なのか教えるのかよくわかり

けれども、そういった懸念があるということも我々と

ませんが、やったらどうだという話がありました。で

しては重みを持って考えておりまして、やはり技術的

すから、３者会談で松本市長と城間市長と私とでやっ

な検証を行う必要があるのではないかということで考

て、いわゆるそういう今日までの経緯も含めて、それ

えているところであります。

から一つ一つＡをつけた、Ｂをつけた、Ｃをつけたと

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

いう結果はわかりますけれども、細かくこれはこうこ

〇翁長

政俊君

軍港の移設については、北に行こう

うこうで、あれはああでというようなものまで私たち

が南に行こうがコントロールできぬということは一緒

は承知をして３者会談をするわけじゃないんですよ。

ですよ、知事。南側がコントロールできて北側がコン

ですからその中でいわゆる軍港と民港が、軍港がどう

トロールできぬという話、こんな話じゃないですよ。

せ優先するはずだからその意味では不安が残るという

軍港というのはそういう性質のものなんです。だから、

ような座長のお言葉がどの程度重い言葉なのかという

那覇軍港の中におさまるという話になると、これは認

のも調べ上げないと、それは不安があるらしいねぐら

めた以上、いわゆる那覇港湾の中に入れるということ

いと、それか何でもないんじゃないのぐらいの話と、

で認めた以上、それは何らかの形で決着をつけんとい

こんな話で素人談義でこの３者で話をするわけにはい

かぬ課題です。それを知事が先送りしてなかなか３者

かない。私たちはずうっと報告は受けてますから、当

協議会にも応じてはいるけれども、結論を出すことを

然一定程度の知識と方向性というのはそれぞれが心の

先延ばししている。それが現状じゃないですか。これ

中にあろうかと思います。そういったようなものの中

先延ばしして何を言おうとしているんですか。11月

で、本当に私たちに委ねるのかというようなことがま

の知事選挙を考えているんですか。それとも支持政党

ず一つあります。

の中で反対する軍港、即時撤去を言っている政党がい

それから、那覇市さんは私にリーダーシップをとれ

る、共産党がその政党ですよ。そういう政党がいるか

という話ですが、那覇市さんも70年間預かってきた経

らそこに気を遣って知事はそこに言及しないという話

緯があって、70年間預かった中でのこれからの民港の

なんですか。ここはもう少しきちっと答弁すべきじゃ

あり方というものは、全体が一つというよりもやっぱ

ないですか。知事が答えると言うんだから知事に答え

り重なり合いはあっても離れているというところもあ

させなさいよ。知事に答えさせなさいよ。何で君が出

るんですね。こういったようなこと等をどのように調

て……。いやいやいや、いいよあなたは。知事がせっ

整していくか、これも３者だけで会談をしたときにこ

かく手を挙げているのに。

うだろうああだろうということでできるのか。あるい
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は松本市長が提案をされているそれぞれの市でお互い

は手段という意味での方向性なのか結論という意味で

がお互いの立場を言ったら市民は理解をしてそういう

の方向性なのか、これも確かに吟味しなければいかん

中から物事が早くなるんじゃないかという話でありま

ところでありますけれども、ただ最近の３者会議でい

すけれども、本当に市民の前で浦添市の考え方、那覇

ろいろ議論されたのが、特に松本市長のほうが市民に

市の考え方、沖縄県の考え方を発表してどうやって集

オープンにする。何かしら私たちが３名で話している

約するのかというようなこと等も含めて、それから３

のはクローズで密室で何かをやっているような形に映

者会談の場合でも、私がリーダーシップをとるとして

るから、市民の前で議論しようとおっしゃったので、市

最終的に私一人に委ねるのか、多数決というようなも

民の前でやることは大いによろしいことであるけれど

のも考えられるのかというようなこういったこと等も

も、私からするとそれで前に進むかどうかは言えませ

踏まえると、それは簡単にあなた先延ばししちゃだめ

んよという話はさせていただきました。ただ、那覇市

ですよというようなことで物事が解決するようなこと

長のほうはこれは持ち帰って検討させていただきたい

ではないと私は思っています。

というそういうような状況でありました。ですからこ

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

れをどのように３者会談としてまとめていくかという

もっともらしい話を今していますけ

ようなことは、もちろんこれからもできるだけ詰めて

れども、いずれにしろ今暗礁に乗り上げていることだ

いきたいと思っておりますけれども、これについての

けは事実です。那覇軍港の配置位置が決まらない限り

方向性、その手段の方向性という意味でもなかなかそ

那覇の港湾計画も進まない。あなたが進めようとして

う１回の会談ではできなかったというようなことであ

いる、いわゆるクルーズ船の誘致についても遅々とし

りますので、これからもその件について松本市長の真

て予算がつくかさえ私は疑問だと思っています。そう

意、あるいは城間市長の思いみたいなもの、こういっ

いうことを勘案すると、一日も早く那覇の今のウオー

たものも聞きながら議論をしていきたいと思っていま

ターフロントにあるこの軍港を浦添埠頭に移すという

す。

ことはみんなが了解していることですから、そこに知

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

事のリーダーシップでもって議論を深めていって、早

〇翁長

い時期に移していくということが、いわゆる位置を決

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇翁長

政俊君

休憩願います。

政俊君

定することが重要だということなんですよ。それを回

午後２時57分休憩

りくどい言い方でわけのわからぬことを言っているけ

午後２時57分再開

れども、もう一つは知事に何もいわゆる全権を委任し

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ろなんて言葉が、答弁がうちの島袋大さんのこの質問

〇翁長

で出てきましたけれども、これも上から目線で、あな

次に移ります。

政俊君

高江の件ですけれども、これ県警本部長、高江の警

た考え方が違いますよ。３者が集まって協議をして、

備の問題の控訴については、これは強く県に控訴して

その中でよりいい落としどころを決めていくというの

ほしいという要望はされましたか。

が、いわゆる３者協議会の基本的な考え方であって、

〇議長（新里米吉君） 警察本部長。

私に全権委任して私が決めていいかなんてこんな上か

〇警察本部長（筒井洋樹君） お答えいたします。

ら目線の答弁がありますか。これは訂正すべきですよ。

本判決につきましては、本件区間において工事車両

これはそれぞれの首長が集まってしっかりと議論する

を妨害するための違法な抗議活動が実際に行われてい

中で、いわゆる沖縄県全体の発展、さらにあなたが今

たのであるから、抗議参加者を車両で通過させること

掲げている東アジアの戦略構想も含めて、これを達成

で犯罪が発生する蓋然性事態を否定することができな

するためには、那覇の今の軍港の位置というものを変

い。

えないといかぬ。だからみんなが知事にリーダーシッ

それから、そういった現状にありましたので、原告

プをとれということを言っているんじゃないか。そこ

について警備措置等を講ずる必要があると判断したこ

はどういう認識を持っておいでになるんですか。

とは一概に不合理とまで言うことはできないという判

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

決でありまして、この部分は当時における県警察の基

〇知事（翁長雄志君） リーダーシップという中には

本的な警備方針について一定の理解が得られたものと

いろんな度合いがあろうかと思いますけれども、私が

考えております。

いろいろ質問を受けた中では、一応知事が方向性を決

他方で、本判決は争点となった原告に対する個別の

めろというような感じを受けました。方向性というの

警備措置について、当時の具体的な状況のもとでは本
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件留め置きは、警職法５条の要件を満たさないなどと

〇翁長

判示しておりまして、この部分については当方の主張

るんですか。

は認められなかったところであります。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

このため県警察といたしましては、本件警備につい

それと司法判断とどういう関係があ

政俊君

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

ては適切に行っていたというふうに認識しております

今回の事案につきましては、一応司法のほうで判断

ので、控訴する方向で検討しておりましたが、知事部

が示されたというところがございまして、これを受け

局との調整の結果、控訴はしないという方針となった

て控訴するかどうかというのは、やはり地方公共団体

ものでございます。

の行政の執行全般に責任を負う立場にある知事がいろ

以上です。

んな県内の社会情勢等も踏まえて総合的に勘案して、

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。
〇翁長

控訴するかどうかというのを判断すべきものというふ

予測の話をしますけれども、いわゆ

政俊君

うに考えております。

る一審判決が出た後、実質上の被告は県警ですよね。

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

皆さん方が十分に準備をして司法的に争っても上訴し

〇翁長

ても勝てるという自信はありましたか。

ですよ。いわゆる実質上の被告である県警が上訴した

〇議長（新里米吉君） 警察本部長。

いと言っているものを、知事が県民の思いも含めて判

〇警察本部長（筒井洋樹君） 自信について申し上げ

断をした結果、こういう結果ですか、知事。

ることはなかなか難しいんですけれども、我々として

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

は判決の結果を踏まえて精緻に検討いたしまして、こ

〇総務部長（金城

のような方向でこういう論理で上級審の判断を仰ぎた

ましては、個別にいろんな形で判断して個別に判断す

いということを丁寧に御説明をいたしました。

べきものと思いますけれども、過去平成15年度以降の

以上です。

日本の裁判制度は上訴制度があるん

武君） こういう訴訟事案につき

各部に照会しまして、敗訴した事案につきまして調査

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。
〇翁長

政俊君

をしておりますけれども、損害賠償請求事件につきま

知事、今聞いてのとおりですよ。あ

政俊君

しては３件ございまして、そのうち２件は控訴をして

なたの判断はどうだったんですか。

いなくて、１件が控訴したという形になっておりまし

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

て、必ずしも全てそういう控訴するという形の対応と

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

いうのはしてないというところでございます。

今回の事案につきましては、内容的に警察官の職務

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

執行に係るものでありますけれども、沖縄県を被告と

〇翁長

する損害賠償事件でありまして、控訴するか否かにつ

の事案については知事、これはもう政治的判断であな

きましては地方自治法上知事に権限があります。

たがいわゆる控訴を断念したと、こういうふうに言い

先ほど県警本部長さんからありましたように、県警

政俊君

事案が全く違うと思います。この種

切っても私は過言ではないだろうと思っています。こ

から控訴したいとの考えが示されておりましたが、今

れに対するちょっと答弁をお願いします。

回の事案につきましては裁判所の判断を重く受けと

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

め、
県民の思いも踏まえまして総合的に勘案した結果、

〇知事（翁長雄志君） 今、総務部長からも答弁をさ

控訴しないとすることが適当であると判断したところ

せていただいたわけでありますけれども、警察官の職

でございます。

務執行に係る内容でありますが、地方自治法上控訴す

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

るか否かは、最終的な判断は知事にあるわけです。知

〇翁長

県民の思いとはどういう思いですか。

政俊君

〇議長（新里米吉君） 総務部長。（発言する者あり）
静粛に。

事は人形ではありませんので、いろんな思いがござい
ます。そのいろんな思いの中で判決の中で言う、警備
措置等の中では一概に不合理であるとは言えない中で

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

も、やはり原告の言動や服装等から犯罪行為に及ぶ具

まず沖縄の米軍基地の形成過程などの歴史的な経緯

体的な蓋然性があったと認めることはできないという

とか、米軍の過重な負担に対する県民の根強い不満、

中で、私は法令にのっとるということと表現の自由、

そういうことが県民の思いというふうに考えていると

憲法に保障された、そういうこと。それから議会でも、

ころでございます。

それぞれに被害者のような話をされておりましたけれ

〇議長（新里米吉君） 翁長政俊君。

ども、そういったこと等も私なりにずっと見させてい
－ 293 －

ただいて、そういったこと等は思いの一つになるかも

していることです。辺野古の埋立承認をした仲井眞知

しれませんが、地方自治法上、私が最終的な決定権が

事に対しては大批判、反対をし、辺野古の工事を進め

あるということで、総合的に判断をしてそういった決

ている翁長知事には賛成して支援をする。これがオー

断になりました。

ル沖縄県政の実態であります。

〇翁長

私の判断だから、政治的判断をした

政俊君

というふうな認識で捉えます。

２つ目は、翁長知事が口きき問題で辞職した安慶田
前副知事に退職金を満額1059万円を支払う決定をし

終わります。

たことであります。

〇議長（新里米吉君） 15分間休憩いたします。

私は、このことは翁長知事による背任行為であると

午後３時 ４ 分休憩

考えております。口ききについては、①、諸見里前教

午後３時21分再開

育長が口ききがあったと具体的に説明、②、それを受

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

けて平敷教育長が関係者から調査をし口ききがあった

休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。

と認定、③、平敷教育長になってからも安慶田副知事

照屋守之君。

から直接口ききを受けたと証言、④、裁判所に対し平

〇照屋

質問の前に苦情が２件、県民の皆様

守之君

に訴えたいことが２つ。

敷教育長は口ききの事実を証言、⑤、第三者委員会も
口ききの可能性が高いとの結論、⑥、安慶田前副知事

１つは、
今の県警の裁判ですよ。県警本部はぜひ上告

は口ききの責任をとって辞職、このような事実があり

したいというのに、知事がそれをしない。本来は、そ

ながら、翁長知事は、口ききは断定できないと決め、

の裁判については予算も含めて、訴えるときは議会に

退職金を満額支払うとのことであります。県民にとっ

も諮るのにこういうふうに上告をしないときは議会に

ては到底理解できるものではありません。沖縄県議会

諮らない。
非常に今の県政のやり方って不思議ですね。

は、真相を究明する責任がございます。

まさに独裁的なやり方じゃないですか。勝手に自分で

以上を申し上げ質問に入りますけれども、平成30年

決めて必要なときは議会にお願いをする。そうじゃな

２月20日の新聞報道、教員採用口きき疑惑・安慶田氏

いときは議会に諮らない。すごい県政ですね。とんで

に退職金・県が満額支払い決定については、質問通告

もない話ですよ。

後に報道された重大な問題であることから、議事課と

それともう一つ、翁長知事の争点ぼかしの発言です

執行部には連絡を済ませており、先例を踏まえて質問

よ。異常ですね。これは稲嶺さんも争点は辺野古新基

を行います。なお、今回の質問については、順不同あ

地問題だと明言しているんですよ。この争点ぼかしと

るいはまた削除する部分もありますから、御理解をお

いうのは、じゃ稲嶺さんのその発言もぼかしていると

願いします。

いうそういうことじゃないですか。沖縄タイムスも琉

追加質問。

球新報社もこれが争点だと言っている。タイムス、新

安慶田前副知事に退職金を満額支払うことについて。

報、ぜひこれ整理してくださいよ。これとんでもない

なぜ今か。なぜ満額か。支払いはいつか。これまで

ですよ。こういうふうに争点ぼかしということで相手

の経緯と関連について説明をお願いします。

を批判するやり方、稲嶺さんも一緒に批判しているん

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

ですか、それでは。どうですか。

〇総務部長（金城

訴えたいことの２つは、翁長知事は辺野古をつくら

武君） お答えをいたします。

県は安慶田前副知事の退職手当について、教員採用

せないと公約に掲げながら実際は辺野古の工事を進め

試験への口きき行為の疑いがあったことによりまして、

て公約に反しております。現状は公約違反です。このこ

平成29年２月20日付で退職手当条例に基づき、支払差

とは保守を支持する県民、あるいは革新を支持する県

止処分を行いました。その後、疑惑に関する調査と再発

民、さらには無党派の県民全ての県民を裏切ったこと

防止策を検討するために、第三者委員会を設置し、平

になります。翁長知事の公約違反によって２月４日の

成29年10月には調査結果報告書が提出されておりま

名護市長選挙においては辺野古反対を訴える現職市長

す。報告書では、教員採用試験への口きき行為につい

が大敗いたしました。翁長知事は口ではつくらせない

てメモなどの明白な証拠もなく、また、前教育長など

と言いながら実際はつくらせている。口で言うことと

重要な関係者から直接聞き取りができなかったこと等

やることは違う。これが翁長知事の大きな特徴であり

により、口きき行為が存在した可能性が高いとするに

ます。特に不思議なことは辺野古の工事を進めている

とどまり、当該行為があったと認定するまでには至っ

翁長知事に対し、県政与党の皆様が批判もせず理解を

ておりません。そのため、法律相談等を行った結果、
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前副知事による教員採用試験への口きき行為の存在を

長の証言を否定する。このことはいずれか背信行為を

認定することは難しいと判断したところであります。

していることになりませんか。翁長知事が背任なのか、

差しとめ処分の期間につきましては、最大で１年間

前教育長や現教育長が背任なのか説明してください。

となっておりまして、２月19日付で差しとめ処分を取

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

り消して、退職手当を３月中旬に支払うこととしてお

〇総務部長（金城

ります。

武君） お答えをいたします。

それぞれ背任といいますかそういうことがあるとい

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

うことではございませんで、我々としては退職金を支

諸見里前教育長、平敷教育長が口き

給するに当たって、それが事実として認定できるかど

きを証言して第三者委員会も口ききの可能性が高いと

うかという法律的な観点から、法律相談等を通してや

した。安慶田前副知事も口ききの責任をとってやめた

はり認定が難しいということで今回のそういう判断を

にもかかわらず、口ききがあったと断定しないとする

したというところでございます。

意思決定、これ誰が行ったんですか。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

〇照屋

〇照屋

守之君

〇総務部長（金城

武君） 法律相談等も行いまして

本来こういうものは、口ききの度合

守之君

いとか、影響度、違法性、あるいは犯罪性、そういう

いろんな角度から検討を行いまして、最終的には知事

ことによって退職金の支払いをするのかしないのか、

のほうで判断をしたというところでございます。

あるいはまたその額は決められていくということじゃ

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

ないんですか。口ききがあったと断定できないから退

〇照屋

口ききがあったと断定しないとする

守之君

職金を満額支払う、意思決定間違っていませんか。

判断は、諸見里前教育長やあるいは平敷教育長の口き

〇総務部長（金城

きの証言を否定するものでありますね。どうしてです

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

武君） 休憩お願いします。

か。

午後３時31分休憩

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

午後３時32分再開

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

これまでの前教育長、あるいは教育委員会のそれを
否定するということではございません。

総務部長。
武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

まずこの第三者委員会の報告の中で可能性が高いと

退職手当条例において、在職期間中に懲戒免職等処

いうことではありますけれども、これをもって事実と

分を受けるべき行為をしたと認めるときに該当する場

して認定するというのが難しいということで、結果と

合には、退職手当の全部または一部を支給しないこと

して支給したということでございます。

とする処分を行うことができるということになってお

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

ります。

悪いことをした安慶田前副知事を信

今回の採用試験への口きき行為につきましては、事

用して、事実を証言した諸見里前教育長や平敷教育長

実認定に至っていないために、事実認定ができないと

は信用できない。そういうことですか。

いうことでございますから、満額支給をするというこ

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

とでございます。

〇照屋

守之君

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

いろいろと個人的にそういう信用するとか信用しな

〇照屋

事実認定調べないからそうなるんで

守之君

いとかではございませんで、法律的にこの可能性が高

す。口きき問題で、今名誉毀損の裁判が行われており

いということで事実認定ができるかどうか、そこが非

ます。安慶田前副知事と諸見里前教育長ですね。これ

常に判断するに当たっての大きな課題といいますかそ

ちょっと説明してもらえませんか。どういう内容なの

ういうことになっておりまして、そこのところで法律

か説明してくださいよ。

相談等も行った結果、やはり可能性が高いということ

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

をもって事実認定行為をするというのが難しいという

〇総務部長（金城

ことで、支給するということを判断したというところ

武君） お答えをいたします。

名誉毀損に対する民事訴訟については、平成29年の

でございます。

３月14日に第１回の口頭弁論が行われております。こ

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

れにつきまして、那覇地方裁判所のほうに確認をいた

〇照屋

守之君

翁長知事が前教育長そして今の教育

しました。現在は、争点整理を行っているということ
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で、第２回の口頭弁論の時期はまだ未定だということ
を聞いております。
〇照屋

午後３時37分再開
〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

議長、休憩願います。

守之君

総務部長。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

午後３時33分休憩

まず昨年２月の段階での差しとめ処分というのが、

午後３時34分再開

刑事事件に関し起訴されることなくかつ不支給処分を

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

受けることなく……これ違うな。ちょっとお待ちくだ

総務部長。

さい。
武君） お答えいたします。

〇総務部長（金城

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

まず１点目は、事実ではない告発文書で名誉を傷つ

午後３時37分休憩

けられたとして前副知事が前教育長に損害賠償額500

午後３時37分再開

万円の支払いを求めたのが、先ほど申し上げました３

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

月14日の訴訟でございます。

〇総務部長（金城

武君） 失礼いたしました。

それから、前副知事はまた請求額を変更いたしまし

まず、差しとめ処分の行った根拠でございます。こ

て、約3820万円ということで損害賠償請求額の変更を

れは沖縄県職員の退職手当に関する条例第15条第２

４月26日に行っております。それから前副知事による

項第２号で、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべ

不当な訴えで名誉を傷つけられたということで前教育

き行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があると

長が1800万円の賠償と地元紙への謝罪広告の掲載を

思料するに至ったときは支払いを差しとめる処分を行

求めて反訴をしているというところでございます。

うことができるということで、昨年２月の段階で差し

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

とめ処分をしていたと。その後、その支払い差しとめ

本来は、この名誉毀損の裁判の判決

処分は刑事事件に関し起訴されることなくかつ不支給

がおりるまで退職金の支払いを待つべきですよ。これ

処分を受けることなく当該支払い処分、差しとめ処分

はその判決によってどちらかが勝つかによって口きき

を受けた日から１年を経過した場合には、速やかに当

があったかどうかという判決になりますよ。それとこ

該処分を取り消さなければならないということになっ

れは最初500万から3800万に金額がふえていますよ、

ておりまして、今回の場合は、第三者委員会の調査等

これはこの安慶田前副知事は退職金がもらえないから

も踏まえ、法律相談等も行った結果、事実認定までは

その分も含めて上乗せして相手に請求しているんじゃ

難しいと判断をいたしまして、支払い差しとめ処分を

ないですか。
そういうのはちゃんと調べてありますか。

取り消して退職手当を支給することとしたところでご

どうですか。

ざいます。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇照屋

守之君

〇総務部長（金城

武君） その変更した内容につき

〇照屋

守之君

この条例では、犯罪性の調査とか15

ましては、辞職から任期満了までの約１年10カ月の給

条とかそういうふうなところにしっかり何とか機関―

与と期末手当というふうに加えて約3820万円という

―退職手当管理機関、それを説明してください。

ことでございます。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。
〇照屋

守之君

午後３時39分休憩

当たり前そう言いますよ。だって自

分で勝手にやめて、任期満了の分を請求するというの

午後３時39分再開
〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

はおかしな話でしょう。これは退職金を支払うときに、

総務部長。

退職手当のそういういろんな手続も含めて条例で定め

〇総務部長（金城

ていますよね。そこで退職手当管理機関の構成とか、

関する条例の第13条の第２号に、退職手当管理機関と

その条例をしっかり対応してきたというその説明をお

いう定義がございます。それによりますと、法その他

願いできませんか。

の法令の規定により職員の退職の日において、当該職

退職手当条例とかあるでしょう。それに沿ってやる

武君） 沖縄県職員の退職手当に

員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有している機関

んじゃないんですか。

ということでございます。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇照屋

午後３時36分休憩

守之君

議長、休憩願います。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
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午後３時40分休憩

を有している機関、まさに知事のことでございます。

午後３時41分再開

知事においては、先ほども申し上げましたように、第

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

三者委員会の調査結果をもとに知事としての判断をす

総務部長。

るための内容の精査等もやり、そして法律相談も行っ

〇総務部長（金城

武君） この退職手当管理機関と

た上で知事として判断したということでございます。

いうのは、知事でございまして、今回第三者委員会の

〇照屋

調査も県として実施をいたしまして、その報告書をも

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

議長、休憩願います。

守之君

とに、
退職機関である知事のほうで検討いたしまして、

午後３時46分休憩

法律相談等も経て検討した結果として知事が判断をし

午後３時47分再開

たというところでございます。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。
〇照屋

総務部長。

だからこの機関が条例に定める調査

守之君

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

をいつ、どこで、どうやってやったんですかというこ

第三者委員会が調査した結果をそのままそれをもと

の説明をしてください。これやっていなければ条例違

に判断したということじゃなくて、それを判断の材料

反ですよ。

として内容を知事として点検し、そして法律相談等も

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

やった上で最終的に知事としてある意味では中身の点

午後３時41分休憩

検をし、ある意味では調査という形で判断をしたとい

午後３時42分再開

うことでございまして、第三者委員会そのものをその

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ままストレートに判断を採用しているということでは

総務部長。

ございません。
武君） お答えいたします。

〇総務部長（金城

〇照屋

退職手当管理機関である知事が今回の退職手当の支

議長、休憩願います。

守之君

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

給を判断するに当たりまして、５月に第三者委員会を

午後３時48分休憩

設置し、10月までその調査をしたと。その調査をもと

午後３時49分再開

に検討を行いまして、さらに法律相談等も行って知事

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

として判断をしたというところでございます。

総務部長。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。
〇照屋

〇総務部長（金城

じゃ条例違反をやったことを認める

守之君

武君） この退職手当管理機関と

いうのは、要するに懲戒免職と処分を行う権限を有し

わけですね。

ている機関、まさにこの知事のことでございまして、

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

その知事が先ほども申し上げましたようにこの第三者

武君） 条例に違反しているとい

委員会の調査報告書も参考にしながら知事として判断

うことではございませんで、知事として調査もして支

をしたということでございまして、そういう意味で退

払った。要するに第三者に調査をしていただいて、そ

職手当管理機関としての調査の結果として判断をした

れをもとに知事としてとり得るべきいろんな判断を含

ということになろうかと思います。

めて、法律相談も含めてやった結果として、知事とし

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

て退職機関としては判断をしているわけですから、条

〇照屋

例違反にはならないというふうに考えております。

性。口きき、口きき、それによってどういう犯罪が考

〇総務部長（金城

〇照屋

議長、ちょっと休憩願います。

守之君

えられますか。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

常識的なこともわからないの、皆さん方は。

午後３時43分休憩

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

午後３時46分再開

午後３時50分休憩

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

午後３時51分再開

総務部長。
〇総務部長（金城

この条例にありますけれども、犯罪

守之君

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
武君） お答えいたします。

総務部長。

退職手当管理機関というのは、職員の退職の日にお

〇総務部長（金城

いて、当該職員に対して懲戒免職等の処分を行う権限
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武君） お答えいたします。

副知事等の特別職につきましては、地方公務員法が

適用除外となっておりまして、明確に犯罪行為といい

者委員会の活用であり、法律相談であり、そういうこ

ますか、そういう規定はございません。

とも含めて調査した結果として判断したということで

〇照屋

議長、休憩願います。

守之君

ございます。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇照屋

午後３時51分休憩

議長、休憩願います。

守之君

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

午後３時52分再開

午後３時54分休憩

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

午後３時55分再開

総務部長。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
武君） お答えいたします。

〇総務部長（金城

総務部長。

口ききにおいて、例えば金銭を受け取ったとかいう

武君） 今回県として、こういう形

〇総務部長（金城

形のいろんなそういうのがございましたら、刑法なり

で事実認定まで、なかなかできないという状況で判断

そういう犯罪行為としての事案になろうかと思うんで

しているということは、これは当然沖縄県職員の退職

すけれども、今回の場合はそういうことは考えており

手当条例に基づいて支給しているということでござい

ませんので、今のところそういう犯罪行為があるとい

まして、適正に県としては対応しているものと考えて

うふうには考えておりません。

おります。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇照屋

だからこれ誰が調べてなかったとい

守之君

う具体的な根拠を示してください。

〇照屋

はっきり言いましたね。事実認定が

守之君

できていないのに、事実認定ができていないのに口き

犯罪がなかったという、いつ調べて。調べたか調べ

きがあったとは断定しない。退職金満額払う。これ根

なかったかでいいですよ。

拠、矛盾していませんか。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

武君） 我々としては、本人がまず

〇総務部長（金城

武君） 要するに、条例上事実認定

〇総務部長（金城

口きき等については否定をしているということもござ

ができれば不支給ということができるというのが規定

います。それで何とか事実関係を調査しようというこ

で打たれております。そういう意味で事実認定できな

とで、第三者委員会を立ち上げてより客観的に調査を

ければ支給せざるを得ないということになろうかと思

しようというところでございまして、その結果を県と

います。

しては受けとめて、それをもとにまた内容を確認した

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

上で今回の判断に至ったというところでございます。

〇照屋

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

何で知事は、平敷教育長が口ききがあったと言ってい

ですから、一番基本的な話ですよ。

守之君

だから極めて無責任な対応で、これ

るのよ。裁判所にも証言しているわけよね。諸見里前

ちゃんとそういうお金のやりとりがあったかどうか調

教育長もそういうふうにやっているわけよね。これを

べてない。

覆すには犯罪性を、先ほど言いましたようにこの口き

〇照屋

守之君

だからこれ条例に違反していますよ、皆さん。違反

きのレベルがあります、いろんな。犯罪にかかわって

している。そういうふうなものがあれば、これ支払い

いるのかそうじゃないのかということも調べないとい

をとめるとか減額をするとか、そういうふうになる。

けない。条例ではだからこれしっかりと定められてい

今のように第三者委員会というのは客観的なあれじゃ

る。皆様方それやっていない。条例に反している。だ

ないですよ。司法判断とか警察がしっかり調べて、そ

からこの意思決定は無効じゃないですか、満額払うと

ういうふうな根拠がなかったとかというのを書面でな

いうのは。

いと今の説明ではとんでもない話ですよ。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

口ききもないのにやめる必要がありますか、安慶田

武君） お答えいたします。

〇総務部長（金城

前副知事は。余り県民の理解を得ないことを言わんで

県としては、とり得る調査といいますか、県として

くださいよ。知事が勝手に決める、冗談じゃない。

できる限りの調査は実施をしているというふうに考え

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

ておりまして、特に条例に反しているということは考

〇総務部長（金城

武君） 繰り返しの答弁になって

えておりません。

申しわけないんですが、退職手当管理機関である知事

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

のほうでさまざまなとり得る調査といいますか、第三

〇照屋
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守之君

こんなのは、あなた方が自分で判断

することですか。裁判所等の第三者機関が決定してな

処分は、不支給処分を受けることなく１年を経過した

いと判断しないといけないでしょう。だったらこっち

場合には速やかにその当該処分を取り消さなければな

もそう、裁判所、さっきも言いましたように損害賠償

らないということになっておりまして、今回の事案に

が起こっていますよ、3800万と1800万。その判決が

つきましては、法律相談等も含めて知事として調査を

おりたら、どちらかが勝ちますから、最終的に口きき

した結果として口きき行為の存在を認定することは難

があったかなかったか、その判断できるんですよ。そ

しいと判断いたしまして、支払い差しとめ処分を取り

れが裁判所の判断だからあったんだな、なかったんだ

消して退職金を支給することとしたところでございま

なという話ですよ。何でそれを待たずに、慌ててこう

す。

して知事の決断でこんなことやろうとするんですか。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

自分で決断してやるんだったら裁判所とかその客観的

〇照屋

なあれ要らないでしょう。

はそう思いませんよ。これですね、犯罪性、お金がど

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

うのこうのというふうな犯罪性があるということを説

それは、皆様方の都合ですよ。県民

守之君

武君） まず、今の時期、じゃなぜ

明しましたね。この口ききを認めると、皆様方はそう

やるかということにつきましては、支払い差しとめ処

いうふうなものがあったということでやらないといけ

分というのが不支給処分を受けることなく１年間を経

ないから、口ききは断定できないわけですよね。かと

過した場合には、速やかに当該処分を取り消さなけれ

いって、ちゃんと調査もしていない、警察にもお願い

ばいけないということで１年経過するのが２月20日

もしていない。こういうふうな事態で退職金を満額支

になりますので、それまでに事実認定ができるかどう

払うということはこれは大変なことじゃないですか。

かということのこれまでのとり得る手段としていろん

こんなこと、よく県の行政で許されますか。これとん

な調査を行ってきた結果として、認定できないという

でもないですよ。恐ろしいことですよ。こういうふう

判断があって、今回の支給に至ったというところでご

な口ききはあったけれども、これは犯罪性もないから

ざいます。

退職金を満額じゃなくて７割払いましょう、５割払い

〇総務部長（金城

〇照屋

あきれ返って質問する気にもなれな

守之君

ましょうだったらわかりますよ。口ききそのもの自体

いですね。何で自分で勝手に決めるの、本当に。

がなかった、満額払う、異常じゃないですか。

〇議長（新里米吉君） 今答弁終わったんじゃないの。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

追加。

〇総務部長（金城

総務部長。
〇総務部長（金城

武君） お答えいたします。

退職金を支払う場合、まずこの懲戒免職等の処分を
武君） お答えをいたします。

受ける行為をしたと認めるときに、一部であれ全部で

現在裁判訴訟中でございますので、その結果として、

あれ、支給しないこととすることができるということ

もし仮に新たな事実が出てきたとすれば、それをもと

ですから、今回は口きき行為について事実認定に至っ

にまた今回の退職手当支給に係る部分については改め

ていないということですから、満額を支払うことにな

て検討することはあります。

るというところでございます。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇照屋

守之君

ちょっと冗談言っているんですか。

〇照屋

守之君

だから、この事実認定を知事がやる

一旦払ったお金を取り返すのに苦労しますよ。だから

こと自体がおかしいということですよ。これは皆さん、

第三者、
裁判所が判断した後にやれと言っているのに、

犯罪ですよ。これ大変なことですよ。口ききがなかっ

何で知事がそれ口ききがないと断定して。これ裁判所

たというふうに言って、口ききがあったと言っている

でも平敷教育長は言ったんでしょう。裁判所もだまし

のになかったと言って、県のお金を退職金1059万払う

て県民もだましているんじゃないですか。そういう中

わけでしょう。はっきりしないのに1059万満額払うわ

で口ききがなかった。いや口ききの程度で退職金を払

けでしょう。これ背任行為じゃないですか。1059万、

うと言うんだったらわかりますよ。それが断定できな

県に損失を与えることになるんですよ。これは立派な

かったと言い切る。これ絶対おかしいですよ。

背任行為ですよ。背任罪ですよ。そうじゃないですか。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

口ききがなかったという、この根拠もしっかりつくら

〇総務部長（金城

武君） お答えいたします。

ない。犯罪があったかどうかも調べない。条例も無視

繰り返しになりますけれども、これは退職手当条例

する。こういうやり方をして、知事が、いいよ、口き

の15条の第５項の第３号で、要するに支払い差しとめ

きがなかったよ、払えと言うだけで退職金1059万払
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う。これ背任行為ですよ。県知事、あるいは教育長も

照屋守之君。

そうですよ。今の立場にいられますか。県にこれだけ

〇照屋

損害与えて。どうですか。

質問を行います。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

(1)から(3)は取り下げます。

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

次に、３の翁長県政の評価について

守之君

(4)の産業廃棄物事業者の許可を取り消し、後始末も

県としては、まさに条例に基づいて適切に対応した

せず、ごみ山問題も解決せず地域住民に不安と不満を

結果として、今回は退職金を支払うことになったとい

与え、環境行政の悪化をつくっております。翁長県政

うところでございます。

の限界を感じます。見解を伺います。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

〇照屋

だから、私は条例に違反していると

守之君

〇環境部長（大浜浩志君） お答えします。

言っているんですよ。何が第三者委員会の言い分を聞

沖縄市の廃棄物処理業者が重大な法違反であります

いてやったと言いながら、今度はまた条例にのっとっ

不法投棄を行ったことから、県は廃棄物処理法の規定

てやった。冗談じゃないですよ。これは条例に違反し

及び同法に関する法定受託事務の処理基準等に基づき

ています。おかしい。

まして、平成29年11月20日に産業廃棄物処理業の許

議長、この口ききに伴う退職金の支払い、あるいは

可を取り消したものであります。超過廃棄物につきま

その経緯も含めて、これ執行部だけにこんなふうに任

しては、原因者、行為者であります、同社の責任にお

せてはいられませんよ。これ議会で百条委員会設置し

いて処理すべきものと考えておりまして、県としまし

て、ぜひやらないといけませんよ。私は前から百条委

ては、同社及び同社役員に対しまして廃棄物処理法に

員会を設置してやれと言っているのに、やらないから

基づく措置命令を発出して、法的に処理義務を課すと

こういうふうなことが起こっているんですよ。これは

いうことにしております。適切に処理するよう求めて

本気になって考えてください。これもう、執行部はこ

いくこととしております。

んな、県知事のやりたい放題やって、条例にも反す

以上であります。

る、ちゃんと犯罪があったかどうかも調べない。ただ

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

第三者委員会の言い分聞く。本人の平敷教育長や前教

〇照屋

育長の言い分聞かない。安慶田前副知事の言い分だけ

るいはまた防衛局、米軍等に事前の説明はなしに取り

聞いてこういうことをやる。百条委員会、ぜひ会派の

消しをしたんですか説明をしてください。

代表を集めて、これやってください。こうしないと沖

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

縄県、大変ですよ。こんな背任罪まがいのことを県知

〇環境部長（大浜浩志君） 市町村それから関係者の

事が堂々とやる。県に対する1059万の損失ですよ、こ

情報提供でございますけれども、県としましては慎重

れは。検討してくださいね、百条委員会の設置。いか

に対応をしてきたところではございますけれども、行

がですか。

政処分を前提にそのような調整、それから受け入れと

〇議長（新里米吉君） いや議員が質問して、議長が答

かその辺の説明をしていくということにつきまして

弁する立場ではないです。議会で議長が執行部でもな

は、不適切であるというふうに判断して、事前のその

いのに答弁するというのは、これはまたおかしな話で

目的とした調整は行ってきてはございません。しかし

すから。

ながら、処分を行った当日、沖縄市、翌日には地元自

〇照屋

検討してください。

守之君

治会というところで説明を行いまして、来ております。

〇議長（新里米吉君） これできません。
〇照屋

それから２月13日には７者協議会の中でも報告し、説

取り計らいしてください。

守之君

明をしてきたところでございます。

〇議長（新里米吉君） 要望があったというだけにお
さめておきます。
守之君

以上であります。
〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

答弁できません。
〇照屋

部長、なぜ沖縄市とか４者協議会あ

守之君

休憩願います。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇照屋

翁長知事、これ翁長県政の環境行政

守之君

の大失態ですね。取り返しのつかない失態ですね。こ
れ事前に説明もしないで取り消す。米軍のごみはどう

午後４時８分休憩

なったんですか。

午後４時８分再開

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇環境部長（大浜浩志君） 米軍の廃棄物につきまし
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ては、一時的に処理できないということで、米軍の施

午後４時14分休憩

設内、嘉手納基地の中で保管をしていたという状況で

午後４時15分再開

ございますけれども、昨年12月21日から民間事業者、

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

それから一部事務組合におきまして処理が開始された
というところでございます。

環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君） お答えをさせていただき

現在におきましては、１日20トンの処理を始めまし

ます。

て、４月末までには嘉手納基地内で保管されていた廃

協議会基本合意書におきましては、ごみ山に起因す

棄物も全量を撤去・処分するというふうな経緯で処分

る環境の負荷があったということを県が認めた場合に

を行っていくというふうになっています。

は、その環境負荷に対する全ての責任を会社が負うと

以上であります。

いうことでございまして、また県の指示に従うという

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。
〇照屋

守之君

ふうな協定の合意書になっているかと思います。また、

この件で、防衛局とか沖縄市に相当

これに対して、進行管理をするために協議会を置いて

迷惑をかけていますね。どう思いますか。

進行を図っていくというところでもございます。また、

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

この基本合意書の中には、会社におきましては、廃棄

〇環境部長（大浜浩志君） お答えします。

物処理に関する業務の譲渡、または施設の譲渡がある

この適正処理、それから米軍のごみにつきましては、

場合には、本合意書も県にも承継させなければならな

県も一緒に沖縄市等々行っていろいろと調整をしてお

いというふうな条項もあるものですから、そのような

ります。また読谷村におきましても、県も一緒に行っ

条項も検討を踏まえながら今後の処理を適正にさせて

て現地も確認する等そういう形で対応をとってきたと

いきたいというふうに考えております。

ころでございます。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

以上であります。

〇照屋

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。
〇照屋

守之君

第３条はどうなっていますか。

守之君

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

ごみ山の改善はどうするんですか。

〇環境部長（大浜浩志君） 県は、倉敷環境が改善の履

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

行ができない場合には産業廃棄物の許可権者、指導監

〇環境部長（大浜浩志君） お答えをします。

督権者として速やかに必要な措置をとるというふうな

先ほどもちょっと答弁させていただきましたけれど

条項があります。

も、ごみ山につきましては、７者協議会で35年１月ま

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

でに処理するという協定がございますので、それに基

〇照屋

づいて進行・管理も進めながら処理をさせていきたい

だからできないでしょう。あとは県がやるべきでしょ

というふうに考えておりますけれども、原因者である

う。

当社の責任において処理すべきものだろうというふう

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

守之君

倉敷環境はもう業を営んでいないん

に考えております。これを的確にするために、県にお

午後４時16分休憩

きましては、廃棄物処理法に基づきまして措置命令を

午後４時17分再開

かけて適正に処理するよう求めていきたいというふう

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

に考えております。

環境部長。

またごみ山につきましては、同社におきましては、

〇環境部長（大浜浩志君） 先ほどの条項も言います

新しく業者が立ち上がっておりまして、その業者に委

と、県が代執行というふうなことで考えていないかと

託したいというふうな申し出が前回の２月13日の７

いうことではありますけれども、法律的には前回も申

者協議会の中で方向が示されております。

し上げましたが、措置命令を発しまして、その状況が

以上であります。

履行できないというふうな状況が、経過を経る必要が

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。
〇照屋

守之君

あります。そういうことがございますので、沖縄県と

ごみ山協定に向けた基本合意書で、

しましては、廃棄物処理法に基づいて措置命令を発出

このごみ山の責任は最終的には沖縄県が負うことに

して処理責任を負わせたいというふうに今そういう形

なっていますね。35年までに沖縄県がやるということ

でスケジュールといいますか、そういう経緯を経てい

ですか。

きたいというふうに考えているところであります。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。
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〇照屋

業を営んでなくて、破産寸前ですよ。

守之君

それから役員について、廃棄物処理法に基づきまして

これだけで200億ですか、処理なんかできるわけあり

措置命令を発して処理責任をまず負わせるということ

ませんよ。これ県がやるんですね、じゃ。

でございます。その状況が履行できないというふうな

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

状況があれば、そのような代執行というのも検討しな

〇環境部長（大浜浩志君） この辺につきましても、

いといけませんけれども、今第一義的にはその会社に

事業者も含めました７者協議会の中で報告もしながら

きっちり処理責任を負わせるというところで、経緯を

言っていますけれども、その中で取り消すような報告

経ていくというところでございます。

もしながらやっております。今後事業者からごみの改

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

善に向けて新会社に契約をさせたいというふうな意向

〇照屋

がございますので、そういうようなところも我々とし

200億、予算組んでくださいよ、５カ年で。代執行を

ては７者協議会にもそのようなこともお示ししながら

考えると言っているんだから。大体取り消しをして、

協議をし調整しながら進めていきたいというふうに

会社側が営業できない状況になってそこにまたそのご

思っております。

み山の改善をお願いするという、この感覚ですね。

〇照屋

守之君

知事、恐ろしいことになりましたね。

守之君

これは富川副知事、担当副知事ですか、環境部の。

議長、休憩願います。

この現状どう捉えていますか、どう責任とりますか。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
午後４時19分休憩

富川副知事説明してください。部長じゃないよ、富川

午後４時20分再開

副知事だよ。代執行やると明言してください。
〇議長（新里米吉君） 富川副知事。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇副知事（富川盛武君） 部長が答弁したとおりでご

照屋守之君。
〇照屋

守之君

意向があってもできませんよ。200

億かかるんでしょう。新会社はそれを処理する責任な

ざいまして、措置命令を発して、その後に県のその処
分について検討していきたいと思います。
以上です。

いですよ。沖縄県は、この倉敷環境が信用できないか
ら取り消ししたんでしょう。その人が言うことが信頼

〇照屋

ちょっと待ってください。

守之君

休憩願います。

できますか本当に。だから協定書に基づいて県がやっ

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

てください、これは。皆さん方、責任ありますよ。
〇議長（新里米吉君） 環境部長。

午後４時24分休憩

〇環境部長（大浜浩志君） ですから、倉敷環境さん

午後４時25分再開

がそういう意向を示したということは事実でございま

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
富川副知事。

すので、それについてはしっかり考えていきたいなと

〇副知事（富川盛武君） 繰り返しになりますが、先ほ

思っています。
代執行につきましては、措置命令を発して、措置命

ども申し上げたように、業務命令を出してその結果を

令を履行できないという状況がないと代執行できない

待って、それから代執行については検討という手順に

という法律のシステムになっておりますから、そのよ

なると思います。先ほどの説明と同じです。
以上です。

うなところをきっちり我々としては手続を踏んでいく
ということで考えております。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

〇照屋

〇照屋

守之君

じゃこの合意書、沖縄県、沖縄市、

守之君

検討じゃないですよ。やる責任があ

るんですよ合意書に。責任があるんですよ。

その池原、豊原、知花自治会の約束どおり、県が200

次に、名護の市長選挙について伺います。

億のごみ処理を最終的にはやるという、あと５カ年間

現職の稲嶺氏は、市長選の争点は確実に辺野古新基

でやるというそういうふうな意向があるわけですね。

地問題だと言っております。これ稲嶺氏もそうですけ

その辺はっきりさせてください。

れども、これ沖縄タイムス見てください。（資料を掲

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

示） 新基地建設に審判、辺野古最大の争点、辺野古審

〇環境部長（大浜浩志君） 説明させていただきます。

判、辺野古移設が最大争点。稲嶺さんも争点だと言っ

基本的にはごみ山の改善は、原因者である事業者の

ている。これは、間違いなく争点ではないですか、知

責任で処理すべきものであるというふうに考えており

事。本人がそう言っているんですよ。おかしくないで

ます。それですので先ほども申しましたとおり、同社

すか。
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〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

〇上原

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

皆さん、こんにちは。

章君

公明党会派の上原章でございます。

今新聞記事の示されたものはそのとおりだと思いま

最後ですので、いましばらくおつき合いをお願いし

す。ただ一方で、今回の市長選挙におきましては、新人

たいと思います。少し深呼吸をしたほうがいいのかな

候補は公約で言及してございません。また、当選後の

という感じですけれども、通告に基づき一般質問を行

インタビューでも私は容認ということで選挙には臨ん

います。

だわけではないというふうに発言されておりまして、

経済、雇用対策についてお尋ねします。

これらのことから辺野古新基地建設について明確な争

(1)、県海洋深層水研究所が開所して16年、多様な

点にならなかったのではないかということを答弁して

経済効果に結びついていると聞くが、これまでの成果

いるところでございます。

と今後の事業展開を伺います。体制の強化が必要と思

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

うがどうか。

〇照屋

ちょっと休憩願います。

守之君

(2)、自然災害や農産物の価格下落時に農業の収入減

何で、みんなみんな…。

を補う収入保険制度の創設に向けて、国は平成30年度

〇議長（新里米吉君） 答弁しているんで、質問でやっ

予算案に260億円を計上しました。内容と効果及び県

てもらえませんか。

として農家の負担分軽減について検討できないか伺い

これは、間違いなく争点ですよ。知

ます。この事業は、農家の経営を安定させるため、自

事が何と言おうが。知事と知事公室長だけですよ、争

然災害などにより売り上げの予期せぬ減少に直面した

点じゃないというのは。だってこれタイムス見てくだ

場合、その一部を補塡するもので、大型台風の多い本

さい（資料を掲示）

タイムス、新報。これ抗議した

県にとって必要な取り組みだと考えます。本年秋から

ほうがいいですよ、もしそうじゃないと言うんだった

加入受け付けを開始し、来年１月からスタートすると

ら。タイムスも新報もしっかり確認してくださいよ。

のこと、対応をお聞かせください。

〇照屋

守之君

これ曖昧にしないでくださいよ。皆さん方の責任にか
かわりますからね。だから、そういうことで、問題は

(3)、正規雇用化の推進について、取り組みと効果を
伺います。

争点で民意が変わったのに、それを否定する。ここが
非常に翁長知事の悪いところでしょうね。負けたら負

(4)、新規事業、正社員雇用拡大助成金事業の内容と
効果を伺います。

けたで素直に認める。それでどうするかという話です
よ。

(5)、非正規労働者が多い本県にとって非正規労働者
の処遇改善は重要と考えるが取り組みを伺います。

先ほどありましたように、隣の那覇市長、名護の民意

次に、福祉政策についてお尋ねします。

が裁判を見守ることについては納得せざるを得ないと

(1)、生活困窮者自立支援事業の取り組みと効果を伺

いうことかと奥間議員が２月20日に聞きました。城間

います。国は新年度、困窮者の自立に向け体制強化を

那覇市長はその点については納得せざるを得ない。そ

図るとしているが内容と県の対応はどうか。

のとおり名護市民が選んだことについては敬意を表す

(2)、国は平成30年度から、経済的に厳しい状況に

る以外にはないのではないかと考えていると。はっき

置かれがちな未婚のひとり親を支援するため、保育料

り裁判を見守るという民意を認めているわけですね。

などの負担軽減を図るとしています。いわゆる婚姻歴

ですから、そういう事実を認めながら行政をやらない

のあるひとり親が受けられる寡婦（寡夫）控除をみな

と、自分の都合のいいようにやっている、今の翁長県

し適用するとのこと。内容と効果、県の取り組みを伺

政はやはりもう限界を超えていますね。

います。

以上、申し上げて終わります。

(3)、待機児童の解消について。

百条委員会は必ず設置してくださいね。お願いしま

ア、取り組みと効果を伺います。目標の達成状況は

す。

どうか。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
午後４時28分休憩

イ、空きがあるのに入園できない地域のミスマッチ
について実態と対策を伺います。

午後４時33分再開
〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
上原

ウ、市町村の境を越えて認可保育所を利用しやすく
する取り組みが必要と思うが対応を伺います。

章君。
〔上原

(4)、国は、幼児教育・保育無償化の対象範囲につい
章君登壇〕

て、本年夏までに結論を出すとしています。認可外保
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育園で育つ子供が多い本県において、子育て環境の公

消を図る計画の見直しを行ったところであります。

平性や負担格差が広がらないよう、認可外保育園も対
象にすべきだと考えます。見解と対応を伺います。

沖縄県としましては、市町村の保育所整備等が着実
に実施されるよう、必要な予算を確保し、引き続き市

(5)、認可外保育園への支援について、取り組みと効
果を伺います。

町村と連携して、平成31年度末までの待機児童の解消
に向けて取り組んでまいります。

(6)、障害者が一般企業等に円滑に就職できる取り組

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

みは重要と考えます。就労移行等連携調整事業の内容

させていただきます。

と効果を伺います。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

教育、文化行政についてお尋ねします。

〔農林水産部長

島尻勝広君登壇〕

(1)、国は、沖縄独自の給付型奨学金を平成30年度よ

〇農林水産部長（島尻勝広君） １、経済、雇用対策に

り創設するとしているが、取り組みと効果を伺います。

ついての御質問の中の(1)、海洋深層水研究所の成果

(2)、スクール・サポート・スタッフ配置事業の内容
と効果を伺います。

と今後の事業展開・体制の強化についてお答えいたし
ます。

(3)、那覇市内への新たな特別支援学校の設置につい
て進捗状況を伺います。

海洋深層水研究所のこれまでの主な研究成果として
は、１、クルマエビの母エビ養成技術、２、クビレズ

(4)、県立郷土劇場が閉館して９年、文化・芸能関

タ（海ブドウ）の陸上養殖技術、３、海洋深層水の冷

係者や多くの県民からその再建の声が寄せられていま

熱利用による野菜類の高温障害回避技術等を確立して

す。知事は、ウチナー文化の普及継承を推進するとし

おります。また、研究開発された技術を生産者や企業

ているが再建の考えはあるか伺います。

等に移転することにより、久米島町の地域振興に寄与

(5)、文化発信交流拠点の整備状況及び浦添市等との

しております。

関係機関との調整はどうなっているか伺います。

県としましては、海洋深層水研究所において、引き

離島振興についてお尋ねします。

続き研究・技術開発に取り組んでまいります。

(1)、那覇―久米島間の航空運賃の低減について、小
規模離島並みの支援が必要と考えるがどうか。

同じく(2)、収入保険制度の内容等についてお答えい
たします。

(2)、離島患者等支援事業の取り組みと効果、課題、
対策を伺います。

収入保険制度は、品目の枠にとらわれず、青色申告
を行っている農業経営者に対して、自然災害による収

(3)、居住する離島市町村内で出産が困難な妊産婦及

量減少に加え、価格低下など農業者の経営努力では避

び難病患者等の宿泊施設の整備が必要と思うが見解を

けられない収入減少を補償し、セーフティーネットと

伺います。

しての役割を果たす制度となっております。当該制度

消防防災ヘリ導入について、実施計画、予算、財源
を伺います。

において全国一律の保険料で、国が２分の１を負担す
ると聞いております。なお、今後策定される国の要綱・

以上、よろしくお願いします。

要領等や他府県の動向を注視しつつ、現行の農業共済

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

制度も勘案しながら、農家の負担軽減について検討し

〔知事

翁長雄志君登壇〕

てまいります。

〇知事（翁長雄志君） 上原章議員の御質問にお答え
をいたします。

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

福祉政策についてに関する御質問の中で２の(3)の

〔商工労働部長

屋比久盛敏君登壇〕

ア、待機児童解消の取り組みと達成状況等についてお

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） １、経済、雇用対策

答えをいたします。

についての(3)、正規雇用化推進の取り組みと効果につ

沖縄県においては、黄金っ子応援プランに基づき、

いてにお答えいたします。

平成29年度末までの待機児童解消を図るため、平成27

雇用情勢が着実に改善する中、正規雇用の推進など

年度からの３年間で約１万8000人の保育定員の確保

雇用の質の向上を図ることは重要な課題であると認識

に取り組み、その目標は達成できる見込みとなってお

しております。そのため、正社員転換を要件とした研

ります。しかしながら、市町村においては、保育所等

修費補助や専門家派遣等の支援事業を実施してきたと

の増設による潜在需要の掘り起こし等による保育ニー

ころであります。その成果としましては、平成26年度

ズの高まりを受け、平成31年度末までに待機児童の解

から平成28年度までで260人、平成29年度見込みが

－ 304 －

122人で、計382人の正規雇用化が図られております。

に対する経済的なメリットが見込まれます。具体的な

同じく(4)、正社員雇用拡大助成金事業についてにお

適用方法については、まだ示されていないことから、

答えいたします。

今後、国の動向を注視しながら、利用料の改定や所得

県では、さらなる正規雇用の拡大を図るため、新卒

額の算定の際に対応していきたいと考えております。

を除く35歳未満の若年者等を正社員として雇用し、定

次に２の(3)のイ、地域のミスマッチの実態と対策に

着につなげた企業に助成する事業を新たに実施してま

ついてお答えします。

いります。平成30年度は、本事業において300人の正

待機児童がいる一方で、定員割れが生じていること

規雇用の増加と定着を図る予定であり、労働局等関係

につきましては、地域別、年齢別のミスマッチや保育

機関と連携しながら、引き続き県内企業における正規

士不足などがその原因として挙げられております。

雇用化の取り組みを促進してまいります。

県としましては、このような状況を解消するため、

同じく(5)、非正規労働者の処遇改善についてにお答
えいたします。

市町村保育主管課長連絡協議会や担当者説明会等にお
いて、地域別及び年齢別の保育需要や保育定員の確保

県では、平成28年度から、非正規労働者処遇改善事

方策等について、市町村に対し助言しております。

業を実施しており、これまでに48事業所に社会保険労
務士等の専門家を派遣し、年次有給休暇制度の整備等、

次に(3)のウ、認可保育所等の広域利用についてお答
えします。

就業規則の見直し等の支援を行っているほか、労働条

保育認定を受けた子供が居住する市町村と異なる市

件の周知・啓発を図るための事業主向けセミナーを53

町村に存在する保育所等の利用を希望する場合、保護

回開催したところであります。

者が居住する市町村と、施設が所在する市町村の間の

県としましては、引き続き、正規雇用の拡大等に向

調整が必要となります。県においては、平成28年10月

けた施策とあわせ、非正規労働者の処遇改善に取り組

に市町村宛て文書を発出し、広域利用に係る市町村間

んでまいります。

の調整に当たり必要な事項をまとめた取り扱い要領を

以上です。

示すとともに、各市町村長を訪問し、当該調整が円滑

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。
〔子ども生活福祉部長

に行われるよう理解を求めており、平成29年度は18市

金城弘昌君登壇〕

町村、延べ341人の利用がありました。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） ２、福祉政策に
ついての御質問の中の(1)、生活困窮者自立支援事業の

次に(4)、幼児教育・保育無償化における認可外保育
施設についてお答えします。

取り組みと効果及び体制強化についてお答えします。

幼児教育・保育の無償化については、全ての子供に

県では、県内５カ所に設置した相談窓口や巡回相談

質の高い幼児教育・保育を保障するため、その拡充を

による支援実施のほか、県内11市等関係機関との連携

図ることは重要であると考えております。また、本県

により、生活困窮者に対する支援体制の強化を図って

では、他県に比べて認可外保育施設に多くの児童が入

きました。その結果、平成27年度から平成29年12月

所しており、幼児教育・保育の無償化の対象に含まれ

末までに、県内で１万1894件の相談を受け、3785件

るべきと考えておりますが、質の確保も重要であると

の自立支援プランを作成し継続的な支援を行ったこと

考えます。

で、1767名が就労し、573名が収入の増加につながっ

県としましては、国の動向を注視しながら情報収集

ております。また、国の改正法案には、任意事業の実

に努め、状況に応じて適切に対応してまいりたいと考

施促進など支援体制の強化が盛り込まれています。

えております。

県としましては、引き続き関係機関と連携し、生活
困窮者に対する包括的かつ早期の支援に努めてまいり

次に(5)、認可外保育施設への支援の取り組みと効果
についてお答えします。

ます。

県では、沖縄振興特別推進交付金を活用し、認可外

次に(2)、国が実施予定の未婚のひとり親に対する寡
婦（夫）控除のみなし適用についてお答えします。

保育施設に対する認可化移行のための運営費等の支援
や、入所児童の処遇向上のための給食費等の支援を

厚生労働省は、未婚のひとり親家庭の母または父を

行っており、これまで段階的に支援を拡充していると

対象に、保育料の軽減や高等職業訓練促進給付金等の

ころであります。効果としましては、平成24年度から

支給額の算定等に寡婦（夫）控除のみなし適用を実施

平成28年度までに、47施設が認可保育所等へ移行し、

するとしております。これにより、行政サービスにお

3312人の定員を確保するとともに、延べ1873施設に

ける利用料の減額や給付額の増額等、未婚のひとり親

対し給食費等の支援を行っております。平成30年度に

－ 305 －

おきましては、給食費の補助単価を増額するなど支援

中・高等部の児童生徒合わせて250名規模で建設を進

の拡充を図りつつ、引き続き、市町村と連携し、認可

めており、ことし１月に基本設計を終了したところで

化の促進と保育の質の向上を一体的に取り組んでまい

す。現在、実施設計の契約準備を進めており、平成31

ります。

年度に校舎等の建設工事に着手し、平成33年４月の開

次に(6)、就労移行等連携調整事業についてお答えし

校に向けて取り組んでいるところであります。

ます。

以上でございます。

平成30年度から事業開始を予定している就労移行

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

等連携調整事業は、特別支援学校の卒業生や就労継続

〔文化観光スポーツ部長

嘉手苅孝夫君登壇〕

支援事業の利用者等に対し、支援を行うに当たりコー

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） ３の教育、

ディネーターによる必要な情報の収集及びニーズの事

文化行政についての御質問の中の(4)と(5)の質問は関

前把握、相談支援事業所等のさまざまな支援機関との

連いたしますので、恐縮でございますけれども一括し

連携体制の構築等、障害者の能力に応じた就労の場へ

てお答えさせていただきます。

の移行を支援する事業であります。

県では、平成21年３月に閉館した県立郷土劇場にか

県としましては、当該事業の実施により、働くこと

わる施設のあり方について検討を行い、浦添市にある

を希望する多くの障害者が、その特性や能力を生かし

国立劇場おきなわを中心とするエリアに文化発信交流

た適切な働く場に円滑に移行できるよう取り組んでい

拠点を整備する基本計画を策定しました。基本計画で

きたいと考えております。

は、具体的な整備場所を組踊公園としていますが、同公

以上でございます。

園は浦添市の都市計画で定められた都市公園となって

〇議長（新里米吉君） 教育長。
〔教育長

おります。このため、都市計画等に関する条件整理や

平敷昭人君登壇〕

調整を進め、本年１月に実施計画策定業務の企画公募

〇教育長（平敷昭人君） ３の教育、文化行政について

を行い選定された業者と契約を締結したところです。

の御質問で(1)、沖縄独自の給付型奨学金の取り組みと

引き続き浦添市等の関係機関と調整を進め、実施計画

効果についてお答えいたします。

の策定に向けて取り組んでまいりたいと考えておりま

主に観光や情報通信分野の専門学校進学者を対象と

す。

する沖縄独自の給付型奨学金は、次年度政府予算案に
約１億8000万円が計上され、給付予定人数は約300人

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 企画部長。

となっております。現在、政府予算成立を前提として、

〔企画部長

川満誠一君登壇〕

予定実施機関である公益財団法人沖縄県国際交流・人

〇企画部長（川満誠一君） ４、離島振興についての

材育成財団が県とも連携しながら、平成30年度の事業

(1)、久米島路線の航空運賃低減についての御質問にお

実施に向け、県内高等学校等への説明など必要な準備

答えいたします。

を進めているところであります。

県では、離島住民が住みなれた島で安心して暮らし

県教育委員会としましては、この新たな制度は、厳

続けることができるよう、離島住民の方々を対象に航

しい経済状況にある生徒が多い本県において大きな教

空運賃を約４割低減しており、さらに病院や高校がな

育支援となり、本県の将来を支える人材育成を促進し

い小規模離島については、観光客等の交流人口に対し

ていくものと考えております。

ても約３割の低減を行っております。久米島において

次に３の(2)、スクール・サポート・スタッフ配置事
業についての御質問にお答えいたします。

も、他の小規模離島と同様に人口減少が続いている状
況にあること等から、平成27年度から29年度までの

同事業は、公立小中学校に教員の事務を補助するス

間、同地域の活性化を図る実証事業として、交流人口

クール・サポート・スタッフを配置する市町村に補助

も新たに対象とし、約1.5割の運賃低減を行っておりま

金を交付するものであります。スクール・サポート・

す。次年度以降は、県が1.5割の運賃低減を継続するこ

スタッフの配置により、教員の授業の事前準備や児童

とに加え、久米島町において0.5割の運賃低減を行う予

生徒と向き合う時間が確保され、きめ細やかな指導の

定とされており、合わせて２割の運賃低減が実現する

充実が図られるものと考えております。

見込みとなっております。さらに航空会社においても、

次に３の(3)、那覇市内への新たな特別支援学校設置
の進捗状況についての御質問にお答えいたします。

新たに３日前割引運賃が設定され、既存の早割運賃に
ついても値下げが行われることとなっております。

那覇市内に設置する特別支援学校については、小・
－ 306 －

県としましては、今回の運賃低減を契機として、久

米島町や航空会社と連携し、久米島路線の需要喚起に

以上でございます。

取り組むとともに、今後とも離島の交通コスト低減に

〇議長（新里米吉君） 上原

努めてまいります。

〇上原

以上でございます。

章君。

御答弁ありがとうございました。

章君

幾つか再質問をさせていただきたいと思います。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長

砂川

〇保健医療部長（砂川

まず海洋深層水の取り組みなんですが、先ほど経済

靖君登壇〕

効果、具体的に雇用も含めて、ちょっと数字でお聞か

靖君） 離島振興についての

せ願えませんか。

御質問の中の(2)、離島患者等支援事業についての御質

〇農林水産部長（島尻勝広君） 休憩願います。

問にお答えします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

県は、平成29年度から、がん治療、難病、特定疾

午後５時０分休憩

患、小児慢性特定疾病、特定不妊治療、子宮頸がん予

午後５時１分再開

防ワクチンの副反応疑い及び妊産婦が、島外の医療機

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

関へ通院する場合の交通費及び宿泊費への助成を行う
市町村に対し補助を実施しており、離島の患者等の経

農林水産部長。
〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

済的負担の軽減を図っているところであります。本事

これは久米島町からの報告ですけれども、久米島モ

業の効果としましては、10市町村で助成対象の拡大、

デルの実現に向けてということで、今の日量１万3000

助成額及び助成回数の拡充が図られたことが挙げられ

トンを10万トンに規模拡大することによって、年間約

ます。また、本事業の課題としましては、対象となる

80億円の経済波及効果、それと1500人の雇用創出が

患者及び疾病の範囲の拡充にあると考えており、今後

得られるということで、これについては、久米島町海

の制度のあり方につきましては、市町村と連携して検

洋深層水複合利用基本調査報告書、平成23年３月のほ

討していきたいと考えております。

うで試算されているところでございます。

次に(3)、離島妊産婦等のための宿泊施設の整備につ
いての御質問にお答えします。

〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

離島患者等支援事業における宿泊施設は、ホテル及

ちょっと休憩お願いします。

章君

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

びウイークリーマンション等を想定しておりますが、

午後５時１分休憩

市町村が民間アパートなどを借り上げた場合について

午後５時２分再開

も補助対象とすることとしております。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

以上でございます。

農林水産部長。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。
〔知事公室長

章君。

〇農林水産部長（島尻勝広君） これについても、今現

謝花喜一郎君登壇〕

状の経済効果等についてということで、平成22年度に

〇知事公室長（謝花喜一郎君） ５、消防防災ヘリ導入

久米島町が実施した調査によりますと、海洋深層水を

についての御質問の中の(1)、消防防災ヘリ導入の実施

利用している企業数は県内で22社、従業員数が3857

計画等についてお答えいたします。

人、売上額が約20億円ということで調査報告を受けて

県では、消防防災ヘリの調査検討について、本年３

おります。

月には報告書を取りまとめ、次年度、県及び市町村と

〇議長（新里米吉君） 上原

の合意形成を図り、最終的に導入を決定したいと考え

〇上原

ているところです。ヘリの機体・装備、航空基地の整

に行って、現場も見てきました。各研究所の皆さんも

備については、合意形成が整った後での取り組みとな

頑張っていましたけれども、久米島町の経済効果が年

りますが、委員会においては、最も早い導入を平成34

間約25億あるとお話がありました。久米島町にとって

年度下半期と想定しております。また、整備に必要な

は、本当に大きなこの海洋深層水の取水がいろんな可

経費については、おおむねヘリ機体に15億から25億

能性が今広がっているというのを感じました。それで、

円、航空基地に10億円程度を想定しております。財源

去年の９月に内閣府が出したこの海洋深層水を活用し

としては、最も県負担の少ない緊急防災・減災事業債

た可能性調査が発表されていますけれども、これ県は

を考えておりますが、その期限が平成32年度までとさ

認識していますか。

れていることから、国に対しその延長要望を行ってい

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

きたいと考えております。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。
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章君

章君。

せんだって総務企画委員会で久米島

内閣府総合事務局のほうで、離島における海洋深層

次に、先ほど農業の収入保険、これ私も今国が来年

水を活用した地域活性化可能性調査を実施しているこ

１月からスタートするということで、内容をいろいろ

とについては承知しております。その検討会の中でも、

確認してみました。非常に、これは農家さんにとって

県の関係部のほうでもオブザーバーとして参加してお

も大きな意味がある事業だなと思っております。例え

ります。

ば、1000万収入のあるこの農家さんが保険料年間７万

〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

章君

章君。

円、それから積立金が約30万、積立金はこれが実行さ

その中で、現在は１日約１万トン取

れると戻ってくるわけですけれども、年間７万2000、

水されている。これを10倍、10万トンにすれば、経済

これを50％国が補助するという、非常に。それで1000

効果も80億に広がるという具体的な調査報告があり

万の収入のうち約８割は万が一自然災害とか、中には

ますけれども、そういうのを含めると、しっかり強化

価格下落、それから農家さんの病気、けがで収入が確

していくべきだと思いますがいかがですか。

保できなかったこと、みんな補塡されるような内容に

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

なっているんです。先ほど、現行の農家制度も見なが

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

らと部長は答弁しておりましたけれども、私はこの制

定量的経済効果なり定性的経済効果については、報

度がこの秋から加入受け付けになるという意味を考え

告書の中では承知しております。特に、今議員がおっ

ると現場へこの周知が本当に大事かなと、農家さんに。

しゃるように、平成27年の24億から80億には直接的

こういった制度がスタートしますよと。これは、特に

な効果があるというような報告も受けております。た

離島を含めてこういった保険制度がスタートすること

だ、その報告書の中では、その農林水産関係だけでは

は、非常に選択肢としてこれは選べるわけですから、

なくて、化粧品等含めて、いろんな分野での可能性の

現行の制度と一緒に。その点どうでしょうか。

報告も受けております。そのため、地域離島活性化と

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

いうふうな視点の中で、うちの農水部だけじゃなくて、

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

県全体の中で検討していく必要があるのかなというも

国のほうも大事な施策ということで、周知活動につ

のと、それと初期投資のほうが報告書の中では84億

いては農水省を挙げて各都道府県のほうには周知活動

9000万ということで、膨大な初期投資が必要だという

されております。沖縄県のほうとしましても、農業共

ような報告もありますので、この辺については、どう

済、組合のほうや普及所等を含め連携をとりながら、

しても農林水産部だけじゃなくて、関係機関のほうの

まず対象要件が青色申告をやっているということが前

意向等含めて検討することが必要かなというふうに考

提となっておりますので、沖縄県における青色申告に

えております。

ついての実態も含めてＪＡのほうもそういう農家に対

〇議長（新里米吉君） 上原

章君。

する指導等をやっております。特に、対象者が青色申

ぜひ、当然関係部署としっかり連携

告ということですので、そういうその辺の周知活動も

をとって、この事業を私はもっと拡充していくべきだ

含めて農業共済、あるいはＪＡとか、花卉農協生産法

と思っていますので、ぜひこの研究所が後退しないよ

人、いろんな関係機関の中で説明会をこれまでに約

うに、しっかり体制をつくっていただきたいと思って

50回実施しておりまして、参加人数が1000名となっ

おりますがいかがですか。

ております。そういう中で、具体的にいえば、全国の

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

ほうから試算すると、沖縄県の加入者を一定の目標と

〇農林水産部長（島尻勝広君） 先ほども答弁させて

して800人ほど設定しているというふうに聞いており

もらいましたけれども、深層水については、一定の成

ます。その方々が青色申告をどうしても加入しないと

果、研究開発の成果を上げ、あるいは民間のほうに技

対象外になるということですので、その辺の部分のメ

術的な転移もさせてもらっております。今後、新たな

リット、デメリットを含めて、選択制の中でしっかり

技術、研究開発等が必要であれば、その辺についても、

説明していきたいなというふうに考えております。

関係部局のほうと調整しながら検討してまいりたいと

〇議長（新里米吉君） 上原

いうふうに思っております。

〇上原

〇上原

章君

〇議長（新里米吉君） 上原

章君。

章君

章君。

この青色申告は、正規の簿記でなく

てもいい、大丈夫。それでは、現金出納帳など日々の

浦崎副知事、久米島の皆さんからも

取引と残高を記入するだけの簡易な方式でも構わない

要請があったと思いますので、ぜひ応えていっていた

と。また、青色申告の実績が１年分あれば当てはまる

だきたいと思います。要望で終わります。

んだと。非常に行政の制度に対する、私はもっともっ

〇上原

章君
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と農家さんが情報をしっかり受けて、選択ができる、

ですけれども、先ほど県は２年間また目標を延ばすと

後ろ向きなそういう考え方じゃなくて、これだけ国が

いう答弁でした。当初、数字の目標を掲げて待機児童

大きな予算を組んで取り組もうとしているわけですか

ゼロを目指したと思うんですが、この数字に対しての、

ら、しっかりその辺は末端のこの農業法人もみんな対

要するに目標数の設定がちょっと不十分だったという

象になるわけですから、どうですか。

ふうな考え方になるんですか。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 国のほうでの経営対

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

策等含めますと、やはり農家の経営が自然災害ないし

黄金っ子応援プランで平成29年度末までに――市

は市場での価格暴落等を含めると、経営安定を図るた

町村においてですね――いわゆる１万8000の保育定

めには、一つの選択制の中としては非常に有効な制度

員を確保すれば待機児童は解消されるということで計

だというふうに認識しております。ただ一方で、青色

画をつくったところでございます。ただ、この黄金っ

申告、今議員がおっしゃるように、簡易な簿記等含め

子応援プランは３年越しにその中間見直しをしていま

て、農家のほうでの浸透を含めて、普及センターある

して、その中におきまして、市町村のほうでは、いわ

いはＪＡのほうでその辺の青色申告の申請に対する指

ゆる見込みがたかった、想定がしづらかった、例えば

導もやっております。ぜひこの辺については、関係機

女性の就業率の向上であったりとか、保育所等の増設

関のほうを含めて、農家のほうが青色申告、期間限定

による潜在需要の掘り起こしとか、あとそれ以外にそ

もあるものですから、その辺含めて、しっかり指導し

の都市開発による人口流動といったさまざまな要因、

ていきたいなというふうに考えております。

それとあわせて、いわゆるミスマッチ等もございまし

〇議長（新里米吉君） 上原

て、そういったことをさまざまに計画の見直しをした

〇上原

章君

章君。

よろしくお願いします。

結果、当初27年度につくっていた見込みよりかさらに

次に、新規事業の正社員雇用拡大助成事業、非常に

約5000人以上の定員の確保が必要であるということ

私これ評価したいなと思っております。約２億の予算

で、今回見直しを図ったところでございます。

をつけて、約300人ですか、ちょっとその事業内容も

〇議長（新里米吉君） 上原

見ました。半年以上正規社員を雇用した場合、約60万

〇上原

の補助金を出すと。これ具体的にハローワークさんを

指して、この新たな待機児童対策を盛り込んだ子ども・

通して、また県に申し込むという形になるんですけれ

子育て支援法改正案を閣議決定しました。その中には、

ども、この辺の周知の、中小企業が対象になっていま

市区町村の境を超えて認可保育所を利用しやすくする

すけれども、この事業の周知にどのように取り組んで

ために都道府県単位で保育ニーズを調整、後押しする

いくんですか。

仕組みの創設が柱になっております。先ほど県は出か

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

けていって、関係市町村と広域的にできるようにいろ

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 次年度からの新規

いろ間に入っていると聞いていますけれども、現場行

事業ということで予定しておりますので、予算が決

くとお互いの市町村の立場があって、預ける預けない、

まってから本格的な周知になりますけれども、先ほど

そういった市町村の枠を超えて待機児童を受け入れる

言ったようにハローワークとかそこら辺企業等に対し

環境というのが、やっぱりこれ全国的にもあると思う

て、予算決まったあたりに周知していきたいというふ

んですけれども厳しいです。ですから、私はこの広域調

うに考えております。

整する協議会を県にしっかりつくって、そして広域的

〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

章君

章君。

章君

章君。

今国は、待機児童、本当、解消を目

にこれが、待機児童が本当に希望するところで預かれ

ちなみに、これ１企業何名までとか

る環境をつくるべきだと思うんですがいかがですか。

あるんですか。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 現在、そういう数で

先ほど答弁のほうで広域利用については、基本的に

はございませんが、条件に合致すればそれを交付する

は、いわゆるミスマッチであったりとか、いわゆる市

というふうに考えております。

町村境での、保育所はあって定員が満たされていない

〇議長（新里米吉君） 上原

けれども、一方でそういったニーズがあるという地域

〇上原

章君

章君。

よろしくお願いします。

もあったりしたものですから、特に今年度あたりから

次に、福祉行政について、待機児童の取り組みなん

しっかり市町村に伺って、その広域利用について、仕
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組みも含めてぜひ理解をいただきたいと。これについ

上限にというような報道がありましたが、これ県は理

ては、どうしてもやはり市町村のほうでそれぞれの市

解していますか。

町村住民への説明も必要であると思いますので、それ

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

にはしっかり理解が必要なのかなというふうに思って

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

いまして、いわゆる広域利用に向けた取り扱い要領も

無償化の件でございますけれども、国のほうは、夏

市町村と意見交換を交わしながら策定をして、具体的

ごろまでにその結果を明らかにしたいということを示

な手法の仕方もしたためたところでございます。

しておりまして、その中で、実はこれは人づくり革命

また一方、議員から提案のあります協議の場につい

のほうでやっておりますけれども、具体的にその幼稚

ても、これは今回の子ども・子育て支援法の改正で閣

園、保育所、認定こども園以外のいわゆる無償化措置

議決定されたというふうに聞いております。まだ中身

の対象範囲について、現場、それと関係者の声に丁寧

の詳細については、県としてもどういう形でというの

に耳を傾けつつ、その保育の必要性、それと公平性の

が詳細ありませんけれども、検討していきたいなとい

観点から検討するというふうな検討会を設置しており

うふうには考えております。

ます。これが第１回目、１月23日、これは非公開では

〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

章君

章君。

ございますけれども、１回目に関係者等からの意見を

待機児童ゼロを目指す、２年延ばし

聞いたというふうに聞いております。

たわけですから、こういった取りまとめ役は、本当に

県のほうとしては、先ほど答弁させていただきまし

各都道府県がやっぱりやらないとなかなか現場の市町

たが、無償化の対象には含まれるべきというふうな基

村のいろんな事情がありますので、その協議会には当

本的な考え方を示しつつ、ただ質の確保もしっかりや

然市町村の担当、それからこの保育所関係者の皆さん

らないといけないなというふうなこともございますの

も入っていただいて、しっかり詰めていただきたいと

で、その辺については、国の動向をしっかり捉まえな

思います。

がら情報収集して適切に対応していきたいと考えてい

次に、待機児童、先ほど話しました。国は認可外保

ます。

育園、この待機児童も対象に入れるかどうか、この保

以上です。

育無償化。ちょっと確認したいんですが、今の県の待

〇議長（新里米吉君） 上原

機児童の数、明確に数字になっている分、それから潜

〇上原

在的な数字ももしわかれば教えてもらえますか。

ホテル、病気の子供を預かる病児保育、サービスや施

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

設の類型ごとに無償化の可否を一律に判断、当初それ

章君

章君。

政府は当初、事業所内保育、ベビー

午後５時19分休憩

の流れから、今個別にやっぱり必要なところには手を

午後５時19分再開

差し伸べるということになっております。ただ、沖縄

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

にある認可外保育園が対象になるのかならないのか、

子ども生活福祉部長。

これは本当に不透明なんです。ぜひ県は、しっかり国

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。
平成29年の４月１日になりますけれども、まず待機

に沖縄県の今の保育事情、それは訴えるべきだと思い
ますがどうですか。

児童としてカウントしているのは、2247名になってい

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ます。一方、国の考え方等によりまして、待機児童か

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 議員のおっ

ら外されている、いわゆる隠れ待機児童と言われてい

しゃるとおり、県内の認可外保育施設関係者からは、

る人数は、1309名というふうになっています。

いわゆる無償化について懸念の声があるのは承知して

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 上原

おります。
章君。

県のほうとしては、その無償化の範囲につきまして

今政府は、この有識者検討会で認可

は、専門家の意見を踏まえて、来年の夏までにという

外保育園の待機児童、どういうふうに対象にするかと

ことで結論を出すというふうにしておりますので、そ

いうことで、先ほど個別に判断すると、認可外にいて

の辺あたりは、いわゆる国の動向をしっかり注視しな

も保育が必要で認可に入れない人を救わないといけな

がら情報収集しまして、状況に応じて適切に対応して

い。一方で、認可保育所の利用額の平均までが補助の

いきたいと考えています。

限界だということで、個別に、本来認可園に入るべき

〇議長（新里米吉君） 上原

子供が待機しているという、これは月額が３万5000を

〇上原

〇上原

章君

－ 310 －

章君

章君。

ことしの夏、最近の報道では６月と、

ちょっと早まっているような気がしますので、よろし

ます。一次生活支援については、全て30年度からは実

くお願いします。

施する予定でございます。家計相談につきましては、

次に、障害者の就労の件なんですが、専門コーディ

12のうち４カ所、学習支援については、12のうち11

ネーターを配置すると。これは何名ぐらいの予定です

カ所ということで、これを合計しますと結構な割合に

か。

なるかなというふうに思っています。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇議長（新里米吉君） 上原

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

〇上原

ます。

ろはどこだと聞いていますか。

一応、
このコーディネーター、この事業は新規事業と

章君

章君。

今回国が強化しようとしているとこ

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

いうことですので、これからどういうスキームでやっ

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

ていくか詳細な調整をしていきますが、基本的には今

必須事業の自立相談支援事業に加えて、就労準備支

のところ１名を配置いたしまして、ただ他県のほうで

援事業、それと家計相談支援事業を一体的に実施を促

先行事例がございますので、その辺あたり少し確認を

進していくというふうなことが示されているところで

しながらどういう事業の執行のあり方があるか考えて

ございます。

いきたいと考えています。

〇議長（新里米吉君） 上原

〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

章君

章君。

〇上原

これ具体的にコーディネーターとは

章君

章君。

この３つ、就労準備、家計、これは今

まで任意ということで、先ほどちょっとなかなかやっ

どのような仕事になりますか。

ていない市町村もあるのかなと思うので、ぜひ今回こ

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

れを合体させた形で強化する市町村には補助金も相当

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えをいた

準備できると聞いていますので、この点、しっかり県

します。

のほうがリードしてやっていただきたいと思います。

事業の考え方として、大きく分けて３つございます。

あと給付型奨学金、専門学校に通う子供たちにとっ

まずコーディネーターの仕事としては、特別支援学校

ては、非常に大きな可能性があると思うんですが、学

などの卒業生などが一般就労に移行する場合に、それ

校配分、これ学校にそれぞれ配分される枠があると思

に向けたような長期的な支援計画の作成であったりと

うんですが、これの考え方お聞かせ願えますか。

か、あと就労継続支援事業所であったりといったとこ

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

ろへの利用者、もしくは事業者へのどういった状況か

午後５時28分休憩

というふうな働きかけであったりとか、もしくは一般

午後５時29分再開

就労をやっていたんですけれども続けることが困難に

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

なった方への福祉的就労への誘導といった、そういっ
たものをやるようなコーディネート業務をしたいとい

教育長。
〇教育長（平敷昭人君） お答えします。

うことで考えています。
〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

章君

初年度の配分ですけれども、県全体の給付人数300
章君。

人となっておりますけれども、まず各高校等に１人分

これ大事な事業になると思います。

ぜひ充実をお願いしたいと思います。

の基本配分を行った上で、専門学校への進学者数、あ
とは奨学のための給付金、受給率、対象として想定さ

あともう一点、ちょっと困窮者自立、これ市町村が

れている皆さんがいるその受給率の割合等を参考に各

任意でやる部分が、今回改正で任意の部分とそれから

校に配分したということでございます。

相談支援を合体させて強化させたところは補助をふや

〇議長（新里米吉君） 上原

すということになっていますけれども、県内の任意は

〇上原

何割ぐらいになっていますか。全国は約４割だと聞い

保護受給世帯というふうになっております。観光・情

ていますけれども。

報通信を中心となっていますけれども、実はこの配分

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

の中で、この観光・情報通信以外もできるという仕組

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 済みません。

みも聞いていますがいかがですか。

ちょっと何割かというのは今手元に持っていません
けれども、任意事業４つございます。その中で、まず

章君

章君。

対象が住民税非課税世帯、あと生活

〇議長（新里米吉君） 教育長。
〇教育長（平敷昭人君） お答えします。

就労準備支援が県を含めて12のうち７カ所やってい
－ 311 －

当該奨学金、進学先は、観光及び情報通信関連の学

科というふうになっておりますけれども、観光分野、

〇保健医療部長（砂川

情報通信関連分野以外の分野におきましても、沖縄の

えば難病だったら受給者証持っている人等を積算の基

振興に資するよう、多様な人材育成を図るという観点

礎として、あるいはがん患者なんかは人口割で見てそ

から、特別枠として各校１名まで推薦できることとさ

れで積算したわけですけれども、今年度の執行実績を

れております。

見てみると、それまで行かないというようなことで、

〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

章君。

実績勘案して予算を組み立てたというところでござい

ぜひ専門学校も非常に多岐にわたっ

章君

靖君） 初めての事業で、例

ます。

ていますので、多くの子供たちが挑戦できるようにし

〇議長（新里米吉君） 上原

ていただきたいなと思います。

〇上原

あとは、球美の島交流促進事業。先ほど部長は、今

章君

章君。

さっきの延べというちょっと意味

は、１人で例えば10泊したら10という、そういう意味

までどおり1.5、あと久米島が0.5ですか。もう少し県

ですか。

もこれまで実証実験してきたわけで、交流人口が本当

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

に必要な地域だと私は思うんですが、強化できません

〇保健医療部長（砂川

か。

たらそれは１で数えると思うんですけれども、ただ１

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

人の患者でも月に１回、二月に１回来たりするわけで

〇企画部長（川満誠一君） 実証事業で交流人口を対

す。１年に１回ということではございませんので、そ

象にして27年、28年、29年とやってまいりました結

ういう形で延べという形で計算しております。

果、入域観光客数が２割増加しているという、いい成

〇議長（新里米吉君） 上原

績であったものですから、次年度から本格実施にする

〇上原

ということと、それから先ほど申し上げましたが、久

島、島々行って、ほとんどの島で、この妊産婦さんと

米島町御自身も0.5割、それと航空会社のほうも早割を

か難病、がん治療でどうしても本島に行かなくちゃい

入れてくるということで、全体として低減がさらに効

けないと。その中で、長期で那覇に出たり、また病院

果的になってきているので、またそれらの状況を見な

の近くで家族も一緒に行くという、本当に経済的に大

がらやってまいりたいと考えます。

きな負担がどの家族にもあるということで、那覇中心

〇議長（新里米吉君） 上原

に大きな病院が本島にはあるわけですけれども、安心

章君。

章君

靖君） 例えば、通算してい

章君。

総務企画委員会でも幾つか小規模離

ぜひ久米島の――総務企画委員会で

して家族も一緒に看病につける、そして安い賃金で泊

も行きましたけれども、ぜひもっともっと多くの人に

まれる、そういった宿泊施設を県がしっかり本島につ

来てもらいたいということで、切実な思いがありまし

くってほしいと。これ私は島嶼県の地理的、本当にそ

たのでよろしくお願いします。

ういう負担の部分を、私は一括交付金で本来やるべき

〇上原

章君

あと離島患者等支援事業。平成29年2300万、当初

部分じゃないかなと思うんですがいかがですか。

予算があったと思うんですが、執行率はどうなってい

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

ますか。何名の方が利用されていますか。

〇保健医療部長（砂川

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

いては検討したことがございます。ただこれをつくる

靖君） 宿泊施設の整備につ

午後５時32分休憩

と、かえって利用者が使い勝手が悪くなる制度になる

午後５時32分再開

というふうに考えております。例えば、久米島では年

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

間70人程度の妊婦がいますけれども、この方々全て

保健医療部長。

がハイリスクの患者ではない。別に南部医療センター
靖君） 平成29年11月20日

に行くわけではないわけです。それぞれ親戚の状況と

付で変更申請受け付けたところでございますが、対象

か、あるいはほかの用事の状況等考えて、いろいろ病

者が3585、これ延べでございます。申請額が1565万

院を決めると思います。逆に病院に近いほうにウイー

8000円となっております。

クリーマンションがあるならそこに滞在したほうがい

〇保健医療部長（砂川

〇議長（新里米吉君） 上原
〇上原

章君

章君。

いんじゃないかとか、そのほうが使い勝手、本人に

先ほどアパートも対象に入れていけ

とってもいい制度になるんじゃないかなというふうに

ると聞いて、非常に評価したいと思うんですが、今回

考えておりまして、我々は単にホテルだけじゃなく、

約1000万近く減額されています。その理由は何ですか。

ウイークリーマンション、あるいは市町村が民間のア

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

パートを借り上げる場合はそれも対象にしますよとい
－ 312 －

うことで対応しているということでございます。
〇上原

章君

案に対する質疑を終わります。

時間もないので終わりますけれど

本日の日程はこれで全部終了いたしました。

も、部長、今の答弁おかしいよ。必ずこの施設に入り

次会は、明28日定刻より会議を開きます。

なさいという意味で質問してないからね。

議事日程は、追って通知いたします。

終わります。

本日は、これをもって散会いたします。

〇議長（新里米吉君） 以上で本日の一般質問及び議

－ 313 －

午後５時38分散会
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回

沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）
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議

事

日

程

第７号

平成30年２月28日（水曜日)
午前10時開議

第１

一般質問

第２

甲第１号議案から甲第33号議案まで、乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案まで（質疑）
本日の会議に付した事件

日程第１

一般質問

日程第２

甲第１号議案から甲第33号議案まで、乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案まで
甲第 １ 号議案

平成30年度沖縄県一般会計予算

甲第 ２ 号議案

平成30年度沖縄県農業改良資金特別会計予算

甲第 ３ 号議案

平成30年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

甲第 ４ 号議案

平成30年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算

甲第 ５ 号議案

平成30年度沖縄県下地島空港特別会計予算

甲第 ６ 号議案

平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

甲第 ７ 号議案

平成30年度沖縄県下水道事業特別会計予算

甲第 ８ 号議案

平成30年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算

甲第 ９ 号議案

平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算

甲第10号議案

平成30年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算

甲第11号議案

平成30年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算

甲第12号議案

平成30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予算

甲第13号議案

平成30年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算

甲第14号議案

平成30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予算

甲第15号議案

平成30年度沖縄県産業振興基金特別会計予算

甲第16号議案

平成30年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算

甲第17号議案

平成30年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算

甲第18号議案

平成30年度沖縄県駐車場事業特別会計予算

甲第19号議案

平成30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予算

甲第20号議案

平成30年度沖縄県公債管理特別会計予算

甲第21号議案

平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算

甲第22号議案

平成30年度沖縄県病院事業会計予算

甲第23号議案

平成30年度沖縄県水道事業会計予算

甲第24号議案

平成30年度沖縄県工業用水道事業会計予算

甲第25号議案

平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）

甲第26号議案

平成29年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第２号）

甲第27号議案

平成29年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）

甲第28号議案

平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

甲第29号議案

平成29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補正予算（第
１号）
－ 315 －

甲第30号議案

平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

甲第31号議案

平成29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32号議案 平成29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補正予算（第
１号）
甲第33号議案

平成29年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）

乙第 １ 号議案

沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改
正する条例

乙第 ３ 号議案

沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

乙第 ４ 号議案

沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

乙第 ５ 号議案

沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ６ 号議案

沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

乙第 ７ 号議案

沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ８ 号議案

沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の
一部を改正する条例

乙第 ９ 号議案

沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する条例

乙第10号議案

沖縄県環境保全基金条例の一部を改正する条例

乙第11号議案

沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

乙第12号議案

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例

乙第13号議案 沖縄県養護老人ホーム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14号議案 沖縄県特別養護老人ホーム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15号議案 沖縄県軽費老人ホーム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16号議案 沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、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17号議案 沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに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18号議案 沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、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19号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、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20号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー
ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法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21号議案 沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃
止する条例
乙第22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23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24号議案 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、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25号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、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26号議案 沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一
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部を改正する条例
乙第27号議案 沖縄県障害福祉サービス事業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28号議案 沖縄県病院及び診療所の人員及び施設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29号議案

沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例

乙第30号議案

沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

乙第31号議案

旅館業法施行条例の一部を改正する条例

乙第32号議案

国民健康保険法施行条例

乙第33号議案

沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例

乙第34号議案

沖縄県国民健康保険調整交付金条例を廃止する条例

乙第35号議案

沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

乙第36号議案

沖縄県中山間地域ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例

乙第37号議案

沖縄県森林整備担い手対策基金条例の一部を改正する条例

乙第38号議案 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
例
乙第39号議案

沖縄県ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第40号議案

沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第41号議案

沖縄県の契約に関する条例

乙第42号議案

沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例

乙第43号議案

建築基準法施行条例の一部を改正する条例

乙第44号議案

沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例

乙第45号議案

沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例

乙第46号議案

沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

乙第47号議案

沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例

乙第48号議案

沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例

乙第49号議案

工事請負契約について

乙第50号議案

工事請負契約について

乙第51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52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53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54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55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56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57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58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59号議案

財産の取得について

乙第60号議案

債権の放棄について

乙第61号議案

訴えの提起について

乙第62号議案

損害賠償請求事件の和解等について

乙第63号議案

損害賠償の額の決定について

乙第64号議案

指定管理者の指定について

乙第65号議案

指定管理者の指定について

乙第66号議案

包括外部監査契約の締結について

乙第67号議案

沖縄県監査委員の選任について
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〇議長（新里米吉君） これより本日の会議を開きま

規事業として盛り込まれた１億2500万近い廃棄物適

す。

正処理緊急特別対策事業についても、どこへどのように

日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一

処分していくのか、詳細な御説明をお願いいたします。

般質問を行い、甲第１号議案から甲第33号議案まで、

３、普天間高校移転のスキームについて。

乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案ま

予算規模の説明と用地取得が進まない原因は何かお
伺いいたします。

でを議題とし、質疑に入ります。
質問及びただいま議題となっております議案に対す

４、東京オリンピック、追加でパラリンピックを加

る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。

えてください。東京オリンピック・パラリンピック関
連について。

金城泰邦君。

報道によると、昨年10月30日東京都の小池知事は、

〔金城泰邦君登壇〕
〇金城

オリンピック・パラリンピックの旗を聖火リレーの出

皆さん、おはようございます。

泰邦君

公明党会派、金城泰邦です。

発地候補の一つとされている沖縄県に届けました。オ

通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。

リンピック・パラリンピックの開催都市に引き継がれ

大 項 目 の み で 小 項 目 が な か っ た も の で す か ら、

る旗をお披露目するフラッグツアーが10月30日沖縄県

ちょっと御迷惑をかけていますが、口頭にて小項目は

庁で行われ、小池知事から沖縄県の翁長知事に旗が手

説明させていただきたいと思います。

渡されました。旗は沖縄県内の４つの市を回るという

よろしくお願いします。

こと、その日のイベントでは2020年東京オリンピック

１、那覇軍港の浦添移設について。

から空手が正式種目に追加されたことにちなみ、一昨

初めに、３者協議の今後の予定についてお伺いをい

年の空手道世界選手権で個人と団体の２冠を達成した
喜友名選手らが空手発祥の地とされる沖縄に伝わる伝

たします。
昨年、県、那覇、浦添の３者協議が初めて開催され

統空手の演武を披露した。また2020年東京オリンピッ

ました。今後の３者協議の開催については今定例会に

ク・パラリンピックの聖火リレーについて大会組織委

おいても議論がなされております。浦添市の松本市長

員会は、沖縄県か宮城県からスタートするルートを検

からは、次回の３者協議の開催の返事を待っていると

討していて、沖縄県の翁長知事も挨拶で聖火リレーの

伺っております。那覇軍港の浦添移設については、県、

誘致に意欲を示したとこのように紹介されております。
そこで(1)、1964年の東京オリンピックの記念碑を

那覇、浦添の３者が移設の合意をした今、このときこ
そ、
熱の冷めやらぬ間に決着させなければなりません。

設置することについて。

沖縄県経済の発展に資することは翁長知事も認めると

実は1964年の東京オリンピックで、日本で最初のオ

ころでありますから、ぜひ知事には３者協議の日程を

リンピック聖火リレーがスタートした場所は沖縄県で

いつまでに行うのか、具体的に示していただきたいと

あった事実は余り知られていないのではないでしょう

思っております。

か。私自身、1964東京オリンピック聖火国内第一到着

よろしくお願いいたします。

地記念碑の設置の陳情書を読んで初めて知りました。

２、米軍基地から発生する産業廃棄物の処理のあり

オリンピックの機運を高める出発点は、やはり56年前
の東京オリンピック聖火国内第一到着地というネーム

方について。
昨年、米軍基地から発生するごみを処分していた県

バリューを記念碑でもって恒久的に形に残すことから

内最大の産業廃棄物事業者倉敷環境の業務停止処分は、

始めるべきではないかと思います。見解を伺います。
(2)、2020年の東京オリンピック・パラリンピック

大きな問題となっております。その問題について業務
停止処分後沖縄県はどこまで山積みのごみを処理して

競技の沖縄開催について。

きたのか、その対応について説明を求めます。また新
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昨年の10月30日に東京都知事を迎え、沖縄と東京で

連携し2020東京オリンピックを盛り上げていこうとい

港へ就航する船舶の欠航率が高くなることから、欠航

う報道がありましたが、それ以降東京都との具体的な

の場合においては東部にある仲間港の利用者が急増す

交渉は行われているのか。また、東京都知事と相談し

るそうです。そのため慢性的な駐車場不足が生じてい

てオリンピック・パラリンピック競技の一部を沖縄で

るそうであります。またトイレも仮設の状態が続いて

開催するような話には発展していないのか伺います。

いて早急な整備が求められております。竹富町から既

(3)、2020年の東京オリンピック・パラリンピック

に陳情が来ているかと思いますが、今後の対応につい

のキャンプ誘致について。

て伺います。

競技同様にキャンプを誘致することで経済効果もは

９、名護市東部地域の農業用地の基盤整備について。

かり知れないことは言うまでもありませんが、沖縄県
としてキャンプ誘致の構想はありますでしょうか。

名護市東部の天仁屋地域をこの２月、３月と視察し
てまいりました。東部地域の農業振興には、かんがい

５、コンベンションビューロー台湾事務所の民間活
用について。

施設の整備が必要と関係者の方々の声であります。そ
のためには、まず水量調査を早急に行うべきであると

昨年の一般質問で商工労働部長から前向きに取り組

思います。そして名護市と連携をとってかんがい整備

むとの答弁をいただきました。具体的には次年度でど

の計画を進めていただきたいと思います。御答弁お願

う展開されていくのか伺います。

いいたします。

６、県道港川線（港川道路）の道路整備の進捗状況
について。

10、名護市東部地域の難視聴（テレビ・携帯・イン
ターネット）の難視聴の解消について。

今年度末の３月18日に浦添北道路を含む西海岸道

いまだに名護市東部地域ではテレビが映らないと

路が開通の運びとなります。国道58号の交通渋滞の解

か、携帯、ネットがつながらない場所が多く存在しま

消に期待が高まっております。また、西海岸道路に結

す。ネット整備については21世紀ビジョンにも設けら

ぶ県道港川線（港川道路）はこれから整備が始まる58

れていないのではないでしょうか。安全・安心なまち

号の道路拡幅工事に向けたボトルネック解消のために

づくりの整備のため名護市東部地域のこの難視聴の解

重要な役割を担う道路であります。本来であれば県道

消に向けた早期整備を求めたいと思います。

港川線も含めた西海岸関連道路の４線同時開通が求め
られてきましたが、県道港川線の整備がおくれている

11、名護市字安部地区の台風時に発生する浸水被害
への対策について。

状況であり、早急な整備促進が求められます。次年度
予算でどこまで進捗する予定なのか伺います。

台風時に安部地区では浸水に見舞われることがあ
り、早急な対策がこれまで求められてきております。先

７、国道330号（浦添伊祖トンネル）付近への交差
点設置について。

週は担当の職員の方に現場を見に行っていただきまし
た。まことにありがとうございました。対応策を今後

これまでもこの場所の交差点設置については前島前
県議からも質問が寄せられたと思います。私も市議時

の検討課題としていただけるかと思っておりますが、
いかがでしょうか。

代からかかわっております。結論から言えばトンネル
付近に信号機を、また交差点を設置するのは危険であ

12、沖縄県で二輪車通行帯規制区間が設けられてい
ることについて。

るからできないとの答弁がこれまでありましたが、最

なぜ沖縄だけこのような規制があるのか。また今後

近秋野公造参議院議員からの情報で、全国の事例では

規制の解消に向けた取り組みは何なのか。御答弁を求

どうも鹿児島県の鹿児島中央駅近くのトンネル出口か

めたいと思います。

らわずかな距離のところに信号機や横断歩道まで設置
されている箇所があると聞きました。しかもここは高

13、人材不足が深刻な介護士や保育士の人材確保に
ついて。

速道路の出口でもあり交通量の多いところ、つまりト

受け皿の担い手となる介護士や保育士の不足が問題

ンネル付近は危険だから交差点及び信号機の設置はで

となっておりますが、その解消に向けて次年度は具体

きないとの答弁は根拠を失っていると思います。御答

的にどのような取り組みを予定しているか伺います。

弁を求めます。

14、管理栄養士学科及び薬剤師学科の設置について。

８、竹富町から出ている陳情、港の整備について。

我が党の代表質問で金城勉県議からも質問がありま

特に駐車場とトイレについてでありますが、西表島

した。管理栄養士学科の設置については、県の協力で着

東部にある仲間港は西表島最大の港湾であります。冬

実に前進をしており、高く評価をしたいと思います。同

場の11月から３月にかけては西表島西部地区の上原

じく医療福祉の分野で県内で要望の強い薬剤師学科の
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設置について次年度での取り組みについて伺います。

しております。しかしながら重度知的障害がありなが

15、骨髄ドナー助成制度導入の進捗について。

らも今まで特別支援でなくインクルーシブで地域の普

昨年来、県議会一般質問で取り上げてまいりました

通学校で過ごすことができたならば、同様に普通学校

骨髄ドナー助成制度の導入について、沖縄県では今年

への入学を選択する余地があってもよいのではないか

度各市町村にニーズ調査を行っていただきました。そ

と思うのです。国連の障害者権利条約、国内法の障害

れと相まって次年度からは那覇市が骨髄ドナー助成制

者差別解消法、沖縄県の障害のある人もない人も共に

度をスタートさせることになりました。沖縄県として

暮らしやすい社会づくり条例を鑑みれば、このような

ニーズ調査を行ったことしに続いて次年度は助成制度

インクルーシブ教育の事例を小・中・高で完結させて、

を実施する自治体とドナーに対する県と市町村の補助

今後のインクルーシブ教育の研究に生かそうとする立

のあり方について議論を進めていただきたいと思って

場をとってもよいのではないかと考えますが、県教委

おります。今後の計画について御説明をお願いいたし

の見解を伺います。

ます。

18、障害者就労支援について。

16、医療的ケアが必要な方の災害時における避難場
所の確保について。

次年度の新規事業で就労移行等連携調整事業が始ま
ります。事業の説明と沖縄県ではどこが新規事業の受

医療的ケアが必要な方の災害時避難場所の確保につ

け皿になるのか伺います。

いてもこれまで一般質問で取り上げさせていただきま

19、犬・猫殺処分ゼロの取り組みについて。

したが、その後の検討結果はどうなっているのか伺い

沖縄県では平成18年に沖縄県動物の愛護及び管理

ます。

に関する条例が廃止されております。当時、上位法で

17、重度知的障害児の一般高校への入学を認めるこ
とについて。

ある動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、同
一の事項を条例で定める必要がなくなったため沖縄県

ことしの３月、北中城村在住で重度の知的障害を抱

動物の愛護及び管理に関する条例を廃止し、沖縄県動

えながら一般の小学校、中学校を卒業し、この春高校生

物愛護管理推進計画が策定されたとあります。その計

になろうとしている一人の生徒がおります。彼は今ま

画の中には平成21年度から平成30年度までの10年間

で一般の生徒とともに学校に通い、ともに学び多くの

をターゲットに、平成19年度で１万435頭だった犬・

仲間とともに楽しい学校生活を送ってきました。まさ

猫の殺処分数を平成30年までに50％削減するといっ

にインクルーシブ教育が求める障害のあるなしにかか

たものが盛り込まれているようです。平成30年度に入

わらずともに過ごし小中学校時代を送ってきました。

ろうとする今、沖縄県動物愛護管理推進計画で定めた

しかし高校生へと進学するに当たっては、これまでの

目標はどこまで到達していますか、伺います。

義務教育で認められてきた一般の学校への入学が厳し

20、我が党の代表質問に関連して。

い状況になっております。彼の前には今一般入試とい

１点目に、金城勉県議会議員の質問10番の医療福祉

う大きな壁が立ちはだかっており、重度知的障害を抱

についての(6)、軽度知的障害者支援についてのウ、軽

える彼にとって一般入試を普通に受けることは大変困

度の知的障害を持つ女性への支援についてこれまで当

難な状況であります。幼少期からずっとインクルーシ

事者や家族からの意見聴取などは行ってきたのか。ま

ブ教育になれ親しんできた彼が、ここへ来て最後の学

たその場合どんな対応策を講じてきたのか伺います。

校教育をインクルーシブ教育ではなく、従来型の特別

２点目に、９番の子ども・子育て支援についての(6)、

支援教育を受けることを余儀なくされようとしており

ひとり親家庭の高校生等のバス通学費用助成の取り組

ます。ある意味、重度知的障害を持つ彼が小中学校時

みについて、次年度の新規事業で盛り込まれており、

代に普通学校に通ってきたこと自体まれなケースであ

昨年代表質問及び一般質問で行った要望が反映された

ることは否めません。多くの学校関係者の協力と理解

ことに感謝申し上げます。具体的な費用助成の内容に

もあったことでしょう。しかし彼とその家族や学校関

ついて御説明を願います。

係者が９年間積み上げてきたインクルーシブ教育の成
功事例に高校進学の時点で終わりを告げるのはいかが

以上、御答弁よろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

なものかと残念でなりません。他の自治体でも入学を

〔知事

翁長雄志君登壇〕

認めている事例があることは申し上げるまでもありま

〇知事（翁長雄志君） ハイサイ グスーヨー チュー

せん。私は決して特別支援教育を否定する立場ではあ

ウガナビラ。

りません。むしろ大事な取り組みであると高く評価を
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金城泰邦議員の御質問にお答えをいたします。

東京オリンピック関連についてに関する御質問の中

おります。

の４の(3)、2020年東京オリンピックのキャンプ誘致
についてお答えをいたします。

次に19、犬・猫殺処分ゼロの取り組みについてお答
えします。

沖縄県では、2020年東京オリンピック・パラリン

県では、人と動物が共生できる社会を目指すことを

ピック競技大会をスポーツコンベンションを飛躍的に

基本理念とする沖縄県動物愛護管理推進計画を策定

拡大させる絶好の機会と捉えております。このため事

し、犬・猫の殺処分をゼロとするため犬・猫の譲渡会

前キャンプについて海外での誘致活動を実施するとと

及び講習会の開催、飼い主に対する適正飼養・終生飼

もに、
キーパーソン招聘による現地説明を行った結果、

養に関する普及啓発や子供たちを対象とした動物ふれ

平成29年にニュージーランドの空手競技及びソロモ

あい教室の開催などに取り組んでおります。その結果

ン諸島の水泳競技の誘致を実現しており、現在も新た

殺処分数は、平成24年度の6604頭から平成28年度に

な競技の誘致に向けて調整中のところであります。

は1532頭へ大幅に減少し、既に計画で定めた当初目標

沖縄県としましては、引き続き事前キャンプの誘致

値3302頭以下を達成しております。

に積極的に取り組んでまいります。

そのため県としましては、平成30年度までの暫定目

その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。

標値を1500頭に改めており、引き続き殺処分ゼロの達
成を目指して取り組んでまいります。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。
〔知事公室長

以上でございます。

謝花喜一郎君登壇〕

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、那覇軍港の浦添移

〔企画部長

川満誠一君登壇〕

設についての御質問の中の、那覇港湾施設の移設につ

〇企画部長（川満誠一君） ３の(1)、普天間高校移転

いてお答えいたします。

のスキームについてに関する御質問にお答えいたしま

   去る２月５日の意見交換で松本浦添市長から、那覇

す。

港湾施設の移設先の位置の決定には時間を要すること

沖縄県は、普天間高校の移設についてよりよい教育

から、県、那覇市、浦添市の主張を県民、市民に対し

環境の創出はもとより、駐留軍用地跡地利用の先行モ

オープンな形でしっかり議論したほうが前に進むので

デルとしてひいては宜野湾市のまちづくりの課題克服

はないかとの発言がありました。一方、浦添市の懇話

の契機となるものと考えております。現在、高校用地

会からの新たな提案については、座長による総括にお

の確保に向けて土地取得事業基金を活用し、先行取得

いて南側案では、那覇港という民港と軍港が隣接する

事業を実施しているところであります。今後の施設整

ことになり、土地利用や運用において将来的な不安や

備につきましては文部科学省の補助、いわゆるハード

危惧が生じているとの発言があり、県としては、改め

交付金の活用を基本に、駐留軍用地跡地の利用に資す

て技術的な検証を行う必要があると考えております。

る事業としてソフト交付金等も活用し実施することを

３者面談の次回以降の開催等については、これらのこ

考えております。

とを踏まえ那覇市、浦添市の意見を確認しながら進め
ていきたいと考えております。

次に10の(1)、テレビ難視聴の解消及び携帯電話、ブ
ロードバンドの状況についての御質問にお答えいたし

以上でございます。

ます。

〇議長（新里米吉君） 環境部長。
〔環境部長

テレビ放送の難視聴につきましては、国によると平

大浜浩志君登壇〕

成26年度末までに全国的に対策が完了したとされて

〇環境部長（大浜浩志君） ２、米軍基地から発生す

おります。しかしながら名護市東部の一部地域につい

る産業廃棄物の処理のあり方についての御質問の中の

ては、区の管理するテレビ難視聴対策用の共同受信施

(1)、米軍基地から発生する廃棄物の処理のあり方につ

設に障害が発生していることから、名護市において現

いてお答えいたします。

在調査を実施しているところであります。

米軍基地から発生する廃棄物については、米軍の責

沖縄県としては、共同受信施設の維持管理費に係る

任において適正に処理されるべきと考えております。

市町村の負担軽減について、全国知事会を通じ国に対

現在、在沖米軍基地内で発生するごみの排出抑制と分

して支援の要望を行う等、テレビ放送の難視聴対策に

別、リサイクルについて米軍に対して要請を行ってい

取り組んでおります。

るところでありますが、基地内で処理を実施すること

また、名護市東部地域における携帯電話サービスや

について要請することも検討してまいりたいと考えて

インターネットサービスについては、ほぼ全ての地域
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において利用環境が整っております。特に久辺３区に

原線港川道路の進捗状況についての御質問にお答えい

おいては、平成30年３月から民間通信事業者による光

たします。

ブロードバンドサービスが提供される予定となってお
ります。

県道浦添西原線港川道路については、平成29年度末
の事業費ベースで約91％の進捗となっております。３

以上でございます。

月18日に予定される浦添北道路及び臨港道路浦添線

〇議長（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

の供用開始に際しては、市道牧港線まで一部区間を暫

嘉手苅孝夫君登壇〕

定供用する予定であります。また国道58号までは、平

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） ４、東京オ

成30年３月末に暫定２車線で供用開始できるよう引

リンピック・パラリンピック関連についての御質問の

き続き取り組んでまいります。

中の(1)、記念碑設置についてにお答えいたします。
1964年の東京オリンピック大会のときは、沖縄は本

次に７の(1)、国道330号浦添伊祖トンネル付近の交
差点設置についての御質問にお答えいたします。

土復帰前で米国の統治下にありましたが、特別に国内

国管理の国道330号は、県内において交通量の多い

の聖火リレーが沖縄から開始され、沖縄本島を一周する

路線の一つであると承知しております。浦添伊祖トン

とともに那覇市と名護市に聖火が宿泊しております。

ネル付近の交差点設置については、管理者である国に

当該記念碑の設置については、関係者を含め多くの県

確認したところ、交通の円滑性及び安全確保の観点か

民の意見や賛同の状況、県民の盛り上がりやその集約

ら困難とのことであります。

等のための組織設立などの動向も踏まえながら、県の

次に８、竹富町から出ている陳情（港の整備）につ

役割等も含め検討してまいりたいと考えております。

いての御質問の中の(1)、仲間港の駐車場整備について

同じく４の(2)、2020年東京オリンピック競技の沖

の御質問にお答えいたします。

縄開催についての御質問にお答えいたします。

仲間港は、西表島の玄関口として住民や観光客等船

空手発祥の地・沖縄において空手競技の一部開催を

舶利用者が多く、県は地元の整備要望を踏まえこれまで

実現するため県では、平成28年９月、市町村、経済団

旅客ターミナル周辺に加えて南側及び北側に合計230

体等とともに東京オリンピック空手沖縄開催誘致実行

台程度の駐車場を整備しております。一方船舶利用者

委員会を組織し、東京オリンピック組織委員会、全日

の駐車は、旅客ターミナル周辺の駐車場に集中してお

本空手道連盟、
世界空手連盟等へ要請を行いましたが、

り、利用の偏りが見られます。駐車場の適正利用につい

平成28年12月７日のＩＯＣ理事会において日本武道

ては地元と十分調整していきたいと考えております。

館での開催が決定されました。一方県としましては、
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を

次に11の(1)、名護市字安部地区の浸水被害対策に
ついての御質問にお答えいたします。

本県のスポーツコンベンションを飛躍的に拡大させる

名護市安部地区の普通河川ナート川周辺の浸水は、

絶好の機会と捉え、聖火リレーや事前キャンプの誘致

河川護岸が台風時の水位上昇などに対応できる十分な

についても積極的に取り組んでいるところです。

高さを有していないことが主な原因と考えており、河

次に５、コンベンションビューロー台湾事務所の民

川管理者である名護市が対策を講ずる必要があります。

間活用についての御質問にお答えいたします。

県は、名護市からの相談等に応じて技術的な助言等

沖縄観光コンベンションビューローの台北事務所

適切に対応していきたいと考えております。

は、沖縄県産業振興公社台北事務所内の一部に併設さ
れております。

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

御提言の沖縄観光コンベンションビューロー台北事

〔農林水産部長

島尻勝広君登壇〕

務所の民間活用については、同事務所が沖縄県産業振

〇農林水産部長（島尻勝広君） ９(1)、名護市東部地

興公社のスペースの一部となっているため同公社を所

域の農業用地の基盤整備についての御質問にお答えい

管する商工労働部と連携して検討してまいりたいと考

たします。

えております。

名護市東部地域は、これまでに圃場の区画整理など

以上でございます。

を実施しておりますが、農業用水源が乏しく、かんが

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〔土木建築部長
〇土木建築部長（宮城

宮城

い施設が未整備な地区があります。当該地区の水源整

理君登壇〕

備の課題としましては、１、周辺の地形が急峻なため

理君） ６、港川道路の道路整

備の進捗状況についての御質問の中の(1)、県道浦添西

貯水池用地の確保が難しいこと、２、沢や河川の水量
把握に長期間を要すること等が挙げられます。
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県としましては、名護市等と連携し名護市東部地域

災害対策基本法では、市町村は医療的ケアを含めた

の農業用水源整備の可能性について検討してまいりた

支援が必要な方の災害時の避難場所として福祉避難所

いと思います。

を設け、その生活環境の整備について必要な措置を講

以上でございます。

ずるよう努めることとされております。このため県で

〇議長（新里米吉君） 警察本部長。
〔警察本部長

は、市町村に対し避難行動要支援者の名簿作成のほか、

筒井洋樹君登壇〕

福祉避難所の指定などに関するアドバイザーの派遣な

〇警察本部長（筒井洋樹君） 12、二輪車の通行帯規

どの支援を実施しているところです。あわせて支援を

制についてお答えをいたします。

必要とする方が安心して避難生活を送るための環境を

当県内では、主要な幹線道路であります国道58号、

整備するため、福祉従事者による専門チームの発足に

国道330号、国道329号等の総延長82キロの区間にお

向けた取り組みを今後進めてまいりたいと考えており

きまして、二輪車の通行を第一通行帯に指定いたしま

ます。

す交通規制を実施しております。この規制は過去県内
において二輪車事故が多発し、その主な原因が二輪車

次に18、就労移行等連携調整事業についてお答えし
ます。

と他の車両が混在する複数の通行帯がある国道等にお

平成30年度から事業開始を予定している就労移行

きまして、二輪車が急な車線変更を行ったりすること

等連携調整事業は、特別支援学校の卒業生や就労継続

等による接触、衝突であったことから、同種事故の防

支援事業の利用者等に対し支援を行うに当たり、コー

止のために実施されてきたものでございます。県内に

ディネーターによる必要な情報の収集及びニーズの事

おける二輪車事故の情勢はいまだ改善されているとは

前把握、相談支援事業所等のさまざまな支援機関との

言いがたく、また二輪車のマナーあるいは危険行為に

連携体制の構築等、障害者の能力に応じた就労の場へ

対する苦情や取り締まり要請が現在も県民から寄せら

の移行を支援する事業であります。

れていることを踏まえますと、現時点でこの規制が必

県としましては、当該事業の実施により働くことを

要なくなったということは難しいというふうに考えて

希望する多くの障害者がその特性や能力を生かした適

おります。

切な働く場に円滑に移行できるよう取り組んでいきた

県警察といたしましては、二輪車事故の防止及び二

いと考えております。

輪車利用者のマナー向上に向けて、二輪車利用者や関

次に20、我が党の代表質問との関連についての御質

係機関・団体の理解と協力を得ながら各種取り組みの

問の中の(1)、ひとり親家庭高校生等通学サポート実証

強化に努めてまいりたいと考えております。

事業についてお答えします。

以上でございます。

本事業では、児童扶養手当または母子及び父子家庭

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。
〔子ども生活福祉部長

等医療費助成を受給している世帯の高校生等に対して

金城弘昌君登壇〕

バス通学定期券は半額、離島地域の通学回数券は普通

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 13、人材不足

運賃換算で半額の負担軽減を行う予定です。本事業の

が深刻な介護士や保育士の人材確保についての御質問

適切な実施に向け年度当初速やかに事業の周知及び認

にお答えします。

定手続等を行い、10月ごろの販売開始を予定してお

県では、介護職員の確保のために地域医療介護総合

り、資格認定を受けた高校生等が直接、減額後の定期

確保基金を活用した従来の取り組みに加え、平成30年

券等をバス会社の窓口で購入するといった仕組みを想

度予算に介護職員産休等代替職員配置支援事業など新

定しております。また当該実証事業では、通学費軽減

たに５事業を盛り込んだところであり、介護人材確保

による通学行動や生活、教育環境の変化等を把握し事

の強化を図ってまいります。また保育士の確保のため

業効果の検証を行うこととしております。

に、修学資金の貸し付けや潜在保育士に対する就職準
備金の支援及び保育士の正規雇用化や年休取得の支援

次に20の(4)、女性の軽度知的障害に対する支援に
ついてお答えします。

などにより、保育人材の確保に努めてまいります。

沖縄県発達障害者支援センターでは、定期的に発達

平成30年度予算においては、保育士の休憩取得に対

障害にかかわる親の会・成人当事者団体等との懇話会

する支援事業を新たに計上したところであり、引き続

を開催しており、その際、軽度知的障害児を持つ親の

き保育士の確保に努めてまいります。

会ともさまざまな意見交換を図っております。

次に16、医療的ケアが必要な方の災害時における避
難場所の確保についての御質問にお答えします。

県としましては、引き続き当事者等の意見を踏まえ
つつ、女性障害者を含めた支援体制の整備について、
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関係機関と連携して対応してまいります。

１点目の那覇軍港浦添移設、先ほど公室長は、座長

以上でございます。

発言を引用されております。自分の都合のいい発言ば

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長
〇保健医療部長（砂川

砂川

かり引用しているんじゃないですか。ほかの委員の発

靖君登壇〕

言は全然引用していないじゃないですか。どうなんで

靖君） それでは、14の管理

すか。偏っていませんか。

栄養士学科及び薬剤師学科の設置についての御質問に

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

お答えします。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

県では、管理栄養士養成課程の設置を行う大学の公

これは10月24日浦添市の講堂において座長からに

募を行い、昨年８月に学校法人沖縄大学を補助予定事

よる総括という発言がございます。ちょっと長い文章

業者として決定したところであります。現在同大学に

なんですが、全体としまして北側案と南側案をやった

おいて平成31年４月の設置に向けた取り組みが行わ

後、例えば港湾機能、環境など７項目については北側案

れているところであり、県としては適宜必要な支援を

と南側案では有意な差異は認められませんでしたと。

行っていきたいと考えております。また、薬学科の設置

一方観光、交流、レジャー、そういった浦添西部開発

につきましては、沖縄県薬剤師会、県内関係団体の動

としての２項目では南側案が有利であるとの評価にな

向を注視しているところであり、あわせて同学部また

りましたと。以上のようなことを総合的に評価した結

は同学科を設置する場合どのような課題があるのか、

果、本懇話会では代替施設を南側へ配置する案が望ま

そのための対応策はいかにあるべきかなどその必要性

しいと結論づけましたのでその旨御報告いたしますと

を含めた基本的な検討課題の洗い出しを行っていると

発言しております。しかしながらとして、北側案と南

ころであります。

側案との優劣、もしくは差異はそれほど大きなもので

次に、15の骨髄ドナー助成制度導入の進捗について
の御質問にお答えします。

はありませんでしたと言った後に、また評価項目の中
で客観的には評価できませんでしたが、那覇港の将来

日本骨髄バンク等の資料によりますと、ドナーの休

的な機能強化や発展性あるいは変化、そういったもの

業補償を目的とした助成制度を導入している団体は、

に着目をいたしますと那覇軍港はその運用において国

平成30年２月15日現在、都府県11団体、市区町村322

内法の適用がない、コントロールのきかない空間であ

団体となっております。

り、南側案では民港と軍港が隣接することになり土地

県としましては、今後の県内市町村の動向並びに他

利用や機能面において将来的な不安や危惧が生じてい

県の実施状況及びその効果を検証しながら、制度導入

ることも理解しておかなければならないことをつけ加

の可否について引き続き検討していきたいと考えてお

えさせていただきますと、こういうような発言をして

ります。

おります。

以上でございます。

県の先ほどの答弁はそういったものを引用したもの

〇議長（新里米吉君） 教育長。
〔教育長

でございます。

平敷昭人君登壇〕

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

〇教育長（平敷昭人君） 17の重度知的障害児の一般

〇金城

高校への入学を認めることについての御質問にお答え

先の浦添市の意向を尊重すべきであると思っておりま

いたします。

す。浦添市の協力なしに移設は進まないんですよ。移設

泰邦君

いずれにしましても、この受け入れ

県立高等学校においては、インクルーシブ教育シス

先のこの決定については、私は翁長知事の任期中の年

テムの理念に基づき高等学校の教育課程を履修できる

内に行うべきであると思いますがいかがでしょうか。

能力、適性を有する障害のある生徒も受け入れており

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

ます。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

重度知的障害のある生徒につきましては、特別支援

３者面談につきましては、昨年９月19日浦添市の松

学校において将来の自立や社会参加に向け、生徒の障

本市長からの強い要望を受けましてまず実現してござ

害の特性に応じたきめ細かな支援により教育を受ける

います。第１回目では、双方がこういった話し合いが

ことが適切であると考えております。

できたということで一日も早い民港を含めた浦添市の

以上でございます。

まちづくりを進めることで意見が一致したということ

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。
〇金城

泰邦君

です。２回目はこれは９月のことでしたが、10月に

それでは再質問させていただきます。

細かい発表が出るということでそれ以降にやりましょ
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うということで11月24日に出ています。その際には、

米軍内の処理についてもこの期間内に処理できるよう

その懇話会での概要の説明が中心だったというふうに

に措置してくださいということで要請を行っていると

聞いております。３回目が先ほど答弁いたしました２

いうことでございます。

月５日の３者面談ですが、その際にいわゆるこれまで

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

のクローズのものでは進まないのでオープンな形にし

〇金城

ようというような提案がなされました。その３回目の

が返還された後に出てきて大きな問題になって、なか

議論では、そのオープンについての議論が中心になっ

なか跡地利用がおくれてしまうという原因になってお

たと。ただ那覇市長のほうからは、オープン化につい

ります。ですので基地にあるその段階からそういった

ては持ち帰って検討させてもらいたいと。知事からも

ものはどんどん処理して、その返還されたときにはす

オープンにすることは問題ないんだけれども、それに

ぐ使えるような状態にしていくということもきちんと

よって進むのかというような話があったということで

これ検討してください。どうですか。

す。また那覇市長からはやはり南側案である――座長

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

の意見もありましたけれども、それはやはり那覇港管

〇環境部長（大浜浩志君） ＰＣＢはやっぱり処理困

理組合のほうで議論をするほうがよいのではないかと

難ということで、全国５カ所で特措法もつくって処理

いう提案もなされたということです。そういったこと

しているという状況です。基本的に基地内でのＰＣＢ

を含めて次回以降のものについては、浦添市、那覇市

は環境基準ではＪＥＧＳの中では米軍において、米軍

のそれぞれの意見を踏まえて対応しようというふうに

本国で処理するということになっておりますけれど

なったところでございます。

も、返還跡地で確認されたりするようなものがありま

県としましては、そういった技術面的な問題等もご

泰邦君

特にＰＣＢの処理については、基地

すので、国に対してきっちり処理できるように要請を

ざいますので、そういったものを含めて確認しながら

していくということで今考えております。

検証することが必要ではないかというふうに考えてい

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

るところでございます。
〇金城

泰邦君

午前10時47分休憩

休憩お願いします。

午前10時47分再開

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

午前10時44分休憩

金城泰邦君。

午前10時44分再開

〇金城

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
泰邦君

５番のコンベンションビューロー台

湾事務所の民活についてであります。

金城泰邦君。
〇金城

泰邦君

前回は、沖縄県の台湾事務所ということで質問させ
２番の米軍基地のごみ処理について

ていただきまして、部長から答弁いただきました。ぜ

なんですが、
先ほど部長からも御答弁いただきました。

ひ前回答弁いただいた商工労働部長、前向きに考えて

今後のごみの処理については、基地内の処理も含めて

いきたいということがあったんで、ぜひ商工労働部長

検討したいというふうにありました。今後そういった

からも御答弁をいただきたいと思います。

基地内のさまざまなごみ、廃棄物等含めますとこれま

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

でＰＣＢが問題になってきていたかと思っておりま

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 台北事務所はコン

す。そういったＰＣＢも含めた処理というものをＪＥ

ベンションビューローも一緒に入っているものですか

ＳＣＯ――中間貯蔵・環境安全事業株式会社、そこで

ら、そういう意味では、先ほどはコンベンションビュー

処理をするものがありますが、そういったものを含め

ローの話としてお答えさせていただきますけれども、

て政府に求めていくほうがいいんじゃないですか、ど

うちとしましても次年度の予算のほうに拡張予算とい

うでしょうか。

うことで計上してございます。20平米程度ですけれど

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

も、そちらにテーブルとか相談室等々を置きまして、

〇環境部長（大浜浩志君） お答えします。

県内の企業が現地での調査とか商談会、相手との商談

ＰＣＢの処理につきましては、県内の処理もありま

をできるようなスペースを設けたいというふうに考え

すけれども、平成30年３月までに登録をした分につき

ております。

まして33年まで処理ができるという期間が設けられ

〇金城

ております。その期間で処理ができるようにというこ

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

とで、県といたしましては、渉外知事会等も通じて、
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泰邦君

ちょっと休憩願います。

午前10時48分休憩

午前10時48分再開

〇金城

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

泰邦君

トイレとあわせて駐車場の整備もぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。

金城泰邦君。

あと名護市東部のかんがいですが、まずは今年度水
８番の竹富町からの陳情で港の整備

量調査を早期に行うべきと思います。水量調査をやら

ですが、先ほど部長答弁がありましたが、駐車場は足

ないとどういう計画にしたらいいか全くわからないと

りているかのような答弁でありますが、今ターミナル

思うんですよどうでしょうか。

に一番近い駐車場で40台、地元の町議に調べていただ

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

きました、三盛町議にですね。南側駐車場で60台、全

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇金城

泰邦君

く不足していて駐車場外でやむなく今路上駐車が横行

名護市東部地区については、先ほど答弁しましたよ

しているんです。約50台ぐらい路上駐車しています。

うに水源の問題が少しあるというふうに聞いておりま

そういった調査をしたことはありますか。

す。特に天仁屋地区の一部農家のほうから、かんがい

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

用水の整備の要望はあるんですけれども、直接名護市

理君） お答えいたします。

〇土木建築部長（宮城

のほうに具体的な今要請がないということで、県のほ

仲間港の駐車場については、先ほど御答弁申し上

うとしては名護市のほうと連携をとりながら、あるい

げましたように台数全てでは240台確保されておりま

は受益農家の方々と調整しながら、調査事業等につい

す。ただ利用の偏りといいますかやはりターミナル周

て可能性について検討していきたいというふうに考え

辺に集中しているという状況は確認しておりますの

ております。

で、そこはうまく町と調整をしながら何ができるのか

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

というのは議論させていただきたいというふうに考え

〇金城

ております。

たときには県は対応してくれますね、水量調査。

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

泰邦君

今後、地域と名護市から要望があっ

北側駐車場は、港から300メートル

〇農林水産部長（島尻勝広君） 当然名護市、ないし

も離れているそうです。混雑する時期というのは冬場

は受益地域のほうからの要望があれば、ちょっと時間

ですから、厳しい環境のときに300メートルも離れた

はかかることになるかと思うんですけれども、しっか

ところから車を置いてこいというのは非常に冷たいか

りヒアリングするなり概算要求するなり、必要な部分

なと思うんですね。ぜひ前向きにこれは進めていただ

についてはしっかり対応していきたいというふうに考

きたいと思います。

えております。

〇金城

泰邦君

休憩お願いします。

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇金城

泰邦君

テレビ、インターネットですが、こ

午前10時50分休憩

れは特に天仁屋地区において受信点の装置の整備が平

午前10時50分再開

成22年にやられているんですが、受信点だけでこれは

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
〇金城

泰邦君

済むのでしょうかどうでしょうか。

この港、トイレも町が仮設トイレで

整備していると。これは県がしっかりとやるべきじゃ

〇議長（新里米吉君） 企画部長。
〇企画部長（川満誠一君） お答えします。

ないですかどうですか。

受信施設が今故障しているということで、名護市に

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

おいて実地に調査をして県としても情報を共有しなが

理君） お答えいたします。

女子トイレの数が少ないということは要望等もござ

ら進めてまいりたいと思っております。受信の施設が
復旧すれば特に問題なく視聴できると考えております。

いまして承知しております。そこで今年度女子トイレ

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

の増設工事を発注いたしましたが、残念ながら２度入

〇金城

札不調という形で工事実現することができておりませ

一括交付金でやることもできませんか。

ん。30年度引き続き予算を確保した上で、トイレの増

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

設だけではなくて改修等にも取り組みたいというふう

〇企画部長（川満誠一君） 受信施設については、総務

に考えております。

省所管の国の事業が既にございますので、デマケとい

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

泰邦君

名護市と連携してこういったものを

いますかそういう観点からちょっと難しいことではご
ざいますが、このことについては維持管理費等につい
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て要請をしていくところでございます。
〇金城

聴器の使用の許可とか、別室での受験とか問題用紙、

休憩お願いします。

泰邦君

解答用紙の拡大、代読代筆等がございますけれども、

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

そういう配慮事項、これは大学入試センター試験にお

午前10時53分休憩

ける特別配慮でありますとか生徒の実態と中学校での

午前10時53分再開

配慮事項をもとにして学力検査の配慮を実施している

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ところでございます。

金城泰邦君。
〇金城

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。
安部地区の浸水被害ですが、ポンプ

泰邦君

〇金城

泰邦君

この配慮についてまた細かいところ

アップと護岸の整備の両方が必要で名護市だけではで

はこれからしっかりと詰めていきたいと思いますの

きないんですね、規模が大きいと。その後やっぱり県

で、御協力お願いいたします。

にも要望があれば対応していただきたいと思いますが

議長、休憩お願いします。

いかがですか。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

午前10時56分休憩

理君） お答えいたします。

海水が河川へ流入すること、この一般的な対策とし

午前10時57分再開
〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ましては、河川護岸を高くするということ、また河口

〇金城

部に水門を設置するということ、こういったことが考

今後定着率を高める取り組みが必要となると思います。

えられます。

今ナカポツセンター等で対応していると思いますが、

泰邦君

18番、障害者就労に関してですが、

先ほど議員からの御質問の中でございましたけれど

現在ナカポツセンターは受託が１年更新で人材確保の

も、このような海水の逆流対策としまして、国頭村の

計画が立てにくいと。中長期的な人材確保が必要だと

ほうで事例がございます。国頭村は、国頭村桃原地区

思いますが、そういった施策についてどうでしょうか。

において村管理の排水路に水門やポンプ施設を設置し

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

ております。このようなことを我々も承知しておりま

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ナカポツセンター

すので、この当該水門、名護市のナート川でも浸水対

につきましては、29年度といいますと労働局所管の就

策の参考になるものと考えておりまして、ナート川の

業支援担当者が20名、それから県の子ども生活福祉部

管理者である名護市にもこの旨お伝えはしているとこ

の生活支援担当者が10名配置されているほか、当部商

ろでございます。

工労働部におきましても障害者雇用開拓定着支援アド

以上でございます。
〇金城

泰邦君

バイザーを６名配置することで機能を強化しておりま

休憩お願いします。

す。これは28年度から３人増員したという形で強化に

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

は努めているところでございます。

午前10時55分休憩

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

午前10時55分再開

〇金城

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
泰邦君

生活支援事業の部分というのが1.5

人分の予算しかなくて現場では対応が厳しいという声

金城泰邦君。
〇金城

泰邦君

があります。年々予算が減っていると聞いております
17番、重度知的障害児の高校入試で

がなぜでしょうか。

すが、今年度この事例について、受験はどういうふう

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

になりますか。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

生活支援員につきましては２名ということで、現在

午前10時55分休憩

は週５日勤務が１名、週３日勤務が１名の２名という

午前10時56分再開

形でこれまで配置をしていたところでございます。次

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

年度、相談の事例等が多くなってきたというふうな状

教育長。

況もございましたので、支援員を拡充するということ

〇教育長（平敷昭人君） 障害を持つ生徒が受験をす

で週５日体制で２名全員配置するという体制とあわせ

る場合、学力検査にあっては配慮事項というものがご

て、南部地域については特に登録者数が多いものです

ざいます。配慮事項については具体的に申し上げます

から、そこについてはさらに１名配置いたしまして対

と、例えば時間の延長でありますとか、ルーペとか補

応していきたいというふうに考えています。
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〇金城

泰邦君

両方を使った形で把握をしている状況がございます。

休憩お願いします。

議員御提案の兵庫県の条例の件でございますけれど

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
午前10時59分休憩

も、なかなか個人情報との関係、それと市町村のほう

午前10時59分再開

でそれを策定しているというふうな状況もございます
ので、それについては意見交換をしながらどういった

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

方法が可能なのかどうか検討していきたいというふう

金城泰邦君。
〇金城

泰邦君

に考えています。

御対応ありがとうございます。

19番の犬・猫殺処分ゼロですが、兵庫県では対応で

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

アニマルポリスというものを立ち上げているそうであ

午前11時２分休憩

ります。沖縄県でもこういったアニマルポリスを立ち

午前11時２分再開
〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

上げるような計画が検討できませんか。

金城泰邦君。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

泰邦君

障害者就労、18番についてですが、

午前10時59分休憩

〇金城

午前11時 ０ 分再開

特別支援の卒業生の今後実態調査、追跡調査を検討し
ていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

環境部長。

午前11時３分休憩

〇環境部長（大浜浩志君） お答えします。

午前11時４分再開

アニマルポリスにつきましては、今兵庫県のほうで
展開されているということで承知しております。本県

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
子ども生活福祉部長。

につきましても他県の状況も踏まえて検討したいとい
うふうに考えておりまして、来年度平成30年度に動物

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 御質問の特別

愛護管理推進計画を改定する予定でありますので、そ

支援学校の卒業生の実態調査ということで、なかなか

の中でも検討していきたいなというふうに考えており

定時的に実態を把握するというのは困難である現状が

ます。

ありますので、まず卒業前にナカポツセンターの状況

〇議長（新里米吉君） 金城泰邦君。

等をしっかりお知らせして、就労いたしましたらナカ

〇金城

泰邦君

ポツセンターのほうに登録されて、就労の状況につい

ありがとうございます。

ちょっと質問戻りますが、16番の医療的ケアで２点

てはその状況等を意見交換しながら連携をとっていた
だきたいなというふうに考えているところでございま

あります。
まず個別避難計画書を県で統一したフォームを採用

す。

していただけないかと、市町村ではかなり作成に苦慮

御参考までに昨年の２月に登録者の状況等を確認さ

しております。また要支援者名簿の活用についてです

せていただきましたが、総登録者は2812名のうち特

が、やはり本人の同意がなくても災害時には名簿の情

別支援学校の卒業生は348名でございました。そうい

報が提供できるという条例の制定が望まれると思いま

うふうな形でしっかり卒業生の登録状況を把握しなが

す。兵庫県でそのような条例が制定されているそうで

ら、次年度新たに実施する事業等も活用しまして、そ

す。沖縄県でもそういうことが検討できないでしょう

の実態にはついては把握していきたいというふうに考

か。

えています。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇金城

泰邦君

ありがとうございました。

以上で終わります。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

ます。
まず避難行動要支援者の登載、いわゆる名簿の対象

〇大城

憲幸君

おはようございます。

者の把握の方法でございますけれども、県内各市町村

２番、維新の会の大城でございます。

のほうでは現在36市町村が避難行動要支援者名簿を策

まず１番目に、待機児童問題と保育士不足について

定しているところでございますが、把握の仕方といた

でありますけれども、去る11月の議会で通告しており

しましては、市町村が保有する住民基本台帳などの個

ましたけれども、時間切れで残念ながら流れてしまい

人情報を用いる方法での把握の仕方、一方また住民か

ました。今回はこだわりの農林水産業を後に回して、

らの申請による方法、それと２つ、住民基本台帳と申請

先頭バッターに持ってきましたので、子ども部長、お
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つき合いのほどよろしくお願いいたします。

子ども生活福祉部長。

(1)、今年度のスタートから90施設で188名の保育士

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

不足ということで、695名の子供たちが施設はあいて

具体的にどういった形での改善かというのは現状持

いるけれども入れないという状況が起こりました。再

ち合わせていませんが日々の保育士については約２万

三の議論がありましたけれども、現状、改善状況をま

人ぐらい保育士の資格取得者がいまして、その方々を

ずお願いいたします。

雇用に結びつけと、保育所現場に連れていくという形

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

で、それが埋まったら当然ながらまた新たな待機児童

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

が解消されていくというふうな形で、定時的にいつも

保育士不足がいわゆる待機児童解消には必要な状況

県のほうとして把握をしているのは４月１日時点の状

というふうに考えています。

況把握をしているものですから、４月からその間につ

県では、保育士の処遇改善につきましては、まず１

いては取り組みを進めることで、保育士を確保してい

点目としまして、子ども・子育て支援新制度における

くという形で年に一度どういうふうな状況かというの

賃金改善や労働環境の適切な実施指導、２点目としま

を把握しているところでございます。

して県独自の施策でございますけれども、保育士の正

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

規雇用化や年休取得及び産休取得の支援事業などを実

〇大城

施しているところでございます。

名の保育士不足、せっかくこれだけ何十億という金を

そういう中で、保育士につきましては保育士１人当

１年間ずっと29年４月１日の188

憲幸君

かけて施設をつくったのに、待機児童がいながら預か

たり月額約１万6000円の給与の増額であるとか、正規

れないという状況が課題になって議論があったのに、

雇用化促進事業の補助対象施設におきましては保育士

現時点での改善状況の数値が出てこないというのは非

１人当たり年収の約43万円の増加であるとか、あと年

常に残念ですね。だから、持っているかもしれません

休取得の日数が約４日程度増加したとか等、処遇改善

けれども、やっぱり現時点の数字を押さえておかない

が図られているところでございます。そういった形で

と、30年度からの取り組みに生かされないんじゃない

保育士については処遇改善を図りながら、確保に努め

かと思うんです。その辺というのは、４月１日しか押

ているところでございます。

さえていませんという答弁ですけれども、それでいい

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

んでしょうか。私、もう少し具体的に丁寧にやるべき

〇大城

憲幸君

具体的な数字を挙げましたよね。90

施設で188名の保育士不足が発生して、695名の定員

かなと思うんですがどうですか。
〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

割れですよと。それがどう改善されたかという数値は

午前11時11分休憩

持ち合わせていないですか。

午前11時12分再開

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 保育士につき

子ども生活福祉部長。

ましては、この間ずっと保育士確保を取り組んでいる

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

ところでございます。具体的には平成29年４月１日現

保育士の確保については、随時各保育所が確保に取

在で、これ常勤換算になりますけれども、8044名の保

り組んでいるところでございますので、随時把握する

育士を確保したところでございます。

というのがかなり厳しい事務作業だなというふうに

ただ一方、やはり黄金っ子応援プランで定めました

思っていますが、市町村ともちょっと意見交換をする、

29年度末までと、定めた数字は8939名というふうに

それと保育団体等とも意見交換しながら、どういうふ

なっていますので、その残り約900人については、引

うな動きになっているかというのは少し意見交換をし

き続き確保が必要というふうに考えておりまして、先

て、どういうふうな把握の方法があるかも含めて検討

ほど答弁いたしました処遇改善等活用しまして、確保

してみたいと思います。

に努めているところでございます。

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

〇大城

憲幸君

休憩お願いします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇大城
います。

午前11時８分休憩
午前11時９分再開

後で進みながらやっていきたいと思

憲幸君

(2)、新年度の保育定員増加見込みと保育士確保策に
ついて伺う。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

お願いします。
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〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

うの質問の趣旨ですので、今、数値は後で確認すると

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

して、7000名30年度はふやしますよ、定員を。それ

県におきましては、黄金っ子応援プランに基づきま

について保育士不足への対応を先ほどありましたけれ

して、27年度から29年度までの３年間で約１万8000

ども、もう少し、もう30年度は29年度のようなことは

人の保育定員の確保を図るということで、平成29年度

起こらないというような部分の取り組みを説明もう一

は約7000人の保育定員の増を見込んでいるところで

度お願いします。

ございます。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

以上でございます。

先ほど答弁させていただきましたけれども、29年４

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。
確認しますけれども、新年度の定員

月１日時点で約8044人の常勤換算で確保していると

増加見込みという話をしたんですが、30年度ではなく

ころでございます。30年４月１日では8939人が必要

て29年度ですか。確認をお願いします。

というふうに見込んでおりますので、残り900人につ

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） ちょっと確認

いては30年４月１日には確保するということで、この

していいですか。大城議員、済みません。確認してよ

間取り組みを進めているところでございます。

ろしいですか。

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

〇議長（新里米吉君） 質問の確認。

〇大城

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 29年４月１日

りと言って今大体沖縄県全体で１万人ぐらいの保育士

の定員ということですか。それとも30年４月１日の定

が働いていますと。そして、資格は持っているけれど

員ということ……。

も潜在的な保育士が１万人余りいますというのは前も

〇大城

憲幸君

〇大城

憲幸君

新年度のということで通告していま

憲幸君

先ほどの取り組みで、結局、ざっく

議論があったと思うんですけれども、その潜在保育士
も含めて発掘していく。あるいは離職しないように処

すよね。
新年度ということは30年度４月１日は29年度に比

遇の改善をするというのは、やっぱり今社会問題化し

べて幾らふえるんですかという質問です。

ている保育士の待遇、処遇の問題だと思います。そし

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

て、先ほど部長からあったように、１万6000上げたと

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 県のほうとし

かという議論がありますけれども、国の資料によると

ましては、29年４月１日時点で５万257の定員がござ

平成24年に比べてこの５年間で３万5000円、月額平

いましたので、現状取り組みを進めておりまして、約

均で約11％、３万5000円処遇改善しましたというよ

５万7353で約7000の増を見込んでおります。

うな資料がありますけれども、どうも保育所回ってみ

〇大城

憲幸君

るとなかなかそういう実感の声が聞こえない。その辺

議長、休憩お願いします。

についてこの処遇改善策について、本当に現場の保育

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
午前11時14分休憩

士の末端まで浸透しているのかという部分はどのよう

午前11時16分再開

に把握し、考えていますか。お願いします。
〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

大城憲幸君。
私、29年11月28日の資料を持って

先ほど答弁させていただきましたけれども、特に今

いるんですけれども、大分今の部長の答弁と違うよう

年度から処遇改善がしっかり保育士に給与として届い

です。私が今議論したいのは、29年度当初で昨年より

ているかどうかということを把握する観点から、いわ

7000、8000ぐらい定員がふえて、それだけ保育士が

ゆる処遇改善額が給与支払い、給与規程、それと実際

必要という状況の中で188名の保育士不足だったわけ

の実績と給与台帳、それを照らし合わせてこの処遇改

ですよ。それで１年ずっと議論してきたわけです。だ

善部分が届いているかということを把握しているとこ

から、それをどう29年度で改善をして30年度でさらに

ろでございますので、それをしっかりやっていくこと、

今7000名定員をふやすと言っていますけれども、その

それとあわせて保育所の園長先生に処遇改善という制

7000名ふやすということはまた単純に計算すればあ

度が導入されていますので、そこをしっかり給与等に

と何名保育士が必要かというのがわかるわけですよ。

反映するような取り組みを理解していただきたいとい

その29年度の反省をどう30年度に繰り返さないよう

うこともあわせてやりながら、給与のアップについて

に取り組むんですかというのが、私の議論の趣旨、きょ

は取り組みを進めているところでございます。

〇大城

憲幸君
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〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。
〇大城

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

(3)に進みます。

憲幸君

このキャリアアップ研修の加算につきましては、今

保育士処遇改善に関する事業とキャリアアップ研修

年度同時にスタートしたということもありまして、そ

の実施状況について伺います。

の研修体制については事業を進めながら実施するとい

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

うことで、今年度につきましては、キャリアアップ研

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

修を受けなくてもいわゆる加算ができるというふうな

保育士等の処遇改善につきましては、国において、

中身になっております。

毎年公定価格の改定が行われていまして、まだ決定は

参考までにキャリアアップ研修はことしの１月に初

されていませんけれども、これまでは約10％の処遇改

めてマネジメント分野の研修を始めていたところでご

善が図られております。また、あわせて29年度からは

ざいまして、これにつきましては引き続き各種の研修

技能・経験に応じて、月額5000円以上４万円以下の処

について進めていくということで、体制を整えながら

遇改善が実施をされておりまして、30年１月末時点で

次年度に向けてそのキャリアアップに絡んだ改善がう

ございますが、約4700名の方が対象となっておりまし

まく反映できるように取り組みを進めていきたいとい

て、１人当たり平均、あくまで平均でございますけれ

うふうに考えています。

ども、月額２万円の改善が見込まれているところでご

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

ざいます。

〇大城

以上でございます。

修はやらないといけない。いわゆる４科目になるんで

キャリアアップ事業、いわゆる処遇

憲幸君

いい事業だと思いますので、充実さ

せてほしいんですよ。ただ残念ながら、今県がこの研

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。
〇大城

憲幸君

すか、15時間掛ける４科目やらないといけない。保育

改善２の部分について簡単に説明お願いします。

士がただでさえ忙しい中で、15時間の研修を４つ受け

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ないといけないということでなかなか時間も難しいと

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） キャリアアッ

思うんです。そんな中で今年度は県の主催する研修が

プ２のことについて簡単にということでございますの

定員枠が足りなくて、自分の地元の南城市なんかは希

で、基本的にはいわゆる副主任保育士とか専門リー

望者に対して定員が足りないということで、くじ引き

ダーという方々がある程度一定の研修を受けたという

で決めたそうなんですよ。だから、研修を受けられる

前提で、月額４万円の処遇改善をするというふうな仕

人と受けられない人が出てくる。そういうようなもの

組みと、もう一つは職務別のリーダーということで、

は29年度の反省として30年度はそういうことがない

大体おおむね経験年数が３年以上、先ほどの副主任、

ようにすべきだと思うんですけれども、その研修体制

専門リーダーにつきましてはおおむね経験年数が７年

の充実についてどう考えていますか。

以上という方々ですが、おおむね３年以上につきまし

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ては月額5000円の処遇改善をするというふうな中身

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

になっています。

キャリアアップ研修につきましては、今、大体８つ

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

ぐらいの種類の研修項目を考えております。今年度も

ざっくりいくと、90名ぐらいの標準

事業開始ということでその準備体制、それと研修体制

的な園で１人月額４万円の５名までと、毎月20万ぐら

をしっかり整えることが難しくて、研修に応募した全

いこういうキャリアアップの事業を取り組んだらもら

員に受けさせることはできませんでしたが、30年度

えますよという事業だと思うんです。これについて、

以降、しっかりそれについては研修のあり方、場合に

研修を受ける、キャリアアップをするというのが前提

よっては圏域での取り組みも含めて、研修の進め方に

なんですけれども、その研修の実施主体は都道府県な

ついては検討していきたいと考えています。

わけですよ。その辺が29年から始まって研修も受けな

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

がら先に月額４万円の５人分というのを支給するとい

〇大城

うことなんですが、どうもその辺の研修の体制が整っ

加していますから、その認定こども園に移行する場合

ていない。あるいは少し混乱しているんじゃないかと

の研修も発生するし、非常にこういう研修も多いし、

いうふうな話があるんですけれども、それはどのよう

ただでさえ忙しい中でせっかくの連休にまとめて15

に把握していますか。

時間勉強ばかりするとか、やっぱりそういうような

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ちょっと現場からの悲鳴も聞こえますので、例えばこ

〇大城

憲幸君
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憲幸君

ちょうど認定こども園への移行も増

れまでもあった研修でもって何か免除規定を設けると

れまでも議論してきたし、広域、市町村間の広域につ

か、そういうようなものも含めてちょっと丁寧な研修

いても今議会で議論があった、もう既に沖縄やってい

の受講体制をお願いしたいなと思いますので、これ要

ますよという話ですけれども、やっぱりまだまだ不十

望しておきます。お願いします。

分だと思うんですよね。そういう中で、今法改正まで

(4)、沖縄県待機児童対策協議会（仮称）の設置につ

して都道府県単位でそういう待機児童対策協議会を設

いてお願いいたします。

置しなさいという話になっています。これも今議論中

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ですけれども、国は４月から施行したいというような

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

考えらしいです。そして、今全国で一番多い東京都は

国において今回、いわゆる市町村の待機児童解消等

既にぜひやりたいという表明をしていますけれども、

を支援するためということで、都道府県が各市町村等

今待機児童という意味では、ワースト２位なものです

と協議会を組織できる旨の子ども・子育て支援法の一

から、沖縄は。事務方としては部長としては当然さま

部改正案を今国会に提出したところでございます。ま

ざまメリット、デメリットを精査して、あるいは市町

だ成立はしておりませんが、県におきましては、当協

村への負担を精査してという議論はそのとおりだと思

議会の役割や構成員等の情報収集に現在努めておりま

うんですけれども、やっぱり県民に対するアピール、

すが、市町村と意見交換を行いながら設置について検

あるいは庁内に対するアピールも含めて沖縄県として

討してまいりたいというふうに考えています。

主体性を持って、もうあと２年で待機児童はどうして

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

も解消するんだという強いメッセージも含めて、この

〇大城

憲幸君

この協議会を都道府県単位で設置し

協議会を私は率先して設置するべきだなと思います。

なさいという国の趣旨をお願いいたします。

そして、メリットの部分については国もこれからだと

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

言っていますので、その辺は逆に沖縄側からこういう

午前11時26分休憩

ことをしてくれれば、沖縄は２年以内でどうしても待

午前11時27分再開

機児童を解消しますよという提言も含めて、国に働き

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

かけながらこういう協議会は率先してつくっていくべ

子ども生活福祉部長。

きかなと思うんですけれども、知事の所見をお伺いい

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 国のほうでい

たします。

わゆる待機児童を解消する方策ということで、市町村

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

の取り組みを実効的にするという形で、例えば広域利

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

用の話であったりとか、あとは受け皿の整備について

待機児童の解消は県の重要課題というふうに考えて

しっかり精査をすると、そういったことをやる中身の

おりますので、今回国のほうで新たな取り組みとして

協議会というふうに理解しています。

協議の場、いわゆる協議会の設置を盛り込んだ改正案

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

が出ております。

〇大城

憲幸君

時間がありませんので、最後に知事

にお願いいたします。

県のほうとしましては、議員の御提案ありました、
どういったことができるか要望等も含めながら、情報

この協議会の設置についてですけれども、少し部長

収集にしっかり努めまして、市町村と意見交換等も

からありましたけれども、趣旨は全国の47都道府県の

行って設置に向けて検討していきたいというふうに考

中で、1000名以上の待機児童がいる都道府県というの

えています。

は７つか８つぐらいなんです。そういう意味で、国と市

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

町村、県も連携してやってきたけれども、もう少し県

〇大城

として主体性を持って頑張ってくれんかというものも

も踏まえてですけれども、やっぱり知事の考え方を聞

含めて、やっぱりここに来て何十年も待機児童の議論

きたいと思います。お願いいたします。

ばかりしていく中で、待機児童に特化した議論をする

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

場。今も都道府県単位で協議会、市町村単位で協議会

〇知事（翁長雄志君） 大城議員の御質問にお答えを

ありますけれども、それは大体黄金っ子応援プランと

したいと思います。

憲幸君

部長の答弁はそのとおり、ただそれ

か子育てに関する協議会があるものですから、それと

待機児童の問題は、本当に10年来、県政、国政含め

は別に待機児童のみに特化した協議会をつくろうとい

市町村においても大変重要な問題で、沖縄県もこの３

うのが趣旨だと思うんですよね。そういう意味で、こ

年間で１万8000名の待機児童を解消するんだという
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ことで、市町村とも連携をしながら頑張ってきたんで

きる仕組みを構築することで、離島の主要産業であり

すが、保育ニーズの高まりの中でさらにまた8000名、

ます畜産業の振興に取り組んでいきたいというふうに

正確な数字じゃないかもしれませんが、8000名ぐらい

考えております。具体的に30年度は、宮古島市におい

待機児童が生じていると。その中でいろいろ御質問等

て50頭規模の畜舎設計を行う予定としております。

のやりとりをお聞きしておりますと、やはり県がそう

県としましては、沖縄離島型畜産活性化事業などに

いった市町村単位のものの保育士の数も含めてしっか

よる担い手育成や畜産クラスター事業、畜産担い手育

りと把握する節目節目がしっかりしてないなという感

成総合整備事業などで生産基盤の強化を図ってまいり

じを今受けております。ですから、国と市町村との関

たいと考えております。

係という意味で今日までいろんな形で語られてはきて

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

いますけれども、間に入る県がやっぱりこういう数字

〇大城

もしっかり把握して、なおかつなかなか難しい問題な

ついては繁殖のみではなくて肥育系も可能ということ

んで数字を上げてしっかりと毎年毎年対応できるかと

でいいですか。

いうことになると簡単ではありません。しかし今議員

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

が御質問をされた節目節目における数字の把握、そし

〇農林水産部長（島尻勝広君） この辺については今

てその中で土台の中から一つ一つ前に進めていかせる

事業実施主体を予定している市町村のほうとも検討さ

と。こういう意味からすると、今国のほうで都道府県

せてもらっています。具体的に言えば、宮古島市のほ

が関係市町村と協議会をつくるというような趣旨は、

うは繁殖の地域ですので、その辺を含めて経営のほう

国なりの趣旨があるかもしれませんが、今の議論を聞

に参加というか、そこに入りやすいような状態で少し

いていましても、やはり県がもっと把握をしながら各

地域のほうと相談していきたいというふうに思ってお

市町村との橋渡しも含めて前に進めていくというよう

ります。

なことが重要だと思いますので、今の大城議員の提案

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

につきましては、関係部局としっかりと議論をしてい

〇大城

きたいと思います。

３万頭近くの子牛が今非常にいい金額ですから上等で

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

すよ。今度初めて、肉用牛が取り扱い200億を超えた

〇大城

憲幸君

よろしくお願いします。

憲幸君

憲幸君

確認ですけれども、この今の事業に

ずっと議論してきましたけれども、

ということでお祝いもしたようですけれども、ずっと

２年待機児童ゼロは先延ばししましたけれども、ま

言っているように、やっぱり肥育を伸ばさないと、肉

た国策で教育の無償化、保育の無償化という部分も出

牛の肉の提供までいかないと本当の強い経済に結びつ

て、さらなる需要がふえてくるのは目に見えますし、

かないというのは議論してきました。

その中でまた格差の議論にもなってくると思いますの
で、よろしくお願いをいたします。

それで今回、肥育牛の目標を4300頭と定めていま
す。これ平成10年ごろは6000頭ぐらい出荷ありまし

議長、休憩お願いします。

たから、そういう意味では何でこれだけ人口がふえて

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

観光客が倍になって、10年前より減るんだというよう

午前11時33分休憩

な話にもなる。肉豚にしてもそうですよ。平成10年ご

午前11時33分再開

ろ50万頭近くいたのが現在31万頭、目標は44万頭で

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
〇大城

憲幸君

すから。やっぱりその辺というのは、生産基盤の部分

大項目２、農林水産業振興について

です。

は農林水産部がもう少し今の絶好調の観光に資するよ
うな強い経済をつくるような思いで、そういう目標な

(1)は畜産業の生産基盤強化策について。

りこの予算面においての主張というのはもっと強くし

ア、新年度の具体策についてまずお伺いします。

てほしいなと思うんですけれども、その辺に関してど

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

う考えていますか。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

平成30年度から新たに実施する畜産業の生産基盤

〇農林水産部長（島尻勝広君） 今、肉用牛は素牛を中

強化策として、沖縄離島型畜産活性化事業を実施する

心に好調でありますけれども、今海外のほうからの観

予定にしております。当該事業は、離島地域の高齢化

光客ないしは海外輸出からの需要が大きい石垣ブラン

などによる肉用牛の飼養戸数・頭数の減少に対して、

ド、おきなわブランドの肉用牛について、牛肉につい

新たな担い手の初期投資を軽減し、畜産経営に参加で

ては非常に需要が高いというふうには認識しておりま
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す。その中で、県のほうとしては29年度から肥育農家

も引き続き、畜産農家の経営安定を図るために、関係

が肥育素牛を購入する際の導入費を支援したりしてお

機関と連携して飼料価格低減対策に取り組んでまいり

りますし、また石垣牛のところについては、29年度に

たいと考えております。

おきまして100頭規模の肥育牛舎等の整備を行ってお

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

ります。そのほか、肥育素牛の生産のための畜産クラ

〇大城

スター事業を活用した牛舎の整備なり、その辺を含め

物倉庫をつくる事業なんですけれども、ちょっと余り

て肥育の拡大については、関係機関等のほうとしっか

時間がないから、部長これ経過を簡単に説明してくだ

り対応していきたいというふうに考えております。

さい。

〇大城

豚も触れてください。

憲幸君

憲幸君

これは中城湾にサイロと言われる穀

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 済みません。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 30年度予算に向けて

豚については、今飼養頭数含めて少し回復の兆しは

調整しておりましたけれども、少し事業スキームの中

あるんですけれども、環境の問題とかあるいは事故率

で事業実施主体を我々のほうが検討しておりました飼

の問題とかありますので、この辺については農業共済

料協業組合につきまして、事業実施主体のスキームの

のほうとか、衛生面の事業を活用しながら事故率の改

中で少し課題がありまして、その中で例えば飼料協業

善を含めて目標頭数に含めてやっていきたいというふ

組合を事業実施主体にした場合については、法人の資

うに思っております。特に香港等につきましては、沖縄

産形成に当たるというような指摘を受けております。

のアグーが非常に評判がよいということを聞いており

その中で少し全農家等を対象にした場合、ちょっと関

ます。その辺について、県のほうとしても海外輸出の

係団体を取りまとめるには少し時間を要するというよ

事業を展開しておりますので、この辺についてはしっ

うなことがありまして、30年度については少し予算措

かりおきなわブランドのアグーを海外等に含めながら

置については見送った経緯があります。

展開できるような形で強化していきたいというふうに

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

思っております。

〇大城

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

されたんですよね。それでただ予算化してやろうとし

憲幸君

これは一度、平成26年度かに予算化

アグーは非常に伸びているし民間が

たら、実は中城湾港の喫水が浅くて航路幅が足りなく

頑張っているんですけれども、やっぱり県として今の

て、７万トン級のタンカーが入れないと、外航船が直接

豚の部分もそう、生産基盤、養豚のほうは県の報告書

入れないということで流れた事業です。それでこの二、

にもありますけれども、畜舎のほうは今の生産基盤で

三年に含めて国会でも議論をしてもらって、国に中城

十分なんだみたいな、そんなにもとれるような表現を

湾港の喫水の工事、航路幅の工事をしてもらって、来

していますけれども、私はやっぱり生産基盤の部分は

年の４月からは外国から直接穀物を入れられますよと

もう少ししっかり予算措置も含めて調査も含めてやっ

いうような事業になったんですけれども、ことしの予

ていかないと尻すぼみになってしまうんじゃないかな

算措置がゼロということになりました。これは今言っ

と心配をしています。

たさまざまな要因はあると思いますけれども、これは

〇大城

憲幸君

関連しますので、次の質問をしてから議論したいと
思います。

これまでもきちっとやっておかないといけなかった話
であり、またはこれからでも――これも国に対しても

イ、配合飼料製造基盤整備事業についてお願いしま

そういう国会でも議論してもらった話ですから、やっ

す。

ぱり年度途中でも予算措置してもらわないといけない

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

と思うんですけれども、担当部長の思いを再度お願い

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

いたします。

配合飼料は依然高値で推移しておりまして、本県は

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

輸送コスト等の課題があることは承知しております。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 畜産経営については、

その中で輸送に係る不利性解消等については、飼料価

飼料の価格が非常に生産費の中で大きいウエートを占

格低減による畜産経営の安定につながる重要な課題だ

めているというのは認識しております。そのため関係

というふうに考えております。そのため県では、飼料

機関のほうからも要請等を受けておりますので、この

製造業者や畜産関係団体とともに、大型船による飼料

辺については事業を断念したわけではなくて、事業ス

原料の大量移入が可能となる原料保管施設の拡充整備

キームを検討していきたいというふうに考えておりま

等について今協議しているところであります。今後と

す。そのために、飼料会社を中心とした畜産関係団体
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等の連携を図りながら、今指摘を受けております資産
形成というふうな事業実施主体ではなくて、その辺を

沖縄地区税関が19日に発表されました中で、牛肉の
輸出状況については2017年の実績が……。

トータルで全県的に把握できるような、カバーするよ
うな組織について、関係機関のほうと今意見交換をさ

ちょっと休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

せてもらっています。それについても当然、事業年度

午前11時45分休憩

を挟みながら関係機関のほうでの事情を組み入れなが

午前11時45分再開

ら、意見交換しながら事業に向けて調整していきたい

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

というふうに認識しております。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 失礼しました。

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。
〇大城

37.75トン、金額にいたしまして２億2147万円と

配合飼料価格はこの10年ぐらい前

憲幸君

なっております。

まで三、四万ぐらいで推移していたのが、今もうこの

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

10年で６万ぐらいまで上がって高どまりしているん

〇大城

ですよね。本当に牛が調子いい、何が調子いいと言い

６倍以上になりました。このうちで県産が何トンぐら

ながらも農家経営としては非常に厳しいですから、そ

いあるか、何割ぐらいあるかわかりますか。

れをもう今、ここまで国も動いて準備ができているの

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

過去最高なんですね。前年に比べて

憲幸君

に今言ったような答弁ですから、これはもうしっかり

午前11時45分休憩

早急に取り組んでいただきたいと思いますので、強く

午前11時46分再開

申し入れしておきます。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

(2)、農林水産物の海外輸出促進策について。

農林水産部長。

ア、新年度の具体策についてお願いします。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

県産の牛肉については、平成28年度で2362キログ

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。
県では、
農林水産物の海外輸出促進について、一括交

ラムとなっております。
〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

付金を活用した県産農林水産物輸出体制構築事業によ

〇大城

りまして、香港、台湾、シンガポールにおける県産農

は2.3トンです。ことしは私も確実な数値は持っていま

林水産物の定番化、あるいは香港での県産食肉の定番

せんけれども、37.7トンのうち６トンか７トンくらい

化、輸出品目のブランド化、輸出産地と海外バイヤー

ですよ。過去最高でこれだけ台湾の輸入が始まった、

とのマッチングなどを実施しております。

十何年ぶりに。そして那覇空港のハブ機能が非常によ

憲幸君

ことしが過去最高で37.7トン、去年

県としましては、生産団体、輸出事業者などと連携

くなってきた。それで過去最高の牛肉の輸出を誇って

し、引き続き海外輸出促進に取り組んでまいりたいと

いるけれども、そのうちに県産の占める割合というの

考えております。

は２割に届かないと。そこが問題なんですよ。だから、

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

そこをしっかり自覚を持ってやっていただきたいとい

販売促進なんかに非常に一括交付金

うのが、冒頭から言った畜産基盤の充実、そこから始

なんかを使ってやっているのはよく見えるんですけれ

めていかないとこれだけさまざまな取り組み、販売促

ども、実態のほうがなかなか厳しい、輸出実績のほう

進をやっても沖縄の元気な農業につながらないじゃな

が。

いかと。沖縄の強い経済につながらないじゃないかと

〇大城

憲幸君

ちょっと時間がありませんので、牛肉だけをお願い

いうのが、そういう議論を私はずっとしてきたつもり

しますけれども、２月に沖縄地区税関が牛肉の輸出量

なんですよ。その辺について再度部長お願いします。

を発表していますけれども、それ把握していますか。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

お願いします。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

沖縄の肥育というか牛肉につきましては、例えば石

午前11時44分休憩

垣牛とかもとぶ牛等含めて非常にブランド化されてき

午前11時44分再開

ております。その中で国内含めて、観光客も含めて地

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

元のほうでも需要は高いというふうに認識しておりま

農林水産部長。

す。そのため先ほども答弁させてもらいましたけれど

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

も、肥育農家のほうの支援あるいは出荷目標4300トン
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まで含めて生産基盤の強化、それと海外展開について

ルドチェーンなどの対応だとか、あるいは加工施設の

はＨＡＣＣＰ等海外に展開できるような食肉処理施設

整備等が意見が出されております。そういう要請を受

の整備等を含めてしっかりやっていきたいというふう

けた中で建てかえに向けた協議会の設置について、こ

に思っております。

ういう経営展望推進会議の中で意見交換をしていこう

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

ということで、関係機関のほうで一応今取りまとめて

ＨＡＣＣＰの議論をたくさんした

おります。その中で、市場の機能強化などについてさ

かったけれども時間がありませんので一言だけ。ＨＡ

まざまな意見交換をしていくということで、29年の11

ＣＣＰもＨＡＣＣＰを導入すれば輸出できるような議

月27日、それと12月28日、年明けての１月15日に意

論ですけれども、ちょっと農水省とも議論しているん

見交換をして今後の市場のあり方、あるいは展望の中

ですけれども、沖縄で取り組まれているのは厚生省の

で組織のあり方なども幅広く意見交換していきたいと

チャレンジ事業といって正式なＨＡＣＣＰの認証じゃ

いうふうに思っております。その中で長期的というか

ないんですよね。それが本当に入れたから台湾に輸出

当面の課題等も整理しながら、必要に応じて他の市場

できるかというとそれも今疑問のところがあります。

のほうも視察しながらまとめていきたいというふうに

それも含めてちょっと今後勉強してお互いやらないと

考えております。

いけないと思いますのでお願いします。

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

〇大城

憲幸君

次に進みます。

〇大城

イ、中央卸売市場機能強化の取り組みについてお伺

いう協議会を立ち上げたいということですけれども、

憲幸君

市場のあり方が決まってから、そう

いします。

ちょっと時間がかかり過ぎると思うんですよ、１年間

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

また。だから私今、市場の機能見直しの法律も改正され

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

る。そして沖縄の経済状況を見た場合には今倉庫とか

県中央卸売市場の施設につきましては、開設より35

冷蔵庫も不足している。民間の力をかりるのは今最大

年が経過し、補修などが必要な時期を迎えていること

のチャンスだと思うんですよ。それが一つ。もう一つ

から、平成27年度に沖縄県中央卸売市場修繕計画を策

は今市場のあり方というのは大きく変わっていって、

定し、計画的な維持保全に努めているところでありま

毎日市場にはさまざまなデータが集まってきます。ど

す。また、機能強化につきましては、平成25年度に低

れぐらいのレタスが入ってどれぐらいで売れている。

温売場、27年度に冷蔵配送センター及び28年度に花卉

そういうようなデータを整理することによって、やっ

冷蔵施設を整備してきたところであります。平成29年

ぱり生産から流通まで含めたビッグデータの活用とい

度は沖縄県中央卸売市場経営展望を策定することとし

うのがさまざまなところで言われているんですよ。そ

ておりまして、同経営展望に基づいて、輸出の可能性

ういうようなものも今ちょうどチャンスの時期だと思

や将来的な施設整備について、市場全体で意見交換を

うんですよ、市場を改修する、おもしろい市場をつく

してまいりたいと考えております。

るために。だからそれが、なかなかペースが、私がイ

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

メージしているものと部長がまずはあり方を議論して

〇大城

憲幸君

意見交換はわかるんですけれども、

からねというものとなかなかかみ合わないんですけれ

年末に市場関係者、ＪＡ、みんなそろって老朽化した

ども、もうちょっとスピードアップして取り組むべき

市場を何とか建てかえするために力をかしてくれとい

じゃないかと思うんですが、再度部長お願いします。

う要請があったはずです。そして、知事の所信表明の

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

中でも市場機能を強化していきますというようなもの

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

があるけれども、予算措置の部分が全く見えないんで

施設の建てかえということになりますと、膨大な事

す。その辺について市場からの要望にどう対処するの

業費等含めて、あり方については市場法の見直し等改

か、市場機能の強化を30年度どう取り組むのかお願い

正等も国のほうで検討されているところがあります。

します。

この辺含めて先ほども言いましたように、沖縄県中央

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

卸売市場経営展望の中で幅広く検討していきたいとい

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

うふうに思っております。

先ほども言いましたように、沖縄県中央卸売市場経

今議員がおっしゃるようなＰＦＩの考え方について

営展望の中で策定した中で、関係機関のほうからも意

も、神戸のほうで実際やっているという話も聞いてお

見を聴取しているところでございます。その中でコー

りますけれども、将来的な手数料あるいは収支の問題、
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あるいは市場法の改正等含めて幅広く今の経営展望推

んですけれども、やっぱり農林水産部の予算ってなか

進会議の中で意見を整理しながら、今後のあり方につ

なか理解をしていただける皆さんがふえてくれないと

いては整理していきたいというふうに考えております。

後回しになってしまうというのを感じているんです。

〇大城

憲幸君

休憩お願いします。

そういう意味では第１次産業、農林水産業に対する理

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

解者をぜひふやしてほしいし、そこに関して知事、副

午前11時54分休憩

知事のリーダーシップが必要だと強く感じているもの

午前11時55分再開

ですから、そこに対する所見を済みません、まとめて

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

３点でお願いします。

大城憲幸君。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
それでは少し今の農林水産振興の総

午前11時57分休憩

括の部分で３点ほど、アジア経済戦略の専門である富

午前11時58分再開

〇大城

憲幸君

川副知事か、あるいは担当副知事がいいかなと思いま

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

すけれども、よろしくお願いします。

富川副知事。

１点目は、まず今あった市場の議論。今議論したよ

〇副知事（富川盛武君） お答えいたします。

うに、今の沖縄の経済状況を考えると、民間の力を

具体的な政策については部長のほうから答弁させて

かりて市場法を改正する、市場のあり方を議論する、

もらいましたけれども、アジア経済戦略構想関連で私

ちょうど今おもしろい時期だと思うんですよ。だから

のほうから一言申し上げたいと思います。

予算措置ができるのかは別にして少額でもいいですか

今アジア経済戦略構想は実績の面でもたくさんの業

ら、そういう調査費を計上してあの市場は県有地です

績を残しているところでありますが、一番大事な視点

から、例えばこの県有地を民間に貸してそこに倉庫な

はメード・イン・沖縄をどう出すかということが我々

り等あるいは加工場と一緒につくってもらって、その

の一番大きな課題でありますので、その中で議論に

一部の市場を市場機能を県が借りるとか、そういうよ

なっております牛肉、豚肉等々の産物、そういうもの

うな事例が今いろいろ出てきていますので、この29

を海外にどう出すかということで今具体的にやってい

年、30年度にぜひそういう取り組みをしてほしいと思

るところでございます。

うんですけれども、今ちょうどチャンスと思っている

特にコールドチェーンそれからセントラルキッチン

ものですから、それについて市場の建てかえというか

という概念もありますが、今アジアの需要が相当これ

その民活について１点お願いしますというのが一つ。

から展開できると思っております。私も調査に行きま

それから、もう一つは輸出の話ですけれども、さっ

したけれども、特にメード・イン・ジャパンとしての

きあったように各部、各課、各団体が何かばらばらに

食材、食品等々は非常に評判がいいわけでして、その

販売促進、一括交付金でいろんなこの輸出に向けてア

輸出物としての沖縄の役割が非常に増大してきている

ジア戦略構想に向けて販売していきますよ、見本市を

と思っております。現場の政策とアジア向けの輸出の

やりますよと予算はたくさんあるんですけれども、な

政策とドッキングさせて、さらにさらにいい展開をし

かなかやっぱり肝心の第１次産業につながっていない

ていきたいと思っております。

というのが先ほどの議論なんですよ。そういう意味で

以上でございます。

は、いろいろ輸出する場合の例えば保健医療部のほう

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

との関係もあるんですけれども、あれなんかでも沖縄

〇農林水産部長（島尻勝広君） 輸出については県庁

は豚肉輸出するのに５日手続がかかるけれども、宮崎

内でもそうですけれども、ＪＡとか農林中金等のほう

は２日でできるとかという議論もあるものですから、

とも連携とりながらしっかり基盤づくりというか情報

そういう部を超えたような取り組みも必要だと思うん

収集等も含めて、今走り出しているところでございま

ですよ。そういう意味でのこの農林水産物輸出に向け

す。その辺については非常に課題も多いというのは認

たリーダーシップをちょっと担当副知事なり富川副知

識しておりますけれども、継続しながら関係機関のほ

事にお願いしたいと思います。２点目。

うと連携とりながら、しっかりやっていきたいという

３点目はやっぱり畜産基盤含めて１次産業の予算確

ふうに思っております。

保って難しい。この議会での議論でもＭＩＣＥとか子

それと予算につきましては、一定の事務的な手続も

供の貧困とか、社会問題化しているテレビ映えするよ

踏まえてやる必要があるかと思いますので、関係部局

うなものというのは、予算としても非常につけやすい

のほうとも連携をとりながらその辺については対応し
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ていきたいというふうに思っております。

ですが、そのための解決策や代替案等の取り組み状況

〇議長（新里米吉君） 大城憲幸君。

をお伺いをいたします。

〇大城

憲幸君

先ほど言ったとおりですし、輸出に

関しては富川副知事の言うとおりなんです。その富川

(3)、知事の公約である、撤回と県民投票についての
見解をお伺いをいたします。

副知事の思いが部局を超えて課を超えて現場まで浸透

(4)、繰り返される米軍の事件・事故の責任はどこに

できるようにリーダーシップを期待しますのでよろし

あると考えるか。また、知事として県民の安全・安心

くお願いいたします。

をどのように守っていくのかをお伺いをいたします。

時間がなくなってしまいました。

周辺諸国との関係についてであります。

保健医療部長、準備していたと思いますが、次回に

(1)、中国の尖閣諸島での活動や海域や空域での軍事

しようと思います。よろしくお願いします。

的活動をどのように考えるのか見解をお伺いをいたし

ありがとうございました。

ます。

以上です。

(2)、尖閣諸島の周辺水域の状況と国との連携強化と

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

いうことで施政方針にもうたわれております。どのよ

午後０時 １ 分休憩

うな連携をとられるのかお伺いいたします。

午後１時15分再開

(3)、航空自衛隊那覇基地からの緊急発進、スクラン

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ブルの状況をお伺いをいたします。

午前に引き続き質問及び質疑を行います。

振興に向けた取り組みについてであります。

當間盛夫君。

(1)、平成29年の税制改正への取り組み状況と成果

〔當間盛夫君登壇〕
〇當間

盛夫君

をお伺いいたします。

皆さん、こんにちは。

これまでこの税制改革、我々沖縄県は５年というも

何か大分席があいているようでありますが、気のせ
いではないとは思うんですけれども。

のがありましたが、これが２年に短縮をされておりま
すので、実質は29年度、ことし30年度という形ですの

ことしに入りまして南城市長選挙、八重瀬町長選挙、
名護市長選挙ということで、ことしは我々県議会は別

で、これがどういう成果になっているのかということ
を含めて御答弁をお願いいたします。

にして選挙の年になっているなというふうに思ってお
ります。

(2)、県内総生産と１人当たり県民所得の推移と平成
33年までの目標達成に向けての取り組み状況をお伺

代表質問を含めて一般質問の中で、選挙の中での対

いをいたします。

応がどうだったのかというような話もあるんですが、

県民総生産、展望値は５兆1000億、１人当たり県民

やはりこれは選挙結果はしっかりと有権者が示した１

所得の数値も271万でしたか、目標値を掲げていると

票でもありますので、我々しっかりとそれに対応しな

思いますので、その状況をお伺いいたします。

いといけません。勝った側はやっぱり勝ってかぶとの
緒を締めるというのもありますので、勝ったら勝ったで

(3)、鉄軌道の新たな公共交通システムについて国と
の連携や取り組み状況をお伺いいたします。

その責任は物すごい大きな部分がありますので、しっ

ＭＩＣＥ事業で国がいろいろと精査をしてなかなか

かりと対応しないといけないというふうに思っていま

了解を得られないという中で、この沖振法にこの鉄軌

すし、負けている側は、誰がどうこうだとかいうこと

道を調査検討するという項目があるんですが、予算規

で争点になっていないというような形ではなくて、や

模6000億の予算規模というのもありますので、そう

はり負けたら負けたで反省をする中で次の進み方をし

いったことを含めて国がどういうような形をとろうと

ないと、これは有権者に対する我々は政治の判断でも

しているのかと、県とのやりとりをぜひお伺いさせて

ありますので、しっかりとその対応をこれからも我々

ください。

やっていかないといけないなというふうにも思ってお
りますので、どうぞよろしくお願いをいたします。

(4)、首里城公園・美ら海水族館の移管について、当
施設の収入や人件費・維持管理費等の収支状況をお伺

それでは、質問に移らせていただきます。

いをいたします。

米軍基地問題についてであります。

国家戦略特区についてであります。

まず１点目に、辺野古代替基地建設工事の進捗状況

(1)、これまでの事業状況と今後の取り組みをお伺い

をお伺いをいたします。

をいたします。

(2)、新基地をつくらせない、知事の答弁でもあるん
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(2)、専修学校各種学校協会からの、外国人留学生の

在留資格緩和に関する提案があります。それについて

271万円と掲げております。

取り組み状況を伺わせてください。

県としては、今後とも好調な観光・リゾート産業等

ものづくり産業の振興についてであります。

の一層の拡充強化に努め、さらに、比較優位性のある

(1)、特別自由貿易地域、うるま市と那覇のほうにあ

さまざまな産業を育成し、域内産業の活性化を図るこ

るんですが、それを含めての総投資額が幾らになって

とにより、県民所得の向上に取り組んでいくこととし

いるのか。そしてまた、うるま市での賃貸工場整備を

ております。

やっているんですが、この総事業費、入居企業の経済
効果等の実績をお伺いをいたします。

その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。

(2)、泡盛マイスター制度県知事資格（免許制）移行

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

について取り組み状況をお伺いをいたします。

〔土木建築部長

泡盛マイスター協会頑張っています。シンガポール

宮城

理君登壇〕

理君） １、米軍基地問題につ

〇土木建築部長（宮城

に行っても、この泡盛の飲み方等々、泡盛をどう広げ

いての御質問の中の(1)、普天間飛行場代替施設建設工

ていくかということを一生懸命頑張っているんです

事の進捗状況についての御質問にお答えいたします。

が、なかなかそのマイスター協会の予算等もそうなん

普天間飛行場代替施設建設事業の工事工程表におい

ですが、やはりこのマイスター協会がしっかりとマイ

て、汚濁防止膜工着手後２年次１カ月目には20護岸が

スター制度をつくっているわけですから、これを知事

完成または着工予定となっております。一方、現在着

認定ということで、知事資格ということにぜひお願い

手または完了が確認できる護岸は、Ｋ１護岸、Ｋ２護

したいということでもありますのでよろしくお願いを

岸、Ｎ５護岸、Ｋ４護岸及びＫ９護岸の５護岸であり

いたします。

ます。

最後になりますが、離島振興について。

次に３、振興に向けた取り組みについての御質問の

(1)、久米島町の海洋深層水取水設備増強について取
り組み状況をお伺いをいたします。

中の(4)、首里城公園等の収支状況についての御質問に
お答えいたします。

離島の人口定住の増加と、これはもう柱でもありま

首里城公園や沖縄美ら海水族館等の収支について

すので、実証実験をこれまで久米島と一緒にやってき

は、法人間の契約に係る事項が含まれることから公表

ましたので、その成果等も含めて、やはりこれから効

されておりません。

果が出る分を重点的にやっていかないといけないん
じゃないかなという思いで質問をさせてもらっており

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

ます。

〔知事公室長

(2)、２隻目の船舶建造支援への取り組み状況等をお
伺いをいたします。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、米軍基地問題につ
いての御質問の中の(2)、新基地をつくらせないための

よろしくお願いいたします。

取り組み状況についてお答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。
〔知事

謝花喜一郎君登壇〕

辺野古新基地建設に関する権限としては、公有水面

翁長雄志君登壇〕

埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等さまざま

〇知事（翁長雄志君） 當間盛夫議員の御質問にお答

なものがあります。また、これら法令等に基づく権限

えをいたします。

のほか、辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを

振興に向けた取り組みについてに関する御質問の中

踏まえた知事の考えを広く国内外に伝え、理解と協力

の３の(2)、県内総生産と県民所得についてお答えをい

を促すということも非常に重要であると考えておりま

たします。

す。

平成26年度の県内総生産は４兆511億円で、沖縄21

今後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古

世紀ビジョン基本計画の初年度である平成24年度の

に新基地はつくらせないという知事公約の実現に向け

３兆7793億円から2718億円、年平均で3.5％の増加

て取り組んでまいります。なお、県において、独自の

となっております。また、平成26年度の１人当たり県

代替案を検討しているという事実はありません。

民所得は213万円で、平成24年度の203万円から10万
円、年平均で2.4％の増加となっております。同計画に

次に(3)、埋立承認の撤回と県民投票についてお答え
いたします。

おいては、社会経済展望値として、平成33年度の県内

撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に

総生産を５兆1439億円、また、１人当たり県民所得を

行った上で対応する必要があると考えており、どのよ

－ 340 －

うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している

状況についてお答えいたします。

ところであります。また、これまでに他の地方公共団

自衛隊統合幕僚監部によりますと、航空自衛隊那覇

体で実施された住民投票は、その政策決定に大きな影

基地からの緊急発進回数は、平成26年度が468回、平成

響を与えてきたものと認識しており、県民投票を実施

27年度が531回、平成28年度が803回、平成29年度は

し民意を問うことは、意義があるものと考えておりま

４月から12月までの間で383回とのことであります。

す。県民投票を実施するか否かについては、県民が主
体となって十分に議論がなされることが重要であると

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 企画部長。

考えております。

〔企画部長

次に(4)、米軍の事件・事故の責任及び県民の安全・

川満誠一君登壇〕

〇企画部長（川満誠一君） ３、振興に向けた取り組み

安心の確保についてお答えいたします。

についての中の(1)、平成29年度税制改正の取り組み

   米軍の事件・事故の責任は、一義的には当事者であ

と成果についての御質問にお答えいたします。

る米軍及び施設の提供を行っている日本政府にあると

県では、前回の平成29年度税制改正の要望を行うに

考えております。しかしながら、県民の安全・安心の

当たり、沖縄振興税制について適用実績や効果など評

確保については、日米両政府に全てを任せるのではな

価・検証を行い、平成28年５月から７月にかけて、内

く、県は、航空機の緊急総点検の実施や新たな協議会

閣府との調整を重ね検証作業を進めました。その上で、

の設置、リバティ制度の運用実態の検証など、再発防

県は、期限を迎える９つの沖縄振興税制の延長及び拡

止に向けた具体的な提案を日米両政府に対して行って

充について、平成28年８月に国へ要望いたしました。

きたところであります。

この結果、平成28年12月に閣議決定された税制改正大

県としては、米軍に起因する事件・事故は一件たり

綱において、要望した９つの沖縄振興税制について、

ともあってはならないと考えており、こうした提案の

２年ないし３年の延長が認められたものであります。

実現に向け、軍転協や渉外知事会とも連携し、粘り強

次に同じく３の(3)、鉄軌道の国との連携や取り組み

く取り組んでまいりたいと考えております。

状況についての御質問にお答えいたします。

次に２、周辺諸国との関係についての御質問の中の

県において取り組んでいる鉄軌道の構想段階におけ

(1)、尖閣諸島における周辺水域の状況と中国の活動に

る計画案づくりは、７つのルート案の中からよりよい

ついて、２の(1)と２の(2)は関連いたしますので一括

案を選定する最終段階に至っており、去る１月18日の

してお答えいたします。

計画検討委員会において、北谷町や沖縄市、恩納村等

平成29年の中国公船による接続水域入域について

を経由するＣ派生案が推奨ルート案として選定された

は、日数は171日、隻数は696隻、領海侵入について

ところです。現在は、推奨ルート案等について２月６

は、日数は29日、隻数は108隻となっております。ま

日から約１カ月間、パブリックコメントを実施してい

た、平成28年９月25日には中国空軍機８機が沖縄本島

るところであり、年度内を目途に、計画検討委員会の

と宮古島の間の公海上空を飛行し、自衛隊において戦

検討結果や県民意見等を踏まえ、計画案を決定するこ

闘機を緊急発進させ対応しております。

ととしております。一方、国においては、沖縄振興特

沖縄県としましては、これらの中国の活動が宮古・

別措置法第91条第２項に基づき、コスト縮減等鉄軌道

八重山地域の住民に不安を与えていることを重く受け

等導入に当たっての諸課題について検討を進めている

とめております。菅官房長官は平成28年９月26日の記

ところです。

者会見において、政府としては、今後も活動を拡大、

県といたしましては、構想段階における計画案策定

活発化させている中国軍の動向を注視し、我が国の領

後は、鉄軌道導入に向けた機運醸成を図り、全国新幹線

土・領海・領空は断固として守るとの観点から、引き

鉄道整備法を参考とした特例制度の創設等、早期の事

続き、警戒監視活動に万全を期すとともに、国際法及

業化を国に働きかけてまいりたいと考えております。

び自衛隊法に従って厳正な対領空侵犯措置を実施して

次に４、国家戦略特区について(1)、国家戦略特区制

いくとしております。

度の活用状況と今後の対応についての御質問にお答え

沖縄県としましては、引き続きこれらの国の対応を

いたします。

含め、重大な関心を持って情報収集に努め、国の関係

沖縄県では、国家戦略特区を活用し、農振法の規制

機関とさらなる連携を図ってまいりたいと考えており

緩和による農家レストランなど、５つの事業が内閣総

ます。

理大臣の認定を受けております。今後の活用について

次に２の(3)、航空自衛隊那覇基地からの緊急発進の

は、現在、外国人の農業就労や小規模認可保育所の対
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象年齢拡大などについて、国と新たな特区認定に向け

また、同地区における平成28年の搬出額は約95億円と

た調整を行っております。

なっており、平成23年の約60億円と比較して約1.6倍

県としましては、引き続き、国家戦略特区を活用し、

となっており、経済効果が拡大しております。

民間事業者による活動を促進することにより、一層の
経済振興が図られるよう取り組んでいきたいと考えて

同じく(2)、泡盛マイスター制度の移行についてにお
答えいたします。

おります。

泡盛マイスターの資格制度については、創設以来、

次に６、離島振興についての中の(2)、船舶建造支援
についての御質問にお答えいたします。

県内外に多くのマイスターを輩出し、泡盛の魅力の普
及に寄与してきたものと認識しております。昨年12月

県では、離島の定住条件の整備を図るため、小規模

８日付で要請のあった免許制への移行については、本

離島の赤字航路に就航する船舶の建造または購入費を

制度が法令に基づくものではないことから、適用はな

補助する、離島航路運航安定化支援事業を実施してお

じまないものと考えております。しかしながら、要請

ります。同事業の実施に当たっては、国、県、関係市

の趣旨である泡盛マイスターの知識や技術の向上は、

町村及び航路事業者で構成する沖縄県離島航路確保維

極めて重要であると認識しており、更新制の導入など

持改善協議会において、沖縄県離島航路船舶更新支援

資質の向上に向け、現行制度の見直しを検討してまい

計画を策定の上、平成24年度から33年度までの更新対

りたいと考えております。

象を14航路として実施しており、平成29年度現在で８
航路の船舶更新が完了しております。２隻目の支援に

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

つきましては、未更新となっている６航路の更新を着

〔農林水産部長

島尻勝広君登壇〕

実に実施していく中で検討してまいりたいと考えてお

〇農林水産部長（島尻勝広君） ６、離島振興について

ります。

の御質問の中の(1)、海洋深層水取水設備増強の取り組

以上でございます。

み状況についてお答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。
〔商工労働部長

海洋深層水研究所では、水産、農業分野で海洋深層

屋比久盛敏君登壇〕

水を用いた研究開発を実施しております。また、研究

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ４、国家戦略特区に

に供する予定がない海洋深層水を民間企業へ譲渡する

ついての(2)、専修学校の外国人留学生の在留資格緩和

ことにより、農水産物、化粧品、飲料等多くの商品が

に関する提案についてにお答えいたします。

創出されております。久米島町から要望のある新たな

平成29年６月に沖縄県専修学校各種学校協会から、

取水施設の増強については、事業の必要性・目的、事

直接内閣府に在留資格緩和に関する提案がなされたと

業主体、財源問題、運営方法など基本的な課題の整理

のことです。同提案に対し、国からは、外国人材の受

が必要であります。また、沖縄21世紀ビジョン基本計

け入れ範囲の拡大は、労働市場及び日本人への処遇改

画等に基づき、県としての総合的な対応・判断が求め

善への影響や国民生活等への影響があることから、国

られることから、関係部局で慎重に検討する必要があ

民的コンセンサスの形成のあり方などを含め、幅広い

ると考えております。

観点から検討していく必要があるとの見解が示されて

以上でございます。

おります。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

県としましては、引き続き国の動向を注視してまい

〇當間

ります。

盛夫君

ありがとうございました。

まず、周辺諸国関係と米軍基地問題についてちょっ

次に５、ものづくり産業の振興についての(1)、旧特

とお尋ねしたいんですが、きょうの新聞で、知事、本

別自由貿易地域における実績についてにお答えいたし

島に陸上自衛隊新部隊を検討ということで、中国のた

ます。

び重なる海域の分でのものが頻発しているということ

中城湾港新港地区全体の土地造成費用を旧特別自

で、地対艦ミサイルの配備を検討するということがあ

由貿易地域の面積で単純に案分した事業費は約175億

りましたが、このことについて何か御所見ありますか。

円、賃貸工場の建設費等は、平成27年度までの実績と

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

して約140億円となっています。旧特別自由貿易地域

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 実は、本日の地元新

における経済効果等につきましては、平成28年度まで

聞、昨日の全国紙にも載ってございましたけれども、

の新規立地企業数が58社、同雇用者数が860人となっ

沖縄本島に地対艦ミサイルの部隊の配備を検討してい

ており、その給与等による経済効果も出ております。

るという報道がございました。防衛大臣は昨日の記者
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会見におきまして、記者からの質問に対しまして、沖

ですか。

縄本島に地対艦ミサイル部隊を配備するというような

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

具体的な方向については何ら決まっていないと発言し

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 前提として自衛隊を

てございます。また、沖縄県といたしましても防衛局

増強してというようなことは、ＳＡＣＯ合意の中には

に本日ですが照会しましたところ、同様な回答があっ

なかったのかなと思っております。やはり平成８年の

たところです。

ＳＡＣＯの合意事案というのは、沖縄の過重な基地負

いずれにしましても沖縄県としましては、今後も情

担を軽減するという観点から出てきたものというふう

報収集に努めてまいりたいというふうに考えていると

に考えているところであります。

ころです。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

〇當間

ＳＡＣＯ合意でこれだけの米軍施設

盛夫君

答弁のほうでも住民が不安視してい

が削減をされるから、やはり自国は、自分たちの国は

ると、国の動向も重大な関心を持ってしっかり注視し

自分たちで守るという基本的なものに立ち返って自衛

ていきたいということがありました。我々ＳＡＣＯ合

隊がそのまま――自衛隊が軍隊ではないというところ

意の中で、米軍基地の削減をやるというその一方で、

もありますけれども、みずからの国はみずからで守る

先島含めた自衛隊の増強ということで、与那国含めて

んだということを含めて私はそのものがあるというふ

宮古・八重山、自衛隊の配備増強がされています。一

うに思っていますし、これだけの自衛隊の配備がある

方で、それがあるからこそそのことをちゃんとやるか

中で、米軍基地問題が、削減が遅々として進まないと

ら米軍基地の削減が伴うんだということがあります。

いうことは、我々のやっぱり基地政策のどこか違う方

しかし増強はされている。米軍基地の削減は遅々とし

向に向かって行っているんじゃないかと、全く解決の

て進まない。これどうお考えになりますか。

糸口を見ていないということはこれはもう残念ではあ

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

るし、これはもう皆さんだけではなくて、沖縄の政治

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 大変難しい御質問だ

の我々が果たしていない部分にもなっているのかなと

と思います。
ただ、避けては通れない議論かと思います

いうふうにも思います。

〇當間

盛夫君

けれども、やはり在沖米軍の沖縄に配備しなければな

じゃもう次に移りますが、辺野古の代替建設工事の

らないという論点の一つに抑止力、地理的特性等があ

分でありますけれども、今現在平成29年度でこのシュ

るというように挙げられております。そういった中に

ワブ埋立工事の発注状況、御存じですか。

おいて、中国の台頭ということで、今自衛隊の地対艦

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

ですとか地対空そういったものが沖縄本島に配備され

午後１時45分休憩

るという動きがあるというふうになってございます。

午後１時45分再開

沖縄県としましては、やはり70.4％の米軍専用施設

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

が残っていてなかなか削減されない中において、こう
いった自衛隊の施設が強化されるということにつきま

土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

しては、やはりなかなか県民の理解が得られない側面

理君） お答えいたします。

詳細な情報というのは把握しておりません。

も否めない、否定できないようなところもあると思い

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

ます。

〇當間

まず政府におかれましては、しっかりと沖縄の過重

盛夫君

知事公室はどうですか。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

な基地負担を削減した上で、また自衛隊の配備等につ

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 私どもとしましても、

きましては、県民等への理解を求めることをしっかり

個別具体な詳細な発注状況については承知していない

行うべきであるというふうに考えているところであり

ところです。

ます。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

〇當間

〇當間

盛夫君

これ公室長、難しい話ではなくて、

盛夫君

僕はこれこそ問題だと思うんです

よ。皆さん、しっかりと今シュワブの発注状況がどう

米軍基地を削減するというＳＡＣＯ合意の中で、この

なっているかということは、知事公室皆さんのところ

自衛隊の配備を増強していくんだということは、これ

でしっかりとやっぱりこれ調べないといけないはずで

は日本とアメリカ政府の約束事になっているというふ

すよ。もう発注が皆さん、今度のもので工期が平成

うに私は理解をしているんですが、この辺はどうなん

30年３月から平成32年３月までの工期ということで、
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シュワブの埋立工事が１工区から５工区まで発注か

をしっかりと踏まえてやるべきだというふうに思って

かっているわけですよ。これも入札終わっているんで

いますけれども、改めて我々が提案した馬毛島に対し

すよ。その状況もわからないんですか。

ての検討はどういうように考えられていますか。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

午後１時46分休憩

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

午後１時46分再開

当時大阪の維新の会だったと思いますが、馬毛島に

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ついて御提案があったということ、県としましては政

土木建築部長。

府において辺野古唯一という、我々からすると固定観

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

念にとらわれた発想しかない中で、公党においてこの

165万立米分の埋め立てについて入札公告が行われ

ような案が示されたことについては大変関心を持って

ているということは承知しておりますけれども、その

いたところでございます。そういったことから知事に

内容自体が全て入札契約等に至っているのかどうかと

おいても現場を視察させていただきました。

いうことも把握はしておりません。

県としましては、こういった代替案、沖縄県みずか

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

ら提案するということは検討してございませんけれど

これ、皆さん、知事公室の皆さんも

も、各方面において今の政府案に対してさまざまな提

この辺野古の工事はあらゆる手段でとめるということ

案がなされること、これは辺野古唯一という考えから

であれば、この入札状況ぐらいはやっぱりしっかりと

脱却する意味でもそういった考えが広まることについ

やったほうがいいですよ。これもう入札、決定されて

ては、しっかりと調査研究してまいりたいというふう

いますよ５工区。一番大きいもので109億の工事が、

に考えているところであります。

１工区でこの入札が終わっていると。５工区まで全部

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

終わっていますよ、
この分が。ことしの３月からはこの

〇當間

工期が始まる。こういう状況があるのに皆さん辺野古

私は知事の政治判断でもあり、政治姿勢だというふう

はつくらせないというような形をどうとるんですか。

にも思っております。決してその撤回に向けて法的と

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

いうよりも、やはり知事がそのことで撤回をされると

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 我々護岸工事等含め

いうことを言われたわけですから、やはりこのことは

て、さまざまな手続につきまして、例えば昨年の岩礁

知事ももっと明確にどういうふうにされるのかという

破砕等許可については、県の許可を得るようにという

ことをしっかりとやってもらいたいし、私は知事もそ

ようなことでしっかり申し入れをする等いろいろ防衛

うだというふうに思っていますけれども、政治はやは

省に対して、沖縄防衛局に対してさまざまな観点から

り妥協の産物ですよ。交渉をするということはどこか

行政指導等を行ってきたところでございます。関係部

でやはり何かしらの妥協をしないといけないというふ

局連携した上で。そういったことをしっかりと今後も

うにも思っています。自衛隊の配備が増強されてい

行ってまいりたいというふうに考えているところであ

く、なかなか米軍の基地問題という部分での削減がさ

ります。

れていないという中での政治の妥協点というんです

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

か、交渉をもってのその妥協の産物という部分に関し

〇當間

〇當間

盛夫君

盛夫君

名護で今度渡具知さんが当選された

盛夫君

知事、撤回をされるということは、

て知事どういうふうにお考えになりますか。

ということがあっても、やはり知事、僕は過剰な訓練

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

だとか米軍施設を北部だけに我々が押し込むというこ

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 議員御指摘のように、

とは決してあってはならないはずなんですよ。幾ら選

政治というのはさまざまなある意味妥協というところ

挙でそう言うからと。決して容認ということではない

もあると思いますけれども、今の翁長県政におきまし

わけですから、いかに北部の過剰な訓練だとかそう

ては、辺野古に絶対基地をつくらせないということを

いった辺野古が進んでいくんですけれども、それを減

県政の大きな柱にして今取り組んでいるところでござ

らすかということ、先ほども代替案は自分たちは持っ

います。このことに関しましては、これまでの選挙等で

ていないということで我々その維新の部分で、以前に

の民意等でも十分あらわれていると思いますし、それ

鹿児島の馬毛島という形の提案もさせてもらっており

から、大浦湾の貴重な自然環境等も守るという観点、さ

ます。そういった部分での皆さん県外・国外というこ

まざまな観点から我々としては、辺野古に新基地はつ

とでやっているわけですから、その代替案ということ

くらせないということをしっかりと国内外に伝えてま
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いりたいというふうに考えているところであります。

〇當間

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

かゼロにしかならないというふうにも思っています

〇當間

盛夫君

公室長は政治家じゃないですので、

盛夫君

私はもう反対というだけでは、100

し、政治的交渉をもって妥協点を見つけることが私は

知事どう考えますか。

オール沖縄ということで、保守の皆さんも知事に期待

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

したところがあるというふうに思っていますので、ぜ

〇知事（翁長雄志君） 今公室長が申し上げたことが

ひその辺は政治的判断含めて頑張ってもらいたいなと

ベースにありますけれども、基本的にいわゆる妥協が

いうふうにも思っております。

必要になるのではないかというような話でございます。

次に、振興に向けた税制の取り組み状況と、部長、

私が３年ほど前に当選し、公約を掲げ、新辺野古基

29年の成果、２年しかないわけですから、この29年度

地はつくらせないということで今日まで来たわけであ

でどういうような成果が出たかということは答弁でき

りますけれども、政府との交渉というようなものは、

ますか。

やりとりをするというような機会がほとんど与えられ

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

なかったというようなこともございます。それから、

〇企画部長（川満誠一君） お答えします。

やはり私たちがつくらせないというようなことのベー

29年、30年度の両年度で成果を上げていくという趣

スというものは、しっかり守ってのいろんな交渉とい

旨の御質問と思いますが、取り組みの成果につきまし

うことになります。今は、自衛隊の話が出てまいりま

ては、29年度早々から、ワンストップ的なサービスを

したけれども、自衛隊そのものは私も理解をしており

産業支援センターのほうに置きまして、とにかく相談

ますし、それからそれをつくるときには、安心・安全

件数をまずふやすということで取り組みを進めており

について地元の理解を得るというようなこと等も含め

ます。その制度について一層の周知に努めて、とにか

ての自衛隊だというふうに思っておりますが、つい先

く税制等について利用されるように、活用されるよう

日の参議院の外交防衛委員会では、今當間議員がおっ

にということを中心に今努力をしているところでござ

しゃったようなことについて私自身は、結局自衛隊と

います。

いうようなものを配備するという場合には沖縄からす

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

ると救急搬送、あるいはまた不発弾の処理というよう

〇當間

なこと等を含めていわゆる防衛というものに当たって

ロジェクトチームをつくってでもこの次なる税制に向

いる中で、一つ一つふえてきていると。しかし米軍と

けてのいろんな策をつくっていくということはこれど

いう意味からすると、今當間議員がおっしゃるように

う進んでいるんですか。

私たちが考えているようには進んでいない。この進ん

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

でいない中でどうやってその自衛隊というようなもの

〇企画部長（川満誠一君） 全庁的という意味におき

を別個にしてふやしていくかということについての疑

ましては、昨年の10月から各課の担当者を構成員と

問は、私自身話はさせてもらっております。抑止力と

する沖縄振興税制等研究会というのをつくって、スケ

かそういったような意味で、その全体が沖縄に全部置

ジュールの確認、それから次回の税制改正に向けての

かれるということは、これはやはり考えていかなきゃ

準備に着手しているところでございます。

盛夫君

全庁的な取り組みをしていくと、プ

いかぬだろうというような話もさせていただいており

それから、実際の経済活動を行う重要な県内の経済

ます。馬毛島の件も維新の会のほうで提言がありまし

団体との会議も開催して、税制の活用促進であります

たので、私視察をしてきましていろいろ水面下で話を

とか、今後の取り組みのスケジュール感等について御

しましたけれども、価格等で当時で100倍近く考え方

説明をして情報共有を図っているところでございます。

が違うようなもの等の中で、それでもその可能性につ

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

いては話をさせていただきました。

〇當間

それから、下地代議士がもう十数年前から嘉手納統

盛夫君

２年に短縮された一つの理由も、成

果が見えないというのが挙げられていたわけですね。

合論とかいろいろございましたから、そういったこと

今でも成果があるのは酒税、これは本当に恩恵を受け

等の実らなかった経緯等も含めていろいろ今日まで視

ています。酒税と航空燃料税、それと高度化産業の促

野に入れながら、その中で私たちがどうしてもつくら

進ということも件数がふえてきているというところも

せないという一つの県民の筋道をつくりながらこの問

見えてきますので、この２年に短縮をされたというの

題について当たってきたわけであります。

は一つの我々は国が言っていることを謙虚に受けとめ

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

て、もう次年度で終わるわけですから、実質。31年３
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月31日でこれは終わるわけですから、新たなものをど

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

うしていくのかということを今からつくっていかなけ

〇當間

ればだめだというふうに僕は思っていますけれども、

んですけれども、鉄道におけるそのビー・バイ・シー

どう考えますか。

が幾らで、トラムトレインという形も内閣府は出して

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

いるんですけれども、このビー・バイ・シーというの

〇企画部長（川満誠一君） お答えいたします。

は御存じですか。

基本としては、今沖縄県の沖縄振興税制として制度

内閣府でいろいろと調査をしている

盛夫君

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

化していただいたものはニーズを把握した上で制度化

〇企画部長（川満誠一君） 今ちょっと手元に詳細な

に至ったものでございますので、活用に一層取り組む

資料がないものですから申し上げにくいのですが、内

ということを基本にしながらも、議員がおっしゃるよ

閣府のほうが計算しているビー・バイ・シーというの

うにニーズというのは変化していることもございます

は、一、二が遠く及ばない形に、0．幾つになってい

から、例えば人づくり、人材を高度化するとかそうい

るかと思います。0．幾つということで１位に及ばな

うような意図を持った制度も検討して進めていく必要

い計算結果になっているかと思います。

があろうかと考えているところでございます。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

〇當間

盛夫君

私、内閣府の持っているのは、鉄道

次、移らせていただきますが、鉄軌

でビー・バイ・シー 0.64、トラムトレインで0.86とい

道の分なんですが、皆さん今進めているというところ

うことで、もしかすると内閣府はこのトラムトレイン

もあるんですが、これ費用対効果の分でどういうよう

でいいんじゃないかというような方向がある。でも、

な形になるんですか。皆さんが出している数値と国が

このトラムトレインにすると１時間半、２時間かかっ

言う費用対効果、常々言われるんですけれども、これ

てしまうというような、皆さんと合わないようなとこ

どういうような状況になっていますか。

ろもあるんですけれども、それは置いておいて、皆さ

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

ん、この県民及び観光客の移動利便性の向上というこ

〇企画部長（川満誠一君） 費用対効果につきまして

とで、その観光客に対してのものがあるんですけれど

は、数式等いろいろあるわけでございますが、基本的

も、皆さん何で観光客ということをうたっている中で、

な考えとしては、コストを上回る便益があるかという

那覇空港に対する接続が組まれていないんですか。

ことでございますけれども、最初のコストの部分も国

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

が上下分離方式で、公共が準備するとした場合に、最

〇企画部長（川満誠一君） 那覇空港の接続の有無に

初の国債等による資金調達になると思いますけれど

ついてはまだ確定したわけではございませんでして、

も、国債の金利等の取り扱い等についても検討が必要

那覇でどういう駅に、駅数というのがもともと全体と

ではないかと思っておりまして、結論から言えば、国

して決まっているわけでございませんので、幅がある

のほうで、計算して調査した中では、なかなかビー・

形で今念頭に置いて案として考えているということで

バイ・シーは厳しいということでございますが、沖縄

ございます。

県としては昨今の国債の利回り等を勘案すれば、必ず

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

しも届かないものではないのではないのかということ

〇當間

も検討しているところでございます。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

〇當間

盛夫君

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

盛夫君

〇當間

盛夫君

休憩お願いします。

午後２時３分休憩

この那覇から名護まで１時間でとい

午後２時３分再開

うものがあるんですが、これは何を根拠にしているん

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ですか。

〇當間

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

が、国家戦略特区についてでありますが、部長、国家

〇企画部長（川満誠一君） １時間と申しますのは、県

戦略特区の今後の運営ということで、平成29年12月

内の圏域、５つの圏域を本島の北部・中部・南部、そ

15日に会議が持たれているんですが、この会議の中で

れから宮古・八重山のおのおのの拠点都市と県都那覇

沖縄県はどういうふうに言われているんですか。

との、沖縄県の県庁所在地である那覇との移動時間を

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

１時間以内で結ぶというコンセプトが総合交通計画体

〇企画部長（川満誠一君） 昨年12月に区域諮問会議

系の中にうたわれているということでございます。

が東京で開催されていまして、沖縄県に対しては民間
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盛夫君

それでは次に移らせていただきます

有識者のほうからは、厳しい意見をいただいておりま

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

す。

〇企画部長（川満誠一君） お答えいたします。
厳しいって、何て言われているの。

国家戦略特区には外国人材という項目もございまし

〇企画部長（川満誠一君） 具体的には、活用の度合い

て、かねてより沖縄県におきましても、外国人の農業

が低いと。活用にもっと取り組むべしと。あるいは、

就労それから小規模認可保育所の対象年齢拡大などさ

活用が振るわないのであれば存続についても議論する

まざまな事業について調整を行っております。外国人

必要があるのではないかという趣旨の厳しい意見がご

の関連に戻りますと、入管法の規制によってさまざま

ざいました。

な規制があるわけでございますが、議員が御指摘のよ

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

うに沖縄の経済活動をさらに補完するような形で活用

〇當間

盛夫君

沖縄県については国家戦略特区の役

していくことも非常に有効な取り組みだと考えており

割は終了したものと考えられ、中間報告を直ちに行う

ますので、これにつきましても取り組んでまいりたい

べきだと。沖縄の活性化の方策は別途検討されるべき

と思います。

で、一方で新たな提案募集の結果を踏まえて、第４次

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

指定に向けた準備を進めるべきだということは、これ

〇當間

は次の指定からは沖縄は外す方向というふうに捉えら

いろんな形で充実してまいりました、皆さんも努力し

れるのですがどうですか。

てその専修学校に対する支援もやっておりますので、

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

やはりこれからまだ少子化に向かっていくと。でも沖

〇企画部長（川満誠一君） 県では、その厳しい御指摘

縄はそのアジアの玄関口・窓口だということであれば、

があったからということではなく、それより以前から

この専修学校でしっかりとアジアの皆さんの人材育成

一生懸命取り組んでいるところでございまして、先月

をしていく中で、日本の今人材不足、人手不足という

でしたか２月上旬にも県内経済の有識者の方々と、そ

部分に対しての対応をやっていく。我々はやはり21世

れから内閣府の国家戦略特区の御担当の地方創生推進

紀ビジョンに向かっていくわけですから、このアジア

事務局というのですが、そこの次長以下幾人も職員の

にやはりこの沖縄で生かしてもらったその技術をしっ

方々がいらっしゃいまして、県庁内で意見交換を行っ

かりとまたアジアで展開するというような形を、これ

て、今後とも国家戦略特区を活用して沖縄振興を図る

戦略特区の中で最も重要な部分になっていくというふ

ということで意見を交換したところでございます。

うに思うんですけれども、富川副知事、その辺21世紀

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

ビジョンの中で今言われている戦略特区のその専修学

〇當間

〇當間

盛夫君

盛夫君

私はこの分は、再三プロジェクト

盛夫君

沖縄はこれだけ専門学校・専修学校

校の皆さんが海外在留の緩和という形に対してどうお

チームをつくってでも、沖縄振興策があるからいいで

考えになりますか。

はなくて、やはりこれだけ国家戦略特区これの２つを

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

しっかりと持ち合わせてやっていくべきだというふう

〇企画部長（川満誠一君） 今御指摘の外国人の専修

にも思っていますので、これしっかり頑張ってもらい

学校については、まだ議論が私どものほうでは煮詰まっ

たいというふうに思っているんですよ。その中でも、岩

ているわけではございませんが、ほかにもホテル等の

盤規制の改革の続行ということで、大阪府などから出

宿泊業におけることでありますとか、レジャーのダイ

されている部分で、外国人の美容師、外国人の調理師

バーガイドでありますとか、いろんなアイデアとして

の受け入れ等々もあります。先ほど沖縄の専修学校が

案件は挙がってきておりまして、全体として御指摘の

この外国人の在留資格の拡充の要請ということをやっ

ように外国人材を県内の状況に応じて活用していくと

ているわけですから、この中でもしっかり議論されて

いうことは非常に重要な観点だと考えております。

いるわけですので、我々沖縄県がしっかりとその専修

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

学校で人材を、調理師含めてそういった部分での沖縄

〇當間

で人材を育ててそういった観光に資する部分での人材

僕はただ机に山積みにして置いているんじゃないかと

をつくって日本の技術を母国に持って帰るなり、その

いうふうに、全く交渉もしていない、皆さん。この専

日本の今外国人に頼らざるを得ないという人手不足に

修学校の皆さんとも。ほかにもいろいろとあると言う

対応するために、このことをしっかりと頑張らないと

んだけれども、誰が担当なのかもわからないようなも

いけないというふうに思っていますけれども、この対

のでは遅々として進まない。本当にこの戦略会議の皆

応皆さんやっていますか。どうですか。

さんから沖縄は外すということは僕は現実的にあると
－ 347 －

盛夫君

皆さんのところには担当班もない、

いうふうに思っていますので、これ真剣にやっていか

ですから、知事認証というようなことにつきまして

ないとだめだと思っていますので、よろしくお願いを

は、今担当部局のほうから何か超える壁があるという

いたします。

ような話をされておりましたけれども、それは今置い

マイスター、知事認証はこれ法的に何か難しいとい

ておいて、その必要性は十二分にあるなと。その何が壁

う話なんですけれども、更新制でいくということです

になっているかというのはまた議論をして、そういう

が、これもう少し詳しく説明してください。

意味では全く反対する理由はありませんので、知事認

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

証というようなものは泡盛のこれからの拡大という意

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 泡盛のマイスター

味でもぜひとも沖縄県が支えていかなきゃならない分

制度につきまして、新たに免許制度という言葉で要請

野ですので、やってみたいと思います。それをちょっ

が来たものですから、法律適用で言うと免許の場合は

と相談させていただきたい、そう思います。

法律があっての免許になりますので、そういう意味で

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

厳しいということでございます。現在もマイスター制

〇當間

度がございますので、ただそれを現在は認証という言

は大事だというふうに思っていますので、ぜひよろし

葉でやっています。

くお願いをしたいと思います。

盛夫君

知事が先頭に立っているということ

マイスター協会が求めているのは、つまり一遍認証

次に、久米島の海洋深層水についてなんですが、こ

したら、それ以上更新がないものですから技術が廃れ

のありました、本来はこれ県がやるべきなのに総合事

ると。その技術更新するためにも更新制度を入れたら

務局の皆さんがこのことを出してきたわけですよね。

どうか、それからあともうちょっと権威を持たせるた

その海洋深層水活性化可能性調査ということで。その

めに県知事からの認証をとったらどうかということで

中で今後の検討課題、目指すべき方向性ということは

すので、そこら辺を検討させていただきたいというこ

どういうふうにうたわれているんですか。

とでございます。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。背

〇當間

盛夫君

僕はまず初めに、知事の認証という

景についてちょっとお答えいたしたいと思います。

ことから始めるべきだというふうに思いますけれども

久米島町においては、平成12年に設立された海洋深

どうですか。

層水研究所から周辺企業への海洋深層水譲渡により、

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

海洋深層水の活用が進み、農水産物、化粧品、飲料な

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） そこら辺を協会さ

ど多くの商品が創出され、大きな産業に発展している

んといろいろ調整しながら検討させていただきます。

こと、また沖縄は39の有人離島を抱える我が国有数の

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

島嶼県であり、地域の資源を活用した離島の振興は沖

知事、泡盛の消費も減ってきている

縄振興策の中でも重要な政策課題となっている。そう

とか、消費そのものが増加していない、減っているん

いう背景を持って調査されたというふうに聞いており

ですよ。いろんな形で予算も入れています。そのマイ

ます。

スター協会さんも海外に行って泡盛を広げるという部

〇議長（新里米吉君） 當間盛夫君。

分で一生懸命努力しておりますので、この知事認証と

〇當間

いうことをぜひやってもらいたいと思うんですけれど

海洋深層水取水のもので莫大な県の予算を使いました、

も、知事いかがですか。

一括交付金も使いながら。実証という形は、実証で久

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

米島がこれだけの効果が出ているという、また国の総

〇知事（翁長雄志君） マイスター協会さんと私も、那

合事務局もその効果があるんだということを踏まえて

覇市長時代から十数年いろんなコンテスト含め参加を

いるわけですから、もう実証ではなくて、やはりこれ

させていただいて、本当に長い期間泡盛をどのように

からその１万の取水を10万トンに持っていくと、やは

して世界に伸ばしていくかという苦労をされて、台湾

り久米島の定住促進から雇用から経済効果というのは

等でもよく新聞にも載りますし、県内でもよく載って、

物すごいものが出てくるんだということは、これは久

そういった認証の中では、またいろんな人のおかげで

米島の切なる願いですよ。そのことはしっかりと今80

沖縄担当大臣賞とかいろんな形で賞もコンテストの中

億の予算がというような形で皆さんそのこと言うんで

に入れるような工夫をされてきたことをよく知ってお

すけれども、やっぱり全庁的になってこの久米島の海

ります。

洋深層水の取水の増強ということはしっかりと今年度

〇當間

盛夫君
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盛夫君

これだけ温度差発電を含めて、その

また途中でもいいですので、ぜひまた予算の取り組み

〇赤嶺

をしながら頑張ってもらいたいと思っております。

たな制度。このあたりを富川副知事が特に得意分野だ

昇君

ぜひこれまでの実績も踏まえて、新

以上です。

と思うんですけれども、今後新たな制度を国に求めて

ありがとうございます。

いく決意を副知事のほうからお願いします。

〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

昇君。

〇議長（新里米吉君） 富川副知事。

一般質問を行います。

〇副知事（富川盛武君） お答えいたします。

ちょっと順不同でさせていただきたいと思っていま
す。

特区というのはいろんな種類、一国二制度というの
はいろんな範囲、いろんな定義があると思うんですけ

我が会派との関連質問からさせていただきます。

れども、今やっているのは、現行の日本の国内で認め

平良昭一議員の２の(1)、一国二制度について。

られた制度です。基本的に政府が認めているのはそれ

一国二制度のメリットについてお伺いします。

も加えてということでありますので、そういうことが

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

できるかどうかということも含めて、今後規制緩和と

〇企画部長（川満誠一君） お答えいたします。

いうのは、21世紀ビジョンのほうでも非常に重要な戦

沖縄振興特別措置法においては、企業誘致の促進を

略として位置づけておりますので、具体的にはこれか

目的として、観光地形成促進地域、それから国際物流

ら展開していって、そういう方向で検討していきたい

拠点産業集積地域、経済金融活性化特別地区など、国

と思っております。

内では他に例のない一国二制度的な特区・地域制度が

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

設けられております。これらの制度は、例えば10年

〇赤嶺

間40％の所得控除や４年間の繰り越しが可能な投資

たりを規制緩和も含めて、今後研究していただきたい

税額控除などでございますが、この沖縄県でこれらの

なと思っています。

メリットを生かして産業の集積を図るということを目

昇君

昇君。

ぜひ副知事も一緒になって、そのあ

２の(2)の離島のガソリン価格格差についてなんで

的、目指しているところでございます。

すけれども、本島と離島の直近のガソリンの価格につ

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

いてお聞かせください。

〇赤嶺

昇君

昇君。

本県の予算も、一括交付金も減額さ

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

れてきている中で、国も借金を抱えている状況で、こ

〇企画部長（川満誠一君） 本島と離島のガソリン価

れから沖縄県のやっぱり将来は、沖縄にとってふさわ

格、直近の平成30年１月の調査によりますと、本島平

しい制度をしっかりと求めていって、予算だけにばか

均が１リットル当たり145円、離島の平均が１リット

り頼るんじゃなくて、自分たちでさらに雇用も含めて、

ル当たり160円。したがいまして、価格差は15円程度

この制度を活用していくことが求められていくと思う

あるということでございます。

んですけれども、今後、新たに制度を求めていく考え

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

があるかどうかお聞かせください。

〇赤嶺

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

の直近の価格をお聞かせください。

〇企画部長（川満誠一君） 県といたしましては、県

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

民所得の向上等はまだ十分ではございませんし、自立

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

型経済の構築も道半ばでありますから、御指摘のよう

資源エネルギー庁の石油製品小売市場調査によりま

に税の特例等、制度を主な内容とする特区、地域制度

すと、平成30年２月19日でございますが、税込みのレ

は引き続き必要であると考えております。したがいま

ギュラーガソリンは、全国が平均144.7円、沖縄県は

して、これらの制度の根拠法となっている沖振法の延

153.6円となっています。

長を視野に入れまして、プロジェクトチームによる新

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

たな発展戦略の検討を進めておりますが、平成30年度

〇赤嶺

からは、総点検の作業も実施することといたしており

ですよね。なぜ沖縄県が高くなっていますか。

ますので、これらの結果を踏まえて、御指摘のような

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

昇君

昇君

それでは、本県と全国とのそれぞれ

午後２時22分休憩

確実な延長拡充を目指してまいりたいと考えておりま

午後２時22分再開

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

沖縄県は、補助をもらっているはず

政策課題の把握に努めまして、沖振法の延長、制度の
す。

昇君。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
昇君。

企画部長。
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〇企画部長（川満誠一君） 価格差につきましては、

業の決算書も提示していただいて、しっかりとそこも

やはり輸送コストがかかっているということが主たる

精査するべきだと思うんですけれどもいかがですか。

要因であると思います。それから場所によりましては、

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

離島に言えることでございますが、規模の経済が働か

〇企画部長（川満誠一君） 御指摘のように、本島と

ないという面もあると。つまり販売数量が多くないと

離島間の、その離島特有の輸送のためのコストについ

ころは、やはりいろんなコストがはね返ってきて高く

ては補助をしておりますが、しかしそれでもなお価格

なるという関係にあるということでございます。

差がございまして、恐らくは、先ほど若干申し上げま

〇赤嶺

昇君

したが、離島においては販売数量が多くないと。規模

ちょっと休憩お願いします。

の経済が働きがたいということとか、あるいはさらに

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。
午後２時23分休憩

小さいところであれば競争もなかなか働きにくいとい

午後２時23分再開

うことがあろうかと思いますけれども、実際の経営実
態につきましては、今後も調査をしていくこととして

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

おりまして、御指摘のように、決算書等の調査につき

子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） ガソリンの価

ましてもお願いはいたしますけれども、これは努力し

格が全国最高値というふうになっている事由について

てまいりますが、相手との協力ベースでございますか

は、いわゆる卸業界等確認いたしましたけれども、理

ら、事情を説明して。ただ全体として、ある程度は見

由ははっきりわからないということで、まだ確認でき

当がついているのは、粗利を高く設定する、人件費の

ていないところでございます。ただ県としては、原油

固定費でありますとか、総工費のことが主たる要因で

価格の上昇による卸売価格の上昇のほか、人件費の上

あろうというような推察はしているところでございま

昇ですとか、余剰ガソリンの仕入れができなくなった

す。

といったことが背景にあるのかなというふうには考え

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

ておりますが、はっきりした理由はわからない状況で

〇赤嶺

ございます。

すけれども、先日石油組合にちょっと行ったら、無人の

〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

昇君

昇君。

人件費のことを皆さんおっしゃいま

給油所ありますよね。無人のほうが人件費はかからな

昇君。

本土との価格が今最高値ということ

いんですけれども設備にかかって、無人のほうがコス

ですね、
沖縄県が。これ非常に問題だと思っています。

トがかかるということをおっしゃっているんですよ。

それしっかりと原因を調べたほうがいいと思います。

ですから、さまざまな要因をしっかりと見て、その決

ちなみに、沖縄に対して幾ら補助が出ていますか。本

算書の提示も求めて、どこに要因があるかということ

土との差についての。

をしっかりと調査して、離島と沖縄の価格差の解消を

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

図っていただきたい。さらに全国で一番最高値のガソ

午後２時24分休憩

リンの値段になっているというのはもう問題だと思っ

午後２時24分再開

ていますので、そのあたりも、今度沖縄側がなぜこん
なに高いのかということを調査して、しっかりと県民

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

に説明いただきたいなと思っておりますがいかがです

企画部長。
〇企画部長（川満誠一君） 補助ということではなく

か。

て、揮発油税にかかる税金が沖縄県の場合は１キロ

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

リットル当たり7000円本土よりも下げられていると。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

〇赤嶺

昇君

全国との価格差につきましては、小売店の関係団体

7000円。

〇企画部長（川満誠一君） 7000円。１リットル当た

である沖縄県石油商業組合、それと卸売業者等へヒア

り７円ですね、だから。

リング調査とあわせまして、団体の協力が必要になり

〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

ますけれども、小売店へのアンケートを行いまして、

昇君。

そうですね。７円、そういう輸送に

要因の分析、調査をしたいというふうに考えています。

ついて出ている中で、また離島に対して1.5円でした

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

か。にもかかわらず、離島は今160円と非常に厳しい

〇赤嶺

状態で、経営実態調査をするということを言っており

ついてなんですけれども、完成時期はいつを目指して

ますけれども、この離島の調査をするに当たって、企

いるかをお聞かせください。
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昇君

昇君。

続いて、６の(2)で伊平屋空港建設に

測調査の期間内でしっかり整理ができればということ

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

を考えておりますので、そこで事業化できるのかでき

伊平屋空港の事業化に向けては、就航会社の確定あ

ないのかというのは、最終的な判断がなされるものだ

るいは需要予測、費用対効果の確保、こういった解決

と思っております。あくまでも、国にはその辺のデー

すべき課題がたくさんございます。現在、気象観測調

タがしっかりしない限り説明はできないものだと、事

査等を実施し、引き続き関係機関と協議・調整を行う

業採択は難しいということは考えておりますので、そ

など、早期事業化に取り組んでいるところでございま

こをまずしっかり確保するというのが大事ではないか

して、事業化前の段階において、事業採択を前提とし

というふうに考えているところでございます。
以上でございます。

たお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

いや、県がやる気あるのかという話

〇赤嶺

昇君

昇君。

今の事業採択は難しいという表現を

が結構出ますからね、伊平屋の皆さんも含めて。国は

したり、皆さん、本気でやるつもりはあるんですか。

前向きなんだけれども、県がどうも余り前向きじゃな

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

いということを私はよく聞かされるものだから、今順

〇土木建築部長（宮城

調にいった場合、皆さん、順調にそれが進んでいって、

期事業化に向けてこれまでも、そして今後も取り組ん

いつごろ完成するということを明確にしてください。

でいく、その覚悟ではございます。ただ一方、気象観

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

測調査等のデータをもとにして改めて需要予測、費用

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

理君） 当然ながら、我々早

対効果、こういったものはしっかり精査をしてほしい

国のほうからは、需要予測、費用対効果、こういっ

ということが国からのお話でもありますので、そこは

たものについてのより詳細なデータというのを今現在

我々データを確認した上で、説明していかなければい

求められておりまして、そこを確保するための気象観

けないなと思っております。事業化が決して困難とい

測調査、こういったものを実施しているところでござ

うことを今考えているということではなくて、あくま

います。したがって、事業化に向けてはこの辺のデー

でもこの気象観測調査を踏まえた形で整理はさせてい

タの整理というのが大事だというふうに考えておりま

ただいた上で、しっかり国には説明していきたいとい

すし、あくまでも事業採択、一般論という前提でお答

うふうに考えております。
以上でございます。

えさせていただきますけれども、事業採択後、事業期
間というのは一定程度、６年程度はかかるのではない

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

かというふうには考えております。

〇赤嶺

昇君

昇君。

担当職員とやりとりをすると、これ

はスムーズにいくと平成36年じゃないかとか、平成37

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 赤嶺

年じゃないかというやりとりもやっているんですよ。

昇君。

いや、ですから、例えば那覇空港第

気象観測データが３年のところを２年で終われば、最

２滑走路はいつごろ目指してやるとか、皆さん、スケ

短で平成35年じゃないかということはやりとりして

ジュールがありますよね。それを明確に、どこが目標

いるんですよ。そこを、いや別にそれはスムーズにいっ

かということは県民に示すべきだと思いますよ。

てのことですので、部長は慎重になっているかもしれ

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

ないんですけれども、やはりそこは目標として、もち

〇赤嶺

昇君

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

ろん相手、国が権限を持っていますから、そこは明確

大変申しわけありません。繰り返しになりますけれ

に、やりとりしている中でそれはあえて言わない。だ

ども、事業採択という、事業化自体がまだこの調査で

けど本当は、県は本当にやる気があるのか。口ではや

どういうデータが出てくるのかというのを確認した上

ると言っているけれども、実際どうなんだということ

でということになりますので、あくまでもこの３年間

がよく出ているわけですよ。担当職員の皆さん、確認

は気象観測調査、あるいは需要に対しての地元のアン

したらいいですよ。平成36年か37年。３年の気象観

ケート、あるいは伊平屋・伊是名両村との調整、こう

測調査データが２年に縮まれば平成35年でいけるん

いったものでまずしっかり需要予測、費用対効果とい

じゃないかという話をしていますよ。いかがですか。

うものを上げていかなければいけないというふうに考

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

えております。また一方で、就航会社の確定というの

〇土木建築部長（宮城

もございます。この辺の整理を少なくとも今の気象観
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理君） お答えいたします。

先ほど来申し上げていますけれども、気象観測には

少なくとも３年程度はかかるというふうには考えてお

また、政府においてもこれまでそのように説明してお

ります。前回、これは今議会においても御答弁させて

ります。骨太の方針2017においては、「国家戦略とし

いただきましたけれども、まず今年度、今調査をやっ

て、沖縄振興策を総合的・積極的に推進する」として

ている結果を踏まえて、場合によっては来年１年間で

おり、沖縄振興に対する政府の基本的な姿勢は変わっ

もしかすると整理ができるかもしれないというのは、

ていないと認識しております。

我々も認識はしております。ただこれはあくまでもこ

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

の１年の調査を踏まえた上ででございます。その上で、

〇赤嶺

２年という期間でできるのかどうかというのは、その

いる。前回は、執行率が低いと言われて、今回執行率

先の話でございまして、あくまでも仮定仮定という形

上げて減らされている。これリンクしているんじゃな

で、
担当のほうでは答えたかもしれませんけれども、現

いですか。

実的なものをお話しさせていただきますと、まだ確定

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

的なことは本当に申し上げられないと。ただ事業が採

〇総務部長（金城

択できれば、おおむねこの規模でございますと、一般

の理由として、振興予算が減額された理由としまして

論として６年程度では必要ではないかということは先

は、まず国が主導して推進する施策を優先して配分し

ほどもお答えさせていただいたところでございます。

た上で、3000億円台の範囲内で、国として使途を定め

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

ていない沖縄振興一括交付金を計上したものと考えて

〇赤嶺

昇君。

わかりました。

昇君

昇君

昇君。

今の答弁と沖縄振興予算が削られて

武君） 今回、一括交付金の減額

おりまして、そういう結果ではございますけれども、

上原正次議員の関連質問で４番、泊魚市場移転につ

基本的にやはり基地問題とは別だという認識でござい

いてなんですけれども、スムーズに進んでいない理由

ます。

と、県はどのように決着をつけるかをお伺いします。

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇赤嶺

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

ども、この件は、次のＭＩＣＥについてまた聞きます。

昇君

昇君。

部長、苦しい答弁だと思いますけれ

県では、糸満漁港は本県唯一の第３種漁港であるこ

少人数学級についてなんですけれども、中城村が15

とから、県内外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産

人学級について検討するということなんですけれど

地として位置づけし、泊漁港は、那覇市を中心とする

も、これについて教育長の見解をお聞かせください。

消費地市場としての機能を有していることから、市民

〇議長（新里米吉君） 教育長。

や観光客などの消費者ニーズに対応した施設整備を進

〇教育長（平敷昭人君） お答えします。

める計画であります。計画を推進するためには、関係

中城村、現在、市町村教育委員会においては、児童

者の合意形成を図る必要がありますが、泊の生産団体

または生徒の実態を考慮して、市町村独自で少人数学

の合意が得られていない状況であります。そのため、

級の編制は可能となっております。中城村の教育委員

生産団体の合意形成に向けた直近の取り組みとして

会が村内の小中学校で15人学級を編制することにつ

は、平成30年２月５日に泊漁港再開発推進委員会と泊

きましては、村の教育委員会が児童の発達段階に応じ

漁港及び泊魚市場の整備について意見交換会を開催し

たきめ細かな指導を行うために導入するものと認識し

たところであります。

ております。

県としましては、引き続き、泊漁港再開発推進委員

県教育委員会としましては、中城村教育委員会の意

会等と意見交換を継続しながら、合意形成に努めてま

向を尊重してまいりたいと考えております。

いりたいと思っております。

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

〇赤嶺

昇君

昇君。

続いて、放課後児童クラブについて

続いて、新垣光栄議員との関連質問

なんですけれども、学校の余裕教室や学校敷地内での

で、基地問題についてなんですけれども、基地問題と

学童を実施している状況、全国との比較をお聞かせく

沖縄振興策はリンクしているか改めてお伺いします。

ださい。

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

〇赤嶺

昇君

〇総務部長（金城

武君） お答えいたします。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

沖縄振興は、沖縄振興特別措置法に基づき沖縄の特

ます。

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、
基地問題とは別であると認識しております。

厚生労働省の放課後児童健全育成事業実施状況調査
によりますと、平成29年５月１日でございますが、放
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課後児童クラブの設置について、公的施設を活用した

〇赤嶺

割合としまして、全国85.0％に対し沖縄県37.2％と

ども、那覇空港も民間専用空港として求める考えがな

なっております。また、このうち学校余裕教室――空き

いかをお伺いします。

教室ですね――につきましては、全国29.4％に対し沖

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

縄県4.5％、学校敷地内の専用施設につきましては、全

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

続いて、那覇空港関連なんですけれ

昇君

国24.6％に対し沖縄県は6.5％となっております。ま

多くの離島を抱えます本県におきまして、緊急患者

た、設置・運営の主体でございますが、全国は、公立

空輸ですとか災害救助など、自衛隊は県民の生命財産

公営が35.2％、公立民営が45.5％、民立民営が19.3％

を守るため大きく貢献しているものと考えております。

に対しまして、沖縄県は、公立公営が4.0％、公立民営

沖縄県としましては、自衛隊において、県民に不安

が5.0％、民立民営が91.0％となっています。

や影響を与えることがないよう安全管理に万全を期し

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

ていただきたいと考えているところです。

〇赤嶺

昇君

昇君。

そうですね。沖縄県は民立民営が

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

91.0％と突出しているんですね。今から公立民営にす

〇赤嶺

るのは難しいと思うんですけれども、せめて学校の活

ことは、自衛隊の大きな役割で、沖縄県民も非常に本

用が私は必要だと思うんですけれども、いま一度教育

当に世話になっているなということは私も思います。

長から市町村、あとは各学校長に、学校内に学童の設

ただ、全てじゃないにしてもせめて戦闘機の離発着に

置を協力してもらうように求めるべきだと思いますけ

ついては遠慮を求めるとか、そういうことはやはり那

れどもいかがですか。

覇空港がこれだけ第２滑走路ができても課題が出てい

〇議長（新里米吉君） 教育長。

る中で、戦闘機の部分については自粛してもらうよう

〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

に協力をしていくという考えはありませんか。

先ほど子ども生活福祉部長からありましたように、
学校の活用が低いということでございますが、放課後

離島の皆さんを緊急搬送するという

昇君

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。
〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

児童クラブの学校施設の活用につきましては、学校の

最近の南西地域における緊張状態、いろいろ本議会

敷地内にあるため児童が安全・安心に過ごせると。ま

でも議論になっておりますけれども、平成29年度の４

た運動場などを活用した活動の充実が図られるなどメ

月から12月までの間でも、いわゆるスクランブルは

リットも多いということもありまして、放課後児童ク

383回行われております。

ラブの学校施設の活用が推進されることは望ましいこ
とだと考えております。

ただ議員からもございましたように、県民の安全・
安心ということはやはり重要だと思いますので、県と

県教育委員会としましては、市町村教育委員会委

しましては、自衛隊において県民に不安や影響を与え

員・教育長研修会等の場においても、小学校における

ることがないよう、安全管理に万全を期していただき

放課後児童クラブの設置について協力依頼を行ってお

たいというふうに考えているところでございます。

ります。また、市町村に対しまして、知事と教育長の

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

連名で小学校内の設置促進を――通知文書ですけれど

〇赤嶺

も、それで働きかけているところでございます。その

ないですよ。戦闘機は、那覇空港活用を自粛してもら

ほか、これまでも市町村の教育委員会に対しまして、

うように求める考えはないかと聞いているんですよ。

学校側がいろいろ懸念していることがございまして、

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

それで学校施設利用における責任体制の明確化を図る

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

ための、例えば市町村と児童クラブの間で締結する覚

昇君

昇君。

公室長、僕はこれを聞いているんじゃ

やはり先ほどもお答えしましたように、いろいろ中

書でありますとか、協定書の具体的な事例を示したり、

国の動き等スクランブルも相当数上っている。それ自

あとはクラブの校内設置による効果でありますとか、

体もう問題ではございますけれども、それだけのある

学校運営に配慮した取り組み事例などもまた情報提供

意味緊張状態もあるところでございます。そういった

も行っているところでございます。

中において、県としては、県民に不安を与えることが

教育委員会としましても、今後も学校施設の積極的

ないよう、しっかり安全管理に万全を期していただく

な活用が図られるように、福祉部局とも連携をして、

よう、自衛隊側にも申し入れはしたいと思っていると

引き続き働きかけてまいりたいと考えております。

ころであります。

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。
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昇君。

この件については、またこちらも調

を検討してもらって、福岡空港も、恐らく北海道も７

べて、事故が起きると大変なことになるので、県民が

空港が一括して、国際空港にもオペレーションをお願

被害に遭いますから、そこは研究するべきじゃないか

いしようかなと。我々チャンギ空港視察をさせてもら

なと思っています。

いましたら、向こうは50カ国60カ所の空港をオペレー

〇赤嶺

昇君

国際線ターミナルの課題なんですけれども、７時に

ションしているというんですよ。全然レベルが違う。

しかあかないということと、あとこの間、新垣光栄さ

発想も違う。だからそういうところをそろそろ沖縄県

ん、我々先日ちょっとシンガポールに行く機会があり

もこれだけの外国人も来ているわけですから、那覇空

まして、ＬＣＣでシンガポールへ直行便で行ったんで

港の今後のあり方を真剣に考える時期に来ていると思

す。そうしたら、保安検査場が４レーンあるんですけ

いますけれどもいかがですか。

れども、２レーンしか使われていない。もうやがて遅

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

刻。もう飛行機に乗るのもぎりぎり。そういう状態が

〇企画部長（川満誠一君） 沖縄県では、御指摘の趣旨

――４レーンあるんですよ。その保安検査をしている

は、那覇空港も将来どのような空港になるかというこ

業者さん、ＡＬＳＯＫさん、皆さん何で４レーンある

とを考えていくべきというふうに承知しております。

のにやらないんですかと言うと、いや、契約が２レー

今後の運営のあり方等につきましても、各方面と連携

ンしかないんですよということなんですよ。観光客は

をして、調査検討して、那覇空港がよりすぐれた空港

みんな焦って、もう乗れないんじゃないかということ

になるように努力してまいりたいと考えます。

を我々は感じたんですね。シンガポールのチャンギ空

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

港に着いたら、もう全然違うんですよ、スムーズだし。

〇赤嶺

だから、那覇空港のこうした課題を放置していること

も、日本政府の理解を求めるために、取り組んできた

自体、私はＮＡＢＣＯの大きな課題じゃないかなと

経緯をお聞かせください。

思っていますし、先日これについて改善する気持ちは

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

あるのかないのかということを確認してもらっていま

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 沖縄県に

す。これ改善する気持ちはＮＡＢＣＯにあるのかない

おきまして、この大型ＭＩＣＥ施設の基本設計に係る

のか、
まずそこを明確にしていただきたいと思います。

沖縄振興特別推進交付金の交付決定に向けて、今年度

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

に入りまして、内閣府との調整のほかに、政府与党、

〇企画部長（川満誠一君） お答えいたします。

各政党、県選出国会議員等に対しまして、合計21回の

昇君

昇君。

ＭＩＣＥについてなんですけれど

御指摘の保安検査場の改善等々につきまして、那覇

説明等を重ねてまいったところでございます。この沖

空港ビルディング株式会社においても、課題としては

縄振興特別推進交付金を活用して整備した公共施設と

承知をしていると。今現在は、施設の警備の人員確保、

いうのは、目的や規模に違いがありますが、私どもい

案内サインの修正等、設備面の対応と航空会社関係者

ろいろと提出した資料とかやりとりに関しましては、

との調整に入っているところでございまして、可能な

これまでの類似施設よりは課題が多いものだというふ

限り速やかに対応していきたいという意思を確認して

うに認識しています。
以上でございます。

おります。
〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

ちなみに、那覇空港ビルディングの

〇赤嶺

昇君

昇君。

これまで、こういうふうに21回も調

社長の給料は幾らかと確認したら、個人情報で出せな

整に行ったりするということで、これは普通なんです

いということで、取締役５名で5400万ぐらい。１人当

か、この回数というのは。

たり1000万円プレーヤーですよ。だから、こういう那

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

覇空港第２国際線ターミナルができても、既にクレー

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） ちなみに、

ムが出る。一方では、県政としては誘客をやっている

その他の施設の場合の件数というのは把握しておりま

中で、こういう実態は速やかに――もう８時50分に飛

せんけれども、結構かなり頻繁に行っているほうでは

行機は飛ぶのに７時にしかあかない。観光客みんな外

ないかというふうに理解をしております。
以上です。

で待っているわけですよ。我々はやっぱり恥ずかしい
なという思いで見ていますので、ここはすぐに対応し

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

てもらいたい。私はやっぱり那覇空港はもう天下り先

〇赤嶺

になっていると思っていますので、しっかりと民営化

帰っているわけですよね、担当職員は。一生懸命やっ

－ 354 －

昇君

昇君。

行くたびに課題をもらって、皆さん

ていると私は思いますよ。いわゆる課題、行くたびに

なかなかできないというのは、まさにこれがリンクし

課題が与えられて、皆さん逆に、内閣府の担当職員に、

ているんじゃないかなということは、私だけじゃなく

じゃどうやったら認めてくれるんですかとアドバイス

て多くの県民がそう感じると思いますよ。いかがです

を仰いだことはありませんか。

か。

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 議員おっ

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 私どもは、

しゃるように、
行くごとに一応時間がございますので、

基本設計に関しまして、一括交付金をぜひ認めていた

資料をその辺精度を上げるといいますか、私どもの知

だきたいということで、事務方としては一生懸命資料

見限られておりますので、専門の機関とか専門の方々

を精査しながら、これからも真摯に内閣府に対しまし

からその立場での情報等を提供していただきながら、

て説明を尽くしていきたいというふうに思っておりま

資料を整えて説明等には資料をお持ちして説明を尽く

す。

しているところなんですけれども、内閣府さんのほう

以上でございます。

におかれましては、我々の資料の精査をするというこ

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

とはしていただいておりますけれども、どこまでの資

〇赤嶺

料を提出すれば、あるいはどこまでのデータを提出す

ら県は非常に苦しいと思いますよ、部長も。それでもお

れば整理されたということになるかということに関し

願いしに行かないといけない。だからそういうことが

ましては、詳細にしてはなかなかいただけていないと

基地問題と振興策がリンクしていないということで、

いうのが実情でございます。

県も政府もそう言っているけれども、実態はどうなん

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

昇君

昇君。

予算は向こうが握っています、だか

だということなんですよ、私が言いたいのは。
昇君。

続いて、公契約条例の制定について、制定の目的を

私も担当職員と、皆さんが能力ない

お聞かせください。

ということを言われているんですよと。議会でも県が

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

ちゃんとした資料を出さないから認めないと。何回も

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） お答えいたします。

行って、
じゃ内閣府の担当職員とずっとやりとりして、

公契約条例につきましては、これまでの検討経過を

結局、じゃ逆に内閣府の担当が何を求めているのか、

踏まえまして、理念型の条例として整理を行いまして、

それをむしろ教えてもらったほうがいいんじゃないか

沖縄県の契約に関する条例案として今議会に上程して

という確認をしたら、教えてもらえないんですよね。

いるところです。同案の中では、県契約に関しまして、

いかがですか。

基本理念や県及び事業者等の責務を定めるとともに、

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

具体的な施策につきましては、県の取り組み方針とし

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 内閣府さ

て取りまとめて実施していくこととしております。

んとやりとりは結構頻繁にありまして、出向いたり、

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

あるいはメール等で今資料の確認等のやりとりという

〇赤嶺

のは結構数多くあるんですけれども、どこまでかとい

んですね。今回の提案は理念型ということなんですけ

うのは、先ほど申し上げましたとおり、なかなか理解

れども、基本的に働いている皆さんの所得を上げてい

しがたいといいますか、どこまでのデータ、どこまで

くということが何よりも大事だと思いますけれども、

の資料を出せば、いわゆる整理ができたということに

やってみて十分な効果がなければ、やっぱり検証して

関しましては、なかなか具体的なものはよく見えない

見直していくことも大事だと思いますけれどもいかが

状況でございます。

ですか。

以上であります。
〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君

昇君。

私は、規制型がいいとは思っている

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。
昇君。

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） この条例案の中で

そこなんですよ。私は、もう何度も

も、基本理念とはいえ、ある程度各部局が取り組んで

行って、言われること全部出して、出し尽くしている

いる中身とか、今後改善していくようなものは取り組

と私は思うんですよ。自民党さんもやっぱり政府も、

み方針ということで取りまとめまして、それから契約

ＭＩＣＥは前向きと言いながら、さっきの基地問題と

審議会も設けますので、その中での意見も聞きながら、

私は絡めているんじゃないかなと疑いたくなるぐらい

どういうふうに改善したらいいのかということを回し

ですよ。これだけ真摯にやりとりをして、ここに来て

ていきたいというふうに考えております。

〇赤嶺

昇君
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〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

とが重要であると考えております。観光・リゾート産

昇君。

部長は世田谷区の公契約条例につい

業などのさまざまな産業振興に取り組んでおります。

て条件見ていますか。

平成26年度の１人当たり県民所得は213万円となって

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

おりまして、前年度比で1.4％増加するなど改善傾向に

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 済みませんが、世田

ございますが、いまだ全国平均の７割程度にとどまっ

谷の分は見ていません。

ておりますので、県としては、今後とも収益力の高い

〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

産業の育成などに取り組んでまいるとしております。

昇君。

先進事例だと私は思うんですね。で

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

すから、そこもしっかりと研究して、今後これも参考

〇赤嶺

にしていただきたいと思います。

ていますか。

続いて、地元企業優先発注の取り組みについてお伺

昇君

昇君。

具体的に県民所得は幾らを目標にし

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

いします。

〇企画部長（川満誠一君） 21世紀ビジョン基本計画

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

のそのフレームでは、目標値ということとは若干違う

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） お答えいたします。

んですが、展望値として、平成33年度の数値として

県では、県内企業への優先発注及び県産品の優先使

271万円と上げております。

用基本方針というものに基づきまして、共同企業体方

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

式による県内企業への受注機会の確保、それから国や

〇赤嶺

市町村、建設業界等に対しまして県内企業優先発注の

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

要請など、各種の取り組みを行っているところでござ

〇企画部長（川満誠一君） 目標値と捉えればなかな

います。
また、
これまで公共工事等を優先発注の対象と

か、今後また頑張って伸ばしていかないといけないと

してきた同基本方針につきまして、県が発注する業務

いうのがありますが、着実に伸びていっておりまして、

全般に対象を拡充する方向で、今年度中の改定に向け

まだ今現在、213万と申しましたのは平成26年度のも

まして、庁内全部局及び関係団体等と現在調整を行っ

のでございます。現在平成29年度、30年に入っていき

ているところでございます。

ますが、３年前でこういうレベルでありましたが、ま

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君

昇君。

271万円に向けて、これ順調ですか。

だ確定的な情報ではないのですけれども、平成29年度

昇君。

事務機器組合の皆さんから、以前に

あたりは、それよりもさらに何十万か上にいくと見込

も言ったように、もうメーカーが参入しているという

んでおりますので、まだいいとか悪いとかいうことは

ことについて、地元企業を中心にやっぱり入札すると

申し上げられないということでございます。

いうことは必要だと思いますけれどもいかがですか。

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

〇赤嶺

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 先ほども言いまし

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

たように、土木事業だけではなくて、県が発注する業

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

務全般という中には、そういうＯＡ機器等のリースな

ます。

〇赤嶺

昇君

昇君

昇君。

子供の貧困対策の実績を伺います。

ども入ってございます。そういう中で、今回の改定案

県におきましては、平成27年度に沖縄県が初めて実

の中では、県内企業の定義ということで、公共工事以

施した子どもの貧困実態調査によりまして、子供の貧

外に関しましては、県内に本店、支店、または営業所

困率が29.9％と深刻な状況にあることや、あわせて食

を有する事業者ということの定義を設けまして、そち

料の困窮経験など子育て家庭の厳しい生活の現状等が

らを優先していくというふうな考え方を示してござい

明らかになったところでございます。
以上です。

ます。
〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

続いて、県民所得向上への取り組み、

〇赤嶺

昇君

昇君。

次、シンガポール、台湾、香港等ア

実績と課題を伺います。

ジア各国との経済、文化、教育交流促進についての見

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

解を伺います。

〇企画部長（川満誠一君） 県民所得の向上につきま

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

して、沖縄県においては、地域特性を生かした比較優

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 経済交流につきま

位性のある産業を育成し、域内産業の活性化を図るこ

してお答えいたします。
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県でも、アジア経済戦略構想の実現に向けまして、

ております。

北京、福建、台湾などの行政機関等との意見交換やＭ

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

ＯＵ締結等により、アジア各国との経済交流に取り組

〇赤嶺

んでおります。これらの取り組みもありまして、那覇

やっぱり実績も出ているので、外国にある沖縄事務所

空港における国際貨物量の増加を初め、海外企業の立

の人員とか予算をさらに強化していくべきだと思うん

地や投資の増加、それから県経済はこれまでにない高

ですけれどもいかがですか。

いパフォーマンスを示しているところでございます。

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

今後とも、発展するアジア市場を取り込む千載一遇の

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 現在、航空路の直

チャンスを逸することなく、県経済の発展と県民生活

行便がある場所を中心に海外事務所を設置しておりま

の向上に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

す。それから、その近隣に委託駐在員ということで現

ります。

地の方をお雇いしていることもございます。これから

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

ますますアジアの発展がありますので、次年度につき

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 私からは、

ましては、マレーシアあたりへの委託駐在員等も拡張

アジア各国との文化交流促進について答弁をさせてい

していこうかというふうに考えております。

ただきます。

昇君

昇君。

ぜひとも今後こうした活発な交流も

以上です。

県といたしましては、広範なアジア地域を対象とし

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

て、
文化など多面的な交流を行うことは、相互理解を深

〇赤嶺

めるとともに、人材育成や観光振興などさまざまな分

り組みと課題についてお伺いします。

野において大変重要であると考えております。そのた

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

め、昨年11月に開催いたしました沖縄・福建省友好県

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい

省締結20周年記念事業においては、歴史・文化をテー

たします。

マとしたシンポジウムや合同芸能公演などを開催し、

昇君

続いて、全県フリーＷｉ－Ｆｉの取

近年、観光地におきまして、観光客がスマートフォ

相互のネットワークの強化を図ったところでございま

ンやタブレットを使用しての情報収集や発信は、大変

す。また、沖縄県立芸術大学におきましては、国立台

大きなウエートを占めておりまして、その通信基盤と

湾芸術大学との学術交流協定を締結いたしまして、合

なるＷｉ－Ｆｉ環境の整備は、観光客の満足度に大変

同展覧会を開催いたしましたほか、沖縄県立博物館・

大きな影響があるというふうに考えております。この

美術館では開館10周年記念展といたしまして、台湾と

ため県といたしましては、平成28年度から民間事業

沖縄とをつなぐ「彷徨の海―南風原朝光と台湾、沖縄」

者と連携いたしまして、観光客が無料で利用できる

を開催したところでございます。

Be.Okinawa Free Wi-Fiサービス、この提供を行っ

県といたしましては、引き続き、アジア各国に多彩

ておりまして、ことしの１月末現在で県内約5600カ所

な沖縄文化を発信するとともに、文化交流を積極的に

で利用が可能になっております。ただし、課題といた

推進してまいります。

しましては、このBe.Okinawa Free Wi-Fiのまず認

以上でございます。

知度を向上させようということ。それから、さらなる

〇議長（新里米吉君） 教育長。

エリアの拡充、拡大、そして利便性の向上などがある

〇教育長（平敷昭人君） それでは、アジア各国との教

というふうに考えております。今後とも県内における

育交流という視点でお答えします。

Ｗｉ－Ｆｉ環境の充実に努めまして、私どもが目指し

県教育委員会では、国際性と個性を涵養する人材育
成を図るということで、積極的に海外留学事業等を実

ております世界水準の観光・リゾート地の形成に努め
ていきたいというふうに考えております。

施しておりまして、アジアを初めとする国及び地域へ

以上でございます。

高校生を派遣しております。派遣先におきましては、

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

ホームステイ、あと現地高校での授業参加、芸術を通

〇赤嶺

した文化交流等を実施しております。海外の生徒との

いします。

交流等によりまして、異文化の理解が深まりまして、

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

国際性豊かな視野の広い人材育成につながることが期

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

昇君

昇君。

続いて、那覇軍港移設についてお伺

待されております。今後とも、グローバル人材の育成

沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画

に向けて、教育交流の促進を図ってまいりたいと考え

で示されました那覇港湾施設の返還が実現されれば、
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基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与す

ＴＰＰについては、次に回します。（発言する者あ

るものと考えております。移設協議会においては、こ

り）

れまでも民港の港湾計画との整合性を図りつつ、円滑

力をかしてください。

な移設が進められるよう調整を行うことが繰り返し確

〇議長（新里米吉君） 静粛に。

認されてきたところであります。

〇赤嶺

県としましては、これまでの経緯を踏まえつつ、協

ぜひ公の場でやってもらいたいなと。自民党、

昇君

保健医療行政、母子健康包括支援セ

ンターの設置についてお伺いします。

議会の枠組みの中で進めることが現実的と考えている

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

ところです。

〇保健医療部長（砂川

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

靖君） 母子健康包括支援セ

ンターでございますけれども、平成27年度に今帰仁村

本議会でもかなり議論されているん

が、それから平成29年度に恩納村及び宜野湾市が設置

ですけれども、浦添市長が出した今回の懇話会の素案

しております。県は、那覇市、沖縄市、うるま市の３

というのは、これは別に素案、懇話会が出したもので

市をモデルとして、これらの市に平成30年度末までに

はあるんですけれども、私が聞く限り、商工会、それ

同センターを設置することを目的に、平成28年度から

から建設業協会浦添西原支部の役員の皆さんに聞く

検討会、先進地の視察、研修会、意見交換会等を行っ

と、素案より現行案がいいとはっきり言っているんで

てきました。その結果、那覇市は平成30年７月に、そ

す。市民のほとんどが別にこれ懇話会が出したものだ

れから沖縄市、うるま市は10月に、このセンターを設

からといって、
改めて別にこれが浦添市案というのは、

置するということが予定されているというところでご

市長は言っているかもしれませんけれども、私は違和

ざいます。

〇赤嶺

昇君

感を感じていますけれどもいかがですか。

県としましては、この３市以外の市町村に対して

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

も、研修会の開催とか個別具体的な助言を行うと。こ

午後３時９分休憩

ういった方法をとりながら、これら以外の市町村が32

午後３時９分再開

年度末までに母子健康包括支援センターを設置するこ

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

とができるよう、支援を継続していきたいというふう

知事公室長。

に考えております。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 松本市長からは、11

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

月24日の３者面談の際には、この懇話会の説明を伺っ

〇赤嶺

ているところでございます。その懇話会の意見が浦添

お伺いします。

市の意見としてオーソライズされているかどうか、そ

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

ういった具体的な説明はちょっとなかったんですが、

〇保健医療部長（砂川

その懇話会のもの、意見をベースに第２回目はいろい

すけれども、沖縄県のほうでは、平成17年度から不妊

ろ議論がなされたというふうに承知しております。

治療の経費負担の軽減を図るということを目的としま

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

して、保険適用外の高額な医療費のかかる配偶者間の

昇君。

昇君

昇君。

不妊治療のさらなる支援策について

靖君） 不妊治療でございま

ですから、これが果たして浦添市民

体外受精及び顕微授精について、年齢、所得、助成回

に、これみんなが了承したかというと、私はそうじゃ

数等の制限を設け、治療に要した経費の一部を助成し

ないと思っています。だからそういうことを特に経済

ております。これまで８回の見直しを経まして、平成

界の皆さんに聞くと、現行案がいいんじゃないかと。

28年１月からは、初回治療に対し15万円増額し上限を

当時、儀間市長を中心に、そのときは経済界もみんな

30万円としたと。それから、男性不妊治療へも15万円

一緒になっていましたよ。今回、懇話会が出したから

助成し、助成額、助成内容の拡充を図ってきたところ

といって、これが市民の総意になっているとは私は思

でございます。今後とも、助成のあり方については検

いません。そのことだけは伝えておきます。

討していきたいというふうに考えております。

〇赤嶺

昇君

ちなみに、今回浦添市長が公の場で議論してもらい

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

たいと、そんなこと言うんだったら、それこそ沖縄県

〇赤嶺

と国とのやりとり、ＭＩＣＥの問題にしても、いろん

かせください。

なやりとりを自民党さんにも公の場で、沖縄県との議

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

論を今後お願いしたいなということをこの場をかりて

〇保健医療部長（砂川

お願いしておきたいなと思っています。

国の基準どおりに助成しているところは20団体ござ
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昇君

他都道府県の先進事例についてお聞

靖君） 沖縄県と同じように

います。この国の基準を超えまして、助成額を増額し

まして、この検査費用自体はそんなに多額ではないわ

ているところが13府県、それから助成回数を拡大して

けです。意識の問題だというふうに思われますので、

いるところが９道府県、所得制限を緩和しているとこ

我々今でもその年に一、二回講演会とか、不妊相談セ

ろが２県、一般の不妊治療も助成対象としているとこ

ンターとかでも相談も受け付けておりますので、そう

ろが14都県というふうになってございます。

いった底辺の事業を展開していく中で、男性側の意識

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

を変えていくことが重要じゃないかなというふうに考

〇赤嶺

昇君

昇君。

続いて、不妊治療へ男性と女性の認

えております。

識の差について、県の見解をお聞かせください。

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇赤嶺

〇保健医療部長（砂川

靖君） 厚労省の研究班の報

昇君

昇君。

知事の政治姿勢について。

名護市長選挙の結果と辺野古新基地建設について知

告でございますけれども、検査を受けた男性の約半数

事の見解をお伺いします。

は、女性が検査を終えた後から行っているというよう

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

な状況にございます。それから一般的に言われている

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

ところでございますが、不妊の原因が男性にあるとい

今回の選挙においては、新人候補者から辺野古新基

うことを受けとめるのは、男性としては女性以上につ

地建設問題について、公約でも言及がなく、また当選

らいものだというふうにされております。こういった

後のインタビューにおいても選挙結果は新基地建設に

ことを考えますと、男性の不妊に対する認識というの

対する市民の容認の意思を示すかという問いに、
「そう

は女性より低いというふうに考えられますけれども、

とは思っていない。私は容認ということで選挙に臨ん

不妊治療というのは夫婦間の問題でございますので、

でいない」と発言されたと承知しております。さらに、

可能な限り夫婦そろっての受診を推奨していくことが

事前の世論調査や当日の出口調査等においても、辺野

大切かなというふうに考えております。

古新基地建設に反対の立場の有権者が６割以上との結

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

果が示されているところです。これらのことから、今

〇赤嶺

昇君

昇君。

不妊の要因は、男性と女性では割合

回の選挙結果により、直ちに辺野古新基地建設反対の

はどうなっていますか。

民意が否定されたものではないと考えております。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

〇保健医療部長（砂川

靖君） 不妊に関するその要

〇赤嶺

昇君

昇君。

渡具知市長は、辺野古新基地につい

因というのはいろいろございますけれども、男女とも

て司法の判断を見守るという一方で、再編交付金をい

に年齢という要素が重要な不妊原因というふうに言わ

ただきたいと言っていますが、このことは矛盾しませ

れております。厚労省の研究班の報告によりますと、

んか。

女性は30歳を超えると自然に妊娠する割合というの

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

は少しずつ低下していって、35歳ぐらいからは急激に

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 結果的に、現時点にお

妊娠のしやすさが低下するというふうに言われており

いて渡具知新市長は再編交付金をいただいてないもの

ます。男性も加齢とともに機能が低下すると言われて

というふうに認識しております。

おりまして、男女の割合がどうかということになりま

〇赤嶺

すと、これは日本産婦人科学会の調査によりますけれ

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

昇君

ちょっと休憩お願いします。

ども、夫側に原因があるケースは48％ということで、

午後３時19分休憩

大体１対１なのかなというふうに考えています。

午後３時19分再開

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

割合がほぼ同じということで、むし

赤嶺

昇君。

ろ男性向けの不妊治療助成の強化とか、やはり県広報

〇赤嶺

昇君

としても、男性への理解を求めることが大事だと思い

本部は辺野古反対だと私は認識しているんですね。と

ますけれどもいかがですか。

ころが今回、自民党さんが応援した、推薦した渡具知

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

さん、自民党、この県議会では、沖縄・自民党は辺野

〇赤嶺

昇君

渡具知市長を推薦した公明党沖縄県

靖君） まず自分でもちょっ

古移設だと私は認識しています。残りは反対だと思う

と答弁するのがはばかられるぐらいこの男性の不妊検

んですよ。ねじれている状態が続いているんですけれ

査というのは、大変なものだというふうに考えており

ども、こうした状況で、今回、名護市長選挙、いろん

〇保健医療部長（砂川
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な要素があると思うんですけれども、今度の知事選挙

筋合いはないと私は思っております。仲井眞知事は人

で、こういうことがやっぱり県民にとっては非常にわ

の悪口を言うぐらい元気なようですから、11月の県知

かりにくいなと私は感じております。ちなみに、この

事選挙にもう一回出てもらって、自分の笛で県民を自

渡具知市長は美謝川の水路切りかえ等を許可した場合

分の笛で県民を導いてもらいたいものだと考えており

に、これは明らかに辺野古新基地建設容認ということ

ます。堂々と出馬をしてもらって闘っていきましょう

になると私は思いますがいかがですか。

ではありませんか。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

以上です。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） まだ仮定の段階でご

〇議長（新里米吉君） 15分間休憩いたします。

ざいますし、渡具知新市長は、この３月13日の裁判の

午後３時23分休憩

推移も見たいというふうに発言しているところです。

午後３時42分再開

沖縄県としましては、渡具知市長の動向を注視して

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

いるところであります。
〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
昇君。

比嘉瑞己君。

普天間の熟練整備員がごそっと退職

昇君

したことについて……（発言する者多し）

〔比嘉瑞己君登壇〕
〇比嘉

〇議長（新里米吉君） 静粛に願います。
〇赤嶺

よろしくお願いいたします。

見解をお聞かせください。

昇君

こんにちは。

瑞己君

2013年12月、仲井眞前知事はみずからの公約を破

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。（発言する者多

り、政府の辺野古埋立申請を承認いたしました。しか

し）

しその前知事でさえも埋立工事による環境影響につい

静粛に願います。
答弁や質問が聞き取りにくいです。
〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

ての懸念を拭うことはできずに５つの留意事項を条件
としてつけました。菅官房長官は常々、環境保全に万

航空機整備員の大量退職についてという御質問です

全を期しながら最適な方法で作業を進めると表明して

けれども、沖縄防衛局に確認いたしましたところ、そ

おりますが、埋立承認の際の最大の焦点となった環境

のような事実は承知していないとの回答があったとこ

保全について、その環境保全を担保するための留意事

ろでございます。

項について、果たして政府は沖縄県との約束を守って

〇議長（新里米吉君） 赤嶺
〇赤嶺

昇君

昇君。

いるでしょうか。

これが事実であって、なおかつその

それでは質問いたします。

ことを事前にわかっているということがあれば、私は
むしろ人災じゃないかなということで感じております。

最初に、安倍政権が民意を無視して強行する辺野古
新基地建設について。

仲井眞前知事が翁長知事のことについて、ハーメル

(1)つ、埋立承認の留意事項の意義について問います。

ンの笛吹き男として発言したことについて見解をお聞
かせください。

(2)つ、政府は工事の実施設計を示して県と事前協議
を行ったでしょうか。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

(3)つ、政府は環境保全対策について遵守しているで

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 翁長県政におきまし

しょうか。

ては、公約の実現のために基地問題を初め、経済や文
化、教育、福祉、保健医療など、さまざまな分野の課

ア、実施設計に基づく環境保全対策、環境監視調査、
事後調査、県との協議。

題に全力で取り組んでいるところであります。

イ、環境監視等委員会の役割。

仲井眞前知事がどのような意図でそのような発言を

ウ、外来生物の侵入防止対策。

なされたかについては明らかではないため、答弁を差

エ、ジュゴン・ウミガメ等海生生物の保護対策。

し控えさせていただきたいと思います。

(4)つ、政府は添付図書の変更について県の承認を受

〇議長（新里米吉君） 赤嶺

昇君。

けたでしょうか。

翁長知事は、仲井眞前知事の選対部

(5)つ、留意事項を遵守しない安倍政権の違法工事は

長を２回務めました。辺野古新基地建設反対というこ

断じて許されるものではありません。知事の埋立承認

とで明確に公約を掲げて、結局仲井眞知事は公約を

撤回への決意を伺います。

〇赤嶺

昇君

破ったんですね。県民を裏切った仲井眞知事に、この
際翁長知事のことをハーメルンの笛吹き男と言われる

次に、大浦湾サンゴの環境保全対策について伺いま
す。
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(1)つ、大浦湾サンゴの世界的な希少価値について。

県内の薬剤師不足の現状はどうでしょうか。

(2)つ、政府の環境アセスに対して、当時の沖縄県環

離島を初め地域医療の発展のためにも沖縄県内の国

境部はどのような意見を付しましたか。

公立大学に薬学部を創設すべきと考えますが、県の見

(3)つ、新基地建設によるサンゴへの影響を問うもの

解を問います。

です。

次に、離島振興について７点お聞きします。

(4)つ、サンゴ特別採捕許可に関する今後の対応につ
いて伺います。

(1)つ、離島児童支援センター群星寮の成果と応募状
況について。

次に、国指定天然記念物ジュゴンの保護について伺

(2)つ、離島における学童保育の実施状況について。

います。

(3)つ、病気の治療・出産のための施設の建設につい

(1)つ、沖縄に生息するジュゴンの希少性について問

て。

います。

(4)つ、久米島海洋深層水研究事業の成果と取水施設

(2)つ、沖縄防衛局の報告では、2015年１月以降、そ

の増設について。

れまで確認されていた大浦湾でのジュゴンが確認され

(5)つ、那覇―久米島間の航空運賃の低減について。

ておりません。また同年６月以降は、沖縄本島北部の

(6)つ、離島における放置廃船問題についてお聞きし

沿岸部で確認されていたジュゴンの個体Ｃが確認でき

ます。

ておりません。辺野古新基地建設工事の影響であるこ
とは明らかです。県の見解を問うものです。

(7)つ、渡名喜港沖防波堤の災害復旧工事と米軍射爆
演習についてお聞かせください。

(3)つ、アメリカジュゴン訴訟の差し戻し判決を受け

次に、瀬長島北岸沿岸の整備について伺います。

て米国サンフランシスコ地裁で差し戻し審理が始まっ

那覇空港第２滑走路増設に伴う漁業権の消滅補償と

ています。沖縄県は米国防省に対して、米国国家歴史

して、沖縄総合事務局、沖縄県、那覇市の３者は、那

保存法に基づく協議を求めるべきです。県の見解を問

覇地区漁協小禄支部に対して小型船だまり等の整備を

います。

確約しました。2013年確約書締結から現在までの経緯

次に、就学援助の充実について伺います。

についてお聞かせください。

(1)つ、翁長県政における就学援助制度拡充の成果と
課題について。

現計画である瀬長島北岸沿岸に工事の影響で新たな
砂州が発生し、漁業に深刻な支障を与えています。砂

(2)つ、就学援助の認定基準や学用品の支給額、支給
項目などの市町村格差についてお聞かせください。

州しゅんせつ工事を速やかに実施すべきと考えますが
県の見解を伺います。

(3)つ、制度の周知徹底や入学前支給など就学援助制

次に、公共交通政策について伺います。

度の充実について伺います。

那覇―与那原間の次世代型路面電車ＬＲＴの実現に

次に、
軽度知的障害者の就労支援について伺います。

ついてお聞かせください。

(1)つ、沖縄高等特別支援学校の卒業生の就労状況は
どうでしょうか。

ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡの機能拡充について現状はど
うなっているでしょうか。

(2)つ、障害者就業・生活支援センターについて５点

続いて、ヘイトスピーチの根絶について伺います。

お聞きします。

特定の人種や民族への不当な差別的言動であるヘイ

ア、軽度知的障害者の一般就労における定着率の推
移について。

トスピーチは、深刻な人権侵害であり許されません。県
警はヘイトスピーチに毅然と対応し、ヘイトスピーチ

イ、軽度知的障害者の生活支援の登録人数と支援実
績について。

を繰り返す団体に対して適切な対応をとるべきです。
県内のヘイトスピーチ被害の実態と県警の対応につい

ウ、沖縄高等特別支援学校卒業生の定着支援の見通

て問うものです。

しについて。

最後に、我が党の代表質問との関連についてお聞き

エ、市町村自治体における軽度知的障害者の雇用状

します。

況について。

渡久地修議員の代表質問において、辺野古の活断層

オ、障害者就業・生活支援センターの拡充について
伺います。

き調査をしたい旨の答弁がありましたが、日本共産党

次に、国公立大学における薬学部の創設について伺
います。

や軟弱地盤問題についての質問に対し、当局は引き続
の赤嶺政賢衆院議員の要請に対して、政府は本日まで
に新基地建設に関する海底地盤調査及び音波調査結果
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データを提出するとしております。また埋立申請願書

趣旨は、最終的な実施設計及びそれに基づいて詳細検

で示された推定地層断面図の根拠データも３月中に提

討した環境保全対策等の実効性を確認するものであ

出するとしております。今後、重要な資料となりますの

り、極めて重要と考えております。

で沖縄県としても政府に調査結果の開示を強く求め、
活断層や軟弱地盤について独自で分析・調査を行うべ

同じく１の(2)、構造物に係る実施設計の事前協議に
ついての御質問にお答えいたします。

きだと考えますが、県の対応を問うものです。

沖縄防衛局は、平成27年７月24日にＫ１護岸からＫ

残りの時間は再質問に充てます。

７護岸までＫ９護岸、中仕切り護岸及びＮ２護岸から

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。
〔知事

Ｎ５護岸までの合計11護岸の実施設計について事前

翁長雄志君登壇〕

協議書を提出しております。また平成29年１月20日

〇知事（翁長雄志君） 比嘉瑞己議員の御質問にお答

にはＫ８護岸、Ａ護岸及び斜路、中仕切り岸壁Ａ及び

えをいたします。

Ｂ、中仕切り護岸Ｎ１の合計６護岸の実施設計につい

大浦湾サンゴの環境保全対策についてに関する御質

て協議書を提出しております。一方県は、協議未了の

問の中の２の(4)、サンゴ特別採捕許可に関する今後の

段階で埋め立てに係る工事に着手した以上、事前協議

対応についてお答えをいたします。

と扱うことはできないと繰り返し主張しており、当該

沖縄防衛局からの特別採捕許可申請については、平
成29年10月26日付文書により、オキナワハマサンゴ

協議は埋立工事を停止した上で行うよう求めていると
ころであります。

１群体に関して環境保全措置を目的とした造礁サンゴ

なお、隅角部護岸、係船機能つき護岸及びＣ１護岸

類の移植技術に関する試験研究として申請がなされま

からＣ３護岸までの５つの護岸については実施設計に

した。

係る協議はまだ行われておりません。

沖縄県としましては、申請内容の必要性と妥当性等

同じく１の(3)、環境保全対策の遵守についての御質

について審査を行うため２回にわたり沖縄防衛局に説

問にお答えいたします。１の(3)アから１(3)エまでは

明を求めたほか、今後想定されるサンゴ類の特別採捕

関連しますので、恐縮ですが一括してお答えさせてい

許可申請における審査への影響も踏まえ、本種の移植

ただきます。

に当たっての環境配慮を示している環境省へ意見照会

普天間飛行場代替施設建設事業において沖縄防衛局

を行うなど慎重な対応に努めてまいりました。沖縄防

は、実施設計に基づく環境保全対策に係る事前の協議

衛局は、新たに同種の移植試験計画を公表しており、

が調う前に工事に着手しております。環境監視等委員

当該サンゴの希少性とその生態的な知見が十分集積さ

会は、承認の際に付した留意事項に基づき設置されて

れた状況にないことから本件試験の重要性は明らかで

おり、事業者である沖縄防衛局は、環境保全対策等の詳

あります。そのため定期の経過報告を条件に付した上

細検討及び対策等の実施に当たって各分野の専門家、

で去る２月16日付で許可したところですが、次回以降

有識者から構成される同委員会から助言を受けること

の申請は、今回の結果を踏まえた上でなされるべきと

とされております。環境監視調査及び事後調査につい

の県の認識を明確に伝えたところであります。

ては、環境監視等委員会の指導助言を受けて実施され

造礁サンゴ類の特別採捕許可申請については、今後

ているものと考えております。

とも沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿って厳正かつ適切
に審査を行ってまいります。

なお環境監視等委員会においては、外来生物の侵入
防止対策に関する議論はまだ行われていない一方で、

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

ウミガメの産卵状況調査や産卵場創出の検討、ジュゴ

させていただきます。

ン監視・警戒システムによる調査の実施状況などの

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

ジュゴン・ウミガメ等海生生物の保護対策に関する議

〔土木建築部長
〇土木建築部長（宮城

宮城

理君登壇〕

論は既に行われていることを承知しております。

理君） １、安倍政権が民意を

無視して強行する辺野古新基地建設についての御質問

県は、引き続き沖縄防衛局に対して環境保全措置の
確実な実施を求めてまいります。

の中の(1)、埋立承認書に付した留意事項の意義につい
ての御質問にお答えいたします。

同じく１の(4)、添付図書の変更承認申請についての
御質問にお答えいたします。

普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立承認書に

普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立

付した留意事項は、免許の場合における免許条件を準

承認の際に付した留意事項において、環境保全図書等

用したものであります。留意事項に付した事前協議の

を変更して実施する場合は、承認を受けるよう明記し
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ております。
県は、事業実施前のサンゴ類の移植やＫ９

無視して強行する辺野古新基地建設についての御質問

護岸を使用した海上搬入などについては留意事項に基

の中の(5)、埋立承認の撤回への決意についてお答えい

づく承認が必要と判断しており、沖縄防衛局に対して

たします。

適正に手続を行うよう求めているところであります。

知事は、辺野古に新基地はつくらせないという公約

次に２、大浦湾サンゴの環境保全対策についての御

を掲げ多くの県民の負託を受けております。撤回につ

質問の中の(3)、普天間飛行場代替施設建設事業による

いては、法的な観点からの検討を丁寧に行った上で対

サンゴへの影響についての御質問にお答えいたします。

応する必要があると考えており、どのような事由が撤

普天間飛行場代替施設建設事業の施工海域では７月

回の根拠となるか慎重に検討しているところでありま

に14群体、11月に10群体、合計24群体のレッドリス

す。知事は、平成29年８月12日に開催された県民大会

トサンゴが確認されております。このうち７月に確認

において、あらゆる情報を判断して、撤回の時期につ

された14群体中13群体が死亡・消失したことが確認さ

いて私の責任で決断をいたしますと述べており、日々

れております。県は陸上工事がレッドリストサンゴの

の国の動き等全体的な流れを勘案しながらしっかりと

生息環境に与える影響などを質問しており、沖縄防衛

対応してまいりたいと考えております。

局は陸上工事で赤土流出防止対策を適切に実施してい

次に３、国指定天然記念物ジュゴンの保護について

ること及び水の濁りの調査結果等から、レッドリスト

の御質問の中の(3)、ジュゴン訴訟の利害関係人として

サンゴの生息環境への影響はないとの認識であると回

協議を申し出ることについてお答えいたします。

答しております。

沖縄ジュゴン訴訟については、現在、米連邦地方裁判

県は、陸上工事がサンゴの生息環境に与える影響に

所で差し戻し審理が行われており、その結果によって

ついて詳細な根拠データのさらなる確認が必要と考え

は工事停止の可能性もあるものと考えております。そ

ており、引き続き沖縄防衛局に対し納得できる説明を

のため本件訴訟において、沖縄県が米国防総省の協議

求めてまいります。

対象者である利害関係者であると主張することは、意

次に３、国指定天然記念物ジュゴンの保護について

義があるものと考えております。現在、沖縄県は、利

の御質問の(2)、普天間飛行場代替施設事業によるジュ

害関係者であると主張することの可否につきまして、

ゴンへの影響についての御質問にお答えいたします。

法的観点を含むさまざまな観点から検討しているとこ

普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境保全図書

ろであります。

において沖縄防衛局は、沖縄本島北部海域には３頭の
ジュゴンが確認されていると記しております。また平

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 環境部長。

成29年７月７日に開催された第８回環境監視等委員

〔環境部長

大浜浩志君登壇〕

会において沖縄防衛局は、３頭のジュゴンのうち個体

〇環境部長（大浜浩志君） ２、大浦湾サンゴの環境保

Ｃは平成27年６月24日の古宇利沖以降、確認されてい

全対策についての御質問の中の(1)、大浦湾サンゴの価

ないと報告しております。同委員会においては、個体

値についてお答えします。

Ｃが確認できないことに対して、工事の影響の有無に

大浦湾周辺海域は、海洋生物レッドリストにおける

ついて現時点で判断することは難しいとの認識が示さ

絶滅危惧Ⅱ類のオキナワハマサンゴや準絶滅危惧のヒ

れております。

メサンゴなどの６種の希少なサンゴ類の生息が確認さ

次に11、我が党の代表質問との関連についての御質

れています。また大型のアオサンゴ群集、塊状ハマサン

問の中の(1)、普天間飛行場代替施設事業における地質

ゴの群集が生息するなど、サンゴ類及びサンゴ生態系

調査についての御質問にお答えいたします。

を構成する生物群集の多様性が高い海域となっており

県は、沖縄防衛局に対して実施設計の事前協議にお

ます。そのため日本生態系学会を初めとする19の学会

いてボーリング調査結果等の提供を求めているところ

から大浦湾一帯は、世界の生物多様性のホットスポット

であります。その調査データ等を入手した場合には必

の一つと認識されている我が国の中でも極めて生物多

要な照査を行って、構造物全体の安定性、安全性につ

様性の高い地域と評価されているところであります。

いて確認していきたいと考えております。

同じく２の(2)、環境影響評価に対する意見について

以上でございます。

お答えします。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。
〔知事公室長

普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立

謝花喜一郎君登壇〕

承認申請書に対し承認権者より意見を求められたこと

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、安倍政権が民意を

から、当時の環境生活部では、環境影響評価書に対する
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知事意見で指摘した事項に対する対応状況等を確認し

おいてそれぞれで異なっている状況にあります。

ております。サンゴ類については、移植技術は確立さ

県教育委員会としましては、市町村教育委員会に対

れたものではないため予測の不確実性の程度が大きい

して、県内外の就学援助の実施状況に関する情報提供

ことから、埋立区域内のサンゴ類を一度に移植し成功

や意見交換会の開催などを通じて、就学援助制度の適

しなかった場合の対応などに不明な点がありました。

切な実施をお願いしているところであります。

その他の多くの不明な項目も踏まえ、事業実施区域周
辺の生活環境及び自然環境の保全について懸念が払拭

次に４の(3)、就学援助制度の周知や入学前支給につ
いての御質問にお答えいたします。

できないとの意見を述べております。

制度の周知については、各市町村において入学時や

次に、国指定天然記念物ジュゴンの保護についての

毎年度の進級時に説明資料を配布するほか、広報誌へ

御質問の中の(1)、沖縄ジュゴンの希少性についてお答

の掲載などさまざまな取り組みが行われております。

えします。

また、県教育委員会においても、平成28年度からテレ

ジュゴンは、熱帯、亜熱帯地域の浅い海域に生息し

ビやラジオ広報のほか、リーフレットの作成・配布等

日本国内では沖縄周辺海域のみに生息していることか

による周知広報事業を実施しております。新入学児童

ら、国や本県のレッドデータにおいて絶滅危惧ⅠＡ類

生徒学用品費等の入学前支給につきましては、これま

に位置づけられるなど希少な生物であります。

で実施市町村はありませんでしたが、平成30年度入学

なお、ジュゴンの生息状況については実態が不明な
点も多いことから、県ではジュゴン保護対策事業とし

生から小学校においては７市町村、中学校においては
16市町村が実施する予定となっております。

て海草藻場の調査、はみ跡や個体の目撃情報調査など

次に、５の軽度知的障害者の就労支援についての御

を実施しており、これらの情報をもとに保護のあり方

質問で(1)、沖縄高等特別支援学校の卒業生の就労状況

について検討しているところであります。

についてお答えいたします。

以上でございます。

沖縄高等特別支援学校の平成28年度卒業生の就労

〇議長（新里米吉君） 教育長。
〔教育長

状況につきましては、75名のうち一般企業等へ就職し

平敷昭人君登壇〕

た生徒は68名、進学が２名、一般就労に向けて訓練を

〇教育長（平敷昭人君） ４の就学援助の充実につい

行う福祉的就労は５名となっております。特別支援学

ての御質問で(1)、就学援助制度拡充の成果と課題につ

校においては、生徒及び保護者に対して在学中に障害

いてお答えいたします。

者就業・生活支援センターに登録するように働きかけ

子供の貧困対策において就学援助は重要な支援事業

るとともに、卒業後はおおむね３年間、職場を巡回し

であることから、県教育委員会では、これまで市町村

卒業生の状況の把握に努めております。また、就労及

と意見交換を行いながら制度の周知に努めてまいりま

び生活上の課題が生じた場合は、同センターが中心と

した。このような取り組みを行ってきたことなどによ

なり、企業の担当者や学校関係者などによるケース会

り本県の就学援助率は、平成26年度の20.16％から平

議を実施しております。

成28年度は21.52％と1.36ポイント増加しておりま

県教育委員会としましては、今後とも関係機関と連

す。また平成28年３月に設置された沖縄県子どもの貧

携し生徒の自立と社会参加に向けた支援に努めてまい

困対策推進基金を活用し、33市町村が就学援助の認

ります。

定基準緩和や支給単価引き上げなどを実施しておりま

次に、７の離島振興についての御質問で(1)、離島児

す。課題としましては、市町村において受給者数の増

童生徒支援センターの成果等についてお答えいたしま

加や支援内容の拡充に対応していくための財源確保が

す。

挙げられます。

離島児童生徒支援センターには、現在、高校のない

県教育委員会としましては、市町村が必要な就学援

離島出身者を中心に85名の生徒が入寮しており、保護

助を行えるよう、国に対し十分な財政措置を講じるこ

者の経済的負担の軽減が図られております。応募状況

とを全国都道府県教育長協議会等を通して要請してい

につきましては、昨年度の第１期生は50名の応募があ

るところであります。

りましたが、内定辞退もあり希望者全員40名が入寮し

次に４の(2)、就学援助の市町村格差についての御質
問にお答えいたします。

ております。今年度の２期生は67名の応募があり、女
子については19名が入寮できない結果となっており

就学援助制度は、市町村の実情に応じて実施されて

ます。

いるところであり、認定基準及び支給額、援助費目に
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なお、同センターにおいては、退寮等により空き室

が出た場合には随時の入寮も受け入れております。

島市町村は、宮古島市及び石垣市となっており、久米

以上でございます。

島町が平成31年度実施に向け準備を進めているとこ

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。
〔商工労働部長

ろです。離島における放課後児童クラブの実施につい

屋比久盛敏君登壇〕

ては、支援員の確保や利用児童が少ないこと等の課題

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ５の軽度知的障害

があると聞いております。

者の就労支援についての(2)のア、軽度知的障害者の定
着率の推移についてにお答えいたします。

県におきましては、宮古島市及び石垣市で放課後児
童支援員の認定資格研修を実施するとともに、市町村

障害者就業・生活支援センターに登録している軽度

説明会等を通じて小規模クラブの実例を紹介する等、

知的障害者の一般就労の定着率については、平成26年

引き続き離島におけるクラブの実施に向けて取り組ん

度就職者の１年経過後定着率は81.0％、２年経過後の

でまいります。

定着率は69.8％となっております。

以上でございます。

同じく(2)のオ、障害者就業・生活支援センターの拡

〇議長（新里米吉君） 企画部長。

充についてにお答えいたします。

〔企画部長

障害者就業・生活支援センターの支援員については、

川満誠一君登壇〕

〇企画部長（川満誠一君） ５、軽度知的障害者の就労

沖縄労働局、県子ども生活福祉部、県商工労働部が各

支援についての中の(2)のエ、市町村における軽度知的

役割等に応じて配置がなされております。平成29年度

障害者の雇用状況についての御質問にお答えいたしま

は商工労働部配置の支援員を２名、沖縄労働局配置の

す。

支援員を１名増員し全体で36名となっており、次年度

県内市町村においては、障害者の雇用の促進等に関

は、子ども生活福祉部配置の支援員が１名増員予定と

する法律に基づき身体障害者、知的障害者等の雇用の

なっております。

促進に努めており、平成29年６月１日現在、雇用され

今後とも引き続き関係機関と連携を図り、サポート
体制を強化してまいります。

ている障害者は276名でそのうち軽度知的障害者は１
名となっております。

以上でございます。

県では、国からの通知を受け、市町村に対し軽度知

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。
〔子ども生活福祉部長

的障害者を含め障害者の雇用促進等について周知に努

金城弘昌君登壇〕

めているところでありますが、今後も引き続き情報提

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） ５、軽度知的障

供等を行っていきたいと考えております。

害者の就労支援についての御質問の中の(2)のイ、軽度
知的障害者の生活支援の登録人数と支援実績について

次に７、離島振興についての(5)、久米島路線の航空
運賃低減についての御質問にお答えいたします。

お答えいたします。

沖縄県では、久米島の航空路線について平成27年度

障害者就業・生活支援センターにおける軽度知的障

から29年度までの間、同地域の活性化を図るため観光

害者の登録人数は、平成30年１月末時点で1203人、知

客等の交流人口を対象に約1.5割の運賃低減を図る実

的障害者に対する相談等の支援実績は、延べ4192回と

証事業を行っております。実証を行った結果、旅客数

なっております。

増加などの効果が認められたことから、平成30年度よ

次に(2)のウ、沖縄高等特別支援学校卒業生の就労定
着支援についてお答えします。

りこの事業を本格実施することとしております。また
久米島町においても0.5割の運賃低減を行う予定とさ

沖縄高等特別支援学校の卒業後すぐに一般就労へ移

れており、あわせて２割の運賃低減が実現する見込み

行した卒業生等への支援については、引き続き障害者

となっております。さらに航空会社においても新たに

就業・生活支援センターが重要な役割を担う必要があ

３日前割引運賃が設定され、既存の早割運賃について

ります。このため県では、平成30年度から障害者就

も値下げが行われることとなっております。

業・生活支援センターにおける生活支援員の配置を拡

沖縄県としては、今回の運賃低減を契機として、久

充する等の取り組みを実施し、就労定着に向けた支援

米島町や航空会社と連携し久米島路線の需要喚起に取

を強化していきたいと考えております。

り組むとともに、引き続き離島の交通コストの低減に

次に７、離島振興についての御質問の中の(2)、離島

努めてまいります。

における放課後児童クラブの実施状況についてお答え
します。

次に８、瀬長島北岸沿岸の整備についての(1)、那覇
空港滑走路増設事業に関連した船だまり整備について

平成29年度に放課後児童クラブを実施している離

の御質問にお答えいたします。
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那覇空港滑走路増設事業の開始に当たり、平成25年

厚生労働省の平成28年薬剤師数調べによりますと、

に那覇地区漁業協同組合から船だまり整備の要望を受

人口10万人当たりの薬局・医療施設に従事する薬剤師

け沖縄総合事務局、那覇市、沖縄県の３者で連携して

数は、全国平均の181人に対し沖縄県は134人となっ

取り組んでまいりました。整備場所については、複数

ております。

の候補地について協議し検討を重ね、瀬長島北側沿岸
域とすることで漁協との合意が得られたところです。

次に、(2)の薬学部の創設についての御質問にお答え
します。

県としましては、那覇空港第２滑走路の早期供用開

県内の国公立大学に薬学部または薬学科を設置する

始に向けて、引き続き関係機関と連携して取り組んで

ことは、沖縄県の薬剤師不足を解消するための一助と

まいります。

なる可能性があると考えております。

次に９、公共交通政策についての(1)、那覇―与那原

県としましては、沖縄県薬剤師会、県内関係団体の動

間のＬＲＴの実現についてに関する御質問にお答えい

向を注視しているところであり、あわせて同学部また

たします。

は同学科を設置する場合どのような課題があるのか、

県民及び観光客の移動利便性の向上等を図るために

そのための対応策はいかにあるべきかなど、その必要

は、鉄軌道の導入とあわせて各地域における公共交通

性も含めた基本的な検討課題の洗い出しを行っている

の充実も図っていく必要があると考えており、鉄軌道

ところであります。

の計画案策定後は、市町村等との協働によりこれらに

次に、７の離島振興についての御質問の中の(3)、離

ついて検討を行っていくこととしております。また那

島患者等のための施設建設についての御質問にお答え

覇―与那原間については、今後の開発による新たな交

します。

通需要への対応について特に検討を行う必要がありま

県は、平成29年度から、がん治療、難病、特定疾

す。このため現況公共交通ネットワークにおける新た

患、小児慢性特定疾病、特定不妊治療、子宮頸がん予

な交通需要への対応可否の確認とあわせて、需要の大

防ワクチンの副反応疑い及び妊産婦が島外の医療機関

きい区間については、ＬＲＴやＢＲＴ等の新たな公共

へ通院する場合の交通費及び宿泊費への助成を行う市

交通システムを導入した場合の影響や課題について整

町村に対し補助を実施しており、離島の患者等の経済

理を行っているところであります。

的負担の軽減を図っているところであります。離島患

同じく９の(2)、ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡの機能拡充に
ついての御質問にお答えいたします。

者等支援事業における宿泊施設は、ホテル及びウイー
クリーマンション等を想定しておりますが、市町村が

ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡは、現在沖縄本島バス４社及
びモノレールにおいて運用されており、平成29年12月

民間アパートなどを借り上げた場合についても補助対
象とすることとしております。

時点の発行枚数は約24万枚となっております。沖縄県
では、公共交通機関の利用促進と乗り継ぎの円滑化を

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

図るためＯＫＩＣＡの利用範囲をタクシーや船舶に拡

〔農林水産部長

島尻勝広君登壇〕

張する検討を行ってまいりました。平成27年度には学

〇農林水産部長（島尻勝広君） ７、離島振興について

識経験者、県民代表者、交通事業者等を構成員とする

の御質問の中の(4)、海洋深層水研究の成果と取水施設

ＩＣ乗車券システム拡張協議会を立ち上げ、平成28年

増設についてお答えいたします。

度にかけて新たなシステムに求められる機能は何かに

海洋深層水研究所のこれまでの主な研究成果として

ついて検討を行ったところです。今後はタクシーや船

は、１、クルマエビの母エビ養成技術、２、クビレズ

舶等の交通事業者とＯＫＩＣＡの運営会社である沖縄

タ、海ブドウの陸上養殖技術、３、海洋深層水の冷熱

ＩＣカード株式会社との間で開発経費やランニングコ

利用による野菜類の高温障害回避技術等を確立してお

ストなど導入に向けた合意形成を図っていく必要があ

ります。また研究開発された技術を生産者や企業等に

ると考えております。

移転することにより、久米島町の地域振興に寄与して

以上でございます。

おります。久米島町から要望のある新たな取水施設の

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長

砂川

増強については、事業の必要性・目的、事業主体、財

靖君登壇〕

源問題、運営方法など基本的な課題の整理が必要であ

靖君） まず初めに、６の国公

ります。また、沖縄21世紀ビジョン基本計画等に基づ

立大学における薬学部の創設についての御質問の中の

き、県としての総合的な対応・判断が求められること

(1)、県内の薬剤師不足の現状についてお答えします。

から、関係部局で慎重に検討する必要があると考えて

〇保健医療部長（砂川
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おります。

いわゆるヘイトスピーチにつきましては、平成28年

同じく(6)、離島漁港における放置廃船問題について
お答えいたします。

６月に本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許さ
れないことを宣言し、こうした言動の解消に向けた取

平成29年６月に県及び市町村が取りまとめた放置

り組みを推進しようとする、本邦外出身者に対する不

艇実態調査においては、県管理漁港27港で314隻、市

当な差別的言動の解消に向けた取り組みの推進に関す

町村管理漁港60港で364隻、計678隻の放置艇が確認

る法律が施行されているところであり、警察としても

されました。

このような不当な差別的言動はあってはならないと考

県としましては、平成27年７月に策定した沖縄県県

えているところであります。

管理漁港放置艇５カ年計画に基づき、31年度までに所

警察といたしましては、どのような言動がヘイトス

有者死亡または不明の放置艇146隻を処理することと

ピーチに当たるのかについて判断する立場にありませ

しております。これまでの県管理漁港放置艇の取り組

んが、いわゆるヘイトスピーチと言われる言動が行わ

み実績としましては、所有者死亡等で58隻、所有者に

れる可能性のあるものも含め、街宣活動・デモ等に際

よる自主撤去で68隻、計126隻の放置艇を処理してお

し違法行為を認知した場合には、法と証拠に基づき厳

ります。そのうち離島では58隻の放置艇を処理してお

正に対処することとしているところであります。

ります。

なお、いわゆるヘイトスピーチの被害実態につきま

県としましては、今後も関係機関と連携し、市町村

しては、先ほど申し上げたような理由から警察として

管理漁港も含めた全県的な取り組みを行ってまいりま

把握はしておりませんが、行動の類型に着目をして街

す。

宣という観点で申しますと、県庁周辺における街宣活

同じく(7)、渡名喜漁港の災害復旧工事についてお答
えいたします。

動に絡む通報については確認可能な範囲では平成29
年は２件を受理しております。

渡名喜漁港の第２沖防波堤は、平成27年８月24日に

以上でございます。

襲来した台風15号の波浪により被災を受け災害復旧

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

工事を行っております。工事箇所は出砂島米軍射爆演

〇比嘉

習区域にあること、台風や冬季風浪の影響を受けやす

とうございました。

いことから工事の進捗がおくれております。現在の工
事進捗率は89％でありますが、11月以降、冬季風浪に

瑞己君

知事初め部長の皆さん、答弁ありが

再質問は順不同となりますので、あらかじめ御了承
ください。

より海上作業が行えない状況が続くことから工事を一

ヘイトスピーチから行きたいと思います。

時中止しております。今後は、冬季風浪による影響が

本部長、皆さんとしては把握する立場ではないとい

少なくなる３月をめどに工事を再開し復旧工事の早期

うのですが、やはり皆さんの県警の周りで、また交番

完成を目指します。

の前で実際そうした苦情も寄せられているんです。

次に８、瀬長島北岸沿岸の整備についての御質問の

そこで伺いますが、こうしたヘイトスピーチを繰り

中の(2)、瀬長島北岸沿岸の工事の影響についてお答え

返す団体と県民や観光客との間でトラブルになった事

いたします。

例を把握していますか。そしてもう一点、
2016年に施行

沖縄総合事務局は、平成28年度に瀬長島北岸沿岸に

されたヘイトスピーチ対策法には衆参両院による附帯

おいてしゅんせつ工事を実施しております。現在、砂

決議があります。本部長はこの附帯決議をどのように

州が発生し関係者間で協議を継続していると聞いてお

受けとめていますか。ヘイトスピーチに毅然とした対

ります。なお、漁船用船だまり等の整備及び今後の工

応を今後もとるべきだと思いますがいかがでしょう。

事の進捗に伴う影響等についてもこれまでどおり沖縄

〇議長（新里米吉君） 警察本部長。

総合事務局、県、那覇市で協議されるものと考えてお

〇警察本部長（筒井洋樹君） お答えをいたします。

ります。

まず再質問のうちトラブルの関係でありますけれど

以上でございます。

も、県警察として全てのトラブルを網羅的に把握して

〇議長（新里米吉君） 警察本部長。
〔警察本部長

いるものではありませんが、平成29年中県庁周辺で行

筒井洋樹君登壇〕

われていた街宣活動、これがヘイトスピーチに関する

〇警察本部長（筒井洋樹君） 10、ヘイトスピーチ根

ものであるかどうかはわかりませんけれども、街宣活

絶についての御質問、ヘイトスピーチヘの県警察の対

動をめぐるトラブルの発生については２件を把握して

応についてお答えをいたします。

おります。うち１件では当事者のうち１名を暴行容疑
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で現行犯逮捕をしております。

〇比嘉

このように警察といたしましては、いわゆるヘイト

瑞己君

そういった考慮が全く今されていな

いんですね。

スピーチと言われる言動に関連するものも含めまして、

土建部に伺います。

デモや街宣活動に際し違法行為を認知した場合には、

埋立承認願書に添付されていた当時の環境保全図書

法と証拠に基づき厳正に対処することとしております。

では、護岸工事などで使用される大量の石材について

次に、再質問でもう一つ、附帯決議に関連して御質
問があったかと思います。

陸上部からダンプトラックで搬入すると書かれていま
す。しかし陸上では、多くの県民の抗議行動によって

附帯決議には、法の定める本邦外出身者に対する不

作業がなかなか進まない。焦った沖縄防衛局は、石材

当な差別的言動以外のものであればいかなる差別的言

を陸上ではなく海上搬送へと変更せざるを得なくなり

動でも許されるという理解は誤りであるなどとされて

ました。しかしそのことは、環境保全図書の変更に当

いると承知をしております。

たり埋立承認の際の留意事項に基づき県知事の承認が

警察としても本邦外出身者に対するものであれ、そ

必要なはずです。防衛局は環境保全図書の変更につい

れ以外に対するものであれ、不当な差別的言動はあっ

て知事の承認を受けましたか。

てはならないということは当然だと考えておりまし

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

て、先ほど申し上げたような形で厳正に対処してまい

〇土木建築部長（宮城

る所存であります。

理君） お答えいたします。

Ｋ９護岸を使用した資材の海上搬入については、普

以上です。

天間飛行場代替施設事業に係る環境保全図書において

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

予測されているものではございません。資材の海上搬

よろしくお願いしたいと思います。

入については、環境保全図書を変更して環境保全措置

それでは辺野古の新基地建設問題について、ジュゴ

を講ずるとそういう必要性がありますので、県は沖縄

〇比嘉

瑞己君

ンの保護についてからお聞きします。

防衛局に対して文書で留意事項に基づく変更承認を受

仲井眞前県政時代、当時の環境部は辺野古新基地建

けるよう今現在求めているところでございます。

設に関する環境アセスに対して多くの問題点を指摘し

以上でございます。

ておりました。護岸工事が強行されている今、改めて

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

お伺いしますが、沖縄防衛局が行った環境アセスは、

〇比嘉

新基地建設がジュゴンに与える影響を予測しジュゴン

瑞己君

承認を受けずにやっているんですよ。

石材を載せた船は、ジュゴンが頻繁に確認されてい

保護が考慮されたと思いますか。

る辺戸岬海域に近い国頭村奥港を出港し北側ルートを

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

通っていきました。このことは防衛局の環境保全図書

〇環境部長（大浜浩志君） お答えします。

に照らしても問題ではありませんか。石材の海上搬送

普天間飛行場代替施設事業に係る公有水面埋立承認

におけるジュゴンへの影響についてどのようにお考え

申請書の環境保全図書について、当時の環境生活部で

でしょうか。

は環境影響評価書に対する知事の意見で指摘した事項

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

に対する対応状況等について細かく確認をさせていた

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

だきました。ジュゴンにつきましては、知事意見で求

沖縄防衛局は先ほどの普天間飛行場代替施設建設事

めた複数年調査について、事業者の自主的な調査も含

業に係る環境保全図書においてジュゴンの環境保全措

めて３年以上の調査データを用いて予測評価をしてい

置としまして、作業船の航行に当たってはウミガメ類

るところでありますが、当調査によりましても個体群

やジュゴンが頻繁に確認されている区域内をできるだ

Ｃの識別、それから夜間はどこで過ごしているかなど

け回避し、沖縄島沿岸を航行する場合は岸から10キロ

の不明な点があり、予測評価も不確実性の程度が大き

メートル以上離れて航行する。そういうふうに記載し

いというふうにしております。その他多くの不明な事

ております。奥港からの入出港、この経路はどのよう

項も含めまして、承認権者に対しまして事業実施区域

な航路をとってもジュゴンの生息域である辺戸海域を

周辺の生活環境及び自然環境の保全について懸念が払

横断することになりますので、現在変更を講じた環境

拭できないというふうな意見を述べてきたところであ

保全措置の詳細を確認するとともに変更承認が必要と

ります。

指摘をしているところでございます。

以上であります。
〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。
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〇比嘉

オキナワハマサンゴについては、環境省によるレッ

続いてサンゴの特別採捕許可につい

瑞己君

ドリスト掲載サンゴの種ごとの環境特性において、そ

て聞きます。
沖縄防衛局は昨年７月に希少サンゴ14群体を発見

の生息に環境条件や環境耐性などが取りまとめられて

しましたが、沖縄県に報告があったのは２カ月後のこ

おります。当該資料では本種の特異的な環境特性につ

とでした。その間13群体の希少なサンゴを死滅させて

いての知見はないとされております。また環境省から

おいて、生き残ったオキナワハマサンゴのみを申請す

の回答では、オキナワハマサンゴが内湾的環境に生息

る。今後、７万4000群体ものサンゴ移植が控える中、

し波高が低い場所に分布するという生息状況から推察

１つのサンゴの特別採捕申請をもって県に踏み絵を迫

すれば、同サンゴの移植先については波浪、潮流の影

るような、本当にこそくなやり方だと思います。そも

響を受けにくいと考える場所を選定する必要があると

そも沖縄防衛局は護岸工事を強行して希少なサンゴを

考えられるとしながらも、移植先については必ずしも

死滅させながら特別採捕許可を申請しておりますが、

内湾的環境に限られたものと示されているものではな

埋立申請の際の環境保全図書にはサンゴの移植につい

いという内容でありました。

てはどのように記載されているでしょうか。今政府が

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

やっていることは埋立承認の際の留意事項の違反では

〇比嘉

ありませんか。

でも十分な知見や技術というのは持っていないわけで

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

す。そこで沖縄県は今回条件をつけたと思います。こ

理君） お答えいたします。

〇土木建築部長（宮城

普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境保全図書
において沖縄防衛局は、サンゴ類の環境保全措置とし

瑞己君

このレッドリストを所管する環境省

の条件をつけた理由、目的は何ですか。
〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。
〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

ましては、事業の実施前に移植・移築作業の手順、移

オキナワハマサンゴ１群体に関する沖縄防衛局への

植・移築先の環境条件やサンゴ類の種類による環境適

特別採捕許可においては、移植後当分の間、おおむね

応性、採捕したサンゴ類の仮置き・養生といった具体

１週間ごとに経過観察を行い、その都度県へ報告を行

的方策について専門家の指導助言を得て可能な限り工

うことを条件として付したところであります。

事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植・移築し

条件を付した理由としましては、今回の申請は造礁

て影響の低減を図る、このように記載しております。

サンゴ類の環境保全措置を目的とした移植技術に関す

県は沖縄防衛局に対しまして、当該図書に記載した

る試験研究であり、移植対象サンゴは6.5センチメート

とおり、環境保全措置を確実に実施するよう求めてい

ルと小型でありました。また本種が内湾的環境に生息

るところでございます。

することからすると移植先の環境条件に留意する必要

以上でございます。

があり、さらに今後同種の移植試験が計画されている
ことを考慮して、県側でも移植後初期の状態把握が必

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。
〇比嘉

工事の前に移植するということでは

瑞己君

要との判断からでございます。

なかったですか。

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

〇比嘉

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

瑞己君

昨日27日、沖縄防衛局は今回採捕許

可を受けたオキナワハマサンゴについて、当初予定し

サンゴ類の環境保全措置としまして、事業の実施前

ていた３月１日までの移植を断念して２カ月の延期を

に移植・移築作業等を行うとこのように記載しており

求めてきています。その理由は環境監視等委員会で検

ます。

討してその助言を受けた上で十分慎重に対応するよう

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

にという沖縄県の指摘を受けたからこそ彼らも延期を

〇比嘉

瑞己君

せざるを得なくなっています。県が今回特別採捕許可

明確な留意事項違反です。

環境部にお聞きします。

の際に義務づけた条件、今後残り７万4000群体のサン

今回の審査に当たって、県は環境省にも問い合わせ

ゴの許可判断に大きな影響を持つものだと思います。

をしています。環境省はオキナワハマサンゴについて

今後、沖縄防衛局から特別採捕許可申請があった際に

十分な知見や移植の技術を持っていて、環境配慮につ

は、県が条件として義務づけたサンゴの生息状況の経

いて明確に示すことができましたか。

過報告、この結果を踏まえてサンゴ一つ一つ厳正な審

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

査を行うべきだと思いますが部長いかがですか。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。
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〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

となどについて、沖縄防衛局に行政指導等を行ってき

県としましては、今後予定されております７万4000

ているところでございます。こういった日々の行政指

群体等含めサンゴに関する特別採捕許可申請に対して

導等を行ってきたということ、それから日々の国の動

も、沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿って厳正かつ適切

きなど全体的な流れを勘案しながら、あらゆる状況を

に審査を行ってまいりたいと思っております。

想定して検討して、環境保全措置などについて看過で

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

きない事態となれば、県としては撤回を含めたしっか

〇比嘉

瑞己君

りとした対応をしていく考えでございます。

公室長にお聞きします。

今回留意事項の話も聞きましたが、この埋立承認申

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

請の際に最大の焦点となったのが環境保全でした。そ

〇知事（翁長雄志君） 比嘉瑞己議員の御質問にお答

の環境保全を担保するための留意事項、沖縄県との約

えいたします。
留意事項に基づく事前協議を含め今17件、２件と

束であったこの留意事項を政府は守っていません。県
との全体の計画を示した事前協議も行われていない。

いう形でありましたけれども、より多くの方々は国側

工事着工前にサンゴを移植しない。ジュゴンが生息す

もいわゆる法令にのっとってしっかりとやっているよ

る海域もお構いなしに船が通っていく。安倍政権は幾

うな感じを持っているかもしれませんけれども、やは

重にも留意事項を違反していると思います。

り今言った国の権力というようなものは、漁業権も含

それでこの間、沖縄県が政府に対して、約束を守ら

めてそういったこと等を私からすると大変理不尽な形

ない政府に対して何度行政指導をして、工事の中止を

で前に進められているというふうに思っております。

求めてきましたか。

ですから特に工事の最初、海上保安庁の大きな船が海

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

に浮かんだときにはみんなびっくりしましたが、そう

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

いうものがヘリコプターで運んだり、600名の機動隊

知事名での行政指導は２件、それ以外に私の名前を

だったりとかいろいろありますけれどもだんだんだん

含めましての通常の文書の中で工事停止を求めたのが

だんなれてきて、国がやることはまあそんなものは当

17件だったと記憶しております。

たり前だろうなというような形になっていますけれど

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

も、これはほかの都道府県では全くないことで、一番

〇比嘉

瑞己君

この問題の最後にぜひ知事に伺いた

これを基準にして物事を考えてもらいたいんですが、
ほかの都道府県では全くないというような中で、こう

いと思います。
知事、今回の質問は私政府がいかに約束を守ってい

いったものの一つ一つがやられております。ですから

ないかの質問を重ねました。知事はこれまで巨大な権

これから以降の今言う撤回の話も含めてそうなんです

力を持つ政府に対して法令に基づき厳正に対処をして

が、国がこのような形で物事を進めていくときには、

きたと思います。一方で政府は、沖縄県との留意事項

必ずこれは前に進まない事態が起きてくるというよう

も守らず、岩礁破砕許可に至っては法律の解釈まで変

なことを県民がよくよく見る、あるいは全国民の方々

えて工事を強行しています。まるで沖縄の自治は神話

がごらんになっていただくという、こういったものの

だと言わんばかりのやり方だと思います。私たちの沖

中から物事が決まってくるのではないかなというふう

縄は植民地ではありません。法治国家にあるまじき今

にも思っています。

の政府の強権的なやり方について知事の率直な感想を

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

聞きたいのと、それを踏まえて辺野古に新基地はつく

〇比嘉

瑞己君

ありがとうございました。

らせない、知事の公約実現に向けた決意を改めてお聞

知事、頑張りましょう。

かせください。

次に、軽度知的障害者の就労支援についてお聞きし
ます。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

先ほど部長が障害者就業・生活支援センターの機能

〇知事公室長（謝花喜一郎君） まず先ほど来、土建部
長や農水部長から埋立承認に付されました留意事項、

拡充の答弁をいたしました。このことは大変大きく評

それから事前協議などについて答弁があったところで

価したいと思います。軽度の知的障害を抱える皆さん

ございます。

にとっては、ほんの少しの支援があれば健常者と同じ

議員からもございますように、県としましては、埋

ように一般就労で頑張ることができるというこうした

立承認に付しました留意事項に基づく事前協議、それ

思いなんです。生活支援サービスの時間をふやしてほ

から事業実施前にサンゴ類の移植・移築を実施するこ

しい、そのためにも支援員の体制を強化してほしい、
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こうした関係者の皆さんの声に応えるべきだと思いま

子、父子家庭を優先するとそういう基準を持っており

すがいかがですか。

ますけれども、これはこれまでの経緯からしますと基

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

本的に各市町村に人数を割り振った後に市町村が確か

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） 答弁いたしま

におっしゃるように抽選というところも多いんですが、

す。

この選考方法、順位づけのさらなる検討をお願いして

議員おっしゃるとおり障害者が一般就労するに当

まいりたいというのが基本的な考え方でございます。

たっては、雇用する企業側のいわゆる障害特性の理解

〇比嘉

と支援が重要というふうに認識しておりますが、あわ

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

せて就労した障害者に対する日常生活等の相談支援も

〇玉城

重要というふうに考えています。

瑞己君
武光君

ありがとうございました。
こんにちは。

あと２人でございますから、あとしばらくのおつき

子ども生活福祉部としましては、障害者就業・生活

合いをよろしくお願いいたします。

支援センターの生活支援につきまして、現在週５日勤

一般質問に入ります前に、きょうの新聞で本島に地

務１名、週３日勤務１名の計２名の５センターでやっ

対艦ミサイルの配備という報道がされました。質問通

ておりますが、登録者数が増加傾向にあることなどを

告後に発生した問題でありますので、議事課と執行部

踏まえまして、平成30年度からは支援の拡充を図るた

に連絡は済ませておりますので、先例を踏まえて質問

め、いわゆる５圏域全域の週５日勤務の２名体制を組

を行います。

むこととしています。あわせて特に登録者の多い南部

自衛隊が沖縄本島に地対艦ミサイルを配備する方向

地域については、１名増加というふうな配置を予定し

で検討しているとの新聞報道がございますが、その事

ているところでございます。

実関係は確認しておりますか。県は緊張を高めるこの

県としましては、今後とも障害者の就労定着に向け

ようなミサイル配備に反対すべきであると思います

た効果的な施策を検討し、取り組んでまいりたいと考

が、見解を伺います。

えています。

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

〇議長（新里米吉君） 比嘉瑞己君。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 本日の地元新聞で、沖

〇比嘉

ありがとうございます。

瑞己君

縄本島へ地対艦ミサイル部隊の配備を検討していると

最後に群星寮についてお聞きします。

の報道は承知しております。防衛大臣は、昨日の記者会

群星の入所希望者の選考基準についてなんですが、

見において、沖縄本島に地対艦ミサイル部隊を配備す

今入所選考基準というのが各離島の市町村の選考基準

るというような具体的な方向については、何ら決まっ

に任されています。その結果、公平性を期するという

ていないと発言しております。また、沖縄防衛局へ照

ことで一律抽選によって選んでいる自治体もあるよう

会したところ、同様の回答があったところです。

です。その結果、経済的に困っている生徒が入ること

沖縄県といたしましては、今後も情報収集に努めて

ができなかった。こうした相談が私のもとに入ってき

まいりたいと考えております。

ています。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

教育長、群星寮の目的は、離島出身者の経済的負担

〇玉城

の軽減が大きな目的だと思います。経済的に困ってい
る世帯については、優先して入所できるように県の要

武光君

では、本題の一般質問に入ります。

亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興につい
て質問をいたします。

綱改定でそれができると思いますがいかがですか。

農業産出額の増加率が全国１位、販売農家１戸当た

〇議長（新里米吉君） 教育長。

りの生産農家所得も全国トップクラスになった。その

〇教育長（平敷昭人君） センターの入寮選考につい

概要と算出額と農家所得が増加した要因について伺い

ては、各市町村が県から配分された人数枠を踏まえて

ます。

地域の実情、家庭環境を勘案した独自の方法によって

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

行っております。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

県教育委員会としては、関係市町村に対しまして地

平成28年の農業産出額が21年ぶりに1000億円を突破

域の実情でありますとか、家庭環境に応じた適切な順

したほか、生産農業所得も同じく21年ぶりに500億円

位づけの方法のさらなる検討をお願いしてまいりたい

突破となり、販売農家１戸当たりの生産農業所得も大

と考えております。

幅に増加しております。増加要因については、子牛価格

現在、２団体が要保護、準要保護を優先するとか母

が好調で肉用牛の産出額が初めて200億円を突破した
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ほか、サトウキビ生産量が17年ぶりに90万トン台を達

る農業算出額1220億円を達成するための課題につい

成したことなどが挙げられます。これらは、平成24年

て質問をします。

度から一括交付金などを活用した生産対策や流通コス

ア、昨年度は台風襲来も少なく、気象条件も恵まれ

ト低減対策など、生産農家と関係機関が一体となった

て増産となりましたが、自然災害に対する対策は怠っ

取り組みの成果であるというふうに考えております。

てはなりません。

県としましては、沖縄21世紀ビジョン実施計画に掲

そこでお聞きしますが、30年度の新規事業として災

げた農業産出額1220億円の目標達成に向けて、持続的

害に強い高機能型栽培施設の導入推進事業の概要をお

農林水産業とフロンティア型農林水産業の振興に取り

伺いします。

組んでまいりたいと考えております。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

今の農林水産部長の答弁はいろいろ

本県の園芸作物の振興を図るためには、台風等の自

県の取り組みとしてそういう結果が出て、算出額の農

然災害や気候変動に左右されずに、定時・定量・定品

家所得も増加したということなんですが、農家や農業

質の出荷に対応できる産地の形成が重要な課題だと認

生産団体などの取り組みはどうなんでしょうか。

識しております。そのために平成30年度より一括交付

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

金を活用した、災害に強い栽培施設と施設内環境制御

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

設備を一体的に整備する災害に強い高機能型栽培施設

〇玉城

武光君

生産農家も近年、若手の担い手のほうが育成されて

の導入推進事業に取り組むこととしております。環境

きておりますし、またその中でもしっかりＪＡ等関係

制御設備の導入によりまして、施設内での高温、低温、

機関のほうで出荷含めて、生産から販売というところ

あるいは湿度対策などが図られることで、園芸作物に

の中で、関係機関が一体となって取り組んでいるとこ

適した環境が維持され、安定的な生産と品質向上を図

ろもありますし、また生産農家が技術向上を含めて技

ることができるというふうに認識しております。

能向上をやっているというふうな、日々の生産取り組

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

みの成果は、やっぱり大きな成果の一つだというふう

〇玉城

に理解しております。

目、それから施設は何基予定しているのか。それから、

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

この高機能型栽培施設というのは温度調整もできる施

〇玉城

武光君

この取り組みの中に地力増強という

武光君

この高機能型栽培施設で栽培する品

設なのかお伺いします。

ことが先ほど答弁がありましたけれども、それはどう

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

いう取り組みをなさっているんですか。

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

今予定しております高機能型栽培施設については、

〇農林水産部長（島尻勝広君） 沖縄県の場合は地理

品目についてはこれは今後30年度で事業実施主体の

的に亜熱帯というふうなところにありまして、非常に

ほうと詰めていく内容になるかと思いますけれども、

土壌が不良土壌、いわゆる赤土とか肥沃ではなかった

今現在ゴーヤー、サヤインゲン、小菊、輪菊、マン

り、ジャーガルであれば排水が不良であったりという

ゴー、パイナップルなどの戦略品目を対象として事業

ことで、非常に県外における土壌条件とは違って不良

調整をさせてもらっているところでございます。施設

条件の中で生産に取り組んでいます。特にサトウキビ

については先ほど言ったように、予算措置の状況によ

等もそうなんですけれども、土地利用型の中で土づく

りますけれども、今現在30年度の予定としましては、

りがないと単収を上げることができません。

22地区で14ヘクタールの施設整備を関係機関のほう

そういう中で国のほうと県のほうで生産対策の一つ

と詰めているところでございます。それと環境制御、

として、地力増強、いわゆる土づくり、有機物の投入

先ほど言いました高温、低温、あるいは湿度につきま

等について支援させてもらっているところで、こうい

しては防風防潮ネット等を含めて、ネットのほうでの

う継続的な取り組みの中で土づくりの効果が出てきて

コントロール、高度な環境制御ではなくて簡易な施設

いるのかなというふうに思っております。

を含めて、冬場の低温あるいは夏場の高温あるいは湿

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

度の環境をコントロールできるような附帯的な施設の

〇玉城

武光君

生産額を高めるためにも土づくり、

これは非常に大事な問題でございます。

中で整備していきたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

次に、沖縄21世紀ビジョンの基本計画の目標値であ

〇玉城
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武光君

施設内で温度調整もできるという、

要するに夏場もそういう施設だということなんです

いるところでございます。平成30年度からは新たに

が、これは既存の施設で今あるハウスとかそういうと

先端技術を結集した園芸品目競争力強化事業を実施す

ころでやるという施設を考えているのか、それとも新

ることとしております。具体的には、ＤＮＡマーカー

しくそういうＩＴを使った、システムを使った施設を

を活用した新品種の育成、オンデマンド育種システム

新しく考えているのか、ここら辺はどうですか。

構築を目指した新たな品目のゲノム解析とＤＮＡマー

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

カーの開発、あるいは沖縄園芸品目の安定生産技術の

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

開発などを実施するものであります。

既存の事業ではなくて、今回改めて災害に強い高機

県といたしましては、引き続き、県産園芸品目の市

能型栽培施設の中で一体的にということを考えており

場競争力の強化を図るため研究開発等に取り組んでま

ます。例えば高温対策につきましては、自動巻き上げ

いります。

装置、循環扇あるいはミスト装置、遮光ネット等を考

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

えていますし、また低温については加温機、暖房です

〇玉城

けれども、その辺をやったり、あるいは湿度について

ンド育種というのはなかなかわかりにくいんですよ。

は自動巻き上げ装置、換気扇等について一体として整

具体的にどういうことかということを説明願えません

備いきたいというふうに考えております。場合によっ

か。

ては必要に応じて環境が高温については特に要らない

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

ということであれば、従来の施設を入れていくという

〇農林水産部長（島尻勝広君） まずオンデマンド育

形で、できたら環境制御も含めながら一体として整備

種というのはユーザーの要望に応じて即応的に育種を

していきたいというふうに考えております。

行うことということで、主要品目としてはゴーヤー、

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

菊、マンゴー、パイナップル、パパイヤなど特徴的な

〇玉城

武光君

いろいろとおっしゃっているんです

武光君

部長、ＤＮＡマーカーとかオンデマ

形質をＤＮＡのマーカーで開発していきたいというふ

が、私が聞きたいのは夏場の高温のときに、沖縄はな

うに考えております。

かなか葉野菜がつくれないですよね。そういうことも

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

含めて考えていらっしゃるのかということをお聞きし

〇玉城

たいんです。

ないんですが、ゴーヤーとかそういうのは夏場も沖縄

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

はつくれるんですが、夏場につくれない野菜の育種研

〇農林水産部長（島尻勝広君） 今回、災害に強い高機

究、これも必要じゃないですか。どうですか。

能型栽培施設については一つの基準としましては、夏

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

場のことも想定なんですけれども、50メートル以下の

〇農林水産部長（島尻勝広君） 今言ったＤＮＡマー

耐候性ということですので、夏場に余り強い施設を入

カーだとかゲノムとか、その辺については系統的なも

れるということではなくて、先ほど説明したように、

のだと思うんですけれども、葉野菜については、沖縄

高温対策については自動巻き上げ装置、循環扇、ミス

の場合は非常に厳しいというのがあって、先ほど言っ

トとか遮光ネット等の資材等含めてそこのほうで一体

たように平張り施設だとか耐候性ハウス、この辺含め

的に整備していきたいというふうに考えております。

て環境に応じたものを含めて必要なところは施設整備

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

していきたいと思います。今言ったような研究機関に

武光君

なかなか１回聞いただけではわから

こういう施設は沖縄にとっては非常

ついては、園芸品目のＤＮＡとか先ほど言ったものに

に夏場につくれたらこれ生産額も上がって自給力も高

ついてゲノムを解読しながら必要な部分について今後

めるということが予想されますので、ぜひそういうと

開発されていくものだと思いますけれども、ちょっと

ころも念頭に置いて事業を発展させていただきたいと

時間もかかることだと思いますけれども、30年度から

思います。

の取り組みを強化していきたいというふうに考えてお

〇玉城

武光君

それからイに、先端技術を結集した園芸品目競争力

ります。

強化事業のその概要についてお伺いします。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇玉城

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

が伸びてきているんですが、その取り組みの中で肉用

県では、県産園芸品目の市場競争力の強化を図るた
め、一括交付金などを活用した研究開発に取り組んで

武光君

ウです、次に。肉用牛が非常に生産

牛以外の畜産生産体制について今後推進するというこ
となんですが、伺います。
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〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

年度がこれ当初予算ですけれども１億1476万円を措

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

置して、そういう衛生管理を含めて獣医師の育成をし

県では、肉用牛以外の養豚、酪農、養鶏の生産体制

ながらしっかり事故率を下げていくというような、生

整備は、畜産クラスター事業を活用し、畜舎整備等の

産対策を今講じているところでございます。

生産基盤整備や機械導入を実施しております。また、

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

養豚においては、子豚の事故率低減対策として沖縄養

〇玉城

豚衛生獣医療体制整備事業を実施し、酪農においては

化事業の概要をお伺いします。

優良乳用牛育成供給事業による乳用後継牛の確保、養

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

鶏においては国際基準でありますＨＡＣＣＰに対応し

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

武光君

(3)番目に、６次産業化人材育成活性

県では、６次産業化の推進を目的としまして、６次

た食鳥処理施設整備に取り組んでおります。
県としましては、引き続き、本県畜産の振興を図る

産業化支援事業とおきなわ型６次産業化総合支援事業

ため、生産体制強化に取り組んでまいりたいと思って

により、新商品開発や販路開拓等に対する支援、農林

おります。（「ヤギも入れないと、ヤギも」と呼ぶ者

水産物の加工・販売施設等の整備に対する支援などを

あり）

実施しております。平成30年度からは、おきなわ型

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

６次産業化総合支援事業の後継事業として、６次産業

先ほど後ろのほうから、この取り組

化人材育成活性化事業によりまして６次産業化人材育

みにヤギも入れてほしいという話もありましたけれど

成研修、あるいは加工品グランプリの開催、市町村等

も、考えてください。

との連携強化による地域連携モデルの育成などを実施

〇玉城

武光君

この畜産クラスター事業の畜舎整備等の生産基盤や

し、県産農林水産物を活用した魅力ある加工品の開発

機械導入の予算額、それから沖縄養豚衛生獣医療体制

に取り組む人材の育成を支援してまいりたいと思って

整備事業というのがあるんですが、これ具体的に説明

おります。

していただけませんか。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇玉城

〇農林水産部長（島尻勝広君） まず、クラスター事

たと思うんですが、30年度は新しく取り組むという事

業ですけれども、肉用牛以外の部分の中の沖縄県養豚

業なんですか。

生産振興協議会の以外での事業ですけれども、沖縄県

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

養豚生産振興協議会におきまして4549万で豚舎３棟、

〇農林水産部長（島尻勝広君） 後継事業ではありま

浄化処理施設を１棟、今29年で実施しております。そ

すけれども、今後やはり農業だけで、農林水産業でや

れと沖縄県酪農生産振興協議会、これは乳牛舎――牛

るとやっぱり製造販売、その辺の人材的なところが非

舎ですけれども、そこ２棟で今事業を30年度で３億

常に不足しているのかなというところがありまして、

6000万のほうで計画しております。ブロイラーについ

人材を先ほど答弁させていただいたように、人材育成

ては鶏舎の５棟を整備して２億円で今事業を予定して

の研修をしっかりやりながら、６次産業化のほうに取

おります。そういう形で今肉用牛以外のものについて

り組んでいきたいというふうに考えております。

も、しっかり整備していきたいということでやってお

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

ります。

〇玉城

あと沖縄県養豚衛生獣医療体制整備事業につきまし

武光君

武光君

今までもその取り組みがなされてき

(4)番目に、中央卸売市場の機能強化

について伺います。

ては、平成27年度から実施しておりまして、こちらに

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

ついては先ほど言ったように、事故率が非常に多いと

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

いうことで生産性の向上の中で非常に足かせとなって

県中央卸売市場の施設につきましては、開設より35

いる課題ということになっておりますので、そこで獣

年が経過しておりまして、補修などの必要な時期を迎

医師を研修派遣して養豚、獣医師の育成を図るととも

えていることから、平成27年度に沖縄県中央卸売市場

に、地域における疾病のものを獣医師で農場の調査を

修繕計画を策定し、計画的な維持保全に努めていると

行ったり、衛生指導を行ったりということで、地域衛

ころでございます。また、機能強化につきましては、

生農場プログラムを今構築しながら成果を上げている

平成25年度に低温売場、27年度に冷蔵配送センター及

ような状態でございます。事業費、具体的に言えば、

び28年度に花卉冷蔵施設を整備してきたところでござ

平成27年度1903万円、それと28年が7237万円、29

います。平成29年度は沖縄県中央卸売市場経営展望を
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策定することとしておりまして、この経営展望に基づ

確認されたことで設計の見直し、工法変更に伴う工事

きまして、
輸出の可能性や将来的な施設整備について、

の不測の期間を要しております。その辺含めて今現在

市場全体で今後意見交換をしてまいりたいと考えてお

そういう状況ですけれども、その辺の状況によっては、

ります。

さらにちょっと延びる可能性はあるというふうに認識

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

しております。

〇玉城

午前中も大城憲幸議員からも質問が

武光君

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

ありましたように、整備の方向で協議会を設置してい

〇玉城

るということなんですね。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 今現在、雄樋川１期地

〇農林水産部長（島尻勝広君） いろんな関係機関の

区については総事業費で約31億300万、雄樋川２期地

ほうとあるいは先進的な視察、情報収集、あるいは市

区が22億1000万を予定しております。

場法の改正等も今国のほうでされておりますので、そ

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

の辺も踏まえながら今後のあり方をしっかり関係機関

〇玉城

のほうと意見交換をしながら取り組んでいきたいとい

度から始まって、もう10年近くなるんです。あとまた

うふうに考えております。

10年まで工事というんですが、皆さん説明しているん

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

ですが、この年間事業費が３億円程度で推移した場合

〇玉城

(5)番目に、かんがい排水事業につい

武光君

てお伺いします。

武光君

武光君

事業費はどのくらい伸びるんですか。

この事業は、当初の計画は平成17年

は平成37年度という試算ですよね。ですが、今現在、
この工事は年間予算幾ら計上していますか。

南城市玉城で施工されている雄樋川かんがい排水事

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

業の進捗についてお伺いします。

〇 農 林 水 産 部 長（ 島 尻 勝 広 君 ） 今、 詳 細 な 工 事、

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

ちょっと……

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

県営水利施設整備事業雄樋川地区は、現在水源の安

午後５時21分休憩

定確保の観点から、貯水池工事を先行的に実施してお

午後５時21分再開

ります。平成29年度末の進捗状況は、事業費ベースで

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

約58％となっており、施設用地の確保や軟弱地盤など

〇農林水産部長（島尻勝広君） お答えいたします。

の技術的課題、工法変更などに伴う事業計画の変更手
続に時間を要しているところでございます。

平成30年度の雄樋川地区関連予算につきましては、
先行実施しております雄樋川１期地区の貯水池工事の

県としましては、所要額の確保のほか、事業完了後

完了に伴う予算減もありまして、約7200万円と前年

の施設の管理運営が円滑に図られるよう、南城市と連

度と比較しますと減額になっております。なお、雄樋

携して地元の合意形成に取り組むなど、事業効果の早

川２期地区の末端かんがい施設整備が本格化する平成

期発現に努めてまいりたいと考えております。

31年度以降につきましては、事業効果の早期発現の観

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

点から所要額の増額確保が必要であるというふうに考

〇玉城

武光君

この地区の進捗状況は事業費ベース

えております。

で58％の進捗だという答弁がありましたけれども、そ

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

の事業の当初の工期は平成17年度から平成27年度ま

〇玉城

ででしたけれども、事業計画の変更があると思います

ですか。

が、その概要について説明をお願いします。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 先ほどちょっと答弁

〇農林水産部長（島尻勝広君） 事業は何区か分かれ

しましたけれども、雄樋川１期地区については先行工

ておりますけれども、今現在雄樋川１期地区について

事させてもらっています貯水池の工事を完了すると、

の水源整備ですけれども、平成30年度まで予定してお

それと２期の地区については末端のファームポンド等

ります。それと２期地区かんがい施設整備については

を含めて整備していく予定でございます。

平成32年度、それとこの辺のほうで、先ほど答弁した

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

ように施設用地の確保に時間を要したことなど、ある

〇玉城

いは当初想定していなかった地下水とか軟弱地盤等が

しか計上していないんだけれども、この２期も含めた
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武光君

武光君

平成30年度はどんな事業を行うん

私先ほど、今現在で１億近くの予算

ら年間３億円事業しても37年度という試算ですよね。

以上であります。

この予算をぜひ37年度まで確実に完成させるために

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

事業を、この３億円近くの予算計上をぜひ頑張ってい

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 私のほうから(3)番

ただきたいんですが、どうですか。

目の島嶼型エネルギーの技術開発についてにお答えい

〇議長（新里米吉君） 農林水産部長。

たします。

〇農林水産部長（島尻勝広君） 31年度以降につきま

本県は、本土から離れた地理的環境でございますの

しても事業効果が早期発現する観点から、所要額の増

で、他の電力系統からは独立しているということに

額確保についてしっかりやっていきたいというふうに

なっていますけれども、また多くの離島を抱える島嶼

思っております。場合によっては、年度開始以降につ

地域でありまして、エネルギー供給コストが高くなる

いてもきめ細かい執行管理による事業間、あるいは地

傾向にあるものと認識しております。それで県では、

区間流用などで所要額の確保については努めていきた

このような地理・地形に起因する不利性の解消に向け

いというふうに考えております。

まして、再生可能エネルギーを最大限活用するための

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

取り組みを促進しているところでございます。

〇玉城

武光君

２番目に、沖縄の地域特性を生かし

た再生エネルギーについて３点伺います。

以上です。
〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

(1)、地中熱エネルギー等を活用した省エネルギー技

〇玉城

じゃ次に移ります。

武光君

術の開発・普及事業について、(2)、再生可能エネル

３番目、高齢者福祉の施策について質問します。

ギー発電・熱利用設備導入促進事業について、(3)、島

介護保険導入後の13年間に全国特養ホームのベッ

嶼型エネルギーの技術開発について、３点お伺いいた

ド数は1.7倍にふえましたが、入居希望者はそれをは

します。

るかに上回る規模でふえ続け、待機者が2010年時点で

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

52万人、要介護１・２を除いた2016年度の数でも39

〇環境部長（大浜浩志君） 私のほうからは(1)と(2)を

万人を超える状況となっております。その特養待機者

答弁させていただきます。

が爆発的にふえているという状況であります。

まず県では、地球温暖化防止の観点から、平成28

そこで県に伺いますが、特別養護老人ホームは何カ

年度より沖縄振興特別推進交付金を活用し、地中熱エ

所増設されましたか。あわせて入所できた人数も伺い

ネルギー等を活用した省エネ技術の開発・普及事業を

ます。

実施しているところであります。この事業は、県内で

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

は余り利用されていない地中熱を活用した省エネ技術

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

を普及させるため、昨年度は地中熱利用における地質

特別養護老人ホームの整備につきましては、沖縄県

特性把握のためのボーリング調査を本島内３カ所で行

高齢者保健福祉計画、第６期計画でございますが、そ

い、今年度はその１カ所において、地中熱冷暖房シス

れに基づきまして、平成27年度から今年度末29年度末

テムを設置し、省エネ技術実証試験を実施していると

までに特別養護老人ホームを９施設整備し、339床の

ころであります。今後はデータの収集・整理や費用対

定員の確保がされるというふうな見込みとなっており

効果等を踏まえ、本県における地中熱を活用した省エ

ます。

ネ技術の検証を行っていきたいというふうに考えてお

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

ります。

〇玉城

武光君

今、９施設339床を整備したとの答弁

(2)番目の再生可能エネルギー発電熱利用施設導入

でありましたけれども、今現在、入所申し込みを申請し

促進事業につきましては、本県の特性に応じた複数の

ても入所できない待機者は何名いらっしゃいますか。

再生可能エネルギーをベストミックスしたモデルの構

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

築を目的に、平成30年度から環境省の補助金を活用し

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

た再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入促進事業

平成28年の10月末の時点になりますが、特別養護

を実施する予定としております。平成30年度は、県有

老人ホームへの入所の必要性が高い待機者は695名と

施設へ複数の再エネ設備を導入するための調査を実施

なっております。

し、その結果を踏まえ、平成31年度以降は、設備の導

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

入や他施設への普及・拡大に取り組んでいく予定であ

〇玉城

ります。

すが、その待機者を解消する整備計画について、県は
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武光君

695名が待機しているという状況で

どのように考えていらっしゃいますか。

は、これまで10名未満については届け出をしないとい

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

うふうなこともございましたが、法改正されまして、

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

１名でも有料老人ホームに入る場合は届け出をするよ

現在30年度から始まります第７期計画を策定して

うにとなっておりますので、そこは市町村、また消防

おりまして、平成30年度から平成32年度末までの期間

とも連携をとりながら届け出についてはしっかり取り

中に、
特別養護老人ホーム、それに認知症高齢者グルー

組んでいきたいと思っております。

プホーム等合わせて1109床を整備する計画となって

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

おります。

〇玉城

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

す。

〇玉城

武光君

次に、有料老人ホームについて質問

します。

武光君

次に、認知症対策について質問しま

2012年時点で厚労省の調査によると認知症の高齢
者は462万人、軽度認知障害のある人も400万いると

特別養護老人ホームなどの法定施設以外で高齢者を

推定されておりますが、その介護保険では利用できる

住まわせ、食事・介護・家事援助・健康管理のいずれ

サービスには限度があって、認知症の世話は家族任せ

かを提供する場合は有料老人ホームとして届けること

だという状況なんですが、認知症グループホームの施

が老人福祉法で義務づけられていると思いますが、届

設整備計画をお伺いいたします。

けをしてない有料ホームは何カ所ありますか。また、

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

届けをしていない施設に対してどのような指導を行っ

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

ていますか。

現在第７期計画策定しておりますが、平成30年度か

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ら平成32年度までの期間中に認知症高齢者グループ

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

ホームにつきましては、189床整備する予定としてお

平成30年１月末時点になりますが、未届けの有料老
人ホームは５施設、５ホームとなっております。

ります。
〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

県としましては、未届けの有料老人ホームの把握に

〇玉城

武光君

認知症の対策、沖縄県、今現在県が

つきまして、定期かつ必要に応じまして市町村や関係

把握している認知症という方は何名いらっしゃいます

機関と連携して、届け出をしていない施設の情報収集

か。

または実態把握に努めております。あわせて把握がで

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

きた場合には、電話、文書または実地の訪問等により

午後５時33分休憩

まして届け出の指導をするほか、届け出の有無にかか

午後５時33分再開

わらず立入調査もしております。また、有料老人ホー

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ムは特に防火安全対策が必要でございますので、所管

子ども生活福祉部長。

する消防本部と連携しまして、消防設備の設置、避難

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

訓練等を実施するように指導をしております。現在、

平成29年３月31日現在になりますが、いわゆる65

５ホームございますけれども、設置者へ届け出するよ

歳以上で認知症高齢者の日常生活充実度ランク２とい

う指導を行っており、基本的には早いうちに全ホーム

うふうな位置づけになりますが、約４万人の方が認知

の届け出がなされる見込みとなっております。

症として認定をされております。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

〇玉城

武光君

私、なぜこれ質問したかというのは、

〇玉城

武光君

この４万人の方々に対する施設をぜ

１月31日に北海道で困窮者住宅火災が起こって11人

ひ整備するために、頑張っていただきたいと思います。

が死亡したという事件がありました。これも有料老人

次に、４に交通の安全確保について、県警本部長に

ホームもどきみたいなホームですが、そういう届けを

質問します。

してない施設がこういうようにしてあるということを

交通安全確保のための予算である信号機設置の予算

念頭に、今後もその対策をぜひ強めていただきたいと

は、住民要望に応えられておりますか。それから地域

思いますがどうですか。

住民や八重瀬町役場から申請されている信号機設置の

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

進捗状況について伺います。

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

〇議長（新里米吉君） 警察本部長。

有料老人ホーム、特に未届けのところにつきまして

〇警察本部長（筒井洋樹君） お答えいたします。
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信号機につきましては、交通の安全と円滑の確保の

取り組んでまいります。また、国道507号八重瀬道路

観点から、
県民からの設置要望を十分に踏まえた上で、

につきましては、平成29年度末見込みの事業費ベース

交通量、交通事故の発生状況、周辺における道路や施

で約41％の進捗という状況でございます。現在、東風

設の計画状況等を分析するとともに、他の対策による

平交差点からヘンサ橋までの片側部分について整備を

事故抑止の可否なども考慮し、整備の必要性や緊急性

行っているところでございまして、引き続き用地取得

が高い場所を選定して設置をしております。既存の信

に取り組んでまいります。

号機につきましても、改良や老朽化に伴う更新を行う

以上でございます。

など予算の範囲内で新設、維持・管理に努めていると

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

ころです。

〇玉城

武光君

南部東道路それから507号の道路も

御指摘の信号については、御要望については今検討

進捗状況は半分もいかない。東道路に当たってはこれ

中でございますが、県警察としても今後とも必要な予

はもう工期がどんどん延びていくという答弁もありま

算の計画的・継続的な確保と効率的・効果的な執行に

したけれども、ぜひ予算の確保も含めてやっていただ

努め、安全かつ快適な交通環境の整備を図ってまいり

きたいと思います。

たいと考えております。

507号、ヘンサ橋、東風平交差点というんですが向こ

以上でございます。

うは、向こうの用地買収が何年度に完了いたしますか。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

土木建築部関連について質問をいた

午後５時39分休憩

します。その中で、橋梁の改修の文言は取り消しをい

午後５時39分再開

〇玉城

武光君

たします。市道になっていますから。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

(1)、交通安全を確保するために県道17号線（南城
市大里稲嶺起点から八重瀬町港川終点まで）の歩道工

土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

事についてお伺いをいたします。

東風平交差点からヘンサ橋につきまして、今現在、

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

用地取得に取り組んでいるところということはお答え

理君） お答えいたします。

させていただきましたけれども、まだ実際なかなか進

県道17号線におきましては、歩道が設置されていな

んでいないという状況でございまして、用地取得がい

い区間が幾つかございます。その一部につきまして、

つごろまでにできるかということは、ちょっとここで

具体的には南城市稲嶺でございますけれども、地域の

申し上げるのは控えさせていただきたいというふうに

要望等を踏まえ、事業化したところでございます。そ

思います。

の他の区間につきましても、地域の要望等を勘案して

以上でございます。

事業化の可能性を検討していきたいというふうに考え

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

ております。

〇玉城

以上でございます。

武光君

用地取得は30年度にまでにはやれ

ないんですか、30年度中に。向こうの現地見たら非常

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

にいびつな形になっておりますよ。片側は整備されて、

地域の要望があって、交通安全の確

片側は建物も撤去されているんだけど、工事は進まな

保のためには、それはぜひ必要ですから、ぜひそうい

い。何でですかねというのが町民の声なんです。用地

う方向で検討して事業等やっていただきたいと思いま

取得は土地開発公社が行うんですよね。建物の賠償は、

す。

建物補償はどちらがやるんですか。

〇玉城

武光君

２番目に、南部東道路と国道507号の進捗状況をお
伺いいたします。

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

建物の補償も沖縄県土地開発公社のほうで行ってい

理君） お答えいたします。

るところでございますけれども、全体的に用地の取得

南部東道路につきまして、平成29年度末見込みの事

が半分程度という状況でもございまして、今は用地取

業費ベースでございますけれども、約40％の進捗とい

得を鋭意交渉を進めながら早期の用地取得に取り組ん

う状況でございます。現在、南部東道路４工区におき

でいきたいということを考えているところでございま

まして、改良工事及び橋梁工事を実施しているところ

す。

でございます。平成31年度供用を目指して、引き続き
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以上でございます。

末でしたか、ボランティア含めてそこの収集をしたと

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。
〇玉城

武光君

議場でそういうことをいうのは控え

いう話も聞いているんですが、どういう状況ですか。

ますけれども、いろいろ問題があるんですこれは。問

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

題があるということはこれ議場で言うのはちょっと差

〇環境部長（大浜浩志君） 不法投棄されたごみにつ

し控えたいと思うんですが、次に移ります。

きましては、行為者が原状回復するというのが原則で

沖縄戦戦没者の遺骨収集の加速化について質問しま

ございますけれども、今回の不法投棄ごみについては、
かなり以前に投棄された缶、瓶、弁当容器などで、行

す。
戦没者の遺骨収集は国の責任で収集することになっ

為者の特定が困難な状況にあります。県では、地元糸

ておりますが、現状はどうでしょうか。

満市議会から国、県、市が連携して、当該ごみの回収

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

に取り組むよう意見書が提出されたことなども踏ま

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

え、平成30年１月27日及び28日、県が事務局となっ

ます。

てボランティアによる回収を行ったところでございま

戦没者の遺骨収集は、厚生労働省設置法等により国

す。当該地域には、まだ未回収の不法投棄ごみが残っ

の業務として位置づけられております。また、御遺族

ていることから、当該土地の管理者である糸満市とも

や戦争体験者の高齢化が進む中、平成23年７月に戦没

協議しつつ、引き続き回収・処理を進めてまいりたい

者遺骨収集情報センターを設置いたしまして、遺骨情

と考えております。

報の一元化やボランティア団体への支援など、遺骨収

以上であります。

集の加速化を図ってきているところでございます。ま

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

た、あわせて平成28年４月には戦没者の遺骨収集の推

〇玉城

進に関する法律が施行されまして、平成28年度から平

て、県も糸満市も含めて、そういう事業を実施しない

成36年度までの９年間、集中して遺骨収集を実施する

と今は本土からも来てこういうごみの収集の遺骨の収

ことになっております。

集をやっているんですよ。そういう声が再三県に寄せ

武光君

ボランティアに任せるんじゃなく

県におきましては、今後も国に対しまして未収骨情

られていると思いますよ。それを見かねて糸満市は副

報を提供する等、引き続き国と協力して遺骨収集事業

知事のほうにそういう要請をなされた。それを受けて

に取り組んでいきたいと考えております。

ボランティアを募ってという形なんですが、予算もつ

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

くってやらないと、あれだけ大量のごみはなかなか処

国の責任で行うということなんです

理できないですよ、これは。そういう観点で県と市と

が、国は予算を沖縄県につけているんですか。収集の

国にも要請をしてやっていただきたいと思います。そ

予算。

れはあの下には多分遺骨がまだ残されているんじゃな

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

いかという、収集した方々の声なんです。現実にヘル

〇玉城

武光君

午後５時43分休憩

メットでしたか、ヘルメットか何かが出てきているん

午後５時43分再開

ですよ、そのごみの中から。それとそういう状況です
から、遺族とかボランティアやっている人たちの意を

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

酌んで、県が率先、市と組んで国も含めてぜひやって

子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えいたし

いただきたいと思うんですが、御答弁お願いします。

ます。

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

遺骨情報収集センターにつきましては、平成23年度

〇環境部長（大浜浩志君） これまでは沖縄宗教者の

設置いたしました。それ以前につきましても、いわゆ

会等々がボランティアで活動してきたというところで

る収集に係る予算等ございましたけれども、特に集中

ございます。この地域には７カ所で不法投棄のごみが

的にやっているということで、平成23年度に約1500

確認されているということであります。今回この２カ

万ほど、現在平成29年度につきましては約2100万ほ

所で不法投棄のボランティアによる回収事業をしまし

どの予算を措置しまして、遺骨収集に取り組んでいる

たけれども、まだ回収し切れないものが残っておりま

ところでございます。

す。それから、あと５カ所にも残っているということ

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。

がありますので、来年度平成30年度にこの７カ所のど

では次に、戦跡公園内から投棄され

ういうごみが入っているかという量も調査をしようと

た廃棄物の処理について伺いますが、ことしの１月の

いうことで予算措置を今検討しているところでござい

〇玉城

武光君
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ます。こういったところも踏まえまして、糸満市とも

〇議長（新里米吉君） 15分間休憩いたします。

いろいろ協議をしながら、回収処理の推進をしていき

午後５時50分休憩

たいというふうに考えております。

午後６時 ５ 分再開

以上です。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。
〇玉城

休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。

遺族の皆さんは非常にまだこの遺骨

武光君

当山勝利君。

があるだろうと、あの周辺はその中にごみが投棄され
ているわけですから、廃棄物が。その投棄の中には、

〔当山勝利君登壇〕
〇当山

勝利君

こんばんは。

今のＮＨＫの前身でＯＨＫといいましたね、その看板

本日最後の登壇となりました。

もあるんですよ。投棄され、捨てられたと。そういう

あと少しですので、ぜひ御答弁のほどよろしくお願

ことですから、ぜひこれは国も県も市も含めて処理に

いいたします。

当たっていただきたいということを要望いたします。

社民・社大・結連合、当山です。

最後に、スポーツツーリズム戦略推進事業の戦略と

それでは一般質問を行います。

事業効果についてお伺いいたします。

１番、知事の政治姿勢について伺います。

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

(1)番、２月14日、訓練空域外で米軍のオスプレイ

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい

機の空中給油訓練が行われました。一昨年の末に同様

たします。

の訓練が原因でオスプレイ機が名護市安部の海岸に墜

県におきましては、課題である観光シーズンの平準

落したことは記憶に新しい。にもかかわらず米軍は空

化に向けまして、温暖な気候とスポーツ資源を活用し

域を選ばず、過去に墜落事故を起こした訓練をそれも

たスポーツツーリズムの普及・定着を図っているとこ

集落の近くで実施していることは看過できません。所

ろでございます。

見と対応について伺います。

具体的な内容といたしましては、県内で開催されま

(2)番、先日、全国知事会の米軍基地負担に関する研

すスポーツイベントの支援、それから国内外で沖縄の

究会が行われたようですが、その概要について伺いま

スポーツ環境とか沖縄で開催されますスポーツイベン

す。また、同研究会での知事の発言について伺います。

ト等のＰＲ、プロモーションをすることとか、あるい

(3)番、辺野古沿岸域における断層について、政府は

は国内外からスポーツキャンプを実際誘致するとか、

既存の文献を理由に活断層と認めず海底地盤の安全性

その場合の受け入れ体制の強化等を図っていきなが

に問題ないとしているようですが、県の認識を伺いま

ら、総体としてスポーツアイランド沖縄の認知度向上

す。

と誘客の拡大に努めてまいっているところでございま

２番、経済政策について。

す。その結果といたしまして、スポーツコンベンショ

(1)番、平成23年沖縄県産業連関表における移輸入額、

ンに係る平成28年度の県外・海外からの誘客、観光客

移輸出額、そしてとその差額について伺います。また、

として来られた数が６万3701人いらっしゃいました。

その結果を踏まえ県の経済政策について伺います。

またこれは民間の調査でございますけれども、プロ野

(2)番、アジア経済戦略構想について。

球キャンプの経済効果といたしまして、109億5400万

ア、先端医療産業開発拠点実用化事業の内容と効果

円、平成28年度でございます。この数字いずれも近年

について伺います。

上昇傾向となっておりまして、効果を着実に上げてき
ているというふうに理解をしております。

イ、沖縄ＩＴイノベーション戦略センターの事業内
容と効果、そして将来性について伺います。

以上でございます。

ウ、沖縄型オープンイノベーション創出促進事業の

〇議長（新里米吉君） 玉城武光君。
〇玉城

武光君

内容と効果について伺います。

プロ野球だけでなくてプロのサッ

カーチーム、それから2020年のオリンピックに向けて

エ、ＩｏＴ利活用促進ネットワーク基盤構築・実証
事業の内容と効果について伺います。

の海外からのキャンプもありますよね。そういうこと

３番、大型ＭＩＣＥ施設整備事業について。

を強めて、事業効果も高い状況ですから、ぜひその推

大型ＭＩＣＥは県経済の新たな起爆剤として期待さ

進のために頑張っていただきたいことを申し上げて終

れております。昨年11月に台湾南港の大型ＭＩＣＥを

わります。

視察させていただきましたが、同施設があることでの

ありがとうございました。

経済波及効果による地域の活性化を目指しているとの
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ことでした。沖縄県の大型ＭＩＣＥが整備されること

明、苦情の対応などを義務づけている。しかし、閑静

で、東海岸地域並びに沖縄県の経済的発展が大いに期

な住宅街の中の自分の家の目と鼻の先に民泊施設がで

待されるところでありますが伺います。

きたらこれまでの生活が壊されるのではないかという

(1)、県の説明内容など内閣府との調整状況について

住民の不安を拭い去ることができないのも事実です。

伺います。

(1)番、沖縄県住宅宿泊事業の実施を制限する区域及

(2)、平成29年11月議会以降の内閣府との調整回数、

び期間を定める条例の概要について伺います｡

調整の相手方、県側の説明者について伺います。

(2)番、本条例の制限する区域は市町村単位となって

(3)番、県は国に対して十分な説明をしていると考え
ているのか伺います。

おりますが、市町村がさらに細かい範囲で民泊を禁止
する区域を定めるなどの権限を与えることは可能か伺

４、教育行政について。

います。

沖縄県の経済発展とともに、高度化する社会に対応
できる人材を育てふやしていく必要があることは万人

御答弁よろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

の認めるところであると思います。しかし、現在沖縄

〔知事

翁長雄志君登壇〕

県の大学進学率は全国と比べ低いのが現状です。また、

〇知事（翁長雄志君） 当山勝利議員の御質問にお答

次年度入学する高校生から、大学入学共通テストが実

えをいたします。

施されます。昨年行われた試行調査では、記述のみな

知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の

らずマークシートにおいても考えさせる問題が出題さ

(2)、先日全国知事会の米軍基地負担に関する研究会が

れたようであり、今後の高校における授業の改善が求

行われたが、そこでのことについてお答えをいたしま

められているところであります。

す。

(1)番、平成32年度より導入される大学入学共通テ
ストに向けての取り組みについて伺います。

去る２月15日に行われた研究会では、法政大学の明
田川教授から日米地位協定の改定問題について説明が

(2)番、大学の進学率並びに大学入試センター試験の

ありました。教授は、日本政府が改定に否定的な理由

志願率が低いが、所見と取り組みについて伺います。

として、利害調整の複雑さや関係者の中に日米地位協

５番、土木行政について。

定が世界最高水準であるという認識を持った人たちが

(1)、臨港道路浦添線及び浦添北道路がことしの３月

いること等を挙げた上で、沖縄の米軍関係者による犯

18日に開通するようですが、そこと連結しはしご道路

罪の歴史や民意の反映といった観点から改定が必要で

となる港川道路の進捗状況並びに一部供用開始時期に

あるとの意見でありました。それに対して私は、米軍

ついて伺います。

専用施設が集中する沖縄の実情を説明するとともに日

(2)番、沖縄都市モノレールの延長事業において、那

米合同委員会を含む日米地位協定の問題点を指摘し、

覇市や浦添市内における橋脚・レール・トンネル工事

同協定の見直しの必要性を訴えました。また、次回も

などが日々変化し、工事が進捗していることがわかり

研究会を開催し、沖縄県が実施している他国地位協定

ます。

調査について報告を行うことを提案し、おおむね了承

そこで、沖縄都市モノレール延長事業の進捗状況と

されました。

平成31年度春の開業見込みについて伺います。

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

６番、沖縄県立芸術大学について。

させていただきます。

(1)、学部並びに修士における卒業者数、就職者数、

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

進学者数、そして就職も進学もしていない数と結果に
対する所見を伺います。

〔知事公室長

謝花喜一郎君登壇〕

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、知事の政治姿勢に

(2)番、平成33年度に法人化の方針の決定の理由に

ついての御質問の中の(1)、オスプレイの空中給油訓練

ついて伺います。また、法人化までの検討課題につい

についてお答えいたします。

て伺います。

   去る２月14日に国頭村安田付近でＭＶ22オスプレ

７番、民泊について。

イが空中給油訓練を行ったとの新聞報道があったこと

民泊サービスの急速な普及や宿泊の多様化、違法民

は承知しております。米軍が提供施設・区域外で空中

泊への対応などを理由に国は住宅宿泊事業法を公布し、

給油訓練を行ったという事実関係について、沖縄防衛

平成30年６月15日に施行する。本事業は県知事への届

局を通じ米軍に照会しておりますが、現時点で回答は

け出制となっており、衛生確保、騒音防止のための説

ありません。
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県としては、訓練については、提供されている施

なっております。

設・区域内において行われるべきと考えており、平成

沖縄県といたしましては、観光・リゾート産業を初

28年12月の名護市での墜落事故の原因となったオス

め、特色ある地域資源を生かした地場産業を振興し、

プレイによる空中給油訓練を集落の近くで実施するこ

比較優位性のある移輸出型産業を育成することなどに

とは、断じて許せません。

より、移輸入超過の改善を図り、自立型経済の構築を

以上でございます。

進めてまいることとしております。

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〔土木建築部長
〇土木建築部長（宮城

宮城

以上でございます。

理君登壇〕

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

理君） １、知事の政治姿勢に

〔商工労働部長

屋比久盛敏君登壇〕

ついての御質問の中の(3)、辺野古沿岸域の活断層につ

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ２の経済政策につ

いての御質問にお答えいたします。

いての(2)のア、先端医療産業開発拠点実用化事業の内

普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書にお

容と効果についてにお答えいたします。

いて、
沖縄防衛局は、
既存文献等で沖縄島北部の目立っ
た活断層は確認されていないと記しております。

県では、高付加価値産業として今後需要が大きく見
込まれる再生医療産業の振興に向けた取り組みを進め

県は引き続き、構造物に係る実施設計の事前協議に

ているところであり、沖縄高専などと連携し、臨床用

おいて必要な照査を行い、構造物全体の安定性及び安

３Ｄバイオプリンターや細胞大量培養技術などの開発

全性を確認していきたいと考えております。

を行っております。平成30年度には、那覇空港近くに

次に５、土木行政についての御質問の中の(1)、県道

アジア等への展開を見据えた細胞培養加工施設を核と

浦添西原線港川道路の進捗状況及び一部供用時期につ

する再生医療拠点を整備し、周辺企業の集積を進めて

いての御質問にお答えいたします。

まいりたいと考えております。本事業の効果としては、

県道浦添西原線港川道路については、平成29年度末

再生医療関連企業の集積により、理系の人材が活躍す

の事業費ベースで約91％の進捗となっております。３

る場の創出が図られるとともに、県経済の発展に大き

月18日に予定される浦添北道路及び臨港道路浦添線

く寄与することが期待されます。

の供用開始に際しては、市道牧港線まで一部区間を暫

同じく(2)のイ、沖縄ＩＴイノベーション戦略セン

定供用する予定であります。また、国道58号までは、

ターの事業内容、効果、将来についてにお答えいたし

平成30年３月末に暫定２車線で供用開始できるよう、

ます。

引き続き取り組んでまいります。

一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略センター

同じく５の(2)、モノレール延長事業の進捗状況等に
ついての御質問にお答えいたします。

は、先進的なテクノロジーやノウハウを収集し、産業
成長戦略の提言を行うことに加え、観光産業を初めと

沖縄都市モノレール延長整備事業については、平成

した主要産業とＩＴとの連携による新事業創出やＩＴ

29年度末時点の事業費ベースで、約79％の進捗となっ

活用人材の育成支援等を行うこととしております。こ

ております。支柱及び桁架設は平成29年度中に概成す

れらの事業の実施により、本県産業全体の生産性と国

る予定であり、また、駅舎はことし９月ごろに完成す

際競争力を向上させることを目指しております。

る予定であります。沖縄都市モノレール株式会社にお

今後は、同センターを司令塔として、第４次産業革

いても、あわせて、電力・弱電線路設備等のインフラ

命の進展による産業構造や社会環境の変化に対応して

外の工事を進めているところであり、平成31年春の開

まいりたいと考えております。

業に向けて連携して取り組んでまいります。

同じく(2)のウ、沖縄型オープンイノベーション創出

以上でございます。

促進事業の内容と効果についてにお答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 企画部長。
〔企画部長

本事業は、ＩＴを活用するベンチャー企業を育成す

川満誠一君登壇〕

るとともに、県内ＩＴ事業者が保有するサービスの

〇企画部長（川満誠一君） ２、経済政策についての

データベース化や社会課題解決のためのワークショッ

(1)、移輸出入額と差額及び経済政策についての御質問

プの開催等により、ＩＴ産業と他産業とのマッチング

にお答えいたします。

の促進を図るものです。企業や業界の枠組みを超えた

平成23年沖縄県産業連関表における移輸入額は

連携を推進することにより、県内の各産業におけるＩ

１兆8826億円、移輸出額は9414億円となっており、

Ｔの利活用促進や沖縄発の新サービス・新事業の創出

その差額である県際収支は、9413億円の移輸入超過と

などの効果が期待されます。
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同じく(2)のエ、ＩｏＴ利活用促進ネットワーク基盤

いたします。

構築実証事業の内容と効果についてにお答えいたしま
す。

平成29年３月に県立芸術大学を卒業した学部生の数
は97名、うち進学者数は37名、就職者数は32名、就職

本事業は、民間通信サービスを活用したＩｏＴネッ

も進学もしていない卒業生は28名となっております。

トワークシステムを構築し、例えば観光客の流動デー

大学院生については、修了生数は40名、うち進学者数

タや農地周辺の気象データ等、産業の効率化につなが

は５名、就職者数は17名、就職も進学もしていない修

るデータの収集とその利活用方法の検証を行うもので

了生は18名となっております。卒業生の主な職種とし

す。この取り組みにより、産業成長に役立つデータの

ては、芸大で学んだ技術・技能を生かせる漆器・織物・

収集と活用が図られ、県内全産業の生産性向上や新た

紅型工房の職人や広告業等のデザイナー、美術教員、

なサービスの創出等の効果が期待されます。

ピアノ講師等となっております。また、就職も進学も

以上です。

していない卒業生においても、アルバイトといった短

〇議長（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

期就労をしながら創作・演奏活動を行っている者、就

嘉手苅孝夫君登壇〕

職活動中の者、進学準備中の者など、それぞれの目標

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） ３、大型Ｍ

に向かって取り組んでいるものと認識しております。

ＩＣＥ施設整備事業についての御質問の中の(1)、内閣

同じく６の(2)、法人化の理由及び検討課題について

府との調整状況についてにお答えいたします。

の御質問にお答えいたします。

内閣府からは、これまで需要収支見込み及び受け入

県では、平成26年度から平成29年度までを期間と

れ環境整備の具体的な見込みについて課題があるとの

する第７次行財政改革プランに基づき、県立芸術大学

指摘がありました。これを受け、県では、国内有数の

における法人化の方向性について検討を行ってきたと

ＭＩＣＥ取扱事業者を対象としたアンケート調査、統

ころであります。その結果、自主的・自律的な組織体

計学的手法による検証、大型催事の主催者から取得し

制を構築し、運営の効率性及び競争性を高めていくに

た利用意向の確認書等により根拠ある需要収支見込み

は、公立大学法人に移行する必要があるとの結論に至

を丁寧に説明してきました。また、マリンタウンＭＩ

り、平成33年４月を目途に県立芸術大学を法人化する

ＣＥエリアまちづくりビジョンに沿って、ホテル誘致

こととなりました。法人化に向けては、出資財産や運

計画や交通アクセスの改善等、受け入れ環境整備が着

営体制のあり方、中期目標の策定など取り組むべき事

実に進展していることを説明しております。

項が数多くあることから、関係機関とも連携しながら

県としましては、可能な限り早期の交付決定に向け、

移行作業を進めてまいります。

引き続き丁寧な説明を重ねてまいります。

以上でございます。

同じく３の(2)、平成29年11月議会以降の内閣府と

〇議長（新里米吉君） 教育長。

の調整状況についての御質問にお答えいたします。

〔教育長

平敷昭人君登壇〕

県においては、11月議会以降５回にわたり、私や観

〇教育長（平敷昭人君） ４の教育行政についての御

光政策統括監等が内閣府の政策統括官及び企画担当参

質問で(1)、大学入学共通テストについてお答えいたし

事官等に対し、需要収支見込み及び周辺受け入れ環境

ます。

整備の見通しについて丁寧に説明を行いました。

平成32年度より導入される大学入学共通テストは、

同じく３の(3)、国に対する十分な説明についての御
質問にお答えいたします。

高大接続改革の一環として実施され、知識・技能に加
え、思考力・判断力・表現力を中心に評価を行うもの

県は、基本設計に係る沖縄振興特別推進交付金の交

であります。初年度には、国語と数学に記述式問題が

付決定に向けて、今年度、合計21回にわたり、根拠あ

導入されるほか、英語においては民間の検定試験が活

る需要収支見込み及びマリンタウンＭＩＣＥエリアま

用されることとなっております。県教育委員会の取り

ちづくりビジョンに基づく受け入れ環境整備の着実な

組みとしては、管理職や進路指導主任等を対象に、高

取り組み等を説明しております。

大接続改革に関する講演やプレテストの内容及び今後

県としましては、十分丁寧に説明したと考えており、

のスケジュール等について研修会を実施してまいりま

現在、内閣府において、県が提出した資料を精査して

した。平成30年度からは、教員等によるプロジェクト

いる状況であると認識しております。

チームを立ち上げ、次期学習指導要領を見据えた、単元

次に６、
沖縄県立芸術大学についての御質問の中の、
卒業者等の数及び結果に対する所見についてにお答え

の指導計画の作成や研究授業等に取り組み、思考力・
判断力・表現力の育成に向けた授業改善を図ってまい
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ります。

んと私は米軍はすぐにでも回答すべきだと思います。

次に４の(2)、大学進学率等についての御質問にお答
えいたします。

(3)のほうにちょっと移って伺います。既存文献をも
とに活断層がないというふうに御答弁いただいている

本県における平成29年３月の高等学校卒業者の大

んですけれども、この既存文献は何かというのはおわ

学等進学率は39.5％で、平成30年度大学入試センター

かりになるでしょうか。

試験の現役志願率は29.5％となっております。いずれ

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

も増加傾向にありますが、全国平均と比較すると依然

午後６時31分休憩

として開きがあります。その主な要因としましては、

午後６時33分再開

進路決定が遅いこと、県内志向が強いこと、大学等進

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

学希望者の割合が低いことなどが挙げられます。

土木建築部長。

県教育委員会では、
大学等進学率の改善を図るため、

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

進学力グレードアップ推進事業等により、生徒の支援

既存文献につきましては、恐らく環境保全図書の中

や教師の指導力向上に努めております。今後とも、キャ

に出典等が明記されているとは思いますけれども、今

リア教育の視点を踏まえた進路指導の充実に取り組ん

現在手元にありませんので、少し確認をさせていただ

でまいります。

きたいと思います。

以上でございます。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長
〇保健医療部長（砂川

砂川

〇当山

靖君登壇〕

勝利君

その文献が正しいかどうか――正し

いんでしょうけれども、その根拠にするところが正し

靖君） ７の民泊についての

いのかどうかというのも精査が必要だと思うのです

御質問の中の(1)、条例の概要についての御質問にお答

が、そこら辺はされていないのでしょうか。

えします。

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

住宅宿泊事業法に基づき、県は、住宅宿泊事業に起

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

因する騒音の発生等による生活環境の悪化を防止する

承認願書申請の時点ではその沖縄防衛局が申請図書

ために必要があるときは、条例により区域を定めて住

の中で書いてある内容というのをもう信じるしかない

宅宿泊事業を実施する期間を制限することができるこ

といいますか、それを確認して実際そういうふうに書

とになっております。条例では、事業の実施を制限す

かれているかどうかという確認にとどまっているとい

る区域として、
都市計画法に規定する住居専用地域と、

うふうに聞いております。

学校教育法に規定する学校の敷地の周囲100メートル

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

の区域としております。また、事業の実施を制限する

〇当山

期間については、住居専用地域が月曜日から金曜日の

出て、その中で辺野古断層と楚久断層、それは断層で

正午までの期間、学校周辺区域が学校で授業が行われ

あるというのは、認めつつも活断層ではないというこ

ている期間としております。

とを政府は回答しているわけですね。その後、その文

次に、(2)の民泊を禁止する権限の市町村への移譲に
ついての御質問にお答えします。

勝利君

去年の臨時国会ですか質問主意書が

献というのを明らかにしているような、その文献に関
してどうも本当にそれが根拠となり得るのかどうかは

住宅宿泊事業法に規定する事業の実施を制限する条

疑義があるという専門家のこともあるものですから、

例を制定する権限は、都道府県知事ではなく都道府県

ぜひそこら辺はきちんと精査をしていただきたいんで

にありますので、保健所設置市以外の市町村に当該条

すが、いかがでしょうか。

例を制定する権限を移譲することは困難であると考え

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

ております。

〇土木建築部長（宮城

以上でございます。

今議員御指摘の件につきましては、今防衛局と行っ

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。
〇当山

勝利君

理君） お答えいたします。

ています事前協議、その中の質疑等の中で、改めてこ

それでは、ほぼ順次にやりたいと思

いますので、よろしくお願いします。

の疑義等について確認をさせていただきたいというふ
うに考えております。

１の(1)に関しては回答なしということで、米軍から
まだ回答ないのでアクションのとりようがないとは思

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。
〇当山

うんですけれども、本当にそういうことに対してきち
－ 384 －

勝利君

次行きます。

ぜひよろしくお願いします。

２番、経済政策について。

結局県外と県内合同でやっていただいている事業で

9413億円の移輸入超過、つまり赤字ですよね沖縄県

ございますので、県内企業のボトムアップにもつなが

は。この赤字部分がそれだけあるんです。沖縄県の経

るものだというふうに考えております。

済のフローで言うと、たしか平成23年で言うと８兆円

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

ぐらい、そのうち１兆円が外に出ちゃっているお金に

〇当山

なっている。というのは本当に大きな額です。だから

いただいていると思うんですよ。なのでそういう県内

といって、沖縄県で全てつくることではないので、ど

の企業がしっかりとリンクできるような形で、そこを

うしても出ていくのはしようがない。そうすると、移

つくればオーケーじゃなくて、県内の企業をしっかり

輸出をふやさなきゃいけない。そのために観光客をふ

とそこにつなげていくということもしていただきたい

やしたり、それから観光収入をふやす、これももう当

という要望ですのでよろしくお願いします。

勝利君

何だろう、県もそこら辺は理解して

然ですし、それからアジア経済戦略構想に乗って物を

それと先日、日本のＩＣＴ予算が米中と比べると少

つくって外に出す。農産物をつくって外に出す。そし

ないと、技術発展も危惧されるというような新聞報道

て、移輸出をふやしていくということは、本当に沖縄

がありました。その中にあって、この沖縄ＩＴイノベー

にとってとても大切、アジア経済戦略構想は本当に一

ション戦略センター、他県と比べても先んじている事

大プロジェクトの沖縄県にとって本当に命綱になる、

業であるというふうに伺っています。そういう意味に

そういう事業であると私は認識しています。ただその

おいて本当に大切な事業だと思うんですが、その重要

中であっても、企業をただ誘致するだけではなくて、

性や必要性を理解し切れていない、例えば農畜産物を

県内の企業をしっかりと育てるという方策を立ててい

つくっていらっしゃる方々とか企業というのも多いの

くというのがこれはもっともの肝だと思うんですね。

ではないか。そこら辺の啓発というんですか、ちゃん

ちょっとその中で、先端医療産業開発拠点実用化事

とそういう方も巻き込まなきゃいけないので、そこら

業の話に移るんですけれども、この事業、細胞培養加

辺どうやって進捗させていくのか伺います。

工施設をつくると、これも那覇空港の近くにつくると

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

いうような話も伺っております。ただ、県内の企業で

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ＩＴ産業だけの振

はなかなかその技術を持っているところがないのでど

興のためじゃなくて、他産業との連携ということでご

うしても誘致しなきゃいけないと。それはわかるんで

ざいますけれども、そこら辺はいろいろレベルがある

すよ、
まだ実力がない企業しかないというのであれば、

と思います。小規模から中小まで。そういう意味では、

ただそこを柱にして、しっかりと県内の企業がその柱

まずはＩＴを使える人材を育成するという意味の人材

にくっついていけるような技術力を高めるというよう

育成機能も持ちます。それから、あとじゃどういった

なことも必要だと思うんですけれども、そこら辺の方

組み合わせで新しい生産性を上げるかということのコ

策を考えていらっしゃいますでしょうか。

ミュニケーションを図るようなセミナーなり、それか

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

らワークショップなりでも開催していって融合を図っ

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 当事業は、琉球大学

ていこうというふうな考えでございます。

の医学部、それから沖縄高専もかかわってございまし

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

て、県外の企業もかかわっています。ですから合同で

〇当山

やっているという形を県内外でやっておりますので、

するところではあるのですけれども、利用する方が、

そこら辺のノウハウとかは県内にも落ちるというふう

いわゆるクライアントがきちんといるかどうかという

に考えておりますので、単なる県外だけの事業にはな

のが私とても心配なんですよ。それは、そのＩｏＴと

らないというふうには考えております。

かＡＩとかという重要性をきちんと理解している方が

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

――こちら側はＩＴをやっている側は重要だと思って

勝利君

いろいろこれからの事業なので期待

私の質問の趣旨をわかっていただい

いても生産側のほうがそうでもないと、わかってない

ていますでしょうか。県内の企業をボトムアップしな

というのであると、それはなかなかジョイントできな

いとこの事業はうまくいきませんよということを言い

いわけですから、その生産側の人たちをどう巻き込む

たいんですよ。それに対してどう取り組んでいくんで

かということを考えてくださいということです。いか

すかという話をしているんです。

がでしょうか。

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 済みません。

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） 当初、いろいろ農業

〇当山

勝利君

－ 385 －

関係でしたらＪＡさんにも出資いただこうかとかそれ

高めようということで、需要収支に関しまして新たに

ぞれいろいろに声をかけています。そういう意味では

34件、1000人以上の大型催事を既に主催されている

具体的に彼らが必要な案件といいますか、今後情報化

主催者側に、東浜に大型ＭＩＣＥ施設ができたらそこ

を図りたいという案件を掘り起こしていって、それを

で開催しますかということの意向確認も含めて、きち

それぞれ課題解決していくという手法でどんどん取り

んと私どもは意向の裏づけを確認した形での精度を上

組んでいこうというふうに考えております。

げた資料等を出しつつ、またもっと受け入れの環境整

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

備に関しましても本答弁でも回答申し上げましたけれ

〇当山

勝利君

ぜひ、期待していますのでよろしく

お願いします。

ども、昨年２月につくりましたマリンタウンＭＩＣＥ
エリアまちづくりビジョンに沿った形で、いろいろと

次、
ＭＩＣＥの件ですけれども、いろいろ御答弁あっ

取り組みを進めているところでございます。こういっ

て本当に県のほうは真摯に答えていらっしゃると思う

た形で精査した資料を内閣府に提出している状況でご

んですが、これまで何件国から課題が来たんでしょう

ざいますけれども、私ども理解といたしましては、内

か。県は回答したんでしょうか。

閣府がそのまま資料を精査しているという段階で、内

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

閣府のほうから回答の見通しということを具体的にい

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） お答えい

つという記述に関しましてはいただいてないというの

たします。

が現状でございます。

この大型ＭＩＣＥ施設整備に係る基本設計の交付決

それから今後の取り組みといたしましては、できれ

定に向けて国とのやりとりをしているところでござい

ば機会があれば新沖縄担当大臣への要望も含めまし

ますけれども、国から私どもが提出いたしました資料

て、可能な限り早期の交付決定に向けまして、引き続き

内容につきましての確認件数、いわゆる宿題という形

内閣府とやりとりを進めていきたいというふうに思っ

は全部で168件ございまして、県側としてはその全て

ております。

につきまして回答はしたということでございます。

以上でございます。

以上でございます。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇当山

勝利君 168件の宿題を出され、それに全部

168件国のほうから課題が出された

答え、しかし内閣府はそのまま持っていていつ回答す

と。それを答えたということなんですが、基本設計前

るかもないというのは余りにもちょっと無責任かなと

という段階でこれだけ168件のやりとり、宿題をやら

思います。ぜひ、そのままにしていくわけにはいかな

されるというのは普通にあることですか。

いと思いますので、県側としても国のほうにしっかり

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

と対応方よろしくお願いします。

〇当山

勝利君

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 詳細に調

教育行政について伺います。

べたわけではないんですけれども、同規模の施設がな

ここは、入試センター試験の件について伺いますけ

いので一概に比較はできませんけれども、県でやった

れども、ことしの入試センター試験終わりまして、沖

別の施設等を比べてみますと、この大型ＭＩＣＥに関

縄は自己採点の平均点の比較ですけれども、全国の順

しましては、確認件数、いわゆる宿題の数はかなり多

位がかなり今回上がったというようなことを実はいろ

いものという認識をしております。

んな方から聞いております。これは、これまでの教育

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

委員会の、それから各学校の取り組みがしっかりでき

〇当山

勝利君

基本設計前でこれだけの宿題が出さ

たものだなと思っております。

れていて、それに答えていくというのは大変だったと
思います。

そこで、もっと進学率を高めなきゃいけないと。いろ
いろ取り組みはされているわけですけれども、沖縄県

今、内閣府のほうが精査しているということなんで

で一番進学率がちょっとあれだなというのは、工業高

すけれども、これいつごろ回答するとかあるんでしょ

校とか商業高校からの進学率が低いんですよ。大学と

うか。それと、こちらの県としてこれからのアクショ

してはそういう枠を持っているんですね。もっともっ

ンどうされるんでしょうか。

と工業とか商業とかでも大学に行けますよというよう

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

なＰＲなりをしっかりやるべきだと思うんですがいか

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 内閣府と

がでしょうか。

の資料のやりとりの中で、最近におきましても精度を

〇議長（新里米吉君） 教育長。
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〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

専門高校においては、大学進学を希望する生徒とそ

理君） お答えいたします。

〇土木建築部長（宮城

の保護者に対しては、面談でありますとか、校内での

モノレールのインフラの工事と、沖縄都市モノレー

説明会などを通しまして専門高校枠というのがござい

ルのほうで進めています弱電設備等のインフラ外の工

ますけれども、その推薦入試を実施する大学の情報を

事と、これをあわせてある程度電気的な連結ができた

提供しているところであります。また、推薦入試を希

時点でシステム等の対応というのはなされるものだと

望する生徒に対しましては、面接指導でありますとか、

いうふうに考えております。まだ全体の工程というの

論文の指導とかのきめ細やかな指導は行っているとこ

は詰めている段階なものですから、どの時点から始ま

ろでございます。

るというのは少しまた確認させていただきたいという

教育委員会としましても、その制度の活用が図られ

ふうに考えております。

るように各学校、専門高校とも連携して、情報提供に努

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

めてその活用を促してまいりたいと考えております。

〇当山

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

業はしっかりできるということでしょうか。

〇当山

勝利君

中学３年生になったら各学校に行く

勝利君

それであっても、平成31年度春の開

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

わけですよね、
中学生が。そのときにでもしっかりと中

〇土木建築部長（宮城

学生に説明をするなり、保護者の説明会もあると思い

由通路等の発注が少しできていないと、若干のおくれ

ます。中学校で保護者説明会で工業、商業でそういう

はございますけれども、工期の短縮あるいは今議員が

大学枠もありますよというようなことをＰＲしてもら

御指摘のありました習熟運転等のこの期間の短縮等で

えばかなりまた状況は変わってくると思いますので、

できる限り31年春の目途というのをしっかり頑張っ

対応よろしくお願いします。

ていきたいというふうには考えております。

理君） 全体的には、今現在自

土木行政について伺います。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

港川道路なんですけれども、第４ゲートの改修のほ

〇当山

勝利君

港川道路もそうなんですけれども、

うはどうなっているでしょうか。

何とか開通見込みのめどがたったらうれしい限りです

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

し、何とかモノレールのほうもしっかりと春開業でき

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

るようによろしくお願いします。

第４ゲート、
ゲート４につきましては、今移設を行っ

それと、県立の芸大についてなんですけれども、先

ているところでございまして、実際にはまたゲートの

ほど就職も進学もしていない方々が46人いらっしゃ

設置等の工事は次年度に行うと。ただ、あの部分は３

るということなんですね。これ５年間のデータも大体

月18日の暫定供用までにはぜひとも移設はさせてい

似たような数字なんですね。先ほど、それぞれが自分

くという前提で進めているところでございます。

の将来に向かって頑張っているというような御答弁も

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

あったんですけれども、私、ある東北の芸術大学に行

私が伺ったときには、まだ第４ゲー

きました。そこのところはしっかりと就職につながる

トの改修が米軍さんとの調整ができていないというこ

スキルと芸術につながるスキルをしっかりと身につけ

とで、
いつになるのかなと思って心配しておりました。

させると。公設民営の大学でしたけれども、だから就

国道58号の拡張のためのフェンスをつけかえるため

職率も98％とかそのぐらいあったんです。高いです

に第１ゲート、第２ゲートが閉鎖されたために、第４

ね。それはやっぱり大学のカリキュラム、それから子

ゲートが割を食ってしまってそこの改修工事ができな

供たち、学生にしっかりと就職をするんだよという身

いという状況にあったということですので、本当に最

につかせるようなものがあったんですね。それと比べ

後の最後まで残された場所なんですけれども、それを

ると、芸術大学というのはちょっとどんなものだろう

しっかり対応していただいて、３月末にはしっかり２

と思うんですが、これは法人化云々ではなくて早急に

車線開通を目指していらっしゃるというので、ぜひよ

対応すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。

ろしくお願いいたします。

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

〇当山

勝利君

それとモノレールなんですけれども、９月に駅舎等

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） 議員のお

ができるということなんですが、システム総合試験と

話のとおり、やはり卒業もして就職もしていなくて、

か習熟運転とか必要になってくると思いますけれど

そういった方々がいらっしゃるのは事実でございまし

も、これいつまでに終わらせますか。

て、先般、昨年３月に卒業した方の聞き取り調査もし
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てみました。そしてやはり就職しないのも自分の専門

要するに同居じゃない場合、そういう場合管理業者は

のわざを生かしたいという、アルバイトをしながら、

わかるんですか。

そういった方々もいらっしゃいまして、卒業生の進路

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

もさまざまでございますし、そういった意味からも大

〇保健医療部長（砂川

学のあり方につきましても、技術系の就職を、感性を

かちょっとわかりませんけれども、例えば表示する義

高めながら就職に向けた実践的な教育を行うのか、あ

務があるわけです。表示、標識を。そこで、当然そう

るいは芸術的な感性を高めるようなことをやるのか非

いうような記載はされているというふうになっている

常に難しい部分ではあるんですけれども、それに関し

と理解しております。

ましてはきちっと大学のほうとも連携をしながら考え

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

ていきたいなというふうに思っています。

〇当山

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

ぐあいがあった場合、そこに連絡するということです

〇当山

何らかの原因があると思いますので、

勝利君

靖君） 具体、どうなっている

そうすると、周辺住民は何らかのふ

勝利君

ね。そして、業者が対応するということになるんです

そこら辺はしっかり大学側と詰めていただいて子供た

が、すぐ対応しない、もしくは何度もそういうことが

ちが就職できるように――ただ芸術大学の内容によっ

起きた場合は、周辺住民はどこに苦情を訴えるんです

ては、県が本来だったらしっかりその就職場所をつくっ

か。

ていかなきゃいけないような分野もあるので、それは

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

それでまた後日議論させていただきたいと思います。

〇保健医療部長（砂川

靖君） 当然そういう管理監

では、民泊について伺います。

督業務を行っている都道府県のほうに来ることになる

ちょっと細かい話なんですが、民泊を届け出する際、

と思っています。

近隣住民の合意は必要ですか。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇当山

〇保健医療部長（砂川

靖君） 法令上必要はないと

勝利君

それ、標識に都道府県の連絡先もあ

りますか。

考えております。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇保健医療部長（砂川

〇当山

勝利君

じゃ民泊施設に標識を掲示する義務

靖君） 標識にはございませ

んけれども、法令上当然そういうふうになっていると

があるようですけれども、これは何が記載されるんで

いうことでございます。

すか。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇当山

〇保健医療部長（砂川

靖君） 届けた場合に受理し

勝利君

そうすると、住民どこに連絡してい

いかわからないんですよ。これをどうするかなんです

た後、番号というのが付されますので、そういったも

よ。どうでしょう。

のを表示して、この住宅が民泊事業に供されていると

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

わかるような表示は必要になってくるということでご

〇保健医療部長（砂川

ざいます。

こっていて、行政上の指導が必要という場合には当然

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

その都道府県、具体的には保健所がありますけれども、

〇当山

勝利君

じゃ、周辺住民が何らかの理由でふ

靖君） 実際にトラブルが起

そこに今連絡が入ることになると思います。

ぐあいが起きた場合、まずどこに苦情を訴えるんです

そういうときの対応のために我々としては職員もそ

か。

の事務を行う職員を配置しておりますので、その職員

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

が出向いて、具体的な改善命令とかそういったことを

〇保健医療部長（砂川

靖君） 事前にそういった苦

行うような段取りになっているというふうに考えてお

情が起こらないように、宿泊事業者はこの遊興する人

ります。

にそういった説明をするような義務も課せられており

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

ます。現に苦情が起こった場合、管理している事業者

〇当山

のほうに苦情が行くような仕組みになっているという

民からするとこういうのが１回や２回や３回や４回あ

ふうに理解しております。

ると、それだけで苦痛なんですよ。特に、観光で来る

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

外国の方々は観光気分ですから騒ぐわけですね。それ

〇当山

勝利君

その周辺住民は、住宅宿泊管理業者、

勝利君

制度上はそうなんですけれども、住

が本当に苦痛になってどうしようもないんですね。
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だから私今回提案しているのが、もっと狭い範囲で

業者がそういった業を行っている限り、その違反に対

市町村が何らかの形で対応できるように権限移譲した

しては県知事のほうで改善命令を出すというような形

ほうがいいんじゃないんですかと。先ほど困難だと

になるということでございます。

おっしゃっているが、本当に困難ですか。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇当山

勝利君

ですから住宅宿泊管理業者は、改善

靖君） 例えば、地方自治法の

命令の先に行っちゃうと国になっちゃうでしょう、責

252条の17の２第１項というものがございまして、こ

任は。どうなんですか。住宅宿泊管理業者ありますよ

れで、条例を定めて事務処理の特例ということでその

ね。これは改善命令は県ができるけど、そこから先行っ

権限を移譲することができる制度はございます。ここ

ちゃうと国になってしまうでしょう、監督は。

にある事務というのは、都道府県の知事の権限に属す

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

る事務が対象ということでございます。そういう民泊

〇保健医療部長（砂川

関係の実施機関を制限するような条例になるわけです

行っている限り県知事の命令で十分だというふうに

けれども、この条例を制定する権限というのはこれは

思っておりまして、この管理業者の登録は、国土交通

長の権限ではなくて、地方公共団体の権限ということ

大臣か観光庁の登録というような形になりますけれど

になりまして、これは自治法の事務処理特例の対象外

も、この住宅宿泊事業の業務を行っている限り、都道

になります。そういうことで困難というふうに申し上

府県知事の管理監督は及ぶというふうに考えておりま

げたということでございます。

す。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

〇当山

〇保健医療部長（砂川

〇当山

勝利君

先ほど今の説明だとそういうふうな

勝利君

靖君） この宿泊事業自体は、

都道府県知事。

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

ことになっちゃうんでしょうけれども、認識としてそ

〇当山

ういうことが起きる可能性があるとは思いませんか。

るんじゃないんですか。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

〇保健医療部長（砂川

靖君） だからそういうとき、

勝利君

県知事の権利だったらじゃ移譲でき

靖君） 例えば、条例を制定す

〇保健医療部長（砂川

起こった場合に都道府県知事には業務改善命令という

る権限を移すことはできません、制限する機関を。例

のを出すわけです。これまでの旅館業法では、罰金と

えば県知事が持っているこの改善命令とかそういう管

いうのは３万円以下とか相当低額でした。今回その業

理監督の事務、これについては事務処理特例条例で移

務改善命令に違反した場合は、30万円以下の罰金とか

譲することはできます。こういう命令は、管理監督の

結構科罰も重くなっておりますので、一定程度そうい

権限、知事に属する権限は。今、これをもらうかどう

う違法行為というのは抑止することは担保できている

かというのは市町村の希望がありますので、そういう

ような仕組みになっているというふうに考えておりま

のを移行しながら、我々としてはできても、できれば

す。

そういう権限は市町村におろしてはいきたいというふ

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

うには考えております。

〇当山

勝利君

じゃ住宅宿泊事業者に対して知事が

〇議長（新里米吉君） 当山勝利君。

住宅宿泊管理業者には、県等が監督権限があるようで

〇当山

すけれども違いは何ですか、２者の違い。住宅宿泊事

う細かな、本当に民泊が第一種低層とか低層住宅地域

業者に対するこれ知事の権限ですよね。それから住宅

の近くに来た場合、住民の不安が大きいものですから、

宿泊管理業者これは県等が対象になるわけですよね、

実際にそういう声を聞いているものですから、もし市

権限者が。違いは何ですか。

町村で細かな対応ができるような権限を渡せるのであ

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。

ればしっかり渡していただいて、希望するところには

〇保健医療部長（砂川

靖君） 家主不在型の場合、こ

の管理を委託するという意味において住宅宿泊管理業

勝利君

できれば、市町村によってはそうい

対応していただきたいと思います。よろしくお願いし
ます。

者というのが出てくるわけですね。これは実質的に事

ありがとうございました。

業者の役割になるわけですけれども、例えば家主不在

〇議長（新里米吉君） 以上で本日の一般質問及び議

型の場合、入居者にごみ出しのルールとか、あるいは

案に対する質疑を終わります。

騒音を起こさないようにといった指導するようなこと

本日の日程はこれで全部終了いたしました。

はこの管理業者がやらないといけないわけです。管理

次会は、明３月１日定刻より会議を開きます。
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議事日程は、追って通知いたします。

午後７時６分散会

本日は、これをもって散会いたします。
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沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）
平成30年３月１日（木曜日）午前10時２分開議

議

事

日

程

第８号

平成30年３月１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33号議案まで、乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案まで（質疑）
本日の会議に付した事件

日程第１

一般質問

日程第２

甲第１号議案から甲第33号議案まで、乙第１号議案及び乙第３号議案から乙第67号議案まで
甲第１ 号議案

平成30年度沖縄県一般会計予算

甲第２ 号議案

平成30年度沖縄県農業改良資金特別会計予算

甲第３ 号議案

平成30年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

甲第４ 号議案

平成30年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算

甲第 ５ 号議案

平成30年度沖縄県下地島空港特別会計予算

甲第 ６ 号議案

平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

甲第 ７ 号議案

平成30年度沖縄県下水道事業特別会計予算

甲第 ８ 号議案

平成30年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算

甲第 ９ 号議案

平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算

甲第10号議案

平成30年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算

甲第11号議案

平成30年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算

甲第12号議案

平成30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予算

甲第13号議案

平成30年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算

甲第14号議案

平成30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予算

甲第15号議案

平成30年度沖縄県産業振興基金特別会計予算

甲第16号議案

平成30年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算

甲第17号議案

平成30年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算

甲第18号議案

平成30年度沖縄県駐車場事業特別会計予算

甲第19号議案

平成30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予算

甲第20号議案

平成30年度沖縄県公債管理特別会計予算

甲第21号議案

平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算

甲第22号議案

平成30年度沖縄県病院事業会計予算

甲第23号議案

平成30年度沖縄県水道事業会計予算

甲第24号議案

平成30年度沖縄県工業用水道事業会計予算

甲第25号議案

平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）

甲第26号議案

平成29年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第２号）

甲第27号議案

平成29年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）

甲第28号議案

平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

甲第29号議案

平成29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補正予算（第
１号）
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甲第30号議案

平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

甲第31号議案

平成29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32号議案 平成29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補正予算（第
１号）
甲第33号議案

平成29年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）

乙第 １ 号議案 沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改
正する条例
乙第 ３ 号議案

沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

乙第 ４ 号議案

沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

乙第 ５ 号議案

沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ６ 号議案

沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

乙第 ７ 号議案

沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ８ 号議案 沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の
一部を改正する条例
乙第 ９ 号議案

沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する条例

乙第10号議案

沖縄県環境保全基金条例の一部を改正する条例

乙第11号議案

沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

乙第12号議案

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例

乙第13号議案 沖縄県養護老人ホーム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14号議案 沖縄県特別養護老人ホーム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15号議案 沖縄県軽費老人ホーム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16号議案 沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、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17号議案 沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに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18号議案 沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、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19号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、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20号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー
ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法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21号議案 沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃
止する条例
乙第22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23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24号議案 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、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25号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、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26号議案 沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一
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部を改正する条例
乙第27号議案 沖縄県障害福祉サービス事業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28号議案 沖縄県病院及び診療所の人員及び施設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29号議案

沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例

乙第30号議案

沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

乙第31号議案

旅館業法施行条例の一部を改正する条例

乙第32号議案

国民健康保険法施行条例

乙第33号議案

沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例

乙第34号議案

沖縄県国民健康保険調整交付金条例を廃止する条例

乙第35号議案

沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

乙第36号議案

沖縄県中山間地域ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例

乙第37号議案

沖縄県森林整備担い手対策基金条例の一部を改正する条例

乙第38号議案 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
例
乙第39号議案

沖縄県ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第40号議案

沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第41号議案

沖縄県の契約に関する条例

乙第42号議案

沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例

乙第43号議案

建築基準法施行条例の一部を改正する条例

乙第44号議案

沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例

乙第45号議案

沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例

乙第46号議案

沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

乙第47号議案

沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例

乙第48号議案

沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例

乙第49号議案

工事請負契約について

乙第50号議案

工事請負契約について

乙第51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52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53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54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55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56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57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58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59号議案

財産の取得について

乙第60号議案

債権の放棄について

乙第61号議案

訴えの提起について

乙第62号議案

損害賠償請求事件の和解等について

乙第63号議案

損害賠償の額の決定について

乙第64号議案

指定管理者の指定について

乙第65号議案

指定管理者の指定について

乙第66号議案

包括外部監査契約の締結について

乙第67号議案

沖縄県監査委員の選任について
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育
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〇議長（新里米吉君） これより本日の会議を開きま

ウ、町なかの案内サインなど受け入れ姿勢について。

す。

エ、県民の受け入れ姿勢について。
次に、米軍基地問題であります。

諸般の報告については、お手元に配付の文書により

普天間基地に配備されているそのほとんど全ての

御了承願います。
――――――――――――――――――

回転翼機が県内至るところで事故を起こしています。

〔諸般の報告

2017年１月から今日までの１年余りでも、東村や伊江

巻末に掲載〕

――――――――――――――――――

村、うるま市、読谷村、宜野湾市、石垣市など各地域

〇議長（新里米吉君） 日程第１及び日程第２を一括

で部品の落下、不時着、不時着炎上、そしてそのほか

し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か

に県外、国外でも墜落事故などを起こしています。宜

ら甲第33号議案まで、乙第１号議案及び乙第３号議案

野座村城原区では、住宅地上空での低空での旋回訓練

から乙第67号議案までを議題とし、質疑に入ります。

や物資のつり下げ訓練が繰り返し行われており、2012

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。

区は13年１月からことしの１月24日までに18回の抗
議を沖縄防衛局に行ったようであります。また、防衛

新垣清涼君。

局が設置した騒音測定器によると、17年４月から11

〔新垣清涼君登壇〕
〇新垣

年10月に普天間基地にオスプレイが配備されて以降、

ハイサイ

清涼君

グスーヨー

チューウガ

月までの60デシベルを超えた回数は6037回と、前年
同期の1.3倍になっているようです。このようにして、

ナビラ。
会派おきなわの新垣清涼ンディイチョーイビーン。

普天間基地所属の米軍機は、沖縄県内を飛び回り被害

ユタサルグトゥ

をまき散らしています。

ウニゲーサビラ。

安倍総理は、さきの施政方針演説で、世界で最も危

先月、私たち会派おきなわは、シンガポール視察に
行ってきました。きれいで緑いっぱいのまちづくりは、

険と言われる普天間飛行場の全面返還を一日も早くな

観光立県を目指す私たち沖縄県が参考にすべきところ

し遂げなければならないとする一方で、辺野古につい

がたくさんあります。今回は、観光客の受け入れ体制

ては、飛行経路が海上になることから安全性が格段に

について取り上げてみました。

向上しと発言されたようでありますが、米軍が飛行経

シンガポールのチャンギ国際空港は、1640万人の観

路等の約束事を守ることが前提であります。残念なが

光客と5550万人の人が利用する空港ですが、出入国

ら、米軍はそれを守っていません。沖縄で米軍機の事故

の際の荷物検査や搭乗手続がとてもスムーズに行われ

が頻繁に起こっていることに対し、米海兵隊のネラー

ていました。ところが、私たちが沖縄から出発すると

総司令官やハリス米太平洋軍司令官、あるいはニコル

き、手荷物検査などでかなりの時間がかかり、多くの

ソン四軍調整官は、予防着陸で誰も負傷しなかったし

観光客が飛行機への搭乗時間は大丈夫かと心配しなが

機体も失わなかった、集落を避けて海岸に不時着させ

ら順番を待っていました。沖縄を訪れた皆さんの感想

たとパイロットの技量をたたえ、軍の論理で占領者意

を思うと大変気になるところです。先日２月13日の琉

識を丸出しにしています。さらに、内閣府の松本文明

球新報の論壇で、台北駐日経済文化代表処那覇分処長

副大臣は、それで何人死んだんだと国会でやじを飛ば

の蘇啓誠氏が「出入国時のおもてなしを」というタイ

しています。
そこで伺います。

トルで貴重な提言の記事が掲載されています。
そこで次のことを伺います。

２、米軍基地行政について。

１、観光行政について。

(1)、沖縄の米軍基地負担軽減について。

(1)、外国人観光客の受け入れ体制について。

ア、安倍総理の移設先となる本土の理解が得られな

ア、空の玄関・空港の受け入れ体制について。

い発言について伺います。
イ、米軍基地に起因する相次ぐ事件・事故をなくす

イ、海の玄関・港の受け入れ体制について。
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取り組みを伺います。

キ、在沖米海兵隊撤退を求める取り組みについて伺

ウ、辺野古新基地建設をとめる取り組みについて。

います。

(ｱ)、辺野古海底に活断層の報道について伺います。

(2)、返還跡地利用の取り組みについて。

新聞報道などによると、辺野古沿岸域に活断層の可

ア、西普天間地区返還跡地の取り組みについて。

能性が言われています。活断層の可能性調査はどうなっ

(ｱ)、現在の取り組みの進捗状況について伺います。

ているのか。
活断層の上、もしくは近くを開発するとき

(ｲ)、普天間高校の用地取得状況と見通しについて伺

にどのような制限があるのか。日本とアメリカに制限

います。

などの違いがあるのかわかりましたらお願いします。
(ｲ)、撤回について知事の決意を伺います。

イ、宜野湾、浦添地域の一部返還地の環境調査につ
いて。

政府は、
実施計画に基づく環境保全対策等について、

これは、宜野湾市では、市道11号のために一部返

県との協議を行わず、
工事前のサンゴの移植も行わず、

還が予定され、浦添市では、国道58号の拡幅のため、

護岸工事を進めているようですが、そのことは既に撤

キャンプ・キンザーの一部返還が予定されています。

回の要因ではありませんか。伺います。

それぞれの地域の土壌などの環境調査の取り組みを伺

次に、北部訓練場の一部返還に伴い、高江集落の周

います。沖縄市では、サッカー場から返還時ではなく

りを囲むようにヘリパッドがつくられ、住民上空を低

改修工事のときに有害物質が出てきました。返還時に

空飛行で繰り返すなど、騒音被害が著しく、自然いっ

しっかりとした調査をすべきだと思います。それで伺

ぱいの地域で子育てをしていた家族が引っ越しをする

います。

ようなことも起こっています。

３、教育・福祉行政について。

エ、高江ヘリパッドの運用停止に向けた取り組みを
伺います。

沖教組が昨年実施した幼稚園、小中学校教員へのア
ンケートで、パワハラやセクハラを受けたことがある

次に、普天間基地の５年以内の運用停止についてで
あります。

と答えた教員は164人、回答者1041人の15.8％を占め
た。子供たちを教え導くはずの教職員の間でパワハラ

日本政府が沖縄県知事に約束した普天間飛行場の５

問題は後を絶たない。多忙な教職員の働き方改革が叫

年以内の運用停止は１年を切りました。そんな中で米

ばれる中、心理的負担を抱えた教職員の救済は急務で

軍機の事故が相次いで起こっています。昨年12月13

すという記事がありました。

日、普天間第二小学校の運動場で子供たちが体育の授

そこで伺います。

業中に米軍ＣＨ53ヘリコプターから窓枠が落ちてき

(1)、教職員のパワーハラスメントについて、相談し

た。その後、同小学校では、体育の授業や休み時間で

やすい環境づくりなど具体的な対策がどうなっている

も運動場が使えない状況が続いた。学校では、米軍機

か伺います。

事故を想定した避難訓練が行われるようになった。学
校や保護者からさまざまな要求が出されているようだ

(2)、軽度知的障害を対象とした併設型の高等支援学
校の現状と今後の取り組みを伺います。

が、その対策はどうなっているのか。そして最近、運
動場の使用が再開されました。

(3)、うちなーしまくとぅばの普及促進について、し
まくとぅば普及センターにおいて県民への普及促進、

(ｱ)、普天間第二小学校の運動場使用再開について、
窓枠落下事故からの経緯と子供たちの安全対策、現状

次世代への継承に取り組まれているようですが、具体
的な取り組みを伺います。

について伺います。

(4)、子育て支援策について。

次に、たび重なる米軍機からの部品落下や不時着事

ア、少子化対策について伺います。少子化の主な原

故は異常であります。オスプレイの空気取り入れ口の

因は何でしょうか。その対策はどう取り組まれている

部品落下事故は、２月８日に発生したが、９日の防衛

のか、子育てしやすい環境づくりへの取り組みを伺い

局の問い合わせに、米軍は当初否定をしました。写真

ます。

を提示すると認める。まさに隠蔽体質も疑われる状況

イ、待機児童解消に向けた取り組みを伺います。

に、県議会は全会派全会一致で直ちに普天間飛行場の

ウ、放課後児童クラブの現状と今後の取り組みを伺

運用停止することを求める決議をしました。

います。

(ｲ)、県議会決議について知事の見解を伺います。

(5)、手話言語条例について。

カ、米軍基地周辺から検出されているＰＦＯＳの汚

きょうは３月１日で県内では高校生の卒業式が行わ

染状況と対策について伺います。

れているようですが、あさって３月３日は耳の日に
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なっているようです。そこでこの手話言語条例につい

伺います。

て伺います。

そして、考えられる原因、その対策について伺いま

ア、目的達成に向けた取り組みについて、県や学校、

す。

あるいは通訳育成などどのようになっていますか。

以上です。よろしくお願いします。

イ、普及推進計画について伺います。

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

(6)、長寿県復活に向けた取り組みを伺う。５年ごと

〔知事

翁長雄志君登壇〕

に作成される都道府県別平均寿命の結果はどうなって

〇知事（翁長雄志君） ハイサイ グスーヨー チュー

いますか。健康長寿復活プロジェクトの具体的な取り

ウガナビラ。

組みを伺います。

新垣清涼議員の御質問にお答えをいたします。

４、環境行政についてであります。

環境行政についてに関する御質問の中の４の(3)、国

(1)、沖縄県内の世界自然遺産登録に向けた取り組
み、課題を伺います。

立沖縄自然史博物館の実現に向けた取り組みについて
お答えをいたします。

(2)、県の希少種保護対策について取り組みを伺いま
す。

日本学術会議は、平成28年５月に国立自然史博物館
設立の必要性を提言し、さらに平成29年２月には、国

(3)、国立沖縄自然史博物館の実現に向けた取り組み
を伺います。

立沖縄自然史博物館の設立を盛り込んだマスタープラ
ン2017を公表しております。沖縄県では、平成29年

(4)、倉敷環境が処理していた産業廃棄物のその後の
状況を伺います。

５月に決定した沖縄21世紀ビジョン基本計画の改定
計画において、今後あらゆる機会を捉えて誘致に努め

(5)、米軍基地から出るごみの処理状況を伺います。
分別の状況などわかりましたらお願いします。

ていくという県の方針を位置づけており、シンポジウ
ムの開催、沖縄担当大臣への要請、関係省庁への説明

(6)、犬・猫殺処分ゼロを目指す取り組みについて。

などを実施しております。

ア、今年度の取り組みについてですが、翁長県政の

沖縄県としましては、生物多様性の保全上重要な情

犬・猫殺処分ゼロを目指した方向で今取り組んでいる

報収集、調査研究、教育普及の拠点となる国立自然史

と思いますが、成果が上がっているからといって、こ

博物館の誘致について、引き続き取り組みを進めてま

こで足踏みしてはいけないと思います。ぜひ今年度の

いります。

取り組みをお願いします。

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

イ、遺棄・虐待行為について。

させていただきます。

宜野湾マリーナ港でもそういうことが市民から訴え

〇議長（新里米吉君） 文化観光スポーツ部長。

がありました。その取り組み、どうなっているのか伺
います。

〔文化観光スポーツ部長

嘉手苅孝夫君登壇〕

〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君） １、観光行

(7)、電力自由化への取り組みについて。

政についての御質問の中の(1)のア、(1)のイ、空港及

国策としての全国的な流れと沖縄県での現状、取り

び港湾の受け入れ体制についての御質問は関連いたし

組みと課題を伺います。

ますので、恐縮ですが一括してお答えさせていただき

(8)、再生エネルギーの取り組みについて伺います。

ます。

５、警察行政について。

沖縄県を訪れる外国人観光客は、ここ数年大幅な増

(1)、飲酒運転者の現状と対策についてであります

加を見せており、それに伴い出入国時の迅速な手続が

が、なかなかその飲酒運転がなくならない、少なくな

より重要となっております。このため、県では、那覇

らないという現状の中で、飲酒運転者の近年の推移と

空港ターミナルやクルーズ船寄港時の客船ターミナル

全国での順位、そしてゼロを目指す取り組みについて

等において、外国人観光客がスムーズに出入国手続が

伺います。

できるよう、これまで関係省庁に対し、ＣＩＱ審査の

(2)、県警職員の懲戒処分と訓戒処分について。

簡素化や人員体制の拡充について要請をしてきたとこ

今月16日の新聞報道、「警視がセクハラ

ろであります。

県警が停

職方針」という記事があり、県警監察課が2012年に懲

県としては、今後とも、外国人観光客の満足度向上を

戒処分をした職員は11人に上り、過去５年間でも最も

図るため、ＣＩＱ審査体制の強化や審査手続の簡素化

多かった。懲戒は12年から16年まで数件で推移してい

について、国等の理解を求めていくとともに、空港の

たが、17年に急増したとあります。その推移について

チェックインカウンターや保安検査場の混雑緩和等、
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航空会社等関係機関と連携し、さらなる改善につなげ

ける話者等の養成講座や出前講座を実施しているとこ

ていきたいと考えております。

ろであり、今後も同センターを中心とした、民間団体

同じく(1)のウ、外国人観光客に対する案内サインな
どについての御質問にお答えいたします。

との連携による実効性のある普及活動を展開してまい
ります。

県では、外国人観光客の利便性向上や周遊促進によ
る観光消費拡大を図ることを目的に、平成24年度より

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

沖縄振興特別推進交付金を活用し、英語、中国語、韓

〔知事公室長

謝花喜一郎君登壇〕

国語などで表記された多言語観光案内サイン整備につ

〇知事公室長（謝花喜一郎君） ２、米軍基地行政につ

いて、市町村への補助事業として実施してまいりまし

いての御質問の中の(1)のア、安倍総理の国会答弁につ

た。これまで、20市町村の主要な観光施設などで多言

いてお答えいたします。

語観光案内サインを整備し、外国人観光客の利便性の

沖縄県民の多くが県内移設に反対を示しているにも

向上を図ってきたところです。また、観光客が台風や地

かかわらず移設を強行する中で、安倍首相が沖縄の基

震、津波などの災害時に安全に避難できるよう、とる

地負担軽減について移設先となる本土の理解が得られ

べき行動手段や災害情報の入手サイトをまとめた「沖

ないと答弁したことは、県外での反発を恐れ、県内移

縄観光安心安全ガイド」を作成し、観光客が立ち寄る

設ありきで物事を解決しようとしていることのあらわ

施設やホテル等の客室に用意しております。

れであると考えております。

県としましては、今後とも受け入れ体制の強化を図
り、世界水準の観光・リゾート地の形成に努めていき

同じく(1)のイ、米軍の事件・事故再発防止への取り
組みについてお答えいたします。

たいと考えております。

県としては、一義的には、日米両政府の責任におい

同じく１の(1)のエ、外国人観光客を受け入れる県民
の姿勢についての御質問にお答えいたします。

て、米軍事故の再発防止へ取り組むべきと考えており
ます。しかしながら、日米両政府に全てを任せるので

沖縄県を訪れる外国人観光客数は、ここ数年著しい

はなく、県は、航空機の緊急総点検の実施や新たな協

伸びを見せております。このため、県では、県民一丸と

議会の設置、リバティ制度の運用実態の検証など、再

なった観光客の受け入れ体制づくりを推進するため、

発防止に向けた具体的な提案を日米両政府に対し行っ

めんそーれ沖縄県民運動推進協議会を設置し、会員に

てきたところであります。

対して毎月22日に各地域の清掃を呼びかけるととも

県としては、米軍に起因する事件・事故は一件たり

に、年１回、県民からも参加者を募り、県内の公園等

ともあってはならないと考えており、こうした提案の

において大規模な清掃活動を実施しております。また、

実現に向け、軍転協や渉外知事会とも連携し、粘り強

県では、沖縄を訪れる外国人観光客を文化や習慣の違

く取り組んでまいりたいと考えております。

いを乗り越え、県民が温かく迎え入れる機運を高める
取り組みとして、ウエルカムんちゅになろう運動を実

同じく(1)のウの(ｲ)、埋立承認の撤回についてお答
えいたします。

施しております。今後ともこれらの運動を通して、外

撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に行っ

国人観光客の満足度の向上を図り、世界水準の観光・

た上で対応する必要があると考えており、どのような

リゾート地の形成に取り組んでいきたいと考えており

事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討しているとこ

ます。

ろであります。知事は、平成29年８月12日に開催され

次に３、教育・福祉行政についての御質問の中の(3)、

た県民大会において、あらゆる情報を判断して、撤回

しまくとぅばの普及促進についてにお答えいたします。

の時期について私の責任で決断をいたしますと述べて

県では、中期しまくとぅば普及推進行動計画に基づ
き、しまくとぅばの普及に向けたさまざまな取り組み

おり、日々の国の動き等全体的な流れを勘案しながら、
しっかりと対応してまいりたいと考えております。

を実施しております。具体的には、しまくとぅば県民
大会や語やびら大会の開催、民間団体等の活動に対す

次に同じく(1)のエ、北部訓練場ヘリコプター着陸帯
の運用停止についてお答えいたします。

る支援、普及功労者の表彰、民話データベースの作成

県としては、民間地やダム上空等での訓練の実施は、

などを実施するほか、関係機関等においても、しまく

周辺住民を危険にさらし、生活環境に大きな影響を与

とぅば講座やシンポジウムが開催されております。ま

えるだけでなく、万一事故が発生した場合、水源の汚

た、昨年９月には、しまくとぅば普及の中核的機能を

染など大きな被害につながる危険があると考えており

担うしまくとぅば普及センターを設置し、各地域にお

ます。昨年10月の東村高江でのＣＨ53Ｅの不時着・炎
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上事故を受け、県は、政府に対し、住宅地上空での飛

全性を確認していきたいと考えております。

行訓練の中止、住宅地域に隣接するヘリコプター着陸
帯の使用中止、ダム上空での飛行訓練中止等を含め、

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 教育長。

米軍の演習のあり方を見直すよう求めているところで
す。

〔教育長

平敷昭人君登壇〕

〇教育長（平敷昭人君） ２の基地行政についての御

次に同じく(1)のオの(ｲ)、即時運用停止を求める県
議会決議についてお答えいたします。

質問で(1)のオの(ｱ)、普天間第二小学校運動場使用再
開についてお答えいたします。

去る２月１日、県議会において全会一致で可決され

宜野湾市教育委員会及び学校は、事故後、児童の安

た普天間飛行場の即時運用停止を含む抗議決議は、県

全確保の観点から運動場の使用を中止していたところ

内で米軍機の事故が相次いで発生している異常事態に

でありますが、運動場使用再開に向けて関係機関と連

対する強い危機感のあらわれであると受けとめており

携し、沖縄防衛局長、第３海兵遠征軍司令官等に対し、

ます。県は、これまで政府に対し、同飛行場の５年以

再発防止、学校施設上空の飛行中止、監視カメラの設

内運用停止を辺野古移設とはかかわりなく実現すべき

置、監視員の配置等を要請してきました。その後、監視

であると繰り返し求めてまいりました。期限が残り約

員の配置、監視カメラ及びモニターの設置がなされた

１年となった５年以内運用停止には、即時運用停止と

ところであります。また、普天間第二小学校では、米

いう意味合いも含まれており、日米両政府においては、

軍機からの落下物を想定した避難訓練を実施する等、

今回の県議会決議で示された沖縄県民の思いを真摯に

児童の安全確保に向け体制整備を進めてきました。こ

受けとめ、普天間飛行場の県外移設、早期返還及び一

のような中、宜野湾市教育委員会及び学校は、児童の

日も早い危険性の除去に真剣に取り組むべきであると

学習等を考慮し、運動場の使用を去る２月６日から一

考えております。

部再開し、２月13日からは通常どおりの使用としたと

次に同じく(1)のキ、在沖海兵隊の撤退についてお答

ころであります。

えします。

次に、３の教育・福祉行政についての御質問で(1)、

県としましては、沖縄に米軍基地が集中し、騒音や
事件・事故の発生等、県民は過重な基地負担を背負い

教職員のパワーハラスメントについてお答えいたしま
す。

続けており、県民の目に見える形での基地負担の軽減

県教育委員会が、平成27年度から29年度の現時点ま

が図られなければならないと考えております。在沖海

でに直接受けたパワハラに関する相談件数は、県立学

兵隊については、米軍基地の整理縮小の実現のため、

校で１件、小中学校で２件となっております。県立学

米軍再編で示されたグアム移転を含む国外移転及び嘉

校の教職員に対しては、県教育委員会のホームページ

手納飛行場より南の施設・区域の返還を確実に実施す

にパワハラ等に対応するための相談窓口を開設し、相

ることが重要と考えており、今後とも、軍転協等と連

談がある場合には、当事者双方から事情を聴取し、適

携し、あらゆる機会を通じて、基地の整理縮小を日米

切な人間関係及び職場環境を構築するよう指導助言し

両政府に対し強く求めてまいります。また、県議会に

ております。また、市町村立学校の教職員からパワハ

おいて、在沖海兵隊の早期の国外・県外移転を求める

ラ等の相談がある場合は、その相談内容を服務監督者

意見書と決議が全会一致で可決されたことは、重く受

である市町村教育委員会に情報提供し、当該市町村に

けとめているところです。

おいても、県の指針を参考にして適切に対応している

以上でございます。

ものと認識しております。

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。
〔土木建築部長

宮城

県教育委員会としては、パワハラ等について、管理

理君登壇〕

職研修会の場で注意喚起を行うとともに、各学校にお

理君） ２、米軍基地行政につ

いても、人権ガイドブックの活用等により、管理職も

いての御質問の中の(1)のウの(ｱ)、辺野古海域の活断

含め教職員の人権意識の高揚を図っているところであ

層についての御質問にお答えいたします。

り、引き続きパワハラ等の防止に取り組んでまいりま

〇土木建築部長（宮城

普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書にお

す。

いて、沖縄防衛局は、既存文献等で、沖縄島北部の目
立った活断層は確認されていないと記しております。

次に同じく３の(2)、併設型高等支援学校の現状等に
ついての御質問にお答えいたします。

県は、引き続き、構造物に係る実施設計の事前協議に

本県では、障害のある生徒と障害のない生徒がとも

おいて必要な照査を行い、構造物全体の安定性及び安

に学びともに生きる共生社会の展開や障害の理解啓発
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等を目的として、高等学校併設型特別支援学校を平成

推進体制の構築など、世界自然遺産登録に向けた取り

28年度に１校、平成29年度に３校設置し、特別支援教

組みを推進しております。遺産価値である自然環境の

育を推進しているところです。各学校においては、一

維持や持続的な利用に向けた課題に対して、今後も引

般就労及び卒業後の自立と社会参加を促すための学習

き続き適切に対応し、ヤンバル地域及び西表島の世界

を行うとともに、併設する高等学校との交流及び共同

自然遺産への早期登録を目指してまいります。なお、

学習等の充実が図られております。

今後の登録までの流れとしましては、５月ごろＩＵＣ

県教育委員会としましては、今後も併設校である特

Ｎによる評価報告書がユネスコ世界遺産センターへ提

色を生かし、両校の生徒が互いに尊重し協力する中で

出され、６月下旬から７月上旬にかけて開催される世

ともに学び合う教育環境の充実に努めてまいります。

界遺産委員会において登録の可否が判断される予定と

以上でございます。

なっております。

〇議長（新里米吉君） 環境部長。
〔環境部長

同じく４の(2)、希少種保護のための取り組みについ

大浜浩志君登壇〕

てお答えします。

〇環境部長（大浜浩志君） ２の米軍基地行政につい

本県は、亜熱帯海洋性の気候のもと、他の都道府県

ての御質問の中の(1)のカ、ＰＦＯＳの汚染状況と対策

とは異なる固有の自然環境を有し、多くの希少種や固

についてお答えします。

有種が生息しております。県では、この豊かな自然環

県では、
昨年度に県内の主な河川・地下水等について

境を次世代に継承していくため、レッドデータおきな

ＰＦＯＳ等の調査を実施しており、その結果を踏まえ、

わの作成や自然環境の保全に関する指針を定め、事業

今年度は普天間飛行場周辺を中心に８月から９月にか

者みずからが自然環境に配慮するよう誘導を図ってお

けて18地点で調査を実施しました。その結果、これま

ります。また、希少種生息状況調査やマングース、ヒ

でと同様に普天間飛行場下流側７地点の湧水等で、米

アリ等を初めとする外来種対策を行うとともに、サン

国環境保護庁が設定した飲料水に関する生涯健康勧告

ゴ礁の保全再生事業やジュゴンの保護対策事業などに

値を超えてＰＦＯＳ等が検出されております。

も取り組んでいるところです。

県としましては、比較的高い濃度で検出された地点

県としましては、引き続き、希少種保護のための取り

について、継続的な調査を行うとともに、国及び米軍

組みを推進し、本県の豊かな生物多様性の保全を図っ

に対し、調査結果や収集した情報を提示し、関係機関

てまいります。

による調整の場を設定するよう、引き続き求めていき
たいと考えております。

同じく４の(4)、倉敷環境取り消し後の状況について
お答えします。

同じく２の(2)のイ、宜野湾、浦添地域の一部返還地
の環境調査についてお答えします。

同社が受け入れていた産業廃棄物については、分別
を行う業者や木くずの燃料化を行う業者等が受入量を

米軍基地の返還に際しては、跡地利用推進法に基づ

ふやして対応しております。しかしながら、一部の混

き、沖縄防衛局が返還実施計画を定め、土壌汚染等の

合廃棄物について、焼却施設が不足していることや、

調査を実施することとなっております。平成29年７月

１月に入り機器の点検を行う事業者があることから、

に返還された普天間飛行場の一部の土地については、

ごみの受け入れの一時停止や制限が行われている状況

現在、返還実施計画に基づき、土壌汚染等の調査が実

にあります。そのため、処理が滞っている一部の産業

施されています。今年度末に返還が予定されている牧

廃棄物の県外処理に要する輸送費の補助や、分別等の

港補給地区の一部の土地については、現在、返還実施

前処理が必要となった廃棄物の処理費の補助などを行

計画を策定中と聞いております。県は、返還実施計画

う緊急特別対策事業の実施について検討を行っており

に対し、土壌汚染等の調査計画及び結果を速やかに県

ます。引き続き沖縄県産業廃棄物協会等関係者と情報

や県民に提供するよう意見しており、今後、当該結果

交換等を行い、適正処理の確保に努めてまいります。

を踏まえ、適切な措置を沖縄防衛局に求めてまいりま

同じく４の(5)、米軍基地から出るごみの処理状況に

す。

ついてお答えします。

次に、４の環境行政についての御質問の中の(1)、世

昨年11月20日の株式会社倉敷環境の行政処分に伴

界自然遺産登録に向けた取り組み課題についてお答え

い、嘉手納基地の住宅エリアなどから排出された一般

します。

廃棄物の収集・運搬・処理が停止しましたが、12月下

県においては、
国や地元自治体等の関係機関と連携・

旬に民間１事業者と一部事務組合１施設において処理

協力し、希少種の保護や外来種対策、エコツーリズム

が再開されております。県では、米軍に対して一般廃
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棄物の減量・分別について、引き続き求めていくとと
もに、円滑な処理が図られるよう、関係者と連携して

次に同じく(2)のアの(ｲ)、普天間高校の用地取得状
況と見通しについての御質問にお答えいたします。

対応してまいります。

沖縄県では、平成29年８月末より高校の用地取得を

同じく４の(6)のア、犬・猫殺処分ゼロを目指す今年
度の取り組みについてお答えします。

開始しており、目下、県土地開発公社とともに、地権
者の戸別訪問に取り組んでいるところであります。現

県では、人と動物が共生できる社会を目指すことを

在、土地の先行取得事業のみでは高校用地の確保が厳

基本理念とする沖縄県動物愛護管理推進計画を策定

しい状況であることから、今後の土地区画整理事業に

し、犬・猫の殺処分をゼロとするため、犬・猫の譲渡

よる用地確保の手法について、宜野湾市と協議してい

会及び講習会の開催、飼い主に対する適正飼養・終生

るところであります。

飼養に関する普及啓発や、子供たちを対象とした動物

以上でございます。

ふれあい教室の開催などに取り組んでおります。その

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

結果、殺処分数は、平成24年度の6604頭から平成28

〔子ども生活福祉部長

金城弘昌君登壇〕

年度には1532頭へ大幅に減少し、既に計画で定めた当

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） おはようござ

初目標値3302頭以下を達成しております。

います。

そのため、県としましては、平成30年度までの暫定
目標値を1500頭に改めており、引き続き殺処分ゼロの

それでは、３、教育・福祉行政についての御質問の
中の(4)ア、少子化対策についてお答えします。

達成を目指して取り組んでまいります。

沖縄県では、国の地域少子化対策重点推進交付金を

同じく４の(6)のイ、犬・猫の遺棄・虐待行為につい
てお答えします。

活用して、おきなわ出会い応援企業の登録やシンポジ
ウムの開催など、社会全体の結婚・子育てに対するプ

犬・猫の遺棄や虐待は、動物の愛護及び管理に関す

ラスイメージの機運醸成を図るとともに、待機児童の

る法律で禁じられており、県では、遺棄が増加すると

解消、ワーク・ライフ・バランスの推進などに取り組

言われるゴールデンウイーク前に、毎年、捨て犬・捨

んでおります。引き続き、各分野において全庁的に取

て猫防止街頭キャンペーンを実施し、遺棄・虐待の防

り組むとともに、市町村とも連携しながら、安心して

止に努めております。また、今年度から、飼い主に対

結婚し、出産・子育てができる社会の実現に努めてま

して終生飼養を啓発するため、一生うちの子プロジェ

いります。

クトとして、テレビ・ラジオＣＭの放送やポスター・
リーフレットの配布を行うなど、取り組みを強化して

次に(4)のイ、待機児童解消に向けた取り組みについ
てお答えします。

いるところです。

沖縄県においては、黄金っ子応援プランに基づき、

県としましては、引き続き県警や市町村等の関係機

平成29年度末までの待機児童解消を図るため、平成27

関と連携して、遺棄・虐待の防止を図ってまいります。

年度からの３年間で約１万8000人の保育定員の確保

以上でございます。

に取り組み、その目標は達成できる見込みとなってお

〇議長（新里米吉君） 企画部長。
〔企画部長

ります。しかしながら、市町村においては、保育所等

川満誠一君登壇〕

の増設による潜在需要の掘り起こし等による保育ニー

〇企画部長（川満誠一君） ２、米軍基地行政について

ズの高まりを受け、平成31年度末までに待機児童の解

の(2)のアの(ｱ)、西普天間住宅地区跡地の取り組み状

消を図る計画の見直しを行ったところであります。

況についての御質問にお答えいたします。

沖縄県としましては、市町村の保育所整備等が着実

西普天間住宅地区跡地では、これまで沖縄防衛局に

に実施されるよう、必要な予算を確保し、引き続き市

よる支障除去措置や宜野湾市教育委員会による文化財

町村と連携して、平成31年度末までの待機児童の解消

調査が行われております。支障除去措置については、

に向けて取り組んでまいります。

沖縄防衛局により、不発弾探査、汚染土壌の処理、廃
棄物の処分が実施されており、平成30年３月末までに

次に(4)のウ、放課後児童クラブの現状と今後の取り
組みについてお答えします。

完了する見通しと伺っております。文化財調査につい

平成29年５月１日現在の放課後児童クラブ数は

ては、宜野湾市教育委員会によると、昨年末までに発

403クラブ、登録児童数は１万7450人となっておりま

掘調査を終えており、今後は旧道跡などの重要な遺跡

す。本県の放課後児童クラブについては、全国と比較

に関して、保存や活用方法等の検討が行われると伺っ

して公的施設の活用率が低く、全国の85％に対し本県

ております。

は37％となっております。
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県におきましては、平成30年度、放課後児童クラブ

縄県の平均寿命は、男性が80.27年、女性が87.44年で

支援事業の単体施設の整備に係る補助基準額を3000

あり、５年前より男性は0.87年、女性が0.42年延伸し

万円から4000万円に拡充し、委託設計を含む21カ所

ましたが、全国順位では男性が30位から36位、女性

の事業実施を予定しているところであり、引き続き市

が３位から７位へと順位を下げており、さらなる対策

町村と連携し、公的施設を活用したクラブの設置促進

が必要であると考えております。平成30年度において

に努めてまいります。

は、課題である働き盛り世代を対象とした健康行動実

次に(5)のア、手話言語条例の目的達成に向けた取り
組みについてお答えします。

践モデルの市町村での展開、市町村における食育推進
計画の策定、健康づくりボランティアの養成や活動支

県では、毎月第３水曜日の手話推進の日に合わせ、
県のホームページ等を通じ、基本的な手話表現につい

援など、市町村と連携した取り組みをさらに推進して
いきたいと考えております。

て動画で紹介する等の取り組みを行っております。ま
た、現在、手で話そう運動2017を実施中であり、テ

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 商工労働部長。

レビやラジオＣＭ、商業施設でのイベント等を通じ、

〔商工労働部長

屋比久盛敏君登壇〕

手話の普及や聴覚障害者等に対する県民の理解促進を

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ４、環境行政につい

図っております。

ての(7)、電力自由化への取り組みについてにお答えい

県としましては、引き続き、聾者と聾者以外の者が

たします。

共生することのできる地域社会の実現に向けて取り組
んでまいります。

電力自由化につきましては、国が電力システム改革
の一つとして推進しているものであります。沖縄県は、

次に(5)のイ、手話推進計画についてお答えします。

本土から離れた地理的環境であることから、広域的な

県では、手話言語条例に基づき、聾者、手話の関係

電力融通ができず、また、多くの離島を抱える島嶼地

者及び教育関係者等で構成する手話施策推進協議会を

域であり、エネルギー供給コストが高くなる傾向にあ

設置し、手話の普及に関する施策の総合的かつ計画的

るものと認識しております。一方、沖縄電力は、こと

な推進を図る手話推進計画の策定に取り組んでおりま

し４月から新たな卸売メニューを始めるほか、新電力

す。去る２月13日の協議会において、計画案に対する

が一般家庭向けに電力の販売を開始すると聞いており

調査審議を終えたところであります。

ます。

県としましては、同協議会の答申を踏まえ、年度内
に手話推進計画を策定することとしております。

肢の拡大や電気料金の低減化につながることから好ま

以上でございます。

しいものと認識しており、制度の周知を図ってまいり

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長
〇保健医療部長（砂川

県としましては、このような取り組みは県民の選択

砂川

ます。

靖君登壇〕

同じく(8)、再生可能エネルギーの取り組みについて

靖君） それでは、３の教育・

にお答えいたします。

福祉行政についての御質問の中の(6)、長寿県復活に向
けた取り組みについての御質問にお答えします。

再生可能エネルギーへの取り組みとしましては、国
による固定価格買取制度や再生可能エネルギー設備へ

沖縄県は、2040年までに男女とも平均寿命日本一

の導入補助がなされているところです。一方、沖縄県

を目指し、重点的に特定健診・がん検診の受診率の向

では、離島においてＩＴ技術等を活用し、再生可能エ

上、肥満の改善、アルコール対策に取り組んでいると

ネルギーの最大導入に向けた実証などに取り組んでい

ころであります。

るところです。本県は、本土と独立した系統であるこ

具体的な取り組みとしましては、健診及びがん検診

とから、電力の安定供給のため再生可能エネルギーの

の受診や適正飲酒などの健康づくりを促すためのテレ

導入に制約があることや、小規模離島などでは、再生

ビ、ラジオ等での広報活動、子供のころからの健康的

可能エネルギーの安定的な供給などが課題となってい

な生活習慣を習得するため、次世代の健康づくり副読

ます。

本の配布及びその活用に取り組んでいるところであり

県としましては、課題の解決へ向け、引き続き実証

ます。また、
健康長寿おきなわ復活県民会議を設置し、

事業などを中心に、再生可能エネルギーの普及促進を

官民一体となった施策の推進体制を構築しており、各

図ってまいります。

構成団体がロードマップに沿った取り組みを推進して
いるところであります。昨年12月に公表されました沖

以上です。
〇議長（新里米吉君） 警察本部長。
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〔警察本部長

筒井洋樹君登壇〕

が大きいと考えておりますが、職務倫理教育が被処分

〇警察本部長（筒井洋樹君） ５、警察行政に関する御

者の心に十分に浸透していなかったこと、非違事案に

質問の中で(1)、飲酒運転者の現状と対策についてお答

つながる兆候を組織として事前に把握できていなかっ

えいたします。

たこと等も挙げられると考えております。

まず、当県における過去３年間の飲酒運転の検挙

再発防止対策についてでございますが、非違事案の

件数についてでありますが、平成27年は1632件で全

防止のためには、まずは個別の非違事案に対し、行為

国１位、平成28年は1856件で全国１位、平成29年は

の動機、対応、結果等を踏まえて、厳正に対処するこ

2042件で全国２位となっております。また、本県で

とが重要と考えております。加えて、これまでも機会

は、平成28年まで全人身事故に占める飲酒絡み事故

あるごとに繰り返し指示をしてきたところではありま

の構成率が、27年連続で全国ワースト、それから全死

すが、平成29年中における非違事案の状況も踏まえま

亡事故に占める飲酒絡み事故の構成率については、４

して、各種研修等を通じた職務倫理教育の再徹底、生

年連続で全国ワーストという状況でありました。こう

活上の問題やストレスの有無を含めた踏み込んだ身上

した情勢を踏まえまして、県警察におきましては、飲

把握、風通しのよい職場環境づくり等を通じて、非違

酒運転が絡む交通事教の発生時間や路線等を分析した

事案の防止に努めてまいりたいと考えております。

上で、飲酒運転が発生する蓋然性の高い場所における

以上でございます。

飲酒運転の取り締まり、対象者に応じた効果的な交通

〇議長（新里米吉君） 新垣清涼君。

安全教育、飲酒運転根絶のための広報啓発活動を３本

〇新垣

答弁ありがとうございました。

清涼君

の柱として取り組んでいるところでありまして、平成

再質問は少し順序を変えて、後ろのほうから行きた

29年中は、いずれも全国ワーストについては、脱却を

いと思いますが、今筒井警察本部長、その原因は本人

したところでございます。しかしながら、飲酒絡み死

の資質の問題ではないかというお話でありました。そ

亡事故及び人身事故の構成率は、全国平均と比べます

うであるからといって、やはり個人の問題だとしない

と約２倍と依然として厳しい状況が続いておりますほ

で、やはりここはストレスとかいろいろあると思いま

か、飲酒運転で検挙された者に対するアンケート結果

すので、ぜひ答弁なさったような取り組みをしていた

を見ますと、規範意識の向上が依然として必要な実態

だきたいなという希望を申し上げておきたいと思いま

がうかがえるなど、飲酒運転根絶に向けてさらなる取

す。

り組みが必要と考えております。

それから、動物の犬・猫で、多分宜野湾署のほうに

県警察といたしましては、引き続き飲酒運転取り締

遺棄・虐待の被害の訴えが行っていると思うんです。

まりを強化するとともに、自治体や関係機関・団体と

その場合に、やはり私が心配しているのは、そういう

連携いたしまして、一層効果的な飲酒運転根絶対策を

小動物への虐待が高じて、子供たちとか、あるいは浮

推進してまいる所存でございます。

浪者といいますか、そこで寝泊まりしている人たちに

次に(2)、県警職員の懲戒処分と訓戒処分に関する御

及んでいく心配がないかなということで気になってい

質問のうちア、その推移についてお答えいたします。

るんです。そういう意味では、動物の虐待・遺棄だか

県警察における平成29年中の地方公務員法に基づ

らといって、人命にはかかわりないことではあります

く懲戒処分の件数及び人員につきましては、11件11名

けれども、やはり動物として命があるものですから、

でありまして、推移について申し上げますと平成27年

ぜひ調査もしていただきたいなと、これも希望を申し

が１件１名、平成28年が２件２名となっておりますの

上げて進みたいと思います。

で、昨年と比べますと９件９名の増加となっておりま

それから、教職員のパワハラについても、相談者が

す。また、懲戒処分に至らない内部的な推置でありま

少ないということは、やはりちょっと相談しにくい環

す訓戒処分を含みます監督上の措置につきましては、

境にあるのかなと。だからそこは、小さいことでもい

平成29年中は18件22名でありまして、平成28年と比

いからぜひ相談がしやすいような環境づくりに努めて

べますと２件１名の増加となっております。

いただきたいなと、これも希望、要望申し上げておき

次に、イの考えられる原因と対策についてお答えい

たいと思います。

たします。

それから、公室長、安倍総理の発言なんですけれど

平成29年中に発生した非違事案に関しては、業務上

も、安倍総理は今月２日の衆議院予算委員会で、沖縄

の事案ではなく全て私行上の事案でありますため、そ

の基地負担軽減については、その日米間の調整が難航

の原因については、被処分者個人の資質によるところ

したり本土の理解が得られないなど、さまざまな事情
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で目に見える成果が出なかったのが事実だということ

す。本当にワジワジーして、この記事を見てそういう

で認識を示されておりますが、防衛省などは、これま

思いをしました。何とかしてやはり子や孫たちにはそ

でに県内移設は沖縄の地理的位置など、軍事上の理由

ういう差別のない沖縄県を引き継いでいきたいなと思

を挙げてこられたわけですけれども、安倍総理の発言

います。

は、本土の抵抗により受け入れが困難を挙げたことに

知事、この件についてどうでしょうか。所見をお願

なっていますね。そういう意味では、政治的判断であ

いします。

ることが明らかになりました。ということは、沖縄県

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

民に米軍基地を押しつけ続けるための、沖縄県民を差

〇知事（翁長雄志君） ただいま公室長から答弁をし

別した発言じゃないかなと、私は非常に怒りを覚える

たことがほぼそういうことでありますけれども、やは

わけです。この発言は、決して許すことはできないん

り沖縄が置かれているというようなものをいろいろ普

じゃないかと。知事も、今議会でその発言については

天間の基地のことについて話をしても、何か沖縄が特

強い不快感を示されておりますが、この発言こそ、本

別な意図を持って反対しているような感じになるわけ

当に今日本の多くの国民が沖縄のことを余り知らな

です。今話が、答弁がありましたように、1950年代、

い、知られていない。私たちのやっぱり子や孫たちの

本土において海兵隊出て行けと、とんでもないと。あ

ためにも、この状況を何としても打破していかないと

のときは、ソ連も中国も恐ろしいほどの脅威があった

いけないと思います。そういう意味では、私は、県民

はずなのに、それは置いちゃいかぬと、それをそのま

大会をやって、安倍総理のその発言に対して強く抗議

ま放っておいたら、国内の政治が相当乱れるだろうと

する。こういうぐらいの思いなんです。そのことにつ

いうようなことで、これはどこかに持っていかなきゃ

いて、再度御答弁お願いします。

いかぬ。そうすると、占領下の沖縄、潜在主権があっ

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

ても、ある意味でまだ国民とは言えない。そういうと

〇知事公室長（謝花喜一郎君） やはり先ほども答弁

ころに持っていくことによって物事を解決したと。そ

いたしましたけれども、移設先となる本土の理解が得

の後、抑止力とか地政学的というような話もありまし

られない、こういった発言といいますのは、いわゆる

たが、今これも新垣議員の質問の中にありましたけれ

職を辞した後の防衛大臣等がこれまで発言をなさって

ども、ジョセフ・ナイさん含め、いろんな人たちが沖

いたと思っております。ただ現職の総理がこういった

縄はそういう意味ではないと、どこでも抑止力ができ

発言をしたということは、大変我々としても、ある意

るんだというようなことは、今ペリー元国防長官、モ

味衝撃を受けてございますし、やはりそういった、知

ンデールさん、橋本さんと一緒に普天間の返還を決め

事もこういったものについては理不尽だというような

た方々が、私たちは何も辺野古唯一とかそういう話は

強い口調で、県民をないがしろにしているというよう

していませんよ、沖縄でなけりゃいかぬということは

な思いを述べたところでございます。やはりこういっ

言っていませんよと、日本政府が決めていることなん

た沖縄県の過重な基地負担、この歴史的な経緯という

ですよというような話もされる中に、何らこの議論の

のは、やはり1951年以降の本土において海兵隊を中心

すり合わせが全くないまま、沖縄に置かれているとい

とした米軍に対する強い反発、そういったものがあっ

うことにつきましては、大変なこれは理不尽で、これ

て、本土にあった基地が、当時米軍の施政権下にあっ

に対して抗議をしないというようなことがあるという

た沖縄のほうに流れていった。そういった歴史的事実

ことは、とても将来の子や孫のために考えられない。

を日本本土の方々に強く知っていただく必要があるだ

そういうことであります。

ろうと思っております。そういったことをいわゆるＱ

〇議長（新里米吉君） 新垣清涼君。

＆Ａ等にも記載してございますけれども、今後もしっ

〇新垣

かりと沖縄県の基地の形成過程、これをしっかり国内

きませんので、沖縄県の観光客1000万人の来客目標は

外に伝えてまいりたいというふうに考えているところ

達成にめどがつき、県は目標を1200万人に上方修正し

であります。

ました。沖縄を訪れる観光客の皆さんがやはりもう一

〇議長（新里米吉君） 新垣清涼君。

度行きたい、今度はもう少し延泊してゆっくり沖縄を

〇新垣

清涼君

新聞報道なんですけれども、やはり

辺野古移設に関する日米の閣僚の発言の中にありまし

ワジワジーだけで終わるわけにはい

楽しみたい、そう思っていただけるような沖縄県にし
てほしいなと、なりたいなと思っています。

たように、森本元防衛相や中谷元防衛相、そしてジョ
セフ・ナイ元国防次官補、こういう発言があるわけで

清涼君

終わります。
〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。
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〔西銘純恵さん登壇〕
〇西銘

助成を行い、待遇を改善して支援員不足を解消するこ

こんにちは。

純恵さん

と。

日本共産党の西銘純恵です。

児童心理治療施設整備の進捗と受け入れ体制につい

一般質問を行います。

て伺います。

辺野古新基地建設問題について。

安心して妊娠、出産ができ、子育てを支援する母子

防衛局は留意事項に基づいて設置した環境監視等委

健康包括支援センターを設置することについて。

員会を機能させていないのではないか。フロートの設

教育行政について。

置や絶滅危惧種のサンゴ13群体は死滅した後に報告

少人数学級実現の国民の声に国が応えない中で県は

されている。ジュゴンやサンゴなど環境保護を強化す

独自に少人数学級を進めています。新年度から小学６

るため、前知事の埋立承認に付した留意事項を遵守さ

年生を少人数学級に拡大するが、沖縄県が独自に確保

せるべきではありませんか。

する教員の人数と予算額を問います。

埋め立てには10トントラック210万台の土砂が計

校長のパワハラを認定した判決が出ました。教育現

画されているが、県外からの土砂搬入で想定されるア

場にあってはならないパワハラやセクハラの実態を問

ルゼンチンアリなど特定外来生物にはどのようなもの

います。相談体制や根絶のための取り組みを伺います。

があるか、完全に防除することはできないのではあり

教職員の体罰などの不祥事は５年前に比べてどうか。

ませんか。

教員の病休や精神疾患は減っているか、５年前と比

福祉行政について。

べてどうか、全国と比べてどうですか。教師の長時間

宮古島市福祉事務所で、部屋の中に無断立ち入りし

労働を改善するための新年度に向けた教員の出退勤の

てプライバシーを侵害しているという訴えがありま

タイムカードやＩＣカードの整備状況を伺います。

す。その他の地域からも同様な訴えがあるが調査をす

教員の長時間過密労働は苛酷です。中央教育審議会

べきではありませんか。憲法25条の生存権や基本的人

の働き方改革の中間まとめの内容と見解を伺います。

権を保障する立場で指導助言をすべきです。

牧港補給基地周辺で、再びハブから有害物質のＰＣ

４月から国民健康保険が県に移行されます。会社員

Ｂ、毒性の強いＤＤＴ類が発見され汚染物質や汚染場

などが加入する健康保険などは扶養する子供の人数が

所が基地内にある可能性が高まっています。原因究明

ふえても保険料は変わらない仕組みだが、国民健康保

のために、米軍の有害物質使用の履歴公表や基地内の

険は子供にも均等割保険料が課税されるため子供の人

立入調査を行うべきではありませんか。

数の多い世帯ほど保険料が負担増になります。子供の

民間港湾施設内に軍港を移せば民港に支障が出ま

均等割の減免を国に求め、県が支援のため繰り入れを

す。那覇軍港は移設条件なしの返還を求めるべきでは

行うことについて。

ありませんか。

県立中部病院への性暴力被害者支援ワンストップ支
援センター建設の進捗と体制について。

県立病院の医師の過重な時間外勤務改善のために
156人の医師を増員することは大いに評価されます。

子供の貧困対策について。

県民の命を守る病院職員の勤務実態把握の取り組みを

沖縄県は全国に先駆けて子供の貧困対策を行い、全

伺います。

国からの視察が絶えません。次年度の施策と乳幼児期
の調査結果について伺います。

県は昨年、沖縄戦で動員され犠牲になった21校の全
学徒隊の碑を建立しました。学徒の戦争を伝えるため

県は就学援助を拡充してきたが、入学前に就学援助
の準備金が支給される市町村は何カ所か。

元全学徒の会を結成し県への要請を行う報道がありま
すが対応について伺います。

県立高校内に居場所、学習支援をふやすことについ

渡久地議員の代表質問、活断層に関連して伺います。

て。

専門家は活断層の可能性があると指摘しています。

子育て支援について。

防衛局は断層による落ち込み箇所があると環境影響評

待機児童解消計画の達成状況、課題は何か。認可外

価書で記述していますが、いつからいつまでボーリン

保育園の認可化の実績と課題を問います。認可外保育

グ調査を行ったのか。海底の落ち込み箇所を含むポセ

園の支援拡充について。

イドンのボーリング調査の結果を早急に提出させるべ

学童クラブの待機児童は18年度何人になりますか。

きではありませんか。

市町村に公設学童の整備を急がせることについて。

よろしくお願いします。

学童運営費の増額を政府に求めること。支援員への

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。
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〔知事

翁長雄志君登壇〕

成中であり、局としてまだ受領していないことから、

〇知事（翁長雄志君） 西銘純恵議員の御質問にお答

現時点において示すことはできないが、受領でき次第

えいたします。

提供したい」と回答しております。

子供の貧困対策についてに関する御質問の中の３の
(1)、子供の貧困対策の次年度の施策と乳幼児期の調査

県としては、引き続き必要な調査結果の提供を求め
ていきたいと考えております。

についてお答えをいたします。

以上でございます。

平成30年度における子供の貧困対策としては、こど

〇議長（新里米吉君） 環境部長。

も医療費助成事業における窓口完全無料化、県立高校

〔環境部長

大浜浩志君登壇〕

への居場所の拡充、ひとり親の高校生等のバス通学費

〇環境部長（大浜浩志君） １の辺野古新基地建設問

支援などを強化するとともに、子供のライフステージ

題についての御質問の中の(2)、特定外来生物の種及び

に即して総合的な施策を推進してまいります。また就

防除についてにお答えします。

学前の子供調査につきましては、市町村等の協力を得

普天間飛行場代替施設建設事業で県外からの土砂等

て、子供の暮らしや社会とのつながり等について全県

に混入して本県に侵入するおそれのある特定外来生物

的な調査をしており、現在有効な支援策につなげるた

は、アルゼンチンアリ、セアカゴケグモ、アレチウリ

めに内容の分析を行っております。

など20種が考えられております。県外から搬入される

その他の御質問につきましては、部局長から答弁を

埋立土砂の特定外来生物侵入防止については、事業者

させていただきます。

である沖縄防衛局が、公有水面埋立事業における埋立

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

用材に係る外来生物の侵入防止に関する条例に基づき

〔土木建築部長
〇土木建築部長（宮城

宮城

理君登壇〕

90日前までに届け出するとともに、事業者の責任にお

理君） １、辺野古新基地建

いて対策を講じる必要があります。

設問題についての御質問の中の(1)、承認に際して付し

県としましては、届け出がなされた場合には特定外

た留意事項の遵守についての御質問にお答えいたしま

来生物の侵入を防止するため、同条例に基づき専門家

す。

への意見聴取や外来生物生息調査を含めた立入調査を

沖縄防衛局は、平成27年４月９日開催の第４回環境

実施するなど適切に対処してまいります。

監視等委員会においてフロート設置の際にサンゴを損

次に、６の牧港補給基地についての御質問の中の

傷したと報告しております。また、平成29年９月27日

(1)、米軍の有害物質の使用履歴の公表及び基地内の立

開催の第９回委員会において７月に事業実施区域内で

入調査についてお答えします。

レッドリストサンゴの存在を確認し、確認したレッド

県では、昭和51年からキャンプ・キンザーを初め県

リストサンゴ14群体中13群体が死亡・消失したと報告

内の米軍基地の排水及び基地周辺公共用水域の水質、

しております。

底質中の有害物質の調査を実施しておりますが、これ

県は平成29年10月２日付の行政指導において、レッ

まで基準値を超えるＰＣＢは検出されておりません。

ドリストサンゴが確認されたことを県に報告しなかっ

ＤＤＴ類については、基準値が設定されておりません

たこと、及び海上搬入にＫ９護岸を使用したことを承

が、直近の数値は同基地のモニタリングを開始した昭

認の際に付した留意事項に照らして、不適切かつ不誠

和50年代前半と比べて低い値となっていることから、

実であると指摘したところであります。引き続き沖縄

新たな汚染が発生している可能性は低いものと考えら

防衛局に対して留意事項の遵守を求めてまいります。

れます。しかしながら浦添市が調査したハブからＰＣ

次に10、我が党の代表質問との関連についての御質

ＢやＤＤＴ類が検出されたことから、県としましては、

問の中の(1)、ポセイドンのボーリング調査についての

浦添市と連携し米軍の有害物質使用の履歴の提供を米

御質問にお答えいたします。

軍に求めるとともに、その結果を踏まえ立入調査につ

大型調査船ポセイドンによる調査は、報道等により

いて検討してまいります。

平成29年２月から４月にかけて実施されたものと理
解しております。県は平成29年７月に大型調査船によ

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

るボーリング調査の結果や、実施設計協議書で示され

〔子ども生活福祉部長

金城弘昌君登壇〕

た場所以外のボーリング調査の結果などの提供を求め

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） ２、福祉行政に

ているところであります。沖縄防衛局は、同年９月に、

ついての御質問の中の(1)、生活保護の訪問調査につい

「当該調査結果等については調査実施業者において作

てお答えします。
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生活保護法は、要保護者の健康で文化的な最低限度

に実施されるよう必要な予算を確保し引き続き市町村

の生活を保障するとともにその適正な実施を確保する

と連携して、平成31年度末までの待機児童の解消に向

観点から、保護の実施機関が要保護者の資産や健康状

けて取り組んでまいります。

態等を把握するためその居住の場所に職員を立ち入ら
せ調査させることができると規定しております。宮古

次に４の(1)イ、認可外保育施設の認可化の実績と課
題についてお答えします。

島市の件につきましては、生活保護法に基づく調査の

認可外保育施設の認可化については、平成21年度か

ため保護受給者宅を担当ケースワーカーが訪問した

ら平成30年１月末までに82施設が認可保育所等へ移

際、受給者本人の了解がないまま、住居に立ち入った

行し、5801人の定員を確保したところであります。認

ものと聞いております。

可化に当たっては、保育士の確保や施設の整備等が課

県としましては、保護の決定及び実施は各福祉事務

題となっております。

所の責任において行われるものと認識しております
が、調査に当たっては受給する方々のプライバシーに

次に(1)の１のウ、認可外保育施設への支援について
お答えします。

十分に配慮し、適正に実施するよう研修会等において

県では、沖縄振興特別推進交付金を活用し、認可外

全福祉事務所に対し助言を行ってまいりたいと考えて

保育施設に対する認可化移行のための運営費等の支援

おります。

や入所児童の処遇向上のための給食費等の支援を行っ

次に(3)、性暴力被害者ワンストップ支援センターに
ついてお答えします。

ており、これまで段階的に支援を拡充しているところ
であります。平成29年度から小規模保育事業所に移行

県としましては、平成30年度内に県立中部病院に専

する認可外保育施設を新たに補助対象としたところで

用施設を整備し、24時間365日対応可能な病院拠点型

あり、また平成30年度は、給食費の補助単価を増額す

センターへの移行を目指しております。平成29年度は

るなど支援の拡充を図っております。

センターの設計業務を完了し、平成30年度は建築工事
を実施する予定であります。24時間365日体制の実現

次に(2)、放課後児童クラブに登録できない児童数と
公設クラブの整備についてお答えします。

に向けては、現在の相談支援員30名を50名まで増員す

平成29年５月１日現在の放課後児童クラブに登録

る必要があることから、相談支援員等の養成研修を実

できなかった児童は848人で、30年度は現在入所手続

施し人材の確保を進めております。

を行っているところであり、把握することは困難であ

次に３、子供の貧困対策についての御質問の中の
(3)、県立高校内の居場所についてお答えします。

ります。県においては、黄金っ子応援プランに基づき
登録できない児童の解消に向けて、平成31年度末まで

沖縄県においては、内閣府の沖縄子供の貧困緊急対

に486カ所のクラブを整備することとしております。

策事業を活用し県立高校内に生徒が安心して過ごせる

平成30年度は、市町村が行う単体の公的施設活用クラ

居場所を設置し、就学の継続を図っております。平成

ブの整備に係る補助基準額を3000万円から4000万円

30年度の居場所の設置校については、今年度の１校

に拡充し、委託設計を含む21カ所の事業実施を予定し

から、南部３カ所、中部２カ所の５高校に拡大し、社

ており、引き続き市町村と連携しクラブの設置促進に

会福祉士等の専門家が生徒との面談等で状況把握を行

努めてまいります。

い、学校と情報共有を図りながら中途退学等を防止す
るための総合的な支援を実施してまいります。

次に(3)、放課後児童クラブに係る運営費の増額及び
支援員の処遇改善についてお答えします。

次に４、子育て支援についての御質問の中の(1)のア、

放課後児童クラブに係る運営費の補助単価について

待機児童解消計画の達成状況についてお答えします。

は、標準的な児童数40人のクラブの場合、平成29年度

沖縄県においては、黄金っ子応援プランに基づき平

は430万6000円で前年度に比べ56万2000円増額され

成29年度末までの待機児童解消を図るため、平成27年

たところです。放課後児童支援員の処遇改善について

度からの３年間で約１万8000人の保育定員の確保に

は、平成29年度に17市町村249クラブに対し賃金改善

取り組み、その目標は達成できる見込みとなっており

の経費補助を行ったところであり、県が実施した調査

ます。しかしながら市町村においては、保育所等の増

によると平成29年度の常勤職員の給料月額平均は16

設による潜在需要の掘り起こし等による保育ニーズの

万6000円で前年度に比べ7000円増となっております。

高まりを受け、平成31年度末までに待機児童の解消を

次に(4)、児童心理治療施設の進捗と受け入れ体制に

図る計画の見直しを行ったところであります。

ついて。

沖縄県としましては、市町村の保育所整備等が着実
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児童心理治療施設につきましては、現在、建設工事

も順調に進んでいるところであり、本年４月に開設す

の担当課が連携し同センターを設置することが予定さ

ることとしております。また運営法人において看護師、

れております。

心理療法士、児童指導員などが正規職員で配置され入
所児童の受け入れ体制を整えております。

県としましては、その他の市町村に対しても研修会
の開催や個別具体的な助言を行うなど、これらの市町

県としましては、引き続き関係機関と連携し社会生

村が平成32年度末までに母子健康包括支援センター

活への適応が困難な児童に対する支援の充実を図って

を設置することができるよう支援を継続していきたい

まいります。

と考えております。

次に９、全学徒隊の碑への対応についての御質問に
お答えいたします。

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 教育長。

県では、沖縄戦において10代の多くの生徒が戦場に

〔教育長

平敷昭人君登壇〕

動員されたという歴史的事実を次世代へ継承するとと

〇教育長（平敷昭人君） ３の子供の貧困対策につい

もに、平和を希求する心を育む目的で平成29年３月に

ての御質問で(2)、就学援助の入学前支給についての御

全学徒隊の碑を平和祈念公園内に建立いたしました。

質問にお答えいたします。

建立に当たっては、学徒動員された21校の関係者の

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給につきまし

方々と意見交換を行い学校名等を刻銘した石碑を建立

ては、これまで実施市町村はありませんでしたが、平

したところであります。

成30年度入学生から小学校においては７市町村、中学

県としましては、引き続き戦争の実相及び教訓を次
世代に継承してまいりたいと考えております。

校においては16市町村が実施する予定となっており
ます。

以上でございます。

県教育委員会としましては、援助を必要とする時期

〇議長（新里米吉君） 保健医療部長。
〔保健医療部長

砂川

に支援できるよう先行事例を紹介するなど、市町村と

靖君登壇〕

意見交換を行い制度の効果的な実施を促していきたい

靖君） それでは、２の福祉行

〇保健医療部長（砂川

と考えております。

政についての御質問の中の(2)、国民健康保険子供の均

次に、５の教育行政についての御質問で(1)、少人数

等割の減免及び県が法定外繰り入れを行うことについ

学級の小学校６年生拡大に必要な教員数及び人件費に

ての御質問にお答えします。

ついての御質問にお答えいたします。

   子供に係る均等割保険料の軽減について、県は全国

県教育委員会では、平成30年度から小学校６年生に

知事会等を通して国に要望を行っているところであ

おいても35人学級を実施する予定であり、必要な教員

り、平成30年度以降も引き続き要望していきたいと考

数はおおむね50人程度で予算額も３億円程度を見込

えております。また国保の都道府県単位化に当たり県

んでおります。

が法定外繰り入れを行うことについては、全国知事会
の合意事項に抵触するおそれがあること、また市町村

次に５の(2)、パワハラ、セクハラの実態等について
の御質問にお答えいたします。

間の公平性を損ねる懸念があることなどから適当では
ないと考えております。

県教育委員会が平成27年度から29年度の現時点ま
でに直接受けたパワハラに関する相談件数は、県立学

次に、４の子育て支援についての御質問の中の(5)、

校で１件、小中学校で２件となっており、セクハラに

母子健康包括支援センターについての御質問にお答え

関する相談件数については、県立学校、小中学校とも

します。

にありません。県立学校の教職員に対しては、県教育

同センターは、平成27年度に今帰仁村が、平成29年

委員会のホームページにパワハラ等に対応するための

度には恩納村及び宜野湾市が設置しております。県は、

相談窓口を開設し、相談がある場合には当事者双方か

那覇市、沖縄市、うるま市の３市をモデルとして平成

ら事情を聴取し、適切な人間関係及び職場環境を構築

30年度末までに同センターを設置することを目的に、

するよう指導助言しております。また、市町村立学校

平成28年度より検討会や先進地の視察、研修会や意見

の教職員からパワハラ等の相談がある場合は、その相

交換等を行ってきました。その結果、那覇市は、平成

談内容を服務監督者である市町村教育委員会に情報提

30年７月に主に母子保健の支援を対象とした那覇市

供し、当該市町村においても県の指針を参考にして適

保健所と子育て支援を主とした市役所の２カ所で連携

切に対応しているものと認識しております。

し同センターを設置する予定であり、また沖縄市及び

県教育委員会としては、パワハラ等について管理職

うるま市は、10月に市役所内に母子保健と子育て支援

研修会の場で注意喚起を行うとともに、各学校におい
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ても人権ガイドブックの活用等により管理職も含め、

負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると

教職員の人権意識の高揚を図っているところであり、

考えております。移設協議会においては、これまでも

引き続きパワハラ等の防止に取り組んでまいります。

民港の港湾計画との整合性を図りつつ、円滑な移設が

次に５の(3)、教職員の不祥事についての御質問にお

進められるよう調整を行うことが繰り返し確認されて

答えいたします。

きたところであります。

平成29年度において懲戒処分を受けた教職員は、平

県としては、これまでの経緯を踏まえつつ協議会の

成24年度に比べ17人増加し２月末現在で25人となっ

枠組みの中で進めることが現実的と考えております。

ております。その内訳は、飲酒運転による処分が９件、
わいせつが６件、体罰が５件、監督責任が２件、セク

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 病院事業局長。

ハラが１件、器物損壊が１件、人身事故が１件となっ
ております。

〔病院事業局長

伊江朝次君登壇〕

〇病院事業局長（伊江朝次君） ８、病院職員の勤務実

次に５の(4)、職員の病休や精神疾患等についての御
質問にお答えいたします。

態について(1)、県立病院における職員の勤務管理に関
する取り組みについてお答えいたします。

平成28年度の教育職員の病気休職者数については、

病院事業局では、職員の勤務時間を把握し適切に管

全国が7758人、本県では413人となっており、平成

理するため、出勤時刻及び退勤時刻の記録管理を行う

23年度に比べ全国では786人減少し本県では40人増

システムを導入したところであります。今後は、勤務

加しております。病気休職者のうち、精神性疾患によ

管理システムを活用して長時間労働の縮減を含め、適

るものについては、全国が4891人、本県では163人

正な勤務管理に努めていきたいと考えております。

となっており、平成23年度に比べ全国では383人減少

以上でございます。

し、本県では５人増加しております。また教職員の出

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

退勤の管理については、今後全ての県立学校に勤務管

〇西銘

理システムを導入し、勤務実態がより適正に把握でき
るよう取り組んでまいります。

純恵さん

土建部長に再質問を行います。

活断層についてなんですけれども、環境影響評価書
の中で図面として提出されたものを今、お手元に配付

次に５の(5)、中教審の中間まとめの内容等について
の御質問にお答えいたします。

したんですけれども、これで地層について明確に１ペー
ジの図面で触れていますけれども、この落ち込みの部

昨年12月、中教審において、新しい時代の教育に向

分に断層によると考えられる落ち込みがあるというこ

けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学

となんですが、この地層の説明をお願いできますか。

校における働き方改革に関する総合的な方策について

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

の中間まとめが取りまとめられております。その内容

午前11時40分休憩

は、１点目に、学校、教師が担う業務の明確化・適正

午前11時41分再開

化、２点目に、学校の組織運営体制のあり方、３点目

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

に、勤務時間に関する意識改革と制度面の検討、４点
目に、学校における働き方改革の実現に向けた環境整

土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

備となっており、教師の多忙化解消のための課題等に
ついて整理したものと理解しております。

今、議員からいただいた資料は環境保全図書に添付
されているものでございます。その中に「名護市辺野

県教育委員会としては、引き続き国の動向を注視し
ながら、学校現場の業務改善に向け実効性のある取り

古沿岸域近傍の状況」ということでの記載がございま
すので、その部分を読ませていただきます。

組みを推進してまいります。

辺野古地先の地層は基盤となる国頭層群の嘉陽層

以上でございます。

（砂岩、千枚岩の互層）を被覆して琉球層群（琉球石灰

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。
〔知事公室長

理君） お答えいたします。

岩）や沖積層（砂れき等）が広く分布している。辺野

謝花喜一郎君登壇〕

古漁港沖、辺野古崎、中干瀬の地質層――大浦湾の地

〇知事公室長（謝花喜一郎君） ７、那覇軍港について

質層は辺野古漁港沖から約2700メートルの地点まで

の御質問の中の、那覇港湾施設の移設についてお答え

は上位から沖積層（砂れき等）、基盤の嘉陽層（砂岩、

いたします。

千枚岩の互層）から構成されている。また約2700メー

沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画

トルの地点から中干瀬までは、上位から沖積層（砂れ

で示された那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地

き等）、琉球層群（琉球石灰岩）、基盤の嘉陽層から構
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成されているという記載がございます。

も米国としてもやるべきではないかということで、こ

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

の資料を提供して調査を求めるということについては

〇西銘

純恵さん

専門家は活断層の可能性があると

いかがですか。

いうことで言っているんですけれども、防衛局が出し

〇議長（新里米吉君） 知事公室長。

たこのカラー図ですよね。琉球層群というのが青で書

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えいたします。

いていますが、その上に沖積層ですかそれが乗ってい

まず、政府が示しました活断層の既存文献、これは

ると。結構若い時期なんですが、この琉球層群という

我々が見ますと陸域における活断層の調査結果を示し

のが断裂をしているという部分について、県は、部長

たものであるというふうに考えております。そういっ

はですが、これが活断層の可能性があるというのを専

たことから沿岸域における活断層は示されていないと

門家が言われているんですけれども、これについて活

いうふうに認識しておりますので、先ほど土建部長か

断層の可能性が否定できないんじゃないかと思うんで

らもありましたように、このことから活断層は存在し

すよ。全く可能性はありませんという立場に今防衛局

ないと判断することは今の時点でなかなか困難かと

は立っていると思うのですけれども、否定できないん

思ってはいるところです。

ではないですか。活断層の可能性は否定ができない。

今議員からございましたように、こういった図面に

活断層かもしれないというのがわずかでもあるんじゃ

ついて米側に示してはいかがということですけれど

ないですか。否定できないではありませんか。

も、この件について我々も同様に考えておりまして、

〇議長（新里米吉君） 土木建築部長。

米国向けの英語版のパンフレットにもその旨を記載し

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

て、こういったところにまだ断定はできませんけれど

この断層が活断層であるかどうかということに関し

も基地がつくられようとしているということは示して

ましては、識者の間でもさまざまな御意見があるとい

いきたいというふうに考えているところであります。

うことは承知しております。ただ我々も既存の文献等

以上でございます。

の範囲でしか確認することができませんので、これを

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

活断層である、あるいは活断層の可能性は否定できな

〇西銘

いということを現時点で申し上げることができる状況
にはないということでございます。

乳幼児の子供調査、貧困対策を相当進めていくとい
新たな施策というのは次年度中、新たな年度に何らか

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。
純恵さん

次に移ります。

うことですが、調査結果を待ってということですが、

以上でございます。
〇西銘

純恵さん

の施策ができるのでしょうか。

私はそのまま埋め立てをして基地

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

がつくられたら本当に危険な埋立地の上に200年も使

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

われるような、燃料や弾薬庫が来るような基地がつく

就学前の子供調査の進捗状況でございますけれど

られるというそれが問われていると思うのですよ。防

も、先月アンケート全て回収が終わりまして、現在得

衛局はボーリング調査資料をまだ出していない。出し

られたデータを整理して内容の分析を行っておりまし

ますと、出したら検討しますということにしています

て、ことしの６月をめどに公表できる準備を進めてい

が、これまで私は秘密にしていると思っているんです

るところでございます。調査結果がどうなるかまだ明

よ。この調査資料でもＡ、Ｂ、Ｃラインということで

らかではございませんけれども、そこで明らかになっ

防衛局はこの部分を調査しているということで報告さ

た就学前の子供たちの保育環境、御家庭の環境等、暮

れているはずなんですよ。ですから私は、これは在日

らしの状況等について保護者の社会とのつながりも含

米軍そして駐日大使やそして米本国、沖縄の辺野古の

めまして全庁的にかかわる部分もあるのかなというふ

海底というのは活断層の可能性があると専門家は言っ

うに理解をしておりますので、施策のあり方について

ているけれどもどうなのかと。こんな危険なところに

は、結果がしっかり出てきた段階でどういったことが

つくるのかと。県民も危険だし、基地としてどうなの

できるかも含めて検討していきたいというふうに考え

かというのを独自に、県が米本国そして在日米軍等に

ています。

この資料を提供して、防衛局の結果を待つことなく、

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

落ち込みとかそういうのも全てポセイドンが調査され

〇西銘

純恵さん

よろしくお願いします。

たのかというところもまだ今のところわからないわけ

高校内の居場所づくり、次年度５カ所ということな

ですから、これについてしっかりと調査を米軍として

んですが、これはとても有効ではないかと思って、もっ
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と拡充していく。これは制度としても政府に求める必

〇議長（新里米吉君） 教育長。

要があるのではないかと考えますがいかがですか。

〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

〇議長（新里米吉君） 子ども生活福祉部長。

ただいま議員から多忙化、パワハラ等の御質問があ

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

りましたが、教員の多忙化についてはさまざまな要因

現在は１校、29年度高校内居場所を準備しておりま

が考えられます。教職員の多忙化と病休、また不祥事、

して平成29年12月末で延べ3287名の、また実人数で

パワハラなどとの関係性は、関係があるのかどうかと

787人の生徒に対して相談支援とか学習支援、キャリ

いうことは必ずしも明確にはなっていないところでご

ア支援等を行っているところでございます。居場所等

ざいます。

の設置校からの情報によりますと、中途退学者数につ

県教育委員会としましては、市町村の教育委員会ま

いてこれまでの教職員による対策と相乗的な効果を発

た学校に対しまして今取り組んでいるものですけれど

揮しまして改善が見られているというふうなことを聞

も、各種の行事や会議の見直し、ノー残業デー、ノー

いております。次年度は５校ふやしていくことで計画

部活デーの設定などの取り組みを推奨しているところ

をしておりますので、そういったことも踏まえながら

であります。また、学校に依頼する調査提出物の１割

将来的にどういったことができるか考えていきたいと

削減、外部人材の活用の推進の取り組みとして30年度

いうふうに思っています。

にはスクール・サポート・スタッフの配置も予定して

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

おります。

〇西銘

純恵さん

病院事業局長に再質問します。

教職員の定数改善につきましても、これについても

医師以外のコメディカルの定数についてはどうなっ

定数の確保もございますが、国全体として数をふやし

ていますか。労務の管理をする人も必要になると思う

ていただくためには、全国都道府県教育長協議会等を

のですがいかがですか。

通して拡充を求めているということを引き続きやって

〇議長（新里米吉君） 病院事業局長。

まいりたいと思っております。今後とも国や関係市町

〇病院事業局長（伊江朝次君） 再質問にお答えいた

村教育委員会等とも働きかけ、または十分連携しなが

します。

ら引き続き教職員の負担を軽減していくために、定数

労務の管理を行う専門職員の配置についてでござい

の確保でありましたり業務の改善等について取り組ん

ますが、病院事業局では医師を初めとする職員の時間

でまいりたいと考えております。

外勤務の縮減及び労務管理体制の強化を図るため、次

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

年度から県立病院課に労務管理を担当する課長級の職

〇西銘

員の配置を予定しております。また、各県立病院につ

に世界に比べておくれているというところで、全て現

いても院長の指揮のもと、県立病院課と連携して労務

場のほうにいろいろとしわ寄せが来ていると思うんで

管理に係る実務を行う職員の配置を検討しているとこ

すけれども、日本は法定数で１学級40人、そのまま変

ろでございます。

更されないまま来ています。ＯＥＣＤでは何人学級に

それからいわゆるコメディカルの定数増でございま
すが、今回は労基署からの是正勧告に関することで医

純恵さん

これは日本の国の教育行政が本当

なっていますか。
〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

師の増員をまず図ったというところでございまして、

午前11時55分休憩

コメディカルの増員につきましては、必要性・緊急性、

午前11時55分再開

それから経営への影響、人材確保の見通し等を踏まえ

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

て検討する必要があると考えております。

教育長。

以上でございます。

〇教育長（平敷昭人君） お答えします。

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。
〇西銘

純恵さん

ＯＥＣＤ2017年の調査結果でございますが、国公私

教育について幾つか再質問をさせ

ていただきます。

立学校におけるＯＥＣＤの各国の平均の１学級当たり
の児童生徒数は、小学校で21.1人、中学校で23.3人と

最初に、教職員の病休や不祥事やパワハラなど本当

なっております。

に深刻だと思っています。教員評価を給与に反映する

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

管理統制、
これ現年度やっています。全国学力テスト、

〇西銘

部活など多忙化で教員は本当に抜き差しならないほど

ろは15人という国があるんですよ。そういう意味では

疲弊していると思います。教育長の所見を伺います。

日本の法定数の40人というのは世界の国と比べたら
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純恵さん

これは平均ですよね。少ないとこ

もう倍いると。そこで本当に教員定数１学級の少人数

理由は、部活動指導というのが最も多く、次いで授業の

学級に持っていくというのは国としてやらないといけ

準備また事務報告書の作成というのが主な理由となっ

ないものではありませんか。

ております。

次、もう一つは、ＯＥＣＤの平均と比較して教育職

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

員の仕事と時間はどうなっていますか。

〇西銘

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

んですけれども、80時間を超えたら過労死ラインと言

純恵さん

部活動指導が主にあると言われた

午前11時56分休憩

われる。それに100時間以上が何名もいると。本来な

午前11時56分再開

ら週65時間ですか、それが平均的に行われて超勤です

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

けれども、それで健康な労働ができるというのが厚労

教育長。

省が示した数字だと思うんですけれども、沖縄県の教

〇教育長（平敷昭人君） お答えします。

師も多忙であると。超過勤務を。私は恒常的にこのよ

ＯＥＣＤの平均でございますが、参加国の平均は

うな状況にあるかと思っているんですけれども、先ほ

19.3時間となっておりまして、ちなみに日本の１週間

ど教育長は部活動とおっしゃったんですけれども授業

の平均持ち数は17.7時間となっております。

もどうなっていますか。朝何時に出勤して教師は何時

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

までの勤務になっていて、そして、こまですね。教え

教育長、今答えたのは教員１人当

る授業は６年生で結構ですが、１週間当たりどれだけ

たりということで別の資料だと思うんですよ。私が聞

の１日何時間、１週間どれくらいの授業を持っている

いているのは、仕事の時間、教員が仕事時間というこ

んでしょうか。

とで１週間当たりどうなっているかというのはいただ

〇議長（新里米吉君） 教育長。

いた資料では日本は53.9時間、１週間当たり。平均参

〇教育長（平敷昭人君） お答えします。

〇西銘

純恵さん

加国ＯＥＣＤで38.3時間と。その内訳として授業に指

教員の勤務時間ですけれども、勤務時間は朝８時15

導に使った時間が17.7とか19.3、それだと思っている

分から16時45分になっていまして、標準授業時数につ

んですよ。要するに１週間の勤務時間はどうなんです

きましては、学校教育法の施行規則及び学習指導要領

かというところ、そうじゃないですか。今授業時間の

で示されてございます。１週間の授業の持ち時数につ

ところで話されたと思うんですが。

いては、学年または校種間によって異なるわけなんで

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

すが、例えば小学校１年生を担当する教員で見ますと

午前11時58分休憩

週25時間、これは25こまという意味になりますけれど

午後 ０ 時 ０ 分再開

も、月曜日から金曜日まで毎日５時間の授業が行われ

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ていると。御質問がありましたけれども、小学校６年

教育長。

生を担当する教員の場合は週28時間の授業を行って

〇教育長（平敷昭人君） 失礼しました。

月曜日から金曜日までのうち５時間の日が２日、６時

御質問の仕事時間の合計といいますと、ＯＥＣＤ参

間が３日となっている状況でございます。

加国平均が38.3時間、日本は53.9時間というふうに

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

なっております。

〇西銘

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

師の授業が終わる時間というのは何時ですか。

〇西銘

純恵さん

日本の教職員が多忙というのが数

字であらわれていると思うんですが、県は超過勤務実

純恵さん

これは６時間の授業をしたら、教

〇議長（新里米吉君） 教育長。
〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

態調査をされていますが、その結果と見解を伺います。

６校時までやりまして、授業が終わりますのが15時

〇議長（新里米吉君） 教育長。

20分ごろになっています。授業としてはです。

〇教育長（平敷昭人君） お答えします。

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

超過勤務実態調査これは定期的に行っております

〇西銘

純恵さん

教師の勤務というのは、授業を６

が、29年10月から12月までの間の県立学校教職員を

校時やったら３時20分に終わると。それ以外の時間も

対象に行った勤務実態調査では、月80時間超の長時

あるんですが、尋ねたいのは授業１こま準備するのに

間勤務者がこれは月平均の人数ですが147人、これは

同じ時間が必要だと政府も過去に言っているんです。

在職者の2.59％です。月100時間超の長時間勤務者が

それはそうですか。そうすれば３時半まで６校時やる

125人で2.21％となっております。長時間勤務の主な

けれども、教師のそもそも授業に関連する時間という
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のはその倍必要ですよね。６校時だったら12というこ

ないかと思っています。そして文科省は去年12月緊

とで見れば、８時15分に出て３時までやっているのが

急対策、教師の働き方改革の関係で出しました。県も

実際は後はもう夜の８時、９時に普通は帰っていると

出していますけれども、この中教審の中間まとめを出

か、11時、12時まで学校に残らざるを得ないとか、そ

した、先ほど中間まとめを答えていただいたんですけ

ういう声が教師の中であるんですよ。そもそもこのこ

れども、この教職員の働き方特別部会の部会長がこう

まというのは、授業時数というのは、日本の国は多い

言っているんです。本当は教員の定数増を行い、丁寧

んじゃないですか。学習指導要領改訂でどれだけふえ

に子供と向き合える環境を整備すべきだと思うが、厳

てきたんですか。これからまたふやそうとしていませ

しい財政事情もあり、そうした正論を核に据えられな

んか、どうですか。

かったとこういうことを言っているんですよ。ですか

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

ら今度の改革についてもこの教職員の定数増について

午後０時６分休憩

は触れていないわけですよね。肝心かなめのところが

午後０時７分再開

文科省は手をつけていない。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

こんな中で県教育委員会が本当に努力して少人数学

教育長。

級や、この教師の多忙化解消をしたり子供に丁寧に向

〇教育長（平敷昭人君） 小学校の１年間の全学年の

き合えるような教育環境をつくるということで頑張っ

総授業時数という数字がございますけれども、これ

ていると思うんですけれども、私は沖縄県が行ってい

がゆとり教育が実施されました平成10年――これは

る、全国学力テストももう傾向がわかったんだから脱

1998年ですけれども――と比較しますと、平成10年

退したらどうか、やらなければいいんじゃないかとい

度が5367時間というふうになっていましたけれども、

うことも言ったりしましたけれども、広島県が次年度

現在現行では5645時間ということで278時間の増と

県独自の学力テストを休止するということを明らかに

いうふうになっています。これは１年から６年までの

したんですね。そして学力日本一の福井県の議会が去

全学年を足したものであります。１週間の授業時数で

年の12月に意見書を上げているんですよ。福井県は学

見ますと、小学校１年生はこの間1.9時間、１週間で

力日本一にするということでずっとやっているけれど

す。６年生が0.7時間の増となっております。また、次

も、2014年には27歳の学校教員が過労自殺している

期学習指導要領では先ほどの5645時間が5785時間と

んです。今度意見書を上げたものは、意見書の中身を

いうふうになりまして、平成10年と比較しますと全学

読み上げますが、抜粋します。

年で418時間の増、１週間の授業時数で見ますと小学

「福井県の教育行政の根本的見直しを求める意見書」
、

校１年生が1.9時間、６年生が1.7時間の増となってお

「中２男子生徒が校舎３階から飛び降り自殺するとい

ります。授業時間の増加の要因としましては、３年生

う痛ましい事件については、教員の指導が適切でな

から６年生における英語の導入による時数増というの

かったことが原因との調査報告がなされた。」、「本

が要因になっております。

来、教員は子どもたち一人ひとりに向き合い、みんな

〇議長（新里米吉君） 西銘純恵さん。

が楽しく学ぶことができる学校づくりを推進する意欲

教師が授業数がふえるということ

を持っているはずであるが、最長月200時間を超える

は、
その準備時間もふえないといけないけれども、教師

超過勤務があるなど、教員の勤務実態は依然として多

そのものはふやされていないし、今度の次回改訂の教

忙である。」。そして記事項に、
「過度の学力偏重は避け

員増というのも英語の先生が1000名、そして長時間労

ること。」、そして教員の多忙化を解消し、教育現場に

働とか教師の過重を解消するのは90名ぐらいしか全

余裕を持たせるため、本県独自の学力テスト等の取り

国で教師はふやさない内容になっているんですよね。

組みを学校裁量に任せることや、部活動指導の軽減化

〇西銘

純恵さん

２月19日衆議院の予算委員会で我が党の議員が質

を進めると、このような決議もなされています。

問したときに、この教師の長時間労働について高橋初

私は、教師の皆さんがこれだけパワハラということ

等中等教育局長はこう言っているんです。学習指導要

で、本当に校長が教頭をパワハラで病気にさせていく

領改訂による授業時数の増加が教師の長時間労働の主

ような判決も出たり、そして学校現場ではインフルエ

な要因だということも認めているんですよ。ですから

ンザで休んだら早く学校に出てこいと。やはり学校現

これだけこま数がふえていくのであれば、教師を倍に

場が多忙だからそういう管理者の声も出ると思うんで

するような教員増を求めるべきではないか、政府はや

す。これについて本当に少人数学級の推進と教員の定

るべきではないかということで一番そこがネックでは

数増、これが根幹にならないといけないと思うんです
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けれども、沖縄県の教育について教育長、そして知事

ということだけはどうやら間違いないようですので、

も最後に御意見をいただけたらと思うんですがよろし

この辺のところをまた教育長とも議論をしながらやっ

くお願いします。

ていきたいというふうに思っております。

〇議長（新里米吉君） 教育長。

〇西銘

〇教育長（平敷昭人君） 広島県さんと福井県さんの

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

ありがとうございます。

件は承知をしてございます。

純恵さん

午後０時17分休憩

この県独自の学力テストといいますのは、これは全
国学力学習状況調査とは別に各県でやられているもの

午後１時31分再開
昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

ではあるんですけれども、これは日々授業改善をやっ

午前に引き続き質問及び質疑を行います。

ていった中でその成果、効果、反省点を検証するため

狩俣信子さん。

に定時にやっているものでございまして、一定のＰＤ
ＣＡといいますかそれを確認する意味でも必要がある

〔狩俣信子さん登壇〕
〇狩俣

のかなと考えております。

信子さん

皆さん、こんにちは。

社民・社大・結連合、狩俣信子です。

多忙化、定数の話でございますが、これは働き方改

米吉議長は鬼のかくらんですね。頑丈そうに見えて

革で国でもいろいろと議論されておりますけれども、

いてもやっぱり風邪も引くんですね。赤嶺副議長が初

文科省の企画官が講演に来られたときもありましたけ

の登壇ということで、スムーズな進行をよろしくお願

れども、その中でよく言われましたのは、日本の学校

いいたします。

は例えばアメリカと比較すると、アメリカは勉強の分
を担っているんですけれども部活動とか道徳というの

それでは皆さん、一般質問に入る前に所見を申し上
げます。

は、
部活動はスポーツクラブが担っていて、あとは道徳

実はきのうの赤嶺昇さんの発言を聞いておりますと、

的なものというのは家庭とか教会とかそういう部分が

５年前のことを思い出しました。2013年12月27日の

担っていると。ところが日本の場合は学校が全て担っ

ことです。私はその日、県民広場にいました。仲井眞

ている部分があるのではないかと。かといって、じゃ

前知事が辺野古埋立反対の公約を破ったあの日です。

学校側が部活動とかその辺のそれ以外の子供の部分に

たくさんの県民が集まっていました。私たちも、辺野

ついては手放すかという考えは必ずしも日本の場合は

古埋立反対の県議は知事公舎に駆けつけました。公舎

持っていないと。それについて広く受けとめてかかわ

前は県警や職員の皆さんがバリケードをつくり、中に

ろうという意識が日本の学校にはあると。その辺も考

入ることができませんでした。これ以上の基地の建設

えながら、事情が異なる中で働き方改革をどうしてい

は何としてもやめさせたい。未来の子供たちに基地の

こうかというのが今なされているかと思います。

ない沖縄を手渡したい。その思いで必死でした。だか

いずれにしましても、昨今の対策としては先生方の
多忙化の解消のためには定数の確保とかその辺を一生

ら辺野古新基地建設反対の翁長知事を応援してきまし
た。

懸命取り組む必要があると思いますので、少人数学級

官邸の圧力も大変だと思いますが、ぶれずに頑張っ

はそういうふうに年次的には拡張してまいりましたけ

ている翁長知事を高く評価し、これからも応援してま

れども、今後も全国教育長協議会等とも連携しながら

いります。

国にその拡充、充実を求めて、少しずつかもしれませ

それでは一般質問に入ります。

んが充実に努めてまいりたいと考えております。

まず、知事の政治姿勢についてでありますが、こと

〇議長（新里米吉君） 翁長知事。

しの施政方針の中に知事がやったいろんなことが書か

〇知事（翁長雄志君） 今西銘純恵議員の、学校のある

れております。本当に幅広いことに取り組んできたと

意味西銘さんがいろいろ調査をした実態が報告されま

いうことがわかります。

した。教育長がそれに答えながら今私と教育長に総括

では１点目、知事はこれまでの３カ年間で基地問題

で意見を求められましたが、やっぱり教育長の今の話

だけでなく、経済や福祉、教育など幅広い分野でさま

を聞きながらも国と国との関係、そのお国柄といいま

ざまなことに取り組んでこられました。また、アジア

すかそういったこと等もある中で、日本の教育をどう

に目を向け台湾や香港、福建省など幅広い地域との交

するかということで今いろいろございました。沖縄で

流にも力を入れてきました。アジアとの関係で経済や

も中城村が15人学級に挑戦をしたりということもあ

文化の交流など、これまでの成果と今後の展望を伺い

りますので、ただやっぱり教員が相当負担をしている

ます。
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(2)、普天間飛行場の５年以内運用停止の期限まであ

局で薬剤師の不足の声を耳にします。本土に進学する

と１年になりました。日本政府が約束をほごにするこ

ことは経済的にも大きな負担があります。県内で薬剤

とは許されません。今まで以上の取り組みが求められ

師の養成をするための中長期展望が求められますが、

ますが、県の対応を伺います。

所見をお伺いいたします。

２、福祉関係について。

５、手話通訳者の育成・拡大について。

実は私先日、母子会の会長さん、そして母子会の皆

先日、文教厚生委員会でフィンランド視察に行って

さんとお会いしてきました。その中で、今回の予算の

まいりました。やはり福祉や教育など勉強になりまし

中でひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業が

た。フィンランド聾協会を訪問し、フィンランドにお

3974万4000円組まれていることに対して、非常に感

ける手話通訳について視察することができました。年

謝していました。だから必ず議会でこのことを取り上

間40人ほどの養成が行われています。県内では手話言

げてお礼を申し上げてくれという話がありましたけれ

語条例ができましたが、手話通訳者の育成や手話活動

ども、知事を初めこういうひとり親家庭の苦しさを本

の実態など、現状と課題について伺います。

当に真摯に受けとめて取り組んでいかれることに敬意

６、子育て支援について。

を表します。また、それとは別に、現在ひとり親家庭

同じくフィンランドでは子育て支援がネウボラ制度

に対する医療費の補助の一部、これは対象児童が18歳

の中で行われていました。親も子もその中で育ってい

に達した日以降の最初の３月末日までの間にある者が

る感じを受けました。待機児童という言葉はありませ

対象になっています。18歳のころは進学等で経済的負

ん。県内の待機児童の実態と今後の展望を伺います。

担が大きい上に児童扶養手当の支給も終了することか

それから我が会派の代表質問の中でなんですが、実

ら、ひとり親家庭にとっては経済的に苦しい時期にな

は普天間の危険性について宮城一郎議員が言っていま

ります。せめて母子及び父子並びに寡婦福祉法の児童

したけれども、普天間第二小学校、いろいろやってみ

の定義――これは20歳未満ということになっていま

たけれども、ＰＴＡ、学校、市教育委員会、保護者い

すが――これに合わせて医療費助成を拡大できないか

ろいろ集まって話したんだけれども、学校側と教育委

ということでございましたので、お答えください。

員会はもちろん参加ですが、そのほかの事故を起こし

(2)、ひきこもりについて、国は40歳以上の実態に

た米軍と施設提供者である防衛局は不参加であったと

ついても調査するとのことですが、県内の現状と今後

いうことでありました。もし、子供たちが再び危険に

の課題について伺います。

さらされるようなことがあったら誰が責任をとるのか

３、教育関連について。

と。被害者側である保護者が同じく被害者側である学

(1)、重度知的障害者の高校入学について伺います。

校に対して詰め寄る状況であったそうです。そしてこ

ア、重度の知的障害を持った子が普通高校を受験し

れもまた、同じ被害者である学校が、お父さん、お母

たいとき、どのような対応ができるのか教育庁の見解

さんが納得できないのは重々承知しております。御不

を伺います。

満やお叱りは全て校長の私が受けとめますという答弁

イ、
受験時にどのような配慮ができるのか伺います。

をしているわけですよね。こういう形で本当によろし

ウ、
受験後の支援の仕方についての見解を伺います。

いのかどうか。だから、私ここで来年２月までに運用

(2)、県内の夜間中学校の設置について現状と課題を

停止が実現しなかったとき、どのような対応があるの

伺います。

か。これも含めてお伺いいたしたいと思います。

(3)、教職員の過重労働について改善は進んでいるの
か伺います。この問題も私前々回の議会で本当に取り

よろしくお願いいたします。

上げさせていただきましたけれども、それからどのく
らい軽減ができたかのか、お聞かせください。

昇君） 翁長知事。

〇副議長（赤嶺
〔知事

翁長雄志君登壇〕

〇知事（翁長雄志君） 狩俣信子議員の御質問にお答

(4)、年休起算日を９月１日にして以降の年休取得状

えいたします。

況の実態と課題を伺います。

知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の

４、薬剤師確保について伺いますが、薬剤師会から
陳情があり、実際にお呼びして文教厚生委員会でお話

(1)、アジアとの経済文化交流の成果と今後の展望につ
いてお答えをいたします。

を伺いました。

私は、就任以来、北京や台湾の行政機関との経済交

県内には薬剤師の養成大学はありません。他県に進

流に関する意見交換を初め、香港や韓国等での沖縄ナ

学する以外に方法がありません。あちこちの病院や薬

イト開催や沖縄・福建友好20周年記念事業などで、み
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ずからアジア諸国との経済・文化交流に取り組んでお

ついての御質問の中の(1)、母子及び父子家庭等医療費

ります。現在、過去最高の外国人観光客数を初めとし

助成事業の対象年齢の拡大についてお答えします。

て、那覇空港における国際貨物量の増加や県内雇用環

本助成事業は、厳しい状況にあるひとり親家庭の生

境の好転など、県経済はこれまでにない高いパフォー

活の安定や健康保持に大きな役割を果たしており、今

マンスを示しております。今後とも多彩な沖縄文化な

年度から導入した自動償還払いにより、利用者の利便

どのソフトパワーを生かし、発展するアジア市場を取

性も向上したものと認識しております。助成対象年齢

り込む千載一遇のチャンスを逸することなく、県経済

の拡大については、市町村の意向及び全国の動向等情

の発展と文化交流の推進に取り組んでまいります。

報収集に努めてまいりたいと考えております。

その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇副議長（赤嶺

次に５、手話通訳者の育成・拡大についての御質問
にお答えします。

昇君） 知事公室長。

〔知事公室長

県では、手話通訳者の養成を沖縄県聴覚障害者協会

謝花喜一郎君登壇〕

に委託し実施しており、全国統一試験に合格した手話

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、知事の政治姿勢に

通訳者74名が県に登録されております。平成30年度当

ついての御質問の中の(2)、５年以内運用停止について

初予算案においては、手話通訳者の養成・派遣等に関

お答えいたします。

する事業費として、県では、総額4861万6000円を計

県においては、これまで政府に対し、普天間飛行場

上しているところであります。また、市町村では、基

の５年以内運用停止を辺野古移設とはかかわりなく実

本的な手話表現技術を習得した手話奉仕員が、26市町

現すべきであると繰り返し求めてまいりました。日米

村に延べ383名登録されております。課題としまして

両政府においては、
沖縄県民の思いを真摯に受けとめ、

は、県内における手話通訳者が不足している状況にあ

普天間飛行場の一日も早い危険性の除去に真剣に取り

ることから、市町村の手話奉仕員に対し、手話通訳者

組むべきであると考えております。

養成講座の受講を促すなど市町村と連携した手話通訳

県としましては、今後も引き続き政府に対し、普天

者の養成に努めていきたいと考えております。

間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会において、
普天間飛行場の県外移設、早期返還及び５年以内運用

次に６、子育て支援についての御質問の中の、待機
児童の実態と今後の展望についてお答えします。

停止を含む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。

本県の平成29年４月１日現在の待機児童数は2247
人で、前年比289人の減少となっております。今年度

次に７、我が会派の代表質問との関連についての御

は、市町村子ども・子育て支援事業計画の中間年見直

質問の中で(1)、普天間飛行場の返還についてお答えい

し時期となっており、市町村においては、保育所等の

たします。

増設による潜在需要の掘り起こし等による保育ニーズ

県は、これまで政府に対し、同飛行場の５年以内運
用停止を辺野古移設とはかかわりなく実現すべきであ

の高まりを受け、平成31年度末までに待機児童の解消
を図る計画の見直しを行ったところであります。

ると繰り返し求めてまいりました。また、普天間飛行

沖縄県としましては、市町村の保育所整備等が着実

場の返還について、知事みずから参加した集中協議で

に実施されるよう、必要な予算を確保し、引き続き市

４回、普天間飛行場負担軽減推進会議で１回、副知事

町村と連携して、平成31年度末までの待機児童の解消

が参加した普天間飛行場負担軽減推進作業部会で３回

に向けて取り組んでまいります。

など、さまざまな形で政府との協議を行ってまいりま
した。

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

昇君） 保健医療部長。

県としましては、県政の最重要課題である普天間飛

〔保健医療部長

行場の返還及び危険性除去について、地元宜野湾市の

〇保健医療部長（砂川

切実な思いを政府に伝えつつ、引き続き目に見える具

連についての御質問の中の、ひきこもりの現状と課題

体的な取り組みが図られるよう協議していきたいと考

についての御質問にお答えします。

えております。

靖君登壇〕

靖君） それでは２の福祉関

県は、平成28年10月にひきこもり専門支援センター

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

砂川

を設置し、平成29年９月までの１年間で相談者実数

昇君） 子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長

222名に対し、電話相談875件、面談相談315件、同

金城弘昌君登壇〕

行支援28件、メール・文書６件、家庭訪問４件で延べ

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） ２、福祉関連に

1228件の相談支援を行っております。相談者222名の
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うち、40歳以上の方は74名で全体の約33％となって

委託を受けて、公立中学校夜間学級等設置検討委員会

おります。この問題の解決は、ひきこもりの方が自分

を立ち上げ、設置のニーズや対象者、さらに、設置主

の意思で社会参加をし、居場所を見つけ、自立した生

体に関することなどの課題の整理を行ってまいりまし

活を送ることができる状態にすることであると考えて

た。次年度は、県内における対象者の把握やその就学

おりますが、そのための有効な施策を立案し、実施し

希望などの調査を行い、引き続き研究を進めてまいり

ていくことが今後の課題であると考えております。

ます。

次に４、薬剤師確保についての御質問にお答えしま
す。

次に３の(3)、教職員の過重労働についての御質問に
お答えいたします。

厚生労働省の平成28年薬剤師数調べによりますと、

県教育委員会では、学校現場の教職員の負担軽減を

人口10万人当たりの薬局・医療施設に従事する薬剤師

図るため、県立学校及び市町村教育委員会に対し、学

数は、全国平均の181人に対し、沖縄県は134人となっ

校の実情に応じた行事や会議の精選及び見直し、ノー

ております。県内の国公立大学に薬学部または薬学科

残業デー、ノー部活動デーの設定など、業務改善に向

を設置することは、沖縄県の薬剤師不足を解消するた

けた提言を行っております。また、学校に依頼する調

めの一助となる可能性があると考えております。

査提出物の１割削減など、さまざまな取り組みを行っ

県としましては、沖縄県薬剤師会、県内関係団体の

てきたところであります。県教育委員会が実施した平

動向を注視しているところであり、あわせて、同学部

成28年度実態調査結果では、業務量が多い、どちらか

または同学科を設置する場合、どのような課題がある

というと多いと感じている教職員の割合が、平成20年

のか、そのための対応策はいかにあるべきかなど、そ

度に比べ平成28年度は小中学校で12.2ポイント、県立

の必要性を含めた基本的な検討課題の洗い出しを行っ

学校では15.0ポイント、それぞれ減少しております。

ているところであります。

なお、教職員の出退勤の管理については、今後、全て

以上でございます。
〇副議長（赤嶺
〔教育長

の県立学校に勤務管理システムを導入し、勤務実態が

昇君） 教育長。

より適正に把握できるよう取り組んでまいります。

平敷昭人君登壇〕

県教育委員会としては、引き続き学校現場の業務改

〇教育長（平敷昭人君） ３の教育関連についての御

善に向け、実効性のある取り組みを推進してまいりま

質問で(1)のア、重度知的障害者の高校受験についてお

す。

答えいたします。３の(1)のアから(1)のウまでは関連
いたしますので、恐縮ですが一括してお答えをさせて

次に３の(4)、年休起算日の変更についての御質問に
お答えいたします。

いただきます。

県教育委員会では、教職員の年次休暇の取得促進を

県立高等学校においては、インクルーシブ教育シス

図るため、平成28年９月１日から年次休暇の起算日を

テムの理念に基づき、高等学校の教育課程を履修でき

１月１日から９月１日に変更しております。年次休暇

る能力、適性を有する障害のある生徒も受け入れてお

の取得状況につきましては、平成28年において、小中

ります。
県立高等学校入学者選抜学力検査においては、

学校は１人当たり14.1日、県立学校は14.4日となって

中学校から提出された障害に関する配慮願い書などを

おり、前年と比較して小中学校が2.1日、県立学校が

もとに、別室での受験や問題用紙の拡大などでき得る

1.4日、それぞれ増加しております。課題としまして

配慮を講じております。入学後は、障害種や程度に応

は、さらなる取得しやすい職場の雰囲気づくりや事務

じて支援員を配置するなどの支援を行っております。

の改善の推進等が挙げられます。

重度知的障害をお持ちの生徒については、特別支援学

以上でございます。

校において、将来の自立や社会参加に向け、生徒の障

〇副議長（赤嶺

害の特性に応じたきめ細かな支援により教育を受ける

〇狩俣

ことが適切であると考えております。

ます。

次に、３の(2)で夜間中学の設置についての御質問に
お答えいたします。

昇君） 狩俣信子さん。
まずひきこもりについてお尋ねし

信子さん

この件につきましては、親の会などとの話し合いは
どうなっていますでしょうか。

夜間中学について、国は義務教育の段階における普

〇副議長（赤嶺

昇君） 保健医療部長。

通教育に相当する教育の機会の確保に関する法律を制

〇保健医療部長（砂川

定し、その設置を促進するとしております。

のと理解しております。

県教育委員会としましては、今年度、文部科学省の

〇副議長（赤嶺
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靖君） 適宜行われているも

昇君） 狩俣信子さん。

〇狩俣

信子さん

40歳以上ということに対して先

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

ほどちょっと話していましたけれども、その皆さんに

午後１時59分休憩

ついて相談等に行ったりしているわけですよね。その

午後２時０分再開

ほかに地域の中で何かやっているものがありますか、
ひきこもりの子供たちが。

教育長。

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

午後１時56分休憩

一般入試でお答えいたしますと、３月６日、７日が

午後１時57分再開

試験で、13日の発表という予定になっております。

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺

保健医療部長。

〇狩俣

〇保健医療部長（砂川

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

靖君） 現状、沖縄県にはそ

私どもの文厚にも陳情書が出され

信子さん

たお子さんなんですけれども、要するに重度の知的障

ういうひきこもりの方々が集まる場所といいますか、

害なんです。３月６、７日というのはやがてです。と

居場所といいますか、そういうものはございません。

いう中で、この子がどのようにして受験できるかとい

我々はその居場所も大切かもしれませんけれども、一

うことが気になるんですが、御両親からどのような配

番大切な問題はこういう方々が自分の意思で出てきて

慮をしてほしいという何か申し出があったんでしょう

社会参加することが大切であるというふうに考えてお

か。

ります。

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

今考えているのは、ファイナンシャルプランナーと

午後２時１分休憩

いう方がおりまして、そういう方がコンサルティング

午後２時１分再開

することによって今後の自分の生活の収入だとかある

〇副議長（赤嶺

いは支出、こういった側面からアプローチして本人の
意思を変革させて社会参画させている事例があるとい

昇君） 再開いたします。

教育長。
〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

うふうにお聞きしましたので、我々はそういう方々に

配慮要請の内容でありますけれども、これは12項目

こういう機会を提供したいということで今新規事業を

ほどございますが、まず１点目が受験室の配慮と。別

考えているところでございます。

室受験。２番目が介助者の同席、２名の同席の許可。

昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺

これは本人とコミュニケーション支援ができる介助者

新しくこれに対応するやり方を考

ということでございます。３点目が介助者の代筆。指

慮中ということでありますので期待していますが、実

さしなど、本人の表現手段に沿って意思確認の介助の

は私の友人の息子が40歳を超えているんですよ。家か

許可ということであります。４点目にトイレの近くの

ら一歩も出ない。もう20年間、大学の２年のときに

教室配置をお願いしますということです。５点目が本

ちょっと挫折してそれからずっと家ごもり、父親とも

人が落ちつく工夫。小物の持ち込み、介助者の励まし、

顔も会わさない。母親が家で倒れて救急車呼んでと言

立ち歩きの許可。６点目が試験予定の教室の下見を二、

うときに、
やっとこの子２階からおりてきたそうです。

三回程度許可してほしいということでございます。７

初めて父親は顔を見たらしいんですけれども、そうい

点目が高校側が介助者を用意する場合、３回から４回

う自分で出たくても出られない、外に出て行けないと

程度の顔合わせということでございます。８点目が問

いう子供たちが結構いるわけで、その子も一応顔合わ

題文の読み当て説明。全問選択肢を設定していただき

せはしたんだけれども、やっぱり外には出られないと

たいということでございます。９番目が問題用紙、解

いう状況。だから自分の意思でつくることは大切とい

答用紙の拡大。10番目が面接においてもこれまでの１

うのがあるんだけれども、そのサポートがまた求めら

番から７番の内容と同様の配慮ということでございま

れていくと思いますので、今後のやり方に対して注視

す。部屋とか介助者の同席とかの部分でございます。

していきたいと思っています。

11番目が質問はわかりやすい言葉で質問し、柔軟な対

〇狩俣

信子さん

次、行きます。

応をお願いしますということでございます。あとは12

教育関連についての知的障害者の高校入試について

番目が本人の応答で不明な言葉があれば介助者が本人

なんですけれども、これについてまず最初に基本的な

の意思を酌み取り、代弁し、面接官に伝えることを認

ことから。高校入試の日程ってどういうふうになって

めてくださいということでございました。

いますか。

〇副議長（赤嶺
－ 420 －

昇君） 狩俣信子さん。

〇狩俣

こちらで確認した限りではございません。

たくさん御配慮してほしいという

信子さん

昇君） 狩俣信子さん。

項目が出たんですけれども、それについて教育委員会

〇副議長（赤嶺

としてはできるのとできないのがあると思うんですが、

〇狩俣

例えば別室でやるというのはオーケーですよね、別室

というふうになるわけですけれども、実は私、この陳情

で受験――ではないんですか。今教育長がおっしゃっ

書が文厚に出されたときにそのお子さんに会いに行き

た中で、できるものをちょっと知りたいんですが。

ました。要するに授業を見させてもらったんです。私
が行ったときはほかの委員も一緒に行こうと言ったけ

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

ということは全く初めてのケース

信子さん

午後２時４分休憩

れども、日程の都合がつかないということでだめだっ

午後２時５分再開

たんですが、教育委員会の３名の方と私行ってきたん
です。その中で音楽の授業でしたけれども、正直に言

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

いまして、両サイドに補助員がついているんです、介

教育長。

助補助員ですか。そして、足をぱたぱたとさせたりい

〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。
こちらのほうから回答させていただいたのが、でき

ろいろありまして、こういう中で、中学校は義務教育

る部分ですけれども、他の試験会場から離れた場所で

だからいいけれども、本当に高校まで行ってこういう

トイレに近い受験教室という、要するに他の受験生と

状況の中でどう勉強できるかなというのは実際に私も

当該生徒の配慮に沿った教室の配置ということで、受

感じたんですよ。しかし、親御さんが言うには、友達

験室の配慮ということですね。あとは介助者、中学校

の中にいるととても楽しそうで、やっぱり普通高校で

職員２名の同席と受験生の励ましは許可できますとい

ぜひやりたいというお気持ちがあるんですね。
私は沖縄県で初めてのケースになるわけですから、

うことであります。次に、受験生の教室内の立ち歩き
と小物の持ち込みについては許可できますと。あとは

中学校も視察行きました。そして、特別支援学校を取り

面接において質問事項はゆっくり、わかりやすい言葉

入れている南部商業にも行きました。島尻特別支援学

で質問をするということは可能ですと。あとは問題用

校にも行きました。その後、大阪で軽度の障害者を引

紙の拡大、問題文の代読、回答の代筆は高校職員が行

き受けているという高校があったものですから、そこ

いますと。二、三回程度試験会場の下見と高校側との

を教育委員会の皆さんと２校選択して見させてもらっ

顔合わせを行うということは可能ですと。あとは保護

たんです。そこでは重度の子ではなくて、軽度のお子

者の控え室の待機はできますということの項目につい

さんを預かっているわけですけれども、要するに重度

て回答させていただいております。

のお子さんについてはどうでしたかと言ったら、過去

〇狩俣

に一度だけありましたと。それはどういうときかとい

昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺

うと、定員割れになったときに大阪府の教育委員会の

ありがとうございます。

信子さん

例えば、ここで全問選択の問題を出してほしいとい

方針が、定員割れは起こさせないということがあって、

うのが出ていますよね。ここらあたりについてはいか

その１人だけ入学を許可したそうです。それ以降はな

がお考えですか。

くて今私たちが訪問した知的の障害者受け入れなんで
昇君） 教育長。

すが、一つの学校で３名までしか受け入れないという

〇教育長（平敷昭人君） これについては、こちらとし

ことで、例えばあとずっと受験生はふえてくるわけで

てはその対応はちょっとできかねますということでご

すから、そこで欠員というのはもう出ないわけですね。

ざいます。

そういう状況を伺ってきまして、じゃ沖縄県がこの子

〇副議長（赤嶺

〇狩俣

を受験させたときにそういう定員割れがあったときの

昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺

重度知的障害者のお子さんが普通

信子さん

配慮というんですか、そこらあたりについてはどうお

高校に受験したいというのは、過去にもありましたで

考えなんでしょうか。

しょうか、沖縄で。

〇副議長（赤嶺

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

昇君） 教育長。

〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

午後２時８分休憩

まず、大阪府の事例でございますが、過去に重度の

午後２時８分再開

方を受け入れたということがございました。現在は軽

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

教育長。
〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

度の方を受け入れているようでございますけれども、
実はこの生徒に応じた特別な教育課程というのが編成
できないということがございまして、単位履修ができ
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なかったということもございました。そういうことで、

きますか。

また支援員だけでは自立活動の支援がなかなかできな

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

いと、専門性の高い教員の配置がなかなか難しいとい

午後２時15分休憩

うところもあったということを聞いております。

午後２時16分再開

実は、高等学校の学習指導要領というのがございま

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

すけれども、その中では高等学校教育の目標で水準維

教育長。

持に十分配慮するということでありますとか、卒業ま

〇教育長（平敷昭人君） まず先ほど入試における配

でに履修させるべき単位数というのが定められており

慮事項というのがございました。要望いただいた項目

まして、この要領に基づいて実は教育課程を編成して

の中で対応できるものと対応できないものがございま

いるところでございます。そして、高等学校では重度

すけれども、まず入試というものを受けていただかな

の知的障害を持っていらっしゃる方に対する教育課程

いといけないということもありますし、あとは入学さ

を編成することができない状況になっておりまして、

れたというふうになった場合に、その後のきめ細やか

実はこの平成28年12月から学校教育法の施行規則の

な支援という観点からいきますと、私どもとしては特

一部改正がございました。これによって30年度からで

別支援学校のほうで今個別の生徒の状況に応じた支援

すけれども、高等学校において、発達障害などの障害

計画というのをつくりながら――実は特別支援学校で

者の生徒を対象にしまして、通級による指導というの

は、体の面とか心の面とかコミュニケーションの面と

が導入されることにはなっているんです。ただ、この

かその目標を立ててそのためにどういう支援をしよう

場合にもまだ知的障害については指導の対象というの

かということをやっておりますので、そちらのほうで

になっておりませんで、ですから仕組み上そういう生

卒業後のコミュニケーションとか、いろんな面につい

徒さんに配慮した教育課程というのが組めないと。実

ての支援を受けることがより適切ではないのかなとい

は小中学校の場合はそういうのができるようになって

うふうに考えているところでございまして、高校での

いるわけなんですね。そういうこともありまして、こ

その辺の対応というのはかなり厳しい状況がございま

の重度の知的障害者の高校への入学につきましては、

すので、そちらのほうがより適切な教育を受けるには、

このインクルーシブ教育システムの構築という観点か

重度の知的障害をお持ちの場合にはそちらのほうがよ

らいろんな制度的な動きも踏まえる必要があるのかな

りきめ細やかな支援が可能ではないかというふうに考

というふうに考えております。

えているところでございます。

ひとまず、答弁です。
昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺

昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺
〇狩俣

例えば、教育基本法とか学習指導

信子さん

小中学校においては特別支援学級

要領とかありますよね。高校ではきっちりそれが求め

が設置できるし、そしてその子に合った教育課程の編

られていくわけですけれども、その中で今、単位も単位

成もできるわけですね。ただ、高校においてはそれが

制になるわけですから、そこも配慮してほしい。いろ

ないというお答えでしたよね。ということは目標とか

いろここにインクルーシブ教育でその学校に来るとい

水準とか単位数とかいろいろおっしゃったんですが、

うことを重点的に考えてほしいというお気持ちなんで

これが習得できないときには結局どうなるんですか。

すが、そういう中でやっぱりこの法律というのが引っ

〇狩俣

信子さん

昇君） 教育長。

〇副議長（赤嶺

かかってくるんでしょうか。

〇教育長（平敷昭人君） 結局学年も進むことができ

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

ませんし、卒業という形もできなくなるのではないか

午後２時18分休憩

と。そういうことでその障害の状況に応じたきめ細や

午後２時18分再開

かな対応というのが、高校の教育ではある程度限界が

〇副議長（赤嶺

あるのかなというふうに考えております。
〇狩俣

教育長。

昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺
信子さん

昇君） 再開いたします。

〇教育長（平敷昭人君） 今議員おっしゃられる保護

御両親が単位数とか何とかじゃな

くて、そんなのは取っ払ってとにかくインクルーシブ

者の方の思いは非常に重たいものがあるというふうに
私も考えております。

教育、障害を持った子も持たない子も同じ学校の中で

ただ、高等学校の教育については指導要領でありま

受け入れてほしいというのがあるんですよ。そのあた

したり、学校教育法の施行規則等にのっとって必要な

りについてはどうですか。教育委員会として御配慮で

教育内容、単位も取得しましたり、内容についてもそ
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ういう特別な配慮ができない。通級指導とかそういう

例えば、全国的に見て普通高校じゃなくても定時制高

ものはできるんですけれども、ですからそういう中で

校に対しては重度の子を受け入れたところがあるんで

対応が限られているということもあります。その観点

しょうか。

からするとなかなか高校で受け入れて、保護者の皆さ

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

んの考えておられるものに沿った教育という形ができ

午後２時23分休憩

るのか、その教育水準を求めていらっしゃるのかどう

午後２時23分再開

かというのもありますけれども、ほかの生徒さんと交

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

わってということなんですけれども、確かに小学校、

教育長。

中学校では義務教育ということもありますし、そのイ

〇教育長（平敷昭人君） ちょっと確認したところ、定

ンクルーシブでは交わりながらまた教育についての特

時で受け入れた事例は確認しておりません。

別な配慮も可能なんですが、高校の場合はどうしても

〇副議長（赤嶺

必要な水準の中の授業をやるとかそういう制度的な制

〇狩俣

約の中で、なかなか対応が厳しいというのが実情でご

とが大きな希望でございますので、私も２月に入って

ざいます。

また陳情書を出されているものですから、あわせて皆
昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺

昇君） 狩俣信子さん。
親の御希望は普通高校にというこ

信子さん

さんともお話ししていきたいと思うんですが、教育長

本当に状況厳しいという話はお聞

は今お答えになった大変御努力もいただきたいと思う

きするんですけれども、例えばこの子が入学したとき

ものですから、しっかりと重度の知的障害者のお子さ

に、特別支援員というのがつきますよね。そこらあた

んたちに対する高校入試について、これからも検討し

りも結局予算との関係は出てくると思うんですが、大

て取り組んでいっていただきたいとそういうふうに思

阪では一人の子に年間48時間しかつけられないと言

います。

〇狩俣

信子さん

われました。それ以上の予算配分はできないと。48

それから、次あと教育長、夜間中学の設置について

時間というふうに言われたんです。例えば軽度の子で

いろいろ検討中だというのがあるんですが、これまで

もそうなんですが、重度の子になってやると毎日ずっ

戦後の教育を受け切れなかった60代、70代の皆さんた

とずっとつかなくちゃいけなくなりますね。そこらあ

ちに珊瑚舎スコーレというのがいろいろ対応してきま

たりの経済的な問題もまた一つあるかなと思うんです

したよね。その皆さんと話し合う気持ちはありますか。

ね。そこらあたりはどうですか。

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

昇君） 教育長。

午後２時25分休憩

〇教育長（平敷昭人君） 今回の件については財政的

午後２時26分再開

〇副議長（赤嶺

な面という意味ではそれだけが理由という意味にはな

〇副議長（赤嶺

らないと思います。その負担が大きくなるから受け入
れできませんという仕組みではなくて、大阪府さんの

昇君） 再開いたします。

教育長。
〇教育長（平敷昭人君） お答えいたします。

例でも言いましたけれども、過去に重度の方を受け入

珊瑚舎スコーレは、まず23年度から珊瑚舎スコーレ

れたことがあるんですが、その生徒の障害の状況に応

さんのほうに、戦中戦後の義務教育未修了者支援事業

じた特別な教育課程が編成できなかったということ

という形で委託をして取り組んでいただいたことがご

と、単位履修がほとんどできなかったというふうな事

ざいます。この事業については、おおむねその目的が

情がございます。その状態で受け入れて卒業という形

達成されたということで一旦見直ししていますけれど

でできるのかということで、逆にこちらとしてもそれ

も、今後のあり方については先ほど申し上げました公

は責任を持った受け入れという形になるのかというの

立中学校夜間学級等設置検討委員会、その中でいろい

も非常に感があると思います。

ろ検討しまして、今後の例えば夜間中学のあり方の設

先ほど申し上げたように、高校でできる制度的な制

置主体の中でどういった形がいいのか、市町村なのか

約の中では、やはり生徒さんの状況に応じた細かな支

県なのか、いわゆる自主夜間中学とかいろんな無料塾

援ができる学校のほうが将来のためにもよりよいので

とかありますけれども、そういう中でどういう設置主

はないかというふうに教育委員会としては考えている

体があり得るかというのをまた引き続き検討してまい

ところでございます。

りたいと、委員会の中でいろいろ検討してまいりたい

〇副議長（赤嶺
〇狩俣

昇君） 狩俣信子さん。

信子さん

と考えております。

あと１点お尋ねしたいんですが、

〇副議長（赤嶺
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昇君） 狩俣信子さん。

〇狩俣

どのように広げていくかという検討委員会でやってい

よろしくお願いします。

信子さん

次に、教職員の過重労働なんですが、前回もずっと

るというお話でございましたので、それのまた成果、

私話はしてきたんですけれども、１割ぐらい文書削減、

結論どういうふうになっていくかそこらあたりも見て

提出文書の削減、それからノー残業デー、それから勤

いきたいと思います。

務管理システムというのも取り入れてやっていくんだ

ということで、あと薬剤師の問題についても後でま

という話でしたけれども、その勤務管理システムとい

たちょっと深めていただければと思っています。いつ

うのは何％ぐらい今取り入れられていますか。どのぐ

までにどのような形で提起していくのかなどあると思

らい。

いますので、これについても頑張ってください。
それじゃこれで終わります。

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

ありがとうございました。

午後２時28分休憩

〔亀濱玲子さん登壇〕

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

昇君） 亀濱玲子さん。

〇副議長（赤嶺

午後２時29分再開

〇亀濱

教育長。

玲子さん

こんにちは。

〇教育長（平敷昭人君） ちょっと数字的なものを持

社民・社大・結連合の亀濱でございます。

ち合わせていないんですが、最近伺っていますのはタ

通告に従いまして一般質問をさせていただきますけ

イムカードを入れた事例ですとか、読谷村とか聞いて

れども、あらかじめ事務局のほうには通告をお願いし

いますけれども、最近、スーパーさんとかいろんなと

ましたけれども、割愛する箇所が何カ所かありますの

ころと提携してその勤務管理システムに必要なカード

で、お願いをいたします。

の提供を受けながらこの勤務管理システムを導入して

あらかじめ、１の(3)、３の(1)、５の(2)、それと我

いる事例があると伺っています。個別の市町村名は今

が会派のということで通告をいたしました、教育行政

ちょっと手元に持っていないんですけれども、その動

の放課後学童クラブの待機児童の解消については既に

きが進んでいると聞いております。

お答えいただいている部分に関しては、この４点割愛

〇狩俣

をさせていただきたいと思います。

昇君） 狩俣信子さん。

〇副議長（赤嶺
信子さん

それでは所見を交えながら質問をさせていただきま

私が言いたいのは本当に過重労働

ですから、これ何も部活の担当者だけではないんで

す。

す。一般の教職員も本当にハードワークです、見てい

翁長知事が就任してから３年余りが経過いたしまし

たら。本当に病休も多いし、精神的疾患も断トツに多

た。これまで本当に公約の実現、特に私たちの沖縄県

いわけですから、そこの負担軽減をしっかり教育長ま

が抱える子供の貧困対策も含めて、経済そして教育福

た頑張っていただきたいと思います

祉、医療、基地問題の忙しい中でも、本当に私たちは

それからあと一つ、４点目に、年休起算日、９月１

宮古もそうですけれども、農業産出額が本当に大きく

日にしましたよね。それで小中は14.1、高校が14.4と

前進する、そして入域観光客が５年連続でふえていく。

いうことで前よりも小中で2.1日アップ、高校で1.4日

その中で、完全失業率が改善をしていく等々、本当に

アップという状況が出てきました。やはり９月１日起

県政運営の成果が着実に上がってきている、それを実

算でこれはよかったなというふうに思います。職員に

感するこれからあと１年の集大成に向けての県政運営

聞きましても学校の職員に聞きましても、夏休みに集

に期待したいというふうに思っています。

中して二、三日とったりすることができるので、非常

私は、今度の議会では、沖縄らしい優しい社会を構築

に効果的ですというお話がありました。これもずっと

をするということにおいて、子育て福祉セーフティー

調査もしていただいて、次年度はどのぐらい上がって

ネットの充実、子供の貧困対策は本当に希望を持てる

いくのかをまた見ていきたいと思いますので、よろし

ものだというふうに思います。
さらには離島における定住条件に力を入れてくだ

くお願いいたします。
それから、
手話通訳についてなんですが、これは私た

さっていること、県政運営は本当に期待できることだ

ちがおととしですか、ミラノに行ったときに向こうの

と思うんです。私は離島から出ておりますので、離島

手話の状況を見て非常に感激して、糸洲さんいるかな

における定住条件、これは離島地域あるいは僻地もそ

――あら、糸洲さんいない――糸洲さんがぜひこれや

うですけれども人口を確保すること、そして、離島や

ろうということで県の手話言語条例をつくったんです

僻地で移動が本当に安心してできること、安価で生活

よ。それをつくっただけではしようがないから、じゃ

物資が手に入ること、そして良質な医療がみずから自
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分たちの住んでいるところで受けられること等々が私

局に、県が提出した自衛隊の島しょ配備等についての

が県政の場で県議会の場で訴えたいことであります。

回答、これは去年の８月１日付で回答されて県に届い

そして質問について言っていきますけれども、知事

ておりますけれども、防衛局は、施設整備に当たって

の政治姿勢と新年度の事業についてであります。

環境保全の観点から、環境調査を行い、この調査結果

翁長知事は、離島力の向上を掲げて、離島における

に基づき希少種の移植など必要となる場合は対策を実

定住条件の整備等積極的に取り組んでまいりました。

施するとしております。前回も伺いましたけれども、

この住みよく魅力ある島づくり計画が改定をされまし

この調査結果報告を県はまだつかんでいないのか、こ

たけれども、これまでの成果、今後の取り組み、今後

れは工事は進んでいるわけですから、県はもっと積極

どういうふうに取り組んでいくのかをお伺いいたしま

的に防衛局と向き合うべきではないかというふうに思

す。

いますけれども、県はこのことについてどのように把

(2)、公共離島空港整備事業、さらには県単の離島の

握されているかお伺いいたします。

航空整備事業の実施内容、今後の見通しについてお伺
いをいたします。

(6)、住民生活の身近な場所に弾薬庫が建設され、ミ
サイルを搭載した車両が島内を走ると、有事には島中

２点目です。宮古島・石垣への自衛隊配備について
であります。

が攻撃の的となる。島嶼県の島々を抱えている沖縄県
にとっては住民の国民保護計画をどのように考えてい

(1)、防衛省は、自衛隊の弾薬庫建設を宮古島市城辺
保良地区の鉱山に計画し――これは来ると書きました

るかということは欠かせない問題であります。お考え
を伺いたいと思います。

けれどももう去るになりますが――２月25日に、保良

続いて福祉行政についてであります。

地区の住民説明会を行いました。そこで私もその場に、

(1)は割愛いたしましたので、(2)から行きます。

会場に参加をいたしましたけれども、県は、この計画を

ひとり親家庭の自立支援事業において、県がモデル

どのように把握されているのかをお伺いいたします。

として実績を積んできています、ゆいはぁと事業、こ

(2)、防衛省は、保良鉱山地区での面積について、約

れを未設置の市へ設置の支援を行うべきではないかと

20ヘクタール、これはこの前の住民説明会でははっき

いうふうに強く思っています。実は先日糸満市に行っ

り申しませんでした。けれども、さきの１月18日、伊

てまいりました。糸満市もようやく７年越しの、議会

波洋一国会議員、赤嶺政賢議員そして福島みずほ議員

でも求められ市民からも求められたのが７年越しで実

が宮古島市の市民団体とともに防衛省と向き合ったと

施して、私たちが視察をした１月31日ですかその前の

きに約20ヘクタールで考えているということを明ら

日に１件設置が決まったということであります。こう

かにしておりますので、その20ヘクタールと回答いた

して、着実に取り組んでいる自治体があるのですから、

しておりますけれども、石垣への基地建設もあわせて、

未設置の自治体についてはもっともっと力を入れて県

改正する環境影響評価条例との関係、対応についてお

のほうにはプッシュしていただきたい。できることが

伺いをいたします。

あるのではないかというふうに思います。対応につい

(3)、火薬類の施設の設置については、火薬法第12

て伺います。

条で、知事への申請・許可が必要だとの認識でよいか。

(3)、障害者の就労支援、新規に就労支援事業の連携

防衛省から県への許可が必要になるのではないかとい

調整事業が実施されます。私はこのコーディネーター

うふうに考えますがいかがでしょうか。

の配置事業がどういうふうな効果を発揮するのかとい

(4)、防衛省は、弾薬庫の貯蔵量の規模や数量につい

うことをとても注目いたしております。そこで、実施

て、自衛隊の性質上言えないとしているようですけれ

内容と目標、今の段階では効果と言ったほうがいいと

ども、建設に近いとされている集落は、およそ200メー

思うんですけれども、それをお伺いをいたします。

トルと近い。それは第一種保安物件といいます。第二
種保安物件、そこに100戸以上、あるいは100戸以内と

(4)、沖縄県の手話言語条例を生かした実効性のある
取り組みについて伺います。

いうふうに分かれますけれども、またその近くにも第

さきの議会でも狩俣信子議員が、県議会でこそ要求

二種保安物件というふうに集落があります。とても近

に応えるべきだという御意見をここで述べられたこと

いところにつくられようとしておりますけれども、こ

がありますけれども、やはり私もそう思います。県民

の保安距離について県の認識をお伺いをいたします。

があるいは障害・ハンディを持った方々が何を求める

(5)、宮古島市千代田地区では陸自ミサイル基地建設

かに応えていくというのが県議会の姿勢でもあると思

に向けて、造成工事が進められております。沖縄防衛

うんですが、今回は質問としては県庁舎、あるいは各
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市町村の窓口で手話通訳を必要としている方々に対応

これを今後どういうふうに活用していくことができる

できている、設置できている自治体はどのように把握

のか県の見解を伺いたいと思いまして、これを再度重

されているのか県も含めて手話通訳の設置状況と、そ

ねて質問いたしますのでよろしくお願いをいたします。

して県が率先して手話通訳者の養成に力を入れるべ

(2)、オニヒトデ対策普及促進事業が新規に実施され

き、これはさきのフィンランドの100年を超えるとい

る計画というふうになっておりますけれども、この現

う、フィンランド聾協会の取り組みから、本当にやる

状、そして実施される計画の取り組みをお伺いをいた

ことはできるんだなと、寄り添っていこうというふう

します。

にしっかりと憲法にうたい、さまざまな法律でうたっ

７点目、教育行政について。

てそれを実行していくということはできるというふう

(1)、離島高校生就学支援事業の実施状況と課題、新

に思います。そこで言われたことは、沖縄県も条例を

年度の取り組みをお伺いします。

つくられたんですねというふうに言われたことです。
もちろん本当にそうなんです。この条例に魂を込める

(2)、複式学級教育環境改善事業について、実施状況
と課題についてお伺いをいたします。

という意味では、私たちは一つ一つやれることがある

(3)、新規事業、スクール・サポート・スタッフ配置

のではないかというふうに思いますので、これについ

事業のまずは実施内容についてお伺いをいたします。

てもお答えいただきたいと思います。

８、我が会派の代表質問からお伺いをいたします。

４点目です。保健医療行政についてお伺いいたしま

福祉・子供の貧困問題について。

す。

(1)、新年度でスタートする母子健康包括支援セン

まず(1)点目です。離島患者等支援事業の実施状況

ターの体制と、これから県の果たす役割と実施主体と

と課題、そして対象自治体の住民への支援拡充に向け

なる41市町村においてこれまでの体制からどう変わ

て、さらなる取り組みが求められると思いますけれど

るのかを具体的にお伺いをいたします。

も、これについてお伺いをいたします。

続いて、子供の貧困対策がスタートしてから２年に

(2)、離島巡回診療ヘリ等運営事業、さらには救急医

なるがということでお答えいただいたものの中から、

療用のヘリ活用事業の実績と課題についてお伺いをい

私は小中学校、高校生の不登校率が改善されずに後退

たします。

をしているということが貧困問題を抱える沖縄の課題

(3)、地域で生活するハンセン病回復者の課題につい
て、さらにはハンセン病療養所の将来構想の実現に向

だと思っています。これについてお伺いをいたします。
どのように取り組むかお伺いいたします。

けた課題を県はどのように認識していらっしゃるのか
をお伺いをいたします。

さらには、(2)点目です。沖縄子供の貧困緊急対策事
業なんですけれども、これにおける県内の高校におけ

５点目です。農業行政について。

る子供の居場所、そして市町村が行う子供の居場所、

これは、新聞でもさきの議会でも皆さんが取り上げ

そして貧困対策支援員の配置についてどのように実施

ていただいたので、県の輸送補助現状維持というふう

し、どういう目標を持っていらっしゃるのかをお伺い

なことが載りました。私はこれは自立に向けてという

したいと思います。お答えをよろしくお願いをいたし

のが県の方針だといいますけれども、これは検証と取

ます。

り組みをしっかりしていかなければ、ただただ自立に

再度、再質問をさせていただきたいと思います。

向けてということではうまくいかないというふうに考

よろしくお願いいたします。

えておりますので、この農林水産物流通条件不利性解
消事業の実績と課題、負担軽減の必要性と今後の方向
性についてお伺いをいたします。

昇君） 翁長知事。

〇副議長（赤嶺
〔知事

翁長雄志君登壇〕

〇知事（翁長雄志君） 亀濱玲子議員の御質問にお答

(2)は割愛いたします。

えをいたします。

(3)、新規で導入される沖縄離島型畜産活性化事業、

知事の政治姿勢と新年度の事業についてに関する御

さらには畜産の担い手育成総合整備事業の取り組みと

質問の中の１の(1)、離島力向上を掲げ、離島における

今後の方向性についてお伺いをいたします。

定住条件の整備等積極的に取り組んできた、住みよく

６点目です。
環境行政についてお伺いをいたします。

魅力ある島づくり計画の中で、住みよく魅力ある島づ

(1)、ヤンバル地域における軍用ヘリの飛行騒音によ

くり計画の改定についてお答えいたします。

る野生生物への影響調査についてですけれども、実施

沖縄県では、島づくり計画を平成25年３月に策定し

内容はさきにもお答えいただきましたけれども、私は

ており、計画の中間地点である今年度は計画前半の施
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策評価を行った上で、去る１月に計画の見直しを行っ

うための覆道射場、隊員の訓練などを行う訓練場など

ております。これまでの成果としては、海底光ケーブ

を配置する予定とのことであります。なお、この屋外

ルの敷設、交通・生活コストの低減、安定した保健医

訓練場において実弾での射撃訓練を行うことはないと

療サービスの提供などの定住条件の整備や、離島の主

のことであります。

要産業であるサトウキビや畜産などの農林水産業の支
援、地元特産品の販売力の強化など産業の振興に取り

次に(6)、本島・離島における国民保護計画について
お答えいたします。

組んでおり、
成果指標の約６割が改善されております。

沖縄県国民保護計画では、武力攻撃の兆候に関する

また、計画の見直しに当たっては、重要性を増した課

情報を入手した場合には、円滑な避難を実施するため、

題として、離島観光の推進、人材の確保などを追加し

沖縄本島周辺離島及び南北大東島は沖縄本島へ、宮古

ており、今後は、各離島への誘客を図るための離島間

地域の離島は宮古島、八重山地域の離島は石垣島への

の広域周遊ルートの形成や観光人材の育成、農業担い

避難を原則としております。

手の育成・確保を行うなど、課題に対応した取り組み
を強化することとしています。

また、事態の推移によっては、同計画に基づき、宮
古及び八重山地域から直接沖縄本島への避難を行うな

私は、離島の力が沖縄の持続的発展につながってい
くと考えており、同計画に基づき、引き続き、離島に

ど、状況に応じて関係機関と調整の上、必要な措置を
講ずることとしております。

おける定住条件の整備と特色を生かした産業の振興に
より一層取り組んでまいります。

以上でございます。

その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇副議長（赤嶺

昇君） 環境部長。

〇副議長（赤嶺
〔環境部長

大浜浩志君登壇〕

〇環境部長（大浜浩志君） ２の宮古島・石垣への自衛

昇君） 土木建築部長。

〔土木建築部長

宮城

隊配備について御質問の中の(2)、自衛隊配備への対応

理君登壇〕

についてお答えいたします。

理君） １、知事の政治姿勢と

現在、条例の対象とはなっていない事業により、貴

新年度の事業についての御質問の中の(2)、離島空港の

重な動植物の消失や景観、赤土等の流出による環境へ

整備事業についての御質問にお答えいたします。

の影響が懸念されております。そのため、県では、社

〇土木建築部長（宮城

公共離島空港整備事業は、国庫補助により空港施設

会状況の変化や他府県の対象事業種も踏まえ、規模が

の新設や改良を行うもので、平成30年度は、主に新石

大きい土地の造成を伴う事業について条例の改正を検

垣空港及び宮古空港のエプロン拡張整備を実施する予

討したところです。条例改正の検討に当たり、特定の

定であります。また、県単離島空港整備事業は、主に

事業を想定したものではありませんが、施行区域20ヘ

空港施設の維持管理や補修等を行うもので、平成30年

クタール以上の大規模な土地の造成を伴う事業は、条

度は、空港の定期点検、滑走路の補修工事、消防車庫

例の対象となる可能性があります。

の増築工事等を実施する予定であります。

同じく２の(5)、環境調査報告書とその後の対策につ

引き続き、機材の大型化や運航便数の増大に適宜対

いてお答えいたします。

応するとともに、空港機能の確保・向上に向けて、離島

県が照会した自衛隊の島しょ配備等についての回答

空港の整備に取り組んでいきたいと考えております。

に対し、改めて沖縄防衛局に環境調査の実施状況等を

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

確認したところ、旧千代田カントリークラブ地区の環

昇君） 知事公室長。

〔知事公室長

境調査については、平成29年10月までに現況調査を完

謝花喜一郎君登壇〕

了し、現在は報告書を作成する作業を行っており、平

〇知事公室長（謝花喜一郎君） ２、宮古島・石垣への

成30年３月31日に完了する予定との回答がありまし

自衛隊配備についての御質問の中の(1)、宮古島市城辺

た。また、対策については、工事の実施に当たっては、

保良地区への自衛隊配備計画についてお答えいたしま

現況調査の結果を踏まえ、貴重植物の移植、移動能力

す。

の低い貴重動物の移動、改変箇所への侵入防止柵の設

沖縄防衛局によると、弾薬庫などについては、土地の

置等を実施しているとの回答を得ております。

面積や水道水源保全区域外であることなどを考慮し、

次に、環境行政についての御質問の中の(1)、軍用ヘ

宮古島市の城辺地区にある保良鉱山を検討していると

リ飛行騒音により野生生物への影響調査についてお答

のことであります。当該地区には、地対艦誘導弾及び

えします。

地対空誘導弾を保管する弾薬庫、射撃訓練を屋内で行
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県では、オスプレイ等軍用ヘリコプターの飛行騒音

等による野生生物への影響を把握するため、ヤンバル

ついての御質問の中の(2)、ひとり親家庭生活支援モデ

地域において鳥類やコウモリ類を対象とした騒音等影

ル事業についてお答えいたします。

響実態調査を実施することとしております。調査内容

ひとり親家庭生活支援モデル事業、ゆいはぁとは、

としては、軍用ヘリコプターの飛行騒音等が影響を及

昨年度からは、中部及び北部地域にも拠点事務所を開

ぼすと推定される地域とそれ以外の地域における鳥類

設し、支援の拡充を図ったところです。また県では、

等の生息調査結果を比較することで、飛行騒音等の鳥

母子生活支援施設未設置の市に対し、施設の設置もし

類等への影響の有無や程度を推測することとしており

くは類似事業の実施を呼びかけており、今年度も各市

ます。なお、本事業で得られた結果により、オスプレ

長を直接訪ね、要請しております。その結果、うるま

イ等軍用ヘリコプターの飛行騒音等が野生生物に影響

市や宜野湾市が類似事業を実施し、今年度は、９月か

を及ぼしていることが判明した場合は、米軍に対して、

ら糸満市が類似事業を開始しました。

必要な環境保全措置を講じるよう求めてまいります。
同じく６の(2)、オニヒトデ対策の現状と取り組みに

県としましては、引き続き母子保護の実施主体であ
る市に対する働きかけを行ってまいります。

ついてお答えします。

次に(3)、就労移行等連携調整事業についてお答えし

本県のサンゴ礁は、今日までたび重なるオニヒトデ

ます。

の大量発生等により、
壊滅的な被害を受けてきました。

平成30年度から事業開始を予定している就労移行

そのため、県では、平成24年度から今年度までオニヒ

等連携調整事業は、特別支援学校の卒業生や就労継続

トデの効果的・効率的な防除対策を検討するための事

支援事業の利用者等に対し、支援を行うに当たりコー

業を行っております。その結果、稚ヒトデなどのモニ

ディネーターによる必要な情報の収集及びニーズの事

タリングによる大量発生予測の実証に加え、大量発生

前把握、相談支援事業所等のさまざまな支援機関との

のメカニズムが解明されてきました。

連携体制の構築等、障害者の能力に応じた就労の場へ

県としましては、これまでの成果を踏まえ、平成30

の移行を支援する事業であります。

年度から大量発生の予測手法を県内各地に普及すると

県としましては、当該事業の実施により、働くこと

ともに、稚ヒトデの誘引物質の解明など、さらなる調

を希望する多くの障害者が、その特性や能力を生かし

査研究に取り組んでいく予定としております。

た適切な働く場に円滑に移行できるよう取り組んでい

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

きたいと考えております。

昇君） 商工労働部長。

〔商工労働部長

次に(4)のア、県庁舎、各市町村の手話通訳者の設置

屋比久盛敏君登壇〕

状況及び手話通訳者の養成についてお答えします。

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ２の宮古島・石垣

県では、聴覚障害者の相談等に応じ、適切な支援へ

への自衛隊配備についての火薬類の施設設置に係る知

つなげるため、沖縄聴覚障害者情報センターに手話通

事の許可及び火薬庫の保安距離についてにお答えしま

訳者を設置しております。また、県内市町村における

す。２の(3)と２の(4)は関連しますので一括してお答

手話通訳者設置状況は、平成29年３月末時点で17市町

えいたします。

村となっております。手話通訳者の養成につきまして

一般に火薬庫を県内へ設置する場合は、火薬類取締

は、県では、宮古・八重山地区を含む県内各地区で養

法に基づき知事の許可が義務づけられておりますが、

成講座の開催に加え、市町村の手話奉仕員に対して養

自衛隊が設置する火薬庫については、自衛隊法施行

成講座の受講を促す取り組みを行っており、引き続き

令第145条により、経済産業大臣の承認を得ることと

手話通訳者の養成に努めていきたいと考えております。

なっております。したがって、知事の許可は必要あり

次に８、我が会派の代表質問との関連についての御

ません。また、火薬庫の保安距離も火薬類取締法施行

質問の中の(4)、沖縄子供の貧困緊急対策事業について

規則により火薬庫の種類等に応じて保安物件との距離

お答えします。

が定められておりますが、自衛隊の火薬庫については、

本事業については、２月１日現在で、支援員が28市

経済産業大臣が承認することとなっていることから、

町村に113人、子供の居場所が26市町村に130カ所設

県では判断できないものと考えております。

置されております。また、県立高校内の居場所は、南

以上です。
〇副議長（赤嶺

部地区の高校に１カ所設置されております。平成30年
昇君） 子ども生活福祉部長。

〔子ども生活福祉部長

度予算額は、内閣府において約12億円が計上され、対

金城弘昌君登壇〕

前年度１億円の増となっており、高校内居場所の拡大、

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） ３、福祉行政に

支援員の配置や居場所づくり等の充実を図ることとし
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ております。

われてきたところでございます。他方、これから設置

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

される母子健康包括支援センターは、妊産婦及び乳幼

昇君） 保健医療部長。

〔保健医療部長

砂川

児の健康、経済及び社会的状況などを包括的かつ継続

靖君登壇〕

的に把握し、助言や訪問支援等を行うほか、関係機関

靖君） それでは、４の保健医

との連絡調整を行うことになりますので、妊娠期から

療行政についての御質問の中の(1)、離島患者等支援事

子育て期まで切れ目なく必要な支援が受けられる体制

業についての御質問にお答えします。

が整備されることになると考えております。さらに、

  本事業では、対象となる18市町村中14市町村で、延

これまでのハイリスク中心の支援から、全妊産婦、全

べ3585人の患者及びその付添人に助成をしておりま

乳幼児へそれぞれの状況に応じた支援が可能になると

す。本事業の効果としましては、10の市町村で助成対

考えております。

〇保健医療部長（砂川

象の拡大、助成額及び助成回数の拡充が図られたこと

県は、市町村がそれぞれの実情に応じた母子健康包

が挙げられます。また、本事業の課題としましては、

括支援センターを設置することができるよう、研修会

対象となる患者及び疾病の範囲の拡充にあると考えて

の開催や個別具体的な助言を行うなど、市町村に対す

おり、今後の制度のあり方につきましては、市町村と

る支援を継続して行っていきたいと考えております。

連携して検討していきたいと考えております。

以上でございます。

次に(2)、離島巡回診療ヘリ等運営事業の実績及び課

〇副議長（赤嶺

題についての御質問にお答えいたします。

昇君） 農林水産部長。

〔農林水産部長

島尻勝広君登壇〕

  平成29年度から新たに実施している離島巡回診療ヘ

〇農林水産部長（島尻勝広君） ５、農林水産行政につ

リ等運営事業では、伊是名診療所、伊平屋診療所、伊

いての御質問の中の(1)、農林水産物流通条件不利性解

江診療所及び粟国診療所の４診療所において、平成30

消事業についてお答えいたします。

年１月末現在27回の巡回診療を実施しております。同

県では、農林水産物の県外出荷に際して、直近他県

事業の課題は、派遣する専門医及びヘリコプターをい

までの輸送費相当分を補助する農林水産物流通条件不

かに確保するかにあると考えております。また、救急

利性解消事業を実施しております。平成28年度の事業

医療用ヘリコプター活用事業、いわゆるドクターヘリ

実績は、県外出荷量が約６万1607トンとなっており、

事業における平成28年度の搬送実績は、県内搬送が

25年度と比較すると約１万1309トン、約22.5％の増

347件、鹿児島からの搬送が58件、計405件となって

となっております。本事業の課題としましては、輸送

おり、離島からの急患空輸は円滑に実施されているも

効率化の強化や補助事業者の自立化等に向けた取り組

のと考えております。

みがあると認識しております。

次に(3)、ハンセン病回復者及び将来構想実現への課
題についての御質問にお答えします。

県としましては、引き続き課題解決に向けた輸送対
策等の取り組みを推進してまいります。

県では、
ハンセン病回復者への支援のため、各福祉事

同じく(3)、沖縄離島型畜産活性化事業と畜産担い手

務所等に相談窓口を設置しているほか、沖縄県ゆうな

総合整備事業の取り組みと方向性についてお答えいた

協会と連携し、県営住宅への優先入居に取り組んでお

します。

ります。しかしながら、利用者が少ないことから、相

平成30年度から実施する沖縄離島型畜産活性化事

談窓口の周知を図っていく必要があると考えておりま

業は、離島地域の高齢化等による飼養戸数・頭数の減

す。また、ハンセン病療養所の将来構想の実現に向け

少に対して新たな担い手を育成するものであり、宮古

ては、検討会議を設置し、関係機関と意見交換を行っ

島市で50頭規模の集合畜舎を整備し、肉用牛農家の育

ているところであり、今後とも、入所者の意向を十分

成を計画しております。また、畜産担い手育成総合整

に踏まえ、両園や地元自治体等関係機関と連携し、将

備事業は、草地造成等自給飼料基盤に立脚した畜産施

来構想の実現に向け協力していきたいと考えておりま

設を整備し、肉用牛農家の生産拡大を図るものであり、

す。

平成30年度は久米島町、竹富町で実施を予定しており

次に、８の我が会派の代表質問との関連についての

ます。

御質問の中の(2)、母子健康包括支援センターについて
お答えします。

県としましては、引き続き離島の主要産業である畜
産業の振興に取り組んでまいります。

これまでの妊産婦及び乳幼児に対する支援は、保健、
医療及び福祉などの関係機関によりそれぞれ個別に行

以上でございます。
〇副議長（赤嶺
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昇君） 教育長。

〔教育長

平敷昭人君登壇〕

校1510人と増加傾向にあり、大きな課題であると認識

〇教育長（平敷昭人君） ７の教育行政についての御

しております。不登校の主な要因として、小学校にお

質問で(1)、離島高校生就学支援事業の実施状況等につ

いては、漠然と身体の不調や不安を訴えたり、無気力

いてお答えいたします。

で何となく登校しないなど、また中学校、高等学校に

高校未設置離島を有する市町村においては、島を出

おいては、遊び・非行などとなっております。

て進学する高校生の居住費等を支援していくため、国

県教育委員会としましては、引き続き、スクールカ

及び県からの補助を受け、年額24万円を上限として給

ウンセラー、スクールソーシャルワーカー、小中アシ

付する離島高校生修学支援事業を実施しております。

スト相談員等を活用した学校における生徒指導体制の

平成28年度は15市町村の生徒542人が支援を受けて

充実を図るとともに、家庭・地域・福祉部局等の関係

おり、今年度は577人に支援していく予定であります。

機関と連携した支援体制の充実に努めてまいります。

また、新年度の予算案にも県補助金として568人分の

以上でございます。

3408万円を計上しております。同事業につきまして

〇副議長（赤嶺

は、保護者の学校行事参加のための交通費も対象とし

〇亀濱

てもらいたい等の要望があり、県教育委員会としまし

ございます。

ては、全国都道府県教育長協議会等を通して、補助対
象経費の拡充や国庫補助率の引き上げなどについて、

昇君） 亀濱玲子さん。
お答えいただきましてありがとう

玲子さん

少し順番入れかえたりしますけれども、再質問をさ
せていただきたいと思います。

国に対し要望しているところであります。

まず、福祉行政についての母子健康包括支援セン

次に７の(2)、複式学級教育環境改善事業についての
御質問にお答えいたします。

ター、部長にお答えいただきましたけれども、フィン
ランドのネウボラを沖縄でできたら本当にいいなとい

複式学級においては、学級担任が２つの学年を同時

うふうに私たちが視察して思ったのは、妊娠期から出

に指導することから、個々の学年に対して指導が行き

産、そして母親、父親も含めた家族がしっかりと子育

届くよう、県教育委員会では、複式学級を有する小学

てを６歳まで、就学前まで見てもらえるというような

校に対し、授業の補助を行う非常勤講師を派遣してお

ことがあって、それがきちっとできたらいいかなとい

り、平成29年度は42学級の派遣予定に対し、40学級に

うふうに思うんですが、それについて具体的に41市町

36人を派遣しております。課題としましては、複式学

村がどういうふうにこれを、今沖縄がやろうとしてい

級を多く有する離島・僻地においては、本島や都市部

ることは、これを実施するとどういうふうに具体的に

と比べ人口も少なく、教員免許保持者の絶対数が少な

41市町村が仕事を行っていくというか、それが少し部

いため、人材の確保が挙げられます。このため、非常

長の説明からちょっと見えないので、具体的なことを

勤講師を引き受ける人材の確保に向け、臨任経験者や

教えていただけたらありがたいです。

退職教員等の情報を収集するなど、地域と連携を図っ

〇副議長（赤嶺

てまいります。

〇保健医療部長（砂川

次に７の(3)、スクール・サポート・スタッフ配置事
業についての御質問にお答えいたします。

昇君） 保健医療部長。
靖君） フィンランドのほう

は100年程度の歴史があって、それと向こうとは社会
構造がかなり違っているのかなと、高福祉・高負担の世

同事業は、公立小中学校に教員の事務を補助するス

界でございます。片や我がほう、日本を含めて沖縄県

クール・サポート・スタッフを配置する市町村に補助

ですけれども、支援というのは今福祉とか医療とか保

金を交付するものであります。スクール・サポート・

健とかそれぞれが個別にやっていたわけですね。全く

スタッフの配置により、教員の授業の事前準備や児童

連携がなかったとは言いません。情報提供はあったか

生徒と向き合う時間が確保され、きめ細かな指導の充

もしれませんけれども、これが継続的ではない。例え

実が図られるものと考えております。

ば検診の際に、ネグレクトとか貧困の情報をつかんだ

次に８、我が会派の代表質問との関連についての御

としても、それを１回届けるだけでその後のフォロー

質問で(3)のア、不登校の現在の状況等についてお答え

というのがなされていなかっただろうと。今回つくろ

いたします。８の(3)アと８の(3)イは関連いたします

うとしている母子健康包括支援センター、これはそう

ので、恐縮ですが一括してお答えをさせていただきま

いった情報を継続的にフォローしていく、関係機関で

す。

共有するというような仕組みで、その人、子供、それ

文部科学省の調査によりますと、平成28年度、本県

から親、それぞれの状況に応じた支援を行っていくと

の不登校児童生徒の総数は、小中学校2413人、高等学

いう形で今までのものとは違った形ができるというふ
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うに考えております。
昇君） 亀濱玲子さん。

〇副議長（赤嶺
〇亀濱

交流していきたいというような形で将来構想等も要望
が出てきているというふうに理解しております。

そういうところに期待しているわ

玲子さん

それから後段の相談、ゆうな協会の実績ですけれど

けですけれども、今までと違った形でというときに、

も、県営住宅への優先入居に関しましては、29年度１

市町村はそれぞれ41市町村、状況が違いますよね。そ

件、26年度１件の実績がございます。それから、療養

れで、県の役割はじゃどういう役割でこの体制を充実

所の退所者及び在宅患者の生活相談に関しましては、

させていくわけなんですか。

各福祉事務所への相談窓口につきましては、27年度の

昇君） 保健医療部長。

〇副議長（赤嶺

〇保健医療部長（砂川

２件、それから地域保健課のほうの相談で申し上げま

靖君） 今でも検討会とかあ

すれば、26年度が２件、27年度が30件、28年度が２

るいは研修会、講演会を定期的に開催して、市町村の

件、29年度が１件、こういった実績でございます。

母子保健を担当する方々に情報を提供していると。さ

〇副議長（赤嶺

らに個別具体的な相談があった場合は、それにも逐次

〇亀濱

対応している状況でございます。そういった側面から

復者が一番多い地域です。被入所者、入所歴のない回復

支援することによって、国は平成32年度末までに全て

者も一番多い地域です。ですから、抱えている課題は

の市町村においてこれを設置させたいと。これ努力義

その家族も含めて考えたらとても大きいわけですね。

務ですけれども、そういうようなことが実現できるよ

今現在被害を受けたという家族が訴訟を起こしている

うな形で県としては側面から支援していきたいという

という状況でもありますが、県は、ゆうな協会がある

ふうに考えております。

から、まるでやっているかのようなお話ですが、これ

昇君） 亀濱玲子さん。

〇副議長（赤嶺
〇亀濱

沖縄県は全国でもハンセン病の回

玲子さん

しっかりとむしろ取り組んでいくという実態をもっと

ありがとうございます。

玲子さん

昇君） 亀濱玲子さん。

把握して取り組んでいくということに関しては、部長

多分モデル事業を進めながらしか見えてこないのが

の見解もっと踏み込んでいただきたいと思いますけれ

あると思うので、これはとても期待をしているし、ま

ども、よろしくお願いします。

た沖縄県がそれぞれ41市町村、状況が変わる中で、み

〇副議長（赤嶺

んなが同じようにそういう体制の中の恩恵が受けられ

〇保健医療部長（砂川

るように、ぜひ県の役割を果たしていただきたいとい

いているからそれでいいというようなスタンスでは決

うふうに思います。

してございません。もちろん名誉回復事業等も行って

昇君） 保健医療部長。
靖君） 県は、ゆうな協会を置

ちょうど部長と向き合っているので、続いての質問

おりますし、学校に出向いてそういった歴史的な経緯

をさせていただきますけれども、沖縄県が２園、ハン

というのも御説明したりするような事業も展開してお

セン病療養所を持っています。それは沖縄県の本当に

ります。あわせて県外の療養所にいる沖縄県出身の患

戦争と歴史と重なる二重の被害を受けてきた場所では

者等についても、里帰り事業とかそういったことも実

あるわけですけれども、今さっき部長は包括的なお答

施しておりまして、ハンセン病患者回復者についての

えをされたんですが、例えば療養所の将来構想、あそ

事業は忘れることなくきちんとやっていくつもりであ

こは医療施設と福祉施設です、国立の。そこをどうい

りますし、今後ともそうしていきたいというふうに考

うふうにするとあそこが生かされていく、地域に共有

えております。

されていくというふうに思っているかが１点。２点目

〇副議長（赤嶺

は、ゆうな協会と相談支援体制がそれぞれの福祉事務

〇亀濱

所の窓口にあると言いましたけれども、年間それぞれ

ということですけれども、41市町村で11市、１村、５

にどれだけの相談が来ているか把握されていますか。

町です。これもっと積極的に県は取り組む必要がある

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

昇君） 亀濱玲子さん。

玲子さん

手話通訳者の設置状況が17カ所

んじゃないでしょうか。いかがでしょうか。

午後３時20分休憩

〇副議長（赤嶺

午後３時21分再開

〇子ども生活福祉部長（金城弘昌君） お答えします。

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

昇君） 子ども生活福祉部長。

手話言語条例も策定して、いわゆる普及啓発または

保健医療部長。

手話通訳者の養成についてもしっかり取り組まないと
靖君） この療養所の入所者

いけないというふうに考えておりますので、これにつ

が求めているのは、今の医療水準とかそういうサービ

きましては、県としましても予算を確保して手話通訳

ス水準を落としてほしくないと、それから地域の人と

者の設置に向けて養成等々しっかり取り組んでいきた

〇保健医療部長（砂川
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いと思っています。
昇君） 亀濱玲子さん。

〇副議長（赤嶺
〇亀濱

知事公室長。

玲子さん

〇知事公室長（謝花喜一郎君） まず、知事公室で把

ちょっと時間がありませんので、

宮古島市の自衛隊配備について再質問させていただき

握している範囲内で答弁させていただきたいと思いま
す。

ます。

まず環境のお話が先ほどありましたけれども、防衛

８月に返事をもらってから、報告書、防衛局の環境

省のほうからは、環境調査結果を踏まえ、豊かな自然

報告書をもらわないままずっと造成工事は進んでいる

環境が確認された中央付近の森林部は、拝所周辺を改

わけですよ。県はその場所は認識されていますか。ど

変を行わない区域として設定したということ。それか

れくらい進んでいるか認識されていますか。

ら、改変を行う区域には希少動植物の移動、それから

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

改変箇所への侵入防止柵の設置等を実施しているとい

午後３時25分休憩

う回答があったところです。

午後３時25分再開

それから工事の期間ですが、10月10日に用地取得等

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

の契約を締結して11月20日に造成工事に着手したと

環境部長。

いう報告は受けておりますけれども、その後の状況等

〇環境部長（大浜浩志君） 宮古島の旧千代田カント

についてはまだいただいていないところです。

リークラブにおける自衛隊配備につきましては、昨年

〇副議長（赤嶺

10月30日に事業を開始したことは理解しております。

〇亀濱

その中で現場を確認したということは、県のほうとし

うことであれば、県は防衛局に一体何の作業をしてい

てはまだ行っておりません。

るのかの急ぎ確認をとってお返事をいただきたい。そ

昇君） 亀濱玲子さん。

〇副議長（赤嶺
〇亀濱

動植物の移動を実施しているとい

玲子さん

して県もしっかりとその場所を見ていただきたい、把

なぜ行わないんですか。皆さんは、

玲子さん

昇君） 亀濱玲子さん。

握していただきたいと思います。

防衛局に――防衛局、
こう答えているんですよ。環境調

続いて質問いたしますが、弾薬庫のことについて防

査を行って必要な措置を行うというふうに答えて、今

衛省と国会議員というふうにやったときに、火薬法の

部長は必要な措置を行っているというふうにお答えに

12条を聞いたらいずれかは確認をしますというふう

なったんじゃないですか。例えばそこにいる希少植物

に返事しているんです、防衛省は。何で県のほうが通

あるいは動物を移動しているということであったら、

産省に権限があるので県は行わないというのをあっさ

何をどういうふうに措置しているかを把握されている

りと言うんですか。ちゃんと確認をして200メートル

べきではないですか。それについてお答えください。

も離れていないところにつくられようとしたときに、

昇君） 環境部長。

それもこの前のではどれぐらいの貯蔵量があるかを答

〇環境部長（大浜浩志君） 希少動植物の移動・移植で

えないんですよ。防衛省の性格上答えられないと。そ

ございますけれども、実際にどういうものを行ってい

うしたらそれがどれだけの保安距離が必要かがわから

るかどうかということについてはまだ聞いておりませ

ないわけなんです。県は少なくともそこに住んでいる

んが、確認したところ工事の実施に当たりましては、

住民が100世帯以上いる以上、そこではしっかりと把

現況調査の結果を踏まえて、貴重な植物の移動、それ

握する責任があるのではないですか。現場を把握する

から移動能力が低い希少動物の移動、それから改変箇

べきではないですか。ぜひこれにお答えいただいて現

所への侵入防止柵の設置を実施しているというふうに

場も把握していただきたいと思います。

聞いております。そういうことがありますので、その

〇副議長（赤嶺

ような状況について内容を確認したいということで今

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ただいま議員が

取り組んでいるところであります。

おっしゃったように、火薬の種類とか貯蔵量によりま

〇副議長（赤嶺

昇君） 亀濱玲子さん。

〇副議長（赤嶺
〇亀濱

いうのは防衛局から把握されていますか。
〇副議長（赤嶺

して、保安距離といいますかそれを確定するというこ

工事は今現在どこまで来ていると

玲子さん

昇君） 休憩いたします。

午後３時27分休憩

とでございますので、そこは情報は出していただけな
いというふうに聞いております。そういう意味で正し
い火薬類取締法は遵守するということは聞いておりま
す。

午後３時28分再開
〇副議長（赤嶺

昇君） 商工労働部長。

ただし我々としてはまだ現場確認はしておりません。

昇君） 再開いたします。

以上です。
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〇亀濱

ア、幹線骨格軸の検討について伺う。

時間になりました。ぜひ現場を確

玲子さん

イ、導入システムについて伺う。

認して状況把握をしていただきたいと思います。

５、北部基幹病院について。

ありがとうございました。

(1)、財政と職員について。

昇君） 20分間休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

午後３時31分休憩

ア、初期投資の内訳について伺う。

午後３時54分再開

イ、地元市町村の負担について県の考え方を伺う。
ウ、統合後の基幹病院に職員が採用されなかった場

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

合の県の対応について伺う。

休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
親川

(2)、名護市の協力について。

敬君。
〔親川

〇親川

ア、新病院関連のインフラ整備について伺う。

敬君登壇〕

イ、名護市の土地利用計画など既存計画との関連に

皆さん、こんにちは。

敬君

ついて伺う。

会派おきなわ、一般質問を行います。
１、知事の政治姿勢について。

ウ、名護市の既存施設との関連について伺う。

(1)、米国国家歴史保存法402条とジュゴン保護に対

６、我が会派との関連質問。
(1)、平良昭一議員の代表質問で、知事の政治姿勢に

する見解について伺う。
(2)、名護市議会が昨年12月22日に行った「米国国

ついての質問の中で、名護市長選挙について、知事か

家歴史保存法(ＮＨＰＡ)に基づく利害関係者の表明と

ら辺野古移設の民意が否定されたわけではないとの答

立ち入り制限区域内の確認を要請する決議」について

弁をいただきました。辺野古移設問題について、選挙

県の対応を伺う。

期間中、また最近の報道でも渡具知新市長は、国と県

２、辺野古新基地建設海域の活断層について。

との訴訟を見守っていきたいとし、辺野古移設問題に

(1)、
「辺野古沿岸域に活断層が存在するとは認識し

ついて賛否を明らかにしていません。
そこでお聞きします。

ていない」
とする政府答弁に対する見解について伺う。

今、県が訴えの提起をしているのは何を求める提起

(2)、海底地質調査資料の公開を求めるべきだと考え

なのか改めてお伺いします。

るが県の対応を伺う。

(2)、同じく平良昭一議員の外国人労働者の適切な労

３、地位協定について。

働環境実現のための対策について関連質問です。

(1)、他国地位協定現地調査について。

部長の答弁では、労働関係の法令の適用についての

ア、どのような方々から意見が聞けたのか伺う。
イ、調査の概要について伺う。

答弁がありました。外国人労働者の件については、全

ウ、調査結果をどのように活用していくのか伺う。

国的にも急増している中、沖縄県においても就労外国

４、鉄軌道について。

人が7310人の過去最高記録を更新したとの報道があ

(1)、Ｃ派生案ルート選定について。

りました。一部には当初と違う条件など厳しい労働条

ア、Ｃ派生案の経由地について伺う。

件のもとで就労させられて、日本で働いたことを後悔

イ、Ｃ派生案の地下及び山岳トンネルの延長割合に

すると証言する外国人労働者の実態も他府県では報告
されています。その原因には、送り出し側の機関、受

ついて伺う。
ウ、観光客受け入れの観点から自然景観に対する考

け入れ企業、日本側の管理団体、この３者に問題が多
いようです。

えを伺う。
(2)、Ｃ派生案選定の理由について。

そこで提案です。

ア、事業費は他の案と比較して高額となるが見解を

沖縄に働きに来てよかったと言われるために、日本
側の管理団体の協議会を設置してはいかがでしょうか。

伺う。

以上、質問とします。

イ、工期について他の案と比較して長期となるが見

〔知事

ウ、自動車から公共交通への利用転換量を高く評価

翁長雄志君登壇〕

〇知事（翁長雄志君） 親川敬議員の御質問にお答え

しているが積算方法について伺う。

いたします。

エ、今後のスケジュールについて伺う。

知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、米

(3)、内閣府の28年度沖縄における鉄軌道導入課題
詳細調査について。

昇君） 翁長知事。

〇副議長（赤嶺

解を伺う。

国国家歴史保存法とジュゴン保護についてお答えをい
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たします。

いるとのことでした。イタリアでは、元ＮＡＴＯ第５

米国国家歴史保存法402条は、米連邦政府が米国外

戦術空軍司令官、元首相、アヴィアーノ基地周辺自治

で行う事業によって、同法と同等の他国の法律で保護

体の副市長と面談しました。基地は、全てイタリア軍

された文化財に悪影響を及ぼす場合に、米連邦政府が

司令官のもとに置かれており、米軍の訓練等の活動に

その影響を考慮する義務があることを定めています。

は、事前にイタリア軍司令官の許可が必要になってい

沖縄ジュゴン訴訟で、
米連邦地方裁判所は、日本の文化

るほか、訪問した基地には、州レベルでの地域委員会

財保護法は米国国家歴史保存法と同等の法律であり、

が設けられていました。このようにドイツ、イタリア

沖縄ジュゴンは同法の文化財に当たるものと判断して

ともに、自国の法律や規則を米軍にも適用させること

おります。このことから、米連邦政府には、辺野古新

で、自国の主権を確立させ、米軍の活動をコントロー

基地建設が沖縄ジュゴンに与える影響を考慮する義務

ルしていました。日本では原則として国内法が適用さ

があり、利害関係者と協議などを行う必要があると考

れず、日米で合意した飛行制限等も守られない状況や

えております。

地元自治体が地域の委員会設置を求めても一顧だにさ

その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇副議長（赤嶺

進め、日米地位協定の問題点をさらに明確化し、パン

昇君） 知事公室長。

〔知事公室長

れない状況とは大きな違いがありました。今後調査を
フレット等でわかりやすい形で示すことにより、同協

謝花喜一郎君登壇〕

定の見直しの必要性に対する理解が国内外に広がるよ

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、知事の政治姿勢に

う取り組むとともに、全国知事会、渉外知事会、軍転

ついての御質問の中の(2)、沖縄ジュゴン訴訟に関する

協とも連携していきたいと考えております。

名護市議会の決議についてお答えいたします。

次に６、我が会派との関連質問についての御質問の

本件決議につきましては、本年１月18日、名護市議
会から沖縄県に対して要請がなされております。沖縄

中の(1)、差しとめ訴訟における請求についてお答えい
たします。

ジュゴン訴訟については、現在、米連邦地方裁判所で

現在提起している差しとめ訴訟は、沖縄県漁業調整

差し戻し審理が行われており、その結果によっては、

規則に基づく知事の許可なく岩礁破砕等行為を行って

工事停止の可能性もあるものと考えております。その

はならないことを求めるものであります。この訴訟は、

ため、本件訴訟において、沖縄県が米国防総省の協議

辺野古新基地建設に係る行政手続の一つに関する訴訟

対象者である利害関係者であると主張することは、意

であり、辺野古新基地建設そのものの賛否を問う訴訟

義があるものと考えております。現在、沖縄県は、利

ではありません。

害関係者であると主張することの可否につきまして、
法的観点を含むさまざまな観点から検討しているとこ

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

ろです。

昇君） 土木建築部長。

〔土木建築部長

次に３、地位協定についての御質問(1)ア、他国地位

〇土木建築部長（宮城

宮城

理君登壇〕

理君） ２、辺野古新基地建設

協定現地調査について。３の(1)アから３の(1)ウまで

海域の活断層についての御質問の中の(1)、辺野古沿岸

は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えい

域の活断層についての御質問にお答えいたします。

たします。

普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書にお

沖縄県では、ドイツ及びイタリアにおいて、米軍に

いて、沖縄防衛局は、既存文献等で、沖縄島北部の目

起因する事故や訓練等、実際の事案に対する派遣国と

立った活断層は確認されていないと記しております。

受け入れ国の対応を中心に現地調査を行いました。ド

県は、引き続き、構造物に係る実施設計の事前協議に

イツでは、ラムシュタイン空軍基地及びシュパング

おいて必要な照査を行い、構造物全体の安定性及び安

ダーレム空軍基地の周辺自治体の首長、航空保安のた

全性を確認していきたいと考えております。

めの連邦監督局長、ドイツ航空管制の職員等と面談し
ました。航空法や騒音等の排出を防止する法律、ドイ

同じく２の(2)、海底地質調査資料についての御質問
にお答えいたします。

ツ軍の規則などを原則として米軍にも適用させること

県は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立承

で、夜間の飛行など米軍の活動を大きく制限している

認に基づく実施設計の事前協議において、ボーリング

ほか、周辺自治体は正当な理由があれば基地内への立

調査結果等の提供を繰り返し求めております。引き続

ち入りが可能となっています。また、騒音軽減委員会

き、構造物に係る実施設計の事前協議において必要な

が設けられ、周辺自治体の意見などを米軍が聴取して

調査結果の提供を求めていきたいと考えております。
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以上でございます。

えいたします。

昇君） 企画部長。

〇副議長（赤嶺
〔企画部長

ルート案の選定に当たっては、計画検討委員会にお

川満誠一君登壇〕

いて、事業効果や持続性、事業費・工期、事業実施上

〇企画部長（川満誠一君） ４、鉄軌道について(1)の

の留意点等の４つの項目について、総合的観点から検

ア、Ｃ派生案の経由地についての御質問にお答えいた

討がなされました。Ｃ派生案については、他案に比べ

します。

て事業費がやや高く工期が長いものの、極端に高額で

鉄軌道の構想段階における計画案づくりは、７つの

はなく、最新工法等の採用等によっては、事業費の縮

ルート案の中からよりよい案を選定する最終段階に

減等に向けた検討の余地もあるとの評価が示されてお

至っており、去る１月18日の計画検討委員会におい

ります。これら評価に加えて、鉄軌道の利用者数や公

て、Ｃ派生案が推奨ルート案として選定されたところ

共交通の利用転換量等が最も多いことや、事業実施の

です。Ｃ派生案は、那覇市から、人口及び宿泊施設が

目安となる30年から40年内での黒字転換が可能であ

集積する地域である浦添市、宜野湾市、北谷町、沖縄

ることも踏まえ、推奨ルート案として選定されたとこ

市、うるま市、恩納村を経由し、名護市までを結ぶルー

ろです。計画段階以降は、建設技術の進展等も踏まえ、

トとなっております。

コストの縮減や工期の短縮等についても幅広く検討を

次に同じく４の(1)のイ、Ｃ派生案の地下及び山岳ト

行っていく必要があると考えております。

ンネルの割合についての御質問にお答えいたします。
構想段階における計画案づくりでは、ルートにおけ

同じく４の(2)のウ、自動車から公共交通への利用転
換量の算出方法についての御質問にお答えいたします。

る構造は、地形図等から把握できる範囲で、市街地部

自動車から公共交通への利用転換量については、ア

と郊外部に分けて想定したところです。市街地部は、

ンケート調査等に基づき、県民や観光客の交通行動を

用地確保に費用と時間が多くかかるため、既存の道路

数式化した内閣府の予測モデルを用いて算出しており

空間内への拡幅を含めた高架橋と地下トンネルの整備

ます。当該モデルでは、移動に要する費用や所要時間

に要する費用を比較し、低いほうを想定しておりま

等を考慮した上で、県民等が交通手段として、自動車

す。郊外部は、市街地部に比べれば事業用地が確保し

や鉄軌道、路線バス等のうち、いずれを選択するかに

やすいと考えられるため、速達性、事業費低減等の観

ついて推計を行っております。なお、構想段階におけ

点から可能な限り短い距離で直線的に結ぶことを基本

る本検討は、おおむねのルート等の概略的検討を行う

とし、山岳部はトンネル、その他は高架橋を想定して

段階であることから、推計に用いられる鉄軌道の運賃

おります。この結果、Ｃ派生案は、地下トンネルが４

や所要時間等については、既存鉄道等を参考に設定し

割、山岳トンネルが２割、高架橋部が４割となってお

ております。

ります。より具体的な検討を行う計画段階以降は、現
場の状況等を詳細に把握した上で、経済性や環境面等、

次に４の(2)のエ、この後のスケジュールについてお
答えいたします。

さまざまな観点からより詳細にルートや構造等につい
て検討していくことになります。

現在は、推奨ルート案等について２月６日から約１
カ月間、パブリックコメントを実施しているところで

同じく(1)のウ、観光の観点での自然景観に対する考
えについての御質問にお答えいたします。

あり、年度内を目途に、計画検討委員会の検討結果や
県民意見等を踏まえ、計画案を決定することとしてお

本県は、観光立県であり、車窓からの美しい景観を

ります。計画案策定後は、早期に次の計画段階へ移行

楽しめるようにするなど、鉄軌道を観光資源としても

できるよう、鉄軌道導入に向けた機運醸成を図り、全

活用することは、非常に重要であると考えております。

国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の創設等、

一方で、経済性や速達性、災害への対応等、観光以外

早期の事業化を国に働きかけてまいりたいと考えてお

のさまざまな観点から検討を行う必要があります。具

ります。

体的な検討を行う計画段階においては、現場の状況等

次に４の(3)のア、平成28年度内閣府調査における

を詳細に把握した上で、車窓からの眺め等、観光の視

幹線骨格軸及び導入システムについての御質問にお答

点も踏まえながら、幅広く検討していくことが重要で

えいたします。４の(3)のアと４の(3)のイは関連いた

あると考えております。

しますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。

同じく４の(2)のア、Ｃ派生案の事業費及び工期につ

内閣府においては、沖縄振興特別措置法に基づき、

いての御質問でございますが、４の(2)のアと４の(2)

平成24年度から鉄軌道導入に当たっての諸課題等に

のイは関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答

ついて検討を行っております。幹線骨格軸については、
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運行事業者が施設整備から運行までを行う上下一体方

医師会病院の全ての職員を北部基幹病院の正職員と

式を前提に複数ルートが検討されております。平成28

して採用できるとは考えておりませんが、一部、新聞

年度調査では、県の構想段階における検討を踏まえ、

報道にあるような大量失業が生じることは、断じてな

うるま・恩納を経由する西海岸ルートに加え、新たに

いと考えております。仮に、北部基幹病院に正職員と

うるま・金武・宜野座を経由する東海岸ルートについ

して採用することができなかった場合には、北部地区

ても検討がなされ、その結果、いずれのルートも採算

医師会傘下の病院または診療所への再就職のあっせん

がとれないとの結果が示されております。また、導入

などに努めるほか、基幹病院の非常勤職員としての雇

システムについては、平成27年度までと同様、鉄道と

用または委託業務に係る求人情報の提供などにより、

トラムトレインを想定し検討がなされております。ト

再就職に向けた支援を行いたいと考えております。

ラムトレインについては、一般的に郊外部を専用軌道

次に(2)、北部機関病院に係る名護市の協力について

で走行し、市街地部は自動車と併走するシステムであ

の御質問にお答えします。５の(2)のアから５の(2)の

ることから、建設費が鉄道に比べ安価であるものの、

ウまでは関連しますので一括してお答えします。

自動車との併走区間は走行速度が制限されるため、こ

北部基幹病院の整備に当たり、県が必要と考えてい

れまでの調査においても速達性が低いことが示されて

る名護市の協力としましては、まず、新病院のインフ

おります。

ラ整備との関連では、幹線道路から基幹病院にアクセ

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

スするための道路及び同病院において下水道の利用が

昇君） 保健医療部長。

〔保健医療部長

砂川

可能となるために必要なインフラを整備していただく

靖君登壇〕

こと。次に、既存計画との関連では、名護市に基幹病

靖君） それでは、５の北部基

院を建設するための障害となるような都市計画、土地

幹病院についての御質問の中の(1)、初期投資及び市町

利用計画などの計画がある場合には、これらの計画の

村負担についての御質問にお答えします。５の(1)のア

見直しを行っていただくこと。次に、既存施設との関

と５の(1)のイは関連しますので一括してお答えしま

連では、建設場所の近くに建設の障害となる公共施設

す。

または景観上好ましくない公共施設が存在する場合に

〇保健医療部長（砂川

北部基幹病院の整備につきましては、県、北部地区
医師会及び同病院並びに北部12市町村で、統合の基本

は、これらの公共施設を移転していただくことなどを
考えております。

的枠組みに関する協議を開始したところであります。
平成30年１月18日に開催した第１回協議会では、統

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

合に当たって整理すべき課題に関する県の考え方など

昇君） 商工労働部長。

〔商工労働部長

屋比久盛敏君登壇〕

を説明してきたところであります。また、２月７日の

〇商工労働部長（屋比久盛敏君） ６、我が会派との関

第２回協議会におきましては、北部基幹病院の収支の

連質問についての(2)、監理団体の協議会設置について

シミュレーション及び基本合意書案のたたき台につい

にお答えいたします。

て、県の考え方を説明したところであります。あわせ

外国人技能実習制度については、技能実習の適正な

て、同シミュレーションを行う上で必要となる初期投

実施及び技能実習生の保護を図ることを目的として、

資費用の試算額についても、県が想定する病床数及び

平成29年11月１日に外国人の技能実習の適正な実施

先行事例を参考に説明したところであります。また、

及び技能実習生の保護に関する法律が施行されたとこ

北部基幹病院は、
単なる県立病院の建てかえではなく、

ろであります。

２つの病院を統合し、整備するものであること。法律

この中で、監理団体について、届け出制から許可制

上も受益の限度において市町村に負担を求めることは

とし、許可の基準や遵守事項等が規定されるなど、規

認められていること。他県で、県と市町村が負担を折

制が強化されております。また、厚生労働省と法務省

半し、病院を整備した事例があること。過去に、北部

の所管する認可法人として外国人技能実習機構が設立

12市町村でも、北部地区医師会附属病院を整備した事

され、監理団体設置に係る調査や実地検査を行う等、

例があることなどを勘案し、北部12市町村にもその費

監理団体に対する監督が強化されております。

用の一部を負担していただきたい旨県の考え方を説明
してきたところであります。

県としましては、関係機関と連携し適正な制度運用
が図られるよう、動向に注視してまいりたいと考えて

次に(1)のウ、採用されなかった場合の対応について

おります。

の御質問にお答えします。

以上です。
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〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

〇親川

どうも御答弁ありがとうございまし

敬君

敬君。

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

午後４時26分休憩

た。

午後４時26分再開

まず今回は、知事の政治姿勢の中で、特に辺野古の

〇副議長（赤嶺

問題については、私は環境の面からちょっと議論を深

昇君） 再開いたします。

環境部長。

めていきたいと思っています。この中でも、ジュゴン

〇環境部長（大浜浩志君） 先ほど重要な主要海域と

を取り上げて、環境はいかに大事なのかということも

して７海域を選定したということでありますけれど

議論していきたい。やっぱり私たちは、この辺野古の

も、この基本的な方策の考え方としましては、ジュゴ

海域というのは、世界でも一級クラスの自然景観を有

ンの餌場となる主要海域の環境保全、それから分布域

している場所だということについては認識は一緒だと

などの生態解明に関する調査研究の推進とか、それか

思います。あえてそこを私たちは、この長い間、人類

ら混獲対策の推進とかが示されております。こういっ

含めて、沖縄県含めて、自然に育まれてきたという思

たものにつきまして、今後の施策、それから国等への

いは、これは共通だろうと思います。そういう中で、

説明等について生かしていきたいなというふうには考

超一級の自然景観が残っているところをあえてああい

えております。

う形で自然を壊していく。私は、それはあってはなら

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

ない、そういうことを議論を深めながらやっていきた

〇親川

次行きます。

いと思います。

敬君

敬君。

辺野古崎大浦湾における2014年４月から７月まで

そこで、
このジュゴンのことについてですけれども、

防衛局が行ったジュゴンはみ跡調査結果を沖縄県はど

県が行っているジュゴン保護対策事業について、内容

のように把握されていますでしょうか。そして、その

と直近の結果をお願いします。

調査でわかったはみ跡の現状はどのようになっている

〇副議長（赤嶺

昇君） 環境部長。

のか、これちゃんと保存がされているのか、どういう

〇環境部長（大浜浩志君） お答えします。

把握をされているのか。

県では、平成28年度から今年度にかけて、沖縄島周

〇副議長（赤嶺

昇君） 環境部長。

辺海域を対象としましたジュゴン保護対策事業を実施

〇環境部長（大浜浩志君） お答えをさせていただき

しております。この事業では、ジュゴンの生息調査を

ます。

４海域で実施しておりますけれども、このうち１海域

県では、防衛局は平成26年４月から７月に実施した

の中で４地点、
ジュゴンのはみ跡を確認しております。

ジュゴンのはみ跡調査の結果につきまして、シュワブ

また今回の調査では、これまで知見が乏しかった水深

Ｈ25水域生物等の調査の報告書及び平成28年度の普

が５メートル以上に発達した藻場におきましても、は

天間飛行場代替施設建設事業に係る事後調査報告書の

み跡が確認されたことから、浅場の藻場だけではなく

中で把握しております。この事後調査報告書等では、辺

て、深場の藻場についてもジュゴンが利用していると

野古の大浦湾西部におけるジュゴンのはみ跡数は、こ

いうことが明らかになっております。これらの調査結

の４月から７月の間に合計77本というのが確認をさ

果や既存の目撃情報などをもとに、有識者から成る検

れております。なお、この辺野古の大浦西部で確認さ

討委員会の意見も踏まえて、ジュゴンの餌場として主

れたはみ跡につきましては、埋め立てによって消滅す

要海域として、大浦湾周辺海域を含めた７海域の選定

るということになるという形で認識をしております。

を行うとともに、ジュゴンの保護方策について検討を

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

しているところであります。

〇親川

そのとおりなんですね。このジュゴ

以上であります。

敬君

敬君。

ンの監視調査の結果、今おっしゃるようなところでは、

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

敬君。

辺野古の海域においてもはみ跡が確認されたという結

〇親川

この皆さんの事業概要の中に、事業

果は出ています。そこをあえて壊していくと。これが

効果としてという欄がありまして、その中で、保護策

現在の辺野古の基地建設に係る、これ自然を壊してい

の提言などを国は行っていくという記述があります。

くということがまずわかったと思います。

敬君

そういう提案をできる場というんですか、そういう既

次に、辺野古崎の辺野古側には、沖縄最大の海草藻

存の場があるのか、それとも新しく設けるのか、この

場があると言われています。沖縄県はどのように把握

辺少し答弁をお願いします。

されていますか。そして、その場所は現在どうなって

〇環境部長（大浜浩志君） 休憩お願いします。

いるんでしょうか。
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昇君） 土木建築部長。

〇副議長（赤嶺

〇土木建築部長（宮城

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

理君） お答えいたします。

普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書にお

土木建築部長。
〇土木建築部長（宮城

いて、沖縄防衛局は、辺野古全面海域における海藻類

理君） お答えいたします。

これ平成27年６月開催の第５回環境監視等委員会、

の現況面積607.5ヘクタール、また海草類の現況面積

この中で示された計画案についてでございますけれど

488.3ヘクタール、このように記載しております。現

も、沖縄防衛局は、個体Ｃ、この行動範囲が非常に広

在、辺野古崎のこの辺野古側海域では、Ｋ１護岸、Ｋ

いということで、古宇利島沖と嘉陽沖との間を行き来

４護岸、Ｋ２護岸、Ｎ５護岸、４護岸の工事が行われ

するとともに、大浦湾内への進入も確認されるなど情

ているところでございます。

報が蓄積されていると、このような記述がございます。

以上でございます。

また、個体Ｃの行動範囲等につきましては、これは埋

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

〇親川

ここも、辺野古崎の沖縄最大の海草

敬君

敬君。

立承認願書に添付された環境保全図書、この中におい
ても、同様に記載されているところでございます。

藻場と言われるところも工事によって壊していくとい
うことも明らかになったと思います。

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

次に行きます。

〇親川

そこで今、今言われたこの計画案、

防衛局が2015年６月に作成したジュゴンに関する

27年の６月にされた計画案の中には少し触れていま

保護措置では、工事海域とその周辺で調査をするとい

したけれども、その計画の中で、個体Ｃということに

う計画がされていましたけれども、どのような調査を

ついての記述がありますが、そのことについてどのよ

計画していたんでしょうか。

うに把握をされていますか。

〇副議長（赤嶺

昇君） 土木建築部長。

〇土木建築部長（宮城

敬君

〇副議長（赤嶺

理君） お答えいたします。

敬君。

昇君） 土木建築部長。

〇土木建築部長（宮城

理君） 一部繰り返しになり

平成27年６月開催の第５回環境監視等委員会で示

ますが、行動範囲が広いということと、古宇利島沖、嘉

された計画では、ジュゴンの工事海域への来遊、接近

陽沖、この間を行き来しているということ、また、大

状況について、監視警戒システムによる監視とヘリコ

浦湾内、ここにも進入が確認されるということで、情

プターからの生息確認、音響技術を用いた監視装置に

報は随分蓄積されているというふうに記述されており

よる監視、これを工事海域及びその周辺で行うという

ます。この移動範囲等についても、これは当初の埋立

計画でございます。また、嘉陽周辺海域及び他の生

承認願書の中で示されております。環境保全図書の中

息海域におけるジュゴンの生息状況につきましては、

においても、同様の記載がされていると。そこが確認

ジュゴンの来遊状況調査と同様の調査を嘉陽地先海域

されてきているということでございます。

や古宇利島沖など、これまでジュゴンの生息移動が確

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

認されている海域で実施するということになっており

〇親川

大まかじゃなくてちょっと記載を読

ます。さらに、海草藻場の利用状況につきまして、潜

み上げていきたいと思います。これは17ページにある

水目視観察――これマンタ法でございますけれども、

記述です。

敬君

敬君。

この潜水目視観察によるはみ跡記録、これを安部及び

個体Ｃが工事の――エリアの話です――エリアのと

嘉陽地先の海草藻場で実施すると、こういうふうにし

ころで、個体Ｃが午後の時間帯を中心に大浦湾東側沿

ております。

岸に沿って大浦湾の湾内に進入する行動が見られる

以上でございます。

と。そして大浦湾西側の施行区域内の海草藻場におい

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

敬君。

て、春を中心にして、春期を中心にして確認されてい

〇親川

この平成27年６月の調査計画でも、

ると。ジュゴンのはみ跡は個体Ｃによる夜間の採食活

敬君

調査の範囲という項目があります。その中にも、工事

動によるものと推定されると。個体Ｃがこの工事の海

海域及びその周辺、今部長がおっしゃった嘉陽地先も

域にいたということを彼らは記述しているわけです。

あります。現在その工事海域及びその周辺での調査計

今現在、個体Ｃについてどういうふうに県としては把

画というのはどのようになっているんでしょうか。

握されていますか。

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

午後４時32分休憩

午後４時36分休憩

午後４時33分再開

午後４時36分再開
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産使用協議、これに同意したところでございます。な

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

お、公有水面埋立法に基づく承認を受けたこの事業実

土木建築部長。
理君） お答えいたします。

〇土木建築部長（宮城

これも平成29年７月７日に開催されました第８回
環境監視等委員会において、沖縄防衛局が報告してい

施区域というものは、公共用財産使用協議、これが必
要ではありませんので、既に２カ所、測定機器は既に
設置されているということでございます。
以上でございます。

る内容でございますけれども、３頭のジュゴンのうち
個体Ｃは、平成27年７月の古宇利沖以降確認されてい

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

ないということでございます。

〇親川

こういう立入制限区域というんです

敬君

敬君。

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

敬君。

か、臨時制限区域には設置はできないということなん

〇親川

そうなんですね。この27年の防衛局

ですけれども、そこで、この接近した場合には、工事

の調査報告書の段階では、工事の海域に個体Ｃがいた

を中止して見守るという保全措置があるにもかかわら

んだという、彼ら記載をしているわけです。ところが

ず、この確認すること、手段すらもとっていない。私

今はいなくなって、見られないというふうに言ってい

はそこも大問題だと思います。やっぱりそういうこと

ます。この防衛の皆さんが出した環境評価書、その中

も一つ一つ確認をしながら、大事な自然は守っていく

には、ジュゴンのことについてどういう記載があるか

んだというスタンスをぜひ持ち続けていただきたい。

敬君

ちょっと休憩。

というと、ジュゴンの個体及び個体群に対する影響と
予測調査というところでは、嘉陽沖や大浦湾で確認さ

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

れているような個体Ｃに影響を及ぼす可能性はほとん

午後４時40分休憩

どないと。こういう記載がされているわけです。とこ

午後４時40分再開

ろが今、確認をしてきたように、彼らみずから個体Ｃ

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

はいましたよと記載しているのに、こういう工事をし

〇親川

そこで、名護市議会の要請である利

ながら追い出していっていませんと。私は、それはア

害関係者であることの通知について、訴訟との関連で

セスも十分じゃなかったと思っています。このアセス

どのように把握をされていますか。時期的な問題も含

が十分じゃないということは、環境監視等委員会の役

めてです。

目が十分じゃなかったんじゃないの。そこにもつなが

〇副議長（赤嶺

敬君

昇君） 休憩いたします。

午後４時41分休憩

るものだと思います。

午後４時41分再開

そしてもう一つ大事なことは、この環境保全措置の
中には、今言ったこのペーパーの環境保全措置の中に

〇副議長（赤嶺

は、工事施工区域へのジュゴンの接近が確認された場

知事公室長。

昇君） 再開いたします。

合には、工事関係者へ連絡し、水中音を発する工事を

〇知事公室長（謝花喜一郎君） ことしの５月に審理

一時的に中止するなどの対応をしますと書いてあるん

がまた始まるということで、名護市からは県に対して、

です。

利害関係者であることを県も早目に対応してほしいと

そこでお尋ねします。

いうような要請を受けているところでございます。

今回、県が……

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

〇親川

そこで、知事にお伺いしたいと思い

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

敬君

敬君。

ます。

午後４時39分休憩

名護市では、名護市議会の議決を受けまして、2018

午後４時39分再開
〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

年１月31日に、米国国務省ほか２カ所に辺野古大浦湾

〇親川

今回、沖縄県が許可をしたジュゴン

における視察調査の許可の要請についてという文書を

生息域における生息状況環境調査の場所に辺野古大浦

送付しています。その文書の前段には、沖縄県名護市

湾が含まれていますか。

辺野古大浦湾における普天間飛行場代替施設の建設に

敬君

〇副議長（赤嶺

よる環境への影響について、名護市が判断できるよう

昇君） 土木建築部長。

〇土木建築部長（宮城

理君） お答えいたします。

に、米国への協力を要請しますと。国務省の協力を要

県は、沖縄防衛局がジュゴン生息域における生息状

請します。この要請は、2017年８月に出された米国の

況調査のために提出した古宇利海域、嘉陽海域、そし

控訴裁判所でのジュゴン訴訟の判決を踏まえてのもの

て辺戸海域、安田海域、この４カ所の海域の公共用財

ですとあります。ということは、つまりこの要請は、
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裁判の結果に基づいて行われる法的な根拠を持ったも

努めるべきだと思います。

のです。時期を逸しないように早目に名護市議会の要

次行きます。

請に応えるべきだと思いますが、知事のお考えをお聞

あとこの活断層のことについて、国外や国内の現行

かせください。

法で、活断層と建築物の関連規定はどのようになって
昇君） 知事公室長。

〇副議長（赤嶺

いるんでしょうか。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） まずただいま議員が

〇知事公室長（謝花喜一郎君） 副議長、休憩お願いし

読み上げました１月31日の文書、県のほうも入手して

ます。

ございます。

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

まず、名護市は利害関係者であるんだという、その

午後４時46分休憩

前提として基地は名護市で建設されているからという

午後４時46分再開

ようなことで、それでこの米国防総省等に対して立入

〇副議長（赤嶺

調査を求めると。立入調査の場所等についても、視察

知事公室長。

を許可することということにつきましても、先ほど議

昇君） 再開いたします。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

員が述べておりましたが、70本以上のジュゴンの食

米国カリフォルニア州には、活断層一帯に一定の建

跡が確認された海草藻場、そういったＫ９護岸の工事

築禁止を求める活断層法があるということでございま

が行われている箇所、それからＫ１、Ｎ５、Ｎ４の護

す。同法では、活断層から両側それぞれ約15メートル

岸工事が行われている場所、そういったところの立入

の範囲に新たな建物を建ててはならないとし、活断層

調査を求めているということです。それから、国防総

から左右約150メートルの範囲に建物を建築する場合

省がこれまで集積したジュゴンとかジュゴンに関連す

は、地質調査を行い、活断層がないことを確認するこ

る関係文献についての情報を市に提供すること。こう

となどが義務づけられているところです。

いったことを事細かく依頼をしているというふうに承

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

知しております。

〇親川

やっぱり活断層を確認しなさいとい

敬君

敬君。

このような実に細やかな調査を名護市のほうで行っ

うことなんです。そこは今言いましたように、否定は

ているということを受けまして、県においても、今利

していないと。ないとは言えませんよということなん

害関係に該当するかどうか、法的観点から検討してい

です。そこも早目に情報収集するなりして明らかにし

るところですが、その作業の速度を速めて、加速度的

ていただきたい。

に対応していきたいというふうに考えているところで

それで地位協定についてお伺いします。

す。

今回、ドイツとイタリアを選択した理由についてお

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

〇親川

ぜひ急いでやっていただきたいと思

敬君

敬君。

聞かせください。

います。

〇副議長（赤嶺

昇君） 知事公室長。

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

それでは、２のほうに移ります。

まずドイツとイタリアを選択した理由ですが、ドイ

今、政府として、活断層の話ですけれども、活断層

ツ及びイタリアはＮＡＴＯ諸国の中で多くの米軍が駐

は存在していないという根拠になっているのは、これ

留している国ということがございました。また地位協

は我が県出身の国会議員が質問した中で、政府は、こ

定の改定ですとか、新たな取り決めの締結実績を持っ

の活断層が存在するとは認識していないと。その根拠

た国であると。そういったことから、今回調査対象に

になるのは、産業技術総合研究所のホームページに公

したところでございます。

開している活断層データベースに辺野古新基地地域、

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

海域の活断層の記載がないということをもって活断層

〇親川

今、ドイツとイタリアでは、地位協

はないという認識だということなんです。ところが、

定の改定があったんだという、だからそこを選んだん

このホームページを開いてみました。このホームペー

だということのお話でした。その改定をする動機とい

ジには、本データベースには、これに示された断層線

うんですか、きっかけというのは、どういうふうにお

以外に活断層が存在する可能性を否定するものではあ

話しされていたんでしょうか。

りませんと記載されているんです。ということは、誰

〇副議長（赤嶺

もがまだわかっていないということなんです。だから

〇知事公室長（謝花喜一郎君） お答えします。

そういうことも含めれば、ぜひとも早目に資料収集に
－ 440 －

敬君

敬君。

昇君） 知事公室長。

ドイツで1993年に改定していますが、その５年前の

1988年に駐留軍の航空機の事故が相次いだというこ

から、軌道運転規則53条により、最高速度が毎時40キ

とがございます。多くの死傷者を出したということで、

ロと制限されております。このため、路面電車の走行

ボン補足協定の改定を求める国民世論が大きくなっ

速度を高速化するためには、鉄道と同様に専用の空間

た。そういったことを背景に、ドイツ側が、ドイツ政府

を確保いたしまして、この当該区間につきまして、特

を中心に抜本的な見直しを要求したとされています。

認を受けるか、鉄道事業法に基づく免許を得る必要が

また、改定交渉に臨んだドイツの代表団には、連邦政

あるということでございます。

府だけでなく各種の代表団も参加しております。イタ

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

リアですが、イタリアも1995年に米伊両国によるモデ

〇親川

今言う40キロ以下とされておりま

ル実務取り決めが締結されておりますけれども、その

す、53条では。他市では、時速50キロだとか65キロ

ときから、基地はイタリアの司令官のもとに置かれる

だという事例もあるようです。そこは、定時定速の話

ことが規定されておりました。ただイタリアにおきま

からすれば、やっぱり検討すべき価値があるんじゃな

しても、３年後に、1998年にロープウエー切断事故、

いかなと思っていますので、その辺もぜひ検討してい

これで20名もの死者が発生したということで、反米軍

ただきたい。そして、皆さんが出していらっしゃるこ

感情が高まった。こういったことを背景に米軍機の訓

のニュース（資料を掲示） この第６号の２ページ、Ｑ

練に対する許可制度や飛行規制を大幅に強化したとい

＆Ａのところには、交差点では道路と線路を立体交差

う流れでございます。

することが原則ですと。これもそういう記述がありま

いずれの国も、事件や事故をきっかけとしまして、

敬君

敬君。

すけれども、ほかの都市では、例外があるようですけ

国民世論の高まりを背景に交渉に臨んだということが

れども、その例外を把握していらっしゃるんでしたら

わかったところです。

教えてください。

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

〇親川

そうなんですね。全く今沖縄の現状

敬君

敬君。

〇副議長（赤嶺

昇君） 企画部長。

〇企画部長（川満誠一君） お答えいたします。

と同じです。去年などは、県議会として基地にかかわ

鉄道に関する技術上の基準を定める省令、国交省令

る決議を13回もやったと。まさしくそういう異常な状

でございますが、これによりますと、安全確保の観点

態が続いている中です。ぜひとも改定を早めるための

から、鉄道と道路の交差は原則立体交差、要するに踏

作業をしていただきたい。要望するための作業をして

切は設けないというのが原則にもなっております。そ

いただきたいと思います。

れで、同省令では、ただし書きにおきまして、道路の

次行きます。

交通量が少ない場合、または地形上等の理由によりや

鉄軌道のことについてお尋ねします。

むを得ない場合には、この限りでないとされていると

まず軌道運転規則53条に最高速度の規定がありま

ころでございます。

す。そこには道路に柵を設け、占有空間を設けた場合

〇副議長（赤嶺

昇君） 親川

にはその例外があるんだと。その例外は、他市でも例

〇親川

皆さんのこの記述の中にも、将来的

外があるようですけれども、どのような例外でしょう

な技術含めていろんな検討が必要だという記述があり

か。把握をされているんでしたらお聞かせください。

ます。ですから、人工頭脳で今後はやっぱりそういう

昇君） 企画部長。

技術を活用すれば、私は平面交差でもいけるんだと思

〇副議長（赤嶺

〇企画部長（川満誠一君） お答えいたします。

敬君

敬君。

います。それは、空間の利用の仕方の問題だと思いま

軌道運転規則第53条ですか、最高速度の規定がござ

す。ぜひその辺のところも新しい技術を検討しながら、

いまして、例外というのは、まず原則について申し上

ぜひ経費の、あともう少し時間があれば経費のことに

げますが……、失礼しました。鉄軌道の今……、済み

ついてもやりたかったんですけれども、内閣府の調査

ません、ちょっと休憩お願いします。

によれば、トラムは時間的にはちょっとかかりはしま

〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

すけれども、事業費は2700億と言われていますよね。

午後４時51分休憩

皆さんのところは6000億でしたかね。そういう余りに

午後４時52分再開

も差があり過ぎる。そこは定時定速を確保するために

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

は、選択は必要なんでしょうけれども、私はまだこの

〇企画部長（川満誠一君） 失礼いたしました。

基本構想段階だったら、まだいろんな検討ができるん

路面電車につきましては、自動車との併走、つまり
同一平面上で併走するものですから、安全確保の観点

だろうと思っています。ぜひそこも検討していただき
たい。
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以上、終わります。
〇副議長（赤嶺

東浜巨選手みたいなプロ野球選手になりたいというこ

昇君） 照屋大河君。

とで、その子は力強く答えていました。巨選手、昨年

〔照屋大河君登壇〕
〇照屋

大河君

シーズン最多勝、そして先日は侍ジャパンにも選出さ

こんにちは。

れて地域も非常に元気や勇気をもらった選手です。そ

社民・社大・結連合、社民党の照屋大河です。

んな夢を語れる子供たちを、沖縄の子供たち、どの地

最後の質問者になりました。

域に生まれようとも、どの家庭に生まれようともそん

よろしくお願いします。

な夢が語れる、夢を持つことができるような沖縄をぜ

所信を述べながら質問を行いたいというふうに思い

ひつくっていただきたいなと翁長知事には期待を申し

ます。

上げます。

まず知事は、辺野古に新基地はつくらせないという

それからこの日は小学校のグラウンドでの大会でし

ことを新年度に向けても県政運営の柱に掲げました。

た。教育長が全小学校、学校、中学校や特別支援学校

方針の表明がありました。ぶれない知事の姿勢を高く

での上空での飛行をやめろと防衛局に言ったというこ

評価すると同時に、私も全力で翁長知事をそして翁長

とで、その姿勢を高く評価、敬意を表したいなという

県政を支え抜く覚悟と決意を申し上げたいというふう

ふうに思っています。

に思います。

普天間第二小学校の件がこの議会でも議論されまし

それからもう一つ、子供の貧困、その問題を解決す

た。避難工作物を設置あるいは監視員などを置いて運

ると。翁長知事はそのスタートのときに性根を据えて

動場の再開が行われたようですが、そういう条件のも

その解決に取り組むということをこの場でおっしゃい

との再開というのは結局不安や恐怖を持ちながらそう

ましたが、この貧困の問題の解決にも大きく期待をし

いう運動場の使用があるということで解決には至って

ています。子供たちが夢や希望を語れない、夢や希望

いないというふうに思っています。そういう意味では

を語ることが許されないというような貧困の問題、複

飛行の停止、運用の停止を含めて基地問題にも知事に

合的な課題を抱えるこの問題の解決にぜひまた力を尽

はさらに力強く当たっていただきたいということを申

くしていただきたいというふうに応援をしていきたい

し上げて、質問を行いたいというふうに思います。

と思います。

まず、知事の政治姿勢について。

この貧困の問題、子供の夢、希望ということで先日
ある男の子の夢に出会ったので少し紹介したいなとい

(1)、県政運営の柱たる辺野古新基地建設問題につい
て。

うふうに思います。

知事は、辺野古に新たな基地をつくらせないという

息子、次男が所属する少年野球チームの大会の応援
に先日行きました。
試合は大激戦、大接戦で最終回まで

ことを2018年度も引き続き県政方針の柱に掲げたこ
とについて、以下質問いたします。

１点差でした。21対20。最終回裏の攻撃、ツーアウト

ア、知事は報道各社の新春インタビューに対し、辺

になって最後のバッター、所属チームの監督が代打を

野古新基地建設について、県民が不屈の闘志で力を合

送り出したんですが、必死になってピッチャーに向き

わせれば阻止する可能性が高いと述べています。その

合う少年、子供。監督もサインを出すんですが、首を

根拠について伺います。

ひねるものだから監督ももうどうしようかということ

イ、新春インタビューで知事は、辺野古の埋立承認

で、相手チームにもあるいはグラウンドじゅうに響く

撤回の時期について、任期をまたぐことは基本的に考

ような声で、３回力強く振りなさいと。この子もうな

えていない。任期中に考えると述べられているが、間

ずいて、３回、まず１回目空振り、２球目空振り、し

違いないか伺います。

かし３球目に当たったんです、ボールに。そしてただ

(2)、名護市長選と民意について。

これが内野ゴロ、ぼてぼての内野ゴロ。必死にチーム

ア、去る２月４日投開票の名護市長選挙の結果につ

メートや応援のお父さん、お母さんの走りなさい、ベー

いて知事の総括を伺います。

スに向かって走れと言って、この子は一目散に駆け出

イ、名護市長選の前と後で辺野古新基地建設への民

したんですが、向かったベースがサードベースだった

意に変化はあったと考えるか、その根拠は何か。知事

ものですから、１塁にボールが送られて残念ながらア

の見解について伺います。

ウト、ゲームセットとなってしまいました。とても印
象に残ったので試合が終わってその選手に声をかけた

(3)、沖縄の基地問題に対する安倍内閣の姿勢につい
て。

ら、将来の夢はうるま市で大活躍したソフトバンクの
－ 442 －

ア、県内で続発する米軍事故について、１月25日

に衆議院本会議場で、それで何人死んだんだとのやじ

治会を含む与勝地域の計18自治会連名での抗議文書

を飛ばした松本文明内閣府副大臣が辞任をいたしまし

を沖縄防衛局に提出しています。与勝地域自治会の総

た。耳を疑うような暴言であるが、知事の受けとめに

決起は、異常事態の常態化を絶対に許してはいけない

ついて伺います。

との危機感に基づくものであります。県としても従来

イ、安倍首相は１月29日の衆議院予算委員会で内
閣府副大臣の辞任について自身の任命責任を認めまし

の抗議申し入れにとどまることなく、より踏み込んだ
行動に出る考えはあるか見解について伺います。

た。一方、沖縄の人々の気持ちに寄り添いながら基地

(2)、嘉手納基地の夜間騒音について。

負担の軽減に全力を尽くす、これが政府としての一貫

沖縄防衛局が今年度から始めた嘉手納基地の24時

した方針だと強調いたしました。沖縄の気持ちに寄り

間目視調査で、昨年４月から11月の８カ月間で夜間飛

添うとの安倍内閣の基本姿勢を翁長県政としてどのよ

行回数が1173回に上ったことが明らかになりました。

うに受けとめるのか見解について伺います。

そのうち、604回が午前０時から５時59分の深夜・未

(4)、去る２月15日、東京都内で開催された全国知
事会の米軍基地負担に関する研究会について。

明・早朝に集中しています。エンジン調整などを含め
れば、回数はさらにはね上がると思われます。

知事の発言ということで報道されましたが、振興策
をもらったらと逆提案したいぐらいとして不満をぶつ

調査結果に対する県の受けとめと評価について伺い
ます。

け、本土と沖縄の認識の溝や沖縄の置かれた苦しい立

事態改善に向けた県の取り組みについて伺います。

場を吐露したとの報道について、発言に至った研究会

大きい３番、油漂着問題について。

の状況について伺います。

(1)、本島北部の西海岸を中心に黒い油状の塊などが

研究会は２月15日のその日の会議で終了し、７月の

漂着している問題について、去る２月14日に県や関係

知事会に報告する予定だったが、翁長知事の要請でも

市町村、第11管区海上保安本部が緊急対策会議を開い

う一度開く方針を確認したようだが、理由について伺

たようであります。

います。

ア、油漂着の状況と環境や生態系への影響、水産物

(5)番、高江県道制止訴訟、控訴見送りについて。

への被害状況等について伺います。

東村高江のヘリパッド建設をめぐり、県警による通

イ、去る１月14日に東シナ海で発生したタンカー船

行制止を違法とした訴訟で、被告である県は一審那覇

沈没事故で流出した重油との因果関係について11管

地裁判決を受け入れ、控訴を見送りました。

区は調査中としているが、県の見解について伺います。

報道されているとおり、最終的に控訴見送りを決断

ウ、イギリスの研究グループは、過去35年で最悪の

したのは知事で間違いないか、決断に対する知事の思

油流出事故と位置づけ警鐘を鳴らしているが、県の受

いについて伺います。

けとめと事態の収束見込みについて見解を伺います。

大きい２番、基地問題について。

４、教育行政について。

(1)、うるま市東部与勝地域における米軍訓練激化と

(1)、平敷教育長は、去る２月15日、沖縄防衛局の

事故増加について。

中嶋局長に対し、県内の全小中学校や特別支援学校上

ア、津堅島訓練場水域で過去20年間において７回し

空の飛行禁止を米軍に求めるよう口頭で要請したよう

か確認されなかったパラシュート降下訓練が昨年だけ

だが、要請に至った経緯と教育長の考えについて伺い

で９回に上るなど激増、ことしも１月19日にうるま市

ます。

が中止を求める中、米軍は強行しています。何とかと
める手だてはないかと住民から悲痛な声が寄せられて

(2)、文部科学省が公表した2022年度から実施する
高校の新学習指導要領改訂案について。

いるが、県の受けとめと取り組みについて伺います。

ア、学習指導要領はこれまで大綱的な基準とされて

イ、昨年来、米軍ヘリの不時着やオスプレイのエン

きたが、改訂案は指導内容や狙いなど細部に踏み込ん

ジンカバー落下事故など伊計島における基地被害が相

で説明し、教科ごとの学習目標も細かく記述している。

次いでいます。原因についてどう考えているのか、県

大綱的性格が変わり、教える側の裁量を狭めかねない

の分析について伺います。

との指摘もありますが、教育長の見解について伺いま

ウ、去る１月21日、米軍ヘリ不時着に対する伊計島

す。

抗議集会が開かれ、米軍機の不時着事故に強い抗議の

イ、学習の目標に、公民として自国を愛しと愛国心

意思を怒りの意思を示しました。また、オスプレイの

が強調され、国家主権、領土といった項目が重視され

エンジンカバー落下事故を受け、２月21日には伊計自

ていることについて、教え方によっては国民のあるべ
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き姿が強調され過ぎて、異なる考えが排除されたり、

らに事前の世論調査や当日の出口調査等においても、

時の政権の画一的な価値観や規範意識の押しつけにな

辺野古新基地建設に反対の立場の有権者が６割以上と

らないかとの懸念も示されているが、見解について伺

の結果が示されているところであります。

います。

これらのことから、今回の選挙結果により直ちに辺

ウ、大幅な改訂であるために教員に対する丁寧な説
明や十分な研修など手厚い支援が必要と考えるが、見

野古新基地建設反対の民意が否定されたものではない
と考えております。

解について伺います。

その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ

(3)、八重山教科書問題について。

せていただきます。

文科省前事務次官の前川喜平氏が、2011年に起きた

〇副議長（赤嶺

八重山教科書問題について沖縄タイムスの取材に対し、

昇君） 知事公室長。

〔知事公室長

謝花喜一郎君登壇〕

担当局長だった当時を振り返り、当事者としてさまざ

〇知事公室長（謝花喜一郎君） １、知事の政治姿勢

まに証言している。足かけ４年にわたって県内で大き

についての御質問の中の(1)ア、新春インタビューにお

な社会問題となった同問題について、その背景や実態

ける知事発言についてお答えいたします。１(1)アと１

を探り検証する意義は大きいと考え、以下質問します。

(1)イは関連いたしますので一括してお答えいたします。

前川氏は、竹富町に対する是正要求は理不尽、正当

知事は、去る平成29年12月21日の報道各社の新春

な根拠はないと思っていたと述べるなど、教科書無償

合同インタビューにおいて、県民が皆で力を合わせれ

措置法や地方教育行政法との食い違いから生じていた

ば公約実現の可能性は高くなると思うと述べておりま

法解釈について、おおむね当時の県教育庁や竹富町教

す。これは埋立工事におくれが生じていることについ

育委員会の主張に沿った考えを述べているが、県当局

て、辺野古新基地建設に反対する沖縄県民の民意が生

の受けとめについて伺います。

かされているとの考えによるものです。撤回の時期に

５番目、土木行政について。

ついては、任期をまたぐことは基本的に考えていない

(1)、与勝一周道路事業計画について。

と述べており、法的な観点や日々の国の動き等を想定

ア、事業計画の進捗状況について伺います。

して検討し、知事の責任において判断することになる

イ、うるま市との協議と連携の状況について伺いま

ものと考えております。

す。

次に(3)のア、内閣府副大臣の発言と安倍内閣の基本

６、我が会派の代表質問との関連について。

姿勢の見解について。１の(3)アと１の(3)イは関連い

宮城一郎議員の代表質問中、株式会社倉敷環境の営

たしますので一括してお答えします。

業停止に伴う一般ごみの受け入れ問題についてとの質

普天間飛行場所属機を初め米軍機は、昨年からこと

問に関連して、同事業者によるうるま市における新た

しにかけて不時着・炎上、部品落下、緊急着陸などを繰

な施設建設計画という報道がありましたが、現時点に

り返し日常的に米軍基地と隣り合わせの生活を余儀な

おいて県の把握する内容について伺います。

くされている県民は、平穏な日常生活や生命に対する

以上、よろしくお願いします。

大きな不安を感じております。そのような中での副大

昇君） 翁長知事。

〇副議長（赤嶺
〔知事

臣の発言は県民の不安を一顧だにしないものであり、

翁長雄志君登壇〕

強い憤りを禁じ得ません。また昨年12月のＣＨ53Ｅか

〇知事（翁長雄志君） 照屋大河議員の御質問にお答

らの部品落下事故を受け、県は全航空機の緊急総点検

えいたします。

の実施や航空機整備、安全管理体制の抜本的な見直し

知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、名

を求めましたが、それに答えず米軍の飛行再開を容認

護市長選挙の結果と民意についてお答えいたします。

するなどしてきた政府の姿勢は、沖縄の人々の気持ち

１の(2)のアと１の(2)イは関連しますので一括してお

に寄り添うものとはかけ離れているものと考えており

答えします。

ます。

今回の選挙においては、新人候補者から辺野古新基
地建設問題について公約でも言及がなく、また、当選

次に１の(4)ア、全国知事会米軍基地負担に関する研
究会での知事の発言についてお答えします。

後のインタビューにおいても選挙結果は新基地建設に

去る２月15日に行われた研究会では、法政大学の明

対する市民の容認の意思を示すかという問いに、そう

田川教授から日米地位協定の改定問題について説明が

とは思っていない、私は容認ということで選挙に臨ん

ありました。教授からの説明後発言を求められた知事

だわけではないと発言されたと承知しております。さ

は、国土面積の約0.6％しかない沖縄県に約70.4％も
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の米軍専用施設が集中し、県民がたび重なる事件・事

請を行ったことは承知しており、県としても重く受け

故に苦しめられているにもかかわらず基地で食べてい

とめております。

るとか振興策をもらって基地を預かったらよいなどと

県としては航空機に関連する事故は、県民に大きな

言われることに対して、そういうことをおっしゃるの

不安を与え一歩間違えば人命にかかわる重大な事故に

であれば米軍基地を受け入れて振興策をもらったらど

つながりかねずあってはならないものと考えており、

うかと逆提案したいぐらいの気持ちだと発言したもの

全航空機の緊急総点検の実施や航空機整備、安全管理

です。

体制の抜本的な見直しを政府の責任で米軍に実現させ

次に(4)のイ、次回の研究会開催を求めた理由につい
てお答えいたします。

るよう、軍転協や渉外知事会とも連携し粘り強く求め
てまいりたいと考えております。

これまで研究会は、沖縄における米軍基地の現状や

次に同じく２の(2)のア、嘉手納飛行場における深

日米地位協定に関する問題等をテーマに計５回開催さ

夜、早朝の離着陸等について。２の(2)アと２の(2)イ

れてきました。しかしながら第４回の研究会において

は関連いたしますので一括してお答えします。

外務省からは、日米地位協定は他国と比べても遜色が

嘉手納飛行場をめぐっては、米軍再編に伴う一部訓

なく順調に運用されているなど県の認識とはかけ離れ

練移転が実施されていますが、昼夜を問わないエンジ

た説明がなされました。そのため次回の研究会で県が

ン調整や訓練、外来機のたび重なる飛来や暫定配備等

実施している他国地位協定調査について報告を行い、

があり、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを

７月に予定されている全国知事会議における研究会か

得ません。

らの報告内容の充実を図りたいとの考えから次回の開
催を求めたものであります。

県としては、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

次に２、基地問題についての御質問の中の(1)のア、

ならず、今後ともあらゆる機会を通じ、三連協や軍転

津堅島訓練場水域でのパラシュート降下訓練について

協とも連携し航空機騒音を初めとした負担軽減を日米

お答えいたします。

両政府に対して粘り強く働きかけていきたいと考えて

津堅島訓練場水域は、勝連半島と津堅島とを結ぶ定

おります。

期船や漁船等が航行する水域となっており、同水域で

次に３、油漂着問題についての御質問の３の(1)イと

のパラシュート降下訓練は、基地と隣り合わせの生活

それから３の(1)ウ、タンカー沈没事故の流出油との因

を余儀なくされている周辺住民を初め県民に大きな不

果関係、今後の見通しについては関連いたしますので

安を与え、また被害を与えるおそれがあります。

一括してお答えいたします。

県としては、県民の生命、生活及び財産を守る立場

英国海洋センターのレポート等を報じたロイター通

から津堅島訓練場水域でパラシュート降下訓練を実施

信社によると沈没したパナマ船籍タンカーは、100万

すべきではないと考えており、引き続き地元自治体等

バレル、約16万キロリットル相当の超軽質油及び燃料

とも連携し同訓練を実施しないよう粘り強く働きかけ

用の重油を積んで韓国へ向かう途中、中国籍貨物船と

ていきたいと考えております。

衝突、１週間以上炎上し過去35年間で最悪のタンカー

次に同じく２の(1)のイ、伊計島での相次ぐ事故の原
因についてお答えいたします。

石油流出事故であるとしています。一方、海上保安本
部によると流出した超軽質油は、揮発性が高く海上で

普天間飛行場所属機による事故は、平成29年に７

拡散希釈され消滅したと思われること、燃料用重油と

件、30年に４件発生し同飛行場に所属しているヘリコ

沖永良部島及び与論島へ漂着した油との成分が類似す

プターの全機種が事故を起こしており、米軍の航空機

るとの分析結果を公表したものの沖縄県へ漂着した油

整備体制や安全管理体制に問題があると考えざるを得

は調査中としています。

ません。また伊計島周辺では、このうち３件の事故が

県としては、引き続き海上保安本部等から情報収集

発生しており、この背景には伊計島周辺が演習場に向

を継続してまいります。

かう普天間飛行場所属機の飛行経路となっていること

以上でございます。

などがあると考えられます。

昇君） 総務部長。

〇副議長（赤嶺

次に同じく２の(1)のウ、相次ぐ事故への県の対応に
ついてお答えいたします。

〔総務部長
〇総務部長（金城

伊計島周辺での相次ぐ事故を受け、２月21日に伊計
自治会を初めとした18自治会が沖縄防衛局に抗議、要

金城

武君登壇〕

武君） １、知事の政治姿勢につい

ての御質問の中で(5)のア、高江県道制止訴訟の控訴見
送りの決断についてお答えをいたします。
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県を被告とする損害賠償請求事件について控訴する

〇教育長（平敷昭人君） ４の教育行政についての御

か否かは、地方自治法上、知事に最終的な意思決定の

質問で(1)、防衛局長への要請に至った経緯等について

権限があります。今回の事案については裁判所の判断

お答えいたします。

を重く受けとめ、沖縄の歴史的経緯や米軍基地の過重

県教育委員会では毎年度、沖縄防衛局長に対し県立

な負担に対する県民の思いも踏まえ総合的に勘案した

学校の卒業式、入学試験や小中学校の卒業式等が厳粛

結果、控訴しないとすることが適当であると知事が判

な環境のもと滞りなく実施できるよう要請していると

断したところであります。

ころであります。去る２月15日には、従来の要請を行

以上でございます。

うとともに今回の事故――12月13日の事故でござい

昇君） 環境部長。

〇副議長（赤嶺
〔環境部長

ますが――を受け、児童生徒の命を守る観点から米軍

大浜浩志君登壇〕

機が学校上空を飛行することがないよう要請を行った

〇環境部長（大浜浩志君） ３、油漂着問題についての

ところであります。児童生徒の安全・安心の確保は最

御質問の中の(1)ア(ｱ)、環境生態系への影響について

も重要なことであり、米軍機墜落事故等は決してあっ

お答えします。

てはならないものと考えております。

２月28日時点の海上保安庁の発表によりますと、１

次に４の(2)のア、高等学校学習指導要領案について

月28日以降、鹿児島県奄美諸島の海岸で本県では２月

の御質問にお答えいたします。４の(2)アから４(2)ウ

８日以降、沖縄本島、伊平屋島、座間味島、古宇利島、

までは関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答

屋我地島、渡名喜島、伊江島、宮古島の海岸で油状漂

えをさせていただきます。

着物等が確認されております。油状漂着物による沿岸

学習指導要領は、教育基本法に定められた教育の目

環境及び生態系への影響については、これまでのとこ

的等の実現に向けて必要となる教育課程の基準を大綱

ろ確認されておりませんが、県としましては引き続き

的に定めたものであります。今回の改訂においてもそ

情報収集に努めてまいります。

の位置づけは変わるものではなく、いわゆるアクティ

次に６、我が会派の代表質問との関連についての質

ブラーニングの視点から学習の過程を質的に改善する

問の中の(1)、うるま市の最終処分場計画についてお答

ため、教科等の目標や内容がこれまで以上により詳細

えします。

な記述になっております。また新設される科目の「公

平成29年12月に民間事業者からうるま市東恩納に

共」については、グローバル化する国際社会に主体的

おいて産業廃棄物管理型最終処分場の設置許可申請書

に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為な形成者

が提出されております。申請書によると同処分場は、埋

に必要な公民としての資質・能力を育成することを目

立面積が約１万7000平方メートル、埋立容量が約23

指すものであります。

万立方メートルで自社所有の施設で焼却処理した残渣
等を埋め立てる計画となっております。

知と円滑な実施に向け教育課程編成の手引となる資料

以上であります。
〇副議長（赤嶺

の作成や県内各地区における教育課程研修会の開催な

昇君） 農林水産部長。

〔農林水産部長

県教育委員会では、次期学習指導要領の趣旨等の周

ど、各学校への支援の充実を図ってまいりたいと考え

島尻勝広君登壇〕

ております。

〇農林水産部長（島尻勝広君） ３、油漂着問題につい
ての御質問の中の(1)ア(ｲ)、油の漂着による水産物へ

次に４の(3)のア、八重山地区教科書採択に係る見解
についての御質問にお答えいたします。

の被害状況についてお答えします。

八重山地区教科書採択について当時文部科学省は竹

県では、東シナ海でのタンカー沈没事故を受け平成

富町教育委員会に対して、採択地区協議会の規約に

30年２月２日、市町村及び漁業関係団体等へ油の漂着

従って取りまとめられた結果に基づいて教科書を採択

に対する注意喚起及び情報提供の依頼をしております

するよう是正要求を行いました。また県教育委員会に

が、これまでのところ漁業被害について報告はござい

対しては、竹富町教育委員会に適切な指導を行うよう

ません。

指示がありました。

県としましては、引き続き漁業被害等について情報
収集に努めてまいります。
以上でございます。
〇副議長（赤嶺
〔教育長

県教育委員会は、一貫して法律にのっとり３市町で
協議を行い、同一教科書を採択するよう八重山地区採
択協議会に対し指導助言を行っておりましたが、同一

昇君） 教育長。

教科書の採択には至りませんでした。このような中、

平敷昭人君登壇〕

義務教育諸学校の教科書用図書の無償措置に関する法
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律の一部改正により市町村の区域でも採択することが

〇副議長（赤嶺

できるようになりました。

昇君） 次に、お諮りいたします。

ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選

県教育委員会としましては、教科書の採択について

任については、委員会条例第５条第１項の規定により

は今後も採択権限を有する市町村教育委員会において

お手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いま

十分な調査研究に基づき、地域や学校の実態に合った

す。

教科書が採択されるよう指導・助言をしてまいります。

これに御異議ありませんか。

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

昇君） 土木建築部長。

〔土木建築部長
〇土木建築部長（宮城

宮城

〇副議長（赤嶺

理君登壇〕

昇君） 御異議なしと認めます。

よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の

理君） ５、土木行政について

名簿のとおり選任することに決定いたしました。

の御質問の中の(1)、勝連半島南側の道路の進捗状況及

――――――――――――――――――

びうるま市との連携についての御質問にお答えいたし

〔予算特別委員名簿

ます。５の(1)アと５の(1)イは関連しますので、恐縮

――――――――――――――――――

ですが一括してお答えさせていただきます。

〇副議長（赤嶺

巻末に掲載〕

昇君） ただいま予算特別委員会に

勝連半島を一周する県道の整備については、当該地

付託されました予算を除く乙第１号議案及び乙第３号

域の観光振興や地域活性化、防災対策等のため県とし

議案から乙第67号議案までについては、お手元に配付

ても必要性を認識しております。ルートの一部が米軍

してあります議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任

施設用地を通過することから、予備設計を進めるに当

委員会に付託いたします。

たってうるま市及び沖縄防衛局と連携して米軍と調整

――――――――――――――――――

を行ってきた結果、昨年、現地の米軍当局より測量の

〔議案付託表

許可を得たところであります。

―――――――◆・・◆―――――――

引き続きうるま市等と連携を密にし、環境影響評価

〇副議長（赤嶺

巻末に掲載〕

昇君） 休憩いたします。

や米軍施設用地の手続等を進め、早期事業化に向けて

午後５時33分休憩

取り組んでいきたいと考えております。

午後５時34分再開

以上でございます。
〇副議長（赤嶺

〇副議長（赤嶺

昇君） 以上をもって通告による一

昇君） 再開いたします。

この際、お諮りいたします。

般質問及び議案に対する質疑は終わりました。

委員会審査及び議案整理のため、明３月２日から６

これをもって質疑を終結いたします。

日までの５日間休会といたしたいと思います。

この際、お諮りいたします。

これに御異議ありませんか。

予算については、２月８日の議会運営委員会におい
て19人から成る予算特別委員会を設置して審議する

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

ことに意見の一致を見ております。

昇君） 御異議なしと認めます。

よって、明３月２日から６日までの５日間休会とす

よって、
ただいま議題となっております議案のうち、

ることに決定いたしました。

甲第１号議案から甲第33号議案までについては、19人

――――――――――――――――――

の委員をもって構成する予算特別委員会を設置し、こ

〇副議長（赤嶺

れに付託の上、
審査することにいたしたいと思います。

全部終了いたしました。

これに御異議ありませんか。

次会は、３月７日定刻より会議を開きます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

昇君） 以上をもって本日の日程は

議事日程は、追って通知いたします。

昇君） 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。

午後５時36分散会

――――――――――――――――――
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。
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平 成 30 年
第

３

沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

回

平成30年３月７日（水曜日）午前10時１分開議

議

事

日

程

第９号

平成30年３月７日（水曜日)
午前10時開議

第１

乙第30号議案の訂正の件

第２

乙第 ３ 号議案（総務企画委員長報告）

第３

乙第33号議案（文教厚生委員長報告）

第４

甲第25号議案から甲第33号議案まで（予算特別委員長報告）

第５

陳情第27号及び第28号の付託の件
本日の会議に付した事件

日程第１

乙第30号議案の訂正の件
乙第30号議案

日程第２

乙第３号議案
乙第 ３ 号議案

日程第３

沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

乙第33号議案
乙第33号議案

日程第４

沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例

甲第25号議案から甲第33号議案まで
甲第25号議案

平成29年度沖縄県一般会計補正予算（第５号）

甲第26号議案

平成29年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第２号）

甲第27号議案

平成29年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第３号）

甲第28号議案

平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

甲第29号議案

平成29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補正予算（第
１号）

甲第30号議案

平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第１号）

甲第31号議案

平成29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32号議案

平成29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補正予算（第
１号）

甲第33号議案
日程第５

平成29年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
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村
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主

主

参

勝

〇議長（新里米吉君） これより本日の会議を開きま

――――――――――――――――――

す。

〔諸般の報告

巻末に掲載〕

――――――――――――――――――

日程に入ります前に報告いたします。
３月１日の会議において設置されました予算特別委
員会の委員長から、同日の委員会において委員長に当

〇議長（新里米吉君） 日程第１

乙第30号議案の訂

正の件を議題といたします。

山勝利君、副委員長に新垣新君を互選したとの報告が

知事から訂正の理由の説明を求めます。

ありました。

翁長知事。
――――――――――――――――――

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君） 次に、３月５日、知事から乙第

〔議案の訂正について

30号議案を訂正したい旨の申し出がありました。

――――――――――――――――――
〔知事

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。

巻末に掲載〕

翁長雄志君登壇〕

〇知事（翁長雄志君） ハイサイ グスーヨー チュー
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ウガナビラ。

なりました乙第３号議案の条例議案について、委員会

ただいま議題となりました乙第30号議案について

における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

訂正の理由を御説明申し上げます。

委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重

平成30年２月14日に提出いたしました乙第30号議案

に審査を行ってまいりました。

「沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例につ
いて」は、住宅宿泊事業法第18条の規定により、県は、

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。

住宅宿泊事業を実施する区域及び期間を制限する条例

乙第３号議案「沖縄県職員の給与に関する条例等の

を定めることができることとされておりますが、同法

一部を改正する条例」は、人事委員会の給与勧告、国

第68条の規定により、保健所設置市は、県にかわって当

及び他の都道府県の職員の給与の状況等を考慮し、県

該条例を定めることができることとされております。

の職員及び県費負担教職員の給与等を改めるため条例

本会議提出後に、那覇市から、同法に基づき住宅宿

を改正するものであるとの説明がありました。

泊事業を実施する区域及び期間を制限する条例を制定

本案に関し、条例改正に伴う所要見込み額は幾らか、

する予定であるとの申し出があったことから、県条例

また、改正に伴う支給対象職員は何人かとの質疑があ

において住宅宿泊事業の実施を制限する区域から那覇

りました。

市の区域を除く必要があるため訂正を行うものであり
ます。

これに対し、所要見込み額は、期末・勤勉手当の支
給月数引き上げによる分と給料表改定によるはね返り

以上、平成30年２月14日提出の乙第30号議案の訂
正の理由について御説明をいたしました。

分を含めて約９億円を見込んでいる。また、今回の給
与改正は、全職員が対象になっているとの答弁があり

よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し

ました。

上げます。

そのほか、勤勉手当の支給理由及び成績率の決定方

〇議長（新里米吉君） これより質疑に入るのであり

法、成績率ごとの職員数及び人事・能力評価の決定権

ますが、ただいまのところ通告はありません。

者などについて質疑がありました。

質疑はありませんか。

以上が委員会における説明及び審査の概要でありま

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

すが、採決の結果、乙第３号議案については、全会一

〇議長（新里米吉君） 質疑なしと認めます。

致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたし

これをもって質疑を終結いたします。

ました。

お諮りいたします。

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

  ただいま議題となっております乙第30号議案の訂正

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

の件は、承認することに御異議ありませんか。

わります。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（新里米吉君） これより質疑に入るのであり

〇議長（新里米吉君） 御異議なしと認めます。

ますが、ただいまのところ通告はありません。

よって、乙第30号議案の訂正の件は、承認すること

質疑はありませんか。

に決定いたしました。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

―――――――◆・・◆―――――――

〇議長（新里米吉君） 質疑なしと認めます。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

これをもって質疑を終結いたします。

午前10時５分休憩

これより乙第３号議案を採決いたします。

午前10時５分再開

お諮りいたします。

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。
日程第２

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ

乙第３号議案を議題といたします。

んか。

本案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長渡久地

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

修君。

〇議長（新里米吉君） 御異議なしと認めます。

――――――――――――――――――

よって、乙第３号議案は、原案のとおり可決されま

〔委員会審査報告書（条例） 巻末に掲載〕

した。

――――――――――――――――――
〔総務企画委員長

渡久地

〇総務企画委員長（渡久地

―――――――◆・・◆―――――――

修君登壇〕

〇議長（新里米吉君） 日程第３

修君） ただいま議題と

題といたします。
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乙第33号議案を議

本案に関し、委員長の報告を求めます。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

文教厚生委員長狩俣信子さん。

〇議長（新里米吉君） 質疑なしと認めます。

――――――――――――――――――

これをもって質疑を終結いたします。

〔委員会審査報告書（条例） 巻末に掲載〕

これより乙第33号議案を採決いたします。

――――――――――――――――――

お諮りいたします。

〔文教厚生委員長

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ

狩俣信子さん登壇〕

〇文教厚生委員長（狩俣信子さん） おはようござい

んか。

ます。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ただいま議題となりました乙第33号議案の条例議

〇議長（新里米吉君） 御異議なしと認めます。

案について、委員会における審査の経過及び結果を御
報告申し上げます。

よって、乙第33号議案は、原案のとおり可決されま
した。

委員会におきましては、保健医療部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君） 日程第４

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の

甲第25号議案から

甲第33号議案までを議題といたします。

概要等について申し上げます。

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

乙第33号議案「沖縄県国民健康保険広域化等支援基

予算特別委員長当山勝利君。

金条例を廃止する条例」は、国民健康保険法の一部が

――――――――――――――――――

改正され、広域化等支援基金の根拠規定が削除された

〔委員会審査報告書（予算） 巻末に掲載〕

ことに伴い、条例を廃止するものであるとの説明があ

――――――――――――――――――

りました。

〔予算特別委員長

当山勝利君登壇〕

   本案に関し、沖縄県国民健康保険広域化等支援基金

〇予算特別委員長（当山勝利君） ただいま議題とな

の貸し付けの実績はあるのか、またその償還の状況は

りました甲第25号議案から甲第33号議案までの予算

どうなっているのかとの質疑がありました。

議案９件について、委員会における審査の経過及び結

これに対し、沖縄県国民健康保険広域化等支援基金

果を御報告申し上げます。

において、うるま市に３億円、南城市に１億5000万円
の貸し付けを行っていた。また、それぞれの貸付金に

委員会におきましては、総務部長を初め関係部局長
等の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。

ついては、
既に償還済みであるとの答弁がありました。
次に、新たな国民健康保険制度における財政安定化

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。

基金の財源について、県が拠出する分はないのかとの
質疑がありました。

まず初めに、甲第25号議案「平成29年度沖縄県一般
会計補正予算（第５号）」は、扶助費等の義務的経費及

これに対し、財政安定化基金の創設については、全
額国費で行われるとの答弁がありました。

び国の補正予算関連経費並びに11月補正予算編成後
の事情変更により、緊急に対応を要する経費について

そのほか、貸付金の償還金における財源の種類、広

計上するものである。

域化等支援基金における運用収益のあり方、新たな国

補正予算案の総額は、歳入歳出ともに、４億5474万

民健康保険制度下における市町村合併の見込みについ

9000円で、補正後の改予算額は、7442億9059万1000

て質疑がありました。  

円となる。

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

歳入の主な内容は、県民税や事業税など県税の増、

すが、採決の結果、乙第33号議案については、全会一

全国における地方消費税収入の増による同清算金収入

致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたし

の増、普通交付税の交付決定額のうち未計上分など地

ました。

方交付税の増、事業費の減や内示減による国庫支出金

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

の減、特定目的基金を活用した事業の減に伴う繰入金

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

の減、平成28年度決算剰余金の未計上分である繰越金

わります。

の増、事業費の減などによる県債の減などである。

〇議長（新里米吉君） これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。

歳出の主な内容は、地方財政法に基づく平成28年
度決算剰余金の積み立て、並びに県税及び地方交付税
の増等に伴う積み立てに要する財政調整基金積立金の
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増、普天間飛行場及び西普天間住宅地区跡地内の土地

りました。

取得に係る基金積立金及び委託費である駐留軍用地跡

これに対し、財政調整基金積立金は、平成28年度決

地利用促進費の減、県分の一部を市町村分に流用する

算剰余金の２分の１の額及び２月補正段階の県税等の

ことによる沖縄振興特別推進交付金（市町村）の増、

収入増と、経費節減等による支出減の収支差を積み立

国民健康保険財政安定化基金への積み立てに要する国

てて、次年度当初予算に充てるためのものである。当該

民健康保険指導費の増、国の補正予算に伴う漁港の施

基金の残高は、平成28年度末は235億9000万円であり、

設整備に要する水産生産基盤整備事業の増、大型ＭＩ

平成29年度末の残高見込みは207億7900万円になる。

ＣＥ施設の基本設計に要するコンベンション振興対策

また、平成28年度末の財政調整基金と減債基金の合

費の減、災害発生が想定を下回ったことによる災害復

計残高を、全国平均と九州平均とで比較すると、沖縄

旧事業費の減などである。

県が530億円、全国平均が573億円、九州平均が324億

なお、繰越明許費は、予算編成後の事由により、年

円となる。沖縄県の基金残高は、現時点においては全

度内に完了しない見込みの事業について翌年度に繰り

国並みに確保できていると認識しているとの答弁があ

越して実施するため追加をし、また、これまでに計上

りました。

した繰越明許費に係る事業について、新たに繰り越し

次に、駐留軍用地跡地利用促進費の土地取得事業を

が必要となる箇所が生じたことなどにより変更をする

減額する理由は何か、また、県立普天間高等学校の西

ものである。

普天間住宅地区跡地への移設はどうするのかとの質疑

また、債務負担行為は、平成30年度からの指定管理

がありました。

料等について計上するものである。

これに対し、駐留軍用地跡地利用促進費を減額する

さらに、甲第26号議案から甲第33号議案までの特別

理由は、西普天間住宅地区跡地への普天間高校を移転

会計補正予算は、施設整備費等の減や繰越明許費の追

するための用地取得が難航し、３月に引き渡し期限を

加、貸付実績が当初見込み額を下回ったことに伴う貸

迎え、先行取得要件がなくなるため、土地の先行取得

付金の減額や借入れ利率が見込み利率を下回ったこと

のための基金への積立金と委託料を減額するものであ

に伴う長期債利子の減に係る補正であるとの説明があ

る。

りました。

また、普天間高校移転用地の買い取りは厳しい状況

本案に関し、国庫支出金を減額する内容や理由はど

であるため、今後は、宜野湾市の行う西普天間住宅地

うなっているのか、また、沖縄振興一括交付金を獲得

区跡地の土地区画整理事業において県有地との換地を

する上で不用額の発生等を改善することが重要と取り

行いたいと考えているとの答弁がありました。

組んできたのではないのかとの質疑がありました。

次に、コンベンション振興対策費を減額する理由は

これに対し、国庫支出金に係る補正予算は、国の補

何か、また、これまで内閣府とどういう協議をしてき

正予算に伴う増のほか、11月補正予算編成後の事情変

たのか、予算計上のあり方として適当なのかとの質疑

更により減額するものである。減額をする事業等の主

がありました。

な内容は、沖縄振興特別推進交付金のうち駐留軍用地

これに対し、コンベンション振興対策費を減額する

跡地利用促進費の西普天間住宅地区跡地関連が約33

理由は、大型ＭＩＣＥ施設の基本設計を、沖縄振興特

億円、農林・土木・教育施設に係る災害復旧事業費関

別推進交付金を活用し今年度中に実施する予定であっ

連が約18億円、社会資本整備総合交付金が約９億円と

たが、現時点で交付決定が得られず年度内執行が困難

なっている。

となったことから、基本設計に係る予算を補正減額す

また、平成29年度概算要求時に一括交付金の執行率

るものである。

の悪さを理由に減額された経緯があり、この間、執行

また、これまで内閣府からは需要及び収支の見込み

率の向上に向け取り組んできたところ、年度ごとに改

と受け入れ環境整備という２つの大きな課題について

善されてきている。西普天間住宅地区跡地での用地取

指摘をされ、県としては専門家や専門機関からのアド

得は低調であったが、今後、事業の熟度を含め、一括

バイスに基づき資料の精度を高め、今年度内に21回の

交付金の執行率の向上が図られるよう引き続き取り組

協議を行ってきたが交付決定に至らなかった。大型Ｍ

んでいくとの答弁がありました。

ＩＣＥ施設の整備は、県経済発展のためぜひ必要な事

次に、財政調整基金積立金を約100億円積み増す理

業であり、沖縄振興一括交付金の交付要綱にも適合す

由は何か、前年度と比較してどうなるのか、また、基

る事業であることには変わりないため、当該予算につ

金残高を類似県と比較するとどうなのかとの質疑があ

いては平成30年度当初予算に計上し、引き続き、内閣
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府と協議を続けていきたいと考えているとの答弁があ

わります。

りました。

〇議長（新里米吉君） これより質疑に入るのであり

次に、国民健康保険財政安定化基金への積み増しは

ますが、ただいまのところ通告はありません。

平成30年度だけか、今後も継続的に行っていく予定

質疑はありませんか。

か、また、当該基金の使用目的や市町村との関係はど
うなっているのかとの質疑がありました。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君） 質疑なしと認めます。

これに対し、都道府県に設置する国民健康保険財政

これをもって質疑を終結いたします。

安定化基金は、平成30年度より前に創設することが可
能となっており、平成27年度より国からの交付金を基

これより甲第25号議案から甲第33号議案までの９
件を一括して採決いたします。

金造成資金として積み立てており、平成30年度は全国

お諮りいたします。

では300億円、沖縄県では２億4000万円ほど入る予定

ただいまの議案９件は、原案のとおり決することに

になっている。

御異議ありませんか。

また、当該基金は、国民健康保険の財政の安定化を
図るため、県の予期せぬ医療費の給付増や市町村の予

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君） 御異議なしと認めます。

期せぬ保険料収納不足により財源不足となった場合に
備えて、一般財源からの財政補塡等を行う必要がない

よって、甲第25号議案から甲第33号議案までは、原
案のとおり可決されました。

よう、基金を取り崩して都道府県及び市町村に対して

―――――――◆・・◆―――――――

貸し付け交付を行うために設置するものであるとの答

〇議長（新里米吉君） 日程第５

弁がありました。

28号の付託の件を議題といたします。

そのほか、
県税の増加要因と経済情勢等その背景、地

陳情第27号及び第

お諮りいたします。

方交付税が増加した理由、ゴルフ場利用税の非課税対

ただいまの陳情２件については、米軍基地関係特別

象者の内容及び交付金対象市町村数、財政調整基金な

委員会に付託の上、審査することにいたしたいと思い

ど主要三基金の残高及び国からの指導内容、防災対策

ます。

費による備蓄物資の整備内容、交通運輸対策費の内容

これに御異議ありませんか。

及び増額理由、離島航路補助事業費の減額理由及び補
助対象航路、自然公園施設整備費の減額理由及び世界

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君） 御異議なしと認めます。

自然遺産登録との関係の有無、産業廃棄物対策費の減

よって、さよう決定いたしました。

額理由及び最終処分場建設の進捗状況、性暴力被害者

―――――――◆・・◆―――――――

ワンストップ支援センター体制整備事業費の減額理由

〇議長（新里米吉君） この際、お諮りいたします。

と今後の見通し、認知症グループホーム及び地域密着
型老人ホームに係る経費の減額理由、安心こども基金

委員会審査及び議案整理のため、明３月８日から27
日までの20日間休会といたしたいと思います。

事業外４事業の減額及び待機児童解消支援基金事業外

これに御異議ありませんか。

１事業の増額理由、地域医療対策費の減額理由、ＴＰ
Ｐ及びＥＰＡに対する農林水産部の対応状況、教職員

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君） 御異議なしと認めます。

給与費の補正時期及び学校種ごとの内訳、人事委員会
勧告と人員増ごとの内訳、沿岸漁業改善資金の役割と

よって、明３月８日から27日までの20日間休会とす
ることに決定いたしました。

減額理由及び実績額などについて質疑がありました。
以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、甲第25号議案から甲第33号議案ま

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君） 以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。

での９件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべ

次会は、３月28日定刻より会議を開きます。

きものと決定いたしました。

議事日程は、追って通知いたします。

   以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

本日は、これをもって散会いたします。

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
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午前10時26分散会
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16 番

当

山

勝

利

君

43 番

大

城

一

馬

君

17 番

亀

濱

玲

子

さん

45 番

糸

洲

朝

則

君

18 番

當

間

盛

夫

君

46 番

照

屋

守

之

君

19 番

上

原

章

君

47 番

仲

田

弘

毅

君

20 番

山

川

典

二

君

48 番

翁

長

政

俊

君

22 番

又

吉

清

義

君
欠

21 番

花

城

大

輔

席

議

員（１名)

君
欠

員（２名)

－ 457 －

嗣

説明のため出席した者の職、氏名
知

事

翁

長

雄

志

君

副

知

事

浦

崎

唯

昭

君

副

知

事

富

川

盛

武

君

長

金

城

武

君

総

務

部

総
務
部
総 務 統 括 監

嘉手納

裕

君

総
務
部
財 政 統 括 監

宮

城

力

君

佐

平

良

潤

君

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
議

事

課

長

知

念

正

治

君

課

長

平

田

善

則

君

主

幹

中

村

守

君

長

勝

連

盛

博

君

主

査

宮

城

亮

君

〇議長（新里米吉君） 去る３月７日の会議において、

長

補

求めるものであります。
以上、追加提出いたしました議案について、その概

本日は休会とすることに議決されましたが、議事の都

要及び提案の理由を御説明申し上げました。

合により特に会議を開きます。

慎重なる御審議の上、同意を賜りますようお願い申

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君） これより本日の会議を開きま

し上げます。

す。

〇議長（新里米吉君） これより質疑に入ります。
乙第68号議案に対する質疑の通告がありますので、

日程に入ります前に報告いたします。
３月９日付、知事からお手元に配付いたしました議

順次発言を許します。
なお、質疑の回数は２回までといたします。

案１件の提出がありました。

西銘啓史郎君。

次に、２月９日から３月12日までに受理いたしまし

〔西銘啓史郎君登壇〕

た陳情17件は、お手元に配付の陳情文書表のとおりそ
〇西銘

れぞれ所管の常任委員会に付託いたしました。

啓史郎君

おはようございます。

今回追加提出された乙第68号議案「副知事の選任に

その他の諸報告については、お手元に配付の文書に

ついて」、質疑を行いたいと思います。

より御了承願います。

春のこの時期は、人事異動、昇格発令等、行政また

――――――――――――――――――
〔諸般の報告

は民間企業でも行われます。私もサラリーマン時代に

巻末に掲載〕

は多くの人事異動の発令を受け、また部下にも内示を

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君） 日程第１

乙第68号議案を議

数多く伝えてまいりました。人事異動というものは、
個人の成長や組織の活性化のために、また適材適所に

題といたします。
知事から提案理由の説明を求めます。

人員を配置し、心機一転を図ることが大変重要である

翁長知事。

と思っております。県庁内でも２月９日金曜日に部長

――――――――――――――――――

級の内示、そして１カ月後の３月９日金曜日に一般職

〔知事追加提出議案

を含め多くの内示がなされたようであります。

巻末に掲載〕

そこで何点か伺いたいと思いますが、その前に２月

――――――――――――――――――
〔知事

９日に行われた部長級職員の人事発令について何点か

翁長雄志君登壇〕

〇知事（翁長雄志君） ハイサイ グスーヨー チュー

疑問点がありますのでお尋ねいたします。
まず１番目、２月８日木曜日の地元新聞に、部長級

ウガナビラ。
平成30年第３回沖縄県議会（定例会）に追加提出い

人事のニュースがありました。皆さん、既にごらんい

たしました議案について、その概要及び提案の理由を

ただいていると思います。その中で、部長級の人事ま

御説明申し上げます。

た謝花喜一郎知事公室長については企業局長にすると

追加提出いたしました議案は、同意議案１件であり

いう新聞の記事がありました。
まず１点目、この県庁内の情報管理について伺いま

ます。
乙第68号議案「副知事の選任について」は、浦崎副

す。

知事の辞職に伴いその後任の副知事として、現知事公

これは、新聞によると、２月７日までに人事を固め

室長である謝花喜一郎氏を選任するため議会の同意を

たと新聞にあります。この人事は恐らく知事、副知事、
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担当部長で議論をされて決定したと思いますが、２月

す。

９日に内示が行われております。その内示の前にこう

続いて、３月９日に記者会見で知事が、年齢的・体

いった新聞情報がどうやって出るんでしょうか、情報

力的なことを含め２人で話し意見が一緒だったとあり

管理のあり方についてまず伺います。

ます。また、三役は肉体的にも精神的にも厳しい仕事

マスコミへの情報提供は、いつ誰がどのように行っ

だ、その意味で達成感があったと思うと浦崎副知事の

たのですか。恐らく行っていないという話になると思

気持ちを代弁していますが、浦崎副知事、今の率直な

いますが、２月９日に人事課長名でマスコミへの記者

お気持ちをお聞かせください。肉体的・精神的に厳し

席への文書も流れておりますので、その辺についてお

い仕事だったのか、また達成感はあるのかお尋ねいた

伺いします。

します。

続いて、庁内の手続について伺います。

次に、知事へお尋ねいたします。

庁内の職員の人事異動については、決裁が必要だと

３月６日に浦崎副知事と面談してから、９日の記者

思います。沖縄県事務決裁規程５条はどのようになっ

会見まで３日間を要しております。その要した理由は

ていますか。その中では、課長級以上については知事

なぜでしょうか。

決裁というふうになっていると思います。部長級の知

それからマスコミの質問に対して、職員も保革を乗

事決裁をいつとったか、その辺についてもお答え願い

り越える意味では収れんできるように意見交換できる

ます。

ようになったと述べていますが、その意味、真意につ

それから、２月９日金曜日の時間的な経緯を確認さ

いて伺います。

せてください。

最後になりますけれども、人事異動というものは、

人事課によると、知事が部長級と面談をして、その

先ほど申し上げましたように、職員の成長であったり、

後にマスコミに県政記者クラブに投げ込みをしたとい

組織の成長であったり、いろんな課題解決のためにも

うふうに話をしておりました。知事が部長級と面談を

必要だということは認識をいたします。公平・公正・

して内示を伝えた時間をお聞きします。

透明性も求められると思います。

それからマスコミへの投げ込みの時間、どの部署が
何時に行いましたか、それを伺います。

今回の知事の、副知事の選任についての案件につい
ては、非常に唐突感を感じざるを得ません。まずは、知

それから、３月９日の全職員の内示に関する決裁は

事のコメントの中で、今後の体制の強化ということが

いつおとりになりましたか、それについてお伺いしま

書かれていました。今後の県庁内の体制の強化、また

す。

は次の知事選を見据えた布陣というふうに新聞には書

次に、翁長知事と浦崎副知事の意見交換についてお
尋ねいたします。

いていますが、なぜ名護市長選挙が終わった直後にこ
ういった話が出なかったのか、一般質問の後にそうい

新聞での情報の確認ですが、改めて確認をさせてく

う話をしなければならなかったのか。またもう一つは、

ださい。いつ、どこで、どちらから声をかけ意見交換

この人事異動の季節というのは定例で決まっておりま

を行ったのか再度お答えいただきます。

す。３月９日に内示があるということは総務部長を初

続いて、浦崎副知事にお伺いします。

め全て知事も了解済みだと思います。そのもっと早い

マスコミによりますと、浦崎副知事は退任とござい

タイミングで調整すべきではなかったでしょうか。そ

ました。浦崎副知事は、辞任、退任、解任いずれでしょ

れも含めて非常に今回の副知事の提案については会派

うか。辞任とは、任務や職務をみずから申し出てやめ

としてもいろいろ議論をしていますけれども、唐突感

ること、また退任とは、主に任期満了でやめる場合に

がある。これだけは申し添えておきます。

用いられるとあります。解任とは自分からやめるので

以上、質問をいたしまして、後ほど再質問をさせて

はなく、周りからやめさせられるということでありま

いただきます。

す。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

浦崎副知事は、任期満了なのでしょうか。この残さ

午前10時10分休憩

れた新年度の数カ月、11月までの期間を任期全うする

午前10時19分再開

おつもりではなかったのでしょうか。また、御自分の

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

意思で本当におやめになったのでしょうか。残り数カ

翁長知事。

月という任期を残しておやめになることが本当に浦崎

〔知事

副知事の本音であったのでしょうか。お伺いいたしま

翁長雄志君登壇〕

〇知事（翁長雄志君） 西銘議員の御質問にお答えを
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したいと思います。

〔副知事

大体十ほどの質問があったかと思いますが、この重

浦崎唯昭君登壇〕

〇副知事（浦崎唯昭君） 御答弁させていただきます。

なり合ったりつながったりするところがありますの

平成に入る前の昭和60年、翁長現知事と一緒に那覇

で、私のほうで一定程度それをまとめて話をさせてい

市議会議員に当選をしてまいりました。以来32年、県

ただいて、あと事実関係とかそういうことについてま

議そして知事は市長に就任し、その市政を支えてまい

た総務部長からお答えをさせていただきながら答弁を

りました。同時に私は県議会議員として５期、その５

させていただきたいと思います。

期の中で翁長知事誕生ということで、私が皆さんの御

まず、２月定例会の一般質問が終了した３月１日、
私は浦崎副知事とある意味で一段落というような中

支援をいただいて副知事に就任したのは御案内のとお
りでございます。

で、これからの県政運営を含め今の現状状況とかいろ

そういう32年余にわたりまして、政治活動の中で活

いろ話がしたいということで、秘書を通じて話をしま

動できたこと、達成感ということにつながるかどうか

したら、浦崎副知事のほうからもちょうどいい時期だ

は別にして感慨ひとしおなものがあるということでご

からいろいろ意見交換をしましょうということで会う

ざいます。

ことにしました。それでなかなかやはりタイトな日程
だったので、それから５日後の３月６日に知事公舎の

以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 総務部長。

ほうで午後２時、３時だったと思いますが、１時間ほ

〔総務部長

ど意見交換をさせていただきました。その中で、２人

〇総務部長（金城

とも知事の考え方が職員に浸透してきたことや、知事

ます。

を支える人材も大変力強く育ってきたというような意
見が一致をいたしまして、いろいろ話をしながら、こ

金城

武君登壇〕

武君） 御質問にお答えをいたし

まず１点目のマスコミに部長級人事が出たというこ
の情報管理についての御質問でございます。

の新しい副知事を選任したほうがいいだろうというこ

マスコミへの情報提供は、いつ誰がどのように行っ

とで、これは後先関係なく意見が一致したような形で

たかということでございますが、情報提供は２月９日

ありました。

にマスコミに情報提供を行っております。それが事前

私は浦崎副知事の後任に、謝花知事公室長を充てる

に、確かに御指摘のとおり漏れたということがござい

ことを決めまして、翌日の３月７日に謝花知事公室長

ました。どういう形でその情報が漏れたかということ

に意思確認を行って、３月９日に議会に追加提案する

については、我々も事実は承知をしておりません。そ

ことを決めたものであります。

ういうことが本来あってはならないので今後しっかり

私は就任以来、本当に部局長以下多くの職員に支え
られ、重要な政策を進めていくことができたと考えて

と情報管理に努めていきたいというように考えており
ます。

おります。その中でも、謝花知事公室長は、これまで

それから庁内の手続、庁内の職員の人事異動に係る

基地問題にしっかりと対応をし、過去には企画部長と

決裁、事務決裁規程５条はどのようになっているかと

して沖縄21世紀ビジョン基本計画の策定にかかわる

いうことでございますが、人事異動に係る決裁につき

など県の政策全般に精通し実務を取り仕切った経験が

ましては、知事の決裁事項になっておりまして、これ

あり、職員を代表する者として浦崎副知事の後任にふ

課長級以上が知事の決裁事項ということでこの５条の

さわしい人材であるとの結論に至り、今回提案したと

中に規程をされております。この決裁につきまして

ころであります。

は、３月７日付で知事決裁を得ているところでござい

また私と浦崎副知事は、政治家として30年以上にわ

ます。

たり同じ道を歩んできた仲間であり、意見を交わす中

それから２月９日の時間的な経緯ということで、知

でごく自然に副知事は新しい人に任せようということ

事が部長級と面談した、内示を伝えた時間、これは16

になったものであります。浦崎副知事は約30年にわた

時から17時の間で個別にお一人ずつ知事がお呼びを

り議員を務められ、その政治家としての豊富な経験を

して面談していると。

生かして年齢的にも体力的にも厳しかったと思います

マスコミへの投げ込みの時間でございますが、16時

けれども、本当に私の精神的支柱あるいはまた政策の

30分ごろにこれも人事課の職員が投げ込みをしてい

遂行について県政を支えていただいたものだと思って

るというところでございます。

おりまして、大変感謝をしております。
〇議長（新里米吉君） 浦崎副知事。

それから３月９日の全職員の内示に関する決裁を
とったのはいつかということでございますが、これも
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決裁は３月７日にとっております。課長級以上は知事

前であります。ですから、今回のこのようなマスコミ

決裁で、班長級以下につきましては総務部長決裁とい

への情報の管理、それからまた庁内の手続をとってい

う形になっております。

ないままで内示をする。そのことが私は非常に問題だ

それから浦崎副知事の辞任は、退任、解任かという

というふうに申し上げておきます。

御質問でございますが、これにつきましては、３月９

それともう一つ、副知事、先ほど総務部長のお話で

日に御本人から辞職願の提出がございまして、その日

は、副知事から話があって辞職をしたいということで

で知事決裁をしたということで辞職ということでござ

した。辞職という意味は、辞任につながるのかわかり

います。

ませんけれども、私は退任ではなく、もし私が――副

以上でございます。

知事と話をしたことありませんけれども、副知事の気

〇議長（新里米吉君） 西銘啓史郎君。

持ちとしては、この任期４年間全うしたいという気持

〔西銘啓史郎君登壇〕
〇西銘

啓史郎君

ちもあったんではないかと。先ほど肉体的または精神、

今の答弁に対して何点か再質問を

させていただきます。

体力的なことをということで、知事からも説明がござ
いましたけれども、本当に体力的な理由でおやめにな

まず一つは、情報管理については今後徹底するとい

る、もう激務で体力がついていかないということであ

うことですけれども、この情報管理といいますか、ま

れば理解できますが、副知事の意思とは反して、もし

ず、もちろんマスコミの情報収集力にもよると思いま

かしたら知事のほうからそろそろどうかということが

すが、先ほど申し上げました謝花知事公室長の企業局

あったとしたらこれはある意味解任だと思います。退

長以外は100％合っています、今回の発令と。

任ではなくて、辞任でもなくて、解任ではないかという

それで私が疑問に思ったのが、先ほどの答弁の中で

ふうに思います。この事実関係はお二人にしかわかり

部長級の決裁を３月７日にとったと総務部長おっしゃ

ませんので、ここでどんなに追及をしても録音のテー

いました。ということは、２月９日には決裁をとらず

プがあるわけでもありませんから、これは確認できま

してマスコミに情報を流しているということでありま

せんけれども、私があえて申し上げたいことは、先ほ

す。知事決裁権限また先ほどの沖縄県事務決裁規程に

ど来申し上げていますこの部長人事についても手続が

僕は違反をしていると思います。知事が担当部長を16

きっちり行われていない、それが一つ。それともう一

時から17時、１時間かけて、君は次は何だ、君は留任

つは、この副知事の人事についてもこの時期にもっと

だということを話したと思いますが、その最中にマス

早い段階で話もできたはずだと、我々議会に対しても

コミにプレスリリースをしている。これも問題だと思

もっと早い段階で提案があってもしかるべきではない

います。

かということをあえて苦言を申しておきます。

要はいろんな経験がありますけれども、皆さんもお

では、再質問といいますか、先ほどの部長級の人事

ありだと思いますが、人事の内示を伝えられる前に新

について、２月９日に内示をしていますけれども、決

聞で見るということは本人にとっては非常に不安でも

裁をとっていないのかどうか再度確認して質問を終わ

あり、また不満でもあるかもしれません。その中で、

りたいと思います。

総務部長にあえてお伺いします。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

決裁規程にのっとらず、２月９日に内示をした。こ

午前10時31分休憩

れは知事決裁をとらずして行ったという理解でよろし

午前10時32分再開

いでしょうか。もしそうだとすると、これは私は大変

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

重要なことだと思います。決裁が必要なものを決裁と

総務部長。

らずに話をする。恐らく部長の人事というものは、総

〔総務部長

務部長や副知事、知事、こんなに多くの人とは話をし

〇総務部長（金城

ないと思います。それを知事とやりとりをしながら、

す。

副知事の意見も入れながら、もしかしたら外部の意見
も入れながら人事を固める、これは決して私は悪いこ

金城

武君登壇〕

武君） 再質問にお答えいたしま

事務決裁規程に基づかず内示をしているのではない
かという御趣旨の質問でございました。

とではないと思います。ただしそのためには、発令す

知事決裁、２月９日に内示をしておりますが、決裁

るためには、その庁内の手続をしっかりとった上で内

というのは文書に基づかずとも知事が口頭で決裁する

示をする。ですから３月９日の一般職の内示について

ことも可能でございます。３月７日のこの出入り表、

は、３月７日に決裁をとって内示をする、これ当たり

決裁をとるというのは、この御本人たちをお呼びする
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人たち以外も含めて出入り表という形で整理をして、

も、今のままのこの提案は議会にも何も説明しており

そういう手続上のものも含めて３月７日にきっちり全

ませんから、現職の副知事が２人いて、さらに新たな

体を決裁という形で７日にとっていると。これのこう

副知事を選ぶということは、３人体制にするというそ

いう手続につきましては、これまでも一貫してこうい

ういう意味ですか。形上はそういうことになりますよ

う形でそういう手続を行ってきたところでございまし

ね。県民に対して説明しない、県議会をだまして辞職

て、県としては適正に手続はなされているものという

もしていないのにそういうふうなことで新たな人を選

ふうに考えております。

任しようとする。まさに肝心かなめの県民には説明し

〇西銘

休憩してください。

啓史郎君

ない、県議会には説明しない。これはどういうことで

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

すか。不適切な発言という部分があれば訂正しますよ。

午前10時34分休憩

訂正しますけれども、そういう形で県民に対してしっ

午前10時46分再開

かりやるべきところをやっていないという今の提案の

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

ありよう。だからこれはいろんな意味であらぬ誤解を

照屋守之君。

与えてしまう。３人制にすることなのかということも

〔照屋守之君登壇〕
〇照屋

守之君

含めて御説明をお願いします。

ただいま提案されております副知事

の選任について質疑を行います。

今の新たな提案をされている副知事については、基
地問題を担当させるという報道がされております。

今、先ほど知事は副知事の選任については浦崎副知

じゃ今の基地問題を担当している富川副知事はどうい

事の辞職に伴い、その後任の副知事として議会の同意

う立場になるんですか。去年の今ごろですよね、去年

を求めるという説明でした。

の今ごろ富川副知事が基地問題も担当します、国との

副知事、浦崎副知事はやめたんですか。辞職したん

人脈もしっかり持っております、官房長官と何か携帯

ですか。なぜそこにいらっしゃるのに辞職に伴いとい

もつなげるというそういうことだったんじゃないです

うことで提案できるんですか。いつやめて、これ県議

か。知事もそういうものに期待をして、１年がたったら

会に対してどういう手続をされたのか御説明をお願い

基地問題は別の副知事にさせるから。あるいはまた予

できませんか。

算はどうなったんですか、予算も新しい副知事に担当

地方自治法の第165条には、副知事の退職について

させるんですか。これはまさに県民、県議会を裏切る

は普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事は、

行為じゃないですか。去年ああいう形でしっかり富川

「退職しようとするときは、その退職しようとする日前

副知事にそういう担当をさせるというそういう説明で

20日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申

すから。なぜそういう形で勝手に議会にも同意を得な

し出なければならない。ただし、議会の承認を得たと

くて、議会にも同意を得た副知事の仕事を責任分担ま

きは、その期日前に退職することができる。」、165条、

で勝手に議会にも諮らないでこういうことをやると。

地方自治法です。違反していませんか、法律違反じゃ

そこの御説明をお願いできませんか。

ないですか。御説明願います。

富川副知事の責任分担ですけれども、知事はこう

私は、翁長知事の人事行政、特に副知事の選任につ

言っているんです。３月２日に提案したときに翁長知

いては、私ども議会も認めたわけですけれども、私ど

事が富川副知事に対して、「平成24年に内閣府沖縄振

もはせんだっては反対しましたけれども、今回の副知

興審議会会長代理、平成27年に沖縄県アジア経済戦略

事の選任については、翁長県政になって基地問題は反

構想策定委員会会長を歴任するなど、沖縄県の経済施

対をしながらどんどんつくらせる。国の予算はせっか

策、振興施策等に精通しております。また、基地返還に

く前県政で3000億余りという約束を取りつけながら

伴う経済波及効果に関する研究など、基地と経済に関

毎年減らされてきた。ＭＩＣＥ事業は一括交付金とい

する造詣も深いものがあります。富川氏は、県の政策参

う大事なものを前県政でつくりながら、その財源も国

与や各種審議会を通じて、県の重要な施策の策定にか

に対して確保できていない。そういうことも含めて翁

かわるなど、県勢の発展に取り組んでこられた実績が

長県政の副知事人事は、大失敗だと思っております。

あり、その豊富な知識、経験から副知事として適任で

今回の提案については、そういうことも含めて反省

あると判断し、今回提案をしたところであります。」、

に基づいた提案なのか、そこを御説明お願いします。

翁長知事が県民に県議会にこのように説明をしている

先ほども地方自治法に反することじゃないかという

んです。翁長知事が富川現副知事に対して基地問題も

ことでまさに法律違反だと私は思っておりますけれど

そういう予算も含めて責任を負わせるという形で県民
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に県議会に説明しているんです。１年が経過したらそ

ういう方が、知事が失っている国との信頼関係を事務

の基地担当から外して新しい副知事にかえる。どうい

手続上も含めて信頼を回復するというふうに期待をさ

うことですか。その場その場でこういうふうな人事を

れるべきですけれども、知事と一緒になって公室長の

されたら県民に説明されたら、これ幾ら県民から選ば

立場で堂々と国批判をする、裁判批判をするという、

れた知事といえども、こんな県政運営ってありますか。

そういう人が副知事になったときに、この信頼関係が

ここをまず説明してください。

壊れているのにさらに取り返しがつかない。信頼関係

ここは民主主義の国ですから、日本は、沖縄も。個

を回復することができない。こういうふうな行政にか

人の都合で独裁的にこういうふうな人事を提案すると

かわってきた人を副知事にして、知事はこれからも国

いう、それもまた与党の皆様方も本来はもっとしっか

と県が信頼関係を失う状況、あるいはまた断絶状況、

りチェックをしないといけないのにそういうこともや

そういうことをつくろうとしているのか。そこを県民

らない。おかしいですよ。

は一番そういうところに関心があって、新たな副知事

さらにまた、
「副知事の職務は、知事を補佐し、知事

に本当にそういうことができるのかという思いがある

の命を受け政策及び企画をつかさどり、知事部局の職

かもしれませんから、それ御説明をお願いできません

員の担当する事務を監督することであります。」という

か。

そういうことも知事はおっしゃっているわけです。
「今

次、５点目です。

回提案した富川氏は、知事との信頼関係を保てる人物

冒頭に言いましたように、翁長知事の人事は異常で

として知事を補佐するとともに、」、
「政策形成能力、企

すよ。仲井眞県政の人事、４年前の土建部長あるいは

画力についても十分有しており、副知事として適任で

知事公室長、総務部長が任期を１年残して退職しまし

あると考えております。」、１年たったら適任じゃない

た。学力を全国最下位から小学校24位、そして20位ま

んですか。１年たったら適任じゃないんですか。県民

で押し上げた教育長を人事介入によって任期途中で退

にどう説明するんですか。知事ぜひ説明してください。

職をしております。さらに、病院事業局長も、ここに

次に、公務員としての資質についてであります。

まだおりますけれども、２年連続で任期途中に退職を

県職員は法律や決まりによって行政手続を進めて、

させる、介入をする。こういうふうな人事が行われて

基地問題や課題解決を図る、当たり前ですね。

きているわけですね。そして、気がついたら今の人事

ところが今提案されている公室長は、基地問題で県

ですよね。仲井眞県政で企画部長だった人が、いつの

知事と一緒になって一方的に国批判をしております。

間にか知事公室長になり、今度は副知事に提案をされ

あげくの果ては、司法、裁判まで批判をしております。

る。最初の人たちは仲井眞県政のときの人事は全て否

おかしくないですかということを委員会でも提起して

定をして、今は企画部長で、その当時埋立承認をした

おりますけれども、このことを無視して、行政が法律

仲井眞県政に仕えた企画部長だった知事公室長、今度

で決まり事でさまざまな手続によって行政運営をする

は副知事になる。当時、仲井眞県政の埋立承認という

という、この基地政策の責任者が、一方的に国を批判

ものについて、これを否定して、逆に知事が、平成28

する。あげくの果ては裁判、司法判断まで批判をする。

年12月26日に埋立承認取り消しを取り消して埋立承

そのときから私は、仲井眞県政のときに企画部長とい

認をした形になって、辺野古の工事が再開をされ、港

う立場もあって、しっかり頑張ってほしいという思い

の使用も許可をし、工事が進んでいる。

はありましたけれども、この公務員の言動が本当に大

〇議長（新里米吉君） 簡明に。簡明な発言をしてくだ

丈夫かというふうな思いがありましたけれども、それ

さい。

でもやめない。繰り返してきているわけですね。

〇照屋

守之君

これはまさに当時、４年前に企画部

今、沖縄県と国との関係です。これはそれぞれの異

長だった方が今度は公室長になり、そういう状況をつ

なる立場がありますから、当然それは国は国、県は県

くり、あるいはまた今後の辺野古の問題にもかかわっ

という形でやりますけれども、本来、県民、国民のた

ていく。まさに県民からすると理解しがたいことです

めにそれぞれの立場を乗り越えてさまざまな課題をお

ね。

互いを認め合いながら協議をして問題を解決していく

〇議長（新里米吉君） 質疑ですので、簡明な発言にし

というふうな立場ですけれども、今、翁長県政になっ

てください。

てこの国との信頼関係が完全におかしくなっておりま

〇照屋

す。

間にわたって今の県政の中で、前知事がやってきた埋

本来はこういう新たな副知事が選任をされると、そ

守之君

ですから、なぜこういうふうに４年

立承認を行って、またそれに誇張するように翁長県政
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の中でも表面的には反対と言いながら行政の事務手続

しないと意味がわからないでしょう。当然じゃないで

を進めてきて、辺野古の工事が進められる。そういう

すか。

実務の責任者である方を副知事にしようとするのか。

〇議長（新里米吉君） 簡明にはなっておりません。

そこはやっぱり県民は一番知りたいところだと思って

〇照屋

おりますから、御説明をお願いします。

いうふうなことになっているのかということをきちっ

守之君

これは質疑をするんでも、なぜそう

副知事の辞任に伴う退職金の支払いです。

とやらないと、これを議長がそういう整理する権限は

これは今、口ききの問題についても口ききは断言で

ないと思いますよ。副知事の提案……

きないというふうな形で、満額を支払いして、県民か

〇議長（新里米吉君） 本日の議案は、新しい副知事の

ら相当大きな批判を受けています。

同意に関することですから……

〇議長（新里米吉君） 本日の議題とは直接関係あり

〇照屋

ませんので、発言は気をつけてください。

るようなものをきちっと具体的に説明しながら質疑を

〇照屋

今回の副知事、先ほども申し上げま

守之君

守之君

当たり前の話ですよ。それに関係す

するというのが当たり前の話じゃないですか。それを

したようにこれは地方自治法に反する行為じゃないの

あなた……

というふうなことを申し上げておりますけれども、こ

〇議長（新里米吉君） 広げ過ぎたらこれは……

れがもし事実だとすると、こういう副知事の辞職に伴

〇照屋

う退職金。これのまた支払いについても新たに大きな

議長はそういう制約をしようとしているんですか。

課題が出てくるわけです。これは当然県民からすると、

〇議長（新里米吉君） これは議長の権限です。（発言

これやり方はおかしいんじゃないのと。地方自治法の

する者多し）

そういうのに対して……

〇照屋

本日の議題に戻してください。

守之君

副知事の問題です。

この知事周辺によるとシンポジウムを受けて、４月

離れておりませんけれども、非常に

守之君

県民に対してどういう権限があって

続けてください。

〇議長（新里米吉君） 本日の議案とは離れています。
〇照屋

守之君

以降、謝花喜一郎新副知事のもとでシンポが提示され

大事なことです。

た案を精査する云々が既に副知事に、何もしないのに、

〇議長（新里米吉君） 大事であっても議題とは直接

議会にもきちっと説明もして、同意も得ていないのに

関係ありません。

もう既に新たな副知事が誕生して、基地問題を、辺野古
これはしっかりきちっと、法に基づ

の問題をこれで対応する。これは全くおかしな話じゃ

いて辞職をしっかり県議会も認めてというそういうふ

ないですかね。ですから、県民無視、議会無視という

うな手続のもとにやっておれば、こういう質疑なんか

ことを私は言っているわけです。

〇照屋

守之君

私やる必要ありませんよ。それを知事がしっかりそう

本来、先ほどありましたように、まず今の浦崎副知

いうこともやらずに、そういうことがあるから、退職

事の退職の問題、これを議会に了解をもらう。これが

金問題どうなるんですかということを聞くのは県民の

一番初めじゃないですか。それもやらずに新たな副知

代表として当たり前の話じゃないですか。そこをぜひ

事をそこに提案して、議会を混乱させる。こういうや

御説明をお願いいたします。

り方おかしくないですか。とんでもないですよ。です

さらに……

から、この今のように、勝手に先ほど午前中に私ども

〇議長（新里米吉君） 本日の議案に沿って質疑をし

の会派室に来て、知事は浦崎副知事と意見交換をして、

てください。

３月７日に知事公室長の意思を確認し、３月９日に記

〇照屋

守之君

当然これは議案の範疇ですよ、議長。

者会見を行った。副知事の選任には議会の同意が必要

〇議長（新里米吉君） 範疇ではありません。進行して

なことから、今回追加提案をすることになったという、

ください。

そういう説明でした。

〇照屋

守之君

３月18日の新聞報道で……

副知事の辞任については議会は無視するんですか。

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

副知事の就任は、選任は議会の同意が必要。副知事の

午前11時６分休憩

辞任は、議会を無視しなさいといって、この地方自治

午前11時６分再開

法に決まっているんですか、法律で。ですから、そこ

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

をちゃんと説明してほしいということの話です。です

質問を続けてください。
〇照屋

守之君

から、こういう異常なやり方がまかり通るような人事

だって、質疑の中身をきちっと説明

というのは、やっぱりおかしいです。
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先ほどの知事に対することですけれども、マスコミ

ういった意味でのねじれがあって、対立とかというこ

の質問に対してこういうふうな人事について、職員も

とではなくて意見が違う場合には意見が違ったら対立

保革を乗り越える意味では収れんできるように意見交

というのか、この辺もぜひ吟味をしていかなきゃいけ

換できるようになったという、そういうふうに知事は

ないなというふうに思っております。

答えているんです。さっぱり意味がわかりませんけれ
ども、この職員というのは、政治的に保守も革新もと

それから職員との収れんといいますか、そういった
御質問もございました。

いう形で仕事をするんですか。

私が知事になりましたら、照屋議員からも今説明の

先ほど申し上げましたように、法律や条例とかそう

中にありましたけれども、総務部長、知事公室長、土

いう決まり事にのっとってやるわけでしょう。先ほど

建部長という主要な３部長が任期を待たずしてやめら

のように、前知事のときの企画部長をやっていた人を

れました。これは何も私と一緒に御一緒してからやめ

今度副知事にするというのは、まさに職員からすると

られたわけではなくて私と仕事をする前にやめていか

これがおかしいんじゃないのという話じゃないです

れたわけで、その意味からいうとこれも今日までの中

か。
ですから、
この職員も保革を乗り越える意味では収

で政権が変わるということは西銘知事から大田知事、

れんできるようになった、意見交換できるようになっ

大田知事から稲嶺知事と変わっていくのですが、そう

たというこの具体的な説明、ぜひよろしくお願いしま

いうときにはいわゆるそういった主要な部長などはや

す。

めるのが慣例なのかどうか。この辺もいわゆる職員と

〇議長（新里米吉君） 休憩いたします。

の関係でどうするんだというようなことがございま

午前11時11分休憩

す。そういうものがありまして、私も知事をスタート

午前11時15分再開

しているわけでありますけれども、この第三者委員会

〇議長（新里米吉君） 再開いたします。

とかいうようなこと等もやる中でやはり第三者委員会

翁長知事。
〔知事

というようなものは、私の公約そういったようなもの
翁長雄志君登壇〕

を実現していくためにあるわけでありますから、それ

〇知事（翁長雄志君） 照屋守之議員の御質問にお答

を支える職員というのはやはり新しい体制の中でそれ

えをいたします。

を理解し、照屋議員がおっしゃるように条例と法令に

今回の副知事の件のある意味で直接的な御質問とい

のっとって物事をしていくというのがこれは当然であ

うよりは、御自分の政治的な見解のほうが大きかった

ります。その条例と法令にのっとって支えていただく

と思うんで、なかなか焦点を絞って話をすることが、

過程をやってきましたので、その意味からするとそう

答弁することが難しいところもありますが、手分けを

いったものが大変職員との一体感が年月がたつごとに

して私のほうは今のいろんな質問の中で私のほうの考

増してきたという意味では、私は今大変基地問題に翻

え方もお話をさせていただきたいと思います。

弄されるようなことも多かったですが、ほかの分野に

そういった人事の件で、国との信頼関係こういうこ

おいても職員が一生懸命頑張って、ある意味でバラン

とも断絶をして新しい副知事がそういうことができる

スのとれた県政運営ができたというふうに思っており

のかとかそういう御質問もありました。

ます。

私はずうっと今日まで思うのは、知事に当選して半

そういったこと等でございますので、その中での副

年近くどんな手を尽くしても会えなかった、いわゆる

知事の今回提案にありますが、今そういった意味での

地方自治というものはあるいは民主主義というものは

あり方についての御質問もあったようですから、これ

時の政権と地方自治体が同じ考え方を持っていなけれ

は総務部長のほうから答弁をさせていただいて、また

ば会えないのかどうか。こういったようなこと等も根

足りなかったところはおっしゃっていただければ答弁

本的なものがそこに潜んでいると思うんですね。時の

をしたいと思います。

政権というものはいつでも政権交代というものはあり

〇議長（新里米吉君） 総務部長。

得るわけですから、交代をした政権と違う地方自治体

〔総務部長

があった場合には、信頼関係は築けないというような

〇総務部長（金城

ことであれば私は本当の意味での地方自治がそこにあ

と思うんですが、まず１つ目の浦崎副知事の辞職に伴

るのか、民主主義体制があるのかというようなことを

う手続が法令に基づく手続がきちっとされているかと

痛切に感じたわけでございます。ですからこれから政

いうような趣旨の御質問だったと思います。

治はどういうふうに動くかわかりませんけれども、そ
－ 465 －

金城

武君登壇〕

武君） 幾つか御質問があったか

地方自治法165条で職務代理の場合は――これは職

務代理というのは知事が不在のとき等そういう場合に
おいては議会の承認が必要だという手続が出てくると

〔照屋守之君登壇〕
〇照屋

守之君

再質疑を行います。

いうことですが、今回の場合その職務代理という立場

今の副知事の退職についての地方自治法165条です

ではございませんので、165条第２項でそういう場合

ね。これは先ほど総務部長からありましたように、私

は退職の20日前までに辞職の申し出が必要というこ

が言っているのは２項ではなくて、
「普通地方公共団体

とでございますが、今回はその申し出が適切になされ

の長の職務を代理する副知事又は副市町村長は、退職

ているというところでございます。

しようとするときは、その退職しようとする日前20日

それから、これまでのいろいろな反省を踏まえた今

までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出

回の人事案の提案なのかというような趣旨の御質問が

なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、

ございました。

その期日前に退職することができる。」ということで

まず県政運営に当たってやはり今沖縄21世紀ビ

すけれども、この２項は県知事が判断することですか

ジョン基本計画を着実に推進する、それから知事公約

ら、これは自分たちの都合のいいようにどうにでもで

の実現に向けて取り組むということが非常に重要だと

きるわけですね。この地方自治法は副知事の選任につ

いうように考えております。そういう意味で知事公室

いて法律でしっかり規定をされている。そのとおりや

長はこれまでの基地問題にしっかりと対応し、そして

りなさいよということなんですね。それを自分たちの

過去に企画部長として21世紀ビジョン基本計画の策

都合のいいように解釈のいいように対応するというも

定にかかわるなどこの県政の政策全般に精通して実務

のは、これはまさに法の趣旨に反する。これだけ時間が

を取り仕切った経験があると。それから富川副知事に

あるわけですから、当然議会に対して浦崎副知事が退

つきましても経済振興はもちろんのこと、基地担当の

任をするというそういう申し出をきちっと行う、これ

副知事として問題解決に向けて大変な努力をされてき

は当たり前の話です。ですからそういうふうに法律が

たところでございます。そういう意味でお二人とも基

ありながらそれを無視した形で今の対応をする。この

地問題を初め経済政策にも精通しておりまして、引き

法の趣旨は、副知事または助役の地位の重要性に鑑み

続き知事公約の実現に向けてしっかりと知事を支える

て、一身上の都合でいつでも退職できるものとすれば

体制ができるものというふうに考えております。

行政の空白を生じるおそれがあるため、本条により予

それから両副知事の担任事務の御質問がございまし
た。

告期間を設けたものである。これはまさに自分たちの
都合のいいように、副知事人事を知事の都合のいいよ

両副知事の担任する部局等事項につきましては、こ

うに対応しなさんなよという形でこの法の定めがあっ

れから知事と調整して決定することになりますが、そ

て、基本的にはその法律によって対応する。前回の副

れぞれの経験あるいは専門性、専門分野を生かす方向

知事の辞任もそうですけれども、あれだけどたばたし

で今後調整していくことになるというふうに考えてお

て知事が期日前にそういうものを認めるというこの項

ります。

目があるからといってああいう形で副知事をやめさせ

それから公室長、謝花氏の資質の問題という御質問
もございました。

るという、そういうようなことをしなさんなよという
ことなんだけれども、今の県政で残念ながら自分の都

これにつきましては提案した理由になろうかと思う

合のいいように法も無視した形でやる。ですからこれ

んですが、これも繰り返しになりますけれども、謝花

はやり直したほうがいいんじゃないですか。地方自治

知事公室長は昭和59年に沖縄県に採用後30年余にわ

法第165条に完全に反していますよ。こういうふうな

たって県行政に携わっており、企画部長も歴任するな

提案を議会にやること自体が行政として異常です。ど

ど県の要職を務めております。企画部在籍時には沖縄

うですか、これ取り下げて正式な手続を踏んだほうが

21世紀ビジョン基本計画の策定や沖縄振興一括交付

いいと思いますけれどもいかがですか。

金の創設に尽力をし、現在は知事公室長として基地問

基地問題、先ほどの担任事務については、知事が後

題にしっかりと対応するなど、県の政策全般に精通し

で相談をする。これもまさに副知事という役職の重さ、

ておりまして、その豊富な知識や行政経験から副知事

議会にもしっかりそういうふうなものを説明して同意

として適任であるとの判断で今回提案しているという

を取りつけなさいよという法律的にそういうことを知

ところでございます。

事、定められている。ということは、この議会で承認

以上でございます。

する副知事がどういう職務、どういう責任を果たすん

〇議長（新里米吉君） 照屋守之君。

ですかということも含めて提案されております。これ
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が１年間たった後に、さらに新しい副知事を決めて今

起案をさせて知事、２人で責任を負って撤回に踏み

の浦崎副知事のものをそのまま引き継ぐということで

切っていくというそういう人事なのかなという思いが

あればまだ理解はできますよ。それも含めて全部今の

していて、そうなりますとやっぱり損害賠償、１日と

副知事がやっているものを変えて新たな副知事に大き

まれば5000万、一月で15億円、２カ月で30億円とい

い責任を負わせる。これまでにない権限を負わせると

うそういうふうなことですね。ですからそういうふう

いうことは、まさにこのことも議会のこの地方自治法

な撤回をするのに職員に……

の副知事を議会が選任をするという法の趣旨に違法行

〇議長（新里米吉君） 質問を絞るようにしてくださ

為じゃないかなと思います。ですからここも間違って

い。

いますから、これも含めてやっぱりこれはもう一回や

〇照屋

り直して県民にしっかり説明できるような対応をした

に新たな副知事を選任して、その副知事が起案して知

ほうがいいと思います。

事２人で責任を負っていく。今これ撤回は新たなこと

職員に責任を負わせない、そのため

守之君

先ほど知事が第三者委員会は公約を実現するために

が起こる１日に5000万、一月に15億というお金です

あるという表現をしておりましたけれども、私は耳を

けれども、今までのものというものは今の知事は認め

疑いました。第三者委員会は公約を実現するためにあ

ていますから、工事が。認めていますから大体約800億

る。そうですか。第三者委員会というのは、前知事が

くらいかかっていますね、工事。そうするとこの800

埋立承認をしたその手続に瑕疵はないかどうかという

億かかった部分も撤回によって新たな責任が発生をし

ことをいろいろ調べてやるということで、第三者委員

ていくというふうなことにもなりかねません。ですか

会というのは客観的な委員会ですよね。それを県知事

ら撤回をするこの副知事とか知事はそういうふうにこ

が第三者委員会は公約を実現するためにあるという、

れまででき上がったものについての責任をどう負うの

すごいことを県知事はおっしゃるなという思いがあり

か。あるいはまた今後この撤回した後に800億かかっ

ますけれども、ですからそういう形で県政運営をやっ

たものが今度は元に戻すために300億も500億もかか

ている。全部自分の都合のいいようにやる。その第三

るわけですよ。そうするとそういうふうなものについ

者委員会が客観的な委員会ということで一生懸命説明

ても……

していましたね。ずっと説明していましたよ。それが

〇議長（新里米吉君） 質問が多岐にわたっています。

第三者委員会は公約を実現するためにあるという、知

絞ってください。

事が今言い切るということはこれはやっぱり県知事は

〇照屋

個人的に全て公のものを利用する。ですから今回の副

かという。そういうことが今求められているというふ

知事の人事についても全部自分の都合のいいようにや

うに思って、それでそういうことをするために新たな

りたいためにやるというふうに疑われてもこれは言い

副知事を選任して副知事と一緒に責任を負っていくと

わけができないと思うんですね。改めてそういうふう

いうそういう決意なのかなというふうな思いがありま

な副知事の選任について、御自身の都合のいいような

すけれども、そのことについて御説明をお願いします。

人事だと思っておりますけれども、この辺について御

この前の新聞報道を見てびっくりしましたけれど

説明をお願いします。

守之君

どのような形で責任を負っていくの

も、県知事が４年前の就任以来水面下で政府に代替案

先ほども新聞の記事を申し上げましたけれども、シ

を示したけれども一顧だにされなかったということが

ンポジウム謝花喜一郎新副知事のもとでというふうな

報道されております。（発言する者多し） これはこれ

ことでもう既に報道されて、我々議会が承認もしない

まで……

うちにこの副知事の人事たるものや何だというふうな

〇議長（新里米吉君） 質問は……

ことも理解されないままに報道ではもうこういう役回

〇照屋

りをするという話です。これは今問題になっている辺

に、国の責任でやるということでやっておりましたけ

野古の撤回、あるいは与党議員の方々も県民投票とい

れども……（発言する者多し）

うことが盛んにいろいろ検討されているということで

〇議長（新里米吉君） 出された内容に基づいてやっ

報道にもなされておりますけれども、この副知事の新

てください。

たな人事によって私は副知事がそういう撤回を起案し

〇照屋

て、知事がそれを承認する決裁をする。今までのよう

替案を示したけれども、一顧だにされなかったという

に土建部とか知事公室とか、あるいはまた農水部では

そういうふうなことがありました……（発言する者多

なくてこれはやっぱり撤回ですから、新たな副知事に

し）
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守之君

守之君

知事は代替案というものは示さず

この新聞報道で水面下でそういう代

それから副知事の担任事項の再度の御質問がござい

〇議長（新里米吉君） 質問が多岐にわたっています。

ました。

絞ってください。

これにつきましては先ほど答弁いたしましたが、こ

簡明な質問をしてください。
これは今回の副知事の人事、あるい

の担任事項につきましては、沖縄県副知事の担任事項

はまたこれからの辺野古の問題についてどういうふう

を定める規程というものがございます。そういう意味

な形でやっていくのか、ここはやっぱりしっかり明確

で議会の同意が得られればその規程を改正し決定して

に説明していただかないと、これは新たな事実として

いくということになります。担任事項を定めるに当た

これまで県民にしっかり説明していない、代替案はこ

りましては、これまでの経歴や専門分野等を考慮して

れは国が考えること、国の責任でやることと言ってき

現在幾つかの案を検討しておりますので、知事と調整

た県知事が水面下でそういう代替案を提案していたと

をして決定していくということを考えているところで

いうふうなことになっていくと……（発言する者多し）

ございます。

〇照屋

守之君

それから今回の人事は都合のよい人事ではないかと

〇議長（新里米吉君） これは本日の提案とは内容的

いう趣旨の御質問がございました。

に異なります。
〇照屋

これにつきましては、先ほど申し上げたとおりでご

この副知事の人事についても非常に

守之君

私どもは……

ざいますけれども、知事公室長はやはり30年にわた

〇議長（新里米吉君） 質問者も質問は簡明にやって

り県行政に携わって主な要職を歴任した方でございま

ください。

す。そういう意味で過去にもそういう沖縄21世紀ビ

〇照屋

ジョン基本計画の策定そして沖縄振興一括交付金の創

疑問が出てくるようになります。

守之君

設、そういうことに尽力をし現在も基地問題にしっか

ぜひお答えをお願いします。（発言する者多し）

りと対応しているということで、政策全般に精通して

〇議長（新里米吉君） 総務部長。
〔総務部長

金城

いるということで、この知識そして経験が副知事とし

武君登壇〕

て適任であるというような判断をして今回提案をして

武君） お答えをいたします。

〇総務部長（金城

まず１点目の副知事の退職手続について再度の御質

いるというところでございます。
御理解をいただきたいと思います。

問がございました。

以上でございます。

もう一度詳しく御説明したいと思うのですが、地方
自治法の165条、
「長の職務を代理する副知事は退職し

〇議長（新里米吉君） 以上で通告による質疑は終わ

ようとするときは、その退職しようとする日前20日ま

りました。

でに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出な

これをもって質疑を終結いたします。

ければならない。
」
。この長の職務を代理する副知事と

ただいま議題となっております乙第68号議案につ

いうのは、長に事故があり、または長が欠けたため現

いては、総務企画委員会に付託いたします。

に長の職務を代理している、現状において代理してい

―――――――◆・・◆―――――――

る副知事のことを指しますので、今回の場合はこれに

〇議長（新里米吉君） 以上をもって本日の日程は終

該当しないと。２項で「副知事は、その退職しようと

了いたしました。

する日前20日までに、当該普通地方公共団体の長に申

次会は、３月28日定刻より会議を開きます。

し出なければならない。」ということで、今回の事案は

議事日程は、追って通知いたします。

この２項に該当するということで、この２項に基づく

本日は、これをもって散会いたします。
午前11時41分散会

適切な手続になっているということでございます。
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議

長

新

里

米

吉

会議録署名議員

渡久地

修

会議録署名議員

金

勉
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城

平成30年３月28日
平成30年
第 ３ 回

沖縄県議会（定例会）会議録

（第 11 号）
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平 成 30 年
第

３

沖縄県議会（定例会）会議録（第 11 号）

回

平成30年３月28日（水曜日）午前10時１分開議

議

事

日

程

第11号

平成30年３月28日（水曜日)
午前10時開議

第１

乙第１号議案、乙第４号議案から乙第８号議案まで及び乙第48号議案（総務企画委員長報告）

第２

乙第36号議案から乙第41号議案まで（経済労働委員長報告）

第３ 乙 第11号議案から乙第32号議案まで、乙第34号議案、乙第35号議案、乙第46号議案及び乙第47号議案
（文教厚生委員長報告）
第４

乙第９号議案、乙第10号議案及び乙第42号議案から乙第45号議案まで（土木環境委員長報告）

第５

乙第66号議案から乙第68号議案まで（総務企画委員長報告）

第６

乙第64号議案及び乙第65号議案（経済労働委員長報告）

第７

乙第60号議案、乙第62号議案及び乙第63号議案（文教厚生委員長報告）

第８

乙第49号議案から乙第59号議案まで及び乙第61号議案（土木環境委員長報告）

第９

甲第１号議案から甲第24号議案まで（予算特別委員長報告）

第10 自衛隊ヘリコプターの機体の一部の落下事故に関する意見書
⎧ 渡久地 修君
花城 大輔君
⎪
中川 京貴君
⎪ 又吉 清義君
⎪ 仲田 弘毅君
宮城 一郎君
⎪
⎨ 当山 勝利君
仲宗根 悟君
提出 議員提出議案第３号
⎪
玉城
満君
⎪ 新垣 光栄君
⎪ 比嘉 瑞己君
上原
章君
⎪
⎩ 當間 盛夫君
第11 陳情平成29年第93号（総務企画委員長報告）

⎫
⎪
⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭

第12	陳情平成29年第39号、同第89号、同第91号の２、同第92号の２、同第126号の２、同第136号から同第
139号まで、同第148号及び陳情第１号（文教厚生委員長報告）
第13	陳情平成28年第45号の４、同第89号の４、同第107号、同第115号、同第160号及び陳情平成29年第３号
の４（土木環境委員長報告）
第14 閉会中の継続審査の件
本日の会議に付した事件
日程第１

乙第１号議案、乙第４号議案から乙第８号議案まで及び乙第48号議案
乙第 １ 号議案 沖縄県危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改
正する条例
乙第 ４ 号議案

沖縄県職員定数条例の一部を改正する条例

乙第 ５ 号議案

沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ６ 号議案

沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

乙第 ７ 号議案

沖縄県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

乙第 ８ 号議案 沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の
一部を改正する条例
乙第48号議案

沖縄県警察関係手数料条例の一部を改正する条例
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日程第２

乙第36号議案から乙第41号議案まで
乙第36号議案

沖縄県中山間地域ふるさと農村活性化基金条例の一部を改正する条例

乙第37号議案

沖縄県森林整備担い手対策基金条例の一部を改正する条例

乙第38号議案 沖縄県火薬類製造業許可、高圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条
例

日程第３

乙第39号議案

沖縄県ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第40号議案

沖縄情報通信センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

乙第41号議案

沖縄県の契約に関する条例

乙第11号議案から乙第32号議案まで、乙第34号議案、乙第35号議案、乙第46号議案及び乙第47号議案
乙第11号議案

沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

乙第12号議案

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例

乙第13号議案 沖縄県養護老人ホーム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14号議案 沖縄県特別養護老人ホーム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15号議案 沖縄県軽費老人ホーム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16号議案 沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、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17号議案 沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに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18号議案 沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、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19号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、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20号議案 沖
 縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー
ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法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21号議案 沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃
止する条例
乙第22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23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24号議案 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、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25号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、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26号議案 沖縄県指定障害者支援施設の人員、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27号議案 沖縄県障害福祉サービス事業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28号議案 沖縄県病院及び診療所の人員及び施設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29号議案

沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例

乙第30号議案

沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例
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日程第４

日程第５

日程第６

日程第７

日程第８

日程第９

乙第31号議案

旅館業法施行条例の一部を改正する条例

乙第32号議案

国民健康保険法施行条例

乙第34号議案

沖縄県国民健康保険調整交付金条例を廃止する条例

乙第35号議案

沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例

乙第46号議案

沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

乙第47号議案

沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例

乙第９号議案、乙第10号議案及び乙第42号議案から乙第45号議案まで
乙第 ９ 号議案

沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する条例

乙第10号議案

沖縄県環境保全基金条例の一部を改正する条例

乙第42号議案

沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例

乙第43号議案

建築基準法施行条例の一部を改正する条例

乙第44号議案

沖縄県文教地区建築条例の一部を改正する条例

乙第45号議案

沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例

乙第66号議案から乙第68号議案まで
乙第66号議案

包括外部監査契約の締結について

乙第67号議案

沖縄県監査委員の選任について

乙第68号議案

副知事の選任について

乙第64号議案及び乙第65号議案
乙第64号議案

指定管理者の指定について

乙第65号議案

指定管理者の指定について

乙第60号議案、乙第62号議案及び乙第63号議案
乙第60号議案

債権の放棄について

乙第62号議案

損害賠償請求事件の和解等について

乙第63号議案

損害賠償の額の決定について

乙第49号議案から乙第59号議案まで及び乙第61号議案
乙第49号議案

工事請負契約について

乙第50号議案

工事請負契約について

乙第51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52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53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54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55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56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57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58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59号議案

財産の取得について

乙第61号議案

訴えの提起について

甲第１号議案から甲第24号議案まで
甲第 １ 号議案

平成30年度沖縄県一般会計予算

甲第 ２ 号議案

平成30年度沖縄県農業改良資金特別会計予算

甲第 ３ 号議案

平成30年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算

甲第 ４ 号議案

平成30年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算

甲第 ５ 号議案

平成30年度沖縄県下地島空港特別会計予算

甲第 ６ 号議案

平成30年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

甲第 ７ 号議案

平成30年度沖縄県下水道事業特別会計予算

甲第 ８ 号議案

平成30年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
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甲第 ９ 号議案

平成30年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算

甲第10号議案

平成30年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算

甲第11号議案

平成30年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計予算

甲第12号議案

平成30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予算

甲第13号議案

平成30年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算

甲第14号議案

平成30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予算

甲第15号議案

平成30年度沖縄県産業振興基金特別会計予算

甲第16号議案

平成30年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算

甲第17号議案

平成30年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算

甲第18号議案

平成30年度沖縄県駐車場事業特別会計予算

甲第19号議案

平成30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予算

甲第20号議案

平成30年度沖縄県公債管理特別会計予算

甲第21号議案

平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計予算

甲第22号議案

平成30年度沖縄県病院事業会計予算

甲第23号議案

平成30年度沖縄県水道事業会計予算

甲第24号議案

平成30年度沖縄県工業用水道事業会計予算

日程第10 自衛隊ヘリコプターの機体の一部の落下事故に関する意見書
日程第11 陳情平成29年第93号
陳情平成29年第93号

入札及び契約制度改善に関する陳情

日程第12 陳情平成29年第39号、同第89号、同第91号の２、同第92号の２、同第126号の２、同第136号から
同第139号まで、同第148号及び陳情第１号
陳情平成29年第39号

所得税及び地方税における寡婦控除を未婚の母及び生別寡婦にも適用するこ
とを求める陳情

陳情平成29年第89号

ハワイ捕虜沖縄出身者名簿及び戦没者の遺骨収集に関する陳情

陳情平成29年第91号の２

美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情

陳情平成29年第92号の２

伊是名村振興発展に関する陳情

陳情平成29年第126号の２

伊江村の振興発展に関する陳情

陳情平成29年第136号

新沖縄県立八重山病院における高気圧酸素治療装置の設置に関する陳情

陳情平成29年第137号

新沖縄県立八重山病院における高気圧酸素治療装置の設置に関する陳情

陳情平成29年第138号

新沖縄県立八重山病院における高気圧酸素治療装置の設置と減圧症等治療
の継続実施に関する陳情

陳情平成29年第139号

新沖縄県立八重山病院における高気圧酸素治療装置の設置と減圧症等治療
の継続実施に関する陳情

陳情平成29年第148号

離島・僻地の患者・妊産婦等の経済的負担軽減を図るための宿泊支援策に
関する陳情

陳情第１号

小中学校における臨時的任用職員の産前・産後休暇に関する陳情

日程第13	陳情平成28年第45号の４、同第89号の４、同第107号、同第115号、同第160号及び陳情平成29年第
３号の４
陳情平成28年第45号の４

平成28年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情

陳情平成28年第89号の４

美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情

陳情平成28年第107号

産業廃棄物最終処分場に関する陳情

陳情平成28年第115号

産業廃棄物最終処分場に関する陳情

陳情平成28年第160号

那覇港泊埠頭の乗船施設整備に関する陳情

陳情平成29年第３号の４

平成28年度久米島町の振興施策に関する陳情

日程第14 閉会中の継続審査の件
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番

西

銘

啓史郎

君

34 番

島

袋

大

君

10 番

新

垣

新

君

35 番

中

川

京

貴

君

11 番

座

波

一

君

36 番

座喜味

一

幸

君

12 番

比

嘉

瑞

己

君

37 番

嘉

陽

宗

儀

君

13 番

西

銘

純

恵

さん

38 番

新

垣

清

涼

君

14 番

平

良

昭

一

君

39 番

瑞慶覧

功

君

15 番

上

原

正

次

君

41 番

狩

俣

信

子

さん

16 番

当

山

勝

利

君

42 番

比

嘉

京

子

さん

17 番

亀

濱

玲

子

さん

43 番

大

城

一

馬

君

18 番

當

間

盛

夫

君

45 番

糸

洲

朝

則

君

19 番

上

原

章

君

46 番

照

屋

守

之

君

20 番

山

川

典

二

君

47 番

仲

田

弘

毅

君

21 番

花

城

大

輔

君

48 番

翁

長

政

俊

君

22 番

又

吉

清

義

君
欠

議

長

新

里

米

吉

席

議

松

文

嗣

員（１名)

君（公務）
員（２名)

欠

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

宮

城

亮

君

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

兼

君

弘

君

毅

君

参

議

事

課

長

勝

連

課

長

補

佐

平

良

潤

君

主

幹

城

間

主

幹

中

村

守

君

主

幹

新

垣

主

幹

城

間

旬

君

主

幹

上

原

〇副議長（赤嶺

勝

――――――――――――――――――

昇君） これより本日の会議を開き

〔諸般の報告

ます。

巻末に掲載〕

――――――――――――――――――

日程に入ります前に報告いたします。
昨日、渡久地修君外12人から議員提出議案第３号
「自衛隊ヘリコプターの機体の一部の落下事故に関す

〇副議長（赤嶺

昇君） 日程第１

乙第１号議案、乙

第４号議案から乙第８号議案まで及び乙第48号議案
を議題といたします。

る意見書」の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書に

各議案に関し、委員長の報告を求めます。
総務企画委員長渡久地

より御了承願います。
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修君。

――――――――――――――――――

ふえるのか、また、医師の増員による新たな費用はど

〔委員会審査報告書（条例） 巻末に掲載〕

のように捻出するのかとの質疑がありました。

――――――――――――――――――
〔総務企画委員長

渡久地

〇総務企画委員長（渡久地

これに対し、医師の増員により人件費は27億円の増

修君登壇〕

額となるが、時間外勤務手当の縮減分の17億円との相

修君） おはようござい

殺で新たに10億円の負担が発生すると試算している。

ます。

また、新たな費用は、政策医療の不採算部分に該当す

ただいま議題となりました乙第１号議案、乙第４号

る場合には一般会計からの繰入金に算入されるが、そ

議案から乙第８号議案まで及び乙第48号議案の条例

れ以外は県立病院の経営改善の中で捻出していく必要

議案７件について、委員会における審査の経過及び結

があるとの答弁がありました。

果を御報告申し上げます。

そのほか、県立病院に対する労働基準監督署からの

委員会におきましては、知事公室長、総務部長、企

是正勧告の内容、県立病院の定期監査結果で不適切な

画部長、警察本部交通部長及び同生活安全部長の出席

事務処理件数が多い理由、事務職員やコメディカルの

を求め慎重に審査を行ってまいりました。

労務管理体制及び改善システムの有無、医師156人を

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。

確保する方法及び各県立病院に勤務する医師への影
響、公立病院に勤務する医師数の全国比較及び充足状

まず、乙第１号議案「沖縄県危険物の製造所、貯蔵

況などについて質疑がありました。

所又は取扱所の設置許可申請等手数料条例の一部を改

次に、乙第５号議案「沖縄県の事務処理の特例に関

正する条例」は、地方公共団体の手数料の標準に関す

する条例の一部を改正する条例」は、法令に基づく知

る政令の一部改正に伴い、消防法に基づく貯蔵所の設

事の権限に属する事務の一部について市町村が処理す

置許可申請の審査等に係る事務手数料、危険物取扱者

ることとするほか、那覇市に移譲している医療法に基

及び消防設備士に係る試験及び免状交付手数料の額を

づく事務について県が行うこととする等所要の改正を

改める必要があるため条例を改正するものであるとの

行い、平成30年４月１日から施行するため条例を改正

説明がありました。

するものであるとの説明がありました。

本案に関し、手数料を改正する根拠や判断基準は何

次に、乙第６号議案「沖縄県使用料及び手数料条例

か、また、改正する手数料の種類や金額は全国一律な

の一部を改正する条例」は、工業技術センターの機器

のかとの質疑がありました。

の使用料について徴収根拠を定め、額の適正化を図り、

これに対し、今回の改正は、国の手数料に関する政

または廃止するほか、土壌汚染対策法の一部が改正さ

令の改正に合わせて行っている。また、各県や各市町

れたことに伴い発生する新たな事務に係る手数料の徴

村で行う同一の事務については、政令に合わせた手数

収根拠を定め、平成30年４月１日から施行するため条

料額等になっているとの答弁がありました。

例を改正するものであるとの説明がありました。

次に、乙第４号議案「沖縄県職員定数条例の一部を

本案に関し、汚染土壌処理業に係る県内業者は幾つ

改正する条例」は、県立病院の医療提供体制の強化及

あるのか、また、知事の営業許可は必要なのかとの質

び医師の勤務体制の適正化を図るため、病院事業局の

疑がありました。

職員の定数を2964人から3120人に156人増員し、公

これに対し、汚染土壌処理施設の許可業者は県内に

布の日から施行するため条例を改正するものであると

１社ある。また、処理施設の営業には知事の許可が必

の説明がありました。

要であり、今回、処理施設の譲り受けや相続等の承認

本案に関し、医療提供体制の強化や医師の勤務体制
の適正化とはどういうことかとの質疑がありました。

の手続が土壌汚染対策法で定められたことに伴い、手
数料を設定するものであるとの答弁がありました。

これに対し、勤務体制の適正化とは、県立病院の医
師の当直時間を正規の勤務時間として人数を算定して

そのほか、工業技術センター使用料及び手数料の廃
止による影響の有無について質疑がありました。

定数の増員や人員の確保を図ることである。医療提供

次に、乙第７号議案「沖縄県個人番号の利用及び特定

体制の強化とは、医師の勤務体制を適正化していく中

個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」

で医師の働き方の見直しや長時間労働の解消により医

は、個人番号を必要な限度で利用できる事務に、ウイ

療の質と安全の確保、拡充強化を図っていくことであ

ルス性肝炎患者に対する治療のための医療費の助成に

るとの答弁がありました。

関する事務を加える等の改正を行い、公布の日から施

次に、医師を156人増員すると人件費は年間で幾ら

行するため条例を改正するものであるとの説明があり

－ 476 －

ました。

〇副議長（赤嶺

本案に関し、追加する独自事務の対象者は何名と見

昇君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

込んでいるのかとの質疑がありました。

これより乙第１号議案、乙第４号議案から乙第８号

これに対し、ウイルス性肝炎の平成28年度認定者数
のうち、大多数を占めるＢ型肝炎患者が607名で、600

議案まで及び乙第48号議案の７件を一括して採決い
たします。

名前後の患者が対象となるとの答弁がありました。

お諮りいたします。

そのほか、
個人情報の漏えい対策、マイナンバーカー
ドの県内発行状況について質疑がありました。

ただいまの議案７件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

次に、
乙第８号議案「沖縄県議会議員及び沖縄県知事
の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

昇君） 御異議なしと認めます。

部を改正する条例」は、公職選挙法等の一部改正に伴

よって、乙第１号議案、乙第４号議案から乙第８号

い、沖縄県議会議員及び沖縄県知事の選挙における選

議案まで及び乙第48号議案は、原案のとおり可決され

挙運動費用の公費負担限度額を引き上げるとともに、

ました。

沖縄県議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成

―――――――◆・・◆―――――――

に係る費用について公費負担する根拠を定めるため条

〇副議長（赤嶺

例を改正するものであるとの説明がありました。

ら乙第41号議案までを議題といたします。

本案に関し、県議会議員の選挙運動用ビラの上限枚

昇君） 日程第２

乙第36号議案か

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

数の根拠は何か、また、当該ビラの改正単価は７円51

経済労働委員長瑞慶覧

銭ということかとの質疑がありました。

功君。

――――――――――――――――――

これに対し、県議会議員選挙で使用するビラの上限

〔委員会審査報告書（条例） 巻末に掲載〕

枚数は、公職選挙法で定められている。また、当該ビ

――――――――――――――――――

ラの改正単価は御指摘の額であるとの答弁がありまし

〔経済労働委員長

た。

瑞慶覧

功君登壇〕

〇経済労働委員長（瑞慶覧 功君） ハイサイ グスー

次に、乙第48号議案「沖縄県警察関係手数料条例の

ヨー

チューウガナビラ。

一部を改正する条例」は、道路交通法施行令及び地方

ただいま議題となりました乙第36号議案から乙第

公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴

41号議案までの条例議案６件について、委員会におけ

い、関係法令の規定に基づく事務に係る手数料の額を

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

改め、平成30年４月１日から施行するため条例を改正
するものであるとの説明がありました。

委員会におきましては、農林水産部長及び商工労働
部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。

本案に関し、手数料の項目により増額したり、減額
する理由は何かとの質疑がありました。

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。

これに対し、手数料の増減額の主な理由は、人件費

まず、乙第36号議案「沖縄県中山間地域ふるさと農

の総額の増加や単価の減少によるものであるとの答弁

村活性化基金条例の一部を改正する条例」は、沖縄県

がありました。

中山間地域ふるさと農村活性化基金条例の基金事業に

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

要する経費に充てる場合に限り、当該基金の一部を処

すが、採決の結果、乙第１号議案、乙第４号議案から

分することができるよう改めるなど、所要の改正を行

乙第８号議案まで及び乙第48号議案の条例議案７件

い、平成30年４月１日から施行するため条例を改正す

については、全会一致をもって原案のとおり可決すべ

るものであるとの説明がありました。

きものと決定いたしました。

次に、乙第37号議案「沖縄県森林整備担い手対策基

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

金条例の一部を改正する条例」は、沖縄県森林整備担

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

い手対策基金条例の基金事業に要する経費に充てる場

わります。

合に限り、当該基金の全部または一部を処分すること

〇副議長（赤嶺

昇君） これより質疑に入るのであ

りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。

ができるよう改めるなど、所要の改正を行い、平成30
年４月１日から施行するため条例を改正するものであ
るとの説明がありました。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

本案に関し、基金を取り崩して行う事業の内容につ
－ 477 －

いて説明を求めたいとの質疑がありました。

及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖

これに対し、本基金事業は林業従事者の育成確保を

縄情報通信センターに電源設備等を整備したことに伴

目的として、労働災害の安全重視、充実、それから技

い、情報管理棟の使用料の額を改めるとともに、情報

術・技能の向上、福利厚生の充実を図っていくもので

管理棟の使用料の特例を定め、平成30年４月１日から

ある。また、研修等に要する経費、資格または免許の

施行するため条例を改正するものであるとの説明があ

取得のための講習会の経費、さらに林業災害の補償保

りました。

険等の経費について、運用益の減額に伴い基金の一部

本案に関し、同センターにおけるサーバーの能力に

を取り崩してこれらに充てようというものであるとの

ついて、全体のラック数及び稼働率は何割くらいかと

答弁がありました。

の質疑がありました。

次に、同基金については、今後も取り崩していくの
かとの質疑がありました。

これに対し、当初は100ラックで一部供用開始とい
うことであったが、今回200ラックを追加して全体で

これに対し、仮に、平成30年度から基金を300万円

300ラックが整備完了となっている。サーバーの稼動

ずつ崩していくとすると、69年後にゼロになってしま

率については、約85ラック使用されており、約３分の

うので、基金が枯渇する前に、地域の実情を考慮して、

１の稼働率となっているとの答弁がありました。

新たな制度を立ち上げていきたいとの答弁がありまし

次に、バックアップセンターとして沖縄は非常にポ

た。

テンシャルが高いと認識しているが、指定管理者も同

   そのほか、基金の残高、林業担い手の現状及び今後

様な認識で営業等に取り組んでいるのかとの質疑があ

の担い手対策について質疑がありました。

りました。

次に、乙第38号議案「沖縄県火薬類製造業許可、高

これに対し、同センターは、平成27年４月から供用

圧ガス製造許可申請等手数料条例の一部を改正する条

開始している。当時は東日本大震災を受け、情報通信

例」は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の

センターに入居している企業もいろいろなデータを首

一部改正に伴い、高圧ガス保安法に規定する容器検査

都圏から地方に移していくということを主として取り

または容器再検査の手数料の額を改める。また、液化

組んでいた。今回、電源設備も整備したことで、引き

石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

続き県外企業あるいは海外も含め同センターへの誘致

の規定に基づく充塡設備の所在地等の変更の許可の申

に向け指定管理者として取り組んでいくことになって

請に対する審査に係る手数料の額を改め、平成30年４

いるとの答弁がありました。

月１日から施行するため条例を改正するものであると

   そのほか、バックアップの容量について質疑があり

の説明がありました。

ました。

次に、乙第39号議案「沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設

次に、乙第41号議案「沖縄県の契約に関する条例」

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖

は、県契約に関する施策を総合的に推進するため、そ

縄ＩＴ津梁パーク施設内に新たな企業集積施設を整備

の基本理念を定め、県及び事業者等の責務を明らかに

することに伴い、
同施設の使用料の徴収根拠を定める。

するとともに、当該施策の基本となる事項を定める。

また、施行期日を公布の日から起算して三月を超えな

平成30年４月１日から施行するため条例を制定する

い範囲において規則で定め、施行する必要があるため

ものであるとの説明がありました。

条例を改正するものであるとの説明がありました。

本案に関し、沖縄県契約審議会の中身はどうなって

本案に関し、沖縄ＩＴ津梁パーク全体の面積及び現

いるのかとの質疑がありました。

在整備済みの面積がどのくらいか、また、今回新たに

これに対し、同審議会は、この条例を施行するに当

整備される施設の面積及び使用料として月額600万円

たって、客観的な意見を取り入れ条例の実効性を高め

は相場として適正かとの質疑がありました。

ていくためには第三者機関の設置が必要であろうとい

これに対し、沖縄ＩＴ津梁パークの道路部分を除く
全面積は約18ヘクタール、そのうち約9.4ヘクタール

うことで、外部の有識者等で構成する組織であるとの
答弁がありました。

が現在整備済みの面積である。また、今回、整備予定

次に、今回提案しているのは理念型と考えてよいか、

の面積は１ヘクタールで、企業集積施設の使用料につ

また、理念型あるいは規制型の条例を採用している都

いては、現在稼働している施設とほぼ同額であり、適

道府県はあるのかとの質疑がありました。

正な額だと考えているとの答弁がありました。

これに対し、今回提案している議案は理念型となっ

次に、乙第40号議案「沖縄情報通信センターの設置

ている。また、都道府県においては、これまでに岩手
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県、岐阜県、長野県、愛知県、奈良県の５県が公契約

医療部長、病院事業局長及び教育長の出席を求め慎重

条例を制定しているが、いずれも理念型の条例となっ

に審査を行ってまいりました。

ている。なお、市区町村においては、規制型を制定し
ているところもあるとの答弁がありました。

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。

   そのほか、沖縄県契約審議会と地元優先発注に係る
陳情の取り扱いなどについて質疑がありました。

まず、乙第11号議案「沖縄県介護医療院の人員、施
設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」は、

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

介護保険法の一部が改正され、長期療養が必要な要介

すが、採決の結果、乙第36号議案から乙第41号議案ま

護者に対して医療及び介護を一体的に提供する介護医

での条例議案６件については、全会一致をもって原案

療院が創設されることに伴い、介護医療院の人員、施

のとおり可決すべきものと決定いたしました。

設及び設備並びに運営に関する基準を定め、平成30年

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

４月１日から施行するため条例を制定するものである
との説明がありました。

わります。
〇副議長（赤嶺

本案に関し、介護医療院の整備の見込みはどのよう
昇君） これより質疑に入るのであ

になっているのかとの質疑がありました。

りますが、ただいまのところ通告はありません。

これに対し、介護医療院については、基本的には市町

質疑はありませんか。

村の需要を見ながら整備していくことになるが、第７

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

期介護保険事業計画の期間となる2018年度から2020

昇君） 質疑なしと認めます。

年度までの間に、介護療養型医療施設からの転換によ

これをもって質疑を終結いたします。

る１件、さらに、新たに48床の介護医療院の整備を計

これより乙第36号議案から乙第41号議案までの６

画しているところであるとの答弁がありました。

件を一括して採決いたします。

そのほか、入居者のプライバシ―の確保のあり方、

お諮りいたします。

介護職員の配置基準、人材確保の見込みなどについて

ただいまの議案６件は、原案のとおり決することに

質疑がありました。

御異議ありませんか。

次に、乙第12号議案「沖縄県介護支援専門員資格登

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

録申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、介護

昇君） 御異議なしと認めます。

保険法の一部改正に伴い、既存手数料の削除並びに介

よって、乙第36号議案から乙第41号議案までは、原
案のとおり可決されました。

料を加えることにより、その徴収根拠を定め、平成30

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） 日程第３

護医療院の開設許可申請手数料及び開発許可更新手数
年４月１日から施行するため条例を改正するものであ

乙第11号議案か

るとの説明がありました。

ら乙第32号議案まで、乙第34号議案、乙第35号議案、
乙第46号議案及び乙第47号議案を議題といたします。

次に、乙第13号議案「沖縄県養護老人ホームの設備
及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

条例」は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基

文教厚生委員長狩俣信子さん。

準の一部改正に伴い、養護老人ホームの運営に関する

――――――――――――――――――

基準を改める必要があることから条例を改正するもの

〔委員会審査報告書（条例） 巻末に掲載〕

である。

――――――――――――――――――

   改正の主な内容は、新たな介護保健施設である介護

〔文教厚生委員長

医療院が創設されることに伴い、これに関係する規定

狩俣信子さん登壇〕

〇文教厚生委員長（狩俣信子さん） 皆さん、おはよう

に介護医療院を追加すること、また身体的拘束等の適

ございます。

正化を図るための措置に関する規定を設けるものであ

ただいま議題となりました乙第11号議案から乙第32

るとの説明がありました。

号議案まで、乙第34号議案、乙第35号議案、乙第46

本案に関し、身体的拘束等の適正化のための措置と

号議案及び乙第47号議案の条例議案26件について、委

は、具体的にどのような内容であるのかとの質疑があ

員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま

りました。

す。

これに対し、身体拘束廃止委員会を３カ月に１回開

委員会におきましては、子ども生活福祉部長、保健

催し、その検討結果について全ての職員が共有するこ
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と、また、身体拘束の適正化に向けた方針を定めるこ

するものであるとの説明がありました。

と、さらに、定期的に職員の研修を実施することが法

   本案に関し、共生型サービスとして位置づけられて

令等により位置づけられたところであるとの答弁があ

いるものとして、どのようなサービスがあるのかとの

りました。

質疑がありました。

次に、乙第14号議案「沖縄県特別養護老人ホームの

これに対し、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

及び介護予防短期入所生活介護の４つが共生型サービ

する条例」は、特別養護老人ホームの設備及び運営に

スとして位置づけられているとの答弁がありました。  

関する基準の一部改正に伴い、特別養護老人ホームの

そのほか、当該制度の周知の状況、障害者施設と介護

運営に関する基準を改める必要があることから、条例

施設との基準の違いなどについて質疑がありました。

を改正するものであるとの説明がありました。

次に、乙第20号議案「沖縄県指定介護予防サービ

次に、乙第15号議案「沖縄県軽費老人ホームの設備

ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防

及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

条例」は、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

準の一部改正に伴い、軽費老人ホームの運営に関する

例」は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備

基準を改める必要があることから条例を改正するもの

及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

であるとの説明がありました。

防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改

次に、乙第16号議案「沖縄県指定介護老人福祉施設

正に伴い、障害福祉サービスの事業者が介護保険の介

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

護予防短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準を

一部を改正する条例」は、指定介護老人福祉施設の人

定める等の必要があることから条例を改正するもので

員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指

あるとの説明がありました。  

定介護老人福祉施設の運営に関する基準を改める等の

次に、乙第21号議案「沖縄県指定居宅介護支援等の

必要があることから条例を改正するものであるとの説

事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃

明がありました。

止する条例」は、介護保険法の一部が改正され、居宅

次に、乙第17号議案「沖縄県介護老人保健施設の人

介護支援事業者の指定権限が都道府県から市町村へ委

員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条

譲されることに伴い条例を廃止するものであるとの説

例の一部を改正する条例」は、介護老人保健施設の人

明がありました。

員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部改正

   本案に関し、円滑に指定権限の移譲を行うことがで

に伴い、介護老人保健施設の運営に関する基準等を改

きるのかとの質疑がありました。

める等の必要があることから条例を改正するものであ
るとの説明がありました。

これに対し、指定権限の移譲に当たって、昨年度から
市町村等への説明会の開催や研修の実施、さらに保険

次に、乙第18号議案「沖縄県指定介護療養型医療施

者である市町村等の職員と県の担当職員が一緒になっ

設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

て居宅介護支援事業所に対して合同指導を行っている

一部を改正する条例」は、健康保険法等の一部を改正

ところである。今後もできる限り市町村等への支援を

する法律附則第130条の２第１項の規定により、なお

行っていきたいとの答弁がありました。  

その効力を有するものとされた指定介護療養型医療施
設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴

そのほか、権限移譲後の県の関与のあり方などにつ
いて質疑がありました。

い、指定介護療養型医療施設の運営に関する基準を改

次に、乙第22号議案「沖縄県児童福祉施設の設備及

める等の必要があることから条例を改正するものであ

び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

るとの説明がありました。  

例」は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の

次に、乙第19号議案「沖縄県指定居宅サービス等の

一部改正に伴い、福祉型障害児入所施設及び福祉型児

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

童発達支援センターの人員配置基準について、看護師

例の一部を改正する条例」は、指定居宅サービス等の

を保健師、助産師、看護師または准看護師などの看護

事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に

職員に改める等の必要があることから条例を改正する

伴い、障害福祉サービスの事業者が介護保険の訪問介

ものであるとの説明がありました。

護、通所介護及び短期入所生活介護の指定を受ける場

本案に関し、福祉型障害児入所施設及び福祉型児童

合の基準を定める等の必要があることから条例を改正

発達支援センターに臨床心理士の配置を義務づけるこ
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とはできないのかとの質疑がありました。これに対し、

事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

具体的な人員配置の基準については、国の法令に基づ

就労移行支援事業者が通勤のための訓練を利用者に対

くものとされていることから、県が条例の見直し等を

して実施することを義務づける基準等を定める必要が

行う場合はこれにのっとることになる。今後、現場の

あることから条例を改正するものであるとの説明があ

意見などを踏まえながら、臨床心理士の必要性などに

りました。

ついて、国に対して伝えていきたいとの答弁がありま
した。  

次に、乙第28号議案「沖縄県病院及び診療所の人員
及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正す

そのほか、看護職員の中に助産師が含まれている理

る条例」は、医療法及び医療法施行規則の一部が改正

由、人材確保の状況、市町村や社会福祉協議会との連

され、既存病床数等の算定に当たっての補正方法が見

携のあり方について質疑がありました。

直されたことに伴い、これに関係する規定を整理する

次に、乙第23号議案「沖縄県指定通所支援の事業等

等の必要があることから条例を改正するものである。

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

改正の主な内容は、集中強化治療室等の病床は、入

一部を改正する条例」は、児童福祉法の一部が改正さ

院患者が当該病室での治療後に利用する病床が同一病

れ、重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に

院内に確保されている場合であっても、既存病床数に

対する支援の充実を図るため新たな障害児通所支援が

算定すること、また介護老人保健施設に係る療養病床

創設されたことに伴い、居宅訪問型児童発達支援に関

または一般病床の既存病床数の算定に関する規定を削

する基準を定める等の必要があることから条例を改正

り、補正に関する経過措置を整理するよう算定方法を

するものであるとの説明がありました。

見直すものであるとの説明がありました。

次に、乙第24号議案「沖縄県指定障害児入所施設等

本案に関し、条例改正によって、集中強化治療室及

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の

び介護老人保健施設に係る療養病床数が足りなくなる

一部を改正する条例」は、児童福祉法に基づく指定障

ことはないのかとの質疑がありました。

害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の

これに対し、県内の病院における運営状況に沿った

一部改正に伴い、指定福祉型障害児入所施設に係る人

条例改正となることから影響はないものと考えている

員に関する基準等を改める等の必要があることから条

との答弁がありました。

例を改正するものであるとの説明がありました。

そのほか、医療法改正の目的などについて質疑があ

次に、乙第25号議案「沖縄県指定障害福祉サービス

りました。

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

次に、乙第29号議案「沖縄県がん対策推進条例の一

る条例の一部を改正する条例」は、障害者の日常生活

部を改正する条例」は、がん対策基本法の一部が改正

及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が

され、緩和ケア及びがん登録に係る定義規定が置かれ

改正され、障害者の生活及び就労に対する支援の充実

たこと等に伴い条例を改正するものであるとの説明が

を図るため新たな障害福祉サービスが創設されたこと

ありました。  

に伴い、自立生活援助及び就労定着支援に関する基準

本案に関し、県内の死亡数に占めるがん死亡数の割

を定める等の必要があることから条例を改正するもの

合はどれくらいになっているのかとの質疑がありまし

であるとの説明がありました。

た。

次に、乙第26号議案「沖縄県指定障害者支援施設の

これに対し、平成28年度の県内死亡数は１万1706名

人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

で、そのうちがん死亡数が3074名となっており、割合

部を改正する条例」は、指定福祉型障害児入所施設の

にすると26.3％を占めているとの答弁がありました。

指定を受けている指定障害者支援施設が、施設障害福

そのほか、がん対策基本法の改正の内容、沖縄県が

祉サービスと指定入所支援を一体的に提供している場

ん対策推進計画の策定状況、がん医療を行っている医

合における従業者の配置及び設備に関する基準の特例

療機関の状況などについて質疑がありました。

を廃止する等の必要があることから条例を改正するも
のであるとの説明がありました。

次に、乙第30号議案「沖縄県住宅宿泊事業の実施の
制限に関する条例」は、住宅宿泊事業法に基づき、住

次に、乙第27号議案「沖縄県障害福祉サービス事業

宅宿泊事業に起因する騒音の発生等による生活環境の

の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

悪化を防止するため、同法の規定に基づき、住宅宿泊

正する条例」は、障害者の日常生活及び社会生活を総

事業の実施を制限する区域及び期間を定め、平成30年

合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス

６月15日から施行するため条例を制定するものであ
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るとの説明がありました。

かとの質疑がありました。

   本案に関し、当初の議案では、制限を希望する市町

これに対し、同納付金は約497億円であり、同保険

村に那覇市が入っていたが、どのような経緯によって

給付費等交付金については約1232億円であるとの答

これが除かれることになったのかとの質疑がありまし

弁がありました。

た。

そのほか、市町村の賦課方式のあり方、市町村におけ

これに対し、昨年12月に那覇市から県条例による制

る法定外繰り入れの見込み、他県と比較して前期高齢

限を希望する旨の確認をとっていたが、その後、本年

者交付金が少ないことへの対応、国民健康保険法運営

３月１日に、那覇市から、独自で条例制定するという

協議会の委員の構成などについて質疑がありました。

決定がなされたとの報告があり、これを受けて、当該

次に、乙第34号議案「沖縄県国民健康保険調整交付

条例から那覇市を除いたものであるとの答弁がありま

金条例を廃止する条例」は、国民健康保険法の一部が

した。  

改正され、市町村が行う国民健康保険の財政を調整す

次に、条例制定後に、市町村から制限について見直

るため県が交付する国民健康保険調整交付金が廃止さ

す要望が出てきた場合、どのように対応するのかとの

れることに伴い条例を廃止するものであるとの説明が

質疑がありました。

ありました。

   これに対し、条例制定後においても、各市町村から

次に、乙第35号議案「沖縄県国民健康保険財政安定

民泊を活用した地域振興を図ることから、これに伴う

化基金条例の一部を改正する条例」は、国民健康保険

条例の見直し等の要望が出てきた場合は、適切に対応

の国庫負担金等算定に関する政令が改正されたことに

していきたいとの答弁がありました。  

伴い、平成30年度からの市町村への貸し付け、交付及

そのほか、条例による制限の有無から生ずる事業者

び沖縄県国民健康保険事業特別会計への繰り入れ等に

間の公平性に対する懸念、県が条例を制定する理由、

関する事項について定める必要があることから条例を

住宅宿泊事業法と旅館業法との違い、罰則規定の内容

改正するものであるとの説明がありました。

などについて質疑がありました。

   本案に関し、どのような状況下において、沖縄県国

次に、乙第31号議案「旅館業法施行条例の一部を改
正する条例」は、旅館業法の一部改正により、ホテル

民健康保険財政安定化基金による貸し付けが行われる
のかとの質疑がありました。

営業及び旅館業が統合され、新たな営業種別として旅

これに対し、同財政安定化基金の使い道については

館・ホテル営業が創設されることに伴い、当該営業に

法令による制限がある。その中で、市町村において予

係る施設の構造設備の基準等を定め、平成30年６月15

期せぬ保険料の不足が生じた場合に、そこに対して貸

日から施行するため条例を改正するものであるとの説

し付けを行うものであるとの答弁がありました。

明がありました。  

  

次に、乙第46号議案「沖縄県病院事業の設置等に関

本案に関し、
衛生措置の基準を改めることによって、

する条例の一部を改正する条例」は、北部医療圏及び

客室等における衛生面の確保をどのように担保してい

八重山医療圏における医療機能の強化を図るため県立

くのかとの質疑がありました。

北部病院に形成外科を、県立八重山病院に歯科口腔外

これに対し、各保健所の監視体制を強化するととも

科を新設するほか、県内の各医療圏における基準病床

に、各事業者に対してきめ細かい指導や助言を行って

数が見直されたことにより、県立中部病院の病床数を

いく考えであるとの答弁がありました。

改める等の必要があることから条例を改正するもので

そのほか、旅館業法の改正と住宅宿泊事業法との関

あるとの説明がありました。  

連、旅館業法の適用を受ける施設数などについて質疑
がありました。

本案に関し、各県立病院の病床稼働率はどのように
なっているかとの質疑がありました。

次に、
乙第32号議案「国民健康保険法施行条例」は、

これに対し、平成28年度における各県立病院の病床

国民健康保険法の一部改正に伴い、国民健康保険に係

稼働率は、北部病院が68.7％、中部病院が96.1％、南部

る事業の運営に関する協議会の委員の定数、保険給付

医療センター・こども医療センターが93.5％、宮古病

等交付金の交付に関する事項、事業費納付金の徴収に

院が78.2％、八重山病院が60.8％、精和病院は84.8％

関する事項等を定める必要があることから条例を制定

となっており、合計で82.2％になっているとの答弁が

するものであるとの説明がありました。

ありました。  

本案に関し、国民健康保険事業費納付金と国民健康
保険保険給付費等交付金、それぞれの総額は幾らなの

次に、北部医療圏から中部病院に患者が搬送された
件数について把握しているのかとの質疑がありました。
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これに対し、総数はわからないが、産婦人科につい

これをもって質疑を終結いたします。

ては把握している。平成27年度が30件、平成28年度

〇中川

が38件、平成29年度は、これまでに37件であるとの

〇副議長（赤嶺

昇君） 中川京貴君。

答弁がありました。

〇中川

この際、動議を提出いたします。

京貴君
京貴君

副議長。

そのほか、各県立病院における病床数の変更内容、

ただいま議題となっております乙第30号議案につ

地域医療連携推進法人制度の内容とその周知の状況、

きましては、なお慎重に審議する必要があると考えま

八重山病院の病床数が減ることへの懸念などについて

すので、本案につきましては、文教厚生委員会に再付

質疑がありました。

託の上、閉会中の継続審査をしていただきたい。

次に、乙第47号議案「沖縄県学校職員定数条例の一

〇島袋

大君

副議長。

部を改正する条例」は、児童生徒数及び学級数の増減

〇副議長（赤嶺

昇君） 島袋

等に伴い、平成30年度の学校職員の定数を改める必要

〇島袋

ただいまの中川議員の動議に賛成を

があることから条例を改正するものである。

いたします。

   主な改正の内容は、市町村立小学校及び中学校の職

〇副議長（赤嶺

員定数を9766人から１万58人に、県立高等学校の職

第30号議案については、文教厚生委員会に再付託の

員定数を4112人から4099人に、県立特別支援学校の

上、閉会中の継続審査に付されたいとの動議が提出さ

職員定数を1848人から1895人に、また、県立中学校

れ、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたし

の職員定数を34人から42人にそれぞれ改めるもので

ました。

あるとの説明がありました。

大君

大君。

昇君） ただいま中川京貴君から、乙

よって、本動議を議題とし、これより討論に入りま

本案に関し、小学校６年生に少人数学級を導入する

す。

ことによって、どれくらい教職員がふえるのかとの質

討論の通告がありますので、発言を許します。

疑がありました。

照屋守之君。

   これに対し、市町村立小学校及び中学校の職員の増
加数である292人のうち、おおむね50人が少人数学級

〔照屋守之君登壇〕
〇照屋

に対応した定数増分であるとの答弁がありました。

守之君

おはようございます。

ただいま議案となりました乙第30号議案について、

そのほか、少人数学級の実施状況、沖縄水産高校専

文教厚生委員会に再付託の上、閉会中の継続審査に対

攻科の教職員定数の充足状況、特別支援学級の増加の

することを求める動議に賛成する立場で討論を行いま

見込み、医療的ケアに係る看護師の配置状況について

す。

質疑がありました。

今国会では、森友問題の真相究明のための証人喚問

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

が行われております。このことは文字どおり国政・行

すが、採決に先立ち、沖縄・自民党所属委員及び公明

政への信頼が損なわれており、それを回復する取り組

党所属委員から乙第30号議案に関して反対する旨の

みであります。私ども沖縄県においても、口きき問題

意見表明がありました。

に伴う退職金満額支払いが県民から不信感を抱かれて

採決の結果、乙第11号議案から乙第29号議案まで、

おります。

乙第31号議案、乙第32号議案、乙第34号議案、乙第

沖縄県議会においても口ききの事実がありながら、

35号議案、乙第46号議案及び乙第47号議案は、全会一

口ききが断定できないとして退職金を満額支払うとの

致をもって原案のとおり可決すべきものと決定し、乙

ことであります。このことも県議会を挙げて真相究明

第30号議案は、多数をもって原案のとおり可決すべき

をする必要がございます。このための「沖縄県住宅宿

ものと決定いたしました。

泊事業の実施の制限に関する条例」については、県民

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

から沖縄県行政に対する不信感を与えるおそれがござ
います。そのために継続審査を訴えるものであります。

わります。
〇副議長（赤嶺

民泊法の法律は、我が国の観光入域客をふやして、
昇君） これより質疑に入るのであ

りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

昇君） 質疑なしと認めます。

都道府県全国各地へ観光客の滞在をふやすことによっ
て、日本全体が観光経済によって過疎地域も含めて活
性化をさせていくこの狙いと、今北海道から沖縄まで
行われている民泊事業、改めてこの事業を民泊法の法
整備のもとに認めて、オリンピックまでに観光入域客
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を4000万人にしようとするものであります。特に外

なるわけであります。さらにまた、第二種の中高層住

国人の観光客の増加を狙っているわけであります。当

宅による専用地域の制限についても、宜野湾市、名護

然のことながら、今、旅館・ホテル業法の法律それに

市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、この６市、

よって営まれている事業についても、現在のホテルや

さらには北谷町、与那原町、南風原町、八重瀬町の４

あるいはまた旅館業との連携をとりながら、地域にホ

町、６市４町、10市町でございます。41市町村のうち

テルや旅館がないこのような地域を民泊によって新た

の10市町しかこの条例の制約にはかからない。これは

な手段で全国各地を活性化させようというものでござ

まことに不公平な条例でございます。さらに学校周辺

います。

の規制については、宜野湾市、浦添市、名護市、糸満

民泊法のスタートに当たっては、それぞれの地域で

市、沖縄市、豊見城市、南城市、町は、嘉手納町、北

発生する問題等も含めて民泊法に規制する取り組みが

谷町、西原町、与那原町、南風原町、与那国町、竹富

ございますけれども、そのことを否定するものではご

町、この７町で、村については、大宜味村、国頭村―

ざいません。しかしながら、この民泊法の趣旨を著し

―国頭かな、ちょっと待ってください。

く損なう都道府県の条例制定については、より慎重に
行うべきであると考えております。本来これは国交省

ちょっと休憩お願いします。
〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

がつくった民泊法でございますから、この法の趣旨が

午前11時１分休憩

全国に行き渡ってさまざまな問題があることについて

午前11時１分再開

は、それぞれの地域で取り組みをする必要があるわけ

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

でありますけれども、規制を主体にした取り組みの条

〇照屋

失礼しました。

例については慎重に行わなければならない。このよう
に考えているわけでございます。

守之君

大宜味村、恩納村、読谷村、渡嘉敷村、座間味村、
渡名喜村、北大東村、７村であります。

沖縄県については、
いち早く民泊法の規制する条例・

学校周辺の規制についても、41市町村のうちの21

項目によって、条例の制定が２月14日、沖縄県議会に

市町村でございます。残りの20市町村は規制を受けな

提案をされたわけでございます。しかしながら、41市

い。このような状況になっているわけでございます。

町村との調整不足や、あるいはまた県民への周知不足

県は、この条例の制定に当たっては各市町村の動向

で、議案が提案されてから那覇市が条例の適用を問題

を調査した上で条例を提案したというふうに言ってお

としてそこから除外してほしい、このようなことが起

りますけれども、確かにそれぞれの市町村に伺いは立

こったわけでございます。これは県行政にとっても非

てております。しかしながら、それぞれの市町村はこ

常にゆゆしき問題でございます。那覇市から問題提起

の民泊の現状も含めてしっかり把握はできておりませ

をされたら、適用から除外をする。あとはその条例に

ん。できていない中でそのようなことで県が調査をし、

よって市町村に対応する。このようなことがあっては

市町村の動向も含めて対応をしたというふうに言って

ならない、このように考えているわけでございます。

おりますけれども、一番大切なことは、この民泊法の

本来は、那覇市が除外されたときに、この条例そのも

趣旨を十分に県民に周知することであります。県民に

のの提案を取り下げて那覇市が条例をつくるタイミン

周知して理解を深めた上で、問題となる地域について

グに再提案して審査をすることが公正公平なやり方で

の規制についても県民の理解を得て市町村との連携を

あります。さらにこの条例を適用する段階で残りの40

より密にすることが求められている。このように考え

市町村が全て等しく条例の規制を受けるそのようなも

ているわけでございます。

のでなければならないと考えているわけであります。

残念ながら今回の条例の提案については、県民への

今回県のほうから出された条例の第２条で、規制を

周知期間がとられておりません。担当部局はこれから

定めております。第一種低層住居専用地域及び第二種

実際に条例の施行についても積極的に県民への周知は

低層住居専用地域の規制については、宜野湾市、浦添

できない、このように言っているわけでございます。

市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、南城市、この

ですから、このような新たな規制については、より細

７つの市でございます。北谷町、与那原町、南風原町、

かく市町村や県民に知らせていく、このことが必要に

八重瀬町、町に至ってはこの４町でございます。この

なろうかと思います。那覇市が対象外になった、この

第一種の低層の住宅地域の制限を受ける市町村は、11

ような現状で、那覇市を抜きにして、あるいはまたよ

市町しかございません。このことは全く不公平でござ

り多くの市町村が理解をしていない、現状認識をして

います。30市町村はこの第一種の低層住宅の対象外に

いない、ましてや県民が現状認識をしていないという
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こういうふうなことからいたしますと、公正公平な条

めます。

例の制定とは言えない、このように考えているわけで
ございます。本来民泊法の趣旨で、今現在民泊を行っ

〔賛成者起立〕
〇副議長（赤嶺

昇君） 起立少数であります。

ている方々は、新たな民泊法の法律によって民泊を営

よって、乙第30号議案については、文教厚生委員会

む権利があると考えております。同時に先ほどから申

に再付託の上、閉会中の継続審査に付されたいとの動

し上げておりますように、問題があれば、その問題に

議は否決されました。

ついては規制を受けるこの権利も含めてあると考えて
いるわけでありますから、民泊を営む権利と規制を受

――――――――――――――――――
〇副議長（赤嶺

ける権利、この両方を私どもは県民に等しく保障しな
ければならない、このように考えているわけでござい

昇君） これより討論に入ります。

乙第30号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。

ます。

末松文信君。

今定例会で提案をされている環境アセス条例につい

〔末松文信君登壇〕

ても、慎重対応を求める宜野湾市や、あるいは石垣市、

〇末松

宮古島市、浦添市、あるいは沖縄市、豊見城市、その意

信、ただいま議案となっております乙第30号議案「沖

向が反映されていないというふうに私は考えておりま

縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例」につい

すけれども、県が定める条例については、市町村や県

て、反対の立場から討論を行います。

文信君

それでは、沖縄・自民党会派、末松文

民の意向を無視しては条例の制定はあり得ない、この

本議案は、近年の住宅宿泊事業が台頭し、新たな法

ように考えているわけでございます。このことは保守

整備が求められている中で、国はそのような国民の要

や革新あるいはまた与党・野党というそういう立場を

請に応え、平成29年６月に住宅宿泊事業法を成立さ

別にして県民の立場で沖縄県の条例は制定をされるべ

せ、平成30年６月15日施行の運びとなっております。

き、このように考えているわけでございます。特に今

県はそれを受けて、その法律の規定に基づき一定の区

回、沖縄県の規制条例は、先ほども申し上げましたよ

域と住宅宿泊事業を実施する期間を制限することによ

うに、今民泊事業を営んでいる県民が、民泊法によっ

り、生活環境への悪化を防止することを目的として制

て堂々と民泊事業を営むその権利を阻害するものにつ

定する運びとなっております。しかしながら、その中

ながっていくわけでございます。このようなことから

で、まず区域については都市計画法の用途地域におい

民泊を営む県民から、民泊法と県の条例制定も含めた

て、第一種低層住居専用地域、そして第二種低層住居

権利の裁判、あるいはまた訴訟になる危険性も含んで

専用地域及び学校の敷地周辺100メートルと定めてお

いると考えているわけでございます。

ります。次に期間でありますけれども、月曜日から金

以上を申し上げ、このたびの民泊条例については引
き続き継続をしながら、お隣の那覇市の条例の制定や

曜日の午前０時から午前12時までとするなど、制限を
している状況にあります。

あるいはまた市町村の動向、そしてまた県民の動向を

ところが本条例の適用範囲についてでありますけれ

踏まえて規制の条例をつくる、このことが最も大事だ

ども、中核都市で保健所を独自に設置している那覇市

と思っております。

が除かれております。ほか40市町村のうち希望する22

御賛同賜りますようによろしくお願いします。
〇副議長（赤嶺

の市町村の区域、約半数に限られております。県下全

昇君） 以上で通告による討論は終

市町村に適用されない状況にあります。

わりました。

そういった状況の中で、制度的に不公平感が生ずる

  これをもって討論を終結いたします。

ことが懸念されること、また、これまでの住宅宿泊事

休憩いたします。

業を営んでいる既存の事業者への経過措置が講じられ

午前11時７分休憩

ていないこと、こういった状況の中で十分議論が尽く

午前11時７分再開

されていないということからいたしまして、本議案に

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

ついては継続して審査をする必要があることから、本

これより乙第30号議案については、文教厚生委員会
に再付託の上、閉会中の継続審査に付されたいとの動

議案に対し反対の討論といたします。
〇副議長（赤嶺

議について採決いたします。

昇君） 平良昭一君。

〔平良昭一君登壇〕

お諮りいたします。

〇平良

本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

30号議案「沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する

－ 485 －

昭一君

ただいま議題となっております乙第

条例」について賛成する立場から討論を行います。

に応じた条例を制定することは何ら関係がないものと

本条例案は、住宅宿泊事業法に基づき、住宅宿泊事

考えます。再付託の継続審査で条例施行におくれが生

業に起因する騒音の発生等による生活環境の悪化を防

じた場合、さらなる住民と宿泊者、あるいは賃貸業者

止するため、
合理的に必要と認められる限度において、

とのトラブルがふえる懸念があることから、各市町村

区域を定めて事業を実施する期間を制限することを目

の意向に的確に応えるために、本条例を本会議におい

的としたものであります。

て原案どおり可決する必要があるものと考えます。

制限する区域は、都市計画法に規定する住宅専用地

以上、乙第30号議案「沖縄県住宅宿泊事業の実施の

域及び学校教育法に規定する学校の敷地周辺100メー

制限に関する条例」について、賛成する立場からの討

トルの区域内とし、制限する期間は、住宅専用地域が

論を終わります。

月曜日から金曜日までの正午までの期間、学校周辺区

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

域が学校で授業が行われている期間であり、実施の制

〇副議長（赤嶺

限はあくまでも制限をする市町村が対象であります。

わりました。

本条例案の作成に当たっては、平成29年９月の住宅

昇君） 以上で通告による討論は終

これをもって討論を終結いたします。

宿泊事業の制限に関する市町村アンケートの調査の実

休憩いたします。

施を皮切りに、11月には市町村説明会が開催され、住

午前11時16分休憩

宅宿泊事業法の内容や、同法に基づく条例制定に関す

午前11時17分再開

る県の考え方についての説明が行われてきました。ま

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

た平成29年11月から12月にかけては本条例案に対す

これより乙第11号議案から乙第32号議案まで、乙第

る市町村の意見聴取が文書にて２度行われているとと

34号議案、乙第35号議案、乙第46号議案及び乙第47

もに、パブリックコメントの実施や庁内関係部局との

号議案の採決に入ります。

調整も十分に行われている説明がありました。住宅宿

  議題のうち、まず乙第30号議案について採決いたし

泊事業の実施を制限する区域及び期間については、各

ます。

市町村と県との連携が不十分ではないかとの意見も委

  本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。

員会でありましたが、さきに述べたとおり、昨年から

  お諮りいたします。

各市町村との連携も十分に行ってきた実績も当局から
説明を受け、市町村みずからの考えを本条例に活用し

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の
諸君の起立を求めます。

たものであります。

〔賛成者起立〕

このように本条例案の作成に当たっては、必要な手

〇副議長（赤嶺

続が丁寧に行われ、事業の実施を制限する区域は全て
制限を希望した市町村が対象であり、本条例案は市町

よって、乙第30号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。

村の意向を最大限尊重した内容になっているものと考
えております。住宅宿泊事業は、良好な生活環境が保

昇君） 起立多数であります。

――――――――――――――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） 休憩いたします。

持された状態で実施される必要があり、また平成30年

午前11時18分休憩

６月の法の施行と同時に本条例案を施行することによ

午前11時18分再開

り、住宅宿泊事業者に混乱を与えることなく、スムー

〇副議長（赤嶺

ズな事業の実施及び円滑な条例の運用が図られるもの
と考えております。

昇君） 再開いたします。

次に、乙第11号議案から乙第29号議案まで、乙第
31号議案、乙第32号議案、乙第34号議案、乙第35号

本条例案は、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生等

議案、乙第46号議案及び乙第47号議案の25件を一括

による生活環境の悪化の防止及び健全な住宅宿泊事業

して採決いたします。

の推進に必要なものであり、この条例の施行により沖

お諮りいたします。

縄県の観光の適正な導きに寄与する意義は大きいもの

ただいまの議案25件は、原案のとおり決することに

と考えております。

御異議ありませんか。

継続審査にする一つの理由として、那覇市との条例

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

の関係を指摘しておりますが、保健所を持つ関係自治

〇副議長（赤嶺

体はそれぞれ地域に合った条例の制定を目指すことが

  よって、乙第11号議案から乙第29号議案まで、乙第

できるものであり、中核都市である那覇市は、那覇市

31号議案、乙第32号議案、乙第34号議案、乙第35号

－ 486 －

昇君） 御異議なしと認めます。

議案、乙第46号議案及び乙第47号議案は、原案のとお
り可決されました。

次に、今回の条例改正までの議論の経過については
どうなっているかとの質疑がありました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） 日程第４

これに対し、平成12年８月の環境審議会の答申に

乙第９号議案、乙

おいて、本県の島嶼性自然環境は開発等の影響に脆弱

第10号議案及び乙第42号議案から乙第45号議案まで

であることに鑑み、対象事業の規模要件を定めるに当

を議題といたします。

たっては、原則として本県の地域特性を踏まえ、他府

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

県の環境影響評価制度における規模要件よりも小規模

土木環境委員長新垣清涼君。

なものにすること、条例の内容及び対象事業について

――――――――――――――――――

は、今後の社会状況の変化、事業の実態、環境問題の

〔委員会審査報告書（条例） 巻末に掲載〕

動向等を踏まえ、必要に応じて適切な見直しを行うこ

――――――――――――――――――

と等とされた。その後、沖縄科学技術大学院大学の設

〔土木環境委員長

置の際、面積が約80ヘクタールの大規模な事業であっ

新垣清涼君登壇〕

〇土木環境委員長（新垣清涼君） ハイサイ
ヨー

グスー

チューウガナビラ。

たが、条例の対象にはなっておらず、他の事業との公
平性の面から疑義が生じていた。また、平成23年の環

ただいま議題となりました乙第９号議案、乙第10号

境審議会の答申においても、条例の対象事業について

議案及び乙第42号議案から乙第45号議案までの条例

は、社会状況の変化等を踏まえ、適切な見直しを行う

議案６件について、委員会における審査の経過及び結

こと等の答申を受けており、全国的な太陽光発電など

果を御報告申し上げます。

の大規模な造成による問題等も踏まえ、条例の改正に

   委員会におきましては、環境部長及び土木建築部長

ついて検討を行ったところ、内容がまとまり、今回、

の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。

提案したものであるとの答弁がありました。

   以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。

そのほか、土地の造成の定義、土地の造成を伴うとい
う意味、施工区域の定義及び面積の考え方、パブリッ

まず、
乙第９号議案「沖縄県環境影響評価条例の一部

クコメントの内容、反映された市町村等の意見、基地

を改正する条例」については、環境の保全について適

返還跡地への影響、例外規定の検討、県内における大

正な配慮がなされることを確保するため、一定規模以

規模な太陽光発電開発の予定、土地造成終了箇所の取

上の土地の造成を伴う事業に条例の規定を適用するな

り扱い、宮古島市の懸念の内容と対応状況、市町村の

ど所要の改正を行うため条例を改正するものである。

合意形成や県民への周知の必要性、環境影響評価の流

施行期日については、平成30年10月１日とするとの説

れ、現行条例の施行時期、環境審議会委員の構成、政

明がありました。

治的な理由による改正の疑念、民間事業における環境

本案に関し、市町村から都市政策を進める上で、今

影響評価実施箇所、下地島空港の利活用への影響、普

後、大きな障害となることを懸念する声や、都市部と

天間飛行場代替施設建設事業への影響、石垣市への自

山間部等を一体的な規模要件で規制するのは、計画的

衛隊配備計画への影響、規模要件に関する他府県との

な土地利用の観点から不合理ではないかという土木建

比較等について質疑がありました。

築部の意見などがあるがどのように考えているかとの
質疑がありました。

次に、乙第10号議案「沖縄県環境保全基金条例の一
部を改正する条例」については、沖縄県環境保全基金

これに対し、都市部においても環境影響評価条例の

の基金事業に要する経費に充てる場合に限り、当該基

対象となるような事業があり、そこには絶滅危惧種を

金の全部または一部を処分することができるよう改め

含む貴重な動植物が確認されている。また、都市部に

るなど、所要の改正を行うため条例を改正するもので

おいては大気や騒音、振動による生活環境への影響が

ある。施行期日については、平成30年４月１日とする

大きくなるものと考えている。県としては、条例の改

との説明がありました。

正に当たり、市町村、庁内及び国等関係機関への意見
照会を実施し、反映できる意見については適切に反映

本案に関し、平成30年度に当該基金の全部を取り崩
すのかとの質疑がありました。

したところであり、一定程度の理解は得られたものと

これに対し、環境省からの通知に基づき、平成30年

考えている。今回の条例改正によって、より環境に配

度から10年を超えない範囲で事業計画を立てて取り

慮した事業が行われることとなり、本県の自然環境の

崩すこととしているとの答弁がありました。

保全に資するものであるとの答弁がありました。

次に、条例改正に伴いどのような影響があるかとの
－ 487 －

質疑がありました。

を行う場合の許可の申請に対する審査に係る手数料の

これに対し、条例第４条各号に掲げている地域環境

徴収根拠を定める等の必要があるため条例を改正する

保全活動基盤整備事業、地域環境保全に関する知識普

ものである。施行期日については、平成30年４月１日

及事業、地域環境保全実践活動支援事業及びその他地

とするとの説明がありました。

域環境保全活動に関する事業をそのまま踏襲し、新た

本案に関し、田園住居地域の日陰による中高層の建

な事業の追加はないが、これまで運用利率の低下によ

築物の高さの制限は、第一種低層住居専用地域及び第

りできなかった部分については、事業の拡充強化を

二種低層住居専用地域と同じになっているが、それら

図っていきたいとの答弁がありました。

との大きな違いは何かとの質疑がありました。

そのほか、今後の基金への収入等について質疑があ
りました。

これに対し、田園住居地域は、第二種低層住居専用
地域をベースに農業用施設の立地を限定的に許容する

次に、乙第42号議案「沖縄県港湾管理条例の一部を

用途地域であり、低層住宅専用地域で許容している日

改正する条例」については、港湾施設を使用する船舶

用品販売店舗等のほかに、２階建て以下の農産物直売

の大型化等により給水施設の使用に対応するための業

所、農家レストラン、農産物貯蔵施設及び農産物の生

務時間等が増大していることに伴い、給水施設使用料

産・集荷・処理を行う施設等の建設が可能となってい

の額の適正化を図る必要があるため条例を改正するも

るとの答弁がありました。

のである。施行期日については、平成30年５月１日と
するとの説明がありました。

次に、田園住居地域が創設された背景は何かとの質
疑がありました。

本案に関し、今回の条例改正で影響を受けるのはど

これに対し、人口減少による宅地需要の鎮静化、住

の港か、また、給水施設使用料はどこの収入となり、

民の都市農業に対する認識の変化、マンション等の建

当該施設を使用させるための業務はどこが行っている

設に伴う営農環境の悪化及び住居専用地域に農業用施

のかとの質疑がありました。

設等は原則として建てられない状況があったことを背

これに対し、今回の改正で影響を受ける港は、給水

景に田園住居地域が創設された。農業の振興というよ

施設が整備されている中城湾港新港地区、運天港及び

りも、市街地においても農地を保護していこうという

本部港本部地区である。給水施設使用料については、

施策であるとの答弁がありました。

県の収入となり、当該施設を使用させるための業務

そのほか、指定予定地域、市町村における議論の状

は、中城湾港新港地区については沖縄県中部土木事務

況、条例改正の周知、建蔽率や容積率への影響等につ

所中城湾港分室で、運天港については今帰仁村で、本

いて質疑がありました。

部港本部地区については本部町で行っているとの答弁
がありました。

次に、乙第44号議案「沖縄県文教地区建築条例の一
部を改正する条例」については、条例に基づく文教地

次に、給水施設使用料を値上げした分については、

区内の建築制限等に係る許可に関する知事の権限に属

当該施設を使用させるための業務を行う者に還元され

する事務の一部について、権限移譲の協議が調った沖

ることになるのかとの質疑がありました。

縄市が処理することとするため条例を改正するもので

これに対し、本部町及び今帰仁村については、権限
移譲を行っていることから、施設数や業務内容などを

ある。施行期日については、平成30年４月１日とする
との説明がありました。

基礎にして算定する権限移譲交付金を含めた維持管理
に必要な費用が交付されている。給水施設使用料につ

本案に関し、今後も権限移譲される市が出てくるの
かとの質疑がありました。

いては、当該交付金等の特定財源として県の歳入とな

これに対し、現在、文教地区を指定しているのは、那

るとともに、給水施設を使用させるための業務量の増

覇市、宮古島市、石垣市及び沖縄市となっており、今

大に関しては、交付金の算定において反映されている

回、沖縄市が加わることで４市全てに権限が移譲され

との答弁がありました。

ることとなる。今後、新たに文教地区を指定する市が

そのほか、給水施設能力及び給水量の検討等につい

あれば権限移譲の対象となるとの答弁がありました。

て質疑がありました。

次に、今後、宜野湾市、浦添市、豊見城市及び糸満

次に、乙第43号議案「建築基準法施行条例の一部を
改正する条例」については、日陰による中高層の建築

市などでこの条例の適用が必要になってくると思われ
るがどうかとの質疑がありました。

物の高さの制限に係る対象区域として田園住居地域を

これに対し、現在は、都市計画法に基づく地区計画

指定するとともに、同地域において、建築物の建築等

において、もう少し広い範囲で地域を指定し、用途の
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規制や高さの制限などを行うことが主流となっている

〇副議長（赤嶺

昇君） 中川京貴君。

との答弁がありました。

〇中川

この際、動議を提出いたします。

京貴君

次に、乙第45号議案「沖縄県二級建築士免許等手数

ただいま議題となっております、乙第９号議案につ

料条例の一部を改正する条例」については、地方公共

きましては、なお慎重に審議する必要があると考えま

団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正された

すので、本案につきましては土木環境委員会に再付託

ことに伴い、二級建築士試験及び木造建築士試験に係

の上、閉会中の継続審査をしていただきたい。

る受験手数料の額を改めるため条例を改正するもので

〇島袋

ある。施行期日については、平成30年４月１日とする

〇副議長（赤嶺

昇君） 島袋

との説明がありました。

〇島袋

ただいまの中川議員の動議に賛成い

本案に関し、県内で不足している技術者を養成する

副議長。

大君
大君

大君。

たします。

ため、沖縄県としては受験手数料の引き上げはしない

〇副議長（赤嶺

という議論にはならないのかとの質疑がありました。

乙第９号議案については、土木環境委員会に再付託の

これに対し、二級建築士と木造建築士の試験につい

上、閉会中の継続審査に付されたいとの動議が提出さ

ては、財団法人に委託して実施し、全国一律の受験手

れ、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたし

数料を徴収することとなっており、試験の運用に支障

ました。

を来さぬよう全国的に手数料を引き上げるものである
との答弁がありました。

昇君） ただいま中川京貴君から、

よって、本動議を議題とし、これより討論に入りま
す。

次に、二級建築士試験を受験する工業高等学校の生

討論の通告がありますので、発言を許します。

徒は何名ぐらいいるのか、また、受験手数料の減免措

座波

置などはあるかとの質疑がありました。

一君。
〔座波

これに対し、二級建築士の試験は工業高等学校卒業
後、３年間の実務経験が必要であることから、学生は

〇座波

一君登壇〕
所見を述べて、継続審査に対する賛

一君

成討論に入りたいと思います。

受験することができない。また、受験手数料の減免措

昨日、南城市議会で県知事の石垣市長選挙において

置については、今のところ検討していないとの答弁が

の応援演説の内容に対しまして、抗議の決議がされた

ありました。

わけですけれども、その内容には今触れませんが、知

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

事は地方行政の実情を把握しない中、合併後のまちづ

すが、乙第９号議案については、採決に先立ち、沖縄・

くりの市民と行政の努力も知らないのに前市長のまち

自民党所属委員から継続審査の動議の提出があり、採

づくりを非難した。これは、前市長のみならず議会、

決の結果、継続審査とすることは賛成少数で否決され

職員、市民を冒瀆するものであります。断じて看過で

ました。

きない発言であります。この場をかりて強く抗議し、

継続審査が否決されたことに伴い、乙第９号議案の

後の抗議活動につなげたいと考えております。

原案について採決した結果、賛成多数をもって原案の
とおり可決すべきものと決定しました。

知事からこのような発言が出るということは、知事
の政治姿勢における地方軽視の姿勢があらわれている

また、乙第10号議案及び乙第42号議案から乙第45号

といえ、先ほどの議案第30号もこの第９号の条例改

議案までの条例議案５件については、全会一致をもっ

正案も地方の市町村の意見をしっかり受けとめないま

て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

ま、一つの偏った意見に沿って進めるやり方は、地方

   以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

軽視、不公平そのものではないかと考えております。

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

その政治スタンスこそ知事の言う、地方自治の崩壊、

わります。

地方の自己決定権をないがしろにしていると指摘して

〇副議長（赤嶺

昇君） これより質疑に入るのであ

討論に入ります。

りますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺
京貴君

る継続審査を求める動議に賛成の立場で討論いたしま
す。

昇君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。
〇中川

では、議案第９号の環境影響評価条例改正案に対す

副議長。

今、議会に提案された環境影響評価条例改正案につ
きまして、土木環境委員会の審議過程では改正の趣旨、
目的、提案時期について妥当性を見出すことができず、
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また、改正により県民生活や経済活動に与える影響に

沖縄21世紀ビジョン計画に示されている米軍跡地

ついてもっと多くの県民の意見を踏まえ審査をする必

利用の推進は多くの県民の夢と希望であり、大変重要

要があるため、この継続審査の動議に賛成するのであ

な時期に入っているのであります。今が一番大事な時

ります。

期でございます。それは、沖縄県の至上命題である自

私たち沖縄・自民党も、沖縄県の豊かな自然環境の

立型経済の基礎づくりに大きく影響することから、こ

保全や動植物の多様性の保護は重要だと認識しており

の条例の改正には慎重を要する必要があります。もっ

ます。この環境影響評価条例そのものの意義や目的の

と広く県民の意見を聞くべきであります。

重要性は認識しており、しかしこの条例のこれまでの

以上のことから、慎重な審議が必要であるために継

施行経過から特に市町村や県民及び関係団体から条例

続審査を求めますが、議員各位が米軍基地問題や自衛

の不備による環境問題や不都合が顕在化しているわけ

隊配備計画の政治的な問題と関係することなく、沖縄

ではなく、新たに厳格化する必要や理由がないことか

の自立発展と経済振興の流れを停滞させることのない

ら、本改正案の提案に唐突感と性急感を感じざるを得

ためにも、大局的な判断で御理解と御賛同をお願いし

ないわけであります。

て賛成討論といたします。

改正の背景に、沖縄大学院大学の面積が80ヘクター
ルを超えるにもかかわらず、対象事業種に入っていな

〇副議長（赤嶺

昇君） 以上で通告による討論は終

わりました。

いためアセスの対象にならなかったことや、大規模な

これをもって討論を終結いたします。

太陽光発電装置への対策への必要性を挙げていますが、

休憩いたします。

大学院大学にとって、自主アセスにより設計・施工を

午前11時43分休憩

変更して自然環境の保全に努めたことから、対象外業

午前11時43分再開

種に対しましては、個別具体的な対応で対策がとられ

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

ているのであります。また、その時点で県は改正の必

これより乙第９号議案については、土木環境委員会

要性を検討したわけではなく、太陽光発電につきまし

に再付託の上、閉会中の継続審査に付されたいとの動

ても具体的に県下市町村から、あるいは県民から問題

議について採決いたします。

の指摘や規制の要素は挙がっていないのであります。

お諮りいたします。

改正案に示された、施工区域20ヘクタール以上の造
成を伴う事業の全てを対象にするという施工区域の基

本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求
めます。

準や特定の目的のための事業の定義が不明確であり、
執行部から個別具体的な判断で対応するとの説明であ

〔賛成者起立〕
〇副議長（赤嶺

昇君） 起立少数であります。

りました。また、庁内各部局からの意見照会で、土木

よって、乙第９号議案については、土木環境委員会

建築部から都市部と山間部の事情を勘案して、都市部

に再付託の上、閉会中の継続審査に付されたいとの動

の市街化地域で従来どおりの30ヘクタールで検討し

議は否決されました。

てほしいとの意見もあったようでございます。さらに、
３月16日には、県市長会長から、都市政策への影響を

――――――――――――――――――
〇副議長（赤嶺

懸念する声明と、沖縄市、浦添市、宜野湾市、豊見城
市、宮古島市、石垣市、北中城村の７市村長から改正

昇君） これより討論に入ります。

乙第９号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。

の厳格化による開発の影響への懸念と米軍基地跡地利

山川典二君。

用を対象外にすることを求めるなどの意見が示されま

〔山川典二君登壇〕

した。また、宅地開発業や建設関連の民間団体にも慎

〇山川

重論や懸念が広がっているのであります。

す。

典二君

沖縄・自民党の山川典二でございま

執行部は米軍基地の跡地利用に対する影響は少ない

継続審査を求める動議が否決されまして非常に残念

としていますが、規定の定義が曖昧のままでは、その

でございます。与党の皆さんには３年後、あるいは５

時点の社会環境や政治情勢で恣意的な運用がなされる

年後、10年後、20年後、30年後の沖縄県の経済発展の

可能性が否定できず、基地の移設先における工事への

姿がイメージできないのでしょうか。経済と環境のバ

影響も懸念され、基地の跡地利用計画のある市町村や

ランスは永遠のテーマではありますが、今回の条例改

事業者の時間や経費にかかる莫大な負担は経済振興に

正案は、環境の部分だけが主体になりまして、その経

大きなおくれと損失をもたらします。

済の部分が欠落しております。そういう意味では動議
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が否決されたことは非常に残念でありますけれども、

られていないからいきなり20ヘクタール以上に規模

これから少し時間をかけて、乙第９号議案「沖縄県環

要件を厳しくするということは、先ほどの環境と経済

境影響評価条例の一部を改正する条例」案に反対の立

のバランスを考えた場合でも非常に拙速な感じがいた

場で討論を行います。

します。例えば全国47都道府県のうち50ヘクタール

この条例改正案の影響を分析しますと、次のことが
言えます。

以上から環境アセスメントをかけるところは、39の道
府県で全国の約８割です。東京都や神奈川県など都市

１点目は、沖縄県の今後のあらゆる経済分野での阻
害をする条例改正案であること。

部でも40ヘクタール以上から、兵庫県は100ヘクター
ル以上から環境アセスの対象になります。沖縄県の現

２点目は、ＳＡＣＯ合意に基づき返還が決定された

行の30ヘクタールは、長崎県だけでございます。そし

米軍嘉手納飛行場以南の約1048ヘクタールの駐留軍

て今回20ヘクタールを条例改正案に提案されており

用地の跡利用計画の実施が大幅におくれる可能性があ

ますが、20ヘクタール以上を課する県は滋賀県と三重

りまして、まちづくりの開発の足かせとなる条例改正

県でございます。ところがこの両県は緩和措置があり

案であります。

まして、滋賀県は既存宅地内であれば40ヘクタール以

３点目は、本県の進めるアジア経済戦略構想推進計
画の実行に全く逆行する条例改正案であります。

上から環境アセスをかける、三重県は用途地域内であ
れば50ヘクタール以上から環境アセスメントの対象

４点目は、先ほども動議の討論で座波議員からあり

になります。これは何かといいますと、まちづくりの

ましたけれども、沖縄総合事務局や沖縄防衛局など国

開発業者に対しまして十分に配慮した内容になってい

の機関や米軍基地を抱える県内自治体とのパブリック

るのであります。ところが沖縄県は、一律20ヘクター

コメントが十分にとられず、了解や納得、理解を得ら

ルの環境アセスをかけるという、これは極めて経済発

れないまま県の強引な行政事務で本議会に上程された

展、まちづくりの開発を阻害する案件になっているこ

条例改正案であることなどでございます。

とをぜひ県民の皆さんには御承知をしていただきたい

本員は、２月26日の本会議一般質問でこの条例改正

というふうに考えております。

案について質問しましたが、県環境部長の答弁で、全

昨日27日ですが、国土交通省は、2018年１月１日現在

国47都道府県の中で最も厳しい環境アセスメントの

の公示価格を発表しまして新聞報道がございました。

対象要件、規模要件であるのが明らかになりました。

沖縄県内の地価の平均は、前年比でプラス5.7％で５年

土地の造成に伴う事業を条例に追加するということで

連続の上昇となりまして、変動率は全国１位でござい

ありますが、
その条例の施行規則の土地区画整理事業、

ます。住宅地はプラス5.5％、工業地はプラス14.6％

工場団地の造成、住宅団地の建設なども現行の30ヘク

とともに全国で最も高い数値でありまして、商業地も

タール以上からさらに規模が小さくなり、厳しくなっ

プラス5.6％で全国２位、好調な県経済を反映した結果

て、20ヘクタール以上からの環境アセスメントの対象

となっております。要因は幾つかありますが、県建設

になります。

業協会の幹部の話によりますと、県外や海外からのマ

環境影響評価いわゆる環境アセスメントの実施に要

ンション購入やホテル建設の投資がふえており、沖縄

する期間は３年半から５年かかります。そして経費も

県が世界や日本全国から注目されているのは間違いな

数千万円から億単位になるのも現実にはあります。こ

いと地価上昇の要因をコメントしております。６カ月

の条例案が通過しますと、これまで大型開発を予定し

連続で沖縄県の経済指標が上昇して右肩上がりでござ

ているところが設計変更を余儀なくされまして、ちま

います。沖縄県の経済は今まさに絶好調の時期にあり

ちまとしたこの開発の状況になる可能性がありまし

ます。こういう時期に今後も内外の投資計画が準備さ

て、大変懸念されます。

れている中で、今回議会に上程された条例改正案はま

当局の提案理由としては、貴重な動植物の消失や景

さに沖縄県の経済発展に水を差す改正案であります。

観、赤土等の流出による環境への影響について適正な

次に、ＳＡＣＯ合意報告での最終決定されました駐

配慮がなされることを確保する必要があるためとして

留軍用地の返還施設は、主に普天間飛行場の481ヘク

おります。環境保全を図ることは、もちろん大切なこ

タール、牧港補給地区の274ヘクタール、キャンプ桑

とではございますが、しかし現行の30ヘクタール以

江の68ヘクタール、第一桑江タンクファームの16ヘ

上でも十分に環境は守られているのではないでしょう

クタール、那覇港湾施設56ヘクタールなど合わせて嘉

か。なぜ今この時期に、このタイミングで、この条例

手納以南の1048ヘクタールが返還されることが合意

案が上程されるのか非常に理解に苦しみます。仮に守

されておりまして、その駐留軍用地の跡利用計画も沖
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縄県民の大きな夢と希望でありますが、その跡利用計

事務局等への国の機関または県内全市町村に意見照会

画にも影響を及ぼすのが今回の条例改正案でございま

を実施、沖縄総合事務局及び沖縄防衛局とは２回の意

す。跡地利用の直接的な経済波及効果は8900億円と

見交換会を実施して条例改正の内容や目的等を十分説

県は試算しております。これは７年前の試算でありま

明してきたとのことですが、全くこれは詭弁でありま

すが、あれから７年たちましてこの経済波及効果の数

して十分ではありません。沖縄防衛局からは駐留軍用

字はかなり上がっているというふうに推測されます。

地は今後の跡地利用計画に大幅におくれる可能性もあ

県内のＧＤＰは４兆511億円、この約9000億あるいは

り、全て対象外にしてほしいとの要望が強くありまし

１兆円近い跡地利用計画の直接経済波及効果がこれに

たが、それも一蹴に付され、今回条例改正案が上程さ

加算されますと５兆円を超えます。直近のデータで我

れております。また米軍普天間飛行場を抱える宜野湾

が国のＧＤＰは545兆8000億円でございます。今、日

市を初め沖縄市、浦添市、豊見城市、宮古島市、石垣

本全国のＧＤＰの中で沖縄のＧＤＰが占める割合は、

市、北中城村の６市１村から条例改正案に対する懸念

皆さんの努力によりましてかつて0.6％を推移してお

の意見書等が提出されております。その内容は先ほど

りましたが、現在約0.8％、さらにこの跡地利用計画の

もありましたが、対象面積を30ヘクタール以上から20

直接経済効果が加算されていきますと５兆円を超えま

ヘクタール以上へ厳しくすることでまちづくりの開発

すので悲願の１％に達することも夢ではありません。

に影響が出ると指摘し、都市部は現行の30ヘクタール

そういう駐留軍用地の経済発展にも影響を与える今回

以上を維持すること、駐留軍用地跡地は対象から外す

の条例改正案であります。

ことをなどを求めております。県市長会の島袋会長か

さらに沖縄県は、先ほどもありましたけれども、今
アジアが大変注目を浴びている場所でございます。イ

らも強い懸念を表明するとの反対の立場での声明も発
表されております。

ンバウンドの観光客の増加で県内消費は本当に今うな

今回の条例は、１、沖縄県の経済発展に確実に水を

ぎ登りに増加をしております。さらに香港、シンガ

差します。２、ＳＡＣＯ合意に基づき1048ヘクタール

ポール、上海など海外からの投資も増加をしておりま

の返還される駐留軍用地の跡利用計画の実施の足かせ

す。本県が進めるアジア経済戦略構想推進計画の重点

となります。３、アジアのダイナミックな経済発展を

戦略でアジアをつなぐ国際競争力のある物流拠点の形

取り込み、自立経済を目指すアジア経済戦略構想推進

成、世界水準の観光・リゾート地の実現、沖縄からア

計画の実行に逆行します。４、国の機関、米軍基地を

ジアへとつながる新たなものづくり産業の推進を大き

抱える県内の自治体のパブリックコメントが十分にと

な目標としております。ところがこれらの目標も本条

られないまま強引に条例改正案が上程され、県民無視

例改正案が阻害することになります。例えば世界水準

の言語道断の手法で行政のあるべき姿にはほど遠い状

の観光・リゾート地を実現するためには、大規模な魅

況でございます。

力ある施設の開発が必要でありますが、20ヘクタール

革新共闘の翁長県政は何をしようとしているので

以上から環境アセスメントがかかるということになり

しょうか。そしてどこに向かおうとしているのでしょ

ますとダイナミックな観光・リゾート地の形成が不可

うか。羅針盤なきさまよえるウチナーンチュとならな

能になります。ちまちました設計変更でそういうふう

いよう、県民を幸せな街道に導いていくのが本来の責

なことが強いられ、そして何よりも時間もかかる、経

任ではないでしょうか。この条例案が可決されますと、

費もかかるということで開発業者のコストがアップし

間違いなく沖縄県民の首を締めます。県民の福祉向上

ますので、投資環境は非常に厳しくなると言わざるを

を促進し願いながら活動する沖縄県議会がこのような

得ません。国際物流拠点の形成、あるいはものづくり

条例改正案を通過させることは、まさに沖縄県民のこ

産業の拠点も大規模な工場団地の造成などが必要とな

の首を締め、そして経済活動を阻止する、本当に阻害

り条例改正案が確実に壁となります。アジアのダイナ

要因となるものでございまして、私はぜひこの継続審

ミズムを取り込み、千載一遇の今チャンスをキャッチ

査を求める動議が否決されましたけれども、まだ間に

アップしまして、比較優位・劣位で特に比較優位の沖

合います。

縄県の自立経済を確立するためには、今回の条例改正
案は全く無用でございます。

乙第９号議案「沖縄県環境影響評価条例の一部を改
正する条例」をぜひ全会一致で通過させぬよう願いも

先ほども座波議員からの討論でありましたけれど

込めまして、反対する立場で討論を終わります。

も、この条例改正案を進めるに当たりまして環境部長

以上です。

の答弁によりますと、平成29年11月８日に沖縄総合

〇副議長（赤嶺
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昇君） 照屋大河君。

〔照屋大河君登壇〕
〇照屋

大河君

般の条例改正案の提案は唐突や拙速、性急といったも

ただいま議題となっております乙第

９号議案「沖縄県環境影響評価条例の一部を改正する

のではなくむしろ遅過ぎるくらいとの指摘を真摯に受
けとめなければならないと考えております。

条例」について、賛成の立場から討論を行います。

また条例改正案の検討に当たっては、平成29年11月

本議案は、環境の保全について適正な配慮がなされ

８日に国等の関係機関、県内全市町村等に対して意見

ることを確保するため、一定規模以上の土地の造成を

照会が行われております。意見の締め切りであった同

伴う事業に条例の規定を適用するとともに、放射性物

年11月29日までに意見があったのは１市のみであり、

質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染につ

その後平成30年２月５日までに２市１村から意見が提

いても環境影響評価を行うことを目的とした条例改正

出されております。ただ意見内容についても改正案の

案であります。

趣旨や民間事業との公平性の観点から検討され、県の

本県は、亜熱帯海洋性気候のもと、美しいサンゴ礁

考え方が回答されております。その後回答された市村

が発達した青い海と多様な野生生物が生息・生育する

から改めて意見はないとのことから、一定程度の理解

緑豊かな160の島々から構成されており、他の都道府

は得られているものと考えます。なお３月13日までに

県と異なる固有の自然環境を有しております。琉球列

新たに３市から意見があったとのことですが、意見の

島に自生する維管束植物は約1600種もあり、単位面積

内容についてはこれまで意見があった市村の意見と同

当たりでは日本本土の45倍も種数が多いなど東洋の

様であることから、条例改正案は変更せず今後の県の

ガラパゴスとも称されるほど固有種の動植物が数多く

考え方を回答し丁寧に対応するとしております。本条

生存する世界的にも希有な自然の宝庫であります。し

例改正案によって手続や環境影響評価手法等に変更は

かしながら本県の自然環境は各種開発による影響など

ないものであり、施行規則において土地区画整理事業

により生態系の攪乱、消失や赤土等流出などさまざま

等の面積を20ヘクタールに引き下げられますが、従来

な問題を抱えており、経済活動により失われつつある

から規則において民間事業者が主体となるゴルフ場の

自然環境の現状を踏まえ世界に誇る豊かな自然環境を

建設や、ホテル等のスポーツレクリエーション施設の

劣化させることなく、次世代に引き継いでいく取り組

規模要件は20ヘクタールであることから、平等性、比

みが急務であります。

例原則の観点から整合を図ったものとなっています。

環境影響評価制度は、事業の実施に当たりあらかじ

先ほどＳＡＣＯ合意跡利用計画等の討論がありまし

め事業の実施が及ぼす環境への影響について調査・予

たが、委員会の審議の中では、統合計画において返還

測及び評価を行うとともに環境保全措置を検討し、住

が予定されている14区域のうち今回の改正面積変更

民や関係者等の意見、知事の意見を聞いて環境に配慮

によって新たに対象事業となる区域は返還予定面積が

したよりよい事業計画をつくり上げていくための制度

20ヘクタールのキャンプ瑞慶覧のロウワープラザ住

であります。そのため本条例改正案によって一定規模

宅地区この１区域のみです。今回の改正で対象となる

以上の土地の造成を伴う事業が環境影響評価制度の対

のは。それ以外の区域は条例改正にかかわらず既に対

象となることから、規模の大きい開発事業についてよ

象である地域であり、20ヘクタール以下ということで

り環境に配慮した事業が行われることとなり、本県の

対象とならない地域が14計画されているうちのほと

自然環境の保全に資するものと考えます。

んど13地域ということで申し上げます。

本条例については、条例制定時に学識経験者や産業

最後に、沖縄21世紀ビジョン策定に当たっての県民

界代表者、行政関係者、住民代表者等で構成される沖

アンケート等では、守るべき沖縄のよさとの問いに、

縄県環境審議会から、本県の島嶼性自然環境は開発等

豊かな自然環境が突出して高い回答数を得ており、そ

の影響に脆弱であることに鑑み、対象事業の規模要件

のため沖縄21世紀ビジョンでは目指すべき将来像の

を定めるに当たっては、原則として本県の地域特性を

１番目に沖縄らしい自然、伝統、文化を大切にする島

踏まえ、他府県の環境影響評価制度における規模要件

を目指してと示されております。

よりも小規模なものとすることとの答申がなされてお

今回の条例改正案は、沖縄21世紀ビジョンで目指す

り、また条例の内容及び対象事業については必要に応

べき将来像を達成するため必要な改正だと考えており

じて適切な見直しを行うこととの答申を過去に２度受

ます。沖縄の豊かな自然環境を劣化させることなく、

けております。

次世代に引き継ぐことになり、ひいては沖縄県の持続

条例改正案については、社会状況の変化や他府県の
動向を踏まえて長期間にわたって検討されており、今

的な発展に大きく寄与するものと考えており、本議会
において可決する必要があると考えます。
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以上、乙第９号議案「沖縄県環境影響評価条例の一

〇総務企画委員長（渡久地

修君） ただいま議題と

部を改正する条例について」
、賛成の討論を終わりま

なりました乙第66号議案から乙第68号議案までの３

す。

件について、委員会における審査の経過及び結果を御

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

報告申し上げます。

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重

午前11時９分休憩

に審査を行ってまいりました。

午前11時９分再開

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

概要等について申し上げます。

以上で通告による討論は終わりました。

まず、乙第66号議案「包括外部監査契約の締結につ

これをもって討論を終結いたします。

いて」は、地方自治法第252条の36第１項の規定に基

これより乙第９号議案、乙第10号議案及び乙第42号

づき議会の議決を求めるものである。

議案から乙第45号議案までの採決に入ります。

主な内容は、契約の目的を外部の専門家による監

議題のうち、まず乙第９号議案を採決いたします。

査の実施及び結果の報告とし、金額の上限を1051万

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。

9000円と定め、契約の相手方を弁護士の當真良明氏と

お諮りいたします。

するものであるとの説明がありました。

本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の
諸君の起立を求めます。

て」は、監査委員４人のうち議員選出の委員１人が、

〔賛成者起立〕

平成30年３月31日に辞職することに伴い、その後任を

昇君） 起立多数であります。

〇副議長（赤嶺

次に、乙第67号議案「沖縄県監査委員の選任につい

選任するため、地方自治法第196条第１項の規定に基

よって、乙第９号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。

づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありま
した。

――――――――――――――――――

次に、乙第68号議案「副知事の選任について」は、

昇君） 次に、乙第10号議案及び乙

〇副議長（赤嶺

副知事１人の辞職に伴い、その後任を選任するため、

第42号議案から乙第45号議案までの５件を一括して

地方自治法第162条の規定に基づき議会の同意を求め

採決いたします。

るものであるとの説明がありました。

お諮りいたします。

本案に関し、新副知事の担任事項の内容、副知事辞

ただいまの議案５件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

に対する総務部長の所感などについて質疑がありまし

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

た。

昇君） 御異議なしと認めます。

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

よって、乙第10号議案及び乙第42号議案から乙第
45号議案までは、原案のとおり可決されました。

すが、乙第68号議案については、採決に先立ち、沖
縄・自民党所属委員が退席し、採決の結果、全会一致

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

職の事務方への連絡日時、議案の追加提出時期や方法

をもって同意すべきものと決定いたしました。

昇君） 休憩いたします。

次に、乙第66号議案については、全会一致をもって

午後０時11分休憩

可決すべきものと決定いたしました。また、乙第67号

午後１時30分再開

議案については、全会一致をもって同意すべきものと

〇副議長（赤嶺

昇君） 再開いたします。

決定いたしました。

午前に引き続き議事進行いたします。
日程第５

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

乙第66号議案から乙第68号議案までを

議題といたします。

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

〇副議長（赤嶺

総務企画委員長渡久地

りますが、ただいまのところ通告はありません。

修君。

――――――――――――――――――
〔委員会審査報告書（議決事件)
〔総務企画委員長

渡久地

質疑はありませんか。

巻末に掲載〕

――――――――――――――――――

昇君） これより質疑に入るのであ

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

修君登壇〕

昇君） 質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。
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〇翁長

経済労働委員長瑞慶覧

副議長、休憩願います。

政俊君

――――――――――――――

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

功君

午後１時33分休憩

〔委員会審査報告書（議決事件） 巻末に掲載〕

午後１時34分再開

――――――――――――――
〔経済労働委員長

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

これより乙第66号議案から乙第68号議案までの採

瑞慶覧

〇経済労働委員長（瑞慶覧

功君登壇〕

功君） ただいま議題と

なりました乙第64号議案及び乙第65号議案の議決議

決に入ります。
議題のうち、まず乙第66号議案を採決いたします。

案２件について、委員会における審査の経過及び結果

お諮りいたします。

を御報告申し上げます。
委員会におきましては、商工労働部長の出席を求め

本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議

慎重に審査を行ってまいりました。

ありませんか。

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

概要等について申し上げます。

昇君） 御異議なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

まず、乙第64号議案「指定管理者の指定について」

よって、乙第66号議案は、委員長の報告のとおり可

は、うるま地区内賃貸工場及びうるま地区内企業立地

決されました。

サポートセンターの指定管理者の指定について議会の

――――――――――――――――――
昇君） 次に、乙第67号議案を採決

〇副議長（赤嶺

議決を求めるものである。
主な内容は、指定管理者となる団体は沖縄国際物流

いたします。
お諮りいたします。

拠点うるま地区管理運営共同企業体であり、指定期間

本案は、
これに同意することに御異議ありませんか。

は平成30年４月１日から平成35年３月31日までであ
るとの説明がありました。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、乙第65号議案「指定管理者の指定について」

昇君） 御異議なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

よって、乙第67号議案は、これに同意することに決

は、航空機整備施設の指定管理者の指定について議会
の議決を求めるものである。

定いたしました。

主な内容は、指定管理者となる団体はＡＮＡスカイ

――――――――――――――――――

ビルサービス株式会社であり、指定期間は平成30年４

昇君） 休憩いたします。

〇副議長（赤嶺

午後１時35分休憩

月１日から平成35年３月31日までであるとの説明が

午後１時36分再開

ありました。

昇君） 再開いたします。

本案に関し、今回の指定管理者となるＡＮＡスカイ

次に、乙第68号議案を採決いたします。

ビルサービス株式会社はどういう会社かとの質疑があ

本案に対する委員長の報告は、同意であります。

りました。

〇副議長（赤嶺

これに対し、当該株式会社は東京都に所在する会社

お諮りいたします。
本案は、これに同意することに賛成の諸君の起立を

で、資本金8000万円、従業員数1903人、業種として
は建物施設の総合設備保守管理、航空機整備にかかわ

求めます。

る整備等の保守管理及び補助業務などを行う企業であ

〔賛成者起立〕

り、ＡＮＡ関係では羽田、成田、伊丹の格納庫の管理

昇君） 起立全員であります。

〇副議長（赤嶺

よって、乙第68号議案は、これに同意することに決

等も受託している会社であるとの答弁がありました。
次に、当該株式会社に指定管理が決まった経緯及び

定いたしました。

指定管理料について説明を求めたいとの質疑がありま

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

した。

昇君） 休憩いたします。

午後１時37分休憩

これに対し、平成29年11月22日から平成30年１月

午後１時37分再開

22日までの62日間、県のホームページ等で公募を行っ

〇副議長（赤嶺
日程第６

た。現地説明会においては複数社の参加があったが、

昇君） 再開いたします。

乙第64号議案及び乙第65号議案を議題

といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。

最終的には応募は１社であった。また、指定管理料に
ついては、５年間で２億347万1000円を上限として公
募を行ったところ、２億96万8000円の提案があった

－ 495 －

との答弁がありました。

求めるものである。

そのほか、地元の人材の活用と公募要件、物損事故

主な内容は、県が継承した琉球政府が肆手盛安子に

等における指定管理者の管理責任などについて質疑が

対して支給した看護学生等奨学金の金額に相当する金

ありました。

額の返還に係る債権２万4400円について、債権の円滑

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第64号議案及び乙第65号議案の

な整理を進めるため当該債権を放棄するものであると
の説明がありました。

議決議案２件は、全会一致をもって可決すべきものと
決定いたしました。

本案に関し、債権放棄の手続に相当の期間を要して
いるのはなぜかとの質疑がありました。

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

これに対し、これまでの県における基本的な考え方

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

として、全ての債権回収に努めるものとされていたが、

わります。

平成27年に沖縄県における今後の債権管理に関する

〇副議長（赤嶺

昇君） これより質疑に入るのであ

りますが、ただいまのところ通告はありません。

き回収の見込みがないと判断したものについては債権

質疑はありませんか。

放棄ができる旨が示されたことから、これに基づき昨

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

方針が策定され、この中で、財産調査の結果等に基づ

年度から手続を進めてきたものであるとの答弁があり

昇君） 質疑なしと認めます。

ました。

これをもって質疑を終結いたします。

次に、同奨学金において、ほかにも同様の事案があ

これより乙第64号議案及び乙第65号議案の２件を

るのかとの質疑がありました。

一括して採決いたします。

これに対し、同様の事案として、10件の債権が残っ

お諮りいたします。

ているとの答弁がありました。

ただいまの議案２件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。

そのほか、債務者の家族構成、看護学生等奨学金支
給規定の内容などについて質疑がありました。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

次に、乙第62号議案「損害賠償請求事件の和解等に

昇君） 御異議なしと認めます。

ついて」は、係争中の訴訟事件について和解をし、及

よって、乙第64号議案及び乙第65号議案は、委員長
の報告のとおり可決されました。

び損害賠償の額を定めるため、地方自治法第96条第１
項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） 日程第７

主な内容は、平成25年１月５日にコザ高校野球部の

乙第60号議案、

練習中に外部コーチの打ったボールが原告の左眼球付

乙第62号議案及び乙第63号議案を議題といたしま

近に当たったことにより視力低下等の後遺症を生じた

す。

ことから、損害賠償額を600万円と定め、和解するも

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

のであるとの説明がありました。

文教厚生委員長狩俣信子さん。

次に、乙第63号議案「損害賠償の額の決定について」

――――――――――――――――――

は、医療事故に関する損害賠償額について、地方自治

〔委員会審査報告書（議決事件） 巻末に掲載〕

法96条第１項及び沖縄県病院事業の設置等に関する

――――――――――――――――――

条例第８条の規定に基づき議会の議決を求めるもので

〔文教厚生委員長

ある。

狩俣信子さん登壇〕

〇文教厚生委員長（狩俣信子さん） ただいま議題と

主な内容は、平成26年11月14日に沖縄県立南部医

なりました乙第60号議案、乙第62号議案及び乙第63

療センター・こども医療センターにおいて、白血病の

号議案の議決議案３件について、委員会における審査

患者に対して、中心静脈カテーテル挿入を行った際に、

の経過及び結果を御報告申し上げます。

血管の損傷により胸腔内に出血を来し心肺停止状態に

委員会におきましては、保健医療部長及び病院事業

なった後、同年12月５日に同患者が死亡した事故に対

局長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。

する損害賠償額800万円を決定するものであるとの説

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の

明がありました。

概要等について申し上げます。

本案に関して、県立病院における損害賠償の支払い

まず、乙第60号議案「債権の放棄について」は、地

件数はどれくらいあるのかとの質疑がありました。

方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の議決を
－ 496 －

これに対し、損害賠償金を支払った事案については、

昭和57年から平成29年までに合計71件あるとの答弁
がありました。

まず、乙第49号議案「工事請負契約について」は、
てだこ浦西駅パークアンドライド駐車場新築工事（建

そのほか、遺族からの損害賠償請求額、病院賠償責
任保険料の額、各県立病院に対するカテーテル挿入等

築）の工事請負契約について、地方自治法第96条第１
項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。

を研修医が行う場合の対応の周知などについて質疑が
ありました。

主な内容は、てだこ浦西駅パークアンドライド駐車
場新築工事（建築）であり、契約金額は17億9666万

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

6400円、契約の相手方は、株式会社屋部土建、株式会

すが、採決の結果、乙第60号議案、乙第62号議案及び

社太名嘉組、南洋土建株式会社の３者で構成する特定

乙第63号議案の議決議案３件については、全会一致を

建設工事共同企業体であるとの説明がありました。

もって可決すべきものと決定いたしました。

本案に関し、駐車場の料金体系はどうなっているか

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

との質疑がありました。

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
〇副議長（赤嶺

これに対し、駐車場の利用料金はこれから設定する
が、基本的には月決めの契約を考えているとの答弁が

昇君） これより質疑に入るのであ

ありました。

りますが、ただいまのところ通告はありません。

次に、パーク・アンド・ライド駐車場を利用する場

質疑はありませんか。

合、駐車場の利用料金あるいはモノレールの運賃に関

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

して何か工夫をするのかとの質疑がありました。

昇君） 質疑なしと認めます。

これに対し、現在、パーク・アンド・ライド駐車場

これをもって質疑を終結いたします。

が設置されている古島駅、安里駅及び小禄駅において

これより乙第60号議案、乙第62号議案及び乙第63

は、駐車場の利用料金が月額3000円となっており、モ

号議案の３件を一括して採決いたします。

ノレール定期券の購入を条件としているとの答弁があ

お諮りいたします。

りました。

ただいまの議案３件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。

そのほか、駐車場の申し込みが殺到した場合の対処
等について質疑がありました。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

次に、乙第50号議案「工事請負契約について」は、

昇君） 御異議なしと認めます。

沖縄都市モノレール延長３駅自由通路建設工事（昇降

よって、乙第60号議案、乙第62号議案及び乙第63
号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

機）の工事請負契約について、地方自治法第96条第１
項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） 日程第８

主な内容は、沖縄都市モノレール延長３駅自由通路

乙第49号議案か

建設工事（昇降機）であり、契約金額は６億3514万

ら乙第59号議案まで及び乙第61号議案を議題といた

8000円、契約の相手方は、沖縄パナソニック特機株式

します。

会社であるとの説明がありました。

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

本案に関し、以前、モノレール駅舎のエレベーター

土木環境委員長新垣清涼君。

などが故障したまま放置されていたということがあっ

――――――――――――――――――

たが、その後、問題はないかとの質疑がありました。

〔委員会審査報告書（議決事件） 巻末に掲載〕

これに対し、自由通路の補修・点検は、以前は県で

――――――――――――――――――

行っていたが、その後、沖縄都市モノレール株式会社

〔土木環境委員長

と検討を続け、現在は同社が一元管理するようになっ

新垣清涼君登壇〕

〇土木環境委員長（新垣清涼君） ただいま議題とな

ており、迅速かつ的確に対応できる状況になっている

りました乙第49号議案から乙第59号議案まで及び乙

との答弁がありました。

第61号議案の議決議案12件について、委員会における
審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

次に、乙第51号議案「工事請負契約についての議決
内容の一部変更について」は、平成28年第４回沖縄県

委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決
内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので

以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の

ある。

概要等について申し上げます。

主な内容は、浦添西原線都市モノレール建設工事（て
－ 497 －

だこ浦西駅Ｈ28年）の契約金額12億9276万円を2360

万1000円増額し、７億8362万1000円に変更するもの

万6640円増額し、13億1636万6640円に変更するも

であり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事費

のであり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事

用の増額であるとの説明がありました。

費用の増額であるとの説明がありました。

本案に関し、現在、沖縄都市モノレール延長整備事

本案に関し、今回、追加されるＰＣ軌道桁は最も基

業に偏っている予算については、モノレール開業後の

本的な部分であり、当初から設計に反映されているべ

平成31年度以降は国道507号や南部東道路の整備事

きものではないかとの質疑がありました。

業に配分されていくと考えてよいかとの質疑がありま

これに対し、当初、駅舎前後の軌道桁については別

した。

の工事で発注する予定であったが、駅舎工事と現場が

これに対し、沖縄都市モノレール延長整備事業につ

錯綜することや、駅舎内に桁が一部入ってくることな

いては、県全体の重点事業となっていることから、予算

どから、責任所在を明確にするためにも本工事に入れ

が重点配分されているが、平成30年度が予算上の最終

たほうがいいという判断のもと、追加しているとの答

年度となっており、平成31年度以降はこの部分での沖

弁がありました。

縄振興公共投資交付金への負荷がなくなることは確か

次に、
モノレールの将来の需要見込みについて、どの

である。一方、その後、県全体で何を重点事業とする

ような議論がされているのかとの質疑がありました。

のか、土木建築部に配分された予算の中でどの事業に

これに対し、
現在、
予測を上回るような形で需要が伸

振り分けるのかということは、今後、調整の上、進め

びていることは確かなので、次年度に需要予測を見直

ていくこととなる。いずれにしても、沖縄振興公共投

す予定であり、その中で増便や車両編成数も含めて改

資交付金等の所要額の要望はしっかりと行っていかな

めてチェックをしていきたいとの答弁がありました。

ければならないと考えているとの答弁がありました。

次に、乙第52号議案「工事請負契約についての議決

次に、都市モノレール延長整備事業終了後は、都市

内容の一部変更について」は、平成28年第４回沖縄県

モノレール建設事務所の人員を国道507号や南部東道

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決

路の整備事業に割り当てていく考えはないかとの質疑

内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので

がありました。

ある。

これに対し、現在、都市モノレール建設事務所に配

主な内容は、浦添西原線１号橋整備工事（本線橋下

置されている人員については、事業終了後は組織の中

り線上部工Ｈ28年）の契約金額８億2944万円を7099

で強化する部分に割り当てていくことは当然である。

万2720円増額し、９億43万2720円に変更するもので

予算に応じた組織強化もあるので、南部東道路等の整

あり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事費用

備事業についても、予算に応じた体制強化はあると考

の増額であるとの説明がありました。

えているとの答弁がありました。

次に、乙第53号議案「工事請負契約についての議決
内容の一部変更について」は、平成28年第４回沖縄県

そのほか、増額する工事費の財源等について質疑が
ありました。

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決

次に、乙第55号議案「工事請負契約についての議決

内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので

内容の一部変更について」は、平成28年第６回沖縄県

ある。

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決

主な内容は、浦添西原線１号橋整備工事（本線橋上
り線上部工Ｈ28年）の契約金額８億1378万円を6144

内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので
ある。

万1200円増額し、８億7522万1200円に変更するもの

主な内容は、市道石嶺線都市モノレール石嶺駅建設

であり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事費

工事（建築）の契約金額９億720万円を4938万840円

用の増額であるとの説明がありました。

増額し、９億5658万840円に変更するものであり、変

次に、乙第54号議案「工事請負契約についての議決
内容の一部変更について」は、平成28年第４回沖縄県

更の理由は、設計の一部変更に伴う工事費用の増額で
あるとの説明がありました。

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決

本案に関し、設計変更の際は、県として技術審査会

内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので

などで決定して変更するのか、それとも、業者側で詳

ある。

細な計算をした結果、その意向を聞いて変更するのか

主な内容は、城間前田線都市モノレール建設工事

との質疑がありました。

（鋼軌道桁Ｈ28年）の契約金額７億1820万円を6542
－ 498 －

これに対し、現場の条件によっていろいろなパター

ンがあり、軽微な変更と重要な変更に分けて処理する

した。

が、基本的には発注者と請負業者が協議を行う中で、

これに対し、廃棄物の処理棟や保管庫など、施設整

重要な変更の場合には建設事務所あるいは土木事務所

備と不可分な施設については県が、生産設備について

の技術審査会で審査をして変更をすることになってい

は入居企業が整備することとなっているとの答弁があ

るとの答弁がありました。

りました。

次に、今回の変更内容は当然、当初設計の中で検討
されているべきものではないか、また、変更の必要性

次に、耐荷重床の範囲の拡張が必要になった理由は
何かとの質疑がありました。

をどこでどう判断したのかとの質疑がありました。

これに対し、大型機格納庫においては、大型機専用

これに対し、設計段階では、当初の足場計画で問題

の整備と塗装を行う計画であったが、さらなる有効活

ないと考えていたが、現場に入り、建設事務所とコン

用として、大型機が使っていない時期などがあれば、

サルタントで詳細に検討を行った結果、既設構造物に

そこで小型機の整備もできるよう耐荷重床の範囲を拡

影響を及ぼさないよう足場計画の変更が必要であると

張するものであるとの答弁がありました。

判断し、施工業者に指示したものであるとの答弁があ
りました。

そのほか、耐荷重床及び路盤の構造等について質疑
がありました。

次に、乙第56号議案「工事請負契約についての議決

次に、乙第59号議案「財産の取得について」は、下

内容の一部変更について」は、平成28年第６回沖縄県

地島空港に配備する空港用化学消防車を購入するた

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決

め、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので

分に関する条例第２条の規定に基づき議会の議決を求

ある。

めるものである。

主な内容は、市道国際センター線都市モノレール経

主な契約の内容は、下地島空港に配備する１万リッ

塚駅建設工事（建築）の契約金額８億7285万6000円

トル級の空港用化学消防車２台を２億1362万4000円

を2936万5200円増額し、９億222万1200円に変更す

で購入するものであり、契約の相手方は帝國繊維株式

るものであり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う

会社であるとの説明がありました。

工事費用の増額であるとの説明がありました。

本案に関し、民間事業者による下地島空港の利活用

次に、乙第57号議案「工事請負契約についての議決
内容の一部変更について」は、平成28年第６回沖縄県

の動きもあるが空港の管理運営の責任分担については
どのようになるのかとの質疑がありました。

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決

これに対し、空港の基本施設である滑走路やエプロ

内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので

ン等の管理については、従来どおり県が管理を行う

ある。

が、三菱地所株式会社が実施する国際線等旅客施設の

主な内容は、城間前田線都市モノレール浦添前田駅

整備・運営事業に係る部分については、事業者におい

建設工事（建築）の契約金額８億522万6400円を3482

て管理・運営を行うこととなっているとの答弁があり

万4600円増額し、８億4005万1000円に変更するもの

ました。

であり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事費
用の増額であるとの説明がありました。

そのほか、下地島空港の利活用に当たっての条件等
について質疑がありました。

次に、乙第58号議案「工事請負契約についての議決

次に、乙第61号議案「訴えの提起について」は、県

内容の一部変更について」は、平成29年第６回沖縄県

営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、建物の明け

議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決

渡しと滞納家賃等の支払いを求める訴えを提起するた

内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので

め、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の議

ある。

決を求めるものである。

主な内容は、航空機整備基地新築工事（造成２期及

主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこと、

び格納庫建築）の契約金額94億939万2000円を5749

未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費用は

万9200円増額し、94億6689万1200円に変更するも

被告らの負担とすること、必要がある場合は上訴し、

のであり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事

または和解するものとする、であるとの説明がありま

費用の増額であるとの説明がありました。

した。

本案に関し、施設整備に当たっての県と入居企業に

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

よる整備の区分はどうなっているかとの質疑がありま

すが、採決の結果、乙第49号議案から乙第59号議案ま

－ 499 －

で及び乙第61号議案の議決議案12件は、全会一致を

定的に発展する好循環をつくり上げるため、沖縄21世

もって可決すべきものと決定いたしました。

紀ビジョン改定基本計画で掲げた諸施策の着実な推進

以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ

に必要な予算を計上したところである。

ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終

   一般会計予算案の総額は、7310億4800万円で、前

わります。

年度に比べ0.6％の減となっている。
昇君） これより質疑に入るのであ

〇副議長（赤嶺

りますが、ただいまのところ通告はありません。

農業改良資金など20特別会計予算案の合計は、2627
億6961万5000円で、前年度に比べ122.0％の増となって

質疑はありませんか。

いる。これは、国民健康保険事業特別会計1566億3900

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

万6000円を新規に計上したことによるものである。

昇君） 質疑なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

病院事業など３公営企業会計予算案の合計は、1105

これをもって質疑を終結いたします。

億6865万7000円で、病院事業会計において、新県立

これより乙第49号議案から乙第59号議案まで及び

八重山病院建設事業の予算計上が平成29年度でおお

乙第61号議案の12件を一括して採決いたします。

むね終了したことなどにより、前年度に比べ7.2％の減

お諮りいたします。

となっている。

ただいまの議案12件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。

拡大による個人県民税や法人事業税など県税の増、清

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

算基準の見直しや前年度実績等を勘案して地方消費税

昇君） 御異議なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

一般会計予算案について、歳入の主な内容は、景気

清算金の増、国の地方財政計画の動向等を勘案し、県

よって、乙第49号議案から乙第59号議案まで及び乙
第61号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。

税が伸びることの反動による地方交付税の減、沖縄振
興交付金等の国庫支出金の減などである。

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） 日程第９

歳出の主な内容は、市町村に交付する沖縄振興特別

甲第１号議案か

ら甲第24号議案までを議題といたします。

推進交付金など総務費の減、介護基盤整備等基金事業
など民生費の減、沖縄振興公共投資交付金など土木費

各議案に関し、委員長の報告を求めます。

の減、少人数学級の推進等に伴う人件費など教育費の

予算特別委員長当山勝利君。

増、公債管理特別会計繰出金など公債費の減などであ

――――――――――――――――――

るとの概要説明がありました。

〔委員会審査報告書（予算） 巻末に掲載〕

次に、当初予算案に関し、５名の会派代表委員から、

――――――――――――――――――

予算編成の基本的な考え方、室部局の予算体系及び主

〔予算特別委員長

な事業の概要などについて質疑がありました。

当山勝利君登壇〕

〇予算特別委員長（当山勝利君） こんにちは。

各常任委員会の調査においては、まず初めに、ワシ

ただいま議題となりました甲第１号議案から甲第
24号議案までの予算議案24件について、委員会におけ

ントン駐在員活動事業費に関連してワシントン事務所
設置の費用対効果について質疑がありました。

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

これに対し、ワシントン事務所は、国内地方自治体

委員会におきましては、室部局長出席の上、総務部

で初めてワシントンＤＣに駐在所を設置するというこ

長から概要説明を聴取した後、会派代表委員による質

とで、平成27年度、平成28年度はＦＡＲＡ登録やホー

疑を行いました。

ムページの開設など、いわゆる環境づくりに時間をと

その後、各常任委員会に対し、所管の予算事項につ

られたことは確かであるが、平成28年度からは米国

いて調査を依頼し、本委員会での審査に加え、各常任

連邦議会関係者等とのネットワークづくりに励み、平

委員会において専門的な立場から慎重に調査を行って

成29年度はこれまでに構築したものをベースにして、

まいりました。

本庁との連携が強化されている。例えば今年度の県議

以下、審査及び調査の過程における執行部の説明及
び質疑の概要等について申し上げます。

会でも出た、ネラー長官発言、米国会計検査院の報告
書、米国連邦議会調査局のレポートといったものはワ

委員会においては、まず初めに、総務部長から、平

シントン駐在員が積極的に情報をとってきたものであ

成30年度当初予算については、安全・安心に暮らせる

る。それから、今年度は特に事件・事故が相次ぎ、そ

優しい社会を構築するとともに、アジア経済の活力を

のたびにワシントン駐在員は米国防省の分析官や部長

取り込むことなどにより、経済全体を活性化させ、安

等と意見交換を行い、沖縄県の意見をしっかりと伝え

－ 500 －

に行っている。また、米国連邦議会の委員会公聴会の

成を目指しており、平成30年度予算に約８億3800万円

傍聴もこれまで11回、シンポジウムにも11回参加し

を計上している。遺体安置所は、糸満警察署に約64平

たりと、県庁職員が現地にそのたびに行くとなると相

米の面積を確保し、３人が待機できる遺族控室、検死

当の経費がかかると思うが、駐在員がいることによっ

を行う部屋と準備を行う部屋の、クーラーも完備した

て、現地でのさまざまな情報収集、また、沖縄の正確

３つの部屋を予定している。また、警察署の建てかえ

な情報の提供をしっかり行えたものと思っている。そ

には、警察法第37条３項及び警察法施行令第３条１項

ういう意味では、費用対効果は十分に発揮できている

に基づき、警察署建設費の最大２分の１の補助が全国

との答弁がありました。

一律に出ることになっているとの答弁がありました。

次に、沖縄振興一括交付金が減額された中、どうい
う工夫をし、予算編成に取り組んだのかとの質疑があ

次に、持続可能な農林水産業の振興のための取り組
みについて質疑がありました。

りました。

これに対し、農林水産部の平成30年度予算について

これに対し、平成30年度の沖縄振興予算は、沖縄振

は、沖縄21世紀農林水産業振興計画の基本施策におけ

興一括交付金が大幅に減額されたところであり、当初

る７本の柱をもとに策定している。おきなわブランド

予算の編成に当たっては、施策・事業の必要性と優先

の確立と生産供給体制の強化で約50億円、流通販売加

度を勘案し、スケジュール調整をするなど、減額の影

工対策の強化で約69億円、農林水産物の安全・安心の

響を最小限にとどめることにより、沖縄21世紀ビジョ

確立で約54億円、農林漁業の担い手の育成、確保及び

ン基本計画及び同改定基本計画の推進に影響が生じな

経営安定対策等の強化に約25億円、農林水産技術の開

いように取り組んできたところである。具体的には、

発と普及に対して約14億円、亜熱帯島嶼性に適合した

ソフト交付金については各部局に選択と集中、創意工

農林水産業の基盤整備に約227億円、フロンティア型

夫を促す観点から要求上限額を設定し、さらにハード

農林水産業の振興に約21億円を予算計上していると

交付金についても、執行率等を勘案して要求上限額を

の答弁がありました。

設定したところである。そういう意味で、事業の選択

次に、沖縄ＩＴイノベーション戦略センター設立推

と行政資源の集中に努め、引き続き沖縄21世紀ビジョ

進事業について当該戦略センターの規模、設置場所及

ン改定基本計画に掲げた諸施策を推進してまいりたい

び企業誘致や雇用の拡大に関する目標値について質疑

と考えているとの答弁がありました。

がありました。

次に、特定駐留軍用地等内土地取得事業の内容と進

これに対し、当該戦略センターは、ＩＴを活用し

捗状況はどうなっているか、また、県立普天間高等学

て、県内産業全体の振興を図るという産業支援機関で

校の移転用地の取得も対象にしているのかとの質疑が

ある。場所は那覇市のＩＴ創造館を予定しており、ス

ありました。

タート時の職員数は約30名弱で計画している。当該戦

これに対し、当該事業は、駐留軍用地の円滑な跡地

略センターの設立によって、具体的に企業や雇用がど

利用の推進に必要な公用地を確保するため、沖縄県特

のくらいふえるのかという直接的な効果は出していな

定駐留軍用地等内土地取得事業基金を財源として跡地

いが、沖縄21世紀ビジョン実施計画の中では、平成33

利用推進法に基づく土地の先行取得を実施する事業

年度の目標値を立地企業数が560社、売上高が5800億

で、平成33年度末までに普天間飛行場において約17ヘ

円、立地企業による雇用者数を４万2000名という目標

クタールの土地取得を目指している。平成29年度まで

を立てているとの答弁がありました。

に約9.5ヘクタール、目標面積の約55％の土地を取得

次に、大型ＭＩＣＥ受入環境整備事業について補正

しており、平成30年度は約1.8ヘクタール、目標面積

予算の減額を行い、新年度予算に計上しているが、そ

の約66％の土地の取得を計画している。また、普天間

の目的及び内閣府から交付決定がおりない理由につい

高校の移転用地については、跡地利用推進法に基づく

て質疑がありました。

西普天間住宅地区跡地の先行取得の期限が平成29年

これに対し、平成29年度は基本設計と実施設計を行

度末までとされているため、平成30年度の予算には計

う計画で予算を計上したが、内閣府との調整がスムー

上していないとの答弁がありました。

ズにいかなかったことから、年度途中で実施設計の予

次に、糸満警察署新庁舎建設事業に関連して遺体安

算を補正で減額した。基本設計についても時間的に間

置室の設置状況について聞きたい、また、建てかえへ

に合わなかったので、２月議会で補正減額を行った。

の国庫補助の有無について質疑がありました。

しかし、引き続き、大型ＭＩＣＥ施設整備に関しては、

これに対し、糸満警察署新庁舎は平成31年度中の完

実現に向けて積極的に取り組んでいこうということ
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で、新年度予算においては、基本設計委託費を予算に

労働基準監督署の是正勧告に伴う対応など、経営計画

計上した。なお、交付決定がおりない理由として、内

策定時には想定できなかった多額の費用が発生してい

閣府は、大型ＭＩＣＥ施設を導入しても、稼働率を含

ることから、今後も厳しい経営を強いられるものと思

む収支の部分について懸念を抱いている。また、周辺

われる。このため、平成30年度においては、一般会計

の受け入れ環境の整備として、大型ＭＩＣＥ施設の周

からの支援を受け、コンサルタントを活用した原価計

辺にホテルや娯楽施設、商業施設等の立地が十分見通

算の仕組みの導入など、経営改善に向けた取り組みを

せないということも言っている。県としても資料を作

強化する予定である。また、医業収支の改善に向けて、

成し説明を尽くしてきたつもりであるが、なかなか国

さらなる収益の確保や費用の縮減が必要となることか

の御理解をいただけないというのが現状であるとの答

ら、入院患者の確保と平均在院日数の管理を行うとと

弁がありました。

もに新規患者の確保に努めていくこととしている。監

次に、子供の貧困対策に係る平成30年度の県全体の

査委員からの指摘事項の改善に向けて、定期的に職員

予算総額は幾らか、また、この予算額は本年度以前と

に対する研修等を実施しており、これについてもより

比較してどれくらいふえているのかとの質疑がありま

一層の強化を図っていきたいとの答弁がありました。

した。

次に、県外進学大学生支援事業の予算が大きく増加

これに対し、県では、平成28年３月に沖縄県子ども

している理由について質疑がありました。

の貧困対策計画を策定しており、これに基づき、子供

これに対し、本事業は、平成28年度に創設した返還

のライフステージに即して切れ目のない総合的な支援

の必要のない奨学金である。これは、募集要項に基づ

のための事業を実施しているところである。この事業

き、毎年度25名程度の大学生を採用していくものであ

を全て集約すると平成30年度の予算額は約187億円と

り、本年度に採用した25名の大学生に加えて、平成30

なっている。これを、事業開始年度である平成28年度

年度も新たに同数程度の大学生に対して奨学金を給付

予算額の162億円と比較すると、25億円の増額となっ

する予定となっている。これによって、平成30年度予

ており、同じく平成29年度予算額の175億円と比べる

算は本年度に比べて2100万円増の5013万8000円を

と、12億円の増額となっているとの答弁がありました。

計上しているとの答弁がありました。

次に、
離島患者等支援事業の内容について伺いたい、

次に、公共関与による産業廃棄物最終処分場の整備

また、当該事業の予算が対前年度比較で減額されてい

の進捗状況及び完成後の見通しなどについて質疑があ

る理由について質疑がありました。

りました。

これに対し、当該事業は、離島に住む患者等の経済

これに対し、公共関与による最終処分場の整備の進

的負担を軽減することを目的として実施するものであ

捗状況については、平成29年度末時点の予算ベースで

る。これは、がん等の難病、特定疾患を抱える方や妊

約8.7％となっている。完成・供用は平成31年の夏ごろ

産婦が、島外の医療機関に通院する場合の交通費や宿

を見込んでおり、供用期間としては15年間を見込んで

泊費について、離島市町村が助成する場合、これに対

いる。公共関与による最終処分場の稼働により、現在

して県が補助するものとなっている。また、本事業の

の逼迫している状況が緩和されると見込んでいる。ま

予算計上に当たっては、関係市町村の要望を踏まえ

た、株式会社倉敷環境の許可取り消しに伴い、同社が

て、その要望額の全額を予算措置しているところであ

受け入れていた産業廃棄物は、分別を行う業者等が受

るが、平成30年度の要望額が平成29年度と比較して

け入れ量をふやして対応しているところであるが、分

959万5000円減少したことから、予算額についても減

別が十分にできない建設現場等から出る木くず、廃プ

額して計上することになったものであるとの答弁があ

ラスチック、瓦れき類が混合されている混合廃棄物等

りました。

については、県外で処理する際の海上移送費及び選別

次に、昨年度の監査委員からの審査意見として経営

をする際のコスト上昇分の２分の１を廃棄物適正処理

安定化に向けた取り組みを推進することなど今後の県

緊急特別対策事業により補助することとしているとの

立病院の運営に当たって適切な措置を講ずるようにと

答弁がありました。

いう指摘についてどのような対策をとっているのかと
質疑がありました。

次に、沖縄振興公共投資交付金の減額は、沖縄県と
して予算確保に危機感を持って真剣に取り組まなけれ

これに対し、病院事業局では、本年度から県立病院
経営計画に基づいて、経営の安定化や県立病院の改革

ばならない大きな課題であるが、どのように認識して
いるかと質疑がありました。

に向けて取り組んでいるところである。しかしながら、
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これに対し、社会資本整備を担う土木建築部として

行わなければならない事業がたくさんあるので、沖縄

体計画と進捗状況、警察官定数増員100名の採用状況

振興公共投資交付金のみならず、予算の所要額確保に

と人件費の増減状況、警察官増員の効果及び評価、沖

努めていく所存である。沖縄振興公共投資交付金や沖

縄県警察の検死体制の整備状況及び今後の方針、飲酒

縄振興特別推進交付金については、総務部あるいは企

運転根絶対策事業の成果と取り組み及び今後の対策、

画部において調整がなされるので、対象事業について

飲酒運転根絶条例制定に対する評価、ＳＮＳに起因し

当局にしっかりと説明をし、予算確保に向けた努力を

て児童生徒が被害に遭った事件の検挙件数や内容、被

していく考えである。また、沖縄振興公共投資交付金

害に遭いやすいサイトやフィルタリング対策、印刷物

の減額が続く中、いかに影響を最小限にとどめるかと

の県内企業への優先発注に関する県通達の外郭団体へ

いうことで、社会資本整備総合交付金あるいは、特別

の発出状況、（款）議会費（目）事務局費の増加要因、

会計や県単事業も含め一定程度の工事のボリュームを

県議会のペーパーレス化関連予算、沿岸漁業の生産量

確保するなど影響を最小限にとどめる努力を行ってい

の減少に対する対応策、県産水産物の海外市場拡大事

るところであるとの答弁がありました。

業の概要及び鮮度保持対策、海外農業研修生受入支援

次に、水道事業の広域化については順調に進んでい

事業とこれまでの研修生受け入れによる農業農村活性

るか、また、広域化により水事情が改善されることに

化事業との違い、海外農業研修生受入支援事業の国別

つながると解釈してよいかという質疑がありました。

の研修生数及び受け入れ市町村、特殊病害虫問題でミ

これに対し、本島周辺離島８村に水道用水供給を拡

カンコミバエ及びゾウムシ類の対策、沖縄県海外事務

大するため、平成28年度から水道広域化事業に本格的

所の配置人員及び役割、委託駐在員の配置状況、技能

に着手している。去る３月１日から粟国村に対し水道

五輪全国大会及び全国アビリンピックの概要と開催目

用水供給事業を開始し沖縄本島と同じ状況で供給され

的、ＥＶ自動車製造の現状、グローバル産業人材育成

ているところである。残り７村については、用地取得

事業の目的及び内容、空手会館の活用状況、東京オリ

の関係で若干おくれているところもあるが、平成26年

ンピック・パラリンピックの聖火リレーの県内及び全

度に８村、県、企業局の３者で交わした覚え書きにお

国のルートの決定時期等、琉球王国文化遺産集積・再

いて平成33年度までに全ての離島村に対して用水供

興事業の内容及び今年度との比較、浦添市に予定され

給を開始するとうたっており、その目標に向けて努力

ている県立郷土劇場再建計画の内容、保育士確保対策

しているところである。これら離島８村については、

事業の支援内容と新たな取り組みの有無、３歳児以上

水源が乏しく、安定給水に不安を抱えていたが、水源

保育における保育士の配置基準、待機児童解消支援基

が不足しているところは新たな水源の開発や海水淡水

金事業の予算減額の理由、市町村の待機児童の状況、

化施設を導入することにより安定給水につなげたいと

性暴力被害者ワンストップ支援センター体制整備事業

考えているとの答弁がありました。

の内容及び人材育成の状況、重度心身障害者医療費助

そのほか、旧軍飛行場用地問題に係る未解決地主会

成事業の内容、医師確保対策補助事業や医師派遣等推

の事業着手期限を２年間延長する理由及び予算内容、

進事業などによる離島・僻地における医師確保の取り

翁長知事のグアム訪問の評価及び訪米予算の内容、不

組み、県内における薬剤師養成の現状と県外大学薬学

発弾処理事業費予算の増額に対する評価、平成29年

部の授業料、薬剤師確保対策モデル事業の内容、沖縄

度に事業申請の受け付けを中断した理由及び平成30

県国民健康保険事業特別会計の内容、小児救急電話相

年度の取り組み予定、消防防災ヘリ導入検討事業の内

談事業予算の大幅増額の理由、新八重山病院の診療体

容やヘリ導入の必要性及び守備範囲に対する認識、行

制、病院事業局におけるこれまでの繰入金の状況及び

財政改革への取り組み内容、行革プランの目標及び成

今後の見通し、引き上げ分の地方消費税収に係る病院

果、ポスト沖縄振興計画の検討状況、前年度新規事業

事業に対する措置、精神保健福祉士などコメディカル

在米沖縄関係資料収集公開事業の内容や予算減額の理

職種定数化の検討状況、連携型中高一貫校の実績と各

由、ファシリティマネジメント推進事業の計画、離島

学校の課題、本県教職員の労働安全衛生体制の整備・

空路確保対策事業予算の減額理由及び内容、那覇―粟

改善のための取り組み、離島読書活動充実事業の内容

国路線の将来像、離島航路運航安定化支援事業の実

及び予算減額の理由、通級指導教室の教職員の配置状

績、久米島航路フェリー２隻のうちあと１隻への対応

況及び拡充の可能性、国立自然史博物館誘致推進調査

の可否、鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入促

事業の目的及び内容、沖縄県に誘致する意義及び県と

進事業の今後の見通し、次世代型ＬＲＴの今後の議論

しての具体的なイメージ、世界自然遺産登録推進事業

の方向、超高速ブロードバンド環境整備促進事業の全

の取り組み及び昨年のＩＵＣＮの調査結果、赤土等流
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出防止海域モニタリング事業の結果及び流出防止対策

――――――――――――――――――

の内容、外来種対策事業の内容及び外来種ギンネムの

〔島袋

被害に対する認識、沖縄振興公共投資交付金の沖縄都

〇島袋

大君

大君登壇〕
甲第１号議案に対する修正動議。

市モノレール延長整備事業への重点配分の影響、下地

ただいま議題となりました甲第１号議案「平成30年

島空港及び周辺用地の利活用と沖縄県環境影響評価条

度沖縄県一般会計予算」の修正案につきまして、提出

例の改正との関係、道路の除草や植栽の状況及び沖縄

者を代表して修正内容及び提出理由を御説明申し上げ

フラワークリエイション事業の内容、新石垣空港国際

ます。

線旅客施設整備の全体計画や工程等、企業局における

まず、修正内容についてであります。

ＰＦＯＳ対策の費用及び今後の対応や経費の受益者転

甲第１号議案に対する修正案の別紙をごらんくださ

嫁の有無、企業局における長寿命化対策や施設の更新

い。お手元に配付をしていると思っております。

及び耐震化の取り組み、北谷浄水場改良工事の進捗状

別紙を読み上げます。

況、本部―伊江間の送水管更新要望への対応予定など

平成30年度沖縄県一般会計予算の一部を次のよう

について質疑がありました。

に修正いたします。第１条の第１表、歳入歳出予算の

なお、各常任委員会から提出された予算調査報告書

中の歳出、款２総務費を639億4237万9000円に、項１

を委員に配付したところ、２名の委員から総務企画委

総務管理費を175億8615万8000円に、それぞれ減額

員長、経済労働委員長及び土木環境委員長に対し質疑

し、款14予備費、項１の予備費を２億7905万5000円

の通告があり、当該委員長の出席を求め質疑が行われ

に、それぞれ増額するものであります。これはワシン

ました。

トン駐在員活動事業費及び知事訪米経費の合計7905

また、各常任委員会の調査の過程で、３項目の要調
査事項の報告がありましたが、委員会での協議及び採

万5000円を減額し、予備費に同額を計上するものであ
ります。なお、歳入歳出合計は変わりません。

決の結果、総括質疑は行わないこととなりました。

また、詳細は添付の修正後の平成30年第３回沖縄県

以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま

議会（定例会）議案の（その１）及び当初予算説明書

すが、甲第１号議案については、採決に先立ち、沖縄・

抜粋版をごらんになっていただきたいと思っておりま

自民党所属委員から修正案が提出され、採決の結果、

す。

修正案は賛成少数で否決されました。

次に、提案理由について簡単に申し上げます。

修正案が否決されたことに伴い、甲第１号議案の原
案について採決した結果、賛成多数をもって原案のと

我々自民党は、この修正案は４回目の提出でありま
す。

おり可決すべきものと決定いたしました。

このワシントン駐在員活動費についてでありますけ

また、甲第２号議案から甲第24号議案までの予算議

れども、昨年の我々の修正案に対する反対討論で、与

案23件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべき

党の皆さん方の内容は、ワシントン駐在員活動費は、

ものと決定いたしました。

沖縄の米軍基地をめぐる諸問題について米国ワシント

以上、審査及び調査の経過及び結果を申し上げまし

ンＤＣに駐在員を配置し、米国政府と関係機関に対し

たが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして

辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを踏まえた

報告を終わります。

建設阻止に向けた知事の考えや沖縄の正確な情報を伝

〇副議長（赤嶺

昇君） これより質疑に入るのであ

え、米国側の理解と協力を促し、本県の米軍基地問題

りますが、ただいまのところ通告はありません。

を初めとする沖縄の課題解決に向けて取り組むことを

  質疑はありませんか。

目的とし、駐在員においては知事訪米の対応や基地問

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

題に関する情報収集、沖縄の情報、状況などの情報発

昇君） 質疑なしと認めます。

信を主な役割としておりますというふうに言っており

これをもって質疑を終結いたします。

ます。昨年我々自民党は、会派としてアメリカ・ワシ

甲第１号議案に対しては、島袋大君外13人から修正

ントンのほうに行きまして、ワシントン事務所のほう

の動議が提出されております。

を訪問させていただきました。職員の皆さん方ともい

この際、提出者の説明を求めます。

ろいろ議論しましたけれども、その中で活動内容を報

島袋

告しなさいと前もって我々提出して報告を受けたわけ

大君。
――――――――――――――――――

でありますけれども、その内容はペーパー１枚でこう

〔甲第１号議案に対する修正案

いった流れをしているというだけの話でありました。

巻末に掲載〕
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我々がわざわざワシントンに足を運んでも、県の職員

の7310億4800万円の予算議会であります、今回は。

の対応はこうであります。我々が基地問題に対するワ

それなのに翁長知事は今議会の開会中に訪米をしたわ

シントンの状況を一般質問すると、何百件メールアポ

けであります。何を考えているんですか。なぜこの時

とりました、どういったロビー活動していますとか報

期に行くんですか。我々に説明もなく訪米をしたわけ

告はありますけれども、我々がアメリカの地に行って

であります。これがリーダーとしての姿でありましょ

ワシントン事務所を訪ねますと、ペーパー紙切れ一枚

うか。県民を代表する県議会議員の我々立場としては、

で二、三十分程度でこうやっていますと、我々の報告

我々は置き去りでやりたい放題、独裁的な県政運営を

は以上ですと終わるわけですよ。こういうやり方自体

翁長県政はしているわけであります。

が予算の無駄遣いだと我々は思っているわけでありま

訪米してからの成果はあったのでしょうか。与党の

す。そういったことを県民に理解させるために、私は

皆さん方に説明ありましたか。我々野党には全くあり

知事にいろんな面で説明する義務があるということで

ません。新聞紙面でしか理解できません。こういう予

我々はこの３年間言い続けてきました。いまだにその

算の使い方があってよろしいんでしょうか。

解決の道はありません。

翁長知事が誕生して４回目の今回修正案です。だか

私どもこのアメリカというのは国対国でありますか

らこそ、パフォーマンス政治はやめて、県民にしっか

ら、知事はみずからまずは日本政府と議論し、外務省

りと説明責任を果たしていただきたいというふうに考

と議論し、そういったもとで対アメリカ政府と議論す

えて、提案理由として私は今回はそういった意味で、

ることであって、日本政府を飛び越えてアメリカ政府

この修正案を提出していきたいと思っておりますの

と直接やるという地方の一県知事という首長の立場で

で、皆さん方の御判断のほうをよろしくお願いしたい

中心地のワシントン事務所で多額の予算を組みなが

と思っております。

ら、こういった形で県民の税金を使っている。私たち

〇副議長（赤嶺

はこの成果がどうあるべきかというふうに考えており

質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告は

ます。

ありません。

ですから、
ワシントン事務所、我々からしてみれば反

質疑はありませんか。

基地、反米の研究機関じゃないかなと思うぐらい本当
に基地が反対のための情報収集するだけで、我々がワ

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

シントンに足を運んだら紙切れ一枚の答弁しかなかっ
たということは、まさしく翁長知事は本丸で反基地、

昇君） これより本修正案に対する

昇君） 質疑なしと認めます。

これをもって島袋大君外13人から提出された修正
案に対する質疑を終結いたします。

反米の情報収集しかしていないというふうにしか思い

これより討論に入ります。

ません。

甲第１号議案に対する討論の通告がありますので、

次であります。

順次発言を許します。

そして知事の訪米についてであります。

新垣光栄君。

去年の、
我々修正案の与党側の討論に関しましては、
沖縄の米軍基地をめぐる諸問題について知事が直接訪

〔新垣光栄君登壇〕
〇新垣

米し、米国政府、米国連邦議会議員、関係機関に対し
地元の実情を伝え、米国からの理解と協力を促し本県

光栄君

こんにちは。

ただいま議題となりました甲第１号議案について、
原案に賛成する立場から討論を行います。

の米軍基地問題の解決促進を図ることを目的としてい

最近の沖縄経済は、観光や雇用関連指標が前年を上

ると、辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを踏

回るなど、平成24年以降、景気の拡大が続いておりま

まえ建設阻止に向けた翁長知事の考えや沖縄の正確な

す。平成29年の入域観光客数が940万人、うち外国人

状況について、米国政府、連邦議会へ訴えるため、米

客が約254万人と５年連続で過去最高を更新し、那覇

国ワシントンＤＣの駐在員を活用し、基地問題に関す

空港における国際貨物取扱量も増加しております。県

る情報収集を行うために知事が訪米し、直接訴えるこ

外及び外資系企業によるリゾートホテルなどの進出が

とによって沖縄の問題解決に努めるというふうに言っ

続いているほか、情報通信関連産業についても雇用者

ているわけであります。

数は４万5000人を超えております。また、年平均の完

知事は訪米に行っているわけでありますけれども、

全失業率は、平成28年の4.4％から平成29年は3.8％と

今議会において平成30年度沖縄県一般会計予算の審

改善し、有効求人倍率についても年平均で復帰後最高

議が行われました。沖縄県143万人の生活安定のため

値を更新し続け、直近の平成30年１月においては1.17

－ 505 －

倍と雇用情勢は着実に好転しております。

ワシントン駐在は、平成27年度から職員２名を配置

その一方で、雇用の質の改善、県民所得の向上、深

し、これまで米国連邦議会関係者250名、国務省関係

刻な状況にある子供の貧困問題の解消は、本県が抱え

者68名、国防総省関係者17名、国家安全保障会議関係

る喫緊の課題であります。平成30年度においては、本

者３名、副大統領経験者１名、報道関係者67名、県人

県の置かれた状況を踏まえ、豊かな県民生活の実現と

会関係者42名、シンクタンクの有識者等220名、延べ

課題の解決に直結する施策を一層効果的に展開する必

668名の方々と意見交換等を行ってきました。

要があります。

私は、基地対策を展開するに当たって国内だけでな

  こうした状況の中、今定例会に提案された平成30年

く、このようなアメリカの国民各層の知見を活用した

度一般会計当初予算案においては、経済発展、生活充

政策の企画立案を行うことが重層的な交渉を展開する

実、平和創造の３つの視点を踏まえ、総額7310億円が

上で以前にも増して重要との認識のもと、駐在員活動

計上されています。

を強化していくことが必要だと考えています。

まず、経済発展について、アジア経済戦略構想の実

地方自治体が政治の中心都市であるワシントンＤＣ

現に向け、新たに細胞培養加工施設の整備、沖縄ＩＴ

において単独で事務所を設置することは極めて異例の

イノベーション戦略センターの設立、航空機整備基地

ことであり、平成27年度、平成28年度は、ＦＡＲＡ

の整備や、
自立型経済の構築に向けた基盤整備のため、

（外国代理人登録法）の登録や米国向け英語版ホーム

南部東道路の整備、大型クルーズ船対応に係る港湾改

ページの開設、連邦議会関係者や国務省、国防総省の

修、沖縄都市モノレール延長整備など多岐にわたる分

担当者等と面談するなど、駐在活動を安定的に行う環

野で相乗効果を期待できる取り組みが予定されていま

境づくりに取り組むとともに、連邦議会関係者や米国

す。

政府関係者等とのネットワークづくりに取り組みまし

また、生活充実については、こども医療費の現物給

た。平成29年度はこれまで構築されたネットワークを

付導入など子供の貧困対策の強化を初め、正社員雇用

活用し、本庁との連携を強化し、沖縄の基地問題の課

拡大助成金の創設、少人数学級の推進、離島住民の交

題解決に取り組んでおります。

通コスト負担軽減など、本県の課題に対応した施策の
充実が図られています。

平成29年５月24日、米国上院歳出委員会でのネラー
米海兵隊司令官の東アジア地域の安全保障環境につい

さらに、平和創造については、第９回平和賞授与式

ての発言など、米国委員会公聴会での議論、アメリカ

の実施に係る経費や世界のウチナーンチュネットワー

会計検査院（ＧＡＯ）の報告書や連邦議会調査局のレ

クの継承・発展に資する事業が計上されているところ

ポート、シンクタンク主催のシンポジウムでの議論、

です。

現地での新聞の情報等、米国政府の政策形成に関する

   このように、当初予算案は県民が求める将来像の実

情報をリアルタイムで本庁と情報共有し、知事まで報

現と諸問題の解消に向けた諸施策が効果的に盛り込ま

告しており、県の基地問題の解決に向けた取り組みの

れたことを高く評価するものであります。

参考となっております。

さて、ワシントン駐在員活動事業費の減額修正につ

また、米軍に起因する事件・事故が発生した場合に

いてでありますが、本県に所在する広大かつ過密な米

は、速やかに米国政府関係者に県内の状況を伝えると

軍基地は、地域の産業振興や生活環境の整備を図る上

ともに、事故の再発防止策の実施等を求めております。

で大きな阻害要因になっているとともに、米軍に起因

例えば、昨年９月29日には、嘉手納飛行場をめぐる米

する事件・事故や航空機騒音等の基地被害が県民生活

軍の一連の行為について、２つ目、10月11日には、東

に大きな影響を与えております。

村高江でのＣＨ53Ｅの不時着、炎上事故について、３

ワシントン駐在員活動事業費は、こうした沖縄の米

つ目、12月13日には、普天間第二小学校へのＣＨ53

軍基地をめぐる諸問題について、米国ワシントンＤＣ

Ｅからの部品落下事故及び海兵隊員による交通死亡事

に駐在員を設置し、
米国政府等関係機関に対し、辺野古

故について、４つ目、ことし１月10日及び26日には、

新基地に反対する県民世論及びそれを踏まえた建設阻

相次ぐ米軍ヘリコプターの不時着について、国務省及

止に向けた知事の考えや沖縄の正確な状況を伝え、米

び国防総省の担当者に対して県民の不安が高まってい

国側の理解と協力を促し、本県の米軍基地問題を初め

る沖縄の状況や、米軍への抗議内容等について説明を

とする沖縄の課題解決に向けた取り組みを目的とし、

行っております。

知事訪米の対応、基地問題に関する情報収集、沖縄の
状況などの情報発信を主な役割としております。

さらに、沖縄の米軍基地負担の現状を国内外に広く
発信するために作成した英語版パンフレットについて
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は、
米国側の視点を踏まえた構成や内容とするために、

真っ最中にもかかわらず、議会の調整、了解を得ること

ワシントン駐在が現地で活動する中で得た情報や、駐

なく新年度予算を無視し、訪米を実施したことは県政

在による米国有識者へのヒアリング等で得られた意見

史上初めての出来事ではなかったでしょうか。シンポ

を多く取り入れております。

ジウムが目的の訪米活動が議会軽視のままでアメリカ

平成30年度においては、これまでの取り組みに加え

で開催されましたが、知事のシンポジウムの評価、実

て、安全保障分野における有識者との連携促進のため

績についてどのようなものであったのかを確認して、

の会議の開催や、米国政府関係者、連邦議会関係者と

我々県議会は予算を判断すべきと思います。

の信頼関係及びネットワークの構築に向け、ワシント

新聞報道によると、まず２週間前に訪米したシンポ

ン駐在の活動を充実強化する必要があります。また、

ジウムでの知事の発言ですが、１点目に知事は、私が

多くの皆さんの御協力により、日本以外の多くの組織

知事になり既に３年間工事がおくれていることを誇ら

や個人がさまざまな形で基地問題に関与するようにな

しげに明言しておりますが、沖縄県民の切実な願いは

り、県として沖縄の基地政策やその背景にある考え方

一日も早く基地問題を解決することです。工事そのも

を県外のみならず、外国の国民に説明し、理解を得る

のがおくれ、さらに基地所在市町村の県民が苦しめら

必要性が増してきています。このことは、まさにナイ

れ、長引くことになるのを知事は喜んでいるとしか理

教授が定義づけしたソフト・パワーであり、広報文化

解できません。

外交です。

２点目に、知事は沖縄県は日米安保の必要性を理解

このような中、沖縄県と米国との間にネットワーク

する立場で全ての基地に反対しているのではないと、

を構築し、沖縄県の米軍基地をめぐる状況について、

意味不明な発言は県政のトップリーダーとして、一体

直接、米国政府に働きかける取り組みを行っているワ

何を考え訴えるのか、全く理解困難な決断力のなさで

シントン駐在員活動事業費を削除するということは、

あります。

沖縄県の情報収集及び情報発信の能力を低下させると

３点目に、基地の抑止力については、同行した沖縄

ともに、沖縄の米軍基地問題が解決されたとの誤った

国際大の野添准教授も東アジアの安全保障環境が厳し

認識を米側に与えるだけでなく、沖縄の基地負担の軽

さを増す中、日米同盟の重要性は増していると明言し、

減を図る動きにブレーキをかけるということになりか

かつ基調講演後の質疑応答では、元米国務省日本部長

ねず、大きく県益を損なうものであります。

に、沖縄が果たす抑止力の役割は現在よりも増してい

米国ワシントンＤＣに駐在員を設置し、辺野古新基

ると、また普天間移設を阻止すれば沖縄の負担軽減も

地建設の阻止、そして米軍基地から派生する諸問題の

できないとの問いかけに明確にみずからの答えを述べ

解決に向け、ワシントン駐在員の活動を継続的に行う

ることができない知事。

ことで、県の考えが幅広く理解されるものであること

４点目に、さらにペリー元国務長官から北朝鮮の脅

から、ワシントン駐在員活動事業費の削減を求める予

威を解決し非核化を実現すれば、普天間、沖縄に軍事

算修正案には反対します。

力を持つ根拠もなくなると強調され、またハリス太平

以上のことから、甲第１号議案は、沖縄らしい優し

洋軍司令官が再三代替施設完成まで普天間を使用する

い社会をつくり上げるとともに、好況が続く経済をよ

と公聴会で述べていることなど、アメリカ側の姿勢等

り高い次元へと進化させるため、原案のとおり成立さ

は明白であります。知事は、アメリカでのシンポジウ

せるべき予算であると考えます。

ムで有識者からの意見を集め、突破口として何らかの

議員各位におかれましては、何とぞ御理解を賜り、

糸口を見出したい思惑がありました。しかし多くの有

原案に賛同くださいますよう、よろしくお願い申し上

識者からは、沖縄の重要性はさらに増していると抑止

げます。

力の必要性の肯定論ばかりであり、日ごろからの県の

〇副議長（赤嶺

昇君） 又吉清義君。

主張する抑止力は全く的外れな過ちでありました。

〔又吉清義君登壇〕
〇又吉

清義君

５点目に、米側からは知事の訴えに対しては、日本

甲第１号議案に対する修正案に賛成

する立場から討論を行います。

政府と話し合う内容だとその問題の認識を強く強く伝
えられるなど、知事はみずからの訪米の手応えについ

新年度予算、甲第１号議案の修正案は、ワシントン

て代替案のない県政では辺野古唯一論を覆し、どこへ

駐在活動事業費及び知事訪米関連予算を減額し、予備

持っていくのか厳しいものを感じたと発言もしており

費を増額する修正案であります。

ます。

知事は去る３月13日から16日までの間、予算審議の
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以上、述べました５点は、議会中に議会の許可、調

整もなく訪米を行った際のシンポジウムの内容の実績

29年度は3.8％と大幅に改善し、有効求人倍率も復帰

と結果であります。

後初めて年間を通じて１倍を超えるという記録を続け

これまでに知事は、就任中に４回も訪米を実施され

ております。

ましたが、アメリカ側と日本側から解決に向けた取り

米軍基地は、沖縄経済発展の最大の阻害要因である。

組みの何の歩みも評価もないばかりか、県独自の基地

基地関連収入が県民総所得に占める割合は、復帰前の

問題の解決に向けた実績は見当たりません。

昭和40年度には30.4％でしたが、本土復帰直後の昭和

今日まで県民に期待感をかき立ててきた時間と、大

47年度には15.5％、平成26年度には5.7％と大幅に低

切な税金が無駄になっているその現状は、決して許さ

下をしております。一方、米軍基地返還跡地を見れば、

れるものではありません。また、ワシントン駐在事務

那覇市小禄地域、与儀タンク跡、北谷町美浜、北中城

所においても設置３年以上となりますが、年約１億円

村米軍泡瀬ゴルフ場跡地といずれの地域も目覚ましい

もかけての事務所を設置しての取り組みにもかかわら

発展を遂げています。那覇新都心地域では、直接経済

ず、その実績、役割の展望など到底県民から納得のい

効果は32倍、雇用効果は93倍と文字どおり那覇市の新

く成果とは理解できません。

たな都市拠点として発展を続けています。基地をなく

以上、甲第１号議案の修正案に賛成する討論といた
します。

したほうが沖縄は発展する、多くの県民が確信を持っ
て歩み続けています。いよいよ翁長県政のもとで好調

議員諸侯の御理解をよろしくお願い申し上げます。

な県経済をさらに発展させ、正規雇用の拡大、県民所

ありがとうございます。

得の向上へとつなげていく取り組みが身を結ぼうとし

〇副議長（赤嶺

昇君） 比嘉瑞己君。

ております。

〔比嘉瑞己君登壇〕
〇比嘉

瑞己君

さて、沖縄・自民党から提出された修正案について

私は日本共産党県議団を代表して、

反対の理由を述べたいと思います。

ただいま議題となっております、甲第１号議案「平成

修正案の提案理由は、ワシントン駐在員活動事業費

30年度沖縄県一般会計予算」に関する沖縄・自民党提

と翁長知事の訪米事業の削除を求めるものとなってお

出の修正案に反対し、原案に賛成の立場から討論を行

ります。

います。

まず初めに、ワシントン事務所についてですが、同事

翁長県政は、辺野古新基地建設を許さないという建

業は沖縄の基地問題に関連する情報収集や、沖縄の状

白書の実現を求める沖縄県民の圧倒的な民意に支えら

況などの情報発信を主な役割としており、平成27年の

れ、１期目の総仕上げとなる新年度を迎えます。翁長

事務所設置から米国政府関係者と延べ668人と意見交

県政はこれまで辺野古に新基地はつくらせないという

換を行い、重要な成果を上げてきました。中でも、ワ

公約を県政運営の柱に据えるとともに、子供の貧困解

シントン事務所が取得した資格、ＦＡＲＡに基づく行

決を初め、医療、教育、福祉など県民生活を守り、県

動は、123人の関係者と面談を行っています。ＦＡＲ

経済発展のための産業振興や雇用創出を推進し、また、

Ａは、アメリカの世論や政策等に影響を与えようとす

沖縄の魅力である離島の振興、豊かな自然環境の保全、

る団体が、アメリカの法律である外国代理人登録法に

ウチナー文化の普及促進などに取り組み、誇りある豊

基づいて登録を受けるものであり、こうした米国政府

かな沖縄を実現するために全力で取り組んでまいりま

公認の活動によって、沖縄の主張を正確に情報発信し

した。

ていることは、費用対効果でははかり切れないほどの

こうした翁長県政の取り組みは、さまざまな指標か
らも成果があらわれております。

大きな成果を上げております。特に昨年２月に公表さ
れたアメリカ連邦議会調査局報告書に、辺野古新基地

昨年度の入域観光客数は約940万人、そのうち外国

建設をめぐる沖縄の現状や沖縄県の主張について明記

人客は254万人と５年連続で過去最高を更新するとと

されたことは大きな成果でした。報告書には、辺野古

もに、８月には月間で初めて100万人台を記録いたし

移設をめぐる法廷闘争の一連の経緯を説明するととも

ました。観光関連産業の経済波及効果はついに１兆円

に、県が最高裁で敗訴をしたものの、翁長雄志知事が

を超え、情報通信関連産業の売上高は4200億円、農

建設を阻止するためのさらなる戦略の模索を誓ったこ

業産出額は1000億円を達成し、全国一の伸び率となる

とを指摘し、地元住民の反対で合意履行には懸念が残

など、県経済はかつてないほど好調に推移しておりま

ると分析をしています。また、日米両政府による高圧

す。雇用状況については、年平均の完全失業率は、平

的な行動が基地反対の抗議の激化を招くおそれが残っ

成25年度の5.7％に対して、平成28年度は4.4％、平成

ていることを警告しております。こうした報告書がア
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メリカ連邦議会に伝わり、米国の政府に影響を与える

んでいたならば、ことし１月時点では、既に護岸工事

ことを考えれば、沖縄の主張を直接正確に米国政府に

のほとんどが完成し、埋立本体工事も約８割が完了し

伝えるワシントン事務所の役割はますます重要になっ

ている計画となっていました。しかし現在は、工事工

ております。

程表で示された32項目のうち５カ所の護岸工事が着

よって、ワシントン駐在員活動費事業の削除を求め
る沖縄・自民党修正案に反対をするものです。

手されている状況であり、日米両政府の計画は大幅に
おくれているのが今の辺野古の現状です。

次に、知事の訪米事業についてですが、戦後72年

さらに、これまで辺野古新基地建設が計画されてい

たった今なお国土面積の約0.6％のこの島に、在日米軍

る海域には活断層の存在が指摘されてきましたが、こ

専用施設の約70.6％が集中するなど、沖縄県民は過重

のほど沖縄防衛局はその活断層の可能性が指摘されて

な基地負担を背負い続けています。知事の訪米事業は、

いる部分を黒塗りにして地質調査結果を開示いたしま

こうした沖縄の米軍基地をめぐる諸問題について、知

した。沖縄防衛局は活断層の存在を黒塗りで隠蔽した

事が直接訪米し、米国政府、米国連邦議会、関係機関

いようですが、しかし同じく沖縄防衛局が開示した別

に対し、地元の実情を伝え、米国側の理解と協力を促

の報告書には活断層の疑いがしっかりと明記されてお

し、沖縄の米軍基地問題の解決促進を図ることを目的

ります。それだけではございません。報告書には活断

としております。

層の疑いを示す海底とはさらに別の海底において地質

沖縄県ではこれまでも昭和60年以降西銘知事、大田

調査が成立しないほどの軟弱地盤が深さ40メートル

知事、稲嶺知事、仲井眞知事と歴代の知事が訪米事業

にもわたって続いていることが明らかになりました。

を行っています。保守・革新を問わずその時々におけ

基地建設などに使用される巨大な構造物の場合、地盤

る在沖米軍をめぐる懸案事項について、米国政府に直

の強度を示すＮ値と呼ばれる値は50単位程度が必要

接県知事が要請を行い、日米両政府の基地政策に影響

だと言われているそうですが、報告書ではそのＮ値が

を与えるなど大きな成果を上げてきています。翁長知

ゼロを示すものが多いと記載され、地質専門家はマヨ

事は、これまで４回の訪米で米国政府との意見交換を

ネーズ並みの脆弱地盤だと指摘をしております。政府

行うとともに、延べ34人の連邦議会議員と面談を行っ

はこの事実をアメリカに伝えているでしょうか。辺野

てきました。今回の訪米では、ワシントンＤＣで国内

古新基地建設は日米両政府の思惑どおりには進まない

外の有識者と連携をしたシンポジウムを開催し、沖縄

し、必ずや沖縄県民の抗議行動によって断念へと追い

県の過重な基地負担の現状、沖縄の基地建設の歴史的

込まれるでしょう。こうした沖縄の現状を正確に当事

経緯、辺野古新基地建設に反対する県民世論を正確に

者である米国政府に直接伝えていくためにも、翁長知

伝えることができました。このように、知事が直接訪

事の訪米事業はますます重要となっております。

米しその時々の沖縄の情報を正確に伝え、米側の理解

今回の沖縄・自民党提出の修正案には、あらゆる手

を促す取り組みを継続することは、沖縄の基地問題を

段で新基地建設をとめるという翁長知事の取り組みに

解決するために必要であり、特に安倍政権が辺野古が

反対をするものであり、沖縄県民の圧倒的民意を無視

唯一の解決策と考え方に固執している現在の状況で

して強権的に工事を進める安倍政権の立場に立つもの

は、これまで以上に知事の訪米行動は重要な取り組み

です。保革を超えた辺野古新基地建設反対の民意の分

になっています。

断を狙う修正案に改めて反対を表明するものです。

よって、知事訪米事業の削除を求める修正案に反対
をするものです。

さて、新年度一般会計予算案では、安全・安心に暮ら
せる優しい社会を構築するとともに、アジア経済の活

ところで、安倍政権は県民の圧倒的な民意を無視し

力を取り込むことなどにより県経済を活性化させ、安

て辺野古新基地建設を強権的な手法で進めてきました

定的に発展させる好循環をつくり上げていくための大

が、新基地建設計画は、日米両政府の思惑どおりには

事な予算です。安倍政権は、辺野古新基地建設問題で

進んでおりません。仲井眞知事がみずからの公約を破

対立する翁長県政に対し、新基地建設を認めろと言わ

り、辺野古埋立申請を承認したのは、2013年12月の

んばかりに沖縄振興予算の減額を続けております。沖

ことでした。しかし、その後翁長知事による埋立承認

縄が本土復帰を目前に控えた1971年、政府は沖縄振興

の取り消し処分、訴訟の結果として和解による工事の

開発特別措置法を制定いたしました。悲惨な地上戦で

停止、そして決して諦めずに不屈に闘う沖縄県民の日

甚大な被害をこうむり、戦後も長年にわたり米軍占領

常的な抗議行動によって、新基地建設計画は既に３年

下にあった沖縄に対して「県民への償いの心をもって

もおくれています。日米両政府の計画どおりにもし進

事に当たる」とされたのが、沖振法の原点です。基地
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と振興策をリンクさせるようなやり方は許されません。
また、安倍政権は、沖縄振興予算について概算要求

昇君） 以上で通告による討論は終

〇副議長（赤嶺
わりました。

の段階で総額を決め、国直轄事業を優先的に確保した

これをもって討論を終結いたします。

上で、県や市町村にとって自由度の高い一括交付金に

休憩いたします。

ついては大幅な削減を行いました。沖縄の自主性を奪

午後３時19分休憩

うような政府の露骨な手法に多くの県民が不信感を募

午後３時19分再開

らせています。しかし、こうした中でも翁長県政は、
県と市町村の一括交付金の配分について５対３の配分
を堅持するとともに、市町村への影響を最小限に抑え

昇君） 再開いたします。

〇副議長（赤嶺

これより甲第１号議案から甲第24号議案までの採
決に入ります。

るために、さらに県から市町村へ12億円の支援を行う

議題のうち、まず甲第１号議案を採決いたします。

などきめ細やかな配慮を行っております。そして新年

まず、本案に対する島袋大君外13人から提出された

度予算の主な施策には、多くの保護者の皆さんの願い

修正案について採決いたします。

であった、こども医療費助成制度の現物給付の導入、

お諮りいたします。

一部自己負担の廃止、窓口完全無料化がいよいよ実現

本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

いたします。さらに通院医療費無料化の対象年齢の拡
大については、県と市町村との協議会が設置され、さ

〔賛成者起立〕
昇君） 起立少数であります。

〇副議長（赤嶺

らなる制度拡充が検討されることになりました。待機

よって、修正案は、否決されました。

児童解消に向けては、市町村の認可保育園増設を支援

――――――――――――――――――

し、保育士の待遇改善事業にも取り組んでまいりま

〇副議長（赤嶺

す。沖縄の保育において大きな役割を果たしてきた認

します。

昇君） 次に、原案について採決いた

可外保育園施設に向けては、給食費支援の大幅拡充が

お諮りいたします。

実現いたします。子供たち一人一人に行き届いた教育

原案に賛成の諸君の起立を求めます。

の実現のために、少人数学級は小学校６年生まで拡大
をいたします。また、子供の貧困対策では、前年度比

〔賛成者起立〕

ラブ支援事業の拡充や、新たにひとり親家庭の高校生

昇君） 起立多数であります。

〇副議長（赤嶺

12億円増額の187億円の予算を確保し、放課後児童ク

よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

等に対する交通費支援が始まります。保健医療の分野

――――――――――――――――――

では、性暴力被害者ワンストップ支援センターの施設

〇副議長（赤嶺

建設、職員体制は30人から50人へと増員され、24時

24号議案までの23件を一括して採決いたします。

昇君） 次に、甲第２号議案から甲第

間365日対応へと拡充されます。北部基幹病院構想の

お諮りいたします。

実現に向けては、関係団体との協議会が設置され建設

ただいまの議案23件は、原案のとおり決することに

に向けた議論が始まっております。そして、県経済振

御異議ありませんか。

興の面ではアジア経済戦略構想の実現に向けた諸施策
を初め、自立型経済の構築に向けた基盤整備、沖縄の

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

亜熱帯性気候などを生かした農林水産業の振興、好調
な県経済をさらに発展させるための諸施策が盛り込ま

よって、甲第２号議案から甲第24号議案までは、原
案のとおり可決されました。

れ、さらに正社員雇用拡大助成金の創設など雇用の質
の改善に係る施策も充実をしております。

昇君） 御異議なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

このように、当初予算は沖縄らしい優しい社会をつ
くり上げるとともに、好況が続く沖縄経済をより発展

昇君） 日程第10

議員提出議案第

３号 自衛隊ヘリコプターの機体の一部の落下事故に
関する意見書を議題といたします。

させるための予算となっており、高く評価をするもの

提出者から提案理由の説明を求めます。

です。

渡久地

よって、甲第１号議案「平成30年度沖縄県一般会計

修君。

――――――――――――――――――

予算」について、沖縄・自民党提出の修正案に反対し、

〔議員提出議案第３号

原案に賛成するものです。

――――――――――――――――――

議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。

〔渡久地
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修君登壇〕

巻末に記載〕

〇渡久地

修君

ただいま議題となりました議員提出

昇君） ただいま可決されました議

〇副議長（赤嶺

議案第３号につきましては、３月20日に開催した総務

員提出議案第３号については、提案理由説明の際、提

企画委員会の委員等により協議した結果、議員提出議

出者から、その趣旨を県内の関係要路に要請するため

案として提出することに意見の一致を見ましたので、

総務企画委員会委員を派遣してもらいたいとの要望が

提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。

ありました。

提案理由は、自衛隊ヘリコプターの機体の一部の落

よって、お諮りいたします。

下事故の再発防止を求めることについて関係要路に要
請するためであります。

議員提出議案第３号の趣旨を県内の関係要路に要請
するため、総務企画委員会委員を派遣することとし、

次に、議員提出議案第３号を朗読いたします。

その期間及び人選については、副議長に一任すること

〔自衛隊ヘリコプターの機体の一部の落下事故

に御異議ありませんか。

に関する意見書朗読〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審

昇君） 御異議なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ

よって、さよう決定いたしました。

ます。

―――――――◆・・◆―――――――

なお、意見書の宛先で県内の関係要路につきまして

〇副議長（赤嶺

は、その趣旨を要請するために総務企画委員会の委員

といたします。

昇君） 日程第11

陳情１件を議題

を派遣する必要があるとの意見の一致を見ております

本陳情に関し、委員長の報告を求めます。

ので、副議長におかれましてはしかるべく取り計らっ

総務企画委員長渡久地

ていただきますようお願い申し上げます。
〇副議長（赤嶺

修君。

――――――――――――――――――

昇君） これより質疑に入るのであ

〔陳情審査報告書

巻末に掲載〕

りますが、ただいまのところ通告はありません。

――――――――――――――――――

  質疑はありませんか。

〔総務企画委員長

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

渡久地

〇総務企画委員長（渡久地

昇君） 質疑なしと認めます。

修君登壇〕

修君） ただいま議題と

なりました陳情１件につきましては、慎重に審査いた

これをもって質疑を終結いたします。

しました結果、お手元に配付してあります審査報告書

この際、お諮りいたします。

のとおり処理すべきものと決定いたしました。

   ただいま議題となっております議員提出議案第３号

よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告

については、会議規則第37条第３項の規定により委員

を終わります。

会の付託を省略いたしたいと思います。

〇副議長（赤嶺

  これに御異議ありませんか。

りますが、ただいまのところ通告はありません。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

質疑はありませんか。

昇君） 御異議なしと認めます。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案については、委員会の付託を省略する

昇君） 質疑なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

ことに決定いたしました。

これをもって質疑を終結いたします。

――――――――――――――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） これより質疑に入るのであ

これよりただいま議題となっております陳情１件を

昇君） これより議員提出議案第３

採決いたします。

号「自衛隊ヘリコプターの機体の一部の落下事故に関

お諮りいたします。

する意見書」を採決いたします。

本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異

お諮りいたします。

議ありませんか。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと

昇君） 御異議なしと認めます。

おり決定いたしました。

よって、議員提出議案第３号は、原案のとおり可決
されました。
――――――――――――――――――

昇君） 御異議なしと認めます。

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺
といたします。
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昇君） 日程第12

陳情11件を議題

各陳情に関し、委員長の報告を求めます。

〇副議長（赤嶺

文教厚生委員長狩俣信子さん。

りますが、ただいまのところ通告はありません。

――――――――――――――――――
〔陳情審査報告書

質疑はありませんか。

巻末に掲載〕

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

――――――――――――――――――
〔文教厚生委員長

昇君） これより質疑に入るのであ

昇君） 質疑なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

狩俣信子さん登壇〕

これをもって質疑を終結いたします。

〇文教厚生委員長（狩俣信子さん） ただいま議題と
なりました陳情11件につきましては、慎重に審査いた

これよりただいま議題となっております陳情６件を
採決いたします。

しました結果、お手元に配付してあります審査報告書

お諮りいたします。

のとおり処理すべきものと決定いたしました。

各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異

よろしく御審議のほどお願いを申し上げまして報告

議ありませんか。

を終わります。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昇君） これより質疑に入るのであ

〇副議長（赤嶺

〇副議長（赤嶺

りますが、ただいまのところ通告はありません。

よって、ただいまの陳情６件は、委員長の報告のと

質疑はありませんか。

おり決定いたしました。

〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕

―――――――◆・・◆―――――――

昇君） 質疑なしと認めます。

〇副議長（赤嶺

〇副議長（赤嶺

これをもって質疑を終結いたします。

閉会中の継続審

――――――――――――――――――

を採決いたします。

〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕

お諮りいたします。

――――――――――――――――――

各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。

〇副議長（赤嶺

昇君） 各常任委員長、議会運営委員

長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によ

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

りお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の

昇君） 御異議なしと認めます。

継続審査の申し出があります。

よって、ただいまの陳情11件は、委員長の報告のと

お諮りいたします。

おり決定いたしました。

各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付

―――――――◆・・◆―――――――
〇副議長（赤嶺

昇君） 日程第14

査の件を議題といたします。

これよりただいま議題となっております陳情11件

〇副議長（赤嶺

昇君） 御異議なしと認めます。

昇君） 日程第13

することに御異議ありませんか。

陳情６件を議題

といたします。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇副議長（赤嶺

各陳情に関し、委員長の報告を求めます。

よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続

土木環境委員長新垣清涼君。

審査に付することに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〔陳情審査報告書

―――――――◆・・◆―――――――

巻末に掲載〕

〇副議長（赤嶺

――――――――――――――――――
〔土木環境委員長

昇君） 御異議なしと認めます。

昇君） 以上をもって本日の日程は

全部終了いたしました。

新垣清涼君登壇〕

なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど

〇土木環境委員長（新垣清涼君） ただいま議題とな

文書をもって報告いたします。

りました陳情６件につきましては、慎重に審査いたし

以上をもって本日の会議を閉じます。

ました結果、お手元に配付してあります審査報告書の

これをもって平成30年第３回沖縄県議会（定例会）

とおり処理すべきものと決定いたしました。

を閉会いたします。

よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
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午後３時31分閉会
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