
沖縄県議会（定例会）会議録

沖　縄　県　議　会

平成30年
第 ４　　回

平成３０年６月１２日　開会

平成３０年７月　６　日　閉会
２５日間



－ 1 －

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録目次

１．会期日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．開会日に応招した議員　…………………………………………………………………………………………

〇第１号（６月12日）

１．開会年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　会　…………………………………………………………………………………………………………
１．新事務局長（平田善則君）の紹介　……………………………………………………………………………
１．諸般の報告　………………………………………………………………………………………………………
１．日程第１　会議録署名議員の指名　……………………………………………………………………………
１．日程第２　会期の決定　…………………………………………………………………………………………
１．日程第３　議会運営委員の辞任の件　…………………………………………………………………………
１．日程追加　議会運営委員の選任の件　 …………………………………………………………………………
１．日程第４　乙第１号議案から乙第19号議案まで　……………………………………………………………
１．知事（翁長雄志君）の提案理由説明　…………………………………………………………………………
１．人事委員会（島袋秀勝君）の意見　……………………………………………………………………………　
１．日程第５　陳情第37号、第38号、第44号の５、第44号の６、第48号の４及び第55号の付託の件  ……
１．委員会付託　………………………………………………………………………………………………………
１．日程第６　請願平成28年第４号の取り下げの件  ……………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第７　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー：沖縄開催）　…………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．休会の議決　………………………………………………………………………………………………………
１．散　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇第２号（６月19日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………
１．諸般の報告　………………………………………………………………………………………………………
１．日程第１　議会運営委員の辞任の件　…………………………………………………………………………

9
11

13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18

21
21
21
21
22
22
22
22
23
23



－ 2 －

１．日程追加　議会運営委員の選任の件　…………………………………………………………………………
１．日程第２　特別委員の辞任の件　………………………………………………………………………………
１．日程追加　特別委員の選任の件　………………………………………………………………………………

１．一括議題　
日程第３　議員提出議案第１号　米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する意見書
日程第４　議員提出議案第２号　米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する抗議決議

……………　　

１．仲宗根　悟君の提案理由説明　…………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．議員派遣　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第５　代表質問　……………………………………………………………………………………………
　　　島袋　　大君　…………………………………………………………………………………………………
　　　仲田　弘毅君　…………………………………………………………………………………………………
　　　大城　一馬君　…………………………………………………………………………………………………
　　　照屋　大河君　…………………………………………………………………………………………………
　　　崎山　嗣幸君　…………………………………………………………………………………………………
１．散　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇第３号（６月20日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第１　代表質問　……………………………………………………………………………………………
　　　赤嶺　　昇君　…………………………………………………………………………………………………
　　　瑞慶覧　功君　…………………………………………………………………………………………………
　　　西銘　純恵さん　………………………………………………………………………………………………
　　　上原　　章君　…………………………………………………………………………………………………
１．散　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇第４号（６月21日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………

１．一括議題　
日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第19号議案まで

………………………………………………… 　　

１．一般質問・質疑　 …………………………………………………………………………………………………

⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎩

23
23
23
 
24

24
24
24
24
25
39
49
55
62
73

75
75
75
75
75
75
76
76
76
76
85
92
104
112

115
115
115
115
116
116
116
116

116

116

⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎩



－ 3 －

　　　山川　典二君　…………………………………………………………………………………………………
　　　新垣　　新君　…………………………………………………………………………………………………
　　　具志堅　透君　…………………………………………………………………………………………………
　　　中川　京貴君　…………………………………………………………………………………………………
　　　座波　　一君　…………………………………………………………………………………………………
　　　座喜味一幸君　…………………………………………………………………………………………………
　　　又吉　清義君　…………………………………………………………………………………………………
１．散　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇第５号（６月25日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………　
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………
１．諸般の報告　 ………………………………………………………………………………………………………
１．副知事（謝花喜一郎君）の発言　………………………………………………………………………………
１．延　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇第６号（６月26日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………
１．諸般の報告　 ………………………………………………………………………………………………………

１．一括議題 日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第19号議案まで

…………………………………………………　　

１．一般質問・質疑　…………………………………………………………………………………………………
　　　糸洲　朝則君　…………………………………………………………………………………………………
　　　金城　　勉君　…………………………………………………………………………………………………
　　　金城　泰邦君　…………………………………………………………………………………………………
　　　次呂久成崇君　…………………………………………………………………………………………………
　　　上原　正次君　…………………………………………………………………………………………………
　　　瀬長美佐雄君　…………………………………………………………………………………………………
　　　仲村　未央さん　………………………………………………………………………………………………
１．散　　会　…………………………………………………………………………………………………………

⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎩

117
123
130
138
148
156
164
171

173
173
173
173
173
173
174
174
174
174
174

177
177
177
177
178
178
178
178
178

178

178
179
186
192
201
207
212
221
227



－ 4 －

〇第７号（６月27日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………
１．諸般の報告　………………………………………………………………………………………………………

１．一括議題　
日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第19号議案まで

…………………………………………………　　

１．一般質問・質疑　…………………………………………………………………………………………………
　　　当山　勝利君　…………………………………………………………………………………………………
　　　玉城　　満君　…………………………………………………………………………………………………
　　　亀濱　玲子さん　………………………………………………………………………………………………
　　　比嘉　瑞己君　…………………………………………………………………………………………………
　　　親川　　敬君　…………………………………………………………………………………………………
　　　渡久地　修君　…………………………………………………………………………………………………
１．散　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇第８号（６月28日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．説明のため出席した者の職、氏名　……………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………
１．諸般の報告　………………………………………………………………………………………………………

１．一括議題　
日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第19号議案まで

…………………………………………………　　

１．一般質問・質疑　…………………………………………………………………………………………………
　　　西銘啓史郎君　…………………………………………………………………………………………………
　　　末松　文信君　…………………………………………………………………………………………………
　　　花城　大輔君　…………………………………………………………………………………………………
　　　照屋　守之君　…………………………………………………………………………………………………
　　　翁長　政俊君　…………………………………………………………………………………………………
　　　當間　盛夫君　…………………………………………………………………………………………………
　　　大城　憲幸君　…………………………………………………………………………………………………
１．委員会付託　………………………………………………………………………………………………………
１．日程第３　乙第20号議案　 ………………………………………………………………………………………

229
229
229
229
230
230
230
230
230
231

231

231
231
239
245
251
260
267
275

277
277
277
277
278
278
278
279
279

279

279
279
287
296
303
313
320
327
335
335

⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎩

⎫
⎬
⎭

⎧
⎨
⎩



－ 5 －

１．知事（翁長雄志君）の提案理由説明　…………………………………………………………………………
１．委員会付託　………………………………………………………………………………………………………
１．日程第４　陳情第60号及び第70号から第75号までの付託の件 ……………………………………………
１．委員会付託　………………………………………………………………………………………………………
１．休会の議決　………………………………………………………………………………………………………
１．散　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇第９号（７月６日）

１．開議年月日時　……………………………………………………………………………………………………
１．議事日程　…………………………………………………………………………………………………………
１．本日の会議に付した事件　………………………………………………………………………………………
１．出席議員　…………………………………………………………………………………………………………
１．欠　　員　…………………………………………………………………………………………………………
１．職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名　…………………………………………………………
１．開　　議　…………………………………………………………………………………………………………
１．諸般の報告　………………………………………………………………………………………………………
１．日程第１　乙第１号議案及び乙第２号議案　…………………………………………………………………
１．委員長報告（総務企画委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第２　乙第３号議案から乙第６号議案まで及び乙第８号議案　………………………………………
１．委員長報告（文教厚生委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第３　乙第７号議案　………………………………………………………………………………………
１．委員長報告（土木環境委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第４　乙第15号議案から乙第19号議案まで  ……………………………………………………………
１．委員長報告（総務企画委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第５　乙第20号議案  ………………………………………………………………………………………
１．委員長報告（総務企画委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第６　乙第14号議案  ………………………………………………………………………………………
１．委員長報告（経済労働委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第７　乙第９号議案から乙第13号議案まで  ……………………………………………………………
１．委員長報告（土木環境委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第８　議員提出議案第５号　沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置に関する意見書　……………
１．瑞慶覧　功君の提案理由説明　…………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．議員派遣　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第９　議員提出議案第６号　地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書  ……
１．狩俣　信子さんの提案理由説明　………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………

335
335
335
335
335
335

337
337
338
340
341
341
341
341
341
341
342
342
342
344
344
344
344
344
345
345
346
346
346
346
346
347
347
347
348
348
348
349
349
349
349
349



－ 6 －

１．一括議題　

日程第10　議員提出議案第７号　 名護市数久田区の民間地における流弾事故に
関する意見書

日程第11　議員提出議案第８号　 名護市数久田区の民間地における流弾事故に
関する抗議決議

日程第12　議員提出議案第９号　 ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の発言に
対する抗議決議

………… 　　

１．仲宗根　悟君の提案理由説明　…………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．議員派遣　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第13　議員提出議案第３号　2025年国際博覧会の誘致に関する決議　 ……………………………
１．大城　憲幸君の提案理由説明　…………………………………………………………………………………
１．討　　論　…………………………………………………………………………………………………………
　　　比嘉　瑞己君　…………………………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第14　議員提出議案第４号　非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑惑の解明に関する意見書　 …
１．宮城　一郎君の提案理由説明　…………………………………………………………………………………
１．質　　疑……………………………………………………………………………………………………………
　　　照屋　守之君　…………………………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．議員派遣　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第15　陳情第63号  …………………………………………………………………………………………
１．委員長報告（経済労働委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第16　請願平成29年第１号、請願第２号、陳情第34号、第36号、第44号の３及び第51号　 ……
１．委員長報告（文教厚生委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第17　陳情平成29年第12号の２、同第20号の３、同第64号、陳情第29号、第39号から
　　　　　　　第41号まで及び第48号の３  ………………………………………………………………………
１．委員長報告（土木環境委員長）  …………………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第18　陳情平成29年第85号、同第86号、陳情第３号から第５号まで、第13号、第37号、
　　　　　　　第38号及び第71号から第75号まで　 ……………………………………………………………
１．委員長報告（米軍基地関係特別委員長）  ………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第19　陳情平成29年第125号、陳情第55号及び第60号　 ……………………………………………
１．委員長報告（公共交通ネットワーク特別委員長）  ……………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第20　議員派遣の件（平成30年度沖縄県議会議員海外派遣）   ………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．日程第21　閉会中の継続審査の件  ……………………………………………………………………………
１．採　　決　…………………………………………………………………………………………………………
１．閉　　会　…………………………………………………………………………………………………………

〇巻末掲載文書

１．知事提出議案　……………………………………………………………………………………………………

350

350
350
350
351
351
351
351
352
352
352
352
352
357
357
357
357
357
357
357
358

358
358
358

358
358
358
358
358
359
359
359
359
359
359

361

⎫
⎪

⎪
⎪
⎪
⎬
⎪
⎪
⎪
⎪

⎭

⎧
⎪

⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩



－ 7 －

１．議員提出議案　……………………………………………………………………………………………………
１．諸般の報告　………………………………………………………………………………………………………
１．交通事故に関する和解等に係る専決処分の報告について　…………………………………………………
１．議案付託表　………………………………………………………………………………………………………
１．委員会審査報告書　………………………………………………………………………………………………
１．閉会中継続審査及び調査申出書　………………………………………………………………………………
１．議会運営委員辞任一覧表　………………………………………………………………………………………
１．議会運営委員選任一覧表　………………………………………………………………………………………
１．議員派遣の件　…………………………………………………………………………………………………… 
１．請願・陳情文書表　………………………………………………………………………………………………
１．議案等処理一覧表　………………………………………………………………………………………………

　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

387
397
401
403
405
415
429
431
433
435
467



－ 9 －

平成30年第４回沖縄県議会（定例会）会期日程
                                             　　           　 　　　　　　　　　　 　　自 平成30年６月12日                                          　 　　　　　　　　　　　　　会期25日間　　　　　　　　　　　　　                                         　　　　　　　　　        　　　      　　 　  至 平成30年７月６日

月　日 曜日 日　　　 　　 　程 備　　考

１ ６月12日 火

　　　　（会議録署名議員の指名）
　　　　（会期の決定）
本 会 議（議会運営委員の辞任の件）　
　　　　（知事提出議案の説明）
　　　　（議員派遣の件）

請願・陳情付託

２ 　　13日 水 議案研究

３ 　　14日 木 議案研究 代表質問通告締切（正午）

４ 　　15日 金 議案研究 一般質問通告締切（正午）

５ 　　16日 ㊏ 休　　会

６ 　　17日 ㊐ 休　　会

７ 　　18日 月 議案研究

８ 　　19日 火 本 会 議（代表質問）

９ 　　20日 水 本 会 議（代表質問）

10 　　21日 木 本 会 議（一般質問） 請願・陳情提出期限（常任委）

11 　　22日 金 休　　会   請願・陳情提出期限（特別委）

12 　　23日 ㊏ 休　　会 慰霊の日

13 　　24日 ㊐ 休　　会

14 　　25日 月 本 会 議 ※延会手続

15 　　26日 火 本 会 議（一般質問）

16 　　27日 水 本 会 議（一般質問） 請願・陳情付託（常任委）

17 　　28日 木 本 会 議（一般質問）
委 員 会（常任委員会、特別委員会）　　

議案付託
請願・陳情付託（特別委）

18 　　29日 金 委 員 会（常任委員会）

19 　　30日 ㊏ 休　　会　

20 ７月１日 ㊐ 休　　会　

21 　　２日 月 委 員 会（常任委員会）

22 　　３日 火 委 員 会（特別委員会）

23 　　４日 水 休　　会（予備日）

24 　　５日 木 議案整理
委 員 会（議会運営委員会）

25 　　６日 金 本 会 議（委員長報告、採決）
（注） 　６月25日に予定されていた一般質問が延会となったことから、議会運営委員会の協議に基づき、一般質問

の日程を順次繰り下げ、６月28日に予定されていた常任委員会の日程を一般質問に変更した。それに伴い、
常任委員会の審査期間を２日間に短縮し、６月29日及び７月２日の両日とした。
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開会日に応招した議員

新　里　米　吉　君

赤　嶺　　　昇　君

瀬　長　美佐雄　君

玉　城　武　光　君

親　川　　　敬　君

新　垣　光　栄　君

次呂久　成　崇　君

宮　城　一　郎　君

大　城　憲　幸　君

金　城　泰　邦　君

西　銘　啓史郎　君

新　垣　　　新　君

座　波　　　一　君

比　嘉　瑞　己　君

西　銘　純　恵　さん

平　良　昭　一　君

上　原　正　次　君

当　山　勝　利　君

亀　濱　玲　子　さん

當　間　盛　夫　君

上　原　　　章　君

山　川　典　二　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

末　松　文　信　君

渡久地　　　修　君

玉　城　　　満　君

仲　村　未　央　さん

照　屋　大　河　君

仲宗根　　　悟　君

崎　山　嗣　幸　君

金　城　　　勉　君

具志堅　　　透　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

座喜味　一　幸　君

嘉　陽　宗　儀　君

新　垣　清　涼　君

瑞慶覧　　　功　君

狩　俣　信　子　さん

比　嘉　京　子　さん

大　城　一　馬　君

糸　洲　朝　則　君

照　屋　守　之　君

仲　田　弘　毅　君

翁　長　政　俊　君
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平成30年６月12日

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 １ 号）
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

平成30年６月12日（火曜日）午前10時開会

議　　事　　日　　程　第１号
平成30年６月12日（火曜日)

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　議会運営委員の辞任の件
第４　乙第１号議案から乙第19号議案まで（知事説明）
第５　陳情第37号、第38号、第44号の５、第44号の６、第48号の４及び第55号の付託の件
第６　請願平成28年第４号の取り下げの件
第７　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー：沖縄開催）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　議会運営委員の辞任の件
日程追加　議会運営委員の選任の件
日程第４　乙第１号議案から乙第19号議案まで
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第５号議案　 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一

部を改正する条例　
　　　　　　乙第６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７号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第９号議案　工事請負契約について　
　　　　　　乙第10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11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12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13号議案　訴えの提起について　
　　　　　　乙第14号議案　仲裁について　
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について　
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について　
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第19号議案　専決処分の承認について　
日程第５　陳情第37号、第38号、第44号の５、第44号の６、第48号の４及び第55号の付託の件
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日程第６　請願平成28年第４号の取り下げの件
日程第７　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー：沖縄開催）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（46名)

議　長  新　里　米　吉　君  22 番  又　吉　清　義　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  23 番  末　松　文　信　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  25 番  渡久地　　　修　君
２　番  玉　城　武　光　君  26 番  玉　城　　　満　君
３　番  親　川　　　敬　君  27 番  仲　村　未　央　さん
４　番  新　垣　光　栄　君  28 番  照　屋　大　河　君
５　番  次呂久　成　崇　君  29 番  仲宗根　　　悟　君
６　番  宮　城　一　郎　君  30 番  崎　山　嗣　幸　君
７　番  大　城　憲　幸　君  31 番  金　城　　　勉　君
８　番  金　城　泰　邦　君  33 番  具志堅　　　透　君
９　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（２名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 翁　長　雄　志　君
副 知 事 富　川　盛　武　君
副 知 事 謝　花　喜一郎　君
政 策 調 整 監 吉　田　勝　廣　君
知 事 公 室 長 池　田　竹　州　君
総 務 部 長 金　城　弘　昌　君
企　画　部　長 川　満　誠　一　君
環　境　部　長 大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 大　城　玲　子　さん

保健医療部長 砂　川　　　靖　君
農林水産部長 島　尻　勝　広　君
商工労働部長 屋比久　盛　敏　君
文 化 観 光
スポーツ部長 嘉手苅　孝　夫　君

土木建築部長 上　原　国　定　君
企　業　局　長 金　城　　　武　君
病院事業局長 我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者 伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監 前　原　正　人　君

総 務 部
財 政 統 括 監 宮　城　　　力　君

教 育 長 平　敷　昭　人　君
公安委員会委員 與　儀　弘　子　さん
警 察 本 部 長 筒　井　洋　樹　君
労 働 委 員 会
会 長 代 理 宮　尾　尚　子　さん

人 事 委 員 会
委 員 長 島　袋　秀　勝　君
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〇議長（新里米吉君）　ただいまより平成30年第４回
沖縄県議会（定例会）を開会いたします。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　この際、御紹介いたします。
　前事務局長知念正治君が去る３月31日付で退職し、
その後任に平田善則君が就任いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程に入ります前に報告いた
します。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案19
件並びに平成29年度繰越計算書、平成30年５月末
現在の平成30年度一般会計予算執行状況報告書及び
同一般会計繰越予算執行状況報告書の提出がありまし
た。
　次に、これまでに受理いたしました陳情のうち、特
別委員会に付託すべき陳情を除く陳情23件は、お手
元に配付の陳情文書表のとおり、それぞれ所管の常任
委員会に付託いたしました。
　次に、説明員として出席を求めた公安委員会委員長
阿波連光君は、別用務のため本日、19日、20日、26
日及び27日の会議に出席できない旨の届け出がありま
したので、その代理として、本日、19日及び26日の会
議に公安委員会委員與儀弘子さん、20日及び27日の
会議に同委員会委員知念公男君の出席を求めました。
　また、労働委員会会長藤田広美君は、所用のため本
日、19日から21日まで及び25日から27日までの会議
に出席できない旨の届け出がありましたので、その代
理として、本日の会議に労働委員会会長代理宮尾尚子
さん、19日から21日まで及び25日から27日までの会
議に同委員会事務局長金良多恵子さんの出席を求めま
した。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１　会議録署名議員の

指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　26番　玉　城　　満　君　及び
　　　33番　具志堅　　透　君
を指名いたします。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から７月６日までの25
日間といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本日から７月６日までの25日間
と決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第３　議会運営委員の辞
任の件を議題といたします。

――――――――――――――――――
　　　〔議会運営委員辞任一覧表　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　５月31日、又吉清義君外２人
から、お手元に配付の議会運営委員辞任一覧表のとお
り、それぞれ都合により議会運営委員を辞任したい旨
の願い出がありました。
　お諮りいたします。
　又吉清義君外２人の議会運営委員の辞任を許可する
ことに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議会運営委員辞任一覧表のとおり、又吉清
義君外２人の議会運営委員の辞任をそれぞれ許可する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま又吉清義君外２人の議会運営委員の辞任が
許可されたことに伴い、その補欠委員を選任する必要

代表監査委員 當　間　秀　史　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　長  平　田　善　則　君  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君
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があります。
　この際、議会運営委員の選任の件を日程に追加し、
議題といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、議会運営委員の選任の件を日程に
追加し、議題とすることに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　議会運営委員の選任の件を議
題といたします。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議会運営委員選任一覧表　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
　議会運営委員の選任については、委員会条例第５条
第１項の規定により、お手元に配付の議会運営委員選
任一覧表のとおり、西銘啓史郎君外２人をそれぞれ指
名いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議会運営委員選任一覧表のとおり、議会運
営委員に西銘啓史郎君外２人をそれぞれ選任すること
に決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第４　乙第１号議案から
乙第19号議案までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　翁長知事。

――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔知事　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
ウガナビラ。
　平成30年第４回沖縄県議会（定例会）の開会に当
たり、提出いたしました議案の御説明の前に御報告を
申し上げます。
　このたび、私の体調の面で、県議会議員を初め沖縄
県民の皆様に大変御心配をおかけいたしました。手術
も成功し、現在は再発や転移を抑える治療を行ってい
るところであります。引き続き、公務に全力で取り組
み、私に与えられました知事としての責任を全うした
いと考えておりますので、議員各位の御理解と御協力
をよろしくお願い申し上げます。

　それでは、平成30年第４回沖縄県議会（定例会）に
提出いたしました議案について、その概要及び提案の
理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、条例議案８件、議決
議案６件、同意議案４件、承認議案１件の合計19件で
あります。
　まず初めに、乙第１号議案から乙第８号議案までの
条例議案８件のうち、その主なものについて御説明申
し上げます。
　乙第２号議案「沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の
一部を改正する条例の一部を改正する条例」は、地方
税法の一部が改正されたことに伴い、県たばこ税の税
率改定等の必要があるため条例を改正するものであり
ます。
　乙第３号議案「沖縄県青少年保護育成条例の一部を
改正する条例」は、青少年が安全に安心してインター
ネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部
が改正されたことを踏まえ、携帯電話インターネット
接続役務提供事業者等の義務に係る規定を整備する等
の必要があるため条例を改正するものであります。
　乙第７号議案「沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設
置及び管理に関する条例」は、本県の観光及び地域の
振興に寄与する、国営沖縄記念公園の首里城地区内施
設及び海洋博覧会地区内施設の設置及び管理に関する
事項を定める必要があるため条例を制定するものであ
ります。
　乙第８号議案「沖縄県立図書館の設置及び管理に関
する条例」は、県立図書館の移転整備に伴い、県民の
多様なニーズに対応する施設の設置及び管理に関する
事項を定める必要があるため条例を制定するものであ
ります。
　次に、乙第９号議案から乙第13号議案までの議決議
案５件は、工事請負契約や県営住宅の明け渡しに係る
訴えの提起等について議決を求めるものであります。
　乙第14号議案「仲裁について」は、「水産海洋技術
センター取水管復旧工事」の請負契約に関する紛争の
解決を図ることを目的に、沖縄県建設工事紛争審査会
に仲裁を申請するため議決を求めるものであります。
　乙第15号議案から乙第18号議案までの同意議案４
件は、人事委員会委員、収用委員会委員、収用委員会
予備委員、公安委員会委員及び教育委員会委員の任期
満了等に伴い、その後任を選任しまたは任命するため
同意を求めるものであります。
　最後に、乙第19号議案「専決処分の承認について」
は、地方税法の一部改正に伴う沖縄県税条例の改正に
ついて、平成30年３月31日付で専決処分を行ったた
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めその承認を求めるものであります。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。イッペーニフェー
デービル。タンディガータンディ。シカイトゥ　ミー
ファイユー。
〇議長（新里米吉君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　ただいま議題となっております議案中、職員に適用
される基準の実施、その他職員に関する事項について
必要な規定を定める条例については、地方公務員法第
５条第２項の規定により人事委員会の意見を聞く必要
がありますので、ただいまから人事委員会委員長の意
見を求めます。
　人事委員会委員長。
　　　〔人事委員会委員長　島袋秀勝君登壇〕
〇人事委員会委員長（島袋秀勝君）　おはようござい
ます。
　ただいま議長から、地方公務員法の規定に基づき人
事委員会の意見を求められましたので、当委員会の意
見を申し述べます。
　乙第１号議案「沖縄県職員の退職手当に関する条例
の一部を改正する条例」につきましては、地方独立行
政法人法の一部が改正されたことに伴い引用条項を整
理するための改正を行うものであり、適当であると考
えます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　人事委員会委員長の意見の開
陳は終わりました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第５　陳情第37号、第38
号、第44号の５、第44号の６、第48号の４及び第55
号の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情６件のうち、陳情第37号及び第38
号の２件については米軍基地関係特別委員会に、陳情
第44号の５、第48号の４及び第55号の３件について
は公共交通ネットワーク特別委員会に、陳情第44号の
６については子どもの未来応援特別委員会にそれぞれ
付託の上、審査することにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第６　請願平成28年第４
号の取り下げの件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　本請願については、請願者から取り下げたいとの申
し出がありますので、これを承認することに御異議あ
りませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、請願平成28年第４号の取り下げの件は、こ
れを承認することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第７　議員派遣の件を議
題といたします。

――――――――――――――――――
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
　本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり
議員を九州各県議会議員交流セミナーへ派遣すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取り扱いを議長に一任すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明６月13日から18日までの６日
間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、明６月13日から18日までの６日間休会と
することに決定いたしました。

――――――――――――――――――
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。
　次会は、６月19日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
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　本日は、これをもって散会いたします。 　　　午前10時17分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透
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平成30年６月19日

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ２ 号）
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

平成30年６月19日（火曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第２号
平成30年６月19日（火曜日)

午前10時開議
第１　議会運営委員の辞任の件
第２　特別委員の辞任の件
第３　米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する意見書
　　　　仲宗根　悟君　　山川　典二君
　　　　花城　大輔君　　末松　文信君
　　　　照屋　守之君　　宮城　一郎君
　　　　照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第１号
　　　　新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
　　　　渡久地　修君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君
第４　米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する抗議決議
　　　　仲宗根　悟君　　山川　典二君
　　　　花城　大輔君　　末松　文信君
　　　　照屋　守之君　　宮城　一郎君
　　　　照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第２号
　　　　新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
　　　　渡久地　修君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君
第５　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　議会運営委員の辞任の件
日程追加　議会運営委員の選任の件
日程第２　特別委員の辞任の件
日程追加　特別委員の選任の件
日程第３　米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する意見書
日程第４　米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する抗議決議
日程第５　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（46名)

議　長  新　里　米　吉　君  ５　番  次呂久　成　崇　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  ６　番  宮　城　一　郎　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  ７　番  大　城　憲　幸　君
２　番  玉　城　武　光　君  ８　番  金　城　泰　邦　君
３　番  親　川　　　敬　君  ９　番  西　銘　啓史郎　君
４　番  新　垣　光　栄　君  10 番  新　垣　　　新　君
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11 番  座　波　　　一　君  29 番  仲宗根　　　悟　君
12 番  比　嘉　瑞　己　君  30 番  崎　山　嗣　幸　君
13 番  西　銘　純　恵　さん  31 番  金　城　　　勉　君
14 番  平　良　昭　一　君  33 番  具志堅　　　透　君
15 番  上　原　正　次　君  34 番  島　袋　　　大　君
16 番  当　山　勝　利　君  35 番  中　川　京　貴　君
17 番  亀　濱　玲　子　さん  36 番  座喜味　一　幸　君
18 番  當　間　盛　夫　君  37 番  嘉　陽　宗　儀　君
19 番  上　原　　　章　君  38 番  新　垣　清　涼　君
20 番  山　川　典　二　君  39 番  瑞慶覧　　　功　君
21 番  花　城　大　輔　君  41 番  狩　俣　信　子　さん
22 番  又　吉　清　義　君  42 番  比　嘉　京　子　さん
23 番  末　松　文　信　君  43 番  大　城　一　馬　君
25 番  渡久地　　　修　君  45 番  糸　洲　朝　則　君
26 番  玉　城　　　満　君  46 番  照　屋　守　之　君
27 番  仲　村　未　央　さん  47 番  仲　田　弘　毅　君
28 番  照　屋　大　河　君  48 番  翁　長　政　俊　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（２名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 翁　長　雄　志　君
副 知 事 富　川　盛　武　君
副 知 事 謝　花　喜一郎　君
政 策 調 整 監 吉　田　勝　廣　君
知 事 公 室 長 池　田　竹　州　君
総 務 部 長 金　城　弘　昌　君
企　画　部　長 川　満　誠　一　君
環　境　部　長 大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 大　城　玲　子　さん

保健医療部長 砂　川　　　靖　君
農林水産部長 島　尻　勝　広　君
商工労働部長 屋比久　盛　敏　君
文 化 観 光
スポーツ部長 嘉手苅　孝　夫　君　

土木建築部長 上　原　国　定　君

企　業　局　長 金　城　　　武　君
病院事業局長 我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者 伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監 前　原　正　人　君

総 務 部
財 政 統 括 監 宮　城　　　力　君

教 育 長 平　敷　昭　人　君
公安委員会委員 與　儀　弘　子　さん　
警 察 本 部 長 筒　井　洋　樹　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長 金　良　多恵子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長 池　田　克　紀　君

代表監査委員 當　間　秀　史　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　長  平　田　善　則　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君
　　次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  政務調査課長  前　田　　　敦　君
　　議　事　課　長  平　良　　　潤　君  副　　参　　事  奥　野　英　明　君
　　課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君  主　　　　　幹  中　村　　　守　君
　　主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま す。
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　日程に入ります前に報告いたします。
　６月14日、仲宗根悟君外12人から、議員提出議案
第１号「米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する意見書」
及び議員提出議案第２号「米軍Ｆ15戦闘機墜落事故
に関する抗議決議」の提出がありました。
　次に、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
島袋秀勝君は、所用のため本日から21日まで及び25
日から27日までの会議に出席できない旨の届け出が
ありましたので、その代理として、人事委員会事務局
長池田克紀君の出席を求めました。　
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。　

――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１　議会運営委員の辞
任の件を議題といたします。
　６月14日、瑞慶覧功君から、都合により議会運営委
員を辞任したい旨の願い出がありました。
　お諮りいたします。
　瑞慶覧功君の議会運営委員の辞任を許可することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、瑞慶覧功君の議会運営委員の辞任を許可す
ることに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま瑞慶覧功君の議会運営委員の辞任が許可さ
れたことに伴い、その補欠委員を選任する必要があり
ます。
　この際、議会運営委員の選任の件を日程に追加し、
議題といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、議会運営委員の選任の件を日程に
追加し、議題とすることに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　議会運営委員の選任の件を議
題といたします。
　お諮りいたします。
　議会運営委員の選任については、委員会条例第５条
第１項の規定により、上原正次君を指名いたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議会運営委員に上原正次君を選任すること
に決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第２　特別委員の辞任の
件を議題といたします。
　６月14日、西銘啓史郎君から公共交通ネットワーク
特別委員を、具志堅透君から子どもの未来応援特別委
員をそれぞれ都合により辞任したい旨の願い出があり
ました。
　お諮りいたします。
　西銘啓史郎君及び具志堅透君の特別委員の辞任をそ
れぞれ許可することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、西銘啓史郎君及び具志堅透君の特別委員の
辞任をそれぞれ許可することに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま公共交通ネットワーク特別委員の西銘啓史
郎君及び子どもの未来応援特別委員の具志堅透君の辞
任が許可されたことに伴い、その補欠委員を選任する
必要があります。
　この際、特別委員の選任の件を日程に追加し、議題
といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、この際、特別委員の選任の件を日程に追加
し、議題とすることに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　特別委員の選任の件を議題と
いたします。
　お諮りいたします。
　特別委員の選任については、委員会条例第５条第１
項の規定により公共交通ネットワーク特別委員に中川
京貴君を、子どもの未来応援特別委員に又吉清義君を
それぞれ指名いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、公共交通ネットワーク特別委員に中川京貴
君を、子どもの未来応援特別委員に又吉清義君をそれ
ぞれ選任することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
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〇議長（新里米吉君）　この際、日程第３　議員提出
議案第１号　米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する意見書
及び日程第４　議員提出議案第２号　米軍Ｆ15戦闘機
墜落事故に関する抗議決議を一括議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　仲宗根　悟君。

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

――――――――――――――――――
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
〇仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー　おはようご
ざいます。
　提案を申し上げたいと思います。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号及び
第２号の２件につきまして、６月14日に開催いたしま
した米軍基地関係特別委員会の委員により協議した結
果、議員提出議案として提出することに意見の一致を
見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申
し上げたいと思います。
　提案理由は、米軍Ｆ15戦闘機墜落事故について関
係要路に要請するためであります。
　次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する意見書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げたいと思いま
す。
　　　〔 米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する抗議決議

の宛先朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、意見書の宛先で、県内所在関係機関、抗議決
議の宛先で、第18航空団司令官及び在沖米国総領事
につきましては、議会棟においてその趣旨を直接要請
することを含め、米軍基地関係特別委員会委員を派遣
する必要があるとの意見の一致を見ておりますので、
議長におかれましてはしかるべく取り計らっていただ
きますようお願い申し上げます。
　以上であります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。

　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第１号
「米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する意見書」及び議員
提出議案第２号「米軍Ｆ15戦闘機墜落事故に関する
抗議決議」の２件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、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〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号及び第２号は、原案の
とおり可決されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第１号及び第２号については、提案理由説明
の際、提出者から県内の関係要路については議会棟に
おいてその趣旨を直接要請することを含め、米軍基地
関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要望が
ありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号及び第２号の趣旨を県内の関係
要路に要請するため、議会棟における直接要請を含め
米軍基地関係特別委員会委員を派遣することとし、そ
の期間及び人選については、議長に一任することに御
異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　この際、念のため申し上げま
す。
　本日から21日まで、及び25日から27日までの６日
間にわたって行われます代表質問並びに一般質問及び
議案に対する質疑につきましては、議会運営委員会に
おいて決定されました質問要綱に従って行うことにい
たします。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第５　代表質問を行いま
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す。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　おはようございます。
　沖縄・自民党を代表して、通告に従い質問を行いま
す。
　まず、知事の政治姿勢についてであります。
　翁長知事を支えるオール沖縄の足元がぐらついてき
た中、翁長知事自身の健康に深刻な不安が出てまいり
ました。報道によれば、膵臓がんが見つかり、４月末
に膵臓腫瘍部の切除手術を行い、回復に向けリハビ
リ、抗がん剤治療を行っているということでありま
す。知事という重責を担っているとはいえ、病状が病
状で重いだけにここは無理することなく、治療に専念
してほしいとの思いでありました。
　しかし、去る５日の議会運営委員会で、知事の本会
議対応が示されました。治療を担当している医師から、
公務を徐々にふやすよう指示されたとして、４項目の
条件つきで本会議に出席するというものであります。
知事の何としても公務を全うしたいという責任感は理
解できますが、４条件をつけてまで出るというのは、
知事に質問する会派や議員等に対する配慮を欠いたも
のであります。議会運営委員会でも、４条件をつけて
までも出る理由は何か、職務代理者を指名して副知事
に任せるべきだ、出るからには我々としても厳しい対
応をしなければならないとして、知事に思いとどまる
よう主張しましたけれども、知事は開会日の本会議に
出席しました。あの知事の様子を見て、我々はびっく
りし、幾ら何でもこれまでのような厳しい応酬ができ
るとは思えず、各派代表者会で再度、議会出席を見合
わせてほしい旨を議長にお願いしたのでありますけれ
ども、知事の意思はかたいようであります。願わくば、
与党会派の皆さんが先立って出席を控えるよう説得す
べきはなかったかと、残念でなりません。11月の知事
選への思惑もあるような捉え方もされておりますけれ
ども、我々にはそのような思惑は全くありません。
　我々は翁長知事就任以降から、知事と厳しく、激し
く議論を闘わせてきており、中には双方激高し、議会
が中断したこともたびたびあったことは御承知のとお
りであります。今現在、リハビリ、治療を受けている
知事に対し、これまでのような議論ができるのか、ま
た、厳しく迫っていいのか、県民から批判を受けない
か等々ちゅうちょしているのであります。会派内でも、
知事が出るにしても、これまでのように本当に議論が
できるのかとの声もありました。我々は県政野党とし

て、執行部、知事に対し、県政運営のあり方、とりわ
け普天間飛行場の返還問題、沖縄振興問題等、まとも
な議論を闘わせたいだけであります。我々の真っ当な
申し出を拒否しこの本会議に出席したからには、我々
としても厳しく対応しなければならず、また、遠慮す
ることは知事に対し失礼に当たると考えております。
　以上のことを念頭に質問をしていきたいと思ってお
ります。
　知事は、医師が公務をふやすことを指示したとし
て、議会出席を決断したとしているが、４条件をつけ
なければならないなら、職務代理者を置いて療養に専
念したほうが質問をする会派や議員に対する配慮では
ないか、伺いたい。
　知事に対して撤回を迫る圧力は日々大きくなってい
ます。撤回を表明するからには、知事自身が前面に出
て全て対応しなければならないが、ここに来て知事の
健康面の不安が出てきております。撤回はやるのか、
その時期はいつか伺いたい。
　知事はさきの訪米で、ある面談相手から代替案の提
示を勧められたというが、そのような話があったの
か。また、どのような代替案を勧められたのか伺いた
い。
　県は、新たな10年間の沖縄振興計画の策定や沖縄
振興特別措置法の延長に向け検討を始めておりますけ
れども、翁長知事の県内外で国批判を続けるかたくな
な対決姿勢、国との信頼関係を軽視した政治姿勢が調
整・協議に影響していないか伺いたい。
　知事に重大な健康問題が浮上したが、来る11月に
予想される県知事選挙には、知事の再出馬を前提とす
る動きもあります。知事は再出馬についてまだ語って
おりませんけれども、率直な考えを伺いたい。
　うるま市で起きた米軍属による暴行殺人事件で遺族
への補償について、日米で日米地位協定の解釈をめぐ
り難航している。我が会派は小野寺防衛大臣に面会を
求め早期解決を要請しました。その結果もあり、特例
で支払うことで日米で調整が進んでいるようでありま
す。知事も政治力を発揮するべきではないですか。伺
いたい。
　県は、離島住民割引運賃を支援する沖縄離島住民交
通コスト負担軽減事業を保留するとしております。地
元からは事業の継続を強く求められておりますけれど
も、知事はどう考えているのか伺いたい。
　内閣府の2018年度子供の貧困緊急対策事業で12億
円の交付が決定しましたけれども、実施される事業と
県として今後どのように事業を拡大していくか、知事
の考えを伺いたい。
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　嘉手納基地所属のＦ15戦闘機が沖縄本島の南の海上
に墜落した。操縦士は重傷を負ったが救出されたよう
であります。知事は、抗議しても解決するものかなと
思うなど、不快感を示していますけれども、事件・事
故について、これまで知事としてどのような抗議や対
応をしてきたのか伺いたい。
　去る６月12日、シンガポールで米朝首脳が史上初め
て会談し、朝鮮半島の完全非核化などが共同声明に盛
り込まれて署名されております。今後、東アジア情勢
や日本の安全保障、沖縄の米軍基地問題への影響を知
事はどのように考えているか伺いたい。
　２、沖縄振興策の推進についてであります。
　県経済が自立する上で重要な自主財源の確保に向
け、課税自主権の行使や徴収対策の強化、使用料及び
手数料の見直し、県有財産の有効活用などに努めてお
りますけれども、47％程度の自主財源の確保には、
新税の創設など思い切った対策が必要ではありません
か。考えを伺いたい。
　一括交付金の減額や国主導の施策増など、県と国と
の信頼関係が崩れている中で、沖縄振興特別措置法の
延長について、県はどのような方針で国との事前調整
や協議を進めるのか伺いたい。
　2019年５月に期限切れとなる酒税減税措置の延長
について、業界は５年延長を求めています。前回の反
省を含め県の戦略を伺いたい。
　2019年度沖縄振興予算の確保についてであります。
翁長県政で予算減額が続いている原因の検証と総括を
踏まえ、どのような基本方針で臨むのか伺いたい。
　次期沖縄振興計画の策定に向け準備を進めています
けれども、中間報告９項目の課題や検討事項は、いず
れも国の支援を前提としている。翁長県政の自民党敵
視の姿勢や国との信頼関係が崩壊している状況で、今
後10年の振興策がなぜ必要かの理論構成・戦略をど
う築くか伺いたい。
　ソフト一括交付金の減額により、県の継続事業にも
影響を及ぼしております。今年度、継続ができなかっ
た事業や縮小した事業等について、具体的な事業名を
伺いたい。
　本県における物流の取り扱いは、那覇空港が３％で
あるのに対し97％が那覇港で取り扱われ、観光産業や
情報通信産業を含めた産業は、海事関連産業の海上輸
送により必要物資が輸送され、経済を下支えしており
ます。海事関連産業が抱える各種課題への対応につい
て伺いたい。
　沖縄振興調査会及び美ら島議連において、自民党の
国家戦略としての骨太方針に沖縄振興推進の方向性を

盛り込むための議論がなされております。県の要請事
項と盛り込まれる内容について、見通しについて伺い
たい。
　３、県内空港の整備促進についてであります。
　知事は、県経済団体が提案する、那覇空港第２滑走
路の完成を見据え、現滑走路との間を埋め立てて新た
なターミナルビルの建設について、前向きな考えを示
しておりますけれども、今後どのように取り組むのか
伺いたい。
　本県の空港は、経済の発展や観光客の増加に伴いま
すます重要度が増しております。今後とも乗客数の飛
躍的な伸びや貨物取り扱いの拡大、海外からの航空機
の乗り入れなど、ますます空港の果たす役割は増大す
る中で、県内空港の増設や整備のあり方について、県
の基本的な考えを伺いたい。
　国は、訪日観光客増を図るため、訪日誘客支援空港
として地方空港への支援を計画、本県は那覇空港と下
地島空港が対象となっております。支援の内容と効果
について伺いたい。
　下地島空港及び周辺用地の利活用に関し、実施事業
者も決まり本格的な事業計画が動き出しておりますけ
れども、県は、経済効果をどのように試算しているの
か、また、県全体への波及効果についてどのようにつ
なげるのか伺いたい。
　４、観光振興についてであります。
　本県は、観光客数ではハワイ等に追いついておりま
すけれども、消費額や滞在日数でははるかに及んでお
りません。観光客の数値目標に偏っていないか、ハワ
イ等と何が違うのか伺いたい。
　国際観光旅客税法が成立し、2019年１月から導入
されますが、県は、観光税導入を検討したようだがど
うなったか。また、ハワイで導入されている宿泊税は
観光振興財源として大きな成果を上げているようだ
が、内容について伺いたい。
　外国人観光客増に伴い、急な病気や事故などで病院
に駆け込む外国人がふえているようであります。その
際の通訳や医療費の未払い等について、現状と県の取
り組みを伺いたい。
　県は、国と美ら海水族館と首里城公園などの県移管
の協定を締結したようだが、使用料を支払う管理運営
を選択した理由と大幅な改修等が生じた場合、費用負
担はどうなるのか伺いたい。
　５、農林水産業の振興についてであります。
　内閣府は、県が申請した国家戦略特区での外国人就
農支援人材の受け入れ事業計画を決定しておりますけ
れども、受け入れ区域計画の内容と対象人材、これに
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より県内農業の課題解決は図られるのか伺いたい。
　県水産海洋技術センターの調査で、県内周辺海域の
遊漁者の釣り漁の量が県全体の漁業者の年平均漁獲量
の13％に達することがわかっております。調査の内
容と浮き彫りとなった問題点、海洋資源保護に向けた
ルールづくりについて伺いたい。
　県は、一括交付金を活用して農林漁業の産出増に取
り組んでいるが、2016年は特に林業産出額が増加し
ているようであります。その地域別内訳と県内消費及
び移出額について伺いたい。
　日台漁業協定について、一部操業ルールが見直され
たようでありますけれども、もともと日本側が自由に
操業していた水域での交渉に県内水産関係者からは不
満が出ております。今後の県の取り組みを伺いたい。
　６、県内社会資本の整備についてであります。
　国の石垣新港地区旅客船ターミナル整備事業におけ
る海上工事に関し、県は、岩礁破砕行為を伴うものと
認識しているとし、今後の対応については慎重に判断
するとしております。どのような判断ですか。伺いた
い。
　北部12市町村は、北部地域の道路網の整備促進を
求めているが、現在進行中の事業、中長期計画の事業
等、取り組みの状況を伺いたい。
　国は、名護東道路と沖縄自動車道を接続し自動車専
用道路とする名護東道路工事の加速、また、延伸に向
けた調査も開始したようだが、現状について伺いたい。
　沖縄本島は少雨傾向が続き、県管理ダムの貯水率が
平均値を下回ったようであります。台風が来てふえた
みたいでありますけれども、夏場に向かい県民の生活
用水の使用増や観光客増による使用増が見込まれる
が、心配はないか伺いたい。
　観光客の１日の水使用量は、県民の平均使用量の2.5
倍に達するということであります。観光客1200万人
誘致目標に対応する水源確保計画は万全であるか伺い
たい。
　県は、県環境影響評価条例の改正は特定の事業を想
定してなく、本改正により、より環境に配慮した事業
が行われる、本県の自然環境保全に資するものとして
おります。前条例のもとで環境に配慮を欠いた事業、
自然環境保全に欠いた事業があったのか、具体的に示
していただきたい。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　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
ウガナビラ。
　島袋大議員の代表質問にお答えをいたします。

　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(1)、療養に専念することについてお答えをいたします。
　議会において、県政運営について説明を行うこと
は、知事の重要な務めであると考えております。一方、
主治医からは、公務は徐々にふやすようにとの指示が
あることから、議会運営委員会において了解を得て、
議会に出席することといたしましたので、議員の皆様
には、御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。
　次に、知事の政治姿勢について１の(2)、埋立承認
の撤回についてお答えをいたします。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。辺野古に新基地はつくらせないと
の私の決意は、みじんも揺らぐことはなく、日々の国
の動き等あらゆる状況を想定して検討し、環境保全
措置などについて看過できない事態となれば、私は、
ちゅうちょすることなく、撤回を必ず行います。
　次に１の(5)、知事選への再出馬についてお答えを
いたします。
　今は、しっかりと病気の治療を行いながら、一日一
日公務を着実にこなしていき、県民からの私に対する
負託に応えたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　答弁の前に御挨拶を申
し上げます。
　４月１日付で知事公室長を拝命しました池田でござ
います。基地行政はもとより、危機管理及び消防防災
体制の強化に向けて、各部局と連携を図りながら誠心
誠意取り組んでまいりますので、議員の皆様の御指
導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
　それでは、島袋大議員、１、知事の政治姿勢につい
て(3)、訪米における代替案の提示について。
　辺野古新基地については、これまでに有識者から複
数の代替案が提案されてきておりますが、平成30年３
月の訪米時に開催したワシントンＤＣでのシンポジウ
ムでは、そうした代替案について検討すべきとの提案
がなされました。その他に具体的なやりとりはなかっ
たものと認識しております。
　同じく１の政治姿勢の(6)、米軍属による暴行殺人
事件の補償について。
　被害者等への迅速かつ十分な補償を図るためには、
国内法の整備を含め、日米両政府の法的責任で損害を
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補塡する制度を設け、被害者の補償を受ける権利を法
律上明確に規定する必要があると考えております。こ
のため、平成29年９月、公務外に損害を与えた場合に
賠償を請求できる対象者を、現在の被用者からコント
ラクターの被用者を含む軍属等にまで拡大することな
どを内容とした日米地位協定の見直しを要請したとこ
ろであります。
　県としては、引き続き、軍転協や渉外知事会等とも
連携しながら、日米両政府に対し、粘り強く日米地位
協定の見直しを求めてまいります。
　同じく知事の政治姿勢の(9)、事件・事故における
県の対応について。
　県は、事件・事故が発生するたびに、米軍を初め関
係機関に対し強く抗議し、原因の究明や再発防止につ
いて万全を期すよう、強く求めてきたところでありま
す。また、事件・事故が発生した際、政府が調査結果
を県に説明し、県からの意見を踏まえ、その意見を十
分に反映させるなど、県民の不安を払拭し、安全・安
心を確保する新たな仕組みとして、政府、米軍及び沖
縄県を構成員とする協議会の設置を要請しました。さ
らに、ワシントン駐在を通じて、米国側の理解と協力
を求めてきたところであります。
　同じく知事の政治姿勢の(10)、米朝首脳会談の影響
について。
　去る６月12日に、これまで厳しく対立していた米
朝において、史上初めてとなる首脳会談が開催されま
した。
　沖縄県としましては、平和に向けた新しい米朝関係
の構築、朝鮮半島の完全な非核化に向けた取り組みな
どを含む合意文書が発出されたことは、東アジアにお
ける緊張緩和につながるものであると考えておりま
す。在沖米軍基地への影響については、現段階では明
らかではありませんが、沖縄県としましては、今後の
両国の具体的な協議等が進み、米軍基地の整理縮小
等、沖縄の過重な基地負担の軽減につながることを期
待しております。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１、知事の政治姿勢につ
いての中の(4)、次期振興計画策定等に向けた国との
関係についての御質問にお答えいたします。
　政府は、骨太の方針において、沖縄が日本経済再生
の牽引役となるよう、国家戦略として沖縄振興策を総
合的・積極的に推進するとしております。県において
は、次期振興計画に向けて、今年度から沖縄振興の成
果や課題を整理する総点検の作業に着手しており、こ

の結果を踏まえ、次期振興計画のあり方を総合的に検
討し、国との調整等を進めてまいりたいと考えており
ます。
　同じく１の(7)、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減
事業の適用保留についての御質問にお答えいたします。
　県では、離島住民の負担軽減を図る同事業の実施に
当たり、当日購入可能な運賃が競争状態になく、かつ
新幹線並み運賃を上回っていることを適用条件として
まいりました。那覇―石垣路線については、本年７月
１日から新たに低運賃の航空会社が就航し、事業の適
用条件を満たさなくなることから、適用保留の通知を
行ったところであります。しかし、ＬＣＣの離島路線
への参入という事業環境の変化に対応し、政策目的に
沿った事業実施を図るには、適用条件の見直しが必要
と考えております。
　県としては、新幹線並みの運賃の実現という政策目
的をできる限り安定的に継続できるよう、関係機関と
の調整、法的な検証を含め速やかに検討を進めてまい
ります。
　次に２の(2)、沖縄振興特別措置法延長に向けた国
との協議についての御質問にお答えいたします。
　県では、沖縄振興特別措置法の延長を視野に入れ、
今年度から沖縄振興の成果や課題を整理する総点検の
作業に着手しております。これらの結果を踏まえ、次
期振興計画のあり方を総合的に検討しながら、沖縄振
興特別措置法の延長に向けて、国との調整等を進めて
まいりたいと考えております。
　次に同じく２の(5)、次期振興策の必要性について
の御質問にお答えいたします。
　これまでの沖縄振興諸施策の推進により、沖縄の社
会経済は好調を持続しておりますが、県民所得の向上
等はいまだ十分ではなく、自立型経済の構築はなお道
半ばにあります。また、離島の条件不利性の克服など
の固有課題の解決も図る必要があることから、一括交
付金などの財政措置や各種優遇制度等の沖縄振興策は
引き続き必要であると考えております。このため、県
では、これまでの沖縄振興計画等の総点検作業に着手
したところであり、沖縄を取り巻く社会経済情勢や政
策課題等を検証しながら、次期振興計画のあり方につ
いて検討してまいりたいと考えております。
　次に、同じく２の(8)、骨太の方針に係る県の要請
事項等についての御質問にお答えいたします。
　沖縄県では、平成30年４月24日に、骨太の方針に
沖縄振興の記述が盛り込まれるよう、政府等に要請を
行いました。具体的には、駐留軍用地の跡地利用の推
進、子供の貧困対策、大型ＭＩＣＥ施設の整備、国際
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クルーズ拠点、那覇空港の機能強化などの産業インフ
ラの整備拡充の推進、沖縄鉄軌道の導入に向けた取り
組みの推進などを要請いたしました。平成30年６月
15日に閣議決定された骨太の方針には、沖縄の地理
的特性などの優位性と潜在力を生かし、日本経済再生
の牽引役となるよう、国家戦略として、沖縄振興策を
総合的・積極的に推進することが明記されました。こ
のように、政府において、沖縄県の要請内容をおおむ
ね御理解いただいたものと認識しております。
　次に３、県内空港の整備促進についての中の(1)、
那覇空港の将来の姿についての御質問にお答えいたし
ます。
　那覇空港は、国内外及び県内離島と沖縄本島を結ぶ
拠点空港として、人や物資の輸送を担うなど、本県の
県民生活や産業活動を支える極めて重要な社会基盤で
あります。このような那覇空港の重要性を踏まえ、県
といたしましては、空港エリアの拡張による機能強化
など、中長期的な観点から那覇空港の将来のあり方に
ついて、県内経済界と連携し検討してまいりたいと考
えております。
　次に、３の県内空港の整備促進についての中の(3)
のア、那覇空港への訪日誘客支援についての御質問に
お答えいたします。
　訪日誘客支援空港制度は、観光立国の推進と我が国
の経済発展を図るため、訪日誘客の拠点として期待
できる地方空港を国が認定する制度です。同制度は、
ボーディングブリッジや手荷物搬送システム整備への
補助等、国際線受け入れ環境の高度化に資する支援を
重点的に行うものとなっており、拡大支援型・継続支
援型・育成支援型の３つの区分で認定されることとな
ります。那覇空港においては、那覇空港ビルディング
株式会社と沖縄県で構成する協議会から国土交通大臣
宛て申請し、昨年７月に継続支援型空港として認定を
受けております。
　県といたしましては、同社と連携して同制度の活用
を図り、那覇空港の機能強化に取り組んでまいります。
　以上であります。
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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　おはようご
ざいます。
　４月１日付で子ども生活福祉部長を拝命しました大
城と申します。子供の貧困対策を初め、県民生活を支
える分野を担うことを肝に命じまして全力で取り組ん
でまいります。
　御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いします。

　それでは答弁させていただきます。
　１、知事の政治姿勢についての御質問の中の、沖縄
子供の貧困緊急対策事業についてお答えいたします。
　今年度の沖縄子供の貧困緊急対策事業につきまして
は、市町村事業では、子供の貧困対策支援員が29市町
村に122人の配置、子供の居場所が26市町村に138カ
所の設置を予定しているほか、沖縄市に若年妊産婦の
居場所が新たに設置される予定となっております。ま
た、県事業では、事業成果分析等のためのアンケート
調査等を実施するほか、高校内の居場所を昨年度の１
校から５校に拡大する予定です。今後の事業のあり方
につきましては、事業の成果や市町村の意見も踏まえ
ながら、さらなる質と量の拡充に向け、国に要請して
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　おはようございます。
　４月１日付で総務部長を拝命しました金城弘昌でご
ざいます。引き続き県勢発展のため精神誠意取り組ん
でまいります。
　議員各位の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申
し上げます。
　それでは島袋議員の御質問にお答えします。
　２、沖縄振興策の推進についての御質問の中で(1)、
自主財源の確保についてお答えします。
　多様化する県民ニーズに対応するためには、財政基
盤の安定につながる自主財源の確保が重要でありま
す。このため、県においては、課税自主権の行使、徴
収対策の強化、使用料及び手数料の見直し、県有財産
の有効活用など、さまざまな観点から自主財源の確保
に努めているところであります。また、県有施設への
ネーミングライツ導入、広告収入の拡充に取り組むと
ともに、観光振興を目的とする新税の導入について、
可能な方策を検討し、その実現に向けて取り組むこと
としております。中長期的には、本県経済の活性化に
結びつく産業振興施策の推進により税源の涵養を図っ
てまいります。
　次に(4)、平成31年度沖縄振興予算の確保について
お答えします。
　平成30年度の沖縄振興予算は、国として使途を定め
ている予算について優先して所要額を計上する一方で、
沖縄振興一括交付金が減となったことから総額として
減額となっております。平成31年度は、沖縄振興計画
の総仕上げに向けて取り組みを加速させる重要な時期
と捉えております。このため、沖縄振興予算の確保に
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向け、市町村や関係団体等と協調しながら、内閣府沖
縄担当部局と一層緊密に連携するとともに、内閣府沖
縄担当大臣を初めとした関係要路に対して、県と市町
村等の意見や考え方を沖縄の声として丁寧にお伝えし、
御理解と御協力が得られるよう取り組んでまいりま
す。
　次に２の(6)、ソフト交付金事業についてお答えし
ます。
　ソフト交付金を活用した県の事業について、平成29
年度が調査研究等の終期に当たり、終了した事業は28
事業ありましたが、いわゆる継続事業を廃止した事例
はありません。また、平成30年度事業と平成29年度
事業を比較すると、事業費が増となったのは42事業、
減となったのは181事業、同額の事業は５事業、新規
事業は10事業となっております。事業費が減となった
主な事業は、今年度で整備終了予定の那覇港人流・物
流拠点施設などの施設整備事業のほか、プロモーション
経費を縮小した沖縄観光国際化ビッグバン事業や、ノ
ンステップバスの整備進展に伴い購入費補助を縮小し
た公共交通利用環境改善事業等となっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　沖縄振興策の推進
についての２の(3)、酒税軽減措置延長に対する対応
についてにお答えします。
　泡盛業界については、前回の調整を踏まえ、経営状
況を公表し、経営改善に向けた取り組みを行っている
ところであります。酒税軽減措置については、その廃
止による影響等を考慮すると、継続が必要と考えてお
ります。県では、経営基盤強化に向けた経営改革プラ
ンの策定支援や、出荷量増加に向けた商品開発及びブ
ランド力強化に対するハンズオン支援等を実施してい
るところであります。
　引き続き、酒類業界や関係団体と連携するととも
に、同措置の必要性や有効性等を整理し、延長の実現
に向けて取り組んでまいります。
　次に同じく２の(7)、海事関連産業が抱える各種課
題への対応についてにお答えいたします。
　県内の海運や港湾運送、倉庫事業者等においては、
船員、作業員、ドライバー等の人手不足や港湾エリア
内での用地確保など、多岐にわたる課題を抱えている
と聞いております。
　県としましては、これらの課題解決に向けて、国や
庁内関係部局の連携により対応していく必要があると
考えております。

　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　ハイサイ、おはよう
ございます。
　私は、去る４月１日付で土木建築部長を拝命いたし
ました上原国定でございます。沖縄21世紀ビジョン
で示された県民の描く将来像の実現に向けて、社会資
本の整備と管理にスピード感を持って取り組んでいき
たいと考えております。
　皆様の御指導、御鞭撻のほどよろしくお願いいたし
ます。
　それでは島袋議員の御質問にお答えいたします。
　３、県内空港の整備促進について３の(2)、空港の
整備のあり方についてお答えします。
　島嶼県である本県において、離島空港は、各離島の
経済、産業活動を支える重要な社会基盤であると考え
ております。そのため、県としては、航空ネットワー
クの拡充や離島振興などの観点から、引き続き必要な
離島空港の整備を推進するとともに、国際拠点機能の
強化も図っていきたいと考えております。
　次に３、県内空港の整備促進について３の(3)のイ、
下地島空港への訪日誘客支援についてお答えいたしま
す。
　下地島空港は、平成29年７月に訪日誘客支援空港の
育成支援型の認定を受けております。本認定により、
下地島空港においては、手荷物コンベアの整備に関す
る補助や国による国際航空商談会でのＰＲなど、訪日
誘客実現に向けた支援が受けられることとなっており
ます。これらの支援により、空港の認知度が向上し、
誘客及び就航促進に一定の効果があるものと考えてお
ります。
　同じく３、県内空港の整備促進について３の(4)、
下地島空港の利活用事業についてお答えいたします。
　現在、進めております２つの利活用事業の実施によ
り、国内外からのパイロット訓練生の受け入れや、国際
線等の観光客の増加による宮古島市への入域客数の増
大、さらには、世界的に地名度の高いリゾートホテル
の進出のほか、新たな事業の展開による雇用創出など
の効果が見込めるものと考えております。このうち、
国際線などの就航による経済波及効果は、事業者の平
成34年度の年間入り込み客数19万人の需要予測をも
とに県が試算した結果、年148億円となっております。
　次に４、観光振興について４の(4)、首里城及び沖縄
美ら海水族館等の国有財産使用料及び大規模修繕の費
用負担についてお答えいたします。
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　県は、首里城や沖縄美ら海水族館等について、施設
取得費等の財政負担がないよう、施設の所有は国に残
し、都市公園法第５条第１項に基づく許可を受けて管
理することとしております。両施設の国有財産使用料
については、指定管理者の入場料収入等から所要額を
県へ納付させ、当該額を県から国へ支払うこととして
おります。また、大規模修繕については、首里城正殿
等は施設の所有者である国が行い、沖縄美ら海水族館
等は指定管理者が入場料等の収入により行うこととし
ております。
　次に６、県内社会資本の整備について６の(2)、北
部地域の道路網整備の取り組みについてお答えいたし
ます。
　現在、北部地域においては、国の事業で名護東道
路、恩納バイパス、恩納南バイパス、金武バイパスの４
カ所、県においては国道449号など７路線９カ所で整
備を推進しております。また、中長期計画として、名
護東道路の延伸や宜野座恩納線（仮称）、スマートイ
ンターチェンジ等を検討しているところであります。
　県としては、今後とも、産業及び観光振興など北部
地域の活性化に資する道路整備に取り組むこととして
おります。
　同じく６、県内社会資本の整備について６の(3)、名
護東道路の整備促進と延伸についてお答えいたします。
　名護東道路は、名護市伊差川から数久田までの延長
6.8キロメートルの地域高規格道路であり、自動車専
用道路として国において整備が進められ、名護市世冨
慶から数久田間については、平成33年夏までに暫定
２車線で開通予定とのことであります。名護東道路数
久田―許田間については、北部地域の特性や課題等に
ついて調査を行っているとのことであり、また、伊差
川から先の延伸については、平成30年度に北部地域
全体の振興に資する道路網のあり方について検討を実
施するとのことであります。
　以上であります。
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　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）　４、観光振
興についての御質問の中の(1)、消費額や滞在日数に
おけるハワイ等との違いについてにお答えいたします。
　平成29年暦年の入域観光客数は、沖縄がハワイを
初めて上回る結果となりましたが、観光客１人当たり
の消費額は、沖縄の７万5763円に対し、ハワイは約
20万円、平均滞在日数は、沖縄の3.74日に対し、ハワ
イは8.95日となっております。これをもとに算出した
観光客１日当たりの消費額は、沖縄は２万257円、ハ

ワイは約２万2300円とほぼ同水準と推計され、滞在
日数の差が観光客１人当たりの消費額の差に影響して
いるものと考えております。
　県としましては、平均滞在日数の延伸及び観光消費
額の増加に向けて、引き続き国内外からの誘客ととも
に、沖縄観光の質の向上に取り組んでまいります。
　同じく４の(2)、観光目的税導入の検討結果及びハ
ワイの宿泊税の内容についての御質問にお答えいたし
ます。
　県では、平成22年度から25年度にかけて、観光に
かかわる新たな法定外目的税として、入域税、レンタ
カー税、宿泊税について検討を行い、税目としては宿
泊税が適当であるが、導入については、観光産業に与
える影響を十分に考慮して判断する必要があるとの検
討結果をまとめております。ハワイ州における宿泊税
は、全ての宿泊施設で課税され、税率は朝食代金等の
サービス料を除いた室料の10.25％となっており、市
場別の誘客戦略の策定及び実行、観光商品の開発や自
然資源の保全等、ハワイ州における観光促進のために
活用されております。
　同じく４の(3)のア、外国人観光客の病院における
通訳等の現状と県の取り組みについての御質問にお答
えいたします。
　外国人観光客の急増に伴い、急病やけがで医療機関
を訪れる外国人が増加しており、受診の際に言葉の違
いによる医療費や診察等における説明の難しさ、文化
や医療環境の違いによるトラブル等の問題が生じてい
ると聞いております。このため県では、今年度、新た
に24時間365日多言語対応、Be.Okinawaインバウン
ド医療通訳コールセンターを開設するとともに、受け
付けからの一連の手続等に精通した外国人患者受け入
れ医療コーディネーターの養成研修を行います。これ
らの取り組みにより、医療現場におけるさまざまな問
題の軽減に努めていきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　おはようございます。
　それでは、４の観光振興についての御質問の中の
(3)のイ、外国人観光客の医療費未払い問題について
の御質問にお答えします。
　沖縄県医師会の調査によりますと、平成27年度の外
国人観光客の医療費の未払いは、５つの医療機関で21
件、826万9934円発生しているとのことであります。
また、平成29年６月に琉球華僑総会から、外国人観光
客の医療費支援に活用してほしいとの寄附の申し出を
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受け、平成29年８月に、県、観光及び医療関係者で構
成する外国人観光客医療費問題対策協議会を立ち上げ
たところでございます。今後は、同協議会において、
未収金が発生している医療機関に対し、支援を行うこ
ととしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　５、農林水産業の振
興についての御質問の中の(1)、国家戦略特区におけ
る農業支援外国人受入事業についてお答えいたします。
　本事業は、農業支援に必要な一定の知識及び技能を
有する外国人材を希望する農業経営体に派遣する制度
となっております。本県は、６月14日に国が開催した
諮問会議において、区域計画の認定を受けたところで
あります。本事業の活用により、県内の農業現場にお
ける人手不足の改善に寄与することが期待されており
ます。
　県としましては、関係機関等と連携し、速やかに適
正受入管理協議会を設置するなど、本事業の円滑な実
施に向け、必要な措置を実施してまいります。
　同じく(2)、遊漁に関する調査、資源保護に向けた
ルールづくりについてお答えいたします。
　県水産海洋技術センターは、平成27年度に、県内
において、遊漁による水産資源の採捕量を調査しまし
た。その結果、遊漁による採捕量は、海面漁業全体の
約13％、沿岸性の漁獲対象種の約40％に相当すると
推定されております。沿岸性の漁獲対象種は、資源の
減少が懸念されているものも多いことから、県は、漁
業者の自主的な資源管理の取り組みである体長制限や
禁漁期間の設定等のルールづくりを支援するととも
に、遊漁に対しても、ルールの遵守について協力を求
めてまいります。
　同じく(3)、林業算出額の地域別内訳と県内消費及
び移出額についてお答えいたします。
　2016年の林業産出額の地域別内訳は、北部地域が
９億2900万円、中部地域が２億3900万円、南部地域
が２億1600万円、宮古地域が5600万円、八重山地域
が8900万円、合計で約15億3000万円となっておりま
す。キノコ類、木炭などの特用林産物、木材及び緑化
木等については、ほとんどの品目が県内で消費・利用
されておりますが、県産キノコの一部は、県外の市場
等に出荷され、約1600万円の出荷額となっております。
　同じく(4)、日台漁業取り決めに関する今後の県の
取り組みについてお答えいたします。
　日台漁業取り決めが発効した平成25年以降、日台

双方で操業ルール等に関する協議を重ねてまいりまし
た。ことし３月に開催された日台漁業委員会において
は、水産庁を初め、沖縄の漁業者等の関係者が粘り強
く台湾側と交渉を行った結果、４年ぶりに操業ルール
が見直されたところであります。具体的には、昼夜交
代制から操業水域を分けるという操業ルールに見直さ
れたことにより、安全に操業できる水域が確保された
ところであります。今回の協議結果に対して、多くの
関係者が一定の評価をする一方、一部には不十分とい
う意見もあります。
　県としましては、今後とも漁業関係団体と連携し、
操業ルールのさらなる見直しについて、台湾側と粘り
強く協議を行うよう、国に対し強く求めてまいりま
す。
　次に６、県内社会資本の整備についての質問の中の
(1)、石垣新港地区旅客船ターミナル整備事業に係る
対応についてお答えいたします。
　沖縄総合事務局石垣港湾事務所は、平成29年３月
14日付水産庁文書を根拠として、同事業に係る岸壁及
び防波堤の施工区域においては、既に漁業権が消滅し
ているため、岩礁破砕等許可申請を行わないとしてお
ります。しかしながら、当該水産庁見解は、従前の政
府見解や水産庁の技術的助言等との整合性を欠くもの
であり、県としては、今回の水産庁見解を採用できな
いとしております。そのため、県は、同事務所に対し
て、許可期間満了後、当該区域で岩礁破砕等行為を行
うためには、改めて許可手続が必要である旨行政指導
を行ってきたところであります。同事務所から提出さ
れた同事業に係る進捗状況報告等の内容から、岸壁及
び新港防波堤整備における海上工事については、岩礁
破砕等行為が伴うものと認識しております。
　県としましては、同事務所に対し、引き続き工事の
進捗状況について報告を求め、岩礁破砕等許可が必要
であることを指導するとともに、今後の対応について
は、慎重に判断したいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
　　　〔企業局長　金城　武君登壇〕
〇企業局長（金城　武君）　去る４月１日付で企業局
長を拝命いたしました金城でございます。引き続き議
員の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上
げます。
　それでは、県内社会資本の整備についての御質問の
中の(4)、今後の水道用水の確保についてお答えをい
たします。
　企業局水源の全11ダムの貯水率は、昨年７月以降
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の小雨の影響により、６月14日時点で44.3％と平年値
を34.8ポイント下回る状況にありましたが、先週末か
らの降雨により回復をし、６月18日時点で68.7％と
平年値に比べマイナス12.0ポイントとなっています。
今後も降雨状況等を注視し、国、市町村等関係機関と
連携しながら、必要に応じて対策をとってまいりたい
と考えております。
　次に(5)、観光客1200万人に対する水源確保計画に
ついてお答えをいたします。
　企業局の給水区域である沖縄本島においては、現
在、日量61万7400立方メートルの水源水量を確保し
ており、それに見合う供給能力は、１日最大送水量58
万3000立方メートルとなっております。平成29年度
の１日最大送水量は、45万7000立方メートルとなっ
ており、今後、観光客数が1200万人に達した場合に
おいても増加する水量は、約１万5000立方メートル
であり、今後の人口増加に伴う水需要の増加分を加味
したとしても、十分対応は可能と考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　６、県内社会資本の整備
についての御質問の中の(6)、 環境影響評価条例の一
部改正についてお答えします。
　改正前の条例では、対象事業種として規定されてい
るゴルフ場建設事業やスポーツレクリエーション施設
建設事業と同等の開発規模にもかかわらず、対象事業
とはなっていない事業により、貴重動植物の消失や景
観、赤土等の流出による環境への影響が懸念されてお
りました。そのため、沖縄県環境審議会からの答申も
踏まえ、社会状況の変化や平等性、比例原則の面から
検討し、土地の造成を伴う事業を対象事業に追加した
ところであります。
　以上であります。
〇島袋　　大君　ちょっと済みません。確認したいの
があります。聞き逃したのがあるかもしれません。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　再質問を行いたいと思っています。
　知事の政治姿勢の１番であります。
　知事は、大変体調的な面できついと思いますけれど
も、しっかりと知事が全力で今議会頑張っていくとい

うことでありますので、ひとついろんな面で我々もこ
の議場の中で激論を交わしながら沖縄県勢の発展のた
めに議論をしていきたいと思っていますが、そこで職
務代理者を置かないんですかということでありますか
ら、そこを職務代理者を置くのか置かないのかを明確
に答弁お願いしたいと思っています。
　理由は８月にも概算要求が来ますし、これからいろ
んな面で税制の調整もあるわけでありまして、いろん
な面でこの新たな沖縄振興策もある中で、知事がこれ
だけ体調が厳しい中に職務代理者も置かない中でそう
いうふうにできるのか、そういう１点と、昨日大阪の
ほうで地震がありました。予期せぬ出来事というのは
多々ある、出てくることでありますので、そういった
場合の緊急防災そういったものを含めて、知事に対
し、知事がすぐ陣頭指揮をとれるかと言ったら非常に
厳しい状況だと思っているんですよ。そこを県とした
ら職務代理者をしっかり置いてやるべきなのが私は姿
だと思っているんですよ。こういうのもしっかりと議
会に報告しながら、知事がそういった状況だけれども
職務代理者も緊急の場合置いて、その対応に当たって
いきたいというのが我々議会人に対して説明する義務
だと思っております。その辺が沖縄県の対応はどう
なっているかというのを伺いたいと思っております。
　２番目であります。
　撤回問題でありますけれども、知事は今までずっと
この撤回のことに関しましての答弁は、今回の答弁も
一緒でありましたけれども、私が聞きたいのは、この
撤回はいつするんですか。その中で、環境の手続もろ
もろ含めて、精査して議論して判断をしていきたい。
必ず撤回をしますからねと、きょうもまた必ず撤回を
しますと。この県議会の議場の場で明確に言っている
わけですよ。そこで確認したいのは、環境手続もろも
ろがそういった形でしっかりとこれはもう問題ないで
すとなれば、あるいは法的根拠は問題ないというふう
になれば、知事はじゃ撤回しないってことですか。こ
こが大きな重要な点であって、今精査しているけれど
も環境もしっかりとクリアされている、そして法的根
拠も全然問題ない。であれば知事として行政の長とし
たら撤回はできないんですよ、どう見えても。だから
そこを知事が考えているのはやはり両サイドにいる副
知事でありますから、これは一人一人確認したいと
思っています。富川副知事は、前任は基地担当の副知
事でありましたから明確にその辺の考えも述べてくだ
さい。謝花副知事は、前任は知事公室長であり今は基
地担当の副知事でありますから、お二人の意見を別々
に確認したいと思っておりますからその辺の答弁もお
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願いしたいと思っております。イコールそれは知事の
答えと一緒だと認識していますので、その辺の答弁も
お願いしたいと思っております。
　次であります。
　離島住民割引運賃を支援する石垣の問題であります
けれども、企画部長からも話がありましたけれども、
唐突に、これはできませんよと、７月からもう補助は
切りますよと言ったら、これ沖縄一県民として八重山
島民に対して失礼ですよ。これは、やはり知事みずか
ら離島をくまなく回っていないからこういうことも問
題に出てくるんですよ。離島の皆さん、県民の皆さん、
本島もみんな一緒ですよ県民は。これを前もって沖縄
県がこういう事情でこうなんですという丁寧に説明し
ないといけない中を議会がみんな慌てて、市も慌てて
こういった形で要請に来る。これは、しっかり沖縄県
庁としてみずから出向いて、石垣のほうでいろんな面
でヒアリングするとか、そういった意見交換をすると
かが大事だと思っています。これは企画部長一人では
行けませんよ。これは担当の副知事は富川副知事だと
思っていますから、こういったことを考えて知事がこ
ういう状況だったら副知事みずから担当部長も引き連
れて、担当職員も引き連れて、その地元に足をついて
いろんな面で語って、いろんな面で議論するのが私は
県政のあるべき姿だと思っていますよ。これはどう考
えているんですか。確認したいと思っております。
　戻りますけれども、その知事の政治姿勢の(3)番の
訪米でありますけれども、知事公室長は、先ほどの答
弁では面談してからは代替案は提示されていない。そ
してパネリスト、このシンポジウムの中でパネリスト
が出てきた。何じゃこれですよ。何のために訪米に
行っているんですか。何のために多額の予算がついて
いるんですか。血税ですよ、これ血税。この場に来て
我々の成果も議会の中で知事の訪米の成果を議会に示
されていない。いろんな面で。こういう質問をした
ら、いやいやいや面談相手からは何も聞いていませ
ん。シンポジウムから代替案が出ました。行く必要な
いでしょう、じゃ。こういったことを毎回訪米するた
びにはぐらかされてこうする。これが今翁長県政の実
態ですよ。だからこういったことを明確に、じゃ訪米
の成果じゃないじゃないですか。しっかりとその辺答
弁していただきたいと思っております。（発言する者
あり）　そういうことになるでしょうね。
　次、内閣府の2018年度の子供の貧困事業でありま
すけれども、これは国の直轄事業であります。平成28
年は10億、29年は11億、30年は12億でありますけ
れども、このちょっと気になるのは、これ３年間の見

通しで今回見直し時期に来るわけですけれども、その
中で10分の10という真水の事業でありました。これ
が通常の10分の８になりますと市町村から持ち出し
しなくちゃならない。そうなったら県は、多分答弁で
は、国と市町村が直轄でやっているから県は把握して
いませんということになったら大変なことですよ。県
は、その辺は市町村とヒアリングも受けて、市町村が
どういった形でこれから動いていけばいいのか、これ
国と体制どういうふうに設置を議論をしていくのかと
いうのが、音頭をとるのは、間に入るのは沖縄県だと
思っていますよ。その辺は沖縄県としての対応はどう
考えているんですかということで聞きたいと思ってお
ります。
　次、一括交付金の減額、この施策等でありますけれ
ども、沖縄振興特別措置法の延長についてというこ
とでありますけれども、あと３年ですよ。あと３年。
我々復帰っ子が49歳になったら沖縄振興予算は終わ
るんですよ。これから10年後どうするべきかですよ。
ここを沖縄県はどう考えていくかです。これは担当の
副知事は富川副知事だと思っていますから、どういっ
た形でこれからの沖縄のあるべき姿の振興予算としっ
かりと組んで、国に対して協議をしていくかですよ。
その辺の答弁もお願いしたいと思っています。
　次、2019年５月に期限となる酒税の措置でありま
すけれども、今商工労働部長からありましたけれど
も、やはり前回私も同席しましたけれども、指摘を受
けた宿題は、新たなブランドの構築とそして販路拡大
だと思っております。これは前回宿題として国から言
われたことでありますから、その辺は沖縄県どういう
音頭で――各酒造メーカー四十幾つかありますけれど
も、沖縄県の四十幾つかの酒造メーカーというのは、
家族ぐるみでやっている酒造所もあるんですよ。これ
が切れたら皆飛びますよ、吹っ飛ぶ。だから沖縄県と
しての国から言われた宿題も、酒造組合も言われたの
は、新たな販路拡大と新ブランドの構築ですよと言わ
れています。その辺は、この団体の皆さん方とヒアリ
ングをして、沖縄県としてどういうふうな形で動いて
いくのか、その辺の確認事項もしていきたいと思って
おります。
　次であります。
　2019年の沖縄振興予算の確保についてでありますけ
れども、いろんな面で部長は、国といろいろ議論して
いくと言っていますけれども、関係団体と連携をとっ
ていきたいと言いますけれども、じゃ今の状況で沖縄
県は関連関係をするという形の連携するのは誰と連携
をとっているんですか、誰と。国と連携をとるために
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誰を使って今までやってきたんですか。共産党です
か、社民党ですか、公明党ですか、自民党ですか、維
新の党ですか、どこですか。この辺を明確に県民の皆
さん方に言わないと、この翁長県政の来る４年間、ど
ういった形でこの予算の要請をするときにはどの政
党、誰を使ったかというのは明確に答弁していただき
たいと思っています。そしてこれからは、誰にお願い
するのか。県政与党がどうやっているのか。そういっ
たものを明確に答弁していただきたいと思っていま
す。
　次であります。
　沖縄県の物流の取り扱いであります。
　庁内的な連携をとっていくという商工労働部長から
ありましたけれども、この海事産業というのは、幾つ
の部署にも分かれているんですよ。企画も商工労働も、
そして海事関連の産業を構築するために皆さん方は、
どこに要請していってほしいかということなんです
よ。今たらい回しの状態ですよ。どこがヘッドなのか
がわかっていない。どこに行ってもたらい回しになっ
ている。そこで私たちが提案したいのは、これは商工
労働部の中に置くかわかりませんし、企画部の中に置
くかもわかりませんけれども、海事関連産業プロジェ
クトチームなのか、班なのか、課なのかわかりません
けれども、窓口を一つにすることによっていろんな面
で意見交換ができて、いろんな細かい問題もクリアで
きると思っております。これをすることによって、今
空の便での貨物をいろんな面で沖縄県は施策としてお
りますけれども、これだけ九十何％の海を使った物流
というのは重要なポイントになりますから、ここは早
急に、部長がこれ以上答弁できないと思いますから、
担当副知事は富川副知事でありますから副知事のアジ
ア戦略とうたっている中でも、この窓口を一本化しな
いと私は前に進まないと思っていますから、県の考え
はどうですか、その辺を聞きたいと思っております。
　次であります。
　外国人観光客に伴いということでの病院に駆け込む
外国人が通訳、医療費の未納のもろもろですけれど
も、私は、ハワイを超えたというふうに観光客が来た
と言っておりますけれども、じゃ外国人が来て、脳梗
塞や心筋梗塞になった場合、この窓口は病院に行った
場合には誰が通訳使ってやるかが大きな課題なんです
よ、沖縄県の。リピーター率を上げるのもしかり、だ
からこれ、今24時間のコールセンターみたいな形で
やっていると言っていますけれども、これじゃなくて、
各病院に語学ができるような職員を置くようなシステ
ムを一括交付金もろもろ活用して、沖縄県が独自で育

成していくっていう政策に僕はシフトしないといけな
いと思っているんですよ。そういうことをこれからの
沖縄の新たなビジョン、そしてこれだけの観光客をふ
やすというときには、こういったイメージもしっかり
と考えないと僕はできないと思っていますから、ひと
つ答弁をお願いしたいと思っています。
　そこで砂川部長がこの間自民党の沖縄政調会のほう
にお越しになって医師会の皆さんと来たときに、通訳
は領事館での手続を一手に引き受けるワンストップの
窓口をつくってほしいというふうに部長は、自民党の
政調部会で答弁したと思っていますけれども、そこで
部長にもっと答弁欲しかったのは、今全国、国も観光
立国と言っていますよ。部長も国が観光立国だから国
がやってほしいということも言ったみたいですけれど
も、沖縄県の今の現状、沖縄県の現状と沖縄県の政策
はこう思っているんだということも言っていただい
て、そうしないと国ももろもろ動きませんよ。だから
せっかく足を運んで提言したという、話されたと、い
いことかもしれませんけども、もっときめ細かく沖縄
県はこうやっていきたい、ハワイのこれだけ観光客も
超えた、だからこうやりたいんだという沖縄のビジョ
ンを語ってやっていくべきだと思っていますから、こ
れからそういった会合にも出られるときがありますか
ら、そういった答弁も含めてどうお考えなのか答弁お
願いしたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　４月１日付で副知事を拝
命しました謝花でございます。引き続きよろしくお願
いいたします。
　島袋大議員の再質問１の(2)、承認撤回について、
要は、法的な手続がしっかりされていれば撤回しない
のか明確に答えてもらいたいという趣旨の御質問だっ
たと思います。
　埋立承認には、実は留意事項が付されてございま
す。この留意事項には、事前協議、これをしっかりや
るようにということでございます。しかしながら、沖
縄防衛局は、その留意事項に基づいて、我々当局が求
めた事前協議には応じないまま工事が行われていると
いうことです。そこにまずは問題があるわけですが、
留意事項をどういった趣旨でやっているかといいます
と、やはり環境保全措置などがしっかりされている
か、そういったことを確認するために工事を一旦停止
して、県と協議を行って、環境保全措置等についても
丁寧に調査を行ってもらいたいという趣旨のものなん
ですが、そういったことがなされないまま工事が行わ
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れているということです。
　そういったことで、県としては、留意事項を遵守し
て、工事を停止して事前協議に応ずるよう行政指導を
何度も行っているところですけれども、こういった状
態をいつまで放置できるかというような観点がござい
ます。そういったことから、沖縄県としては、法律に
基づく行政の原理から、国の状況等を踏まえて、あり
とあらゆる状況を踏まえまして、やはり環境保全措置
などについて看過できないような状態があれば、翁長
知事がちゅうちょすることなく撤回を行うと、そうい
うような答弁をさせていただいているところでござい
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
〇副知事（富川盛武君）　島袋大議員の再質問にお答
えをいたします。
　まず最初に、次の振計に向けたビジョンに関する質
問かと理解しております。
　これに関しましては、新沖縄発展戦略の中でも議論
しておりますが、次の振計を政府に要請するに当たっ
ては、沖縄の持つ役割が変わったというふうに認識し
ております。沖縄振興基本方針の中にも、沖縄の潜在
可能性が顕在化すれば、日本経済の再生に役立つとい
う文言がうたわれております。実際に、今、事象・現
象もそれに近くなっておりまして、そのことでこれか
らは沖縄だけの振興計画ではなくて、日本全体のアジ
アへのジャンプ台、ビジネスのジャンプ台という位置
づけで、ぜひ日本全体にとって沖縄の次の振計が必要
であるということをこれからも訴えていきたいと思っ
ております。
　それから、海事産業の窓口に関する御質問について
お答えをいたします。
　これは議員御指摘のとおりでございまして、検討窓
口となる所轄部局が中心となって、庁内関係部局が連
携して、関係団体も含めて検討してまいりたいと思っ
ております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　島袋大議員の再質問の
うち、知事の政治姿勢のうち、職務代理を置くのかに
ついての御質問にお答えします。
　職務代理者の規定につきましては、地方自治法の
152条に規定がございます。その際の置くか否かの判
断基準の例といたしまして、普通地方公共団体の長が

その職務につき、みずから意思を決定し、かつその事
務処理について有効に職員の指揮監督をなし得るか否
かが一つの判断基準とされております。知事は、今職
員から随時報告を受け、また、判断も示されておりま
すので、今のところ職務代理者を置くことは考えてお
りません。
　続きまして、訪米につきまして、訪米の成果につき
ましてお答えします。
　これまで４回訪米し、徐々に知事の考えが米国の政
府関係者や連邦議会議員、有識者などに伝わってきて
いると考えております。さきのシンポジウムにおきま
しては、ペリー元国防長官を初めハルペリン元国防次
官補など、安全保障の有識者を招き、変わりゆく東ア
ジアの安全保障体制と沖縄、在日米軍のあり方の再考
をテーマとした深い議論が行われたことは、今後の沖
縄の米軍基地を考える上で大変意義があったものと考
えております。また、シンポジウムに参加した多くの
有識者やジェームス・リッシュ上院議員や米国国務
省、国防総省の関係者にも、沖縄県の過重な基地負担
の現状、沖縄の基地負担の歴史的経緯、また、基地負
担の固定化につながる辺野古新基地建設に反対してい
ることなど、知事の考えを正確に伝えることができた
と考えております。あわせて、沖縄県及びグアムの州
政府は、在沖海兵隊のグアム移転を強力に支持してい
るが、米国におけるＨ２Ｂビザの政策転換に伴うグア
ムの労働力不足が、在沖海兵隊の受け入れ先の一つで
あるグアムにおいて支障となっていることを米国政府
関係者に説明し、理解と協力を求めたことも大きな成
果であったものと考えております。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　子供の貧困
緊急対策事業に関する再質問についてお答えいたしま
す。
　支援員の配置や子供の居場所づくりは、子供の貧困
対策の重要な柱となっており、今後も継続していく必
要があると考えております。モデル事業期間後の平成
31年度以降の事業につきましては、補助率も含め、現
時点ではまだ未定というところではございますが、市
町村とも意見交換を行っているところでありまして、
市町村の御意見も踏まえ、事業の継続的な実施ができ
るよう、しっかりと国に要望してまいりたいと考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
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〇企画部長（川満誠一君）　沖縄離島住民等交通コス
ト負担軽減事業の再質問にお答えいたします。
　適用保留の事例は過去にもあるわけでございます
が、今回のことは、ＬＣＣとＦＳＣをそのまま比較し
ていいのかという疑問がございますので、事業の目的
であるところの航空便の新幹線並み運賃が安定的に継
続できるよう、独禁法の趣旨でありますとか、その他
のことについて検討して、継続できるように今検討し
ているところでございます。地元の方についても、丁
寧に意見を交換して取り組んでまいりたいと考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　泡盛の酒税軽減に
関する再質問にお答えいたします。
　新たなブランドの構築やそれから販路拡大につきま
しては、沖縄県酒造組合との共催によりまして、平成
29年６月に泡盛振興協議会を設置しております。そ
の中で、具体的な取り組みといたしまして、琉球泡盛
マーケティング支援事業などでその内容を取り組んで
いるところでございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　沖縄振興予算の確保に向
けた取り組みということの再質問にお答えいたします。
　平成31年度の沖縄振興予算につきましては、現在、
市町村、また関係団体等と十分意見交換を行いなが
ら、御意見をいただいて、いろいろな御提言をいただ
いているところでございます。
　県としましては、県選出の国会議員並びに県議会議
員各位の御支援を賜りながら、知事を先頭に、内閣府
沖縄担当大臣、官房長官、国政与党、国政野党など関
係要路に対しまして、丁寧にこういった沖縄の声を県
の考え方としてお伝えいたしまして、所要額確保に向
けて御理解と御協力が得られるよう取り組んでいきた
いと考えております。
　以上でございます。
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　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）　急増する
外国人、インバウンド観光客の病院現場での対応につ
いて、特に通訳を中心とした再質問にお答えさせてい
ただきます。
　先ほど答弁で申し上げました24時間365日のコー
ルセンター以外に、県といたしましては、通訳といた

しまして、医療機関の従事者、それから観光関連の従
事者、英語、中国語通訳の訓練をしております。そう
した方々をその後、アフターケアといいますか、実際
にそういう病院に派遣してもらったり、させたり、そ
して病院に実際採用された方もいらっしゃいますので、
そういった形で病院の窓口現場での通訳対応もきちっ
としっかりしていきたいなと思っているところでござ
います。加えまして、現場では言葉だけではなく、い
ろいろコーディネートもろもろ、これまでと、日本人
と違う外国人のお客様への対応ということで、そう
いったこともサポートする必要があるのではないかと
いうことで、県といたしましては、受け入れ体制を中
心的に担う外国人患者受け入れ医療コーディネーター
養成研修も実施しておりまして、これは病院から実際
の現場の看護師さんとか派遣してもらって、そして研
修してまた現場に戻すという形で、その現場の層を厚
くするという形の取り組みをしております。
　それから、先ほど申し上げましたインバウンド、そ
の医療通訳コールセンターの中では、言葉の対応では
なくて、医療費の請求とか手続とか、そういった事務
に関しましても、電話で現場の医療機関の御質問にお
答えするような対応もしております。そういった形
で、通訳とそのほかの手続等に含めましても、急増す
るインバウンドへの対応をしっかりとこれからもして
いきたいと思っておりますので、よろしくお願いいた
します。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　再質問にお答えしま
す。
　去る３月23日に、自民党本部で行われました外国
人観光客に対する医療ＰＴ会議に出席してまいりまし
た。そのとき、出席議員の方のお一人から、外国人観
光客が急増していろいろ問題が出てきているけれど
も、そういった問題の項目を見ると、県行政側がコン
トロールタワーとなって、市町村の火葬の問題とか、
航空会社、それから領事館へつながる役割を担う必要
があるんじゃないかというような御意見がございまし
た。それに対して、私のほうで沖縄県の医師会の要望
というのは、一つの部署に連絡をすれば領事館とのつ
ながりとか、通訳、それからもろもろのものを担って
くれる機関が欲しいということだと理解していると。
外国人といってもいろんな言語があって、きめ細かく
対応するためには、各都道府県で担ってくださいと
なった場合、効率性の面でいかがなものかと考えてい
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ると。その上で、外国人観光客をふやすというのは国
家の戦略でもありますので、ワンストップでできる機
関は国のほうで設置したほうがいいんじゃないかとい
うような意見を申し上げたところでございます。
　沖縄県としてどういうビジョンがあるのかというお
話でございますけれども、我々今考えているのは、医
療圏ごとに救急告示病院を中心とした１ないし２つの
医療機関、これを拠点機関としてそこで外国人観光客
に対応してもらおうと、医療提供体制してもらおう
と。そういった拠点機関には通訳とかいろいろな支援
を手厚くしていくと。かつその上で、未収金が発生し
た場合は、そこに対して一定の支援をすると。こうい
うものは、今回新たに観光旅客税というのが創設され
るという情報を得ていましたので、去る５月18日に、
この外国人観光客の問題は、省庁で言えば内閣官房の
健康医療戦略室とか、あるいは国土交通省の観光庁、
それから厚生労働省の医政局のほうが担っていますの
で、そこに担当課長を派遣しまして、こういったこと
を考えているという県の考え方を伝えているところで
ございまして、今後とも引き続き機会を見て、県の考え
方は説明していきたいというふうに思っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　２点だけです。
　公室長が今言っていましたけれども、知事の職務代
理者は置かないというふうに言っております。僕は、
県が置かないと決めたというんだったら、それなりに
置かないということで動くかもしれませんけれども、
144万県民のリーダーの今知事がしっかりと公務に出
ているのは理解できますけれども、きのうのこの大阪
の天災地変の災害とか緊急事態が起きた場合、こう
いったこと、後でたられば論になって、置いておけば
よかったねって、これ話になりませんよ。行政のリー
ダーとしてしっかり県民の生命財産を守るんだった
ら、仮に知事がこういう状況なんですから、大変きつ
い中かもしれませんけれども、であれば、知事も出る
なら出る。だけど職務代理者も置いて、緊急体制に応
じた体制を県はしっかりとるべきだと私は思っていま
すよ。これは、我々議会議員として、ほとんどの皆さ
ん方が認識できると思っています。その辺は、県はど
ういうふうに考えているのかお答えを願いたいと思い
ます。再度聞きたいと思っています。
　次、撤回の問題でありますけれども、翁長県政の悪
いところ、知事の悪いところは、いまだに国が協議に
応じないから俺たちはできないんだよと。そうじゃな

くて、もう撤回は、あの時点で、知事が当選したとき
に撤回するか、そして砂利が投入されるときに撤回か、
名護市長選の前に撤回か、この３つしかなかったんで
すよ。もう土砂が入るんですよ、８月には。そういっ
たことを考えれば、沖縄県は、やるならやると明確に
言ったらいいですよ。どうぞ、どうですか。（発言す
る者あり）　時期よ、時期。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　島袋議員の再々質問にお
答えいたします。
　まず職務代理の件ですが、地方自治法の観点から
は、先ほど公室長からの答弁があったとおりでござい
ます。
　昨日のような、いわゆる大地震が起こった場合の対
応ということについて、じゃどうするんだということ
ですが、沖縄県には危機管理監というのが置かれてご
ざいます。それは、知事公室長が対応しています。あ
わせまして、防災危機管理課が事務局になってござい
ますし、両副知事しっかり、また各部局がそれぞれ対
応するということで、そういった危機管理体制もしっ
かりやるということになってございます。また、平成
19年に仲井眞前知事が軽い脳梗塞で議会に出席でき
ませんでしたけれども、その当時にも職務代理者は実
は置いてございませんでした。そういったこともござ
いまして、沖縄県、しっかり翁長知事は意思判断でき
る状態ですので、しっかりと災害等についても対応し
てまいりたいというふうに考えてございます。
　それから、撤回につきましては、先ほども答弁さし
あげたとおりですけれども、やはり撤回というのは、
これまでやったものを覆すわけですから、法的な観点
からの丁寧な検討、これは不可欠だと考えておりま
す。こういったことを踏まえまして、沖縄県としまし
ては、日々の国の動きなど、全体的な流れを勘案しな
がら、あらゆる状況を想定して検討しているところで
す。県としてしっかり、放置できないような事態があ
れば、しっかりと対応してまいりたいというふうに考
えているところでございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時54分休憩
　　　午後１時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
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〇仲田　弘毅君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党、仲田です。
　代表質問を行います。
　１、普天間飛行場移設問題関係について。
　沖縄防衛局が2017年４月に辺野古移設工事に係る
埋立区域の護岸建設に着手してから１年が経過し、本
格的な土砂投入に向け準備は着々と進んでいるようで
あります。このような現状の中、知事の各支援団体か
らは早急な撤回を求める声が強まり、必ずやると明言
しながらこれまで引き延ばしてきた知事も無視できな
い大きな圧力になっていると考えております。撤回を
めぐっては、知事サイドだけではなく支援団体等にも
焦りの色が見られ、知事自身の健康上の問題が起きた
ことで、県内政局が混沌としてきております。
　また知事は、これまでオール沖縄からの候補として
２期目の出馬は既定路線であったはずであります。聞
くところでは、知事は意欲満々とのことですが、立場
の違いはあれ、関係なく、無理をしてはほしくないと
いうのが私の偽らざる心境であります。知事は任期中
に埋立承認の撤回をやる決意であると思いますが、撤
回すれば議会での対応、県民への説明、訴訟等の対応
など知事みずから正面に立たなければならないと考え
ており、それだけ撤回というのは重いものであります。
　以上のことを述べて質問を行います。
　(1)、辺野古移設問題について。
　ア、知事は、辺野古移設を阻止することが普天間飛
行場の早期返還につながるとしていたが、現状では、
知事は埋立承認を追認し、国の辺野古移設工事推進に
お墨つきを与えた。もはや普天間飛行場の早期返還を
図る手法は行き詰まっているのではないか伺いたい。
　イ、県民投票の署名集めが始まっている。今回の県
民投票は、知事の撤回の決断を後押しするものであ
り、政治的に偏った一方的な主張に利することを狙っ
たものである。事前説明もなく、市町村の準備等への
配慮もない。県民投票の結果は知事の撤回にどう影響
するか。また、仮に実施されるとなった場合の予算措
置と額、市町村への協力依頼はどのように行われるか
伺いたい。
　ウ、県は、環境保全措置の変更承認や工事停止を求
めるなど、沖縄防衛局に対し、行政指導、通知等を連
発しているが、今後の撤回に向けた理由づくりではな
いか伺いたい。
　エ、沖縄防衛局は、本格的な土砂投入に向け、県条
例に基づく事前の手続を行っているようですが、手続
の状況と県の対応について伺いたい。
　オ、サンゴ類の移植に必要な特別採捕許可を申請し

ているが、県の許可がおくれている。一度許可を受け
た申請と目的・方法は同じであり、さらに県の指摘を
踏まえた申請である。なぜおくれているのか伺いたい。
　カ、名護市辺野古東海岸で新たな漁協・組合設立認
可の再申請が出されたようでありますが、県は認可あ
りきで対応しているのではないか伺いたい。
　キ、県は、奥港からの石材の積み出しや護岸を使っ
た海上搬入は環境保全図書の変更に当たるとして変更
承認を求めている。今後奥港の使用申請は拒否すると
いうことか、前回許可したのは県のミスであったとい
うことか伺いたい。
　(2)、大規模返還用地の跡地利活用について。
　ア、西普天間住宅地区への普天間高校移転につい
て、県は、正式に移転断念を表明した。用地取得の見
込みがないことが理由のようであるが、そもそも当
初、移転計画に消極的で交渉がおくれたことが原因で
はないか。また、今後の計画について伺いたい。
　イ、国は、西普天間住宅地区の利活用について、沖
縄振興策を国家戦略の骨太方針に盛り込むとしている
が、利活用に向けた財政支援等への県の取り組みを伺
いたい。
　ウ、米軍牧港補給基地などからキャンプ・ハンセン
へ倉庫群の移設計画を金武町が受け入れた。普天間飛
行場を除く大規模基地返還の現状について伺いたい。
　２、県内産業の振興について。
　2017年度の県内倒産状況は前年度比8.5％減の43
件で、1975年度に統計が始まって以来、最少を記録
したようであります。県内企業活動が活発で県経済が
好調に推移していることがよくわかると思います。一
方、県は、製造業を中心に企業の立地・誘致を進めて
おり、その結果平成28年度末現在、企業立地数は76
社となっておりますが、県の目標には届いていないの
が現状であります。また、うるま地区を中心とする企
業立地が好調な情報通信産業については、ＩＴ投資の
増加に伴いＩＴ人材の不足が懸念されており、高い資
格を持つ人材の多くが県外企業へ流出していることが
指摘されております。そのためには、県内企業の経済
基盤の強化、経営力の向上と魅力ある企業の育成を図
り、スキルの高いハイレベルなＩＴ環境の整備が必要
であると考えております。
　そこで伺います。
　(1)、県経済の持続的発展を図るには、観光関連事
業の企業規模拡大や情報通信関連産業のさらなる活性
化、臨空・臨港型産業集積の迅速化などが求められて
いるが、県の取り組みの状況を伺いたい。
　(2)、県は、海外事務所の展開や委託駐在員の配置
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を進めているが、設置・配置の状況、基本目標や将来
計画は策定されているか伺いたい。
　(3)、泡盛の出荷量の減少がとまらない。若者や女
性の泡盛離れ、他のアルコール類との競合の激化など
要因が指摘されているが、根本の原因はどこにあると
考えるか伺いたい。
　(4)、泡盛業界は、個々の企業の経営規模の拡大や
統合の推進など、底辺の底上げ等が進んでいないと言
われ、ブランド化の強化や新製品開発等に向けた業界
全体の取り組みに課題があると言われる。県の認識と
支援策を伺いたい。
　(5)、2017年度の県内倒産状況は、統計が始まって
以来最少を記録し、企業活動・経済は好調に推移して
いるが、一方では技術職など人材不足は深刻であり、
企業活動にも影響が出ている。県の対策について伺い
たい。
　(6)、沖縄ＩＴ津梁パークは、５号棟の建設が始まり
整備が進んでいるが、これまでの整備の状況と今後の
計画について伺いたい。
　３、離島・過疎地域の振興について。
　本県は我が国唯一の島嶼県であり、その分布する海
域の範囲はおよそ本州の３分の２に匹敵し、その海域
には沖縄本島を除く39の有人離島が存在しておりま
す。地域不利性の解消のため県離島振興協議会及び県
過疎地域振興協議会は、地域住民の生活負担の軽減や
離島医療の充実強化、離島運賃の低減、水道事業の広
域化、情報通信の格差是正など離島・過疎地域の振興
に関する99項目をことしも県に要請しております。
このように離島・過疎地域においては地理的・社会的
特性に起因する各種不利性を乗り越え、住民が落ちつ
いて子供を産み育て、高齢者が住みなれた島や地域で
安心して暮らせる生活環境の整備が急がれておりま
す。離島の過疎地域の振興・活性化を図ることが人口
減少に歯どめをかけ、若者の定住につながるものと考
えております。
　そこで質問します。
　(1)、那覇―粟国線が運休している問題で、航空側
と協議が不調に終わり、沖縄撤退も懸念されている。
県としての離島航空路確保の基本方針とこの問題への
対応・対策について伺いたい。
　(2)、離島・過疎地域では、人口減少による児童生徒
の激減で学校の統廃合が進んでいる。現状と地域の生
活にどのような変化が生じているか。また、統合によ
りどのようなメリットや効果が生まれたか伺いたい。
　(3)、改正離島振興計画に基づく教育文化の振興に
ついて、人口減少や若者の流出が続く離島・過疎地域

では、文化の継承者・後継者不足が大きな課題となっ
ている。効果的な具体策について伺いたい。
　(4)、離島における定住条件の整備については、割
高な交通・生活コストの低減を図ることが重要であり
ます。改正離島振興計画で住民の負担軽減に向けて具
体的な施策展開をどのように図るか伺いたい。
　(5)、離島における農林水産業の振興について、各
離島の特色を生かした品目等の生産振興を図るとして
いるが、台風被害や大雨被害、干ばつ等に強い農林水
産業の育成が求められている。取り組みを伺いたい。
　(6)、伊平屋・伊是名架橋の整備及び伊平屋空港の
整備について、計画の現状と今後の取り組みについて
伺いたい。
　４、子ども・子育て支援について。
　県内における待機児童の解消が問題となっている
中、県は待機児童数ゼロを目指し各種施策を展開して
おりますが、依然解消にはほど遠いのが現状でありま
す。適正な受け入れ計画を策定し、保育所整備を進め
ながらも肝心な保育士の十分な確保ができず、受け入
れ枠はありながら入所できない児童が生じていること
も事実であり、実態であります。那覇市においては120
カ所の園の総定員が9777人であるにもかかわらず、
入所児童数は9240人、537人の受け入れ枠がありな
がら入所できず、待機児童となっている報告もありま
す。待機児童の根本的な解消には施設の増設や拡大を
図るだけでなく、保育を支える保育士の確保が前提で
あり、そのためには保育士の待遇改善が必要でありま
す。県の外部監査でも県内保育士の待遇は全国下位の
水準との指摘もあり、早急な待遇改善が待機児童解消
につながるものと考えております。本県の保育園問題
は全国に比べ底が深く、要因の一つとして認可外保育
園が多いという実態があります。また1947年の児童
福祉法の制定が米軍統治下の沖縄では適用されず、民
間による保育の業がなされ、認可園の整備が大きくお
くれた背景もあります。
　そこで伺います。
　(1)、市町村は、出生数などから就学児童数を見込
み、保育所等の増設等を勘案し、保育ニーズを適切に
見込んだ上で整備計画の見直しを行っている。それに
もかかわらず待機児童の解消につながらないのはなぜ
か伺いたい。
　(2)、国は、2020年度から全面実施する幼児教育・
保育の無償化に向け、認可外保育所に子供を預ける世
帯の補助制度の考えをまとめたようである。本県は、
認可外が多いことから、県としてどのような対応を求
められるか伺いたい。
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　(3)、県は、保育士の確保に向けさまざまな支援策
を実施しているが、市町村における保育士不足は依然
深刻であります。那覇市においては、75人も不足し30
の園で児童293人の受け入れ枠に対応できないと言わ
れている。県として思い切った対応策を検討する必要
があるのではないか伺いたい。
　(4)、学童クラブに関し、平成29年５月１日現在、
848人の学童待機がいるようだが、解消が遠くなると
子供たちや両親への影響が避けられない。県の対応、
取り組みを伺いたい。
　(5)、乳幼児の発達時期における幼児教育の重要性
が高まっているが、黄金っ子応援プランに基づく、質
の高い乳幼児期の教育・保育はどのように行われてい
るか、具体的施策とその成果について伺いたい。
　(6)、2017年、県内の児童虐待件数は、過去10年で
最多となっているが、相談等の内容と虐待防止に向け
た県の取り組みについて伺いたい。
　５、地域福祉・医療の充実強化について。
　2008年ごろから地方における医師不足や診療科の
偏在が深刻となり顕著になったことで、国においては
大学医学部の入学定員数増を図るなど対策を講じてき
ましたが、医師の偏在問題は根本的解決に至っており
ません。本県においても、県立病院の医師不足は慢性
化しており、平成30年２月現在、５カ所の病院で外
来診療の休止が続き、特に北部病院では外科と産婦人
科で診療の一部を制限しているとの状況があります。
県は医師不足のため、例年全国を飛び回り奔走してお
りますが、今後は地方勤務を希望する都市圏大病院や
大学病院の若手医師を呼び込み、受けとめる仕組みづ
くりの構築、そして働きやすい環境づくりをいかに進
めていくかが重要であります。一方、高齢化の進展で
老老介護が深刻の度を増しております。特別養護老人
ホームの待機者や在宅介護においても、肝心な介護士
不足は介護する人の精神的・肉体的負担を想像以上に
苛酷なものにしており、対策が求められております。
　そこでお聞きします。
　(1)、北部地区の基幹病院整備計画について、北部
12市町村のうち、名護市や本部町、金武町など９市町
村が費用など地元負担のあり方に難色を示しているよ
うだが、経営形態や費用負担等の地元の求めにどう応
えていくか伺いたい。
　(2)、厚労省は、女性医師の働きやすい環境づくり
に向け、2018年度の診療報酬改定で常勤医師の配置
基準を緩め、非常勤医師の配置ができるようにしたよ
うであります。女性医師の家庭との両立が図られるも
のと考えておりますが、県の対応を伺いたい。

　(3)、県立病院において、医師不足により５つの診
療科で外来診療を休止しており、また、北部病院で
は、外科、産婦人科で診療の一部制限が行われている
ようであります。県は、県内外大学等への医師派遣や
ネットワークを活用した医師確保に努めているとして
おりますが、現状と見通しについて伺いたい。 
　(4)、緩和ケアの認定看護師育成教育が開設されて
おりますが、その目的と必要性について伺いたい。
　(5)、北部基幹病院設立に向け検討が進められてお
りますが、北部看護学校の存続について、県の考えを
伺いたい。
　(6)、県は、はしか流行に関し終息宣言を行ったが、
学級閉鎖や観光客のキャンセルなど影響が出た。今回
の流行では医療機関での感染もあり、予防接種の必要
性が浮き彫りとなった。今後の対策と対応について伺
いたい。 
　(7)、県内薬剤師不足の解消を図るため、県内の国
公立大学への薬学部・学科の設置が求められている
が、県の認識と設置に向け取り組む考えがあるかお聞
きしたい。 
　(8)、軽度介護サービスが市町村の事業に移行され、
介護保険から切り離されたことで、事業から撤退する
自治体が出ているようでありますが、本県の状況と利
用者への影響について伺いたい。 
　６、教育・文化・スポーツの振興について。
　国際社会がグローバル化し、さまざまな情報が瞬時
に受け取れる便利な社会になりました。国際的に豊か
な人材育成が必要になり、学校教育においても国際社
会に対応したグローバル教育を推進していくことが求
められております。本県児童生徒の思考力・判断力・
表現力を育成するため、児童生徒が主体的に問題を見
つけ、対話を通じて問題解決を図る授業に転換してい
く必要があると言われております。
　県においても、学力向上推進プロジェクトをもと
に、主体的・対話的で深い学びとするアクティブラー
ニングの視点から授業改善を推進しておりますし、具
体的には、小学校での英語教育を18年度から先行実施
し、聞く・話す中心の外国語教育を３年生から６年生
まで行うとしております。一方、内閣府と与那国町で
は、高校進学のため島を離れる、いわゆる十五の春を
解消するため、琉球大学と連携し３年間の情報通信技
術（ＩＣＴ）を活用したモデル事業の実証実験が開始
されました。今後は、通信制高校の設立に向け、高校
卒業資格認定なども検討されており、多くの課題もあ
ると思いますが、県教育委員会として積極的なかかわ
りや支援が必要であると考えます。
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　そこで伺います。 
　(1)、沖縄県教育振興基本計画が策定され７年が経
過した。みずから学ぶ意欲を育む学校教育の充実につ
いて、どの程度達成されたと考えるか伺いたい。
　(2)、本県において幼児教育を進める上で、幼稚園で
の３歳児保育の少なさや教員不足が課題とされるが、
現状と背景、また幼児教育無償化が実施された場合、
３歳児受け入れ増加に備えた体制整備はできているか
伺いたい。
　(3)、児童が下校時に事故や事件に巻き込まれる事例
が各地で起きている。社会環境の変化や地域で子供を
見守るという連帯が薄れている中、子供の登下校にお
ける安全対策はどのように指導しているか伺いたい。
　(4)、県教育委員会は、いじめ防止対策として、県
いじめ対応マニュアル等を活用し取り組んでいる。実
態は増加傾向にあり、いじめが原因で自殺に追い込ま
れる事例も起きている。いじめの初動対応の徹底が必
要ではないか伺いたい。
　(5)、2019年度から中学校で使用される道徳の教科
書は、いじめに関する内容を多く扱っているが、いじ
め防止の観点から道徳の授業の必要性について見解を
伺いたい。
　(6)、夜間中学珊瑚舎スコーレへの支援は昨年で打
ち切られたが、支援の継続を求める声で一転して支援
継続が表明された。一貫性のない行政運営は信頼を欠
くが、打ち切りを決定した理由と継続を決めた理由等
について伺いたい。
　(7)、新・沖縄県発達障害児（者）支援体制整備計
画は、平成30年度で期限が切れるが、５年間で実施し
た主な施策と成果について伺いたい。
　(8)、政府は、奄美・徳之島・沖縄島北部及び西表
島の世界自然遺産登録推薦を取り下げたが、取り下げ
に至った理由と今後に向けた取り組みについて伺いた
い。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　仲田弘毅議員の御質問にお答
えをいたします。
　県内産業の振興についてに関する御質問の中の２の
(1)、観光関連産業、情報通信関連産業及び臨空・臨
港型産業の振興に向けた取り組みについてお答えをい
たします。
　観光関連産業では、滞在日数の長い欧米客や消費単
価の高い富裕層の誘致を初め、修学旅行やプロ野球
キャンプ誘致等による平準化、離島周遊観光の推進、

観光人材の育成・確保等により、観光関連産業の経営
安定化及び企業規模拡大の促進に引き続き取り組んで
まいります。情報通信関連産業では、ＡＩやＩｏＴな
どの先端技術への対応や、観光産業、農林水産業など
他の産業との連携促進を図る必要があり、県において
は、一般財団法人沖縄ＩＴイノベーション戦略セン
ターを設立し、先端技術への対応支援や、ＩＴ産業と
各産業とのマッチング促進などに取り組んでまいりま
す。臨空・臨港型産業では、税制優遇措置等をインセ
ンティブとしたプロモーション活動等を実施しており、
今年度は、航空関連産業クラスターの集積に向け、誘
致活動に取り組んでまいります。
　次に２の(6)、沖縄ＩＴ津梁パークのこれまでの整
備状況と今後の計画についてお答えをいたします。
　沖縄ＩＴ津梁パークは、これまで全体の53.8％が整
備済みとなっており、平成30年４月末現在、９棟の施
設に合計29社が入居し、2191人が就業しております。
企業集積施設については、５号棟に加え、平成31年度
には６号棟の建設も予定しております。
　県としましては、企業集積施設のほか、アジアと日
本企業の連携・協業拠点となるアジアＩＴビジネスセ
ンター（仮称）などの整備を進め、アジア有数の国際
情報通信拠点スマートハブの形成を目指してまいりま
す。
　次に、離島・過疎地域の振興についてに関する御質
問の中の３の(5)、離島の農林水産業の振興と自然災
害への対策についてお答えをいたします。
　離島の活性化のためには、基幹産業である農林水産
業の振興が重要であると考えております。具体的な取
り組みとしては、農業用機械や施設整備による農作物
の安定生産対策、畑地かんがい、漁港施設など生産基
盤の整備、農林漁業者の担い手育成・確保などの諸施
策に取り組んでおります。また、台風など自然災害へ
の対策として、災害に強い栽培施設の整備、農地防風
林の整備、強風や干ばつに強いサトウキビ品種の育成
などに取り組んでいるところであります。
　沖縄県としましては、今後とも、離島の農林水産業
の振興に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　仲田弘毅議員の１、普
天間飛行場移設問題関係の(1)のア、普天間飛行場の
早期返還についてお答えします。
　県は、普天間飛行場の早期返還及び５年以内の運用
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停止を含む危険性除去を政府に対し繰り返し強く求め
ているところです。
　県としましては、ことし２月に全会一致で可決され
た５年以内運用停止の期限を待たず、直ちに運用を停
止することを求めた県議会決議も踏まえ、今後も引き
続き普天間飛行場の早期返還及び危険性の除去を政府
に対し強く求めてまいります。
　同じく１の(1)のイ、県民投票の撤回への影響、市
町村への協力依頼についてお答えいたします。
　これまでに他の地方公共団体で実施された住民投票
は、その施策決定に大きな影響を与えてきたものと認
識しております。一方、公有水面埋立法に違反してい
ることを理由として撤回をするという知事の判断は、
県民投票の時期やその結果に縛られるものではないと
考えております。条例制定請求がなされた場合には、
県民投票に関する事務を市町村に移譲することについ
て、地方自治法の規定に基づき、市町村長と協議を
行ってまいりたいと考えております。
　なお、平成８年に実施された県民投票における予算
は、決算額で約４億4000万円となっております。
　同じく１の(1)のウ、沖縄防衛局への行政指導につ
いてお答えいたします。
　沖縄防衛局は、公有水面埋立法に基づく埋立承認に
付した留意事項に違反して辺野古新基地建設工事を進
めております。留意事項に付した事前協議の趣旨は、
最終的な実施設計及びそれに基づいて詳細検討した環
境保全対策等の実効性を確認するものであります。そ
のため、沖縄県としては、法律による行政の原理のも
と、留意事項違反の状態を放置することはできないこ
とから、沖縄防衛局に対して、留意事項を遵守し、工
事を停止して沖縄県との事前協議に応じるよう、行政
指導を行っているところです。
　同じく１の(2)のウ、大規模基地返還の現状につい
てお答えいたします。
　ＳＡＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計画で示さ
れた返還予定面積5438ヘクタールのうち、これまで、
北部訓練場、読谷補助飛行場、ギンバル訓練場、瀬名
波通信施設、楚辺通信所など約4450ヘクタールが返
還されております。また、統合計画において、牧港補
給基地やキャンプ瑞慶覧の移設先とされているトリイ
通信施設、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・ハンセンに
おけるマスタープランが日米合同委員会で合意されて
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕

〇環境部長（大浜浩志君）　１、普天間飛行場移設問
題関係についての質問の中の、条例に係る手続状況と
対応についてお答えします。
　普天間飛行場代替施設建設事業においては、６月12
日に、沖縄県赤土等流出防止条例に基づいて事業行為
通知書が提出されました。提出された通知書に対して
は、条例で定める施設基準及び管理基準への適合を確
認するとともに、専門家の意見を聞くこととしてお
り、必要に応じ協議を求めるなど、厳正に審査してま
いります。
　次に６、教育・文化・スポーツの振興についての御
質問の中の、世界自然遺産登録推薦の取り下げ理由と
今後の取り組みについてお答えします。
　今回の世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮの評価報告
書によれば、延期勧告の主な理由として、１、分断さ
れた小規模な区域が複数あること、２、北部訓練場返
還地が推薦地に含まれていないことの２点が示されて
おります。これらの課題に対応することで、世界自然
遺産登録の可能性が十分にあるとしていることから、
国において、確実な登録を実現するために、推薦を一
旦取り下げ、早期に推薦書を再提出し、再度審査を受
けることが最適な方法と判断したとのことであります。
　県としましては、ヤンバル地域及び西表島の世界自
然遺産登録に向け、国や地元関係団体と連携しなが
ら、示された課題にしっかりと対応し、確実かつ可能
な限り早期の遺産登録の実現に向けて取り組んでまい
ります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　１、普天間飛行場移
設問題関係についての御質問の中の(1)オ、オキナワ
ハマサンゴに係る特別採捕許可申請への対応について
お答えいたします。
　沖縄防衛局から平成30年３月20日付で提出された
オキナワハマサンゴ１群体に関する特別採捕許可申請
については、申請内容の妥当性などを判断する必要か
ら、５月18日付文書により、当該サンゴにおける食害
対策などに関して説明を求めたところであります。そ
の後、沖縄防衛局から、５月28日開催の第15回環境
監視等委員会において指導助言を受けた回答書が、６
月６日付で県に提出されております。現在、当該回答
内容を含めて、本件申請の審査を行っているところで
あり、今後も沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿って、厳
正かつ適切に対応してまいります。
　同じく(1)カ、名護市東海岸地域の新たな漁協設立
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認可の申請についてお答えいたします。
　名護市東海岸地域において、新たな漁業協同組合を
設立する手続が進められております。名護市内で、平
成30年４月20日に開催された創立総会では、認可申請
に必要な定款、事業計画等が議決され、５月９日に設
立認可申請書が県に提出されております。
　県としましては、水産業協同組合法にのっとり、厳
正かつ適切に審査しているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、普天間飛行場移
設問題関係について(1)のキ、奥港の使用許可について
お答えいたします。
　港湾施設の使用許可については、港湾関係法令等に
基づき処理するものとしており、昨年９月上旬に行っ
た奥港の使用許可についても、関係法令等に基づき適
切に処理したものであります。
　次に３、離島・過疎地域の振興について(6)のア、
伊平屋・伊是名架橋の取り組みについてお答えいたし
ます。
　伊平屋・伊是名架橋については、伊平屋・伊是名両
村からの要望等を受けて、平成23年度に整備の可能
性調査を実施しました。この調査においては、将来交
通量や技術上及び環境上の課題、また、これまで実施
してきた離島架橋に比べ、距離が長く大規模であり、
費用対効果や膨大な予算の確保など解決すべき課題が
多いことが明らかとなっております。今年度は、調査
検討の精度向上を目的に、昨年度に引き続き、追加の
ボーリング調査を行う予定であり、建設工事費の縮減
等、課題解決に向け取り組んでいきたいと考えており
ます。
　次に同じく(6)のイ、伊平屋空港整備に関する取り
組みについてお答えいたします。
　県は、伊平屋空港建設予定地における航空機の就航
率確認のための気象観測調査を実施するとともに、伊
平屋・伊是名両村の住民などを対象にしたアンケート
調査の結果を踏まえ、潜在需要などの確認・検証に取
り組んでいるところであります。今後は、気象観測調
査を継続するとともに就航会社の確定や需要予測、費
用対効果の確保などの課題解決に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１の(2)のアの(ｱ)、西普天

間住宅地区跡地における普天間高校移設に向けた取り
組みの経緯についての御質問にお答えいたします。
　西普天間住宅地区跡地への普天間高校の移設につい
ては、昨年８月末に取り組みを開始して以降、先行取
得事業による土地の買い取りを初め、現高校用地との
換地まで手法の幅を広げて取り組んでまいりました。
しかしながら、平成30年２月から宜野湾市と共同で
行った個別ヒアリングにおいて、地権者の多くが、高
校の移設自体には賛成されているものの、同跡地内で
の土地の自己活用を希望しており、移設に必要な高校
用地の確保は極めて厳しいことが確認されました。こ
のため、西普天間住宅地区跡地全体の円滑な利用促進
を勘案し、普天間高校の同跡地への移設を見直すこと
としたものでございます。
　次に同じく(2)のイ、西普天間住宅地区跡地の利活
用に向けた県の取り組みについてお答えいたします。
　沖縄県では、西普天間住宅地区跡地の利活用に向け
た取り組みとして、国、宜野湾市、琉球大学、市地主
会等と連携しながら、跡地利用計画の策定や沖縄健康
医療拠点の形成に向けた協議を行ってまいりました。
また、宜野湾市及び琉球大学との３者により、国に対
し、同地区の跡地利用に係る財政支援等を要請するな
ど、関係機関等との連携のもと、同地区の跡地利用に
向け取り組んでいるところであります。
　次に３、離島・過疎地域の振興についての中の(1)、
那覇―粟国航空路線への対応についての御質問にお答
えいたします。
　離島航空路線は、離島住民の生活や産業活動にとっ
て非常に重要な交通手段であります。このため、県で
は離島航空路線を確保、維持するため、運航費や航空
機購入費に対し、国等と協調して支援を行っておりま
す。那覇―粟国航空路線については、就航可能な航空
会社の確保に向けて、関係機関と連携して取り組むこ
ととしております。また、航空会社や関係市町村で構
成する沖縄県離島航空路線確保維持協議会において、
小規模離島の航空路線の持続的な運航のための方策等
について、具体的に検討していきたいと考えておりま
す。
　同じく３の(4)、離島における交通生活コストの低
減についての御質問にお答えいたします。
　県では、離島住民の割高な船賃及び航空運賃を低減
する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業や割高な
生活コストを低減する離島食品・日用品輸送費等補助
事業を実施しております。
　県としましては、引き続き離島における交通コスト
及び生活コストの低減に努めてまいります。
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　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１の普天間飛行場移設問題
関係についての御質問で(2)のアの(ｲ)、今後の普天間
高校の整備計画についてお答えいたします。
　西普天間住宅地区跡地への普天間高校の移転につい
ては、用地の取得状況から、かなわないこととなりま
した。
　県教育委員会としましては、普天間高校の良好な教
育環境の整備については、関係機関と連携しながら、
さまざまな観点から今後も検討していく必要があると
認識しております。
　次に、３の離島・過疎地域の振興についての御質問
で(2)、学校統廃合の現状、効果等についてお答えいた
します。
　平成30年度までの過去10年間の離島・過疎地域に
おける学校統廃合の状況につきましては、小学校で新
設１校、廃止９校、中学校で新設１校、廃止８校となっ
ております。特に、離島地域における学校は、地域コ
ミュニティーの核として住民の集う場となっている地
域もあるため、学校の持つ地域的意義が都市地区に比
べ高くなっております。また、学校の統廃合の利点と
しましては、複式学級の解消や集団学習の実施、専門
教科教員の配置などによる教育環境の充実が挙げられ
ます。
　次に、６の教育・文化・スポーツの振興についての
御質問で(1)、教育振興基本計画についての質問にお
答えいたします。
　「自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充実」について
は、沖縄県教育振興基本計画の主要施策の一つに掲
げ、心の教育の充実や確かな学力の確立、健やかな心
と体を育む教育の充実などに取り組んでまいりまし
た。これまでの成果については、全国学力・学習状況
調査において、小学校が飛躍的に向上したことや、高
校卒業時の進路決定率及び大学等進学率が向上したこ
とが挙げられます。児童生徒の不登校など課題も残さ
れておりますが、目標値の達成に向け、おおむね順調
に推移しているものと考えております。
　県教育委員会としましては、引き続き、沖縄の次代
を担いグローバルに活躍できる人材を育成するため、
教育の振興に取り組んでまいります。
　次、同じく６の(2)で、幼児教育の現状と課題等に
ついての御質問にお答えいたします。
　県の実態調査において、公立幼稚園で３歳児を受け
入れている園数は、平成28年度は８園、平成29年度は

15園、今年度は23園となっております。平成31年10
月から全面実施される幼児教育の無償化により、公立
幼稚園への入園希望者の大幅な増加が見込まれます。
このような中で、３歳児保育の受け皿確保には、保育
室や教員の確保等の課題が挙げられます。
　県教育委員会としましては、設置者である市町村に
対し、３年保育の実施に向け、体制整備への理解が得
られるよう努めてまいります。
　次に同じく６の(3)、登下校時における安全対策に
ついての御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では、各学校、市町村教育委員会に対
し、「児童生徒の通学時の安全確保について」を通知
し、実効性のある安全対策を依頼しているところであ
ります。各学校においては、ＰＴＡや地域・学校安全
ボランティア、警察等が連携し、通学路や横断歩道で
の立哨活動等を通して登下校時の安全確保に努めてい
るところであります。今後とも学校、地域、警察な
ど、関係機関と連携を図り、登下校時における安全対
策に努めてまいります。
　次に、同じく６の(4)、いじめの初動対応の徹底に
ついての御質問にお答えいたします。
　本県のいじめ認知件数の増加は、いじめの定義がよ
り一層周知され、児童生徒、教師、保護者ともに、さ
さいないじめも見逃さず、積極的に認知したことが主
な要因と考えられます。また、各学校においては、ア
ンケート調査や教育相談の実施、いじめ対策委員会の
設置など、未然防止・早期発見・早期対応を図ってお
ります。
　県教育委員会としましては、研修会等による教職員
の指導力の向上、スクールカウンセラー等の配置拡充
による支援体制の充実に努めております。
　次に６の(5)で、いじめ防止と道徳の授業の必要性
についての御質問にお答えいたします。
　今回の道徳教育の改善に関する議論の発端となった
のは、いじめ問題への対応であります。児童生徒がよ
りよい学校生活を送るためにも、道徳教育を充実させ
ることは重要なことだと考えております。児童生徒が
現実の困難な問題に主体的に対処することのできる実
効性のある力を育成していく上で、道徳教育も大きな
役割を果たすことが強く求められております。
　県教育委員会としましては、このような経緯を踏ま
え、道徳の授業を通して心の教育を推進してまいりま
す。
　次に同じく６の(6)、珊瑚舎スコーレについての御
質問にお答えいたします。
　戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者支援事
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業は、平成23年度から実施してまいりましたが、支
援者数等事業の目的がおおむね達成できたと判断し、
平成29年度をもって終了したところであります。県
教育委員会では、平成28年度に成立した義務教育の
段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等
に関する法律を踏まえ、公立中学校夜間学級等設置検
討委員会において、夜間中学のあり方等について検討
を行っており、戦中戦後の義務教育未修了者について
も、その検討を踏まえて対応することとしておりまし
た。しかしながら、検討委員会におけるさまざまな課
題の整理に時間を要することが想定され、また、今年
度も珊瑚舎スコーレに新たな入学者や継続して学びた
い意向を示す方がいるなどの状況があります。このよ
うなことを踏まえ、県教育委員会としましては、戦中
戦後の混乱期における義務教育未修了者について、早
期に支援が行えるよう取り組んでいるところでありま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　２、県内産業の振
興についての(2)、海外事務所及び委託駐在員の設置・
配置状況と基本目標、将来計画についてにお答えいた
します。
　県では、公益財団法人沖縄県産業振興公社を通じ、
北京、上海、香港、台湾及びシンガポールの５カ所に
県職員を駐在員とする海外事務所を設置しておりま
す。また、タイやマレーシアなどに委託駐在員を配置
し、県産品の販路拡大や観光誘客など、経済交流促進
に向けてさまざまな取り組みを展開しております。
　県としましては、今後も、県内企業の海外展開促進
や国際ネットワーク形成のため、沖縄21世紀ビジョン
基本計画やアジア経済戦略構想に基づき、海外事務所
等の機能強化を図り、さらなる経済交流を推進してま
いります。
　同じく２の(3)、泡盛の出荷量減少の根本の原因に
ついてにお答えいたします。
　泡盛出荷量の減少につきましては、若者や女性の泡
盛離れや他のアルコール類との競合の激化、消費者嗜
好の多様化の要因に加え、経営改善に対する取り組み
が十分でなかったこと等が根本的な原因であると考え
ております。
　同じく２の(4)、泡盛業界の課題に対する県の認識
と支援策についてにお答えいたします。
　泡盛業界については、経営規模による企業特性や離
島など地域の実情に合った取り組みに加え、経営基盤

の強化のための対策など、個別酒造所の抱える課題へ
の対応が十分ではなかったものと認識しております。
そのため、県では、泡盛振興協議会及び推進部会を設
置し、異業種と連携した幅広い支援体制を構築して、
経営状況に応じた総合的な支援策を展開しておりま
す。具体的には、経営基盤強化に向けた経営改革プラ
ンの策定支援や、出荷量増加に向けた商品開発及びブ
ランド力強化に対するハンズオン支援等を実施してい
るところであります。
　同じく２の(5)、人手不足の対策についてにお答え
いたします。
　雇用情勢が着実に改善する中、建設、保育、介護、
看護、宿泊・飲食などの分野において、人手不足が顕
著になっております。要因としましては、地域間や職
種間、労働条件などのミスマッチが挙げられます。そ
のため、県においては、働きやすい環境づくり、正規
雇用化の促進、キャリア教育などに取り組むととも
に、女性、高齢者、障害者の雇用促進に取り組んでお
ります。また、各業界の取り組みを促進するため、関
係部局等による連絡会議を開催し、情報共有と連携強
化を図っているところであります。
　以上でございます。
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　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）　３、離
島・過疎地域の振興についての御質問の中の(3)、離
島・過疎地域における文化継承等についてにお答えい
たします。
　沖縄県の離島・過疎地域は、多様で豊かな文化資源
を有しており、その保存・継承を図っていくことは大
変重要であると認識しております。そのため、県立芸
術大学において、離島・過疎地域を含めた県内の伝統
芸能を学べるカリキュラムを実践しているほか、講演
会、講座などを中心とした移動大学を毎年度開催して
おります。また、八重山地域の伝統芸能等の人材育成
を目的とした民間団体の取り組みに対して支援を実施
しているほか、離島・過疎地域などの文化の現状・課
題を伝えるシマでシンポジウムや、伝統芸能の魅力を
発信する特選沖縄の伝統芸能の開催などにより、地域
の伝統文化への関心を深める環境づくりにも努めてい
るところであります。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　４、子ども・
子育て支援についての御質問の中の(1)、保育所等整備
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計画の見直しと待機児童解消についてお答えいたしま
す。
　市町村においては、待機児童解消を図るため、市町
村子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育所等の
整備を行っております。しかしながら、潜在需要の掘
り起こし等による保育ニーズの高まりを受け、平成31
年度までに待機児童解消を図る計画の見直しを行った
ところであります。
　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
向け取り組んでまいります。
　同じく４の(2)、保育の無償化における認可外保育
施設についてお答えいたします。
　幼児教育・保育の無償化については、全ての子供に
質の高い幼児教育・保育を保障するため、その拡充を
図ることは重要であると考えております。５月に示さ
れた国の検討委員会の報告書では認可外保育施設は、
保育の必要性が認められる３歳から５歳児の世帯に
３万7000円、ゼロ歳から２歳児までは住民税非課税
世帯に限り４万2000円を上限にそれぞれ補助し、無
償化の対象要件である指導監督の基準を満たすことに
ついては、５年間の猶予期間を設けることとしており
ます。
　県としましては、国の動向を注視しながら情報収集
に努めるとともに、引き続き市町村とも連携し、質の
確保・向上に取り組んでまいります。
　同じく４の(3)、保育士確保の取り組みについてお
答えします。
　県においては、修学資金の貸し付けや市町村が行う
保育士試験対策講座の費用補助、また潜在保育士に対
する就職準備金の貸し付けや復職支援などにより保育
士の確保に努めております。保育士の処遇改善につい
ては、公定価格における賃金改善要件分が確実に保育
士賃金に反映されていることを確認するほか、県独自
の施策として、保育士の正規雇用化や年休取得の支援
事業などに加え、今年度から新たに休憩取得の支援を
実施しており、引き続き処遇改善の取り組みを強化し
てまいります。
　同じく４の(4)、放課後児童クラブの待機児童に対
する県の対応についてお答えします。
　放課後児童クラブ実施状況調査の速報値によると、
平成30年５月１日現在の登録できなかった児童数は
760人となっており、前年度と比較して88人減少して
おります。県は、市町村が行う公的施設活用クラブの
施設整備や運営費等に対する支援を行っており、県内

クラブの月額平均利用料は、平成24年度の１万711
円から29年度は9199円に低減しております。引き続
き、市町村と連携し、登録できない児童の解消及び児
童の健全育成に取り組んでまいります。
　同じく４の(5)、質の高い乳幼児の教育・保育の施
策とその成果についてお答えします。
　乳幼児期は、豊かな人格形成の基礎を培う重要な時
期であり、質の高い幼児教育・保育が提供されること
が重要であると考えております。具体的な施策としま
しては、県教育庁と連携し、初任者の実践的指導力の
育成及び中堅教諭等の資質向上を目指した研修を実施
しております。また、保育士等の専門性の向上を図る
ため、乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育等の専
門分野についてキャリアアップ研修を実施しておりま
す。さらに、乳幼児期に育てたい資質・能力を確保す
るため、各施設の手引書となる編成要領の作成に取り
組んでおります。
　同じく４の(6)、児童虐待の内容と虐待防止の取り
組みについてお答えいたします。
　平成28年度に本県の児童相談所で処理した児童虐
待相談件数は713件となっており、その内訳は、心理
的虐待が一番多く、次いで身体的虐待、ネグレクト、
性的虐待の順となっています。本県においては、居住
実態が明確でない児童に関する調査や市町村が実施す
る各種健診等により、支援を必要とする家庭や子供の
早期の把握に努めています。さらに、児童相談所や警
察等が参加する要保護児童対策地域協議会において、
情報の共有並びに必要な支援につなげることにより、
児童虐待の未然防止に取り組んでおります。
　次に５、地域福祉・医療の充実強化についての御質
問の中の(8)、軽度介護サービスの状況と利用者への
影響についてお答えします。
　介護保険での従来の予防給付のうち、要支援１と２
の訪問介護及び通所介護について、県内市町村は全て
総合事業に移行しております。県が市町村に対し行っ
た調査では、利用者がサービスを受けられなくなるな
どの影響は、特に報告されておりません。
　県としては、介護が必要な人に必要なサービスが提供
できるよう、市町村と連携し取り組んでまいります。
　次に６、教育・文化・スポーツの振興についての御
質問の中の(7)、発達障害児（者）支援体制整備計画の
施策等についてお答えします。
　県では、新・沖縄県発達障害児（者）支援体制整備
計画の５年間での主な施策として、発達障害児（者）
に対する相談支援や人材育成、普及啓発活動等を総合
的に行う沖縄県発達障害者支援センター運営事業、市
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町村での支援体制整備を促進する市町村発達障害者支
援体制サポート事業、地域の医療機関等の対応力向上
を図るかかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業な
どを実施し、着実に地域での支援体制の整備が進展し
ているものと考えております。
　県としましては、引き続き、発達障害児（者）が身
近な地域で適切な支援を受けられるよう、今年度中に
新たな計画を策定することとしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　まず初めに、５の地
域福祉・医療の充実強化についての御質問の中の(1)、
北部基幹病院についての御質問にお答えします。
　北部基幹病院につきましては、これまで３回協議会
を開催し、統合に当たって整理すべき課題に関する県
の考え方について北部地区医師会及び北部12市町村
へ説明を行い、それに対する意見を聴取したところで
あります。その中で、北部地区医師会及び北部12市
町村からは、経営形態についても議論する必要がある
との意見がありましたので、次回協議会において、医
師及び医療従事者の確保、経営の自由度及び効率性、
雇用に与える影響などの経営形態ごとのメリット・デ
メリットを整理した上で議論することとしておりま
す。また、市町村からは、地元負担の考え方を整理す
る必要があるとの意見がございましたので、県としま
しては、地元負担の必要性及び妥当性を整理した上
で、引き続き協議していきたいと考えております。
　次に、(2)の2018年度の診療報酬改定についての御
質問にお答えします。
　今般の診療報酬改定では、医療機関が小児科、産婦
人科、精神科、リハビリテーション科、麻酔科等にか
かる特定の診療報酬を審査支払い機関に請求する際の
要件となる各科の常勤医師配置基準が緩和され、複数
の非常勤医師を組み合わせて常勤換算することが可能
となったところであり、医師とりわけ女性医師の柔軟
な働き方の実現に資するものと認識しております。
　次に、(4)の緩和ケアの認定看護師育成教育につい
ての御質問にお答えします。
　緩和ケア認定看護師の育成は、がん患者と家族に対
し、心と体の痛みを緩和できる実践力の高い看護師の
育成を目的としております。県は、これまで感染管理、
皮膚排せつケア分野の認定看護師教育を支援してきま
したが、がん罹患者数の増加等に伴い、緩和ケア認定
看護師も積極的に育成する必要があると考えたところ
であります。このため、県内で緩和ケアの教育課程を

開講する沖縄県看護協会や、県外の教育課程に看護師
を派遣する医療機関に対して補助を行い、その育成を
図っているところであります。
　次に、(5)の北部看護学校についての御質問にお答
えします。
　現在、北部市町村会の役員、学校関係者及び有識者
で構成される検討委員会が設置され、北部看護学校の
存続方法についての検討が行われております。北部看
護学校は本県の看護師養成の一翼を担っている養成校
でありますので、県としましては、関係者から相談等
がありましたら、適切に対応していきたいと考えてお
ります。
　次に、(6)の今後のはしか対策についての御質問に
お答えします。
　今回のはしかの流行は一旦終息することができまし
たが、今後も同様な事例が発生することが十分考えら
れます。そのため県では、関係機関と連携し、定期予
防接種実施率の向上に向けた対策強化及び定期予防接
種未接種者に対する接種の推奨に引き続き取り組んで
いきたいと考えております。さらに、感染するリスク
が高い医療従事者、幼児や児童に接触する機会が多い
職員、外国人観光客と接する機会が多い職業の方への
予防接種の推奨にも取り組んでいきたいと考えており
ます。また、予防接種が１回しか受けられなかった世
代に対する対策についても、今後の課題として検討し
ていきたいと考えております。
　次に、(7)の薬学部・薬学科の設置についての御質
問にお答えします。
　県内の国公立大学に薬学部または薬学科を設置する
ことは、沖縄県の薬剤師不足を解消するための一助と
なる可能性があると考えております。
　県としましては、沖縄県薬剤師会、県内関係団体の
動向を注視しているところであり、あわせて、同学部
または同学科を設置する場合、どのような課題がある
のか、そのための対応策はいかにあるべきかなど基本
的な検討課題の洗い出しを行っているところでありま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　ハイサイ　グスー
ヨー　こんにちは。
　私は、この４月に病院事業局長を拝命しました我那
覇仁と申します。県立病院は、子供から大人まで県民
の命を守るとりでとして健全な経営と良質な医療を目
指し、全力で取り組みたいと思います。
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　議員の皆様の御指導、御助言をどうぞよろしくお願
い申し上げます。
　それでは、５、地域福祉・医療の充実強化について
の中の(3)、県立病院の医師確保の現状と見通しにつ
いての御質問にお答えいたします。
　平成30年４月１日現在、県立病院において、医師
不足による外来診療を休止している診療科は、北部病
院、中部病院及び八重山病院の眼科、南部医療セン
ター・こども医療センターの泌尿器科、合わせて４診
療科であります。昨年度末までに外来診療を休止して
いた宮古病院の眼科については、平成30年４月から外
来診療を再開しております。また、診療の一部を制限
している診療科は、北部病院の外科、産婦人科、腎臓
内科となっております。診療科偏在や地域偏在により
医師不足と全国的に言われている中で、医師の確保が
課題となっておりますが、病院事業局においては、引
き続き、県内外の大学病院等への医師派遣要請、ホー
ムページ及び民間求人サイトを通じた医師募集など、
医師確保に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時31分休憩
　　　午後２時33分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
〇仲田　弘毅君　再質問を行います。
　その前に、項目は６の(3)、登下校における安全対
策について、教育委員会教育長の御答弁もありました
けれども、ありがとうございました。
　再質問を行う前に、御案内のように昨日午前７時58
分、大阪北部地域において地震が起こりました。そ
の中で、(3)で登下校時の子供たちの安全対策はどう
なっておりますかという質問を行いましたけれども、
４名お亡くなりになって、多数の方々が負傷、被災を
されたと。その皆さんにまずもってお見舞いを心から
申し上げたいと思います。残念ながらこの４名お亡く
なりになった方の中で９歳の小学校４年生がおりま
す。これは、学校施設の塀が倒壊して亡くなられたと
いうことですから、見守りの安全対策以外に学校施設
の通学路における施設のチェックも必要ではないかと
思いますが、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　仲田議員の再質問にお答え
いたします。

　去る６月18日早朝発生いたしました大阪の北部地
震におきましては、議員が御発言のとおり、通学中の
小学４年生の児童が亡くなるという痛ましい事故が発
生いたしました。学校施設につきましては、設置者の
管理のもと常に点検を行うなど事故防止に努めている
ところではございます。
　県教育委員会としましても、これまで市町村に対し
て既存の学校施設の維持管理につきまして周知を行っ
ているところでありますが、今回の件を踏まえまし
て、市町村に対して、また県立学校もそうですが、ブ
ロック塀を含む学校施設の適切な耐震点検等、早急な
対策を促してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城一馬君。
　　　〔大城一馬君登壇〕
〇大城　一馬君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　社民・社大・結連合を代表して質問をさせてもらい
たいと思います。
　最初に、知事の政治姿勢についてでございます。
　翁長知事就任から３年半となりました。知事は、辺
野古に新基地はつくらせないということを県政運営の
柱に据え、基地問題を初め経済、文化、教育、福祉な
ど誇りある豊かさを実現すべく全力で取り組んできた
ことを高く評価するものでございます。この間、膵臓
がん摘出手術もありましたが、手術も成功し、本定例
会冒頭において公務継続に強い意欲を示しました。ま
た12日の記者会見では、改めて埋立承認撤回を明言す
るなど２期目に向けた決意と私どもは認識しており、
多くの県民からも翁長知事への期待が大きいと確信を
いたしております。
　質問いたします。
　知事選挙での公約達成状況についてお伺いいたしま
す。
　知事就任後の新たな主要施策と実績についてお伺い
いたします。
　秋の知事選挙まであと５カ月余となりました。術後
の回復も順調で、県政運営において気力も充実してい
ると思っております。次期知事選挙への出馬の決意を
お伺いいたします。
　大きい２、アジア経済戦略構想推進計画について。
　戦略構想は、沖縄の地理的優位性と沖縄の持つソフ
トパワーを生かし、日本とアジアを結ぶ国際ビジネス
都市としての発展と県経済の著しい成長拡大の経済戦
略であり、知事自身も就任以来、アジアの国・地域を
訪問してトップ交流、トップセールスを積極的に取り
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組んできました。
　(1)、戦略構想推進計画の重点戦略、産業成長戦略、
推進機能の実施計画の取り組み状況と成果についてお
伺いいたします。
　去る４月23日、県は戦略構想推進計画の改定案を発
表しましたが、改定案の特徴についてお伺いいたしま
す。
　大きい３です。新沖縄発展戦略（中間報告）につい
て。
　2022年度以降の沖縄振興計画を見据えた新たな発
展戦略として、アジアのジャンプ台の役割を担う新沖
縄発展戦略を発表いたしました。
　(1)、新沖縄発展戦略の目的と位置づけ・役割につ
いてお伺いいたします。
　(2)、発展戦略の基本的な方向、ビジネスのジャン
プ台、事象・現象の変化への対応、フロンティアとし
て期待される展開の方向について説明を求めます。
　(3)、９項目の課題及び検討項目の概略と取り組み
についてお伺いいたします。
　４番、観光振興についてでございます。
　2017年度入域観光客数957万9000人、うち外国人
客269万2000人と５年連続過去最高を更新して観光
関連産業の経済波及効果は１兆円を超えました。入域
観光客数はハワイを抜きましたが、宿泊日数、消費額
は半分以下と課題があります。2018年度は1000万人
達成を目指していますが、空港・港湾・交通網等の整
備、医療対策等解決が急務であります。
　(1)、世界水準の観光地形成に向けた展望と取り組
みについてお伺いいたします。
　(2)、空港や港湾の混雑解消の取り組みについてお
伺いします。
　(3)、交通渋滞対策の取り組み状況についてお伺い
いたします。
　(4)、３月のはしか流行は沖縄観光に不安と懸念が
広がりました。感染症の防止策、水際対策等の環境整
備の取り組みについてお伺いします。
　(5)、クレジットカード、電子マネー等キャッシュ
レス化の対応についてお伺いいたします。
　次に、大型ＭＩＣＥ施設整備についてでございます。
　台湾を初めアジアでのＭＩＣＥの需要は旺盛であ
り、アジアのダイナミズムを取り込む必要がありま
す。また、現在でも大型案件を取り逃がしており、機
会損失が生じている状況にあることから、大型ＭＩＣ
Ｅ施設の整備は急務であると考えます。一括交付金の
早期決定に向けて、県は国に対して十分な説明を尽く
していると考えますが、国の対応はどうなっているか

お伺いいたします。
　(2)、中城湾港マリンタウン地区で整備する大型ＭＩ
ＣＥ施設については、東海岸地域の振興のみならず、
21世紀ビジョンに盛り込まれているように県土の均
衡ある発展と県経済の将来を担う重要な施策・事業で
あり、これまで同様知事を先頭に経済団体、関連市町
村等や各部局が綿密に連携を強化して取り組む必要が
あると考えます。改めて決意をお伺いいたします。
　６番目、公共交通政策についてでございます。
　(1)、鉄軌道導入について。
　県計画検討委員会で那覇市、浦添市、宜野湾市、北
谷町、沖縄市、うるま市、恩納村、名護市を経由する
ルート案が決定されましたが、鉄軌道は移動利便性、
地域経済の活性化、県経済・観光振興に寄与する一大
事業であります。
　事業着手に向けた課題についてお伺いいたします。
　用地確保や駅位置等、今後の計画段階の取り組みと
スケジュールをお伺いいたします。
　フィーダー交通整備計画の取り組みについてお伺い
いたします。
　ＬＲＴ（次世代型路面電車システム）導入について
質問いたします。
　大型ＭＩＣＥ施設関連の交通インフラ整備と人々の
にぎわいのあるまちづくりの観点から、那覇―与那原
間のＬＲＴ導入が必要と考えております。去る２月定
例会の我が会派の仲宗根悟議員の代表質問において、
川満企画部長は新たな交通需要への対応について、特
に検討を行う必要がありますと、非常に前向きな答弁
がありました。
　質問いたします。
　那覇―与那原間のＬＲＴ導入可能性調査を早急に実
施して実証ルートの走行に取り組むことを伺います。
　那覇市、南風原町、与那原町、西原町では新たな公
共交通システム導入に向けた協議会を設立する予定で
すが、地元から沖縄県も加わっていただきたいとの強
い要望があります。対応をお伺いいたします。
　那覇―中部間の基幹バス導入の進捗状況についてお
伺いいたします。
　７番です。土木行政について。
　国道329号と与那原交差点の慢性的な交通渋滞解消
策としてバイパス工事が着手され、また、与那原町、
西原町に大型ＭＩＣＥ施設誘致が決定しており、近隣
市町村への道路網の早期整備が必要であります。
　質問します。
　(1)、国道329号与那原、南風原バイパスの全面供
用開始について進捗状況をお伺いいたします。
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　(2)、県道糸満与那原線を補完する道路新設につい
て取り組みをお伺いいたします。
　(3)、国道58号と国道329号の東西を連結する県道
浦添西原線の整備状況についてお伺いいたします。
　次に、文化振興についてでございます。
　知事はかねてからウチナー文化の普及継承は沖縄の
未来を築いていくために重要であると位置づけて施策
を展開してきました。
　質問いたします。
　(1)、沖縄文化の基礎、根源でありますしまくとぅば
普及推進の取り組み状況についてお伺いいたします。
　(2)、昨年３月には空手発祥の地・沖縄を世界に発
信する拠点として、沖縄空手会館が開館いたしまし
た。また、空手の目指すべき将来像を描く沖縄空手振
興ビジョンがことし３月に決定されましたが、ビジョ
ン実現の具体的計画となるロードマップ（仮称）策定
の取り組みについてお伺いいたします。
　(3)、ことし８月１日から８日まで第１回の沖縄空
手国際大会が開催されます。準備状況についてお伺い
いたします。
　最後に(4)でございます。
　伝統芸能を志す子供たちが急減していると言われて
います。琉球舞踊、三味線等伝統芸能の普及及び継承
の取り組みについてお伺いいたします。
　よろしく御答弁お願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　大城一馬議員の代表質問にお
答えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(3)、次期知事選への出馬についてお答えをいたします。
　今はしっかりと病気の治療を行いながら、一日一日
公務を着実にこなしていき、県民からの私に対する負
託に応えたいと考えております。
　次に、観光振興についてに関する御質問の中の４の
(1)、世界水準の観光地形成に向けた展望と取り組み
についてお答えをいたします。
　沖縄県では、沖縄観光の目指す将来像を世界水準の
観光・リゾート地とし、洗練された観光地としての基
本的な品質を確保するとともに、独自の観光価値を発
揮することにより、世界中に広く認知され評価される
観光地を目指しております。
　沖縄県としましては、国際的な質の高い沖縄観光ブ
ランドの確立や、消費額の高い国内外の富裕層の誘致
を初め、付加価値の高い観光商品の造成や観光客の受
け入れ体制の整備、観光人材の育成・確保等を展開す

ることにより、沖縄観光の質的転換に取り組んでまい
ります。
　次に、文化振興についてに関する御質問の中の８の
(1)、しまくとぅば普及の取り組み状況についてお答
えをいたします。
　沖縄県では、しまくとぅばの普及・継承を推進する
ため、県民大会や語やびら大会の開催、民間団体等の
活動に対する支援、普及功労者の表彰、民話データ
ベースの作成などを実施しているほか、関係機関等に
おいても、講演会やシンポジウムが開催されておりま
す。また、しまくとぅば普及の中核的機能を担うしま
くとぅば普及センターにおいて、地域住民や学校の子
供たちを対象とした講座を実施しているところであ
り、昨年度は延べ3086名が受講しております。
　沖縄県としては、今後も同センターを中心とした、
民間団体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。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
〇副知事（富川盛武君）　３、新沖縄発展戦略（中間
報告）についての中の(1)、新沖縄発展戦略の目的と
位置づけについてお答えいたします。
　県では、次期振興計画の検討に向け、沖縄の現状を
多方面から分析するとともに、時代変化を踏まえ、中
長期的な観点から重要性の高い課題や施策を抽出し、
新沖縄発展戦略を取りまとめることとしております。
新沖縄発展戦略については、今年度から実施している
総点検の結果とあわせ、今後の次期振興計画に向けた
検討につなげていくこととしております。
　同じく３(2)、基本的な方向についてお答えします。
　新沖縄発展戦略の検討に当たっては、アジア経済の
見通しや新技術・イノベーションの動向、人口減少な
どの事象の変化を踏まえることが重要と考えておりま
す。そのため、基本的な方向として、ビジネスのジャ
ンプ台、事象・現象の変化への対応、フロンティアと
して期待される展開の方向を位置づけております。ま
た、これらに基づく細項目として、アジアの橋頭堡の
機能強化やソフトパワーの機能強化、人口減少対策、
生産性及び所得の向上、労働力の確保等の12項目を
位置づけております。
　同じく３(3)、課題及び検討項目についてお答えし
ます。
　新沖縄発展戦略の中間報告では、課題及び検討項目
として、那覇空港の機能強化等を見据えた世界水準の
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拠点空港化を初め、国際的なクルーズ拠点の形成や鉄
軌道の導入、駐留軍用地の跡地利用、東海岸サンライ
ズベルトの発展戦略、国立自然史博物館の設立、海底
資源の開発拠点形成、人材育成の促進、子供の貧困対
策を位置づけております。今後、引き続き、課題及び
検討項目の充実に向けて検討を進めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の(1)、公約の達成状況、(2)、知事就任
後の新たな主要施策と実績については関連いたします
ので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　知事公約については、その実現に向けて、経済発展、
生活充実、平和創造の３つの視点から取り組んでいる
ところです。知事就任後の新たな施策としては、沖縄
県アジア経済戦略構想の策定、子供の貧困問題の解消
に向けた基金の設置、県の提案による全国知事会の米
軍基地負担研究会の設置などがあります。
　公約の達成状況と実績として、まず経済発展につい
ては、観光・リゾート産業や情報通信関連産業などを
強化するとともに、国際物流拠点の形成に取り組んで
おります。生活充実については、離島地域の活性化な
ども積極的に推進しております。平和創造について
は、辺野古新基地建設に反対し、普天間飛行場の県外
移設及び早期返還、危険性の除去に取り組んでおりま
す。このような取り組みにより、平成29年度の入域
観光客数は約958万人となり、５年連続で過去最高を
更新しました。観光・リゾート産業の関連産業を含め
た経済波及効果は１兆円を超え、情報通信関連産業の
売上高は4200億円、農業産出額は1000億円を達成す
るなど、県経済は好調に推移しております。また、年
度平均の完全失業率は、平成29年度が3.6％と改善し、
有効求人倍率も復帰後初めて１倍を記録するなど、県
政運営の成果は着実に上がっているものと考えており
ます。
　次に６、公共交通政策についての(1)のア、鉄軌道
の事業着手に向けた課題についての御質問にお答えい
たします。
　沖縄への鉄軌道導入に関する国の調査においては、
費用便益比や採算性などが課題として示されておりま
す。このため、県としては、費用便益比を初め、社会
に与えるさまざまな効果・影響に関する評価方法など、
幅広く検討してまいります。また、県としては、採算
性を確保し鉄軌道の持続的な運営を図るためには、駅
舎やレールなどのインフラ部分を公共が整備・保有

し、運行事業者は運行のみを行う公設民営型の上下分
離方式による整備スキームが必要と考えております。
このため、同様の制度である全国新幹線鉄道整備法を
参考とした特例制度の創設等、早期の事業化を国に働
きかけてまいります。
　同じく６の(1)のイ、計画段階の取り組みとスケ
ジュールについての御質問にお答えいたします。
　県では、平成26年度から沖縄鉄軌道の計画案づくり
に取り組み、ことし５月に沖縄鉄軌道の構想段階にお
ける計画書を策定し、県としての考えを取りまとめま
した。次の計画段階においては、具体的なルートや駅
位置、交通システムなどを決めることになりますが、
そのためには、整備スキームや整備主体等が決定され
る必要があります。その後、事業の可否が判断され、
概略設計や各種法手続を経て着工となります。
　このため、県としましては、早期の計画段階への移
行について、国に働きかけてまいりたいと考えており
ます。
　同じく６の(1)のウ、フィーダー交通の取り組みに
ついての御質問にお答えいたします。
　県は、利便性の高い公共交通の実現のためには、骨
格軸である鉄軌道と各地域とを結ぶフィーダー交通の
充実が重要であると考えております。このため、将来
のフィーダー交通ネットワークの構築を見据え、今年
度から、各地域における交通の現状と課題等を踏まえ
た公共交通の充実について、沖縄本島内を複数のエリ
アに分けた議論の場を設定する等、まちづくりの主体
である市町村等との協働により検討を進めてまいりま
す。
　次に６の(2)のア、那覇―与那原間のＬＲＴ導入の
可能性と(2)のイ、新たな公共交通システムの導入に
向けた協議会につきましては関連いたしますので、恐
縮ですが一括してお答えいたします。
　県では、今後の開発に伴う那覇―与那原間の新たな
交通需要への対応を検討するため、公共交通が分担す
べき需要に対する路線バスの対応能力について確認す
るとともに、新たな公共交通システムの導入が必要と
なった場合の影響・課題の調査を行ったところです。こ
の結果、路線バスが分担すべき交通需要については、
おおむね現況の供給量で対応が可能であるとの調査結
果が得られました。しかしながら、大規模イベント終
了時間帯等は、自動車交通量の時間変動などを考慮し
た検討が必要となることが確認されました。また、複
数の新たな公共交通システムについて検討したとこ
ろ、ＬＲＴを導入した場合は、車線減少による自動車
交通への影響等が課題となることが確認されました。
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今年度は、これらの課題等について、より詳細な検討
を行ってまいります。また、新たな公共交通システム
の導入に向けた協議会への参加については、関係市町
村から協議会の設立趣旨等が示され次第、県のかかわ
り方について検討してまいりたいと考えております。
　次に６の(3)、基幹バス導入の進捗状況についてお
答えいたします。
　県では、平成24年度以降、基幹バスの導入に向け
て、乗降性にすぐれたノンステップバスの導入支援や
国道58号におけるバスレーンの区間延長、急行バスの
実証事業、運行ダイヤの検討など、関係機関と連携し
て各施策に取り組んでおります。これらの取り組みに
より、国道58号を中心とする那覇市から沖縄市までの
区間に、定時・速達性が高く、多頻度で運行する基幹
バスの走行環境が整いつつあります。
　県としては、平成31年度の運行開始に向け、引き続
き各施策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　アジア経済戦略構
想推進計画についての２の(1)、取り組み状況と成果
についてにお答えいたします。
　県では、重点戦略として、国際競争力のある物流拠
点の形成や、世界水準の観光・リゾート地の実現、国
際情報通信拠点スマートハブの形成等に取り組んでお
ります。また、産業成長戦略では、農林水畜産物の輸
出拡大、推進機能としては、グローバル人材の育成等
に取り組んでおります。その結果、海外からの航空便
やクルーズ船寄港回数、ＩＴ関連産業の売上高、農林
水産物や食品の輸出額等が増加するなど、着実に成果
があらわれております。
　同じく２の(2)、改訂計画の特徴についてにお答え
いたします。
　県では、アジア経済戦略構想推進・検証委員会の提
言等を踏まえ、ことしの４月に推進計画を改訂してお
ります。今回の改訂では、国際物流特区那覇地区の機
能強化や展示会等のＭＩＣＥ誘致体制の強化、観光・
金融・ＩＴ産業の連携によるキャッシュレスの促進、
細胞培養加工施設を核とした再生医療拠点の整備など
を新たに盛り込んでおります。
　県としましては、今後もアジア市場を取り込む新た
な産業の創出や既存産業のさらなる発展に向けて、構
想関連の取り組みをスピード感とスケール感を持って
推進してまいります。
　以上でございます。

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　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）　４、観光
振興についての御質問の中の(2)、空港や港湾の混雑
解消の取り組みについてにお答えいたします。
　国内観光客の約６割、外国人観光客の約３割がレン
タカーを利用することから、那覇空港では送迎バスに
よる混雑などの課題が生じております。また、クルー
ズ客数が好調に推移する中、県内複数の港湾において
はタクシーを利用する個人客の混雑などの課題が生じ
ております。そのため県では、昨年度、那覇空港から
レンタカー営業所がある豊崎までの区間における路線
バスの実証実験を実施し、ことし４月から民間事業者
の独自運行につなげたところであります。また、那覇港
においては今年度、立ち入りについて制限のある区域
において、タクシーの入構を認めるようにした結果、
乗客のスムーズな移動が実現したところであります。
　同じく４の(5)、キャッシュレス化の対応について
の御質問にお答えいたします。
　本県を訪れる観光客の滞在中の消費を促すために
は、クレジットカードや電子マネー等の決済に対応し
たキャッシュレス環境の充実が重要と考えておりま
す。このため、県では、ことし３月に、県内事業者等
を対象としたキャッシュレス導入のメリット等を紹介
するキャッシュレスセミナーを開催しました。当日は
多くの事業者が参加し、改めてキャッシュレスに対す
る関心の高さを感じたところであります。今年度も引
き続き、離島を含めたセミナー等を開催することによ
り、県内のキャッシュレス化を推進し、観光客の利便
性向上や県内消費の拡大につなげていきたいと考えて
おります。
　次に５、大型ＭＩＣＥ施設整備についての御質問の
中の(1)、大型ＭＩＣＥ施設に関する国との調整状況
についてにお答えいたします。
　県は、昨年度から、政府与党や内閣府等に対し、国
が課題とする需要収支見込み及び周辺受け入れ環境整
備の見通しについて合計22回の説明等を重ね、168件
の国からの質問についても全て回答しております。現
在は、内閣府において、県が提出した資料を精査して
いる状況と認識しております。
　同じく５の(2)、大型ＭＩＣＥ施設に係る地元市町
村や関係団体との連携についての御質問にお答えいた
します。
　大型ＭＩＣＥ施設は、産業振興に資する施設として
経済界から要請書が出されており、また、85％の県民
が期待しているとの調査結果も得ていることから、県
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では、早期の供用開始に向けて積極的に取り組んでお
ります。国が課題とする需要収支見込み及び周辺受け
入れ環境整備の見通しにつきましては、十分な根拠の
ある資料を作成し丁寧に説明を重ねており、県内経済
団体や関係市町村等からも資料の精度について高い評
価を得ているところです。
　県としては、国が指摘する課題は整理済みとの認識
であり、基本設計の早期の交付決定に向け、引き続き
地元市町村や関係団体等と連携しながら取り組んでま
いります。
　次に８、文化振興についての御質問の中の(2)、沖縄
空手振興ビジョンロードマップ（仮称）の策定につい
てにお答えいたします。
　県では、前年度に引き続き、空手関係者、文化・教
育関係者、観光産業を初めとする経済界等で構成する
委員会と、各部門で専門的に検討する保存・継承、普
及・啓発、振興・発展の３部会を設置するとともに、
今年度においては、ビジョンで示した20年後を担う
30代から40代の次世代空手家による部会を新たに設
置し、これまでにない視点からの意見等も踏まえなが
ら検討することとしております。現在、委員会等の開
催に向けて準備を進めており、７月から来年３月にか
けて議論を重ねてロードマップの策定に取り組んでま
いります。
　同じく８の(3)、第１回沖縄空手国際大会の準備状
況についての御質問にお答えいたします。
　県では、平成29年１月に知事を会長とする実行委員
会を設置し、これまでに総会等の会議を67回、審判講
習会を７回実施する等、開催に向けた準備を進めてま
いりました。また、昨年度までに、空手発祥の地・沖
縄にふさわしい大会となるよう独自の審判基準を策定
するとともに、国内外の空手愛好家を中心とした広報
活動を実施しております。大会には、50の国と地域か
ら、競技大会に約1200人、沖縄空手セミナーに延べ約
2300人が参加する予定となっており、現在は、開閉会
式等の式典プログラムや通訳などの受け入れ体制の整
備等、大会運営の最終確認を行っているところです。
　同じく８の(4)、琉球舞踊等の普及・継承の取り組
みについての御質問にお答えいたします。
　県では、琉球舞踊や三線などの継承を図るため、県
立芸術大学において人材育成を実施しているほか、こ
れらの伝統文化や沖縄芝居などの普及や若手の育成等
を目的にかりゆし芸能公演に対して支援を行っており
ます。また、県内文化団体が実施する地域の伝統文化
の保存継承を図るための取り組みに対して支援してい
るほか、地域の文化の現状や課題を伝えるシマでシン

ポジウムの開催や、各地の伝統芸能の魅力を発信する
特選沖縄の伝統芸能の開催などにより、地域の伝統文
化への関心を深める環境づくりにも努めているところ
であります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　４、観光振興につい
ての御質問の中の(3)、交通渋滞対策の取り組みにつ
いてお答えいたします。
　那覇市内における平日混雑時の平均旅行速度は約
16キロメートルと全国最低の水準で、交通渋滞が慢
性化している状況であります。このため国と連携し、
交通容量拡大策として２環状７放射道路の整備を進
め、経路の分散として、国道58号、沖縄自動車道及
び国道329号の３本の南北軸を東西に連結するはしご
道路の整備を推進しております。また、短期対策とし
て、国と連携し主要渋滞交差点において、右折帯設置
などの渋滞ボトルネック対策に取り組んでおり、引き
続き交通渋滞緩和に資するハード対策に取り組んでま
いります。
　次に７、土木行政についての御質問の中の(1)、国
道329号与那原、南風原バイパス整備の進捗状況につ
いてお答えいたします。
　国道329号与那原バイパス及び南風原バイパスにつ
いては、国において整備が進められており、平成29年
度末の進捗率は、事業費ベースで与那原バイパスが約
68％、南風原バイパスが約47％となっており、全面
供用の時期については、完成に向けた円滑な事業環境
が整った段階で確定予定であるとのことであります。
なお、両バイパスとも、一部区間を平成30年度に暫定
供用予定とのことであります。
　同じく７の(2)、糸満与那原線を補完する道路整備
についてお答えいたします。
　県道糸満与那原線の与那原町字与那原から、南城市
を結ぶ区間の道路整備については、平成28年度から
調査を行っております。昨年度は概略ルート等を検討
しており、今年度も引き続き費用対効果等の調査・分
析を進めてまいります。
　同じく７の(3)、県道浦添西原線の整備状況につい
てお答えいたします。
　県道浦添西原線は、沖縄本島の東西軸を結ぶハシゴ
道路ネットワークを構築する路線であり、道路事業、
街路事業等により整備を推進しております。そのうち
浦添西原線の港川道路は、去る３月に暫定２車線で供
用を開始し、前田―翁長工区、嘉手苅―小那覇工区
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は、平成31年度に一部供用を開始する予定でありま
す。また、その他の工区につきましても鋭意整備を推
進し、交通の円滑化、渋滞緩和及びＭＩＣＥ施設整備
が予定されているマリンタウン地区へのアクセス強化
に努めることとしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは４の観光振
興についての御質問の中の、感染症の水際対策につい
ての御質問にお答えします。
　感染症の水際対策につきましては、国が国際空港及
び港湾において入国者に対し、検疫質問票による健康
状態の自己申告、サーモグラフィーによる発熱者の監
視及び検査を行い、エボラ出血熱など検疫の対象とな
る感染症の国内侵入防止対策に取り組んでいるところ
であります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城一馬君。
　　　〔大城一馬君登壇〕
〇大城　一馬君　知事、御答弁ありがとうございまし
た。
　私は、最初の質問で秋の県知事選挙への決意をお伺
いいたしました。知事の答弁で県民の負託に応えた
い、応えていく、至極当然であり、そのとおりである
と思っております。知事は、この今議会でも午前中か
らの代表質問におきましても、辺野古の埋立承認を撤
回する、明言をいたしました。そして、辺野古に新基
地はつくらせない、みじんの揺るぎもない、明確にい
たしました。
　私ども社民・社大・結連合、与党の立場で翁長県政
をしっかりと支えて、秋の知事選挙もしっかり翁長知
事とともに戦っていく決意を申し上げて、私の代表質
問を終わります。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時35分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
〇照屋　大河君　こんにちは。
　社民・社大・結連合、照屋大河です。
　通告に従い代表質問を行います。
　大きい１番目、辺野古新基地問題について。
　(1)、工事の進捗状況と埋立承認撤回について。

　沖縄防衛局が県赤土等流出防止条例に基づき、辺野
古新基地建設現場への土砂投入着手の期日を８月17
日と明記した通知書を県に通知いたしました。通知さ
れました、県は。護岸は７月中にも接続し、囲い込み
が完了する見通しの中、辺野古に新しい基地をつくら
せないことを県政運営の柱に掲げる翁長県政にとって
も重大局面と言えます。
　以下、質問します。
　ア、護岸工事の進捗状況、今後想定される工事のス
ケジュール感について県の見通しを伺います。
　イ、環境保全措置、設計概要の変更、留意事項違
反、活断層や軟弱地盤への対応など、承認撤回に向け
た問題点に対する県の検証・検討の取り組み状況はど
うなっているのか。撤回に踏み切れる状況は整ってい
ると言えるか、県当局の見解について伺います。
　(2)、高さ制限問題について。
　辺野古新基地周辺で米軍が設定する建造物高さ制限
で、国立沖縄高専の校舎や学生寮、沖縄電力の送電鉄
塔や携帯電話各社の鉄塔などが制限基準を超えている
ことが判明いたしました。
　ア、辺野古新基地建設現場周辺で、米側の統一施設
基準に定める高さ制限を超える建物は、国立沖縄高専
や鉄塔以外にもあるのではないか。県の分析状況につ
いて伺います。
　イ、高さ制限に抵触する鉄塔が防衛予算で撤去・移
転されるにもかかわらず、国立高専や辺野古弾薬庫の
一部、辺野古区と豊原区の一部集落などは、日米間の
調整結果によって高さ制限の適用対象外となったよう
であります。本件については、県は沖縄防衛局からど
のような説明を受けているのか、二重基準ではない
か、見解について伺います。
　(3)、県民投票について。
　去る５月23日、「辺野古」県民投票の会による辺野
古新基地建設工事の賛否を問う県民投票の実施を目指
す署名活動が始まりました。伺います。
　ア、署名活動に対する県の受けとめと評価、また、
県民投票が実施される場合の意義について県の見解を
伺います。
　イ、県は、承認撤回は県民投票に縛られるとの立場
ですか。県民投票と撤回の連関性に対する県の見解に
ついて伺います。
　ウ、法定署名を満たし、県条例が制定された場合、
どのような投票事務の課題が想定されるか。市町村は
知事から委任された投票事務を拒否できると考えるの
か、県の認識について伺います
　大きい２番、基地問題について。
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　(1)、南北会談、米朝会談について。
　去る４月27日と５月26日、韓国と北朝鮮による南
北首脳会談が板門店で開催されました。また、６月12
日には、シンガポールで米朝首脳会談が開かれまし
た。朝鮮半島の非核化や東アジアの平和構築、沖縄の
基地問題解決に向けた歴史的転換点となり得るか、今
後が注目されます。両会談に対する知事の受けとめと
沖縄の基地問題に与える影響予測について、県の見解
を伺います。
　(2)、嘉手納基地関連。
　ア、去る６月11日、嘉手納基地所属のＦ15戦闘機
が那覇市の南約80キロの海上に墜落しました。復帰後
49件目となる米軍機墜落事故と飛行停止すら求めな
い日本政府の対応に怒り心頭であります。また、事故
原因については一切言及しないまま、事故発生からわ
ずか２日後の飛行再開は到底容認できるものではあり
ません。県は在沖米軍に対し、飛行中止を強く要求す
べきであります。伺います。
　イ、沖縄防衛局が2017年度に実施した米軍嘉手納
基地と普天間飛行場の全機種を対象にした飛行調査の
結果が明らかになりました。調査結果に対する県の見
解について伺います。
　ウ、外来機の飛来、暫定配備が繰り返され、事実上
常駐化している。年間どれだけの期間、外来機が暫定
配備されているのか、県の把握状況について伺いま
す。
　エ、嘉手納基地へのＦ22暫定配備の事前通告が飛
来直前となり、また、同基地へのＣＶ22オスプレイの
飛来が事後通告となるなど、沖縄防衛局による関係自
治体への連絡体制が機能していません。米側からの要
請との理由は到底受け入れられるものではないが、県
の対応と対策について伺います。
　オ、嘉手納基地におけるジェット燃料などの有害物
質の流出事故についても、通報するかの判断は米軍の
裁量に委ねられている実態が米軍の内部資料から浮か
び上がりました。同資料によると、2016年１月から
2017年までに同基地からの有害物質流出事故が少な
くとも95件あったにもかかわらず、沖縄防衛局が把
握するものはゼロ件、１件もなかったということであ
ります。ブラックボックスと化している基地の現状に
対する県の受けとめと事実関係の把握状況について伺
います。
　カ、嘉手納基地の旧海軍駐機場の暫定使用はＳＡＣ
Ｏ合意違反であり、いかなる理由があろうとも断じて
認められません。騒音軽減イニシアチブの趣旨に従
い、整備場・倉庫としてのみ使用を厳守させるべきだ

が、県の見解と対応について伺います。
　(3)、普天間基地関連について伺います。
　昨年12月７日発生の緑ヶ丘保育園への米軍機部品
落下事故、12月13日発生の普天間第二小学校への米
軍ヘリ窓枠落下事故から半年が経過しました。
　以下、伺います。
　ア、緑ヶ丘保育園への部品落下事故を事件として立
件することを県警は困難視しているようですが、捜査
の進捗状況について伺います。
　イ、ことし２月13日の普天間第二小校庭の全面使
用再開後、米軍機接近を理由に児童が校庭から避難し
た延べ回数及び１日当たりの最大避難回数について県
の把握状況と避難実態に対する受けとめについて伺い
ます。
　ウ、米海兵隊のネラー総司令官が５月２日の国防総
省での記者会見で、米軍普天間飛行場について「建設
当初の写真を見ると数キロ以内に住む人はいなかっ
た。今は飛行場周辺の市街地がフェンスのすぐ近くに
広がる」と述べたようだ。発言は、国際法であるハー
グ陸戦条約に違反し村役場や国民学校があった民間地
を奪って建設された普天間飛行場の形成過程を無視す
る、許しがたいものであります。宜野湾市議会が去る
６月８日、発言撤回と謝罪を求める抗議決議を全会一
致で可決しているが、県はネラー総司令官の発言をど
のように受けとめたか伺います。
　エ、2013年に日米両政府が合意した統合計画では、
普天間基地の返還について、緊急時の民間空港の使用
など８項目の条件が付されている。辺野古新基地が建
設されても８つの項目が満たされなければ普天間飛行
場が返還されないと、昨年６月に当時の稲田防衛大臣
が国会答弁した件について、県は国に照会するとして
いたが、民間空港がどの空港を指すのかなど国の回答
について伺います。また、８項目のうち条件が満たさ
れているものはあるか。現状について伺います。
　大きい３番、子供の貧困対策について。
　(1)、県が出した子どもの貧困関連指標によると、
34の指標のうち23が改善され、後退が６となってい
ます。改善の進捗状況等について伺います。
　(2)、子供の貧困問題について、教育庁として学校を
プラットホームとした総合的な対策の展開を行ってい
るが、成果と課題を伺います。
　４番、子育て支援について。
　(1)、この３年間における待機児童解消の実績を伺
います。また、現在の待機児童数は何名か、今後の解
消計画を伺います。
　(2)、待機児童がいる中で保育士不足による保育園
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では定員割れが起こっています。保育士確保計画につ
いて伺います。
　放課後児童クラブの整備のこれまでの実績と今後の
計画について伺います。
　先日、５歳児の虐待死事件がありました。もうお願
い、許してください。東京目黒区で父親から虐待を受
けて死亡したとされる少女がノートに書き残していた
言葉です。すがりたい親におびえながら、許してくだ
さいと書いた、あるいは書かされた少女を思うと胸が
締めつけられます。少女をめぐっては、救えたはずの
命。しかし結果、なぜ救えなかったのか。救えたはず
の命ではないかという指摘もあります。しかしなぜ救
えなかったのか。子供たちを虐待から守る本県の防止
体制について伺います。
　５番、教育環境の充実に向けた取り組みについて。
　本県独自に実施している少人数学級の実績と今後の
計画について伺う。また国に少人数学級の実現を要望
する考えはないか伺います。
　教職員の働き方についての認識と改善策について伺
います。
　大きい６番、ハンセン病問題。
　(1)、ハンセン病市民学会の第14回総会・交流集会
が県内で７年ぶりに開催された。市民学会の成果と議
論を通じて見えてきた課題について県の所見を伺いま
す。
　(2)、沖縄県は、ハンセン病回復者の方々が全国で
最も多く生活しています。去る５月に沖縄ハンセン病
回復者の会から、知事へ要望書が提出されておりま
す。県はどのように受けとめているのか伺います。中
でも、社会生活を円滑に続けられるよう、県が主体と
なり当事者を含めた関係機関による協議会を設置して
ほしいとの要望について対応を伺います。
　ハンセン病問題の啓発活動などを行う県ゆうな協会
と療養所退職者がつくる沖縄楓友の会が開く定例会議
に県職員が参加し、意見交換したと承知しています。
膝を交えて現場の声に耳を傾ける県当局の姿勢を高く
評価するものであります。意見交換に参加した感想と
議論を通じて見えてきた今後の課題について伺います。
　沖縄２園（沖縄愛楽園、宮古南静園）の将来構想、
特に地域と共生する施設へ向けて、県の考えについて
伺います。
　７番、強制不妊問題について。
　(1)、旧優性保護法下での強制不妊問題が全国的な
社会問題となっているが、県内で本人同意なしで不妊
手術を行った事例は存在するか、県の把握状況につい
て伺います。

　去る５月16日、ＮＰＯ法人県自立生活支援セン
ター・イルカが県に対し、実態把握のための調査など
を要請しています。要請に対する県当局の受けとめと
実現に向けた検討状況について伺います。
　大きい８番、宮森事故の記憶継承について。
　うるま市宮森小米軍ジェット機墜落事故の悲劇を語
り継ぐＮＰＯ法人石川・宮森630会が米国立公文書館
などの資料を収集し、翻訳作業を進めています。630
会は事故から60年の節目となる2019年に、米国の資
料をまとめた資料集の発刊を目指しています。沖縄に
おける戦後最大の米軍機事故という負の歴史継承の観
点からも、県としても積極的な支援が期待されるが、
見解について伺います。
　９番、県民栄誉賞について。
　ことし９月で引退を表明している県出身歌手の安室
奈美恵さんに県民栄誉賞が贈られました。スポーツ部
門以外での受賞は安室さんが初めてであります。栄誉
賞を贈られた知事の思い、表彰式での安室さんの印象
などについて知事に伺います。
　以上、よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　照屋大河議員の代表質問にお
答えをいたします。
　辺野古新基地問題についてに関する御質問の中の、
県民投票の評価と意義、撤回との連関性についてお答
えをいたします。１(3)アと１(3)イは関連しますので
一括してお答えをいたします。
　これまでに他の地方公共団体で実施された住民投票
は、その施策決定に大きな影響を与えてきたものと認
識しております。また、県民投票については、県民が
主体となって議論がなされることが重要であると考え
ております。政府が辺野古新基地建設を強行する中
で、米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民
投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思
を明確に示すことができるため、今回の県民投票は意
義があるものと考えております。一方、公有水面埋立
法に違反していることを理由として撤回をするという
判断は、県民投票の時期やその結果に縛られるもので
はありません。
　辺野古に新基地はつくらせないとの私の決意は、み
じんも揺らぐことはなく、日々の国の動き等あらゆる
状況を想定して検討し、環境保全措置などについて看
過できない事態となれば、私は、ちゅうちょすること
なく撤回を必ず行います。
　次に、子供の貧困対策についてに関する御質問の中
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の、子供の貧困対策の進捗状況についてお答えをいた
します。
　沖縄県では、昨年12月、子どもの貧困対策計画に基
づく重点施策の進捗状況を点検したところ、34の指標
のうち、放課後児童クラブ平均月額利用料など23の指
標が改善しております。一方、小中学校の不登校率な
ど後退している指標もあるため、引き続き対策を強化
する必要があります。今年度においては、こども医療
費助成事業における窓口完全無料化、県立高校への居
場所の拡充、ひとり親の高校生等のバス通学費支援な
ど、子供のライフステージに即した総合的な施策を実
施することとしております。
　次に、県民栄誉賞についてに関する御質問の中の９
の(1)、安室さんの県民栄誉賞についてお答えをいた
します。
　安室奈美恵さんは、メジャーデビューから25年間、
常に音楽界の第一線で活躍され、平成の歌姫として、
日本のみならず世界の多くの人々を魅了し続けていま
す。また、2000年の九州・沖縄サミットでは、各国
首脳の前でイメージソングを披露する大役を務めてい
ただきました。そのような安室さんの活躍は、県民に
大きな夢と感動を与えるものであり、県民栄誉賞を今
回授与することとなりました。県民栄誉賞の表彰式で
は、安室さんはとても緊張している様子でしたが、大変
喜んでいただき、私も大変うれしく思っております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、辺野古新基地問
題についての御質問の中の(1)のア、埋立工事の進捗
状況等についてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業の工事計画におい
て、汚濁防止膜工の着手後18カ月目に当たる時期に
は、23の護岸に着手する予定と考えられます。一方、
現在、着手が確認できる護岸は、Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３、
Ｋ４、Ｋ９、中仕切り護岸、Ｎ５及びＮ３の７護岸で
あります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、辺野古新基地問題
について(1)のイ、埋立承認の撤回についてお答えし
ます。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ

うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。県は、埋立承認に付した留意事項
に基づく事前協議やサンゴ類の移植を初めとした環境
保全措置などについて、沖縄防衛局への行政指導等を
行っていることも踏まえ、日々の国の動き等全体的な
流れを勘案しながら、あらゆる状況を想定して検討
し、県としてしっかりと対応してまいりたいと考えて
おります。
　１の(2)のアとイ、辺野古新基地周辺の高さ制限超
過と沖縄防衛局の説明についてお答えします。１の(2)
のアと１の(2)のイは関連しますので一括してお答え
します。
　辺野古新基地が建設された場合、その周辺における
建築物等が米国防総省の統一施設基準の高さ制限を超
過することについて、去る４月16日に沖縄防衛局か
ら県に対し説明がありました。その中で、鉄塔につい
ては移動に向け調整を行っていることや、水平表面の
高さ制限については個別に協議をすれば法令違反とい
うわけではない等の説明がありました。県は、日米両
政府による統一基準の適用除外の理由が明確でなく、
辺野古新基地が建設された際の航空機の運用に当たり
安全性が確保されるのか疑義があることから、事実関
係についてさらに把握するため、沖縄防衛局に対し、
高さ制限の対象になる建築物等や適用除外の理由など
について照会しているところであります。
　１の(3)のウ、県民投票の課題等についてお答えし
ます。
　県民投票を実施するためには、投票資格者名簿の調
製を初め、投票所及び投票機材の確保、投票に係る周
知作業、投票及び開票事務などの各種事務を行う必要
がありますが、県としましては、これらの事務の実施に
は、市町村の協力が不可欠であると考えております。
　そのため、県としましては、地方自治法の規定に基
づき、県民投票に関する事務を市町村に移譲したいと
考えております。なお、県条例で市町村に事務を移譲
した場合には、市町村長は当該事務を処理する義務を
負うものと考えております。
　２の(1)のアの(ｲ)、米朝首脳会談等の在沖米軍基地
への影響についてお答えいたします。
　沖縄県としましては、南北首脳会談及び米朝首脳会
談が行われたことは、東アジアにおける緊張緩和につ
ながるものであると考えております。在沖米軍基地へ
の影響については現段階では明らかではありません
が、沖縄県としましては、今後の両国の具体的な協議
等が進み、米軍基地の整理縮小等、沖縄の過重な基地
負担の軽減につながることを期待しております。



－ 59 －

　次２の(2)のア、Ｆ15戦闘機墜落事故への対応につ
いてお答えします。
　県としては、航空機に関連する事故は、県民に大き
な不安を与え、一歩間違えば人命にかかわる重大な事
故につながりかねず、あってはならないものと考えて
おり、去る６月12日に、外務省特命全権大使及び沖縄
防衛局長に対し、原因究明がなされるまでの同機種の
飛行中止などを米軍に対し働きかけるよう要請したと
ころです。また、翌13日、同機種の飛行再開を受け
て、米軍及び日本政府の一連の対応及び米軍の飛行再
開に強く抗議する旨の知事コメントを発表したところ
です。
　２の(2)のイ、防衛局が実施した離着陸等回数調査
についてお答えいたします。
　沖縄防衛局が行っている24時間目視調査によると、
嘉手納飛行場における離着陸等の回数は、昨年度１
年間で５万8066回、うち騒音防止協定により飛行が
制限される夜間・早朝の離着陸等は、1525回となっ
ております。普天間飛行場においては、１万3581回、
うち夜間・早朝の離着陸等は、569回となっておりま
す。両飛行場では訓練移転が実施されていますが、昼
夜を問わない訓練や外来機のたび重なる飛来等があ
り、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを得ま
せん。
　２の(2)のウとエ、外来機の暫定配備の状況及び自
治体への連絡についてお答えします。２の(2)のウと
２の(2)のエは関連しますので一括してお答えします。
　嘉手納飛行場においては、外来機のたび重なる飛来
に加え、昨年も５月からＦ16戦闘機12機が約３カ月
間、10月からＦ35Ａ戦闘機12機が約６カ月間暫定配
備され、先月下旬からはＦ22戦闘機14機が配備されて
おり、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを得
ません。外来機、常駐機にかかわらず、米軍の訓練等
により県民に被害や不安を与えることがあってはなら
ず、あらゆる策を講じ、騒音を初めとした周辺住民の
負担軽減が図られるよう、県はこれまで、米軍及び日
米両政府に対し、強く要請しております。
　県としては、これ以上、地元の負担増になることが
あってはならないと考えており、今後ともあらゆる機
会を通じ、早期の通報や航空機騒音を初めとした負担
軽減を日米両政府に対して粘り強く働きかけていきた
いと考えております。
　２の(2)のカ、嘉手納基地旧海軍駐機場の使用につ
いてお答えします。
　県は、昨年７月７日に三連協と連携し、外務大臣及
び防衛大臣に対し要請を行うなど、これまで、日米両

政府に対し、旧海軍駐機場における航空機の使用を禁
止するよう強く要請してきました。しかしながら、去
る６月４日、旧海軍駐機場においてＰ３Ｃがエンジン
をかけ自走し騒音を発生させるなど、騒音軽減イニシ
アチブの趣旨がないがしろにされております。
　県としては、旧海軍駐機場の運用はＳＡＣＯ最終報
告の趣旨に沿って行われるべきであると考えており、
引き続き三連協と連携し、日米両政府に対して粘り強
く働きかけていきたいと考えております。
　２の(3)のウ、米海兵隊ネラー総司令官の発言につ
いてお答えします。
　宜野湾市が作成した資料によると、米軍上陸前年の
宜野湾村は人口が約１万4000人で、沖縄県庁中頭郡
地方事務所や県立農事試験場など官公庁が設置される
など、沖縄本島中部の中心地でありました。また、村
の中心は、現在の普天間飛行場の中にあり、もともと
役場や国民学校、郵便局、病院、旅館、雑貨店が並び、
幾つもの集落が点在する地域でした。今回のネラー総
司令官の発言は、このような状況を正しく理解してお
らず、残念に思っております。
　県としましては、沖縄の米軍基地問題を正しく理解
していただけるよう努めてまいります。
　２の(3)のエ、普天間飛行場の返還条件についてお
答えします。
　普天間飛行場の返還条件の一つである民間施設の使
用の改善について、平成29年８月に防衛大臣との面談
の中で知事が確認し、また、同年９月開催の普天間飛
行場負担軽減推進作業部会において具体的な説明を求
めたところ、政府からは、現時点で具体的に決まった
ことがあるわけではない旨の回答がありました。その
他の返還条件については、ＫＣ130飛行隊による岩国
飛行場の本拠地化が完了しております。
　県としては、普天間飛行場の返還条件については、
政府において、県民に対し丁寧に説明すべきであると
考えております。
　８、宮森事故の記憶継承について、宮森小事故資料
集発刊に対する支援についてお答えします。
　現在、ＮＰＯ法人石川・宮森630会は、米国の資料
をまとめた資料集の発刊を目指し、米国立公文書館な
どの資料収集、翻訳作業を進めているとのことであり
ます。県は、これまでも同会が毎年、事故発生日にあ
わせて開催しているパネル展示について、協賛してき
たところであり、引き続き、ワシントン駐在の支援を
含め、協力していきたいと考えております。
　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。
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　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　２、基地問
題についての御質問の中の(1)ア(ｱ)、南北首脳会談及
び米朝首脳会談についてお答えいたします。
　県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造・実験
等に反対し、あらゆる国の核実験に対して抗議するた
め、平成７年に非核・平和沖縄県宣言を行い、あらゆ
る国による核兵器の実験に対してその都度抗議を行っ
ております。悲惨な地上戦を体験した沖縄県として
は、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けて、朝鮮半島の
完全非核化を確認・約束した板門店宣言及び米朝首脳
会談における合意文書が、東アジアの平和構築につな
がることを期待するものであります。
　次に４、子育て支援についての(1)、待機児童解消
の取り組み実績等についてお答えいたします。
　沖縄県においては、黄金っ子応援プランに基づき、
平成29年度末までの待機児童解消を図るため、平成
27年度からの３年間で建設中を含め約１万8000人分
の保育所等の整備を行ったところです。本県における
待機児童数は、平成30年４月１日時点の速報値による
と1884人となっており、前年に比べ363人の減少と
なっております。今後の待機児童解消の計画について
は、平成30年度からの２年間で約7000人の保育の量
を拡大し、待機児童の解消に向け取り組むこととして
おります。
　同じく(2)、保育士確保の計画についてお答えいた
します。
　県では、黄金っ子応援プランに基づき、平成31年
度末までの待機児童解消に取り組むこととしておりま
す。待機児童解消に必要な保育士数は約１万200人と
見込んでおり、その目標を達成するには、平成29年度
から31年度までの３年間で約1600人の確保が必要と
なっております。
　同じく(3)、放課後児童クラブ整備の実績と今後の
計画についてお答えいたします。
　放課後児童クラブについては、平成27年の337カ所
から、平成30年５月１日現在452カ所へと増加してお
ります。また、平成30年５月１日現在の登録できな
かった児童数は760人となっており、前年度と比較し
て88人減少しております。県においては、黄金っ子応
援プランに基づき、平成31年度末までに486カ所の放
課後児童クラブを整備することとしており、引き続き
市町村と連携して、放課後児童クラブの整備及び登録
できない児童の解消に取り組んでまいります。
　同じく(4)、本県の児童虐待防止体制についてお答
えいたします。

　本県においては、居住実態が明確ではない児童に関
する調査等を通じて、支援を必要とする家庭や子供を
早期に把握し、要保護児童対策地域協議会において情
報の共有並びに必要な支援につなげることにより、児
童虐待の未然防止に努めております。また、おきなわ
子ども虐待ホットラインにおいて24時間365日虐待
通告を受けており、通告を受けた際には、48時間以内
に調査及び安全確認を行っております。緊急性がある
と判断した場合には、県の基準に基づく警察への情報
提供を行いながら、一時保護を実施するなど、迅速・
適切な対応に努めております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　２、基地問題についての
御質問の中の(2)のオ、基地環境の現状と県の対応に
ついてお答えします。
　米軍基地の環境保全対策は、日本環境管理基準（Ｊ
ＥＧＳ）に従って行われることとされていますが、現
状では、その運用実態が十分に把握できておりません。
今般報道されております流出事故について、米軍から
通報がなかったことは、まことに遺憾であります。そ
のため、県は、米軍、国に対してＪＥＧＳの運用実態
に係る資料の提供を求めているところでありますが、
現在も得られていないことから、新たな入手方法の検
討も含め、事実関係の把握に努めてまいります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　２の(3)、普天間基地関
連の御質問のうちアの緑ヶ丘保育園において発見され
た物件に係る県警察の対応状況についてお答えをいた
します。
　県警察におきましては、平成29年12月７日の事案発
生時、直ちに所轄の宜野湾署員が現場に赴き、発見状
況の確認、関係者からの事情聴取等を行ったほか、関
係機関と連携し必要な事実確認を行っているところで
ありますが、御質問の部品が米軍機からの落下物であ
るか否かについて確認できておらず、また、現時点、
刑罰法令に該当する事実は確認されておりません。
　県警察といたしましては、引き続き関係機関とも連
携をし、必要な調査を行ってまいる所存であります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　２の基地問題についての御
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質問で(3)のイ、普天間第二小学校における避難実態
等についての御質問にお答えします。
　普天間第二小学校では平成30年２月13日に運動場
の使用を再開したところであり、再開後の避難回数
につきましては、６月８日現在527回となっておりま
す。また、１日当たりの最大避難回数は３月６日の
23回となっております。授業中等の避難につきまし
ては、万が一、米軍機墜落等の事故が発生した場合に
備え、やむを得ず実施しているものと理解しておりま
す。学校において、児童の安全・安心の確保は最も重
要なことであり、米軍機墜落事故等は決してあっては
ならないものと考えております。
　次に、３の子どもの貧困対策についての御質問で
(2)、学校をプラットフォームとした対策等について
お答えいたします。
　県教育委員会では、関係部局と連携して、総合的な
子供の貧困対策に向けて、学校教育による学力の保
障、学校を窓口にした福祉関連機関との連携、経済的
支援を３つの柱として取り組んでおります。学校を窓
口にした福祉関連機関との連携においては、スクール
ソーシャルワーカーと子供の貧困対策支援員との合同
研修会を今年度から開催し、連携を強化、支援の充実
に努めております。また、学校訪問等を行い、教職員
に貧困対策について理解を深めてまいりました。引き
続き支援が必要な児童生徒に気づき、支援が受けられ
るよう、組織体制づくりに取り組んでまいります。
　次に、５の教育環境の充実に向けた取り組みについ
ての御質問の(1)、少人数学級の実績等についてお答
えいたします。
　県教育委員会では、平成20年度から小学校１年生
で、また平成21年度から小学校２年生で30人学級を
実施しております。平成24年度からは小学校３年生
で、平成26年度からは中学校１年生で35人学級を実
施しております。平成28年度からは少人数学級の対
象を順次拡大し、今年度までに小学校全学年で少人数
学級が実施されております。今後の取り組みについて
は、市町村教育委員会の意向等を踏まえ検討してまい
ります。また、少人数学級の実施に伴う教職員定数の
改善については、今後とも、全国都道府県教育長協議
会等を通して国に要望してまいりたいと考えておりま
す。
　次に同じく５の(2)、教職員の働き方についての御
質問にお答えいたします。
　公立学校教職員を対象に実施した平成29年度実態
調査では、「業務量が多い」、「どちらかというと多い」
と感じている教職員の割合が小中学校で59.7％、県立

学校では54.6％となっており、県教育委員会として
は、教職員の働き方改革の必要性を強く認識しており
ます。県教育委員会では、県立学校及び市町村教育委
員会に対する業務改善に向けた提言や、調査・報告書
の簡素化・縮減などさまざまな取り組みを行っており
ます。引き続き、学校現場の業務改善に向け、実効性
のある取り組みを推進してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　まず初めに、６のハ
ンセン病問題についての御質問の中の(1)、ハンセン
病市民学会の成果と課題についての御質問にお答えし
ます。
　去る５月19日と20日に、第14回ハンセン病市民学
会総会・交流集会が７年ぶりに沖縄県で開催されまし
た。全国のハンセン病回復者や支援者らが一堂に会
し、差別のない平和で豊かな世界を目指し、ハンセン
病問題における現状と課題について意見交換が行われ
たことは大変有意義なことであったと思います。ま
た、回復者の高齢化により、回復者に対する医療及び
福祉について、適切なサービスをいかに提供していく
かが今後の課題であると考えております。
　次に、(2)のハンセン病回復者の会からの要望につ
いての御質問にお答えします。
　回復者の会からは、医療・介護等回復者が安心して
受診できる体制の整備、相談支援体制の整備、啓発事
業の強化、ハンセン病の後遺症である末梢神経麻痺等
を考慮に入れた介護認定制度についての国への働きか
け及び療養所の将来構想への取り組みなどの要望があ
りました。
　県としましては、回復者の会と十分な意見交換を行
い、要望について真摯に検討していきたいと考えてお
ります。また、協議会の設置につきましては、回復者
と意見交換をしながら、引き続き検討していきたいと
考えております。
　次に、(3)の退所者とゆうな協会の定例会議につい
ての御質問にお答えします。
　県は、同定例会議に、退所者の具体的な要望の内容
を伺う目的で、担当班長及び担当者を参加させたとこ
ろであります。
　県としましては、回復者が抱える要望について、い
かにすればそれを的確に理解し、具体的に実現してい
くことができるのか、今後検討していくことが課題で
あると考えております。
　次に、(4)のハンセン病療養所の将来構想について



－ 62 －

の御質問にお答えします。
　沖縄県では、将来構想の実現に向けて検討会議を設
置し、関係機関と意見交換を行っているところであり
ます。今後とも、入所者の意向を十分に踏まえ、両園
や地元自治体等関係機関と連携し、将来構想の実現に
向け協力して取り組んでいきたいと考えております。
　次に、７の強制不妊問題についての御質問の中の
(1)、同意なしの不妊手術についての御質問にお答え
します。
　沖縄県衛生統計年報によりますと、旧優生保護法下
による本人の同意なしでの不妊手術を行った事例は、
昭和54年の２件となっております。
　次に、(2)の自立生活センターの要請についての御
質問にお答えします。
　自立生活センター・イルカは、県に対し実態調査と
被害者の救済措置等を国に求めるよう要請しておりま
すが、県としましては、遺伝性疾患等を理由に不妊手
術を受けられた方に対しては、記録の有無にかかわら
ず、一定の要件のもとで補償する制度を早急に構築す
べきであると考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
〇崎山　嗣幸君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時24分休憩
　　　午後４時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇崎山　嗣幸君　では、社民・社大・結連合会派を代
表しまして質問をします。
　まず、平和行政についてでありますが、(1)、沖縄全
戦没者追悼式について。
　ことしも６・23沖縄全戦没者追悼式が近づいてきま
した。戦後73年が過ぎた今日でも沖縄戦の傷跡が残
る沖縄の現実があります。翁長知事は、全戦没者追悼
式でどのような平和のメッセージを発しようとしてい
るか決意を伺います。
　(2)番、「各論編６　沖縄戦」県史について。
　この県史は、悲惨な沖縄戦を受けとめ、次世代に継
承し、平和創造の一助として活用されることを期待し
ていますとしております。県は、この県史の特徴と意
義をどう捉えているか伺います。また、学習資料とし
て、内外に広く活用させていく考えはないか伺います。
　(3)、全学徒戦没者の刻銘板について。
　沖縄県は糸満市の県平和祈念公園内に全学徒隊の碑
を建立しました。元全学徒の会は、学業半ばに無念に

もとうとい若い命を奪われた全学徒戦没者の数を刻字
することにより、沖縄戦の未曽有の深刻、悲惨な実相
をより広く知らしめる思いから、刻字板の設置を求め
ています。
　以下、伺います。
　ア、県は、戦場に動員された21校学徒隊の実相をど
のように知らしめる取り組みをしているか伺います。
　イ、県は、全学徒隊の碑に戦没者数を刻字できない
理由は何か伺います。
　大きい２番、基地問題について。
　(1)、日米地位協定見直しについてであります。
　以下、伺います。
　ア、環境補足協定の効果と影響、並びに軍属に関す
る補足協定では、犯罪防止を強調したがその実績はど
うか。何らかの解決につながっているか伺います。
　イ、日米両政府は、依然として、多くの基地問題が
発生する都度、運用改善で対応しようとしているが、
抜本的見直しを強く求めるべきです。渉外知事会の動
向など、県当局の取り組みを伺います。
　(2)番、在沖海兵隊の県外・海外への撤退について
であります。
　在沖米軍基地の７割を占有し、兵力は６割を占める
海兵隊は、ヘリの墜落、不時着、窓枠落下、事故、軍
人・軍属の凶悪犯罪等を立て続けに起こしています。
海兵隊は、沖縄に常駐する必要性も何の合理的根拠も
ありません。沖縄県議会は、2016年に海兵隊撤退の
決議と意見書を可決しており、翁長知事も海兵隊の県
外・海外への撤退を求め、大規模な基地返還アクショ
ンプログラムを策定したらどうか伺います。
　大きい３番、沖縄県人口増加計画について。
　沖縄県の人口は、2025年をピークに144.3万人から
減少に転じると言われており、人口増加計画は、県民
生活の子育て環境、健康長寿、定住条件等の施策の展
開が重要であります。県の人口増加計画の意義、目
的、施策の展開等、目指すべき社会の内容を伺います。
　４番、環境問題について。
　(1)、世界自然遺産登録について。
　沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産登録が延期さ
れました。一番の理由は、米軍北部訓練場の跡地が生
物多様性の重要な地域であるにもかかわらず対象から
外したことや米軍北部訓練場があることとされていま
す。この米軍北部訓練場跡地は、防衛局が環境調査を
終えたとしていますが、米軍が廃棄した強い毒性の農
薬が検出され調査の不十分さが浮き彫りになっていま
す。
　以下、伺います。
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　ア、返還跡地と米軍基地内の汚染問題をどう解決す
るのか伺います。
　イ、延期の理由とその対応策を伺います。
　ウ、返還跡地をなぜ対象から外したのか伺います。
　エ、次回は、競合地域があり、ますます厳しくなる
ようだが、登録に向けての取り組みを伺います。
　(2)番、産業廃棄物処分場問題について。
　倉敷環境（沖縄市）の不法投棄問題が発生し、大量
のごみ、産廃物の処分が大きな問題となっています。
　以下、伺います。
　ア、ごみ山残量と今後の改善計画の進捗を伺いま
す。
　イ、海上輸送に補助する廃棄物適正処理の内容を伺
います。
　ウ、地下水汚染の現状と解決方法はどうしています
か伺います。
　エ、県の産廃管理型処分場は2019年供用開始だが、
県内容量、長期見通しを伺います。
　大きい５番、東洋のカリブ構想について。
　県は、東洋のカリブ構想を2016年沖縄クルーズ戦
略策定事業報告書の分析結果を受けて策定していま
す。
　以下、次のとおり伺います。
　(1)、目的と意義を伺います。
　(2)、那覇港初め県内の受け入れクルーズバースの
現状と体制を伺います。
　(3)、官民連携の国際クルーズ拠点及び港湾の整備
状況を伺います。
　(4)、南西諸島周遊クルーズの誘致・推進の計画内容
を伺います。
　(5)、航空路線を活用した取り組みの計画を伺いま
す。
　(6)、発着港、拠点港、母港化の取り組みと完成時期
はいつか伺います。
　(7)、世界のクルーズ船社、旅行社、港湾関係者の評
価と期待度はどうか伺います。
　大きい６番、農林水産業について。
　(1)、サトウキビの生産振興について。
　沖縄県の基幹作物サトウキビの生産量が今期76万
8674トン、前期比18％（16万8848トン）減になって
います。減少の要因は何か。また、生産性の向上、農
家経営の安定化、担い手の育成等、サトウキビ生産振
興を図る取り組みを伺います。
　(2)番、ＴＰＰについて。
　米国を除く11カ国によるＴＰＰの承認案、関連法
案が去る参院本会議で可決されました。米国離脱によ

り、日本の対米輸出メリットが大幅に薄れる反面、農
産物の関税削減、撤廃水準は維持されており、農業に
深刻な打撃を与えます。沖縄県にどのような影響を与
えるか対策を伺います。
　(3)番、高度衛生管理型市場の建設について。
　沖縄県の水産業の拠点である泊魚卸売市場は、老朽
化が激しく市場用地、停泊地の狭隘化が問題となって
おります。近年、全国的には、衛生管理型施設を備
え、各地の産地間競争が激しくなっており、沖縄県の
生鮮マグロ、カジキ、ソデイカ等は、県外、アジア、
海外から人気のブランドを、安全に安定的に供給する
体制の構築が求められています。そのため、県は、泊
卸売市場を糸満に移転し、衛生管理型施設を整備し、
泊に消費地市場を整備する構想を進めています。
　以下、伺います。
　ア、県は、国の５カ年漁港漁場整備長期計画（平成
29年から平成33年まで）に基づく事業を推進してい
ますが、その進捗と見通しを伺います。
　イ、県は、高度衛生管理型市場を糸満に、消費地市
場は泊に計画しています。その根拠を伺います。
　ウ、全国の衛生管理型市場の実情を伺います。
　エ、事業進捗に当たって、問題点と課題は何か。そ
してその解決方法を伺います。
　(4)番、沿岸漁業の振興について。
　沖縄県の水産業は、埋め立て、開発による漁場環境
の悪化や乱獲等による資源の減少に加え、日台漁業取
り決めにより厳しい経営環境にあります。特にマグロ
類が６割近くを占める反面、アジ科、ブダイ科等の沿
岸漁業は、漁獲量も減少傾向であります。
　以下、伺います。
　ア、魚種別生産量、生産額の推移を伺います。
　イ、漁業就業者の推移を伺います。
　ウ、沿岸漁業の魚種別漁獲量の推移を伺います。
　エ、課題と問題点は何か伺います。
　(5)番、日台漁業協定について。
　2018年の操業ルールを決める日台漁業委員会が台
北市で開かれました。争点となっていた八重山地方の
三角水域を区切り、日本と台湾の操業ルールをそれぞ
れ適用することで合意しました。沖縄の漁業者は、苦
渋の決断だと述べています。この漁場は、もともと沖
縄の漁業者が自由に操業できた水域であり、好漁場を
政府による協定締結によって一方的に奪われたのであ
ります。しかも、沖縄県民の頭越しに強行されたので
す。
　以下、伺います。
　ア、県は現行協定の改定を積み上げながら、協定破
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棄を求めるべきではないか伺います。
　イ、この水域での漁業の漁獲高の推移を伺います。
　大きい７番、首里城公園等県移管について。
　県は、首里城公園、美ら海水族館等の移管を2019
年２月をめどに実施協定を締結しています。今６月議
会に管理に関する条例も上程され、入館料、使用料、
財政負担が取り決められています。ついては、現状の
収支状況の分析は、今後の運営に重要なことでありま
す。
　以下、伺います。
　(1)、両公園の来客数と入館料収入の実績、また収
支状況を伺います。
　(2)、移管後の収入見込み、国への使用料、指定管
理者への管理料等収支計画を伺います。
　(3)、県のメリット・デメリットを伺います。
　大きい８番、健康長寿の取り組みについて。
　(1)、健康・長寿おきなわ推進について。
　県は、平成30年度の県政運営の重点テーマ５項目の
中で掲げ、健康長寿おきなわの復活を力強く推進し、
寿命日本一復活の取り組みと長寿健康食の普及・掘り
起こしを目指しています。その取り組みを伺います。
　大きい９番、労働問題について。
　(1)、働き方改革一括法案について。
　政府は、今国会を働き方改革国会と名づけ、裁量労
働制の対象拡大は断念したものの、高度プロフェッ
ショナル制度を盛り込んだ一括法案を成立させようと
しています。
　知事の見解を求めます。
　(2)番、臨時・非常勤職員等の処遇改善について。
　2015年５月11日、地方公務員法及び地方自治法の
一部改正が成立し、新たに会計年度任用職員制度が新
設されました。
　以下、伺います。
　ア、法改正の趣旨と意義は何か伺います。
　イ、沖縄県職員の該当する実態数を伺います。
　ウ、雇用の継続と正規職員との均等待遇は図れるか
伺います。
　エ、沖縄県は、法改正を受けて、条例制定の時期は
いつか伺います。
　(3)番、沖縄県内でも違法残業のブラック企業が問
題となっています。労基法関係法令違反の実態と県の
対応策を伺います。
　(4)番、高齢者・障害者の雇用機会の創出・拡大を図
る取り組みについて伺います。
　(5)番、地方自治体の事業を受託した業者に雇用さ
れる労働者に対し地方自治体が指定した賃金の支払い

を確保させることを規定する公契約条例制定後の取り
組みを伺います。
　10番、離島振興について。
　(1)、那覇―久米島間の航空運賃を小規模離島並み
の割引率に拡充することを伺います。
　(2)、2012年から実施している沖縄離島住民等コス
ト負担軽減事業は、定住条件の厳しい離島に航空運賃
を低減するものであります。これまでの実績と問題点
を伺います。
　(3)番、港湾、空港整備関連について。
　ア、北大東の小型船舶用船だまり場及び南大東の亀
池港船だまり場の整備はどうなっているか伺います。
　イ、粟国港の静穏度が悪化し、フェリー等欠航が多
く、住民生活に支障を来しています。早期改修はどう
なっているか伺います。
　ウ、渡嘉敷港のしゅんせつ、防舷材、フェリーバー
ス新設整備はどうなっているか伺います。
　エ、伊平屋・伊是名架橋、伊平屋空港建設の進捗を
伺います。
　オ、粟国―那覇間の航空路の運航再開のめどはどう
なっているか伺います。
　以上でありますが、再質問は後ほど行いたいと思い
ます。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　崎山嗣幸議員の代表質問にお
答えをいたします。
　平和行政についてに関する御質問の中の１(1)のア、
沖縄全戦没者追悼式における平和宣言についてお答え
をいたします。
　ことしの沖縄全戦没者追悼式においては、さきの大
戦で住民を巻き込んだ苛酷な地上戦が行われた経験に
基づき、戦争体験を継承し、平和を希求する沖縄の心
を発信するとともに、恒久平和の実現に取り組む決意
を強く宣言したいと考えております。
　次に、基地問題についてに関する御質問の中の２の
(1)のイ、日米地位協定の見直しに向けた取り組みに
ついてお答えをいたします。
　県においては、昨年９月に日米両政府に対し、地位
協定の見直しに関する要請を行っております。また、
ドイツ及びイタリアの現地調査を初めとして、他国の
地位協定調査を実施しているところです。今後調査を
進め日米地位協定の問題点をさらに明確化し、パンフ
レット等でわかりやすい形で示すことにより、県の要
請内容に対する理解が国内外に広がるよう取り組むと
ともに、全国知事会、渉外知事会、軍転協とも連携し
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ていきたいと考えております。また、来月開かれる全
国知事会議において、地位協定の見直しについて各知
事の理解が得られるよう、直接訴えてまいりたいと考
えております。
　次に、沖縄県人口増加計画についてに関する御質問
の中の３の(1)、計画の意義、施策展開等についてお
答えをいたします。
　沖縄県人口増加計画は、本県の人口が増加基調にあ
る段階から、人口増加につながるさまざまな施策を展
開し、地域の活力と成長力を維持・発展させることを
目的としております。同計画では、１、安心して結婚
し出産・子育てができる社会、２、世界に開かれた活
力ある社会、３、バランスのとれた持続的な人口増加
社会を目指すべき社会像として掲げております。具体
的な施策として、子育てセーフティーネットの充実や
健康長寿おきなわの推進、雇用の創出と多様な人材の
育成・確保、離島・過疎地域における定住条件の整備
などを推進しております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１の平和行政についての御
質問で(2)のア、沖縄県史についてお答えいたします。
　「沖縄県史各論編６　沖縄戦」は、これまで余り取
り上げられてこなかった障害者、戦争トラウマ、不発
弾等について、住民の視点から記述しており、沖縄戦
に係る新たな視点を開くものとなっております。また、
若手研究者に執筆してもらうことで沖縄戦研究を次世
代につなぐことも意図しております。この県史は県内
全ての小・中・高等学校・特別支援学校、大学、公立
図書館、及び県外の各都道府県立図書館等に配付して
おります。沖縄戦の体験の継承と、よりよい将来を創
造する力の育成に資するものと考えており、学校にお
ける平和教育等で活用を図っていきたいと考えており
ます。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、平和行
政についての御質問の中の(3)ア、学徒隊の実相を伝
える取り組みについてお答えいたします。
　県では、沖縄戦において10代の多くの生徒が戦場に
動員されたという学徒隊の歴史的事実を次世代へ継承
するため、平成29年３月に平和祈念公園内に21校の
学校名等が刻銘された全学徒隊の碑を建立いたしまし

た。また、21校の学徒隊の動員、撤退、解散の状況や
学徒が体験した証言記録等の動画をインターネットで
配信するなど、学徒隊の実相を伝える取り組みに努め
ております。
　同じく(3)のイ、全学徒隊の碑への戦没者数刻字に
ついてお答えします。
　全学徒隊の碑は、戦場に動員された学徒隊の歴史的
事実を継承するために建立したものであります。学徒
隊については、動員数及び戦死者数が明確でない学校
があるとされており、現状では正確な数の把握は困難
な状況にあると考えております。
　県としましては、学業半ばに無念にもとうとい若い
命を奪われた学徒隊の悲惨な実相をより一層広く知ら
しめるため、どのような方法があるのか検討したいと
考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　２、基地問題についての
御質問の中の(1)のアの(ｱ)、環境補足協定の効果と影
響についてお答えします。
　平成27年９月に環境補足協定が締結され、日米地位
協定になかった環境条項が明文化されたことについて
は、一定の評価をしております。しかしながら、従来
行われていた文化財調査の円滑な実施、環境に影響を
及ぼす事故が現に発生した場合の迅速な情報提供と立
ち入り、跡地利用の円滑な推進のための返還前の早期
の立ち入りの実現などに課題があるものと考えており
ます。
　県としましては、今後とも軍転協、渉外知事会によ
る要請などあらゆる機会を捉え、国に対し、環境補足
協定の実効性のある運用を求めてまいります。
　次に、環境問題についての御質問の中の(1)のア、
北部訓練場跡地等の環境汚染問題についてお答えしま
す。
　北部訓練場跡地から検出されたＤＤＴ類などについ
ては、戦後間もなく、マラリアを媒介する蚊の防除の
ために、県内各地で米軍によって散布された記録があ
ります。北部訓練場跡地では、その一部が残留してい
た可能性もあると考えられますが、今回検出された値
は微量であり、人体に与える影響は低いものと考えて
おります。
　県としましては、返還実施計画策定の際に沖縄防衛
局に対し、引き渡し後に埋設廃棄物など何らかの支障
が認められた場合は、調査、対策等を講ずるよう求め
ているところであります。
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　同じく４の(1)のイ、世界自然遺産登録の延期の理
由とその対応策についてお答えします。
　今回の世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮの評価報告
書によれば、延期勧告の主な理由として、１、分断さ
れた小規模な区域が複数あること、２、北部訓練場返
還地が推薦地に含まれていないことの２点が示されて
おり、これらの課題に対応することで、世界自然遺産
登録の可能性が十分にあるとしていることから、国に
おいて、確実な登録を実現するために、推薦を一旦取
り下げ、早期に推薦書を再提出し、再度審査を受ける
ことが最適な方法と判断したとのことであります。
　県としましては、ヤンバル地域及び西表島の世界自
然遺産登録に向け、国や地元関係団体と連携しなが
ら、示された課題にしっかりと対応し、確実かつ可能
な限り早期の遺産登録の実現に向けて取り組んでまい
ります。
　同じく４の(1)のウ、返還地が推薦区域に含まれて
いないことについてお答えします。
　推薦区域については、国において、有識者から成る
科学委員会からの助言や、県、地元町村、関係者等地
域との合意形成のもとに設定しており、遺産としての
普遍的価値を当該推薦区域で十分に説明できるものと
考えておりました。しかしながら、ＩＵＣＮの勧告で
は、返還地を推薦区域に含めることが求められている
ため、現在、国において推薦区域の拡張に向け、返還
地のやんばる国立公園への編入手続が進められており
ます。
　同じく４の(1)のエ、競合地域があり厳しくなる中
での登録に向けた取り組みについてお答えします。
　来年以降の推薦案件は、自然遺産と文化遺産で１カ
国当たり１件に限られると国からは聞いており、遺産
の推薦については、他の遺産との調整が必要となるも
のと認識しております。
　県としましては、これまで以上に国や地元関係団体
との連携を緊密にし、関係機関一丸となって、ＩＵＣ
Ｎから示された課題にしっかりと対応し、ヤンバル地
域及び西表島の確実かつ可能な限り早期の遺産登録の
実現に向けて取り組んでまいります。
　同じく４の(2)のア、ごみ山の残量及び改善計画に
ついてお答えします。
　ごみ山の残量は昨年末時点で約42万6000立方メー
トルとなっており、これらの廃棄物は事業者の責任に
おいて処理することが基本であると考えております。
事業者は、焼却炉等を新会社へ賃貸し、新会社と協力
してこれらの廃棄物の処理を進めるとしており、現
在、両社で改善計画の策定作業を行っているところで

あります。
　県としましては、今後の改善が適切に進むよう、事
業者の監視指導等を強化してまいります。
　同じく４の(2)のイ、海上輸送費への補助について
お答えします。
　産業廃棄物処理業者の許可取り消しに伴い、建設現
場から排出される木くずや廃プラスチック類の混合廃
棄物、自動車整備工場から排出される廃油など一部の
産業廃棄物について、県内での処理が滞っており、県
外で処理することが必要となっております。このこと
から、県外へ輸送する際の海上輸送費の２分の１を補
助する県内処理困難物輸送費支援事業を実施すること
としております。
　同じく４の(2)のウ、地下水汚染の現状と解決方法
についてお答えします。
　現在、事業者は、処分場の表層に不透水性のシート
を設置し雨水の浸透を防止することや、地下水をくみ
上げることにより拡散を防止するなどの対策を行って
おります。一方、県が平成30年３月13日に同処分場
の内外11地点で実施した地下水調査では、カドミウム
が４地点、鉛が１地点、ヒ素が５地点で、地下水の環
境基準を超過しております。
　県としましては、今後も地下水モニタリングを継続
するとともに、昨年９月に設置した廃棄物、地質、土
壌、水質等の専門家を委員とする会議において、事業
者の対策の評価及び新たな対策の必要性などについて
検討し、地下水の改善を図ってまいります。
　同じく４の(2)のエ、県内の残余容量及び公共関与
最終処分場供用開始後の長期見通しについてお答えし
ます。
　県内最終処分場の残余容量は、平成29年３月末時点
で３万8000立方メートルとなっております。来年度に
供用開始予定の公共関与管理型最終処分場は、埋立容
量９万立方メートルとなっており、本施設の稼働によ
り、2034年までの15年間、安定的な最終処分が可能
となるものと考えております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　２、基地問題について
(1)アの(ｲ)、軍属に関する補足協定についてお答えし
ます。
　日米両政府は、平成29年１月の軍属に関する補足協
定の締結により、日米地位協定の対象者が明確になる
としておりますが、軍属の範囲の見直しが事件・事故
の減少に直接つながるものか明らかではありません。
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県は、平成29年９月に行った日米地位協定の見直し
に関する要請の中で、同補足協定に関して、定期的な
報告等の内容に関する情報の公表、米軍構成員の総数
等や軍種別、市町村別の内訳等の詳細な情報の提供等
を求めたところです。
　同じく２の(2)のア、基地返還アクションプログラ
ムの策定についてお答えします。
　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
続けており、県民の目に見える形での基地負担の軽減
が図られなければならないと考えております。在沖海
兵隊については、米軍基地の整理縮小の実現のため、
米軍再編で示されたグアム移転を含む国外移転及び嘉
手納飛行場より南の施設・区域の返還を確実に実施す
ることが重要と考えており、今後とも軍転協等と連携
し、あらゆる機会を通じて、基地の整理縮小を日米両
政府に対し、強く求めてまいります。
　以上でございます。
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　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）　５、東洋
のカリブ構想についての御質問の中の(1)、東洋のカ
リブ構想の目的と意義についてにお答えいたします。
　県が平成28年度に実施したクルーズ戦略策定事業
の調査の結果、県においては、国内外の環境変化や地
理的ポテンシャルを生かすとともに、沖縄の自然、独
特の歴史文化、異なる魅力を持つ離島の観光資源を最
大限に活用し、東アジアにおけるクルーズ拠点を目指
す東洋のカリブ構想を策定したところであります。
　県としましては、同構想により沖縄の将来ビジョン
を国内外に発信し、沖縄の認知度の向上やさらなるク
ルーズ市場の獲得につなげていきたいと考えておりま
す。
　同じく５の(2)、県内クルーズバースの現状と体制
についての御質問にお答えいたします。
　現在県内では、主に那覇港、石垣港、平良港、中城湾
港、本部港の５つの港でクルーズの受け入れを行って
おります。那覇港においては、２カ所でそれぞれ15万
トン級までと22万トン級までのクルーズの受け入れ
が可能で、昨年の寄港実績は224回です。同様に、石
垣港は７万トン級まで受け入れが可能で、寄港実績は
沖に停泊し小型船で上陸する沖泊を含め132回です。
平良港においては、２カ所で各５万トン級まで、沖泊
を含め寄港実績は130回です。中城湾港は16万トン級
まで、寄港実績は15回です。本部港は４万トン級まで、
寄港実績は５回です。各港湾では、地元市町村を中心

に構成するクルーズ促進協議会において、臨時観光案
内所の設置を行う等クルーズ客の満足度の向上を図っ
ております。
　同じく５の(4)、南西諸島周遊クルーズの誘致・推
進の計画内容、(5)、航空路線を活用した取り組み、
(6)、発着港、拠点港、母港化の取り組みについては関
連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えさせて
いただきます。
　東洋のカリブ構想においては、本県のコバルトブ
ルーに代表される亜熱帯の美しい海や、さまざまな魅
力を持つ離島間を周遊するクルーズの就航が、沖縄海
域の独自性や優位性を発揮でき、沖縄が世界から選ば
れるクルーズデスティネーションとなるとの考えのも
と、本部港、中城湾港、那覇港などの沖縄本島の港湾
から、平良港、石垣港に至る南西諸島周遊クルーズの
誘致及び推進を図ることにしております。また、県内
における宿泊施設での前後泊を伴い、県内観光地の周
遊やリゾート地での滞在を促すフライ＆クルーズにつ
いては、より一層の経済効果が見込まれることから、
今後、空港と港湾が近接するというメリットを最大限
活用できる那覇港や平良港等において、民間事業者の
商品造成への支援などを実施し、フライ＆クルーズの
推進に取り組んでいきたいと考えております。
　県としましては、このような沖縄を発着するクルー
ズ船の増加を促進することにより、沖縄で多くの観光
客が乗降するとともに、船内で使用する食料や関連物
資等の積み込みを伴うクルーズ拠点港の形成につな
げ、さらなるクルーズ観光の振興や県内経済の活性化
につなげていく所存であります。
　同じく５の(7)、東洋のカリブ構想へのクルーズ船
社等、関係者の評価と期待についての御質問にお答え
いたします。
　県では、東洋のカリブ構想を世界に向けて発信する
ことにより、クルーズ関係者などの沖縄への関心を喚
起し、さらなるクルーズ船の寄港につなげていきたい
と考えております。ことし３月に実施した東洋のカリ
ブ構想発表時の記者会見では、平良港での官民連携に
よる国際クルーズ拠点整備に参画しているカーニバル
社の副社長から、沖縄のクルーズエリアとしての魅力
を語っていただきました。沖縄の地理的ポテンシャル
や自然、独特の歴史文化等については、船社から高い
評価を得ており、県としては、これらの優位性や独自
性を生かすとともに、インフラ整備を着実に進め、ク
ルーズ関係者の期待に応えていきたいと考えておりま
す。
　次に８、健康長寿の取り組みについての御質問の中
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の(1)のアの(ｲ)、長寿健康食の普及の取り組みについ
てにお答えします。
　本県の伝統的な食文化は、地理的特性や歴史的過程
を経て醸成された独特なものであり、先人たちによっ
て育まれた医食同源の思想等、将来にわたって保存、
普及、継承されるべき大切なものであると考えており
ます。しかし、近年の食生活の欧米化などを背景とし
て、ライフスタイルの多様化や伝統行事食の簡略化等
により、伝統的な食文化が失われつつあるなど、県民
の食を取り巻く環境は大きく変化しております。この
ため、県では平成28年度に沖縄の伝統的な食文化の
普及推進計画を策定し、琉球料理を基盤とした本県の
伝統的な食文化の担い手の育成や情報発信等に取り組
むことにより、県民の健康長寿に資するものと考えて
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　５、東洋のカリブ構
想についての御質問の中の(3)、官民連携による国際
クルーズ拠点についてお答えいたします。
　本部港及び平良港は、平成29年１月に官民連携によ
る国際クルーズ拠点に選定されました。本部港におい
て、県はことし３月に、ゲンティン香港社との間で法
定協定を締結し、現在、20万トン級の大型クルーズ船
に対応した岸壁等の整備に取り組んでおります。平良
港においては、現在、国により14万トン級の大型ク
ルーズ船に対応する岸壁の整備に取り組んでいるとの
ことであります。那覇港においては、国が実施する官
民連携による国際クルーズ拠点の第３次募集に向け、
連携する船社の選定に着手したとのことであります。
　次に７、首里城公園等県移管についての御質問の中
の(1)、入館者数及び入館料収入の実績や収支状況に
ついてお答えいたします。
　無料区域を含む国営沖縄記念公園の平成29年度に
おける入園者数は首里城地区が約286万人、海洋博覧
会地区が約500万人となっております。また、有料施
設の入館者数は、首里城正殿等が約181万人、沖縄美
ら海水族館等が約378万人となっております。入館料
収入や収支状況については、現管理者の経営に関する
情報であることや、法人間の契約に係る事項が含まれ
ることから公表されておりません。
　同じく７の(2)、移管後の収支見込み等についてお
答えいたします。
　首里城及び沖縄美ら海水族館等の管理に当たって
は、入場料等の収入により、国有財産使用料を含めた

管理費を賄うこととしております。収支見込みについ
ては、現状の管理運営状況をもとに県として試算して
おり、管理の許可を受けた後も安定的なサービスの提
供、施設の魅力向上及び利用促進に努めることで、両
施設の収益性を確保できるものと考えております。
　同じく７の(3)、県のメリット・デメリットについて
お答えいたします。
　沖縄の歴史・文化の象徴である首里城や豊かな自然
を象徴する沖縄美ら海水族館等は、沖縄の観光振興の
重要な拠点施設であり、沖縄21世紀ビジョン基本計
画に基づく観光施策等を展開する上で、その役割はよ
り一層大きなものになると考えております。県が両施
設を管理することで、当該施設を活用した観光・文化
施策を主体的に進めることができることから、沖縄振
興に大きく寄与するものと考えております。なお、県
としては、独立行政法人都市再生機構の後を受けて、
現在の管理手法に準じた形で両施設を安定的に管理で
きるものと考えております。
　次に10、離島振興についての御質問の中の(3)ア、
南北大東港の船だまりの整備についてお答えいたしま
す。
　北大東港（北地区）及び南大東港（亀池地区）にお
ける船だまりの整備については、現在整備が進められ
ている南大東漁港（北大東地区）及び（南大東地区）
の利用状況を踏まえ、検討していきたいと考えており
ます。
　同じく10の(3)のイ、粟国港の整備についてお答え
いたします。
　粟国港の港内静穏度向上対策については、平成23年
度より専門家等から成る委員会を設置し調査検討を進
め、平成26年度に産業用岸壁の移設、消波護岸の設
置、船尾岸の改良等の対策方針を取りまとめました。
これらの対策方針に基づき、実施設計、地元との調
整、環境調査及び公有水面埋立免許の取得等を経て、
ことしの５月に工事着手したところであります。引き
続き早期整備に向け、取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　同じく10の(3)のウ、渡嘉敷港の整備についてお答
えいたします。
　渡嘉敷港は、南東からのうねりの影響や台風の余波
等によって、フェリーの接岸や荷役作業に支障が生じ
る状況にあります。県は、平成29年度から、港内静
穏度の向上を図るための調査を始めたところであり、
調査の過程において、フェリーバースの移設も含め対
策を検討していきたいと考えております。また、フェ
リーバースの防舷材の改良については、平成29年度に
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完了しており、港内のしゅんせつについては、水深を
調査する等検討していきたいと考えております。
　同じく10の(3)エの(ｱ)、伊平屋・伊是名架橋の進捗
についてお答えいたします。
　伊平屋・伊是名架橋については、伊平屋・伊是名両
村からの要望等を受けて、平成23年度に整備の可能
性調査を実施しました。この調査においては、将来交
通量や技術上及び環境上の課題、また、これまで実施
してきた離島架橋に比べ距離が長く大規模であり、費
用対効果や膨大な予算の確保など解決すべき課題が多
いことが明らかとなっております。今年度は、調査・
検討の精度向上を目的に、昨年度に引き続き、追加の
ボーリング調査を行う予定であり、建設工事費の縮減
等課題解決に向け取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　同じく10の(3)エの(ｲ)、伊平屋空港建設の進捗につ
いてお答えいたします。
　県は、伊平屋空港建設予定地における航空機の就航
率確認のための気象観測調査を実施するとともに、伊
平屋・伊是名両村の住民などを対象にしたアンケート
調査の結果を踏まえ、潜在需要などの確認・検証に取
り組んでいるところであります。今後は、気象観測調
査を継続するとともに、就航会社の確定や需要予測、
費用対効果の確保などの課題解決に取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　６、農林水産業につ
いての御質問の中の(1)ア、平成29年産サトウキビの
減産要因と生産振興対策についてお答えいたします。
　平成29年産サトウキビの生産量は、干ばつや台風等
の影響により、県全体で約77万トンと、前年と比較す
ると18％の減産となる見込みです。県では、サトウキ
ビの生産振興を図るため、市町村、ＪＡ等関係機関と
連携し、圃場整備等の生産基盤の整備、早期高糖性等
の品種の育成・普及、ハーベスタ等の導入による機械
化促進、農作業受委託組織の支援等による担い手育成
対策などの各種支援に取り組んでおります。また、さ
とうきび増産基金を活用した、種苗の確保や病害虫防
除の薬剤助成、土づくりなど、増産に向けた取り組み
も実施しております。
　同じく(2)ア、ＴＰＰ11の影響と対策についてお答
えいたします。
　ＴＰＰ等経済連携協定により、本県農林水産業に、
長期的にさまざまな影響が懸念されます。そのため、

県では、平成29年度補正予算、30年度当初予算にお
いて、農林水産分野におけるＴＰＰ対策予算を措置し
たところです。
　県としましては、引き続き国の動向を注視するとと
もに、関係団体と連携し時期を逸しないよう適切に対
応してまいります。
　同じく(3)ア、国の漁港漁場整備長期計画について
お答えいたします。
　国の漁港漁場整備長期計画においては、今般の水産
業を取り巻くさまざまな課題に的確に対応する観点か
ら、重点課題を設定しております。このうち、重要課
題である水産業の競争力強化と輸出促進の実現に向
け、県では、水産庁の補助事業である水産流通基盤整
備事業を活用し、糸満漁港における集出荷機能の強化
や高度衛生管理体制の構築を図るための荷さばき施設
等の整備を検討しているところであります。
　県としましては、引き続き糸満漁港における新市場
整備について、漁業関係団体などとの協議を継続し、
事業化に向けて取り組んでまいります。
　同じく(3)イ、糸満漁港と泊漁港の機能分担につい
てお答えいたします。
　県では、糸満漁港は本県唯一の第３種漁港であるこ
とから、県内外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産
地市場として位置づけし、泊漁港は那覇市を中心とす
る消費地市場としての機能を有していることから、市
民や観光客などの消費者ニーズに対応した施設整備を
進める計画であります。
　県としましては、引き続き糸満漁港における新市場
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消
費者へ安全・安心な水産物を安定供給するための体制
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。
　同じく(3)ウ、全国の衛生管理型市場の実情につい
てお答えします。
　国が定める漁港漁場整備長期計画では、水産物の流
通拠点や生産拠点となる漁港であって輸出増大が見込
まれる水産物を取り扱う漁港約160港のうち、水産物
の高度な衛生管理体制が構築された漁港の割合を、平
成28年度の24％から33年度におおむね50％に向上さ
せるとされております。衛生管理に配慮した市場の整
備は、震災からの復興が進む東北各県を中心に、全国
的に推進されております。
　県としましては、引き続き、糸満漁港における高度
衛生管理型の新市場整備の早期実現に向けて取り組ん
でまいります。
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　同じく(3)エ、事業実施の問題点と解決方法につい
てお答えいたします。
　県は、糸満漁港における新市場の整備に向けて、関
係団体との協議を重ねているところであります。計画
を推進するためには、関係者の合意形成を図る必要が
ありますが、泊の生産団体の合意が得られていない状
況であります。そのため、平成30年２月５日及び５
月14日に泊漁港再開発推進委員会と、泊漁港及び泊魚
市場の再整備について意見交換会を開催したところで
あります。
　県としましては、引き続き泊漁港再開発推進委員会
などと意見交換を継続しながら、合意形成に努めてま
いります。
　同じく(4)ア、魚種別生産量と算出額の推移につい
てお答えいたします。
　本県の漁業生産量は、平成24年から28年の５年間、
３万2000トン前後で推移しております。また、漁業
産出額は24年以降５年連続で増加し、28年が195億
円となっております。主な魚種について見ると、マグ
ロ類の生産量は過去５年間9000トン前後で推移して
おり、産出額が需要の高まりによる単価の上昇から増
加し、28年は72億円となっております。また、ソデイ
カを主としたイカ類の生産量は24年以降2100トン前
後で推移しており、産出額が近年の全国的なイカ不漁
の影響による単価の上昇から増加し、28年は21億円
となっております。
　同じく(4)イ、漁業就業者数の推移についてお答え
いたします。
　本県の漁業就業者数は平成15年は4283人、20年は
3929人、25年は3731人で推移しております。25年
は20年に比べて198人、約５％の減少となっておりま
す。
　同じく(4)ウ、沿岸漁業の魚種別・漁獲量の推移に
ついてお答えいたします。
　本県の沿岸漁業を代表するアジ類やブダイ類等の漁
獲量は、平成24年が2759トン、25年が2776トン、26
年が2911トン、27年が2809トン、28年が2736トン
となっております。
　同じく(4)エ、沿岸漁業の課題と問題点についてお
答えいたします。
　本県の沿岸漁業は、漁場環境の悪化や乱獲などによ
る資源の減少、魚価の低迷、高齢化による漁業従事者
の減少などにより、厳しい漁業経営が続いており、諸
課題の解決に向けた取り組みが急務となっておりま
す。県では沿岸海域の水産資源の増大を図るため、漁
業者が主体となった資源管理型漁業や漁場の環境保全

の普及・啓発を進めるとともに、つくり育てる漁業の
推進に取り組んでいるところであります。
　県としましては、これらの取り組みに加え、平成29
年７月に策定した沖縄県水産業振興計画に基づき、お
きなわブランド魚介藻類の生産拡大や沿岸魚介類の生
産供給体制の強化に取り組み、沿岸漁業の振興に努め
てまいります。
　同じく(5)ア、日台漁業取り決めの改定、破棄につ
いてお答えいたします。
　日台漁業取り決めが発効した平成25年以降、日台
双方で操業ルール等に関する協議を重ねてまいりまし
た。ことし３月に開催された日台漁業委員会において
は、水産庁を初め沖縄の漁業者などの関係者が粘り強
く台湾側と交渉を行った結果、４年ぶりに操業ルール
が見直されたところであります。具体的には、昼夜交
代制から、操業水域を分けるという操業ルールに見直
されたことにより、安全に操業できる水域が確保され
たところであります。今回の協議結果に対して、多く
の関係者が一定の評価をする一方、取り決め自体に反
発する意見も残っております。
　県としましては、今後とも漁業関係団体と連携し、
操業ルールのさらなる見直しについて、台湾側と粘り
強く協議を行うよう国に対し強く求めてまいります。
　同じく(5)イ、日台漁業取り決め適用水域における
漁獲高の推移についてお答えいたします。
　日台漁業取り決め適用水域内における本県漁船の漁
獲量は、平成26年度は約75トン、27年度は約116ト
ン、28年度は約122トン、29年度は約137トンと増加
傾向にあります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、８の健康
長寿の取り組みについての御質問の中の(1)のアの(ｱ)、
平均寿命日本一復活のための取り組みについてお答え
します。
　沖縄県では、2040年までに男女とも平均寿命日本
一を目指し、重点的に特定健診・がん検診の受診率向
上、肥満の改善、アルコール対策に取り組んでいると
ころであります。具体的な取り組みとしましては、健
診及びがん検診の受診や適正飲酒などを促すためのテ
レビ等での広報活動、子供のころからの健康的な生活
習慣を習得するため、次世代の健康づくり副読本の配
布及びその活用に取り組んでいるところであります。
また、健康長寿おきなわ復活県民会議を設置し、官民
一体となった施策の推進体制を構築しており、各構成
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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縄県の平均寿命は男
性が80.27年、女性が87.44年であり、５年前より男性
は0.87年、女性が0.42年延伸しましたが、全国順位で
は男性が30位から36位、女性が３位から７位へと順
位を下げており、さらなる対策が必要であると考えて
おります。平成30年度におきましては、課題である働
き盛り世代を対象とした健康行動実践モデルの市町村
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援等市町村と連携
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。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　労働問題について
の９の(1)のア、働き方改革関連法案についてにお答
えします。
　平成30年４月に国会に提出された働き方改革を推
進するための関係法律の整備に関する法律案では、時
間外労働の上限規制の導入や高度プロフェッショナル
制度の創設、同一労働同一賃金に関する規定の整備と
いった内容が盛り込まれています。同法案について
は、現在、国会で審議がなされているところであり、
国会での議論を注視してまいりたいと考えておりま
す。
　県としましては、長時間労働の是正を含め、働きや
すい環境の整備は重要と認識しており、引き続き沖縄
労働局等と連携してさまざまな取り組みを推進してま
いりたいと考えております。
　次に同じく９の(3)、県内の労基法関係法令違反の
実態と県の対策についてにお答えいたします。
　平成28年の沖縄労働局管内における定期監督等の
実施状況によると、監督実施事業場数1357件のうち
84％の事業場に労働基準関係法令に関する何らかの
違反が認められたとのことです。内訳としまして、労
働時間に係る違反が331件と最も多く、次いで割増賃
金に係る違反が247件、労働条件明示に係る違反が
201件の順となっております。沖縄県では、労働関係
法令の周知・啓発を行うセミナーを開催するとともに、
沖縄県女性就業・労働相談センターにおいて労働相談
を行っており、労基法関係法令違反の疑いがある相談
事例については、労働基準監督署を紹介するなど連携
を図っております。
　次に同じく９の(4)、高齢者や障害者の雇用機会の

創出・拡大に向けた取り組みについてにお答えいたし
ます。
　高齢者雇用につきましては、高齢者の就業機会の拡
大を図るため、沖縄県シルバー人材センター連合及び
新設シルバー人材センターへの運営費補助を行ってお
ります。また、障害者雇用につきましては、障害者就
業・生活支援センターにおいて企業開拓と定着支援を
行うほか、企業向けセミナーの開催や職場適応訓練な
どを行っております。今後とも、関係機関と連携を図
りながら、高齢者や障害者の雇用機会の創出及び拡大
に向けて取り組んでまいります。
　次に同じく９の(5)、公契約条例制定後の取り組み
についてにお答えいたします。
　公契約条例については、これまでの検討経過を踏ま
え、理念型の条例として沖縄県の契約に関する条例を
制定し、平成30年４月１日に施行したところです。今
年度は、外部有識者で構成される沖縄県契約審議会の
意見を聞きながら、基本理念に沿って県が取り組むべ
き具体的な施策を県の取り組み方針として取りまと
め、公表することとしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　９、労働問題についての
御質問の中の(2)ア、会計年度任用職員制度の趣旨と
意義についてお答えします。
　一般職の非常勤職員については、法律上採用方法や
任期等が不明確であったことから会計年度任用職員に
関する規定を設け、適正な任用の確保を図ることとし
て地方公務員法の改正がなされました。また、地方自
治法の改正により、会計年度任用職員に期末手当の支
給が可能となるよう、規定が整備されたところです。
これにより各地方公共団体によって異なった取り扱い
を統一し、臨時・非常勤職員制度の適切な運用が図ら
れるものとされております。
　同じく(2)のイ、ウ、エ、本県における会計年度任
用職員制度に係る実態等についてお答えします。９の
(2)のイから９の(2)のエは関連しますので、恐縮です
が一括してお答えします。
　会計年度任用職員に移行予定の一般職非常勤職員数
は、平成29年度の知事部局において、延べ1456名と
なっております。会計年度任用職員の任用は、一会計
年度を任期として採用される職となっており、その任
用に当たっては、正規職員と臨時・非常勤職員がそれ
ぞれの役割を分担しながら、役割に応じた勤務条件の
もと業務を推進していくこととしております。また、
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給与については、常勤職員の給料を基礎として、職務
の内容や責任、国や他都道府県の状況を踏まえて検討
してまいります。地方公務員法及び地方自治法の一部
を改正する法律の施行日が平成32年４月１日となっ
ておりますので、来年度中には必要な規程の整備を行
うこととしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　10、離島振興についての
(1)、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。
　県では、離島住民の方々を対象に航空運賃を約４割
低減しており、さらに小規模離島については、交流人
口に対しても約３割の低減を行っております。久米島
においても、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
度までの間、交流人口を対象とした実証事業として、
約1.5割の運賃低減を行ったところであります。この
結果、旅客数増加などの効果が認められたことから、
県事業を本格実施するとともに、今年度から久米島町
も0.5割の運賃低減を行うことにより、合わせて２割
の運賃低減が実現しております。
　県としましては、今後とも離島住民等の交通コスト
の負担軽減のために取り組んでまいります。
　同じく10の(2)、離島住民等交通コスト負担軽減事
業の実績と課題についてお答えいたします。
　同事業の平成29年度の実績は、航路において利用
件数が約65万6000件で負担軽減額が約３億1000万
円、航空路においては利用件数が約48万3000件で負
担軽減額が約19億7000万円となっております。
　県としましては、同事業を安定的かつ継続的に実施
することが重要であると考えており、今後とも引き続
き離島住民等の交通コストの負担軽減のため取り組ん
でまいります。
　同じく10の(3)のオ、粟国―那覇間の航空路線につ
いての御質問にお答えいたします。
　離島航空路線は、離島住民の生活や産業活動にとっ
て非常に重要な交通手段であります。このため県では
粟国―那覇航空路線を就航可能な航空会社の確保に向
けて、関係機関と連携して取り組むこととしておりま
す。また、航空会社や関係市町村で構成する沖縄県離
島航空路線確保維持協議会において、小規模離島の航
空路線の持続的な運航のための方策等について具体的
に検討していきたいと考えております。
　以上でございます。

〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時32分休憩
　　　午後５時34分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
〇崎山　嗣幸君　２点だけ再質問をさせてもらいます。
　休憩する時間になったのでお願いします。
　１の(3)の全学徒の戦没者の刻銘でありますが、先
ほど答弁の中で戦没者の実数の把握が難しいというこ
とでありました。どのような方法にするのか検討した
いということでありましたが、教育庁が出した県史、
それからひめゆり平和祈念資料館、証言等で21校の
戦没者が明らかになっておりますので、若干精査中と
いうこともありますが、約2000名ということであり
ますから、ぜひ県史、それから全学徒の会の資料等を
精査して、補足版が実現できるようにお願いしたいと
思います。その件は要望にとめておきたいと思いま
す。
　それから７番の首里城公園の移管についてでありま
したが、先ほどの答弁で有料施設の首里城の正殿が約
181万人、29年、美ら海水族館378万人ということで
した。考えるとこの入館料、相当な収益だと想定され
ますが、収支状況が公表できないということでありま
した。私たち議員は現状の収支状況がどうなっている
のかと分析をしたり、それから今後移管されたらこの
計画の収支が健全なのか、あるいは県民の文化価値、
観光拠点となり得るのかどうかについての審議をする
役割が私は議会にはあると思います。その議会に公表
できないということについては、執行部だけ知って計
画を我々が追認するということは、私はよくないと思
いますので、なぜこの情報の開示ができないのか、当
方の関係するところとそれなりの根拠と理由があるの
かについて説明をお願いしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　首里城等の県への移
管についての収支状況についての情報がなぜ示せない
のかという御趣旨の再質問にお答えいたします。
　両施設の収支に関する情報は公表されていないた
め、県では現管理者へ秘密保持を制約した上で当該情
報を得て、両施設の収益性や管理のあり方等を検討し
てきたところであります。そのため、両施設の収支に
関する情報を示すことはできませんが、県としては入
場料等の収入により、施設の管理費を賄うことができ
ると考えております。
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　御理解をいただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。

　次会は、明20日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時38分散会



－ 74 －

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　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透
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平成30年６月20日

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ３ 号）
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

平成30年６月20日（水曜日）午前10時１分開議

議　　事　　日　　程　第３号
平成30年６月20日（水曜日)

午前10時開議
第１　代表質問

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　代表質問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（46名)
議　長  新　里　米　吉　君  22 番  又　吉　清　義　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  23 番  末　松　文　信　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  25 番  渡久地　　　修　君
２　番  玉　城　武　光　君  26 番  玉　城　　　満　君
３　番  親　川　　　敬　君  27 番  仲　村　未　央　さん
４　番  新　垣　光　栄　君  28 番  照　屋　大　河　君
５　番  次呂久　成　崇　君  29 番  仲宗根　　　悟　君
６　番  宮　城　一　郎　君  30 番  崎　山　嗣　幸　君
７　番  大　城　憲　幸　君  31 番  金　城　　　勉　君
８　番  金　城　泰　邦　君  33 番  具志堅　　　透　君
９　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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（２名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 翁　長　雄　志　君
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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
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　赤嶺　昇君。
　　　〔赤嶺　昇君登壇〕
〇赤嶺　　昇君　おはようございます。
　きのうはワールドカップで日本が勝って大変喜んで
おります。実は、私ブラジル生まれで11歳までブラ
ジルにいたものですから、このワールドカップのとき
のブラジルの騒ぎというのは大変なもので、みんな仕
事しないんじゃないかなと思うぐらいサッカーに夢中
になっている。ところが今日本も近年は野球も人気な
んですけれども、それを上回るぐらいのサッカー人気
で、きのうの勝利は厳しいと言われている中でよくも
勝ってくれたなと今日本中が喜んでいるんじゃないか
なと思っております。この調子でぜひとも決勝進出、
決勝トーナメントに進んでいただきたいなと思ってお
ります。
　それでは、会派おきなわを代表して質問を行います。
　１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、辺野古新基地建設阻止への取り組みについて
伺います。
　(2)、県民投票について所見を伺います。
　(3)、北朝鮮情勢について所見を伺います。
　(4)、北朝鮮の脅威について所見を伺います。 
　(5)、朝鮮南北首脳会談について所見を伺います。

　(6)、米朝首脳会談について所見を伺います。
　(7)、北朝鮮情勢と本県の米軍基地の整理縮小につ
いて伺います。
　(8)、 モノレール延長事業の進捗状況とさらなる延
伸計画について伺います。
　(9)、鉄軌道、ＬＲＴ等の導入について伺います。
　(10)、一国二制度に対する考え方について伺います。
　２番、翁長県政の４年間の主な経済政策の実績につ
いて。
　(1)、県内生産について。
　(2)、１人当たり県民所得について。
　(3)、入域観光客数について。
　(4)、観光収入について。
　(5)、クルーズ船の実績と見込みについて。
　(6)、アジア各地との間の直行便数について。
　(7)、那覇空港の国際貨物取扱量について。
　(8)、完全失業率について。
　(9)、有効求人倍率について。
　(10)、沖縄へ立地した情報通信関連企業の雇用者数
について。
　３番、知事公約の達成状況について伺います。
　４番、教育行政について。
　(1)、小・中・高のいじめの課題について。
　(2)、小・中・高の不登校の課題について。
　５番、福祉行政について。
　(1)、待機児童の課題について。
　(2)、学童保育の課題について。

企　画　部　長 川　満　誠　一　君
環　境　部　長 大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 大　城　玲　子　さん

保健医療部長 砂　川　　　靖　君
農林水産部長 島　尻　勝　広　君
商工労働部長 屋比久　盛　敏　君
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　(3)、児童虐待の課題について。
　６番、医療行政について。
　(1)、県立北部病院と北部地区医師会病院の統合の
課題について。
　(2)、県立病院の課題について。
　７番、土木建築行政について。
　(1)、地元企業優先発注の状況について。
　(2)、技術者不足の課題について。
　(3)、県発注工事の不調・不落について。
　(4)、入札制度の課題について。
　８番、文化観光スポーツ行政について。
　(1)、観光客レンタカーの課題について。
　(2)、東京オリンピック・パラリンピックへの対応に
ついて。
　９番、商工労働行政について。
　(1)、駐留軍離職者対策センターの課題について。
　(2)、商工労働行政の課題について。
　10番、農林水産行政について。
　(1)、農林行政の課題について。
　(2)、水産行政の課題について。
　11番、公安行政について。
　(1)、観光客増に伴う公安行政の課題について。
　(2)、違法薬物の課題について。
　12、那覇空港について。
　(1)、那覇空港の課題について。
　(2)、那覇空港の民営化について。
　13、ＭＩＣＥについて。
　(1)、進捗状況と見通しについて伺います。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　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
ウガナビラ。
　赤嶺昇議員の代表質問にお答えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(2)、県民投票についてお答えをいたします。
　これまでに他の地方公共団体で実施された住民投票
は、その施策決定に大きな影響を与えてきたものと認
識をしております。また、県民投票については、県民
が主体となって議論がなされることが重要であると考
えております。政府が辺野古新基地建設を強行する中
で、米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民
投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思
を明確に示すことができるため、今回の県民投票は意
義があるものと考えております。
　次に、翁長県政の４年間の主な経済政策の実績につ
いてに関する御質問の中の、入域観光客数と観光収入

の実績についてお答えをいたします。２の(3)、２の
(4)は関連しますので一括してお答えをいたします。
　平成29年度の入域観光客数は957万9900人で、平
成25年度と比べて299万9600人、45.6％の増となっ
ております。また、平成28年度の観光収入は6602億
9400万円となり、平成25年度と比べ2124億2600万
円、47.4％の増となっており、順調に推移しておりま
す。
　次に、完全失業率、有効求人倍率についてお答えを
いたします。２の(8)と２の(9)は関連いたしますので
一括してお答えをいたします。
　沖縄県の雇用情勢については、好調な観光需要の増
加等による県内景気の拡大に加え、産業振興や企業誘
致などに取り組んだ結果、年平均の完全失業率は平成
25年の5.7％から平成29年の3.8％、有効求人倍率は
平成25年の0.53倍から平成29年の1.11倍と着実に改
善をしております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)、辺野古新基地建設阻止の方法について
お答えします。
　県としては、埋立承認に付した留意事項に基づく事
前協議が調った後でなければ工事への着手は認められ
ないことから、直ちに工事を停止し、事前協議を行う
よう求めているところであります。撤回については、
埋立承認に付した留意事項に基づく事前協議やサンゴ
類の移植を初めとした環境保全措置などについて、沖
縄防衛局への行政指導等を行っていることも踏まえ、
日々の国の動き等全体的な流れを勘案しながら、あら
ゆる状況を想定して検討し、県としてしっかりと対応
してまいりたいと考えております。
　同じく１の(3)、１の(4)及び１の(7)、北朝鮮情勢と
在沖米軍基地への影響についての御質問は関連します
ので、恐縮ですが一括してお答えします。
　平成29年版防衛白書によると、北朝鮮の核兵器・弾
道ミサイルの開発や運用能力の向上は、新たな段階の
脅威となっているとしております。一方で、４月と５
月に南北首脳会談が開催され、去る６月12日には米
朝首脳会談が開催されるなど、緊張緩和に向けた動き
が見られるところです。在沖米軍基地への影響につい
ては、現段階では明らかではありませんが、沖縄県と
しては、今後の両国の具体的な協議等が進み、米軍基
地の整理縮小等、沖縄の過重な基地負担の軽減につな
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がることを期待しております。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(5)と(6)、南北首脳
会談及び米朝首脳会談についてお答えいたします。１
の(5)と１の(6)は関連いたしますので、恐縮ですが一
括してお答えいたします。
　県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造・実験
等に反対し、あらゆる国の核実験に対して抗議するた
め、平成７年に非核・平和沖縄県宣言を行い、あらゆ
る国による核兵器の実験に対してその都度抗議を行っ
ております。悲惨な地上戦を体験した沖縄県として
は、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けて、朝鮮半島の
完全非核化を確認・約束した板門店宣言及び米朝首脳
会談における合意文書が、東アジアの平和構築につな
がることを期待するものであります。
　次に５、福祉行政についての(1)、待機児童解消の課
題についてお答えいたします。
　本県における待機児童数は、平成30年４月１日時点
の速報値によると1884人となっており、前年に比べ
363人の減少となっております。待機児童の解消を図
るための課題としては、保育ニーズの高まりによる保
育所等の受け皿整備、保育士の確保と処遇改善、地域
別・年齢別ニーズとのミスマッチによる定員割れなど
があると認識しております。
　同じく(2)、放課後児童クラブの課題についてお答
えいたします。
　放課後児童クラブ実施状況調査の速報値によると、
平成30年５月１日現在の登録できなかった児童数は
前年度と比較して88人減少しているものの、760人と
なっております。登録できなかった児童数が多い市町
村は、沖縄市、宜野湾市、那覇市、うるま市、嘉手納
町の順となっております。県は、放課後児童クラブ支
援事業により、平成24年度から29年度までに公的施
設活用クラブ18カ所の整備を支援したところであり、
引き続き、市町村と連携し、登録できない児童の解消
に取り組んでまいります。
　同じく(3)、児童虐待の課題についてお答えいたし
ます。
　児童虐待につきましては、近年の虐待相談件数の増
加や児童及び家庭をめぐる問題の複雑化・多様化、ま
た、それらに対応するための児童福祉法等の改正に伴
い、児童相談所の役割の重要性が増しております。こ
のことから、児童相談所の体制の充実や市町村の相談

体制の強化等が課題であると考えており、県として
も、引き続きこれらの解決に向けて取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(8)のア、モノレール延長事
業の進捗状況についてお答えいたします。
　沖縄都市モノレール延長整備事業については、平成
29年度末の事業費ベースで、約79％の進捗となって
おります。ことし８月末までに延長区間全ての軌道桁
が連結する見込みであり、今後は自由通路工事などを
進めてまいります。また、沖縄都市モノレール株式会
社においては、電力設備等のインフラ外工事を進めて
おり、順調に進めば平成31年１月から車両走行によ
るシステム総合試験を開始する予定とのことでありま
す。延長区間の開業につきましては、平成31年夏ごろ
を予定しております。
　７、土木建築行政についての御質問の中の(1)、地元
企業優先発注の状況についてお答えいたします。
　土木建築部発注工事において、平成29年度は発注
件数481件、約351億6000万円のうち地元業者は468
件、約327億8000万円を受注しており、地元業者の受
注率は件数で95.9％、金額で93.2％となっております。
　同じく７の(2)、技術者不足の課題についてお答え
いたします。
　沖縄労働局によると、平成30年３月の県内におけ
る建築・土木・測量技術者の新規求人倍率は3.46倍と
なっており、人手不足が生じていると思われます。県
は、技術者不足の対策として、技術者の兼任要件の緩
和や余裕期間の設定など、配置技術者の要件を緩和
し、また、社会保険料個人負担分の適正加算、週休２
日工事の試行など、労働環境改善や生産性向上などに
取り組んでおります。さらに、建設現場体験親子バス
ツアーやおきなわ建設フェスタへの出展、建設業に特
化した合同企業説明会開催への協力など、建設業界の
魅力発進にも取り組んでいるところであります。
　同じく７の(3)、県発注工事の不調・不落について
お答えいたします。
　土木建築部発注工事における入札不調・不落の状況
について、平成27年度開札件数833件のうち、不調・
不落が187件で全体の22％、平成28年度開札件数835
件のうち、不調・不落が172件で全体の21％、平成29
年度開札件数605件のうち、不調・不落が124件で全
体の20％となっております。
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　同じく７の(4)、入札制度の課題についてお答えい
たします。
　土木建築部が発注する工事における入札制度の課題
としては、不調・不落発生率がここ数年20％台で推移
しており、配置技術者の不足等がその要因と考えてお
ります。その対策として、主任技術者等の兼任要件の
緩和や専任で配置を要しない余裕期間の設定など、入
札要件の緩和を講じているところであります。今後も
引き続き課題の改善に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１、知事の政治姿勢につ
いての中の(8)のイ、モノレールの延伸計画について
の御質問にお答えいたします。
　本県における交通政策の基本方向等を示した沖縄県
総合交通体系基本計画においては、中南部圏域におけ
る陸上交通の課題として、公共交通の利便性向上によ
る適正な交通機関分担の実現、観光需要の増加への対
応と観光客の受け入れ体制の整備などを挙げ、各施策
を実施してきたところであります。しかし、県民の自
動車保有台数の増加や入域観光客数の急激な増加等、
陸上交通を取り巻く状況は大きく変化しており、今
後、さらなる交通渋滞等の発生も予想されます。この
ため、県としては、これら課題に対応すべく、多様な
交通手段について幅広く検討を行う必要があると考え
ており、都市交通であるゆいレールの延伸の可能性等
についても今年度から調査してまいりたいと考えてお
ります。
　同じく１の(9)、鉄軌道、ＬＲＴ等の導入についての
御質問にお答えいたします。
　県では、平成26年度から沖縄鉄軌道の計画案づくり
に取り組み、ことし５月に沖縄鉄軌道の構想段階にお
ける計画書を策定し、県としての考えを取りまとめま
した。県としては、今後、鉄軌道導入に向けた機運醸
成を図るとともに、公設民営型の上下分離方式を可能
とする特例制度の創設等、早期の事業化を国に働きか
けてまいりたいと考えております。また、ＬＲＴを含
めた将来のフィーダー交通ネットワークの構築を見据
え、各地域における交通の現状と課題等を踏まえた公
共交通の充実について、沖縄本島内を複数のエリアに
分けた議論の場を設定する等、まちづくりの主体であ
る市町村等との協働により検討を進めてまいります。
　同じく１の(10)、一国二制度に対する考え方につい
てお答えいたします。
　沖縄県においては、企業誘致や投資の促進等を目的

として、国際物流拠点産業集積地域や経済金融活性化
特別地区など特区・地域制度が設けられております。
同制度においては、10年間40％の所得控除や４年間
の繰り越しが可能な投資税額控除など高い控除率や控
除期間が措置されており、ほかに例のない一国二制度
的な内容となっております。こうした制度を最大限に
活用するとともに、アジアの中心に位置する本県の地
理的優位性を生かし、成長著しいアジアの活力を取り
込む諸施策を展開することで我が国経済再生の牽引役
となっていけるものと考えております。
　次に、２の翁長県政下の県内総生産と１人当たり県
民所得についてお答えいたします。２の(1)と２の(2)
は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたし
ます。
　沖縄県の経済は、翁長知事在任中の全ての期間で拡
大を続けております。また、日銀の業況判断ＤＩも全
期間でプラスとなっており、全国と比べても好調に推
移しております。こうした中、平成27年度の名目県内
総生産は４兆1416億円となり、平成26年度と比べて
1863億円、4.7％の増加となっております。また、平
成27年度の１人当たり県民所得は216万6000円とな
り、平成26年度と比べ７万8000円、3.7％の増加と
なっております。
　県としては、今後も観光分野を中心に経済情勢は好
調を維持すると見込んでおり、県内総生産及び１人当
たり県民所得も順調に伸びていくものと考えておりま
す。
　次に３の(1)、知事公約の達成状況についてお答え
いたします。
　知事公約については、その実現に向けて、経済発
展、生活充実、平和創造の３つの視点から取り組んで
いるところです。経済発展については、沖縄県アジア
経済戦略構想を推進し、観光・リゾート産業や情報通
信関連産業などを強化するとともに、国際物流拠点の
形成に取り組んでおります。生活充実については、子
供の貧困問題の解消に向けて基金を設置して取り組ん
でいるほか、離島地域の活性化なども積極的に推進し
ております。平和創造については、辺野古新基地建設
に反対し、普天間飛行場の県外移設及び早期返還、危
険性の除去に取り組んでおります。このような取り組
みにより、平成29年度の入域観光客数は約958万人と
なり、５年連続で過去最高を更新しました。観光・リ
ゾート産業の関連産業を含めた経済波及効果は１兆円
を超え、情報通信関連産業の売上高は4200億円、農
業産出額は1000億円を達成するなど、県経済は好調に
推移しております。また、年度平均の完全失業率は、
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平成29年度が3.6％と改善し、有効求人倍率も復帰後
初めて１倍を記録するなど、県政運営の成果は着実に
上がっているものと考えております。
　次に12の(1)、那覇空港の課題についての御質問に
お答えいたします。
　現在、那覇空港は時間帯によって過密な発着状況と
なっており、第２滑走路の供用開始後はさらなる航空
需要の増大が見込まれることから、駐機スポットの確
保や旅客ターミナルの拡張などの課題に対応していく
必要があります。
　県としましては、本県の県民生活や経済活動を支え
る重要な社会基盤である那覇空港の機能強化に向け
て、関係機関や関係事業者と連携し、取り組んでまい
ります。
　次に12の(2)、那覇空港の民営化についての御質問
にお答えいたします。
　国においては、我が国の産業、観光等の国際競争力
の強化や地域経済の活性化等に寄与することを目的
に、国管理空港等の運営を民間に委託する取り組みを
進めています。現在、仙台空港や高松空港において民
間による運営が行われているほか、福岡空港、熊本空
港、北海道内７空港で手続が進められています。
　県としましては、このような他空港の状況の把握に
努めるとともに、県内経済界等とも連携しながら、今
後の那覇空港の運営のあり方について調査検討してま
いりたいと考えております。
　以上でございます。
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　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）　２、翁長
県政の４年間の主な経済政策の実績についての御質問
の中の(5)、クルーズ船の実績と見込みについてにお
答えいたします。
　沖縄へのクルーズ船の寄港実績については、県内港
湾の全体で2013年に126回であったものが、2017年
に515回まで増加しております。港湾別に2013年と
2017年を比較しますと、那覇港は56回から224回へ、
石垣港は65回から132回へ、平良港は１回から130回
へ、中城湾港はゼロから15回へ、本部港は１回から５
回へ、それぞれ大幅な増加となっております。2018
年は県全体で662回の寄港が予定されており、中国ク
ルーズ市場の成長やクルーズ受け入れ港湾の整備に伴
う受け入れキャパシティーの拡大により、今後さらな
る寄港の増加が期待できるものと考えております。
　同じく２の(6)、アジアとの直行便数についての御
質問にお答えいたします。

　沖縄県とアジア各地との直行便数については、平成
25年度末で週78便であったものが、平成29年度末で
は週210便まで増加しております。国・地域別に、平
成25年度末及び平成29年度末の便数を申し上げます
と、台湾からは週30便から週71便に、韓国からは週
17便から週62便に、中国本土からは週13便から週35
便に、香港からは週18便から週32便に、それぞれ大幅
に増加しております。さらに、平成25年度末当時には
直行便がなかったバンコクからは、平成29年度末で週
７便、シンガポールからは週３便がそれぞれ就航して
おります。
　次に８、文化観光スポーツ行政についての御質問の
中の(1)、観光客のレンタカー利用の課題についてに
お答えいたします。
　国内観光客の約６割、外国人観光客の約３割がレン
タカーを利用することから、那覇空港では送迎バスに
よる混雑などの課題が生じております。また、外国人
観光客のレンタカー利用については、本国との交通
ルール及び標識の違いなどの理由により、日本人と比
較して事故率が高い傾向があります。
　県では、昨年度、那覇空港から豊崎までの区間にお
ける路線バスの実証実験を実施し、ことし４月から民
間事業者の独自運行につなげたところであります。ま
た、沖縄県レンタカー協会においては、多言語での安
全運転マニュアルを作成し、利用者へ周知を図ってい
るところであります。
　同じく８の(2)、東京オリンピック・パラリンピッ
クへの対応についての御質問にお答えいたします。
　県では、2020年東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会を本県のスポーツコンベンションを飛躍的
に拡大させる絶好の機会と捉え、本大会で活躍できる
県出身選手の育成や聖火リレーの実施に向けた取り組
み等を行っているところであります。また、事前キャ
ンプについては、平成29年にニュージーランドの空手
競技とソロモン諸島の水泳競技の誘致を実現し、現在
も数カ国と新たな誘致に向けて調整しているところで
あります。
　県としては、2020年東京オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けて、引き続きこれらの取り組み
を推進してまいりたいと考えております。
　次に13、ＭＩＣＥについての御質問の中の、大型Ｍ
ＩＣＥ施設の進捗状況と見通しについてにお答えいた
します。
　県は、昨年度から、政府与党や内閣府等に対し、国
が課題とする需要収支見込み及び周辺受け入れ環境整
備の見通しについて合計22回の説明等を重ねてきま
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したが、現時点において交付決定の見通しは立ってお
りません。
　県としては、国が指摘する課題は整理済みとの認識
であり、県内経済団体や関係市町村等からも資料の精
度について高い評価を得ております。今後とも、基本
設計の早期の交付決定に向け、地元市町村や関係団体
等と連携しながら取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　２、翁長県政の４
年間の主な経済政策の実績についての(7)、那覇空港
の国際貨物取扱量についてにお答えいたします。
　平成29年度の国際貨物取扱量は約18万トンで、平
成25年度の約16万トンと比較すると、約１万9000ト
ンの伸びとなっており、成田、関空、羽田に次ぐ国内
第４位の貨物取扱量となっております。
　次、同じく２の(10)、情報通信関連産業の立地企業
の雇用者数についてにお答えいたします。
　県が行った情報通信関連企業へのアンケート調査に
よると、平成29年１月１日現在で、国内外から立地し
たＩＴ関連企業数は427社、雇用者数は２万8045人
となっており、平成26年１月１日時点と比較して126
社、3176人の増となっております。
　次に、商工労働行政についての(1)、駐留軍離職者
対策センターの課題についてにお答えいたします。
　同センターが現在入居している県立駐留軍従業員等
健康福祉センターが老朽化しており、安全面が懸念さ
れることから、同センターの移転先の確保が喫緊の課
題となっております。
　県としましては、移転先に関する情報提供等を行っ
ているところです。
　同じく９の(2)、商工労働行政の課題についてにお
答えいたします。
　商工労働部のこれまでの取り組みにより、情報通信
関連産業がリーディング産業に成長するとともに、完
全失業率が大幅に改善するなど一定の成果が出ており
ます。今後のさらなる産業振興に向けた課題として
は、情報通信関連産業の高度化・多様化の促進や人手
不足への対応、雇用の質の改善などがあると認識して
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　４の教育行政についての御
質問で、小・中・高のいじめ、不登校の課題について

お答えいたします。４の(1)と４の(2)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いただき
ます。
　文部科学省の調査によりますと、平成28年度本県
の公立学校におけるいじめの認知件数は、小学校１万
513件、中学校961件、高等学校173件、特別支援学
校８件の合計で１万1655件となっており、前年度比
9438件の増となっております。また、不登校につい
ては小学校686人、中学校1681人、高等学校1455人
の合計で3822人となっており、前年度比363人の増
となっております。
　県教育委員会では、沖縄県いじめ防止基本方針など
の活用を通して、いじめ防止や不登校対策の取り組み
が効果的に行えるよう支援するとともに、生徒指導体
制の充実に努めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、６の医療
行政についての御質問の中の(1)、北部基幹病院につ
いての御質問にお答えします。
　県立北部病院と北部地区医師会病院の統合に際しま
しては、医師会病院が保有する資産及び負債の取り扱
い、職員の身分取り扱い、北部基幹病院の機能、北部
12市町村の協力のあり方、さらに第３回協議会で北部
地区医師会病院等から提案のありました経営形態など
の課題があると考えており、これらの課題について、
関係者間で合意形成を図ることが最も重要な課題であ
ると認識しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　６、医療行政につ
いての中の(2)、県立病院の課題についての御質問に
お答えします。
　県立病院は、各地域の中核病院として、救急医療、
小児・周産期医療、高度・特殊医療、離島・僻地医療
等を担っております。現在、診療科偏在や地域偏在に
より医師が不足していると全国的に言われている中
で、病院事業局においても医師の確保が課題となって
おります。また、経営面では、消費税率の改正による
控除対象外消費税の増や法定福利費の算定方法の変更
による費用の増などの外的要因により、平成27年度か
ら収支が悪化しております。平成29年度も時間外勤務
手当の支給基準の見直し等により厳しい決算になるこ
とが見込まれるなど、収支の改善が課題になっており
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ます。
　病院事業局においては、引き続き、保健医療部等と
連携を図り、医師の確保及び経営の改善に向けて取り
組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　10、農林水産行政に
ついての御質問の中の(1)、農林行政の課題について
お答えいたします。
　本県の農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少や
高齢化、台風や干ばつによる農作物被害、農業用水源
の確保やかんがい施設の整備など、多くの課題を抱え
ております。そのため県では、沖縄21世紀ビジョン
基本計画に基づき、１、おきなわブランドの確立と生
産供給体制の強化、２、担い手の育成・確保及び経営
安定対策等の強化、３、亜熱帯・島嶼性に適合した基
盤整備など７つの基本施策に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き、持続的農林水産業とフ
ロンティア型農林水産業の振興を図ってまいります。
　同じく(2)、水産行政の課題についてお答えいたし
ます。
　本県の水産業を取り巻く環境は、魚価の低迷、資源
の減少、外国漁船との漁場の競合、高齢化による漁業
従事者の減少や漁業環境整備など、多くの課題を抱え
ております。そのため、県としましては、平成29年
に策定した沖縄県水産業振興計画に基づき、１、水産
物の生産供給体制の強化や販路拡大、２、沖合漁場の
安全操業確保、３、担い手の確保・育成、４、水産業
の基盤整備などの各施策に取り組み、水産業の振興を
図ってまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　11、公安行政について
の御質問のうち(1)、観光客増に伴う公安行政の課題
についてお答えをいたします。
　良好な治安は、社会経済の発展の礎であり、県民が
安心して暮らすことのできる社会の実現のためにも、
また、当県が観光立県として一層の発展を遂げるため
にも犯罪の起きにくい、安全で安心な沖縄県の実現は
重要な課題であります。県内の犯罪情勢につきまして
は、平成14年に刑法犯認知件数が２万5641件と復帰
後最多を記録したこと等踏まえ、平成16年４月にちゅ
らうちなー安全なまちづくり条例が施行され、県、教
育庁、県警察、県民、地域社会が一体となり、県民総

ぐるみによるちゅらさん運動などの犯罪抑止活動に取
り組んだ結果、刑法犯認知件数は15年連続で減少し、
平成29年中はピーク時の約３分の１の8047件となっ
ております。良好な治安の確保は、ひとり警察のみに
よって達成できるものではありません。
　県警察といたしましては、今後とも関係機関・団体
や地域社会と連携し、犯罪の起きにくい安全で安心な
沖縄県の実現のため、各種取り組みを推進してまいる
所存であります。
　次に同じく11、公安行政についての御質問のうち
(2)、違法薬物の課題についてお答えをいたします。
　県内における過去５年間の違法薬物事犯検挙人員
は、その総数と大部分を占める覚醒剤と大麻について
見てみますと、平成25年は100人でうち覚醒剤は72
人、大麻は24人、平成26年は総数125人でうち覚醒剤
は61人、大麻は41人、平成27年は総数167人で覚醒剤
が80人、大麻が57人、平成28年は総数が175人で覚醒
剤が75人、大麻が79人、平成29年は総数188人で覚醒
剤が112人、大麻が67人となっております。覚醒剤に
ついては、横ばいないし増加、大麻については増加傾
向にございます。
　県警察といたしましては、末端乱用者の徹底検挙に
よる需要の根絶、暴力団等の密売組織の徹底した取り
締まりによる供給元の遮断、税関等関係機関と連携し
た水際対策、薬物乱用防止教室等による若者を初めと
する県民に対する広報啓発活動等の薬物事犯総合対策
に取り組んでいるところであります。
　特に、入域観光客の増加に伴いまして、密輸入事犯
の対策は重要な課題と考えており、一昨年には大型ク
ルーズ船利用客による覚醒剤密輸入事件や、ヨットを
利用した覚醒剤600キロの密輸入事件等を摘発してお
りますが、今後とも同種事案の発生が懸念されること
から、他府県警察や税関、海上保安庁、麻薬取締支所
など関係機関と緊密に連携をし、水際対策を強化して
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
　　　〔赤嶺　昇君登壇〕
〇赤嶺　　昇君　まず知事の政治姿勢の(1)番の辺野
古新基地建設阻止への取り組みについてなんですけれ
ども、６月16日の朝日新聞の記事で、同新聞社の航空
写真で沖縄防衛局が名護市辺野古の新基地建設を進め
る埋立予定海域内で、同局が未確認としている２つの
大型サンゴが存在しているという可能性が判明しまし
た。日本自然保護協会によると、航空写真によって生
きているサンゴがいる可能性が格段に高いということ
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がわかったと。こんな大きなものを見逃すほど国の調
査がずさんだと指摘しております。この件について県
の見解と対応をお聞かせください。
　それから、県として防衛局への調査のやり直しと、
県による米軍に立入調査を求めるべきではないかとい
うことで、これはできたら謝花副知事のほうから答弁
をお願いします。
　それから北朝鮮についてなんですけれども、今回、
去年と打って変わってかなり情勢が変わってきている
中で、今度日本政府も日朝会談に向けて前向きという
ことは、これは我が沖縄県にとっても大変大事なこと
だと思っております。拉致問題の解決も大事なことで
もありますし、ここに来て日朝会談が成功し願わくば
日本と北朝鮮の国交正常化に向かっていくということ
は、我々日本を含め沖縄の平和につながるものじゃな
いかなと思っております。
　そこで北朝鮮の非核化と平和に向けた行動と在沖米
軍基地の整理縮小に関連していくことは、大変大事な
ことだと思いますが、知事の見解をお聞かせくださ
い。
　続いて、翁長県政のいわゆる経済政策の答弁をいた
だきましたが、大変実績が大きいなと率直に感じてお
ります。やはりこの４年間、基地問題でかなり忙殺さ
れてきている中において、経済政策を着実に進めてき
たことは大変私も、点高く評価しております。いろい
ろと指標がどんどん上がっていく中において、特にク
ルーズ船の見込みについてさっき答弁あったんですけ
れども、平成24年が125回ですよね。30年が662回と
いうことは約６倍くらいクルーズ船の見込みがふえた
ということは、これはすごい実績じゃないのかなと。
しかも那覇港のみならず中城、本部、宮古、八重山含
め今後さらなる離島もクルーズ船寄港に向けても、離
島を輝かせるような施策もこれからもしっかりと取り
組んでいただきたいなということを要望しておきたい
と思っております。
　それから教育問題についてなんですけれども、小・
中・高のいじめ問題で特に気になることは、平成27
年から28年にかけて小学校のいじめが７倍以上伸び
ております。これ恐らく小さなことでもいじめをしっ
かりとチェックしていこうということだと思うんです
けれども、数が伸びたからといって必ずしも悪いとは
言いません。いじめ問題がかなり今深刻化している中
において、子供たちによる自殺等も出ている中におい
て、全体的に意識を上げることは大変いいことだと
思っていますので、引き続き県教育委員会としてもこ
のいじめ問題についてしっかりと学校現場も含めてき

め細かく対応していただきたいということを要望して
おきたいと思っています。
　それから小中学校の不登校についてなんですが、27
年から28年にかけて小学校の不登校もちょっとふえ
ているんですね。このあたりの対策をどう考えている
か。中学校とかわって高校もふえておりますので、こ
の２点、どう対応するかということについてお聞かせ
ください。
　福祉行政についてなんですけれども、皆さんから
1884名の待機児童がいるということを答弁いただい
ているんですけれども、一方で潜在的待機児童の問題
があります。例えば浦添でいうと、ホームページで出
ている待機児童は64名なんです。ところが電話して、
何名今待機で入れないかというと、一番直近でおとと
い電話したら277名が待機児童なんです。潜在的待機
児童がいるということは、そこにも注目しておかない
と待機児童のカウントの部分を皆さんがチェックして
もらわないと、第２、第３希望を書かないとか、どこ
でもいいということを書かなければ待機児童からはじ
くということは、結果的に待機児童の解消に影響する
んじゃないかなと私は思っていますので、そこでお聞
きします。
　潜在的待機児童の数と、それから今国に公表してい
る待機児童の数と潜在的待機児童の合計数をお聞かせ
ください。この合計数を合わせた数に対応していかな
ければ待機児童の解消につながらないんじゃないかな
と思いますけれども、この件についてもお聞かせくだ
さい。
　それから保育士不足についてなんですけれども、さ
まざまな対策を講じておりますけれども、資格を持ち
ながら保育士をやっていない保育士が約１万人いると
いうことで、この件についてもしっかりと潜在的な保
育士の対策を処遇の面も含めて対応していただいて、
これは要望にとどめたいと思っております。
　それから児童虐待についてなんですけれども、最近
また本当に幼い子供が命を落としたということで大変
痛ましいことなんですけれども、沖縄県でも起きたり
しておりますので、気になるのが児童相談所の体制な
んですね。最近当局とやりとりをしたら、１人当たり
のケースというのが大体40件ということだったので、
以前は100件ぐらいケースを持っていたりして職員が
大変なんです。要するにいろんなケースがあって、半
分親からおどされながら仕事をしているということも
あったりして、この児童相談所の職員体制については
いま一度この件についてもしっかりと補強して職員の
体制をやって、なおかつ児童虐待について――市町村
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も今頑張って窓口になっているんですけれども、児童
虐待の未然防止も含め対応していただきたいというこ
とを要望しておきたいなと思っております。
　それから県立病院なんですけれども、赤字が重なっ
ているこの問題については、我々としてはこの県立病
院というのは、本県において６県立病院は大変大事な
沖縄県民の最後のとりでと言われているぐらい大きな
役割を果たしておりますので、この件についても行革
も大事なんですけれども、職員体制、看護師の体制も
しっかりとやっていただきたいなと思っております。
　最後なんですけれども、離対センターの件ですが、
アスベストの問題を初め駐留軍離職者対策センターに
ついては大変大きな役割を担っておりますので、この
役割と責任について改めて担当副知事から答弁をお願
いします。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　赤嶺昇議員の再質問にお答え
をいたします。
　日朝会談これが今前向きに検討されているのではな
いかという中で、普天間を含め新辺野古基地等々との
関係についての御質問でございます。
　この数カ月本当に目まぐるしい、二転三転といいま
すか、米国も北朝鮮もそれ以外の国も本当に動いてい
るような状況がございます。きょう言ったことがあし
た変わったりしますから、確定的な話はなかなかしに
くい部分がありますけれども、ただはっきりしている
のは去年あれだけミサイルを打ち上げながら、大変な
膠着状態だったものが本当にダイナミックに柔軟に物
事が動いていったなという感じだけは強く感じており
ます。方向性を含め、その辺は多くの方々、識者がい
ろいろ評論しておりますけれども、私なりにも思いは
ありますが、これだけ動きが激しいとなかなかではあ
りますけれども、そこではっきりしているのが、私は
ペリー元国防長官もことし３月ワシントンでお会いし
ましたし、去年の９月に沖縄においでのときにもお話
しましたが、辺野古の基地に関しましては、20年ぐら
い前に決定をするときから北朝鮮の存在が大きいんだ
と。北朝鮮の存在があって辺野古基地というようなも
のは抑止力を含め重要なんだというような話が２度ほ
どございました。しかし、前県政において承認をした
ところからその動きがとまったというような話もござ
いましたけれども、この数カ月の動きを見ていると、
日本国以外が大変ダイナミックに、そして迅速にいろ
んな行動を起こしておりますけれども、日本国政府の

動きが見えない。特に沖縄からしますと、辺野古基地
が20年前に決まりまして、なおかつ今日あと10年以
上もかかるような工事を先の見通しがこれだけダイナ
ミックに国際情勢が変わっている中で、何らそれに関
係することなく着々とつくっていくというような状況
は、私は今の東アジアの安全保障という面からしまし
ても、大変日本政府の動きが心配でございます。特に
きょうなどは、米韓合同演習が中止ということがほぼ
はっきりしております。こんなことが数カ月前に考え
られるような話じゃありませんし、これが実施される
と日本の米軍基地はどうなるんだ、沖縄の米軍基地は
どうなるんだ。あと10年以上、１兆円近くかけてつく
られる辺野古基地は何のためにつくられるのか。こう
いったこと等の議論もないまま、このような形で物事
が進んでいることについて、やはり早目に日本政府が
しっかりとその方向性を出していただきたいなと思い
ます。
　また、日朝会談が前向きに開催される場合には、沖
縄県としてもこの過重な基地負担の軽減に向けて、
しっかりと対応策等を申し上げていきたいなとそのよ
うに思っております。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
　　　〔副知事　富川盛武君登壇〕
〇副知事（富川盛武君）　赤嶺昇議員の再質問、駐留
軍離職者対策センターの位置づけについてお答えいた
します。
　県としては、駐留軍離職者に対する再就職支援や、
アスベスト健康被害に関する相談支援事業を実施して
いる同センターの果たす役割は重要と認識しておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　赤嶺議員の再質問にお答
えします。
　辺野古新基地建設阻止への取り組みの関連で、６月
16日の朝日新聞に掲載された大型サンゴの存在につ
いての御質問、私のほうへは調査のやり直しと立入調
査を求めるべきではないかという御質問であったと思
います。お答えいたします。
　沖縄防衛局は大型サンゴ類については、単独であり
ましても直径が１メートルを超える群体を移植対象と
しているところでございます。この件について、担当
する部局のほうでしっかり対応していただけると思い
ますけれども、そういったことが確認できた際には、
県としてもしっかりサンゴ類の調査のやり直し、これ
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を求める必要があるというふうに考えているところで
す。
　また、防衛局に対しまして現地の状況を確認するた
めに、県の立入調査これを認めるよう求めていきたい
というふうに考えているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　再質問にお答えいた
します。
　辺野古新基地建設阻止への取り組みについての御質
問で、埋立予定海域内の２つの大型サンゴが存在する
可能性の報道についての県の対応についての質問にお
答えいたします。
　埋立予定海域内において、航空写真が２つの大型サ
ンゴが存在する可能性があることが報道されたことは
承知しております。埋立予定海域内において、長径１
メートルを超えるサンゴ群体が存在した場合には、移
築すべきと考えられます。
　県としては、報道された２つの大型サンゴの存在に
ついて沖縄防衛局に照会したいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　小学校の不登校の増加につ
いてどう考えているか、その対策はという再質問にお
答えいたします。
　小学校の不登校の増については、非常に深刻に受け
とめております。
　不登校につきましては、さまざまな要因が考えられ
ます。特に小学校の場合は、主な要因として挙げられ
るのが漠然と体の不調や不安を訴えたり、無気力で何
となく登校しないなどのケースが挙げられておりま
す。対策としましては、スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、また小中アシスト相談員
といいまして、登校を促すために実際に出向いて行っ
てさまざまな働きかけをする相談員もございます。ま
た不登校対策リーフレット等も活用して、学校におけ
る指導体制の、支援体制の充実を図るということ、さ
らに家庭、地域等とも連携をする必要があるかと思い
ます。
　教育委員会では「家～なれ～」運動というものがあ
りますけれども、家庭教育力の向上ということです
が、なかなか地道に取り組まないといけない話なので
すけれども、いろんな基本的な生活習慣であるとかそ
ういうもの等も確立していきながら、さまざまな方面

からの働きかけによって地道に取り組んでまいりたい
と考えております。
　以上でございます。
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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　潜在的待機
児童数についての再質問についてお答えいたします。
　国の待機児童数の調査におきまして、認可保育所等
に入所できない児童のうち、待機児童から除外されて
いる潜在的待機児童数は、平成30年４月１日時点の速
報値で1487人となっております。平成30年４月１日
時点の待機児童数1884人と潜在的待機児童数1487人
を加えた数は、3371人となっております。
　それから、潜在的待機児童数も含めた待機児童解消
の取り組みを行うべきではないかという御趣旨の質問
にお答えいたします。
　県におきましては、潜在需要の掘り起こし等による
保育ニーズの高まりを受け、平成31年度までに潜在
的待機児童数を含めた待機児童解消を図るため黄金っ
子応援プランを見直したところでございます。
　県としましては、同プランに基づき市町村の保育所
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
児童の解消に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
〇瑞慶覧　功君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派おきなわの瑞慶覧功です。
　質問に入る前に所見を述べたいと思います。
　今まさに日本の政治、社会はうそが蔓延していま
す。国会では森友・加計、自衛隊の改ざん、隠蔽、捏
造、セクハラ問題で国会は空転し、スポーツ界ではア
メフトやレスリング、相撲協会の問題が相次いで発生
しました。どちらにも共通しているのは、組織権力の
一極集中です。強権と腐敗の構造です。その先頭に
立っているのが安倍総理であることは間違いありませ
ん。
　去る２月17日衆議院予算委員会においての安倍総
理の森友問題をめぐる発言、私も妻も一切この認可に
も国有地払い下げにも関係ないわけでありまして、私
や妻が関係していたということになれば、これはまさ
に私は間違いなく総理大臣も国会議員もやめるという
ことははっきり申し上げておきたいと言いました。こ
の安倍総理大臣が発した言葉につじつまを合わせるた
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めに佐川前国税庁長官は、国有地売却の交渉記録は破
棄したとうそをつき、近畿財務局は、総理夫人の関与
が記述された公文書改ざんにまで手を染めたのです。
本来ならこれだけでも安倍総理は公言どおり辞任すべ
きです。セクハラや日大アメフト部の問題を見ても、
うそをつき通し立場の弱い人たちを泣かせています。
安倍総理は子供たちに道徳教育を強いる前にみずから
道徳や道理、正義について学ぶべきだと思います。
　質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　第二次世界大戦、太平洋戦争で住民の４人に１人が
亡くなり、二十万余のとうとい命が失われました。悲
惨な沖縄戦から73年が経過し、ことしも慰霊の日が
近づいてきました。
　(1)、６・23慰霊の日、沖縄全戦没者追悼式典での
平和宣言に込める思いについて伺う。
　(2)、去る３月下旬に天皇皇后両陛下が来県しまし
た。天皇は、皇太子時代から11回目の訪問となりま
した。現在の天皇は、これまで沖縄県民に寄り添う姿
勢で、日本として記憶しなければならないこととし、
６月23日の沖縄の戦いの終結の日に、この日には黙
禱をささげて、平和のありがたさをかみしめ、平和を
守っていきたいと思っていますと述べ、さらに、沖縄
はいろいろな問題で苦労が多いことを察しています。
その苦労があるだけに、日本全体の人が皆で沖縄の
人々の苦労をしている面を考えていくということが大
事ではないかと思っていますともおっしゃっておりま
す。
　果たして今、日本政府、国民はどう受けとめている
んでしょうか。正直に言って、私は去る戦争の昭和天
皇の責任は重いと思っております。そして、昭和天皇
の沖縄に対する天皇メッセージは情けないと思いま
す。現天皇は、天皇、皇室に対する県民感情をいい意
味で変えたと思っています。しかし、現在、天皇の思
いとは裏腹に、安倍自公政権は、戦争のできる国づく
りを進めています。来年、現天皇は退任されますが、
次の天皇になる皇太子も今の天皇の意思を継いで、象
徴天皇として沖縄に寄り添っていただきたいと思いま
す。そして、皇室が政治利用されないことを切に願っ
ております。
　(2)、天皇皇后両陛下が３月27日から29日の日程で
来県した。県の対応と知事の感想を伺う。
　2012年ＣＩＡが沖縄世論を研究するためにまとめ
た解説書には、政治家だけでなくミュージシャンや作
家、歴史家などの名前や発言などが調査されているの
がわかりました。玉城満議員や翁長知事、富川副知事

の名前もあります。解説書は被害者意識、差別の県民
感情は同盟の障害とし、沖縄の経験を特別資格と考え
ていると批評、分析しています。実に情けない分析で
す。日ごろよき隣人を標榜する米軍の本質が見えてき
ます。最近、普天間基地の大山ゲート前のバス停の壁
に、イチャリバチョーデーの横幕が英語で掲げられて
います。宣撫工作のつもりか知りませんが、ふざける
なと言いたい。
　(3)、米中央情報局（ＣＩＡ）による沖縄世論調査
解説書について見解を伺う。
　２、基地問題について。
　常駐機に加え外来機による訓練が激化する中、また
しても墜落事故が発生した。復帰後だけで49件を超え
る。一体どれだけ、いつまで沖縄県民の命と安全をな
いがしろにするつもりなのか、腹が立ってしようがあ
りません。この状況を放置している安倍自公政権の責
任は非常に大きい。あろうことか米軍は嘉手納町議会
の抗議要請に応じず、町議会は18航空団の面会拒否
に抗議する決議を全会一致で可決しました。看過でき
ない深刻な問題です。
　(1)、米軍外来機の暫定配備の経緯について。
　(2)、外来機暫定配備による騒音被害の実態につい
て。
　(3)、米軍基地から派生する環境問題について。
　(4)、米軍機の墜落事故と住民被害について。
　(5)、北谷浄水場から検出されたＰＦＯＳ問題の経
緯について。
　(6)、基地再編交付金の交付条件と県内での交付状
況について。
　(7)、伊江島補助飛行場内における模擬爆弾爆破処
理の被害状況について。
　３、日米地位協定の見直しについて。
　2000年の稲嶺県政の時代に、日米地位協定に関し
11項目の改定要求を行った。全国行脚に取り組み、
全国知事会や市町村会長会、労働団体やＪＣ等各種団
体が決議したが、一歩も動かず政府は運用改善に終始
している。独立国、主権国家の体をなしていません。
県は17年ぶりに新たに改定案をまとめ、ドイツとイタ
リアを調査しました。ドイツ、イタリア、日本は第二
次世界大戦で三国軍事同盟を締結し、敗戦国となりま
した。しかし、なぜ日本だけが国内法が適用されない
のか。ある学者は、国民の無関心、無知に起因すると
しています。そのとおりだと思います。うるま市で起
きた米軍属による暴行殺人事件の遺族への補償が難航
している問題で、特例で支払うことで日米で調整が進
んでいるとのことであるが、そんなのは沖縄に危険な
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基地を押しつけている日本とアメリカ政府が責任を持
つのは当たり前の話ではないですか。地位協定の解釈
をめぐって、米軍が補償しないということ自体が問題
であり、要請した結果、日本政府が出してあげるとい
う話ではありません。それを翁長知事が何もしていな
いような言い方はいかがなものかと思います。遺族は
何より、二度と同様な事件が起こらないよう、諸悪の
根源である米軍基地の撤去を望んでいます。それを実
現することこそ沖縄の政治家の果たす役割だと思いま
す。
　(1)、他国地位協定調査における現状と課題につい
て。
　(2)、日米地位協定見直しに向けた取り組みについ
て伺います。
　次に、普天間高校のＯＢとして移転を求める署名活
動にも取り組んできました。県は当初、国から特別な
財源がない限り難しいとしていましたが、昨年４月、
市議会などの要請後翁長知事が知事部局に検討を指
示、県と内閣府が調整して土地購入費に一括交付金を
充て、６月には閣議決定され骨太の方針に普天間高校
を活用して人材育成拠点の形成を図ると明記され、関
係者は喜びました。佐喜眞市長や自民党の手柄とされ
るだろうけれども、ＯＢとしてはそれもよしと思って
おりました。ところが去る４月13日、突然の移転断
念。
　４、西普天間への普天間高校移転断念の経緯につい
て伺います。
　５、世界自然遺産登録推薦取り下げの概要と今後の
対応方針について伺います。
　６、クロマグロの漁獲制限の概要と影響、対応につ
いて伺います。
　７、外国人労働者の受け入れについて。
　内閣府は５月30日に沖縄県が申請した農業分野で
外国人労働者を受け入れる区域計画を決定した。これ
までも取り上げてきましたが、外国人労働者を単なる
安上がりの労働力確保という考えでは将来に禍根を残
します。台湾や韓国などでは、ベトナムから労働者を
受け入れ人材の争奪戦が起きているとのことで、外国
人から選ばれる沖縄になるよう働きやすい環境整備に
取り組む必要があります。
　(1)、農業分野、区域計画の概要について。
　(2)、新たに提案された８事業の提案理由について。
　８、国際運転免許証不正取得問題の現状と対策につ
いて伺います。
　９、教育問題について。
　教職員の多忙化が社会問題となっている現在、保育

や学校現場において安倍自公政権のもとで愛国主義的
な教育が押し進められています。保育所では運営指針
で2018年度から３歳以上の幼児を対象に、国旗と国
歌に親しむと明記し、幼稚園では教育要領案で文化や
伝統に親しむ例として国歌を示した。さらに高校の学
習指導要領で2022年から公民で必修科目「公共」を
新設し、愛国主義的な教育を推進しようとしていま
す。言うまでもなく、国を愛する基本は家族を愛する
ことにあります。明治憲法のように天皇主権となっ
て、家族より国が一番大事、国家主義となればいつか
来た道です。日本の誇る平和憲法を守ることこそ大事
であります。県内でも那覇地区で道徳教科書に、日の
丸を見たらまず敬礼しましょうと記述された教育出版
の教科書が採択され、問題になっています。このまま
では全県に広がることが懸念されます。歴史を見て
も、国が変わるとき真っ先に変えられるのは教育で
す。慰霊の日を前にいま一度、教育現場で起きている
ことに目を向ける必要があります。
　(1)、教職員の多忙化は、過労死寸前にあると言わ
れ社会問題となっている。沖縄県の現状と原因につい
て。
　(2)、文科省通知の教職員の働き方改革の目的は何
か。
　(3)、多忙化による病気退職者をなくすためには、
正規教員をふやし全国学力テストを廃止すべきではな
いか。対応策について伺う。
　(4)、自民党は政策要綱「今後の沖縄振興の方向性
について」において、「在日米軍の協力を得て、英語
教育の一層の充実を図る」との文言を盛り込んだとの
こと。所見を伺います。
　(5)、義務教育未修了者学習支援事業の概要につい
て伺います。
　10、平和問題について。
　(1)、元全学徒の会から沖縄戦における全学徒戦没
者数の刻銘板の設置を要望する陳情書が提出されてい
る。要望に応えるべきではないか対応を伺います。
　11、沖縄伝統空手のユネスコ無形文化遺産登録に
向けた取り組みについて伺います。
　以上、よろしくお願いします。
〇花城　大輔君　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。
　　　午前11時25分休憩
　　　午前11時27分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
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〇知事（翁長雄志君）　瑞慶覧功議員の代表質問にお
答えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(1)、平和宣言に込める思いについてお答えをいたし
ます。
　ことしの沖縄全戦没者追悼式においては、さきの大
戦で住民を巻き込んだ苛酷な地上戦が行われた経験に
基づき、戦争体験を継承し、平和を希求する沖縄の心
を発信するとともに、恒久平和の実現に取り組む決意
を強く宣言したいと考えております。
　次に１の(2)、天皇皇后両陛下の御来県についてお
答えをいたします。
　去る３月27日から29日までの行幸啓では、沖縄県
は、宮内庁を初め関係機関と連携を密にして、御訪問
先となった与那国町や空手会館などにおいて、万全の
態勢で両陛下をお迎えいたしました。両陛下におかれ
ましては、お迎えする県民に対し、終始笑顔で応えて
おられ、沖縄の歴史をしっかりと記憶し、県民の心に
寄り添い続ける大切さをお示しいただいたことに対
し、大変感銘を受けました。両陛下の沖縄訪問が11回
にもわたり、そのお人柄、お気持ちに対し、多くの県
民が尊敬と親愛の念を抱いたのではないかと感じてお
ります。
　次に、日米地位協定の見直しについてに関する御質
問の中の３の(2)、日米地位協定の見直しに向けた取
り組みについてお答えをいたします。
　県においては、昨年９月に日米両政府に対し、地位
協定の見直しに関する要請を行っております。また、
ドイツ及びイタリアの現地調査を初めとして、他国の
地位協定調査を実施しているところであります。今
後、調査を進め、日米地位協定の問題点をさらに明確
化し、パンフレット等でわかりやすい形で示すことに
より、県の要請内容に対する理解が国内外に広がるよ
う取り組むとともに、全国知事会、渉外知事会、軍転
協とも連携していきたいと考えております。また、来
月開かれる全国知事会議において、地位協定の見直し
について各知事の理解が得られるよう、直接訴えてま
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。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(3)、アメリカ中央情報局による解説書につ
いてお答えいたします。
　アメリカ中央情報局が2012年に作成した解説書

「沖縄における基地と政治」においては、沖縄の地理
や人口などの基本情報のほか、沖縄の物語として５つ
の視点から沖縄に関する分析が記載されております。
本解説書が作成された意図については、必ずしも明ら
かではありませんが、アメリカ政府の政策立案者向け
に、沖縄の米軍基地に対する沖縄県民の考え方や行動
を理解するための資料として作成されたものではない
かと考えております。
　次に２、基地問題についての(1)、外来機の暫定配
備についてお答えいたします。
　嘉手納飛行場においては、外来機のたび重なる飛来
に加え、昨年も５月からＦ16戦闘機12機が約３カ月
間、10月からＦ35Ａ戦闘機12機が約６カ月間暫定配
備され、先月下旬からはＦ22戦闘機14機が配備され
ており、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを
得ません。
　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
はならず、今後ともあらゆる機会を通じ、三連協や軍
転協とも連携し、航空機騒音を初めとした負担軽減を
日米両政府に対して粘り強く働きかけていきたいと考
えております。
　同じく２の(4)、米軍機の墜落事後と住民被害につ
いてお答えします。
　昭和34年６月、米軍戦闘機が石川市の宮森小学校
に墜落炎上し、児童11人を含む17人が死亡、多数の
負傷者が出ました。また、平成16年８月の沖縄国際
大学への墜落事故や平成28年12月の名護市東海岸沖
合での墜落事故、平成29年10月の東村高江での不時
着、炎上などは、民間人には人的被害はなかったもの
の、事故現場及びその周辺に多大な被害を与えており
ます。航空機事故は、一歩間違えば人命、財産にかか
わる重大な事故につながりかねないことから、県とし
ては、今後とも、米軍の航空機整備、安全管理体制の
抜本的な見直しを図るとともに、実効性のある再発防
止策に万全を期すよう、強く求めてまいります。
　同じく２の(6)、再編交付金の交付条件及び交付状
況についてお答えします。
　防衛省によると、再編交付金は、再編特措法の規定
に基づき、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に
及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、駐留
軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資すると認める場
合に、再編関連特定防衛施設の周辺市町村に対して交
付するものとのことです。また、防衛省が４月末に公
表した平成30年度再編交付金実施計画によると、県内
市町村に対する交付予定額は、総額34億6600万円で、
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名護市29億8000万円、宜野座村２億4800万円、沖縄
市１億700万円、読谷村2300万円、浦添市１億800万
円となっております。
　同じく２の(7)、伊江島補助飛行場における模擬爆
弾処理についてお答えします。
　沖縄防衛局によると、伊江島補助飛行場における模
擬爆弾処理は、６月11日から14日までの間、実施され
たとのことです。沖縄防衛局は、伊江村へ事前に情報
提供し、６月11日に爆破処理が実施されたところ、周
辺自治体から、伊江島補助飛行場で爆破処理の情報が
あるのであれば事前に情報提供いただきたいなどの連
絡があったことから、伊是名村を初め周辺自治体へ説
明を行っております。また、新聞報道によりますと、
爆破処理による爆発音は、伊江村以外の本部町や今帰
仁村にも届き、周辺住民は不快に思っている、窓ガラ
スが揺れた等の声が寄せられたとのことであります。
　次に３、日米地位協定の見直しについての(1)、他
国地位協定調査についてお答えします。
　ドイツ・イタリアにおいては、自国の法律や規則を
米軍にも適用させることで自国の主権を確立させ、米
軍の活動をコントロールしていることや、地域レベル
の委員会が設置され、地元自治体の意見などを米軍が
聴取していることがわかりました。これに対し、日本
では、原則として国内法が適用されず、日米で合意し
た飛行制限等も守られない状況や地元自治体が地域の
委員会設置を求めても一顧だにされない状況であり、
両国とは大きな違いがあります。今後、さらなる調査
の展開を図り、調査結果を国民にわかりやすい形で示
すことで国民的議論を喚起することが必要であると考
えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　２、基地問題についての
御質問の中の(2)、外来機配備による騒音被害につい
てお答えします。
　Ｆ22戦闘機が訓練を開始した６月４日前後１週間
の期間について、嘉手納飛行場周辺の航空機騒音の状
況を比較したところ、訓練開始後、県が把握する15測
定局全てにおいてＬｄｅｎが増加し、最も高い砂辺局
では、訓練開始前の67.7デシベルから、訓練開始後は
72.6デシベルに増加しております。また、１日当たり
の騒音発生回数についても、15局全局で増加してお
り、最も多かった砂辺局では、訓練開始前の約55回か
ら、訓練開始後は約91回に増加しております。
　同じく２の(3)、米軍基地から派生する環境問題に

ついてお答えします。
　米軍基地の環境問題については、供用中の基地から
の油流出事故や返還された跡地等における土壌汚染、
埋設廃棄物の存在など、環境保全上大きな課題となっ
ております。また、国内法令で規制されていない米軍
基地特有の有害物質による汚染も懸念されておりま
す。このようなことから、県は、米軍基地に起因する
環境問題に迅速かつ適切に対処するため、環境関連事
故、有害物質の管理状況などの米軍施設に関する情報
収集を行い、各基地ごとの環境情報を取りまとめた米
軍基地環境カルテの充実に努めているところでありま
す。
　次に５、世界自然遺産登録推薦の取り下げの概要と
今後の対応方針についてお答えします。
　今回の世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮの評価報告
書によれば、延期勧告の主な理由として、１、分断さ
れた小規模な区域が複数あること、２、北部訓練場返
還地が推薦地に含まれていないことの２点が示されて
おります。これらの課題に対応することで、世界自然
遺産登録の可能性が十分にあるとしていることから、
国において、確実な登録を実現するために、推薦を一
旦取り下げ、早期に推薦書を再提出し、再度審査を受
けることが最適な方法と判断したとのことでありま
す。
　県としましては、ヤンバル地域及び西表島の世界自
然遺産登録に向け、国や地元関係団体と連携しなが
ら、示された課題にしっかりと対応し、確実かつ可能
な限り早期の遺産登録の実現に向けて取り組んでまい
ります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
　　　〔企業局長　金城　武君登壇〕
〇企業局長（金城　武君）　２、基地問題についての
御質問の中の(5)、ＰＦＯＳ問題の経緯についてお答
えをいたします。
　企業局では、平成26年２月から浄水場及び水源に
おいてＰＦＯＳ等の検査を行っておりますが、嘉手納
基地に隣接する比謝川や嘉手納井戸群において、高濃
度のＰＦＯＳ等が検出されております。今回のＰＦＯ
Ｓ等の検出は、嘉手納基地が汚染源である可能性が高
いと考えており、嘉手納基地内への立入調査について
米軍に対し要請しているほか、沖縄県軍用地転用促
進・基地問題協議会の要請においても、調査に協力す
ること及び適切な対応策を講じることを日米両政府に
対し求めたところです。また、北谷浄水場におけるＰ
ＦＯＳ等の低減を図るため、粒状活性炭の取りかえを
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実施し、当該費用については、沖縄防衛局に対し、費
用補償を要請しており、どのような補償が可能か協議
しているところです。今後とも、この問題の早期解決
が図られるよう、沖縄防衛局及び米軍と協議していき
たいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　４の(1)、西普天間住宅地
区跡地における普天間高校移設に向けた取り組みの経
緯についての御質問にお答えいたします。
　西普天間住宅地区跡地への普天間高校の移設につい
ては、昨年８月末に取り組みを開始して以降、先行取
得事業による土地の買い取りを初め、現高校用地との
換地まで手法の幅を広げて取り組んでまいりました。
しかしながら、平成30年２月から宜野湾市と共同で
行った個別ヒアリングにおいて、地権者の多くが、高
校の移設自体には賛成されているものの、同跡地内で
の土地の自己活用を希望しており、移設に必要な高校
用地の確保は極めて厳しいことが確認されました。こ
のため、西普天間住宅地区跡地全体の円滑な利用促進
を勘案し、普天間高校の同跡地への移設を見直すこと
としたものでございます。
　次に７の(2)、国家戦略特区に係る沖縄県の提案に
ついての御質問にお答えいたします。
　沖縄県では、平成30年５月30日に開催された国家
戦略特別区域会議において、農業支援外国人の活用の
ほか、観光、ＩＴ産業における入管法の在留資格の緩
和、航空機整備におけるドローン活用やバス自動運転
に係る特例など、新たに８事業の提案を行いました。
提案した主な理由は、急増する外国人観光客及びＩＴ
関連産業の高度化に対応するための人材確保などが課
題となっていることによるものです。
　県としましては、引き続き、業界団体のニーズを踏
まえ、国、市町村及び民間事業者と連携し、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。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　６(1)、クロマグロの
漁獲制限の概要と影響、対応についての御質問にお答
えいたします。
　国におきましては、資源の減少が著しいクロマグロ
について、資源を回復させるというアメリカ、台湾
等、関係国との合意に基づき、平成27年から自主的な

漁獲数量の管理を開始しております。さらに、30年１
月からは、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律
に基づき、より厳正な管理へと移行し、国が定めた漁
獲枠を超過しないよう、全国的に取り組みが進められ
ております。
　県としましては、クロマグロの漁獲規制について、
漁業者に丁寧に説明するとともに、漁業関係団体と連
携し、定められた漁獲枠を超過しないよう取り組んで
いるところであります。また、これら取り組みと並行
して、影響を受ける漁業者への救済措置や漁獲枠の見
直し等について、国に対し、迅速な対応を求めてまい
ります。
　次に７、外国人労働者の受け入れについての御質問
の中の(1)、国家戦略特区における農業支援外国人受
入事業についてお答えいたします。
　本事業は、農業支援に必要な一定の知識及び技能を
有する外国人材を希望する農業経営体に派遣する制度
となっております。本県は、６月14日に国が開催した
諮問会議において、区域計画の認定を受けたところで
あります。本事業の活用により、県内の農業現場にお
ける人手不足の改善に寄与することが期待されており
ます。
　県としましては、関係機関等と連携し、速やかに適
正受入管理協議会を設置するなど、本事業の円滑な実
施に向け、必要な措置を実施してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　８、国際運転免許証不
正取得問題の現状と対策についてお答えをいたします。
　偽造国際運転免許証に係る検挙のみを対象とした個
別の統計はございませんが、可能な範囲で確認をした
ところ、平成29年中については、偽造国際運転免許
証に係る検挙は確認できませんでした。しかしなが
ら、報道にございますように、外国人観光客が道路交
通法上有効な国際運転免許を保有せずに自動車を運転
した場合には、交通安全の観点から問題があることか
ら、県警察としては、知事部局等関係機関とも連携を
し、そのような事態の防止に努めております。具体的
には、県文化観光スポーツ部、内閣府沖縄総合事務局
と連名で、レンタカー協会宛てに文書を発出し、実態
把握に協力を求めるとともに、レンタカー事業者に対
し、外国人観光客等からレンタカーの借り入れの申し
込みがあった場合には、国際運転免許証やパスポート
の必要な確認を行っていただくなど、適切な対応につ
いて協力要請を行っております。
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　県警察としては、当県の国際観光立県としての一層
の発展に寄与するため、関係機関とも連携をし、安全
な道路交通環境の確保に努めてまいりたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　９の教育問題についての御
質問で(1)、教職員の多忙化の現状等についてお答え
いたします。
　県教育委員会が、公立学校教職員を対象に実施した
平成29年度実態調査では、「業務量が多い」、「どちら
かというと多い」と感じている教職員の割合が、小中
学校で59.7％、県立学校では54.6％となっておりま
す。また、教職員の長時間勤務の原因としては、部活
動指導が最も多く、次いで事務・報告書作成、授業準
備の順となっております。
　次に同じく９の(2)、文科省通知「教職員の働き方
改革」の目的についての御質問にお答えいたします。
　平成30年２月９日付各都道府県教育委員会等に対
する文部科学省の通知は、学校におけるこれまでの働
き方を見直し、限られた時間の中で、教師の専門性を
生かしつつ、授業やその準備に集中できる時間、教師
みずからの専門性を高めるための研修の時間や、児童
生徒と向き合うための時間を十分確保し、教師が日々
の生活の質や教職人生を豊かにすることで、みずから
の人間性を高め、児童生徒に対して効果的な教育活動
を行うことができるよう、高等学校や特別支援学校等
の校種の違いにも配慮しつつ、必要な取り組みの徹底
を求めるものとなっております。
　県教育委員会としては、この通知の内容を十分踏ま
え、引き続き、学校現場の業務改善に向け、実効性の
ある取り組みを推進してまいります。
　次に同じく９の(3)、多忙化への対応策等について
の御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では平成23年度から大幅に新規採用
者をふやし、計画的な正規率の改善に取り組んでおり
ます。また、全国学力・学習状況調査については、授
業改善を効果的に進めていく上で大変重要だと考えて
おります。
　県教育委員会としましては、全国学力・学習状況調
査のための対策ではなく、日々の授業改善を通した学
力向上を推進するとともに、ウエブシステムの改修等
により教員の負担軽減に努めているところでありま
す。
　次、同じく９の(4)です。米国の協力を得た英語教

育についての御質問にお答えいたします。
　骨太の方針2018にある米国の協力を得た英語教育
の取り組みについては、現時点で具体的な内容は示さ
れておりません。県教育委員会では、英語立県沖縄推
進施策として、英語立県沖縄推進戦略事業、グローバ
ル・リーダー育成海外短期研修事業、国際性に富む人
材育成留学事業等を推進しております。引き続き、英
語力及び国際性を身につけた国際社会で活躍する人材
の育成に取り組んでまいります。
　同じく９の(5)です。義務教育未修了者学習支援事
業の概要についての御質問にお答えいたします。
　戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者支援事
業は、平成23年度から実施してまいりましたが、支
援者数等事業の目的がおおむね達成できたと判断し、
平成29年度をもって終了したところであります。県
教育委員会では、平成28年度に成立した義務教育の
段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等
に関する法律を踏まえ、公立中学校夜間学級等設置検
討委員会において、夜間中学のあり方等について検討
を行っており、戦中戦後の義務教育未修了者について
も、その検討を踏まえて対応することとしておりまし
た。しかしながら、検討委員会におけるさまざまな課
題の整理に時間を要することが想定され、また、今年
度も珊瑚舎スコーレに新たな入学者や継続して学びた
い意向を示す方がいるなどの状況があります。このよ
うなことを踏まえ、県教育委員会としましては、戦中
戦後の混乱期における義務教育未修了者について、早
期に支援が行えるよう取り組んでいるところでありま
す。
　以上でございます。
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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　10、平和問
題についての(1)、全学徒戦没者数の刻銘板の設置に
ついてお答えいたします。
　県では、沖縄戦における戦没者に関して、国籍や軍
人、民間人の区別なく、亡くなられた全ての人々の氏
名を刻銘した平和の礎の事業を実施しており、平成30
年６月現在、24万1525人の戦没者が刻銘されており
ます。
　県としましては、元全学徒の会の皆様の思いを踏ま
えながら、刻銘板の設置については慎重に検討する必
要があると考えておりますが、学業半ばに無念にもと
うとい命を奪われた学徒隊の悲惨な実相をより一層広
く知らしめるため、どのような方法があるのか検討し
たいと考えております。
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　以上でございます。
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　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）　11の(1)、
沖縄伝統空手のユネスコ無形文化遺産登録に向けた取
り組みについての御質問にお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画等において、
沖縄空手の価値を広く県民に啓発し、ユネスコ無形文
化遺産登録に向けた機運の醸成を図ることとしており
ます。このため、県内から多くの空手家の参加を得て
空手の日記念演武祭を実施するとともに、ことし８月
の第１回沖縄空手国際大会の開催に向けて準備を進め
ているところであります。また、ユネスコ無形文化遺
産登録については、今年度策定する沖縄空手振興ビ
ジョンロードマップ（仮称）の中で、実現に向けた工
程表を取りまとめ、取り組みを進めてまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午後１時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
〇西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党の西銘純恵です。
　代表質問を行います。
　質問の前に翁長知事におかれましては、一日も早く
健康が回復されることを心から願っています。また、
大阪地震で亡くなられた方や御家族に対してお悔やみ
を申し上げるとともに、地震被災者の皆さん、台風６
号被災者の皆さんに対して心よりお見舞いを申し上げ
ます。
　さて、史上初の米朝会談が実現し、平和と繁栄を望
む両国民の願いに従って新しい米朝関係を樹立し、朝
鮮半島に永続的で安定した平和体制を構築することを
宣言しました。1950年から53年まで朝鮮戦争が戦わ
れ、長年にわたり厳しく敵対してきた米朝が朝鮮半島
の非核化と平和体制構築を進め、敵対から友好へと転
換させるため努力するという歴史的な合意をしまし
た。南北首脳会談の成功に続く米朝合意は、北朝鮮の
脅威を口実にした安倍政権の海外派兵、大軍拡、改憲
の策動の根拠を失わせるものです。
　日本共産党は、北朝鮮問題の対話による平和的な解
決を一貫して主張し、関係各国に何度も要請してきま

した。世界はその方向に動いています。平和に向かう
大激動、開始された平和へのプロセスを成功させ、世
界史の一大転換点にするために引き続きあらゆる努力
を続ける決意です。
　辺野古新基地押しつけの言い分は、北朝鮮による核
ミサイル開発など、日本を取り巻く安全保障環境はい
よいよ厳しさを増している、在日米軍の抑止力が低下
することがあってはならない。朝鮮半島や台湾海峡に
近い位置にある沖縄の米海兵隊の役割は重要だ。だか
ら辺野古しかない。この言い分が繰り返されてきまし
た。沖縄県がことし３月にワシントンで主催したシン
ポジウムで、普天間基地返還に日米合意したときに、
米国防長官を務めたウィリアム・ペリー氏は、北朝鮮
の脅威がなくなれば、在日米軍、特に普天間基地に駐
留している部隊について、その存在理由が完全になく
なり得ると発言しています。元内閣官房副長官補の柳
澤協二氏は、米軍が対北朝鮮や対中国のために沖縄に
いなければならない軍事的理由はもともとないが、そ
れを説明する論理として、北朝鮮や中国の脅威論が使
われてきた。南北の緊張が緩和され、米中の協調が進
めば、その脅威論はいずれも使えなくなると述べてい
ます。辺野古唯一論が破綻し、普天間基地に海兵隊駐
留の根拠もなくなり、在沖米軍基地も必要でなくなる
ということではありませんか。そもそも脅威論や抑止
力という基地押しつけ論は全くの偽りです。沖縄の海
兵隊はベトナム戦争、アフガニスタン戦争、イラク戦
争など世界中でアメリカが起こす無法な戦争に殴り込
みをした軍隊で、日本の平和や安全を守ることとは無
関係の軍隊です。1982年当時のワインバーガー米国
防長官は、在沖海兵隊は日本防衛の任務は割り当てら
れていないと明言しています。
　今、日本政府に求められているのは、アメリカ追随
の抑止力論に縛られて辺野古新基地を強要することで
はなく、憲法９条を持つ国の政府として、平和のプロ
セスを推進する外交力を発揮することではないでしょ
うか。既にＡＳＥＡＮの国々は東南アジア友好協力条
約を結び、あらゆる紛争問題を平和的な話し合いで解
決する地域の平和協力の枠組みをつくっています。そ
れを北東アジアにもつくる展望が開かれています。米
軍基地を置いている根拠となる日米安保条約10条に
は日本国から安保条約を終了すると米国に通告すれば
１年以内に日本・沖縄から全ての米軍基地が撤去され
ることが定められています。日米安保条約をなくし、
平和友好条約に転換して基地のない平和で経済発展で
きる沖縄へ踏み出すチャンスではないでしょうか。
　戦後73年、負担軽減どころか米軍基地は強化される
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一方です。Ｆ15戦闘機の墜落原因も明らかにしないま
ま訓練を再開し、それを政府が追認をする。嘉手納町
議会や町長の抗議面会を拒否する米軍。まるで植民地
のような米軍の横暴勝手に県民の怒りはおさまりませ
ん。
　全国でも米軍基地が強化されています。オスプレイ
の日米共同整備拠点がつくられ、米空軍の特殊作戦
用のＣＶ22が配備され、新しい原子力空母ロナルド・
レーガンの配備、新艦イージス艦の配備が相次いでい
ます。岩国基地に配備されたＦ35が伊江島で訓練し、
岩国基地は130機が訓練する東アジア最大の航空基地
になります。在日米軍基地が海兵隊と空母打撃群の一
大拠点として強化されようとしています。軍事費も
５兆円超からＧＤＰ比２％、10兆円に倍増し、社会保
障は大幅削減され、軍事大国への道です。海外の侵略
戦争への出撃基地である海兵隊と空母打撃群の基地を
認めている国は世界で日本以外にはありません。国際
的にも日本の地位にかかわる重大問題です。米軍機墜
落、部品落下、爆音被害を起こしても住宅地上空を飛
行訓練する。子供たちの教育を受ける権利、安心して
暮らす生存権が奪われ、命が脅かされ、人権が侵害さ
れ尊厳が踏みにじられている。こんなことは断じて許
せません。沖縄県議会が２月に全会一致で決議をした
のは、まさに県民が一丸となって沖縄の現状を変えて
いく決意だったのではありませんか。戦争を再び繰り
返さない命ドゥ宝の県民の思いは揺るぎません。日米
両政府の圧政に屈しない決意は不動です。
　翁長知事が知事権限を行使し、県民がオール沖縄で
力を合わせれば、必ず辺野古新基地はとめられます。
公文書改ざん、廃棄、隠蔽、虚偽答弁の安倍政権の退
陣を求める声が広がっています。
　日本共産党はオール沖縄の強化、野党共闘の前進の
ために全力を尽くす決意を込めて質問をいたします。
　翁長知事の政治姿勢について。
　朝鮮半島をめぐって平和の激動が起こっている。朝
鮮半島の非核化と平和体制構築に向けた話し合い外交
について。
　南北朝鮮の首脳会談が実現した。首脳会談での板門
店宣言の内容と意義を問う。沖縄との関連で見解を問
う。 
　６月12日、史上初の米朝首脳会談は朝鮮半島の非
核化と持続的な平和体制を築くなどの共同声明を発表
した。見解を問う。
　米海兵隊の基地が沖縄に置かれた理由と経過を伺
う。南北朝鮮の終戦が宣言され、停戦協定が平和協定
に転換されたら、沖縄に米軍基地を置く根拠は崩れる

のではないか。見解を問う。
　嘉手納基地所属のＦ15戦闘機が那覇沖に墜落した。
飛行停止された同型機が２日後に飛行再開されたのは
言語道断である。県民の命が危険にさらされている。
即刻、全ての米軍機の住宅地域飛行禁止を要求すべ
き。また、Ｆ22外来戦闘機と訓練をしていたとの報道
があるが事実はどうか。県の対応を問う。
　県議会がことし２月議会に全会一致で採択した意見
書・決議について見解を伺います。
　保育園、学校、病院、住宅など民間地上空の普天間
飛行場所属の米軍機の飛行訓練を中止させること。
　直ちに普天間飛行場の運用を停止すること。
　日米地位協定を抜本的に改定すること。特に、日米
地位協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律を廃
止し、日本の航空法を遵守すること。
　在沖米海兵隊を沖縄から早期に国外・県外に移転す
ること。
　４、普天間米軍基地について。
　普天間基地は人の住んでいない土地に建設し、その
後周囲に市街地が広がったと事実をゆがめる米海兵隊
ネラー総司令官の発言は断じて許せません。事実はど
うか。
　昨年12月、米軍大型ヘリの窓落下事故後、体育の授
業中や休み時間に米軍機接近によって児童を避難させ
ているが、児童の安全や安心、教育を受ける権利が恒
常的に侵害されている。避難の実態を問う。教育長の
見解も問う。
　安倍首相の関与から始まった森友学園、加計学園の
公文書改ざん、廃棄、隠蔽、虚偽答弁。自衛隊の日報
隠蔽、厚労省のデータ改ざんなど、安倍政権について
知事の所見を伺う。
　財務事務次官のセクハラ問題で、麻生大臣はセクハ
ラ罪という罪はないと被害女性の尊厳を踏みにじる無
責任答弁を行い、閣議決定まで行っている。その上、
はめられたのではないかという被害者を加害者に仕立
てるような暴言は大臣失格であり、即刻辞任すべきで
ある。県の認識と人権侵害のセクハラをなくすための
取り組みを伺う。
　島嶼防衛を口実にした自衛隊のミサイル部隊の石垣
配備、宮古島へのミサイル部隊などの配備は住民の反
対の声を押し潰して強行している。自衛隊配備をやめ
させるべきではないか。
　日米地位協定は国内法が適用されず日本の主権を放
棄した従属協定である。県が調査したドイツやイタリ
アとの違いは何か。日米地位協定改定に向けての今後
の県の対応を伺う。
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　米軍基地内の立入調査について。
　基地内の環境調査が2014年から基地周辺調査に変
更され、基地内の調査ができなくなったのはなぜか。
　田代名桜大教授は、2016年の中部基地周辺河川調
査で、米軍牧港補給基地の排水溝から有害化学物質の
ＤＤＴ類、クロルデン類が検出されたのは基地が発生
源ではないかと基地と有害物質との関連を指摘してい
る。中部基地周辺の河川や水路から同様な有害物質が
出ている。早急な基地内調査が求められるのではない
か。
　米軍嘉手納基地で昨年11月までの２年間でジェッ
ト燃料などの有害物質ドラム缶317本分の流出事故が
あり、基地外にも流れたことが情報公開で明らかにさ
れた。がんや甲状腺疾患を含む重病になり、特に胎児
が影響を受ける有害物質の流出を米軍は県に報告した
のか。ＰＦＯＳの基地内調査も今回の調査も県民の命
にかかわる重大問題である。早急に事故報告を要求
し、基地内の立入調査を徹底的に行うべき。沖縄県生
活環境保全条例３条３項に基づいて基地内立入調査を
基地司令官に求めることができるが、対応を伺う。
　戦後73年目の６・23沖縄全戦没者追悼式に、二度と
戦争をさせないための知事の決意を伺う。
　政府が奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の
世界自然遺産登録申請を取り下げる理由は何か。米軍
基地と世界自然遺産は相入れない真逆のもの。米軍北
部訓練場の返還と辺野古新基地建設をやめさせて辺野
古・大浦湾を含めた世界自然遺産登録を促進すべきで
はないか。登録に向けた県の今後の対応について。
　辺野古新基地をつくらせないために。
　防衛局は知事の許可を受けていない違法工事、留意
事項違反、設計概要変更申請のない工事など幾重にも
違法を重ね、８月17日に土砂を投入する申請を出し
た。軟弱地盤、活断層の疑い、高さ制限違反、サンゴ
移植、ジュゴン保護などの問題は辺野古埋立承認の撤
回事由となるが、それぞれに防衛局の対応と県の対応
を伺う。撤回について知事の決意を伺う。
　抗議する住民を暴力的に排除・拘束して違法に埋立
工事が進められているが、計画に比べて工事はどう
なっているのか。県民を諦めさせるために土砂投入が
強行されようとしているが、護岸が連結しても現状の
護岸の高さでは土砂が外海に流出するのではないか、
土砂投入は不可能ではないか。土砂投入申請に対する
対応について。
　防衛局が、2016年３月作成の護岸工事予定地の海
底地質調査報告書を約２年間隠してきたことが明らか
になった。水深30メートルの海底から厚さ40メート

ルに及ぶマヨネーズのような軟弱地盤となっていると
ころに巨大新基地をつくるのは無謀ではないか。見解
を伺う。
　沖縄の民意を無視する安倍政権への怒りが県民投票
運動となっていると思うが、見解及び知事の即時撤回
時期との関係について伺う。
　絶滅危惧種のジュゴンについて。
　第２回環境監視等委員会で、ジュゴンが埋立区域に
近づかないために工事着手前に海草藻場を移植し造成
することを委員が助言しているが、防衛局は藻場の造
成を行ったのか。委員が辞任したのは環境監視等委員
会が機能していないからではないか。
　８月に土砂投入を予定している海域一帯が被度50％
以上の海草藻場である。防衛局の環境保全図書では海
草藻場に影響がある場合は移植などの保全措置をとる
としているが、藻場の移植はなされたのか。海草藻場を
消滅させる土砂投入は許せない。対応を伺う。
　昨年10月の事後調査報告書ではジュゴンＣが発見さ
れなかった調査結果のみで、工事との関連性の検討や
対策をとっていない。工事の影響ではないとする防衛
局はその根拠を示していない。埋立工事の影響である
ことは紛れもない。海草藻場を保全し、再び確認でき
るまで工事中止を求めるべきではないか。
　米軍基地問題について。
　Ｆ22ステルス戦闘機などの外来機配備によって120
デシベルを超える爆音、深夜の爆音。昼夜となく米軍
の訓練が激化して沖縄中が訓練場になっている。低空
飛行の爆音に、恐怖を感じた、寝られないと県民の恐
怖は極限状態にある。政府は、基地の負担軽減だと県
民や国民をだましているが、実態を問う。各基地や訓
練が強化されているのはなぜか。県は、在沖米軍基地
の実態調査を行うべきではないか。
　16年12月13日、名護市安部海岸に墜落大破したオ
スプレイの事故調査報告書に対する見解を問う。オー
ストラリア沖での墜落死亡事故の報告書に専門家はど
う指摘しているのか。オスプレイが事故率の最も高い
欠陥機であることを明白にしたのではないか。知事の
見解を問う。また、オスプレイの飛行を中止させ完全
撤去を日米政府に求めることについて。
　高江のオスプレイ着陸帯使用による爆音被害、住民
被害を問う。オスプレイ着陸帯の撤去を求めることに
ついて。
　浦添新軍港は国内法の及ばない治外法権の米軍専用
施設になる。民港発展の阻害物となる軍港は民港と相
入れない。浦添新軍港建設のための環境アセスが始
まっているが、事業内容と進捗を伺う。
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　ＳＡＣＯ合意による移設条件つきの基地整備強化の
ために使われた税金、高江や辺野古埋立工事や警備の
ために使われた日本国民・県民の税金は幾らになる
か。今後使われる試算額はどれだけか。
　子供の貧困対策について。
　子供の貧困調査が翁長県政で実施され、対策が進め
られている。この間の調査と対策及び推進策につい
て。
　３回行った子供貧困調査の内容、それぞれの特徴と
対策について。
　知事を議長とする県民会議の取り組みと成果につい
て。
　具体的な取り組みと成果を伺う。
　沖縄県独自の給付制の奨学金制度の取り組み状況に
ついて。
　就学援助の周知のための取り組み状況、支給人数や
支給率の推移。小中学校入学前の準備金の支給の推進
について伺う。
　学童クラブ利用料を軽減するための施策と16年度
以降の実績。18年度の計画について。
　高校生のための支援策と実績。18年度からひとり親
家庭高校生等通学サポート実証事業を実施するが、支
援内容を問う。
　母子家庭の家賃補助、子育て、就労支援を行う県の
ひとり親生活支援モデル事業ゆいはぁとの実績、及び
県と市町村の拡充状況について。
　暮らし、福祉行政について。
　国民健康保険制度について。
　医療給付を抑えるか、国保税を引き上げるかを迫る
政府の医療費抑制策として、今年度から国保の都道府
県化が実施されたが、政府の負担金を増額させるなど
政府への要請内容を伺う。
　高過ぎて払いたくても払えない国保税の引き下げ、
子供の均等割を廃止して実質引き下げなどを検討すべ
きと思うがどうか。
　ことし10月からの生活扶助の５％削減計画に対し
て、国連人権専門家から最低限の社会保障を脅かすと
見直しが政府に要請された。政府の対応と生活保護改
悪に対して県の見解を伺う。
　ことしから第７期の介護保険事業計画が始まり、多
良間村を除く市町村で介護保険料が引き上げられた。
３年ごとに引き上げられ県民の負担能力を超えた保険
料になっている。政府の公費負担割合25％は低過ぎ
る。抜本的に引き上げを求めるべきではないか。県の
対応を問う。
　子供医療費の無料化拡大について。

　県は2015年10月に子供医療費の通院費を３歳未満
から小学校入学前まで助成を拡大し、ことし10月か
ら、就学前までの窓口負担のない通院費完全無料化を
実施する予定だが、市町村との協議状況を伺う。
　那覇市の城間市長が中学校卒業までの通院費無料化
の方針を明らかにした。通院費の中学卒業までの無料
化について市町村との協議の進捗について。
　教育行政について。
　戦中戦後の皆さんが学ぶ夜間中学の珊瑚舎スコーレ
に補助を継続すべきだが、いつから補助するのか。ま
た、希望する誰でも学べる公立夜間中学校の設置に向
けた協議会の協議状況を伺う。
　教師の多忙化の解消対策の進捗を伺う。
　性暴力被害者支援のワンストップ支援センターの相
談体制について。施設建設の進捗について。
　旧優生保護法による強制不妊手術の実態を伺う。被
害者の人権回復や被害補償のために、県が相談窓口を
つくり調査を行うことについて。
　雇用問題について。
　政府の働き方改革法案は、過労死とサービス残業を
合法化して促進し、働く者の命と健康を破壊し、権利
も脅かす働かせ方大改悪である。見解を問う。
　非正規雇用から正規雇用にするため県の支援が拡充
されたが具体策と進捗を伺う。
　国や県が優遇措置をした事業所に正規雇用を拡大す
ることについて。
　グッジョブセンターの取り組みと今後の施設移転、
及びワンストップ支援センターとしても体制や機能を
強化することについて。
　農畜産業、水産業への支援策を問う。また、所得向
上の実績を問う。
　北部基幹病院構想の実現のための協議会の進捗を伺
う。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　西銘純恵議員の代表質問にお
答えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(10)、追悼式における知事の決意についてお答えをい
たします。
　ことしの沖縄全戦没者追悼式においては、さきの大
戦で住民を巻き込んだ苛酷な地上戦が行われた経験に
基づき、戦争体験を継承し、平和を希求する沖縄の心
を発信するとともに、恒久平和の実現に取り組む決意
を強く宣言したいと考えております。
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　次に、辺野古新基地をつくらせないことについてに
関する御質問の中の２の(4)、県民投票の見解と撤回
時期との関係についてお答えをいたします。
　辺野古新基地建設に反対し、普天間飛行場の県外移
設を求めるという県民の民意は、これまでの一連の選
挙において示され続けてきたものと理解しておりま
す。それにもかかわらず、政府は、明確に示された県
民の民意を無視し、辺野古新基地建設を強行しており
ます。そのため、今回の県民投票の動きは、県民一人
一人が改めてその意思を明確に示すことを求めて、県
民が主体となって行われているものと考えておりま
す。また、公有水面埋立法に違反していることを理由
として撤回をするという判断は、県民投票の時期やそ
の結果に縛られるものではありません。
　次に、子供の貧困対策についてに関する御質問の中
の４の(2)、沖縄こどもの未来県民会議の取り組みと
成果についてお答えをいたします。
　私が会長を務める沖縄子どもの未来県民会議では、
企業や県民の皆様からいただいた寄附金を活用し、児
童養護施設等の子供たちを対象とした給付型奨学金事
業のほか、沖縄都市モノレール株式会社による高校生
の通学運賃の割引、県民会議会員の協働によるジョイ
ントプロジェクト助成事業などを実施しております。
これらの取り組みにより、給付型奨学金については、
平成28年度９名、平成29年度18名と応募した全ての
子供たちへの給付を決定し、モノレール運賃の割引
ＯＫＩＣＡは385人が利用するなど、着実に成果が上
がっております。
　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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、翁長知
事の政治姿勢についての御質問の中の(1)アと(1)イ、
南北首脳会談及び米朝首脳会談について、(1)アと(1)
イは関連いたしますので一括してお答えいたします。
　県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造・実験
等に反対し、あらゆる国の核実験に対して抗議するた
め、平成７年に非核・平和沖縄県宣言を行い、あらゆ
る国による核兵器の実験に対してその都度抗議を行っ
ております。悲惨な地上戦を体験した沖縄県として
は、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けて、朝鮮半島の
完全非核化を確認・約束した板門店宣言及び米朝首脳
会談における合意文書が東アジアの平和構築につなが
ることを期待するものであります。
　同じく１の(6)、セクハラに関する認識と取り組み

についてお答えいたします。
　セクシュアル・ハラスメント、いわゆるセクハラ
は、相手の意に反した性的な言葉や振る舞いにより不
快感を与える重大な人権侵害であり、男女共同参画社
会の形成を大きく阻害するものであります。県では、人
権を守る人権啓発活動事業として、相談窓口の設置や
人権問題に対する正しい認識を広める啓発活動を行っ
ており、セクハラを含めた人権侵害の予防、被害の救
済、再発防止を図る取り組みを行っております。
　次に４、子供の貧困対策についての(1)、子供の生活
実態調査及び対策についてお答えします。
　沖縄県では、平成27年度に全国に先駆けて子供の相
対的貧困率を公表するとともに、小中学生期の子供と
その保護者を対象にアンケート調査を実施しました。
その後、平成28年度は高校生期、平成29年度は未就学
児を対象に調査を実施しました。県では、調査結果を
踏まえた対策を講じており、平成27年度調査で困窮世
帯の保護者の20％以上が就学援助制度を知らないこ
とが明らかとなったため、制度の周知・広報などに取
り組んでおります。また、平成28年度調査で困窮世帯
の高校生の約４人に１人がアルバイト代を通学費に充
てていることが明らかになったため、今年度から、ひ
とり親家庭の高校生等に対しバス通学費を軽減する実
証事業を実施いたします。
　同じく(3)のウ、放課後児童クラブ利用料の軽減に
ついてお答えします。
　沖縄県では、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活
用し、市町村における子供の学びと育ちを支援してお
ります。ひとり親世帯等を対象とした放課後児童クラ
ブの利用料負担を軽減する市町村事業についても、支
援メニューの一つとして実施しております。基金を活
用した利用料負担軽減の実績は、平成28年度８市町村
336人、平成29年度13市町村1272人となっており、今
年度は16市町村で約1500人に負担軽減を行う見込み
となっております。
　同じく(3)のエ、ひとり親家庭高校生等通学サポー
ト実証事業についてお答えします。
　ひとり親家庭は、生計維持と子育てという二重の役
割を一人で担っていることから、通学費が生活面、経
済面で大きな負担となっております。本事業は、一定
所得基準に満たないひとり親家庭の高校生等に対し
て、バス通学定期券の半額、離島地域の通学回数券に
ついては、普通運賃換算で半額の負担軽減を行うもの
であります。本事業は新規事業であることから、認定
申請の受け付けを７月下旬に開始し、10月からバス会
社の窓口等で割引販売を行うこととしております。
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　同じく(3)のオ、ひとり親家庭生活支援モデル事業
についてお答えします。
　ひとり親家庭生活支援モデル事業ゆいはぁとにおい
ては、民間アパートを活用した生活支援を中心に、子
育て支援、就労支援、子供への学習支援など、それぞ
れのひとり親家庭に応じた総合的な支援を行っていま
す。平成24年度から平成29年度までの６年間で、125
世帯に対して支援を行い、そのうち74世帯の自立につ
ながっているところです。これまでに、中部及び北部
地域にも拠点事務所を増設するとともに、母子生活支
援施設未設置の市に対しても事業の実施を働きかけ、
うるま市を初め４市が同様の事業を実施するなど、支
援の拡充を図ってきたところであります。
　続きまして５、暮らし、福祉行政についての御質問
の中の(2)、生活保護基準の見直しについてお答えし
ます。
　生活保護基準については、生活保護法第８条に基づ
き厚生労働大臣が定めることとされており、国におい
て、社会保障審議会生活保護基準部会における有識者
意見等を踏まえ設定されております。
　県としては、国連人権専門家から政府への要請につ
いては承知しておりますが、生活保護が最後のセーフ
ティネットとして十分に機能を果たすことが重要であ
ると考えており、引き続き保護受給者の生活実態を把
握し、適正な保護の実施に努めてまいります。
　同じく(3)、介護保険での国費負担割合の増を求め
ることについてにお答えいたします。
　高齢化の進展等により介護給付費が増加しており、
それに伴い介護保険料が上昇し、地方財政負担も増加
しております。県では、公費による低所得者の介護保
険料軽減や、地域包括ケアシステムの構築に係る市町
村支援の施策を進めるとともに、介護保険における国
庫負担分の割合を引き上げることを含め、費用負担全
体を見直すよう、九州保健医療福祉主管部長会議を通
じ、厚生労働省に要望しております。
　次に７の(1)、性暴力被害者支援のワンストップ支
援センターの進捗についてお答えいたします。
　病院拠点型性暴力被害ワンストップ支援センターの
施設整備については、平成29年度に設計業務を行って
おり、今年度中に県立中部病院敷地内において工事を
行うこととしております。相談体制については、24
時間365日体制の実現に向けて、現在の相談支援員30
名を50名まで増員する必要があることから、関係機
関と連携を図り、養成研修受講者からの採用を進めな
がら、人材確保に取り組んでまいります。
　以上でございます。

〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、翁長知事の政治姿
勢についての(1)のウ、在沖米海兵隊の駐留理由と朝
鮮戦争の終結による在沖米軍基地への影響についてお
答えします。
　1950年代以降、日本本土において、事件・事故等
を背景とした米軍基地に反対する住民運動が各地で起
こりました。その結果、日本本土では米軍基地の整理
縮小が実施され、沖縄への海兵隊の移駐が進み、それ
が今日の沖縄の海兵隊を形成したとされております。
在沖海兵隊の駐留理由について、日本政府は、朝鮮半
島や台湾海峡を潜在的紛争地域とする地理的優位性な
どを根拠として説明しております。在沖米軍基地への
影響については、現段階では明らかではありません
が、沖縄県としましては、今後の両国の具体的な協議
等が進み、米軍基地の整理縮小等、沖縄の過重な基地
負担の軽減につながることを期待しております。
　同じく１の(2)と(3)のア、米軍機の住宅地域飛行禁
止を要求すること等について関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えします。
　県としては、住宅地上空の飛行訓練等により、県民
に被害や不安を与えることがあってはならないと考え
ております。このような観点から、県は、平成29年12
月、外務大臣に対し、嘉手納飛行場及び普天間飛行場
における航空機騒音の軽減などについて要請を行い、
その際、住宅地上空の飛行及び夜間の訓練飛行を回避
するための対策を講じるよう、強く申し入れたところ
であります。
　県としては、引き続き、住宅地上空の飛行を回避す
るための対策を講ずるよう、粘り強く求めてまいりた
いと考えております。
　なお、墜落機の訓練状況を沖縄防衛局に照会したと
ころ、７機で飛行していたとの回答がありましたが、
他の６機の機種及び訓練内容は、確認できていないこ
とから、引き続き情報提供を求めてまいります。
　同じく１の(3)のイ、普天間飛行場の運用停止につ
いてお答えします。
　県は、普天間飛行場の５年以内運用停止を含む危険
性除去は、辺野古移設とはかかわりなく実現されるべ
きものであると考えており、政府に対し繰り返し強く
求めているところです。
　県としましては、ことし２月に全会一致で可決され
た、５年以内運用停止の期限を待たず、直ちに運用を
停止することを求めた県議会決議も踏まえ、今後も引
き続き、普天間飛行場の早期返還及び危険性の除去を
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政府に対し強く求めてまいります。
　同じく１の(3)のウ、日米地位協定の見直し及び航
空特例法の廃止についてお答えします。
　県としては、米軍基地から派生する諸問題を解決す
るためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善
だけでは不十分であり、日米地位協定の抜本的な見直
しが必要であると考えております。県は、平成29年９
月に実施した日米地位協定の見直しに関する要請の中
で、第３条関係において、合衆国軍隊の演習、訓練、
施設整備等の諸活動の実施に対して、航空法等の日本
国内法を適用する旨を明記することを求めておりま
す。今後も引き続き、全国知事会、渉外知事会、軍転
協とも連携し、日米両政府に同協定の見直しを粘り強
く求め、その実現に努めてまいります。
　同じく１の(3)のエ、在沖米海兵隊の撤退について
お答えします。
　県議会において、在沖海兵隊の早期の国外・県外移
転を求める意見書と決議が全会一致で可決されたこと
は、重く受けとめているところです。在沖海兵隊につ
いては、米軍基地の整理縮小の実現のため、米軍再編
で示されたグアム移転を含む国外移転及び嘉手納飛行
場より南の施設・区域の返還を確実に実施することが
重要と考えており、今後とも、軍転協等と連携し、あ
らゆる機会を通じて、基地の整理縮小を日米両政府に
対し、強く求めてまいります。
　同じく１の(4)のア、米海兵隊ネラー総司令官の発
言についてお答えします。
　宜野湾市が作成した資料によると、米軍上陸前年の
宜野湾村は、人口が約１万4000人で、沖縄県庁中頭
郡地方事務所や県立農事試験場など官公庁が設置され
るなど、沖縄本島中部の中心地でありました。また、
村の中心は、現在の普天間飛行場の中にあり、もとも
と役場や国民学校、郵便局、病院、旅館、雑貨店が並
び、幾つもの集落が点在する地域でした。今回のネ
ラー総司令官の発言は、このような状況を正しく理解
しておらず、残念に思っております。
　県としましては、沖縄の米軍基地問題を正しく理解
していただけるよう努めてまいります。
　同じく１の(5)、安倍政権についてお答えします。
　さまざまな世論調査において、森友学園や加計学園
に関する問題などについて、多くの国民が疑問を抱い
ているものと理解しております。政府におかれまして
は、このような疑問が生じることのないよう丁寧な説
明を行っていただきたいと考えております。
　同じく１の(7)、自衛隊の島嶼配備についてお答え
します。

　自衛隊の先島配備については、我が国の安全保障や
地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな
意見があるものと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と
協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　同じく１の(8)、日米地位協定についてお答えしま
す。
　ドイツ・イタリアにおいては、自国の法律や規則を
米軍にも適用させることで自国の主権を確立させ、米
軍の活動をコントロールしていることや、地域レベル
の委員会が設置され、地元自治体の意見などを米軍が
聴取していることがわかりました。これに対し、日本
では、原則として国内法が適用されず、日米で合意し
た飛行制限等も守られない状況や地元自治体が地域の
委員会設置を求めても一顧だにされない状況であり、
両国とは大きな違いがあります。今後、国民的な議論
を喚起するとともに、全国知事会や渉外知事会、軍転
協等とも連携強化を図り、見直しの実現に向けて取り
組んでまいります。
　次に２、辺野古新基地をつくらせないことについて
の(1)、埋立承認の撤回についてお答えします。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。県は、埋立承認に付した留意事項
に基づく事前協議やサンゴ類の移植を初めとした環境
保全措置などについて、沖縄防衛局への行政指導等を
行っていることも踏まえ、日々の国の動き等全体的な
流れを勘案しながら、あらゆる状況を想定して検討
し、県としてしっかりと対応してまいりたいと考えて
おります。
　同じく２の(5)のイの(ｲ)、土砂投入への対応につい
てお答えします。
　環境保全図書の記載から、海草藻場に関する環境保
全措置の移植について、早期に移植を実施するために
は、埋め立てによって消失することになる埋立区域内
の海草を用いる必要があると考えております。した
がって、埋立区域内の海草を移植しないまま土砂を投
入することには環境保全上問題があると考えられるこ
とから、今後の対応を検討してまいります。
　次に３、米軍基地問題についての(1)、在沖米軍基
地の訓練の実態についてお答えします。
　県と嘉手納飛行場周辺市町村が連携し行っている平
成29年度航空機騒音測定結果速報値によると、環境基
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準を超過した測定局は、前年度の６局から８局にふえ
ており、また１日当たりの騒音発生回数は、全21局中
20局で前年度を上回るなど、住民生活に大きな影響を
及ぼしております。このような騒音の増加は、北朝鮮
を含めた安全保障環境の厳しさが要因の一つであった
と考えております。
　県としては、沖縄防衛局が行っている24時間目視
調査結果も活用し、航空機騒音の実態把握に努めてま
いりたいと考えております。
　同じく３の(2)のア、オスプレイの事故調査報告書
についてお答えします。
　名護市沖合で発生したオスプレイ墜落の事故調査報
告書では、意見や勧告が非公開とされるなど、事故原
因の究明や再発防止策の検討が十分に行われたか確認
できず、納得できる内容とは言えません。また、オー
ストラリア東海岸での墜落の事故調査報告書について
は、新聞報道によると、専門家は、吹きおろしの風と
降下率や機体の総重量など複合的な要因が組み合わさ
り、十分な出力を維持できない典型的な事例だと説明
し、同様な状況下を想定した訓練の必要性などを指摘
したとのことであります。
　同じく３の(2)のイ、オスプレイの事故率及び配備
撤回についてお答えします。
　政府は、配備当時、オスプレイの10万飛行時間当た
りのクラスＡの飛行事故の事故率は、1.93と海兵隊平
均を上回る安全を記録していると説明していました。
ところが、配備後、墜落事故などが相次いで発生し、
平成29年９月末時点の事故率は、3.24と約1.7倍に上
昇しており、県民の不安が高まっています。
　県としては、建白書の精神に基づき、オスプレイ配
備に反対であり、今後ともあらゆる機会を通じ日米両
政府に対してオスプレイの配備撤回を求めてまいりま
す。
　同じく３の(3)のイ、東村高江の着陸帯撤去につい
てお答えします。
　ＣＨ53Ｅの不時着、炎上事故を受け、県議会や東村
議会等が移設された６カ所のヘリコプター着陸帯の使
用禁止などを求める抗議決議を行ったことは重く受け
とめております。住宅地域に近いヘリコプター着陸帯
の使用については、地元から使用中止の強い要望が出
されております。
　県としては、このような事故や地元からの強い要望
を受け、平成29年12月に河野外務大臣に対し、住宅
地域に隣接するヘリコプター着陸帯の使用中止等を含
め、米軍の演習のあり方を見直すよう求めておりま
す。

　同じく３の(4)、那覇港湾施設の移設に係る環境影
響評価についてお答えします。
　沖縄防衛局によると、那覇港湾施設の浦添埠頭地区
への移設に向け、環境影響評価の一部となる配慮書を
作成するため、ことし３月15日に、平成31年３月31日
を履行期限として業務契約し、現在、既存資料の整理
などの準備作業を行っているとのことであります。具
体的な業務内容については、１、事業の目的・内容等
の取りまとめ、２、事業実施想定区域及びその周辺の
概況の整理、３、計画段階配慮事項ごとの調査、予測
及び評価、４、専門家等の助言及び意見聴取、５、配
慮書の作成、６、関係機関等意見への対応とのことで
あります。
　同じく３の(5)、ＳＡＣＯ関連の経費についてお答
えします。
　沖縄防衛局に確認したところ、ＳＡＣＯ関連の経費
は多岐にわたっており、今後の試算額も含め回答は困
難であるが、ＳＡＣＯ合意で土地の返還のために必要
な移設工事等に係る予算額は、平成８年度から今年度
までで、合計約1268億円であるとの回答がありまし
た。なお、平成27年６月の参議院外交防衛委員会にお
いて、当時の防衛大臣から、普天間飛行場の移設に要
する経費については3500億円以上と見込んでいると
の答弁がありましたが、平成30年３月の同委員会にお
いて、防衛大臣は不確定要素があり、ある時点で全体
の見積もりをお話しするのは困難であると答弁してお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１の翁長知事の政治姿勢に
ついての御質問で(4)のイ、普天間第二小学校におけ
る避難の実態等についてお答えいたします。
　普天間第二小学校では平成30年２月13日に運動場
の使用を再開したところであり、再開後の避難回数に
つきましては、６月８日現在527回となっております。
授業中等の避難につきましては、万が一、米軍機墜落
等の事故が発生した場合に備え、やむを得ず実施して
いるものと認識しております。学校において、児童の
安全・安心の確保は最も重要なことであり、米軍機墜
落事故等は決してあってはならないものと考えており
ます。
　次に、４の子供の貧困対策についての御質問で(3)
のア、沖縄県の給付型奨学金の取り組み状況について
お答えいたします。
　県の給付型奨学金、県外進学大学生支援事業は、能
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力があるにもかかわらず経済的な理由で県外難関大学
等への進学が困難な生徒を支援し、グローバル社会に
おいて活躍していく人材育成を目的として、平成28年
度に創設いたしました。現在、平成28年度給付決定者
25名に対し月額７万円を上限とする奨学金を給付し
ており、平成29年度給付決定者25名に対しても30万
円以内の入学支度金の支給を行い、合計50名の生徒に
支援を行っているところであります。今年度の採用人
数も25名を予定しており、７月に募集を開始し、昨年
度と同様10月末までに決定していく予定をしており
ます。
　次に同じく４の(3)のイ、就学援助の周知等の状況
についての御質問にお答えいたします。
　制度の周知については、各市町村において、入学時
や毎年度の進級時に説明資料を配布するほか、広報誌
への掲載など、さまざまな取り組みが行われておりま
す。県教育委員会においても、平成28年度からテレビ
やラジオ広報のほか、リーフレットの作成・配布等に
よる周知広報事業を実施しており、引き続き今年度も
行っております。本県の就学援助受給者数及び就学援
助率は、平成26年度は２万9198人で20.16％、平成
27年度は２万9539人で20.39％、平成28年度は３万
1108人で21.52％と増加しております。また、新入学
児童生徒学用品費等の入学前支給については、これま
で実施市町村はありませんでしたが、平成30年度入学
生から、小学校においては７市町村、中学校において
は16市町村が実施しております。今後とも、援助を必
要とする時期に支援できるよう、先行事例を紹介する
など、市町村と意見交換を行い、制度の効果的な実施
を促していきたいと考えております。
　次に、６の教育行政についての御質問の(1)、珊瑚
舎スコーレについての御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では、戦中戦後の混乱期における義務
教育未修了者について、可能な限り早期に支援ができ
るよう進めているところであります。また、夜間中学
設置検討に当たって、平成29年度は公立中学校夜間学
級等設置検討委員会において、設置場所や実施主体等
のさまざまな課題について検討を行ったところであり
ます。今年度は詳細なニーズ調査を実施し、引き続き
設置場所や実施主体等の検討を行う予定であります。
　次に同じく６の(2)、教員の多忙化の解消対策につ
いての御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では、県立学校及び市町村教育委員会
に対し、学校の実情に応じた行事や会議の精選及び見
直し、ノー残業デー、ノー部活動デーの設定等、業務
改善に向けた提言を行っております。県立学校におけ

る勤務管理については、平成30年度に勤務管理システ
ムを整備し、平成31年度から本格的に運用を行い、教
職員の勤務実態の把握に努めてまいります。市町村立
学校については、平成30年６月現在、９市町村でＩＣ
カードによる勤務管理を導入しております。また、部
活動指導教員の負担軽減及び多忙化解消のため、運動
部活動指導者活用事業の派遣期間及び派遣回数を拡充
する予定であります。
　県教育委員会としては、今後も引き続き学校現場の
業務改善に向け、実効性のある取り組みを推進してま
いります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　１の翁長知事の政治姿勢
についての御質問の中の(9)のア、基地内の環境調査
ができなくなった理由についてお答えします。
　県が環境省より毎年受託してきた在日米軍施設・区
域環境調査については、平成26年度以降、日米合同委
員会で合意に至らないことから、県事業と同様に基地
周辺で調査を行っております。
　県としましては、基地内の水質の状況について基地
周辺調査のみで把握するのは困難と考えていることか
ら、機会を捉え、基地内の環境調査が実現するよう、
国に対し要請しているところであります。
　同じく１の(9)のイ、米軍基地内への立入調査につ
いてお答えします。１の(9)のイと１の(9)のウは関連
しますので、恐縮ではございますが一括してお答えい
たします。
　中部地域の米軍基地周辺から有害物質が検出された
旨の報道があったことは承知しておりますが、県が実
施している基地周辺公共用水域監視調査においては、
異常値は検出されておりません。また、今般、報道さ
れております2016年から17年における嘉手納基地か
らの有害物質の流出については、米軍から県に対して
の報告はなく、まことに遺憾であります。
　県としましては、米軍から有害物質流出に関する情
報を収集し、沖縄県生活環境保全条例の趣旨を踏ま
え、必要に応じ、立ち入りを求めてまいります。
　同じく１の(11)、世界自然遺産登録推薦の取り下げ
理由と今後の取り組みについてお答えします。
　国によると、ＩＵＣＮの評価報告書で延期の評価が
なされたことから、確実な登録を実現するためには、
推薦を一旦取り下げ、早期に推薦書を再提出し、再度
審査を受けることが最適な方法と判断したとのことで
あります。なお、今般の遺産の価値は陸域の生物多様
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性であることから、海域である辺野古・大浦湾につい
ては、陸域の生物多様性とは価値が異なっており、ま
た、米軍北部訓練場については、国立公園化などの保
護担保措置をとることが困難であることから、推薦地
に含めることは難しいと考えております。
　県としましては、確実かつ可能な限り早期の世界自
然遺産登録を目指すことに変わりはなく、引き続き、
国や地元関係団体との連携を緊密にし、関係機関一丸
となって取り組んでまいります。
　次に、辺野古新基地をつくらせないことについての
御質問の中の(2)のイ、土砂投入の申請への対応につ
いてお答えします。
　普天間飛行場代替施設建設事業においては、６月12
日に、沖縄県赤土等流出防止条例に基づいて事業行為
通知書が提出されました。提出された通知書に対して
は、条例で定める施設基準及び管理基準への適合を確
認するとともに、専門家の意見を聞くこととしており、
必要に応じ協議を求めるなど、厳正に審査してまいり
ます。
　次に、米軍基地問題についての御質問の中の(3)の
ア、爆音被害、住民被害についてお答えします。
　東村高江区で沖縄防衛局が実施している航空機騒音
測定結果によりますと、Ｎ４地区が先行提供された
平成27年２月以降、騒音の発生回数が増加しており、
高江区牛道で、平成27年度4216回から、平成29年度
5840回と増加しております。特に夜間の騒音発生回
数については、平成27年度530回から、平成29年度
1344回と大幅に増加しております。また、東村に確認
したところ、平成29年度はオスプレイの夜間訓練など
合計33件の苦情が寄せられているとのことです。
　県としましては、引き続き、高江区周辺の航空機騒
音による住民の生活環境への影響を注視していきたい
と考えております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　２、辺野古新基地を
つくらせないことについての御質問の中の(2)のア、
計画に比べた工事の状況及び天端高についてお答えい
たします。
　普天間飛行場代替施設建設事業の工事計画におい
て、汚濁防止膜工の着手後18カ月目に当たる時期に
は、23の護岸に着手する予定と考えられます。一方、
現在、着手が確認できる護岸はＫ１、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ
４、Ｋ９、中仕切り護岸Ｎ５及びＮ３の７護岸であり
ます。なお、防災上の観点から土砂投入時の護岸の天

端高等の状況については、沖縄防衛局に照会したいと
考えております。
　同じく２の(3)、軟弱地盤へ施設をつくることにつ
いてお答えいたします。
　沖縄防衛局から提供を受けた資料で、大浦湾側のＣ
１からＣ３護岸計画箇所付近において、非常に緩い、
やわらかい堆積物が層厚40メートルと非常に厚く堆
積していると記述されております。
　県としては、地盤調査の結果により地盤改良工を追
加して実施する場合には、設計概要の変更になる可能
性があると考えております。
　同じく２の(5)のア、第２回環境監視等委員会の助
言に対する沖縄防衛局の対応状況についてお答えいた
します。
　第２回環境監視等委員会の議事要旨において、委員
から嘉陽地先に藻場を造成することを始めたらよいの
ではないかという趣旨の助言がなされたことは承知し
ております。また、第14回環境監視等委員会議事録
によると、海草類（リュウキュウスガモ）の生育範囲
拡大の検討状況が議論されていることが確認できます
が、現在のところ、沖縄防衛局から嘉陽地先に海草藻
場の移植を実施したとの報告は受けておりません。な
お、環境監視等委員会委員の辞任理由については承知
しておりません。
　同じく２の(5)イの(ｱ)、埋立区域の海草藻場の移植
の実施についてお答えいたします。
　県が、工事の実施前の海藻類の移植実施について沖
縄防衛局に照会したところ、沖縄防衛局から工事の実
施前に移植を行うよう求めることは、環境保全図書の
記載内容の変更を求めていることに等しいとの認識が
示されております。
　県としては、被度の高い海草藻場の分布区域である
ことから、海草藻類の利用を求めていきたいと考えて
おります。なお、現在のところ、沖縄防衛局から土砂
投入予定区域から移植を行ったという報告は受けてお
りません。
　同じく、２の(5)のウ、海草藻場の保全とジュゴン
が確認できるまでの工事停止についてお答えいたしま
す。
　環境監視等委員会において、ジュゴンの個体Ｃにつ
いては、平成27年６月24日の古宇利沖以降、確認され
ていないことが報告されております。また、同委員会
では、個体Ｃが確認できないことについて、工事によ
る影響が現時点で判断できないとの認識が示されてお
ります。
　県としては、環境保全図書に基づき、海草藻場及び
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ジュゴンに関する環境保全措置の効果も踏まえた検討
と必要な措置を講ずるよう求めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　暮らし、福祉行政に
ついての御質問の中の(1)のア、政府の負担金を増額
させることについてお答えします。
　県は、これまで全国知事会等を通して、平成29年７
月の国の施策並びに予算に関する提案・要望書などに
おいて、医療保険制度間の公平と今後の医療費の増嵩
に耐え得る財政基盤の確立を図るため、国定率負担の
引き上げ等さまざまな財政支援の方策を講じるよう、
国に要望を行っております。また、前期高齢者財政調
整制度の創設に起因する本県の特殊事情に配慮した特
段の財政支援については、これまで市町村及び国保連
合会と連携して国に要請しているところであります。
　県としましては、本県の国保財政の安定化を図る観
点から、引き続き、他の都道府県及び市町村等と連携
し、国に要望等を行っていきたいと考えております。
　次に(1)のイ、子供の均等割の廃止による保険料の
引き下げについてお答えします。
　県は、これまで全国知事会等を通して、平成27年１
月の持続可能な国民健康保険制度構築に向けた緊急要
請を初め、平成29年７月の国の施策並びに予算に関す
る提案・要望書などにおいて、子供に係る均等割保険
料の軽減措置の導入について国に要望を行っていると
ころであります。
　県としましては、医療保険制度間の公平及び子育て
支援の観点から、引き続き、知事会等を通して国に要
望していきたいと考えております。
　次に(4)のア、子供医療費の無料化に係る市町村と
の協議についてお答えします。
　県は、平成29年11月以降、現物給付の導入に向けた
市町村との協議を５回にわたり実施してきたところで
あります。これらの協議を踏まえ、平成30年10月から
現物給付を導入することとしている市町村は31市町
村となっており、既に実施している３市町を合わせま
すと34市町村が今年度中に現物給付を実施すること
となっております。そのほか、３村が平成31年度から
導入することとしております。
　次に(4)のイ、年齢拡大に係る市町村との協議につ
いての御質問にお答えします。
　県は、対象年齢拡大の方法及び時期について協議す
るため、６月12日に市町村と１回目の協議を行ったと
ころであります。今回は市町村の意見聴取を行ったと

ころであり、今後は市町村の意見及び意向調査を踏ま
えながら、県としての年齢拡大案を作成し、今年度内
をめどに市町村との間で方向性を取りまとめたいと考
えております。
　次に、８の旧優生保護法による強制不妊手術につい
ての御質問の中の、強制不妊手術の実態及び相談窓口
の設置についてお答えします。
　沖縄県衛生統計年報によりますと、旧優生保護法下
による本人の同意なしでの不妊手術を行った事例は、
昭和54年の２件となっております。県では、平成30
年４月24日、地域保健課内に相談窓口を設置したと
ころであり、関係者から相談があれば適切に対応して
いきたいと考えております。
　次に、12の北部基幹病院構想についての御質問の中
の、協議会の進捗状況についての御質問にお答えしま
す。
　北部基幹病院につきましては、これまで３回協議会
を開催し、統合に当たって整理すべき課題に関する県
の考え方について北部地区医師会及び北部12市町村
へ説明を行い、それに対する意見を聴取したところで
あります。その中で、北部地区医師会及び北部12市
町村からは、経営形態についても議論する必要がある
との意見がありましたので、次回協議会において、医
師及び医療従事者の確保、経営の自由度及び効率性、
雇用に与える影響など経営形態ごとのメリット・デメ
リットを整理した上で、議論することとしています。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　９、雇用問題につ
いての(1)、働き方改革関連法案についてにお答えい
たします。
　平成30年４月に国会に提出された働き方改革を推
進するための関係法律の整備に関する法律案では、時
間外労働の上限規制の導入や高度プロフェッショナル
制度の創設、同一労働同一賃金に関する規定の整備と
いった内容が盛り込まれております。同法案について
は、現在、国会で審議がなされているところであり、
国会での議論を注視してまいりたいと考えておりま
す。
　県としましては、長時間労働の是正を含め、働きや
すい環境の整備は重要と認識しており、引き続き沖縄
労働局等と連携してさまざまな取り組みを推進してま
いりたいと考えております。
　同じく９の(2)、正規雇用化に対する支援策と進捗
についてにお答えいたします。
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　雇用情勢が着実に改善する中、正規雇用の推進な
ど、雇用の質の向上を図ることは重要な課題であると
認識しております。そのため県では、正社員転換を要
件とした研修費補助や専門家派遣等の支援事業を実施
しているところであります。また、さらなる正規雇用
の拡大を図るため、若年者等を正社員として雇用し、
定着につなげた企業に助成する事業の実施に向けて国
と調整しているところであります。
　同じく９の(3)、優遇措置した事業所における正規
雇用拡大についてにお答えいたします。
　県では、企業立地促進条例に基づく助成制度及び情
報通信コスト低減化支援事業における補助活用の条件
として、一定数の常用雇用及び正規雇用を義務づけて
おります。また、沖縄振興特別措置法に基づく特区・
地域制度では、法人税の所得控除を利用する要件とし
て、常時使用する従業員の一定数の雇用を義務づける
など、正規雇用の拡大を図っております。
　10、グッジョブセンターについて、グッジョブセン
ターの取り組みと移転後の機能強化についてにお答え
いたします。
　グッジョブセンターおきなわは、国、県、関係団体
が一体となり、若年者や女性、生活困窮者等のさまざ
まなニーズに応じ、生活から就職までをワンストップ
で支援しており、平成29年度は、延べ２万5140人が
利用しております。また、本年11月には、旭橋駅周
辺再開発地区に移転し、ハローワークやキャリアセン
ターの拡充、女性就業・労働相談センターの集約な
ど、機能強化を図り、さらなる支援に取り組むことと
しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　11(1)、農畜水産業
への支援策、所得向上の実績についてお答えいたしま
す。
　県では、亜熱帯性気候や地理的特性を生かした農林
水産業の振興を図るため、沖縄21世紀ビジョン基本
計画に基づき、各種施策に取り組んでおります。具体
的には、１、災害に強い高機能型栽培施設の導入推進
事業による園芸品目の品質向上や農家経営の安定化、
２、農林水産物流通条件不利性解消事業による流通コ
ストの低減等の施策・事業を実施しております。その
結果、平成28年の生産農業所得が21年ぶりに500億円
を突破し、販売農家１戸当たりの生産農業所得も着実
に増加しております。
　県としましては、引き続き、持続的農林水産業とフ

ロンティア型農林水産業の振興に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
〇西銘　純恵さん　答弁をいただきましたけれども、
再質問を２点行って最後に意見を述べさせていただき
ます。
　最初に、教育長に再質問を行います。
　珊瑚舎スコーレの補助をやるということですけれど
も、急がれるのではないか。いつになるのか具体的に
お答えください。
　もう一点は、２月県議会で自民党、公明党含めて全
会一致で決議をした意義というのは大変大きいです。
これについて翁長知事の見解をいただけたらお願いし
ます。
　今、辺野古の現場では毎日オジー、オバーが座り込
みをしております。若い者ももちろんですけれども、
灼熱の炎天下で、そして冷たい雨、風の中で本当に辺
野古ゲート前では決して辺野古には新基地をつくらせ
ないと。宝の海、ジュゴンの海、サンゴの美ら海を、
埋め立てを許さない。海兵隊が戦争をする出撃基地を
つくらせないという県民の決意は揺るぎません。
　翁長知事は、辺野古新基地をつくらせない決意はみ
じんも揺らぐことはないと、きのうの議会でも発言し
ました。沖縄県民をその言葉が大変力強く励ましてい
ます。翁長知事を支えるオール沖縄の闘いは、子供た
ちや孫たちに希望ある未来を切り開く勇気を与えてい
ます。
　日本共産党も誇りある闘いを諦めずに不屈に貫く県
民とともに、翁長知事を支えて、全力を尽くすことを
表明して代表質問を終わります。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　西銘議員の再質問にお答
えします。
　質問の趣旨は、去る２月県議会で在沖海兵隊の早期
の国外・県外移設を求める意見書、これが全会一致で
議決されたと。そういったことを含めた見解だという
ことですけれども、そういった県議会の全会一致とい
う決議は、県としても大変重く受けとめております。
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またそういった中におきまして、翁長知事は辺野古の
新基地につきましては、辺野古に新基地は絶対につく
らせないと、そして、撤回についてもそういった事態
が起こればちゅうちょすることなく撤回を行うという
ことを申し述べているところでございます。
　それはもうそのとおり実現されるものと考えており
ますけれども、いずれにしましても、海兵隊の県外・
国外移転、４月、５月と南北首脳会談が開催されま
したし、６月には米朝首脳会談も開催されるなど、東
アジアにおける緊張緩和という動きが見られておりま
す。在沖海兵隊への影響につきましては、現段階では
明らかでありませんけれども、沖縄県といたしまして
は、今後の両国の具体的な協議などが進みまして、米
軍基地の整理縮小など沖縄の過重な基地負担の軽減に
つながることを期待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）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　戦中戦後の混乱期における
義務教育未修了者の事業、開始時期についての再質問
でございますが、現在６月中に既決予算の流用手続に
より事業に必要な予算を確保の上、７月の初めには交
付決定が行えるよう鋭意進めているところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
〇上原　　章君　皆さん、こんにちは。
　公明党会派を代表して質問を行います。
　質問の前に、翁長知事におきましては、一日も早い
回復と元気な姿で県民の負託に応えていただきますよ
う、心からお願いをするものです。知事はこれまで県
勢発展第一に頑張ってこられました。これからもその
手腕を振るっていただくためには、まず健康を取り戻
すことが最重要だと考えます。どうか、体調の回復を
第一によろしくお願いいたします。
　それでは質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢についてお尋ねします。
　(1)、初の米朝首脳会談が行われ、朝鮮半島の非核化
や拉致問題の解決、東アジアの平和構築が具体的に進
展するのか世界が注目しています。首脳会談の意義・
成果について、知事の見解及び本県に及ぼす影響を伺
います。
　(2)、政府は経済財政運営の骨太方針案を打ち出し
ました。沖縄振興を含め知事の見解・評価を伺いま
す。
　(3)、沖縄振興予算が２年続けて減額となり、県及び

市町村の推進する事業に大きな影響が出ていると考え
ます。実態と対策を伺います。
　(4)、沖縄振興計画が残り３年を迎え、県は振興計画
の総仕上げに向けて取り組みを加速させるとしている
が、現計画及び次期振興計画の進展には国との信頼構
築が不可欠と考えます。見解及び具体的な取り組みは
どうなっているか。
　２、基地問題についてお尋ねします。
　(1)、国は、８月17日辺野古への土砂投入を始める
と通知しました。じくじたる思いです。知事は法律違
反があれば埋立承認の撤回を行うとしているが、今後
の対応と効果を伺います。
　(2)、県は、日米地位協定と比較するためドイツ・
イタリアの地位協定に関する調査結果をまとめ、ま
た、世論喚起のために地位協定のポータルサイトを公
式ホームページに開設しました。今回の調査で浮き彫
りにされた内容・課題、今後の取り組みを伺います。
　(3)、うるま市の米軍属女性暴行事件について、米
側は被告が米軍と契約する民間会社に雇われた間接雇
用だったことを理由に補償対象外と位置づけ、遺族へ
の補償が難航していました。公明党として速やかに補
償の支払いが行われるよう強く国に求めてきたが、今
回、米側が特例で支払う方向で検討するとのこと。改
めて軍属が間接雇用であっても補償対象になることを
日米間で確認するよう強く求めるべきだと思うがどう
か。
　(4)、米軍機の事故・トラブルが相次ぎ、県民の不
安、不信、怒りははかり知れません。また、嘉手納基
地ではオスプレイの飛来、ステルス戦闘機の暫定配
備、旧海軍駐機場の使用など騒音被害が拡大していま
す。負担軽減とは逆行しており、厳重な抗議と抜本的
な解決に向けて日米両政府と県の合同会議（仮称）の
設置を求める考えはないか伺います。
　３、経済、雇用対策についてお尋ねします。
　(1)、大型ＭＩＣＥ施設の基本設計について、交付
決定の見通し及び時期を伺います。
　(2)、県内経済は拡大傾向にある一方で、人手不足
の課題は深刻です。実態と対策を伺います。
　(3)、中小企業の設備投資を促す生産性向上特別措
置法が成立しました。内容と、県内市町村の促進基本
計画や条例制定の取り組みを伺います。
　(4)、働くことに踏み出したい若者の就労を支援す
る地域若者サポートステーションを利用しやすくする
ため、厚労省は今年度から利用登録の手続を簡素化し
ました。内容と県内の取り組み、効果を伺います。
　４、福祉、教育行政についてお尋ねします。
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　(1)、沖縄子供の貧困緊急対策事業の効果を伺いま
す。県内市町村から同事業の継続が求められているが
県の対応を伺います。
　(2)、幼児教育無償化で、政府の骨太の方針に認可
外保育施設が対象として盛り込まれました。当初、政
府は認証保育施設やベビーホテルといった施設に限定
していましたが、公明党として、認可保育所に入れず
やむなく認可外保育施設を利用せざるを得ないケース
が多い現状を踏まえ、認可外施設も無償化の対象にす
るよう訴えてきました。内容と県内の対象者数を伺い
ます。
　(3)、幼児教育無償化で肩がわりされる独自の補助
事業費は幾らか伺います。
　(4)、待機児童解消には保育士の確保が課題です。
実態と対策を伺います。
　(5)、４年ぶりに麻疹（はしか）が流行し、改めてワ
クチン接種の必要性を痛感しました。対策と今後助成
拡充を検討できないか伺います。
　(6)、不育症は適切に検査・治療すれば約８割以上
が出産できると言われています。検査費用の助成を検
討できないか伺います。
　(7)、急速な高齢化の進展に伴い増加する認知症の
人を社会全体で支えていくことが重要と考えます。相
談体制の整備や早期診断の取り組み等、県の対応を伺
います。
　(8)、改正生活保護法が成立し、生活保護世帯の子
供の大学などへの進学を支援する進学準備給付金が創
設されました。内容と県内の対象者数、取り組みを伺
います。
　(9)、高校における通級指導が始まっているが、本
県の取り組み、課題、効果を伺います。
　(10)、英語立県の取り組み、課題、効果を伺いま
す。文科省は全国学力テストで、平成31年度より、中
学３年生全員を対象に英語を導入するとのこと。内容
と対策をお聞かせください。
　５、石垣から那覇航空路線の離島住民等交通コスト
負担軽減事業の適用継続は必要と思うが対応を伺いま
す。
　６、干ばつ対策について、被害状況及び対策を伺い
ます。
　長引く干ばつで、離島を初め各地で飲み水や農業用
水の確保に大きな影響が出ています。５月末に会派と
して南大東村、北大東村を視察しました。基幹作物で
あるサトウキビが立ち枯れ、畑の地割れが目立ち、農
家の方々や役場の担当者から、梅雨時期に雨が長く降
らないのは、過去記憶になく深刻な状況との説明があ

りました。早急な支援体制が必要と考えるが県の取り
組みを伺います。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　上原章議員の代表質問にお答
えをいたします。
　基地問題についてに関する御質問の中の２の(4)、
日米両政府と県の合同会議の設置についてお答えをい
たします。
　私は、米軍の事件・事故が発生した際、県民の不安
を払拭し、安全・安心を確保する新たな仕組みが必要
と考え、昨年２月に政府に対し、政府、米軍及び沖縄
県を構成員とする米軍関係事件・事故対策協議会（仮
称）を政府レベル、現地レベルで設置するよう要請を
いたしました。また、昨年９月に、日米地位協定の見
直しについて日米両政府へ要請を行っており、その中
において、日米合同委員会の中に、施設及び区域を有
する地方公共団体の代表者の参加する地域特別委員会
を設置することを求めております。今後とも、本県の
過重な基地負担の軽減に向け、粘り強く取り組んでま
いります。
　次に、経済、雇用対策についてに関する御質問の中
の３の(2)、人手不足の実態と対策についてお答えを
いたします。
　雇用情勢が着実に改善する中、建設、保育、介護、
看護、宿泊・飲食などの分野において、人手不足が顕
著になっております。要因としては、地域間や職種
間、労働条件などのミスマッチが挙げられます。その
ため、県においては、働きやすい環境づくり、正規雇
用化の促進、キャリア教育などに取り組むとともに、
女性、高齢者、障害者の雇用促進に取り組んでおりま
す。また、各業界の取り組みを促進するため、関係部
局等による連絡会議を開催し、情報共有と連携強化を
図っているところであります。
　次に、福祉、教育行政についてに関する御質問の中
の４の(1)、沖縄子供の貧困緊急対策事業についてお
答えをいたします。
　内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事業により、本年
２月現在で貧困対策支援員が26市町村に111人配置、
子供の居場所が130カ所に設置されております。ま
た、平成28年度に実施したアンケートによると、居場
所を利用する子供の約88％が利用してよかったと答
えるなど、効果があらわれております。県では、市町
村との意見交換会などにおいて、事業継続の要望が多
数あることから、去る４月には、国に対し子供の貧困
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対策を沖縄振興策の重点的な取り組みとして推進する
ことなどを要請しております。
　沖縄県としましては、引き続き、国に事業の意義や
成果をしっかりと説明し事業継続を求めていきたいと
考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(1)、米朝首脳会談
についてお答えいたします
　県は、人類を破滅に導く全ての核兵器の製造・実験
等に反対し、あらゆる国の核実験に対して抗議するた
め、平成７年に非核・平和沖縄県宣言を行い、あらゆ
る国による核兵器の実験に対してその都度抗議を行っ
ております。悲惨な地上戦を体験した沖縄県として
は、平和を脅かす核兵器の廃絶に向けて、朝鮮半島の
完全非核化を約束した米朝首脳会談における合意文書
が、東アジアの平和構築につながることを期待するも
のであります。また、北朝鮮による拉致問題について
も、解決に向けて進展することを期待したいと考えて
おります。
　４、福祉、教育行政についての(2)、認可外保育施設
の無償化の内容等についてお答えいたします。
　５月に示された国の検討委員会の報告書では認可外
保育施設は、保育の必要性が認められる３歳から５歳
児の世帯に３万7000円、ゼロ歳から２歳児までは住
民税非課税世帯に限り４万2000円を上限にそれぞれ
補助し、無償化の対象要件である指導監督の基準を満
たすことについては、５年間の猶予期間を設けること
としております。保育の必要性が認められているが認
可外保育施設を利用している子供の数は、平成29年４
月１日時点において948名となっております。
　同じく４の(3)、幼児教育無償化と関連する独自の
補助事業費についてにお答えいたします。
　保護者の負担軽減を図るため、市町村においては独
自で保育料に対する支援を行っており、平成28年度
の負担額は約26億円となっております。無償化制度
の詳細は明らかではありませんが、あらあらの試算を
したところおおむね15億円程度の影響があると思わ
れます。去る５月に示された国の検討委員会の報告書
では、今般の無償化により自治体の予算に余剰が生じ
る場合は、その財源を他の分野に回すことなく、地域
における子育て支援のさらなる充実等に活用すること
を強く求めるとされているところです。また、県にお

いても、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図るた
め、平成29年度約8200万円支援しております。
　同じく４の(4)、保育士確保の実態と対策について
お答えいたします。
　平成31年度末の待機児童解消に必要な保育士数は
約１万200人と見込んでおり、平成29年４月１日時点
で8532人の保育士が保育に従事しております。県に
おいては、修学資金の貸し付けや市町村が行う保育士
試験対策講座の費用補助、また潜在保育士に対する就
職準備金の貸し付けや復職支援などにより保育士の確
保に努めております。保育士の処遇改善については、
公定価格における賃金改善要件分が確実に保育士賃金
に反映されていることを確認するほか、県独自の施策
として、保育士の正規雇用化や年休取得の支援事業な
どに加え、今年度から新たに休憩取得の支援を実施す
ることで、処遇改善の取り組みを強化してまいりま
す。
　同じく４の(7)、認知症の相談体制の整備等につい
てお答えします。
　県では、認知症の専門医療相談、鑑別診断、初期対
応等を実施する認知症疾患医療センターとして、県全
体を統括する基幹型を１カ所、地域型等を県内５カ
所、計６カ所を指定しております。各圏域を基本に指
定しておりますが、八重山圏域では人材の確保等が課
題となり、まだ指定に至っていないため、南部圏域に
おいて相談対応を行っているところです。また、専門
医療相談の実績については、平成29年度は7755件で、
前年度に比べ2232件増加しているところであり、対
応の充実が図られているところであります。
　同じく４の(8)、進学準備給付金についてお答えし
ます。
　今般の生活保護法の改正により、生活保護世帯の子
供の貧困の連鎖を断ち切り、その自立を助長するた
め、大学等に進学する際の新生活立ち上げの費用とし
て進学準備給付金が創設されました。進学準備給付金
は、平成30年度の大学等入学者から対象となり、自宅
から通学する者には10万円、進学を機に転居し下宿
等から通学する者には30万円を一時金として支給す
ることとなっております。沖縄県では、平成30年３月
に高等学校等を卒業した生活保護世帯の子供216名の
うち、66名が大学等へ進学しており、現在、福祉事
務所において支給に向けた手続を進めているところで
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
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〇企画部長（川満誠一君）　１の(2)、骨太の方針への
知事の見解・評価についての御質問にお答えいたしま
す。
　沖縄県では、平成30年４月24日に、骨太の方針に沖
縄振興の記述が盛り込まれるよう政府等に要請を行い
ました。具体的には、駐留軍用地の跡地利用の推進、
子供の貧困対策、大型ＭＩＣＥ施設の整備、国際ク
ルーズ拠点、那覇空港の機能強化などの産業インフラ
の整備拡充の推進、沖縄鉄軌道の導入に向けた取り組
みの推進などを要請いたしました。平成30年６月15
日に閣議決定された骨太の方針には、沖縄の地理的特
性などの優位性と潜在力を生かし、日本経済再生の牽
引役となるよう、国家戦略として、沖縄振興策を総合
的・積極的に推進することが明記されました。このよ
うに、政府において、沖縄県の要請内容をおおむね御
理解いただいたものと認識しております。
　次に同じく１の(4)、現計画及び次期振興計画の進
展に向けた取り組みについてお答えいたします。
　政府は、骨太の方針において、沖縄が日本経済再生
の牽引役となるよう、国家戦略として沖縄振興策を総
合的・積極的に推進するとしております。県では、沖
縄21世紀ビジョン基本計画について、国と連携を図り
ながら、残された期間を課題解決のために一層努力す
ることとしております。また、次期振興計画に向けて
は、今年度から沖縄振興の成果や課題を整理する総点
検の作業に着手しており、この結果を踏まえ、次期振
興計画のあり方を総合的に検討し、国との調整等を進
めてまいりたいと考えております。
　次に５の(1)、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減
事業の適用保留についての御質問にお答えいたしま
す。
　県では、離島住民の負担軽減を図る同事業の実施に
当たり、当日購入可能な運賃が競争状態になく、かつ
新幹線並み運賃を上回っていることを適用条件として
まいりました。那覇―石垣路線については、本年７月
１日から新たに低運賃の航空会社が就航し、事業の適
用条件を満たさなくなることから、適用保留の通知を
行ったところであります。しかし、ＬＣＣの離島路線
への参入という事業環境の変化に対応し、政策目的に
沿った事業実施を図るため、適用条件の見直しが必要
と考えております。
　県としては、新幹線並みの運賃の実現という政策目
的をできる限り安定的に継続できるよう、関係機関と
の調整、法的な検証を含め速やかに検討を進めてまい
ります。
　以上であります。

〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(3)、沖縄振興予算の減額による
影響と対策についてお答えをいたします。
　沖縄振興予算のうち、特に一括交付金が減額された
ことは、県及び市町村において一定の影響があるもの
と考えております。そのため、県においては、限られ
た予算の実効性と効率性を高める観点から、必要に応
じた事業内容の見直しやスケジュール調整を行うな
ど、最大限の事業効果が発現するよう努め、減額の影
響が最小限となるよう取り組んだところであります。
また、平成31年度沖縄振興予算の確保に向けて、市町
村や関係団体等と協調しながら、内閣府沖縄担当部局
と一層緊密に連携するとともに、内閣府沖縄担当大臣
を初めとした関係要路に対して、県と市町村等の意見
や考え方を沖縄の声として丁寧にお伝えし、御理解と
御協力が得られるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　２、基地問題について
の(1)、埋立承認の撤回についてお答えします。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか慎重に検討していると
ころであります。撤回とは、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
より当該行為を維持することが必ずしも適当でなく
なった場合に、これを将来的に無効とすることと承知
しており、撤回を行えば埋立承認が将来的に無効にな
ります。
　同じく２の(2)、他国地位協定調査についてお答え
します。
　ドイツ・イタリアにおいては、自国の法律や規則を
米軍にも適用させることで自国の主権を確立させ、米
軍の活動をコントロールしていることや、地域レベル
の委員会が設置され、地元自治体の意見などを米軍が
聴取していることがわかりました。これに対し、日本
では、原則として国内法が適用されず、日米で合意し
た飛行制限等も守られない状況や地元自治体が地域の
委員会設置を求めても一顧だにされない状況であり、
両国とは大きな違いがあります。今後、国民的な議論
を喚起するとともに、全国知事会や渉外知事会、軍転
協等とも連携強化を図り、見直しの実現に向けて取り
組んでまいります。
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　同じく２の(3)、間接雇用の軍属を補償対象とする
ことについてお答えします。
　被害者等への迅速かつ十分な補償を図るためには、
日米両政府の法的責任で損害を補塡する制度を設け、
被害者の補償を受ける権利を法律上明確に規定する必
要があると考えております。このため、平成29年９月
に行った、日米地位協定の見直し要請、第18条関係に
おいて、公務外に損害を与えた場合に賠償を請求でき
る対象者を、現在の被用者からコントラクターの被用
者を含む軍属等にまで拡大することを求めたところで
あります。
　県としては、引き続き、軍転協や渉外知事会等とも
連携しながら、日米両政府に対し、粘り強く日米地位
協定の見直しを求めてまいります。
　以上でございます。
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　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）　３、経済、
雇用対策についての御質問の中の(1)、大型ＭＩＣＥ
施設の基本設計の交付決定についてにお答えいたしま
す。
　県は、昨年度から、政府与党や内閣府等に対し、国
が課題とする需要収支見込み及び周辺受け入れ環境整
備の見通しについて合計22回の説明等を重ねてきま
したが、現時点において交付決定の見通しは立ってお
りません。
　県としては、国が指摘する課題は整理済みとの認識
であり、県内経済団体や関係市町村等からも資料の精
度について高い評価を得ております。今後とも、基本
設計の早期の交付決定に向け、地元市町村や関係団体
等と連携しながら取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　３、経済、雇用対
策についての(3)、生産性向上特別措置法の内容及び
県内市町村の取り組みについてにお答えいたします。
　生産性向上特別措置法は、我が国産業の生産性を短
期間に向上させるために必要な支援措置を規定してお
り、新しい技術等の実証実験のための環境整備、Ｉｏ
Ｔ設備投資に対する減税措置、中小企業の設備投資の
促進などの支援措置を柱とする内容となっておりま
す。中小企業が支援措置を受けるに当たっては、市町
村が導入促進基本計画を策定するとともに、条例にお
いて固定資産税の特例率を定める必要があります。国
が市町村に対して実施したアンケートによると、現

在、県内の36市町村が導入促進計画策定や条例制定
または改定の意向を示しております。
　同じく３の(4)、地域若者サポートステーションの
利用登録手続の簡素化についてにお答えいたします。
　沖縄労働局に確認したところ、地域若者サポートス
テーションの利用登録については、これまでハロー
ワークによる事前確認を経て行うことになっておりま
したが、ことし４月より手続が簡素化され、同ステー
ション単独の判断により登録できるようになったとの
ことです。また、県内に設置された４つのステーショ
ンに確認したところ、利用登録手続の簡素化がなされ
ており、これにより、より迅速に支援が開始できるよ
うになったとのことです。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　４の福祉、教育行政
についての御質問の中の(5)、はしかの感染拡大防止
策についての御質問にお答えします。
　県は、はしかゼロプロジェクト委員会と連携し、全
額公費で賄われている定期予防接種の接種率向上に取
り組んでいるところであります。また、今回の流行で
は、予防接種が１回しか受けられなかった世代と思わ
れる20代から40代の成人が感染者の７割を占めてい
たことから、これらの世代への対策が重要であると認
識しております。
　次に(6)の、不育症に対する検査費用の助成につい
てお答えします。
　不育症に関する検査に関しましては、染色体検査等
一部の検査が保険適用外となっておりますが、ほとん
どの検査が保険適用となっております。県内では、今
帰仁村と伊江村が検査及び治療に対する助成制度を設
けておりますが、現在まで助成実績はないと聞いてお
ります。
　県としましては、他の都道府県や県内市町村の動向
を見ながら、必要性について検討していきたいと考え
ております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　４の福祉、教育行政につい
ての御質問で(9)、高校における通級指導の取り組み
等についてお答えいたします。
　本県の高等学校における通級の指導は、学校教育法
施行規則の改正に伴い、今年度より県立高等学校１校
をモデル校として実施しております。その取り組みと
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しては、みずからの障害特性の理解やコミュニケー
ション等を学ぶ科目を設定し、生徒一人一人の特性に
応じた指導を行っております。今後、モデル校におい
て研究を進め、課題や効果を検証してまいります。
　次に同じく４の(10)で、英語立県の取り組み等につ
いての御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では、英語立県沖縄推進戦略事業にお
いて、中高生を対象とした英語能力判定テストや教員
に対する研修などを実施し、児童生徒の英語教育の充
実を図っております。その効果として、文部科学省に
よる平成29年度英語実施状況調査における、高校卒業
時の英検準２級以上相当の英語力を有する生徒の割合
は44.3％で、全国７位となっており、前年度14位から
改善しております。課題としては、文部科学省の英語
教育の改善のための英語力調査等によると、書くこと
などについて改善が必要との結果が出ております。ま
た、平成31年度実施の全国学力・学習状況調査にお
いては、聞く、話す、読む、書くの英語の４技能につ
いて調査を実施すると伺っております。今後とも、教
員の指導力向上を図りながら、言語活動を重視した授
業改善を進め、生徒の英語力の向上に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　６(1)、サトウキビに
おける干ばつ被害の状況と県の対応についての御質問
にお答えいたします。
　南大東村、北大東村では、梅雨入り後も少雨が続
き、サトウキビの葉のロール現象、黄変などの干ばつ
被害が見られております。そのため、県においては、
５月28日に沖縄県干ばつ被害防止対策会議で対策を
協議するとともに、６月12日から13日にかけて関係
機関と連携して現地調査を行いました。その中で、さ
とうきび増産基金等を活用した、かん水対策の実施、
農業用水源、かんがい施設整備等の必要性について検
討したところであります。
　県としましては、引き続き、村、ＪＡ等関係機関と
連携し、干ばつ対策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
〇上原　　章君　御答弁ありがとうございました。
　幾つかの再質問と要望をさせていただきたいと思い
ます。
　まず振興予算についてなんですけれども、２年連続

減額ということで、31年度の振興予算の確保について
も大変心配をしているところです。前年度2017年度、
国からは執行率の改善が再三求められているわけです
けれども、執行率が対前年比微減との報道がありまし
た。また、ソフト交付金の不用額も76億円、率にして
9.0％、前年度4.3％から4.7ポイントふえている。一
括交付金創設以来、最も高い不用額が出ているとの報
道がありました。約34億円、普天間高校移転に伴う用
地取得予算が計画断念という理由だったと書いてあり
ました。また、去る６月18日、中央府省庁が事業の無
駄をみずからチェックする行政事業レビューの公開点
検で、2018年度の沖縄国際物流拠点活用推進事業約
９億円の予算について、一部改善が必要と判定されま
した。沖縄から県外への製品流通が少ない状況を改善
するため、特色を生かしたものづくりに取り組む製造
業者らに補助金を支給するこの事業に対して、外部有
識者から事業の成果が不透明との意見が続出したそう
です。６人の有識者のうち、半数が抜本的な改善が必
要だと主張されたそうです。最終的に、当初の目的が
果たされたのか引き続き検証する必要がある。内閣府
は、指摘を踏まえ、19年度予算の概算要求内容を検討
するとありました。今先ほど部長が来年度に向けて、
また次期振興計画に向けて、いろんな手当てをしてい
くという決意は非常に評価しますけれども、具体的に
中身の一つ一つの事業が本当に国からどう評価されて
いるのかは、ぜひしっかり検証していただきたい。見
解を伺います。
　次に、埋立撤回についてですが、知事は、埋立土砂
が投入されてからでは環境へのダメージははかり知れ
ないと思いますが、この撤回のタイミングというの
は、土砂の投入前だということになりますか。重ねて
お聞かせください。
　あとＦ15戦闘機の墜落について、県や嘉手納町議会
の抗議に対して、米側が日程調整は沖縄防衛局を通し
てほしいと、ちょっとこれまでにない、県民の思いに
本当に寄り添っているのか非常に不透明だと思います
けれども、見解、対応を伺います。
　次に、大型ＭＩＣＥについて、基本設計、交付決
定、これ非常に多くの関係者から実現を期待されてい
るんですが、交付決定を見なかった場合、県はどうさ
れるのか伺います。
　先ほどのサポートステーション、若者の本当に大き
な相談センターだと私は思いますが、４カ所のサポー
トステーションで実際何名の方が登録して就職に結び
ついているのかお聞かせください。
　あと生産性向上特別措置法、これ非常に重要な取り
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組みです。今年度から３年間の期限ではありますけれ
ども、固定資産税が最大ゼロに負担を軽減されるとい
う内容で、しかも、この市町村の条例をもとに、この
生産性を向上するための税の軽減とか、あとものづく
り補助金、ＩＴ導入補助金、小規模事業者持続化補助
金など優先的に受けられるという内容になっておりま
す。この中小企業の皆さんへの情報提供が非常に重要
だと思いますが、対応をお聞かせください。
　次に、保育の無償化、これも私は子育て世代の非常
に大きな大きな支援になると思いますが、先ほど国が
幼児教育の無償化に乗り出したときの肩がわりされ
た予算が26億、また15億という話がありました。当
然、子供の支援にこれは充てるべきだと思いますが、
再度その決意をお聞かせください。そして、その無償
化について、認可外保育園も対象になるということで
すが、潜在的待機児童もそれは対象になるのかお聞か
せください。
　あと不育症の件なんですが、私が相談を受けた方も
非常に大変切実な御相談でした。埼玉県は、今年度よ
り２万円を上限として、その検査費用を助成しており
ます。どうかそういう思いをしている方々に、知事と
してしっかり手を差し伸べていただきたい。御検討を
お願いしたいと思います。対応をお聞かせください。
　それから、進学準備給付金、これも公明党として国
会で強力に進めてきた政策です。生活保護を受けてい
る子供たちが自分の可能性に大きく挑戦できる、そう
いう体制をつくらないといけない。大学、短大、専門
学校に進学した子供たちに、この準備金を届けなく
ちゃいけないと思います。具体的に先ほど66名いる
とおっしゃっておりました。その周知徹底をしっかり
お願いしたいと思います。これは要望します。
　それから、石垣―那覇間に格安航空が算入しても、
１日２往復という、石垣の皆さんにとっては、この軽
減措置は非常に大きい。どうしても那覇の大きな病院
に行かなくちゃいけない。また、進学のために子供を
送らなくちゃいけない。そういった中で、このＬＣＣ
が算入しても、現状の運賃設定で価格競争にはなって
いない。そのことを考えると、同事業の本来の目的で
ある離島住民の定住条件、そして新幹線運賃水準、こ
れを守るためにも検討をお願いしたいと思います。先
ほど部長は検討したいということですので、要望とし
てとどめたいと思います。
　最期に、干ばつ、南大東、非常に北大東と比較する
と、貯水池の整備事業が大きくおくれている。これ原
因と加速させる必要があると思うんですがいかがで
しょうか。そして、約７割が高齢者の農家さん、その

干ばつが起きるたびに、かん水支援、点滴ホース等の
整備支援がなかなか地元でも対応できないということ
がございました。どうか県としても、そういった人た
ちへの助成、人手の配置をお願いしたいと思います。
７月、８月も干ばつがあると言われております。御検
討、御答弁をお願いします。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　沖縄振興予算の関係の再
質問ということで、まず執行の関係でございます。
　沖縄振興予算、特に一括交付金につきましては、一
括交付金が減額された理由の中で、執行率の低さとい
うのがございましたので、それの対策として、特に平
成27年度から四半期ごとに全部局による、いわゆる連
絡執行会議というのを設けまして、執行率の改善に取
り組んでおりまして、平成28年度、平成29年度とも、
ソフト交付金、ハード交付金ともにほぼ昨年度並みと
いうふうになっております。
　また、沖縄振興予算の関係で事業の成果、評価等の
御質問でございましたが、沖縄振興予算につきまして
は、特に一括交付金につきましては、交付要綱に基づ
きまして、県のほうで成果目標の設定・評価をして公
表するというふうなことになっております。当然なが
ら、おおむね達成等になっているところでございます
が、一部未達成、もしくはまだ十分でないというのも
ございます。
　いずれにしましても、県としましては、いわゆる一
括交付金交付要綱で定めました事後評価結果を活用し
た個々の事業内容については、しっかり見直しはしな
がら、またあわせて改善にも努めまして、いわゆる一
括交付金が効率的かつ効果的な事業になるよう実施に
取り組みつつ、平成31年度予算につきましては、しっ
かり市町村または関係団体と協力しまして、沖縄振興
予算の確保に向けて取り組んでまいりたいと考えてい
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　上原章議員の再質問の
うち、撤回の時期についてお答えいたします。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、現在ど
のような事由が撤回の根拠となるか慎重に検討してい
るところであります。県は、埋立承認に付した留意事
項に基づく事前協議やサンゴ類の移植を初めとした環
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境保全措置などについて、沖縄防衛局への行政指導等
を行っていることも踏まえ、日々の国の動き等全体的
な流れを勘案しながら、あらゆる状況を想定して検討
し、県としてしっかりと対応してまいりたいと考えて
おります。
　続きまして、Ｆ15墜落事故への対応につきましてお
答えいたします。
　改めて米側と調整を行ったところ、抗議を受けると
の連絡があり、現在日程調整を行っているところでご
ざいます。
　以上でございます。
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　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）　上原議員
の大型ＭＩＣＥ施設等整備に関しまして、基本設計の
交付決定が得られなかった場合どうするかという趣旨
の御質問にお答えさせていただきます。
　現時点におきましては、県は、国に求められた資料
を、精度を高めた最終的な資料を国に提出をしており
まして、今ぎりぎりの最終的な調整をしているところ
でございます。そこのほうに今全神経を集中して頑
張っているところでございますので、そこの御理解と
御協力をいただきたいと思っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　国際物流拠点事業
ということですけれども、これ新聞報道で見ましたん
ですが、国のほうが事業を実施しているものでありま
して、その事業のあり方に対しまして、有識者委員会
の皆様から指摘があったということでございまして、
それを受けまして、多分平成31年に向けて検証が行わ
れるものと思われます。
　それから、２番のサポートセンターでの簡素化の話
でございますけれども、ただ平成29年の数字で言いま
すと、登録者は458名、就職に結びついた人数は224
名となっております。簡素化は最近行われたもので、
データ的にはございません。
　それから、生産性向上特別措置法に関する再質問
で、周知への取り組みというところでございますけれ
ども、沖縄県としましては、県内中小企業の労働生産
性の向上が重要であると考えておりますので、必要に
応じまして、各支援機関を通じ、同制度の周知を図っ
ていきたいというふうに考えております。
　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。

　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　幼児教育無
償化に関する独自事業の補助事業についての御質問
だったと思いますけれども、市町村が今独自で保育料
に対する支援を行っておりますが、今般の無償化に
よって国からも余剰が生じても子育て支援の充実に活
用するようにと強く求められております。
　県としましても、市町村においてそのような取り組
みがなされるように取り組んでいきたいと考えており
ます。
　それから、保育の必要性が認められているけれど
も、認可外施設を利用せざるを得ない潜在的な待機児
童についても、無償化の対象となっていると聞いてお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　不育症に関する再質
問についてお答えさせていただきます。
　助成制度を構築する、一般的に予算事業化するわけ
ですけれども、そのときその事業の必要性、効果、有
用性とか妥当性についていろいろ整理する必要がござ
います。この不育症について考えてみた場合、一般的
に流産というのは妊娠の15％に起こるというふうに
言われておりまして、そのうちの80％が原因として赤
ちゃんの染色体異常にあるということでございます。
確率的に３回流産するということも赤ちゃんの染色体
異常で起こり得るわけです。こういう方々は、特に特
別の治療をする必要もなく、妊娠することができる。
この確率は80％というふうに言われております。こ
ういった事情とか、後は県内では２団体、そういう助
成制度をつくっているけれども、まだ補助実績がない
という事情もございますし、それから我々は不妊専門
相談センターというのを開設しておりまして、そこで
いろいろと200件近くの御相談があるわけですけれど
も、この中で、不育症に関する相談は今のところ１件
もないと。こういったことも踏まえながら、先ほど申
し上げました事業の必要性とか、効果、有用性、妥当
性について検討させていただきたいというところでご
ざいます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　干ばつ対策について
の再質問にお答えいたします。
　６月19日時点で、南大東村については、６月15日
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から18日にかけまして、83.5ミリのまとまった雨が
あったということで、役場のほうの担当者に確認した
ところ、ため池等についても、３割から４割ほど水量
が回復しているという報告を受けております。さらに、
サトウキビについても、多くの圃場で生育が回復して
いるというふうに聞いております。その中で、議員が
おっしゃるように、農家の高齢化ということがありま
して、市町村のほうでは、サトウキビの生産性向上、
これは国の補正予算ですけれども、これについて点滴
チューブを200ヘクタール分整備するということと、
それと今干ばつの状況が入っていますので、さとうき
び増産基金の中で発動がされているということで、さ
らに点滴チューブを設置していきたいということの
ようです。その中で、南大東村では、約500ヘクター
ルかん水チューブを設置するということになりますの
で、収穫全体の４割をカバーできるというふうに報告
を受けております。
　議員がおっしゃるように、地域のほうで水源の確保
が非常に厳しい状況にあるということになっておりま
すけれども、今現在、平成29年現在で水源の整備状況
については、25.3％ということになっております。旧

東第２地区のほうと星野地区のほう２地区で水源整備
をしておりまして、この整備が済みますと、両方で19
万3000トンのほうが受益面積にして122ヘクタール
のほうの水源が確保されるということですけれども、
先ほど言ったように25.3％の整備率です。今後５年間
の土地改良事業の中で――役場の計画ですけれども、
農業農村整備事業管理計画書によりますと、平成30年
度から平成33年度までの新規要望地区として貯水池
の４基を23万トンの規模で100ヘクタールの受益面
積ですけれども、そこを計画しているということです
ので、そこについて市町村、受益農家の方々と連携し
ながら、しっかり整備していきたいというふうに考え
ております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明21日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後３時42分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透
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平成30年６月21日

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ４ 号）
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

平成30年６月21日（木曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第４号
平成30年６月21日（木曜日)

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第19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　乙第１号議案から乙第19号議案まで
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第５号議案　 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部

を改正する条例　
　　　　　　乙第６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７号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第９号議案　工事請負契約について　
　　　　　　乙第10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11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12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13号議案　訴えの提起について　
　　　　　　乙第14号議案　仲裁について　
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について　
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について　
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第19号議案　専決処分の承認について　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（46名)

議　長  新　里　米　吉　君  ６　番  宮　城　一　郎　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  ７　番  大　城　憲　幸　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  ８　番  金　城　泰　邦　君
２　番  玉　城　武　光　君  ９　番  西　銘　啓史郎　君
３　番  親　川　　　敬　君  10 番  新　垣　　　新　君
４　番  新　垣　光　栄　君  11 番  座　波　　　一　君
５　番  次呂久　成　崇　君  12 番  比　嘉　瑞　己　君
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13 番  西　銘　純　恵　さん  30 番  崎　山　嗣　幸　君
14 番  平　良　昭　一　君  31 番  金　城　　　勉　君
15 番  上　原　正　次　君  33 番  具志堅　　　透　君
16 番  当　山　勝　利　君  34 番  島　袋　　　大　君
17 番  亀　濱　玲　子　さん  35 番  中　川　京　貴　君
18 番  當　間　盛　夫　君  36 番  座喜味　一　幸　君
19 番  上　原　　　章　君  37 番  嘉　陽　宗　儀　君
20 番  山　川　典　二　君  38 番  新　垣　清　涼　君
21 番  花　城　大　輔　君  39 番  瑞慶覧　　　功　君
22 番  又　吉　清　義　君  41 番  狩　俣　信　子　さん
23 番  末　松　文　信　君  42 番  比　嘉　京　子　さん
25 番  渡久地　　　修　君  43 番  大　城　一　馬　君
26 番  玉　城　　　満　君  45 番  糸　洲　朝　則　君
27 番  仲　村　未　央　さん  46 番  照　屋　守　之　君
28 番  照　屋　大　河　君  47 番  仲　田　弘　毅　君
29 番  仲宗根　　　悟　君  48 番  翁　長　政　俊　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（２名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 翁　長　雄　志　君
副 知 事 富　川　盛　武　君
副 知 事 謝　花　喜一郎　君
政 策 調 整 監 吉　田　勝　廣　君
知 事 公 室 長 池　田　竹　州　君
総 務 部 長 金　城　弘　昌　君
企　画　部　長 川　満　誠　一　君
環　境　部　長 大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 大　城　玲　子　さん

保健医療部長 砂　川　　　靖　君
農林水産部長 島　尻　勝　広　君
商工労働部長 屋比久　盛　敏　君
文 化 観 光
スポーツ部長 嘉手苅　孝　夫　君　

土木建築部長 上　原　国　定　君

企　業　局　長 金　城　　　武　君
病院事業局長 我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者 伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監 前　原　正　人　君

総 務 部
財 政 統 括 監 宮　城　　　力　君

教 育 長 平　敷　昭　人　君
公 安 委 員 会
委 員 長 阿波連　　　光　君

警 察 本 部 長 筒　井　洋　樹　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長 金　良　多恵子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 池　田　克　紀　君

代表監査委員 當　間　秀　史　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　長  平　田　善　則　君  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、乙第１号議案から乙第19号議案まで

を議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　山川典二君。
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〇山川　典二君　おはようございます。
　沖縄・自民党の山川典二でございます。
　平成９年、1997年でありますが、私は那覇市議会
議員選挙に挑戦をして初当選して以来、この夏で丸21
年、22年目に入ります。その初当選をしたときには知
事は県議でございました。その後、那覇市長に挑戦す
るということで私も含めて、保守系の市議会議員一緒
に頑張りまして、市長が誕生をいたしました。その後、
10年余りにわたりまして知事を支える、那覇市政を支
える立場にありましたが、今は立場は違いますけれど
も、知事とそして県議という立場で沖縄振興発展のた
めに一緒にこうして活動できることを誇りに思ってお
ります。
　しかし、知事は市長時代に胃がんを克服しました。
今回、膵臓がんということでありますが、何とぞ早目
に、一日も早い健康回復を願いまして質問に入りたい
というふうに思います。
　初めに、米朝首脳会談への知事見解ということで伺
いたいと思います。今後の日米安全保障や沖縄への米
軍プレゼンス、辺野古基地建設などへの影響について
伺いますが、まずはこの米朝首脳会談においての知事
の評価、どう評価しているのかから伺いたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　山川典二議員の米朝首
脳会談への知事の見解についてお答えします。
　去る６月12日に、これまで厳しく対立していた米朝
において、史上初めてとなる首脳会談が開催されまし
た。
　沖縄県としましては、平和に向けた新しい米朝関係
の構築、朝鮮半島の完全な非核化に向けた取り組みな
どを含む合意文書が発出されたことは、東アジアにお
ける緊張緩和につながるものであると考えておりま
す。在沖米軍基地への影響については、現段階では明
らかではありませんが、沖縄県としましては、今後の
両国の具体的な協議等が進み、米軍基地の整理縮小等、
沖縄の過重な基地負担の軽減につながることを期待し
ております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　今回の米朝サミットはいずれにいた
しましても、トランプ大統領、そして金朝鮮労働党委
員長にとっても、これは７割、８割成功したというふ
うに私は思っております。
　なぜ米朝サミットに金委員長が出席したのか、見解
がありましたら御説明をお願いします。

〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　米朝首脳会談の始まる
前に、まず１つにはオリンピックへの参加という形で
緊張緩和の動きが始まり、そして４月、５月には朝鮮
の南北首脳会談も開催されたかと思います。そのよう
な動きを受けて、米朝会談への開催へとつながったも
のかと考えております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　いやそうではなくて、米朝サミット
そういう一連の流れがありましたけれども、トランプ
大統領が金委員長のメンツを立てて、大国の大統領が
孤立する国のリーダーを対等に扱い、今回米朝首脳会
談が実現したんですよ。トランプ大統領にはトランプ
大統領の思惑がありますが、金委員長にも思惑がある
んですよ。その部分を聞いているんです。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まずは、北朝鮮にとって一番重要な課題は自国の安
全保障体制の保障、それを求めるというところにあっ
たと思っております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　要するに、金委員長は非核化を放
棄、非核化を進める路線を受け入れるかわりに、金委
員長を中心とする北朝鮮の国家体制を保障してもらう
ということで出席をしているわけでございます。簡単
に言いますと、一つの方向性で考えられるわけであり
ますが、例えば朝鮮戦争の終結、そして韓国含めて北
朝鮮の南北の平和条約協定、そして国交樹立、その延
長上にはアメリカと北朝鮮の国交樹立というそういう
案件も視野に入っているんです。そして気になるとこ
ろは、在韓米軍の撤退も示唆しております。そういう
意味では今、公室長からも在沖米軍の基地の整理縮小
含めて、軍事パワーの縮小も期待したいということで
ありますが、私は個人的には、この38度線の前線が朝
鮮半島の南のほうに南下をして、むしろ我が国の在日
米軍、特に自衛隊の役割というのが非常に大きく拡充
していくのではないかというふうに思っているわけで
ございます。
　そして今回、共同声明の中に４項目ございましたけ
れども、そこには書かれていない約束事があったよう
であります。その情報が入ってきましたが、それは何
かといいますと、この朝鮮半島の統一をするに当たり
まして、北朝鮮優位の中で朝鮮半島の統一をすると
いうのをアメリカが承認したという、そういう話が
入ってきております。そして、合意文書の中にも英文
で、トゥ ビルド ア ラスティング アンド ステーブル 
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ピース レジーム オン ザ コリアン ペニンシュラ、つ
まり朝鮮半島の長く続く不変な平和国家を米朝で構築
していこう、つくっていこうという案文が入っている
わけです。
　そういう中で、きのう、おとといの代表質問の知事
の答弁の中で、例えばペリー元アメリカ国防長官の話
を引き合いに出して、北朝鮮の抑止力のために在沖米
軍基地があるんだと、あるいは在日米軍があるんだと
いうような話をしておりましたけれども、その北朝鮮
もありますが、昨今は中国の軍事的な脅威もあるとい
うふうに私は思います。知事はその辺はどういうふう
にお考えでしょうか、御答弁をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　防衛省のほうは、海兵隊
の日本への存在理由として、潜在的紛争地域に近く、
もしくは近過ぎないというようなことで、その潜在的
紛争地域の中には台湾海峡、そして北朝鮮があるかと
思います。そのうちの一つで緊張緩和、そして平和に
向けた動きが進むということは、トータルで安全環境
の改善につながっていくものと期待しているところで
ございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　知事、せっかくですから、なかなか
こういう機会ありませんので、北朝鮮の抑止力はこれ
から解消される方向に行く。ただ中国は尖閣列島含め
て今、連日接続水域あるいは領海侵犯を繰り返すとい
う状況があります。
　そういう圧力に対して、この沖縄の自衛隊含め米軍
の存在ということに関しまして、見解をいただきたい
と思います。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　山川典二議員の御質問にお答
えいたします。
　先日の代表質問等にも若干お答えはしておりますけ
れども、今回の数カ月間の出来事は、去年トランプ大
統領が誕生してからそれ以外の面もいろんな形でダイ
ナミックに動いてまいりましたが、ことしに入りまし
てからは特に東アジア、北朝鮮、こういった問題等に
つきまして目まぐるしく動いております。これをいわ
ゆるお互いが、こういう方向性だろうというふうなこ
とで断定をすると、なかなかそう簡単に見えてこな
い。何しろ大変重要なことを発表しても翌日はツイッ
ターで否定してしまうわけですから、こういったよう
なものの中でのことだということをベースにしながら
話をさせてもらいますと、そのときもお話をしたんで
すが、歴代の防衛大臣もそうですけれども、ペリー元

国防長官あるいはモンデール副大統領、本当に１時
間、２時間、何回かお話をさせていただいております
が、１番はやはり東アジア、北朝鮮のことでございま
した。そして、そこで新辺野古基地等を建設するとき
でも辺野古でなくてもいいんだけれども、日本政府が
そこだと言うから私たちもそれは言葉遣いはともか
く、しようがないなということになって、また沖縄県
側がそれを承認したのでそういう形になってきたとい
うような話をされておりました。
　その中で一番、この代替案等々の中でも、もともと
は朝鮮戦争のときには本土から朝鮮のほうに出かけて
いって、抑止力といいますか、やっておられた。しか
し、朝鮮戦争が終わると、沖縄が今基地に反対してい
るように日本本土の方々は、とんでもないと、出てい
けという話をしたものですから、沖縄はとっても動か
しやすいところでしたから沖縄にやってきました。沖
縄に反対をするとどうもこの人たちは中国に近いん
じゃないかとか、そういったようなものが見られると
いうようなものが沖縄の置かれている現状だというふ
うに思われておりますけれども、その中でいわゆるア
ジアが、あるいはまた米国が、ロシアが、中国がダイ
ナミックに動いているときに辺野古唯一、これから以
降も辺野古でもってこの極東あるいはアジアの抑止力
をするんだという日本政府の動きが見られない。沖縄
県民の負担軽減、あるいは誠心誠意寄り添う、そう
いったようなものの中で着々とむしろ強く強く工事が
進んでいくのを見ると、アジア情勢というのを説明す
るのは日本政府のほうが先ではないか。日本政府が説
明をしてやはり最大限の圧力で北朝鮮とやっていくか
らこの沖縄の基地は必要なんだとか、あるいはまたそ
うではないんだとかという話もない中で、私どもがこ
れについて言及をするというのはただただ沖縄から見
ると寂しい限りであると。日本国政府の動きが見えな
い、こういう話を先日させていただいたわけでありま
す。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　知事の思いはよく理解できます。た
だ一方で、尖閣の中国公船の領海侵犯等、それから日
本の防空識別圏、これ中国軍用機がどんどん入ってき
ている。航空自衛隊那覇基地からのスクランブル、こ
れはもう世界一ですよ。ほとんど中国の戦闘機に対応
する状況です。
　先日、防衛省の統合幕僚幹部が去年の10月から12
月に中国の戦闘機が沖縄本島と宮古島の間の宮古海峡
を通過するなど、防空識別圏に侵入した事例は23件
と正式に公表したんです。その後どこに行くかといい
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ますと、小笠原諸島とグアムを結ぶ第二列島線の突破
に向けた訓練を何度も繰り返している状況なんです。
つまりそれは何かといいますと、軍事上の国防ライン
が中国にとってどこかといいますと、小笠原からグア
ムにかける第二列島線なんです。
　私は以前もこの本会議で軍事上の国防のラインがど
こかと伺ったことがありますが、今、軍事上のライン
は、私言いましたけれども、どこだとお思いですか。
副知事か、知事公室長、御答弁をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時15分休憩
　　　午前10時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　今、山川議員のおっ
しゃられたいわゆる第二列島ラインかと思います。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　まさにそうなんですよ。国境線に国
防のラインはつくるんじゃないんですね。相手の主要
都市あるいは軍事の司令塔がある、そういう都市の後
背地につくる。中国は、もう既にこの第二列島ライン
を国防の軍事用のラインにしておりますが、さらにそ
れを広げようということを今やっているわけでござい
まして、参考のためにこれ持ってきましたけれども、
「Ｃｈｉｎａ2049」、100年マラソンという本が、マ
イケル・ピルズベリーというアメリカの対中国の担当
官だったんですが、その人が数年前に書いたもので
すが、非常に参考になります。（資料を掲示）　2049
というのは、中華人民共和国が樹立してちょうど100
年、100年で世界の覇権国のトップになろうというの
が中国の方針でございます。
　それを含めて、私はぜひ基地対策担当だけではなく
て、東アジアの安全保障も含めた全体的な情報収集を
し、調査をし、分析するセクションが県庁の中にあっ
てもいいと思うんです。外交防衛は国の専権事項とい
う話もありますが、これだけ基地が集中している沖縄
県ですから、私はぜひそれをつくるべきだと思います
が、知事、副知事いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　安全保障の観点のトー
タルでの分析のセクションということでございます
が、現在、基地対策課の中におきまして、一応そう
いった面も含めて情報収集と分析等も当たっておりま
す。ワシントン事務所からもさまざまなＤＣを介して
情報収集に努めているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。

〇山川　典二君　ワシントン事務所、せっかくあるん
ですからそこもぜひフル活用して、目まぐるしく変わ
る今の東アジアの状況に対応できるように、沖縄がバ
スに乗りおくれないような形で対応していただきたい
というふうに思います。
　続きまして、北朝鮮による本県拉致被害者の実態と
対策について伺います。
　全国で拉致被害者は何人で、そのうち沖縄県は何人
いらっしゃるのでしょうか。
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（大城玲子さん）　沖縄県にお
きましては、政府認定拉致被害者はおりませんけれど
も、沖縄県警察のホームページによりますと、北朝鮮
による拉致の可能性を排除できない事案に係る方々と
して、26名が掲載されております。
　県としましては、北朝鮮による拉致被害者を救出す
る知事の会に参加しまして、早期解決を訴えるととも
に、関係機関と連携・協力して、北朝鮮人権侵害問題
週間に合わせたパネル展などを開催しまして啓発活動
に取り組んでいるところでございます。
　人数につきましては、警察庁のホームページで公開
されている政府認定拉致被害者につきましては、全国
で17名、そのうち５名は帰国なさっております。県に
は先ほど答弁しましたとおりいません。警察庁のホー
ムページで公開されている人数が458名ということに
なっております。
〇山川　典二君　ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時20分休憩
　　　午前10時21分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　先ほど答弁
しましたのは警察庁で公開されている人数なんですけ
れども、警察庁のホームページには、883名というふ
うに載っておりまして、そのうち公開されている方々
が458名ということでございます。
〇山川　典二君　沖縄県は。
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（大城玲子さん）　沖縄県につ
きましては、県のほうとしましては県警のホームペー
ジで公表されている人数だけを把握しております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　県警のホームページの情報だけでは
絶対だめですよ、これは。全然県の取り組みになっ
ていないじゃないですか。家族会の関係者で33人と
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言っているわけでありますから。その辺は家族会の皆
さんとも情報をしっかりと確認しながら、やはりこう
いう議会には臨んでいただきたいです。
　そして県庁舎にポスターも一切張られておりません
が、公共施設に啓蒙活動の一環でポスターを張る必要
があるんじゃないですか。いかがですか。
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（大城玲子さん）　昨年度、県独
自でつくったポスターがございまして、それについて
は市町村や学校等には配布したんですけれども、議員
おっしゃるとおり県庁内には張っておりませんので、
これは県として張りたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　これはもうしっかりお願いします。
北朝鮮による拉致問題その他人権に関する法律という
のがありますから、ぜひその辺はしっかりお願いをし
たいと思います。
　次に行きます。
　新県立八重山病院の敷地内薬局構想について伺いま
すが、これは２月議会でもやりましたけれども、何と
びっくりですが、きのう公募をしたそうですね。病院
事業局長、その内容についてそれから経緯、御説明お
願いします。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　ただいまの質問に
お答えいたします。
　２、新県立八重山病院の敷地内薬局構想についての
中の、新県立八重山病院の敷地内保険薬局についての
御質問にお答えします。
　ことし10月１日に開院する新県立八重山病院につ
いては、その建設する場所に隣接する地域において、
石垣市が土地区画整理事業を実施する予定となってお
り、当該地域に保険薬局を開設できる時期が早くても
平成34年度以降となる見込みとなっております。その
ため、同病院における敷地内保険薬局の設置について
は、患者の利便性に配慮する観点から、地元の関係団
体等と設置の必要性について意見交換を行ったところ
でございます。
　病院事業局としては、意見交換等を踏まえ、新八重
山病院に隣接する地域に保険薬局が開設されるまでの
間、八重山地域の実情や患者の利便性に配慮する観点
から、同病院の敷地内に保険薬局の設置を認める方向
で手続を進めてまいります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　利便性をおっしゃっておりますが、

どういう方々の利便性ですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　八重山地域には多
くの離島がございます。患者さんの高齢化率も進んで
おります。それから離島、交通弱者、それから小さな
お子様をお持ちの御両親、そういった方々の患者さん
の立場から考えますと、敷地内薬局。現在つくられて
いる民間の薬局は、玄関から250メートルという非常
に遠い位置にあります。そういう観点から、周囲の区
画整備が終わるまでは、敷地内に薬局を建設するとい
う方向に話を進めております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　先ほどおっしゃった体の不自由な
方々とか、離島の皆さん、乳幼児をお持ちの保護者の
皆さん、全体の患者の何％ぐらいとか調査したことあ
りますか。これは基幹病院ですよ。一部の皆さんのた
めに敷地内薬局をやるというのは、これは私はあっ
てはならない、むしろ安全性というのがあるんです
よ。利便性もありますが、患者さんの薬の一元管理含
めて、しっかりと対応できるようなことになるんです
か。敷地内薬局で薬を出すので精いっぱいじゃありま
せんか。むしろそういう方々に対しては院内薬局で十
分に対応できるじゃないですか。そういう検討もな
さったことはないんですか、伺います。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　患者さんの割合は、
約４％でございます。
　敷地内薬局に関しては、最も近いというところで非
常に利便性があるということもありますが、実際250
メートル離れた民間の薬局におかれましても、例えば
ドライブスルーでそちらに患者さんがお薬を取りに行
くとか、場合によっては敷地内薬局が時間を待つこと
はあると思います。そういう場合には民間の離れた薬
局を利用することも一つの手であります。
　それから処方箋は、八重山病院は現在約６万6000
件の処方をしております。その中で院外薬局は、５万
7000件の処方をされています。離島に関しては約6.3
％が石垣市以外でありまして、離島に関しては4.3％、
それから65歳以上の高齢者に関しては約35％の処方
箋を出している状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　４％の皆さんのために、敷地内薬局
やるんですか。
　今、院内薬局での処方が約9000、全体では約６万
6000余りありますよね。地域の、民間の薬局で十分
にカバーできている数字じゃありませんか。それが敷



－ 121 －

地内に集中するとほかの薬局にダメージを与えますよ
ね。敷地内薬局で何名くらい処方箋を対応するという
シミュレーションはなさったんですか。いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現八重山病院で門
前薬局――近い薬局ということですけれども――そこ
は約６割の割合で処方しています。したがって、市中
で扱う処方箋の量というのは、約４割と考えていいか
と思います。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　いやそれは２月に閉鎖した地域の会
営の薬局のことだと思うんですが、いずれにいたしま
しても、薬剤の各種団体の敷地内薬局の是非に対する
見解というのが出ておりますので御紹介しますが、日
本薬剤師会、反対です。沖縄県薬剤師協会も反対の陳
情書が県や県議会に出ております。日本病院薬剤師会、
反対。日本医療法人協会、反対。全国健康保険協会、
反対。健康保険組合連合会、反対。厚生労働省の中山
さんという、これは薬剤管理官ですが、敷地内薬局は
「医薬分業を行うことと、理想的には地域包括ケアと
いう地域単位の中で面的な分業を行う我々の方向性か
ら真っ向から逆行する」というふうに発言しておりま
す。そして全国自治体病院協議会、これは県立病院等
入っておりますが、ここも反対。邉見会長は、敷地内
薬局反対声明を出しております。そして、沖縄県立病
院の本竹院長がその組織の常務理事でいるんですよ。
県立病院は６つありますが、院長を初め幹部の皆さん
で敷地内薬局の協議をしたことがあるんですか。そこ
の協議会が反対、そこの常務理事は中部病院の院長で
すよ。県立八重山病院だけで判断したんですか。いか
がですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　敷地内薬局に関し
ては、関係団体とこれまで何度も検討されています。
それは石垣市、それから八重山地区の薬剤師会、それ
から八重山の医療を守る郡民の会、それから八重山の
役所、保健医療部、それから我々の担当のチームと話
をしています。その話し合いの中で、八重山、賛成・
反対両方の意見がありました。しかし、地域の団体等
と意見交換をするなど慎重に検討をしてまいりました
が、反対をしているのは沖縄県の薬剤師会でありま
す。八重山郡民を守る会は賛成、それから八重山の薬

剤師会においては、元の団体が県のほうにありますの
で、立場としては非常にデリケートな立場なんですけ
れども、県民の八重山郡民の利便性を考えると当分の
間はやむを得ないという趣旨の話をされております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　議長、これですね。あの、どうぞ。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほどの協議会の
邉見会長のお話がありましたが、しかも県立中部病院
の院長はその常任理事であると。そういう立場から敷
地内薬局はおかしいのではないかとの意見なんです
が、実はその後、中部病院の院長は邉見会長とお話を
されまして、そういう特殊な八重山の位置、立地条件
を考えますと、当分の間は敷地内薬局をやむを得ない
とそういうふうな意見を伺っております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　その話は初めて伺いましたけれど
も、特殊な事情って何ですか。立地条件というのは何
ですか。法律が前提にあるわけでしょう、全て。いか
がですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　平成28年に厚労省
は、薬局の開院において保険医療担当規則の一部改正
を発令しました。それによりますと、敷地内薬局も認
可するというふうな格好になっていて、これは合法的
な開院だと思います。
　私たち事業局としても敷地内、医薬分業の点から、
もともとは厚労省が進める門前あるいはかかりつけ薬
局、それから地域に患者さんを包括ケアとしまして、
患者さんに非常に大きな情報を与えるという意味で、
敷地外薬局はそれは否定するものではありませんが、
周りの土地区画整理が34年以降というふうに聞いて
います。それが整備されたら、近くには医療・福祉
ゾーンというのがありますから、玄関から非常に近い
ところに敷地外薬局が開設できるとそういうふうに考
えております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　かかりつけ薬剤師、かかりつけ薬
局、厚労省が患者のための薬局ビジョンというのを方
針として出しておりますね。国の規制緩和に厚労省は
敷地内薬局、反対だったんですが押し切られた形なん
です。ですから各団体が全部反対をしているわけです
よ。そして、この薬の一元管理というのは、例えば高
齢者が60％という話もございましたけれども、自宅に
一番近い薬局で薬の組み合わせとかあるいは副作用、
相互作用の防止を図るために、同じような作用をする
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薬もいっぱいもらいますから、それをかかりつけ薬局
もしくは薬剤師がそれをきれいに説明して仕分けをす
る。そして患者の安全性を守るためにそういうかかり
つけ薬剤師、薬局の存在があるわけであります。敷地
内薬局でさっきおっしゃったように、６万6000の約
５割、６割近くが敷地内薬局に集中するとしますよ
ね。そこで十分に患者の一元管理ができますか。平成
26年に薬剤師の法律改正がありましたけれども、そ
のポイントは御存じでしょうか。御存じだと思います
が、御説明お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時42分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　薬剤師法改正に当
たりましては、患者さんの情報を公開し、指導を改善
するとそういうふうなことになっています。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　情報提供、服薬指導と呼ばれていた
のが、薬学的指導という名称に変わって、これは法的
な義務になったんです。これは何かといいますと、薬
を渡してそれで終わりではなくて、その患者さんの服
用後のモニタリングが必要になりました。これが一
元管理が不十分でありますと患者さんに影響があっ
て、場合によっては、これは訴訟問題になって賠償請
求もされるような法的な位置づけに薬剤師の責任が重
くなったというのがこの改正のポイントなんです。し
たがって、私は何度も言っておりますけれども、敷地
内薬局で１日に何千とこうして処方箋が来る。もう手
いっぱいでしょう。とてもじゃないけど一元的に管理
ができませんよ。非常に厳しいと思います。しかし地
域にある薬局で、患者さんの一番近いところで、そう
いう薬学的指導も受けながら安全を担保するという観
点からいいましても、私は敷地内薬局は一定期間とい
うお話でしたが、それいつまでですか。明確に区切っ
てください。区切れますか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在今、いつまで
というふうな明確な期限は区切っておりません。しか
し、事業局としては、本来は医薬分業の立場から敷地
外薬局は将来的には必要だと思っています。したがい
まして、現在石垣市では、地域周辺の区画整備事業が
終了する、基本的には平成34年以降というふうに伺っ
ております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。

〇山川　典二君　今、病院事業局長は非常に重要な発
言をしました。病院事業局としては、敷地内薬局を将
来、推進するような今お話でしたね。もう一回、私聞
き違いかもしれません。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　それは、聞き違い
だと思います。
　事業局としては、将来は敷地外薬局に持っていくと
いうふうな話であります。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　だから持っていくということは、敷
地内薬局をやるということじゃないですか、将来的
に。持っていくってどういう意味ですか。日本語、説
明してください。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　周囲の区画整備が
できましたら、敷地内薬局を閉鎖して、敷地外薬局に
移動するという意味であります。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　最初から今のように御説明いただ
ければ、非常にありがたいです。敷地内、敷地外、
ちょっと聞きづらいところがありました。
　いずれにいたしましても、これ公募はありましたけ
れども、ぜひ私は、もうやると決めたんですから。と
ころが、患者さんの一元管理については、十分な議論
がありませんよ。利便性だけ先行して、安全性の議論
がない。そういう議論をしっかりとやりましたか。あ
るいはこれからやってくださいよ、定期的に。いかが
ですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　山川議員の懸念す
ることも十分承知しております。八重山薬剤師会それ
から県立八重山病院、これからも検討いたしまして、
患者さんにそういうふうな不利益がないように改善し
ながら、今後敷地外、整備されるまでには、当分の間、
敷地内薬局で行きたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　再確認いたします。
　周辺の区画整理ができて、門前薬局がそろうまでと
いうことですが、間違いありませんね。それまでの間
ですね、敷地内薬局は。いかがですか、明確に答弁し
てください。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　八重山病院も今、
敷地内薬局に関して引き受ける業者とも話をして、周
辺の整備ができたらそこを終わって、外に移設すると
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いう話で進めております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　いずれにせよ、薬剤師協会含め沖縄
県の関係機関と十分に相談しながら進めていただきた
いと思います。この後また常任委員会で我が会派のメ
ンバーもおりますので、引き続き質問を続けてまいり
たいと思います。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君登壇〕
〇新垣　　新君　おはようございます。
　翁長知事、一日も早く健康を取り戻して公務を頑
張ってください。
　それでは一般質問を行います。
　子育て支援について。
　小項目(1)、平成29年度における待機児童解消に向け
た取り組みと成果をお聞かせください。また、本年度の
待機児童解消に向けた取り組みをお聞かせください。
　小項目(2)、沖縄県が管理を行っている公園や市町
村が管理を行っている公園に保育所等の設置並びに活
用することはどうか、見解を求めます。
　大項目２、教育スポーツ振興について。
　小項目(1)、県立高等学校における屋外運動場のト
イレ設置について、教育委員会の認識をお伺いいたし
ます。
　小項目(2)、(1)に関連し、屋外運動場にトイレが設
置されていない県立高校は何カ所ありますか、お伺い
いたします。
　小項目(3)、沖縄水産高校カヌー部への支援として、
同部が練習を行う糸満市の報得川周辺にカヌー艇庫
（トイレ、シャワー、トレーニング場、休憩場を含む）
を設置することについてお伺いいたします。
　大項目３、南部振興策について。
　この問題におきまして、小項目(1)ですけれども、戦
後処理は糸満市はまだ終わっていません。誠意ある答
弁を子ども生活福祉部、ぜひ答弁を求めます。
　小項目(1)、糸満市における慰霊塔及び慰霊碑の国
立墓苑への整理統合について、建立者所在不明問題は
どうなっていますか、お伺いします。 
　小項目(2)、糸満新市場の進捗状況についてお伺い
します。
　(3)、一部訂正があります。県は「振動型」を省いて
いただきます。県は瞬間冷凍施設導入について検討し
ていると述べていましたが、結果をお聞かせください。
　(4)、沖振法の延長と確約が大前提ですが、糸満市の
内陸部に企業工業団地建設を県主導で行う意欲があり

ますか。見解を求めます。
　件名４、知事の政治姿勢について。
　(1)、普天間飛行場代替施設建設事業において、本年
８月中旬ごろに土砂投入を行うことが決定的でありま
すが、埋立承認撤回を行いますか。知事の見解を求め
ます。
　(2)、知事は11月に行われる知事選挙に出馬します
か。お伺いいたします。
　件名５、我が党の代表質問について、島袋大議員が
述べた沖縄振興策の推進についての４、2019年度沖縄
振興予算の確保について、翁長県政で予算減額が続い
ている原因の検証と総括を踏まえ、どのような基本方
針で臨むのか伺いたい。
　５、次期沖縄振興計画の策定に向け準備を進めてい
るが、中間報告９項目の課題や検討事項はいずれも国
の支援を前提としている。翁長県政の自民党敵視の姿
勢や国との信頼関係が崩壊している状態で、今後10年
間の振興策がなぜ必要なのか。理論構成、戦略をどう
築くか伺いたい。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　新垣新議員の御質問にお答え
をいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の４の
(2)、知事選への出馬についてお答えをいたします。
　今はしっかりと病気の治療を行いながら、一日一日
公務を着実にこなしていき、県民からの私に対する負
託に応えたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、子育て
支援についての御質問の中の(1)、待機児童解消の取
り組みと成果についてお答えいたします。
　沖縄県においては、黄金っ子応援プランに基づき待
機児童の解消を図るため、保育所等の整備を行って
きたところです。平成29年度の取り組みについては、
108カ所の保育所等の整備を行い、5784人の保育定
員を確保したところです。平成30年度の取り組みにつ
いては、104カ所の保育所等の整備を行い、4658人の
保育定員を確保する見込みとなっております。
　次に３、南部振興策についての御質問の中の(1)、慰
霊塔・慰霊碑の整理統合についてお答えいたします。
　慰霊塔・慰霊碑は、建立者等関係者の所有であり、
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その修理や清掃等の維持管理については、本来、建立
者等関係者の責任において行うものであると考えてお
ります。しかし、各団体が建立した慰霊塔・慰霊碑の
中には、関係者の高齢化等に伴い、十分に管理がなさ
れていないなどの課題が顕在化しております。
　県におきましては、慰霊塔・慰霊碑の現況を把握す
るため、今年度、県内の慰霊塔・慰霊碑の管理状況等
の調査を行い、建立者等不明の慰霊塔・慰霊碑の状況
についても調べることとしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、子育て支援につ
いての御質問の中の(2)、都市公園への保育所等の設
置についてお答えいたします。
　平成29年の都市公園法改正により、保育所等の占用
が可能となったことから、今後県営公園において保育
所等の占用の要望があった場合は、条件整備の状況を
確認し関係機関等と連携を図りながら、対応を検討し
ていきたいと考えております。
　市町村の管理する都市公園については、各市町村に
おいて対応するものでありますが、県に相談があれば、
適切に対応していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　２の教育スポーツ振興につ
いての御質問で(1)、屋外トイレ設置についての御質
問にお答えいたします。
　学校内における生徒用のトイレについては、屋外ト
イレも含め健康管理の観点から、適切な位置に設置す
る必要があると考えております。屋外トイレの設置に
ついては、各県立高校の運動場及び校舎や体育館のト
イレの配置状況等や学校からの意見等を踏まえ整備し
ているところであります。
　次に２の(2)、屋外トイレがない高校についての御
質問にお答えいたします。
　屋外トイレが設置されていない県立高校は、60校中
39校であります。その内訳としましては、普通高校が
26校、専門高校が13校となっております。
　次に同じ２の(3)です。報得川周辺のカヌー艇庫等
についての御質問にお答えいたします。
　沖縄水産高校カヌー部が練習を行っている報得川へ
のカヌー艇庫、トレーニング場、トイレ等の設置につ
きましては、設置場所、設置後の維持管理等のさまざ
まな課題があると考えております。現在、同校カヌー

部については、沖縄県高等学校強化推進運動部に指定
するなどの支援を行っているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　３、南部振興策につ
いての御質問の中の(2)、糸満新市場の進捗状況につ
いてお答えいたします。
　県では、糸満漁港は本県唯一の第３種漁港であり、
県内外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産地として
位置づけ、泊漁港は、那覇市を中心とする消費地市場
としての機能を有していることから、市民や観光客な
どの消費者ニーズに対応した施設整備を進める計画で
あります。平成27年度に糸満漁港における高度衛生管
理型荷さばき施設の基本設計を行い、28年度に荷さば
き施設整備に関連した水産物１次加工処理施設の基本
設計及び市場関連施設の配置構想を策定してまいりま
した。また、29年度に高度衛生管理型荷さばき施設の
収支シミュレーションを実施したところであります。
　県としましては、引き続き、糸満漁港における新市
場整備について、漁業関係団体などとの協議を継続
し、消費者へ安全・安心な水産物を安定供給するため
の体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。
　次に同じく(3)、瞬間冷凍機の導入についてお答え
いたします。
　県では、高度冷凍技術の検証を行うため、高度冷凍
技術を活用した冷凍カット野菜の試作などを行ってき
たところであります。その結果、高度冷凍技術を活用
した冷凍施設の運営は、県内冷凍野菜の需要規模など
の課題があるとの報告を受けております。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し活用
可能な技術の情報交換などを行い、本県農林水産物流
通の高度化につなげてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　３、南部振興策に
ついての(4)、糸満市内陸部への工業団地建設につい
てにお答えいたします。
　国際物流拠点産業集積地域では、適切な産業用地の
確保が今後の課題と考えております。工業団地建設に
当たっては、市町村における地域の合意形成、土地利
用に係る規制の状況、道路や工業用水等の産業インフ
ラ、整備手法等を整理する必要があります。
　県といたしましては、具体的な事案が出てきた場
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合、市町村や関係部局と調整を図ってまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　４、知事の政治姿勢に
ついての(1)、埋立承認の撤回についてお答えいたし
ます。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。日々の国の動きなど、全体的な流
れを勘案しながら、あらゆる状況を想定して検討し、
県としてしっかりと対応してまいりたいと考えており
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　５、我が党の代表質問と
の関連についての御質問の中の(1)、平成31年度沖縄
振興予算の確保に向けた取り組みについてお答えしま
す。
　県においては、沖縄振興予算の確保に向け、市町村
や関係団体等と協調しながら、内閣府沖縄担当部局と
一層緊密に連携するとともに、内閣府沖縄担当大臣を
初めとした関係要路に対して、県と市町村等の意見や
考え方を沖縄の声として丁寧にお伝えし、御理解と御
協力が得られるよう取り組んでまいります。これま
で、県議会各会派や県選出国会議員等の皆様に謝花副
知事や私がお会いしまして、一連のスケジュールや成
果及び課題を踏まえた沖縄振興予算所要額確保の必要
性などの説明を行ったところであります。引き続き、
県選出国会議員並びに県議会議員各位の御支援を賜り
ながら、関係要路の御理解と御協力が得られるよう取
り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　５の(2)、次期振興計画策
定に向けた具体的な取り組み等についての御質問にお
答えします。
　県では、今年度から、これまでの沖縄振興計画に基
づく各種施策や沖縄振興特別措置法に基づく特別措置
等について、課題及び対策等を検証するとともに、新
たな沖縄振興に必要な制度等を整理するため、総点検
作業に着手しております。平成31年度以降、これら

の結果を踏まえ、次期振興計画の策定作業に入ります
が、政策課題の解決に向けては、沖縄振興特別措置法
の延長、税制度等の拡充が必要となると考えておりま
す。このため、政府等の関係要路への要請に当たって
は、県選出国会議員等の御協力を得たいと考えており
ます。
　以上でございます。
〇新垣　　新君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時５分休憩
　　　午前11時６分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　新垣　新君。
〇新垣　　新君　再質問行います。
　子育て支援についてですけれども、待機児童解消の
ための県や市町村の努力に一定の評価をいたします。
それでは、もっともっと待機児童が解消できるように
質問を行っていきたいと思います。
　今年度における保育士確保は、対策はどうなってい
ますか。伺います。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　休憩お願い
します。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時８分休憩
　　　午前11時８分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　待機児童解
消のためには保育士の確保は重要であると考えており
まして、今年度も子育て支援新制度における賃金改善
の適切な実地指導、それから、県独自の施策として、
保育士の正規雇用化や年休取得及び産休取得の支援事
業を行います。それから、今年度から新たに保育士の
休憩取得に関する支援を実施することとしております
ので、これらによりまして確保に努めたいと考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　保育士確保について、今全国的な流
れですけれども、保育士の賃金アップ、そうすること
によって変わってきたという全国の事例をお聞かせく
ださい。これ新聞報道に載っていますから。ストライ
クの許容範囲ですからお答えください。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　休憩お願い
します。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
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　　　午前11時10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　特別な市町
村の事例ということでは答弁ちょっと難しいんですけ
れども、全国的に賃金改善ということで、平成24年度
から11％の改善を行っておりますので、その成果は出
てきているかと思われます。
〇新垣　　新君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時11分休憩
　　　午前11時12分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　済みません。
　具体的な事例につきましては、ちょっと手持ちで
持っておりませんので、申しわけございません。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　実は知事、保育士確保の件で都道府
県、そして市町村、首長の判断、トップの判断で賃金
アップの補助金等を行っている都道府県があるんで
す、全国的に。沖縄県も保育士確保、頑張るべきじゃ
ないかと、そうすることで待機児童を解消できる、加
速していくのではないかという強い成果が見られると
思われるんですが、知事の見解、もし知事が厳しけれ
ば担当副知事で構いませんから、見解を求めます。
　これ上の判断だよ。部長クラスでできるはずがない
でしょう、予算の問題が絡むのに。
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（大城玲子さん）　待機児童解
消については、保育士の確保は本当に重要なことだと
考えておりますので、県としましても、市町村と意見
交換を行いながらしっかりと取り組んでいきたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　市町村との意見交換の中で、私が
言ったことは市町村から意見交換されているんです
よ、前々から。だから、あなたでなくて担当副知事が
答えなさいって言っているんですよ。わかっています
か、中身。
　もう一回伺いますよ。担当副知事伺います。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　待機児童解消のために、や
はり保育士の確保、これは極めて重要だと。保育士の
確保のためには何が重要かといいますと、これまで議
論されておりますように保育士の処遇の改善、そこが

重要だと思っております。その中にはいろいろ正規雇
用化ですとか、それから年休、産休等取りやすい環境
の整備、これも重要だということですが、一番効果の
大きいものとして、新垣議員が御指摘なさっているの
は、賃金の改善だということだと思っております。
　この件につきまして、先ほど来部長のほうから市町
村との意見交換等も重ねているということがございま
すので、そういったことも踏まえながら、県として賃
金の改善の状況、課題、そういったものを踏まえて、
県として必要があるというふうに判断したならば、検
討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　新君。
〇新垣　　新君　これ、毎回毎回毎年同じ課題で出
て、ずっと全国的に同じ課題なんですよ。賃金アップ
に向けて県が保育士に助成するかと、これわかり切っ
た問題なんです。ぜひ踏み込んでほしいんですよ。こ
れトップの判断なんですよ。事務レベルの話ではない
んですよ。その件について、ぜひ謝花副知事、もう一
度見解を求めます。来年度頑張る意欲ありますか。伺
います。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたように、賃金の改善がや
はり重要なポイントだということは認識してございま
す。その前提に当たりまして、県の行政施策の決定判
断に当たりましては、まず現状の分析、そして課題と
いうようなことを踏まえて、先ほど事例のこともござ
いましたけれども、他の事例等も参考にしながら総合
的に勘案するという作業が必要になってまいります。
ですので、まずは福祉部のほうで市町村との意見交換
を踏まえて、やはりそういったニーズがある場合に、
また他の市町村との事例の確認等を踏まえた上で今後
検討していくということになろうかと思っておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　了解。理解いたしました。本当に待
機児童解消のために、喜びと来年また懸念があるんで
す。来年から始まる幼児保育無償化に対する対策は、
市町村との連携はどうなっていますか。また、この無
償化本当に喜ばしい話なんですけれども、待機児童が
がんとふえると、今週月曜日の朝日新聞でも大きく記
載されております。全国的な市町村の声ですね。その
件に対する対策、内部での検討、市町村との連携、意
見交換、どうなっていますか。伺います。
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（大城玲子さん）　市町村とは
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日ごろから意見交換を行っているところではございま
すが、無償化の問題につきましても、国の制度が先ご
ろいろいろ示されておりますので、しっかりと意見交
換をして対応してまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　さらに踏み込んで待機児童解消して
ほしいという中で、私は公園を活用してくださいと、
市町村において大規模な公園、中規模な公園、小規模
な公園、大・中・小の保育所設置を行ってやってほし
いんですよ。これには大きなメリットがあるんです。
今沖縄県の土地、非常に上がっています、土地が。無
償で公園、市町村の理解や沖縄県の公園の理解があれ
ば、保育所設置で非常に加速して、待機児童の解消も
今1884名の待機児童がさらにさらによくなっていく
んですよ。もちろん、賃金アップのため沖縄県が保育
士に対して２万円くらい上げれば、やめた方はすぐ
戻ってきますよ。そういったことも県の見解を求めま
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（大城玲子さん）　都市公園に
ついても、保育所が設置できるように法律が改正され
たということでございますので、保育所等の整備につ
いても、一部市町村では土地の確保に課題を抱えてい
るところもありますので、市町村とも意見交換を行い
ながら、県の内部の関係機関とも連携を図って情報収
集とか課題などを整理していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　これ、ぜひ市町村との意見交換で県
も力強く指導と助言をしてほしいんですよ。大きく変
わります。やりたいっていう事業者たくさんいます。
だけど、土地が高騰して買えない。ですから、今、土
地代というデメリットがなくなるんですよ。建設に向
かうんですよ。県に補助金を置いてありますから、国
から。そういった形で待機児童解消をぜひ力強く今よ
りも頑張っていただきたいんですけど、担当副知事、
これやっぱり上もこういった強化、待機児童解消の強
化。やはり気迫という意欲というのがないとだめなん
ですよ。そういった見解を求めます、担当副知事。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　やはり全国的に待機児童の問題が課題になっている
中で、都市公園法の改正等があって保育所等の設置も
占有も可能になったと理解してございます。先ほど部
長からも答弁ありましたけれども、やはり保育所の設
置の場所、保育所の数は足りているけれども場所的に
ちょっと合わないとかいろいろ課題が出てくると思い

ます。そういったところは、やはり地域の実情ニーズ
に応じた形の対応が必要になってまいりますので、そ
こはまず一番重要なことは市町村からの御意見をしっ
かり話を聞く。事業者からの話はあるということも理
解はしますけれども、保育行政を担っております市町
村の方々の御意見をまずお聞きして、しっかり対応し
てまいりたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ありがとうございます。
　そのとおりだと思います。僕は地元糸満市ですか
ら、地元糸満市の待機児童を解消するためにもっと
もっと申し上げますけれども、糸満市西崎６丁目にあ
る公園が風営法の規制が入っているんですね。これを
外せば、あのポジションは繁華街なんです。多くの子
供たちが親もあの周辺で働いているんです、西崎工業
団地で。そういったもろもろもちょっと内部で検討し
ていただきたいんですね。検討していただきたいとい
う形で要望として、ぜひまた下から糸満市から上がっ
てきますので、ぜひ事業者と糸満市から上がってくる
と思いますので、前向きに御検討をお願いいたしま
す。
　次に移らせていただきます。
　教育スポーツについてですけれども、きょう水産高
校カヌー部の父兄やＯＢが来ていますし、モニターで
も見ています。この中で教育長、水産高校カヌー部が
練習を行う現場視察を行ったことありますか。伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　練習中の現場ではありませ
んが、練習を行う現場、艇を保管している状況は見ま
した。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　なぜ私がこういった質問をするか、
本当に子供たちかわいそうなんですよ。カヌー部の子
供たち、スパッツで練習するんです。実はカヌー部の
子供たちとか、私のはとこもカヌー部の出身で女の子
なんですけれども、小便漏らしながら練習しているん
です。あの地域は西崎６丁目周辺に遊技場とか公園が
あるんです。大変なんですよ。我慢できないんです
ね。また、潮風や川の風も浴びて冬はめちゃめちゃ寒
いんですよ。だから、子供たちは本当に健康管理、大
変なんです。そしてもう一点、全国からナショナル
チームのオリンピッククラスの選手があの向かい側へ
練習しに来るんです。だから、子供たちが大惨事にな
らない、風邪も引かないように、寒い思いをさせない
ように、さまざまな課題があるというのはあったんで
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すけれども、実はあそこに国の土地があります。国の
土地をどうにか文化観光スポーツ部も教育委員会と一
緒になって、無償で借りて箱物は一括交付金を活用す
る。ナショナルチームが来るということは観光客が来
るということですから、そういった観光も生かしなが
ら一括交付金獲得に向けて頑張っていただきたいんで
すけれども、教育庁と文化観光スポーツ部は根回しは
してあります、２週間前で。ですから、そういった形
で答弁を求めます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　まず、学校の施設として部
活としてやる場合、確かに各学校ではなかなか満足い
く環境でない中で工夫していろんな部活をやられてお
ります。水産高校の――実は艇庫は学校の中にはござ
いますけれども、練習場である川の横にはないわけで
す。そういう意味で、整備というのがどういうふうに
できるのかというのはいろいろ課題がある。例えばト
イレとか、そういうものをあそこにつくる場合に、学
校の施設としてつくった場合、一般の人も利用できる
ようにするのかとか、そうなると、じゃ学校の施設、
校長が管理する施設としてやるべきなのか、一般の社
会体育施設なのか。そういうのもありますし、御質問
にありましたように、ほかのナショナルチームさんが
使うとかそういう話になると、なかなか学校だけで抱
えるのも厳しいんじゃないかと考えておりますので、
その辺はいろんな観点でやっぱり整理する必要がある
というのがこちらの考えでございます。
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）　お答えい
たします。
　水産高校さんの部活の練習環境ということからしま
すと、教育委員会の所管ですけれども、議員のおっ
しゃるとおり日本代表も来られるということですので、
スポーツ振興、合宿とかキャンプの誘致という観点か
ら考えますと、その場で実際合宿の可能性があるとか
利用見込みとか、それから今後維持管理の仕方とか、
そういったこともやはり合宿誘致の観点から検討する
必要があると思います。そういったところを改めまし
てカヌー協会さんとか、関係する庁内でも土木もいま
すので、関係部局とも連携し検討させていただきたい
というふうに思っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　御検討ありがとうございます。
　実はカヌー協会、沖縄カヌー協会、日本カヌー協会、
そういった合宿所という形、うまく一括交付金も活用

しながら箱物を築いて、運営補助金は学校も出す。学
校も一緒に使うという形で、うまくこぎつける。子供
たちが本当に大変な思いをしているんですね。実は、
地域のコンビニからもどうにかしてくれよと、遊技場
の関係者からも。かわいそうだよと。そういった形が
40年も続いているものですから、毎回訴えて訴えてき
てですね。この件に関してデリケートな問題なんです
けれども、ぜひ一日も早くこれができるように頑張っ
てください。私も自民党の議員として、また維新の當
間盛夫県議もカヌー協会関係者でありますので、下地
幹郎代議士も。そういった形で地域がよくなるように
頑張っていきますので、御協力お願いします。協力し
ますので。
　続きまして、県立高校のトイレが設置されてない箇
所について。これも同様に、授業中に大変なことに
なっているんです。毎回毎回沖縄県に訴えようと思っ
ても、デリケートになって子供たちが、大変なことに
なった子供たちが不登校になったり、いじめになった
り、大変な思いをしているんですよ。ですから、その
問題において課題解決に向けた取り組みを早期に頑
張っていただきたいんですけれども、教育長の見解を
求めます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　学校のトイレも含めて施設
整備、それはもう学校とも調整しながら行っているわ
けでございまして、現在、屋外トイレのない学校、そ
の中に水産高校もありますし、いろんな学校がござい
ますけれども、現在のところ、当該学校から屋外トイ
レ設置の要望が具体的に今あるわけではないですの
で、もし仮にそういう要望等があれば、意見交換を
行ってまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　屋外トイレに関して、沖縄県で上げ
ている高校あるんです。沖縄県でこれを求めるという
高校、声を上げている高校あるんですよ。だから、そ
れはわかっていますか。伺います。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　学校として具体的に上がっ
ているというのは聞いておりませんので、校長等から
実際にその施設整備等の話があれば、これも当然予算
の話もございますし、部活を行う場合には適切な運動
部活動といいますか、体調とかその辺も配慮しなが
ら、やはりトイレとかその辺の分を考えながら部活動
は当然行うべきですから、そういう意味で対応できな
いような距離なのか、配置状況なのかとか、その辺も
しっかり踏まえながら、あとはいろんな優先順位等も
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見ながら対応していく必要があろうかと思っておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　実は私の母校ですけれども、沖縄水
産高校野球部、上げてあります、沖縄水産高校から。
当時の安慶田副知事に、ババンてやられました。でき
ないと。だから、上げてあります。那覇のある高校も、
女子――あのちょっとこれデリケートだから言わない
んですけれども、これ大変なことだから、那覇の高校
も上げてあります、口頭で。だから、優先順位待てと
か、学校校舎の改築工事に間に合わせるとか、これ
待ったがきかないんですよ。その件に関して、実は、
糸満市にあるベンチャー企業が開発したすばらしい仮
設トイレが糸満市役所の入り口から東側にあるんで
す。このすばらしい仮設トイレは東日本大震災の教訓
を生かして、糸満市のベンチャー企業が開発したんで
すけれども、簡単に言うと電気代もかかりません。下
水道もかかりません。上には太陽光入りますから電気
代もかからない。下水道もくみ取り方式でランニング
コストも安いんです。ですから、屋外運動場に、学校
校舎のトイレが遠いというところにこの仮設トイレを
設置してほしいんですよ。細かいこと今時間がありま
せんので、ぜひこの問題において資料、今提供したい
と思います。議長今ちょっと休憩もらえますか。資料
提供、こういったいいものがあるという、仮設トイレ
の件で。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇新垣　　新君　ぜひこのすばらしい仮設トイレを一
日も早く活用して、頑張ってほしいなと思って、これ
以上子供たちがいじめや不登校になるのを見たくない
ものですから、ぜひ教育長のリーダーシップを期待し
ております。次の議会でも質問いたしますので、よろ
しくお願いします。
　続きまして、時間がないものですからお聞きしま
す。この知事の政治姿勢ですけれども、今から２年前
に行った辺野古違法訴訟、仲井眞知事における承認し
たこの問題の翁長知事のときに、最高裁まで行った、
沖縄県が敗訴した中身をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　知事が一昨年、埋立承
認を取り消しまして、それに対して国が一度代執行訴
訟を提起しました。その後、和解に至りまして、不作
為の違法確認訴訟が行われまして、12月に最高裁の判

決が出て、前知事の埋立承認には取り消し得べき瑕疵
がないというような形での判断が出されております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ですから、今言ったように瑕疵がな
いんですね。法的根拠といっても瑕疵もないんです
よ。残るのは撤回しかないんですね。その意味わかっ
ていますか。伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　撤回とは、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
事情の変化により当該行為を維持することが必ずしも
適当でなくなった場合に、これを将来的に無効とする
ことと承知しております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　全く、知事公室長、沖縄県、勘違い
しているところあると思うんですね。2016年の辺野
古違法訴訟で負けて、法的瑕疵というのがないんです
よ。正しくきれいに仲井眞知事は承認を法的根拠でや
られているということなんですよ。その根拠の中身を
理解していますかという質問なんですよ。皆さんが言
う法的瑕疵というのはないんです。撤回しかないんで
すよ、カードが。いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　埋立承認につきまして
は、取り消し得べき瑕疵はないということで判示され
ておりますが、要するに、３年前の埋立承認後に生じ
た事由があれば、それは一般的に撤回という将来的に
無効とすることもできるものというふうに考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　将来的に無効というのは、じゃ最高
裁というのを軽視しているということですか、今の発
言は。そうしか受けとめられないですよ。あの裁判は
軽視しているということなんですか。和解条項に従う
と言いながら。軽く考えているんですか、沖縄県は。
伺います。法的な中身ですよ、私が言うのは。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　あくまでも最高裁が判
示したのは、埋立承認に取り消し得べき瑕疵がないと
いうことでございます。承認後国は護岸の設置とかそ
ういったさまざまな工事を行ってございます。そういっ
たところで、仮に公益上の理由が生ずるなど後発的、
あくまでも後発的な事情の変化により当該行為を維持
することが適当でなくなった場合には、これを将来的
に無効とすることはできるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
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〇新垣　　新君　解釈が全くお互い合いませんので、
次の質問に展開変えます。
　次、これ承認撤回して裁判になる可能性非常に高い
です。100％勝てますか。伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　撤回につきましては、
法的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応する必
要があると考えております。どのような事由が根拠と
なるか、現在慎重に検討しておるところでございます。
当然撤回をする場合には、そういった法的な観点につ
いてもきちんと対応していくことにはなろうかと思い
ます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　間違いなく沖縄県100％負けます。
2016年の辺野古違法訴訟で負けているんです。全て
のベースが入っています。皆さんの解釈と国が考える
解釈、私、弁護士とも法的な勉強会して、100％負け
るんですよ。
　伺います。
　沖縄県に対する損害賠償、国や請負企業、警備会社
からの損害賠償の責任は誰が背負うんですか。伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　損害賠償、いわゆる国
家賠償法に基づくものだと思います。その場合につき
ましては、職員に対しての損害賠償は、故意もしくは
重過失がなければそういった責任は負わないものとい
うふうに解しております。
〇新垣　　新君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時36分休憩
　　　午前11時37分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　撤回を行う場合には私
ども法的な検討もきちんと検証して行うこととしてお
ります。そういった面で、そういった形で責任を負わ
ないように取り組んでいるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。（発言する者あ
り）
〇新垣　　新君　ちょっと待ってよ。
　責任を負わないとなった場合――責任負わされま
す。その責任は、知事、どうなされますか。伺います。
知事、答えてください。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。

　先ほど来、公室長のほうが答弁していますように、
撤回については法的な観点からの検討を丁寧に行った
上で対応すると。今、新垣議員は100％負けるという
前提で損害賠償のお話をなさっているとは思いますけ
れども、県としてはそういったことのないように、負
わないとかじゃなく、そういった100％負けると、県
が損害賠償責任を負うというようなことのないように
丁寧に今行っているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　じゃ負わないようにだったらいいこ
とですよ、じゃ撤回しなければいいんです。伺います。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　これも先ほど来公室長が
答弁しておりますように、承認をした後、やはりこれ
を看過できないような事態があれば、それは撤回をす
る必要が出てまいりますので、その際にはしっかりと
検討を行った上で対応するということになります。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　今の話を聞くと、承認撤回はやらな
い。私は喜びですよ、県民に損害賠償が出ないから。
　知事、これは知事が県民の負託を受けて県知事に
なったんですから、知事、損害賠償は好ましくないと
私は思っています。100％負ける訴訟ですから。2016
年の違法訴訟でも負けています。撤回したら確実に負
けます。この責任は知事がとるという形でいいです
か。県民が賠償金食らったら。個人賠償は別ですよ。
沖縄県民が背負った場合ですよ。知事の見解を求めま
す。知事、答えてください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　先ほど謝花副知事から
も答弁がありましたように、撤回を行う場合には法的
な観点からきちんと撤回についてしっかりと行うこと
としております。そのような形からきちっとした対応
をとっていくこととしておりますので、御理解願いた
いと思います。
〇新垣　　新君　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　議長の許可がおりましたので、一般
質問を行いたいと思います。
　沖縄・自民党の具志堅でございます。
　通告に従って進めていきたいと思いますが、まず北
部地域の医療の現状について伺いたいと思うんです
が、北部地域の医療の充実強化に対しては、私当選以
来、もうかれこれ数えますと11回質問をしておりま
す。これだけ地域医療の課題が大きいな、問題あるん
だなというふうにも思っております。
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　まず初めに、我那覇局長、就任後初めての議会でご
ざいますので、沖縄県民の生命を預かる者として、そ
の医療行政の、特に県立病院を初めとするその医療行
政に対する局長の認識等を伺いたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　県立病院に対する
病院事業局の考えでありますけれども、県立病院そも
そもの使命は、不採算部門を行うこと、民間にはでき
ないことですね。それとやはり県民の医療を守るとり
でとして、そういうふうな立場で沖縄県は６つの県立
病院がありますが、しかも非常に離島・僻地と、県民
の医療のアクセスも難しいところでありますけれど
も、そういった場所に対して十分な医療を提供すると
いうのが民間ではできない我々の使命、役割だと考え
ております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　ありがとうございます。
　本日は、北部地域の医療の現状ということで、今置
かれている現状を少し議論させていただきたいと思う
んですが、まず医師・看護師確保、そして医療機器の
設備等、設備投資、あるいは建物等の施設整備の観点
から、大きく３つの観点から議論を進めていきたいと
思います。
　まず初めに、各診療科目ごとに伺ってまいります。
　まず外科の状況について説明を願います。今の現在
の医療体制に対してお願いします。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在の外科の医療
体制に関しましては、平成30年４月１日現在、外科は
定数７名に対し、専門医１名を含めた３名と嘱託医１
名の配置となっています。救急外科の夜間受け入れに
ついては、ことし４月から週５回制限しており、救急
車搬送による患者の受け入れを含め、新規の患者につ
いては受け入れていない状況にあります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　全く機能していないと言わざるを得
ません。
　私も、せんだって自民党の武見先生が沖縄に入った
ときに、県北を勉強しております。それを受けて、地
域で末松県議と一緒になって勉強会もしたんですが、
近々 50代の医師もやめる予定であるというふうにも
聞いております。今３名ですが、それが２名体制にな
るんじゃないかということも言われております。
　次に、眼科の状況はどうですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。

　平成30年４月１日現在、眼科は定数１名に対し欠員
となっております。眼科については、常勤医師の退職
後、２月１日から外来を休診しております。現在は、
週に１度、琉球大学の業務の応援を受けて、未熟児網
膜症の検査と入院患者の対応を行っている次第でござ
います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　ＮＩＣＵ対応のために琉大からの応
援ということでやっている状況です。
　産婦人科はどうですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　平成30年４月１日
現在、産婦人科は定数４名に対し、派遣医師を含め３
名の配置となっています。産婦人科医については、平
成28年９月から分娩数を制限しており、夜間終日対応
はオンコール体制を継続しております。平日診療に対
しては、産科診療所間の紹介によるものであって、合
併症妊娠や母胎搬送、離島遠隔地の方々を優先的に受
け入れております。救急診療については、搬送の猶予
がないと極めて緊急性が高い場合を除き、原則中部病
院へ搬送することとしております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　定数４名から３名に減になりました
というふうな説明なんですが、休日・夜間対応、ある
いは当直可能な常勤医師というふうな形でしっかりと
運営するためには何名必要とお考えですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　北部病院には定数
は４名あります。少なくとも平日対応するためには４
名以上の産婦人科医が必要ではないかというふうに考
えております。
〇具志堅　透君　４名以上何名ですか、４名以上20名
ですか。
〇議長（新里米吉君）　継続して答えてください。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　産婦人科からの要
望としては、６名というふうな格好となっています。
しかしながら、今産婦人科の医師というのは、全国
的、それから県内でも非常に医師の獲得が難しい状況
でありますので、まずは４名を何とか配置したいと、
そういうふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　６名ですね。
　今緊急性の高い妊婦の受け入れを断っていると。ヤ
ンバルでは子供を産む、育てることができない状況に
なっているようであります。
　次、救急に対してはどうですか。
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〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　平成30年４月１日
現在、県立北部病院において救急外来については、外
科以外の診療科の制限は行っておりません。外来診療
の再開及び診療制限の解消は、喫緊の課題であると認
識しております。また、脳神経外科、消化器内科にお
いては……
〇具志堅　透君　脳神経はいいよ。救急だけでいいで
す。今聞いたのは救急だけです。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　では、以上でござ
います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　順序立てて聞いていきますので。
　救急に関しても、４月から３名体制となって、うち
１名は１年間の臨時採用というふうな形で認識してお
ります。24時間体制を行うには局長、何名必要です
か。救急、24時間体制を行うには。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　救急の対応をするには、５名以上の救急医が必要と
考えております。
〇具志堅　透君　５名以上30名ですか。さっきと同じ
ことですよ。いいですか、５名以上で。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　救急医に関しては、
５名以上と考えていますが、北部病院は、救急に関し
て当直のドクターもいます。そういう方々と協力して
救急に対応していきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　少し聞いているのとちょっと違っ
て、５名以上必要ですということになると上限はない
んですかと言っているんですよ。ですから、私が勉強
した中では、24時間体制を構築するには６名が必要だ
と、最低６名ですよ、最低必要ですというふうに伺っ
ております。
　次に、じゃ脳神経外科の現在の状況はどうですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　脳神経外科におい
ては、定数２名に対して現在１人の医師で対応してお
ります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今たしか常勤医師２名体制構築のた
めに、県外大学等へ医師派遣依頼中ということで病院
長の説明がありました。その辺のところの見通しはど
うなっていますか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在、１人の脳外

科医で対応しているのですが、他の県立病院から、南
部医療センターから１人、それから豊見城中央病院か
らの応援医師を含めて患者さんの制限のないように対
応をしているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　それでは、次に腎臓内科について説
明をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在、腎臓内科は
１人の医師で対応しております。１人ですので、県立
の他の病院から週１回の業務応援を受けております。
ことし４月に常勤医師１名を採用予定でしたが採用に
至らず、腎臓内科の医師に関しては、非常に仕事の量
が多くなっているというような状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　局長、４月から１名になって、他の
病院の、センターからの応援がこれまであったのが週
１回になったと。今診療制限もしていますよね。新患、
実質受け入れを拒否、受け入れ制限していますよね。
実質的には休診となっているんじゃないですか、どう
ですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　腎臓内科に関して
は１名ということで、新しい患者さんの透析に関して
は制限を行っているのが事実でございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今北部地域で、知事、入院可能な施
設は県立北部病院だけなんです。その県立北部病院が
今の状態。副知事も聞いておいてくださいね。
　次に、消化器内科についてはどうか伺います。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在、消化器内科
に関しては２名の配置となっています。今年度から県
外大学からの派遣がなくなったこと、常勤１名の退職
に伴い体制が厳しい状況となっていることから、常勤
医の確保に努めてまいります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　これ今局長が説明している、答弁し
ているとおりになりますか。私が聞いているのは、９
月から休診になるんじゃないかと言われていますよ。
どうですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　消化器内科に関し
ては休診になることはございません。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今確認したとおりであるんですが、
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全くひどい状況です。北部地域で住むなと、もうこれ
は産婦人科、小児科に特化してこれまで言われてきた
んですが、ほとんどの診療科において今のような現状
となっております。我々ヤンバルにいる方々というの
は、金がないと。知事が――ちょっと例えて申しわけ
ないですね。こういう病気になりました。あちこちい
い病院を探してどこでも行けるでしょう。金があるか
らなんですよ。我々田舎にいる者は、近場の、近くの
県立北部病院、基幹病院としてしっかりと県がつくっ
た病院に診療に行きたいんです。それが今の現状で
す。那覇に行って金使って、家族の負担もふえて、そ
ういう状況をつくっているんですよ、事業局長。どう
打開していきますか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　北部病院の医師の
定数は47名でありますが、現在42名であります。医
師の確保につきましては、引き続き県内外の大学病院
の医師派遣要請、ホームページ及び民間サイトを通じ
た医師募集などに取り組んでまいりたいと思います。
脳神経外科、消化器内科については、通常診療を行っ
ておりますが、厳しい体制には変わりはないため、医
師確保に今後も努めてまいります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　ずっとずっとこれまで４年間、５年
間同じ答弁です。医師派遣、医師確保に対してそうい
うふうに取り組んでまいりますと。しかし、結果が今
の現状なんですよ。なぜ、なぜその医師がやめていく
と思われますか。どう考えていますか、局長。どこに
原因があると思いますか。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時58分休憩
　　　午前11時58分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　医師不足の要因は、
地域偏在及び診療科偏在にあると言われています。若
手医師は症例数が多く、専門の指導医が多数在籍し、
最新の医療機器が備わっているなど、スキルアップ―
―これは技術研修ですが――に適した病院を選択する
傾向にあります。一方、中堅以上の医師は、当直回数
や生活の利便性等を重視する傾向にあります。これら
の医師が選択する病院は、比較的都市部に多いことか
ら、地域偏在が生じていると思われます。また、医療
訴訟のリスクが高い外科や産婦人科、小児科等を目指
す医師が減少していることにより、診療科偏在が生

じ、医師の確保が厳しくなってきていると考えます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　医師が働きたい、スキルアップでき
る病院、医療機器が整っている病院は都市部にある
と。そうなんですか。北部は皆さんが整備してない―
―後ほど議論しますが、医療機器のメンテも必要な時
期に来ている。施設の整備も必要な時期に来ている。そ
れでもやらない。悪循環に陥っているんです。病院の
先生の一人一人への負担、そして若い医師に関しては、
スキルアップができないんだと。それは医療機器の問
題もある。そういう状況にある。その病院をつくって
いるのは県立、県の皆さんですよ。皆さんがそういう
ふうに中南部、都会を整備してヤンバルは整備してい
ないということになるんですよ。どうですか。後回し
にしてきたんですよ、これまで。病院派遣も含めて。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時０分休憩
　　　午後０時１分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　病院事業局においては、現在副院長とともに、県内
外の大学病院への医師派遣の要請を中心に医師の確保
に努めております。先日も九州の大学に要請したとこ
ろでございます。今後も引き続き大学病院への医師派
遣要請やホームページ及び民間求人サイトを通じて医
師募集などの確保に向けて努めてまいります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　それでは、次に看護師の確保につい
てでございます。
　現在の状況、たしか７対１看護をやっていると思う
んですが、現在の看護師数等々について説明願います。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　病院事業局では、
看護師確保のため県内の看護師教育機関や県内外の就
職説明会に積極的に参加し、県立病院の魅力を発信し
ております。県立病院において、看護師の変則２交代
制は平成29年11月に循環器科病棟で、12月に呼吸器
内科病棟の２カ所で導入されました。結果、２交代制
導入により、週５日通勤が週４日になったことから、
職員の満足度は高いものとなっております。また、看
護師は定数は269名ですが、現在268名と充足率は
99％、高いパーセントを維持しております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　充足率99％、高いなというふうに
思っているんですが、今７対１看護というのは、病床
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数減らしてそれに対応しているんじゃないんですか。
それを維持するために。看護師が足りないために病床
数、減らしているというふうな認識を僕は持っている
んですがどうですか。医者もいないから看護師をふや
しても意味ないと……
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　北部病院の病床数
は減らしてはおりません。７対１看護に関しては、最
近その医療の充実度を求めるために若い看護師、ある
いは外部からの看護師はやはり７対１看護のある病院
に就職をすると、そういうふうな傾向にあります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　次に、医療機器等への再投資につい
て伺いたいと思います。
　今事業局長、現場からの声は事業局長のほうに要望
として通っていますか。どういった要望がありますか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　平成30年度におけ
る県立北部病院の医療機器、備品等の購入に係る予算
額は、１億851万2000円となっております。購入予定
の主な医療機器としましては、医療用画像情報システ
ムとなっております。耐用年数を超過している機器に
関しては、高額の医療機器として、耐用年数を超過し
ているのは血管造影装置とコンピューター断層撮影装
置となっており、法定耐用年数と使用年数はそれぞれ
血管造影装置で６年に対し８年、ＣＴ断層装置でも６
年に対して11年となっております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　それをどう解決していきますか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　県民への医療提供
に必要な整備については、各医療圏における県立病院
の役割、機器を踏まえ、可能な限り地域完結型の医療
が提供できるよう整備しているところであります。こ
れまで医療の進歩に対応するため、各県立病院にＭＲ
ＩやＣＴ等の高度医療機器を整備するとともに、北部
病院、南部医療センター・こども医療センター、宮古
病院及び八重山病院に電子カルテシステムの整備を
行ったところです。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　先ほど局長がおっしゃったように、
医師が働きやすい環境づくりという意味では、医療機
器の整備というのは非常に重要な役割を果たすんです
ね。そのことを局長もドクターであるようですから、
しっかりと認識をしていただいて、ぜひ県北の医療機
器整備に投資をしていただきたいなというふうに思い

ます。
　次に、建物等施設整備についてでございます。
　築26年経過して老朽化が進行しております。修繕や
設備の更新が必要だと思われます。県の認識を伺いた
いと思います。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　県立北部病院は、
敷地面積が26.381平方メートルであり、本館について
は、平成３年度に延べ床面積18.272平方メートルの地
下１階地上６階塔屋１階の鉄骨鉄筋コンクリート造の
施設を建築しております。竣工後は平成24年度に屋
上改修工事、平成28年度に火災報知器の更新工事等を
実施しております。また、病院の附帯施設として、平
成27年度に研修医等宿舎を建築しております。
　それから、補修状況に関しましては、県立北部病院
は、本館は建築から27年が経過していることから、屋
上防水、外壁タイル、空調・換気等、配管等に老年化
が見られますが、定期的に修繕工事を行い、建物整備
の維持管理に努めております。今年度は、医療ガス監
視設備の更新を行う予定をしており、その他の修繕工
事と含めて約3600万円の予算を確保しております。
　病院事業局においては、病院運営に支障が生じない
よう、必要な整備修繕工事を行ってまいります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　しっかり頑張っていただきたいと思
うんですが、病院側から約２億円の必要性がうたわれ
ております。ボイラー、空調設備部品調達困難、建物
屋根の防水、外壁タイル、換気云々、受水槽、あと
給排水衛生云々の劣化とか、皆さん、県のファシリ
ティーマネジメント報告というんですか、５カ年の整
備計画の中でも更新約23億円、そして修繕に２億円の
必要性がうたわれているようでありますので、しっか
りと対応をしていただきたいと思います。
　時間がないのでこれでとめますが、特に今議論した
とおり、北部医療というのがもう崩壊の危機に瀕して
いる、直面していると。建物、医療機器、医師、看護
師含めて、全てにおいてそのような状況。これは基幹
病院を整備するからいいや、後回しにせいというふう
な問題じゃないんです。今現在どうするんだというこ
とを問われておりますので、特にその医師確保の点で
は、北部市町村長会で緊急に臨時総会を開き、医師確
保を求める決議を行っております。そこでは、住民に
強い衝撃と不安を与えるんだと。北部地区医師会病院
では、さらなる過重負担を強いられ、地域医療の崩壊
につながりかねないという、大きな懸念を示されてお
ります。
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　知事、沖縄県の最高責任者として、これまでの議論
も聞いて、どういう認識を持って、そして今進めてい
る基幹病院に対する認識もあわせて伺いたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　具志堅透議員の御質問にお答
えをしたいと思います。
　ある意味でこの10年来、北部地区の医療状況――
離島もそうでありますけれども、大変厳しい環境にあ
るということをそれぞれが認識し、そこでまた頑張っ
ている方々も大変努力をしながら、一つ一つの今御質
問の中の大変不足しているようなものについて、何と
か間に合わせながら来ておりますけれども、今御質問
がありました北部医療のある意味で崩壊が、なかなか
でき上がってきていないと。いい回転をしていないと
いうようなことがまずベースにあろうかというふうに
思っております。
　そういうこともありますので、今議会におきまして
も、病院事業局長初め保健医療部長等が中心になっ
て、北部基幹病院の進捗について、今各市町村も含め
ていろいろ話をしているところであります。これは病
院という意味でも、大変今御指摘のとおりの厳しさが
ありますが、やはり北部全体の発展といいますか、人
口も含めて、このいろんなさまざまな産業、あるいは
また美しい自然をもって観光立県の、沖縄の先頭を
切っていく。こういったまちづくりの魅力も兼ね合わ
せてやっていかないと、医師も看護師も、そして子供
たちがまたいますから、そういった総合的な施策がま
ず必要も感じているところです。しかし、とりあえず
今御質問がありましたものは、喫緊の厳しい状況であ
りますので、ぜひとも北部基幹病院の設立に向けてこ
の問題を解決すると同時に、北部全体の発展、いろん
な分野の発展がありますので、詳しくは申し上げませ
んが、とにかく北部がこの発展をする中に、そういっ
たことも含めていい形で動けるように、みんなで力を
合わせて頑張っていきたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　知事、ありがとうございます。
　まさにそのとおりであるんですが、やはり我々政治
がやるべきことというのは、定住条件の整備。そこが
しっかりできないと地域振興というのもできないんだ
ろうと。同じく発展していきながら、そういった医療
もよくなるだろうということではなく、医療、教育、
福祉というのは、どこにいてもひとしく、そこが定住
条件の整備だと思いますので、そこをしっかりやるこ
とによって北部の発展が見込まれるんだと。最低限度

のことです。そこをぜひ意思を共有しながら、しっか
り知事、音頭をとって頑張っていただきたいなという
ふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後０時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　質問の途中ではありますが、時間の都合もあります
ので、具志堅透君の残りの再質問は午後に回したいと
思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後１時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　病院事業局長から発言の申し出がありますので、こ
れを許可します。
　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　午前中の具志堅議
員の私への質問に対し、一部修正がございます。
　まず北部病院に７対１看護体制を導入するに当た
り、病床数を減らしてないと答弁しましたが、７対１
看護体制導入に当たり、人員体制を変更せず実施する
ため、282床から223床に病床数を縮小しております。
　次に、県立北部病院の建物等施設整備の状況につい
て、県立北部病院の敷地面積を26.381平方メートル、
延べ床面積を18.272平方メートルと申し上げました
が、正しくは敷地面積は２万6381平方メートル、延
べ床面積は１万8272平方メートルであり、訂正してお
わびを申し上げます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　午前中の具志堅透君の残りの
質問を続行いたします。
　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　次に、農業分野での外国人就労者受
入特区認定について伺います。
　先日、我が党の代表質問の答弁で、農水部長のほう
から、外国人材を希望する経営体に派遣する制度と
なっている。本事業の活用により、県内の農業現場に
おける人手不足の改善に寄与することが期待される。
またそのとおりであるだろうというふうに思います
が、沖縄県の農業振興に大きく寄与するものと私は考
えております。
　そして質問なんですが、今後県がやるべきことは何
かなと。その中で、適正受入管理協議会を設置すると
いうことの答弁はしておりますが、もう少し具体的に
どういった流れで今後県はどういうふうなやるべきこ
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とがあるのか答弁願います。
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。
　大ざっぱというか、今後のスケジュールですけれど
も、先ほど議員がおっしゃったように、県のほうとし
ては、適正受入管理協議会、こちらについては構成員
が県とか地方農政局、地方入国管理局、あるいは県の
労働局、内閣府等幅広くありますので、それを当面、
設置に向けて取り組んでいきたいというふうに思って
おります。一方では、受け入れ側の機関になります特
定機関の公募認定がありますので、そこについて関係
機関のほうと調整しながら、早急に特定機関が公募で
きるような調整をしていきたいというふうに思ってお
ります。その辺が整い次第、農家支援外国人受け入れ
開始ができるかというふうに思っておりますので、事
前にある程度調整はしておりますけれども、早急に
やっ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）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　さっきの答弁でも、外国人材を希望
する経営体には派遣する制度となっているということ
であるんですが、その活用制限というのはないですよ
ね。作物、経営形態の別云々、県が観光と結びつけた
云々という理由にしているので、その特区認定に当
たって。例えば、フルーツだとかそういったものへの
業態、経営形態に対してのみなのか、それとも別の必
要としているところの、希望する方へは全て派遣する
ということでよろしいですか。
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。
　先ほど説明したように、受け入れ機関のほうのマッ
チングになるかと思うんですけれども、まず賃金水準
等もありますので、この辺の中で、こちらの希望する
農業経営体のほうで、こういう労働が欲しいと、ある
一定の技能がありますので、この辺の部分をマッチン
グさせる。この辺についても、先ほどの協議会の中
で、審査等やっていきたいと思っておりますので、事
前に12月から１月の間にアンケート調査をしており
ますけれども、さらに関係機関のほうとも調整しなが
ら、必要な需給マッチング等はしっかりやっていきた
いというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　その件に関しては、昨年閣議決定さ
れて以降、沖縄県手を挙げろと、私の自民党の代表質
問で、私のほうでちょっと質問させてもらったんです
が、特に県内で、今現在でも人手不足で非常に苦労し
ているのが菊農家であり、葉たばこ生産農家である

と。その部分は、部長十分認識していますよね。
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。
　先ほどのアンケート調査におきましても、花卉のほ
うで希望するのが、年間を通してですけれども222経
営体、527の経営体の中で半数近くが花卉、特に菊農
家だと思いますので、この辺については、花卉農協、
ＪＡ等含めて、しっかり必要な部分については需給調
整し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）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　よろしくお願いします。
　それで先のことなんですが、その受け入れが決まり
ました、人材が来ましたと。彼らのその宿舎ということ
になるんだろうと。将来的に彼らの宿舎も、こういっ
た特区制度の中でつくっていくということになるんだ
ろうと思うんですが、その辺はどう考えていますか。
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）　離島においては、特に
外国人ないしは季節工も含めて、宿泊施設については
非常に不足しているというのは認識しておりますけれ
ども、この事業の中では、今具体的にその辺がありま
せんので、今後また関係機関のほうとも調整はしてい
きたいというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今その部分でも非常に困っている、
私の知っている範囲では、宮古だとか伊江島のほうで
はかなり苦労しているやにも聞いていますので、ぜひ
検討を十分やっていただきたいなというふうに思いま
す。
　次に、新漁協設立について伺います。
　５月９日に認可申請が提出されていると思います
が、受理した日はいつですか。聞かせてください。
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）　平成30年５月９日を
もって、設立認可申請書が提出され受理しております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　その設立認可の流れというか、その
辺をちょっと説明願えますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時38分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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。
　まず発起人等は、認可申請の前に設立準備会とか、
公告とか創立総会がありますけれども、そこを終えた
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のが現在設立認可申請がされておりますので、こちら
のほうが５月９日、こちらの中で基準等に基づいて、
今審査をやっている途中ですので、そこのほうで、今
５月９日に申請されている中で、基準期間にしますと
７月９日までに行政庁の認可の手続になるかと思って
おります。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　農林水産部としての認識をちょっと
確認したいんですが、今新漁協設立に関して、水産部
として認可に対してどういう認識を持っているのか伺
いたいなと。今県内、どこでもそうなんですが、漁業
組合、むしろ逆の方向で統合する方向の中で進んで
いっているように思えているんですが、こういうとこ
ろを認可することへの認識について聞かせてくださ
い。
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）　議員がおっしゃるよ
うに、全国的あるいは県内も含めて、非常に経営が厳
しい漁協の状態を認識しております。そういう中で、
今回新しい漁業協同組合の設立については、入会権等
含めて、やはりそこのほうで新しく漁協をつくりたい
というふうな考えを持っての提出だというふうには認
識しております。この辺含めて、適正にやっぱり審査
をしていくべきだというふうには認識しております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　その申請の事業目的というか、設立
目的は何ですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時40分休憩
　　　午後１時40分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
〇農林水産部長（島尻勝広君）　設立の目的について
は、組合員が協同して経済活動を行い、漁業の生産能
率を上げ、もって組合の経済的、社会的地位を高める
ことを目的として、設立の目的としております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　発起人というか、組合員の漁業実態
はあるか。ほとんどの発起人の漁業実態がないんじゃ
ないかと僕は思っているんですが、実態はありますか、
どうですか。
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）　お答えします。
　今議員がおっしゃるようなものも審査の要件等に
入っておりますので、そこを含めて、今現在審査を
やっている途中ですので、こちらについては、ちょっ

とコメントを差し控えさせてもらいたいと思っており
ます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　審査の途中ということで聞いても多
分答えないと思うんですが、今皆さんがみなし規定
云々の中で新漁協を設立すると、あしき前例ができる
んじゃないかなと非常に危惧しております。それを活
用して、あちこちでこれから出てこないとも限りませ
ん。漁業補償をもらうんだとか、そういった何か目的
を持って、そのただ書類上体裁を整えれば認可をする
ようなことがあってはならないと思っています。その
点についてどうお考えですか。
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）　お答えします。
　この辺も含めて、適正に厳正に審査していきたいと
いうふうに思っております。
〇具志堅　透君　適正……、聞いていることに答えて
ないんじゃないの。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　同じことを聞きますが、沖縄県全体
の漁業秩序が乱れることになりますよ。例えば、漁業
補償を得たいために新漁協設立を企てる者や、海面を
利用するホテルの利用権を得たいために新漁協の設立
を企てる者が出てくると。この場合、どうしますか。
どう対応しますか。そこはしないとなったら、行政の
二重基準だよ。
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）　恐縮ですけれども、
繰り返しますけれども、審査の中で水産業協同組合法
にのっとり、厳正かつ適切に審査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）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　漁業権の認可に当たり、海区漁業調
整委員会の意見を聴取することになりますが、県は同
委員会の意見をどう扱いますか。
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。
　今議員のおっしゃっていた漁業権につきましては、
免許等の、この設立認可後のことですので、これにつ
いてはまた設立認可後の話として、今時点ではちょっ
と答えを差し控えたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　そこの委員会の意見を尊重するのか
しないとかということですよ。控えるんじゃないよ。
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）　基本的には委員会の
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意見は尊重することになると思います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　これちょっとくぎを刺しておきたい
んですが、安易な形で――安易なというか一つの目的
を持って、新しい漁協を認可すると。今回やってし
まったときに、今後必ず問題が発生してきますよ。こ
れは農林水産部長の責任において問われますよ、かな
り、これ知事から。
　それともう一件。
　本件に関して、農林水産部長のほうに知事や三役か
ら何か意見がありますか。
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）　現在の業務のものに
ついての事務処理については、農林水産部の業務とし
て対応しておりまして、また現在、先ほども言いまし
たように、水産業協同組合法にのっとり今審査をやっ
ている途中ですので、農林水産部の事務処理として対
応しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　知事や副知事から何らかの指示が
あったかと聞いているんです。
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。
　特に指示は受けておりません。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　農林水産部の判断に対して知事公室
から口出しがあったことはありますか。
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。
　特に、知事公室等も含めて農林水産部外での意見等
について受けとめてはおりませんので、農林水産部の
事務処理として水産業協同組合法にのっとって、厳正
かつ適切に審査をしているところでございます。（発
言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今やじがあるように、適正に厳正に
審査をすれば農林水産部のほうで、漁業の、何とい
うのかな、安定というか混乱を起こさないためにも、
しっかりと判断をしていただきたいというふうに思い
ます。この件はほかの議員も取り上げていますので、
ここで時間の都合もあるので終わります。
　次に、自転車道路の整備についてでございます。
　県は、現在どのように考えているのか、そしてどう
取り組んでいるのか、県の認識について伺いたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　自転車道の整備についてでございますが、県では、
現在関係部局や市町村、民間団体等と連携し、自転車
利用環境の創出に向けた会議を設置・運営して、意見
交換と情報共有を行っております。また、北部地域に
おいては、北部市町村会と連携して、自転車ネット
ワーク計画の検討を行っているところであり、県とし
ては、引き続き自転車通行空間の整備について取り組
んでいきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　ありがとうございます。
　今北部市町村会と連携をしてという話がございまし
た。これから県のほうにも要請があるかと思います
が、北部市町村会では、地域活性として自転車の活
用、環境、低炭素社会の実現、交通渋滞の緩和、健康増
進、観光振興、そして中心市街地の活性化をキーワー
ドに、やんばるサイクリングロードを整備し、その構
築を図ろうとして冊子もできています。これからだ
ということなんですが、国や県に働きかけていくと。
しっかりとその北部振興会や町村会の取り組みを意見
交換して、その北部のサイクリングロード構築に向け
て、その達成に向けて努力していただきたいと思いま
すがどうですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　しっかり連携して取
り組んでいきたいと思っております。
〇具志堅　透君　以上で終わりますが、ぜひそのモデ
ル地域として、ヤンバル地域のその自転車道路の整備
をよろしくお願いします。
　ありがとうございます。終わります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
〇中川　京貴君　皆さん、こんにちは。
　沖縄・自民党会派の中川京貴でございます。
　一般質問を通告しております。
　項目に従い質問を行います。
　１、米軍基地問題について。
　(1)、平成30年６月11日嘉手納基地第18航空団第
44戦闘中隊に所属する米空軍Ｆ15Ｃイーグル戦闘機
が、沖縄本島南部の南方約80キロメートルの海上で墜
落する事故が発生した。事故原因の究明と県の対応に
ついて伺いたい。
　(2)、嘉手納基地から発生する航空機騒音被害につ
いて。
　県はこれまで５年間の米軍機の早朝や深夜の離着陸
や飛行ルートを把握しているか。
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　(3)、米軍の訓練に伴い防衛局・市町村・県との連絡
体制について。
　(4)、嘉手納基地の使用協定・運用について。
　(5)、嘉手納基地周辺の航空機騒音の大きさを示す
騒音のコンター見直し作業が進められていたが、常駐
機はもちろん外来機による騒音被害がある中、全国一
律のコンター見直しについて県の認識と問題解決に向
けての取り組みについて伺いたい。
　２、犬・猫殺処分について。
　(1)、平成29年６月、私の一般質問において、犬・
猫殺処分ゼロを目指し市町村と連携をとって県営によ
る保護シェルターを設置し、ボランティア団体ととも
に譲渡会や里親を探し、生涯をすばらしい環境の中で
暮らせる施設を提案しましたが、その後、県の取り組
みと市町村との連携について伺います。
　(2)、過去５年間の犬・猫殺処分の頭数と平成30年
度の殺処分ゼロに向けての県の目標について。
　(3)、沖縄県において各市町村の３年間のワースト
１から５までの犬・猫が保護された頭数と問題解決に
向けての県の取り組みは。
　(4)、動物愛護・ボランティア団体と犬・猫殺処分ゼ
ロに向けての課題と要望について。
　(5)、沖縄県内のさまざまな地域で飼い主のいない
猫に関する苦情が多発しているとの情報があるが、把
握していますか。
　(6)、飼い主のいない猫対策として、地域住民が猫
を管理する地域猫活動構想を掲げているが、計画立案
以降５年にわたって実績がないと聞いている。これだ
け長期にわたり実績のない計画は、そもそも間違って
いて当然見直すべきと考えるがどうか。
　(7)、民間の動物愛護団体は、市町村等と協力し飼
い主のいない猫に不妊去勢手術を実施してリリースす
るＴＮＲを実施し、大きな成果を上げていると聞いて
いる。県の対策も実績のあるＴＮＲを中心に移行すべ
きでないか。
　(8)、各小中学校で動物愛護への知識を高め、講演会
や触れ合い教室を開き、動物はおもちゃではない、動
物愛護の普及・啓発に向け犬・猫殺処分ゼロに取り組
むことを提案しましたが、教育長の見解と今後の取り
組みについて伺います。
　３、観光振興について。
　2020年東京オリンピック・パラリンピックを迎える
に当たり、4000万人とも言われる世界中の皆様（イ
ンバウンド・訪日外国人）が日本を訪れる。既にイン
バウンド数は2017年全国で2800万人、沖縄において
は254万人（全体の9.0％）となっている。沖縄の経済

発展においては、インバウンドマーケティングは地域
創生イコール経済発展の重要な鍵を握ることになる。
　そこで質問いたします。
　(1)、インバウンド動向を都道府県別・国別特性等
を把握し、沖縄県並びに41市町村は、今後どのような
対策をして地域活性化につなげていくかを検討する必
要性はないか。
　(2)、インバウンドマーケティング戦略には、地城資
源（観光・文化・芸能・食・特産品等）を多言語で有
効に情報発信することが必要になる。さらにその発信
がどのような内容なのかを研究する必要はないか。
　(3)、効率のよい情報発信のためには、最新のＡＩや
ＩＴ技術を研究し何が必要かを研究する必要性はない
か。
　(4)、緊急時の多言語対応につき警察・消防翻訳セン
ターを構築しているが活用状況について。
　(5)、観光客がふえる中、外国人によるインバウン
ドにより、病院医療費の未払いまたはけがや病気に対
する対応について。
　(6)、そのためには、(1)、(2)、(3)を含む専門家を招
聘し、勉強会・研究会を開催することができないか伺
います。
　４、県内交通網基盤整備について。
　(1)、那覇空港滑走路増設に伴い、1000万人観光立
県・１兆円観光産業を目指していたが、1000万人観
光から1200万人への引き上げに伴い国道・県道の交
通渋滞が予測されるが、その対策と課題について、私
が提案しました２次交通による高速船の活用、那覇か
ら（北谷・嘉手納・読谷）まで15分、名護まで30分、
本部まで40分（高速船・海上タクシー）について。
　(2)、県検討委員会で鉄軌道のルート案が示された
2020年度末の着工を目指し検討が進められているが、
県民の利便性や将来を展望した鉄軌道でなければいけ
ない。2020年度末の着工に向け国との協議予算の確
約はとれているのか。
　(3)、西海岸道路（嘉手納バイパス）の進捗率と完成
予定について。
　５、農林水産・観光振興について。
　(1)、これまで農林水産業の振興の一つとしてパヤオ
設置がなされてきたが、現在のパヤオ数と予算・実績
と水揚げ高、費用対効果について。
　(2)、観光振興の一つとして漁業パヤオを大型クルー
ザー・ボート等、観光パヤオとして使用できるよう県
に要請しましたが、今後の取り組みについて伺います。
　(3)、観光振興として観光パヤオを設置する考えは
ないか。
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　(4)、沖縄県内のマリーナ建設について、需要と供
給、これからの課題について。
　(5)、マリーナ内の指定管理に対する要望・課題等
将来の展望について伺います。
　答弁を聞いて、再質問を行います。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　中川京貴議員の御質問にお答
えをいたします。
　米軍基地問題についてに関する御質問の中の１の
(1)、Ｆ15墜落事故についてお答えをいたします。
　私は、航空機に関連する事故は、県民に大きな不安
を与え、一歩間違えば人命にかかわる重大な事故につ
ながりかねず、あってはならないものと考えておりま
す。去る６月12日に、謝花副知事から、外務省特命全
権大使及び沖縄防衛局長に対し、事故原因の徹底的な
究明がなされるまでの同機種の飛行中止などを米軍に
対し働きかけるよう要請をいたしました。また、翌13
日、同機種の飛行再開を受けて、米軍及び日本政府の
一連の対応及び米軍の飛行再開に強く抗議するコメン
トを発表いたしました。
　県としては、引き続き、米軍及び日米両政府に対し、
事故原因の究明と速やかな公表を求めてまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、米軍基地問題につ
いての(2)、嘉手納飛行場における米軍機の深夜・早朝
の離着陸及び飛行ルートについてにお答えいたします。
　県は、昭和57年から嘉手納飛行場周辺において、夜
間・早朝を含めた航空機騒音の発生回数等、常時監視
測定を実施しております。また、昨年４月から沖縄防
衛局が24時間の全機種の離着陸等調査を行っており、
常駐機及び外来機の時間帯別離着陸回数を把握できる
ようになっております。飛行ルートについては、三連
協が目視調査を実施したことは承知しておりますが、
日米両政府により明らかにされたものはありません。
　同じく１の(3)、米軍の演習通告についてお答えし
ます。
　米軍の演習通告については、原則としていわゆる
５・15メモに基づき、防衛省を通じて県及び関係市
町村に対して、演習施設名や日時等の通知がなされて
おります。具体的には、陸上訓練演習場での演習、水
面を使用する演習及び訓練空域での演習は、県及び関
係市町村へ事前に電話またはファクシミリで連絡があ

り、その後、文書によって通知がなされております。
なお、沖縄防衛局によると、詳細な情報や訓練スケ
ジュールについては、米側から、運用上の安全に係る
理由により、情報提供を受けていないため、承知して
いないとのことであります。
　同じく１の(4)、嘉手納基地の使用協定についてお
答えします。
　米軍基地から派生する諸問題の解決を図るために
は、米軍基地の周辺地域の住民や自治体の理解と協力
を得ることが不可欠であります。三連協は、平成18
年から、離発着回数の制限や深夜・早朝の飛行禁止な
ど、航空機の具体的な運用等を規定する嘉手納飛行場
の使用協定の締結を求めております。県は、日米地位
協定の見直しの中で、日米合同委員会による個々の施
設及び区域に関する協定の締結等に際し、関係自治体
の意向を尊重する旨規定するよう求めているところで
あります。政府においては、地元の要望を受けて、日
米間で協議し、適切に対応すべきであると考えており
ます。
　同じく１の(5)、騒音コンターの見直しについてお
答えします。
　沖縄防衛局によると、年度ごとに運用状況が大きく
変化する嘉手納飛行場の特殊性を踏まえた適切な騒音
コンターを確定させるためには、これまでの調査を踏
まえて、引き続き、防衛省内において、念入りな確認
作業などが必要とのことであります。
　県としては、政府に対し、現在進められている見直
しにより、当該区域が縮小することがないよう配慮す
ることを要請しており、今後ともあらゆる機会を通じ、
粘り強く求めていきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　２、犬・猫殺処分につい
ての御質問の中の(1)、保護シェルター設置に向けた県
の取り組みと市町村との連携についてお答えします。
　県では犬・猫殺処分ゼロに向け、譲渡機会の拡大を
図ることや災害時における収容施設を確保するなどを
目的として、旧衛生環境研究所ハブ研究室を有効利用
することとしております。今年度は、仮供用に向けて
手続などを行うこととしており、今後の活用方法につ
いては、市町村やボランティア団体などの意見も踏ま
え検討してまいりたいと考えております。
　同じく２の(2)、犬・猫殺処分頭数と県の目標につ
いてお答えします。
　過去５年間の犬及び猫の殺処分の頭数は、平成25年
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度4824頭、平成26年度4250頭、平成27年度3292頭、
平成28年度1532頭、平成29年度は速報値で1421頭と
毎年減少しております。殺処分ゼロに向けての県の目
標につきましては、沖縄県動物愛護管理推進計画で定
めた当初目標値を達成し、その後改めた平成30年度ま
での暫定目標値1500頭も達成しております。このよ
うな状況を踏まえて、今年度に改定する予定の動物愛
護管理推進計画において、これまでの取り組みについ
ての評価を行った上で目標値を設定したいと考えてお
ります。
　同じく２の(3)、各市町村の犬・猫収容頭数及び県
の取り組みについてお答えします。
　過去３年間の犬・猫の収容頭数につきましては、頭
数の多い順に平成26年度はうるま市が1020頭、那覇
市が439頭、沖縄市が395頭、宮古島市が390頭、名護
市が273頭。平成27年度はうるま市が811頭、那覇市
が413頭、宮古島市が398頭、沖縄市が273頭、浦添市
が200頭。平成28年度は宮古島市が327頭、那覇市が
283頭、沖縄市が281頭、うるま市が252頭、浦添市が
162頭となっております。
　県としましては、収容頭数の削減のため、市町村と
連携して終生飼養、室内飼育、不妊去勢手術等の普及
啓発をさらに推進してまいります。
　同じく２の(4)、動物愛護・ボランティア団体から
の課題と要望についてお答えします。
　県では動物愛護団体と連携し、譲渡ボランティア制
度を推進するなど、犬・猫殺処分ゼロに向けて取り組
んでおります。同制度に登録している８団体及び個人
35人とは、課題共有のための場を設けることや普段
から改善事項について意見交換を行っております。動
物愛護団体からは、収容期間の延長、不妊去勢手術へ
の支援等の要望がありますが、県としましては、動物
愛護団体等とも連携しながら改善に取り組んでおりま
す。
　同じく２の(5)、飼い主のいない猫に関する苦情に
ついてお答えします。
　県が集計している猫に関する市町村への苦情件数
は、平成25年度以降ほぼ900件程度で推移しておりま
す。県では、飼い主のいない猫の苦情相談があった場
合は、事案に応じて動物愛護管理センターの職員が市
町村の職員とともに相談者を訪ね、関係者へ助言や指
導を行っております。
　同じく２の(6)、地域猫活動の計画の見直しについ
てお答えします。
　県が、平成25年度から飼い主のいない猫対策マニュ
アルに基づき試行している、いわゆる地域猫活動にお

いては、地域での合意形成を図ることが大変重要であ
りますが、この条件がハードルとなっていたため、こ
れまでのところ実績はありません。そのため、住民に
よる管理の内容や合意についての条件を緩和するなど
の運用で試行を重ねたところ、県内11地区まで活動
が広がっております。改善内容については、同マニュ
アルを改定し、地域猫活動の普及に努めたいと考えて
おります。
　同じく２の(7)、飼い主のいない猫の対策のＴＮＲ
への移行についてお答えします。
　飼い主のいない猫対策である、いわゆる地域猫活動
につきましては、捕獲し、不妊去勢を施し、もといた
場所に戻すというＴＮＲ活動に加えて、適切な管理と
地域住民の理解が重要であると考えております。ＴＮ
Ｒも一定の繁殖抑制効果があることは承知しておりま
すが、ＴＮＲ実施後に管理が不十分な場合、地域外か
らの新たな猫の流入や地域住民の生活環境被害や苦情
は継続することが懸念されます。
　県としましては、飼い主のいない猫対策マニュアル
の条件を緩和することにより、地域の実情に応じた活
動を推進し、最終的には地域から飼い主のいない猫が
減っていくことを目指すこととしております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　２の犬・猫殺処分について
の御質問の中の(8)、動物愛護の普及・啓発についてお
答えいたします。
　学校教育において動物愛護の普及・啓発の視点を取
り入れることは、生命尊重の心を育てる観点からも大
切なことであると考えております。県内の小中学校に
おいては、校内で動物を飼育することにより動物と触
れ合ったり、総合的な学習の時間及び生活科の時間等
を通して、動物愛護について学習するなどの活動を
行っております。
　県教育委員会では、今後も学校教育活動全体を通し
て、命の大切さや思いやりの心を育む教育を推進して
いきたいと考えております。
　以上でございます。
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　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）　３、観光
振興についての御質問の中の(1)、インバウンド動向
の把握及び地域活性化に向けた対策についてにお答え
いたします。
　県では、観光庁が実施している訪日外国人消費動向
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調査により、都道府県別の訪問率や国籍別での旅行内
容等を把握するとともに、本県に来訪する外国人観光
客の動向を把握するため、外国人観光客実態調査を実
施しております。当該調査で国籍別に旅行内容や滞在
日数、消費額、満足度等を把握し、結果報告書を各市
町村や観光協会等に配布しているほか、県ホームペー
ジへの掲載や観光事業者向けの説明会等で情報共有を
図っております。
　県としましては、今後とも、全国的な動向の把握及
び県での調査を継続的に実施することで、各種施策・
事業の立案やインバウンド受け入れによる地域活性化
に役立ててまいります。
　同じく３の(2)、多言語による地域資源の効果的な
情報発信についての御質問にお答えいたします。
　県では、観光客の多様なニーズに対応し、地域資源
の効果的なＰＲを図るため、世界遺産などの資源、長
寿食、空手や沖縄料理などの体験、ヤチムンや琉球ガ
ラスなどの物産等の情報を県が運営する多言語のウエ
ブサイトで平成28年度から発信し、国内外から月間
６万件近いアクセスがあります。
　県としては、今後とも外国人観光客のニーズを的確
に捉え、本県が有する独特の地域資源を初めさまざま
な魅力を発信することで、さらなるリピーターや新規
顧客層の獲得に努めていきたいと考えております。
　同じく３の(3)、最新のＡＩやＩＴ技術の研究の必
要性についての御質問にお答えいたします。
　スマートフォンやタブレット等を活用したデジタル
マーケティングは、今後の誘客戦略において重要であ
ると認識しております。例えば、ＩＴ技術を活用し、旅
行者の行動パターンを分析することで、旅行中におけ
る旅行者の嗜好等に応じた的確な情報の発信が可能と
なっております。また、ＡＩ（人工知能）を活用した
多言語対応の可能な自動翻訳システムや、ユーチュー
ブやフェイスブックなどの多様化するデジタル媒体を
フル活用することで、より効率的かつ効果的に旅行者
へ向けて有効なプロモーション活動が可能であると考
え、今後、積極的にデジタルマーケティングについて
研究していきたいと考えております。
　同じく３の(4)、医療通訳コールセンターの活用状
況についての御質問にお答えいたします。
　県では、今年度から、外国人観光客の病気やケガ等
に24時間365日多言語で対応できるBe.Okinawaイ
ンバウンド医療通訳コールセンターを設置しておりま
す。４月から２カ月間の利用状況は、電話通訳が65
件、消防通訳が５件となっており、内訳として、中国
語35件、英語30件、韓国語５件となっております。

　県としては、今後、外国人観光客の安心・安全な医
療環境の提供や医療機関等の負担軽減を図るため、当
該コールセンターの積極的な利用について、定期的に
県内医療機関等へ呼びかけていきたいと考えておりま
す。
　同じく３の(6)、インバウンドに係る専門家を招聘
した勉強会等の開催についての御質問にお答えいたし
ます。
　県では、県内観光関連事業者のインバウンドに関す
る新たなビジネスや課題解決に役立てるため、各地域
のニーズに応じて、インバウンドビジネスの専門家を
講師とするセミナーを開催しており、これまで、持続
可能な観光マネジメントセミナーや高付加価値セミ
ナー等を実施してきたところであります。今年度は昨
年度に引き続き、キャッシュレス啓発に係るセミナー
を実施することとしておりますが、今後、旅行等の最
新技術の動向を踏まえ、ＩＴ技術やＡＩを活用したシ
ステム等のセミナーについても検討していきたいと考
えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　観光振興についての
御質問の中の(5)、外国人観光客の医療費未払い問題
等についての御質問にお答えいたします。
　医師法第19条は、診療に従事する医師は、診察治療
の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、こ
れを拒んではならないとする応召義務を定めておりま
す。したがいまして、県内の医療機関においても、外
国人観光客に対し、適切な医療を提供しているものと
認識しております。また、平成29年６月に琉球華僑総
会から、外国人観光客の医療費支援に活用してほしい
との寄附の申し出を受け、平成29年８月に県、観光及
び医療関係者で構成する外国人観光客医療費問題対策
協議会を立ち上げたところでございます。今後は、同
協議会において、未収金が発生している医療機関に対
し、支援を行うこととしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　４、県内交通網基盤整備
についての中の(1)、高速船の２次交通としての活用
についての御質問にお答えいたします。
　観光客の大幅な増加に対応した移動の一層の円滑化
を図るため、本島内においては、海路も含めた多様な
交通手段を検討する必要があると考えております。こ
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のため、県では、那覇と北部地域の間を結ぶ高速船の
就航可能性調査を実施しました。調査結果としては、
那覇、本部を起終点として北谷・恩納・名護のいずれ
かを寄港地とするモデルにおいて収支を推計したとこ
ろ、いずれも赤字が見込まれるとの結果が出ておりま
す。しかし、北谷経由などを中心に、需要喚起などの
必要な施策を行えば、事業実施の可能性が高まること
もあわせて示されました。これらを踏まえ、今年度は、
国や関係機関と連携して、引き続き検討を行っていく
考えです。
　次に同じく４の(2)、鉄軌道に関する国との協議等
についての御質問にお答えいたします。
　県では、平成30年４月24日に、骨太の方針に沖縄
鉄軌道の導入に向けた取り組みの記述が盛り込まれる
よう、政府等に要請を行ったところです。今回、鉄軌
道については、骨太の方針には明記されませんでした
が、今後とも、鉄軌道導入に向けた機運醸成を図り、
早期の事業化を国に働きかけてまいりたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　４、県内交通網基盤
整備についての御質問の中の(3)、嘉手納バイパスの
進捗率と完成予定についてお答えいたします。
　沖縄西海岸道路の嘉手納バイパスは、国において整
備が進められており、平成29年度末の進捗率は、事業
費ベースで約12％となっております。また、完成予
定については、現時点において未定とのことでありま
す。
　次に５、農林水産・観光振興についての御質問の中
の(4)、マリーナの需要と供給及び課題についてお答え
いたします。
　本県においては、宜野湾港マリーナを初め公共マ
リーナ等が９カ所、民間マリーナが２カ所整備されて
おります。現在の係留状況について、施設管理者に聞
き取りを行ったところ、収容可能隻数のおおむね９割
程度となっております。今後は、既存マリーナの維持
更新や需要動向を勘案しながら、運営や整備のあり方
を検討していく必要があると考えております。
　同じく５の(5)、マリーナの課題・将来展望につい
てお答えいたします。
　マリーナの指定管理に関する意見や要望について
は、管理事務所内に設置した意見箱や窓口応対により
把握しております。主な意見としては、経年劣化によ
る施設の修繕や利用者のマナー等に関する内容となっ

ており、適宜、指定管理者や県において対応すること
としております。今後とも、海洋性レジャーの拠点と
して、一層の環境美化及び公平公正な管理運営を実施
していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　５、農林水産・観光
振興についての御質問の中の(1)、浮き魚礁の整備実
績、効果等についてお答えいたします。
　県が事業主体となり設置した浮き魚礁については、
平成29年度末時点で87基あり、これまでに更新整備
を含め66億3400万円の事業費を投じております。ま
た、浮き魚礁を利用した水揚げについては、沖縄農林
水産統計年報に基づき、平成23年から27年の５カ年
平均値から約3300トンと推定しております。浮き魚
礁の整備により、１、対象魚種を集めることによる安
定的な漁獲の確保、２、効率的な操業による漁業経費
の削減の効果が発現されているものと考えております。
　次に同じく(2)、観光パヤオとしての取り組みにつ
いてお答えいたします。５の(2)と５の(3)は関連しま
すので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　県では、漁家経営の安定と市場への水産物の安定供
給を目的とし、浮き魚礁の整備を行っております。そ
の中で県が事業主体となり設置した浮き魚礁は、沖縄
県浮魚礁漁業等調整連絡協議会に管理の委託を行って
おります。協議会の規則によると、遊漁船による利用
については協議事項となっており、現在、各ブロック
協議会にて条件等を検討しているところです。また、
観光用パヤオの設置につきましては、水産庁の補助事
業では採択ができないことから困難であると考えてお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　それでは、再質問を行います。
　まず知事はこれまで何度訪米をし、沖縄の基地問題
を米国で訴えてきたのかお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　翁長知事は、これまで４回訪米を行っており、沖縄
の過重な基地負担の状況や沖縄基地建設の歴史的な経
緯、辺野古移設に関する沖縄県の考え方などを訴えて
きております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事も記憶に新しいと思いますが、
私はこれまで翁長知事が当選以降、嘉手納飛行場を初



－ 144 －

め基地の使用協定また運用、騒音被害、数字を持って
米国のほうできっちりテーブルに乗っけて、嘉手納飛
行場の地域住民の被害を訴えていただきたいと要望を
申し上げましたが、これまで一度でも知事はこの問題
を取り上げたことがあるか伺いたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　騒音問題につきまして
は、沖縄の過重な基地負担の状況を訴える中で取り上
げておりますが、嘉手納飛行場の騒音問題については
時間的な制約もあり、個別に触れる時間がございませ
んでした。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事、これ四、五日、１週間前の新
聞記事に毎日、嘉手納飛行場の騒音問題また海軍駐機
場の問題が新聞に出ております。（資料を掲示）　その
中には、ここに書かれておりますが、嘉手納町議会
は、1989年から基地関連の抗議決議が500件。今嘉手
納には基地の特別委員会がありますけれども、もう常
任委員会と変わらないくらいの、月に３回ほど委員会
を開くぐらいひどい状況であると。その中には知事、
日米安全保障条約やそういった基地に理解のある住民
も議会議員もいます。しかしながら今回は、地元の議
員が16名全会一致でこの問題は許されないというこ
とで取り組んでおります。県はやはりその地元の声を
しっかり聞いて後押しすべきだと思いますが、いかが
でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　中川議員の御質問にお答えを
いたします。
　４回ワシントンＤＣに行きまして、その主なもの
は、新辺野古基地、普天間の５年以内運用停止、これ
がテーマにありましたから上下院議員含め三、四十
名、それからモンデール副大統領、ペリー元国防長
官、シンポジウム、いろいろやって訴えてまいりまし
た。しかし沖縄の基地問題というのは、今普天間が浮
上はしておりますけれども、全体的に見ると嘉手納が
一番厳しいことは間違いないわけでありまして、去
年、一昨年、海軍駐機場、本当に怒り狂って三連協の
メンバーと抗議にも行きました。200億円ぐらいのお
金を出してやっと騒音をヌギラレテて、向こうに移っ
たかと思ったらでき上がったらすぐそこに入ってくる
わけでしょう。こういったようなこと等を含めて、い
わゆる今の抗議の問題、嘉手納の三連協がある意味で
日米安保体制に一定程度の理解を示しながらあれだけ
の苦痛に耐えているということは、私は沖縄県ではナ
ンバーワンだと思っているんですよ。ただ必要性が国

際情勢の中であるものだから、普天間はそんなでもな
いのではないかと、嘉手納に比べたら返しやすいので
はないかと、これも被害状況がすごいから比べること
自体が実際は県民の心としては大変痛いことでありま
す。ですから中川議員のおっしゃることは十二分に承
知しております。ですから地域を入れて、あるいはま
た例の駐機場の問題があった場合には、三連協も入れ
てやりましょうというようなことを申し入れたのです
が、七、八年前にこういうものをつくったことあるよ
ねと。あれはまだ使っていないからそれやりましょう
かみたいな話の言葉は頂戴しました。いやこれではだ
めですよと、新しくつくってくださいという話をする
んですけれども、あとは私どもも毎日向こうに通うわ
けにはいきませんので、なかなかその仕組みができて
こない。ですからこの問題を訴えるときの難しさ。ど
のように訴えていったらいいのか。そうすると、今国
際情勢が先ほど来の話がありましたように、大変柔軟
にダイナミックに、いい方向に行くのかどうかは見え
ませんけれども、柔軟にダイナミックに動いているん
ですが、日本国だけが固まって、沖縄の現状をなかな
か当事者能力を持って解決されていない。日韓合同演
習がなくなったら、嘉手納に来るんじゃないか、どこ
に来るんじゃないかというのは、県民からするととっ
ても苦しい、恐ろしい思いなんですが、それについて
の説明が全くない。説明を求めても、ない。こういう
状況の中でお互いはお互いの立場の態度を迫られてい
ると思うんですね。
　ですから、そういったこと等を話しないと、どうに
もこうにも今のこの話についてどのように私たちが対
処していくか。県議会はしっかり対応しましたので、
そういう意味から言っても私たちもこれを踏まえた上
で、改めてその方法論を含め回数含め、これからしっ
かりと対応していきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事に今答弁いただきましたけれど
も、今、海軍駐機場の話が出ました。20年前、私も嘉
手納の町議会議員でした。宮城篤実町長を初め、20
年かかって今の當山町長のときに初めてこの海軍駐機
場が返ってきたと。（資料を掲示）　多くの皆さんが喜
んでおりました。そこから出る騒音やまた悪臭、それ
が何とか回避できるだろうということでありました
が、それも少したつとまた使ったということで、大変
残念なことでありますが、我々はそれを黙認するわけ
にいきません。その都度、地元は集まって抗議集会を
したりそして抗議決議をしたり、これは嘉手納町議会
や我々県議会の抗議活動、意見書はセレモニーじゃな
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いんです。きちっとした形で日米両政府に訴え、結果
を出す。それが政治の仕事だと思っております。そう
いった意味では、これまで知事、昭和57年、平成６年、
７年、年に２回戦闘機が落ちているんです。この資料
を見てみると。（資料を掲示）　そのたびに我々は抗議
しました。米軍は何て言ったかわかりますか。通常訓
練と言うんです。９・11テロの次の年もゴールデンウ
イークのときにキャナピーの落下事故、また燃料漏れ
事故。その後は８月でしたか、糸満沖100キロにＦ15
戦闘機が落ちると。そういった形で訓練に対する無理
があるのではないかと。予測される事故ではなかった
かということで我々も抗議しましたけれども、それも
米軍は任務である、通常訓練、そういった答えしかあ
りません。私はそういった面では、やはり県もきちっ
と地元と一緒になって抗議・要請をしていただきたい。
　もう一つは、仲井眞知事のときは知事、地元に来て
地元の声を聞いて少しでも騒音軽減をしていただきた
い、じゃどうすればいいかと。嘉手納飛行場の滑走路
は２本あります。奥の滑走路を使うことによって地元
への騒音被害が少しは軽減できると、悪臭も軽減で
きるということで要請をして、もちろん町長も議会
も。それで司令官との交渉がうまくいったこともあり
ます。しかしながら司令官がかわるたびに運用やそう
いったものでどんどんやりたい放題使われていること
に対して、地元は我慢ができないと言っているんで
す。この点についていかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　先ほど知事が答弁してお
りますけれども、そのとおりでございまして、今中川
議員からの御質問の奥側の滑走路の使用について、こ
れについても私、當山町長からもじかにお話も聞いて
ございます。私もこれまでも米軍機のトラブル等で嘉
手納基地に参りまして、大佐等とも意見交換する機会
がありましたけれども、あすも実は向こうの日程がと
れて准将クラスの方とお会いすることになっておりま
すけれども、その辺のところをしっかりと伝えたいと
思っております。
　まず基本的に、先ほどもございましたけれども、司
令官は毎回かわるわけです。彼らからすると１回のト
ラブル・事故というようなことかもしれませんけれど
も、沖縄県民からしますと米軍施政権下の27年間の
さまざまな事件・事故、そして復帰後も戦闘機だけで
も10回以上あるわけでございます。そういった中で
また最近ではＣＨ53ですとかオスプレイの墜落とい
うものがあって、幾ら洋上であったとしても沖縄県民
はこの問題については大変不安を抱えていると。そう

いった歴史的な経緯をまずしっかり認識していただき
たいということを申し上げたいと思っております。
　それからもう一つ。今回のトラブルに関して大変残
念に思いましたのは、地元の抗議について受け付けな
いというような話がございました。あすは一応対応し
てもらえるわけですけれども、ぜひとも地元の声を聞
くような機会、これを設けていただきたいとこれは強
く申し入れていきたいと思っております。いずれにし
ましても、嘉手納町民の方々の思いというものを県と
してもしっかり受けとめまして、彼らに地域の声をい
かに伝えるか、それにまず集中してあした臨んでまい
りたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　米軍基地問題の(5)番目の再質問を
行います。
　嘉手納基地周辺航空機騒音の大きさを示すコン
ター、もしこのコンターの見直しが発表されればどう
いった影響が出るのでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　他県の事例ですと、それ
までの地域が縮小された事例があるというふうに聞い
ております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　このコンターの見直しは、防衛局は
全国一律の見直し作業に入っております。嘉手納飛行
場は先ほどから話しているとおり、予測不可能な外来
機は、そういったＦ22、３カ月、４カ月ローテーショ
ンで来るんです。もう常駐機と変わりません。そう
いった中で、国が示すコンターのあれで発表されれば
防音工事ができなくなるんです。しかし、皆さん御承
知のように今コンターの見直しをしていません。県が
何か要請して見直しを決めたのですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　平成29年８月に小野寺
防衛大臣が来県された際の要望としましては、嘉手納
飛行場周辺における住宅防音工事助成対象区域、第１
種区域については現在進められている見直しにより、
当該区域が縮小することのないよう配慮をしていただ
く必要があるということで要望の中に入れてございま
す。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　これは、御承知のとおり我々自民党
会派が小野寺防衛大臣初め、菅官房長官そして二階党
本部の幹事長に直接会派として要請をして、このコン
ター見直しは一律ではないと、地元の声を聞いて陳情
も受けて要請行動しました。その結果、それだけじゃ
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ないんです。防音工事の予算も80億から60に減らさ
れて、補正予算は組まれておりません。翁長さんが知
事になって、一度も防衛の補正予算は組まれておりま
せん。それどころか20億、決算で減っているんです。
我々自民党会派は、110億の予算をつけることによっ
て少しでも騒音の負担軽減になってほしいということ
で要請行動をしてまいりました。その結果が本年度の
予算だと思っています。いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　平成29年９月に福田防
衛大臣政務官と住宅防音事業関係自治体との懇談会の
際に、政務官から住宅防音予算については、対前年度
比2.3倍の住宅予算を概算要求しているとの説明があ
り、実際平成30年度の住宅防音に係る予算は前年度比
2.3倍の65億4900万円増の116億3400万円となって
おります。
〇中川　京貴君　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。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時38分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　翁長県政になってから、
そういう補正予算のメニューがなかったものと考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　やはり知事、それが政治だと私は
思っています。嘉手納でも一つの海軍駐機場移設に20
年かかりました。その都度司令官初め、防衛、財務省
初め国関係機関との調整をとりながら一つのものを動
かすのに20年かかる。そういった意味では、防音工
事もやはりきっちりとした理論武装をして数字で示し
て、地域住民が苦しんでいることはかけ声では決める
ことができないんです。嘉手納飛行場の全面返還させ
ることができますか。そうでない限り音はとめること
はできないんです。できるとするならば、防音工事予
算を上げて住宅だけではない、空き店舗そうした地域
施設を全て防音工事をすれば音をとめることができる
かもしれません。それが政治だと思っています。粘り
強い政治を要望申し上げて、次の質問に移ります。
　犬・猫殺処分ゼロについて、那覇市においては、犬・
猫処分ゼロを目指し行政と議会が保護シェルターを設
置し民間ボランティア団体と連携をしながら協力をし
ているが、県はそれに対して支援をしているのか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時39分休憩

　　　午後２時40分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　那覇市が保護シェルターを設置するという情報は、
我々のところで今持ち合わせておりませんので、状況
がどういうふうなものなのかというものも含めて問い
合わせてみたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　先ほど部長の答弁では、ワースト１
から５の市町村の数字が出ておりましたけれども、那
覇市は市議会はもちろん行政、議会、民間も一緒に
なってこの保護シェルター、またボランティア団体と
の協力を得ながらゼロに向けて取り組んでおります。
　先ほど質問しましたけれども、逆に県のこの施設に
持ってこない市町村はどれだけあるんですか。セン
ターに持ってこない自治体。１番から５番まで説明あ
りましたよね。持ってきていないところ、市町村もあ
ると思うんですよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時41分休憩
　　　午後２時42分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　市町村から直接動物愛護
管理センターへ入ってくるというものは今ないんです
けれども、住民から入ってくるものがございます。住
民からも入ってこないところはどこかと言いますと、
ちょっと離島になりますけれども、伊平屋村とか粟国
村とか渡名喜村、北大東村のところから引き取りはな
いというふうになっております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　部長、確認してほしいんですけれど
も、読谷村は地域ボランティア団体と連携をしなが
ら、譲渡会やまた里親探しをしながら施設に送ること
なく取り組んでいると、そういったことを県は把握し
ていないですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　読谷村の役場とは連携を
とっておりますけれども、細かい連携のところはまだ
しっかり行っていないというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　先ほど答弁ありましたが、離島、宮
古島も入っておりましたけれども、離島から犬・猫の
扱いについては経費を含めてどうなっていますか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
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〇環境部長（大浜浩志君）　宮古島は宮古島で、石垣
もそうですけれども、今殺処分が非常に減っている
ものですから、収容頭数は先ほど言いましたけれど
も、宮古島で28年度で327頭収容しているとございま
した。宮古島でも譲渡が100頭余りありますし、まだ
中のほうでも譲渡の機会をふやすというふうな措置を
とって、今のところ宮古島から本島のほうに送ってく
るというのはこの二、三年ないというふうに聞いてお
ります。
〇中川　京貴君　ちょっと答弁漏れ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時45分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　経費については、今ちょっ
と資料を持ち合わせておりませんので、調べて後でま
た報告させていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　ぜひ部長、この譲渡会またボラン
ティア団体の要望も聞きながら殺処分ゼロ、私はもう
ゼロになるのには大変厳しいと思っているんですけれ
ども、向けてやっぱりその情報を共有したほうがいい
と思っています。
　先ほど部長は県の保護施設内に箱物をつくって譲渡
会をするような、私が言うシェルターですね、そうい
う形でつくっていきたいという答弁でありました。そ
れでよろしいんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　譲渡の機会をふやすとい
うことが一つの目的、もう一つは災害時の収容も必要
だということでそういったことを目的としまして、ハ
ブ研究室を有効利用したいということで、今年度から
その取り組みを始めていきますけれども、今年度はボ
ランティア団体、それから市町村とも意見交換をして
どういった施設にしたほうがいいのかとか、どういっ
た形での利用の仕方があるのかということを今調整し
ているというところでございます。できるだけ殺処分
にはせずに譲渡する機会をふやすための機関をふやし
ていくというふうに施設を有効利用するほうで考えて
いきたい、取り組んでいきたいというように考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　ぜひ部長、一つのシェルターという
形で南部だけではなくて県の施設が中部にも北部にも
あると思っています。これを分散させて、小分けして

南部にも何カ所、中部にも北部にもそういった県の施
設を利用してもいい。もしなければ市町村と連携を
とって土地は市町村に提供してもらって、そういう箇
所を多くつくる必要性があると思いますがいかがで
しょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時48分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　収容犬・猫につきまして
は、まず動物愛護管理センターのほうへ集まってきま
すので、これをまた市町村のほうへ分散していくとい
うことにつきましては、また市町村ともしっかり調整
しないといけないと思いますので、今……
〇中川　京貴君　ちょっとちょっと間違っている。県
の施設を利用して県の施設で譲渡会をするということ
よ。市町村に責任転嫁することじゃないですよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時49分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　出先の県の施設、保健所等
がございますので、保健所でそのような譲渡会も広め
てできるかどうかにつきまして、今後検討していきた
いというふうに考えています。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　ぜひ部長、これは要望ですが、どう
しても病気になったり殺処分しなきゃいけない動物も
出てくるかもしれません。現在我々、新里議長ももち
ろん土木環境委員会のときにこの場所、動物愛護セン
ターへ行きました。ガスで処分しております。それを
ガスではなくて餌に薬を入れて、安楽死させていただ
きたいという愛護団体からの要望があるんですが、こ
れはいかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　現在、やはり最後のとこ
ろを苦しまないようにということの措置で全国的にも
炭酸ガスの処理で行っているということでございます
けれども、動物愛護団体等からそういうふうな要望も
ございますので、しっかり話を聞いて今後の対応につ
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なげていきたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　この件はぜひよろしくお願いしま
す。
　次、農林水産振興の先ほど部長は水産庁の予算では
観光パヤオができないという答弁をしておりましたけ
れども、私はどの予算でもいいんです。沖縄の文化観
光スポーツの予算、一括交付金、どの予算を使っても
いいから観光パヤオを設置していただきたいと要望を
申し上げているんです。
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。
　予算については、先ほど言ったように水産庁のほう
からの観光用の予算が措置されていないということも
ありましたけれども、ほかにも団体との調整等が必要
ということもあるようですので、その辺を含めて観光
用のパヤオについてはちょっと厳しいというふうな話
を聞いております。
〇中川　京貴君　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。
　　　午後２時51分休憩
　　　午後２時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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。
　一括交付金等については、既存の事業等がある場合
についてはちょっと厳しいかと思うんですけれども、
予算だけではなくて、水産団体のほうとの調整ないし
は全国との配分の件等もあって、いろんな中で今調整
の中ではちょっと厳しいというふうに認識しておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　今部長は厳しいと言っていましたけ
れども、この四、五年のうちに必ず観光パヤオを設置
したいと考えております。
　もう一つ、最後の質問になりますけれども、高速船、
これは県が今、高速船を予定しているのに先ほど部長
は赤字になると答弁しておりました。実は、謝花副知
事が企画部長のときに高速船は考えておりませんと、
県は検討もしていませんという答弁でしたけれども、
もう始まっております。県の試算では赤字になります
けれども、今内閣府も今月公募にかけました。10月か
11月にはしっかり試験を行います。内閣府もこの高速
船、海の国道58号、また高速道路の渋滞、アウトイン
の高速道路が渋滞している中で、５年、10年かかって
道路整備も必要でありますが、２次交通として沖縄の

高速船は絶対に不可欠だと思っています。那覇空港の
中から船を出す。そして北谷、中部に出る、本部に出
る、名護に出る。そうすることによって必ず交通渋滞
の緩和ができると。那覇空港からバスに乗って安謝に
来て安謝から船に乗るというんだったらこれは乗りま
せん、誰も。空港内に港を、これは国の仕事だと思っ
ています。県と国がばらばらでやるんじゃなくて、一
つになって内閣府と県と一緒にやって沖縄観光1200
万観光立県を実現していただきたいと思っています。
　知事、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　御指摘の点につきまして
も、国とは情報交換しながら進めておりますし、今後
も進めてまいりたいと考えております。
〇中川　京貴君　知事いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　高速船に関しましては、今イ
ンバウンドの観光客が大変多くおいでになって、陸上
面からなかなか厳しいというようなことで、私も知事
になってからは、民間の企業の方々、それから内閣府
の沖縄担当、そのときどきの大臣の熱意、それからア
モイ等に行きますと向こうでもそういう意味での高速
船が使われていて、それがオーストラリアあたりもそ
うなんですけれども、要らなくなったものが今は幾ら
で、そしてそういったようなものを沖縄に持ってくる
とどういう形でというような議論が大変活発になされ
てきております。今県がどういう形でという話であり
ますけれども、いずれにしろ高速船のこれから走ると
いう意味につきましては、これからの沖縄のインバウ
ンドあるいは国内客もそうですけれども、今の陸上の
道路網等々のスピード、そういったこと等もあるいは
また鉄道も考えながらやりますと、どうしても検討せ
ざるを得ないというようなものは強く感じております
ので、またその機運が大変大きく盛り上がってきてい
るなというふうに認識をしております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
　　　〔座波　一君登壇〕
〇座波　　一君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇座波　　一君　それではまず、那覇広域都市計画の
問題から入ります。
　南部地域全体が空港から約30分圏内にありまして、
主要道路の整備も進み、利便性の高い遊休地でもあり
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まして、そして３市３町全ての人口も増加し、次なる
沖縄発展の重要な地域になると考えております。しか
し、那覇近郊にもかかわらず、市街化に向けた土地利
用が制限され、那覇以北に比較して発展が大きくおく
れております。私はその大きな要因として、那覇広域
都市計画があると考えております。
　まず、この那覇広域都市計画について(1)、同都市計
画区域で今後も市街化調整区域を設定する必要性を伺
います。
　(2)、同都市計画区域内の見直しの必要性と可能性
を伺います。
　次に、都市計画の土地利用の問題と関連いたします
が、沖縄県内の個人墓地の問題であります。県内の墓地
問題でありますが、沖縄県は世界基準の観光地を目指
すとしておりますが、そのためにも個人墓地の問題は
正面から取り組まなければならない問題であります。
もちろん、沖縄の先祖崇拝の伝統・習慣は尊重し継承
すべきでありますが、本来、この国の墓地埋葬法で個
人墓地は認められておらず、沖縄県の歴史的な特殊受
容として黙認されているのが現状であります。法治国
家として、観光地として、国の法律との整合性を含め、
狭隘な県土における土地の有効活用のためにも、墓地
問題を質問したいと思っております。
　次に２、沖縄県の墓地政策について。
　散在する個人墓地の集約化への取り組みを伺いま
す。
　(2)、無縁墓地に対する県の取り組みと市町村への
指導等の取り組みについて伺います。
　(3)、県及び市町村等の公営墓地整備の取り組み及
び計画を伺います。
　次に、今、沖縄県内の米軍や自衛隊の軍用地が県外
や海外から投機的な取引の対象になっております。そ
れに警鐘を鳴らし、国会でも議論があります。また、
県内の土地売買にかかわるある業界の一部から現状を
心配する声もあり、沖縄県のその現状に対する認識と
今後への考え方をただします。
　３、軍用地の土地取引売買について。
　(1)、軍用地が海外及び県外との取引が増加する現
状を把握しているか伺います。
　(2)、国防上の問題や県経済への影響等、現状に対
する規制の必要性を伺います。
　次に、日本の国民皆保険の基本であります国民健康
保険制度で、在留外国人が不正に高額医療を受けてい
ることが表面化し問題化して、厚労省はことし４月、
実態調査の実施を都道府県に通知しております。この
不正利用は、平成24年の住基台帳改正で国保の加入義

務づけが１年から３カ月になったことが背景にあるよ
うですが、市町村財政を圧迫する国保がこのような不
正利用外国人の高額医療に使われるのは大きな問題で
ありまして、何よりも高額な保険料を納める国民、県
民に対し申しわけが立たない問題であります。
　そこで、４、外国人の国保不正加入問題について。
　(1)、外国人の国保不正加入による医療費負担の影
響について伺います。
　(2)、県と市町村が連携した実態調査と対策への取
り組みを伺います。
　次に、県職連合については、これまでの議会答弁か
ら当局見解では、団体の存在は認めても、地公法上の
問題があることは明らかであるとして、適正に対応す
るとしましたが、新しく就任された総務部長に改めて
確認し、適切な県職労団体の組合活動に向け質問をい
たします。
　よって、５、沖縄県関係職員連合労働組合（県職連
合）について。
　(1)、県当局は県職連合をどのように位置づけてい
るか伺います。
　(2)、県職連合組織で政治集会や辺野古反対運動に
参加する県職員の現状を把握しているか伺います。
　(3)、地公法36条及び58条で制限される県職員の法
令遵守と指導について伺います。
　(4)、県庁14階の事務所を無償貸与する必要性と活
動内容について伺います。
　次に、私は翁長知事が重い病気の手術後、このよう
に本会議場で気力を振り絞って対応する姿を見て、政
治家として複雑な気持ちでいたたまれません。今、重
病を押して出る理由があるのか、いわれなき圧力でも
あるのか、そして体を第一に守るべき医師のアドバイ
スも疑わしいと思わざるを得ません。複雑な心境の中
でありますが、現在、沖縄県政が最も注目される撤回
と県民投票問題、そして知事が去る石垣市長選挙で発
言し、市長選に敗北した古謝前南城市長に事実に基づ
かない内容で非難したことへ南城市議会の抗議決議が
あったことについて伺います。
　６、知事の政治姿勢について。
　(1)、県民投票で民意を示すことに理解を示してい
るが、知事自身の政治公約で必ずやるとした埋立承認
撤回への影響はないか、その関連性を伺います。
　(2)、ことし３月、南城市議会が知事発言に対し抗
議決議をしましたが、抗議に対する知事の考えと対応
を伺います。
　最後に、我が会派の代表質問との関連については、
仲田議員が質問いたしました４の(3)の子育て支援に
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ついての保育士確保について、県の思い切った対策の
必要性の部分でありますが、県の取り組みは評価いた
しますが、保育士確保の問題が喫緊で社会的問題であ
ることから、沖縄県は指導監査を通して適正な人件費
が補助金で賄われているかどうか検証し、そして制度
化し、規制をつくるべきではないかということをお伺
いいたします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　座波一議員の御質問にお答え
をいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の６の
(1)、県民投票と撤回の関連性についてお答えをいた
します。
　これまでに他の地方公共団体で実施された住民投票
は、その施策決定に大きな影響を与えてきたものと認
識をしております。一方、公有水面埋立法に違反して
いることを理由として撤回をするという判断は、県民
投票の時期やその結果に縛られるものではありませ
ん。辺野古に新基地はつくらせないとの私の決意は、
みじんも揺らぐことはなく、日々の国の動き等あらゆ
る状況を想定して検討し、環境保全措置などについて
看過できない事態となれば、私は、ちゅうちょするこ
となく撤回を必ず行います。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　６、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(2)、南城市議会の抗議決議につ
いての御質問にお答えいたします。
　４月11日に南城市議会の皆様が来庁された際は、知
事にかわり私が対応させていただきました。その内容
については、知事に報告しております。
　県といたしましては、今後とも、各市町村との連携
を密にし、地元の民意を尊重しながら、さらなる県勢
発展のために尽力してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、那覇広域都市計
画についての御質問の中の(1)、市街化区域と市街化
調整区域を設定する必要性についてお答えいたしま
す。
　都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分
する区域区分の目的は、既成市街地への効率的かつ集

中的な公共投資、無秩序な市街地の拡大による環境悪
化の防止、都市近郊の良好な農地との健全な調和等を
図ることであります。区域区分を廃止した場合、基盤
が整っていない地域へのばら建ち等の問題が懸念され
ることから、土地利用をどのようにコントロールする
か市町村の考えが最も重要と考えております。県は、
引き続き、市町村の計画的なまちづくりを支援すると
ともに、市町村の要望や相談に適切に対応していきた
いと考えております。
　同じく１の(2)、見直しの必要性と可能性について
お答えいたします。
　県では、おおむね５年ごとに都市計画基礎調査とし
て都市計画区域の人口規模、土地利用、交通量等の現
況を調査し、まちづくりの主体である市町村の意向を
踏まえ、区域区分の見直しを行っており、昨年６月に
約155ヘクタールの区域を市街化区域に編入したとこ
ろであります。県は、引き続き市町村の要望や相談を
踏まえ、必要に応じて随時編入も検討してまいります。
今後、現在実施している都市計画基礎調査をもとに、
区域区分のあり方について、市町村や関係機関と意見
交換を行いながら検討してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　まず初めに、２の沖
縄県の墓地政策についての御質問の中の(1)、個人墓
地集約化への取り組みについてお答えします。
　個人墓地の散在化を防ぐためには、住民の墓地需要
に応えるための受け皿である公営墓地の整備が不可欠
であると考えております。また、早期の公営墓地の整
備が難しい市町村にあっては、住民等の意向を踏ま
え、墓地の設置を規制すべき区域の指定や個人墓地集
約化の基本方針等を定めた計画を策定し、同計画に基
づいた墓地行政を推進するよう助言を行ってきたとこ
ろであります。
　次に、(2)の無縁墓地に対する県の取り組みと市町
村への指導等についてお答えします。
　県では、本県における望ましい墓地のあり方を示す
とともに、公営墓地の整備に取り組むべき方向性を示
すことを目的として、沖縄県墓地公園整備基本指針を
策定したところであります。同指針においては、今
後、未婚者や子供を持たない夫婦の増加及び少子化に
伴い墓の継承が行われなくなっていく事例がふえてい
くことを踏まえ、今後の墓地整備については、公営墓
地の整備促進を図るとともに、個人墓地については原
則として認めず、例外的な場合にのみ許可をすること
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により、将来増加が予想される無縁墓地への対策とす
る必要があることを示しております。
　次に、(3)の公営墓地整備の取り組み及び計画につ
いてお答えします。
　墓地については、市町村の都市計画や土地利用との
かかわりが深いこと、また、住民に身近な行政サービ
スとして対応することが望ましいことから、墓地経営
の許可に関する権限を全ての市町村へ移譲したところ
であります。市町村が主体的に墓地行政を行うことに
より、市町村の各種計画との整合が図られ、また、地
域の実情に応じた墓地行政が推進されるものと考えて
おります。
　市町村におかれましては、それぞれの墓地公園整備
計画に基づき、公営墓地の整備に取り組んでいるもの
と認識しております。
　次に、４の外国人の国保不正加入問題についての御
質問、医療費負担の影響及び実態調査と取り組みにつ
いての御質問にお答えします。４の(1)と４の(2)は関
連しますので、恐縮ではございますが一括してお答え
します。
　県では、国の依頼に基づき、平成29年３月に市町村
等の協力を得て国保に加入した外国人の平成27年11
月から平成28年10月までの１年間の医療給付に係る
実態調査を行ったところ、本県において、不正加入に
よる医療給付が確認された事案はなく、医療費負担へ
の影響はないものと考えております。その後、国の通
知に基づき、外国人が医療を受ける目的で在留資格を
偽って国保に加入し、公的医療保険を悪用する事態を
防止するため、現在、偽装滞在が疑われる外国人を市
町村が入国管理局に通報する取り組みが全国的に試行
されております。
　県としましては、本県の国保財政を安定的に運営す
る観点から、引き続き実態把握に努めるとともに、市
町村と入国管理局が連携した取り組みが確実に実施さ
れるよう、市町村に対し適切に助言していきたいと考
えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　３の(1)、軍用地の土地取
引の現状についてに関する御質問にお答えいたします。
　軍用地の土地取引の全てについて、県で把握するこ
とは困難でありますが、国土利用計画法により知事へ
の届け出が義務づけられた一定面積以上の土地売買の
件数は、平成20年度以降12件であり、いずれも県内在
住者による購入であります。

　同じく３の(2)、軍用地の土地取引の規制について
との御趣旨の御質問にお答えいたします。
　県では軍用地取引の内容の詳細について確認できな
いことから、県経済への影響を把握することは困難で
あります。なお、外国人等による我が国の安全保障上
重要な土地の取引については、今国会において安倍総
理大臣が、関係省庁間の連携を図り、与野党の議論も
注視しながら、いかなる施策が必要か検討を行う旨述
べられていることから、県としては国の動向に注意を
払いたいと考えております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　５、沖縄県関係職員連合
労働組合（県職連合）についての御質問の中の(1)、
県職連合の位置づけについてお答えします。
　いわゆる県職連合は、県との労使関係においては、
地方公務員法上の職員団体や労働組合法上の労働組合
に該当しませんが、憲法第28条の労働基本権により組
織することが保障されている労働団体であると認識し
ております。
　同じく(2)、県職連合の集会等に参加する県職員に
ついてお答えします。
　県職連合による集会や運動に関し、県職員の参加状
況については把握しておりません。
　同じく(3)、県職員の法令遵守と指導についてお答
えします。
　地方公務員法第58条は、公務員が全体の奉仕者とし
て職務に従事する特殊性に基づいて、一般の労働関係
諸法令の適用を除外する旨を規定しています。県職員
も、その身分の特殊性から、地方公務員法第36条の政
治的行為の制限を初めとする各種の義務や制限が課さ
れているところであり、職員が法令を遵守すべきこと
は当然のことであると考えております。今後も、政治
的行為の制限等も含めて周知徹底を図り、職員の遵法
意識の向上に努めてまいりたいと考えております。
　同じく(4)、県職連合事務所の減免措置の理由と活
動内容についてお答えします。
　県職連合の事務所については、同組合からの申請に
基づき、その主な事業・活動内容が組合員である県職
員の労働条件の維持改善・福利厚生等に関することで
あることから、沖縄県公有財産規則第29条に基づき使
用を許可し、使用料は、行政財産の使用許可に係る使
用料の減免基準に基づき全額免除としております。
　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。
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　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　７、我が党
の代表質問との関連についての(1)、保育士確保のた
めの公定価格における賃金改善の指導等についてお答
えいたします。
　保育士の処遇改善については、国において、毎年
公定価格の改定が行われ、平成24年度から30年度ま
で約11％の処遇改善が図られております。また、平
成29年度から技能・経験に応じて、月額5000円以上
４万円以下の新たな処遇改善を実施しております。保
育士の賃金改善に充てることが求められている額につ
いては、県及び市町村において、保育所が提出する実
績報告と給与台帳を照らしながら確認しております。
また、県の指導監査において、保育士給与等の処遇改
善や年休取得状況等の労働環境についても現場で確認
を行っているところでございます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　県知事に対する抗議決議に対しての
答弁なんですが、全く答弁になっていないと思いま
す。謝花副知事が選挙演説したわけじゃないのですか
ら、私は、県知事に尋ねて対応を求めているのであり
ます。お願いします。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　私も４月の抗議の際には
本当に市議会の決議ですので重く受けとめさせていた
だきまして、またそのことはしっかり知事にお伝えし
ますというふうにお答えさせていただいたとおりでご
ざいます。知事にもお話ししましたところ、知事から
は、知事当時の抗議決議の発端となりました石垣市長
選挙の際の発言が、当時の複数の石垣市民から聞こえ
てきた声が、南城市長選において複数の南城市民から
聞こえてきた声と似通った部分があると考えてそのよ
うな発言をしたものだということで、決して南城市民
を愚弄するとかそういったことではないというような
話があったところでございます。
　いずれにしましても、今回の件につきまして県とし
ましては、しっかりと地元の民意を尊重しながら、さ
らなる県勢発展のために尽力してまいりたいというふ
うに考え、先ほどのような答弁をしたところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　今の副知事の話は、この言った内容
には何の謝罪するあれもないというような言い方です
ね。そういうことなんですね。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。

〇副知事（謝花喜一郎君）　南城市も石垣市もそうで
ございますが、現職と新人の争いの中で、やはり選挙
といいますのはどうしても現職に対する不満の声があ
るというような流れの中で、その不満の声について似
通った部分があるというようなことを演説の中でお話
をしたということです。市議会の抗議決議は、市民を
愚弄するものとかそういったことでございましたけれ
ども、知事に確認しましたら、そういった趣旨のこと
ではないというような話だったということでございま
す。
〇座波　　一君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時23分休憩
　　　午後３時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　今、謝花副知事からちょっと
したやりとりの説明があったわけですけれども、私も
政治に入りまして40年、座波議員の演説は聞いたこと
ないですけれども、その時々の仲間の演説含め、それ
ぞれの課題について私たちの見識と良心に基づいて、
いろんな形から話をしてきているんですよ。そして、
今回の場合もそれぞれの市においていろんな調査を
し、その中からこのまちづくりのどのような形で構築
をしていくかというのは、私は先輩議員のことも後輩
議員のこともみんなそれぞれ何百回、何千回と聞いて
おりますから、私の良心と見識に基づいて話をしたこ
とについて、どこそこの演説がどうだというような話
は、私からするとこれは多くの議員、政治家がいろん
な形で国政においてもお話をされている。こういう形
で話をされるということは、やはり私の責任と見識と
良識で話をさせていただいてきたというようなことを
申し上げる以外にございません。
　座波議員の演説も一度聞かせていただいて、参考に
させていただければありがたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　全くその重みを理解されていません
ね。本当に市議会が決議したんですよ、この内容に基
づいて。この今の知事のお話は、そういう選挙のとき
の演説というのは多々あるものだと言わんばかりのこ
となんですが、今回のそういう抗議決議に対しては、
全くの問題なしと考えているということでよろしいで
すか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　先ほども知事から答弁あ
りましたけれども、いろんなやりとりの中での演説だ
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ということですが、ただ市民を愚弄する意思があると
かそういったことでは決してないということで私も受
けとめたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　まちづくり、この合併した後のまち
づくりでいかにこの問題に注意を払って市長が取り組
んできたか、４つの町を一つにするというのがいかに
難しかったかということを、一緒になってやってきた
市民、議会に対して非常に失礼だということなんです。
ありもしないことを県知事たる者が言うっていうのが
許せないということです。
　次に移ります。
　広域都市計画についてなんですが、昭和45年にこれ
できているんですね。一向にこれはそのままでありま
す。市町村の考えを重視すると言っておりますが、南
部の市町村３市３町は、今の都市計画、非常に問題あ
りだと言っているんですよ。そういった問題は認識し
ていないんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　質問の区域区分のあり方につきまして、現在は南部
市町村のそれぞれの市町村から区域区分の廃止につい
ての特別な意見というのは出ておりません。今回実施
しております都市計画基礎調査をもとに今後意見交換
等も行いますので、その中で意見があればしっかり意
見交換を行いながら検討することは可能でございます
ので、しっかり市町村の声を聞きながら進めていきた
いというふうに考えております。
〇座波　　一君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時29分休憩
　　　午後３時29分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　座波　一君。
〇座波　　一君　正式な文書においての要請が出てい
ないというのかわかりませんが、明らかに今の那覇広
域都市計画の影響で、市街化調整区域が那覇広域都市
計画にしかないという、この市街化調整区域が非常に
発展を阻害しているというのは過言ではないんです。
これは調べてみればわかりますよ。聞き取り調査をす
ればわかりますから、ぜひその姿勢をもっと行動で示
してもらえないですか。南部の皆さんとお願いします。

〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほども答弁申し上げましたけれども、区域区分の
見直しは意見交換を行いながら適宜やっているという
ことでございまして、昨年６月に155ヘクタールの区
域を市街化区域に編入したということで、市町村の御
要望等しっかり聞きながらそういったことを行ってい
るところでございます。ですから、区域区分をするこ
とによってのメリットもございますし、そういったこ
とをしっかり分析しながら、市町村と意見交換を行い
ながら進め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）　座波　一君。
〇座波　　一君　那覇広域都市計画区域にしかない、
市街化区域というものがあることによってメリットが
あるというのはないんですよ。存在するメリット、今
あると言っていますけどないんです。今後もないとい
けないという理由がわからない。どうして那覇広域都
市計画区域にしか市街化調整区域がないのかというの
を答えてください。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほども答弁いたしましたけれども、区域区分の目
的は、既成市街地の効率的かつ集中的な公共投資、無
秩序な市街地の拡大による環境の悪化の防止、都市近
郊の良好な農地との健全な調和等を図ることでありま
す。また、区域区分を廃止した場合には、基盤が整っ
ていない地域へのばら建ち等の問題が懸念されるとい
うことから、土地利用をどのようにコントロールする
か、市町村の考えが最も重要だということで、県とし
ましては、市町村の意見をしっかり尊重しながら、市
町村の要望・相談に適切に対応していきたいというこ
とでございますので、市町村の意見をしっかり、今回
の基礎調査の結果を踏まえて意見交換をやっていきた
いということでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　区域区分がないところではどうなっ
ていますか。今、区域区分しているからバランスがと
れていると言っていますけれども、それがないところ
ではどうなっていますか。バランスとれていないん
じゃないでしょうか。区域区分がないところのほうが
多いんですよ、沖縄県は。
〇土木建築部長（上原国定君）　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時33分休憩
　　　午後３時34分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
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　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　線引き、区域区分を行っているのは那覇広域だけで
ございます。その他の都市計画区域では、区域区分、
線引きは行っていないということでございまして、今
回の基礎調査におきまして、それ以外の中部広域都市
計画区域初め、その他の区域についても分析等行って
いるところでございますので、今の御質問については
区域区分がないことによってどういった弊害があるか
ということについて、具体的にはちょっと申し上げら
れませんけれども、基礎調査の結果を踏まえて分析し
ながら意見交換を市町村とやっ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）　座波　一君。
〇座波　　一君　農地は農地で、農振法で守られてい
ますから、そこは適正に将来の都市計画も見直して、
なぜ那覇広域都市計画だけに調整区域が必要なのかと
いう、私はこの単純な疑問を投げかけているんです。
お願いします。
　ですから、冒頭で申し上げた南部はポテンシャルが
高いところであるがゆえに、本当に今後の沖縄の発展
の基盤となり得る地域だと思っていますから、土地利
用の緩和をぜひ求めたいと思っております。
　次に、墓地問題についても、まちづくりに都市計画
が影響しているところがあるんです。今言う市街化調
整区域は、建物ができない地域なんです。ですけど、
墓は建物じゃないものですから建てられるんですよ。
申請すれば建てられる。市町村に権限移譲されている
から、地域の住民が申請したら建てられるという、妙
な構図になってしまっているんです。そういう現状は
わかっていますか。
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）　墓に関しては、我々
指針というものを定めておりまして、その中では今後、
家族墓が増加していくだろうということで、そういう
墓の需要に対応するためには、市町村による公営墓地
を整備していく必要があると。それを将来するととも
に、一方で個人墓については、原則として許可しない
ようにというような方向で市町村に対して助言してき
ておりまして、今沖縄県の進むべき方向性としては、
そういう形でお墓の整備というのはなされていくべき
だろうというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　今の部長の発言どおりだったらいい
んですけれども、これ平成12年に指針ができているん
ですけれども、その後28年に権限移譲してはいるんで

すが、その間にそういうふうに進んだところ、本当わ
ずかしかないですよね。今でも方向性を見出し切れな
いでいるんです、市町村は。それどころか、個人墓地
がどんどんふえています。南部地域の先ほど言った市
街化調整区域に、那覇とか中部から来るんです、墓を
つくりに。そういうような状況が来ているんですよ。
そういうことがあるからこそ、指針のとおりに権限移
譲後も指導しているかということですよ。
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）　五月雨式ではござい
ましたけれども、24年から28年にかけて権限移譲し
てまいりました。今回は我々として、市町村において
適切にそういう行政が執行されたものと認識しており
ましたところでございます。
　今、この資料等を見てみますと、この整備計画をつ
くっている市町村も結構ございます。実際に公営墓地
を設置している市町村は19市町村ございまして、この
問題については２年前も座波議員と議論したことがご
ざいましたけれども、そのときに比較しまして公営墓
地の数も38から43にふえております。墳墓数も7717
基から8367基というふうにふえております。その面
では一定程度、指針の目指す方向は実現されていると
思います。ただ一方で、個人墓の許可というのも相変
わらず行われているようでございます。そういう実態
がございますので、我々としてはどうしてそういう個
人墓を許可しているのか、もうちょっと詳しい実態を
調べながら、必要であれば担当者等の会議を開いて、
市町村に対して改めて助言していくことも考えてみた
いというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　私は管理型とか、公営墓地に集約し
たほうがいいということを言っているわけですので、
そこを否定しているわけじゃなく、それの効果も出て
いるということはわかります。ですけれども、権限移
譲することによって個人墓建設がとまっているわけ
じゃありませんよということは認識してください。
　あと、県職連合についてなんですが、先ほどの部長
答弁も前部長と同じ見解でありました。適正な行動を
とるように周知徹底するということであります。14階
の事務所については、認めた理由が組合員の環境条件
のための組合活動だというふうに言っておりますが、
実際の活動状況というのは、はっきり言ってお知り
じゃないのかもしれません。これは、やはりここで政
治運動、政治活動がなされているということになって
いるんです。例えば、選挙シーズンに入ると、土日あ
るいは祝祭日に出てきてここでやっているという情報
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もあります。ですから、本来やってはならない県職員
が所属する組合連合となって、そこで政治活動をやる
という、これを公の県庁でやっているということにな
りますよ、県庁の事務所で。そういうことを私は指摘
しているんですが、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　先ほど県職連合の主たる活動として組合員の労働条
件の維持・改善ということが主体となっております。
また一方、県職連合においては、当然ながらいろいろ
主たる活動である職員の勤務条件の維持・改善を目的
とした活動のほかにも、社会的目的や文化的目的、あ
るいは政治的目的を持った活動も行っているというふ
うなことは聞いております。
　ただ、県職連合の団体としての活動は、地方公務員
法や労働組合法上の制限される規定はございません。
　一方で、職員の件ですけれども、先ほども御答弁さ
せていただきましたが、地方公務員法の36条で政治的
行為の制限という規定がございますので、そこはしっ
かり職員へ周知しながら法令遵守するよう取り組みを
進め、これからもしっかり取り組んでいきたいと思っ
ています。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　だから、36条に抵触するような行動
が、活動が行われているということを私は申し上げて
おります。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　まず、36条の基本的な考え方でございますけれど
も、基本的に地方公務員法では当然ながら全体の奉仕
者として、行政の中立性、安定性の確立であったりと
か、職員の政治的影響からの保護であったりとかいう
ふうな、いわゆる公務員の政治的中立性を確保するた
めに職員の政治的行為の一定の制限が課されている規
定が36条でございます。
　ただ一方、職員も国民の一人でございます。憲法等
が保障する表現の自由、または法のもとの平等、政治
的関係によって差別されない等、そういうふうな基本
的な原則は受けるものでございますので、職員が一国
民として政治的行為自体をやることについては法律違
反になるというふうなことでもございませんし、地方
公務員法、すぐにそれに違反するということでもござ
いません。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　いや、36条で政治的行為は制限さ
れていますよね。

〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　36条で規定している、特に２項のほうになるのか
なと思っていますけど、特定の政治的目的を持って行
う一定の政治行為、限定された形などの行為について
規定をされておりまして、それ以外についてはそれを
除外しているというふうな規定ではございません。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　規定、除外された行為とか、わから
ないんですけど具体的に言ってください。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　まず、一定の政治的行為
というものの前に、特定の政治的目的というのがござ
います。この特定の政治的目的というのが一定程度決
められて、限定的になっておりまして、例えば、特定
の政党その他の政治的団体等の、もしくは地方公共団
体の執行機関を支持する、または反対する目的、次に
公の選挙、投票等において特定の人または事件を支
持、または反対する目的、この目的の中において行為
が４つございますけれども、例えば、不特定多数に投
票するもしくはしないと促す勧誘行為、または不特定
多数に意向を明示した文書に署名するよう積極的にか
かわる署名運動、また、寄附金等の募集を企画し勧誘
するなどの寄附金等の募集行為、また、文書や図画等
を庁舎や施設等に掲示する掲示行為、これらの行為が
いわゆる政治的目的を持って行われる場合に制限の対
象になるということでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　今、総務部長はあたかも擁護するよ
うな答弁をしていますけれども、実態をまず調査し
て、それからまた討論したいと思います。このような
ことを、私もしっかり実態をまた見ていただきたいた
めに申し上げております。
　最後の、保育士の確保については本当に喫緊の課題
でありまして、公定価格の改定で処遇改善は進んでき
ているということについては評価いたしますけれど
も、そこでは公定価格で改定していってもまだまだ保
育士になりたい、あるいは勤めたいという保育士さん
がまだ不足であると。潜在保育士はたくさんいるんで
すね。子供たちも将来は保母さんになりたいとか、勉
強する子供たちもいるわけですよ、いまだに。学校に
も行くし。そういうことのためにも、しっかりとした
賃金条件も整えるためにも、運営する社会福祉法人に
対する人件費の確保のあり方、他の業種とのバランス
の問題も含めて、そういったものを指導すべきではな
いかという、この私の思い切った政策というのはそこ
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ら辺だと思いますが、どうでしょうか。
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（大城玲子さん）　保育士の確
保については非常に重要な課題でございますので、処
遇改善の人件費がちゃんと保育士に回るかどうかとい
うチェックは非常に重要なことだと思っておりまし
て、県としましても、先ほど答弁しましたとおり、指
導監査などにおいて指導強化しているところではござ
いますが、現在、社会福祉法人のガバナンスの問題も
ございますので、引き続き指導監査においてきちんと
見ていきたいと考えております。
〇座波　　一君　以上です。
　終わります。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後３時48分休憩
　　　午後４時６分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　座喜味一幸君。
　　　〔座喜味一幸君登壇〕
〇座喜味　一幸君　ちょっと数が少ないんですけれど
も、甚だ不満であります。
　一般質問をさせていただきます。
　１、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、知事の辺野古に新基地をつくらせない公約は、
もはや破綻しているのではないか。 
　(2)です。知事は、沖縄の基地過重負担は差別、自治
権侵害だ、国民ひとしく負担すべきと言うが、沖縄県
の応分の基地負担とは具体的にはいかようなものか。
　次に(3)、平成31年度予算要求額（特にＭＩＣＥと
の関連）において増額確保に向けた決意を伺いたいと
思います。 
　(4)であります。知事が新たに取り組んだ離島振興
の主な事業と成果について伺います。
　２、観光行政についてでありますが(1)、国の訪日
誘客支援空港に那覇空港、下地島空港が指定された
が、国の支援計画と県の取り組み・展望について伺い
ます。
　(2)は港湾についてですが、国の国際旅客船拠点形
成港湾に平良港、本部港が指定されたが、国の支援内
容と県の取り組み・展望について伺います。
　(3)、クルーズ船の寄港回数・観光客の大幅な増加が
今後も続くことが予想されております。課題と対策に
ついて伺います。
　(4)、全県Ｗｉ－Ｆｉ化とキャッシュレスの推進に
ついて伺います。

　３、農林水産業の振興についてでありますが(1)、
外国人就労支援人材の受け入れ事業計画が特区として
認められたようだが、具体的な内容と受け入れ体制及
び実施計画について伺います。
　(2)、収入保険制度の導入促進と課題について伺い
ます。
　(3)、農地法関連事務の市町村への移譲について伺
います。
　(4)、食品加工産業の振興と取り組み状況について
伺います。
　４、離島振興についてです。
　(1)、産廃・海洋漂着ごみ処理の広域行政化について
伺います。
　(2)、下地島空港の開港予定、事業内容及び誘客計画
について伺います。
　(3)、下地島空港周辺残地の事業提案者との基本合意
の見通しについて伺います。
　次に、我が党の代表の島袋大議員の質問の中の６関
連でございますが、自然環境、これ環境アセス条例の
関連でございますが、自然環境に配慮を欠いた事業は
どのようなものがあったか。なぜ、条例の改正に至っ
たのか。具体的に示されていなかったので、再度お聞
きします。具体的に辺野古の陸地部、埋め立て地部は
本条例の対象とは間違いなくならないのか、確認をい
たします。
　３番目に宮古島市議会において、本条例の施行延期
の要請決議の見通しとなっておりますけれども、その
辺の実態と現場との整合が十分にとれていない中での
条例施行となるのか、その辺をお聞かせください。
　後は、再質問します。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　座喜味一幸議員の御質問にお
答えをいたします。
　農林水産業の振興についてに関する御質問の中の３
の(1)、農業支援外国人の受け入れ体制と実施予定に
ついてお答えをいたします。
　農業支援外国人受入事業は、農業支援に必要な一定
の知識及び技能を有する外国人材を希望する農業経営
体に派遣する制度となっております。本事業の実施に
向けては、関係機関等で構成する適正受入管理協議会
を設置した後、特定機関として人材派遣を行う企業等
に対する事業説明会を開催する予定です。
　沖縄県としましては、関係機関等と連携し、本事業
を円滑に実施するため、必要な措置を実施してまいり
ます。
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　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。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、知事の政治姿勢に
ついての(1)、辺野古に新基地をつくらせないという
公約についてお答えします。
　知事は、辺野古に新基地はつくらせないことを公約
に掲げ、信念を持って取り組んでおります。
　沖縄県としては、沖縄防衛局に対し、留意事項違反
などを繰り返し指摘し、工事を直ちに中止するよう再
三にわたり行政指導を行っているところであります。
今後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古に
新基地はつくらせないという公約の実現に向けて取り
組んでまいります。
　同じく１の(2)、応分の基地負担についてお答えし
ます。
　沖縄県としましては、日米安全保障体制の必要性は
理解しております。しかしながら、戦後73年を経た現
在もなお、国土面積の約0.6％である本県に約70.3％
の米軍専用施設が存在する状況は、異常としか言いよ
うがありません。日本の安全保障が大事であるなら
ば、日本国民全体で考えるべきであります。
　県としては、このような基本認識のもと、過重な米
軍基地負担の軽減に取り組んでいるところです。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(3)、平成31年度沖縄振興予算の
要請額と増額の確保についてお答えします。
　県においては、これまでの振興施策の成果や課題を
踏まえるとともに、市町村や関係団体等の意見を聞き
ながら、大型ＭＩＣＥ施設整備に係る予算を含め、平
成31年度の所要額を精査しているところであります。
平成31年度は、沖縄振興計画の総仕上げに向けて取り
組みを加速させる重要な時期と捉えております。この
ため、沖縄振興予算の確保に向け、市町村等と協調し
ながら、内閣府沖縄担当部局と一層緊密に連携すると
ともに、内閣府沖縄担当大臣を初めとした関係要路に
対して、県と市町村等の意見や考え方を沖縄の声とし
て丁寧にお伝えし、御理解と御協力が得られるよう取
り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕

〇企画部長（川満誠一君）　１の(4)、知事が新たに取
り組んだ離島振興の主な事業と成果についての御質問
にお答えいたします。
　沖縄県では、住みよく魅力ある島づくり計画に基づ
き、さまざまな離島振興策を実施しており、平成27年
度以降に新たに取り組んだ事業については、おおむね
順調に推進しております。主な事業としましては、医
師供給体制緊急強化事業による医師の安定的な確保、
超高速ブロードバンド環境整備促進事業による基盤整
備率の改善、離島観光・交流促進事業による本島と離
島の交流促進及び離島における受け入れ体制の強化な
どの成果がありました。
　県としましては、引き続き島づくり計画に基づき、
離島振興に取り組んでまいります。
　次に２の(1)のア、那覇空港への訪日誘客支援につ
いての御質問にお答えいたします。
　訪日誘客支援空港制度は、観光立国の推進と我が国
の経済発展を図るため、訪日誘客の拠点として期待
できる地方空港を国が認定する制度です。同制度は、
ボーディングブリッジや手荷物搬送システム整備への
補助等、国際線受け入れ環境の高度化に資する支援を
重点的に行うものとなっており、拡大支援型・継続支
援型・育成支援型の３つの区分で認定されることとな
ります。那覇空港においては、那覇空港ビルディング
株式会社と沖縄県で構成する協議会から国土交通大臣
宛て申請し、昨年７月に継続支援型空港として認定を
受けております。
　県としましては、同社と連携して同制度の活用を図
り、那覇空港の機能強化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　２、観光行政につい
ての御質問の中の(1)イ、下地島空港への国の支援計
画と県の取り組みについてお答えいたします。
　下地島空港は、平成29年７月に訪日誘客支援空港の
育成支援型の認定を受けております。本認定により、
下地島空港においては、手荷物コンベアの整備に関す
る補助や国による国際航空商談会でのＰＲなど、訪日
誘客実現に向けた支援が受けられることとなっており
ます。
　県としては、事業者や関係機関と連携して、同制度
を活用し、誘客及び就航促進に取り組んでまいりま
す。
　同じく２の(2)、官民連携による国際クルーズ拠点
についてお答えいたします。
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　平良港及び本部港は、平成29年１月に官民連携によ
る国際クルーズ拠点に選定され、平成29年７月には
改正港湾法に基づき拠点形成港湾に指定されておりま
す。平良港においては、現在、国により14万トン級の
大型クルーズ船に対応する岸壁の整備に取り組んでい
るとのことであります。本部港においては、県が国庫
補助事業により20万トン級の大型クルーズ船に対応
した岸壁等の整備に取り組んでおります。
　次に４、離島振興についての御質問の中の(2)、下地
島空港の旅客ターミナル計画についてお答えいたしま
す。
　下地島空港の旅客ターミナル施設は、平成31年３月
の開業に向け、三菱地所株式会社により整備が進めら
れております。本事業は、国際線定期便、国内線ＬＣ
Ｃ定期便、プライベート機など、多様な航空需要を受
け入れるための旅客施設を整備、運営するものであり
ます。また、現在、県と三菱地所株式会社において、
国内線は成田や関西など、国際線は香港や台北などか
らの定期便就航を目指し、関係航空会社へ誘致活動を
行っているところであります。
　同じく４の(3)、下地島空港及び周辺用地利活用事業
の見通しについてお答えいたします。
　下地島空港及び周辺用地における第２期となる利活
用事業については、利活用候補事業の提案者との実施
条件協議をことし４月から開始しております。年度内
の提案者との基本合意書締結を目指して、条件協議を
進めることとしております。
　以上でございます。
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　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）　２、観光
行政についての御質問の中の(3)、クルーズ振興の課
題と対策についてにお答えいたします。
　県全体のクルーズ船の寄港回数は平成29年に515
回、外国人観光客数は約89万人となっており、今後も
順調に増加するものと予測しております。課題といた
しましては、クルーズ船が接岸できるバースの不足、
那覇港への寄港の集中、大型船寄港時のバス・タク
シーの不足などが挙げられます。そのため県では、関
係機関と連携しながらバースの早期整備を国等に働き
かけていくほか、離島や中北部への寄港の分散化を図
るとともに、今後バス・タクシー業界との意見交換等
も行っていきたいと考えております。
　同じく２の(4)、Ｗｉ－Ｆｉとキャッシュレスの推
進についての御質問にお答えいたします。
　県では、観光客の利便性を高め、満足度の向上を図

ることはリピーター化の促進や観光地としての安定的
な地位の確立につながるものと考えております。この
ため、県においては、平成28年度からフリーＷｉ－Ｆ
ｉの整備を進め、現在、県内約5600のアクセスポイン
トでＷｉ－Ｆｉが利用可能となっております。また、
キャッシュレスの推進につきましては、県内事業者を
対象としたセミナーを開催し、キャッシュレス化につ
いての周知、啓発に努めております。
　県としては、今後とも引き続き、県内のＷｉ－Ｆｉ
エリアの拡大に努めるとともに、キャッシュレス化の
推進により、観光客にストレスフリーな環境を提供し
ていきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　３、農林水産業の振
興についての御質問の中の(2)、収入保険制度の導入
促進と課題についてお答えいたします。
　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
量減少に加え、価格低下など農業者の経営努力では避
けられない収入減少を補償し、セーフティーネットと
しての役割を果たす制度となっております。当該制度
の導入に当たり、農業経営収入保険制度普及推進協議
会において普及推進に取り組むとともに、沖縄県農業
共済組合と連携し、説明会の開催やパンフレットの配
布などを行っております。課題としましては、農家へ
の周知徹底や要件である青色申告への加入促進を図る
必要があります。
　県としましては、今後とも、当該制度の活用を含
め、関係機関と連携し、農家の経営安定に取り組んで
まいります。
　同じく(3)、農地法関連事務の市町村への権限移譲
についてお答えいたします。
　農地法関連事務の市町村への権限移譲の状況は、平
成30年４月１日現在、農地の賃貸借の解除などに係る
許可などについて、南城市ほか12市町村、４ヘクター
ル以下の農地転用の許可に関する事務は南城市ほか６
市町村となっております。
　県としましては、地域住民との距離が近くなること
で、相談対応の拡充や標準処理期間の縮減が図られ、
住民サービスの向上につながることから、市町村への
説明会などを通して農地法関連事務の権限移譲を引き
続き推進してまいります。
　同じく(4)、食品加工産業の振興と取り組み状況に
ついてお答えいたします。
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　農山漁村に存在する地域資源を活用した６次産業化
の取り組みは、農林漁業者の所得の向上や農山漁村の
活性化を図る上で重要であると考えております。その
ため、県では、農林水産省の交付金を活用した６次産
業化支援事業やソフト交付金を活用した６次産業化人
材育成活性化事業により、１、相談窓口となる沖縄県
６次産業化サポートセンターの設置や加工・マーケ
ティングなどの専門家の派遣による個別支援、２、商
品開発、販路開拓及び加工販売施設などの整備に関す
る補助、３、個別研修による商品開発への助言指導な
どの支援を行っております。
　県としましては、今後とも、農山漁村の活性化を図
るため、６次産業化の取り組みを推進してまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　４、離島振興についての
御質問の中の(1)、離島における産廃・漂着ごみ処理
の広域行政化についてお答えします。
　離島地域については、産業廃棄物処理施設が少なく
規模も小さいため処理コストが割高となること、また、
処理できない廃棄物を他の市町村や沖縄本島などで処
理せざるを得ないことから輸送コストが割高となるな
どの課題があります。そのため、平成29年度から離島
廃棄物適正処理促進事業を実施しており、広域化や複
数の市町村による共同海上輸送、あわせ処理など効率
的な処理によるコスト削減、適正処理の促進について
検討しているところであります。また、海岸漂着物に
ついては、離島市町村の財政負担を軽減するため、国
の９割の補助制度を活用した回収・処理に努めている
ところであり、引き続き同補助制度の利用推進を図っ
てまいりたいと考えております。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の(1)、配慮を欠いた具体的事業と環境影響評
価条例の一部改正についてお答えします。
　沖縄科学技術大学院大学整備事業は、施行区域面積
約80ヘクタールと開発規模が大きいにもかかわらず、
条例の対象事業には該当しませんでしたが、自主的に
環境影響評価が実施された結果、河川環境への影響の
低減や造成面積の縮小等の環境への配慮がなされた事
業が実施されております。自主的に環境影響評価が実
施されなかった場合には、貴重な動植物の消失や景
観、赤土等の流出による環境への影響が懸念されたと
ころです。このような事業の実施状況等も検討し、条
例の一部改正を行ったところであります。

　同じく５の(2)、辺野古の埋め立てと環境影響評価
条例の一部改正についてお答えします。
　普天間飛行場代替施設建設事業については、埋立事
業が環境影響評価法、飛行場事業が沖縄県環境影響評
価条例の対象事業となっており、平成24年12月27日
に補正評価書の公告を行い、環境影響評価手続は終了
しております。また、両事業ともに工事に着手してい
ることから、改正条例の対象とはなりません。
　同じく５の(3)、環境影響評価条例の一部改正と市
町村への周知についてお答えします。
　県では、条例等の改正の検討に当たり、平成29年
11月８日付で、国等の関係機関や県内全市町村に対
して、同年11月29日を提出期限として意見照会を実施
しております。宮古島市からは、平成30年３月７日付
で意見の提出があり、同年３月27日付で県の回答を送
付しております。県では、条例改正の内容に関し、市
町村や関係機関に対して説明をしてきており、今後と
も、説明会等を開催し、国、市町村等の行政機関や県
民に対して、条例改正の内容について丁寧に説明して
まいります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　知事、今回の議会においでいただ
くのは大変健康回復に頑張ったほうがいいなという思
いがありまして、非常に複雑な気持ちで臨んでいるわ
けです。知事という重責を担うとやはり病気というの
は大変なものだなという複雑な思いでありますが、健
康回復はぜひともに心から祈っております。
　ちょっと順不同になりますけれども、観光振興につ
いてちょっと伺わせていただきたいんですけれども、
訪日誘客支援空港、特に那覇空港は継続型ですが、下
地島空港、育成支援型になっております。今回のこの
指定で、私はちょっと大きな期待もしておりますが、
具体的に県としてこの制度を通して何がどう大きく改
善されるのか、また、大きく今の開発が伸びていくの
か。その辺もちょっと教えていただきたいのですが。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　一部繰り返しになりますが、今回、訪日誘客支援空
港の育成支援型の認定を受けまして、下地島空港にお
きましては、手荷物コンベアの整備に関する補助、ま
た国による国際航空商談会でのＰＲなど、訪日誘客実
現に向けた支援が受けられるということでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　僕は少しポイントがずれていない
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のかなと、これちょっと本気で議論していないのかな
という思いがありますが、ちょっと焦点を絞ってお聞
きしますけれども、１つは誘客の話は国が全面的に
ジェトロとかいろんなところの連携でもって動いてお
ります。それで、下地島空港がこの育成支援型で指定
されていて、特にこの指定を受けてほかの空港ではい
ろんな取り組みが始まっているんですけれども、下地
島空港における離着陸料、それから航行援助施設の使
用料等々について大きな特例がなされて、それを受け
入れて、これでもって伸びようとしている地域指定空
港もある。下地島空港が将来ＬＣＣを含めて入れよう
とするときに、この下地島空港をどうしようとしてい
るのか。県はどうしようとしているのか。その辺を具
体的に私は聞かせてもらいたい。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時34分休憩
　　　午後４時34分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　下地島空港が認定を受け
た育成支援型空港と申しますのは、訪日誘客に高い意
欲を既に持っているということが認められたことと、
一定の実績というものがまだないという状況で、我が
国の中で２空港、下地島空港のほかに長野県の松本空
港が認定を受けておりますが、これから国による伴走
支援、国がサポートしながら効果を上げていこうとい
う段階の空港を指しております。支援メニューとい
たしましては、着陸料補助でありますとか、それか
ら、新規就航・増便に必要となる経費の補助、これは
チェックインカウンターであるとか、チェックイン機
等のグランドハンドリングの経費を見ようとか、それ
から、国際線受け入れ環境もやる場合にボーディング
ブリッジであるとか、手荷物搬送システムランパス等
の経費を補助しようという内容となっておりまして、
下地島空港はこれから大きく伸びるという前提で認定
をされたものだと考えております。
〇座喜味　一幸君　土木のほうは具体的に、今の具体
的な空港の離着陸料を含めてのこういう話というのは
大きな課題なんだよ。これを議論してないのか、今後
議論するんだったらするでもいいんだけれども、土木
としてどうなっているのか聞かせてもらいたいんです。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど企画部長からも説明がありましたが、この訪
日誘客支援空港育成支援型というのは、まだ訪日誘客
の実績がないところでございまして、高い意欲を持っ

ているということが評価されて指定されております。
今後、ターミナルビルの施設が供用されまして、国際
線等も就航がふえていくというような形で、今後伸び
ていくことについての支援でございますが、着陸料等
につきましては、これまで同様他の空港と同じような
形で運用していくということで、特別な着陸料等の支
援を受けられるわけではないということでございま
す。
〇座喜味　一幸君　本当にいいのかな、これで。
〇議長（新里米吉君）　回答はちゃんとやっています
から。質問でやってください。
　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　ちなみに先ほど答弁の中で三菱地
所の開港に向けては、平成31年の３月というような
答弁がありましたけれども、初年度の入客見込み、そ
れから32年度の見込み、そして向こう５年度の計画
等々、フルプランでこの下地島空港にどれくらいのお
客さんが来るのか、その辺は把握していますか。
〇土木建築部長（上原国定君）　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　三菱地所が実施する旅客施設の整備が供用開始後、
年間航空旅客数の目標としまして、平成33年度に30
万人、平成37年度に57万人となっております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これぐらい大きな計画を持って、
彼らは国のほうとの支援も受けながら外国のＬＣＣも
入れるというような動きがあります。それで、１つは
これからの残地料も含めてＬＣＣ航空が来る、航空パ
イロットの養成をしていくというような中において、
沖縄の県内の地方空港における今言っている離着陸料
等の軽減措置、それを実施していくというのが大変こ
れは大きな、飛行機を呼ぶのに大きな呼び水になる。
その辺をあわせて根本的な整備をしてもらいたい。そ
れから訓練場のＬＣＣのパイロット訓練等の際でも地
元から多分要請が上がっていると思うんですけれど
も、その辺の離着陸料等施設の軽減措置、これを進め
ていくということは大変大事なんで、あわせて石垣空
港、宮古空港含めて国際空港としての受け入れ条件と
いうものを整備していくためには今の問題点、大変大
きな課題になると思うんで、この辺を議論しているの
か、今後議論していくのか。その辺を教えていただき
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たいんですけれども。
〇土木建築部長（上原国定君）　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時41分休憩
　　　午後４時44分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　現在、沖縄県空港の設置及び管理に関する条例の中
で、航空機の普通着陸料及び特別着陸料を当分の間次
の表のとおりとするということで定められておりまし
て、航空機の重量が15トン以下の航空機はゼロ円。航
空機の重量が15トンを超える航空機は本則の20％に
相当する額、特別着陸料は本則の30％に相当する額と
いうことで割り引いた額になってございます。今回、
下地島空港の旅客がふえていくという形でも、これは
県内の空港全てに適用されている着陸料でございます
が、同じように、他の空港と同様な取り扱いで運用し
ていくというふうに考えております。
　あと訓練の使用料につきましては、今現在、下地島
空港が一般会計から繰り入れをしている状態で運用し
てございます。ですので、この着陸料をその管理に用
いているという部分がございますので、訓練使用料の
低減につきましては、収支の状況をしっかり精査しな
がら慎重に検討していく必要があるのかなということ
で、今後その下地島空港の利活用の状況を見ながら検
討していきたいというふうに考えてございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　三菱地所との基本合意みたいなも
の、あるいは将来計画を詰めていく中で、この話は重
要な案件だったと思うんですけれども、土木の担当
は謝花副知事ですよね。何か先ほどの率から言うと、
ちょっと甚だ納得いかぬのだけれども、沖縄の那覇を
離発着する空港は６分の１というような措置が講じら
れていて、願わくば下地島空港もこういう特例の中で
取り扱っていくことが極めて有益な魅力ある空港とし
て発展するんで、それ預かりとして基本的に詰めてい
ただきたいなと思うんですがどうですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　議員御指摘のように、那
覇空港については国管理空港ということで、着陸料の
低減がなされています。ただ、県管理の地方空港にお
いては、先ほど土建部長が答弁したとおりとなってお
ります。ただやはり、下地島空港全体として活性化す
るというような流れの中において、またもう一つ、使
用料、訓練使用料について、実はせんだってＬＣＣの

バニラエアが先島就航に当たって県のほうに御挨拶に
いらっしゃったときに、同様な要請を受けたところで
ございます。この件につきましても、土建部長が答弁
したことが基本ではございますけれども、やはり全体
としていかに下地島空港を活性化させるかということ
を、やはり極めて重要な課題でございますので、その
社長の方にもお話ししましたけれども、県としてぜひ
下地島空港の活性化、これ重要な施策でございますの
で、全体として使用の量を大きくする中で、料金の低
減ということを図ることができるよう検討したいとい
うようなお答えをしたところでございます。ぜひ、今
後も検討させていただければと思います。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　その辺よろしくお願いします。
　それから、クルーズ船の関連ですけれども、平良港、
石垣、もちろん那覇はもう全国のベストテンの中にク
ルーズ船の回数が入ってきている。それで平良港の今
年度平成30年度の見込み数というのは御存じですか。
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）　お答えい
たします。
　県全体でことし662回見込まれている中で、平良港
は154回の寄港が見込まれているところでございま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　私の仕入れた情報では、平成30年
度としてはもう195回というような数で、ほぼ台風と
か来なければ、来るぞというような数字が出ている。
135回からもう200回近く来る。本部にしてもそうい
う状況。それで今、国を含めて受け入れ体制の整備を
しなければならないという課題で、このみなとみら
い、要するに受け入れのまちづくりというような方向
で動いている。宮古島市では幸いにも国の内閣府に音
頭取ってもらって、みなとみらい指針検討委員会とい
うのかな、まちづくりの、始めた。私は県管理の本部
のほうが少しおくれているのではないのかなと。もう
工事も始まって供用開始も間近い宮古に比べて、北部
の本部、それは県の事業主体になっていまして、その
辺が国と県との連携がうまくいっているのか、なぜ少
しテンポがおくれているのか。情報がちょっと県はお
くれているんじゃないのかというふうな思いがありま
して、この辺についてあわせて本部へのクルーズ船へ
の受け入れ体制の整備含めて、県の取り組み、これ少
しスピードアップしなければならないと思っているん
ですけれども、その辺いかがですか。
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〇土木建築部長（上原国定君）　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。
　　　午後４時50分休憩
　　　午後４時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　本部港におけるクルーズ船の受け入れ体制としまし
て、本部港はことし３月に、県はゲンティン香港社と
法定協定を締結しておりまして、現在、20万トン級の
大型クルーズ船に対応した岸壁等の整備に取り組んで
おります。また、ＣＩＱ機能等を備えた旅客ターミナ
ルにつきましては、ゲンティン香港社において、岸壁
の供用に合わせて整備する予定となっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　受け入れ体制含めて地域にしっか
りとしたお金があって、地域経済に資するような受け
入れ体制の整備が急務でありますからよろしくお願い
します。
　時間がありませんので、農林水産業の振興の中の収
入保険制度の導入促進と課題についてですが、これは
特に沖縄県において干ばつ、台風被害が多い。その中
で若者の定住化を図っていくために、その収入保険制
度というのは極めて有用な制度だと思っております。
それで、導入に当たって実際にその保険の制度を適用
したときに、青色申告している人が対象となる。そう
いう人たちをふやさない限りこの保険制度というのが
生きない。そういう意味でこの青色保険制度を、保険
を申告している農家の戸数、全体の農家戸数の何ぼが
その青色申告しているのか。それが数字が出ればその
人たちしか対象にならない。それについてちょっとお
答えください。
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。
　農家戸数自体は約２万戸近くですけれども、今現在
記帳されているのが3121件というふうに聞いており
ます。3121件でございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　僕がちょっと聞いた情報では、
1300件くらいしかないのかなと思ったんですけれど
も。この収益を補償するというのは、今農家にとって
極めて大変大事であって、台風があってごめんなさ
い、干ばつがごめんなさいじゃなくして、青色申告し
た報告の９割が補償されるような仕組みでありますか

ら、これをしっかりと普及していく。そして、農業共
済組合を活用するんであれば、そこの体制をしっかり
として、内容を詰めていかなければ、今のままだった
らこの保険制度活用し切れない。そういう意味でその
辺をしっかりと取り組んでいただきたいと思うんです
けれども。
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。
　この収入保険制度については、全国、農水省が推進
しているところでありまして、これについては農水省
含めて沖縄県についても機会あるごとに説明しており
ますし、またきょうも名護のほうで説明しているとい
うのを聞いております。そういう中で組織的に推進す
るということで、平成29年８月14日付で沖縄県農業経
営収入保険制度普及推進協議会、これは総合事務局あ
るいは県の関係機関、あるいはＪＡ等含めてその組織
立てをしてそこを中心に今普及啓発をやっております
ので、ぜひこの辺については関係機関を含めて漏れが
ないような普及啓発をしっかりやっていきたいという
ふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　この制度は本当に農家を生き返ら
せる大事な保険制度ですから、しっかりと促進してい
ただきたいなと思います。
　次に、農地法関連事務の移譲についての話をしない
といかぬくらい現場というものは非常に膠着している
からあえてこの問題を出しますが、この行政改革推進
本部、それ総務部になるんですか。その中で農地法等
に絡む分を速やかに移譲するというような実施計画が
出されているはずなんですが、ちょっとその辺答弁い
ただけますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時57分休憩
　　　午後４時58分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　新たに沖縄県行政運営プログラムというのを４月か
ら策定したのは実行しているところでございます。そ
の中で、行政プログラムを進める上では、重点実施項
目、それと進捗管理項目、個別推進項目と３つの分類
でいわゆる行政運営を進めていこうというふうな取り
組みを計画の中で位置づけておりまして、その中で特
に市町村の権限移譲につきましては――失礼しまし
た、重点実施項目として市町村への権限移譲の推進と
いうことで、小規模町村を含むおおむね10市町村以上
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に移譲している水道法、農地法、旅券法及び沖縄県屋
外広告物条例に基づく事務を重点移譲事務ということ
で行政運営プログラムに位置づけているところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　行革法、二十何年だったかな、平
成24年だったかな、定められた権限移譲の促進という
のはもう言われているんだけれども、富川副知事、農
水の担当にもなっておりますけれども、いろんな観光
振興含めて今沖縄の土地利用を含めた大きな変化が起
きている。それで、その中で田舎に行きますと、特に
我が島は51％の耕地率ですから、農振農地法の転用の
話がこの阻害要因となっているという多くの起業家か
らの話がありまして、あえて私はこれを出しているん
ですけれども、願わくば現地に最も通じている農業委
員会、地元の市町村にこの農地法の行政事務を速やか
におろしてもらうべきだと。これもう経済人は先ほど
の都市計画の調整区域の話もベースは同じだと思いま
すから、今これを僕は、副知事、これ先頭になって沖
縄の振興と自然を保護する農業保全するというような
トータルとしての判断を今しなければ、現場に任せっ
きりだったらば硬直している。そういう思いがあって
きょう提案いたしますので、農水部も農水部で頑張っ
ておりますけれども、その辺をトータルとして沖縄県
の発展のためにどうあるべきかというぜひともにいい
方向での議論をしていただきたいと思うんですが、副
知事どうぞ。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　座喜味議員の御質問にお答
えいたします。
　今おっしゃったことはこれからぜひ検討していきた
いと思っております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　ちょっと農水部長、これ、宮古島
市、あえて言いますけれども、宮古島市は農地法、そ
の他の指定、それから水というのが大きな障害になり
つつある。ぜひともに宮古島市には丁寧な協議をして
いただいて速やかに移譲してもらいたい。その辺の見
通しをぜひともによろしく。
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。
　先ほど答弁させてもらった中の市町村のほうも、意
見を聞きながら今調整させてもらっている中で、宮古
島市のほうについての人員体制のほうも課題というふ
うに聞いておりますので、議員がおっしゃるように、
地元のほうでの農地法等の権限移譲等含めて意見交換

しながら対応させていただきたいというふうに思って
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これは僕本当に大きな下地島空港
残地も含めて、環境問題もこれ時間がないからやりま
せんけれども、農地の転用、農地法の問題、農振法の
問題、いろんな保安林等の指定の問題がもう今大きな
障害となっておりますので、その辺はぜひよろしくお
願いしたいと思います。
　知事の政治姿勢の中で、時間がありませんから、31
年度の予算要求の中でＭＩＣＥの500億近い予算の一
括交付金でするときに、今のソフト交付金が同じパイ
の中でこれが進められたら、もうとてもじゃないが大
きな影響がある。その辺についてどういう覚悟を持っ
て予算化を確保していくのか、よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時４分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　ＭＩＣＥの整備事業の御質問でございますが、施設
整備に関する事業はこれまでも全体として一定規模の
実施がなされておりまして、施設整備事業、いわゆる
継続、新規も含めまして、全体の進捗管理を徹底する
ことで大型ＭＩＣＥ施設の整備に関する費用について
も捻出を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）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　率直に申して、500億あったソフ
ト交付金が今400何十億まで絞られた。その中でＭＩ
ＣＥの500億というものを二、三年で完成していくと
いうことは、単純に言うと250億相当の金が二、三年
で飛ぶ。それが一括交付金にしわ寄せしてくる。とい
うことは、今主要なこの観光を含めた離島振興含めた
教育環境含めたソフト交付金の事業というのが圧縮さ
れる。こんな生半可な、どの事業を圧縮するから頑張
りますで済むようなこれスケールの問題じゃないんで
すよ。それをどう克服するか。今回の予算要求の大き
な焦点、課題というのがこれだと思うんですよ。これ
に対して真剣に取り組まなければ、一括交付金がなく
ても県単ででもこれをやる覚悟があるのかというぐら
いのこれは覚悟を持って予算要求していかないと、別
枠ででも確保していきますというような政府とまじに
交渉して確保していかなければ、次年度予算というの
はとんでもない結果になるという危機感を私持ってお
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ります。このあたりどうですか。
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）　お答えい
たします。
　大型ＭＩＣＥ施設につきましては、経済界からの強
い要望がございますし、沖縄経済をさらにダイナミッ
クにするためにも必要な施設だと思っております。基
本的に建設費多額なものでございますので、ぜひ一括
交付金を獲得できるように精いっぱい頑張っていると
ころでございます。
　以上でございます。
〇座喜味　一幸君　ありがとうございました。
　終わりますけれども、この問題は政治的な知事三役
が先頭にならぬと話になりません。それだけは指摘し
ておきたいと思います。
　どうもありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　一般質問、本日最後。物は考えよう
で、ラッキーセブンの又吉清義ですので、しっかりと
また質問をさせていただきます。
　まず１点目、基地行政についてであります。
　翁長県政の任期中、一日も早い危険性除去の実現に
向けたこれまでの実績について伺います。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えいたします。
　県は、これまで普天間飛行場の危険性除去について、
普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会におい
て、政府と協議を行い、具体的な取り組みを求めてま
いりました。その結果、政府においては、県外におけ
る一時的な訓練を実施しているほか、県の要望等を踏
まえ、普天間飛行場所属の全機種を対象とした離着陸
回数調査を実施しております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　毎年これをお聞きしているんです
が、本当にあんまり中身がないなというのを痛感しま
す。ですから、本日私あえて、どうせ実績は余り期待
できないだろういうことで、多分実績はこういうこと
じゃないかと思いますよ。この４カ年間、任期中、ま
ず経費は全て県民の大切な税金で賄われ、裁判を絶え
ず繰り返すことに明け暮れた。１億円以上も費やさ
れ、裁判はことごとく敗訴をしたが、結果を受け入れ
ることができない知事。これが一日も早い危険性除去
をまた延ばす。
　また２点目に、普天間飛行場の閉鎖、返還は一日も
早い危険性の除去が原点であったが、みずからのイデ

オロギーで一日も遅い危険性の除去にすりかわった。
　３点目に、平穏な辺野古地区は、基地反対者が行う
反対運動行動は何でもほぼ許される無法地帯化し、辺
野古地域のほぼ全住民が日常生活に支障を来す事態が
多々生じるようになった。
　４点目、県外、国外から多くの基地反対運動の方々
が辺野古区を訪れ、観光立県として入客数がふえた。
　私はこの４点に尽きると思いますがいかがでしょう
か。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　裁判をやって一日も遅い
ですとか、無法地帯ですとかいろいろありましたけれ
ども、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去、それ
はやはり国においても５年以内の運用停止ということ
を安倍総理が前知事との間で約束をしまして、沖縄県
においてもそれをぜひ具体的に、そのスケジュールな
ども示してもらいたいということを作業部会、そして
協議会においても求めてきたところでございます。県
政においては、先ほど公室長も答弁しておりますけれ
ども、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去の実現
に向けて、しかも、この普天間飛行場の一日も早い危
険性の除去というのは、もう県議会も全会一致を上げ
てやっていただいておりますので、決議していただい
ておりますので、県政もしっかり国に対して求めてま
いり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）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　４点否定しないところは、全て当
たっているということで解釈させていただきます。
　希少サンゴの採捕について、防衛局の許可申請手続
の対応方についてお伺いします。
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。
　沖縄防衛局から提出されましたレッドリスト掲載サ
ンゴに係る特別採捕許可申請については、平成30年３
月20日及び４月５日にオキナワハマサンゴ９群体に
係る３件の申請と、４月17日にヒメサンゴ１群体に係
る１件の申請がなされております。オキナワハマサン
ゴに関しては、その食害対策の考え方に合理性が見ら
れないとの判断から、５月18日に文書で説明要求を
行ったところ、６月６日に回答書が提出されておりま
す。ヒメサンゴに関しては、その生き残りに影響を及
ぼすと考えられている海藻のサンゴモ類の取り扱い等
において疑義があったことから、６月14日に文書で説
明要求を行ったところであります。これらの申請に対
しては、現在審査を継続しており、引き続き、沖縄県
漁業調整規則の趣旨に沿って、厳正かつ適切に対応し
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てまいりたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　この中で、本当にヒメサンゴ、本当
にお姫さんみたいにかわいいんでしょうねと私は思い
ますよ。私はこう思いますよ。自然を愛し大切にする
ことは、我々人間がこれからも生きていく上で大切な
ことです。それ以上に、今生きている人間の命、生命
を守ること、安全の確保はさらに重要で完璧でなけれ
ばなりません。
　そこで再度伺いますが、宜野湾市を初め、その隣接
する市町村の人口約35万人の命と安全を確保するこ
とを揺るぎない原点として、普天間飛行場移設、返還
が合意されました。
　そこで伺います。
　今申請されているヒメサンゴ、大きさ、数を教えて
もらえませんか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時14分休憩
　　　午後５時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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。
　オキナワハマサンゴが９群体、サイズについては５
センチ程度、ヒメサンゴについては２群体で１センチ
程度というふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　そうですよね。人間の命、ヒメサン
ゴ１センチ程度の２群体、すばらしいですね。35万人
の命。皆さん、もっと真剣に考えましょう。自然は大
事にする、大事です。
　何はともあれ、防衛局は人々の命を守り、自然を守
り、オキナワハマサンゴ、ヒメサンゴを大切に保護し
たい、保護したい。その理念のもとに採捕許可申請を
提出されていると解するが、担当部局はどのようにそ
れを受け取っておりますか。
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。
　防衛局からの申請等につきましては、現在審査も継
続しておりますけれども、引き続き沖縄県漁業調整規
則の趣旨に沿って、厳正かつ適切に対応しているとい
うふうに認識しております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　そうですよね。それいいですよ、行
政ですから。ですからあえてお尋ねしますよ。通常な
ら45日以内に判断し許可される。半年たった今日、担
当部局はなぜ判断できないんですか。

〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時17分休憩
　　　午後５時17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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。
　特別採捕許可の運用に関しては、近年県民等からよ
り透明性のある事務と処分に関する判断等に、より十
分な説明責任を果たすことが求められているところが
あります。そのため、事実関係の確認や慣例、委員会
での審議内容、あるいは論文等関係資料の精査につい
て、従来より時間を要しているのが事実であります。
　県としましては、当該事務の標準処理期間を念頭に
置きつつ、今後も沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿っ
て、厳正かつ適切に対応してまいりたいと思っており
ます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　厳正かつ適切にするんだったら許せ
ますよ。しかし、今日の皆さんの状態、一言で言えば
こういうことだと思いますよ。担当部局が判断しあぐ
ねている状態は、35万人近くの人の命を軽んじてい
るとしか私は見えません。軽んじているとしか。本当
に真剣に考えるんだったら、もっと真剣に考えてくだ
さい。そして、現に県の皆さん、どのようにそれを保
護していいか皆さんも迷っているのは事実でございま
す。
　次の質問に移らせていただきます。
　辺野古ゲート前で取り組まれている知事支持者の行
動の実態についてお答えください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　キャンプ・シュワブのゲート前において、抗議活動
が行われているのは承知しておりますが、具体的にど
のような方々がどのような行動をされているかは承知
しておりません。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　皆さん、知事公室長のほうでも、毎
日２人は現場に派遣されているんですから、それも見
てください。海だけ見るんじゃだめですよと私そう言
いましたよ。海を見るのは考えなくてもできる。皆さ
ん、現場も見てください。時間がありませんので、こ
れ今回特別に取り上げません。
　次に行きます。
　辺野古撤回について、県のその根拠並びに時期につ
いて伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
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〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。
　撤回の時期については、法的な観点や日々の国の動
き等を想定して検討し、知事の責任において判断する
ことになるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから、この撤回も皆さん、私は
聞くたびに非常に疑問でならないんですよ。まずこの
撤回についてなんですが、平成29年、今から約１年以
上も前、３月25日、突然知事は言い始めました。そし
て、今月の６月12日のタイムスでは、法律違反などが
あればちゅうちょなく撤回をすると。そして６月20日
も、環境保全などについて看過できない事態となれば
ちゅうちょなく必ず撤回すると、重ねて強調しており
ます。今法律違反もありません。看過もありません。
そして、また公室長自身も、本会議であらゆる動きを
見ながら判断すると。それもいいでしょう。このよう
な内容は、他力本願的で、相手がミスすることを待ち
構えているようにしか思えない。本来の行政のとる姿
勢、対応とは到底考えられないし、また普天間飛行場
の移設、返還の原点である一日も早い危険性の除去が
すっかり置き去りにされ、すりかわり、県民をあおり、
だましているとしか私は理解できません。県民の願い
である基地問題を解決するためには、今まさに行政が
あるべき姿で判断し、公平公正な行動を起こすこと、
自覚するべきだと思いますがいかがですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになりますが、
県は、埋立承認に付した留意事項に基づく事前協議や
サンゴ類の移植を初めとしました環境保全措置などに
ついて、沖縄防衛局への行政指導等を行っていること
も踏まえ、日々の国の動きなど全体的な流れを勘案し
ながら、あらゆる状況を想定して検討し、県としてしっ
かりと対応してまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　あえて申しませんけれども、よろし
いですか、この皆さん。埋立承認の取り消しは取り消
しましたよ。皆さん、このように過去に裁判の結果、
高等裁判の結果に当時従った知事がいましたか、いま
せんでしたか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　沖縄県は、最高裁判所の
判決に従い、埋立承認取り消しを取り消しました。こ

れによりまして、前知事が埋め立てを承認した原点に
戻り、辺野古問題に関するその後の行政手続について
は、公有水面埋立法に基づく埋立承認が適法であるこ
とを前提に対応することとなります。ただ前知事の埋
立承認が適法であることを前提とするにしても、承認
後に生じた後発的な事情の変化によっては撤回が可能
であると考えております。
〇又吉　清義君　議長、休憩してください。
　最高裁の結果に、これまでに最高裁の判決の結果
に、これまでに従った知事はいましたか、いませんで
したかと聞いているんですよ、これまで。
〇議長（新里米吉君）　それは、認めた上での今話を
していますから、後半の部分が。
〇又吉　清義君　ごめんなさい。全然認めたとは聞い
ていませんけれどもね。撤回を頑張っているとしか聞
いていないけど。だから、過去にそういう知事はいま
したか、いませんでしたかですよ。
〇知事公室長（池田竹州君）　県は、最高裁判決に従
い埋立承認の取り消し処分を取り消しましたというふ
うに発言しております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　済みません。もう少しわかりやすく
言ったほうがいいと思いますよ。埋立承認取り消しを
取り消したんでしたら、早く皆さん、頑張れと言った
ほうがいいですよ。全く逆なことしていますよ。県民
に埋立承認取り消しを取り消したということは、埋め
立てをもう認めて、早くやってもらいたいというふう
に理解してよろしいわけですね。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　これも繰り返しになっ
て恐縮ですが、埋立承認が適法であることを前提とす
るにしましても、承認後に生じた後発的な事情の変化
によっては撤回が可能であるというふうに考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　後発的によっては撤回が可能、そん
な言い方するよりは、サンゴの採捕許可申請も早目に
45日以内に出すと。だからさっきは他力本願と言いま
したよ。撤回を期待するんじゃなくて、いかに基地問
題を早目に解決するか。皆さん、スタンスを間違えて
いますよ、これは。正直言って。往生際が悪いですよ、
はっきり言って。
　次、キャッシュレスについてお伺いいたします。
　観光産業についてですが、まず(2)、キャッシュレス
化が県経済や観光に及ぼす影響についてどのように把
握しておられるか。
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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）　お答えい
たします。
　アジアを含めた外国人観光客につきましては、クレ
ジットカードやスマートフォン等での支払いへのニー
ズが高く、県内において外国人観光客の消費の機会損
失を少なくし、消費支出の拡大を図るためには、県内事
業者等のキャッシュレス化の推進が今後重要となると
考えております。具体的なキャッシュレス化の効果の
事例としまして、平成28年１月に日本クレジットカー
ド協会が実施いたしました浅草の仲見世商店街におけ
るクレジット利用動向の調査結果がございます。それ
によりますと、クレジットカード支払いによる購入金
額は、現金支払いの購入額に比べ1.6倍となるという
結果が出ております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　強くは聞きませんから心配しないで
くださいね。軽くしか触れませんから。
　訪日外国人観光客が消費する金額、これが非常に観
光立県として大事かと思うんです。この2016年は日本
全体で約３兆7000億です。2020年、2030年度はど
のように伸びるか皆さん御存じでしょうか。
〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君）　休憩願い
ます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時27分休憩
　　　午後５時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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）　申しわけ
ございません。今手元にその数字がございません。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　いいですよ。軽くしか言いません。
一応2020年には約８兆円の市場です。2030年には15
兆円となるぐらい知らされているんですよ。
　そこで、この訪日客は何に困ったか。外国、インバ
ウンドの方々、日本に観光に来て困った３つ、４つの
ポイントがあります。どのような点に困っているか御
存じですか。
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）　以前、県
のほうで調査した結果によりますと、たしかＷｉ－Ｆ
ｉを使えない、それから言語での、お店で言葉が使え
ない、それからクレジットカード等、現金以外のお金
が使えない、今ちょっと、とりあえず３つだけ今出て

きておりますけれども、もう一つ今ちょっと確認中で
ございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　本当に今部長がおっしゃった３点、
これ深刻な悩みなんですよ。どんなに1000万、2000
万人、人が来ようが買い物ができなければお金落ちま
せんよと。だからそのポイントが両替が不便、クレ
ジットカード、キャッシュ、こういうふうになってい
ると。ですからあえてこれ聞いているわけです。
　もう一点伺います。
　この我が沖縄県に来るインバウンド、アジアでどの
国が多いですか。
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）　お答えい
たします。
　１番は台湾でございます。あと中国、香港、韓国、
いわゆる北東アジアの４カ国地域が８割程度を占めて
いるというふうに理解しております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　そうですよね。ですから、この今部
長が述べた国々、キャッシュレス化はどのぐらい進ん
でいるか御存じですか。
〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君）　休憩お願
いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時31分休憩
　　　午後５時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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）　手元の世
界銀行からの出典の調査結果でございますけれども、
各国のキャッシュレス決済比率の状況ということで、
世界の中で韓国が89.7％、中国が60％ということで、
世界の中で韓国と中国がかなり高いという調査結果が
出ております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから、先ほどこの沖縄に来るイ
ンバウンドの方々、韓国、中国、台湾多いですよね。
国々でそのぐらい進んでいるわけですよ。こういった
方々が、沖縄の普及率11％、買い物しませんよという
ことになると思いますよ。ですから、そこできょうの
新聞にも載っていましたよ。このキャッシュレス化で
座間味村、それについて皆さん、どう思いますか。
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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）　お答えい
たします。
　今私どもがアジア地域以外にも西洋のほうから、
ヨーロッパのほうからもたくさんお客様を誘客しよう
としております。特に西洋の方々というのは、座間味
等、そういった自然の美しいところを好まれます。そ
ういった意味では、本島のみならず、離島のほうにも
キャッシュレス対応が十分できるように、そういっ
た取り組みをしなければいけないと思っております。
きょうの新聞で琉銀さんがそういった取り組みを共同
でされているということがわかったところでございま
すけれども、県としても、本島のみならず、離島も
キャッシュレスの対応が十分行き届くような形の取り
組みを民間のほうとも連携しながら進めていきたいと
いうふうに思っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから結論ですけれども、あえて
申し述べますが、まだ皆さんがキャッシュレス化に向
けては、相変わらずセミナーしかしないと。もうこん
なの時代おくれですよと。こうやって民間が既に実用
化していますよと。これよりもまだ進んでいるんです
よ、まだ。あと４倍ぐらい。民間では。そういうのを皆
さん、セミナーだけじゃなくて、セミナーに進んでい
る業者を呼んで、もう実践に入ったらいかがですかと
私は言いたいんですよ、ずっと。セミナーだけしてい
たらやられますよ。皆さん、まだセミナーという意識
しかないから困るんですよ。セミナーじゃなくて実践
を我が沖縄県の民間企業もやった。ほかの企業でもま
だ進んでいます。この程度じゃないですよ。皆さん、
考え方どうですか。セミナーよりもっとハイレベルな
位置にレベルアップしていただけませんか。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　県のキャッシュレスにつき
ましては、御指摘のとおりでございますが、政府の平
成30年に出たリポートの中にもキャッシュレスに向
けてという報告書がありました。その中でも日本が一
番おくれているという御指摘がございます。
　その中で、県としましては、機会費用が大きいとい
うことで、商工労働部のほうでプロジェクトチームで
ありますが、キャッシュレスについて検討しておりま
す。ただ一言にキャッシュレスと申しましても、たく
さんの多種多様な形態があります。カード間の決済、
それから仮想通貨を使った決済、それから携帯を使っ
た決済、非常に複雑に入り組んでおりまして、今プロ

ジェクトチームをつくって、この機会費用がないよう
にということで、商工労働部のアジア推進会議で検討
しているところでございます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　いいですか、副知事。そこの考えが
間違いなんですよ。だから言っているんですよ。その
考えは完全に捨ててください。ここも無料ですよと。
今民間で貸す、無料ですよと、端末機。この程度、レ
ベルじゃないですよ。皆さんが情報に疎過ぎる、余り
にも。これはぜひ頑張ってください。この手のレベル
じゃないというのをしっかりわかってください。民間
はもっと進んでいる。金もかかりません。はっきり
言ってかかりません。皆さん、かかるという考えその
ものが間違いです。民間で既に開発したということ
を、これも無料と書いてあるんですよ、皆さん。新聞
読んでくださいよ。どうですか副知事。もう一度御答
弁ください。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　先ほども申し上げましたよ
うに、民間も含んで、民間も決済もありますけれど
も、実際のところはメジャーの決済の企業とか、非常
にいろんな利害関係もありまして、そこで現実の面で
今対応して苦慮しているところでございます。ただ
ですぐできるということをおっしゃいますけれども、
やっぱりちゃんと日本がおくれているということも含
めて、今検討していますので、御理解いただきたいと
思います。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　やはり意見がかみ合いませんね。今
だからこそ日本の企業救えるんですよ。皆さんがもた
もたしている間に、外部投資家から全て手おくれです
よ。ですから今取り入れてください、知ってください
と言っているんですよ。いろんな企業、やられますよ。
この程度じゃないですよ。あえて皆さんがこういう考
えでしたら、２年後、やられてからアキサミヨーしな
いでくださいよ。
　次、行きます。
　ちょっと時間がありませんので飛ばしたいと思いま
す。
　駐労センターについて伺います。
　建物の使用状況についてどのようになっているかお
伺いします。
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）　駐労センターでご
ざいますけれども、正式名は沖縄県立駐留軍従業員等
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健康福祉センターでございますけれども、それの活用
状況についてなんですが、健康福祉センターにつきま
しては、利用者数の減少に加えまして、平成17年に
実施した劣化診断、施設の診断で、施設の一部につい
て取り壊しが必要な状況の結果が出てきたことなどか
ら、平成18年度以降、劣化部分等を閉鎖しまして、比
較的劣化が進んでいない別棟を活用して駐留軍離職者
対策センターが今業務を行っているような状況でござ
います。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　一部取り壊しが出てきたところなん
ですが、皆さん、これでいいのかなと思いますよ。取
り壊しは、皆さん、去年の９月の委員会で予算が幾ら
かかって、新年度に引っ越すとまで約束しましたよ。
なぜそれができてないんですか。その理由は何ですか。
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）　離職者センターの
引っ越しの話でございます。
　これにつきましては、我々も去年から、次期、次の
場所を探していただきたいということでお願いしてま
いりました。ちょっとその場所の選定がおくれている
ものですから、今年度いっぱいで何とかということで
１年間は延ばしている状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　議会で皆さんは、去年そこまで言い
切ったんだから、２月議会では、これはおくれていま
すよというのが当然だと思いますよ。皆さん、取り壊
しの費用も計上し、引っ越しすることも年内には行い
ますというような中で、いざ楽しみにしていたら全く
何も変わっていないじゃないですか。
　そこで伺いますが、今後この取り壊しは、じゃ年内
にさせましょう。この跡地利用に関しては、どのよう
な計画を持っておられるか。
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）　まず県有地でござ
いますので、取り壊した跡といいますと、そこはまず
県庁内でどういった利用ができるかというような内部
でも希望をとります。その中から適切な利用方法があ
れば、それを選定していくというような流れが出てき
ます。それ以外に、そういうのが出てこなければ、あ
とは民間の活用にも提供するかというような段階に
なっていくかと思います。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ぜひ地域ともそういうお話をしてい
ただきたいなと、民間を活用するのか、民間に売買す
るのか。当時皆さんが求めた価格、埋立後、低価格で

購入いたしました。価格を知っているものですから、
すごいなということで、あえてやはり恩恵を受けたか
らには恩も返していただければなと思いますので。
　次、仮設避難港についてお伺いいたします。
　現状はどのようになっているかお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　仮設避難港の現状に
ついてお答えいたします。
　宜野湾市大山の仮設避難港でございますが、まずそ
の護岸部分でございますが、護岸は海岸保全施設と
なっておりまして、現在、老朽化した施設の調査や長
寿命化計画の策定を行う等、適切に管理を行っている
ところであります。また、護岸背後の土地につきまし
ては、法定受託事務により県が管理する国の行政財産
であります。現在、県の資材置き場として利用してお
ります。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　本当にあそこにある３万平米以上の
土地がこういう状態になっているんです。しかし、こ
の中で御存じのとおり、浦添から宜野湾への北道路も
開通いたしました。北谷から那覇空港まで15分足らず
で行きます。西海岸、そして浦添のほうもキャンプ・
キンザーでしたか、返還されて、今まちづくりが進ん
でおります。この仮設避難港、県はどのような計画を
持っておられるかお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　仮設避難港の活用につきましては、まず県が管理し
ておりますが、行政財産の用途を廃止いたしまして、
普通財産として国へ引き継ぐ必要があると考えており
ます。現在、国から既設護岸の整備、桟橋の撤去及び
土砂の撤去を求められております。今後、地元宜野湾
市と連携して、課題解決に取り組んでいきたいと考え
ております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　部長、そこで本題に入りますが、皆
さん、これ21世紀ビジョン計画、平成24年度からは、
あの一帯はどういうまちづくりをしたいと明記されて
いますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時44分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えします。
　西海岸地域の開発のあり方について、行政連絡会議
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等が開かれておりまして、企画部主体の会議でござい
ましたが手元に資料がございませんので、ちょっと計
画の名称、今申し上げることができませんが、海岸一
帯の良好な開発を行うための一連の構想のようなもの
があるというふうに認識はしております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　部長、寂しいこと言わないでくださ
い。皆さんの21世紀ビジョンですよ。これ読み、当
たっていますよ。本当に、今西海岸道路もできた、開
通もした。的外れじゃないですよ。皆さん、ちょこっ
とだけ読みましょうね、もう本当は皆さんに説明して
もらいたいんですが。観光関連施設の集約を図り、快
適で魅力ある世界水準の都市型オーシャンフロント・
リゾート地の形成を目指しますと。今観光立県って、
皆さん、世界水準目指そうとしているんですよ。海・
空・自然、当たっていますよ。頑張ってくださいよ。
もう頭に入りましたか。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　今議員が読み上げたとこ
ろは、21世紀ビジョンの基本計画の中にきっちり書か
れていると思います。浦添市から宜野湾市、そして北
谷に至る海岸線、西海岸線を連担としてつながってお
りまして、そこをやはり世界的な観光水準のコースタ
ルリゾートとして形成するというような記述がたしか
あったと思っています。これを踏まえまして、沖縄県
におきましては、たしか二十六、七年ごろに宜野湾市
と県と連携いたしまして、その構想の実現に向けて、
さまざまな議論をしたことがございます。これはた
だ、その時点においては、いわゆるこの宜野湾市のほ
うにＭＩＣＥの施設との関連性があって、そこの関連
でこのいわゆる仮設桟橋の活用の仕方についても、議
論がなされたということは承知してございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ぜひ大きい夢を持って、私はこの読
みは当たっていると見ていますよ。本当に世界最高の
観光立県を目指す。こういったフロント構想を目指
す。その目の前には、60ヘクタールのまだ開発でき
る大山ターブックヮもありますよ。一緒にまとめて頑
張っていただきたいんですが、部長、頑張るというふ
うに理解してよろしいですか。もう頭に入ったかと思
いますが、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時47分休憩
　　　午後５時48分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。

〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　21世紀ビジョン基本計画における趣旨では、宜野湾
市、それから先ほど謝花副知事が申し上げましたが、
北谷町から宜野湾市、浦添市まで沿岸に都市が連担す
る地域については、海浜公園、自転車道、遊歩道等の
一体的な整備を促進するとともに、観光関連施設の集
積を図り、快適で魅力ある世界水準の都市型オーシャ
ンフロント・リゾート地の形成を目指すということで
ございまして、この趣旨は、中南部都市圏の駐留軍用
地跡地周辺整備検討調査の中に趣旨として盛り込んで
おりますので、今申し上げた方向で整備を推進してい
くという考えでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　とにかくこの構想の考えは私は当
たっていると、随分将来を見抜いているなと思いま
す。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
　もう時間がありませんので、最後に６番目、沖縄県
関係職員連合労働組合についてお伺いします。
　(2)の県職連合組織で政治集会や辺野古反対運動に
参加する県職員の現状を把握しているかどうか伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　県職連合によりますと、集会や運動に関しまして、
県職員の参加状況については把握しておりません。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　じゃこの活動について、地方公務員
法の第36条について、もう一度伺いますが、政治活動
の制限について、もう一度どのように認識しているか
確認いたします。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　まず一般職員につきましては、地方公務員法第36
条によりまして、政党の結成等への関与や特定の政治
的目的を持った勧誘運動など、一定の政治的行為が制
限されておりまして、これまでも職員に対しまして通
知等により適宜注意喚起をしているところでございま
す。一方、いわゆる県職連合の活動に職員が参加する
ことにつきましても、職員も一国民としての政治的行
為の自由を有する意味におきましては、そのこと自体
が直ちにいわゆる法律違反になるというものではない
というふうに考えております。ただ当該活動への職員
の参加状況については、個別には把握はしておりませ
んが、制限の趣旨について、引き続き職員への周知徹
底を図り、具体的な問題事案等がありましたら、法の
趣旨に照らし合わせまして、適切に対応していきたい
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というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　部長もなかなか言いづらいだろうと
思いますが、逆に私が読み上げましょうね。まず10月
４日、浦添市屋富祖に県職労の皆さん、全員集まれよ
と。照屋寛徳さんのビラ配布をしますと。発信地沖縄
市泉崎１丁目２の２県庁舎14階、沖縄県関係職員連合
労働組合。名前も出ていますよ。御存じじゃないです
か。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　申しわけございません。
把握をしておりません。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　もっと把握してくださいよ、してい
なければ。
　まず組合員の運動の正義、反戦平和、政治闘争等を
します。御存じでしたか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　県職連合の活動の中身ということでございますが、
県職連合は職員の勤務条件の維持改善を目的とした活
動のほか、社会的目的や文化的目的、あるいは政治的
目的を持った活動を行っているというふうには聞いて
おります。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから、それ以外に政治闘争も目
的にあるということをぜひ知っていただきたい。じゃ
なぜこんな活動をしちゃいけないんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時53分休憩
　　　午後５時53分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　県職連合の活動のほうで
ございますが、職員でありますと組合の活動は地方公
務員法上の制限がございます、先ほど答弁させていた
だきましたが。県職連合は職員以外の組合員等もござ
います。あわせて、県職連合の団体としての活動は、
いわゆる地方公務員法及び労働組合法上の制限はござ
いません。よって、その意味におきましては、県職連
合の団体としての活動は、いわゆる適法であるのかな
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。

〇又吉　清義君　時間が、要するに、部長もよく御存
じだと思いますよ。公務員である皆様方がこういう活
動をすることにより、公平公正な政治ができない。政
治ができないと、判断を誤ると、だからやるなという
ことが私は趣旨だと思います。そうしたら、これにす
ごいことが書いてありますよ、皆さん。これは、こう
いう活動をすることによって、県当局に対して一定の
影響を与えることになるのです。ですからみんな頑張
ろうと。チラシまで出ているんですよ。見てください、
皆さん。これが趣旨ですよ。
〇議長（新里米吉君）　時間です。オーバーしていま
す。
〇又吉　清義君　だからこんなことをやっちゃいけな
いから、やるなと言っているんですよ、皆さん。部長、
今理解できましたか。理解できましたか。予算も幾ら
出ているかわかりますか。
〇議長（新里米吉君）　時間です。時間がもう既に
オーバーしています。
〇又吉　清義君　わからなければ、自分で、はい、もう
終わります。自分で、よろしいですか。資料をもらっ
てきてください。一発でわかります。そういうのを期
待して、ぜひ政治活動云々はちゃんと慎むべきものは
慎む。あるべき姿で頑張ってくださいということを部
長から励ましてください。よろしいですか。答弁要り
ません。
　大変ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　この際、お諮りいたします。
　沖縄全戦没者追悼式の準備のため、明６月22日は休
会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、明６月22日は休会とすることに決定いたし
ました。

――――――――――――――――――
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。
　次会は、６月25日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時55分散会
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議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

平成30年６月25日（月曜日）午後７時22分開議

議　　事　　日　　程　第５号
平成30年６月25日（月曜日)

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第19号議案まで（質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（43名) 

議　長  新　里　米　吉　君  21 番  花　城　大　輔　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  22 番  又　吉　清　義　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  23 番  末　松　文　信　君
２　番  玉　城　武　光　君  25 番  渡久地　　　修　君
３　番  親　川　　　敬　君  26 番  玉　城　　　満　君
４　番  新　垣　光　栄　君  27 番  仲　村　未　央　さん
５　番  次呂久　成　崇　君  28 番  照　屋　大　河　君
６　番  宮　城　一　郎　君  29 番  仲宗根　　　悟　君
７　番  大　城　憲　幸　君  30 番  崎　山　嗣　幸　君
８　番  金　城　泰　邦　君  33 番  具志堅　　　透　君
９　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  38 番  新　垣　清　涼　君
13 番  西　銘　純　恵　さん  39 番  瑞慶覧　　　功　君
14 番  平　良　昭　一　君  41 番  狩　俣　信　子　さん
15 番  上　原　正　次　君  42 番  比　嘉　京　子　さん
16 番  当　山　勝　利　君  43 番  大　城　一　馬　君
17 番  亀　濱　玲　子　さん  46 番  照　屋　守　之　君
18 番  當　間　盛　夫　君  47 番  仲　田　弘　毅　君
19 番  上　原　　　章　君  48 番  翁　長　政　俊　君
20 番  山　川　典　二　君	 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　席　議　員（３名)
31 番  金　城　　　勉　君  45 番  糸　洲　朝　則　君
37 番  嘉　陽　宗　儀　君	 	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（２名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
副 知 事 富　川　盛　武　君
副 知 事 謝　花　喜一郎　君

政 策 調 整 監 吉　田　勝　廣　君
知 事 公 室 長 池　田　竹　州　君
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総 務 部 長 金　城　弘　昌　君
企　画　部　長 川　満　誠　一　君
環　境　部　長 大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 大　城　玲　子　さん

保健医療部長 砂　川　　　靖　君
農林水産部長 島　尻　勝　広　君
商工労働部長 屋比久　盛　敏　君
文 化 観 光
スポーツ部長 嘉手苅　孝　夫　君　

土木建築部長 上　原　国　定　君
企　業　局　長 金　城　　　武　君
病院事業局長 我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者 伊　川　秀　樹　君

知 事 公 室
秘書防災統括監 前　原　正　人　君

総 務 部
財 政 統 括 監 宮　城　　　力　君

教 育 長 平　敷　昭　人　君
公 安 委 員 会
委 員 長 阿波連　　　光　君

警 察 本 部 長 筒　井　洋　樹　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長 金　良　多恵子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長 池　田　克　紀　君

代表監査委員 當　間　秀　史　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　長  平　田　善　則　君  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた知事翁長雄志君は、治療
及び検査のため本日の会議に出席できない旨の届け出
がありました。
　この際、申し上げます。
　副知事から発言を求められておりますので、これを
許可します。
　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　本日、翁長知事が本会議
を欠席するに至りました経緯を御説明いたします。
　翁長知事においては、４月末に膵臓腫瘍部の切除手
術を行い、この間、治療・リハビリを行いながら、今
議会の対応を行っているところであります。しかしな
がら６月18日の前回治療後に、次の治療日程につい
て６月22日と調整いたしましたが、同日は病院側の都
合がつかないため翌週に行うことで調整を進めていた
ところ、22日の夕方、病院側から25日、本日ですが、
治療及び検査を行うよう連絡がありましたので、本日
の本会議を欠席せざるを得なくなりました。翁長知事
は、できるだけ県議会に影響が出ないよう治療等を行
うことを考えておりましたが、結果として議会を欠席
することとなり、大変心苦しく思っております。
　多くの重要な議案の審議をお願いしている県議会を

欠席することにつきましては、知事にかわり議員各位
に深くおわびを申し上げます。
　議員の皆様方には、このような事情を御賢察の上、
御理解を賜りますようお願いを申し上げます。
〇議長（新里米吉君）　この際、申し上げます。
　本日、知事が欠席することについて、議員各位に対
する十分な周知がなされず本会議の開会がおくれ、混
乱を来しましたことを議長としておわびいたします。
　これより今後の会議の運営について、議会運営委員
会において御協議願いたいと存じます。
　暫時休憩いたします。
　　　午後７時24分休憩
　　　午後７時41分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　本日の会議は、都合により延会いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本日はこれをもって延会することに決定い
たしました。
　次会は、明26日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって延会いたします。
　　　午後７時41分延会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

平成30年６月26日（火曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第６号
平成30年６月26日（火曜日)

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第19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　乙第１号議案から乙第19号議案まで
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第５号議案　 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部

を改正する条例　
　　　　　　乙第６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７号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第９号議案　工事請負契約について　
　　　　　　乙第10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11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12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13号議案　訴えの提起について　
　　　　　　乙第14号議案　仲裁について　
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について　
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について　
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第19号議案　専決処分の承認について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（46名)

議　長  新　里　米　吉　君  ６　番  宮　城　一　郎　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  ７　番  大　城　憲　幸　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  ８　番  金　城　泰　邦　君
２　番  玉　城　武　光　君  ９　番  西　銘　啓史郎　君
３　番  親　川　　　敬　君  10 番  新　垣　　　新　君
４　番  新　垣　光　栄　君  11 番  座　波　　　一　君
５　番  次呂久　成　崇　君  12 番  比　嘉　瑞　己　君
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13 番  西　銘　純　恵　さん  30 番  崎　山　嗣　幸　君
14 番  平　良　昭　一　君  31 番  金　城　　　勉　君
15 番  上　原　正　次　君  33 番  具志堅　　　透　君
16 番  当　山　勝　利　君  34 番  島　袋　　　大　君
17 番  亀　濱　玲　子　さん  35 番  中　川　京　貴　君
18 番  當　間　盛　夫　君  36 番  座喜味　一　幸　君
19 番  上　原　　　章　君  37 番  嘉　陽　宗　儀　君
20 番  山　川　典　二　君  38 番  新　垣　清　涼　君
21 番  花　城　大　輔　君  39 番  瑞慶覧　　　功　君
22 番  又　吉　清　義　君  41 番  狩　俣　信　子　さん
23 番  末　松　文　信　君  42 番  比　嘉　京　子　さん
25 番  渡久地　　　修　君  43 番  大　城　一　馬　君
26 番  玉　城　　　満　君  45 番  糸　洲　朝　則　君
27 番  仲　村　未　央　さん  46 番  照　屋　守　之　君
28 番  照　屋　大　河　君  47 番  仲　田　弘　毅　君
29 番  仲宗根　　　悟　君  48 番  翁　長　政　俊　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（２名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 翁　長　雄　志　君　
副 知 事 富　川　盛　武　君
副 知 事 謝　花　喜一郎　君
政 策 調 整 監 吉　田　勝　廣　君
知 事 公 室 長 池　田　竹　州　君
総 務 部 長 金　城　弘　昌　君
企　画　部　長 川　満　誠　一　君
環　境　部　長 大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 大　城　玲　子　さん

保健医療部長 砂　川　　　靖　君
農林水産部長 島　尻　勝　広　君
商工労働部長 屋比久　盛　敏　君
文 化 観 光
スポーツ部長 嘉手苅　孝　夫　君　

土木建築部長 上　原　国　定　君

企　業　局　長 金　城　　　武　君
病院事業局長 我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者 伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監 前　原　正　人　君

総 務 部
財 政 統 括 監 宮　城　　　力　君

教 育 長 平　敷　昭　人　君
公安委員会委員 與　儀　弘　子　さん
警 察 本 部 長 筒　井　洋　樹　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長 金　良　多恵子　さん

人 事 委 員 会
事 務 局 長 池　田　克　紀　君

代表監査委員 當　間　秀　史　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　長  平　田　善　則　君  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、知事から、お手元に配付いたしました議案１

件の提出がありました。
――――――――――――――――――

〇議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、乙第１号議案か
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ら乙第19号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　糸洲朝則君。
　　　〔糸洲朝則君登壇〕
〇糸洲　朝則君　おはようございます。
　一般質問に入ります前に、翁長知事におかれまして
は、病魔と闘いながらの日々の公務、大変お疲れさま
でございます。知事の責任感の強さだと推察いたしま
すが、どうか体を大事になさってください。
　大病を患った人は人生の深さを知っているとは、あ
る先達の言葉でありますが、２度にわたる大病との闘
い、断固克服して大きく深い人生を生ききっていただ
きたいと念願し、質問に入らせていただきます。
　１点目に、世界自然遺産登録について伺います。
　中川雅治環境相は、世界自然遺産登録を目指す奄美
大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島について、国連
教育科学文化機関（ユネスコ）の諮問機関から、登録
延期が勧告されたことを受け、今年の登録は極めて難
しいとの見解を示しました。
　そこで伺います。
　(1)、登録延期に至った経緯とその理由について。
　(2)、県は、国の推薦を取り下げて再推薦する方針
を了承しておりますが、県の考えを伺います。
　(3)、返還された米軍北部訓練場をやんばる国立公
園に編入作業の取り組みと見通しについて伺います。
　(4)、登録延期の主な理由が、隣接する米軍北部訓
練場であることが明示されましたが、今後どのように
対応されるか伺います。
　(5)、辺野古新基地建設の世界遺産登録への影響に
ついて伺います。
　(6)、世界遺産登録に伴う観光客の増加対策につい
て伺います。
　(7)、緩衝地帯の要件を満たすためには、残り3500
ヘクタールの全面返還を求める声もありますが、県の
考えを伺います。
　２、干ばつ対策及び離島振興について伺います。
　去る５月29日から31日まで、公明党会派で南北大東
村の干ばつ被害調査及び島内視察を行ってまいりまし
た。貯水池の貯水量は、南大東村で28.2％、北大東村
で51％とのことでした。両村の説明によりますと、貯
水池の整備で南と北で差があることがわかりました。
北はほぼ整備済みでありますが、南は計画45カ所のう
ち18施設が供用され、２カ所が工事中とまだまだ計画
の半分にも達していない状況にあります。
　そこで伺います。

　(1)、南大東村の貯水池の整備について、今後の取
り組みについて、計画中の貯水池の完成時期及び関連
施設の整備について伺います。
　(2)、南大東村の自然池の貯水量をふやすための堆
積した汚泥や水草を取り除く事業への補助について伺
います。
　(3)、南北大東両村の農家の高齢化対策に外国人労
働者の活用をしてはどうか、今後の見通しについて伺
います。
　(4)、北大東村の地層改良事業の継続について。
　これは、モデル的に北大東村から始めるということ
で伺っていますが、結果が出るのは二、三年でこの成
果が出るとは考えられませんので、継続してこの事業
を補助していく県の対応が求められますので、そのこ
とについて伺います。
　(5)、沖縄県が申請する農業支援外国人受け入れ計
画、いわゆる特区が認められますが、南北大東両村を
初めとする小規模離島に優先的に配置できないかどう
か伺います。
　(6)、両村における簡易屠畜場の設置について伺い
ます。
　(7)、小規模離島における簡易屠畜場の設置につい
て、現状と将来展望について伺います。
　３、畜産振興について。
　最近、ヤギの飼養頭数が年々増加し、ヤギ料理が見
直され食肉としての人気が高まり、一部の家畜市場で
ヤギの取引が行われるなど、市場が活発化する中で１
農家当たりの飼養頭数も増加傾向にあるようです。
　そこで伺いますが、(1)、県内におけるヤギ農家の
現状及びヤギ肉の需要と供給の現状と将来の見通しに
ついて伺います。
　(2)、山羊経営技術指標の目的と活用について伺い
ます。
　(3)、ヤギの品種改良の現状と今後の取り組みにつ
いて伺います。
　(4)、アグー豚安定供給体制確立事業について伺い
ます。
　(5)、子牛の段階で肉質を評価するゲノミック育種
価評価導入について伺います。
　４、保健医療行政について。
　(1)、てんかん拠点病院の指定について現状と今後
の取り組みについて伺います。
　５、福祉行政について。
　(1)、去る６月１日に成立した改正生活保護法に基
づき、生活保護世帯の子供の大学などへの進学を支援
する進学準備給付金が創設されました。厚生労働省に
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よりますと、今月中にも各自治体で申請の受け付けを
開始し、早ければ今月下旬から、あるいは７月にかけ
て支給が始まる見込みと言っております。
　そこで伺いますが、ア、県内各自治体の取り組み状
況について伺います。
　イ、対象者はどれくらいいるのか、人数と予算につ
いて伺います。
　ウ、対象者への周知徹底が大事だと思いますが、そ
の取り組み状況について伺います。
　６、中小企業振興対策について。
　(1)、生産性向上などに向けた税制サポート。
　生産性向上特別措置法、いわゆる生産性革命法で
は、中小企業支援の一環として、固定資産税の減免幅
を自治体の判断でゼロ以上２分の１以下にすることな
どが盛り込まれております。中小企業庁によると、同
法の成立を受けて、これまでに1492の自治体が固定
資産税ゼロにするとの意向を示していると言われてお
ります。固定資産税ゼロの措置に取り組む自治体は、
ものづくり補助金やＩＴ導入補助金、小規模事業者持
続化などを優先的に受けられるようになります。また
同法と合わせて成立した改正産業競争力強化法には中
小企業のＩＴ導入加速化のための支援体制強化等も盛
り込まれており、県の対応について伺います。
　ア、この特措法を受けて、各自治体は導入促進基本
計画を策定し、特例率を２分の１以下にする条例の制
定が要件となっておりますが、各自治体の取り組み、
また県の取り組みについて伺います。
　イ、以下、具体的な項目について伺います。
　(ｱ)、設備投資に係る固定資産税の減免措置につい
て。
　(ｲ)、2019年まで延長されたＩＴ機器等の少額減価
償却資産の導入支援について。
　(ｳ)、交際費の損金算入特例措置についても2019年
まで延長されており、これらの活用状況についても伺
います。
　(2)、事業承継税制の拡充とその活用について。
　中小企業の事業承継税制の要件が2018年税制改正
で抜本的に拡充されました。例えば、相続税や贈与税
が猶予され、さらに、事業承継税制の適用後、５年間
で平均８割以上の雇用を維持しなければならないとの
雇用維持要件も撤廃されました。
　そこで伺います。
　ア、県内企業の84.3％、60歳以上の経営者の72.2％
が後継者不在で、その不在率はともに全国１位です。
毎年250社から300社程度が休廃業、解散しているよ
うであります。その主な理由は、後継者不在による事

業継続の断念と言われております。県はこの実態を把
握していますか。また、対策について伺います。
　イ、相談窓口である沖縄県事業引継ぎ支援センター
の体制及び取り組みについて伺います。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　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
ウガナビラ。
　糸洲朝則議員の御質問にお答えをいたします。
　干ばつ対策及び離島振興についてに関する御質問の
中の２の(5)、農業支援外国人の小規模離島への配置
についてお答えをいたします。
　農業支援外国人受入事業は、農業支援に必要な一定
の知識及び技能を有する外国人材を希望する農業経営
体に派遣する制度となっております。沖縄県は、６月
14日に国が開催した諮問会議において、区域計画の
認定を受けたところであります。本事業は、人材の派
遣を希望する農業経営体が外国人農業支援人材を派遣
する特定機関と派遣契約を結ぶ仕組みとなっておりま
す。
　沖縄県としましては、離島地域の市町村、農業団体
等と連携し、制度の周知に努め、農業経営体が同制度
を有効に活用できるよう、取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　１、世界自然遺産登録に
ついての御質問の中の(1)、登録延期に係る経緯と理
由についてお答えします。
　今回の世界自然遺産登録については、平成29年２月
１日に推薦書が国からユネスコの世界遺産センターへ
提出されました。平成29年10月には、自然遺産登録に
係る審査の一環として、ユネスコの諮問機関ＩＵＣＮ
による現地調査が行われました。県においては、国や
関係町村と連携しながら、ＩＵＣＮによる現地調査へ
の対応や追加資料要求への対応等、しっかりと取り組
んできたものと考えておりますが、ＩＵＣＮによる審
査の結果、記載延期が適当と判断され、ことしの５月
４日に勧告されたところであります。延期勧告の主な
理由として、１、分断された小規模な区域が複数ある
こと、２、北部訓練場返還地が推薦地に含まれていな
いことの２点が示されております。
　同じく１の(2)、推薦書の再提出に係る県の考えに
ついてお答えします。
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　今回の世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮの延期勧告
を受け、国において、推薦を一旦取り下げ再推薦する
という方針が、閣議了解の上、示されました。県にお
いては、ＩＵＣＮが示した課題に対応することが確実
な遺産登録につながると判断したことや、地元町村が
同意の意向を示していたことなどから、国の方針に賛
同したところであります。
　県としましては、ヤンバル地域及び西表島の世界自
然遺産登録に向け、これまで以上に国や地元関係団体
と緊密に連携しながら、示された課題にしっかりと対
応し、確実かつ可能な限り早期の遺産登録の実現に向
けて取り組んでまいります。
　同じく１の(3)、北部訓練場返還地のやんばる国立
公園への編入作業についてお答えします。
　北部訓練場返還地については、国による自然環境調
査の結果、脊梁山地を中心に高い林齢の亜熱帯照葉樹
林が広がる等、隣接するやんばる国立公園と一体的な
風景型式を有していることが確認されております。ま
た、地元国頭村及び東村から推薦区域の拡張に向け、
国立公園への早期の編入が要望されていることから、
国において、県や地元関係者との調整を踏まえ、返還
地の国立公園への編入作業が本年７月までの指定を目
指して進められております。
　同じく１の(4)、米軍北部訓練場に関する対応につ
いてお答えします。
　今回の世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮの評価報告
書では、北部訓練場については、推薦地に対する実質
的な緩衝地帯として機能し、景観の連続性や重要種の
生息に貢献していると記載されており、国において
は、審査に特段の影響はなかったものと考えていると
のことであります。しかしながら、県としましては、
北部訓練場についても自然環境豊かな重要な地域であ
ると認識していることから、引き続き訓練場内の自然
環境の状況について注視するとともに、訓練等による
影響が遺産登録の妨げになると判断された場合は、国
や在沖米軍に対して、影響を回避するよう要請するな
ど適切に対応してまいりたいと考えております。
　同じく１の(5)、辺野古新基地建設の世界自然遺産
登録への影響についてお答えします。
　海域である辺野古・大浦湾については、今般の遺産
の価値である陸域の生物多様性とは価値が異なってい
ることから、今回の世界自然遺産の推薦地とはなって
おりません。また、ＩＵＣＮの評価報告書では、辺野
古新基地建設について、世界自然遺産の保全に関して、
推薦地から離れていることが確認されたとしているこ
とから、県としましては、今回の審査において特段の

影響はなかったものと考えております。
　同じく１の(6)、世界遺産登録に伴う観光客の増加
対策についてお答えします。
　ヤンバル地域及び西表島では、世界自然遺産登録を
契機として、観光客数の増加、エコツアー等による特
定の場所への利用集中や遺産登録地への無秩序な立ち
入りなど利用形態の変化が予想されています。そのた
め、県においては、国及び地元関係機関と連携し、自
然環境の適正利用について協議を重ねているところで
あります。その結果、ヤンバル地域においては、やん
ばる森林ツーリズム推進全体構想を策定しており、ま
た、西表島については、西表島エコツーリズムガイド
ラインを策定することとしております。
　県としましては、世界自然遺産推薦地における観光
振興と自然環境保全の両立を目指して取り組んでまい
ります。
　同じく１の(7)、世界自然遺産登録のための米軍北
部訓練場の全面返還についてお答えします。
　ヤンバル地域の遺産登録に関して、さまざまな御意
見があることは承知しておりますが、今回の世界自然
遺産登録に関するＩＵＣＮの評価報告書において、北
部訓練場については、推薦地に対する実質的な緩衝地
帯として機能し、景観の連続性や重要種の生息に貢献
していると記載されております。
　県においては、ＩＵＣＮから示された課題にしっか
りと対応することが確実かつ早期の遺産登録につなが
るものと考えており、引き続き、国や地元関係団体と
の連携を緊密にし、早期の遺産登録の実現に向けて取
り組んでまいります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　２、干ばつ対策及び
離島振興についての御質問の中の(1)、南大東村の今
後の貯水池整備についてお答えいたします。
　県では、南大東村の農業用水を確保するため、畑面
から流れる雨水を水路で集めて貯留するための貯水池
を整備しております。南大東村の水需給計画では、45
カ所の貯水池の整備を予定しており、平成33年度まで
に20カ所が完成する予定となっております。残り25
カ所については、各貯水池の流域ごとに農地の区画整
理を行った後に整備する予定であります。また、関連
施設については、既に完成した貯水池の受益農地222
ヘクタールにおいて給水栓を設置しており、今後、貯
水池を整備するところは完了後に給水栓を整備するこ
ととなります。
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　県としましては、南大東村と連携し、引き続き貯水
池及び関連施設を整備してまいります。
　同じく(2)、南大東村の自然池のしゅんせつについ
てお答えいたします。
　南大東村の自然池については、石灰岩の空洞等を通
じて海とつながっているため、塩分濃度の高い状態
となっております。自然池のしゅんせつについては、
南大東村から要望があることから、県としましては、
しゅんせつによる農業用水の確保の検証を含め、国庫
補助事業等の活用の可能性を検討してまいります。
　同じく(3)、南北大東両村の農家の高齢化対策、外国
人労働者の活用についてお答えいたします。
　県では、新規就農者育成・確保のため、一括交付金
等を活用した沖縄県新規就農一貫支援事業による農業
施設・機械等の整備支援、及び農業次世代人材投資事
業による資金の交付などを実施しております。南大東
村及び北大東村の両村では、平成25年度から29年度
までの５年間で新規就農者13名に対し支援を行って
おります。また、一括交付金を活用した海外研修受け
入れによる農業農村活性化事業により、アジア・太平
洋地域の発展途上国からの研修生の受け入れ支援を行
い、両村で25年度から29年度までの間、延べ11名が
技能実習を行ってきております。
　同じく(4)、北大東村の土層改良事業の継続につい
てお答えいたします。
　北大東村の土壌は、酸性が強く、また緻密でかたい
ため、作土層が浅い傾向にあります。そのため、平成
24年度から県及び村により、心土破砕と酸度矯正を行
う土層改良事業を２地区で実施しております。今後、
県及び村では、これら２地区で土壌診断調査等を継続
的に行い、効果の持続性等を整理した上で、実施計画
を策定する予定としており、この計画に基づき新規地
区を導入する予定としております。
　県としましては、引き続き村及び関係機関と連携を
図りながら、北大東村の土層改良事業の導入を進めて
まいります。
　同じく(6)、南大東村、北大東村及び小規模離島にお
ける簡易屠畜場の設置についてお答えいたします。２
の(6)と２(7)は関連しますので、恐縮ですが一括して
お答えいたします。
　屠畜場の整備されていない南大東村、北大東村及び
小規模離島においては、既存の屠畜場に輸送し処理し
ていると認識しております。現在、県内には、沖縄本
島に２カ所、久米島町、宮古島市、石垣市及び与那国
町にそれぞれ１カ所、計６カ所の屠畜場が設置されて
おります。これらの屠畜場の運営は屠畜料金によって

運営されており、本島以外の屠畜場においては、屠畜
頭数が少なく維持経費等で経営的に厳しい状況にある
と聞いております。そのため南大東村、北大東村及び
小規模離島の屠畜については、現在ある屠畜場を有効
に活用することを検討していきたいと考えておりま
す。
　次に３、畜産振興についての(1)、ヤギ農家の現状
とヤギ肉の需要と供給の見通しについてお答えいたし
ます。
　平成29年12月末調査で県内のヤギ農家の戸数・頭
数は1408戸、１万616頭となっております。ヤギの頭
数は、12年ぶりに１万頭を超え、競り取引価格も高値
で推移し好調を維持しております。ヤギ肉の県内需要
は、平成29年度の県内生産量約64トンと県内への海
外輸入量約108トンを合わせた約172トンと推測され
ます。将来的には、輸入肉から県産肉への転換による
消費拡大を図っていくことを考えております。
　県としましては、引き続き、ヤギの生産振興に取り
組んでまいります。
　同じく(2)、山羊経営技術指標の目的と活用につい
てお答えいたします。
　県内のヤギ農家の経営安定を図ることを目的に、お
きなわ山羊生産振興対策事業を活用して、平成29年度
に山羊経営技術指標を作成しております。指標の作成
に当たっては、１、経営の条件、２、繁殖管理や飼料
設計などの飼養技術、３、労働時間や施設面積など経
営に係る項目を考慮しております。山羊経営技術指標
の活用により、生産農家の効率的経営につなげること
が期待されます。
　県としましては、引き続き、各種施策を推進し、ヤ
ギの生産振興に取り組んでまいります。
　同じく(3)、ヤギの品種改良の現状と今後の取り組
みについてお答えいたします。
　県では、これまでヤギの増頭や改良を目的に平成21
年度からおきなわ山羊生産振興対策事業などを実施
し、海外から肉専用のボア種を導入し、おきなわ山羊
の改良を進めております。具体的な取り組みとしては、
ヤギ肉量のさらなる増加を目指し、体型調査による大
型のヤギの保留と導入支援を実施しております。ま
た、生産農家の改良意識や飼養管理技術の向上を図る
ため、ヤギ品評会を開催しているところであります。
　県としましては、引き続き、関係機関と連携し、ヤ
ギの生産振興に努めてまいります。
　同じく(4)、沖縄アグー豚安定供給体制確立事業に
ついてお答えいたします。
　県では、平成28年度から沖縄アグー豚の遺伝資源の
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保存と安定供給体制の構築を目的として、沖縄アグー
豚安定供給体制確立事業を実施しております。30年度
からは、沖縄アグー豚液状精液を指定生産農場へ供給
開始しております。このことにより、血縁が近くなる
ことで生じる生産性の低下など、近交退化の緩和が期
待されます。
　県としましては、引き続き、沖縄アグー豚の安定供
給体制の構築に向けて取り組んでまいります。
　同じく(5)、ゲノミック育種価評価導入についてお
答えいたします。
　ゲノミック育種価評価は、ＤＮＡと血統情報を組み
合わせて評価することで、従来の方法よりも早期に能
力を判定できる画期的な手法です。県では、優秀な繁
殖雌牛の増頭と改良を加速させることを目的に、今年
度から肉用牛優良繁殖雌牛増頭改良推進事業を実施し
ます。本事業では、肉用牛拠点産地へのゲノミック育
種価評価の導入・普及を支援し、生産基盤の強化を図
ることとしております。
　県としましては、引き続き、おきなわブランドの確
立に向け、肉用牛振興に努めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　おはようございます。
　保健医療行政についての御質問の中の４の(1)、て
んかん診療拠点機関の指定についての御質問にお答え
します。
　県は、本年４月１日、沖縄赤十字病院をてんかん診
療拠点機関として指定したところであります。今後
は、同病院に患者及び家族への相談支援並びに治療、
地域協議会の運営など、拠点機関としての役割を担っ
ていただくこととしております。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　５、福祉行
政についての(1)のアとイとウの進学準備給付金につ
いて、５の(1)のアから５の(1)のウは関連いたします
ので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　今般の生活保護法の改正により、生活保護世帯の子
供の貧困の連鎖を断ち切り、その自立を助長するた
め、大学等に進学する際の新生活の立ち上げ費用とし
て進学準備給付金が創設されました。沖縄県では、平
成30年３月に高等学校等を卒業した生活保護世帯の
子供216名のうち、66名が大学等へ進学しており、県
全体の給付額は最大で2000万円を見込んでおります。

現在、各福祉事務所において支給に向けた手続を進め
ているところであり、生活保護世帯の子供が経済的な
理由で進学を断念することがないよう、同給付金の周
知徹底に努めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　６、中小企業振興
対策についての(1)ア、生産性向上特別措置法に係る
県の取り組みについてにお答えいたします。
　今回の特例制度については、国が各市町村に対し
て、制度の活用に関する意向調査を実施するととも
に、市町村及び商工会等の支援機関に対して説明会を
開催するなど、同制度が積極的に活用されるよう周知
を図っているところと承知しております。
　県としましても、県内中小企業の労働生産性の向上
は重要であると考えており、必要に応じて、各支援機
関を通じ、同制度の周知を図っていきたいと考えてお
ります。
　次に同じく(1)のイの(ｱ)、設備投資に係る固定資産
税の減免措置についてにお答えいたします。
　今回の固定資産税の減免措置については、中小企業
が策定する設備投資計画について、市町村の導入促進
基本計画に基づく認定を受けること、設備導入により
労働生産性が年平均３％以上向上するもの、直接的に
企業の収益向上につながる設備等の要件を満たすこと
により、固定資産税の減免措置を受けることができる
こととなっております。
　同じく(1)イの(ｲ)及び(ｳ)、少額減価償却資産の導入
支援及び交際費の損金算入措置の特例についてにお答
えいたします。６の(1)のイの(ｲ)と６の(1)イの(ｳ)は関
連しますので一括してお答えします。
　この２つの制度につきましては、租税特別措置法に
おいて規定されている既存の制度であり、平成30年度
税制改正により、平成31年度まで２年間延長されるも
のであります。少額減価償却資産の導入支援について
は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得
した場合、合計額300万円を限度として、全額損金算
入できることとなっております。交際費の損金算入特
例措置については、原則として損金不算入とされてい
るところ、一定の要件を満たす中小法人については、
定額控除限度額の800万円までの損金算入が認められ
ることとなっております。
　同じく(2)のア、県内中小企業の後継者不在の状況
と対策についてにお答えいたします。
　沖縄県では、商工会等の関係機関で構成される中小
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企業振興会議において、県内企業の後継者不在の現状
やその対策の必要性について提言を受けており、中小
企業等の円滑な事業承継は喫緊の課題であると認識し
ております。このため、平成29年度から小規模事業者
等持続化支援事業を実施し、後継者選定などの事業承
継計画の作成や各種支援策に関する助言を行うなど、
承継前後のサポート等に取り組んでいるところであり
ます。今後とも、各関係機関と連携し、中小企業等の
持続的な発展に向け取り組んでまいります。
　同じく(2)のイ、沖縄県事業引継ぎ支援センターの
体制及び取り組みについてにお答えいたします。
　事業引継ぎ支援センターは、産業競争力強化法に基
づく国の事業として、各都道府県に設置されておりま
す。県内においては、認定支援機関として委託を受け
た那覇商工会議所が平成26年度から同センターを開
設しており、公認会計士や税理士、金融機関ＯＢ等、
各分野の専門家等のスタッフで構成されております。
同センターにおいては、後継者不在等の課題を抱える
事業者への相談対応・情報提供やＭ＆Ａの支援、後継
者不在事業主と創業希望者とのマッチングなど、主に
第三者への事業引き継ぎを中心に、関係機関とも連携
して各種支援に取り組んでおります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　御答弁ありがとうございました。
　まず自然遺産登録についてたくさん答弁をいただき
ました。この登録が延期になってからのマスコミ報道
等もありまして、かなり県民の関心は高まってきた
し、また地元の対応とかそういったもの等も課題とし
て上がってきているのではないかと、そういう思いを
いたしております。したがって、この一つ一つの課題
を克服していくことが登録、そしてさらに自然遺産が
保護されまた活用されていくという方向に流れること
を念願しております。
　そこで伺いますが、指摘の中に出てきたかどうかわ
かりませんが、ヤンバルの野生化した犬、要するに野
犬・野猫の対策として今県が取り組んでおられる、あ
るいはまた地元が取り組んでおられること等を教えて
いただけますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　野犬・野猫対策につきま
しては、本県の重要な対策の一つだというふうに考え

ております。これにつきましては、世界自然遺産登録
推進事業の中で野犬・野猫対策事業を立ち上げており
まして、ヤンバル３村で協議会を設定して野犬につい
て対策が今講じられてきているところです。平成29年
度には35頭の野犬・野猫が確認されているところでご
ざいまして、こういったものにつきまして、対策を今
３村含め県、国含めて対策を検討しているところでご
ざいます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　もっと具体的に、例えば捕獲してい
るのか、あるいはまたもう一つはヤンバルにペットを、
犬とか猫を捨てさせない。この前段の予防がないとふ
えることはあっても減らないと思うんです。したがっ
て、３村が協力してやっている具体的な取り組みがあ
りましたら伺います。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　まずは捨てさせないとい
うことが大事ということでありますので、休み、連休
の期間の後よく見受けられるということもありますの
で、ゴールデンウイークには遺棄防止のキャンペーン
を張っているというところで対策を講じてきておりま
す。
　それから捕獲した犬につきましては、譲渡を対象に
今その取り組みをしておりまして、猫については捕獲
したものはほとんど譲渡されているというふうな実績
でございます。いずれにしろ、まずはヤンバル地域に
遺棄させないということが大事でありますので、その
辺の遺棄防止についての啓発活動を十分行っていきた
いというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　それとマングースの防除事業、これ
については与那・安田以北については完全に排除され
ているという報道もあります。ということは、その南
にはまだ生存しているということがうかがえるわけで
すが、マングース対策についても伺います。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　まず第１次の防護策としま
して、塩屋湾と福地ダムの間に北上防止柵を設けまし
た。その上での捕獲を徹底したということです。その
次に、福地ダムと平良の線、ＳＴラインと言っていま
すけれども、第２北上防止柵があります。その第１北
上防止柵と第２北上防止柵の間でまた徹底して捕獲を
した結果、捕獲数がだんだん減ってきたということも
ございましたので、平成28年度には、さらにその下の
県道14号線に第３の北上防止柵を設置して、今その中
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で対策をとっております。その中では昨年度は、大体
1000匹以上がとれておりますので、そこを徹底して
駆除することによって、ヤンバル３村でのマングース
の捕獲数が減っていくということで、取り組みを今そ
この第３北上防止柵も含めて対策を講じているという
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　入山規制などのルールづくり、そし
て何よりもガイドの育成、これは登録後の課題にもな
ろうかと思いますが、こういったこと等も準備をして
いく必要があると考えますが、今どのように取り組み
をなされておられるか伺います。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　ヤンバル地域では、ヤンバ
ル森林ツーリズム推進全体構想というのを県のほうで
策定しておりまして、29年に作成しております。その
中で重点的に利用するフィールドを自然環境資源を十
分保全していくということで世界自然遺産推薦地の核
心部分、コアの部分ですけれども、そこを厳正に保護
するという形で、そこの部分について基準を満たした
ガイドでなければ観光客を案内できないというような
仕組みを構築予定して今取り組みを進めているところ
であります。
　それからそのコアの部分からバッファーゾーンのと
ころにつきましては、認定ガイドのほかに少しレベル
は落ちますけれども、登録ガイドというふうなガイド
制度を設けて、そこにつきましても、そのような登録
ガイドで観光客を案内するというふうな対策をとって
いきたいというふうに考えております。
　それから西表島については、西表島のエコツーリズ
ムガイドラインを今策定しておりまして、その中で西
表島は竹富町観光案内人――仮称でございますけれ
ども――そのようなガイドの条例を制定して、その
フィールドの保全を図るためのガイドを育成するとい
うような形で取り組みをしているということです。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　皆さんのアンケート調査を見ても、
例えば西表あたりでは世界遺産に登録されることに
よって観光客が増大する。これが想定されますが、そ
ういうこと等もあって約４割の方が世界遺産登録には
反対だというデータ等も出ております。これは何を意
味するものかというと、ヤンバルも西表も山とともに
生活がつながっている。したがって、そこら辺がまず
壊されやしないか。何よりもやはり自然環境が守れる
かというここら辺を非常に危惧しての数字だと思いま
すので、地元との話し合い、対策というのは大変重要

だと思います。いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　先ほど議員からもござい
ましたとおり、西表島では否定的な意見が４割あった
ということです。また好意的な意見は２割ということ
でございますけれども、自然環境の劣化が課題と考え
ている人が多くいたということでございます。遺産へ
の登録が自然環境の保全につながるというふうな意識
がなかなか説明できていなかったのかなということで
考えておりますので、その辺のところを今竹富町、ま
た地元の関係者とも連携をして、そのような適正利用
と観光の両立のために適正利用推進事業を立ち上げ
て、関係者間で取り組みを始めているところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　次に、農林水産部長に順序は前後し
ますが、これまでも小規模離島における簡易屠畜場い
わゆる小動物、ヤギとか豚だと思いますが、このこと
については何度も取り上げていますが、これは食文化
とかかわりがあるだけに、やはりその島々できちっと
屠畜が完結をしていくような、こういう支援をお願い
したいんです。まず施設そのものはその自治体でつく
るとしても、例えば多良間でも大きな課題になったの
は衛生管理者の不在ということで、大変これが大きな
ネックになって中断しているわけですが、これは例え
ば診療所の先生にその講習あるいはまた認定をしてい
くという手法がとれないのか。あるいはまた南北大東
でも月に一遍もその季節季節にしかそういう必要性を
感じないのでという話もありました。だからそのとき、
例えば保健所あたりから派遣していただくとかこうい
うことは可能ですか。これは農林水産部長と保健医療
部長のほうに伺います。
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。
　まず議員のおっしゃるように、屠畜場を設置する場
合については、衛生管理責任者及び作業衛生責任者を
置かなければなりません。その中で資格としては獣医
師、または獣医学または畜産学の課程を修めて卒業し
た者、あるいは学校教育法第57条に規定する者また
は厚生労働省で定められる同等以上の者ということに
なっております。こちらについては、ちょっと所管が
違いますので少し……。
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）　と畜場法の規定を読
む限りにおいては、衛生管理責任者それから作業衛生
責任者はそれぞれ置かないといけないというふうに考
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えております。
〇糸洲　朝則君　何て。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　法律の規定を読む限
りにおいて、衛生管理責任者と作業衛生責任者はそれ
ぞれ置かないといけないというふうに考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　だから、そこを課題としていつも
言っているんです。だから今言ったように、例えば近
くの座間味とか渡嘉敷、これは保健所からの派遣も可
能だと思うし、多良間だったら宮古の保健所からの派
遣も可能だと。例えば月一とか２カ月に一遍とかその
割合だと思うんです、そういう派遣ができないか。
　もう一つは、地元には診療所の先生がおられますか
ら、その人たちに家畜衛生に関する講習とか医療の知
識また技術を持っていらっしゃるわけですから、そう
いうものも可能だという、何かで読んだ記憶がありま
すけど。
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）　屠畜検査員に関して
言えば、例えば出張で屠畜検査を行うことは可能であ
ります。今ちょっと記憶にないんですけれども、かつ
て八重山は駐在でしたね。出張で屠畜検査員を離島の
屠畜場に派遣して、屠畜検査を行うということは可能
であるというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　いずれにしましても、地元のニーズ
というものをよく把握した上で、適切な対応ができな
いか今後とも取り組みをお願いしたいと思います。
　部長、南大東ではオイスカの研修生だと思います
が、６名のフィリピンからの研修生がいてその２人に
お会いしてきたんですが、いろいろ話を伺っておりま
すと、例えば茨城県ではフィリピンのネグロス島、こ
れはもうサトウキビの島だということでそこに茨城県
が研修施設をつくったり武道館などをつくって普段か
ら交流を図っている。したがって、フィリピンのネグ
ロス島と茨城県が日常的に交流をする中で、農業研修
生を導入しているということがありました。南北大東
もサトウキビの島、小規模離島はほとんどサトウキビ
です。我が県でも、たしか私の認識では伊江島の製糖
工場、多良間の製糖工場の機械をフィリピンに移設す
るという話を聞いておりますが、それについていかが
ですか。把握していますか。
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。
　伊江村のほうで分蜜糖の工場を閉鎖するというこ

とで、その製糖工場の施設について、今議員がおっ
しゃったようにネグロス島のほうに無償譲渡したとい
うふうなところは聞いております。
〇糸洲　朝則君　多良間の機械も。
〇農林水産部長（島尻勝広君）　多良間については、ま
だ確定した情報は得ておりません。まだ整備中もあり
ますので、今ちょうど施設の一部を新しい工場に移動
しているところもありますので、その後の跡利用につ
いてはまだ聞いておりません。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　これは僕のオイスカからの情報によ
りますと、伊江島についてはそっくり移設、多良間につ
いてはもう既に新工場がやがて完成するもので、フィ
リピンから来て機械だけ外して持っていくというふう
に話は決まっているようです。いわゆる何が言いたい
かといいますと、そういうフィリピンとの交流を重ね
ることによって、やはり同じサトウキビ農家の青年が
ちゃんと我が沖縄の小規模離島なんかにも来やすいと
いう、そういう関係をつくっていただきたいというこ
とでそのことを申し上げました。
　それと急ぎますが、さっきのヤギのこれモデルケー
スが母ヤギが約50頭いる農場では、約50頭のヤギがい
るモデルケースを標準に設定したとあるが、この根拠
は何ですか。50頭、母ヤギと約150頭のヤギをモデル
ケースにしたという。
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。
　まず山羊経営技術指標については、４つのタイプに
分けさせてもらって、まず副業タイプとして20頭以
下、セカンドライフタイプとして50頭以下、農場経
営タイプとして100頭規模、６次産業化経営タイプと
して100頭規模ですけれども、まずヤギについては経
済的家畜として非常に評価が難しいところもありまし
て、一定の経済的飼養をしていくためには、一定の規
模を飼養しないと厳しいということがありまして、今
回指標の中で規定させていただいたのが通常の経営的
にうまくいくという中で、農場経営タイプとしては
100頭規模で試算したところ100頭というふうに今試
算したところでございます。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
〇糸洲　朝則君　わかりました。
　終わります。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
〇金城　　勉君　おはようございます。
　一般質問をさせていただきます。
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　翁長知事におかれましては、闘病中にもかかわらず
公務に精励され、その責任感の強さに敬意を表します。
どうか一日も早く病が完治されんことを祈念申し上げ
ます。
　では、質問をいたします。
　１、日米地位協定改定の取り組みについて。
　県は、ことしの２月５日から９日までの期間、職員
を３名派遣し、ドイツ、イタリアの地位協定の調査を
し、その１カ月後には他国地位協定調査・中間報告書
としてまとめました。私も他国の地位協定調査を要請
した立場として、そのスピーディーな対応に敬意を表
します。
　そこで伺います。
　(1)、ドイツ、イタリア地位協定の調査結果につい
て、要点の御説明をお願いします。
　(2)、日米地位協定の課題について、どう認識してい
ますか。
　(3)、日米地位協定改定に向けて、今後の取り組みに
ついて御説明をお願いいたします。
　次に２点目、児童虐待防止対策について。
　先日、東京都目黒区で５歳の児童が親からの虐待で
亡くなるという、痛ましい事件がありました。わずか
５歳で、しかも、最愛の親から虐待を受けて人生を終
わるという余りにも悲しい事件に、多くの国民が言葉
を失ったと思います。このような悲惨な事件をなくす
ために、お互いは努力をしなければいけません。
　以下、質問します。
　(1)、目黒区での女児虐待死事件をどう捉えるか。
　(2)、親による児童虐待の沖縄での実態と対策はど
うか。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　金城勉議員の御質問にお答え
をいたします。
　日米地位協定改定の取り組みについてに関する御質
問の中の１の(3)、日米地位協定見直しに向けた取り
組みについてお答えをいたします。
　沖縄県においては、昨年９月に日米両政府に対し、
地位協定の見直しに関する要請を行っております。ま
た、ドイツ及びイタリアの現地調査を初めとして他国
の地位協定調査を実施しているところであります。今
後、調査を進め、日米地位協定の問題点をさらに明確
化し、パンフレット等でわかりやすい形で示すことに
より、県の要請内容に対する理解が国内外に広がるよ
う取り組むとともに、全国知事会、渉外知事会、軍転

協とも連携していきたいと考えております。また、来
月開かれる全国知事会議において、地位協定の見直し
について各知事の理解が得られるよう、直接訴えてま
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。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、日米地位協定改定
の取り組みについての(1)と(2)、ドイツ、イタリアの
調査結果と日米地位協定の課題については関連します
ので、恐縮ですが一括してお答えします。
　ドイツ、イタリアにおいては、自国の法律や規則を
米軍にも適用させることで自国の主権を確立させ、米
軍の活動をコントロールしていることや、地域レベル
の委員会が設置され、地元自治体の意見などを米軍が
聴取していることがわかりました。これに対し、日本
では、原則として国内法が適用されず、日米で合意し
た飛行制限等も守られない状況や、地元自治体が地域
の委員会設置を求めても一顧だにされない状況であ
り、両国とは大きな違いがあります。このような状況
においても、日本政府は、米軍基地をめぐる諸問題の
解決を図るためには、運用の改善によって機敏に対応
していくことが合理的と説明しております。
　県としましては、米側に裁量を委ねる形となる運用
の改善だけでは不十分であり、地位協定を抜本的に見
直すことで、米軍にも国内法を適用し、自国の主権を
確立させる必要があると考えております。その実現の
ためには、日米地位協定の見直しの必要性に対する理
解を広げ、国民的議論を喚起していくことが必要であ
ると考えております。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　２、児童虐
待防止対策についての(1)、目黒区の児童虐待死亡事
件についてお答えいたします。
　ことし３月に東京都で発生した虐待事件につきまし
ては、大変痛ましい事件であったと受けとめておりま
す。また、虐待防止対策における関係機関や自治体間
での情報共有の重要性についても再認識したところで
す。本事件の検証はこれから行われると聞いておりま
すが、今後、事件の詳細や検証の内容が明らかになり
ましたら、より効果的な対策を検討していく必要があ
ると考えております。このような事件が二度と繰り返
されないよう、県としましても取り組んでまいります。
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　同じく２の(2)、児童虐待の実態と対策についてお
答えします。
　平成28年度に、本県の児童相談所が処理した児童虐
待相談を主たる虐待者の内訳で見ると、実父が一番多
く48.4％、次いで実母の41.1％、実父以外の父5.6％
の順となっております。本県においては、支援を必要
とする家庭や子供を早期に把握し、要保護児童対策地
域協議会において、情報の共有並びに必要な支援につ
なげることにより、児童虐待の未然防止に努めており
ます。また、緊急性があると判断した場合には、警察
への情報提供を行いながら、迅速に一時保護を実施す
るなど、児童の安全を最優先に、適切な対応に努めて
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　御答弁ありがとうございました。
　まず、ドイツ、イタリアの地位協定の調査結果、こ
れを県として、ホームページの中に地位協定ポータル
サイトを立ち上げました。その立ち上げたことに対す
る県内外の反応、あるいはまた、それに対するコメン
トなどがありましたら御紹介お願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　開設しましてから、一般の方やマスコミ関係の方か
ら電話やメール等により、サイトの内容等に関する問
い合わせをいただいております。
　また、地位協定の国際比較について文献を執筆して
いる東京外国語大学の伊勢崎教授や、ジャーナリスト
の布施さん等が本サイトの開設に関して、ツイッター
に投稿していただくなどの反応があったところでござ
います。
〇金城　　勉君　アクセス数などもありますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　サイトの開設日の６月６日から６月12日まで１週
間でございますが、そのアクセス数は6832ページ
ビューとなっております。ちなみにこれは担当してい
る基地対策課トップページの約13倍、沖縄県トップ
ページの約２割、23％に相当する数になってございま
す。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　非常に県内外のアクセス数も多い
し、また関心も高いということがわかると思います。
　今回、県がドイツ、イタリアの地位協定の調査をし
ている中で、県として調査方針を示しておりますけれ
ども、その調査方針の内容と、そしてまたそういう視

点を持った理由について説明をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　日米地位協定というのは、協定本文だけではなく、
数多くの合意を含んだ大変大きな法体系になってござ
います。このため、また原則として議事録が非公開、
議事の内容が非公開となっている部分がございます。
　このようなことから、今回他国との地位協定の比較
におきましては、ある面、事例に即した形できちっと
調べていくという形を考えております。米軍に起因す
る事件・事故、あるいは米軍の訓練による問題等、そ
のようなものは他国においても類似の事案が発生して
いるということで、その事案に対する各国の対応、そ
れぞれに関する受け入れ国との国内法令とか、両国間
の合意事項などについて確認、調査をすることといた
したところでございます。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　皆さんのこの中間報告、そしてその
ダイジェスト版の資料がつくられておりますけれども、
この中にも示されているように、一つの方針として、
国内法の適用であるとか基地の管理権のあり方、ある
いはまた訓練や演習に対しての受け入れ国の関与、そ
して実際に事件・事故が起こったときの対応の仕方、
そういう具体的な方針のもとに調査をされているわけ
ですね。
　今、公室長、答弁されましたように、やはり地位協
定というのは読んでいてもなかなかわかりづらい難解
な法体系になっている。さらにまた二重、三重にいろ
んな文面以外の背景部分も隠れた部分も多々ある。そ
ういう中で、その条文だけを読んでいてもなかなかわ
かりづらい。そういう意味で、今回その事例の比較、
そうすることによって、この日米地位協定と他国の地
位協定との比較がされることによって一般の国民の皆
さん方にもわかりやすくなるだろうと、そういう視点
は非常に重要だと評価をいたします。
　それで、具体的に聞いていきたいと思うんですけれ
ども、例えば、沖縄においても本土復帰後だけでも48
件の航空機の墜落事故がありましたけれども、特に目
立ったところでは、2004年の沖国大のヘリの墜落事
故、あるいはまた16年の安部でのオスプレイの墜落
事故、あるいはまたつい最近、去年10月の東村での
ヘリの墜落炎上事故等々がありました。そのときの日
本、あるいはまた沖縄における捜査のあり方等そうい
うケースがドイツ、イタリアで起こったときの捜査の
あり方、事件の取り扱い方等々の違いについて説明い
ただけますか。
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〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　国内、例えば昨年ＣＨ
53Ｅが不時着、炎上した事故につきましては、内周規
制線、外周規制線ということで、その翌日、知事が現
場に行ってもその内周規制線の中には入れないという
形のコントロールをされていますが、ドイツの事例で
申し上げますと、米軍機墜落事故の際、ドイツ警察、
ドイツ軍、米軍、それぞれが駆けつけたようですが、
ドイツ軍が現場の安全を保持したというふうに伺って
おります。それは、ＮＡＴＯの協定でこのように定め
られているからということです。また、事故現場には
規制線が張られていたようですが、ドイツの警察だけ
ではなく、自治体の町長自身も中に入ることができた
と伺っております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　要するに、その捜査権、警察権とい
うことについて日本の場合にはそういう規制線が張ら
れていて、日本の警察でさえも中に入れない。知事も
中に入れない。そういう状況の中で、ドイツの場合に
はドイツ軍が主体になってその国内法に基づいて、あ
るいはまた自治体も参加をしてその対応ができていた
ということですね。
　次に、訓練に対する関与の問題ですけれども、例え
ばオスプレイが16年の12月に安部に落ちたとき、あ
るいはまたこのＦ15がつい最近海上で墜落したこと
がありますけれども、そのときに我々政党も、議会も、
その訓練に対しての抗議をいたしました。そして、原
因究明がなされるまでは飛行再開は中止してくれ、あ
るいはまた訓練は中止してくれ、特にオスプレイの場
合には防衛大臣も直接米側にその申し入れをしました
けれども、オスプレイの場合には原因究明もなされな
いままに１週間後には飛行再開、訓練再開、あるいは
また先日のこのＦ15の墜落の場合には、２日後にはも
う既に訓練再開ということが行われているんですけれ
ども、これはドイツ、イタリアの場合には、こういう
ケースの場合にはどういう対応をされていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時13分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　ドイツ、イタリアにお
きましては、訓練そのものについても、それぞれの国
の一定の許可であるとか、同意が行われております。
　実際の事故の場合の具体的な適用については、そこ
まで今回確認ができなかったのですが、訓練そのもの

がそういったドイツ、イタリアのある程度コントロー
ル下にあるということで飛行再開等についてもそう
いった影響はあるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　次に、沖縄においてはさまざまな訓
練がなされているんですけれども、例えばキャンプ・
ハンセンや高江などでオスプレイなどが低空飛行訓練
などもやったり、あるいはまたハンセンあたりではつ
り下げ訓練もありましたね。さらにパラシュート降下
訓練が嘉手納で――本来は伊江島に移ったはずのもの
が嘉手納で行われたりというようなことがあったりし
て、特に低空飛行訓練なんかは日本の航空法が適用さ
れない、適用除外になっているわけですね。こういう
いわゆる国内法の適用という意味ではドイツ、イタリ
アではどうですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　ドイツにおきましては、
国内法が適用されるということで、米軍機の訓練にお
いても国内法を遵守することになっております。ま
た、イタリアにおきましては、例えばロープウエー切
断事故、20名が亡くなるという非常に痛ましい事故が
あったのですが、そのあと米軍に、低空飛行に関する
規定がかなり厳しくなったというふうに聞いておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　次に、基地内での環境汚染等の問題
について伺いたいんですけれども、例えば、これまで
もキャンプ・キンザーや普天間や嘉手納等々で、燃料
の流出事故であるとか、土壌汚染であるとか、そうい
うケースもこれまでに何回もありました。そういうと
きの現状は、日本の場合、調査に入れてくれと要請し
ても米軍の許可がなければなかなか入れない。ほどん
ど調査させてもらえない。長期の期間を置いて跡形も
なくなってからどうぞというようなケースもあった。
そういうことの今の日本の対応の仕方と、ドイツ、イ
タリアとの違いはどうですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　例えば、ドイツでありま
すと、地元自治体の市長、あるいは職員が立ち入りパ
スを支給されており、事前申し込みなしで基地内に入
ることが可能だと伺っております。また、イタリアの
ほうでは、イタリア軍の司令官が基地の管理権を持っ
ておりますので、そういったことも随時対応できると
いうふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　要するに、管理権、基地の管理権と
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いうものがあるかないかによって、その基地への立入
調査が主体的にできるのか、あるいはまた米軍の許可
がなければできないのかという決定的な違いがそこで
あるわけですね。
　15年の９月に、環境補足協定が日本において締結さ
れました。その環境補足協定というのは、これまでの
地位協定と変わったところはどういうところですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時18分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　環境補足協定では、それまでは運用改善で行われて
いました、米国の環境管理基準の発出を義務化すると
ともに、環境事故発生時の立ち入り、あるいは基地返
還前の調査のための立ち入りについての規定が盛り込
まれております。また、補足協定とあわせて発表され
ました日米合同委員会合意、環境に関する協力につい
ては、例えば、米側からの環境事故の発生についての
通報を受け、日本側当局、国や自治体が現地視察を申
請することができると、米側は申請に対して全ての妥
当な考慮を払い、可能な限り迅速に回答する等の規定
が盛り込まれております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　それは、環境補足協定ができる前と
後では改善されていますか。どういうところが改善さ
れていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時19分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　補足協定の締結前は、例
えば、それぞれの基地の司令官ごとの対応に差があっ
たりというような事例も聞いております。それが明文
化されて、ルール化されたことは前進かと思います。
一方で、例えば、普天間基地の文化財調査などのよう
に立ち入りが逆に難しくなったケースもあるものと考
えております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　ということで、要するに基地の管理
権という視点から見れば、余り変わっていないと。し
かも、米軍の裁量に頼らなければならないという内容
は変わっていないんですね。むしろ後退した部分も、
７カ月前からのそういう返還前調査という意味では逆

に後退したところもあるということです。それでやは
り、皆さん精力的にそういうふうに調査していただい
て、日米地位協定との比較も出していただきました。
それは非常に高く評価したいと思います。
　それと次は、一昨年悲しい事件が、二十の女性が殺
害されるという事件がありまして、その補償の問題で
つい最近までいろいろと問題があったんですけれど
も、ようやく落ちついた状況、見通しが立ったようで
あります。その軍属について、これも軍属に関する補
足協定が去年の１月に締結されましたけれども、その
軍属の補足協定はその締結前と後ではどう変わりまし
たか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　軍属の補足協定により、軍属の範囲の例えば明確化、
米国政府は日米両政府の指示の合同委員会が作成する
種別、カテゴリーに従って軍属を認定する。そしてま
たコントラクターの被用者の認定基準の作成でありま
すとか、コントラクターの被用者についての通報、見
直しなどが規定されております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　その補足協定締結後もそうですけれ
ども、そういう日本の地位協定の今の規定と、それか
ら、ドイツ、イタリアの軍属の捉え方の違いはありま
すか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　今回、事前に確認した
文献調査等のものが中心ですけれども、ＮＡＴＯの協
定では、軍属については直接雇用が中心であるという
ことで、日本よりもかなり狭いような範囲になってい
るというふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　そうですね。ボン補足協定、ドイツ
あたりでは軍に雇用された人が、軍人以外の仕事をし
ている人が軍属であって、日本のこの地位協定の第１
条では、勤務する、あるいはまた随伴する、そういう
人たちも軍属として位置づけられているものですか
ら、その辺がじゃどこが線引きなのかというところが
曖昧になっていて、今回の補償金のトラブルにもつな
がっているわけですね。ですから、この軍人・軍属、
家族の範囲というものは、そのドイツ、イタリアにお
いては、軍に雇用されたという明確な線引きがなされ
ている。しかし、日本の場合には、それからさらには
み出て勤務している、随伴しているというところまで
広がっていて、それがいわゆる地位協定の恩恵を受け
ている。そういうことになっているわけですね。ここ
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にも、非常に曖昧さ、あるいはまた、その米国民を守
ろうとするその地位協定の不平等さがそこにもあらわ
れていると言えると思います。
　そして、第25条には、日米合同委員会の規定があり
ます。この日米合同委員会というものは先ほど公室長
は答弁の中でおっしゃっておりましたけれども、その
公開性がなされていないということですけれども、ド
イツ、イタリアにおいてはこの協議機関というのは、
どういうふうな位置づけになっていますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　29年度の調査におきま
しては、米軍の事件・事故あるいは訓練の状況を中心
に行いまして、実は25条に基づくところ、いわゆる合
同委員会のところは私どもも大変重要だと考えており
ますが、29年度の調査では調べられなかったもので
す。今年度そこはきちっと確認してまいりたいと思い
ます。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　そうですね、ここは非常に重要なと
ころですから、綿密に調査をお願いしたいと思います。
　それで日米合同委員会でさまざまなこの地位協定に
かかわる協議、取り組みというものがなされるわけで
すけれども、その公開性という意味では、どういう条
件になって、情報が管理されるようになっているか、
その説明をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　日米合同委員会の合意
事項の公表につきましては、例えば、昭和47年５月15
日の日米合同委員会における合意、いわゆる５・15メ
モですが、県は過去再三公開を求めた後、要請をした
ところですが、平成９年３月まで公表されておりませ
んでした。また、平成８年12月のＳＡＣＯ最終報告に
おいて、日米合同委員会合意を一層公表することを追
求するというふうに運用改善が行われていますけれど
も、その後の合同委員会合意に関する公表の実施状況
は必ずしも十分ではないと考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　日米合同委員会の協議の内容という
のは、国会のチェックを受けていますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　国会のほうには報告さ
れていない状況です。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　という、事ほどさように、非常に密
室性、大事な国の、国同士の取り決めであるにもかか
わらず、国会のチェックさえも受けられない、受け付

けない。そういう仕組みになっているんですね。です
から、もう本当に秘密、機密が多くて、法体系もどこ
でどういうふうになっているかさえももうわからなく
なっているという、そこにも地位協定改定の困難さが
あると言われているんですね。ですから、そういうふ
うに本当に地位協定というのは大きな課題があると思
います。
　それで、ドイツ、イタリアの件の調査はやっていた
だいたんですけれども、このドイツ、イタリアで改定
ができて、93年にドイツのボン補足協定の改定ができ
た、99年にイタリアはその覚書の取り決めで改定がで
きた。しかし、日本はなぜできないのか。その調査の
中で感じたことはありますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　日本政府が改定に否定
的な理由としまして、利害調整の複雑さや関係者の中
に日米地位協定が世界最高水準であるという認識を
持った人たちがいること等が有識者から指摘されてい
ます。
　また、沖縄県としては、米軍専用施設が沖縄に集中
していることから、事件や事故が起きても沖縄の問題
として扱われ、ドイツ、イタリアのように改定に対す
る国民的な議論にはなかなか至らないことも一因では
ないかと考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　今、知事公室長の答弁、そのとおり
だと思います。
　もう一つ、私思うのは、安全保障環境が違うという
議論もあるんです。ドイツ、イタリアと日本の場合の
安全保障環境が違う。だから、地位協定の見直しも難
しい。そういうふうな議論もあるんですけれども、こ
れについてはどうですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　ドイツ、イタリアにおき
ましては、例えばＮＡＴＯ軍という全体のいわゆる双
方向的な面があることは承知しております。それにつ
きまして、日米地位協定がある面どういった形で改定
実現に向けて取り組んでいくかについては、引き続き
研究していきたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　余り答弁になっていないんですけれ
ども、その安全保障環境が違うという、不安定な東ア
ジアの状況を指しているわけですけれども、だから私
はそういう意味でもそのドイツ、イタリアに加えて、
フィリピンも韓国もその地位協定の調査をしてほしい
と思っているんです。特に、フィリピンなんかは南沙
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諸島問題があります。そういう意味では、この日本が
抱える対中国との緊張関係、そしてフィリピンも中国
との緊張関係、しかし、フィリピンはこの地位協定に
ついて現状どうなのか、日本の地位協定と比べてどう
なのか、このことが比較するとわかってくると思うん
です。その辺のところはどうですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　今、今年度の地位協定
の調査の国につきましては、ドイツ、イタリアに加え
て、例えば韓国でありますとか、フィリピン等、今、
文書の収集ですけれども、例えば、イラクであります
とか、情報は今いろいろと集めておりまして、特にア
ジア地区についてはある程度調べていきたいと考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　私はそういうものを比較して、事例
ごとに比較して、そしてその条文を読まなくても、日
米の地位協定と他国の地位協定の違いが一般国民がよ
くわかるとそういう資料をつくっていただきたい。ま
た、そういう公表をしていただきたい。そして、国民
に発信をしていただきたい。それをお願いいたします。
　やっぱり、日本人というのはもっと主権国家として
のそういう自覚を持たなきゃいけないと思います。や
はり憲法は押しつけ憲法という議論があって、憲法改
正の議論が非常にあるんですけれども、もっと重要な
地位協定の不平等さについては主権国家としての議論
が足りない。そういうことをもっともっと喚起してい
きたい。また、それを県も努力をしていただきたいと
思います。
　最後に、ちょっと時間なくなりましたけれども、目
黒での女の子のこの虐待死事件、本当に私は胸が痛む
思いをしました。その女の子が書いた――もう遺書に
もなっちゃっているんですけれども、その文章ありま
すか、手元に。あったら御紹介いただけますか。
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（大城玲子さん）　目黒の虐待
死亡事件に遭った女の子のメモを、報道で公表されて
いますものを御紹介いたします。
　「ママ　もうパパとママにいわれなくても　しっか
りとじぶんからきょうよりかもっともっとあしたはで
きるようにするから　もうおねがいゆるして　ゆるし
てください　おねがいします　ほんとうにもうおなじ
ことしません　ゆるして」
　もう一つございますけれども、続けますか。
　「きのうぜんぜんできてなかったこと　これまでま
いにちやってきたことをなおす　これまでどんだけあ

ほみたいにあそんだか　あそぶってあほみたいだか
ら　やめるので　もうぜったいぜったいやらないから
ね　わかったね　わかったね　ぜったいのぜったいお
やくそく　あしたのあさはきょうみたいにやるんじゃ
なくて　もうあしたはぜったいやるんだぞとおもって　
いっしょうけんめいやって　パパとママにみせるぞと
いうきもちでやるぞ」というような内容でございます。
〇金城　　勉君　ありがとうございます。
　本当に身につまされるような、そういう５歳の女の
子が書いた文章とも思えない文章です。ぜひ、その対
応方お願いします。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
　　　〔金城泰邦君登壇〕
〇金城　泰邦君　おはようございます。
　公明党会派、金城泰邦です。
　きのうは翁長知事が急遽休みということで、一瞬容
体を心配いたしました。本日知事がこうやってお元気
に御出席されています。安堵いたしました。しかしな
がら、命ドゥ宝という言葉もありますように、健康第
一でありますので、知事におかれましては決して無理
をせず、一日も早く元気を取り戻し回復していただき
たいと願いつつ質問に入りたいと思います。
　１、教育行政について。
　(1)、大学入試改革に対応する取り組みについて。
　ア、2021年から大学入試共通テストが導入される。
学習指導要領の改訂や今後の大学入試改革に向けた高
大接続改革でアクティブラーニングの導入など、教育
内容や学習評価はどう変わっていくのか。
　(2)、離島高校生の就学支援のあり方について。
　ア、八重山商工高校や八重山農林高校の寮費の値上
げが問題になっている。入寮生の人数で寮費が一月当
たり１万円も上がることが想定される状況は、離島出
身者に対し過重な教育費負担を求める結果となってい
る。沖縄県として離島高校生の就学支援のあり方、と
りわけ寮費の値上げ問題についてどういう見解を持っ
ているのか。
　２、土木行政について。
　(1)、港湾整備のあり方について。
　ア、竹富町から要請のあった港の整備における県の
対応について。
　イ、名護漁港の整備計画について（高速艇の実証実
験について）。
　ウ、クルーズ船が就航する各港湾でのＱＲコード
（電子マネー）決済の導入について。
　３、交通網の安全対策及び渋滞緩和策について。
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　(1)、渋滞緩和策について。
　ア、那覇市曙町３丁目21番地付近交差点から港町
２丁目１番地付近交差点の間の直進車線をふやし渋滞
緩和を図ることについて。
　イ、浦添西海岸道路の北向け車線のコンベンション
通りにつながる信号機に左折用信号を増設し渋滞緩和
を図ることについて。
　ウ、浦添市内間パイプラインの神森中学校からつな
がる東江メガネ前の交差点信号機に北向け右折用信号
を増設し渋滞緩和を図ることについて。
　エ、2018年４月に暫定的に開通した県道浦添西原
線は片側１車線で開通したが、今後の整備計画につい
て伺う。
　(2)、安全対策について。
　ア、停止線などの道路標示は県警本部が管轄となっ
ているが、全ての要求箇所の工事を手がけるには時間
がかかっているのが現状である。しかしながら安全対
策は急務であるので、希望する自治体があれば停止線
などの道路標示の工事は、自治体の裁量で行うことが
できないのか伺う。 
　４、保健医療行政について。
　(1)、難聴児への補聴器補助の支援について。
　ア、対象者の現状把握と補聴器補助の支援策の現状
はどうなっているか。
　(2)、医療費適正化のための取り組みについて。
　ア、生活保護世帯の医療費におけるジェネリック医
薬品の利用状況はどうなっているか。また、今後の推
進について課題は何か。
　イ、介護保険での福祉用具購入費及び住宅改修費の
支給は、利用者が一旦費用の全額を支払い、その後に
申請をして保険給付分の支給を受けるという、いわゆ
る償還払いを原則としている。一方、受領委任払い制
度は、特定福祉用具購入及び住宅改修の利用者の支払
いを初めから１割分あるいは２割分で済むようにする
ことで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度
である。受領委任払い制度の全県的な導入を促進し、
介護の重症化を予防することで医療費抑制を図れると
考えるが県の見解を伺う。
　(3)、重度心身障害者医療費助成について。
　ア、重度心身障害者の医療費助成については、従来
の立てかえ払いから、今年度以降は自動償還払いに
なった。とてもよい取り組みではあると思うが、対象
となる医療機関が制限されていると伺っている。なぜ
対象となる医療機関が絞られるのか説明を求めるとと
もに、医療機関の対象を拡充すべきではないか伺う。
　(4)、骨髄バンクドナー助成制度の導入について。

　ア、平成30年度事業で那覇市が骨髄バンクドナー
助成制度をスタートした。昨年度、県は各自治体に骨
髄ドナー助成制度の意向調査を実施したが、実施する
自治体に対し県の助成はいまだ行われていない。新た
に助成制度の導入をする自治体に対しては、県も一緒
になって助成を実施していただきたいが見解を伺う。
　５、防災行政について。
　(1)、東日本大震災を契機に、福祉避難所の重要性
が改めて認識されるようになった。南海トラフを震源
とする巨大地震については、今後50年以内の発生率が
90％程度になると想定されており、沖縄県においても
対岸の火事ではない。特に支援が必要な高齢者や障害
者などを想定した福祉避難所は、早急な体制整備が必
要であると考える。福祉避難所の整備状況について伺
う。
　(2)、各自治体や地域で取り組んでいる自主防災組
織の設置率や個別支援計画の作成状況について。
　(3)、今年度の新たな取り組みとして始まる、災害
時要支援者の支援に取り組みＤＷＡＴおきなわの考え
方について。
　(4)、聴覚・言語機能等に障害があり、音声（肉声）
による119番通報が困難な人が自分の携帯電話やス
マートフォンのインターネット機能を利用し、簡単な
操作で素早く119番通報ができるＮＥＴ119緊急通報
システムの導入を検討することについて。
　６、環境行政について。
　(1)、自治体から生ずるごみ問題の解消について。
　ア、名護市のごみ処理問題が深刻である。特に嘉陽
区の最終処分場では従前のごみ焼却委託先での機械の
故障により、ごみ焼却ができず、一時的な措置として
持ち込まれた大量の可燃ごみのせいで、近隣の住民や
農家などに悪臭や農作物被害を及ぼしており、名護市
も頭を抱えている状況である。県の廃棄物処理事業な
どを活用し名護市のごみ処理の問題を解消できないか
伺いたい。
　(2)、犬・猫殺処分ゼロを目指す取り組みについて。
　ア、動物虐待を抑止するための広報をテレビコマー
シャルで流せないか。
　イ、沖縄県動物愛護センターで行う不妊治療チケッ
トをふやすとともに、土日の業務にも広げられないか。
　ウ、公園内にカメラを設置し、犬・猫の放置や虐待
等を予防することについて。
　エ、兵庫県が取り組んでいるアニマルポリス・ホッ
トラインを沖縄県でも設置できないか。
　以上、御答弁よろしくお願いします。
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〕
〇知事（翁長雄志君）　金城泰邦議員の御質問にお答
えをいたします。
　環境行政についてに関する御質問の中の６の(2)の
ア、動物虐待を抑止するための広報についてお答えを
いたします。
　沖縄県では、動物愛護管理推進計画を策定し、動物
愛護にも命ドゥ宝が実現できる社会に向けた取り組み
を進めております。動物虐待につきましては、県内で
も事案が発生しており憂慮すべき状況と受けとめてお
ります。そのため沖縄県では、動物の遺棄や虐待の防
止を図るため、平成29年度から一生うちの子プロジェ
クトを展開し、リーフレットを各戸へ配布するととも
に、テレビやラジオ等を活用し、普及啓発を行ってお
ります。今後ともさらなる普及啓発に努め、動物の遺
棄・虐待のない、人と動物が共生できる社会を目指し
てまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１の教育行政についての御
質問で(1)のア、大学入試改革に対応する取り組みに
ついてお答えいたします。
　平成30年３月に告示された学習指導要領では、新し
い時代に求められる資質・能力として、「知識及び技
能」、「思考力、判断力、表現力」、「学びに向かう力、
人間性等」の３つの柱が示されており、これらの資質・
能力を育成するために、主体的・対話的で深い学び、
いわゆるアクティブラーニングの実現に向けた授業改
善が求められております。大学入学者選抜改革におい
ても、新しい時代に求められる資質・能力を多面的・
総合的に評価する入試に転換し、平成32年度から大学
入学共通テストが開始される予定となっております。
　県教育委員会では、大学入学共通テスト導入に向け
て各種研修会を実施しており、平成30年度からは、教
員のプロジェクトチームを立ち上げ、単元開発・研究
授業・評価問題作成による授業改善に取り組んでおり
ます。
　次に同じく１の(2)のア、八重山商工高校及び八重
山農林高校の寮費についての御質問にお答えいたしま
す。
　現在、八重山商工高校の学寮においては、定員32名
に対して、八重山農林高校の改築中の寮の生徒を含め
28名が入寮しており、これまでと同等の寮費で運営を
行っております。両校においては、学寮の安定的な運

営のためにも、入寮生の確保等に取り組んでいくこと
としております。
　県教育委員会としても、寮費について適切な対応が
図れるよう、学校側と連携をしてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　２、土木行政につい
ての御質問の中の(1)ア、竹富町からの港湾整備の要
請についてお答えいたします。
　竹富町からの要請は、仲間港の駐車場及びトイレの
整備となっております。駐車場については、地元の要
望を踏まえ、これまで旅客ターミナル周辺に加えて
南側と北側に合計230台程度を整備しております。一
方、その利用状況は旅客ターミナル周辺の駐車場に集
中し利用の偏りが見られることから、適正利用につい
て地元と十分調整していきたいと考えております。ま
た、トイレについては前年度実施した増設工事の入札
が不調となったことから、今年度は増設工事と改修工
事を一括で発注し、早期整備に努めていきたいと考え
ております。
　次に３、交通網の安全対策及び渋滞緩和策について
の御質問の中の(1)のア、曙交差点付近の交通渋滞緩
和についてお答えいたします。
　ことし３月に臨港道路浦添線及び国道58号浦添北
道路が開通し、曙交差点付近に交通渋滞が発生してい
ることは認識しております。那覇港管理組合によると
周辺の渋滞対策として、交通量調査や右折車線を設置
するなど対策を行っているとのことであります。平成
31年の夏には大型商業施設も開業することから、那
覇港管理組合では、今後とも、関係機関と連携しなが
ら交通混雑の緩和に努めていきたいとのことでありま
す。
　同じく３の(1)のエ、県道浦添西原線の整備計画に
ついてお答えいたします。
　県道浦添西原線港川道路の平成29年度末の進捗率
は、事業費ベースで約91％となっており、去る３月に
暫定２車線で供用を開始しております。現在、補償物
件等の調整及び移設工事を進めており、平成30年代前
半の完成供用に向け整備を行っているところでありま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　２、土木行政につい
ての御質問の中の(1)イ、名護漁港における高速艇の
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就航などを見据えた海上交通拠点としての整備にお答
えいたします。
　名護漁港は北部圏域最大の水産物産地市場を有し圏
域内の漁獲物が集約するなど、水産物の流通拠点とし
て重要な役割を果たしております。このため、県では
これまでに必要な漁港施設の整備を推進してまいりま
した。名護漁港における高速艇の就航等、海上交通拠
点としての整備については、漁業活動への影響に配慮
しつつ、当該漁港における需要等を把握した上で、関
係部局や名護市等と連携し、可能性を検討してまいり
ます。
　以上でございます。
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　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）　２、土木
行政についての御質問の中の(1)のウ、クルーズ船が
就航する各港湾でのＱＲコード決済についてにお答え
します。
　沖縄県においては、近年中国や台湾などからのク
ルーズ船の寄港が増加し、平成29年のクルーズ船によ
る外国人観光客数は、約89万人となっております。こ
れらクルーズ乗客の滞在中の消費を促すためには、ク
ルーズ乗客が訪れる場所等において、ＱＲコード決済
を含めたキャッシュレス環境の充実を図ることが重要
と考えております。県では、ことし３月に県内事業者
等を対象としたキャッシュレス導入のメリット等を紹
介するキャッシュレスセミナーを開催したところであ
り、今後クルーズ船ターミナルが整備されるに当たっ
ては、県としても、店舗等のキャッシュレス化を促進
していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　３、交通網の安全対策
及び渋滞緩和策に関する御質問の中で、(1)イの浦添
西海岸道路の左折用信号機の設置についてお答えをい
たします。
　御質問の信号機につきましては、本年３月に開通し
た浦添北道路が国道58号宜野湾バイパスとつながる
宇地泊ＩＣ交差点に設置された信号機のことと承知を
しております。
　信号機につきましては、交通量、交通事故の発生状
況、周辺における道路や施設の設置状況等を考慮した
上で設置の必要性を判断することとしておりますが、
県警察におきましては、こうした検討の結果、宜野湾
バイパス向けの車線に左折矢印信号機を設置すること

を既に決定をし、入札に向けた公告を行うなど、現在
所要の手続を進めているところでございます。
　次に同じく３、交通網の安全対策及び渋滞緩和策に
関する御質問のうち、(1)ウの浦添市内間パイプライ
ンの東江メガネ前の北向き右折用信号機の設置につい
てお答えをいたします。
　御質問の信号機につきましては、浦添市内間の県道
251号線パイプライン通りと浦添市道宮城大平線、通
称神森線との交差点に設置された信号機のことと承知
をしております。市道宮城大平線につきましては、現
時点では完全開通には至っておりませんが、今後国道
330号バイパスに取りつけされるものと承知をしてお
りまして、取りつけ後は市道の交通量のみならず、周
辺道路の交通の流れが大幅に変化をする可能性がござ
います。
　信号機につきましては、交通量、交通事故の発生状
況、周辺における道路や施設の設置状況等を考慮した
上で設置の必要性を判断することとしておりまして、
御質問の箇所における右折矢印信号機の設置について
も、引き続きこうした観点から検討してまいりたいと
考えております。
　それから、同じく３、交通網の安全対策及び渋滞緩
和対策に関する御質問のうち(2)ア、自治体の裁量に
よる道路標示の工事についてお答えをいたします。
　交通規制に係る道路標示につきましては、道路交通
法等の関係法令に基づき、都道府県公安委員会が設
置・管理することとされております。このようにされ
ている理由は、交通規制につきましては地域の交通実
態を一元的に把握した上で、国道や市町村道などが入
り組む道路ネットワークが最適に機能するように、全
体を見渡して総合的に考慮し、実施をすることが必要
と考えられることによるものであります。したがいま
して、停止線等の道路標示の工事につきましても、管
理の一環として県公安委員会の責任において一元的に
対応すべきものと認識をしております。
　なお、停止線等の道路標示の補修に時間がかかって
いるのではないかという御指摘につきましては、道路
管理者である自治体と情報を共有するなどして補修を
必要とする箇所を的確に把握するとともに、必要な予
算の確保に努め、効率的かつ迅速な対応に努力をして
まいりたいと考えております。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　４、保健医
療行政についての御質問の中の(1)のア、難聴児に対
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する補聴器補助についてお答えいたします。
　県では、身体障害者手帳の交付対象とならない軽
度・中等度難聴児に対し、市町村が補聴器購入費用を
助成した場合に、その費用に対して補助する事業を平
成27年度から実施しております。補助の実績としまし
ては、平成29年度は、17市町村に対して計132万円の
交付を行い、対象者は67人、計118台となっておりま
す。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、難聴児
の支援に取り組んでまいります。
　同じく４の(2)のア、生活保護受給者のジェネリッ
ク医薬品利用状況についてお答えいたします。
　沖縄県における生活保護受給者のジェネリック医
薬品の使用割合は、平成29年６月審査分で84.2％と
なっており、全国の使用割合72.2％と比較し高くなっ
ております。今般の生活保護法の改正により、医師が
医学的見地からジェネリック医薬品の使用を可能と認
める場合には、その医薬品の使用を原則とすることと
されており、ジェネリック医薬品の使用割合は今後さ
らに高まるものと考えております。一方、生活保護受
給者の中には、ジェネリック医薬品の使用に同意が得
られない場合もあり、今後は当該受給者の理解を求め
つつ、医療機関とも連携し、さらなる使用促進に努め
てまいりたいと考えております。
　同じく４の(2)のイ、福祉用具購入等での受領委任
払いの促進についてお答えいたします。
　平成30年４月現在、介護保険での福祉用具購入や住
宅改修における受領委任払いは、県内41市町村中、福
祉用具購入は34市町村、住宅改修は37市町村で実施
されております。受領委任払いについては、費用のう
ち自己負担額のみを支払うため、立てかえの必要がな
く、利用者の負担の軽減になることから、未実施の市
町村に対し導入を促していきたいと考えております。
　同じく４の(3)のア、重度心身障害者医療費助成事
業における自動償還の取り組みについてお答えいたし
ます。
　県では、重度心身障害者医療費助成事業の実施主体
である市町村の意向等を踏まえ、平成30年８月から、
市町村窓口での受給申請が不要となる自動償還方式が
導入されるよう取り組んでいるところであります。対
象となる医療機関については、特に制限を設けており
ませんが、一部の医療機関でシステム対応等の事情に
より、導入できない場合があるものと聞いております。
　県としましては、市町村や国保連合会など関係機関
と連携し、引き続き自動償還方式の導入拡大に向けて
取り組んでまいります。

　５、防災行政についての(1)、福祉避難所の整備状
況についてお答えいたします。
　福祉避難所は、災害発生時に高齢者や障害者、乳幼
児などの配慮を要する方が安心して避難生活を送れる
よう、耐震性や避難スペースの確保など、一定の要件
を満たした施設が指定されており、市町村において早
急な整備を図る必要があると考えています。本県では、
平成30年４月１日現在、20市町村において149施設が
指定されております。
　同じく５の(2)のイ、個別支援計画の作成状況につ
いてお答えいたします。
　個別支援計画は、避難行動要支援者名簿に登載され
ている方一人一人について、避難経路や避難先、支援
者などを記載するものであり、本県では、平成30年４
月１日現在、一部作成済みの市町村を含め、17市町村
において策定されております。
　同じく５の(3)、ＤＷＡＴおきなわの考え方について
お答えいたします。
　災害により避難生活を余儀なくされた被災者につい
ては、避難生活の長期化による二次被害が大きな課題
となっております。被災者が安全に避難生活を送るた
めには、福祉相談や避難所の生活環境の向上のための
助言、適切な移送支援など、福祉の観点から避難者を
サポートする体制を県内に整備する必要があります。
また、島嶼県である本県では、大規模災害の発生に際
し、他県からの救援に時間を要することが想定されま
す。このため、県では、福祉専門職による沖縄県災害
派遣福祉チームＤＷＡＴおきなわの発足に向けた取り
組みを進めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　答弁の途中ではありますが、時
間の都合もありますので金城泰邦君の質問及び質疑に
対する残りの答弁は、午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時２分休憩
　　　午後１時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前の金城泰邦君の質問及び質疑に対する答弁を続
行いたします。
　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　４の保健医療行政に
ついての御質問の中の(4)のア、骨髄ドナー助成制度
についての御質問にお答えします。
　日本骨髄バンクの資料によりますと、ドナーの休業
補償を目的とした骨髄ドナー助成制度を導入している
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市町村は、平成30年４月25日現在、全国で364団体と
なっており、県内でも、那覇市が４月から助成制度を
開始しております。
　県としましては、他県の実施状況及び導入による効
果等を検証しながら、引き続き制度導入の可否につい
て検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　５、防災行政について
の(2)のア、自主防災組織率についてお答えします。
　沖縄県内の自主防災組織率は、平成29年４月１日現
在25.1％であり、平成23年度の8.9％と比較して16.2
ポイント増加しているものの、全国平均の81.7％に
比べ、著しく低い状況であります。県は地域防災力向
上のため、自主防災組織の果たす役割は大きいと考え
ており、地域防災リーダー育成研修等を実施すること
で、自主防災育成の主体である市町村の取り組みを支
援してまいります。
　同じく５の(4)、ＮＥＴ119緊急通報システムの導入
検討についてお答えします。
　ＮＥＴ119緊急通報システムは、会話に不自由な聴
覚・言語障害者のためのシステムとして、国が全国の消
防本部での導入を促進しているところです。平成29年
度における消防本部の導入に係る調査結果によると、
県内消防本部での導入事例はありませんが、那覇市消
防局では指令システムの更新に合わせ、平成31年度か
ら導入を予定していると聞いております。平成30年度
からは、市町村に対する地方交付税措置が講じられる
こととされており、県としましてもその導入を促進し
てまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　６の環境行政についての
御質問の中の(1)のア、名護市のごみ処理問題につい
てお答えします。
　名護市が廃棄物の処理を委託している中部北環境施
設組合で、故障による受け入れ制限が行われたため、
昨年８月以降、名護市は市の処分場に廃プラスチック
類を保管しておりました。その後、平成30年３月19日
には、中部北環境施設組合での処理が再開しておりま
す。また、名護市は保管物の処理を促進するため、浦
添市、本部町今帰仁村清掃施設組合等でも処理を委託
しており、本年12月ごろまでに終了する予定と聞いて
おります。なお、県は同処分場の現地調査を行い、悪

臭やハエ等の発生がないことを確認しております。
　県としましては、今後とも状況を注視し、必要な指
導、助言を行っていきたいと考えております。
　同じ６の(2)のイ、動物愛護管理センターで行う不
妊治療についてお答えします。
　動物愛護管理センターでは、現在、同センターの要
領に基づき譲渡する犬・猫のほか、飼い主のいない猫
への不妊去勢手術を行っております。不妊治療の件数
や実施日の拡充につきましては、施設の管理体制や人
員の確保などを検討の上、慎重に判断する必要がある
と考えております。
　同じく６の(2)のウ、犬・猫の放置や虐待等の防止
についてお答えします。
　動物の遺棄や虐待は、動物の愛護及び管理に関する
法律で禁じられており、県では警察や市町村等の関係
機関と連携し、防止に関する周知啓発に努めておりま
す。
　御提案の公園内のカメラの設置につきましては、公
園管理者とも意見交換を行うとともに、施設管理者に
よる設置を働きかけていきたいと考えております。
　同じく６の(2)のエ、アニマルポリス・ホットライ
ンの本県での設置についてお答えします。
　アニマルポリス・ホットラインにつきましては、兵
庫県警において、動物虐待事案等専用相談電話として
設置され、市民からの相談に応じている事例があると
承知しております。動物虐待につきましては、本県で
も各警察署における通報への対応や警察等の関係機関
との連携による事案への対応を行っております。ホッ
トラインの設置につきましては、他県の活動状況を収
集し、今年度に改定する予定の動物愛護管理推進計画
の中で関係機関の意見も踏まえて検討していきたいと
考えております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　御答弁いただきましてありがとうご
ざいました。
　何点か再質問、要望させていただきたいと思いま
す。
　順不同でありますが、６番の環境行政からなんです
が、名護市のほうでごみの問題が深刻であったと。先
ほど部長の答弁ではにおいとかもないということで
あったんですが、季節によってはあるいは風向きに
よってはにおいもするんだよという声を地域の方から
聞いておりまして、やっぱり早急な対応が必要だと
思っています。今、これまでためていた分を４カ所に
配分して焼却しているということでございますが、こ
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れもやっぱり名護市としての焼却場がまだそういった
火力が弱いというか炉が小さいというか、そういった
ことでなかなかそういう自前でできないという状況が
あるかと思うんです。今後そういったことを県の今の
廃棄物処理事業なので、ごみ処理取り組んでおります
から、そこに合わせて２分の１補助の取り組みの中に
そういったものも一緒にできないかお伺いしたいので
すが。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　名護市の焼却施設につきましては、昭和53年に設置
をしているところでございますけれども、その際地域
住民等の話し合いの中で廃プラスチック類は燃やさな
いというような約束をしておりまして、市では最終処
分場で埋立処分をしていたというふうな状況でござい
ます。
　現在は中部北環境施設組合、それから浦添市、本部
町今帰仁村清掃施設組合等々で委託処理を行っている
ところでございます。県のほうの補助の制度としまし
ては、施設に対する補助につきましては、国と連携を
しながら市町村の整備を進めてきておりますけれど
も、この廃棄物自体の処理に対する補助というのはな
かなか今のところ検討ができないというところであり
ます。その中でございますけれども、この４つの施設
での処理を促進していきたいというふうに考えており
ますので、県も中に入って連携をしながら焼却施設の
促進について、県として一緒に指導、助言等行いなが
らやっ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）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　大体ごみの分別というのは県内どこ
でも５分別前後が多いのかなと思っておりまして、そ
ういった中でも名護市においては今16分別というこ
とで、極端に分別の量が多いんです。そういったこと
も市民の中では大変負担に思っておりますし、そう
いった16分別を解消するために、名護市も今後新し
い市長がごみ焼却場つくっていくという計画があるよ
うです。それまでの間、市民の負担をどう軽減するか
ということにおきまして、今そういったビニールごみ
であったり、非常に手間がかかっているところのごみ
を先に運搬するに当たって、廃棄物と同様に処理する
ところで県のほうもまた御協力いただければ、16ある
いは12とか10とかに当面の間減らすことができるん
じゃないかなと思っております。そこも合わせてまた
御指導いただきながら協力していただけないかと思う
んですがいかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。

〇環境部長（大浜浩志君）　名護市は現在県内でも分
別が徹底されているというか、16分別やって、非常に
いい取り組みではあると考えております。リサイクル
を促進するという観点で分別は必要だということで考
えておりますので、その処理についてきっちり市町村
と連携をとりながらやっていかなきゃいけないと考え
ております。市町村の処理計画も含めて、今後県から
どうやって関与していけるかということからも検討し
ながら、しっかり名護市と連携をとって対策を講じて
いきたいなというふうに感じております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　ありがとうございます。
　ぜひ名護市とも連携をとっていただいて取り組んで
いただきたいと思いますので、よろしくお願いしま
す。
　あと知事も御答弁いただきました殺処分ゼロの中
で、広報ということが大事かと思っています。我が会
派の糸洲県議からも質問の中にありましたように、こ
の野犬・野猫の問題もありますように、やっぱり飼い
主が捨てるということをいかになくしていくかという
ことを周知することが大事だと思っていまして、テレ
ビコマーシャルが一番周知には効果的だなと私思って
いるんですが、そのテレビコマーシャルの取り組みに
ついても御説明いただけますか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　現在、遺棄・虐待含めてですけれども、中心的には
遺棄の防止を図る観点から、一生うちの子プロジェク
トを昨年度から実施しておりまして、その一環でテレ
ビコマーシャル等々でも現在行っているところでござ
いますけれども、さらなる強化といいますか、本数と
いいますか、その辺の増について検討していきたいな
というふうに考えております。また内容につきまして
も、今後改良するところは改良して、県民にわかりや
すい広報ができるように改良、改善していきたいなと
いうふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　皆さんがつくっているリーフレッ
ト、非常にボランティアの方々からも好評でありまし
て、これ非常にいいなと思っています。こういったも
のもテレビコマーシャルでやるといいなと思っている
んですが、私今まで一度もテレビコマーシャルを目に
したことがなくて、寝ている時間にやっているんじゃ
ないかなと思うんですけれども、どうなんですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
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　ゴールデンタイムで行うということは一応やってい
て、私は何回か見たことがあるんですが、今後そうい
うのがふえるような形での強化といいますか、その辺
のところも取り組んでいきたいなというふうに考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　やっているんだったらぜひ効果的に
やって、時間等も工夫してやっていただきたいと思い
ます。回数等も含めて、よろしくお願いいたします。
　アニマルポリスなんですが、私も直接兵庫県へ視
察に行ってきました、会派として。向こうで聞いたの
は、やはり環境部局の行政と警察がそういった通報に
対して一緒に出向いて対応しているということで、非
常に行政としての取り組みとしては助かっているとい
うことがあったんですね。沖縄県でも行政と警察の連
携というものがそういった通報に対して対応できると
いいのかなと思っているんですけれども、そういった
取り組みは現在あるんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　現在も事案が発生するこ
とによって、事案にもよりますけれども、県警それか
ら市町村関係者と現場を見たり、会議を開いたりとい
う形でやっております。先ほど知事のほうからも事案
が発生しているということでございますので、27年度
からの虐待の件数というのがだんだんふえてきている
という状況がございます。27年度は３件、28年度は５
件、29年度は10件という形で今ふえてきておりまし
て、やっぱり憂慮すべき問題だということです。やっ
ぱり虐待をすることによって次はまた人体へのという
形での推移も考えられますので、水際で早目にこうい
うところは対処したいということで考えております。
この一生うちの子プロジェクトのパンフレットの中で
も、後ろでも警察と連携をとっているということで
110番という形でやっておりますので、こういったの
も各戸に配りながら広報に努めていって、周知を図っ
てまいりたいなというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　この動物虐待で大事だと思ったの
が、兵庫県で聞いた話では、なぜアニマルポリスを
やったのかと、一本の独自のものをつくったのかとい
うと、兵庫県で起きた子供たちの殺人事件がありまし
た。それを受けて犯人は人をあやめる前に小動物を殺
していたということがあったということがわかった
と。それを受けて兵庫県としては、そういった小動物
を殺したりするようなところからその虐待の原因につ
ながっていったんだという認識を持って、人への危害

が及ばないように未然で防ぐという考えを持って取り
組んでいるそうですので、そういった理解を沖縄県と
しても持っていただきたいと思います。
　よろしくお願いいたします。
　質問を変えます。
　１番目の大学入試についてなんですが、今、2021
年からの改革に向けて対応しないといけない状況であ
ります。沖縄県の課題の一つはやっぱり大学進学率が
よくなったとはいえ、いまだに全国最下位の状況だと
いうこともあるというふうに皆様の報告に出ておりま
す。そういったことからしますと、改革によって子供
たちの学力が立ちおくれないような準備がちゃんとで
きているかということで、ちょっと教育関係に携わっ
ている方からの不安の声もあったものですから、今回
そういうふうに聞いたんです。そういった準備が立ち
上がっているという認識でいいんですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　今年度からプロジェクト
チームを立ち上げまして、大学入試改革に向けて単元
開発でありましたり、研究授業を行ってその授業改善
を行っていこうということで取り組んでいるというこ
とでございます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　ぜひ頑張って大学進学率を高める取
り組みをやっていただきたいと思います。
　あと寮の問題でありました。やっぱり適切な対応が
必要だと、学校側と連携が必要だと思っています。今
回の件は急に１万円の値上げがぱっと発表されたこと
で父兄もかなり心配していたということであったんで
す。ですので、今後そういったものが起きそうな場合
は、やっぱり事前にちゃんと地元の方々としっかりと
話し合うということも必要だと思うんです。その辺は
大丈夫ですか。
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。
　今回の件、基本的に学寮の運営については校長が定
めるということにはなっておりますけれども、今回の
ような大幅な値上げとか、保護者の負担に関する重要
な事項等につきましては、県教育委員会としまして
も、学校と調整協議を行って必要な助言・指導等を
行ってまいりたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　クーラーも設置したりなど環境整備
が向上しているという中でのいろんな経費の部分とい
うのは、説明すべきは説明すべきだと思いますので、
丁寧にやっていただきたいと思います。



－ 200 －

　土木行政についてでありますが、今西海岸道路が開
通しまして、本当に交通の便がよくなったと、中南部
圏域の人口集中は県内全域の83％に及んでいるとい
うことが皆さんの調査からも出ております。そこから
しますと、今ボトルネックとなっている一つは曙町の
３丁目21番地付近で南向けが一本しかないという、朝
の通勤時間、非常に不便を来しているんですよ。そこ
はどうにかならないんですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　当該道路部分でござ
いますが、臨港道路ということで、那覇港管理組合の
管理になっております。那覇港管理組合のほうでその
渋滞対策についての検討をいろいろと行っているとこ
ろでございますが、その部分については拡幅整備につ
いての計画が今のところないということで、その他い
ろいろな信号の時間の問題ですとか、そういったこと
でどうにかさばけないかということも含めて検討して
いるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　那覇港管理組合という御答弁があり
ましたが、そこは連携をとっていただいて、せっかく
の西海岸道路開通で利便性が高まったわけですから、
より効果が上がるようにやっていただきたいと思いま
す。
　あとコンベンション通りにつながる信号機をやって
いただけるということで、これも北向けの渋滞解消に
は非常に効果的だと思っております。内間のパイプラ
インの東江メガネ前については、バイパス側の道が開
通したら設置が進むのかなというふうに私は認識して
いるんですが、そういう認識でよろしいでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　先ほど私が申し上げた趣旨は、現在のところは市道
の宮城大平線が完全開通には至っておりませんが、今
後バイパスに取りつけされる予定だというふうに聞い
ておりまして、そうした場合には、その市道の交通量
であるとか、あるいは周辺道路の交通の流れが変化を
する可能性があると。ですので、その状況を見て、先
ほど申し上げましたような観点から、信号機の設置に
ついて検討を引き続きしていきたいということを申し
上げさせていただきました。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　続きまして、浦添西原線であります
が、平成30年前半を目標に整備中ということで、実
はその西海岸臨港道路浦添線や北道路と接する部分、
交差点の角にヤードで県が使っている部分があるかと

思うんですが、浦添市としてはそこをカーミージの海
浜公園的な形で駐車場を整備して使いたいというよう
な計画もあるんですね。ですので、早くそのヤードが
返ってくると駐車場が整備できるというのがありまし
て、できるだけ早目な引き渡しができればと思うんで
すが、その辺はどうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　平成30年代前半と申しましたのは、キャンプ・キ
ンザーの沖縄電力の鉄塔ですとか郵便センターですと
か、そういった米軍基地に絡む若干の問題がありまし
て、30年代前半と申し上げましたけれども、カーミー
ジ側の部分についてはもっと早く整備が完了するもの
だと思っております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　ありがとうございます。
　早目の整備をお願いいたします。
　安全対策についてですが、先ほど県警本部長もおっ
しゃいましたように、必要な予算の確保が大事である
と思っております。要望も多いと思います。予算につ
いてはやっぱり財務所管の総務部長が所管だと思うん
ですが、こういった安全対策の予算はしっかりと確保
してほしいと思うんですが、部長いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　予算につきましては、いわゆる事業の熟度であった
りとか優先順位であったりとか、また緊急度であった
りとか、そういったものをしっかり関係部局と連携し
ながら取り組みを進めていきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　続きましてジェネリック医薬品です
が、先ほど県内の利用率はほぼ生活保護の方でも84％
以上が利用しているということで、全国より高い比率
で使っていることがよくわかりました。課題として
は、やっぱり新薬でないと落ちつかないという人も
いると思います。私もいろんな方にお会いする中で、
やっぱり精神的な疾患を持っている方が眠剤を欲しい
と、でもこの薬でないと自分は眠れないんだというこ
とをもう信じて疑わない方々に対しては、説得するの
はなかなか大変だと思うんですよ。そういったことは
丁寧にやっていただいて進める方法が必要だと思いま
すが、そういう形でよろしいですか。
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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（大城玲子さん）　議員おっ
しゃるとおり、生活保護受給者の中でも、どうしても
その薬でないといけないという御意向もあったりしま
すので、ただ、ジェネリックの使用については丁寧に
説明して同意を得るような努力をしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　現場に即して対応いただきたいと思
います。
　あとＤＷＡＴの取り組みですが、やっぱり大事なの
は在宅で重度の方にどう対応するかということも大事
になるんです。そういった意味では、医療チームとし
てのＤＭＡＴですか、そういった分野との連携も必要
だと思いますが、それは検討できそうですか。
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（大城玲子さん）　ＤＷＡＴに
つきましては、福祉の分野で災害に対応するというよ
うなチームでございます。これからの立ち上げでござ
いますので、医療のほうとも連携できますように検討
したいと思います。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　一通り御答弁ありがとうございまし
た。
　以上で一般質問終わります。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
〇次呂久　成崇君　こんにちは。
　社民・社大・結連合の次呂久成崇です。
　２月から八重山選出の県議が私一人になって、寂
しさとそして重責を日々感じているんですけれども、
きょうは八重山ブルーのミンサーウエアを着て、八重
山の声、そして思いを一般質問に込めていきたいと思
います。
　よろしくお願いします。
　１、離島振興について。
　(1)、県と粟国村と第一航空の間で運航赤字分の補助
金額をめぐる条件が折り合わず沖縄撤退を決めたが、
那覇―粟国間の運航を初め石垣―波照間、石垣―多良
間など離島に住む県民生活の足である航空路線運休の
長期化が懸念されるが、県の見解を伺います。
　(2)、県は、離島住民の航空機の利用に一定額を補助
する沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の適用を
保留する措置を決めたが、事業の概要と実績について
伺います。
　(3)、石垣市議会を初め、石垣市、竹富町、与那国町
の各商工会等から同事業の適用継続を強く求める要請

がある。石垣―那覇の航空路線は、既存の航空会社２
社の運賃設定が格安航空会社の新規就航後も現状の運
賃設定をしているため価格競争状態とはいえず、県が
適用保留とした航空会社の公正かつ自由な競争が制限
されるからという理由には当たらない。また、新規就
航も２往復のみであることから新幹線水準での利便性
が著しく低下すると主張しているが、同事業の適用条
件と県の見解を伺います。
　(4)、格安航空会社は、便数が少なく利便性に欠け
るため、石垣島の経済・文化交流並びに児童生徒のス
ポーツ派遣等は、既存の航空会社を活用することが多
くなり、今回の適用保留は住民にとって大きな金銭負
担となる。今後の離島住民の交通コスト負担軽減につ
いて、石垣市、竹富町、与那国町とも協議・連携してい
かなければならないと思うが、県の見解を伺います。
　(5)、現在、八重山地域の離島の港内に畜産飼料等で
使用する木製・プラスチック製パレットが数多く滞留
し、港内の管理及びパレットの処理をめぐって各島々
で喫緊の課題となっている。現状を把握・調査し、各
関係機関と連携した取り組みをしなければならないと
思うが県の見解を伺います。
　(6)は取り下げます。
　２、農林水産業振興について。
　(1)、県産水産物の出荷・流通目において鮮度保持等
に課題の取り組みとして、昨年度から輸出水産物を一
元集荷し、鮮度管理した上で安定供給するための実証
実験の成果と水産物出荷のリーファーコンテナ等の冷
蔵施設の整備の取り組み状況について伺います。
　(2)、沖縄21世紀農林水産業振興計画で、農林水産
戦略品目とは、「農林水産物の市場競争力の強化によ
り生産拡大及び付加価値を高めることが期待できる品
目」と規定しているが、「期待できる」基準とは何か。
認定に至るまでの経過・取り組みについて伺います。
また、戦略品目拠点産地に認定された場合のメリット
について伺います。
　(3)、農林水産物流通条件不利性解消事業は、農林水
産物（戦略品目）の輸送コスト軽減をすることによっ
て、生産拡大や冷蔵施設等の設備投資、販路拡大につ
なげ経営基盤の強化を図ることが目的となっていま
す。各戦略品目・各拠点産地に認定されると一定量の
生産物を安定的に生産出荷するため生産拡大や経営基
盤の強化に生産者は取り組むが、販路拡大は関係機関
や行政機関との連携が重要である。認定後の取り組み
等について伺います。
　３、新県立八重山病院について。
　２度の開院延長の末に、晴れて10月１日に開院予定
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となっている新県立八重山病院ですが、いろいろ問題
が山積しています。
　(1)、進捗状況について伺います。
　(2)、薬局と医療機関の独立性をめぐる規制が平成
28年10月１日から一部緩和され、医療機関の敷地内
に薬局を開設することができました。そこで、新県立
八重山病院を利用する高齢者、交通弱者、体の不自由
な患者さんの利便性を考慮した病院敷地内での薬局の
設置について、去る３月22日の文教厚生委員会で、患
者の利便性を高める観点を重要視して検討していきた
いと答弁しましたが、その後の取り組みと病院敷地内
での薬局の設置について県の見解を伺います。
　(3)、石垣市の旧石垣空港跡地利用の都市計画整備
事業がなかなか進まない状況があり、病院周辺の土地
の購入ができず、コンビニなどの商業施設のみなら
ず、新病院前にも門前薬局が設置できない状況で、現
在、新病院に一番近い門前薬局まで250メートルの距
離を要しています。新病院周辺の土地区画整理事業の
進捗状況と新病院周辺の下水道等のインフラ整備の見
通しについて伺います。また、新病院周辺の保険薬局
が開設可能となるのはいつごろか伺います。
　(4)、面分業薬局と点分業薬局の違いと、メリット・
デメリットは何か。また厚労省は、2016年からかか
りつけ薬局を推奨しているが課題は何か伺います。
　(5)、敷地内保険薬局の設置については、厚労省通
知の一部が改正され、患者の利便性に配慮する観点か
ら、規制の一部が緩和されたが、厚労省や薬剤師が推
進する、かかりつけ薬局・薬剤師に逆行することにな
るのではないかという意見もあるが、県の見解を伺い
ます。
　(6)、敷地内保険薬局設置について、八重山地区薬
剤師会や地元の関係団体等からどのような意見があっ
たのか伺います。また、八重山地域の薬剤師の人数と
状況について伺います。
　(7)、離島から受診や通院する患者の利便性を考慮
すると、病院周辺の土地区画整理が完了し、保険薬局
が設置できるようになるまでの期間は、敷地内薬局を
設置せざるを得ないと思うが、県の見解を伺います。
また、敷地内保険薬局の設置を進める場合の制度と手
続等について伺います。
　(8)、病院出入り口前の道路にまだ信号機の設置が
決まらないが、進捗状況について伺います。
　(9)、現在、小離島からの急患搬送の際に使用して
いる石垣市消防本部横のヘリポートが、石垣市の新庁
舎建設後に使用できなくなる可能性が出てきました。
そうなると新石垣空港にしか着陸できなくなり、救急

患者の八重山病院への収容が遅くなり、救われる命も
救われないことになりかねず、離島のさらに離島がゆ
えの地域格差であり、そのような人命に直結するよう
な地域格差はあってはならないことである。八重山圏
域の急患搬送や災害時に、島外からの応援や救難物資
の援助に時間がかかる離島という不利な立地条件に対
して、災害拠点病院である新八重山病院横の旧石垣空
港跡地に大型ヘリが離発着できる防災拠点大型ヘリ
ポートを建設することで、有事の際に有用となると見
込まれる。それに関して、防災危機管理の観点からど
う考えるのか県の見解を伺います。
　以上、答弁をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　次呂久成崇議員の御質問にお
答えをいたします。
　農林水産業振興についてに関する御質問の中の２の
(1)、水産物の販路拡大に向けた取り組みについてお
答えをいたします。
　沖縄県では、県産水産物の販路拡大を図るため、地
方創生推進交付金を活用し、輸送技術の確立に向けた
実証試験や一元集荷による安定供給のための体制構築
等に取り組んでいるところであります。これらの取り
組みにより、鮮度管理した水産物を安定供給できる一
定の成果が得られ、沖縄美ら海まぐろを初めとする県
産水産物の国内外における知名度向上や流通量増加等
が図られております。
　沖縄県としましては、引き続き、県産水産物の海外、
県外市場への販路拡大を推進してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１、離島振興についての
(1)、離島航空路線の確保に向けた取り組みについて
お答えいたします。
　離島航空路線は、離島住民の生活や産業活動にとっ
て非常に重要な交通手段であります。このため、県で
は那覇から粟国、石垣から波照間、多良間を結ぶ航空
路線に就航可能な航空会社の確保に向け、関係機関と
連携して取り組むこととしております。また、航空会
社や関係市町村で構成する沖縄県離島航空路線確保維
持協議会において、小規模離島の航空路線の持続的な
運航のための方策等について、具体的に検討していき
たいと考えております。
　同じく１の(2)、沖縄離島住民等交通コスト負担軽
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減事業の概要と実績についてお答えいたします。
　県では、離島住民の定住条件を整備するため、離島
住民の交通コストの負担軽減を図り、船賃を約３割か
ら約７割、航空運賃を約４割低減しております。同事
業の平成29年度の実績は、航路において利用件数が約
65万6000件で、負担軽減額が約３億1000万円、航空
路において利用件数が約48万3000件で負担軽減額が
約19億7000万円となっております。
　同じく１の(3)、交通コスト負担軽減事業の適用条
件についての御質問にお答えいたします。
　県では、離島住民の負担軽減を図る同事業の実施に
当たり、当日購入可能な運賃が競争状態になく、かつ
新幹線並み運賃を上回っていることを適用条件として
まいりました。那覇―石垣路線については、本年７月
１日から新たに低運賃の航空会社が就航し、事業の適
用条件を満たさなくなることから、適用保留の通知を
行ったところであります。しかし、ＬＣＣの離島路線
への参入という事業環境の変化に対応し、政策目的に
沿った事業実施を図るため、適用条件の見直しが必要
と考えております。
　県としては、新幹線並みの運賃の実現という政策目
的をできる限り安定的に継続できるよう、現在、関係
機関との調整、法的な検証を含め検討を進めていると
ころであります。
　同じく１の(4)、交通コスト負担軽減事業における
関係市町村との連携についてお答えいたします。
　同事業では、関係市町村との連携のもと、離島住民
の交通コストの負担軽減を図っており、竹富町や久米
島町においては、県の施策に加えて、町独自の負担軽
減施策を実施し、同事業の効果を高める取り組みがな
されております。
　県としましては、石垣市、竹富町、与那国町と引き
続き連携し、離島住民等の交通コストの負担軽減のた
め取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、離島振興につい
ての御質問の中の(5)、離島港湾内の放置パレット対
策についてお答えいたします。
　離島港湾内における放置パレット等については、港
湾管理を権限移譲している市町村において、これまで
撤去などの対策を行っておりますが、解決には至って
おりません。
　県としては、引き続き、市町村や関係者と連携し、
撤去命令や注意喚起など、解決に向けて取り組んでま

いります。
　次に３、新県立八重山病院についての御質問の中の
(3)のアの(ｱ)、旧石垣空港跡地における土地区画整理
事業の進捗状況についてお答えいたします。
　旧空港跡地土地区画整理事業については、石垣市が
事業化に向け、環境影響評価や都市計画決定等の手続
を進めております。
　県としては、石垣市と連携し、事業化に向けて、適
切な対応と必要な予算の確保に取り組んでまいりま
す。
　同じく３の(3)アの(ｲ)、下水道整備の見通しについ
てお答えいたします。
　石垣市によると、新県立八重山病院周辺は、平成29
年度に石垣市下水道事業の全体計画区域に位置づけら
れておりますが、整備時期については未定とのことで
あります。そのため同区域の汚水処理については、当
面の間、浄化槽で処理することとなります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　２、農林水産業振興
についての御質問の中の(2)、戦略品目と拠点産地の
認定についてお答えいたします。
　県では、一定の市場規模を有する品目で生産・出荷
体制が確立され、県産ブランドとして全国的な販路拡
大が見込まれる品目を戦略品目として位置づけており
ます。戦略品目の拠点産地として認定後は、技術指導
や各種事業の導入のほか、制度資金の対象となる等積
極的な支援を行っております。
　県としましては、高品質で安全・安心な農林水産物
を定時・定量・定品質で供給する拠点産地の形成を図
り、おきなわブランドの確立に努めてまいります。
　次に同じく(3)、拠点産地認定後の農林水産物の販
路拡大についてお答えいたします。
　県では、県産農林水産物の流通・販売に係る各種施
策により、県外及び国外への販路拡大を推進しており
ます。具体的な取り組みとしては、１、県外量販店・
飲食店での沖縄フェアやバイヤー招聘等のプロモー
ション活動、２、香港や台湾を初めとするアジア市場
でのテストマーケティングや商談会の実施などに取り
組んでおります。
　県としましては、引き続き、市町村、ＪＡなどの関
係機関と連携し、県産農林水産物の販路拡大を推進し
てまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
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　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　それでは、次呂久
議員の御質問３、新県立八重山病院についての中の、
新県立八重山病院整備事業の進捗状況についての御質
問にお答えします。
　新県立八重山病院整備事業については、５月末現
在、工事の進捗率が98.8％で、１階から５階までの内
外装の仕上げ工事と外構工事を実施しております。新
県立八重山病院の竣工日は、今月28日を予定してお
り、開院日は、ことし10月１日としております。
　病院事業局としましては、引き続き工事の進捗管理
に努めてまいります。
　次に３(2)、新県立八重山病院の敷地内保険薬局に
ついての御質問にお答えします。３の(2)、３の(3)の
イ、３の(6)のア、３の(7)は関連しますので一括して
お答えいたします。
　ことし10月１日に開院する新県立八重山病院につ
いては、その建設する場所に隣接する地域において、
石垣市が土地区画整理事業を実施する予定となってお
り、当該地域に保険薬局を開設できる時期が早くても
平成34年度以降となる見込みとなっております。その
ため、地元の関係団体等と意見交換を行ったところ、
患者の利便性に配慮して敷地内保険薬局を設置してほ
しいと多数の意見がありました。病院事業局としては、
意見交換等を踏まえ、新八重山病院に隣接する地域に
保険薬局が開設されるまでの間、八重山地域の実情や
患者の利便性に配慮する観点から、同病院の敷地内に
保険薬局の設置を認める方向で手続を進めてまいりま
す。保険薬局の設置に係る手続については、県立八重
山病院において、公募の手続、行政財産の使用の許可
手続を行った後、保険薬局事業者において、設置工事、
保健所の許可手続、厚生労働省の指定手続が必要とな
ります。
　病院事業局としましては、可能な限り早い時期に保
険薬局を開設し、患者の利便性を確保できるよう、取
り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、新県立八
重山病院についての御質問の中の(4)、面分業薬局と
点分業薬局の違い及びかかりつけ薬局の課題について
お答えします。
　面分業薬局は、さまざまな医療機関から処方箋を受
け付ける薬局で、メリットは、患者の服薬情報の一元
的・継続的管理が可能となり、薬物療法の安全性・有

効性の向上、医療費の適正化などが考えられます。ま
た、デメリットとしましては、特殊な医薬品等につい
ては、受け取りまでの時間がかかることなどが挙げら
れます。他方、点分業薬局は、特定の医療機関から処
方箋を受け付ける門前薬局のことで、メリットは、特
殊な医薬品についても薬局に在庫が有ること、デメ
リットは、多剤・重複投薬の問題、医療費の増加など
が考えられます。また、かかりつけ薬局の課題としま
しては、医療機関などとの連携体制の構築や県民への
周知が進んでいないことなどがあると考えておりま
す。
　次に(5)の保険薬局に対する規制緩和についての御
質問にお答えします。
　厚生労働省は、患者のための薬局ビジョンにおい
て、患者が地域のかかりつけ薬局で薬を受け取ること
により、多剤・重複投薬の防止及び残薬解消が可能と
なり、薬物療法の安全性・有効性が向上し医療費の適
正化にもつながるとしております。
　本県としましても、薬物療法の安全性・有効性の向
上及び医療費の適正化を図る観点から、患者のための
薬局ビジョンの実現に向け、かかりつけ薬局の機能強
化のための取り組みを進めていきたいと考えておりま
す。
　次に(6)のイ、八重山地域の薬剤師数についての御
質問にお答えします。
　平成28年12月31日時点の八重山医療圏における薬
剤師数は、60名となっており、その内訳は、薬局が
42名、医療施設が16名、衛生行政が１名、無職１名と
なっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　３、新県立八重山病院
に関する御質問のうち(8)、病院出入り口前道路の信
号機設置に関する進捗状況についてお答えをいたしま
す。
　信号機につきましては、交通量、交通事故の発生状
況、周辺における道路や施設の設置計画状況のほか、
他の対策による事故抑止の可否なども考慮した上で、
設置の必要性を判断しております。
　御質問の箇所につきましても、地元住民からの御要
望があることは承知をしておりますが、他の要望箇所
と同様、先ほど申し上げたような観点から、信号機の
設置の必要性について引き続き検討してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
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〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　３、新県立八重山病院
についての(9)、旧石垣空港跡地への防災拠点大型ヘ
リポート建設についてお答えします。
　現在の石垣市ヘリポートは、海上保安本部ヘリコプ
ター等による石垣島を拠点とした先島地域の救急搬送
体制を確立するため、国庫による基金を活用した平成
25年度事業として、県から石垣市へ交付した補助金に
より整備されています。
　県としては、防災危機管理の観点から、石垣市と第
11管区海上保安本部、県立八重山病院等関係機関との
意見調整を図り、救急搬送体制維持に必要なヘリポー
ト整備が円滑に行われるよう支援してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　再質問を行います。
　まず離島振興についてなんですけれども、平成14年
度に第一航空に対しまして、国と県が機体購入費約19
億6000万円補助している件で、去る３月９日の総務企
画委員会で、県内の離島航空路に使用しない場合、機
体の残存価格に応じて返還を求める措置が必要になる
と県のほうから説明があったんですけれども、この場
合、今回どのような措置になるのか伺いたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　さきに御説明申し上げたとおり、使われなければ返
還ということになるわけですが、そのような状況にで
きるだけならないように、この機材を活用して業務
サービスが開始できるような方法を今鋭意検討してい
るところでございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　ちなみに、この機体購入費約19
億6000万補助というのは、この機体というのは１機
でしょうか、２機でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　購入機数は２機でありま
して、購入価格は、正確には22億円、県補助このうち
５億円でございます。１機当たり11億円ということで
ございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　次に、この離島住民等交通コスト
負担軽減で、これ要望なんですけれども、やはり石垣
―那覇間、この７月からピーク期に入ります。これま
では、この補助で当日乗っても片道１万1050円、こ

れが6350円の補助がなくなって、片道１万7400円に
なるわけです。往復で３万4800円。これやはり私た
ち離島に住む住民にとっては、とても大きな負担とな
りますので、先ほど答弁の中でもあったんですけれど
も、今後この事業の政策目的も含めて、またこの適用
条件の見直しも含めてということで、どうしたら継続
できるかというのをやはり行政のほうでもしっかりと
考えて取り組んでいただきたいと。またあわせて、石
垣市、竹富町、与那国町の行政ともしっかりと連携し
ていただきたいなというふうに思います。
　５番目に、離島の港内の木製・プラスチック製のパ
レット滞留の件なんですけれども、知事、副知事とあ
と担当の上原土建部長のほうには渡してあるんですけ
れども、これ本当にこういう現状で、各離島の港、物
すごく木製パレットというのがそのまま放置されてい
るんですね。（資料を掲示）　これは、実はこの中央卸
売市場の市場内で、同じようにこういう木製パレット
の滞留があったと。これは、これまで経緯はそれぞれ
あったと思うんですけれども、やはり県もしっかり
入って、この産廃、廃棄物のこの意識啓発の取り組み
とか、またこの市場関係者との意見交換等を実施し
て、今この現在約３万枚、600トン程度のリサイクル
不可能な木製パレットを緊急的に処分する費用という
のを負担して処分するというふうなことをお聞きして
いるんですけれども、各離島においても、私は費用は
全部行政側が出すということは、それはもちろんない
と思っています。ただしっかり、この中央卸売市場の
ように、行政もそしてまたそこに住んでいる住民の皆
さんも、そしてこの事業者、また生産者、畜産生産者
とか、そういう方たちもきちっとどういうふうにして
いくかというのを話し合う協議の場というのは必要だ
と思うんですね。これについて、ちょっと見解を伺い
たいと思います。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　荷役パレットの権利としましては、基本的に船会
社、船社と荷主の双方に帰属するものだというふうに
考えております。現在の状況は、確かに港湾機能の妨
げにもなりますので、早急に改善が必要であるという
ふうに考えております。中央卸売市場の例も承知して
おりますので、費用負担につきまして、しっかりと話
し合いをしながら、継続して解決できるように話し合
いの場を持ちながら、取り組んで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）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　観光立県掲げている我が沖縄県で
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すので、ぜひこの港を、島の入り口ですのでしっかり
と、景観も含めてやはりありますので、ぜひ対応のほ
う急いでお願いしたいと思います。
　次に、新県立八重山病院についてなんですけれど
も、６月20日からこの敷地内薬局の公募型プロポーザ
ルのことについて掲載されているんですけれども、こ
の参加要件とか整備の条件、また運営等について、も
う少しちょっと具体的に内容のほうを説明していただ
けますか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　先日、敷地内薬局
の業者に関して、八重山病院から発表があったと思い
ます。
　事業局としては、基本的に入札といいますか、公募
に関しては、基本的には貸し付け等になりますので５
年以内の開院であることがまず一つの条件でございま
す。
　それから公募になりますが、基本的には県内の企
業、あるいは県外の企業も含めてとなりますが、しか
しながら、沖縄県に薬局とか事業所がある実績のある
会社といいますか、企業になると思います。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　先ほどこの新病院開院が10月１
日ということだったんですけれども、この敷地内薬局
の開設、この10月１日に間に合うのか。今現在公募し
ているんですけれども、応募等がない場合、また開設
が間に合わない場合というようなときの対応というの
はどのように考えているのかお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　先ほど申しました
ように、薬局に関しては、まだ公募の状況でございま
す。開院は10月１日でありますが、現在、これまでい
ろんな委員会とか要望者など、その敷地内薬局に関し
ては、どういうふうにしたほうがよいか、いろいろディ
スカッションがございました。それによりまして、多
少薬局のオープンに関してはおくれているのが事実で
ございます。公募、それから業者の選定、それから工
事というふうになります。今病院の関係者の話により
ますと、恐らく11月１日ごろではないかなと。少なく
とも一月程度はおくれるのではないかというふうな予
想をしています。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　特に、離島からの患者さん、離島
ターミナルのほうからこの新病院まで、恐らくタク
シーか、また公共交通、路線バスを使っていくと思う
んですけれども。その場合のやはり費用負担、大体ど

れくらいかかるとか、距離とか、あとまた最寄りのバ
スどれぐらいあるとかというのは把握しております
か。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　八重山は離島が多
くて、多くの方が石垣港のターミナルから来られるこ
とがございます。現在の八重山病院の距離は約２キロ
メートルなんですが、新八重山病院に関しては3.8キ
ロ離れております。したがいまして、離島からの患者
さんは、バスあるいはタクシーというふうな交通手段
で来られるということになると思いますが、バス料金
に関しては、片道およそ180円、それからタクシーに
関しては、片道910円ぐらいではないかというふうに
見られています。
　石垣港から一番近いかかりつけ薬局というのは400
メートルもありますので、どうしてもそういった交通
手段を用いて病院に来られると。そういう意味におい
ては、敷地内に薬局を開設する、周辺の区画整理がで
きるまでは一時的にではありますが、開設することが
八重山の県民の利便性にとっては大変よいのではない
かと考えております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　今局長がおっしゃったように、距
離のほうもやはり遠くなっているわけなんです。交通
弱者、また高齢者、傷病者も含めてなんですけれども、
やはり患者の利便性が一番じゃないかなというふうに
思っております。今回、地域のこういう関係団体のほ
うとも意見交換されたということなんですけれども、
この患者の利便性を高めるという観点、そしてこの周
辺の土地区画整理の状況、そしてやはり何といっても
地元の声。一番に患者の利便性が大切であり、期間限
定で設置することについてはいたし方がないと。これ
は八重山病院を初め、八重山保健所、石垣市、そして
八重山地区薬剤師会、八重山の医療を守る郡民の会と
いった地元の関係団体が要望して、この敷地内薬局に
ついては理解できるというふうに言っているわけです
から、しっかりと取り組んでいただきたいなというふ
うに思います。
　最後に、ヘリポートの件についてなんですけれど
も、現在の離島患者搬送業務の体制と状況についてど
うなっているか伺いたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　ヘリポートの利用
についてお答えします。
　八重山は御存じのように、洋上とか離島からの緊急
の患者さんが来ますけれども、基本的にはもし要請が
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あった場合には、八重山病院の医師が今の石垣空港ま
で行って海上保安庁のヘリで現地まで行って、現在の
消防署の近くにある、新八重山病院の近くにあるヘリ
ポートに着陸して患者さんを病院に運ぶと、そういう
ふうな格好になっております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　この八重山病院、やはり八重山圏
域の医療のかなめなんです。今新石垣空港に行って、
そこからヘリが出て、今また消防のところにおりてと
いうことで、病院に搬送する。これが今のうちにしっ
かりと用地確保しなければ、この病院の近くに用地確
保しないと、やはり区画事業で新しい高い建物がどん
どん建ってくると。そこにヘリが着陸できないという
状況が出てくるんですね。ですので、今のうちにしっ
かりと石垣市、また与那国町、竹富町といった自治体
とも協議をして、この災害防災の観点からも、大型ヘ
リがおりられるようなヘリポート建設をぜひ協議して
いただきたいなと思うんですけれども、今後取り組み
として再度ちょっと見解を伺って終わりたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　県としましては、防災
危機管理の観点から、石垣市、そして第11管区海上保
安本部、県立八重山病院など関係機関との意見調整を
図り、救急搬送体制維持に必要なヘリポートの整備が
円滑に行えるよう支援していきたいと思っています。
また、国が平成29年３月に、地方公共団体のための災
害時受援体制に関するガイドラインの中で、都道府県
に対しまして、広域防災拠点確保の必要性を提言して
おります。広域防災拠点は、ヘリコプターを含め、大
規模な支援部隊の集結場所、そして支援物資の集積場
所となるほか、災害医療活動の拠点となるなど、被災
地の近くで支援を行うための防災拠点となります。
　県では、海抜の高さや交通アクセスに優位性のある
県内運動公園数カ所を候補地として、現在所在市町村
と協定締結に向け調整中であり、引き続き広域防災拠
点確保を目指して作業を進めてまいります。大型ヘリ
ポートにつきましては、広域防災拠点の中で適切な施
設を確保していきたいと考えております。
〇次呂久　成崇君　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
　　　〔上原正次君登壇〕
〇上原　正次君　皆さん、こんにちは。
　会派おきなわの上原であります。
　一般質問を通告に従って行います。
　１、沖縄戦没者遺骨収集について。

　太平洋戦争末期、沖縄に上陸した米軍と日本軍との
組織的な戦争が終結した慰霊の日に、ことしも最後の
激戦地となった糸満市の平和祈念公園で沖縄全戦没者
追悼式が開かれました。私も遺族行進団の一人として
参加させていただきました。改めてこの場をおかりい
たしまして戦場に倒れたみたま、戦禍に遭われて亡く
なられたみたまに対し、謹んで哀悼の誠をささげま
す。
　さて、沖縄戦は日本軍が本土防衛の時間稼ぎのた
め、持久戦を展開し、日米の軍人と民間人約20万人が
犠牲になりました。嵐のような砲爆撃や住民の集団自
決など、ありったけの地獄を集めたと表現された沖縄
戦の惨劇を教訓に、不戦の誓いと恒久平和のため努力
し続けなければなりません。
　さて、沖縄戦は終わっていないとの声をよく耳にし
ます。それはいまだに不発弾の脅威により県民の生活
が脅かされていること、また戦没者の遺骨収集が終
わっていないことに起因するものと考えます。そのよ
うな中、平成28年に戦没者遺骨収集推進法が制定さ
れました。この機を逃すことなく、沖縄戦で命を落と
し、いまだ土の中にある御遺骨をいち早く収骨するこ
とが必要であります。
　その点を踏まえて質問をいたします。
　(1)、本県の遺骨収集に係る情報集積及び国との情
報の連携について。
　(2)、県の持つ情報を国に提供して、実際の遺骨収
集までの過程はどのようになっているのか。
　(3)、遺骨収集実施に向けた優先順位の設定基準は
どうあるか伺います。
　２、泊魚市場移転の進捗状況について。
　(1)、県は生産市場を糸満漁港、消費市場として泊地
区漁港との考え方とします。泊地区漁業団体との合意
に向けた協議が進められているとのことですが、その
状況について伺います。
　(2)、泊市場・漁港の整備についての取り組みと今後
のスケジュールについて伺います。
　(3)、高度衛生管理型荷さばき施設などと漁港漁場
整備計画との整合性確保について、２月定例会代表質
問で答弁をいただきました。高度な衛生管理に対応し
た施設の一体的整備による市場、流通機能の強化を図
るという目標と合致するとしています。
　そこで伺います。
　ア、高度衛生管理型荷さばき施設整備の今年度の事
業の取り組みについて伺います。
　イ、生産市場整備計画のスケジュールについて伺い
ます。
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　実は昨日糸満市議会本会議が最終日でありまして、
意見書が県知事、県議会宛てに出されております。こ
れは糸満市新市場の整備に係る予算措置と早期実現の
意見書であります。ぜひ県議会を初め県知事とも、そ
してきょう答弁をいただく農林水産部長におかれまし
ては、ぜひ供用開始の年度の答弁があれば幸いだと
思っております。
　３、モノレール延伸プロポーザルについて。
　県企画部は、総合交通体系基本計画に係る検討業務
に、沖縄都市モノレールの延伸等に向けての公募型プ
ロポーザル手続を開始したとあるが、そこでお伺いを
します。
　(1)、沖縄都市モノレール（ゆいレール）から延伸
等の可能性調査の公募型プロポーザルでの５案程度の
ルート企画提案受け付けとなっているが、起点はどの
駅からどこの位置までを想定されたルートになってい
るのか伺います。
　(2)、モノレールは道路空間を利用したシステムで
あるが、これから新しい道路を建設することも含めた
５案程度のルートと理解してよいか。
　(3)、既存の空港から首里駅間での積み残し問題の
対応についても十分対応できていない中で、浦西駅ま
でを来年度供用開始した場合の新たな積み残し問題が
生じる可能性がある。運用システムの対応・改善につ
いてどのように考えているのか伺います。
　４、パーキングパーミット制度の導入について。
　(1)、障害者等用駐車場を難病患者、妊婦の方が気
兼ねなく利用できるようにするため、障害者等用駐車
場への難病者等の利用制度導入について、平成29年２
月定例会・私の代表質問、平成29年６月定例会・我が
会派の新垣光栄議員の代表質問に対し、当時の金城弘
昌子ども生活福祉部長は、県として「市町村や関係機
関等と連携を図りながら、本制度の導入に向け取り組
んでまいります。」と答弁しておりますが、その後の県
としての取り組み状況、進展状況はどのようになって
いるか伺います。
　５、水資源の活用と保全について。
　沖縄渇水対策連絡協議会が節水喚起として2009年
以来９年ぶりに開かれ、県民に節水の呼びかけを始め
た。雨待ち、ダムに依存する県の水事情の施策で観光
立県をうたう沖縄県として雨水等、多様な水資源の活
用保全対策に取り組む中長期的な計画が重要と思って
おりますが、そこで伺います。
　(1)、再生水の利活用の状況と今後の取り組みにつ
いて。
　(2)、観光振興策の中に過去取り組まれたとする中

水道に対する県の考え方について伺います。
　以上質問を終わり、質問席より再質問させていただ
きます。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　上原正次議員の御質問にお答
えをいたします。
　沖縄戦没者遺骨収集についてに関する御質問の中の
１の(1)、遺骨収集に係る情報集積及び国との連携に
ついてお答えをいたします。
　沖縄県はさきの大戦において、一般住民をも巻き込
んだ悲惨な地上戦の場となり、二十数万人余のとうと
い命を失いました。戦後73年の月日が流れましたが、
今なおその傷跡は癒えることがありません。いまだ収
骨がかなっていない戦没者の遺骨収集については、国
の責任において行われるものでありますが、沖縄県と
しましては、戦没者遺骨に関する情報の一元化を図
り、国と連携して、遺骨収集の加速化に取り組んでま
いります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、沖縄戦
没者遺骨収集についての(2)と(3)、遺骨収集までの過
程及び優先順位についてお答えいたします。１の(2)と
１の(3)は関連いたしますので一括してお答えいたし
ます。
　戦没者の遺骨収集について県は、戦争体験者、地域
住民等の証言や市町村史等の史実に基づき、確度の高
い未収骨情報が得られた場合には国に情報提供等を
行っているところです。その情報を踏まえ、埋没壕等
の重機等を使用する必要のある遺骨収集については国
が、地表部分で見つかった遺骨収集については、国の
委託を受け県が行っているところであります。
　次に４の(1)、パーキングパーミット制度の導入に
ついてお答えします。
　県では、パーキングパーミット制度の導入について、
平成29年10月に障害当事者団体との意見交換を行っ
たところであります。また、国においては、パーキン
グパーミット制度の導入促進方策検討会における協議
結果の取りまとめを行っているところであります。
　県としましては、国の施策動向を注視するとともに、
引き続き市町村及び障害当事者団体等関係機関と連携
しながら対応してまいります。
　以上でございます。
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〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　２、泊魚市場移転の
進捗状況についての御質問の中の(1)、漁業団体との
協議状況についてお答えいたします。
　県では、糸満漁港における新市場の整備に向けて、
関係団体との協議を重ねているところであります。計
画を推進するためには、関係者の合意形成を図る必要
がありますが、泊の生産団体の合意が得られていない
状況にあります。そのため、平成30年２月５日及び
５月14日に泊漁港再開発推進委員会と泊漁港及び泊
魚市場の再整備について意見交換会を開催いたしまし
た。
　県としましては、引き続き、泊漁港再開発推進委員
会等と意見交換を継続しながら、合意形成に努めてま
いります。
　次に同じく(2)、泊漁港再整備に向けた状況につい
てお答えいたします。
　県は、泊の生産団体等で構成される泊漁港再開発推
進委員会から、平成29年11月16日付で泊漁港及び泊
魚市場整備に関する陳情書を受けております。この陳
情に関し県は、30年２月５日及び５月14日に泊漁港
再開発推進委員会との意見交換会を開催し、陳情内容
について、相手方の趣旨を伺うとともに、県の考えに
ついて説明してきたところです。
　県としましては、泊漁港及び糸満漁港の機能分担を
行うことにより、共存共栄が図られるものと考えてお
ります。今後とも、泊漁港における魅力ある消費地市
場の整備、また糸満漁港における産地市場の整備に向
け、関係団体との協議を継続してまいります。
　次に同じく(3)のア、新市場整備に向けた取り組み
についてお答えいたします。２の(3)アと２の(3)イは
関連しますので、恐縮ですが一括してお答えいたしま
す。
　県では、糸満漁港は本県唯一の第３種漁港であり、
県内外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産地市場と
して位置づけております。そのため、今年度は行政と
市場関係団体及び有識者で構成するワーキングチーム
において、高度衛生管理型荷さばき施設や市場関連施
設の整備に向けた検討を進める計画であります。
　県としましては、糸満漁港における新市場整備の事
業化に向け、関係団体との協議を継続し、消費者へ安
全・安心な水産物を安定供給するための体制を早期に
確立するとともに、水産業の振興に努めてまいりま
す。
　以上でございます。

〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　３、モノレール延伸プロ
ポーザルについての(1)と(2)、延伸等可能性調査にお
けるルートについての御質問、３の(1)と(2)は関連い
たしますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　県民の自動車保有台数の増加や入域観光客数の急激
な増加等、本県の陸上交通を取り巻く環境は、近年大
きく変化しており、今後、さらなる交通渋滞等の発生
も予想されます。このため、県としては、多様な交通
手段について幅広く検討を行う必要があると考えてお
り、都市交通であるゆいレールの延伸の可能性等につ
いても、今年度から調査してまいりたいと考えており
ます。この調査は、延伸の可能性のある方面及び延伸
する場合の課題等の把握を目的としており、人口分布
や道路交通量、用地確保等を踏まえ、複数のルート案
を用いて幅広い視点で検討してまいります。
　次に５、水資源の活用と保全についての(2)のイ、中
水道に対する県の考え方についてお答えいたします。
　沖縄県では、平成23年に改定した沖縄県水資源有効
利用推進方針において、雨水、再生水等の中水道の有
効利用の推進を図ることとしております。具体的な取
り組みといたしましては、雨水利用の方法、雨水利用
の事例等を紹介したリーフレットや手引書を作成し、
市町村及び県民等に対する情報提供を行うとともに、
県ホームページにおいて、雨水利用による経費削減効
果を掲載し、雨水利用の促進を図っております。今後
とも、雨水の利活用を推進し、水資源の有効利用に努
めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　３、モノレール延伸
プロポーザルについての御質問の中の(3)、モノレー
ルの混雑対策についてお答えいたします。
　沖縄都市モノレール株式会社においては、乗客の混
雑対策として増便によるダイヤ改正を行っておりま
す。今後も需要に合わせて輸送力強化に取り組むとの
ことであります。また、県においてはモノレール需要
予測調査を予定しており、これをもとに同株式会社と
連携して輸送力強化について検討していきたいと考え
ております。　
　次に５、水資源の活用と保全についての御質問の中
の(1)、再生水利活用の状況と今後の取り組みについ
てお答えいたします。
　県では、那覇市と協同で再生水供給事業を実施して
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おり、那覇新都心地区や那覇空港周辺地区などの商業
施設や公共施設に再生水を供給しております。平成29
年度末における供給施設数は62施設、１日の平均供
給量は1059立方メートルで、計画供給量の約78％と
なっております。今後の取り組みについては、関係機
関との情報交換を通して、新たな供給先の利用促進を
図りたいと考えております。
　同じく５の(2)のア、中水道としての再生水の活用
についてお答えいたします。
　中水道の１つである再生水は、都市部に安定して存
在する下水処理水を高度処理し、新たな水資源として
観光施設や大型商業施設のトイレ用水などに利用され
ております。今後とも再生水の安定的供給に努めてま
いります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　答弁ありがとうございました。
　順次、再質問をさせていただきます。
　まず１番、先ほど知事からも答弁いただきました。
(1)、(2)、(3)の答弁をいただきました。遺骨収集に関
してなかなか進まない状況があるというマスコミ等を
含めて、周りからもいろんなお話を聞いております。
そういった状況で今回取り上げた次第なんですけれど
も、2016年４月に施行された戦没者遺骨収集推進法
とはどのようなものと理解しておりますか。御答弁を
お願いいたします。
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（大城玲子さん）　平成28年４
月に施行されました戦没者遺骨収集推進法は、戦没者
の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講
ずることを目的としてつくられております。戦没者遺
骨収集の推進に関して国の責務を明確にするととも
に、戦没者遺骨収集に関し基本となる事項等が定めら
れていると認識しております。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　部長ありがとうございます。
　法制化されたのはすごく大きなことなんですけれど
も、今部長からの答弁で国の責務として位置づけたと
いうお話がなかったんですけれども、その部分が一番
推進法において大事ではないのかなと思っております
が、部長として、国の責務の位置づけという部分に関
しての部長の見解を伺います。
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（大城玲子さん）　戦没者遺骨
収集につきましては、厚生労働省の設置の法律におい
ても国の責務とされているところではございますが、

今回のこの推進法におきましても国の責務が明確にさ
れたということで理解しております。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　ありがとうございます。
　続きまして、推進法では数年にわたり集中的に遺骨
収集を行うとされておりますが、具体的にその期間が
あると思っておりますので、それに関して答弁をお願
いいたします。
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（大城玲子さん）　今回の制定
されました法律では、集中実施期間として平成28年度
から36年度までの９年間を集中的に取り組む期間と
定めているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　平成28年度から36年度ですね、わか
りました。
　県の遺骨収集の取り組みの県で実施した施策につい
て、その進捗等を確認する平成28年度総括表を見ま
した。その中で戦後処理問題の解決、沖縄戦戦没者の
遺骨収集に関する成果指標に毎年県の目標として100
柱程度と記載されておりますが、平成28年度の実績と
して22柱なんですね。29年度がまだ私把握していな
いんですけれども、29年度の遺骨収集の数を教えてく
ださい。
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（大城玲子さん）　戦没者の遺
骨収集数につきましては、平成28年が29柱、29年が
９柱というふうになっております。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　28年度が29柱で、平成29年度、昨
年度がほんの９柱なんですね。ちょっとびっくりして
おりますけれども、なぜこれが県の指標目標としてい
る100柱としているんですけれども、進まない状況は
どういった要因がありますか。答弁をお願いいたしま
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（大城玲子さん）　戦後70年以
上が経過しているということも大きな要因でございま
すが、戦争体験者など関係者の高齢化が進む中で、未
収骨情報がなかなか得られにくくなっているという状
況もございます。
　また県としましては、そういう中であっても、一柱
でも多くの戦没者遺骨収集ができるようにということ
で、遺骨収集情報センターへの未収骨情報の一元化な
ども図っているところでございます。ボランティアな
どへの活動支援も行っているところでございまして、
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努力はしているというところを御理解いただければと
思います。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　未収骨情報等も情報を拾っていくと
いうお話なんですけれども、今質問しますのがちょっ
と個別事案になりますが、平成27年の新聞の連載記事
「消えた家族」、副題が「激戦地・糸満の傷痕」で、糸
満市の山城壕の状況を示す記事があります。一部あり
ますので読ませていただきます。「本島南部の地上戦
が激しくなる1945年の梅雨時。米軍の砲弾が直撃し
て落盤し、入り口をふさがれた壕の中からは、助けを求
める悲痛な声が漏れていたという。」、「区民の話では、
戸主の男性は防衛隊に召集され戦死。妻や幼子ら６人
が山城壕で生き埋めになったようだ。唯一、無事だっ
た娘は落盤時にたまたま壕の外にいて、80代半ばの
今は本島中部で暮らす。」、国は少なくとも1975年に
20日、76年に10日ほどの遺骨収集を実施した。周辺は
土質がやわらかいために作業の支柱が沈下し、２次災
害の危険性などを考慮し作業を断念した。その際、大
腿骨と骨片が発見され壕に人がいたという証拠を裏づ
けた。
　これ、一部読ませていただきました。この記事にあ
りますように、国も遺骨収集の必要性を認めた事実が
ありますが、実際現場も入っているんですね。そのと
きの資料も私、預かっております。現場も確認いたし
ました。その1975年からもう40年以上たって、まだ
遺骨が埋まっている状況で、当時の重機械と比べて技
術、いろんなことを考えたら今の状況はどうしても県
として国にしっかりそのような状況を今遺族のおばあ
ちゃんが生きているうちにどうにか家族にこの遺骨を
返してやりたいという、その思いが地域の方もありま
すし、その状況に関して県はどのような考えを持って
おりますか。それとまた、国とこの情報に関して協議
をなさったことがありますか、お伺いします。
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（大城玲子さん）　議員がおっ
しゃる山城壕につきましては、以前に国も遺骨の収集
のために手がけたこともあるようですけれども、落盤
等の危険性があるということで途中で中止になってい
る状況がございました。しかしながら、やはり一柱で
も多く収集しなければならないということもございま
して、県としましては、ことし５月に山城壕の現地確
認を行って今の状況を国に報告を行っているところで
ございます。
　県としましても、できるだけ収骨をして、御遺族の
もとにお返ししたいというのが考えではございますの

で、国と連携して国に報告したところでございますの
で、この後の対応を検討してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　県が調査をして国に情報を提供した
ということですね、ありがとうございます。２月定例
会の委員会の中でもこのお話はさせていただきまし
た。平和援護課の処理方針の中にも遺骨の確実性のあ
る情報に対してはしっかり取り組んでいるという処理
方針もうたっていますので、ぜひおばあちゃんが生き
ている間に国も集中的にやるという推進法、これは国
の責務としてやるという推進法をうたっていますの
で、ぜひ早目に国との協議を進めていただきたいと
思っております。
　次に、改めてまた国によるＤＮＡ鑑定の集団申請の
呼びかけに取り込む沖縄戦遺骨収集ボランティア・ガ
マフヤーの具志堅代表は、ＤＮＡ鑑定を十分な実施体
制に整えてほしいとする陳情を求めたとあります。県
の取り組み方についてお伺いをいたします。
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（大城玲子さん）　戦没者遺骨
のＤＮＡ鑑定につきましては、平成15年度より国に
よって実施されているところでございます。平成29年
７月から国は、県内10地域で見つかった遺骨のＤＮＡ
鑑定について受け付けを開始しているところでござい
ます。
　県としましては、県内の広報活動とそれから県内在
住の方からの申請を受け付け、国に進達を行っている
ところでございまして、平成30年５月末現在で148件
を進達いたしたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　上原正次君。
〇上原　正次君　２日ほど前になりますか、ＮＨＫの
テレビ放送をたまたま見る機会がありまして、これも
戦争当時に自分のお兄さんを亡くしたということで、
私が生きている間にＤＮＡ鑑定をと90になる高齢者
のおばあちゃんのお話も実際にありました。国の責務
としてやると言っておりながら、なかなか厚生労働省
はこういった実際予算とかが全然足りない状況があっ
たり、沖縄戦の遺骨はＤＮＡ鑑定の結果が出るまで何
度も何度もやっていくようなことをしないと結果が出
ないという状況がある、相当難しい状況があると聞い
ております。この大学においても年間400件くらいの
あと残しになっている状況があって、年間六十、七十
ぐらいしかできないということがあって、大学の先生
のほうが申しわけないと言っていることがありまし
たけれども、これは国のほうがしっかりこのような対
応をしておけば、まだまだ遺骨のＤＮＡ鑑定が進むと
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思っております。アメリカ、韓国においてもしっかり
とした形で人員確保してＤＮＡ鑑定をやっているとい
うお話がありますので、県もぜひ今ガマフヤーの具志
堅代表がこういった要請を国に行っておりますので、
しっかり県も連携をとって取り組んでいただきたいと
思っております。
　以上をもちまして私の質問を終わります。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
〇瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　所見を述べます。
　６月23日の沖縄全戦没者追悼式は、国策で犠牲と
なられた全てのみたまを慰霊し、感動的な鎮魂の式典
でした。沖縄県遺族会会長は、新基地は許さないと述
べ、大きな拍手が起きました。知事の平和宣言と平和
の詩「生きる」の作者、中学３年生の発表後にも万雷
の拍手が起こりました。戦力という愚かな力で得られ
る平和などないとも述べました。中学生に、しっかり
と平和の心が引き継がれていることに、多くの県民は
未来への希望を感じたことでしょう。戦争の犠牲に対
し、遺族として、県民として、今の時代、今をどう生
きるのか、このテーマに進むべき道を示したすばらし
い追悼式でした。
　知事が力強く読み上げた平和宣言の内容と同時に、
知事が職務に頑張る姿は、多くの県民に勇気と希望を
与えたと思います。翁長知事の平和宣言と安倍総理大
臣の挨拶に大きな違いがありました。米朝首脳会談に
触れた知事と、触れなかった総理のことです。知事
は、平和の激動を捉え、万国津梁の精神に立って、ア
ジアの国々と平和的共存共栄に活路を見出し、アジア
の発展と世界の平和実現で国際社会に貢献すると宣言
しました。平和の激動は、核実験場やミサイル発射場
を廃棄した北朝鮮、韓国・ロシアの首脳会談では、朝
鮮半島縦断鉄道とシベリア鉄道の連結や、ロシアから
朝鮮半島を縦断する天然ガスのパイプライン敷設を協
力するなどの内容で共同声明が発表されました。北東
アジアの５カ国が平和構築と経済協力が前進している
ときに、平和の新しい波に乗り切れない安倍政権の外
交破綻は明らかです。安倍総理は、20年以上前に決め
た辺野古新基地建設を宣言しました。どこまでも半端
ない思考停止と、永久的に基地との共存を県民に押し
つける、みたまの不安を高める軍事基地強化政策に県

民の怒りは高まるばかりです。「「辺野古に新基地を
造らせない」という私の決意は県民とともにあり、こ
れからもみじんも揺らぐことはありません」と宣言し
た知事。未来を担う子や孫のために、平和で誇りある
豊かな沖縄を築く知事の決意に多くの県民は応えてく
れることを確信しています。
　私も平和宣言の精神に立ち、県民とともに進む決意
を述べ、質問に入ります。
　質問１、好調な県経済を県民所得向上、正規雇用拡
大など質の改善につなげる立場から質問します。
　入域観光客が世界的な観光地、ハワイを超えたこと
が注目を集めました。観光客の満足度が高く、リピー
ターも多い沖縄観光ですが、滞在日数をふやし、観光
産業で働く労働者の雇用環境の改善など課題の解決も
進める必要があると考えます。
　(1)、今年度の経済見通し及び入域観光客誘客数の
目標（国内・海外）とその目標を達成するための取り
組みを伺います。
　(2)、教育旅行推進化事業に取り組み、2016年度か
ら17年度にかけ、順調に海外からの教育旅行がふえて
いると報道されましたが、学生のうちに沖縄に来て、
県内の学校との交流を契機として継続的に沖縄を訪れ
ることにつながるだけに期待して注目しています。海
外からの修学旅行受け入れの実績と課題、今後の取り
組みを伺います。
　(3)、沖縄空手振興ビジョンロードマップの策定の
取り組み及び沖縄空手国際大会について準備状況を伺
います。
　(4)、沖縄ＩＴイノベーション戦略センターの役割、
期待される効果や目標を伺います。
　(5)、５年前との比較で、企業誘致や雇用者数、雇用
環境の推移を伺います。
　(6)、少人数学級に伴う教師の増員、保育所や学童
保育所増設、特養など福祉施設整備などに伴う雇用拡
大など日本共産党県議団は求めてきました。沖縄県の
果たしてきた実績、今後の雇用拡大政策の方針を伺い
ます。
　(7)、沖縄は基地がなければ暮らしが成り立たない
かのような基地押しつけのフェイク情報は看過できま
せん。基地を返還して目覚ましく発展してきた那覇市
金城や天久新都心、北谷町ハンビータウン、ライカム
など基地こそ沖縄経済発展の阻害要因であることを県
民は実感しています。沖縄振興予算の推移と沖縄県民
の納める国税徴収額の推移、直近では振興予算以上に
国税を県民は納めているのではないか伺います。
　質問２、中小業者の経営環境及び労働者の賃金向上
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や雇用環境の改善を目指し、公契約条例制定を日本共
産党県議団は求めてきました。全国的にも早い公契約
条例の制定となったことを評価します。同時に、条例
制定の目的を達成することが重要です。条例実施に向
けた取り組み状況を伺います。
　質問３、自立経済確立のため重要な農業分野の取り
組みについて。
　(1)、農林水産業の産出額の推移（平成23年から平
成28年まで）を伺います。
　(2)、農畜水産の技術開発の成果と課題を伺います。
　(3)、技術研究や営農指導に伴う職員の増員が必要で
ないか伺います。
　(4)、新規就農者の支援事業の成果及び農家の所得や
平均年齢、労働力確保等の推移を伺います。
　(5)、食料自給率の推移と目標接近へ、地産地消推
進、６次産業育成など強化すべきと思いますがどうか
伺います。
　(6)、米国が脱退したＴＰＰ11は、食料・経済主権
を放棄し国民生活全般に悪影響を及ぼします。国内の
農業や地場産業、地域経済、消費者を守る関税を撤廃
し、規制を緩和したらどうなるのか、影響ははかり知
れません。国民の理解も進まない中、国民の合意なし
に関連法案の強行は許されません。ＴＰＰ11の農業分
野の合意内容及び沖縄県内での影響及び今後の対策を
伺います。
　質問４、戦後73年、県民の４人に１人の命が奪われ
た沖縄戦、戦後27年に及ぶ米軍施政下、統治下で虐げ
られた歴史を経て現在があります。今日の沖縄を築い
てきた先人たちの努力を理解することが、誇りある豊
かな沖縄を目指す21世紀ビジョン推進にとって、沖
縄の歴史を学ぶことは、沖縄のアイデンティティー継
承・発展にとっても重要と考え質問します。
　(1)、戦後73年、復帰46年、復帰後世代の職員の比
率、この間の推移を伺います。
　(2)、昨年、県職員研修で、沖縄戦や苛酷な米軍統治
下の時代を学び、次代に継承する取り組みを充実する
ことを求めました。県職員の果たす役割が大きいとの
観点で求めましたが、どのような取り組み状況か伺い
ます。
　(3)、慰霊の日を中心に、県内各地で慰霊祭やさま
ざまな取り組みが行われています。関係者の努力に感
謝申し上げます。戦争体験者、証言ができる語り部も
少なくなり、平和のとうとさへの認識を継承する意識
的な努力が必要な時代になりました。教師に対する、
沖縄戦を学び、児童生徒への継承を図る取り組みを伺
います。

　(4)、戦時避難壕など戦争遺跡保存及び活用状況を
伺います。
　質問５、大震災への備え、減災、危機管理について。
　去る６月18日、大阪北部地震が起き、家屋や電気、
水道、ガスなどライフラインが破壊され、多くの死傷
者が出ています。登校中の小学生が学校のブロック塀
倒壊でとうとい命が奪われてしまいました。被災され
た皆様に心からのお見舞いを申し上げます。多大な被
害をみずからに引き寄せ、県民の命と財産を守る対策
に生かさなければなりません。
　大規模震災の発生の危険性が専門家から警告されて
おります。沖縄の活断層や大地震の際の影響調査や啓
発、避難所運営などの計画、海外観光客や研修滞在者
などへの周知の対応について現状と課題を伺います。
　質問６、世界のウチナーンチュネットワーク構築に
ついて。
　(1)、世界のウチナーンチュネットワークの継承・
発展を目指す活動拠点、施設整備の仮称・検討委員会
設置を提言してきましたが、検討状況を伺います。
　(2)、拠点整備の必要性など、国際交流団体、移民
や、しまくとぅば研究者、海外県人会からどのような
意見が寄せられているのか伺います。
　(3)、６月18日移民の日に、民間団体パンアメリカ
ン連合会がイベントを長年実施しています。移民の歴
史を学ぶこととネットワーク発展の機会でもあり、沖
縄県の主体的取り組みが必要と思うがどうか伺いま
す。
　質問７、国会の会期延長が強行されました。刑法で
禁じる賭博を合法化するカジノ法案を成立させるため
の会期延長は許せません。国民の７割は反対していま
す。ギャンブル依存症の疑いのある人が320万人とも
言われている日本で、依存症や多重債務者を拡大する
ことは必至です。そもそも人のお金を巻き上げて、人
を不幸にする賭博に経済効果などあり得ません。日米
首脳会談の日に、米国カジノ企業のトップ３人が同席
し、カジノ面積が拡大され、貸し付けも可能になるな
ど、まさにアメリカカジノ企業によるカジノ企業のた
めのカジノ事業法案です。
　(1)、人の不幸で収益を上げるのがカジノではない
か。沖縄観光の魅力と相入れず有害ではないか。沖縄
に持ち込むことは拒否すべきですが見解を伺います。
　(2)、パチンコ・スロットや公営ギャンブルが県民
生活へ悪影響を及ぼしています。ギャンブル依存症や
多重債務との関連など実態を伺います。復帰時と現在
のパチンコ店数、台数の比較、全国との比較を伺いま
す。
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　８、米軍基地問題について。
　(1)、高江ヘリ炎上の土壌を米軍が持ち去り保管し
ています。放射能測定など調査について現状を伺いま
す。
　(2)、オスプレイの噴射熱で火災発生の海外報道が
あります。高江など訓練の実態、自然環境への影響も
調査し、訓練を中止させるべきではないか伺います。
　(3)、高江着陸帯整備費総額、辺野古新基地建設費、
左記事業の警備費等、予定価格と落札率を伺います。
　(4)、米軍人・軍属の犯行による、損害賠償請求件
数や支払い状況及び日米負担額など地位協定上の問
題、アメリカ政府が支払わずに、実質的には日本政府
が負担しているのかどうか。うるま市女性殺害・損害
賠償など、政治的配慮で事態が進展しているとも聞く
が、米軍基地あるがゆえの事件・事故、犯罪被害者の
沖縄県民に損害賠償を行うことは当然で、全ての被害
者に等しく対応させるべきではないか。県民の人権、
尊厳を守る立場から見解を伺います。
　９、地域環境整備について。
　(1)、県道11号線の拡幅工事の促進を求めてきまし
たが、進捗状況を伺います。
　(2)、同上事業における根差部入り口の信号機設置
の要請にどう対応するのか伺います。
　(3)、豊見城市地内の急傾斜地崩壊対策事業の継続
箇所の進捗状況を伺います。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　瀬長美佐雄議員の御質問にお
答えをいたします。
　好調な県経済の見通し及び入域観光客数の目標と取
り組みについてお答えをいたします。
　沖縄県の経済は、観光需要や個人消費の増大、一
括交付金など各種施策の効果により、平成24年以来、
22期連続で拡大しております。今年度の経済見通し
については、観光客のさらなる増加に加え、個人消
費や民間設備投資が好調さを維持すると見込んでお
り、県内総生産は引き続き拡大基調で推移するものと
考えております。また、平成30年度の入域観光客数
は、国内客700万人、外国客300万人の計1000万人を
目標としており、その実現に向け、沖縄観光ブランド
Be.Okinawaを積極的に発信するとともに、効果的な
誘客プロモーションの展開や受け入れ体制のさらなる
強化に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
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　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、好調
な県経済を県民所得向上、正規雇用拡大など質の改善
につなげることについての御質問の中の(2)、海外か
らの修学旅行の受け入れ実績と課題及び取り組みにつ
いてにお答えいたします。
　海外からの修学旅行は、近年の状況では、平成28年
度に24団体662人が、平成29年度には39団体1565人
と大幅に増加しております。一方、課題としましては、
県内の学校との交流ニーズへの対応や海外における沖
縄の修学旅行地としての認知度が低いことなどが挙げ
られます。そのため、県では、学校間交流のマッチン
グを行う窓口を沖縄観光コンベンションビューロー内
に設置し、日程や交流内容の調整及び交流当日の同行
などに対応しております。また、海外における教育旅
行セミナーの開催や学校関係者の招聘ツアーなどを行
い、沖縄の認知度向上に取り組んでいるところであり
ます。
　同じく１の(3)、沖縄空手振興ビジョンロードマッ
プ（仮称）の策定及び沖縄空手国際大会についての御
質問にお答えいたします。
　ロードマップの策定については、前年度に引き続
き、空手関係者を初めとする関係団体等で構成する委
員会と、保存・継承、普及・啓発、振興・発展の各専
門部会に、新たに次世代空手家による部会を加え、幅
広い視点から検討することとしており、来年３月の策
定に向けて、現在、委員会等の設置準備を進めている
ところであります。また、沖縄空手の将来にわたって
の振興を図ること等を目的に、８月１日から第１回沖
縄空手国際大会を開催いたします。大会には、50の国
と地域から、競技大会に約1200人、空手セミナーに延
べ約2300人の申し込みがあり、現在は、受け入れ体制
の整備等、大会運営の最終確認を行っているところで
す。
　次に６、世界のウチナーンチュネットワーク構築に
ついての(1)と(2)は関連しておりますので、恐縮です
が一括してお答えさせていただきます。
　活動拠点施設につきましては、これまで新聞紙上等
で有識者からさまざまな意見が出ていることから、県
では国際交流団体や有識者から聞き取りを行っている
ところです。そこで出た意見の中には、海外県系人が
帰省時に県民と交流できる場所や移民の歴史を学べる
資料館の設置を望む声がありました。しかしながら、
いずれも常設の施設を新たに整備することは、財政面
や費用対効果等の課題があることから、既存施設活用
の可能性も含め慎重に検討すべきものと考えておりま
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す。なお、交流団体等が現在具体的な要望書を提出す
る準備を進めていると聞いており、その際には、関係
団体と意見交換を行い、さらに検討してまいりたいと
考えております。
　同じく６の(3)、移民の日に沖縄県が主体的に取り
組むことについての御質問にお答えいたします。
　国は、日系の第１回契約移民を乗せた笠戸丸がブラ
ジルのサントス港に到着した日である６月18日を海
外移住の日と定めています。県では、毎年６月18日の
週に県庁１階の県民ホールにおいて、海外移民に関す
る啓発を図るためのパネル展を実施しております。ま
た、毎年この日に、沖縄パンアメリカン連合会が主催
する移民の日交流会には、県幹部が出席し、関係団体
や県系子弟留学生等とともに、県系移民の歴史や功績
等を再確認しております。
　県としましては、今後ともパネル展示を継続して実
施していくとともに、各学校への出前講座の実施など
を通して、海外移住の日を含めた県系移民に関する啓
発を行っていきたいと考えております。
　次に７、カジノについての御質問の中の(1)、カジノ
導入における県の見解についてにお答えいたします。
　沖縄県では、統合リゾートの導入可能性について、
これまで調査・研究を行った経緯がありますが、ギャ
ンブル依存問題のみならず、青少年への悪影響や独自
の歴史や文化、自然を初めとする本県の観光資源を損
ねかねないこと等から総合的に判断した結果、本県へ
の導入に関する検討は行わないこととしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　１、好調な県経済
を県民所得向上、正規雇用拡大など質の改善につなげ
ることについての(4)、沖縄ＩＴイノベーション戦略
センターの役割、効果及び目標についてにお答えいた
します。
　沖縄ＩＴイノベーション戦略センターは、先進的な
テクノロジーやノウハウを収集し、本県の主要産業と
ＩＴとの連携による新事業創出やＩＴ活用人材の育成
支援等の役割を担う産業支援機関です。今後は、同セ
ンターが司令塔となって、本県産業全体の生産性や国
際競争力を高める効果を期待するとともに、県民所得
の向上を目標として、官民一体となった事業活動を推
進してまいります。
　次に同じく１の(5)、５年前と比較した企業誘致や
雇用者数等についてにお答えいたします。
　県では、知事のトップセールス等による企業誘致や、

各種産業振興施策の実施及び雇用対策等に取り組んで
まいりました。主な取り組みに係る最新のデータと平
成25年度を比較すると、誘致した製造業等は、国際物
流特区那覇地区及びうるま地区への立地企業が84社
となり29社の増加、誘致した情報通信関連産業は427
社となり126社の増加、その結果、沖縄県全体の年平
均の雇用者数は57万7000人となり４万5000人の増
加、正規雇用者数は34万5000人となり２万8000人の
増加となるなど、雇用環境は着実に改善されておりま
す。
　次に２、公契約条例についての(1)、条例制定後の
取り組みについてにお答えいたします。
　公契約条例については、平成30年４月１日に沖縄県
の契約に関する条例として施行したところです。今年
度は、外部有識者で構成される沖縄県契約審議会の意
見を聞きながら、基本理念に沿って県が取り組むべき
具体的な施策を県の取り組み方針として取りまとめ、
公表することとしております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１の好調な県経済を県民所
得向上、正規雇用拡大など質の改善につなげることに
ついての御質問の中の(6)のア、少人数学級に伴う教
師の増員についてお答えいたします。
　県教育委員会では、これまで小学校１・２年生で30
人学級、小学校３年生から５年生までと中学校１年生
で35人学級を実施しており、平成30年度からは、小
学校６年生でも35人学級を実施しております。少人数
学級の実施に伴う教員の増員数については、372人と
なっており、前年度から37人増加しております。ま
た、平成30年度の本務教員数は、前年度から105人増
加して7537人、教員定数に占める本務教員の割合は、
84.8％を見込んでおります。
　県教育委員会としては、引き続き全国平均の正規率
の達成に努めてまいります。
　次に、４の沖縄の歴史を学ぶことについての御質問
の中の(3)、教師に対する取り組みについてお答えい
たします。
　戦後73年が経過し、戦争の風化が叫ばれる中、沖縄
戦の悲惨な実相や教訓を正しく後世に継承することは
重要なことであります。そのため県教育委員会では、
平和学習に関する教材を提供するポータルサイトの開
設や初任者研修において、戦跡めぐり等に加えて新た
に研究授業を取り入れるなど、平和教育に関する研修
の充実に努めております。研修に参加した初任者から
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は、「暗いガマの中で命を落とした人の気持ちを伝え
ていく使命が教員にはあると実感した。」、「命の重さ
をひしひしと感じ、この想いを忘れずに平和教育を続
けていこうと思った。」などの感想が報告されていま
す。今後とも、児童生徒が沖縄戦の実相や教訓を正し
く継承できるよう、教職員の資質向上を図り、平和教
育のより一層の充実に努めてまいります。
　次に同じく４の(4)、戦争遺跡の保存及び活用状況
についての御質問にお答えいたします。
　戦後73年が経過し、年々戦争体験者が減少する中、
戦争遺跡の保存及び活用は、沖縄の歴史を学ぶ上で重
要であると認識しております。戦争遺跡の保存方法と
しては、文化財への指定があり、現在、11の市町村に
おいて18カ所の戦争遺跡が指定を受けています。活用
の事例としては、南風原町の沖縄陸軍病院南風原壕群
や読谷村のチビチリガマなどで、平和ガイドによる解
説を受けたり、壕の中で暗闇を追体験するなど、児童
生徒や一般向けの平和教育が行われております。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、好調な
県経済を県民所得向上、正規雇用の拡大など質の改善
につなげることについての御質問の中の(6)のイ、保
育所等整備に伴う雇用の実績等についてお答えいたし
ます。
　保育士及び放課後児童支援員等については、平成27
年度から28年度までの２年間の施設整備により、保育
士約1900人、放課後児童支援員等約530人の雇用を
図ったところであります。今後、保育士については、
約1600人の雇用拡大を図るとともに、放課後児童支援
員等についても雇用拡大を図ってまいります。介護職
員等については、平成27年度から29年度までの３年
間で、特別養護老人ホーム等の整備により、推計で約
320人の雇用を図ったところであります。今後、平成
32年度までの３年間の施設整備により、約750人の雇
用を見込んでおり、引き続き雇用拡大を図ってまいり
ます。
　次に７、カジノについての御質問の中の(2)のア(ｲ)、
多重債務の実態についてお答えいたします。
　多重債務については、消費生活センター等で相談を
受け付けております。平成28年度の相談件数は835件
となっており、減少傾向にあります。多重債務に陥る
要因はさまざまでありますので、パチンコ、スロット
や公営ギャンブルが関連したかについては明確ではご
ざいません。

　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　１、好調な県経済を県民
所得向上、正規雇用拡大など質の改善につなげること
についての御質問の中の(7)、沖縄振興予算と国税徴
収額の推移についてお答えします。
　国税庁のホームページによりますと、沖縄国税局の
徴収決定額は、平成26年度が3171億円、平成27年度
が3508億円、平成28年度が3602億円となっておりま
す。沖縄振興予算の額は、平成26年度が3501億円、平
成27年度が3340億円、平成28年度が3350億円となっ
ております。
　次に４、沖縄の歴史を学ぶことについての御質問の
中の(1)、復帰後生まれの県職員の比率についてお答
えします。
　平成20年４月１日時点の復帰後に生まれた職員の
割合は33.0％でしたが、５年後の平成25年４月１日
時点では51.0％、平成30年４月１日現在では66.4％
となっています。
　同じく(2)、職員研修での沖縄戦等の継承について
お答えします。
　沖縄県では、現在、新採用職員研修で本県の歴史と
文化等に対する理解を含め、幅広い教養を培うととも
に、郷土愛のある職員の育成に資する研修を実施して
おります。具体的には、平和祈念資料館学芸員による
沖縄戦の講話と常設展示の視察により、沖縄戦以後の
歴史を学んでおります。また、沖縄の歴史と文化及び
基地問題の背景を学ぶ取り組みを行っているところで
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　３、自立経済確立の
ため重要な農業分野の取り組みについての御質問の中
の(1)、農林漁業産出額の推移についてお答えいたし
ます。
　県では、亜熱帯性気候や地理的特性を生かした農林
水産業の振興を図るため、沖縄21世紀ビジョン基本計
画に基づき、各種施策に取り組んでおります。その結
果、農業産出額は、平成23年の800億円から225億円
増加し、28年は1025億円、林業産出額は11億円から
４億円増加の15億円、漁業産出額は147億円から48億
円増加の195億円となっております。
　県としましては、引き続き、持続的農林水産業とフ
ロンティア型農林水産業の振興に取り組んでまいりま
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す。
　同じく(2)、技術開発の成果と課題についてお答え
いたします。
　農林水産業の振興を図るためには、研究機関による
技術開発が重要であります。最近の研究成果としまし
ては、県全域を普及対象としたサトウキビ品種ＲＫ
97-14、パイン新品種サンドルチェ、ニガウリ新品種
てぃだみどりなどの品種開発、世界初のニガウリ全ゲ
ノムの解読、わい性サヤインゲンの節間伸長処理栽培
技術の確立、アグー豚の遺伝能力を評価するＤＮＡ
チップの開発、ヤイトハタの水なし輸送技術の開発な
どがあります。課題としましては、多様化する消費者
ニーズに対応した品種開発や新規品目の導入、気候温
暖化に対応した技術開発などがあり、これらの試験研
究に取り組んでいるところであります。
　次に同じく(3)、研究員と普及指導員の増員につい
てお答えいたします。
　県の職員定数は、総務部所管の沖縄県定員管理基本
方針などに基づき定められており、農林水産部の研
究員は、平成26年度の125名から30年度は117名に、
普及指導員は26年度の112名から30年度は105名と
なっております。なお、農林水産部の研究員等の配置
については、事務事業の必要性などを考慮し、適切に
行っております。
　同じく(4)、新規就農者の支援事業の成果等につい
てお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、新
規就農者を年間300名育成することを目標に、一括交
付金等を活用した農業施設・機械等の整備及び資金の
交付などの事業を実施しております。その結果、平
成24年から29年までの６年間で2049人が新たに就農
し、うち1274人が45歳未満の青年農業者となってお
ります。農家所得につきましては、平成28年には243
万円と増加しましたが、農業就業人口は、65歳以上の
層が54％を占めており、今後も若年層の確保が必要な
状況にあります。また、農業労働力の確保につきまし
ては、アジア・太平洋地域から、これまでに延べ259
名の技能実習生を受け入れております。
　同じく(5)、地産地消推進と６次産業化の取り組み
についてお答えいたします。
　県では、地産地消を推進するため、沖縄県地産地消
推進計画を策定し、関係機関と連携しながら各種事業
を実施しております。具体的には、１、地産地消に取
り組むホテル、飲食店等を「おきなわ食材の店」の店
として登録・支援、２、ホームページにおいて島野菜
の効能や効果、利用方法の情報発信などを実施してお

ります。また、６次産業化の推進については、相談窓
口となるサポートセンターの設置に加え、１、新商品
開発や販路開拓等に対する助成、２、加工施設や直売
施設等の整備に対する助成などを実施しております。
　県としましては、引き続き、市町村・関係団体等と
連携し、地産地消や６次産業化の推進に取り組んでま
いります。
　同じく(6)、ＴＰＰ11の影響と対策についてお答え
いたします。
　ＴＰＰ11の主な合意内容としては、牛肉、豚肉の
関税削減や砂糖の高糖度の原料糖に限り関税を無税に
するなどとなっております。これらの内容により、本
県農林水産業に長期的にさまざまな影響が懸念されま
す。そのため、県では、平成29年度補正予算、30年度
当初予算において、ＴＰＰ対策予算を措置したところ
です。また、国においては、総合的なＴＰＰ等関連政
策大綱を改定し、糖価調整制度の拡充や肉用牛・豚の
経営安定対策等に取り組むこととしております。
　県としましては、引き続き、国の動向を注視すると
ともに、関係団体と連携し、時期を逸しないよう、適
切に対応してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　５、大震災への備え、
減災、危機管理についての御質問の中の(1)、大震災へ
の備えの現状と課題についてお答えします。
　県は、平成25年度に実施した沖縄県地震被害想定調
査に基づき、本県の陸地部４断層及び周辺海域で発生
するおそれがある20の想定地震を設定し、各地震の
最大震度及び津波の被害想定について公表しておりま
す。避難所については、市町村地域防災計画の中で、
避難所開設及び運営方法を確立しております。海外観
光客等への対策については、県地域防災計画の中で、
要配慮者対策計画を策定し、外国人への支援として、
沖縄防災情報ポータル・ハイサイ！防災でーびるで４
カ国語による災害情報の提供を行うほか、沖縄県国際
交流・人材育成財団等の団体と連携し、外国人への相
談及び語学ボランティアの派遣等に取り組んでおりま
す。
　次に８、米軍基地問題についての御質問の中の(2)
のア、オスプレイの訓練の実態調査と訓練中止につい
てお答えします。
　先月報道のあった、オスプレイがイギリス・ウェー
ルズ中部で訓練中に大規模な山火事が発生したことに
ついては、情報収集に努めているところです。防衛省
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の資料によると、オスプレイの排気により火災が発生
する可能性は極めて低いとのことでありますが、過去
に、北米でも火災が発生した事例もあり、県民の不安
は一向に払拭されておりません。高江における訓練に
ついては、東村からの情報によると、オスプレイやヘ
リが訓練場上空の旋回や離発着訓練を行っているとの
ことであります。
　オスプレイについては、建白書の精神に基づき、日
米両政府に対して配備撤回を求めてまいります。
　同じく８の(3)、高江及び辺野古の事業費について
お答えします。
　高江及び辺野古の事業費について、沖縄防衛局に確
認したところ、辺野古については、予算上の整理や事
業が複数年度にまたがっているため、それぞれの事業
で予算額をまとめておらず、回答は困難であるとのこ
とです。高江分については、平成28年７月以降の事
業費は平成29年８月31日までの金額として、工事費
31億円、警備費63億円の合計94億円となっていると
の回答がありました。なお、予定価格及び落札率につ
いては、沖縄防衛局のホームページにおいて公表され
ておりますが、個別の契約ごとに設定、公表されてお
り、この場で全てをお答えすることは差し控えさせて
いただきます。
　同じく８の(4)、米軍人・軍属の犯行による損害賠償
請求件数等についてお答えします。
　沖縄防衛局によると、平成24年度から平成28年度
までの過去５カ年間における公務上の事件・事故に関
する損害賠償請求件数は545件、支払い件数は514件、
支払い額は約２億円で、米側のみが責任を有する場合
は25％を日本側、75％を米側が負担し、日本側及び米
側が責任を有する場合は、双方が50％ずつ負担してお
ります。また、公務外の事件・事故に関する損害賠償
請求件数は55件、支払い件数は53件、支払い額は約
2200万円で、米側が全額を負担しております。
　県としては、被害者等への迅速かつ十分な補償を図
るためには、日米両政府の法的責任で損害を補塡する
制度を設け、被害者の補償を受ける権利を法律上明確
に規定する必要があると考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　カジノについての御
質問の中の(2)のアの(ｱ)、ギャンブル依存症の実態に
ついての御質問にお答えします。
　国の国内のギャンブル等依存に関する疫学調査にお
いて、過去１年以内のギャンブル等の経験から依存が

疑われた者の割合は、成人の0.8％と推計され、生涯
においてギャンブル等依存が疑われる状態になった者
の割合は、成人の3.6％と推計されております。この
結果をもとに、本県のギャンブル等依存が疑われる成
人の人数を推計しますと、過去１年以内の場合は8800
人、生涯において疑われる状態になった者は、３万
9800人となります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　７、カジノについての
御質問のうち(2)イのパチンコ店数、台数の比較の御
質問についてお答えをいたします。
　本県におけるパチンコ店の数につきましては、復帰
時の統計資料がないため現在の許可営業所数との比較
はできませんが、平成25年に81軒であったパチンコ
店、いわゆるスロットマシンを設置した営業所を含む
ものですが、このパチンコ店等の営業所数は、若干の
増減を経て、平成29年の末現在で82軒と１軒増加を
しております。また、本県のパチンコ遊技機とスロッ
トマシンの台数につきましては、平成25年末の３万
1011台から若干の増減を経て、平成29年末の３万
1556台と545台増加をしております。
　次に、全国との比較でありますが、人口10万人当た
りのパチンコ等の許可営業所数と遊技機の台数につい
て見てみますと、本県の許可営業所数は約5.7軒、遊
技機の台数は2187台であります。全国平均は許可営
業所数が約8.4軒、遊技機の台数は3502台であります
ので、全国平均よりも許可営業所数及び遊技機台数と
もに少なくなっております。
　次に９、地域環境整備に関する御質問のうち(2)の
県道11号線根差部入り口への信号機設置要望への対
応についてお答えをいたします。
　信号機につきましては、交通量、交通事故の発生状
況、周辺における道路や施設の設置計画状況のほか、
他の対策による事故抑止の可否なども考慮した上で設
置の必要性を判断しています。
　御質問の箇所につきましては、道路管理者におい
て、道路形状の計画や調整などが現在も進められてい
るものと承知をしておりまして、信号機の設置の御要
望につきましては、その結果等も踏まえ、先ほど申し
上げたような観点から引き続き検討してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
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〇環境部長（大浜浩志君）　８の米軍基地問題につい
ての御質問の中の(1)、米軍が保管している土壌の放
射能測定等調査についてお答えします。
　高江米軍ヘリ炎上事故の際に米軍が現場から撤去し
た土壌については、沖縄防衛局から、キャンプ・キン
ザー内の倉庫で適切に保管されていると聞いておりま
す。当該土壌に含まれている可能性のあるストロンチ
ウム90が放出する放射線の飛距離は最大で約10メー
トル程度と短く、コンクリート等で容易に遮蔽される
こと等から、当該汚染土壌による影響は極めて小さい
と考えられます。
　しかしながら、県としましては、当該土壌の保管状
況を確認する必要があると考えており、米軍に対し、
基地内への立ち入りを求めているところであります。
　同じく８の(2)のイ、オスプレイの噴射熱による自
然環境への影響についてお答えします。
　オスプレイの排気熱による自然環境への影響につい
ては、高温排気による火災、周辺の森林の乾燥化、乾
燥化に伴う動植物への影響等が懸念されます。沖縄防
衛局は、北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設整備事業
において、環境保全措置の効果を検証するため、林内
での温湿度測定や貴重な動植物種の生息・生育状況等
の事後調査を実施しております。
　県としましては、沖縄防衛局から提出される事後調
査報告書を適切に審査するとともに、現地調査を行
い、オスプレイ等による影響について、必要な環境保
全措置を求めてまいります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　９、地域環境整備に
ついての御質問の中の(1)、県道11号線の工事の進捗
状況についてお答えいたします。
　県道11号線は、豊見城市真玉橋から高安までの延
長約2.7キロメートル区間を豊見城中央線街路事業と
して幅員30メートル、４車線で整備を行っておりま
す。平成29年度末の進捗率は、約81％となっており、
平成30年代前半の供用を目指して取り組んでいると
ころであります。なお、平成29年９月には、真玉橋
南交差点から嘉数入り口交差点付近までの約400メー
トルの区間で４車線の供用を開始したところでありま
す。
　県としては、引き続き早期供用に向けて整備を推進
していくこととしております。
　同じく９の(3)、豊見城市内の急傾斜地崩壊対策事
業の進捗についてお答えいたします。

　豊見城市の真玉橋急傾斜地崩壊対策事業について
は、施工承諾が得られた区域の対策工事を終えて、平
成29年度に事業完了しております。当該区域内の未
施工箇所については、地権者の同意が得られ次第、事
業再開を検討したいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
〇瀬長　美佐雄君　どうも回答ありがとうございまし
た。
　まず、好調な経済の状況、実態を伝えていただきま
した。今後の見通し、税収にもかかわるわけですが、
自主財源を強化していくという観点に立てば、県税の
今後の推移等々が調査されているのであれば伺いたい
と思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時13分休憩
　　　午後４時13分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　ちょっと今、具体的な数字、手元に持ち合わせてい
ませんが、経済好調でございまして、平成29年度の税
収決算でいきますと、1200億を超えるようなことに
なっておりまして、順調な推移で伸びているところで
ございます。
〇議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
〇瀬長　美佐雄君　順を追って行きますが、世界から
沖縄空手の国際大会に多くの方が来られるかと思いま
すが、海外からあるいはウチナーンチュの比率等々が
わかるのであれば確認しておきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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）　空手国際
大会の参加者でございます。競技大会とセミナーに分
かれておりまして、競技大会におきましては、海外か
ら568名、それから県外から193名、県内から464名の
参加を見込んでおります。
　それから、同時に行われますセミナーに関しまして
は、海外から1849人、それから県外から351名、それ
から県内から132名、トータルで45の国と地域から延
べ2332名が来られることになっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
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〇瀬長　美佐雄君　あと、農業の分野で大分好調だと
いう中で、成果の中で注目すべき点がありまして、品
種登録数や特許出願数を今度は普及に移す技術が大幅
に確立されてふえていくという状況にあるようです。
その内容や効果等々について説明を受けたいと思いま
す。
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。
　まず、普及に移す技術の件数ですけれども、平成25
年が農業、畜産、林業、水産合わせて53件でしたけれ
ども、平成29年は農業のほうで46、畜産で４、林業が
11、水産が７、合計68ということで堅実に試験・研究
での成果があらわれております。
　まず、普及に移す技術とは何かということで説明し
たいと思いますけれども、まず普及に移す技術につい
ては、農林水産業の振興に効果が期待される試験研究
機関などで開発された技術を広く活用するために取り
まとめたものであります。具体的な事例といたしまし
ては、先ほどちょっと紹介いたしましたけれども、サ
トウキビであればＲＫ97－14、これについては沖縄
全域で普及が期待される品種として平成26年に普及
に移す技術として評価してあります。それと、パイ
ナップルの新品種サンドルチェについては、果汁糖度
が19度を超える高糖性の食味が中晩柑の品種であり
ます。これについては、平成26年に普及に移す技術
ということでやっております。その他ニガウリの新品
種てぃだみどり、あるいはニガウリの全ゲノム解読な
ど、一定の技術の成果をこういう形で現場のほうにお
ろしているような技術を今取りまとめて普及に移す技
術として取りまとめているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
〇瀬長　美佐雄君　ありがとうございます。
　大震災が大阪で起こっていますし、対策としてやっ
ぱり重要な観点だと。とりわけ注目を集めたのが、登
下校中に起こった際にブロック塀が倒壊するのではな
いかというような観点も含めて、県内のそういった意
味では一斉に安全対策という形では取り組む状況なの
か、取り組んでいるのかどうか確認したいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　御質問は大阪の地震の観点
からだと思いますが、学校関係のブロック塀等を含む
施設の安全性については、現在、各学校等に通知をし
まして点検を行うということで進めているところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。

〇瀬長　美佐雄君　しっかり対応をお願いしたいと思
います。
　あと沖縄戦の継承について、ちょうど慰霊の日を前
後して取り組まれておりまして、テレビでやっていた
のが教師のアンケートをとったところ、平和教育に関
する、教えるという点では不安を抱えた状況が報道さ
れておりました。先ほどの方針としては、充実してい
くという流れにあるようですが、実際そういったアン
ケートをとられて、具体的にそれを先生方の不安を
やっぱり解消しつつ、平和教育を進めるという点では
どういうふうになっているのか確認しておきたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時19分休憩
　　　午後４時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　平和教育の課題といいます
のは、やはり戦後73年が経過をして、戦争体験の風
化ということが叫ばれている中で、先生方がいかに沖
縄戦の実相というか、その辺の教訓を子供たちに伝え
ていけるかというところでございます。答弁でも申し
上げましたが、そのためにポータルサイトを設けたり
そういうことなんですが、要するに実体験として研修
の中でフィールドを経験したり、さまざまな研修をし
て、子供たちに伝えていくわけなんですが、やはり課
題としては、実体験を伴っていないというところがあ
りますので、その辺をいかにして先生方の伝える中身
の質というか、その辺を高めていくかというのが非常
に課題があると思っております。引き続きその辺はい
ろんな工夫をしながら努めていく必要があろうかと考
えております。
〇議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
〇瀬長　美佐雄君　頑張っていただきたいと思いま
す。
　最後になりますが、基地問題をめぐって、報道によ
りますと、国会で総理はＦ15墜落で飛行停止を求めた
と。それで２日しかとめ切れなかったというところに
も恥ずかしい実態がありますが、実際に停止を求めた
ということは事実でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　防衛大臣の会見等にお
きまして、飛行停止を求めたことはなかったものとい
うふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　瀬長美佐雄君。
〇瀬長　美佐雄君　時間もありませんので質問という
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よりも、平気でうそを言うということが国会でも明ら
かになったように、沖縄県に向き合うという今の総理
の姿勢は本当に私たちは許せない。平和宣言で知事が
述べられましたが、その平和宣言実現のために県民は
ともに団結して頑張っていくであろうと、そこに確信
を持っているということを述べまして、知事のまた健
康状態も気になりますが、ぜひ先頭に立って頑張って
いただきたいと思います。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　それでは知事、私で最後ですの
で、午前中からお疲れのところですが、おつき合いを
いただきたいと思います。
　それではまず、北部訓練場の件から伺ってまいりま
す。
　この北部訓練場の返還実施計画、それに際して県が
要求をした環境の意見、これはどのようなものだった
でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えをします。
　県は、北部訓練場跡地に係る返還実施計画の策定の
際に、沖縄防衛局に対しまして、米軍基地内は国内一
般地域と比べて化学物質の利用に特殊性があることか
ら、土壌汚染調査に際しては当該土地の使用履歴に関
する情報を十分に収集し、その結果から想定される物
質を跡地利用推進法に規定されている物質にとらわれ
ず、幅広く土壌汚染概況調査の実施の対象とするよう
に意見を述べているところであります。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　それで実際、防衛局の対応、その
ような意見に対してどのような結果でしたでしょう
か。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　防衛局は、調査において土壌汚染などが確認された
場合には、関係法令などに定める方法によりまして、
関係機関と調整の上適切に対応するというふうに回答
をしておりますけれども、県が求めた有害物質に関す
る調査は実施されておりません。いわゆる幅広く跡地
利用推進法に規定されている物質にとらわれずといっ
ておりますけれども、そのような有害物質に関する調
査は行われてないということでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　その結果、今発覚した廃棄物、そ
れから有害物質、有毒性物質の発覚ということにつな
がっているわけですね。そもそも4000ヘクタールも

あるような広大な訓練場跡地、その支障除去を１年足
らずで切り上げるということ自体もいかがなものかと
思いますが、県が指摘するようなその蓋然性の高い物
質、こういったことの指摘される中での調査が行われ
ないというような状況です。この事後対応どうなりま
すか。国は今、有毒物質の指摘も受けながらですが、
さらに踏み込んでその発覚された場所も含めて調査を
しようとする姿勢がありますでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時27分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　確認ですけれども、廃棄物
とかが出たところのものというふうに理解してよいで
しょうか。
〇仲村　未央さん　蓋然性の高い有毒物質の調査。
〇環境部長（大浜浩志君）　沖縄防衛局におきまして、
蓋然性の高い道路、またはその周辺の調査でございま
すけれども、県が求めるような有害物質の調査につき
ましては行っていないということの状況でございま
す。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　今後行っていく姿勢は見られます
かということをお尋ねしています。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　沖縄防衛局につきまして
は、跡地利用推進法で定めた三法、いわゆる土壌汚染
対策法、ダイオキシン特措法、水質汚濁防止法に基づ
く調査項目につきましては行うというふうな考えでい
るということでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　つまりしないということではあり
ますが、次、比謝川のほう、ＰＦＯＳの件、企業局長
にお尋ねをいたします。
　これまで米軍とこの件が発覚して以来、何回くらい
協議を行ってきたでしょうか。国ともあわせてお尋ね
いたします。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　ＰＦＯＳ事案につきまし
ては、どのような協力解決ができるかということで情
報交換や意見交換を通じて科学的知見、あるいは相互
の信頼関係のもとで継続的に調整を行うという目的で
嘉手納基地第18施設群、それから沖縄防衛局、そし
て企業局の３者の担当者で連絡会議を行っておりまし
て、これまで３回実施をしたというところでございま
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す。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　その中で県としては、立入調査の
必要性等を感じて要求されているのか。されていると
すれば、その件に関する米軍の姿勢というのはどのよ
うなものでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　立入調査につきましては、
文書による要請、それから直接防衛局を通した要請、
それから米軍に直接立入調査を要請しておりますが、
基地内の立入調査は認めないというような回答があっ
たところでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　文献等では過去の使用履歴、これ
については米軍は明らかにしているのか、していると
すれば過去にＰＦＯＳを惹起させるような泡消化剤等
の使用履歴というのはどの程度明らかになっているの
でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　企業局のほうから回答を
求めた内容でございます。米国からの回答内容でござ
いますが、1994年以降ＰＦＯＳ含有水成膜、泡消化
剤が使用された可能性のある火災が４件あったと。ま
た、2001年以降設備のふぐあいとか、あるいは操作
ミス等で意図的でない泡消化薬剤の放出案件が９件あ
りまして、そのうちＰＦＯＳを含む可能性があるのが
５件というような回答がありました。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　ところでこのほどの報道による
と、情報公開請求等でその2016、17年、２年弱の間
に有害物質が95件、嘉手納基地をめぐって流出をし
ていたというような報道があったと思います。これに
限らず、その情報公開請求等に基づく県があるいは企
業局がまだ認識をしていない、あるいは確認がとれな
いような情報等も出てきているかと思いますが、こう
いった情報、これは非常に周辺環境に重大な影響をも
たらしかねないそういった情報ですが、これについて
の確認、これは主体的にどのようになされていく状況
でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　嘉手納基地内で発生する
事故は、基地内にある例えば嘉手納井戸群あるいは基
地に隣接する、流れる比謝川などへの水質を汚染させ
るおそれがあると、そういうことで企業局では、取水
河川あるいは浄水場において、24時間の水質監視体制
の確立、それから平成23年度からは嘉手納基地を原因

とする比謝川及び長田川への水質汚染事故が発生した
場合には、嘉手納基地のほうから企業局へ直接連絡す
る体制を構築しているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　もちろんそれは出口としては非常
に大事ですが、実際には過去の履歴も含めてどのよう
にそれを把握していくかというのは非常に課題が現実
的に横たわっているのかなという感じがいたしており
ますが、実際このＰＦＯＳをめぐって県企業局がこれ
までにＰＦＯＳの件を受けて支出しなければならな
かった、なければ支出しなかったであろうと思われる
企業局の負担というのはどの程度に上っていますで
しょうか。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　お答えをいたします。
　企業局が平成28年度に緊急対策として実施をいた
しました粒状活性炭取りかえ費用が約１億7000万、
それから嘉手納基地周辺地下水調査業務委託調査業務
で約2600万、おおむね約２億円となっております。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　この２億円の負担については、企
業局としてこの間どのように国に対して要求をしてい
くのか、検討されてきていると思いますが、実際には
政府の対応というのはどうですか。これは企業会計に
当然つけ回す、あるいはひいては県民負担になるよう
なことがあってはならないというふうに思いますけれ
ども、この負担のありようについての政府の対応につ
いてお尋ねいたします。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　お答えをいたします。
　防衛局からはどのような補償が可能か検討していき
たいというふうに、企業局の要請に対して回答がござ
いまして、これまでいろいろと協議を重ねてまいりま
した。沖縄防衛局では、現在何らかの対応を行う方向
で調整しているということを聞いております。
　企業局といたしましては、引き続き費用補償につい
て、沖縄防衛局と協議を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）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　ぜひ、早急な対応をさらに要求し
ていかなければいけないという状況かと思っておりま
す。
　続けます。
　続きましてごみ問題ですが、米軍のごみ、これ混合
ごみとして排出をされていますが、そもそも米軍のご
みをどう処理されるべきかというところで、非常に立
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ち往生している、こういう状況があろうかと思います。
　まず、その前に米軍の環境管理基準、手前で持って
いますのでそのどのような対応がしかるべきなのかと
いうところを探るためにも、まず、ＪＥＧＳというの
が米軍の環境管理基準としてありますが、これはＪＥ
ＧＳそのものは一体どういう取り扱いのものでしょう
か。ＪＥＧＳについてお尋ねをいたします。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）につきましては、在
日米軍施設において米軍が遵守すべき環境基準及び管
理の実務で、在日米軍司令官が策定したものでありま
す。2000年９月11日の日米政府の共同発表によりま
すと、環境保護及び安全のための在日米軍による取り
組みは、日米の関係法令のうち、より厳しい基準を選
択するとの基本的考えのもとで策定される日本環境管
理基準に従って行われる。その結果、在日米軍の環境
基準は一般的に日本の関係法令上の基準を満たし、ま
たは上回るものとなるというふうな内容となっており
ます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　そのＪＥＧＳに規定される廃棄
物、これに対する米軍の姿勢、取り扱いというか、特
にリサイクル等について米軍はどのようにその基準を
持っていますか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えいたします。
　ＪＥＧＳにおきましては、第７章で廃棄物について
の規定がされております。その中では、「軍施設は、
固形廃棄物の廃棄量を減らすために、固形廃棄物管理
計画を策定及び実施する。この計画は、リサイクル、
堆肥化、廃棄物最小限化活動を含み得る。」というふう
に規定をされているところであります。現在このよう
な固形廃棄物管理計画につきまして、沖縄防衛局に対
して提供を依頼しているところであります。この計画
の内容を確認した上で、分別のあるかないかというと
ころと、ＪＥＧＳとの整合性について判断をしていき
たいなというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　今、説明をされたＪＥＧＳの範囲
においてもリサイクル、資源、廃棄物の最小限化とい
う達成は、分別なくしては行われないというのはこれ
はもう常識だと思います。分別あってこその最小限化
ということになるでしょうから、これは米軍みずから
も何らかの基準を持っているはずと。このことについ
ては繰り返し地位協定に基づく日米合同委員会、その

中に規定をされている環境文化委員会、これは地域社
会に関係する環境問題について、常設として取り扱う
ということでその機関が設置されています。ここにそ
の課題をしっかりと提起して、今県内の島嶼県におけ
る分別に対する理解、そして最小限化に対する協力と
いうのは、徹底してルートを通じて上げていかなけれ
ばならない課題だというふうに思っておりますが、そ
の取り組みについてお尋ねをいたします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時39分休憩
　　　午後４時40分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　米軍は分別も含めまして収集運搬、それから処分を
民間の許可業者に委託をしているというところでござ
います。分別をしないということは、直ちに不適正と
までは言えないと考えておりますけれども、米軍にお
いて分別することにより減量化、リサイクルにつなが
ることから、県におきましては、ことし３月下旬に沖
縄防衛局及び米軍に対しまして、分別の必要性を説明
したところでございます。また、これまでも米軍によ
るごみの分別実施につきまして、日米合同委員会の下
の環境文化委員会で取り上げて協議していただくよう
に、環境省のほうへ働きかけていきたいなというふう
に思っておりまして、今後、環境省のほうにも取り上
げていただけるように申し入れ等を行っていきたいと
いうふうに考えています。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　これ非常に課題が地域も含めて逼
迫をしている中ですので、引き続き委員会等で追って
いきたいと思います。
　それから、嘉手納の騒音、これは繰り返しの訴訟等
でも違法というのは確定をしてきているほどのありさ
まです。そういう中でその嘉手納の騒音の実態という
のは、むしろ悪化をしているということが繰り返しこ
の議場でも答弁をいただいている中ですが、いま一度
その騒音の悪化の状況についてお尋ねをいたします。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　県が関係市町村と連携を
して嘉手納飛行場周辺で実施しております平成29年
度の航空機騒音測定結果、速報値でございますけれど
も、それによりますと、嘉手納飛行場周辺の21測定局
のうち８局で環境基準を超過しており、前年度の６局
に比べて２局増加をしております。さらに１日当たり
の騒音発生回数も21測定局中20の測定局で超過をし
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ており、周辺住民への生活環境に影響を及ぼしている
状況にあると考えております。さらに夜間騒音による
健康被害が懸念されております。
　県におきましては、睡眠妨害の指標として夜間の等
価騒音レベルなどのデータを継続して集積するととも
に、国に対しまして、航空機騒音による睡眠妨害の評
価に適した環境基準の設定等を今要望しているという
ことでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　ところで公室長お尋ねしますが、
この違法騒音、判決が幾度か確定をしています。それ
で損害賠償も支払い、これも地位協定上の規定があっ
て米軍の負担分というのがあるはずですが、実際の負
担内訳と支払いについてはどのような取り決めがあ
り、実態はどうなってきているでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時44分休憩
　　　午後４時45分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇仲村　未央さん　要は、地位協定の18条に基づく公
務の補償に関しては、本来75％を米軍が負担すべき
だということで判決が確定したら75％本来払うはず
ですが、実際には100％日本側が米軍側も含めての負
担を肩がわりしてきているというような状況です。そ
ういったことも含めて、要はこの一連の環境問題でど
うしても取り上げざるを得ないのは、米軍に対する原
状回復の義務、それから管理権、これは自治体の立ち
入りも含めて、ことごとくそれを排除し続けているこ
とで環境に対する抑止が働かない。そういった構造が
あるということをこれは皆さんも含め指摘をしてきて
いるはずですね。
　先ほど知事は、この間も当事者、日本政府としての
責任能力については、たびたび知事の言葉からもそう
いった発言が出ますけれども、先ほどもあったよう
に、例えば墜落が起きてもそれに対して飛行停止の要
求すらしない。あるいは原因が究明されなくて飛行再
開してもそのことについては触れない、騒音規制措置
が働かなくても何も言わない。こういった状況が繰り
返されるということは、まさにこういった環境の規制
が働かない構造がそのまま地位協定にあるわけです。
きのうの国会での総理の答弁、総理自身が当然これは
飛行停止を主権国家としては要求するべきであろうと
思って、本人もそのように思って答弁をしたんでしょ
う。ところがそれもしていないことをみずから逆に皮
肉にもしていないことをしたというふうに、明らかに
していないことを誤認してしたというふうに答弁をし

てしまったということ自体が、本当に主権国家として
の体を欠いているというふうに言わざるを得ません。
　それで知事あるいは副知事にお尋ねをいたします
が、この間、地位協定の調査も含め海外にまで出向か
れてきたと。今回は、米軍は沖縄では抗議すら自治体
の抗議すら受けつけないと。ところが、海外では自治
体そのものが交渉や協議の場に入る機関が常設的に設
定をされているというのが皆さんの中間報告ですよ
ね。これに対して今、米軍内のガイドラインの規定の
中で米軍が抗議を受けないということがあるのか。あ
るいは今言うような調査をした上での踏み込んだ自治
体の関与というのが、この管理権をめぐってどのよう
に発揮されるべき、そしてどのように取り組みが皆さ
んの中で進めていこうとされるのか、そこをあえてお
尋ねをいたします。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　今仲村議員からもありましたように、やはりドイ
ツ、イタリア現地調査もいたしまして、一番の問題は
国内法の適用が明記されていないと。ドイツ、イタリ
アではそれがしっかり明記されておりまして、自国の
主権を確立させて米軍をコントロールしているという
ところがございます。
　今、るる環境汚染の問題ですとか、騒音問題等あり
ましたけれども、これはひとえに地位協定の第３条に
かかわることだと考えております。第３条のほうで、
まず条文比較のほうで話しますと、第３条で日本のほ
うですが、日米地位協定で米軍に排他的管理権を認め
まして、日本側による施設・区域内の立入権の規定が
ないということでございます。一方で、ドイツのほう
におきましては、ドイツ連邦地方自治体の立入権が明
記されまして、緊急の場合や危険が差し迫っている場
合は、事前通告なしでの立入権も認められているとい
うこと。イタリアも同様でございます。そういったこ
とで、例えばいざ何か環境汚染などがあれば、墜落等
があった場合には、環境調査というのはドイツの場合
にはドイツ法に基づいてドイツが行って、費用はもう
米側が払うんだということがしっかりございまして、
それは町長からもしっかり私ども聞いたところです。
それから騒音の問題ですけれども、騒音軽減委員会と
いうのがドイツのほうでもございまして、例えば米軍
基地司令官ですとか周辺自治体の首長などをメンバー
とする騒音軽減委員会が設置されておりまして、航空
機の離発着回数などが詳細に報告されていると。ま
た、別のシュパングダーレム基地においても騒音苦情
受付機関を設置しておりまして、規則の違反を調べる
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部署も存在するという説明もあったところでございま
す。事ほどさように、国内法の適用が明記されている
か否かでその主権国家としてドイツを例にしますと、
しっかりと米側に駐留軍に対して物が申せる実態とい
うのが明らかになったというふうに考えているところ
です。そういったことも踏まえまして、沖縄県では昨
年９月に出しました第３条関係でも国内法の明記です
とか、るる環境汚染物質等についての規制措置などに
ついても明記するよう求めているところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　ぜひ調査のその先のまた課題、見
えてきた上での対応を引き続き取り組んでいきたいと
は思っています。
　それでは次に進みますが、北部訓練場、この返還を
求めることについての課題です。
　まず現行の訓練場内にあるダム、この使用形態とい
うのは管理状況、今いかに地位協定で規定され運用さ
れているのでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　北部訓練場内にあります福地ダム及び新川ダムにつ
きましては、日米地位協定第２条第４項ｂの施設・区
域として、主としてダム管理者である国が管理運営を
しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　訓練の状況。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　過去には米軍が福地ダ
ムにおいてゴムボートを使用した訓練などを行ってい
たとの記録がございますが、現在米軍が両ダムをどの
ように使用しているかは明らかになっておりません。
　県としましては、両ダムの共同使用の解除につきま
しても関係機関と協議していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　訓練の形態もそれからダムの使用
状況、これ共同使用中ですのでその実態については明
らかではないというところですね。
　それから同じく訓練場内の環境状況について伺いま
すが、ヘリパッドの建設、これについては東村議会が
抗議をし、撤去を求めるというところまで今至ってお
りますけれども、県のヘリパッドの建設時に当たって
の措置要求、この内容についてお尋ねをいたします。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設整備事業におき

ましては、オスプレイを対象とした環境影響評価が実
施されておりません。また、オスプレイによる騒音、
低周波音等による高江集落の生活環境への影響、オス
プレイの高温排気による火災、周辺の森林の乾燥化等
の影響が懸念されることから、県におきましては、平
成25年10月及び平成26年９月の環境保全措置要求に
おいて、オスプレイを対象とした実機調査の実施を求
めたというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　実機調査はされましたか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　沖縄防衛局は、平成26年
度に提出がありました事後調査報告書におきまして
は、環境影響評価で実施する事後調査において、供用
後の騒音調査や動植物及び生態系に係る調査により、
環境の保全について適正な配慮ができるものと考えて
いるというふうな理由から、いまだ実機調査を行って
おりません。
　県としましては、引き続き実機調査の実施を求めて
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）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　そもそも北部訓練場については、
米軍みずからも自然管理計画等でその自然の価値につ
いては評価をしているはずですが、どうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　米軍は自然資源、それから文化資源統合管理計画と
いうのを策定しておりまして、その中で北部訓練場内
の希少種などの生息していることを調査して確認して
いるものと考えられますけれども、その運用実態とい
うものにつきましては、県では把握できておりません。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　同じく国においてもこの地域、当
該地域を世界自然遺産に登録をしていこうというよう
な取り組みの中にありますが、政府みずからはこの資
源の価値をどのように評価をしているんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　沖縄防衛局は自然環境の
保全に最大限配慮をするために、自主的な判断により
沖縄県環境影響評価条例に準じた手続を実施しており
ます。環境影響評価時に実施した調査では、北部訓練
場内で貴重動植物4183種を確認し、そのうちノグチ
ゲラ等の貴重な動植物262種を確認しております。こ
れらのことから沖縄防衛局は、北部訓練場内の貴重な
動植物が数多く生息生育する貴重な自然環境を有して
いる地域であるということにつきましては、認識して
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いるというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　つまり米軍も防衛局、政府もみず
からその資源の価値を理解しながら、一方ではそのオ
スプレイの訓練による破壊をやめないわけですね。こ
こはどのように両立をできる問題だと思われるのか。
両立し得ないということが現実に起きていて、先ほど
のダムの一時使用状況も含めて、こちら側が知るよし
もないような環境にまだ置かれているわけですね。こ
れについては各専門家から、当然にそれは返還を求め
るべきであるという指摘もある。その上で、もう一つ
は共同管理、これは米軍も資源管理計画においてみず
から義務を負って、国外の施設といえど、そこを対象
にして固有種、希少種を守れというみずからに義務を
課しているわけですよ。その立場に立つならば、沖縄
側地元自治体と、あるいは政府と米軍との共同管理と
いう形も含めて、その自然環境については配慮すべき
という取り組みの必要があると思いますけれども、そ
の取り組みについては、どのように県としては対応し
ていかれますでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後５時０分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　北部訓練場につきまして
は、今回のＩＵＣＮの評価の報告書の中でも推薦地に
対する実質的な緩衝地帯として機能していて、景観の
連続性や重要種の生息に貢献しているというふうに記
載されておりまして、国におきましては、今回の自然
遺産の取り組みについては、特段の影響はなかったと
いうふうにして理解はしております。
　県といたしましては、北部訓練場についても自然環
境豊かな重要な地域であると認識しておりますので、
引き続き訓練場内の自然環境の保全について注視する
とともに、訓練による影響がこの遺産の妨げになると
判断された場合には、国それから在沖米軍に対して影
響の回避をするような要請をするなど、適切に対応を
してまいりたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　世界自然遺産に登録をしようとい
う熱が感じられないんですね。県の環境への姿勢その
ものが問われている部分もあるんですよね。そこは
やっぱりこれだけの広大な米軍基地を抱えながらの難
しい地域ですから、ぜひもうちょっと踏み込んでその
対応を積極的にとっていただきたい。

　そして、私過去のペイント弾事件とか水にかかわる
事件をいろいろ見ていると、驚いたことに、驚いたこ
とにというかびっくり――翁長知事が那覇市長時代に
そのペイント弾事件があって、そのときに知事が市長
名でブッシュ大統領宛てに要請書を出したということ
を覚えていらっしゃいますでしょうか。少し紹介しま
すと、「翁長雄志那覇市長はブッシュ大統領あてに要
望書を郵送した。飲料水が汚染される可能性が常態的
に存在することは私達の身体、生命の安全が常に脅か
されているということであり、到底受け入れられない
とし、米国民の生活や米国内の自然環境に対する配慮
と同じような思いをもって対処していただきたい。」
ということを当時市長時代にブッシュ大統領にお手紙
を出されたというようなところが目にとまりました。
こういう中にあって、今一時使用の状態はなおも続い
ているわけですよね。死活的に県民の水としての福地
ダムの存在というのは大きなはずですが、その供給エ
リア、供給量いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　お答えをいたします。
　本島北部にある福地ダム、ほか４ダムは平成29年度
の実績で沖縄県企業局全取水量の約53％を占める貴
重な水源となっております。そして、企業局が現在給
水対象としています24市町村のうち19の市町村に供
給しているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　圧倒的に福地ダムは構造的にも全
ダムとつながって、下流のほうから全部そこに集約さ
れてくる。そしてこれは訓練場の今へりにあるわけで
すから、その一時使用の解除というのは、つまり返還
というのは、非常に企業局長の立場からも当然に求め
ていく立場ではないかと。それから同じように当局の
ほうにもそれはダムの今の位置づけからしても、ある
いは当該場所にしてもこの一時使用は当然に解除され
てしかるべき。湖面で私たちの飲料水、その命の水が
どう扱われているかわからない。訓練がどのような状
態にあるかわからないという状態を放置することは許
されないはずなんですね。その一時使用の解除につい
てどのように認識をされているか、両方にお尋ねをい
たしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　お答えをいたします。
　まず、企業局としては、やはり安全で安心な水を県
民に供給していくというためには、水源地のこの環境
についてはできるだけ良好に保てることが望ましいと
考えております。そういうことで、福地ダム及び新川
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ダムの共同使用の解除については、水道水の安全性を
確保する観点から、関係機関と連携して対応してまい
りたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　県としましては、まず
現在の使用状況を確認することが必要であると考えて
おります。情報収集を行っているところでございます
が、米軍による使用実態を把握した上で、企業局など
関係機関と引き続き対応を協議していきたいと考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　済みません、ちょっと時間の制約
上少し飛ばしますが、４点目の首里城公園、海洋博公
園の移管についてお尋ねをいたします。
　国の許可によって同じく管理をしてきたＵＲ、これ
については無償での提供ということでしたが、このた
び交渉の中で県の使用についても無償ということの可
能性は追求しなかったのかお尋ねをいたします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　現在、国有財産使用料を支払うような形で今話を進
めております。ただし、現在国と締結した実施協定で
は、県が新たな運営維持管理者に対して指定管理料を
払うべき事態を生じる場合等については、国に対して
使用料の減額を申し出ることができ、国は当該申し出
について使用料の減額の必要性を認める場合には、使
用料を減額することができると定められております。
このように使用料の減額について、協定の中で盛り込
んだということでございますので、県は国有財産使用
料を含めた形でも入場料収入等で管理費を賄うことが
できると考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　答弁の中では、美ら海水族館につ
いては県が改修の全てを、そして首里城については、
大規模については国、通常は県ということで分かれま
したが、その判断の根拠は何ですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　首里城正殿等の大規模修繕につきましては、施設の
所有者である国において行うこととしておりますが、
水族館につきましては入場料等の収入によりまして、
県が指定管理者に行わせることとしております。
　県としましては、入場料等の収入によりまして水族

館については大規模修繕を含めた施設の管理費を賄う
ことができると考えております。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　国に対する使用料、これ公正妥当
なということで規定されていますけれども、そのもと
になる収入と経費については言えないというのがこの
間の県の答弁ですけれども、言えない中で私たちはこ
れが適正な、公正妥当な使用料であるかどうかを議会
でどのように論じればいいのでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　国有財産使用料につきましては、国において関係法
令等に基づきまして算定されるということでございま
す。また、繰り返しになりますけれども、両施設の収
支に関する情報は、現管理者の経営に関する情報であ
ることや、法人間の契約に係る事項が含まれることか
ら公表されておりません。そのため、県では、現管理
者へ秘密保持を誓約した上で当該情報を得て両施設の
収益性や管理のあり方等を検討してきたところでござ
います。そのため、両施設の収支に関する情報をお示
しすることはできませんが、県としては、入場料等の
収入により施設の管理費用を賄うことができるという
ふうに考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　仲村未央さん。
〇仲村　未央さん　済みません。あと２秒で申しわけ
ないですが、関連の質問で普天間の作業部会が来月あ
るということで報道がなされましたが、その対応につ
いてお尋ねをいたします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　報道にありました普天間飛行場負担軽減推進作業部
会につきましては、現在政府との間で日程や議題の詳
細を調整中でございます。
〇仲村　未央さん　わかりました。
　済みません。ありがとうございました。お疲れさま
でした。
〇議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明27日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時11分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透
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平成30年６月27日

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ７ 号）
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

平成30年６月27日（水曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第７号
平成30年６月27日（水曜日)

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第19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　乙第１号議案から乙第19号議案まで
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第５号議案　 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一

部を改正する条例　
　　　　　　乙第６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７号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第９号議案　工事請負契約について　
　　　　　　乙第10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11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12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13号議案　訴えの提起について　
　　　　　　乙第14号議案　仲裁について　
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について　
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について　
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第19号議案　専決処分の承認について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（45名) 

議　長  新　里　米　吉　君  ６　番  宮　城　一　郎　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  ７　番  大　城　憲　幸　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  ８　番　　金　城　泰　邦　君
２　番  玉　城　武　光　君  ９　番　　西　銘　啓史郎　君
３　番  親　川　　　敬　君  10 番　　新　垣　　　新　君
４　番  新　垣　光　栄　君  11 番　　座　波　　　一　君
５　番　　次呂久　成　崇　君  12 番　　比　嘉　瑞　己　君
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13 番　　西　銘　純　恵　さん  30 番　　崎　山　嗣　幸　君
14 番　　平　良　昭　一　君  31 番　　金　城　　　勉　君
15 番　　上　原　正　次　君  33 番　　具志堅　　　透　君
16 番　　当　山　勝　利　君  34 番　　島　袋　　　大　君
17 番　　亀　濱　玲　子　さん  35 番　　中　川　京　貴　君
18 番　　當　間　盛　夫　君  36 番　　座喜味　一　幸　君
19 番　　上　原　　　章　君  38 番　　新　垣　清　涼　君
20 番　　山　川　典　二　君  39 番　　瑞慶覧　　　功　君
21 番　　花　城　大　輔　君  41 番　　狩　俣　信　子　さん
22 番　　又　吉　清　義　君  42 番　　比　嘉　京　子　さん
23 番　　末　松　文　信　君  43 番　　大　城　一　馬　君
25 番　　渡久地　　　修　君  45 番　　糸　洲　朝　則　君
26 番　　玉　城　　　満　君  46 番　　照　屋　守　之　君
27 番　　仲　村　未　央　さん  47 番　　仲　田　弘　毅　君
28 番　　照　屋　大　河　君  48 番　　翁　長　政　俊　君
29 番　　仲宗根　　　悟　君 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　席　議　員（１名)
　　　　　　37 番　　嘉　陽　宗　儀　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
欠　　　　　員（２名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
説明のため出席した者の職、氏名

知 事 翁　長　雄　志　君
副 知 事 富　川　盛　武　君
副 知 事 謝　花　喜一郎　君
政 策 調 整 監 吉　田　勝　廣　君
知 事 公 室 長 池　田　竹　州　君
総 務 部 長 金　城　弘　昌　君
企　画　部　長 川　満　誠　一　君
環　境　部　長 大　浜　浩　志　君
子 ど も 生 活
福 祉 部 長 大　城　玲　子　さん　

保健医療部長 砂　川　　　靖　君
農林水産部長 島　尻　勝　広　君
商工労働部長 屋比久　盛　敏　君
文 化 観 光
スポーツ部長 嘉手苅　孝　夫　君　

土木建築部長 上　原　国　定　君

企　業　局　長 金　城　　　武　君
病院事業局長 我那覇　　　仁　君
会 計 管 理 者 伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室
秘書防災統括監 前　原　正　人　君

総 務 部
財 政 統 括 監 宮　城　　　力　君

教 育 長 平　敷　昭　人　君
公安委員会委員 知　念　公　男　君　
警 察 本 部 長 筒　井　洋　樹　君
労 働 委 員 会
事 務 局 長 金　良　多恵子　さん　

人 事 委 員 会
事 務 局 長 池　田　克　紀　君

代表監査委員 當　間　秀　史　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　長  平　田　善　則　君  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま す。
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　日程に入ります前に報告いたします。
　６月８日から21日までに受理いたしました請願３
件及び陳情12件は、お手元に配付の請願及び陳情文書
表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしま
した。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、乙第１号議案か
ら乙第19号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　当山勝利君。
　　　〔当山勝利君登壇〕
〇当山　勝利君　おはようございます。
　社民・社大・結連合の当山勝利です。
　それでは一般質問を行います。
　１番、米軍基地問題について。
　(1)番、辺野古新基地について伺います。
　大浦湾側の水深30メートル付近の地盤が非常に軟
弱であることが判明し、専門家の意見では地盤改良に
おける設計変更が必要であるとの指摘がありますが所
見を伺います。 
　Ｎ３護岸工事において県は留意事項違反と国に対し
て指摘をしましたが、国は同護岸を完成させました。
所見と対応について伺います。また、国はＮ３護岸を
含む３つの護岸で囲まれる海域の土砂投入手続に入っ
たようですが、Ｎ３護岸近くに移植対象となり得るサ
ンゴの存在が確認されています。県の対応について伺
います。
　Ｋ４護岸近くの藻場が損傷し、それを国も認めてい
ますが原因は何か。また、護岸内の海草藻場を移植す
る必要があると思われますが県の対応について伺いま
す。
　ジュゴン保護対策事業報告書に、「ジュゴンは、紛
れもなく絶滅に瀕している状況にある。多くの希少生
物同様、沖縄のジュゴン個体群を保全することは、サ
ンゴ礁や干潟の保全に向けた取り組みと同様、海草藻
場生態系の保全上重要な課題の一つである。」と指摘
しています。辺野古でのボーリング調査後からジュゴ
ンのはみ跡が観察されておらず、ジュゴンの生息に影
響を与えていることは明白です。県の今後の取り組み
について伺います。
　オ、サンゴは産卵や高水温時期に移植すると死ぬ危
険性が高いと専門家は指摘しています。しかし国はそ
の時期での移植を強行しようとしており、移植するま
での間、保護対策をとるとしています。そこで産卵や

水温が高い時期の移植に問題はないのか。また国の保
護対策に科学的根拠はあるのか。県の見解と対応につ
いて伺います。
　(2)、2017年10月11日、東村の牧草地に米軍大型
ヘリコプターＣＨ53が緊急着陸し炎上しました。その
後に米軍が現場から持ち去った土壌をキャンプ・キン
ザーに保管しているようですが、県の対応について伺
います。
　(3)、民間の調査でキャンプ・キンザーの排水溝から
有害物質のＤＤＴ類やクロルデン類が検出されていま
す。これまで、同基地の周辺に生息している生物から
も有害物質が検出されており、今後返還が予定されて
いる基地内汚染への不安が高まっています。県の対応
について伺います。
　(4)、那覇軍港の浦添移設は、県民の負担軽減となり
得るのか伺います。また、民港、リゾート、民間地の
近くに軍港が移設されることで経済活動を阻害すると
思われますが所見を伺います。
　２番、アジア経済戦略構想について。
　(1)、アジア経済戦略構想の４つの柱を力強く推進
し、沖縄県経済を向上させるには、県外企業の誘致と
同時に県内企業の企業力の底上げが必要であると思い
ますが取り組みについて伺います。
　(2)、アジアをつなぐ国際競争力のある物流拠点の
形成について。
　那覇港長期構想策定がおくれていますが、沖縄県の
物流拠点形成への影響について伺います。
　臨空・臨港型産業の集積について、現状の取り組み
と今後の見通し、さらに沖縄県の優位性について伺い
ます。また、輸送費の発生でコスト高となり商品の競
争力を低下させる可能性があるが対応について伺いま
す。
　国際物流拠点産業集積地域那覇地区（旧自由貿易地
域）の施設にどのようなふぐあいがあり、どのような
支障を来しているのか伺います。
　(3)、国際情報通信拠点スマートハブの形成について。
　沖縄県の目指すＩＴ産業のさらなる高度化について
伺います。
　ＩＴ産業の高度化は国内外の注目を集めており、Ａ
Ｉ、ＩｏＴ、ビッグデータを分析するデータサイエン
ティストなど、今後必要とされる人材を確保すること
が難しくなることが予想されていますが、県の対応に
ついて伺います。
　(4)、新たなものづくり産業の推進について。
　製造業県内発注促進事業について伺います。
　ＡＩ、ＩｏＴなどの第４次産業と製造業との連携は
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今後さらに重要となりますが、取り組みについて伺い
ます。
　バイオ産業の推進において沖縄県の優位性は何か、
また将来性について伺います。
　(5)、地域ブランドにおいて広く認知してもらう、
活用する、守るなどの取り組みが必要と思われます
が、沖縄観光ブランドBe.Okinawaにおいての取り組
みについて伺います。
　３番、教育行政について。
　(1)、2017年度の現役高校生の国公立大学の進学者
数は過去２番目に多く、年々増加しています。現場の
声をヒアリングされていると思いますが、前年度の傾
向と今後の対策について伺います。
　(2)、高等教育を受ける機会の創出・環境整備など
に係る調査で、大学等の進学についてどのようなこと
が明らかになったのか伺います。また、その調査結果
に対し教育委員会はどのように対応していくのか伺い
ます。
　(3)、ことしの３月にスポーツ庁より運動部活動の
あり方に関するガイドラインが示されました。県の対
応と市町村や各学校の取り組むべきこと、タイムスケ
ジュールについて伺います。また、私立学校への対応
についても伺います。
　４、農林水産行政について。
　(1)、県水産海洋技術センターが遊漁者による採捕
量の調査を行い、全体の量の約13％を占めていること
がわかりました。海洋資源保護の観点から遊漁者に対
するルールづくりや啓発活動など県の取り組みについ
て伺います。
　(2)、沖縄県の漁獲量は６年連続で増加しています
が、県内漁業就業者の数は減少し、さらに高齢化して
います。若い漁業就業者の育成は急務であり、県とし
ても事業を展開しているようではありますが、目標と
見通しについて伺います。
　(3)、2016年沖縄県の農業総産出額は前年に比べ増
加し、特に離島の産出額増加が大きいようですが、そ
の要因について伺います。
　５、土木行政について。
　(1)、港川道路の完成時期について伺います。
　(2)、浦添北道路、臨港道路浦添線の開通により、国
道58号の交通量が減少しているようですが、臨港道路
浦添線から浦添北道路へ北上する場合、２車線から１
車線となりボトルネックとなっています。浦添北道路
の早期全線開通が望ましいのですが、県の国への働き
かけについて伺います。
　(3)、沖縄都市モノレール延長の開通おくれについ

て伺います。
　(4)、南大東空港の夜間照明整備事業の進捗状況に
ついて伺います。
　以上、御答弁のほどよろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　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
ウガナビラ。
　当山勝利議員の御質問にお答えをいたします。
　アジア経済戦略構想についてに関する御質問の中の
２のＩＴ産業のさらなる高度化とその人材確保につい
てお答えをいたします。２の(3)アと２の(3)イは関連
しますので一括してお答えをいたします。
　ＩＴ産業のさらなる高度化に向けては、ＡＩやＩｏ
Ｔなどの先端技術への対応が必要と考えており、本年
７月より本格稼働する一般財団法人沖縄ＩＴイノベー
ション戦略センターを司令塔に、先端技術に対応した
新サービス創出支援等に取り組んでまいります。ま
た、高度な人材の育成・確保については、現在実施し
ている、首都圏で活躍する高度ＩＴ人材のＵ・Ｉター
ンを促進する事業等に加え、沖縄ＩＴイノベーション
戦略センターを活用した先端技術講習やベンチャー企
業支援等に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、米軍基地問題に
ついての御質問の中の(1)のア、軟弱地盤と設計概要
変更申請についてお答えいたします。
　沖縄防衛局から提供を受けた資料で、大浦湾側のＣ
１からＣ３護岸計画箇所付近において、非常に緩い、
やわらかい堆積物が層厚40メートルと厚く堆積して
いることが記述されております。
　県としては、地質調査の結果、地盤改良工を追加す
る場合には、設計概要の変更になる可能性があると考
えております。
　同じく１の(1)のイ、Ｎ３護岸の完成と移設対象サ
ンゴについてお答えいたします。
　護岸の設置によりサンゴ類の生息環境への悪影響が
懸念されることから、県は工事を停止して協議を行う
よう求めたところであります。埋立予定海域内におい
て長径１メートルを超えるサンゴ群体が存在した場合
には、埋立前に移築すべきと考えております。
　県としては、報道された大型サンゴの存在につい
て、沖縄防衛局に照会したいと考えております。また、
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沖縄防衛局に対し、現地の状況を確認するため、県の
立入調査を認めるよう求めていきたいと考えておりま
す。
　同じく１の(1)のウ、藻場の損傷と移植についてお
答えいたします。
　第15回環境監視等委員会の議事録で報道されてい
る藻場の損傷について、委員から護岸工事で使用して
いる汚濁防止枠付近の海草が損傷し、白いラインが確
認できるとの見解が示されております。また、護岸内
は被度の高い海草藻場の分布域であることから、県と
しては、当該海草藻類の利用を求めていきたいと考え
ております。
　同じく１の(1)のエ、ジュゴンへの影響についてお
答えいたします。
　第15回環境監視等委員会の資料によると、平成26
年８月以降は、嘉陽海域ではジュゴンのはみ跡が確認
されておりますが、辺野古海域大浦湾西部でははみ跡
が確認されておりません。県は、環境保全図書に基づ
き、海草藻場及びジュゴンに関する環境保全措置の効
果を検討し、必要な措置を講ずるよう求めてまいりま
す。
　次に２、アジア経済戦略構想についての御質問の中
の(2)のア、那覇港の長期構想策定についてお答えい
たします。
　那覇港管理組合が設置する那覇港長期構想検討委員
会において、浦添埠頭は、地域振興のための臨空・臨
港型産業集積拠点及び一体的に機能する流通拠点の展
開を図る地域として検討されております。同管理組合
によると、整備がおくれると浦添埠頭地区の目標の実
現に影響が生じるとのことであります。
　次に５、土木行政についての御質問の中の(1)、港
川道路の完成時期についてお答えいたします。
　県道浦添西原線港川道路の平成29年度末の進捗率
は、事業費ベースで約91％となっており、去る３月に
暫定２車線で供用を開始しております。現在、補償物
件等の調整及び移設工事を進めており、平成30年代前
半の完成供用に向け整備を行っているところでありま
す。
　同じく５の(2)、浦添北道路の整備要請についてお
答えいたします。
　国において整備が進められている沖縄西海岸道路の
浦添北道路が暫定２車線、臨港道路浦添線が４車線
で、平成30年３月に供用を開始しております。
　県としては、浦添北道路二期線の早期事業化につい
て、平成27年度から関係市町村と連携し、要請を行っ
ているところであります。

　同じく５の(3)、モノレール延長事業の開業につい
てお答えいたします。
　沖縄都市モノレール延長整備事業については、平成
31年春の開業を目指して進めてまいりましたが、用
地取得の難航や工事の不調・不落の影響により、当初
予定していた工程どおりに進めることが困難な状況と
なっておりました。このため、県と沖縄都市モノレー
ル株式会社で工期の圧縮に努めてきたところであり、
その結果、開業時期については、平成31年夏ごろの予
定となっております。
　同じく５の(4)、南大東空港の夜間照明整備事業に
ついてお答えいたします。
　本事業は、南大東空港における夜間急患搬送の安全
性向上のために、航空灯火を整備するものであります。
電源局舎整備工事は、これまで不調・不落により契約
に至っておりませんでしたが、今月中には契約できる
見込みとなっております。今年度中に電源局舎を完成
させ、平成31年度に灯火などの設置工事を行い、国の
検査などの手続を経て、平成32年度前半に供用したい
と考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　１、米軍基地問題に
ついての御質問の中の(1)オ、オキナワハマサンゴに
係る特別採捕許可申請への対応についてお答えいたし
ます。
　沖縄防衛局から平成30年３月20日付で提出された、
オキナワハマサンゴ１群体に関する特別採捕許可申
請については、申請内容の妥当性等を判断する必要か
ら、５月18日付文書により、当該サンゴにおける食害
対策等に関して説明を求めたところであります。その
後、沖縄防衛局から、５月28日開催の第15回環境監視
等委員会において指導・助言を受けた回答書が６月６
日付で県に提出されております。なお、当該委員会の
中では、沖縄防衛局から、高水温期における当該サン
ゴの保護対策が示されております。
　県としましては、現在、当該回答書と、そのもとと
なった委員会での議論を参考としながら、本件申請内
容について審査を行っているところであり、今後も、
沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿って、厳正かつ適切に
対応してまいります。
　次に４、農林水産行政についての御質問の中の(1)、
遊漁に関する調査、ルールづくりについてお答えいた
します。
　県水産海洋技術センターは、平成27年度に県内に
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おいて、遊漁による水産資源の採捕量を調査しまし
た。その結果、遊漁による採捕量は、海面漁業全体の
約13％、沿岸性の漁獲対象種の約40％に相当すると
推定されております。沿岸性の漁獲対象種は、資源の
減少が懸念されている種類も多いことから、県では、
資源管理に向け、沖縄海区漁業調整委員会指示に基づ
く、アカジンとマクブの体長制限等の公的ルールの拡
充や、漁業者による自主的な管理の取り組みを推進し
ております。
　県としましては、これらの取り組みについて、遊漁
に対しても周知しているところであり、今後は遊漁も
対象とした公的なルールづくりに取り組んでまいりま
す。
　同じく(2)、若い漁業者育成の目標と見通しについ
てお答えいたします。
　県では、新規漁業就業者の定着率向上と若年層の漁
業就業者の確保・育成を目的として、一括交付金を活
用した未来のマリンパワー確保・育成一貫支援事業に
おいて、新規漁業就業者に対し、漁具等の漁業経費の
一部支援を実施しております。平成27年度から29年
度までの３年間で、77人の新規漁業就業者を支援し
ており、このうち76人が30年５月現在も漁業を継続
しております。
　県としましては、33年の漁業就業者数3790人を目
標に、今後も当該事業の推進等により、漁業就業者の
育成に努めてまいります。
　同じく(3)、離島における農業産出額増加の要因に
ついてお答えいたします。
　本県離島の平成28年の農業産出額は484億円で、前
年より21％の増加となっており、本県農業産出額の約
47％を占めております。主な増加要因としては、離島
における主要品目であるサトウキビの生産量が増加し
たことや肉用牛子牛の価格が好調だったこと等が挙げ
られます。
　県としましては、引き続き、各種施策を実施し、離
島農業の振興に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、米軍基地問題につ
いての御質問のうち(2)、キャンプ・キンザーへの立ち
入りについてお答えします。
　県では、沖縄防衛局からキャンプ・キンザーに米軍
が東村高江で掘り起こした土が保管されているとの連
絡を受け、平成30年３月27日、キャンプ・キンザー
への立ち入りを申請しましたが、沖縄防衛局を通じ

て、今回の件で立ち入りは認められない旨の回答があ
りました。そのため、今回の立入申請が沖縄防衛局に
よる東村高江の現場の土壌調査で有害物質であるベ
ンゼンが検出されたことを踏まえたものであることな
ど、立入理由を丁寧に説明した上で、４月20日に改め
て立ち入りを申請しましたが、現時点で回答は得られ
ておりません。
　県としては、浦添市とも連携し、引き続き立ち入り
を求めてまいります。
　同じく１の(4)、那覇港湾施設の移設についてお答
えします。
　沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画
で示された那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地
負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると
考えております。移設協議会においては、那覇港湾施
設の移設に関して、これまでも民港の港湾計画との整
合性を図りつつ、円滑な移設が進められるよう調整を
行うことが繰り返し確認され、コースタルリゾート地
区や民港に支障がないように検討を進めているところ
であります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　１、米軍基地問題につい
ての御質問の中の(3)、キャンプ・キンザー周辺の有害
物質についてお答えします。
　県では、昭和50年代前半からキャンプ・キンザー
周辺海域の環境調査を継続して実施しており、近年は
当時問題となった有害物質については、低い値を示し
ているため、新たな汚染が発生している可能性は低い
ものと考えられます。しかしながら、今後の返還の際
には、土地の改変が大規模に行われ、過去に殺虫剤と
して使用されたＤＤＴ類などが環境中に放出されるお
それがあることから、県としましては、国内法令で基
準値のない有害物質についても、調査、対策を行うよ
う国に対して求めてまいります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　２、アジア経済戦
略構想についての(1)、県内企業の企業力向上に向け
た取り組みについてにお答えいたします。
　アジア経済戦略構想の実現のためには、県外企業の
誘致とあわせ、県内企業の高度化が重要であると考え
ております。構想関連の取り組みにおいては、臨空・
臨港型産業の集積などを推進するとともに、県内事業
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者の海外展開支援やものづくり企業の基盤技術強化に
取り組んでおり、また、誘致企業と県内企業の連携や
ＡＩ等の情報通信技術とさまざまな産業の連携を促進
するとともに、各産業における専門的な人材育成など
に取り組んでおります。
　県としては、今後も、既存産業の成長を促進し、県
経済の発展を推進してまいりたいと考えております。
　次に同じく２の(2)のイ、臨空・臨港型産業の集積
に向けた取り組み等についてにお答えいたします。
　県では、国内外で企業誘致セミナー等を開催し、ア
ジアの中心に位置する地理的優位性を生かした沖縄国
際物流ハブの活用や、輸送費に対する支援並びに経済
特区制度による税制上の優遇措置等のメリットをＰＲ
し、臨空・臨港型産業の集積に取り組んでおります。
　県としましては、半導体や電子部品製造関連企業等
の高い技術力を持った高付加価値型の企業を誘致する
こととしており、今後も競争力のある企業の立地を推
進したいと考えております。
　同じく２の(2)のウ、国際物流拠点産業集積地域那
覇地区の施設の状況についてにお答えいたします。
　同地区の１･ ２号棟は、供用開始から30年が経過
し、老朽化が著しく、特に外装やその支持部材の劣化
が進んでおります。また近年、物流施設に求められる
こん包・加工・冷凍用等の流通型施設には対応してお
らず、施設機能自体が企業ニーズを満たしていない状
況にあります。
　県としましては、これらの課題解決に向け、那覇地
区の施設機能強化に取り組んでまいります。
　続きまして同じく２の(4)のア、製造業県内発注促
進事業についてにお答えいたします。
　本事業では、誘致企業と県内企業及び県内企業間の
連携による製造業の高度化を図ることを目的に、平成
28年度から専門コーディネーターを配置し、企業の情
報収集や取引マッチングを実施しております。本年度
からは、県内企業37社の得意技術等が記載された「沖
縄の製造業ガイドブック」も活用しながら、県内企業
単独では対応できていない事案に対し、企業間連携に
よる新製品や装置の開発に関する試作支援を実施して
おります。
　同じく２の(4)のイ、ＡＩやＩｏＴなどの製造業と
の連携についてにお答えいたします。
　県では、平成29年５月に改定した沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画において、今後、拡大が見込まれるＩ
ｏＴ等の技術を利活用した製品開発を促進していくと
いう新たな方針を掲げております。昨年度は、沖縄県
工業連合会が主催するＡＩ・ＩｏＴ活用ものづくりセ

ミナーに連携し、県内企業への啓発を行っておりま
す。今後は、製造業や各種産業と沖縄ＩＴイノベー
ション戦略センターとの連携を図り、生産性の向上や
高度化へ向けたＡＩ、ＩｏＴ技術の利活用の促進や技
術者の人材育成に取り組んでまいります。
　同じく２の(4)のウ、バイオ産業の沖縄県の優位性、
将来性についてにお答えいたします。
　本県は、成長著しいアジアの中心に位置し、主要都
市へ４時間以内にアクセスできることや、24時間態
勢で対応可能な国際物流ハブ機能などの優位性を有し
ております。バイオ関連産業は、付加価値が極めて高
く、今後、本県の優位性を生かし、再生医療を初めと
するバイオ関連企業を集積することで、県経済の発展
に大きく寄与する将来性のある分野として期待してお
ります。
　以上であります。
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　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）　２、ア
ジア経済戦略構想についての御質問の中の(5)、
Be.Okinawaの取り組みについてにお答えいたします。
　県では、沖縄の優位性を生かし、国内外の観光地
との差別化を図るため、平成24年度から海外向け
に、平成28年度からは国内外統一ブランドとして
Be.Okinawaを旅行博やメディア、ウエブ等を通じて
発信してきました。
　県としましては、今後ともBe.Okinawaで表現する
沖縄の世界観や提供価値を広く発信し、沖縄観光のブ
ランドの認知度向上を図り、リピーター層の安定的な
確保や新たな顧客層の開拓につなげたいと考えており
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　３の教育行政についての御
質問で(1)、国公立大学の進学者数等についてお答え
いたします。
　県内高校生の国公立大学合格者数は、平成14年度に
初めて1000名を超え、平成28年度には1666名で過去
最高となりました。その要因としましては、各学校で
生徒の実態に応じた系統的な進路指導の充実が図られ
たことや、県教育委員会において、指導力向上を図る
教員研修や高校生を県外大学へ派遣する生徒支援プロ
グラム等を計画的に行ったことなどが挙げられます。
今後とも、大学等進学率の改善を図るため、生徒の支
援や教師の指導力向上に努めてまいります。
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　次に同じく３の(2)のイ、高等教育に係る調査結果
への対応についての御質問にお答えいたします。
　平成29年度に実施した高等教育を受ける機会の創
出・環境整備等に係る調査においては、今後の取り組
みの方向性として経済的支援、学力の向上などの４点
が示されました。
　県教育委員会としましては、本調査の結果を踏ま
え、今後とも、進学のための経済的支援に取り組むと
ともに、生徒の高い学習意欲を継続できる効果的な学
びの機会を提供し、生徒の学力や進学意欲の向上に努
めてまいります。
　次に同じく３の(3)のア、運動部活動のあり方に関
するガイドラインへの対応についての御質問にお答え
いたします。
　平成30年３月スポーツ庁から、運動部活動の在り
方に関する総合的なガイドラインが示されたところで
あります。県は、国のガイドラインにのっとり、活動
時間及び休養日の設定、その他適切な取り組みに関す
る運動部活動の在り方に関する方針を策定することと
なっております。市町村教育委員会においても、国の
ガイドラインや県の方針を踏まえ、設置する学校に係
る運動部活動の方針を策定することとなっておりま
す。また、各学校においても、学校の運動部活動に係
る活動方針を策定することとなっております。
　県教育委員会では、有識者や各関係団体等の関係者
を構成員とする策定委員会を設置し、今年度９月末を
めどに、県の方針を策定する予定であります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　３、教育行政についての
(2)のア、高等教育に係る調査の結果についての御質
問にお答えいたします。
　平成29年度に実施した高等教育を受ける機会の創
出・環境整備等に係る調査では、高校３年生及びその
保護者等各2600人に対するアンケートや、県内経済
界や県内外の有識者に対する意見聴取を行い、高等教
育を受ける機会の創出等に係る手法を検討しました。
調査の結果、県内の高校生の多くが県外進学を希望し
ていることや、高校生が学びたいとする分野が多岐に
わたっていること等が明らかになりました。調査結果
をもとに、報告書では、今後の取り組みの方向性を経
済的支援、学力の向上、進学意欲の向上、受け皿の拡
大の４点に整理した上で、県内の現状を踏まえたきめ
細かな対応がまず必要であると示されたところです。
　以上であります。

〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　３、教育行政についての
御質問の中の(3)のイ、運動部活動のガイドラインに
係る私立学校の対応についてお答えします。
　国のガイドラインにおいては、私立学校は、県が策
定する運動部活動のあり方に関する方針を参考に、運
動部活動の方針を策定することとされております。現
在、教育庁が当該方針の策定に向けて取り組んでいる
ところであり、私立学校においては、この方針を参考
に運動部活動の方針を策定していくことになります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　御答弁ありがとうございました。
　順次再質問させていただきたいと思います。
　辺野古新基地関連についての地盤、軟弱地盤に関し
てお伺いします。
　変更の可能性があればということですけれども、ま
だ国のほうは、そこら辺の断層の部分も含めて、調査
されている、まだ明らかになっていない部分もあるの
じゃないかなと思っています。Ｃ１からＣ３だけじゃ
なくて、その立体的な調査というのがまだ国のほうで
行われているんじゃないかなと。まだそこら辺の情報
が開示されていないのではないかということがあるの
ですが、そこら辺どうなっていますでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　護岸の設計の事前協議がまだなされていない部分が
ございますし、地質調査の結果も全てお示しいただい
ていないというふうに思っております。ですから、地
質調査の結果も含めて、沖縄防衛局のほうに求めてい
きたいと考えておりますし、また、護岸の実施設計の
協議の中で、それはまた示されるものだということも
考えております。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　そうですよね。まだきちんと全部明
らかになっていない、つまびらかになっていない部分
があると思います。当然辺野古の新基地というのは、
辺野古側だけじゃなくて大浦湾側も全て含めてできて
基地ですから、そこら辺に重大な何らかが、こういう
軟弱地盤みたいな、また断層もありますけれども、そ
ういう考慮しなければならないものがあるというので



－ 237 －

あれば、国はまず工事を一旦とめて、県の協議に応じ
るべきだという、その県の主張は正しいと私は思って
おりますので、ぜひ強く求めていただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。
　次に移ります。
　Ｎ３の近くのサンゴなんですけれども、国会の答弁
の中でもサンゴの存在を認めているんですよね。新聞
のほうでも報道がありました。そうすると、県のほう
としては、立入調査を求めるということになると思い
ます。先ほどもそういう、立入調査を求めるというふ
うになっていますけれども、これはもうすぐにでもや
られるんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今答弁でも申し上げましたが、大型サンゴの存在と
あと立入調査につきましても、今照会の準備を進めて
いるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　国会のほうでは、移植対象にならな
いんだというような答弁もあったようなんですけれど
も、それはきちんと立ち入りも県のほうでやって、本
当にそうなっているのかどうかというのはぜひ調査し
ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
　Ｋ４護岸の藻場の損傷についてなんですけれども、
先ほども第15回環境監視等委員会の議事録の中を答
弁いただいたんですけれども、その損傷、ただこの第
15回の委員会の議事録を読んでも、資料を全く示さ
ないで委員に意見を求めているんですよ。これは委員
会としてのあり方どうなのかなと私はとっても疑問に
思っています。きちんとした損傷があるならば、そう
いう証拠を出して、その上で委員に意見を求めるとい
うのが本来の姿ではないかなと思って、これは仕事の
あり方としては、私はとてもいかがなものかと思って
いますが、その土砂投入がされる場所は被度の高い、
75％以上、50％以上の海草藻場があります。国は、
具体的に移植するというようなことは全く考えており
ませんし、国会の中でもそういう議論はされても、国
は全く取り合わないような状況なんですけれども、そ
こが消失するということに対して、当然として、次に
もありますジュゴンの成育環境をきちんとさせるとい
う意味においても、まずなくす分に関してはきちんと
ふやすということが必要ではないかと思うんですが、
そこら辺どうお考えでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時44分休憩
　　　午前10時45分再開

〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　埋立土砂の入る部分でございますが、県が以前工事
の実施前に、海藻類の移植の実施について沖縄防衛局
に照会をしております。沖縄防衛局からは、工事の実
施前に移植を行うよう求めることは、環境保全図書の
記載内容の変更を求めていることに等しいとの認識が
示されております。
　しかしながら、県としましては、被度の高い海草藻
場の分布区域でありますので、その海草藻類の利用を
求めていきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　そこがなくなるんですよね。しっか
りそこら辺は、国のほうにも対応していただいて、で
きないのであればそこは土砂投入させないような、そ
ういうことにでもしていただきたいと思っております。
　そして、ちょっと飛びますけれども、サンゴの産卵
時期や高水温時期に移植する件に関してちょっとお伺
いしたいんですけれども、県は、４月９日に護岸工事
による潮流変化などによって、移植が実施されていな
いサンゴ類の生息環境の影響が強く懸念されていると
して、工事停止の通知を出されていると思います。国
は、その水の濁りや流況や水温等の影響シミュレー
ションで影響がないことをあらかじめ確認しているの
で護岸工事は進めますということで進めているんです
ね。つまり県の申し出は却下しているんですね。しか
し今度は、国は護岸工事を進めておきながら、今度は
移植予定のオキナワハマサンゴ付近の流況が変化し水
温が上がるとして、保護対策をとろうとし、移植しよ
うとしているわけです。そもそも一番最後、４月９日
で県の工事停止を申し入れているのに、生息環境が維
持されるとして影響がないとして断っておきながら、
護岸工事を進めたことが起因して水温が上がり、そし
て夏場に移植しなければいけないというようなことを
しているんですね。国の対応というのは、本当にいか
がなものかと思っています。影響がないから大丈夫、
今度は影響が出てくるからこうしますという、場当た
り的な対応について、副知事、謝花副知事になるのか
な、どう思いでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　当山議員の御質問にお答
えします。
　県は、そもそも事前協議に応じて工事をとめるよう
にというような話をかねてからしてきているわけでご
ざいます。そういった中において、護岸工事を強行し
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て、今議員からもございましたけれども、さまざまな
場面でいろいろ対応が変化しているということでござ
いますが、県としましては、まずは県が定めた留意事
項に基づいて、まずは工事を一旦停止して、県との協
議を行う。これをまずしていただくことが重要だとい
うふうに考えているところです。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　ぜひ強く、そういういろいろ出てき
ていますので、求めてきていただきたいと思います。
　あとキャンプ・キンザーに、大型ヘリコプターが不
時着して炎上したところの土壌を入れて、県が求めて
いるのに対して、米軍は立ち入り拒否したんですよね。
これ何か理由がありましたでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　米側からの回答につい
ては、立ち入りは認められないという回答だけでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　じゃもうどういう理由というのも全
くなしで認められないと。じゃ県としては、それをク
リアすべき条件がない状況で立ち入り申し入れをして
いるような状況だと思うんですが、とにかく最近米軍
のこの沖縄に対する対応というのが余りにもひどいと
いうか、県議会で全会一致したＦ15の墜落機、これも
面会拒否している状況がありますよね。だから、本当
に今米軍は、私たちに対して本当によき隣人になって
いないというのが現状だと思っておりますので、ぜひ
キャンプ・キンザーのほうにも確認して、まだ返答を
もらっていないんだというような情報もあります。と
いうことは、それよりも上のほうでとめているという
ことですので、ぜひ上へ上へというふうなことで県も
申し入れていただきたいと思います。
　次、移ります。
　新たなものづくりの中で……、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇当山　勝利君　新たなものづくりの製造業県内発注
促進事業なんですけれども、この県内企業の連携と
マッチングということで、これはいい取り組みで、産
業振興公社にコーディネーターを置いて、足しげく企
業を回って情報を得ているというようなこと、また横
の連携をされているというのは伺っております。た
だ、県内でもなかなかできない連携があると思うんで
すね。どうしても県外に持っていかなきゃいけないと

いう場合があると思いますが、そういう場合どのよう
に対応されるんでしょうか。
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）　お答えいたします。
　当初予定しているものは、誘致してきた企業と県内
企業とのマッチング、それからまた当然県内企業同士
のマッチングというふうな想定をしておりました。そ
れでも足りないというようなお話でございますけれど
も、そういう場合は、そういう新たな展示会、工業関
係の展示会がそれぞれいろいろございます。そこら辺
に出展していただきまして、自分らに合う企業を探す
ようなマッチングも図れる事業もございます。そうい
うことで対応しているということでございます。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　自分、大阪のＭＯＢＩＯさんのほう
に昨年度行かせてもらって、ＭＯＢＩＯです、東大阪
市の。あちらのほうは400社ぐらい集まっているんで
す、企業が集積されている。だから、あちらの話だと、
企業さんであれ何であれ、そこに参加してもらえれば
ジョイントしますよと。だから、400社が一気にバッ
クにつくような感じになるんですよ、連携ができるよ
うな形になるんです。ぜひ県のほうも、そういう県外
との、集積しているところの連携、一つには東大阪市
のＭＯＢＩＯもあると思いますので、そういうところ
の連携も考えていただきたいなと思います。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時53分休憩
　　　午前10時53分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇当山　勝利君　運動部活動のあり方に関するガイド
ラインなんですけれども、ある特定のスポーツを得意
とする中学校や高校がある場合に、どうしても長時間
の練習が必要だというような意見が出てくると思いま
すが、現段階でも容易に予想されますよね。そういう
ふうなものに対してどう対応されていくんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　そのガイドラインの策定の
ための検討委員会、有識者もいますし、その関係団体
という中にはスポーツ関係者も入ってまいります。ど
うしても、例えば指定校とか、強化指定校というとこ
ろとの関係とか、その辺のもろもろの調整がいろいろ
と出てまいるかと思います。今具体的にどういうふう
なまとめ方をするかというのはこれからなんですけれ
ども、強化指定校との調整というか、その辺との部分
がかなり調整が困難なところが出てくるかと思いま
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す。ただそれは承知しておりますけれども、このガイ
ドラインという形を何らかの形でとにかくまとめて適
切な運動部活動という形で取り組んでまいりたいと考
えております。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
〇当山　勝利君　県としても優秀なスポーツを育成す
るということは目標としているところなんですが、そ
ういう中にあって、国公立の学校でこういうガイドラ
インをしいて、優秀な生徒を育成するというのはもう
限界に来ていると思うんですよ。なので、ガイドライ
ンにもありますけれども、体育協会とか民間のスポー
ツクラブとか、私的なコーチの活用も見据えてやりな
さいよと言っているわけですから、積極的にまず県の
ほうもそこら辺、どこにどういうものがあるかという
のも調査していただいて、学校側に情報提供するとか、
学校側に検討してもらうとか、そういうことも必要だ
と思いますので、ぜひそういうことでやっていただき
たいと思います。
　以上です。
　終わります。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
　　　〔玉城　満君登壇〕
〇玉城　　満君　あんまりウチナーウチナーってウチ
ナーのことばかりしゃべっていると、ＣＩＡに調べら
れますよ皆さん。気をつけてください。
　ことしエイサー会館というものが沖縄市ミュージッ
クタウンのほうにできました。私もオープニングに
行ってきたんですけれども、このエイサーの歴史、い
ろんな先輩の皆さんに話を聞くんですけれども、ムカ
シェーカンヤタン　メーヤカンヤタンとかという話な
んですけれども、照屋林助さんに話を伺ったら、昔は
アッパリニンブチャーだから、念仏踊りだから、ウー
クイのときしか太鼓はたたかなかったというんです
ね。理由があるみたいです。何でかというと、太鼓を
たたくというのは、この魂をどうぞグソーまで行って
くださいと。行かせるための、はっとさせるための太
鼓である。最近は、ウンケーから太鼓をたたくものだ
から、御先祖が本当に来ているかどうかわからんとい
う話をしていました。
　エイサーの歴史も変わって、だんだんだんだん青年
会エイサーになってくると、創作エイサーも加わって
きて、僕は最初に、今や生きていたら多分110歳ぐら
いのおばあちゃんでしたけれども、結婚式のときにエ
イサーの余興が出たときにこのおばあちゃんびっくり
していたんです。僕のところに文句を言いにきている
んです。あんたたち結婚式にエイサーやるってあるね

と。もう今常識になっていますよね、完全に。だから
そういう意味では、ウチナーの文化は非常に大切では
あるんだけれども一つ一つ分析していってやらないと、
変なところで違った歴史になってしまわないかなと。
　最近沖縄市のほうでも困っているのは、青年団が公
民館の近くでエイサーの練習をしていると隣から、移
住された方でしょうね。太鼓のボリュームを絞っても
らえませんかねと。太鼓って絞れないんです、基本的
に。だから本当にドアを閉めて中で汗水垂らして、人
に迷惑をかけちゃいけないというそういう練習をして
いるところもたくさんあります。それと道ジュネーっ
てあるんですけれども、道ジュネーは昔は混雑させる
というのが、車をお持ちの皆さんも楽しんでいたんで
すけれども、今混雑しているというのをワジワジーし
てそのまま110番する人もいるんです。110番して、
エー　チャーガラシェーと言う人がふえてきているの
も何か心配だなという気はしております。
　質問しましょう。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、県民投票について知事の見解を伺う。
　(2)、知事就任４年間における知事公約の評価につ
いて伺う。
　２、総務、企画部関連について。
　(1)、平成31年度沖縄振興予算の取り組みについて
伺う。
　(2)、平成31年度沖縄振興税制の取り組みについて
伺う。
　(3)、新たな一国二制度の取り組みについて伺う。
　(4)、那覇空港の民営化について伺う。
　(5)、鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入事
業について。
　ア、進捗について伺う。
　イ、政府との調整について伺う。
　ウ、費用便益比について伺う。
　３、商工労働部関連について。
　(1)、沖縄駐留軍離職者対策センターの県の対応に
ついて伺う。
　４、文化観光スポーツ部関連について。
　(1)、しまくとぅば保存、継承の取り組みについて伺
う。
　(2)、沖縄文化の日制定について伺う。
　(3)、平成15年以降の文化振興予算の推移について
伺う。
　(4)、組踊300年に向けた県の取り組みについて伺う。
　(5)、フィルムオフィスについて伺う。
　以上です。
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〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　玉城満議員の御質問にお答え
をいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(1)、県民投票に対する見解についてお答えいたします。
　これまでに他の地方公共団体で実施された住民投票
は、その施策決定に大きな影響を与えてきたものと認
識しております。また、県民投票については、県民が
主体となって議論がなされることが重要であると考え
ております。政府が辺野古新基地建設を強行する中
で、米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民
投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思
を明確に示すことができるため、今回の県民投票は意
義があるものと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１の(2)、知事公約の評価
についての御質問にお答えいたします。
　知事公約については、その実現に向けて、経済発
展、生活充実、平和創造の３つの視点から取り組んで
いるところです。
　経済発展については、沖縄県アジア経済戦略構想を
推進し、観光・リゾート産業や情報通信関連産業など
を強化するとともに、国際物流拠点の形成に取り組ん
でおります。生活充実については、子供の貧困問題の
解消に向けて、基金を設置して取り組んでいるほか、
離島地域の活性化なども積極的に推進しております。
平和創造については、辺野古新基地建設に反対し、普
天間飛行場の県外移設及び早期返還、危険性の除去に
取り組んでおります。このような取り組みにより、平
成29年度の入域観光客数は約958万人となり、５年
連続で過去最高を更新しました。観光・リゾート産業
の関連産業を含めた経済波及効果は１兆円を超え、情
報通信関連産業の売上高は4200億円、農業産出額は
1000億円を達成するなど、県経済は好調に推移してお
ります。また、年度平均の完全失業率は、平成29年度
が3.6％と改善し、有効求人倍率も復帰後初めて１倍
を記録するなど、県政運営の成果は着実に上がってい
るものと考えております。
　次に２の(2)、平成31年度税制改正に向けた取り組
みについてにお答えいたします。
　沖縄県には、４つの法律に基づく13の沖縄振興税制
があり、このうち沖縄振興特別措置法に基づく６つの

制度が平成30年度末に、復帰特別措置法に基づく酒税
の特例措置が平成31年５月14日に措置期限を迎えま
す。これらの税制は、本県の産業振興を促進するもの
として重要な役割を果たしていることから、本年末の
平成31年度税制改正大綱の決定に向けて、３年間の延
長を要望するとともに、より活用しやすい制度となる
よう、適用要件の緩和などもあわせて求めてまいりた
いと考えております。
　次に同じく２の(3)、一国二制度の取り組みについ
てに関する御質問にお答えいたします。
　沖縄県においては、企業誘致や投資の促進等を目的
として、国際物流拠点産業集積地域や経済金融活性化
特別地区など特区・地域制度が設けられております。
同制度においては、10年間40％の所得控除や４年間
の繰り越しが可能な投資税額控除など高い控除率や控
除期間が措置されており、ほかに例のない一国二制度
的な内容となっております。こうした制度を最大限に
活用するとともに、アジアの中心に位置する本県の地
理的優位性を生かし、成長著しいアジアの活力を取り
込む諸施策を展開してまいりたいと考えております。
　同じく２の(4)、那覇空港の民営化に関する御質問
にお答えいたします。
　国においては、我が国の産業、観光等の国際競争力
の強化や地域経済の活性化等に寄与することを目的
に、国管理空港等の運営を民間に委託する取り組みを
進めておりす。現在、仙台空港や高松空港において民
間による運営が行われているほか、福岡空港、熊本空
港、北海道内７空港で手続が進められています。
　県といたしましては、このような他空港の状況を注
視するとともに、県内経済界等とも連携しながら、今
後の那覇空港の運営のあり方について、調査検討して
まいりたいと考えております。
　次に同じく２の(5)のア、鉄軌道導入の進捗につい
ての御質問にお答えいたします。
　県では、平成26年度から沖縄鉄軌道の計画案づく
りに取り組み、ことし５月に沖縄鉄軌道の構想段階に
おける計画書を策定し、県としての考え方を取りまと
めました。次の計画段階においては、具体的なルート
や駅位置、交通システムなどを決めることになります
が、そのためには、整備スキームや整備主体等が決定
される必要があります。その後、事業実施の可否が判
断され、概略計画や各種法手続を経て着工となります。
　県としましては、早期の計画段階への移行につい
て、国に働きかけてまいりたいと考えております。
　２の(5)のイ、鉄軌道導入に係る政府との調整につ
いての御質問にお答えいたします。
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　県では、平成30年４月24日に、骨太の方針に沖縄鉄
軌道の導入に向けた取り組みの記述が盛り込まれるよ
う、政府等に要請を行ったところです。今回、鉄軌道
については、骨太の方針には明記されませんでしたが、
今後とも、鉄軌道導入に向けた機運醸成を図り、早期
の事業化を国に働きかけてまいりたいと考えておりま
す。
　同じく２の(5)ウ、費用便益比についての御質問に
お答えいたします。
　費用便益比は、事業実施可否の判断を行う指標の一
つとして用いられるものであり、県は、鉄軌道の構想
段階における計画案づくりにおいて、参考値として示
したところです。この結果、費用便益比は、国のマニュ
アルに基づき、国債利回りを４％と設定して試算した
場合は、事業化の基準となる１を下回る結果となりま
すが、近年の実績を踏まえ1.5％と設定して試算した
場合には、１を上回る可能性があることが確認されま
した。
　県としては、鉄軌道導入による移動時間の定時性向
上による効果など、構想段階において考慮されていな
い便益項目に関する調査を実施し、評価の精度を高め
ていきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　２、総務、企画部関連に
ついての御質問の中の(1)、平成31年度沖縄振興予算
の確保についてお答えします。
　平成31年度は、沖縄振興計画の総仕上げに向けて
取り組みを加速させる重要な時期と捉えております。
このため、沖縄振興予算の確保に向け、市町村や関係
団体等と協調しながら、内閣府沖縄担当部局と一層緊
密に連携するとともに、内閣府沖縄担当大臣を初めと
した関係要路に対して、県と市町村等の意見や考え方
を沖縄の声として丁寧にお伝えし、御理解と御協力が
得られるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　３、商工労働部関
連についての(1)、駐留軍離職者対策センターに対す
る県の対応についてにお答えいたします。
　県では、沖縄駐留軍離職者対策センターの相談体制
の強化を図るため、相談支援に関する経費等について
補助を行っております。また、 同センターが現在入
居している県立駐留軍従業員等健康福祉センターの老

朽化に伴い、移転先の確保が課題となっていることか
ら、県としましても、同センターに対し移転先に関す
る情報提供等を行っているところです。
　以上です。
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　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）　４、文化
観光スポーツ部関連についての御質問の中の(1)、し
まくとぅばの保存・継承の取り組みについてにお答え
いたします。
　県では、しまくとぅばの普及・継承を推進するた
め、県民大会や語やびら大会の開催、民間団体等の活
動に対する支援、普及功労者の表彰、民話データベー
スの作成などを実施しているほか、関係機関等におい
ても、講演会やシンポジウムが開催されております。
また、しまくとぅば普及の中核的機能を担うしまく
とぅば普及センターにおいて、地域住民や学校の子供
たちを対象とした講座を実施しているところであり、
昨年度は延べ3086名が受講しております。
　県としては、今後も同センターを中心とした民間団
体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。
　同じく４の(2)、沖縄文化の日制定についての御質
問にお答えいたします。
　国は、国民の祝日に関する法律第２条において、自
由と平和を愛し、文化をすすめることを目的とし、11
月３日を文化の日と定めております。県では文化の日
にあわせて、県立博物館・美術館の常設展を無料開放
し、県民が沖縄文化やすぐれた芸術作品に触れる機会
の創出に努めているところであり、他の文化施設にお
いても、同様な取り組みを行っていると聞いておりま
す。
　沖縄文化の日制定については、その意義や目的、効
果など、さまざまな検討事項が想定されることから、
今後研究してまいりたいと考えております。
　同じく４の(3)、文化振興予算の推移についての御
質問にお答えいたします。
　文化振興課の平成15年度当初予算は約19億6100万
円となっており、県立博物館・美術館など教育庁の一
部事業が移管され、文化観光スポーツ部が新しく創設
された平成23年度の当初予算は、約28億4800万円と
なっております。平成24年度以降は、沖縄振興特別推
進交付金で実施するしまくとぅば普及継承事業や文化
観光戦略推進事業などの主要事業に係る予算を計上し
てきており、今年度の当初予算は約28億4700万円と
なっております。
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　同じく４の(4)、組踊上演300周年記念事業につい
ての御質問にお答えいたします。
　来年の2019年は、組踊が首里城で初めて上演され
て300年の節目となります。このことから、昨年11月
に国の重要無形文化財の保持者団体である伝統組踊保
存会等から、記念事業を実施するよう県に要請があり
ました。県では、組踊が沖縄の伝統芸能を集約した総
合芸術と称されることや、ユネスコの無形文化遺産と
なっていること等を踏まえ、関係者へ呼びかけ、去る
５月に15団体で構成される組踊上演300周年記念事
業実行委員会を立ち上げ、今後の取り組み等について
協議しました。
　県としましては、県内外で組踊のすばらしさが広く
認識される記念事業となるよう、関係団体と連携しな
がら取り組んでいきたいと考えております。
　同じく４の(5)、フィルムオフィスについての御質
問にお答えいたします。
　沖縄フィルムオフィスは、映画・ドラマ等のロケ誘
致活動やロケ撮影支援を行い、映像作品を通じて沖縄
への観光誘客を図ることを目的に、平成15年４月に
沖縄観光コンベンションビューロー内に設立されまし
た。沖縄フィルムオフィスは、沖縄ロケに関する問い
合わせ対応、国内外映画祭へのブース出展等の業務を
行っており、県としては、今後とも映像を通して国内
外に沖縄の露出を高めることにより、沖縄の認知度の
向上や観光誘客につなげていきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　まず県民投票でございますけれど
も、実は前回1996年の、ちょっと調べてみたんです。
当時の県民投票は地位協定の改定、基地の整理縮小と
いうことで行われましたけれども、調べたら89.9％が
賛成、8.54％が反対、投票率が59.53とかなり盛り上
がっているんです。当時は、大田知事で橋本首相、こ
の県民投票の結果を見て橋本首相がやはり沖縄に寄り
添っていろいろそれに向けた――改定はそこまで今進
んではいませんけれども、整理縮小という一つの流れ
をつくったのかという意味では、この県民投票はかな
り効果があったんではないかなと。ただ反省しないと
いけないのは、前回基地の整理縮小を賛成する人ばか
りが集まっていろいろやっていたんですよ、講演会と
かしながら。県民投票に行きましょうとかそういうい
ろんなイベントがありまして、それに反対する、基地
はあったほうがいいという人をどうにかここに集め
て、賛成も反対も一緒になって県民投票を考えよう
じゃないかというのが、僕は今回の県民投票で絶対に

必要なことだと思うのですが、県民投票になりますと
所管はどちらになるのでしょうか。どちらになる、総
務。お願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　沖縄もそうですが、こ
れまでに他の地方公共団体で実施されたいわゆる住民
投票ですけれども、その施策決定に大きな影響を与え
てきたものと認識しております。また県民投票は県民
が主体となって議論がなされることが重要であると考
えております。政府が辺野古新基地建設を強行する中
で、米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民
投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思
を明確に示すことができるため、県民投票は意義があ
るものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　ぜひその辺野古の埋め立て反対の人
たちばかりが集まって、反対のための県民投票と言わ
れないようにするためには、やはり県も積極的にかか
わって、どんどん容認の皆さんもぜひ参加してくださ
いというようなそういう流れを今後、もちろん県もか
かわってくるわけです。今署名活動もしているわけで
すから、県もかかわってくるわけでその辺のところは
しっかり押さえたほうがいいのかと。前回県が主体
にいろいろ動いたと思いますけれども、そのときは
ちょっと偏っていたのかなと。賛成するための県民投
票という感じでなかなかそこに足を向ける人がいな
かったということがあるので、どっちにしろ県が積極
的にかかわらないといけないことなんで、ひとつその
辺は頭に入れておいていただきたいなと思っておりま
す。
　次、税制の取り組みということで新たな一国二制度
の取り組みについて伺うというのは、僕はどういうこ
とを言っているかといいますと、沖縄特別措置法でや
はり高率補助を受けているのは社会インフラという
か、10分の８、10分の９の国庫補助金があるのは大体
ハードが主で、特別措置法の中に医療、福祉、教育と
いうのがほとんど入っていないんです。全国一律、そ
の流れはいまだに。沖縄は貧困率30％というふうに、
所得も低い。そんな中で全国一律の、特別措置法が人
のインフラとしてされていないということなんです。
その辺は県が努力して、やっぱり医療、福祉、教育の
中に新たな沖縄だけのシステムづくりというものに取
り組まないといけないんじゃないかなと僕思うんです
けれども、その辺どう思いますか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
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　確かに高率補助は、社会基盤整備を促すものとして
始まったものでありますが、今現在は一括交付金のソ
フト分、これがございまして、これにつきましても沖
縄ならではの制度でございますが、特に市町村等にお
いては、国の制度とのデマケといいますか、区分けの区
分する必要がございますけれども、沖縄特有の政策課
題には全て対応することができるような仕組みとなっ
ております。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　一括交付金だとやはりいつまで一括
交付金が続くかわからんということがあるんで、人の
インフラというのがほとんど手つかずの状態だったん
ではないかなという気はしております。なぜそういう
ことを言うかというと、地方自治体の自主財源をかな
りこっちに例えば国保なんかに繰り入れしないといけ
ないという、今本当に厳しい状況が続いているわけで
すよね。それは沖縄の戦後の事情、そして復帰前、復
帰後、特別措置として人のインフラももう少しここで
国がしていたら本当に今みたいなことになっていたの
かどうかという。だからいまだに貧困率30％、これ
をどうにか下げていくためには、人のインフラを沖縄
バージョンを絶対県は積極的に市町村と組んで、こう
いう流れをつくりましょうねなんていう、そういう仕
組みづくりをぜひやってもらいたいと思うんです。ど
うですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　御指摘の点は、そのとお
りだと思います。ですから沖縄固有の政策課題に子供
の貧困でありますとか、ほかの本土とは同列に論じら
れない政策課題につきまして対応できるような制度を
つくって求めてまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　次、離対センターの件ですけれど
も、これもともとは、アスベストの対策であるとか首
切りがすごくたくさんの皆さんが離職したときに対応
するためのセンターということで、きっかけはそれか
ら始まったと思うのですが、本来なら県が主体となっ
てやらないといけない事業の一つだと思うんです。そ
れを今全駐労のほうで請け負ってという形でやはりア
スベストの件にしろ、整理縮小という方針ですから基
地の整理縮小になるとどうしてもそこで勤めている人
たちが離職し、そして転職したりするわけです。その
マッチングをやっぱりこの人たちが今やっているわけ
で、これも県の仕事の一つだと思うんです。だから主
体となってやはりやるべきではないかと思うんです
が、部長どうでしょうか。

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）　渉外業務といいま
すか、基地関係の話につきましては、平成十何年です
か、国のほうに移管されてございますけれども、ただ
整理縮小に関する離職に関しましては国のほうが面倒
を見るという離職者退職法がございますので、それで
手厚くもてなされているとは思います。ただし、アス
ベスト関係の被害が長期化するものですから、そのこ
とに関してはなかなか証拠提出は難しいだろうという
ことで我々は補助をしているという状況で今支援して
いるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　今老朽化で移転をせざるを得ないと
いう状況の中で、今後やはりもう少し県も寄り添って
いただいて、じっくり話し合っていただいて、次の施
設をどうするかという相談までぜひ乗っていただきた
いと思いますので、その辺をよろしくお願いいたしま
す。
　次ですが、しまくとぅばの保存と継承についてです
けれども、やはり今文字としては、しまくとぅばを県
は保存し継承しようとしているなという流れは見える
んです。ところがいろんな先輩の指摘は何かといいま
すと、今度は発声、発声というか音。音はこれだけの
地域、これだけの島の中にたくさんのしまくとぅばが
あるわけでしょう。これどういうふうにして残そうと
していますか、今。
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）　おっしゃ
るように文字といいますか、それぞれの地域の言葉を
副読本という形で県民に、子供たちを含め若い人たち
を含め、広めようという取り組みをしておりますけれ
ども、音に関しまして今専門部会で協議をしていく中
で検討していきたいなというふうに思っております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　これ、早目にやったほうがいいで
す。もう教える人もちょっと発音が違っているんじゃ
ないかというぐらい、これだけ昔の言葉を早目に再生
させていかないと、今ＡＩの社会だからＡＩで十分対
応できると思うのですよ。その辺のところまで一応
やって継承していこうという。これは絶対財産ですか
ら、しまくとぅばというのは沖縄の。だから、ぜひこ
の音声の残し方に関しては、専門部会で今やられてい
るかもしれませんけれども、地域地域でもう全部違い
ますから。これがちょっと気になっているなと思って
おります。文字として残すのは結構だけど、やっぱり
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音声として残していくことのほうが僕は大事だなとい
う感じがしておりますので、ぜひ取り組んでいただき
たいと思います。
　続きまして、組踊300年。
　組踊300年は、ぜひこれは沖縄が世界に発信するぐ
らいのイベントにしてほしいなと思うんです。玉城朝
薫が組踊を首里城で上演して300年、これが一番いい
機会です。そして県に移管するわけでしょう、首里城
公園も。だからぜひ県が積極的に予算も組んで、全世
界にアピールできるように、そしてついでに300年を
記念に世界ツアーをできるぐらいにやっぱり盛り上げ
ていく。これなぜかといいますと、意外と僕らはウチ
ナーンチュとしてウチナーンチュはもう見なれて足元
をあんまり、「慶良間ミーユシガ　マチゲーミーラン」
になってしまって、組踊って簡単に思っているんだけ
れども、いつでも見られるやとか、ンカシカラ　ン
チョーンドーとかという程度しかないんですけれど
も、ニューヨークで上映したときに、ある演出家がそ
れを見て何て言ったと思いますか。世界一スローな踊
りということで大絶賛しているんです。だから世界い
ろんなところで見方が違っている。これは沖縄の絶対
財産だなと思いました。だからユネスコもいいんです
けれども、実際実戦部隊をいろんなところに送ってい
くということも一つ必要なことかなと思っていますの
で、これは要望しておきます。
　続いてフィルムオフィスの件ですが、このフィルム
オフィス、四、五年前の体制と今の体制とどう違って
いますか。
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）　フィルム
オフィスは先ほど本答弁でも申し上げましたけれど
も、平成15年４月にコンベンションビューローに設
置しておりまして、まだその体制は継続しておりま
す。フィルムオフィス自体はです。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　これはだんだんだんだん僕はちょっ
とこの体制が弱まってきてはいないかなと危惧してい
るんです。なぜかというと四、五年前にすごい本数を
沖縄で撮られましたよね、映画とかＣＭであるとか、
たくさん撮られた。そのときのフィルムオフィス、い
ろんな情報がどんどんどんどん入ってきたんだけれど
も、今コンテンツ予算が少なくなったのが理由なの
か、なかなか沖縄がかつてほどのロケ地となっていな
い感があるんです。それはどうですか、データとし
て。ここ５年間、例えばかつてはかなりの映画である
とかテレビであるとかＣＭであるとか、沖縄で撮られ

たんだけれども、最近ちょっと少なくなったような気
がするんです。どうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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）　数は今す
ぐ手元に出てこないんですけれども、たしか予算の関
係も含めまして支援作品は若干減る傾向にございます。
それは何かと申しますと、これまで支援した中で必ず
しもヒットしないといいますか、そういった費用対効
果を考えることとか、それから事業が単年度事業でご
ざいますので、撮影中に天候、気候で１年でおさまら
ないということで事業を断念した等もございますので、
そういったことを含めますと、我々としては作品の制
作そのものに支援するよりもむしろキーパーソン、監
督とかそういう人を招聘して、そこでそのまま沖縄を
ロケ地として撮影するきっかけとしていただくとか、
映画の終わった後にいわゆるフィルムツーリズムとい
う形でロケ地を訪れる観光客をふやしていくとか、そ
ういった形で沖縄にロケを誘致しようという姿勢は変
わらないんですけれども、その支援のあり方をいろい
ろと若干軌道修正しているところがございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　玉城　満君。
〇玉城　　満君　わかりましたけれども、今費用対効
果という話があったけれども、プロ野球でも10回打
席に立って３回打ったら３割プレーヤーでしょう。だ
からそれを３本予算出したからといって１本しか当た
らなかったというのは、これは３割３分３厘なんです
よ。このソフトコンテンツが何がすごいかというと、
すごい波及があるんです、100倍とか200倍とか。例
えばナビーの恋を覚えていますか。ナビーの恋だけで
沖縄というところがどれだけ宣伝になったか。琉球の
風が沖縄ということでどれだけ宣伝になったか。そう
いう一本一本当たらないから予算を削るなんていうそ
ういう発想じゃなくて、どんどんどんどん可能性があ
る限り、どんどん積極的につくっていくべきだと思い
ます。だから、文化事業というのは目に見えないもの
で、例えば空気商売ですからやっている人たちは。そ
ういう意味では、例えば建物つくって、はいこっちに
できましたというのとちょっと違うかもしれないけれ
ども、かなり無駄な予算を使わなければ達成できない
ということも結構あるということを、文化の中にも感
じていただきたいなと思っております。これは要望で
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すから。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
　　　〔亀濱玲子さん登壇〕
〇亀濱　玲子さん　皆様、おはようございます。
　通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
　まず初めに、少し所見を述べさせていただきます。
　沖縄の６月は、沖縄戦で犠牲になられた方々を思い
各地で追悼式が持たれる月でもあります。去る23日の
慰霊の日は、地元宮古島市の全戦没者追悼式に座喜味
議員と一緒に参加をさせていただきました。その中で
中学生が作文を朗読いたしましたけれども、祖母から
祖母の兄、姉が不発弾の犠牲になって亡くなった――
戦後すぐ亡くなったということで、戦後も不発弾によ
る事故で命を失うことがあるということにこの中学生
が衝撃を受けて作文を書き、そして多くの命を奪った
戦争、彼女は、残りかすという言葉で表現をしており
ましたけれども、不発弾で犠牲になって命を奪われた
祖母の兄弟の悲しみは消えない、戦争はまだ終わって
いませんというふうに訴えました。そして翌日、知事
の沖縄全戦没者追悼式の平和宣言を読ませていただき
ました。繰り返し読ませていただきました。まさに戦
後沖縄の抱える基地問題を正面からしっかりと取り上
げて平和を希求する沖縄の心をよりどころとして、辺
野古に新基地をつくらせないという決意、県民ととも
にあるということ、揺らぐことはないという知事の言
葉は多くの県民が勇気をいただいたというふうに思い
ます。私自身もまた基地のない穏やかな島を願って、
平和な島づくりに向かっていきたいというふうに改め
て強い思いをいたしました。
　それでは、通告に従いまして質問をさせていただき
ます。
　１点目です。沖縄県の水需給についてであります。
　(1)、先月末から、座間味村で夜間断水の話が６月
１日報道されました。現在は好転をしてそれは全体の
ダムの水量も上がってきているということではありま
すけれども、夏場を迎えるに当たり、観光客を多く迎
える島々を抱えている沖縄県において、この課題は厳
しく捉えなければならないというふうに考えていま
す。現在の水需給の状況についてお伺いいたします。
　(2)、これまで、沖縄県長期水需給計画（平成22年か
ら32年まで）がつくられておりますけれども、その中
でも渇水年ということが指摘されました。これは特に
宮古島なんかはそうです。地下水の島でこれは不足す
るというのが予想されている需給計画となっておりま
す。21世紀ビジョン離島振興計画、その中においても

良質な水源の確保が難しいという島々の抱える沖縄の
状況をうたっています。離島を含む課題について、県
の見通し、課題をどのように捉えているか。そしてこ
の見通しをどう考えているかをお伺いいたします。
　(3)、次期沖縄県長期水需給計画策定に向けて調査
が始まっていると思いますが、県民の水がめである本
島のダム一帯の保全が重要であります。先日も仲村議
員が取り上げておりました。あわせて、唯一地下水に
生活用水を頼る島にあっては、特に宮古島にあっては、
水源流域の保全、水源涵養林の保全は不可欠でありま
す。水源流域一帯、これは緑のダムとも言われており
ますというふうに長期計画にはうたわれておりますけ
れども、沖縄県だからこそ、緑のダムというふうにあ
の北部の一帯、そして地下水に頼る島々の水源涵養林
の一帯を緑のダムと位置づけて保全や造林事業等を強
化することが求められているというふうに思っていま
す。県の見解を伺います。
　２点目です。沖縄21世紀ビジョン離島振興計画改
定について伺います。
　(1)、知事は、さきの議会で、「離島の力が沖縄の持
続的発展につながっていく」とのお考えを示されまし
た。成果指標の約６割が改善されたというふうにさき
の議会で知事は答弁されておりましたけれども、住み
よく魅力ある島づくり計画の改定・見直しについての
概要、それと当局の力点と考えているところは何かと
いうことをお伺いいたします。
　(2)、離島の交通・生活コストの低減策として、沖縄
本島と離島間の格差をなくすためにガソリン・生活必
需品の指標の見直しをされました。その実施内容につ
いて伺います。
　３点目です。宮古島への陸上自衛隊基地建設につい
て伺います。
　(1)、千代田地区で強行されている陸上自衛隊地対
空・地対艦誘導弾部隊駐屯地建設――通称ミサイル基
地ですけれども――は造成工事に当たり沖縄防衛局は
環境調査を実施し、平成29年、去年の10月に完了し
ているはずです。報告書は平成30年３月31日までに
完成するというふうにさきの議会までずっと当局は答
弁し続けています。しかしながら、その結果が手元に
届いていません。何度も何度も要求していますけれど
も、届いていません。それはどうなったかお聞きします。
　まずア、報告書について、県は確認されたか伺いま
す。
　イ、その現況調査の結果を踏まえ、貴重植物の移
植、移動能力の低い貴重動物の移動を行うとのことで
したが、状況について確認されたか伺います。
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　ウ、さきの議会では、当局は、貴重な動植物の消失
や景観、赤土等の流出による環境への影響が懸念され
ると答弁されておりましたけれども、現場は確認され
たのか。現状をどのように認識しているのかお伺いを
いたします。
　(2)、城辺保良地区の鉱山における自衛隊の弾薬庫
建設についてお伺いいたします。
　ア、防衛省は、陸上自衛隊の弾薬庫建設を城辺保良
地区の鉱山に計画をし、住民説明会を行いました。県
は、現場の把握はされているかを伺いたいと思います。
　イ、防衛省は、去る１月、国会議員同席のもとでの
防衛省交渉で、宮古島の市民団体からの質問に対し、
面積については約20ヘクタール、その程度だと回答し
ておりますけれども、その後の地元説明会ではこれを
答えていません。曖昧にしてはっきりはしないという
ふうに言っております。それについて県はどのように
把握しているのか。そして改正する環境影響評価条例
との関係と対応についてお伺いをいたします。
　ウ、防衛省は、弾薬庫の貯蔵量の規模や数量につい
ては、自衛隊の性質上言えないとこの間何度聞いても
答えてくれません。しかしながら自衛隊は自衛隊法の
中でその距離があります。集落が何世帯以上だったら
どれぐらい離さなければいけないとちゃんとうたわれ
ています。それが把握できなければ安全かどうかすら
わからない。何ができようとしているかすらわからな
いということになるわけです。県は、防衛省にその内
容の確認を行う必要があるのではないか伺います。
　続いて、保健医療行政についてお伺いいします。
　(1)、先月、沖縄ハンセン病回復者の会から知事へ
要望書が提出されました。知事はゆうな協会の会長でも
ありますけれども、このことについての知事の御見解、
そして主な課題についてどのように受けとめていらっ
しゃるのか、対応についてお伺いしたいと思います。
　(2)、離島患者等支援事業について、対象自治体へ
の周知、渡航費・宿泊費患者支援の拡充の取り組みに
ついて状況をお伺いしたいと思います。
　(3)、県内の子宮頸がんワクチン予防接種に係る副
反応被害の訴えの実態、これは何度かこれまでも聞か
せていただいておりますけれども、現在の状況そして
支援の状況についてお伺いをいたします。
　続いて５点目です。多良間村の振興についてお伺い
いたします。
　(1)、多良間村の離島航路の確保について、多良間―
宮古間の航路安定化事業としての船舶確保事業が進捗
していると思いますが、その進捗状況をお伺いいたし
ます。

　(2)、多良間村は、県内でも唯一、第１次産業の就農
従事者が45.5％と最も高いところであります。県の平
均が5.4％。これに比べると特に農業従事者が多い地
域であります。そして現在地下ダムの調査が、これが
うまくいかなかったということで、水なし農業からの
脱却を地上で挑戦するという、今多良間村はそれに取
り組んでいるところでございますけれども、これから
県はどのようにこの課題について対応していくのか伺
います。
　続いて教育行政についてお伺いいたします。
　(1)、伊良部高校存続への課題について。
　県立高等学校編成整備計画においては、宮古高校と
の統合について、実施時期を平成31年度から33年度
と定めております。ただし書きに、架橋等による影響
等により定員を満たした場合は計画を再検討とうたわ
れております。先日、伊良部高校において平成31年度
の新入生募集の打ち切りについて、地域関係者と意見
交換を行っています。この間の取り組みについて、そ
して課題をどう捉えているかについてお伺いをいたし
ます。
　続いて平和行政・不発弾処理について伺います。
　(1)、沖縄戦の記憶を継承する「戦世の記憶」平和
発信強化事業の取り組み状況について伺います。加え
て、戦争体験者の多言語証言文事業の拡充についてお
聞きしたいと思います。
　(2)、県内の不発弾処理の実態、処理の状況と今後
の見通しについて伺います。これについては、「沖縄
県史　各論編６」の中でも沖縄戦を不発弾というテー
マを置いて記述したというぐらい沖縄県にとって大き
な、重たい課題であります。これについて県がどのよ
うにお考えかお聞きしたいと思います。
　最後になります。
　我が会派の代表質問との関連につきまして１点だ
け、崎山嗣幸議員の質問に関連して伺います。
　ＴＰＰの課題について先日の答弁で長期的にさまざ
まな影響が予想される。しかしながら予算の確保はし
ているところと答えています。どういうことを想定し
て、どういう影響を想定しているのか。またどういう
ことにＴＰＰへの対応として予算措置をされているか
お答えいただきたいと思います。
　以上、質問にお答えいただいて再質問させていただ
きます。よろしくお願いをいたします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔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
えをいたします。
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　沖縄21世紀ビジョン離島振興計画についてに関す
る御質問の中の、住みよく魅力ある島づくり計画の改
定についてお答えをいたします。
　沖縄県では、平成29年度に住みよく魅力ある島づ
くり計画を改定いたしました。改定の内容としまして
は、沖縄21世紀ビジョン基本計画改定版等の内容や
離島市町村からの意見を反映したほか、中間地点にお
ける施策評価において重要性を増した課題とされた、
１、子育て支援の充実、２、地方創生の推進、３、離
島観光の推進、４、人材の確保の４項目に対応する取
り組みを強化することとしております。
　沖縄県としましては、引き続き最重要施策である離
島振興を推進してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁さ
せていただきます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　まず初めに、沖縄県
の水需給についての御質問の中の(1)、水需給の状況
についての御質問にお答えします。
　沖縄本島内及び一部の離島におけるダムの貯水率
は、昨年７月以降の小雨の影響により、平年に比べ低
い状況が続いておりましたが、６月中旬以降にまと
まった降雨があったことにより、貯水率が回復してお
りますので、現時点で、県民生活に直接影響を及ぼす
ことはないと考えております。
　次に、４の保健医療行政についての御質問の中の(1)、
ハンセン病回復者の会の要望についてお答えします。
　回復者の会からは、医療・介護等、回復者が安心し
て受診できる体制の整備、相談支援体制の整備、啓発
事業の強化、後遺症である末梢神経麻痺等を考慮した
介護認定制度の国への働きかけ及び療養所の将来構想
への取り組みなどの要望がありました。
　県としましては、回復者の会と十分な意見交換を行
い、要望について真摯に検討していきたいと考えてお
ります。また、課題となっております後遺症に起因す
る足底潰瘍の治療につきましては、いかにすれば回復
者が身近な医療機関で受診できるようになれるのか、
検討していきたいと考えております。
　次に、(2)の離島患者等支援事業についての御質問
にお答えします。
　平成29年度、同事業では、13市町村において、延
べ2121人の患者及びその付添人に対し、交通費や宿
泊費689万4000円の補助を行っております。県は、
これまで、本事業の周知と活用を促進するため、平成
28年10月と平成30年２月に対象となる18市町村に対

して事業説明会を開催し、助成対象の拡大、助成額及
び助成回数の拡充を求めてきたところであります。
　県としましては、引き続き、対象となる市町村に対
し、制度の拡充を働きかけていきたいと考えておりま
す。
　次に、子宮頸がんワクチン副反応被害についての御
質問にお答えいたします。
　平成22年度から29年度までの間、県内で３万7513
人が子宮頸がん予防ワクチンを接種しておりますが、
そのうち30人から副反応の報告があり、その中の10
名に慢性的な疼痛など重篤な症状が認められておりま
す。また、14人が予防接種法及び医薬品医療機器総合
機構法の救済制度に申請し、５人が承認されておりま
す。さらに、県では、離島在住の副反応者が、沖縄本
島で治療する場合の経済的負担を軽減するための支援
を行っているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　答弁の途中ではありますが、
時間の都合もありますので亀濱玲子さんの質問及び質
疑に対する残りの答弁は午後に回したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午前11時51分休憩
　　　午後１時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前の亀濱玲子さんの質問及び質疑に対する答弁を
続行いたします。
　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１、沖縄県の水需給につ
いての御質問の中の(2)、離島における水源確保の課
題についてにお答えいたします。
　沖縄県では、平成22年２月に策定した沖縄県長期
水需給計画において、目標年度を平成30年度とした
水需給予測を行っており、沖縄本島以外の生活用水に
関し、１日最大給水量が不足する結果となっていま
す。離島が抱える水資源や上水道に係る多くの課題に
対応するため、水道広域化を含め、施設の更新や可搬
型海水淡水化装置の貸与など、水道用水を安定的に確
保するための施策に取り組んでおります。今年度新た
に策定する長期水需給計画の予測結果に基づき、水需
要に適切に対応していきたいと考えております。
　次に２の(2)、石油製品及び生活必需品の価格差の
指標見直しについての御質問にお答えいたします。
　県が実施している石油製品輸送等補助事業において
は、油種ごとに１リットル当たりの本島・離島間の価
格差を指標としておりましたが、計画見直しに伴い、



－ 248 －

住民の実感が反映できる指標として、ガソリンの本島
価格を100とした場合の指数に変更したところであり
ます。また、離島食品・日用品輸送費等補助事業につ
いては、平成24年度から実施している離島と平成28
年度から追加された離島それぞれについて指標を設定
したところであります。
　次に５の(1)、多良間―宮古間の船舶確保状況につ
いての御質問にお答えいたします。
　県は、離島住民の定住条件の整備を図るため、小規
模離島の赤字航路を対象として、船舶の建造または購
入費に対して補助する事業を行っております。当該事
業については、国、県、関係市町村及び航路事業者で
構成する協議会において決定した沖縄県離島航路船舶
更新支援計画に基づき事業を実施しております。多良
間航路につきましては、当該計画に基づき、平成32年
度及び平成33年度の２カ年で新たな船舶を建造する
予定となっており、今年度、船舶の仕様・規模などに
ついて検討を行うため、船舶建造検討委員会を設置す
る予定となっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　１、沖縄県の水需給
についての御質問の中の(3)、宮古島の水源流域の保
全、造林事業などの評価についてお答えいたします。
　森林は、木材生産等経済機能のほか、水源涵養機
能、山地災害防止機能、地球温暖化防止機能などの多
面的機能を有しております。県では、健全な森林の維
持増進により、これらの機能を高度に発揮させるた
め、市町村等への補助事業により造林事業を実施して
おります。宮古島においては、大野山林を中心に、過
去10年間で75ヘクタールの造林を実施してきました。
　県としましては、今後とも、継続的な事業の実施に
取り組んでいきたいと考えております。
　次に５、多良間村の振興についての御質問の中の
(2)、多良間村の農業用水の確保についてお答えいた
します。
　多良間村の農業用水の確保については、平成18年
度から国により農業用水源開発の調査が行われており
ます。平成29年度の国の調査において、これまで課
題であった権利関係の整理、適正な施設計画、具体的
な営農計画等の見通しが得られたことから、県では、
30年５月に国営地区調査の申請書を国に提出したと
ころであります。
　県としましては、多良間村の農業用水の安定的な確
保を図るため、引き続き、国、村及び関係機関と連携

を図りながら、農業用水源開発の事業化に向け推進し
てまいります。
　次に８、我が会派の代表質問との関連についての御
質問の中の(1)のア、ＴＰＰ11の影響と対策について
お答えいたします。
　ＴＰＰ11が発効した場合に想定される影響として
は、本県の主要品目であるサトウキビや畜産などにつ
いて、安価な輸入品の増加による県産品価格の下落や
糖価調整制度の安定運用への支障などが想定されま
す。そのため、県では、平成29年度補正及び30年度当
初予算において、１、農業用水源の開発・かんがい施
設の整備等を行い、農業経営の安定等を図る水利施設
整備事業、２、農業生産基盤整備を行い、所得向上を
図る中山間地域所得向上支援事業、３、肉用牛飼養頭
数の増加を図るため、牛舎整備等を行う沖縄県畜産・
酪農収益力強化整備等特別対策事業などを実施してお
ります。
　県としましては、引き続き、国の動向を注視すると
ともに、関係団体と連携し、時期を逸しないよう、適
切に対応してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　３、宮古島への陸上自衛
隊基地建設についての御質問の中の(1)のア、宮古島
駐屯地の現場確認と貴重動植物の移動・移植等につい
てお答えします。３の(1)のアから３(1)のウまでは関
連しますので一括してお答えします。
　県では、旧千代田カントリー地区で実施されている
宮古島敷地造成工事の現地調査を去る６月12日に実
施しております。貴重植物については、６種を移植し
ており、そのうち、環境省のレッドリストで絶滅危惧
Ⅱ類として掲載されているオキナワソケイの１種が
119個体から113個体に減少していた以外、枯死した
種はありませんでした。また、本事業では、事業区域
のほぼ中央にある拝所を含めた保全区域を設けてお
り、移動能力の低い貴重動物種のミヤコヒキガエル等
はその保全区域に移動したと聞いております。赤土等
流出防止対策については、小堤工、ろ過沈殿池、浸透
池等の対策が適切に実施されていることを確認してお
ります。県では、報告書の確認はできておりません
が、引き続き報告書の提出を求めるとともに、今後も
当該事業現場の立入調査を行うなどして、必要な指導
を行っていく考えであります。　
　同じく３の(2)のイ、環境影響評価条例との関係と
対応についてお答えします。
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　保良地区における自衛隊の弾薬庫建設計画について
は、具体的な事業内容等が明らかになっていないため
対象事業に該当するか不明でありますが、県としまし
ては、今後とも沖縄防衛局に対して条例の改正内容に
ついて周知してまいります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　３、宮古島への陸上自
衛隊基地建設についての御質問のうち３の(2)のア、
宮古島における自衛隊弾薬庫等の候補地についてお答
えします。
　県は、平成29年11月に担当職員を宮古島市の旧千
代田カントリークラブ地区の確認のため派遣した際
に、同年９月に報道のあった保良鉱山周辺も確認して
おります。自衛隊の配備について、地元の理解と協力
が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うとともに、
住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると考え
ております。
　次に７、平和行政・不発弾処理についての御質問の
うち(2)、磁気探査状況と処理状況、不発弾処理の見通
しについてお答えします。
　さきの大戦において県内に生じた不発弾は、約１万
トンと推定され、復帰前の約6000トンを含め、平成
29年度末までに8000トンが処理され、現時点におい
ても2000トン弱の不発弾があると推定しています。
不発弾の探査については、県の行う不発弾探査事業等
により残存する不発弾が年々減少する一方、不発弾の
埋没情報は年々減少しており、近年ほとんどないこと
から、全ての不発弾処理には長期的な取り組みが必要
となっております。
　県としては、引き続き不発弾問題の解決に向け取り
組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　３、宮古島への陸
上自衛隊基地建設についての(2)のウ、弾薬庫の内容
を確認する必要についてにお答えします。
　防衛省に確認したところ、弾薬庫の貯蔵量の規模や
数量については、自衛隊部隊の能力が推察されること
となるため具体的に示すことはできないが、火薬類取
締法は遵守するとのことでありました。同取締法によ
ると、自衛隊が設置する火薬庫については、自衛隊法
施行令により経済産業大臣の承認を得ることとなって
おります。自衛隊の火薬庫の申請について、経済産業

省に確認したところ、関係法令に基づいて審査を行う
とのことでありました。このことから、県としては、
経済産業省の審査において適切な保安距離が確保され
るものと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　６の教育行政についての中
の(1)、伊良部高校についての御質問にお答えいたしま
す。
　伊良部高校は、伊良部島の人口減少に伴い入学生の
減少が続いたことから、県立高等学校編成整備計画で
生徒数が回復しなければ宮古高校へ統合することとし
ております。これまで、伊良部高校の活性化を図るた
め、連携型中高一貫校の実施や生き生き活性化事業に
よる支援、学校及び地域との意見交換などを行ってま
いりました。しかしながら、平成26年から入学生が
20人程度とさらに減少し、進路希望に応じた選択科
目や体育の授業、学校行事、部活動が制限されるなど
学校教育に支障が生じております。その後も生徒の減
少傾向がとまらず、平成30年度は入学生が７人と激
減したことから、伊良部地域の全中学生と保護者に対
し、進路に関するアンケートを実施したところであり
ます。その結果、伊良部高校希望者が各学年１人また
は２人と少数であることが判明しました。地域から
は、伊良部高校がなくなると島の活性化はできなくな
るなどの声もありましたが、生徒の教育環境を第一に
考え、同校について、平成31年度入学生から募集停止
せざるを得ない状況であると考えております。
　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。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　７、平和行
政・不発弾処理についての御質問の中の(1)、「戦世の
記憶」平和発信強化事業についてお答えします。
　「戦世の記憶」平和発信強化事業は、平成28年度
から30年度までの３年間の事業であり、本年度は、こ
れまでに作成した70名分の戦争体験者の多言語化証
言映像を平和祈念資料館及びインターネットで公開す
るとともに、川崎市と大阪市で成果報告展を開催する
予定であります。
　県としましては、本事業において作成した多言語化
証言映像を活用し、沖縄戦の記憶の継承と平和を希求
する沖縄の心の発信について、取り組みの充実を図っ
ていくことが重要であると考えております。
　以上でございます。



－ 250 －

〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
〇亀濱　玲子さん　お願いをいたします。
　今お答えいただきました平和行政について、ぜひこ
れは要望といいますか検討していただきたい。今の
強化事業が平成28年度から30年度までというふうに
なっておりますけれども、本当に体験者が語り部がだ
んだん少なくなっていくという厳しい状況にありま
す。これは平和資料館だけではなくて、例えばひめゆ
り資料館であったり、沖縄愛楽園あるいは宮古南静園
も戦争被害があった場所なんです。そういった沖縄県
下の戦争被害のあったところの聞き取りをもっと違う
形で事業として継続していけるような検討をしていた
だきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
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（大城玲子さん）　戦争体験の
記録につきましては、これまでもこの事業だけでなく
てもほかのものでもいろいろやってきたところではご
ざいますが、体験者が少なくなってくるところでござ
いますので、この事業は30年度で終わりですけれど
も、次の事業が何か検討できるか研究してみたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
〇亀濱　玲子さん　今本当に時間との闘いなんだと思
うのです。ハンセン病と戦争というのは、ようやく沖
縄県史が取り上げてくださいましたので、そういった
視点からでもいろんな戦争と例えば慰安婦であった
り、戦争と朝鮮人軍婦であったりそういった取り組み
ができると思いますのでぜひよろしくお願いをいたし
ます。
　あと順次再質問させていただきます。
　沖縄21世紀ビジョンの離島振興計画の中で、離島
の交通生活コストの低減というものについて、知事は
これまで本当に離島の力が沖縄の持続的な発展につな
がっていくという地域の格差、離島の格差については
殊のほか関心を寄せていただいています。これは本当
に多良間にも１泊で行かれたりとかそういったことで
感じることはできるわけですけれども、先日も出てい
ました石垣―那覇間の航空運賃の件がずっと深刻な問
題となっておりますけれども、これを急ぎ県は一日も
早く解決に向けて取り組むべきと思いますが知事いか
がでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　亀濱議員の再質問にお答えし
ます。
　沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業ということ
で、那覇―石垣路線につきましても先日来ずっと調整

をしておりました。各方面との調整ができましたの
で、７月１日以降も適用保留とせず事業を継続すると
いうこととしておりますので、今御報告をしておきた
いと思います。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
〇亀濱　玲子さん　ありがとうございます。
　石垣―那覇間は、航空運賃も高いですので、これが
本当に離島の格差として皆さんの生活を圧迫するとい
うことがあってはならないと思っておりましたので、
これが継続するということに関しては努力していただ
いたことに感謝いたします。ありがとうございます。
　続いて同じ離島なんですけれども、多良間のことで
す。多良間の船舶確保事業について、検討委員会を立
ち上げるというふうにおっしゃっておりますけれど
も、これは具体的にいつごろ立ち上げてそれで予算は
どのようになりますでしょうか。予算の概要、大枠を
教えていただけたら、どういう枠組みでこの事業は取
り組んでいくかということを教えていただけたらと思
います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時38分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　船舶建造検討委員会は、事業者が設置して県、市町
村関係者を交えて船舶の適正な規模であるとか仕様、
建造時期、建造後の収支について検討するものでござ
いますが、今まだ検討している段階でございまして、
急ぎ設置したいと考えております。価格等につきまし
ては、昨今の物資価格が上がっているというような問
題もございますが、県としてはこの事業の目的である
船舶を建造して安定的に航路が運航できるように取り
組んでまいりたいと考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
〇亀濱　玲子さん　ぜひ多良間村と連携をとって規模
を聞きながらやっていただきたいと思います。
　続いて同じ多良間村なんですけれども、本当に水な
し農業からの脱却という大きなテーマを掲げて取り組
もうとしているわけです。今国に申請をしたところと
いうふうに部長にお答えいただきましたけれども、具
体的にどのようなスケジュールを県のほうは考えてい
るのかというのを今現在でお考えの計画をお聞かせい
ただけますでしょうか。
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。
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　国のほうでは、国営多良間地区の調査状況について
平成27年度までやってきておりました。平成18年か
ら23年度までの可能性調査、それと24年、27年から
事業化に向けての設計の調査をさせていただきまし
た。実際、調査をやったところ淡水レンズからの取水
量がちょっと少なかったというようなことと事業費が
大きい。いろんな関係がありまして、平成28年度か
ら30年度まで再度地域整備方向検討調査を行い、今回
事業費の抑制や畑かん営農の効果の増大等含めていろ
いろと検討したところ、事業化の見通しが得られたと
いうことですので、それに対して知事のほうから今回
申請したというような状況になっております。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
〇亀濱　玲子さん　ぜひこれも多良間村、地下ダムが
もう無理となったときに本当にどうしたらいいだろう
というような状況からここに至っていますので、ぜひ
大きく前進させていただきたいと思います。
　続いて保健医療行政なのですけれども、離島患者の
支援ですけれども、これをぜひ県の要綱を介護保険に
適用するというような要綱を見直していただきたい、
これを検討していただきたい。そうじゃなければがん
の患者さんたちは、介護保険適用すると非常に厳しい
ものがあります。それを部長はよく御存じだと思うの
ですが、それの要綱を見直して、市町村が必要と認め
る場合、あるいは主治医が必要と認める場合は、同行
支援を認めるという形でいかがでしょうか。検討して
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。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　議員の質問は、要す
るに患者本人だけじゃなくて付添人、それも一人じゃ
なくて付添人の幅を広げてほしいというような趣旨だ
と理解しておりますけれども、現在そういう広げる方
向で見直しの手続を進めているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
〇亀濱　玲子さん　ありがとうございます。ぜひよろ
しくお願いいたします。
　もう一点、ハンセン病回復者との協議会の場をぜひ
持っていただきたい。これについてもお答えいただき
たいと思います。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　この協議会は、回復者
と県の協議会なのか、それと県以外の団体等も加える
のかどうか、こういったことも回復者の方の意見を聞
きながら、十分その辺を詰めてできるだけ早く開催で
きるようにしたいというふうに考えております。
〇亀濱　玲子さん　議長。

〇議長（新里米吉君）　時間です。
〇亀濱　玲子さん　済みません。ありがとうございま
す。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
〇比嘉　瑞己君　議長、休憩をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時43分休憩
　　　午後１時43分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇比嘉　瑞己君　日本共産党の比嘉瑞己です。
　一般質問を行います。
　辺野古新基地建設問題について伺います。
　(1)つ、沖縄防衛局がＫ９護岸を石材陸揚げ用の桟
橋として使用しているのは、当初の設計図書とは全く
異なるものであり、重大な留意事項違反です。県の対
応を問うものです。
　(2)つ、Ｋ９護岸に陸揚げされている石材は、本部港
から海上運搬されています。環境保全図書では石材の
運搬方法についてどのように記載がされているでしょ
うか。沖縄防衛局が変更申請もせずに石材を海上運搬
しているのは重大な留意事項違反だと思いますがいか
がでしょう。
　(3)つ目に、違法な石材運搬のために本部港を使用
することは許されません。県の対応を問います。
　２つ目に、希少サンゴの保護について。
　(1)つ、サンゴの繁殖時期や産卵時期、水温が高い時
期に移植することは、サンゴの生態に悪影響を及ぼす
ものであり、辺野古新基地建設工事は直ちに中止をす
べきです。見解を問います。
　(2)つ、沖縄県が検討している希少野生動物保護条
例に希少サンゴも対象とし、国指定特別天然記念物指
定を目指すべきだと思います。見解を問います。
　３つ目に、絶滅危惧種ジュゴン保護について伺いま
す。
　沖縄防衛局は県民の民意を無視して工事を強行して
いますが、埋立承認の際に沖縄県が課した留意事項は
守られておらず、特にジュゴンに関しては環境保全を
実施されず、絶滅危惧種ジュゴンに重大な影響を及ぼ
しております。
　(1)つ、環境影響評価図書には、ジュゴンの生息範
囲の変化が見られたときには、工事の関連性を検討し
対策を行うと明記されていますが、沖縄防衛局が実施
した対策は何でしょうか。その効果性について沖縄県
はどう評価していますか。
　(2)つ、埋立承認の際の留意事項として設置された
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環境監視等委員会は、副委員長が疑念を示して辞任し
ました。県として同委員会の役割や機能について検証
をすべきだと思います。沖縄県の環境監視等委員会へ
の評価についての見解を問うものです。
　４つ目に、キャンプ・シュワブ前の抗議行動への過
剰警備についてです。
　沖縄県警による抗議行動へのビデオカメラの撮影、
機動隊員による強制排除、炎天下に装甲車の排気ガス
を吸わせながら長時間も拘束することは、日本国憲法
の保障する個人の権利及び自由への干渉です。県公安
委員会と沖縄県警は違法な過剰警備を直ちにやめるべ
きです。見解を問います。
　５つ目、米軍機等の騒音被害について伺います。
　(1)つ、防衛局が実施している騒音測定結果につい
て県の見解を問います。
　(2)つ、沖縄県が実施している普天間基地周辺の低
周波測定結果を問います。
　(3)つ、普天間基地や嘉手納基地周辺だけでなく、
多くの市町村で航空機騒音の被害が拡大しておりま
す。那覇市や浦添市などでの米軍機や自衛隊機の騒音
被害について実態を問います。
　(4)つ、イタリア・ドイツにおける駐留米軍機の騒
音対策について、日米地位協定との違いは何でしょう
か。地元の声を反映させる仕組みが必要だと考えます
が、見解を問います。
　６つ目に、離島周遊高速船導入についてです。
　離島住民の利便性向上や観光振興のために、那覇を
起点に本島と近隣離島を結ぶ高速船を導入すべきと考
えます。関係離島自治体へのアンケートや事業化に向
けた課題研究調査について、県の見解を問います。
　７つ目に、離島の歯科医療について伺います。
　現在渡名喜村・粟国村の歯科診療所が休診中です。
県として歯科医師・歯科衛生士の派遣・確保を支援す
べきです。対応策を問います。
　８つ目に、新県立図書館の開館記念企画について伺
います。県立図書館が所蔵する沖縄に関する貴重資料
についての概要を伺います。新しい県立図書館がさら
なる文化創造の発信地となるような企画展や常設展示
が求められていると思いますが、いかがでしょうか。
　残りの時間は再質問をいたします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　比嘉瑞己議員の御質問にお答
えをいたします。
　米軍機等の騒音被害についてに関する御質問の中の
５の(4)、イタリア・ドイツの騒音対策についてお答

えをいたします。
　ドイツでは、騒音軽減委員会が設置され、米軍が地
元自治体からの意見などを聴取しているほか、夜間の
飛行制限についても、例外に該当する事由を限定列挙
するなど実効性のある対策が講じられております。イ
タリアでは、地域委員会が地元自治体の意見を聴取し、
飛行コースの変更に米軍が応じるなどの対応をしてお
ります。
　沖縄県としては、日本においても、地元自治体の意
見を反映させる地域委員会の設置や、実効性のある騒
音規制措置を講じることが必要であると考えており、
引き続き日米両政府に対してその実現を求めてまいり
ます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、辺野古新基地建
設問題についての御質問の中の(1)、Ｋ９護岸の桟橋
利用についてお答えいたします。
　Ｋ９護岸を利用した海上搬入については、環境保全
図書で予測されておらず、環境保全図書を変更して実
施する場合に該当すると考えられることから、県は、
沖縄防衛局に対し、承認の際に付した留意事項４に基
づき、変更承認が必要と繰り返し求めているところで
あります。
　同じく１の(2)、環境保全図書の石材運搬方法につ
いてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書で
は、海上運搬される石材は、海上施工される海上ヤー
ド及びケーソン式護岸の基礎捨て石のみと明示されて
おります。
　県としては、Ｋ９護岸を使用して海上運搬を実施す
る場合には、運搬方法の変更についても変更承認が必
要と指摘しているところであります。
　同じく１の(3)、本部港の使用許可についてお答え
いたします。
　本部港の岸壁や荷さばき地の使用許可については、
県条例に基づき、本部町に権限移譲しており、使用許
可の判断は町の権限において行うものであります。な
お、港湾施設使用の許可については、港湾関係法令
上、公物管理の観点から支障を来すおそれが高い場合
を除き許可することが適当とされ、他法令の手続との
整合性などを理由に不許可にすることは、港湾法で禁
止する不平等取扱に抵触することとなります。本部町
においても、港湾関係法令等に基づき、処理されるも
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のと考えております。
　次に３、絶滅危惧種ジュゴン保護についての御質問
の中の(1)、ジュゴンの保護対策についてお答えいた
します。
　沖縄防衛局は、ジュゴンに係る環境保全措置とし
て、海上工事は日の出１時間程度後から、日の入り１
時間程度前の間に作業を行うこと、及びジュゴン監
視・警戒システムの運用などについては、着工時から
実施していると回答しております。また、これまでの
航空機によるジュゴンの確認状況の推移は、個体Ａ及
び個体Ｂは継続して確認されておりますが、個体Ｃは
平成27年７月以降確認されていないことが報告され
ており、懸念されているところであります。
　県としては、ジュゴンに関する環境保全措置の効果
も踏まえた検討と必要な措置を講ずるよう求めてまい
ります。
　同じく３の(2)、環境監視等委員会への評価につい
てお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境監視等委
員会は、承認の際に付した留意事項に基づき、環境保
全対策等の詳細検討及び対策等の実施に当たって助言
を得るために設置されたものと理解しております。県
は、環境監視等委員会でどのような議論があり、沖縄
防衛局がどのような指導・助言を受けて、環境保全措
置等を検討したのか、当該措置等について、随時、詳
細資料を要求しているところであります。引き続き、
環境監視等委員会からの助言内容については、確認し
てまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　２、希少サンゴの保護に
ついての御質問の中の(1)、サンゴの移植時期などに
ついてお答えします。
　サンゴ移植に対する沖縄県の基本的見解等をまとめ
た沖縄県サンゴ移植マニュアルでは、移植時期は水温
の高い時期や繁殖の時期を避けるべきとされているこ
となどから、１年のうち、秋季が適しているとされて
おります。
　県としましては、移植に際し、サンゴを含む生態系
に悪影響を及ぼすことがないよう、自然環境に十分に
配慮すべきであると考えております。
　同じく２の(3)のア、県条例による希少サンゴの保
護についてお答えします。
　本県は、亜熱帯海洋性気候のもと、他の都道府県と
は異なる固有の自然環境を有し、多くの希少種や固有

種が生息・生育しております。そのため、県では、種
の保存法による規制が及ばない希少種の保護を図るこ
とを目的として、希少野生動植物保護条例の制定を検
討しているところです。同条例における希少サンゴの
取り扱いについては、条例制定後、学識経験者等で構
成する検討委員会において種の選定作業の中で検討が
行われるものと考えております。
　次に５、米軍機等の騒音被害についての御質問の中
の(1)、沖縄防衛局騒音測定結果についてお答えしま
す。
　沖縄防衛局による嘉手納飛行場及び普天間飛行場周
辺における平成29年度航空機騒音測定結果によりま
すと、嘉手納飛行場周辺では、基地内２地点を含む全
14地点で、前年度と比較して騒音発生回数が増加し
ております。また、普天間飛行場周辺では４地点中全
ての地点で騒音発生回数が減少しているものの、深
夜・早朝の騒音発生回数は４地点中３地点で増加して
おります。なお、県が関係市町村と連携し実施してお
ります、航空機騒音測定結果でも同様の結果が得られ
ており、嘉手納飛行場周辺では騒音発生回数の増加、
普天間飛行場周辺では深夜・早朝の騒音発生回数が増
加しているものと認識しております。
　同じく５の(2)、普天間飛行場周辺の低周波音測定
結果についてお答えします。
　県では、普天間飛行場周辺の航空機騒音測定局４局
において、平成27年度に低周波音自動測定機能を整
備し、さらに、機種判別を行うため平成28年度に映
像収録機能を追加整備し、低周波音の測定を実施して
おります。平成29年４月から８月までの低周波音の
評価に用いるＧ特性音圧レベルの測定結果では、ＭＶ
22オスプレイ及び回転翼機は、固定翼機と比べて高
い傾向が確認されております。
　同じく５の(3)、那覇市や浦添市等の騒音被害につ
いてお答えします。
　県では、関係市町村と連携し、普天間飛行場及び那
覇空港周辺において、航空機騒音の常時監視測定を実
施しております。平成29年度の測定結果速報値によ
りますと、普天間飛行場周辺浦添市内３測定局におい
て、Ｌｄｅｎが最も高かったのが当山局の52デシベ
ル、１日当たりの騒音発生回数が多かったのが牧港局
の13.8回となっております。また、那覇空港周辺那覇
市内２測定局については、軍用機民間機識別装置を有
しており、軍用機のみでは、Ｌｄｅｎが最も高かった
のが具志局の53デシベル、１日当たりの騒音発生回数
29.6回となっております。
　県としましては、航空機騒音による住民への影響の
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把握は重要なことであると考えており、引き続き関係
市町村と連携し航空機騒音の推移を注視してまいりま
す。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　２の希少サンゴの保護につ
いての御質問で(3)のイ、希少サンゴの天然記念物指
定についてお答えいたします。
　国の天然記念物は、国が定めた指定基準に基づき、
文化庁において指定されます。指定に当たっては、希
少性の高さだけでなく、広く県民または国民に知られ
ていることや、象徴的な存在であることなどが重要と
なります。例えば、地域のシンボルとして古くから地
元で大切に守られてきた国指定天然記念物、名護のひ
んぷんガジュマルなどがこれに当たります。希少サン
ゴについては、必ずしも地域や日本の自然を象徴する
ものとして広く認知されているとは言えないことか
ら、文化財指定は厳しいものと考えております。
　次に、８の新県立図書館の開館記念企画についての
(1)、貴重資料等についてお答えいたします。
　図書館が所蔵する貴重資料には、東恩納寛惇を初め
とする個人名を冠した７つの特殊文庫や、その他古地
図、掛け軸、自筆原稿などがあります。貴重資料の中
には国の重要文化財に指定された琉球国之図などもあ
ります。新県立図書館では、これら貴重資料を液晶
ディスプレイにより電子映像で紹介する予定でありま
す。また、新館の開館記念企画展としては、所蔵する
貴重資料などの展示を行うこととしておりますが、詳
細については、現在検討しているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　４(1)のア、キャンプ・
シュワブ周辺における警備のあり方についての御質問
にお答えをいたします。
　県警察といたしましては、抗議行動が適法に行われ
ている限り関与するものではありませんが、キャン
プ・シュワブの周辺では、抗議参加者による道路上の
座り込み、工事車両等の前への飛び出し、立ち塞がり
などの危険かつ違法な行為が行われている実態がござ
います。これによって、関係者の生命、身体に危険が
及んでいるほか、交通渋滞が発生するなど、一般住民
の生活にも大きな支障が出ております。県警察では、
このような状況を踏まえまして抗議行動等の過程で法
律に違反する行為を認めた場合には、抗議参加者らを

含む関係者の安全の確保、抗議参加者と工事関係者の
間のトラブル、事件・事故の防止、一般交通の安全と
円滑の確保、住民生活に対する支障の回避等の観点か
ら違法な状態を解消することとしておりまして、抗議
参加者らに対しまして、再三の警告を行った上で、安
全な場所に移動していただくとともに、工事車両の入
出域が終了するなど、関係者の安全と交通の円滑が確
保するまでの間、警察車両等で設けた安全な場所にと
どめるなどの必要な措置を講じているところでござい
ます。
　以上のとおり、県警察としては、法律に違反する違
法な行為に対して、法令に基づいて適切に対応してい
るものでありまして、過剰警備との御指摘は当たらな
いものと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　公安委員会委員。
　　　〔公安委員会委員　知念公男君登壇〕
〇公安委員会委員（知念公男君）　質問要旨４の(1)の
イ、キャンプ・シュワブ周辺における警備のあり方に
ついての御質問にお答えいたします。
　公安委員会としましては、キャンプ・シュワブ周辺
における抗議活動の状況及び警察の対応について、公
安委員会定例会等の場で必要に応じて報告を受けてお
ります。また、抗議参加者による道路上での座り込み
や工事車両等の前への飛び出し、立ち塞がりといった
危険かつ違法な抗議行動が行われている状況も把握し
ております。また、公安委員会として、現に法律に違
反する行為が行われ、関係者の生命・身体に危険が生
じるなどの実態がある以上、警察はその責務達成のた
め適切な措置を講じる必要があると考えております
が、その際には公共の福祉の維持と個人の基本的人権
の保障の双方を全うすること、そして違法行為に対し
ては行為の態様、悪質性等に応じ指導、警告、制止、
検挙等の中から適切な方法を選択し、法と証拠に基づ
いて冷静に対処すること、また、抗議参加者の飛び出
しを制止したり移動したりする際には、関係者の安全
に最大限配慮することなどの方針で対応するよう、警
察本部長に指示しているところであります。公安委員
会は、法律により県警察を管理するとされており、個々
の具体的な警察活動について直接の指揮監督を行うも
のではありませんが、先ほどの県警本部長から説明の
あった対応は、我々公安委員会の管理運営の方針に
沿って行われた適切な措置であると認識しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
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〇企画部長（川満誠一君）　６の(1)、離島周遊高速船
導入についての御質問にお答えいたします。
　沖縄本島と近隣離島を結ぶ航路は、人や生活物資を
輸送する重要なライフラインであることから、県とし
ては、離島住民の定住条件を整備するため、国や関係
市町村と協調して離島航路の維持・確保に努めている
ところであります。沖縄本島と近隣離島を周遊する高
速船につきましては、観光需要を基本として取り組ま
れることが望ましい事業であると考えておりますが、
離島住民の需要も把握しながら、国や観光部局を初め
とする関係部署とも連携し、事業実施の可能性につい
て検討を行っていきたいと考えております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、離島の歯
科医療についての御質問、渡名喜村及び粟国村の歯科
診療所についての御質問にお答えします。
　渡名喜村立歯科診療所は平成26年９月に、粟国村の
歯科診療所は平成27年11月にそれぞれ休止しており
ますが、県としましては、歯科医師をあっせんするド
クターバンクを活用して、歯科医師の確保を図るべく、
現在、両村と調整を行っているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時11分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　それでは、今の米軍機の騒音被害に
ついて伺います。
　詳しい報告ありがとうございました。
　今の最初の答弁では、普天間、嘉手納基地の騒音被
害の激化がわかりましたが、ほかにも防衛局は騒音調
査を実施しております。東村、伊江村、宜野座村、金
武町の実態はどうでしょう。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時12分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　沖縄防衛局は、平成26年度から東村、伊江村、宜
野座村及び金武町において騒音測定を実施しておりま
す。その平成27年度と比較しますと、東村の高江区牛
道では、騒音発生回数が平成26年度1474回から平成

29年度は5840回と増加しております。特に夜間の騒
音発生回数につきましては、平成26年度194回から平
成29年度は1344回と大幅に増加をしております。宜
野座村につきましては、宜野座村城原区で測定をして
おりますが、平成26年度5034回から平成29年度8280
回に、夜間騒音では平成26年度1232回から平成29年
度2452回へ増加をしております。金武町におきまし
ては、金武土地改良区事務所で測定をしておりまし
て、平成26年度3777回から平成29年度8084回に増
加をし、夜間につきましては、平成26年度614回から
平成29年度1907回と増加をしております。また、伊
江村につきましては、伊江村西崎区で騒音を測定して
おりまして、騒音発生回数が平成26年度5741回から
平成29年度2557回に減少しておりますが、これにつ
きましては、伊江島補助飛行場での滑走路の改修工事
が行われていることによるものと考えております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　全県で負担が増大しております。
　次に、県が行っている低周波の調査について聞きま
す。
　低周波についてですが、オスプレイなどの低周波、
人や環境に与える影響は明らかになっているでしょう
か。国の低周波音の環境基準や規程基準というのはあ
るのかどうか。また、こうして県が独自で調査をして
いるわけですが、この調査結果をしっかりと国に示し
て政府に抜本的対策を求めるべきだと思いますが、い
かがですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　オスプレイにつきまして
は、回転翼機と同じでございますけれども、固定翼機
に比べて低周波音が高いという傾向があるということ
でございます。また、基準に申しますと、環境省では
固定発生源からの低周波音による物的苦情に関する参
照値というのを示しておりますが、移動発生源である
航空機などによる低周波については、基準等が設定さ
れておりません。このようなことから、県では航空機
による低周波の物的影響を科学的に把握することを目
的として、平成28年度から普天間飛行場の周辺にお
いて実測調査を実施しております。また、平成29年度
は機種別の低周波の周波数解析を実施しており、固定
翼機と比較してＭＶ22オスプレイ及び回転翼機が20
ヘルツ付近で高い傾向にありました。県では、これら
の調査で得られた知見を国に情報提供するとともに、
航空機からの低周波音の発生に係る実態把握、健康影
響評価及び環境基準等の設定について求めているとこ
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ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　このオスプレイやＣＨ53は普天間
基地周辺だけでなく全県で飛び回っています。今県は
独自の調査として普天間基地周辺だけをやっておりま
すが、これ対象を広げるべきだと思います。どうで
しょう。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　オスプレイ等の訓練に伴
う低周波音及び航空機騒音に係る実態調査につきまし
ては、着陸帯や飛行場を米軍へ提供する国の責任にお
いて実施し、その結果を公表すべきだというふうに考
えております。しかしながら、県としましては、航空
機騒音による住民への影響の把握は重要なことである
と考えておりまして、昨年度可搬型の航空機騒音低周
波自動測定機を１機整備し、今年度も１機追加整備す
ることとしております。今後は地元自治体と連携をし
て、この可搬型の測定機を活用した測定を検討すると
ともに、得られました測定結果を蓄積して、国に対し
て航空機騒音に係る環境基準の設定等について強く求
めてまいりたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　部長、頑張ってください。
　それでは、絶滅危惧種のジュゴンの保護について伺
います。
　このほど、米ジュゴン訴訟の中で、アメリカ国防総
省の報告書が明らかになっています。そこには沖縄防
衛局が行った環境アセスの準備書について、ジュゴン
に関する内容は科学的調査が欠けている、ジュゴンへ
の悪影響を正確に決定することは不可能、ほとんど価
値がない。このようにアメリカ国防総省が指摘をして
おります。実際にその指摘を反映するように、2014
年辺野古先の建設予定地では、ジュゴンのはみ跡が70
本以上も確認されています。また、ジュゴンの個体Ｃ
が行方不明になるなど、政府の環境アセスでは確認や
予測がされなかった事態が起きています。
　土木建築部に伺いますが、政府の第８回環境監視等
委員会では、この行方不明となっているジュゴンの個
体Ｃについて検証があったそうですが、その議論の内
容と土木建築部としての評価について伺います。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　第８回環境監視等委員会での個体Ｃの検証内容と土
木建築部としてのそれについての評価についてお答え
いたします。
　第８回環境監視等委員会の議事録によりますと、

ジュゴンは生後１年で親離れすることなどが指摘さ
れ、個体Ｃが平成27年７月以降確認されていないこ
とに関し、現時点で科学的に見て明確なことを言える
段階ではないとされており、船との衝突などでない限
りは影響の判断は困難との認識が示されております。
また、委員により、工事の周辺海域を音響調査、ある
いは目視によってジュゴンがいるかどうか入念に確認
することが助言されております。
　土木建築部としましては、環境監視等委員会の指導
及び助言内容を確認して、沖縄防衛局に対し、ジュゴ
ンに関する環境保全措置の効果も踏まえた検討と必要
な措置を講ずるよう求めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　ジュゴンが船に引っかかって死なな
い限り、工事の影響とは認識しない。この程度の議論
が政府の環境監視等委員会の議論の中身です。これで
本当に環境保全が担保できるんでしょうか。一方で、
沖縄県は、県として環境影響評価審査会を持っており
ます。
　環境部長に伺いますが、この県の環境影響評価審査
会の役割はそもそも何でしょうか。そして、その第７
回委員会で元帝京科学大学教授の粕谷俊雄先生が防衛
局の事後調査についての検証を行っています。どう
いった評価だったでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　沖縄県環境評価審査会は、沖縄県環境影響評価条例
第51条に基づきまして、知事の諮問に応じ環境影響
評価、事後調査等に関する技術的な事項を調査審議さ
せるために設置をされております。また、条例の施行
規則では、審査会は調査のために必要があると認める
場合は、専門的知識を有する者に対し会議に出席を求
め、意見または説明を聞くことができるというような
規定をしていることから、平成29年度第７回審査会
におきまして、ジュゴンの専門家である元帝京科学大
学教授の粕谷先生の意見を聴取しております。粕谷先
生からは、沖縄防衛局がジュゴンへの影響について、
環境影響評価書に示した環境保全措置を実施すること
により、環境影響を低減できるなどと評価しているこ
とに対して、不適当な調査方法、得られたデータの解
釈の妥当性に関する疑問、不完全な解析、あるいは調
査データの質の疑問などが払拭できず、事後調査報告
書の結論は早計であると判断すると御意見をいただい
たところでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
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〇比嘉　瑞己君　この手元に粕谷先生のまとめた文書
があります。部長が今おっしゃったのは結論の部分
で、まさにそのように書かれています。その結論に至
るまでは、本当に防衛局の調査がいかにずさんである
か、非科学的であるかということをしっかりと書いて
あるんです。公正中立な立場で先生は臨むと書いて
あって、それでもとてもとても科学的とは言えないと
いうことがたくさん指摘されています。まさにアメリ
カ国防総省の報告書と同じような指摘だと思います。
このジュゴン研究の第一人者である粕谷先生の発言は
非常に重要です。政府の環境監視等委員会の見解や分
析とは全く異なるものです。沖縄県の環境影響評価審
査会は辺野古新基地建設工事に関する影響についてそ
の答申はいつまとめますか。そして、沖縄県は県とし
てその答申の評価をまとめると思いますが、いつです
か。急ぐべきではないですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　環境影響評価審査会は、
事後調査報告の審査に係る知事からの諮問を受けまし
て、これまで１回の現地調査、３回の審議を重ねてお
り、現在専門家からの多岐にわたる指摘事項を含め答
申をまとめているという段階でございます。
　県としましては、審査会から答申を受け、速やかに
沖縄防衛局に対して環境保全措置要求を提出できるよ
うに取り組んでまいりたいというように考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　急ぐべきです。沖縄防衛局は８月
17日に土砂を投入する計画です。護岸がつながり海
が囲い込まれ、土砂が入れられるとあの海草藻場が消
失してしまいます。環境保全図書においては、海草藻
場に影響がある場合には専門家等の指導・助言を得て
移植などの保全措置をとることが示されています。防
衛局が最初に土砂投入を計画しているのは、Ｎ３、Ｎ
５、Ｋ４護岸で囲む海域です。その海域について土砂
投入による海草藻場への影響と対策について、環境監
視等委員会では議論されましたか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　環境監視等委員会の議事録等では、土砂投入予定海
域の海草藻場の影響と対策について、環境監視等委員
会で議論されたことは確認されておりません。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　とんでもない話ですよ。沖縄の中で
も最も保全が必要とされている地域です。議論すらさ
れていない。

　知事公室長にお聞きします。
　埋立承認時の環境保全図書では、海草藻場の移植は
工事前に実施するとしております。しかし政府は、今
になって工事が終わった後に行えばいい、こうした見
解を示しています。常識的にも科学的にもでたらめで
す。この大事な問題について、環境監視等委員会では
議論はありましたか。沖縄県として、環境監視等委員
会の議論の進め方、防衛局の対策についてどう評価し
ているんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　環境監視等委員会は、沖縄防衛局の策定した環境保
全対策等について助言を与えるものであり、環境保全
対策等を策定する責任は沖縄防衛局にあります。
　県としては、沖縄防衛局が策定した環境保全対策等
を検証し、環境保全措置などについて看過できない事
態となれば、しっかりと対応してまいりたいと考えて
おります。
〇比嘉　瑞己君　議長、休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時29分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　環境監視等委員会の議事録では、海草藻場の移植に
関して委員から助言されていることは確認できます
が、移植時期について議論されていることは確認でき
ませんでした。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　謝花副知事にお聞きします。
　この重大なことが何にも政府の環境監視等委員会で
は議論をされておりません。環境監視等委員会の委員
３人が既に辞職しております。辞職した１人で副委員
長を務めていた東清二琉大名誉教授は、新聞社の取材
に対してこう述べています。委員会では大事なことは
調査せず判こだけで実施している委員会だ。何の意味
もない。とにかく軍事基地をつくることありきという
のが嫌だった。こうして理由を語っています。仲井眞
前知事が埋立承認の際に留意事項として設置され、環
境保全を担保するはずの環境監視等委員会がその役割
を果たしておりません。沖縄県として、同委員会が機
能しているのかどうか検証すべきではありませんか。
検証してきたのであれば、どのような評価を県はして
いるのか。もしまだであれば、早急に検証を始めるべ
きです。環境監視等委員会が機能していないのであれ
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ば、これは埋立承認撤回に値する問題だと思います
が、副知事の見解をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まず今議員が御指摘のように、環境監視等委員会と
いうのは環境保全措置がしっかりとられているかどう
か留意事項に付した上で設置されたものだと思いま
す。ですから、環境監視等委員会の方々の意見という
のは、議論というのは極めて重要だと思います。そう
いったものをベースにして、沖縄防衛局のほうで環境
保全措置がとられるということですので、議員の御指
摘は私もごもっともな御意見だと思っています。
　県といたしましても、環境監視等委員会の議論の動
向、当初はその議事録等もなかなか入手できなかった
ものですから、強く申し入れを行って議事概要ですと
か議事録等を入手しまして、先ほど土建部長等が答
えているような形で検証を常に行っているところで
す。我々環境監視等委員会の議事内容もしっかり確認
もしながら、ただそれだけをもってしっかりと環境保
全措置をとられるというようなことは判断できないと
いうことがありますので、県独自にまた専門の委員の
方々の話も聞いた上で、しっかりと県としてさらにま
た意見も申し入れると。行政指導も行うとそういった
ことで今対応しているところでございます。そういっ
たことを積み重ねているところですけれども、さまざ
ま行っている中で、国がそういった行政指導にも十分
対応できないというような事態になれば、県としても
看過できないという事態になれば、翁長知事はちゅう
ちょすることなく撤回するというふうに発言しており
ますけれども、県としても厳正に対応する必要がある
というふうに考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　ぜひ、委員会、確認だけではだめな
んです。やはり検証しないといけない。これはしっか
りとやるべきだと思います。
　続いて、本部港の使用の問題について伺います。
　これまで沖縄県は防衛局に対してＫ９護岸を使用し
た石材の海上運搬はだめだと行政指導を重ねてきまし
た。しかし、その石材はどこから運ばれてくるのか。
本部港から船に積まれＫ９護岸へと海上運搬されてい
ます。違法な工事に加担するような本部港の使用は認
めてはいけないと思います。
　質問いたしますが、沖縄県の港湾管理条例第６条の
２、そこには港湾内での港湾運送事業を行う者は、知
事に届け出が必要と定めております。本部港で石材を
船に積んでいる事業者は条例６条の２に定める事業届

け出は行っていますか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄県港湾管理条例第６条の２は、港湾施設内で営
業する者を把握するために定めたものであります。営
業する者を把握することで港湾で提供できる役務の内
容を港湾利用の便に供することが可能となり、また港
湾管理上も必要な情報であります。一方、同条例の第
７条では、港湾施設を使用する場合、知事の許可を受
けなければならないとしております。第７条に基づく
使用許可を受けた者が第６条の２に規定する事業を行
う場合、港湾管理者は港湾施設内で営業する者を把握
することが可能となることから、第６条の２に基づく
届け出は不要としております。なお、本部港で石材を
荷役している事業者は第７条に基づき使用許可を受け
ていることから、第６条の２に基づく届け出は行って
おりません。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　条例第７条の使用許可を得れば、第
６条の届け出は要らない。その理由は今部長がいろい
ろ述べましたけれども、そうした説明、県の条例や規
約あるいは港湾法のどこにも書いてありません。部長
の説明した法的根拠を教えてください。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　沖縄県港湾管理条例、沖縄県が定めているものでご
ざいます。沖縄県港湾管理条例の第６条の２の届け出
は、港湾施設内で利用できる役務の内容や事業者を把
握するためのものであります。また、同条例の第７条
に基づく使用許可を受けた者が第６条の２に規定する
事業を行う場合は、使用許可申請書により第６条の２
の届け出の目的が達成されることから、届け出は不要
としているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　全くちょっとかみ合いませんので、
これはまた引き続きやりたいと思います。
　もう一つ聞きます。
　沖縄県の港湾管理条例の第13条には、公益上やむ
を得ない理由が生じたときには、知事は港湾の使用許
可を取り消すことができると定められています。これ
まで土木建築部は、留意事項違反を重ねる沖縄防衛局
に対して行政指導を何度も行っております。それで
も、行政指導に従わず工事をとめない。このことは条
例13条で定める公益上やむを得ない理由に当たるの
ではないでしょうか。どうでしょう。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
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〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　荷さばき地の使用許可は、沖縄県港湾管理条例第31
条に基づき本部町に権限移譲しており、当該許可に係
る事業者への指導、同条例第13条に基づく使用許可
の取り消し、使用の制限、使用場所の変更、施設物の
撤去またはその他必要な措置を命ずることは本部町の
権限で行われるものであります。なお、港湾法第13条
の２項は、港湾施設の適正な利用等を確保する観点か
ら、港湾管理者が何人にも対しても施設の利用、その
他港湾の管理運営に関し、不平等な取り扱いをしては
ならないとしております。本部町において港湾関係法
令等に基づき、処理されるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　知事公室長に伺います。
　確かに本部港は本部町に権限移譲されています。し
かし、これは県が管理する県の港です。本部町に指導
することはできるはずです。違法な工事に加担するよ
うな本部港の使用は、私は認めてはいけないと思いま
す。いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　沖縄防衛局が、埋立承認に付した留意事項に違反し
たまま工事を進めているという問題は、公有水面埋立
法に関する問題であります。県は、公有水面埋立法に
基づく承認後の後発的な事情として、埋立承認に付し
た留意事項や環境保全措置に係る問題点など、さまざ
まな観点から撤回事由を検討しているところでありま
す。一方、本部港の港湾施設の使用許可については、
港湾関係法令にのっとって判断されるべきものである
と考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　一方で行政指導していて、一方でそ
れを見て見ぬふりするのはよくないと思います。この
議論は引き続きやりたいと思います。
　続いて、県警の過剰警備について伺います。
　先ほどの答弁の中でもビデオカメラの撮影について
は答弁がなかったと思います。この抗議行動参加者へ
のビデオカメラ撮影について聞きますが、抗議行動参
加者へのビデオ撮影の目的は何ですか。その撮影した
録画の映像はどの期間まで保有し、どの範囲まで活用
しているのでしょうか。また、撮影された本人から開
示請求があれば応じますか。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　再質問にお答えをいた
します。
　大前提として先ほど申し上げたとおり、キャンプ・

シュワブ周辺では違法な行為が行われております。そ
れに対処するために必要な活動を警察として行って
いるわけですが、県警察としては、捜査上必要な場合
にカメラ撮影を行うことがあります。この撮影の目的
は、犯罪の客観的な事実を疎明する捜査資料として活
用することを目的として行っております。
　そして、お尋ねは保管についてでありましたけれど
も、この保管の期間につきましては個別の事案ごとに
捜査の必要性に基づき判断をしておりまして、犯罪捜
査規範に規定する捜査資料として適切に保管管理を行
うとともに、保管の必要がなくなった際には廃棄をす
ることとしております。
　それから開示請求があった場合どうするかというこ
となんですが、仮定の質問についてはお答えを差し控
えたいと思います。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　個人情報ですよ。肖像権の問題もあ
ります。これ必ず開示すべきだと思います。
　公安委員にお尋ねします。
　今の答弁でもわかるように、この録画したビデオ、
警察が必要だと思えば警察の裁量でいつまでも保存さ
れてしまいます。これは特定秘密保護法や共謀罪が施
行された今、本当に市民、県民にとっては恐ろしいこ
とですよ。憲法で保障された基本的人権の問題にも
引っかかると思います。このビデオカメラの撮影は、
公安委員会としてはやめさせるべきではありません
か。いかがですか。（発言する者多し）
〇議長（新里米吉君）　静粛に。
　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　ちょっと公安委員会か
らの答弁の前に……（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。答弁をしま
す。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　御説明をさせていただ
きたいと思いますが、本人の同意がない撮影で違法
じゃないかというお話なんですけれども、捜査の目的
でその対象者をカメラで撮影するということは、最高
裁判所の判例においても捜査目的を達成するため必要
な範囲においてかつ相当な方法によって行われる限
り、捜査活動として適法とされているというふうに承
知をしておりまして、先ほど議員が御指摘されたこと
については当たらないというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　今の答弁重要ですので、続きは絶対
陳情審査の中でやりますので継続します。
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　公安委員の皆さんに指摘します。
　公安委員の役割は、おっしゃったように警察の民主
的運営と政治的中立性を守らせる立場です。このビデ
オカメラの問題深刻ですよ。議論してください。
　続いて教育長にお伺いします。
　希少サンゴの保護について伺います。
　先ほど私は、国の特別天然記念物指定を目指すべき
だと質問いたしました。答弁では、国には基準があっ
て学術的にすぐれているだけでなく、広く知られてい
たり象徴的なものである、文化的な側面が必要だとい
うことでした。去る３月に沖縄県が主催して、また日
本自然保護協会が共催した辺野古・大浦湾シンポジウ
ムが開催され、多くの県民が関心を持って参加をいた
しました。私も参加をしたんですが、そのシンポジウ
ムでは辺野古や大浦湾のサンゴが学術的にも貴重なだ
けでなく、サンゴの広がるイノーが海の畑とも呼ばれ
て、長い歴史の中で人々の生活とともにあったこと、
ニライカナイの信仰を支えるなど、沖縄の文化を育ん
できたとこのように高く評価をされていました。教育
委員会としても、こうしたサンゴの文化的側面を調査
研究して特別天然記念物の指定を目指すべきだと思い
ます。
　再度答弁を求めます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　文化財指定の場合は、希少
で生物学的に重要というだけではなく、そういう文化
的な側面といいますか、地域のシンボルとして県民や
国民の皆さんが認識をして親しんできたことが大切で
あるということで、その点は御理解をいただきたいと
思います。この点に関しまして、同じサンゴで三重県
で事例があるというのも伺っているところであります
けれども、その内容がちょっと、詳細が把握していな
い部分がございますので、その辺また指定時の考え方
などをまた確認してみたいと思っているところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　比嘉瑞己君。
〇比嘉　瑞己君　しっかり調査していただきたいと思
います。
　最後に、県立図書館の事業について伺います。
　県立図書館、たくさんすぐれた文庫があります。先
ほど東恩納寛惇先生のお話ありましたが、私が大変注
目しているのが、詩人の山之口貘の文庫です。県が誇
る詩人だと思いますが、その貘さんの資料の貴重性に
ついて伺いたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　山之口貘文庫は県立図書館

の100周年を記念しまして、2010年に新設した特殊
文庫でございます。那覇市出身の詩人である山之口貘
の直筆原稿約7500枚が寄贈されております。直筆原
稿が収蔵できることも貴重ですけれども、そのほかに
も推敲原稿であったり執筆過程が確認できるという点
でも大変貴重な資料となっております。そういうこと
で新館の開館記念の企画展につきましては、山之口文
庫も含めて貴重な資料について県民の皆様に見ていた
だけるよう検討していきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
　　　〔親川　敬君登壇〕
〇親川　　敬君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　皆さん、こんにちは。
　会派おきなわ、親川です。
　一般質問入る前に、少しだけ。この間の米軍Ｆ15
戦闘機墜落事故に関する抗議決議、意見書の手交を
行ってまいりましたけれども、そのやりとりの状況を
議場で少し報告させていただきたいと思っています。
　一番問題にしたいのは、この抗議先を第18航空団
司令官も予定していました。ところが、県民の代表で
ある議員の抗議も受け付けないという、こういう対応
がありました。その理由が、メモがあります。在日米
軍のガイドラインによると、抗議・陳情を提出する第
一の窓口は、適切な日本政府機関となり、沖縄では沖
縄防衛局となりますと。だから受けませんと。これが
今回の第18航空団司令官からの断る理由です。この
ガイドライン、我々は一緒に抗議・手交をした委員の
中から、防衛局長そして全権大使に確認をしました。
我々も初めてなんですね、この在日米軍のガイドライ
ンによると、抗議決議は受けませんよと。一義的に受
けませんよと言われたのは初めてですけれども、大
使、局長、どうですか、このガイドラインを認知して
いますか、認識していますかと委員が尋ねました。そ
うすると、両方から、お二人から、そういうガイドラ
インは認知していませんと、承知していませんと、こ
ういうことが沖縄では行われている。そういうさなか
に、安倍総理は、米軍Ｆ15墜落で中止の申し入れをし
たんだと、だから２日間とまったんだと。この報道が
ありました。ところが、防衛省は、中止申し入れをして
いませんと、こういうやりとりがありました。さきの
23日の慰霊の日に、翁長知事は20年前に決めた辺野
古を今世界情勢が変わる中で、まだそれを淡々とやっ
ていくことについては疑問があるんだという勇気ある
発言をして、県民から拍手喝采がありました。ところ
が、総理は、帰ったすぐ25日には、そういう沖縄県民
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に寄り添うどころか、やってもいないことを正々堂々
と国会で述べる。こういう安倍政権のやり方を我々は
断じて許せないし、抗議をしていきたいと思っていま
す。
　そこで、一般質問に入りたいと思います。
　１、翁長県政運営の成果について。
　(1)、農業産出額の増加状況を伺う。
　(2)、県民総生産と県民所得の成長状況を伺う。
　(3)、完全失業率の改善状況を伺う。
　２、他国地位協定調査について。
　(1)、ドイツにおける主な改定内容と経緯を伺う。
　(2)、イタリアにおける主な改定内容と経緯を伺う。
　(3)、調査を踏まえて日米地位協定が改定されてい
ないことについて見解を伺う。
　３、鉄軌道について。
　(1)、構想段階における想定するシステムを伺いま
す。
　(2)、計画段階におけるルート及び構造の検討事項
を伺う。
　４、ジュゴン保護対策事業の結果について。
　(1)、生息状況調査の成果を伺う。
　(2)、ジュゴンの保護方策の方向性を伺う。
　５、ヤギ生産について。
　(1)、ヤギ肉需要高まりの要因を伺う。
　(2)、これまでの取り組み内容・成果、そして見え
てきた課題を伺う。
　(3)、そしてその課題解決に向けた事業計画を伺う。
　６、タイワンハブ対策について。
　(1)、生息状況を伺う。
　(2)、有効な対策方法を伺う。
　(3)、市町村との連携を伺う。
　７、北部圏域における基幹病院について。
　(1)、基本的枠組みに関する合意形成の進捗状況を
伺う。
　以上、一般質問として、１次質問として、２次質問
は答弁を伺ってからさせていただきます。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　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
をいたします。
　翁長県政運営の成果についてに関する御質問の中の
１の(3)、完全失業率の改善状況についてお答えをい
たします。
　沖縄県の雇用情勢については、好調な観光需要の増
加等による県内景気の拡大に加え、産業振興や企業誘
致などに取り組んだ結果、年平均の完全失業率は平成

25年の5.7％から平成29年の3.8％と着実に改善して
おります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　１、翁長県政運営の
成果についての御質問の中の(1)、農業産出額の増加
についてお答えいたします。
　県では、亜熱帯性気候や地理的特性を生かした農林
水産業の振興を図るため、沖縄21世紀ビジョン基本
計画に基づき、各種施策に取り組んでおります。その
結果、本県の農業産出額は、平成24年以降５年連続で
増加しており、28年は1025億円となっております。こ
れらは、24年度から一括交付金等を活用した生産対策
や流通コスト低減対策など、生産農家と関係機関が一
体となった取り組みの成果であると考えております。
　県としましては、引き続き、持続的農林水産業とフ
ロンティア型農林水産業の振興に取り組んでまいりま
す。
　次に５、ヤギ生産についての御質問の中の(1)、ヤ
ギ肉需要高まりの要因についてお答えいたします。
　ヤギ肉の県内需要は、平成29年度の県内生産量約
64トンと海外からの県内への輸入量約108トンを合
わせた約172トンと推測されます。ヤギ肉需要の高ま
りとして、１、低脂質・高たんぱくなヘルシー食材と
しての評価、２、観光客等による消費拡大、３、ヤギ
肉文化のある海外留学生の増加など幾つかの要因が挙
げられます。
　県としましては、今後もヤギの生産拡大対策に取り
組み、消費者からのヤギ肉需要に応えてまいります。
　次に同じく(2)、ヤギのこれまでの取り組み内容・
成果、課題解決に向けた計画についてお答えいたしま
す。５の(2)と５の(3)は関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　県では、これまでヤギの増頭、改良、飼養管理技術
の確立及びヤギ肉の消費拡大などに取り組んでおりま
す。その成果として、飼養頭数の増加、経営技術指標
や繁殖管理などのマニュアル作成、肉専用ボア種の導
入による育種改良の推進などが挙げられます。課題と
しては、ヤギ肉量のさらなる増加が求められておりま
す。そのため、平成30年度から体型調査による大型の
ヤギの保留と導入支援を実施しております。また、生
産農家の改良意識や飼養管理技術の向上を図るため、
ヤギ品評会を開催しているところであります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、ヤギ
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の生産振興に努めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　１の(2)、翁長県政下の県
内総生産と１人当たり県民所得についてお答えいたし
ます。
　沖縄県の経済は、翁長知事在任中の全ての期間で拡
大を続けております。また、日銀の業況判断ＤＩも全
期間でプラスとなっており、全国と比べても好調に推
移しております。こうした中、平成27年度の名目県
内総生産は４兆1416億円となり、平成26年度と比べ
て1863億円、4.7％の増加となっております。また、
平成27年度の１人当たり県民所得は216万6000円と
なり、平成26年度と比べ７万8000円、3.7％の増加と
なっております。
　県としては、今後も観光分野を中心に経済情勢は好
調を維持すると見込んでおり、県内総生産及び１人当
たり県民所得も順調に伸びていくものと考えておりま
す。
　次に３、鉄軌道についての御質問の中の(1)、構想
段階で想定するシステムについての御質問にお答えい
たします。
　県では、平成26年度から沖縄鉄軌道の計画案づくり
に取り組み、ことし５月に沖縄鉄軌道の構想段階にお
ける計画書を策定し、県としての考えを取りまとめま
した。本計画書においては、那覇と北部圏域の中心都
市である名護との間の約70キロを１時間で結ぶために
は、最高速度が時速100キロ以上の専用軌道を有する
システムが求められ、輸送力としては小型鉄道程度が
必要としております。具体的には、小型鉄道、モノレー
ル、専用軌道を有するＬＲＴ等を想定しております。
　同じく３の(2)、計画段階における検討事項につい
てお答えいたします。
　沖縄鉄軌道の構想段階における計画書においては、
鉄軌道導入に当たり必要となる計画段階での検討事項
について取りまとめております。この中で、具体的な
ルート及び構造は、速達性の確保、ライフサイクルコ
ストの低減、地盤・地形を踏まえた施工性、地震や津
波、土砂災害等への対応などについて、構想段階で示
された留意事項を踏まえつつ、現場の状況等を確認の
上、幅広い視点で検討を行う必要があるとしておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕

〇知事公室長（池田竹州君）　２、他国地位協定調査
についての御質問のうち(1)、ドイツにおける改定に
ついてお答えします。
　ドイツでは、1988年に駐留軍の航空機による大き
な事故が相次ぎ、多くの死傷者が出たことによって、
補足協定の改定を求める国民世論が高まり、1990年
の東西ドイツ統一後、このような世論を背景にドイツ
政府は駐留各国に対し、ボン補足協定の改定を申し入
れました。改定交渉に臨んだドイツ代表団には、連邦
政府だけではなく、州の代表者も参加しています。交
渉の結果、1993年にボン補足協定は大幅に改定され、
米軍による施設・区域の使用や訓練・演習に対するド
イツ国内法の適用が明記されるなど、ドイツ主権の強
化が実現しております。
　同じく２の(2)、イタリアにおける改定についてお
答えします。
　イタリアでは、1995年に了解覚書が締結され、そ
の中のモデル実務取極において、米軍への国内法の適
用や基地はイタリア軍司令官のもとに置かれることな
どが明記されました。しかし、1998年に米軍機によ
るロープウエー切断により20人の死者が出る大きな
事故発生をきっかけとして、イタリア国内で反米軍感
情が高まったことを背景に、両国は、米軍機の訓練
飛行に関する規制強化を協議しました。この結果、
1999年にイタリアにおける米軍機の飛行は、訓練の許
可制度や低空飛行高度などについて、大幅に規制強化
されました。
　同じく２の(3)、日米地位協定の改定についてお答
えします。
　日本政府は、米軍及び在日米軍施設・区域をめぐる
さまざまな問題を解決するためには、その時々の問題
について、地位協定の運用の改善によって機敏に対応
していくことが合理的と考えていると説明しておりま
す。
　県としては、米軍基地をめぐる諸問題の解決を図る
ためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善だ
けでは不十分であり、地位協定を抜本的に見直すこと
で、米軍にも国内法を適用し、自国の主権を確立させ
る必要があると考えており、今後も日米両政府に対し
て粘り強く求めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　４、ジュゴン保護対策事
業の結果についての御質問の中の(1)、生息状況調査
の成果についてお答えします。
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　ジュゴンは、日本国内では沖縄周辺海域のみに生
息しており、国指定天然記念物に指定されるととも
に、国や本県のレッドデータで絶滅危惧ⅠＡ類に位置
づけられるなど、貴重な生物であります。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、平成28年度から29年度にかけて沖縄島周辺
海域を対象としたジュゴン保護対策事業を実施してお
ります。本事業ではジュゴンの生息調査を４海域で実
施し、うち１海域４地点でジュゴンのはみ跡を確認し
ております。今回の調査で、これまで知見の乏しい５
メートル以上の水深に発達する藻場においてもはみ跡
が確認されたことから、浅瀬の藻場だけでなく、深場
の藻場についてもジュゴンが利用していることが明ら
かになっております。また、これら調査結果や既存の
目撃情報などをもとに、有識者から成る検討委員会の
意見を踏まえ、ジュゴンの餌場として主要な海域とし
て、古宇利・屋我地海域や大浦湾周辺海域など７海域
を選定したところです。
　同じく４の(2)、ジュゴン保護方策についてお答え
します。
　ジュゴンの保護方策に係る基本的な考え方として
は、平成29年度ジュゴン保護対策事業報告書におい
て、１、ジュゴンの餌場となる主要海域の環境保全、
２、分布域などの生態解明に関する調査研究の推進、
３、混獲対策の推進が示されております。今年度以
降、ジュゴンの餌場として主要な７海域において深場
などでの調査を実施し、ジュゴンの餌場を的確に把握
した上で、主要海域の環境保全などについて検討して
まいります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、６のタイ
ワンハブ対策についての御質問の中の(1)、生息状況
についてお答えします。
　タイワンハブの生息状況は、沖縄県衛生環境研究所
の調査において、平成８年に沖縄本島の名護市で定着
が確認されて以降、現在、今帰仁村、本部町、恩納村、
読谷村でも生息が確認されております。
　次に、(2)の有効な対策方法についての御質問にお
答えします。
　県は、タイワンハブの対策として、平成29年度よ
り危険外来種咬症根絶モデル事業を実施し、タイワン
ハブが多く生息する名護市喜瀬から恩納村名嘉真地区
の重点地区を拡散防止フェンスで囲み、ハブ捕獲器を
300台設置し、タイワンハブの低密度化及び根絶の実

証試験を行っています。同実証試験がタイワンハブの
低密度化に有効であると確認された場合には、他の地
域にも展開したいと考えております。
　次に、(3)、市町村との連携についての御質問にお
答えします。
　県は、毎年度、市町村ハブ対策事業担当課長会議及
びハブ等講習会を開催し、県内のハブ咬症被害発生状
況や市町村におけるハブ対策状況について情報交換を
行うなど、本県におけるタイワンハブ駆除対策が効果
的に推進されるよう市町村と連携を図っているところ
であります。
　次に、７の北部圏域における基幹病院についての御
質問にお答えします。
　北部基幹病院につきましては、これまで３回協議会
を開催し、統合に当たって整理すべき課題に関する県
の考え方について、北部地区医師会病院及び北部12市
町村へ説明を行い、それに対する意見を聴取したとこ
ろであります。その中で、北部地区医師会病院及び北
部12市町村からは、経営形態についても議論する必
要があるとの意見がありましたので、次回協議会にお
いて、医師及び医療従事者の確保、経営の自由度及び
効率性、雇用に与える影響など経営形態ごとのメリッ
ト・デメリットを整理した上で、議論することとして
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　親川敬君の再質問は、時間の
都合もありますので休憩後に回したいと思います。
　15分間休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き親川敬君の再質問を行います。
　親川　敬君。
〇親川　　敬君　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。
　　　午後３時26分休憩
　　　午後３時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇親川　　敬君　御答弁ありがとうございました。
　それでは、順序を逆から行きたいと思います。
　まず６番のタイワンハブの件からですけれども、先
ほど部長から答弁いただきました。有効な対策を探る
ためにモデル事業を実施してくださるということでし
た。その期限をまずいつからいつまでのモデル事業な
のか、そこをまずお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
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　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　保健医療部長。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
　今行っている事業は、29年度から33年までを予定
しております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　次に、この市町村との連携の件なん
ですけれども、先ほどこのモデル事業をやって、その
成果を生かしていくというお話がありました。まずそ
の成果を生かす前に、現状どれぐらいのタイワンハブ
が捕獲されているか、全県での数を把握されていらっ
しゃいますか。
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）　お答えします。
　平成19年から統計があります。28年までの実績を
見ますと、全体で１万622匹捕獲しております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　28年度は何匹ですか。
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）　28年度は1934匹にな
ります。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　ちょっと年度は違うんですけれど
も、名護、29年度500匹超えているそうです。その中
で、やっぱり早目にこのモデル事業を市町村でも展開
できるように、一日も早い取り組みが必要だと思いま
す。その辺はぜひとも市町村と連携しながら、早い取
り組みを進めていただきたい。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時30分休憩
　　　午後３時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇親川　　敬君　次、ヤギのことについてお伺いしま
す。
　部長の手元に山羊経営技術指標というのがあります
か。お持ちですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時31分休憩
　　　午後３時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇親川　　敬君　それじゃ私の手元にありますので、
それに基づいて、部長の確認ができている数字があれ
ば、またそれで答えていただきたいんですけれども、
平成30年３月に出した山羊経営技術指標では、ヤギ農

家の所得目標とする300万円のためには、常時飼育の
頭数が148頭必要だというふうになっています。そし
て、その餌のためには、青草など含めると年間約37.9
トン、そしてその草を刈るたびにといいますか、草地
面積としては約900坪が必要だというふうに経営指標
の中ではなっています。ヤギはこれまでは皆さんのモ
デル事業にもありますけれども、自家消費で主にやら
れていたんだろうと思います。私は、これからはこれ
を流通に持っていく、やっぱり産業として起こしてい
くためには、今述べたような頭数だとか、飼育してい
くためには、農家の経営安定のためには、餌の確保が
重要な課題になるんだろうと思います。それに向け
て、機械化だとか、草地面積拡大のための支援とか必
要だと思いますけれども、その辺どう考えていますか。
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。
　今議員がおっしゃったように、在来のヤギについて
は、生体というか体重が50キロ平均ということがあり
ます。その中で、やっぱり増体するということでボア
種を今入れておりますけれども、そういう中で、一定
の経営でやっていくということの中で、飼料がどうし
ても必要だということになります。その中で、県にお
いては、草地の造成などにより、自給飼料基盤に立脚
した安定的な畜産経営を総合的に推進する事業といた
しまして、畜産担い手育成総合整備事業などを実施し
ております。また、牧草などのその収穫機械の導入に
つきましては、畜産クラスター協議会を設立した地域
において、計画の認定を受けることによって支援が受
けられるということですので、この辺については、基
盤整備等については、支援をしっかりやっていきたい
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　もちろん今のお話は、やっぱりヤギ
に対してもそういう基盤整備事業はやっていくんだと
いう理解でよろしいでしょうか。
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）　畜産担い手育成総合
整備事業等については、公共事業ですので、地域のほ
うとのやりとり、草地の確保とか、そういったクラス
ター事業については、協議会の設立が必要ですので、
その辺含めて地域のほうでまとめていくというような
ことが必要かと思います。事業のメニューとしてはあ
りますので、その辺はまた事業化に向けて関係機関の
ほうと調整できたらというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　ぜひこのヤギの分野にも、そういう
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事業を拡大させていただきたいと思っています。
　次、ジュゴンのところ行きます。ジュゴンの保護対
策のところです。
　海域の選定をやったという説明がありました。その
ジュゴンの保全上重要な海域の選定に当たっての条件
はどういう条件で選定をしたんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　先ほどジュゴンの餌場と
なる主要な海域を７カ所選定したということでお答え
させていただきました。それにつきましては、これま
でのジュゴンの生息調査の結果、それから平成12年度
以降の目撃情報、それから海草藻場の分布状況等をも
とに、有識者からの意見などを踏まえまして、７海域
を選定しております。具体的には、知念志喜屋海域、
与那城平安座海域、勝連半島周辺海域、大浦湾周辺海
域、安田伊部海域、古宇利屋我地海域、備瀬新里海域
の７海域となっております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　そこで、このジュゴンの保護対策の
方向性のことなんですけれども、今この報告書の中に
も、不発弾の処理の関係でジュゴンにどういう影響を
与えるのかということの調査も必要だというような書
きぶりがあります。そして、それと保護に当たっての
保護区の設置のことについても記述があります。そこ
で、やっぱりこの保護区の設置に当たっては、条例化
も必要なのかなと思っていますけれども、その辺の見
解いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　平成29年度のジュゴンの
保護対策事業報告書におきまして、ジュゴンの保護方
策の一つとしまして、保護区の設置について示されて
いるところでございます。
　県では、30年度以降もジュゴンの餌場としても主
要な７海域において、引き続き調査を実施し、調査の
結果等をもとに有識者の意見も踏まえまして、あらゆ
る保護の方策について検討してまいりたいと考えてお
りまして、まだ条例の制定というところまでには至っ
ていないというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　海中不発弾処理の影響については、
どういうふうな理解をされているんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　海中での不発弾爆破処理
でございますけれども、ジュゴンはもとより海域の生
物、音に敏感な海洋生物にとりまして、直接的な脅威
でありまして、爆破音等による影響が懸念されている

というところでございます。そのため、海中の爆破の
際のジュゴンの存在確認やジュゴン発見時の危険水域
外への移動の確認をして作業を行うなどの配慮が必要
と考えられることから、県では、関係機関に対しまし
て、ジュゴンの餌場となる主要海域に係る情報を提供
し、注意を喚起しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　ありがとうございました。
　次は、地位協定のことについて行きます。
　まず調査を踏まえた上での日米地位協定のことにつ
いてなんですけれども、その中で日本政府の対応とい
うんですか、日本政府の考え方の中で、国際法上駐留
軍に対する日本政府の考え方はどういうふうに示され
ているでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　日本政府は、一般国際法上、駐留を認められた外国
軍隊には、特別の取り決めがない限り、接受国の法令
は適用されないという立場をとっておりますが、今
回、調査を行ったドイツ、イタリアにおいては、自国
の法律や規則を米軍にも適用させることで、自国の主
権を確立させ、米軍の活動をコントロールしているこ
とがわかりました。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　やっぱり、私は日米地位協定の改定
が行われない、運用改善で切り抜けていくという態度
がそこにも基本的にあるんだろうと思います。そこ
は、国際法上接受国の法令が適用されないというの
は、これはもう昔の話で、今はどこの国でもそういう
自国の自主権確立のためには、自主独立の国として立
脚するためには、この国際法上の問題はやっぱり国内
法の適用が当たり前だというのが世界の流れだろうと
思います。そのことに対する見解はいかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　県としましても、駐留
軍に対する受け入れ国の国内法適用については大変重
要なテーマであると認識しております。引き続き、今
年度他国の状況も踏まえ、調査を継続して改善に向け
て働きかけるような取り組みを進めていきたいと思っ
ております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　そこで、この改定に向けた全国的な
動き、あるいは沖縄県からのアクションが今後求めら
れてくるんだろうと思いますけれども、その辺のこと
について御答弁お願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
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〇知事公室長（池田竹州君）　昨年度に引き続き、今
年度も他国の地位協定調査の実施を予定しておりま
す。例えば、昨年度行えなかった地位協定の第25条、
日米合同委員会の問題であるとか、そこら辺も踏まえ
なるべく早い段階でわかりやすくまとめまして、それ
を広く国民のほうに知らせるような形でやっていけれ
ばと考えております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　そこで、全国の皆さんに理解をして
いただくと。やっぱり改定が必要だということを理解
していただくためには、私は沖縄の現状だとかという
のも知らせていただく、ほかの県との違いというの
も、他国との違いというのも必要だと思います。これ
知らせていくことが。
　それで一つ提案です。
　ここは農林水産部長がもしかしたら御案内かもしれ
ませんけれども、ゴーヤーという名称、これはどうい
うきっかけで全国にゴーヤーと呼ばれるようになった
か、その辺知見がありますか。ちゅらさんという朝の
ドラマがありましたけれども、その辺のかかりで何か
御意見ありますか。ゴーヤーという名称が広がった
きっかけ。
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）　個人的な意向もある
かと思いますけれども、ちゅらさんというドラマもあ
りましたけれども、それ以前から沖縄については全国
に先駆けて、沖縄らしいゴーヤーという名称をＰＲし
ながら販促をかけてきました。たまたま連続ドラマの
ほうで小浜島のちゅらさんというので、ゴーヤーのあ
れが出てきたかと思うんですけれども、幸い沖縄の
ゴーヤーのほうに評判がよくて、その辺でのＰＲで、
今統計も含めてゴーヤーというふうに沖縄独特の名称
が全国に広がったのかなというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　提案というのは、やっぱりこういう
フィルムを通じた――先ほど我が会派の玉城満議員か
らもありました。フィルムを通じて、やっぱりそこは
いきなりばんと地位協定改善必要だよというよりも、
ソフトにそういう全国的にやっぱり地位協定はこうい
う状況になっていてまずいんじゃないのということを
ＰＲするためにはフィルムが必要だと思います。その
辺は、これもう提案ですから、ぜひその全国に沖縄の
状況を知らせていくときには、その辺のこともぜひ観
を入れていただきたいと思います。
　それでは１番行きます。
　沖縄県知事の県政運営のことについてなんですけれ

ども、沖縄振興計画が残り３年を迎える、31年度、来
年の話ですけれども、振興計画の総仕上げに向けて重
要な時期と位置づけた取り組みがもう既に始まってい
るようです。これまでの成果を踏まえて、さらに充実
させるために課題となっていることについて、幾つか
議論を深めていきたいと思います。
　これも一つの見方なんですけれども、内閣府が提供
している地域経済分析システム――ＲＥＳＡＳという
統計分析があるようですけれども、そこの統計による
と、沖縄の経済、よく言われる地域経済循環率、これ
はまだ沖縄の場合は81.5％、県民所得、沖縄県よりは
高いんですけれども類似と言われている鳥取が循環率
84.7％、長崎が84.8％、宮崎が88.4％、熊本が88.5％
となっています。そこもこれからの沖縄経済をもっと
もっと強いものにしていくためには、やっぱりこうい
う経済の循環率というのも重要だろうと思っています。
　その中で、きょうは農業だけ一つ取り上げます。こ
の循環率の中で、第１次産業が今、第１次産業、第２
次産業、第３次産業とありますけれども、この統計に
よると、１人当たりの第１次産業の付加価値額は、１
人当たり221万だそうです。これは、全国では16位
です。県民所得は全国の７割しかないと言われている
中で、やっぱり農業だけは、低いからどうのこうのと
いうんじゃなくて、統計上の数字で見ていただきたい
んですけれども、農業はあるところ先進を切ってい
ると、沖縄県の場合には。全国で16位ということは、
やっぱり先進切っているんだろうと思います。他の産
業に比べたら。
　そこで、もっとこの農業がすぐれているということ
を見ますと、これはもしかしたら旅行観光の経済波及
効果のところで農業がどれぐらいあるかどうかという
のは、部長、数字捉えていらっしゃいますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後３時47分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇親川　　敬君　これも農産物がこの27年度だけの
限りでいうと、236億円波及効果があったようです。
そういうふうに、農業というのは、やっぱり目に見え
ているように思います。ですから、ここで申し上げた
いのは、品目別にできれば食料自給率がどれぐらいな
のかということも把握すべきだろうと思いますけれど
も、その辺についての部長の見解をお聞きします。
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。
　国のほうで自給率自体については統計やってもらっ
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ているんですけれども、基本的には、振興する中で品
目別の自給率は大事だというふうには認識しておりま
す。ただ、その中で国のほうの統計で我々も今統計活
用させてもらっているんですけれども、都道府県別の
自給率の中で品目別が出されておりませんので、我々
のほうとしては国の動向の中で自給率を高めつつ、ま
た自給率の向上の中で、例えば米なり、サトウキビな
り、この辺についてはしっかり自給率の向上に努めて
いきたいというふうに思っておりますので、この辺の
中については生産量、産出額、それと33年の目標設定
に基づいて、45％に基づいて、自給率の向上に取り組
んで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）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　次、県民所得の関係で言いますけれ
ども、県民所得が低い理由に、一番よく挙げられるの
が労働生産性の低さと言われています。これについて
の何か改善策、あるいはどういう御認識をお持ちで
しょうか。
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。
　平成26年度の県民経済計算をもとに、全国と比較い
たしましたところ、沖縄県は46位、鳥取県に次いで残
念ながら低うございます。全国平均の74％の水準と
いうことでございまして、産業別の労働生産性を全国
と平均してみましたら、これも残念ながら全てちょっ
と低くなっております。沖縄県の産業構造の特徴であ
る観光関連産業が非常に重要なわけですが、こちらの
ほうの、ここの生産性を改善するということが非常に
重要ではないかと考えております。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　そこはきちっと分析をして、強化を
していただきたいと思います。
　あと失業率の件でお伺いします。
　この件で、これからももっともっと失業率を低くし
ていくためには、有効求人と有効求職のミスマッチが
起きている分野があるんだろうと思いますけれども、
その辺の状況を把握できたらお聞かせください。
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）　一部には1.0以上の
求人倍率が出てございますけれども、業種別に見る
と、それぞれミスマッチがございます。特にコールセ
ンターとか、それから飲食店業、建設土木、それから
介護とかそれぞれ出てきます。そのミスマッチをいか
に整合させていくかということが今後の対策となると
思いますので、我々としてもそこら辺のほうに力を入
れたいと考えております。

〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
〇親川　　敬君　今御答弁いただきましたけれども、
やっぱりサービス産業とか専門的職業のところがミス
マッチが多いように統計上出ています。そこら辺も仕
事のつくり方の工夫も必要だろうと思います。ぜひそ
こは頑張っていただきたいと思います。
　以上、終わります。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
〇渡久地　修君　知事、病気の根治に向かっている
姿、全力で頑張っている知事の揺るぎない姿に県民は
大きく励まされています。私たちもしっかりと支えて
いきたいと思います。
　それでは質問します。
　今、朝鮮半島の平和への劇的な動きに沖縄県として
主体的にどうかかわっていくのかが問われています。
南北、米朝首脳会談及び宣言は、これまでの敵対関係
から平和構築への新たな時代が来たことを示していま
す。沖縄の進路や対応も大きく変化しなければならな
いと思いますが、見解と今後の方針を伺います。
　沖縄の米軍基地形成過程の中での朝鮮戦争との関係
はどうだったのか。米朝の敵対関係の終結、非核化へ
と大きく動き出した情勢のもとで、米軍が主張してい
た沖縄への駐留根拠はなくなったのではないか。
　辺野古新基地建設の必要性も失われてきているので
はないか。埋立承認撤回の理由になるのではないか。
　さきの戦争で日本本土防衛の捨て石とされ多くの県
民の命が奪われ、銃剣とブルドーザーで土地を奪われ
米軍基地が建設され、朝鮮戦争、ベトナム戦争の出撃
拠点とされ、今なお米軍基地あるがゆえに苦しめられ
ている沖縄県の知事として、今回の歴史的な会談と宣
言を、沖縄の米軍基地の大幅縮小、一刻も早く米軍基
地がなくなるように、北東アジア、アジアを非核・平
和の地域にする好機として努力するよう訴える書簡を
６カ国協議参加国やアジア諸国の首脳に送るべきでは
ないか。
　２点目に、世界遺産登録取り下げについて。
　米軍北部訓練場の存在が大きな阻害要因だと思うが
見解を伺います。
　バッファゾーンとは何か。バッファゾーンに含まれ
る北部訓練場での訓練、騒音は貴重な動植物に悪影響
を与えるなど世界遺産と両立しないのではないか。世
界遺産登録及び沖縄の自然を保護する立場から北部訓
練場の返還を求めるべきです。
　３、沖縄カリブ構想について、その構想と可能性に
ついて伺います。
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　４、沖縄の未来を展望した場合、米軍基地は沖縄経
済発展の最大の阻害要因であることは、ますます明ら
かになっています。経済発展、観光発展の分野から見
ても、未来永劫、米軍基地の拠点としての役割を担い
続ける道ではなく、基地のない沖縄、アジアの平和の
かけ橋、交流、経済の拠点を目指すべき歴史的転換の
時代になっていると思いますが見解を伺います。
　５点目、辺野古新基地建設問題について。
　辺野古新基地建設によって国立高専、久辺小学校、
久辺中学校が、またきょう民家71戸が米国基準の高
さ制限に触れることが明らかになりました。子供たち
の命と安全を脅かす新基地建設は絶対に認められない
と県教育委員会と教育界とも毅然とした対処が必要で
はないか。また、これを長い間隠し続けていた防衛局
は許せません。撤回の理由になるのではないか。
　前知事が許可していた辺野古の岩礁破砕許可が
2017年３月31日に切れました。工事を続行するには
翁長県知事から再度許可を得る必要がありましたが、
政府と防衛局は突如、知事の許可は不要とのこれまで
の政府見解を180度翻し工事を強行しています。県の
見解を伺います。
　政府見解が180度変わる過程で、許可期限が切れる
３週間前の３月８日に、総理官邸で総理と防衛省、農
水省等の関係者が会談し、その直後に防衛省と水産庁
のやりとりがあり、許可不要との手のひらを返す見解
が導き出されていますが、その事実経過について伺い
ます。
　６、日米地位協定改定と日米合同委員会について。
　ドイツ、イタリアと比べて従属的である日米地位協
定の改定を国内世論に訴えていく県の取り組みについ
て。
　日米合同委員会の議事録と会議の公開、対等・平等
を求める声は県議会与野党も一致していると認識して
いますが、県としても毅然とした対応が求められてい
ると思いますが見解を伺います。
　７、県民所得向上と雇用問題について。
　県民所得向上の目標と具体的な施策展開について伺
います。
　有効求人倍率も改善されてきましたが、非正規雇用
はいまだに全国一となっています。伸び始めている県
経済を正規雇用の拡大に結びつけることが大事です。
福祉、教育、経済を含めた総合的な対策が必要です
が、各部局を網羅して知事を先頭にした正規雇用拡大
対策本部を立ち上げるべきではないでしょうか。
　８、沖縄振興予算について。
　沖縄振興予算が減額され、その中から国直轄事業分

を真っ先に確保し、残りの額を県と市町村で割り振り
なさいという手法は、県や市町村の計画をも狂わせ、
国と県、市町村との信頼関係を国が損なっていると思
うが県の見解を伺います。
　県が要望していた沖縄振興予算のあり方とはどのよ
うなものだったのか。
　次年度の沖縄振興予算のあり方についての県の対応
を伺います。
　９、首里城及び美ら海水族館の県への管理移管に
伴って、観光施設としてだけでなく、地元の人たちや
次代を担う子供たちが沖縄の文化と歴史に誇りと親し
みを持てるような利用のあり方も検討すべきです。
　県内の65歳以上の高齢者と小中学校の教育見学は
無料にすべきです。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　渡久地修議員の御質問にお答
えいたします。
　首里城及び美ら海水族館の県への管理移管について
に関する御質問の中の９の(1)、利用のあり方につい
てお答えいたします。
　現在、首里城公園において、新春のうたげなど数多
くのイベントが実施されており、多くの方々に足を運
んでいただいております。また、県内の小中学校を対
象とした出張講座や、県立芸術大学と連携した沖縄の
歴史文化を学ぶ一般向けの講座などが実施されており
ます。県が管理の許可を受けた後においても、沖縄の
歴史文化に関する普及啓発について、指定管理者と連
携しながら、新たに取り組んでいきたいと考えており
ます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
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　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、朝鮮半
島の平和への劇的な動きについての御質問の中の(1)
と(4)、南北首脳会談及び米朝首脳会談について１の
(1)と１の(4)は関連いたしますので一括してお答えい
たします。
　悲惨な地上戦を体験した沖縄県としては、平和を脅
かす核兵器の廃絶に向けて、朝鮮半島の完全非核化を
確認・約束した板門店宣言及び米朝首脳会談における
合意文書が、東アジアの平和構築につながることを期
待するものであります。県では、人類を破滅に導く全
ての核兵器の製造・実験等に反対し、あらゆる国の核
実験に対して抗議するため、平成７年に非核・平和沖
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縄県宣言を行い、あらゆる国による核兵器の実験に対
してその都度抗議を行っており、引き続き平和を希求
する沖縄の心を発信してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、朝鮮半島の平和へ
の劇的な動きについての御質問の中の(2)、米軍基地
の形成過程と朝鮮情勢の影響についてお答えします。
　激しい沖縄戦の末、沖縄を占領した米軍は、軍用地
として必要な土地を強制的に確保して、基地の建設を
進めました。その後、朝鮮戦争の勃発等、極東におけ
る国際情勢の変化により、米国は沖縄に大規模な軍事
基地の建設を開始し、戦後27年間に及ぶ米軍統治下
における民有地の強制接収などによって広大な米軍基
地が形成されたものと承知しております。在沖米軍基
地への影響については、現段階では明らかではありま
せんが、県としましては、今後の両国の具体的な協議
等が進み、米軍基地の整理縮小等、沖縄の過重な基地
負担の軽減につながることを期待しております。
　同じく１の(3)、辺野古新基地建設の必要性と撤回
理由についてお答えします。
　米朝首脳会談の辺野古新基地建設問題への影響につ
いては、現段階では明らかではありませんが、県とし
ましては、今後の両国の具体的な協議等が進み、米軍
基地の整理縮小等、沖縄の過重な基地負担の軽減につ
ながることを期待しております。撤回については、法
的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応する必要
があると考えており、どのような事由が撤回の根拠と
なるか、慎重に検討しているところであり、御指摘の
点につきましても、撤回の根拠となり得るか検討して
まいりたいと考えております。
　次に５、辺野古新基地建設問題についての御質問の
中の(1)のイ、高さ制限の問題と撤回についてお答え
します。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。御指摘の点につきましても、撤回
の根拠となり得るか検討してまいりたいと考えており
ます。
　同じく５の(3)、岩礁破砕等許可が不要とされた経
緯についてお答えします。
　まず平成29年３月８日、安倍総理大臣が当時の首相
補佐官、水産庁長官、法務省訟務局長及び防衛省整備
計画局長と面会したことについては、新聞報道で承知

しております。その２日後の平成29年３月10日に、
防衛省整備計画局長から水産庁長官宛てに、漁業権の
一部放棄がなされた区域内における岩礁破砕等許可の
必要性について照会がなされ、その４日後の同月14
日、水産庁長官から、許可を受ける必要はないと解さ
れる旨の回答がなされたところです。あわせて、この
照会及び回答の内容について、平成29年３月14日付
で水産庁長官から沖縄県知事宛てに通知がなされてお
ります。
　次に６、日米地位協定改定と日米合同委員会につい
ての御質問の中の(1)、日米地位協定の改定について
お答えします。
　県におきましては、日米地位協定の問題点をさらに
明確化するため、他国地位協定調査を実施しておりま
す。３月には、中間報告書を公表したほか、今月６日
には、他国の地位協定の条文や法令、その日本語訳等
をまとめた地位協定ポータルサイトを開設しました。
また、来月の全国知事会議において、地位協定の見直
しについて共通の理解が得られるよう、働きかけてい
きたいと考えております。さらに今後、日米地位協定
の問題点をパンフレットでわかりやすい形で示すこと
等により理解を広げ、抜本的な見直しの実現につなげ
ていきたいと考えております。
　同じく６の(2)、日米合同委員会と合意事項等の公開
についてお答えします。
　米軍基地の多くが県民の住宅地域に近接している本
県においては、日米地位協定や日米合同委員会合意に
基づく米軍基地の運用は、周辺地域に居住する住民及
び地元地方公共団体に大きな影響を与えるものであり
ます。
　県としては、平成29年９月に行った日米地位協定の
見直しに関する要請の中で、同協定第25条について、
日米合同委員会の合意事項を速やかに公表する旨を明
記すること、また、基地の運用に関して基地が所在す
る地方公共団体の意向が反映されるよう、地域特別委
員会の設置を求めたところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　大浜浩志君登壇〕
〇環境部長（大浜浩志君）　２の世界遺産登録取り下
げについての御質問の中の(1)、北部訓練場が審査に
与えた影響に係る見解についてお答えします。
　今回の世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮの評価報告
書では、北部訓練場については、推薦地に対する実質
的な緩衝地帯として機能し、景観の連続性や重要種の
生息に貢献していると記載されており、国において
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は、審査に特段の影響はなかったものと考えていると
のことであります。しかしながら、県としましては、
北部訓練場についても自然環境豊かな重要な地域であ
ると認識していることから、引き続き訓練場内の自然
環境の状況について注視するとともに、訓練等による
影響が遺産登録の妨げになると判断された場合は、国
や在沖米軍に対して、影響を回避するよう要請するな
ど適切に対応してまいりたいと考えております。
　同じく２の(2)、バッファーゾーンと北部訓練場で
の訓練等による影響、返還を求めることについてにお
答えします。
　ユネスコによると、バッファーゾーンとは、開発等
の影響が直接、推薦地に及ばないよう法令等により保
護担保されている緩衝地帯のことであると定義されて
おります。ＩＵＣＮの評価報告書の中では、北部訓練
場については、推薦地に対する実質的な緩衝地帯とし
て機能し、景観の連続性や重要種の生息に貢献してい
ると記載されておりますが、米軍航空機の運用や騒音
等については記載されておりません。しかしながら、
県としましては、希少生物種の中には音に敏感な生物
種もいることから、ヤンバル地域における野生生物に
対する騒音等影響実態調査を実施しており、その調査
の結果、訓練等による影響が遺産登録の妨げになると
判断された場合、国や在沖米軍に対して、影響を回避
するよう要請するなど適切に対応してまいりたいと考
えております。
　以上であります。
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　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）　３、沖縄
カリブ構想についての御質問の中の(1)、東洋のカリ
ブ構想の可能性についてにお答えいたします。
　沖縄県は、平成28年度に実施したクルーズに係る
調査結果を踏まえ、ことし３月に、今後の新たなク
ルーズの戦略となる東洋のカリブ構想を策定したとこ
ろであります。同構想では、沖縄のクルーズにおける
国内外の環境変化や、地理的ポテンシャルを生かすと
ともに、沖縄の自然、独特の歴史文化、異なる魅力を
持つ離島の観光資源を最大限に活用し、東アジアにお
けるクルーズ拠点を目指すこととしております。
　県としましては、同構想を国内外に広く発信するこ
とにより、沖縄の認知度の向上が図られるとともに、
さらなる寄港を促し、将来、沖縄が世界のクルーズデ
スティネーションとしての地位の確立につながるもの
と考えております。
　以上でございます。

〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　川満誠一君登壇〕
〇企画部長（川満誠一君）　４の(1)、基地のない沖縄
の経済発展等についてという御趣旨の御質問にお答え
いたします。
　沖縄の米軍基地は、特に、人口が集中する中南部都
市圏において、市街地を分断する形で存在し、計画的
な都市づくりや交通体系の整備、産業基盤の整備など
の経済活動の制約となっております。一方、基地返還
後の跡地利用による経済効果は、かつての基地経済の
効果を大きく上回るものとなっており、今後、基地返
還が進めば、さらなる沖縄の経済発展等が期待できる
と考えております。
　県といたしましては、引き続き、産業の振興や魅力
ある都市空間の形成など、駐留軍用地跡地の有効かつ
適切な利用を推進し、沖縄の一層の発展につなげてま
いりたいと考えております。
　次に７の(1)、県民所得の向上についての御質問に
お答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画では、社会経済展望値
として、平成33年度の１人当たり県民所得を271万円
としております。平成27年度の１人当たり県民所得は
約217万円となっており、基本計画が始まる前年度の平
成23年度と比べて約15万円、7.5％増加しております。
　県としては、県民所得の向上を図るため、比較優位
性のある産業の育成や活性化に取り組み、さらに、設
備投資の促進や雇用の質を高める施策を推進するな
ど、産業全体の生産性を高めていく考えであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　５の辺野古新基地建設問題
についての御質問で(1)のア、高さ制限超過について
お答えいたします。
　久辺小学校、久辺中学校等が米国防総省の統一施設
基準の高さ制限を超過しているとの新聞報道等がある
ことは承知しております。これについては、現在、知
事部局において、国に対し事実関係等を照会している
ところであり、県教育委員会としましては、知事部局
及び名護市等と連携し、対応してまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　５、辺野古新基地建
設問題についての御質問の中の(2)、これまでの政府
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見解を翻し工事を強行していることについてお答えい
たします。
　沖縄防衛局は、普天間飛行場代替施設建設工事に当
たり、平成29年３月14日付水産庁文書を根拠として、
新たな岩礁破砕等許可を受ける必要はない旨を県に通
知し、海上工事を行っております。しかしながら、当
該水産庁見解は、従前の政府見解や水産庁の技術的助
言等との整合性を欠くものであり、県としては水産庁
見解を採用できないとしております。
　県としましては、沖縄防衛局が当該海域における岩
礁破砕等行為を行うには、沖縄県漁業調整規則第39条
に規定されている岩礁破砕等許可を受ける必要がある
と認識しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　屋比久盛敏君登壇〕
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　７、県民所得向上
と雇用問題についての(2)、正規雇用拡大を図るため
の対策についてにお答えいたします。
　県としましては、正規雇用の拡大など雇用の質の向
上は、県民所得の向上にもつながるものと認識してお
ります。県においては、関係団体や関係部局を構成員
とする沖縄県雇用対策推進協議会幹事会において、雇
用の質の向上に関するさまざまな課題や取り組みにつ
いて情報共有を図り、その上部組織である知事を会長
とする沖縄県雇用対策推進協議会において、その対応
状況や成果などを報告し、関係機関が連携して取り組
むこととしております。
　県としましては、これらの取り組みを通じて正規雇
用の拡大を推進してまいりたいと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　８、沖縄振興予算につい
ての御質問の中の８(1)及び(2)、平成30年度沖縄振興
予算に係る要望と評価については関連いたしますので
一括してお答えします。
　平成30年度沖縄振興予算においては、総額3400億
円を上回る額の概算要求や沖縄の自主性を最大限尊重
する沖縄振興特別措置法の趣旨に沿った沖縄振興一括
交付金の従前の水準への回復などを要望したところで
あります。しかしながら、関係各位の御尽力にもかか
わらず、総額として前年度を下回っていることや、増
額を求めていた沖縄振興一括交付金について、県及び
市町村の切実な要望が反映されなかったことは、極め
て残念であります。

　同じく８(3)、平成31年度沖縄振興予算の確保につ
いてお答えします。
　平成31年度は、沖縄振興計画の総仕上げに向け、取
り組みを加速させる重要な年と捉えており、那覇空港
第２滑走路増設整備を初めとした国直轄事業の所要額
の確保に加え、沖縄の自主性を発揮させる沖縄振興一
括交付金や地方向け補助金の増額を図り、それぞれの
効果が最大限となるよう国と県及び市町村が連携する
必要があります。このため、沖縄振興予算の確保に向
け、市町村や関係団体等と協調しながら、内閣府沖縄
担当部局と一層緊密に連携するとともに、内閣府沖縄
担当大臣を初めとした関係要路に対して、県と市町村
等の意見や考え方を沖縄の声として丁寧にお伝えし、
御理解と御協力が得られるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　９、首里城及び美ら
海水族館の県への管理移管についての御質問の中の
(2)、県内の高齢者と教育見学に係る入場料の減免に
ついてお答えいたします。
　現在、両施設において、高齢者に対する入場料の減
免は実施されておりませんが、児童生徒が学校行事で
入場する場合、一般料金を約２割引きした料金が適用
されております。また、首里城では、管理運営者によ
り、県内の小中学校を対象とした郷土歴史文化学習事
業が無料で実施されております。県が管理の許可を受
けた後においても、さまざまな方に御利用いただける
ような入場料の設定について、指定管理者と連携して
検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　まず１について再質問したいと思い
ます。
　知事は慰霊の日の宣言で、アジア及び朝鮮半島の緊
張緩和の流れに言及しました。去年まではなかった新
しい変化がこの宣言にあらわれています。私は、今普天
間基地の閉鎖撤去、沖縄の米軍基地の大幅な整理縮小
を実現させる復帰後４回目の機会だと思っています。
この機会をぜひ翁長知事先頭に、県も県民も主体的に
実現させるためにどうすればいいかというのをぜひ考
えていただきたいと思っています。
　その立場から再質問します。事前に過去の答弁や関
係資料などは確認していてくださいと通知してありま
すのでよろしくお願いします。
　今私は、復帰後４回目の基地の整理縮小の大事な機
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会と言いました。それでは１回目から３回目はどう
だったのかと言えば、私は１回目は沖縄が日本に復帰
したときだったと思います。米国はそのとき、県民の
復帰運動の高まりによって、このままでは沖縄の基地
は維持できないと、沖縄の基地を本国に統合する、そ
して普天間基地撤去を検討したというんです。ところ
が日本政府が出ていかないでくれと引きとめていた
と。これがオーストラリア発の公文書で明らかになり
ました。この件について県の認識を聞かせてください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　御質問のあった報道につきましてですが、本土復帰
後、米国防総省が沖縄の米海兵隊基地を米本国に統合
する案を検討しており、日本政府がこの海兵隊撤退の
動きを引きとめたとの報道であったというふうに承知
しております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　このことは新聞でも報道されて、物
すごい衝撃を与えました。
　２回目の機会が、95年の少女暴行事件のときだった
と思います。県民の怒りの前に、このままでは沖縄か
ら追い出されるかもしれないと、アメリカは普天間基
地の撤去と海兵隊の撤退を検討したと。しかし、ここ
でまた日本政府が出ていかないでくれと引きとめたと。
これは当時のモンデール大使が回顧録で明らかにし、
そして新聞のインタビューにも応じて明らかにしたん
です。これについてはどういう見解をお持ちですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　米元副大統領で、クリントン政権下で駐日米大使を
務めましたボルター・モンデール氏が平成７年当時、
米軍普天間飛行場の返還交渉で日本側が在沖米海兵隊
の駐留継続を望んでいたと述べていたことがわかった
と、報道あるいは回顧録等で明らかになっております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　そして３回目の普天間基地の撤去、
そして大幅な基地の整理縮小の機会がつい最近です。
私は2013年、建白書を求める県民の大きな闘いだっ
たと思います。2013年、知事覚えていると思います
が、１月28日に建白書を提出しました。提出したのが
１月28日です。その直後に出された防衛省の内部文書
です。米国の安全保障政策、日米同盟というものの13
ページに、しかしながら普天間飛行場の移設及びオス
プレイの沖縄配備ともに依然として沖縄県から理解が
得られていない。万が一の事故の際には、全基地撤去
運動につながりかねない状況だという危機感がこの防

衛省の内部文書にあらわれているのです。ですから、
そのとき日米両政府は沖縄から追い出される、大変な
ことになると。大変危機感を抱いたのですが、しかし
そのとき、年末に前の知事が埋め立てを承認する印鑑
を押してその機会が失われたと。３回目の機会が私は
失われたと思っているのですが、それについて県はど
う思っていますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　平成25年の１月に全市町村長、全市町村議長による
建白書が政府に提出されました。同年３月、普天間飛
行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認願書が
県に提出され、同年12月、県は埋立承認申請について
承認しました。その１年後、平成26年12月、翁長知事
が当選し、平成27年10月、埋立承認を取り消しまし
た。知事は、辺野古に新基地はつくらせないという公
約を掲げ多くの県民の負託を受けております。沖縄県
は辺野古に新基地はつくらせないということを引き続
き県政運営の柱に、公約の実現に向けて全力で取り組
んでまいります。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　私は、このように復帰後から今日ま
で基地の大幅な整理縮小の大きな機会が３回あったと
思うんです。それを潰されてしまった。しかし諦める
必要はありません、今４回目だと私は思っています。
その理由の１つは、辺野古に絶対基地はつくらせない
というこの揺るぎない決意を持って県政運営の柱に
やっているという翁長知事を先頭にした県民の闘いが
あります。２つ目が、情勢の劇的な変化だと思います。
　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。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇渡久地　修君　まず、復帰後の情勢を振り返ってみ
ると、沖縄が日本に復帰したとき世界には10の軍事同
盟が存在していました。それが復帰して以降今日ま
で、東南アジア条約機構、1977年に解体、中央条約機
構、イランが入っていたが1979年解体、中ソ友好同
盟、1980年失効、アンザス条約、アメリカ、ニュー
ジーランド、オーストラリア、これが1985年にニュー
ジーランドが非核政策を打ち出して機能停止。ワル
シャワ条約機構が91年に解体、中南米の米州相互援助
機構、19カ国が加盟していましたが、2004年にメキ
シコが脱退して機能停止しています。現在残っている
のはＮＡＴＯと日米安保、米韓安保そして米豪安保の
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４つになっています。これを地図にするとこういうふ
うに（資料を掲示）　赤い色が同盟ですが、これが急速
に減っていっているというのが今の世界の軍事同盟の
状況だと思うのですが、それについて認識をお聞かせ
ください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　今、議員が地図で示していただいた状況について
は、県のほうでも確認しているところでございます。
〇渡久地　修君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　世界的には、軍事同盟が大幅に少な
くなっている。東南アジア地域ではどうかというと、
1976年にＡＳＥＡＮを中心として軍事同盟によらな
い平和友好条約で平和を守ろうということで領土主
権、相互尊重、内政不干渉、紛争の平和的手段による
解決、武力による威嚇または行使の放棄を原則にした
東南アジア友好協力条約というものが成立しました。
そしてこれはその後、日本、韓国、ロシア、北朝鮮、
アメリカ、ＥＵなども参加が広がって28カ国に広がっ
ているのです。このような東南アジアでの動きについ
て県は認識していますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　東南アジア友好協力条約は、東南アジア地域におけ
る平和友好及び協力の促進を目的として1976年、当
時のＡＳＥＡＮ加盟国の間で発行されています。条約
の基本原則は、議員から先ほどありましたけれども、
意見の相違または紛争の平和的手段による解決、武力
による威嚇または武力の行使の放棄などを定めてご
ざいます。条約の加入条件につきましては、東南ア
ジア以外の国につきまして、東南アジアの全ての国の
同意を得る必要があり、私どもが確認した限りでは、
2018年２月時点の加盟国は34カ国というふうに聞い
ております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　さらに2011年11月19日には、イン
ドネシアのバリで開かれた第６回東アジア首脳会議と
いうものが開かれまして、そこではＡＳＥＡＮ加盟国、
インド、日本、韓国、ニュージーランド、ロシア、ア
メリカ、これらの首脳が先ほど言ったような内政不干
渉、武力による威嚇、その他への武力行使の放棄、相

違や紛争の平和的解決というバリ宣言を採択して、こ
こに宣言文ありますけれども、これについて承知して
いますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　2011年11月19日におきまして、国連憲章の目的や
諸原則、東南アジアにおける友好協力条約及びその他
の確立された国際法の諸原則に関するコミットメント
を再確認するなどした互恵関係に向けた原則に関する
東アジア首脳会議の宣言が採択されたというふうに聞
いております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　このように知事、東南アジア、東ア
ジアでは平和への動きが物すごく加速しているので
す。そして最後に残っていた北朝鮮でも劇的な敵対関
係から平和の動きが進展してきたというのが今日だと
思います。それで南北首脳による板門店宣言が出され
ましたが、その中身について聞かせてください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　平成30年４月27日に、文在寅大統領と金正恩国務
委員長との間で南北首脳会談が開催され、朝鮮半島の
平和と繁栄、統一のための板門店宣言文が発出されて
おります。板門店宣言については、年内における休戦
協定の平和協定への転換、南北米中４者の会談の開催
の推進、完全な非核化を通じて核のない朝鮮半島の実
現などの内容となっております。またその後、平成
30年５月26日も両首脳による会談が開催されており、
５月27日の文在寅大統領の記者会見によると、板門
店宣言の履行及び米朝首脳会談の開催について会談を
行ったとしております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　その後、米朝首脳会談が行われて宣
言が出されましたが、その中身はどのようなものです
か。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　去る６月12日にシンガポールにおいて米朝首脳会
談が開催されており、会談後に両首脳は合意文書に署
名しております。合意文書の内容については、１、平
和と反映に向けた新たな米朝関係の構築、２、朝鮮半
島における永続的で安定的な平和体制の構築、３、板
門店宣言を再確認し、朝鮮半島の安全な非核化、４、
朝鮮戦争中の捕虜や行方不明の兵士の遺骨の回収への
取り組み及び身元が判明したものについての返還につ
いて一致したとしております。
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〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　このような南北そして米朝の首脳の
宣言が紹介されましたけれども、ことし２月に翁長知
事がワシントンに行ってシンポジウムをやりましたけ
れども、そのときに、ペリー元国防長官がこの朝鮮半
島の動きが普天間基地に与える影響について発言して
いると思いますが、普天間基地について発言している
部分を紹介してください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　普天間基地の撤去の可能性のところですが、米朝首
脳会談が完全な成功をおさめ北朝鮮の脅威がなくなれ
ば、普天間飛行場に駐留している部隊について、その
存在理由がなくなり得ると発言されております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　普天間基地の駐留の根拠がなくなる
ということを言っているわけです。
　そして次に、この同じシンポジウムで朝鮮半島の動
きが沖縄の全米軍基地に与える影響についても言及し
ていると思いますが、それについて紹介してください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　北朝鮮の危険性を取り除くことができたなら、沖縄
に米軍を配備する合理的理由がなくなると発言されて
おります。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　沖縄の全米軍基地の撤去につながっ
ていくだろうと、こういう未来の見通しを立てること
が大事だということを発言しているわけです。これは
知事が行ってやったシンポジウムの大きな成果だと思
います。
　そこでこの問題の最後に知事にお尋ねしますけれど
も、知事、私は今この世界の動き、そして東南アジア
の動き、朝鮮半島での平和の動きについてるる述べま
したけれども、これは知事も私は共有できるものだと
思います。今、私たちに課せられているのは、この動
きをどうやって沖縄の基地問題の解決に結びつけてい
くかということだと思うのです。それに逆行するよう
に、だから抑止力が必要だ、基地を強化しないといけ
ないと防衛大臣が発言したりしていますけれども、私
はとんでもない。そういう意味で理論的に沖縄のもう
辺野古は要らない、普天間基地も撤去、米軍基地も要
らない方向に行くのだよということをしっかりとまと
めて県民に示していくということはとても大事だと思
うんです。だから、先ほど部長から答弁があったよう
に、見守りますとか、期待しておきますということで

はだめなんです。だからしっかりと自分たちで主体的
に、この情勢をしっかりまとめていくということが大
事だと思います、これが１点目。もう一点目、そのこ
とをしっかりとまとめて、私は関係国にしっかりとし
た知事の書簡なり手紙なりを送るべきだと思うんです
けれども、これはぜひできましたら知事からお聞きし
たいと思いますのでよろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　渡久地議員の御質問にお答え
をいたします。
　今定例会といいますか、地位協定を含めいろんな形
で御議論があって大変今までにない日米安保体制、あ
るいはまた国防というようなことにも認識が広がって
きたのかなという感じがいたします。
　私も振り返ってみますと、今いろいろ米軍基地の問
題にかかわってきたモンデール副大統領とも１時間話
をし、銃剣とブルドーザーで米軍が接収をしたと、あ
の実情を私はよく知っていると。アメリカが責任を
持ってこれは縮小させるべきだという大変率直な意見
もお聞きしましたし、ペリー国防長官の件につきまし
ては、先ほど来紹介をされているような形で、いわゆ
る北朝鮮の問題がなくなれば沖縄の基地も必要ではな
かったと。それからもう一つは、本来なら沖縄でなくて
もよかったんだけれども、やはり日本政府が沖縄がよ
ろしいというところで少しジョセフ・ナイさんとか、
いろいろ意見交換があったんですがやはり前県政が承
認をしたというのは、大変大きなインパクトで、沖縄
がオーケーするんだったらいいのではないかというよ
うな話も聞かされております。
　ですから、今回の定例会でいろいろ話があります
が、あんまり詳しくいろいろ言うと長くなりますの
で、私は一言で申し上げますと沖縄の今の日米安保体
制の状況は、憲法の上に日米地位協定があって国会の
上に日米合同委員会があると。その中でいわゆる日米
安保体制が維持されている。そういったようなものが
国民には見えてこない。民主的に物事を決めているよ
うに見えますけれども、やはり私が一つ一つ沖縄の基
地のいろんな事件・事故などを言っても日本政府に当
事者能力を感じられない。感じられないという中で国
会も特に騒ぐわけでもないし、いろんな問題がありま
す。ですからそういう中でのこれからのあり方につい
ての中で、一番日本が固まってしまっているなと。戦
後レジームからの脱却とか大変ダイナミックな話が
あったんですけれども、いわゆる米朝会談、あるいは
また中国、ロシアがいろんな形でかかわってくる。そ
ういったようなものの中でどこが一番動いていないか
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というと、日本という国が全く動いていないような感
じがして、そうすると沖縄の負担軽減とか誠心誠意と
いう話を含めて、今の日本の国のあり方というものが
私たち沖縄から見ても、周辺国を見ると何か動きそう
な感じしますけれども、日本国を見ると何も動きよう
がないというような状況の中で、これはいかがなもの
かと思っております。ただ、今北朝鮮とアメリカはい
ろいろ二転三転していますので、しっかりと見定める
わけにはいきませんが、ただ間違いなく緊張緩和に動
いていることが、きのう、きょうの新聞などでも北朝
鮮が有利だとか、アメリカが有利だとかいろんな言い
方をしますけれども、それでも間違いなく緊張緩和に
動いている。そこで日本がどういう動きをしようとし
ているかが全く見えない。その中にいる私ども70％の
米軍の専用施設を持っているこの沖縄県が、どのよう
にこういった今までの固定観念から脱してしっかり対
応していくかという。まさしくある意味では、一番重
要な時期だなというふうに思っていますので、その辺
のことをベースにしながら物事に当たっていきたいな
とそういうふうに思っています。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　知事の決意、本当にぜひその立場で
頑張っていただきたい。
　知事、大変ですけれども、私は沖縄県は主体的に関
係各国にいろいろと手紙を送ったり意見を言う資格と
いうのはあると思うんですよ、権利と。何でかという
と基地をこれだけ集中させられて、私たちは苦しめら
れているわけですから、その県の知事として、今の考
えも含めてこれからの望むべき沖縄も含めて、しっか
りとまとめてこれまでも国連人権委員会でも訴えて、
アメリカでも訴えて、シンポジウムもやってきました
けれども、ぜひ書簡なり手紙などにまとめて私は関係
各国に知事の思いを、沖縄県民の思いをぜひ発送して
ほしいと思うのですけれども、ぜひ再度この件につい
てお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。

〇知事（翁長雄志君）　国内でもなかなかそういった
日本国のことは、日本の国民全体で守ってもらいたい
というのもなかなか浸透しないんです。いわゆる当事
者意識は国民にもなかなかない。そういう中でおっ
しゃるように関係する各国、いわゆるそういうところ
というのは大変その辺のところ敏感だというふうに
思っています。ロシアとの一昨年、何となく北方領土
の問題は解決しそうだったけれども、何で解決しな
かったかというと日米地位協定で、返したら日米地位
協定には日本の領土にはどこにも基地を置ける。望む
だけ置けると書いてありますから、ロシアからすると
返したら大変なことになると、そこに米軍基地が来た
らいかんという。あの緊張感は世界各国のほうにある
と思いますので、今おっしゃるようなものはやっぱり
沖縄の立場ということからしますと、それぞれのいろ
んなことを凝縮しながら沖縄の思いとアジアの安定と
世界の安定というようなことについて、自治体として
のことも踏まえながらしっかりと対応していきたいと
思います。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　どうもありがとうございます。
　私は復帰から46年、これまで３回沖縄の海兵隊撤
退、基地の大幅整理縮小の機会が３回あったと指摘し
ました。今回４回目。これが県民の大きな運動の高ま
り、そして何よりも翁長知事が揺るぎない決意で頑
張っている。そして今回の朝鮮半島の平和の動き、こ
れをしっかりと生かしていく。そのためには主体的に
我々が取り組んでいくという立場で知事にも臨んでい
ただきたいと指摘して終わります。
〇議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明28日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後４時46分散会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透



－ 277 －

平成30年６月28日

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ８ 号）
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

平成30年６月28日（木曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第８号
平成30年６月28日（木曜日)

午前10時開議
第１　一般質問
第２　乙第１号議案から乙第19号議案まで（質疑）
第３　乙第20号議案（知事説明、質疑）
第４　陳情第60号及び第70号から第75号までの付託の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　乙第１号議案から乙第19号議案まで
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第５号議案　 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一

部を改正する条例　
　　　　　　乙第６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７号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例　
　　　　　　乙第９号議案　工事請負契約について　
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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
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　説明員として出席を求めた公安委員会委員長阿波連
光君は、別用務のため本日の会議に出席できない旨の
届け出がありましたので、その代理として公安委員会
委員知念公男君の出席を求めました。
　次に、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
島袋秀勝君及び労働委員会会長藤田広美君は、所用の
ため本日の会議に出席できない旨の届け出がありまし
たので、その代理として人事委員会事務局長池田克紀
君及び労働委員会事務局長金良多恵子さんの出席を求
めました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、乙第１号議案か
ら乙第19号議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　おはようございます。
　会派沖縄・自民党の西銘啓史郎です。
　通告に従い質問を行いたいと思いますが、その前に
１点だけ、議会事務局を含めお願いしたいことがあり
ます。
　25日の議会、順延になりました。そのときにこの議
場に傍聴に来ていた方々、またテレビを見ていた方々
が、全く状況がわからず、私の知人も２時間近くこの
議場で待ったということがありました。できましたら、
今後のことを含めて、こういう場合にはきっちり議場
での説明なり、また、テレビでの説明の仕方、この辺
についてきっちり対応をお願いしたいと思います。
　それでは、通告に従い質問に入りたいと思います。
　まず、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、県民投票と撤回についての知事の見解の中の、
県民投票の意義についてですが、まずその前に、今署
名活動が行われているようであります。新聞によると
まだ３割ぐらいしか集まっていないとのことですが、
県として今後の手続、事務手続を含めて最短でいつご
ろ県民投票ができると考えているのか御説明をお願い
します。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　県民投票につきましては、先月５月23日、条例制定
請求者に対し、条例制定代表者証明書を公布し、県民

投票の署名が始まっております。署名期間は告示の日
から２カ月以内ということで、７月23日までが署名期
間となります。法定数以上、有権者総数の50分の１以
上が集まった場合には、署名期間終了後10日以内に署
名をした者が選挙人名簿に登録された者であることの
証明のため、各市町村選挙管理委員会へ署名簿を提出
します。その後、市町村選挙管理委員会は20日以内に
審査を行い、署名の有効、無効を決定し、その終了し
た日の翌日から７日間、関係人の縦覧に供するという
ような形です。
　このような法的な手続が署名開始から約３カ月はか
かるものと考えております。ですから、その後10日以
内、いわゆる公告縦覧後、条例制定請求書を知事に提
出すると。その後知事は請求を受理した日から20日以
内に議会を招集する形になります。その議会に県民投
票条例を付議すると。
　今現在出されている県民投票条例案では、条例公布
後６カ月以内に県民投票が実施される旨定められてい
ますので、実際いつ投票するかについては条例制定後
の議論になろうかと思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　条例案というのは誰が作成すると
いうふうに理解したらよろしいでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　今回、５月１日に県民投票条例の制定を請求する代
表者の方が条例案を携えまして、今県民投票の署名活
動を行っております。その条例案というのも、今はも
う示されております。いわゆる署名活動に際してこの
条例案に基づく署名活動を行っているような形になろ
うかと思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ということは、今、署名活動に添
付されているのかよく見ていませんけれども、その条
例案がそのまま議会に提出されるという理解でよろし
いですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　知事は意見を付すこと
はできますが、いわゆる条例案について修正する権限
はございませんので、そのまま出される形になろうか
と思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ということは、条例案をほとんど
見ない県民がその条例に対して意見を言うこともでき
ず、議会では一部修正できるにしても、もうそれが原



－ 280 －

案となるという理解でよろしいでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　今、議員のおっしゃられ
たとおり、請求代表者の条例案が基本、議会に提出さ
れるものかと思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ちょっと法的なあれはよくわかり
ませんけれども、非常に不信感というか、何かそうい
う形でいいのだろうかと。例えば署名が今まだ7000
筆しか集まっていない中で、その署名した人がイコー
ルもうこの条例案に賛成していると。例えば、ほかの
残りの九十何万人の県民は、ほとんど条例案の中身も
知らずに、我々議会で議論をするということがどこま
で修正できるかもわかりませんし、まだ原案を私も見
ていませんけれども、そういった形で進むというのが
非常に何か違和感を感じるんですが、過去の中でもそ
ういう形にしかなっていないんでしょうか。
　例えば、他府県でもいいですよ。そういった条例を制
定するときに、署名に添付されたものがそのまま議会
に上がってくるという事例が普通なのかどうかです。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　他県では、住民投票、
市町村の投票が過去行われていますが、基本的に条例
案に基づく署名活動が行われるものと理解しておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　この場で余り議論してもあれだと
思いますので、次に進めさせていただきます。
　承認撤回を行う際の判断理由と時期については、知
事は何度も御説明いただいているんで、ちょっと違っ
た角度から質問をしたいと思います。
　８月11日に県民大会が開かれるというふうに新聞
に出ていました。2002年、知事が那覇市長２周年の
ときの、この「創造への挑戦」という本が手元にあり
ます。私も読ませてもらいました。1995年の10月21
日の県民大会で、知事は玉城義和議員――お亡くなり
になりましたが――行動に感動したとありますが、知
事、そのときのこと覚えていらしたら説明お願いしま
す。10月21日の県民大会で、知事が当時市長時代です
けれども。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　お答えいたします。
　20年超えますので、今お聞きしたことと、どういう
ことかということで聞いたということで、パーフェク
トに整合性がとれていないものも含めた話になろうか
と思います。

　あのときの県民大会は、ある意味で自民党側から私
のほうが事務局長的な立場で出ていって、そしていわ
ゆる革新のほうからは玉城義和さんが事務局長として
出て、２人でいろいろそのときの嘉数知賢さんが議長
として会長といいますか、そういう形でやっておりま
したが、そのもとで事務的なものを含めてやっており
ました。今おっしゃるようなものが私のものに書かれ
ていたというようなことは、何だったかと言いますと、
ちょうど大変ある意味で言葉遣いが正しいかどうかわ
かりませんが、集会所で過激な行動をとられる方々が
おられたものですから、それについて玉城義和議員が
しっかりと指摘をし、これは県民全体の集まりだから、
皆さん方がこのように大騒ぎをすると、これは県民の
心が一つにならないというようなことを私よりも先に
玉城議員が話をされておりました。それをそばで見な
がら、ああこれからの沖縄の運動というものはそう
いった意味ではある意味で私は腹八分、腹六分と言っ
ているんですが、みんなそれぞれ考え方あるけれども、
一つの目標に向かってこういう交通整理をするのを玉
城先輩がやったようなことも見ながら、そのことを多
分書いたというふうに思っています。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　まさしくそのとおり知事、書かれ
ています。最近の県民大会、何回か開かれています
が、私は残念ながら一度も出たことはないんですけれ
ども、最近の県民大会を見て、知事はどのように感じ
ますか。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　そういったことも含めて、時代
背景も冷戦構造が終わったりとか、あるいはまた政権
交代もあったりとか、いろんな流れの中で私もいろい
ろ思うところがありまして、今の立場にいるわけであ
りますけれども、県民大会等々見ましても、やはりそ
れぞれある意味では政党、会派、あるいはいろんな団
体、考え方やっぱり大変よく言えば厳しい視点で物事
を見る方が多いんですが、やはりみんなでまとまろう
というような意味では、大変それぞれが腹八分、腹六
分でまとまりをつくろうつくろうという努力をしなが
ら、今、県民大会が開催されているのかなというふう
には思っています。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　テレビ報道等によると、のぼりを
持った方々が、特に県外からも多く参加されているや
に聞いております。ですから、玉城義和議員がおっ
しゃったような県民大会ではなくなりつつあるのかな
と、私個人的には思います。そのよしあしは別としま
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して、いずれにしてもそういう知事が感動した大会が
だんだんだんだん変わってきているんじゃないかとい
うふうに思います。
　これは私の個人の見解として述べておきますが、そ
の中で知事、もう一つこの中に県民投票についても知
事がコメントをしているんですが、どういうコメント
をしたか覚えていましたら――覚えてないですか。
（資料を掲示）　県民投票については、知事はこう語っ
ています。投票率が60％を割ったことでもわかるとお
り、多くの県民が踏み絵を強要されているような気分
になりまして、結果的に、県民投票がせっかく狭まっ
ていた保守と革新の境を広げてしまったと私は感じて
おりました。保守と革新という形で追われていったの
があの状況でありますというふうに述べています。
　ですから、知事は県民投票について、承認撤回には
左右されないというふうにされましたけれども、県民
投票をどのように今考えていらっしゃいますか。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　冒頭で、時代背景が冷戦構造
から変わってきたというような話もしたわけでありま
すが、ある意味では県民投票についてのあのときの考
え方、やはり玉城先輩等々県民あるいはまた各政党会
派、みんなで心を一つにしてやっていこうというよう
なものがあった中で県民投票というものが出てまいり
ました。それは恐らく閉塞状況になっているものを何
とか打破したいというもの等、いろいろ考え方もあっ
たかと思いますけれども、やはりそういったこと等が
あの時点においては、やはり賛成、反対というような
ものがまだ実るような部分があったのかどうか、ある
いはまたそれの一つ一つの設問について、この文章が
正しかったかどうか等々含めて、あの時点における私
の考え方は今議員がおっしゃったようなものを持って
いた部分もございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　知事は、承認撤回をする判断は、
県民投票の時期やその結果に縛られないというふうに
おっしゃっています。結果に縛られない県民投票に意
味があるのかどうか、しかも５億円近くをかけてやる
県民投票に本当に意義があるのかどうか、疑問を呈し
ておきます。
　それと、知事、これは私からの要望なんですけれど
も、公有水面埋立法の承認取り消しを取り消しました。
今回、承認撤回を撤回することがないように、恐らく
知事の支持者からは非常に不安があると思います。知
事、前回私も申し上げましたが、今、知事に求められて
いるものは法的な観点からの判断ではなくて、もう何

が何でも行うという強い決断と実行であると私は思っ
ております。恐らく知事の支持者全てそう思っている
と思います。私はあえて、そういうふうに提言をさせ
てもらいますが、決断と実行が知事に今求められてい
るということを申し上げておきます。
　次の質問に入ります。
　離島における課題の整理と解決に向けての(1)アの
(ｱ)、那覇―石垣線の適用保留について。
　きのうの答弁で適用をするというふうになりまし
た。この経緯を説明お願いします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　まず、石垣―那覇路線につきましては、ことしの３
月13日に格安航空会社、いわゆるＬＣＣのバニラエア
株式会社が７月１日から就航するということが発表さ
れました。沖縄県は、交通コスト軽減事業を実施する
に当たって、公正取引委員会等と調整して、一番最初
に始めたときには、競争状態であるとか、価格の状態
であるとか条件にしておりましたが、その適用条件が、
ＬＣＣが参入することを成立時には想定していなかっ
たものですから、形式的に適用した場合には保留せざ
るを得ないと。これは問題なしと思っておらなかった
のですけれども、この適用条件を見て保留せざるを得
ないと判断して、５月14日に関係市町及び関係航空会
社に通知をいたしました。しかし、この間もどうすれ
ば政策目的が実現できるのかということは、検討を続
けておったところであります。６月に入りまして、石
垣市等々から要請もございまして、ただ、この間もす
ぐにできるということは申し上げられなかったのは、
先ほど申し上げましたような独禁法の趣旨であります
とか、公取の見解とか、それから関係各所との調整が
まだ未了だったからであります。
　昨日知事から継続をすると申し上げることになりま
したのは、おとといの６月26日の夕方ごろに、全体の
詰めが調ったということがございましたので、きのう
の再質問の機会に表明させていただいたということで
ございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　先ほど独禁法に抵触するおそれが
あったので適用保留したとありましたね。きょうの新
聞には、改めて公取に確認をすると、独禁法に抵触し
ないことを確認できたとありますが、当初は独禁法に
抵触するという判断があったわけですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　もう少し申し上げますと、
独禁法そのものという独禁法の目的、自由な競争を阻
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害しないであるとかいう目的がございますが、これに
関連しまして、公正取引委員会から平成６年に行政指
導に関する独占禁止法上の考え方という通知が行政機
関になされております。この中で法令に具体的な規定
がない価格に関する行政指導により、公正かつ自由な
競争が制限され、または阻害されることのないよう十
分留意する必要があるとのことでございまして、この
形をとってやってきておったわけですが、サービスが
同等の各社において、一方に、値段が高いほうに補助
金を出してやるということは、自由な価格形成を阻害
するおそれがあるのではないかという懸念から、この
ような条件を立てていったところであります。ただ、
ＬＣＣの場合は固定価格ではなくて、日ごと、便ごと
に価格が変動するということでありますとか、サービ
スと価格との間に通常のといいますか、フルサービス
キャリアの航空会社とは競合しないところが多うござ
いますので、これを整理して趣旨に反しないというよ
うな考えに至ったものであります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　結果的には、地元の方々の声を、
要望を反映させて適用したことは非常に評価をしたい
と思います。ただ、この判断の仕方、タイミング、ま
ずは最初にＬＣＣが就航すると通告があったのは多分
３月だと思います。それから、運賃もそのときにはも
う発表になっているわけですよね。ですから、そのと
きに考えられることは早目に地元にも航空会社にも説
明をして、早目早目の対応をしておけばいろんなこと
は早目に解決できたと思うんですね。
　私見ていて非常に感じるのは、今回の訂正でまた各
航空会社は運賃の登録なり、また払い戻しなり、いろ
んな作業が発生すると思うわけです。ですから、県の
判断ひとつで単に新聞でこれまた適用戻しますという
ことだけではなくて、その裏で航空会社や自治体や、
最終的には利用するお客様が非常に不便をこうむるわ
けですから、不便というか手続を、煩雑な。それも含
めて今後のいろんな判断をするときには迅速かつ正確
に状況を判断していただいて、対応していただきたい
と思います。
　それともう一つ、これは決定したのが６月26日の夕
方ということですから、残念ではありますが、地元出
身の次呂久議員が質問したときにはこの答弁なかった
ですよね。本当は地元の答弁のときに間に合うように、
ぜひ与党として配慮してあげてください。
　以上です。
　ちょっと休憩します。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。

　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時21分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇西銘　啓史郎君　(ｲ)のほうで、離島住民割引の利
用者数、負担額について御説明をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　離島住民等交通コスト負担軽減事業の直近３年間の
予算と実績について申し上げます。平成29年度にお
ける予算は約23億2000万円で、実績を申し上げます
と、航路につきまして、利用件数が約65万6000件、
負担軽減額が約３億1000万円でございます。航空路
につきましては、利用件数が約48万3000件で、負担
軽減額が約19億7000万円となっております。同様に、
平成28年度について申し上げますと、予算は約21億
1000万円、航路において利用件数が約65万5000件
で、負担軽減額が約３億1000万円、航空路において
利用件数が約43万6000件、負担軽減額が約17億5000
万円となっております。平成27年度は、予算が約18億
7000万円、実績は、航路の利用件数が約59万2000件、
負担軽減額が約２億9000万円、航空路におきまして
利用件数約38万5000件、負担軽減額約15億2000万円
となっております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　この件も何度も一般質問含め委員
会でも話をしているんですけれども、地元の方々の声
というのは多分企画部は把握していると思います。島
民割引はもちろん、地元に住んでいるときは対象です
けれども、では仕事で住民票を移して那覇に住んだ場
合は、島民割引は対象にならないという理解でよろし
いですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　住まわれている住民の方
が対象でございますので、そのようなことになってお
ります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　やはり離島に住む方々のいろんな
ハンディを考えた場合に、私もいろんな方々から聞く
声は、例えば、那覇に住んでいてもお盆や正月に帰る
ときに、これ何度も言っていますけれども、もう５人
で帰ったら10万以上かかるとか、そういうことを考
えると、僕は、島民割引というものをある程度、例え
ば、那覇に住んでいるけど本籍が島にある方々を島民
割引の対象にして、そのかわり回数を制限するとかい
う方法を県として僕は検討してもいいんではないかな
という気がします。変に交流人口に対する割引を出す
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よりも、そういう方々が島に帰りやすい環境をつくっ
てあげるということは、ある意味島が、住むことはな
いにしてもきっちり自分の生まれた島に帰って、地元
の方々またはおじいちゃん、おばあちゃんとどんどん
交流ができるということは非常に大事だと思います。
ぜひ、その辺についても一度ゆっくり議論したいと思
いますので、御検討お願いしたいと思います。
　続いてイのほう、情報通信基盤（超高速ブロードバ
ンド）の整備について、今の現状と今後について御説
明お願いします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　沖縄県では、平成28年度
から平成32年度にかけまして、離島及び本島北部の
15市町村を対象といたしまして、超高速ブロードバ
ンド環境整備促進事業を実施しております。平成29
年度までに10市町村、平成30年度には新たに石垣市、
久米島町及び渡嘉敷村の３市町村の整備に着手してお
ります。31年度以降は、大宜味村及び東村の整備を実
施する予定としております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　済みません。私、今ずっと海底ケー
ブルのことをちょっとあれしたつもりだったんですけ
れども、海底ケーブル、今、南大東まで行っています
けれども、これいつ開通したんでしたっけ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時25分休憩
　　　午前10時25分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　南大東への海底ケーブル
は、平成23年度に開通しております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　南大東と北大東の間は、どのよう
になっていますか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　両村間の、南北大東間は、
無線によってつながっております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　先日、南大東の村長、北大東の村
長、それから議員の方々、地元の方々といろんな意見
交換してまいりました。その中で、やはり北と南が無
線でということで、停電があったりするといろんな影
響が出ると。これは、私は本島はもうほとんどループ
化もできていて、この間、与那国のループ化も含めて
式典もありましたけれども、特に北・南の方々は、い
ろんな意味での情報の格差が少しずつ是正されてきて

はいるものの、やはり有事のときに、例えば、停電し
たり何かあったときに、そういった情報が遮断される
ということは私はあってはならないと思います。ぜひ
この辺については、もちろん工事の費用の問題やいろ
んな課題はあるにせよ、離島をとにかく知事も何度も
おっしゃるように、そういったことの観点からぜひ離
島のハンディをなくす、逆に離島に有利な状況を与え
るくらいの気持ちで対応してもらいたいと思います。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時27分休憩
　　　午前10時27分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇西銘　啓史郎君　続いて、島あっちぃ事業について
の事業概略と実績についてお願いします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　離島観光・交流促進事業、いわゆる島あっちぃ事業
と呼んでいるものでございますが、この事業は沖縄県
民の離島に対する理解促進や離島の住民の皆様との交
流促進による離島地域の活性化とともに、受け入れ離
島における観光産業の振興を図るということを目的と
しております。平成28年度は、自己負担率２割という
仕組みで2894名、平成29年度は、自己負担率３割に
上げさせていただきまして、3391名の方に行ってい
ただきました。この事業によりまして、体験プログラ
ムの開発でありますとか、既存のプログラムの改善、
それから受け入れ団体の組織化、連携体制の構築な
ど、さまざまな面でよい影響があらわれてきているも
のと思います。一方、昨年度の課題としては、実施時
期にちょっと偏りが生じてしまったために、ミスマッ
チが若干見られたことから、今後は募集時期等につい
て工夫をして、平準化を図ってまいりたいと考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ことし４月にＪＡＴＡ（日本旅行
業協会沖縄支部）から本事業についての指摘があった
と聞いていますが、その内容について御説明お願いし
ます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時29分休憩
　　　午前10時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　この事業を実施するに際して、チラシとかパンフ
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レットとかで、旅行業法に必ずしもそぐわない表記
が、あるいは注意を欠いたと思われる表記があったと
いう指摘があったと聞いております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　４点ほど多分指摘されているんで
すが、あえて読み上げませんけれども、私は、問題だ
と思うのは、法律を遵守すべき行政が旅行業法に違反
するようなことをするということは非常に大きな問題
だと思います。
　実は、この１回目から私は既に指摘をさせてもらい
ましたけれども、10万円のツアー費用の８割、８万
円県が負担して、２割で参加すると。このこと自体が
本当に適正なのかどうか。幾らモニターツアーとはい
え、やはりこういったものは今後の課題を多く残すと
思いますので、今年度で事業終了だとは聞いています
が、それにかわる先ほどいったように離島の方々への
支援事業に回すであるとかそういったことも含めて提
言をしておきます。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇西銘　啓史郎君　続いて３番、児童相談所について
でありますが、(1)の県内の児童相談所の数、職員の
数、ケースワーカーの数等について御説明お願いしま
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（大城玲子さん）　本県には浦
添市以南の市町村を管轄する中央児童相談所と、それ
から宜野湾市以北を管轄するコザ児童相談所、２つが
ございます。また、平成19年の４月から中央児童相談
所の八重山分室、それから29年の４月に同じく中央児
童相談所の宮古分室を設置して、離島における虐待対
応の体制を強化したところでございます。  　
　児童相談所の職員数につきましては、平成30年度が
正職員が89名、その他非常勤職員が77名配置しており
ます。そのうちケースワーカーは47名で児童相談業務
に従事しているところでございます。 
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　続いて(2)番、児童虐待相談の実
態と防止対策についてお伺いします。
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（大城玲子さん）　平成28年度
に本県の児童相談所が処理した児童虐待相談件数は
713件で、過去最多となっております。人件費を含む

児童相談所の運営費につきましては、職員体制強化の
ために年々増加傾向にありますけれども、平成30年度
予算の総額は約６億2300万円となっております。
　お尋ねの児童虐待防止に係る事業費としましては、
職員研修の実施、それから虐待防止の周知・啓発活動
に要する経費としまして、それも年々増加していると
ころでございますけれども、今年度の当初予算では約
8800万円となっているところです。  
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　続いて(3)番、警察との連携につい
てア、現状についてとイ、今後についてをまとめて御
説明お願いします。
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（大城玲子さん）　本県では、
平成19年の１月に、当時の福祉保健部と警察本部生活
安全部との間で、児童虐待に関する情報を共有して、
緊密に連携することを目的とした協定書を締結いたし
ております。児童相談所から警察へ情報提供を行う際
に、本協定書で定めた14項目の具体的な判断基準に基
づきまして、迅速かつ的確に情報の共有を図っている
ところでございます。その上で、双方が連携して取り
組むためには、情報提供に当たって事案への対応方針
をどのように共有するかが課題と考えているところで
ありまして、児童虐待事案に対しまして、児童相談所
と警察がそれぞれの役割に応じて適切に対応できるよ
うに、引き続き連携して取り組んでいきたいと考えて
いるところです。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　実は、東京都の事件の後、私も中
央児童相談所に行ってまいりました。所長といろんな
話をしながら現場の24時間の電話の部屋も見せても
らったり、いろんなものを見せてもらいました。
　私が感じたことは、実は、平成27年に起こった宮古
島での虐待死亡事故の検死報告書というのも読ませて
もらいましたけれども、東京と共通しているなと思う
のは引っ越した後の連絡、これがやはり警察も含めて
この最後の死亡事故につながっているわけです。です
から、県警やまた行政、いろんな形でこの児童相談所
にかかわるいろんな組織が本当に連携をしないと、守
れる命も守れなくなるのではないかということを大変
危惧しております。所長との話の中でも、人員はふえ
てはいるものの非常に厳しい体制であるということも
聞きましたので、これももうぜひ各市町村の協力が必
要ですが、中央でいえば21市町村見ているんですか、
コザで20、どっちかが20だと思うんですけれども、要
は県内の市町村の半分を見ているわけですから、そこ
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の市町村にもそういった体制はあるにしても、１回半
年から１年ぐらいの出向をするとか、とにかく現場を
知ってもらってまた市町村に帰ってもらうような仕組
みをぜひ構築できれば、もちろん定数の問題等あると
は聞いていますけれども、とにかくいろんなことを含
めて未然に防げる問題を後で後悔しないように体制を
しっかり構築していただきたいと思います。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時36分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇西銘　啓史郎君　４番、沖縄県国際交流・人材育成
財団について設立経緯、その役割について伺います。
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。
　公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団です
が、これは昭和28年に設立された琉球育英会を継承し
た沖縄県人材育成財団と、もう一つは沖縄県国際交流
財団がありまして、それが平成12年に統合しまして、
平成25年にさらに法律の改正等もありまして公益財
団法人の認定を受けて、現在に至っているということ
であります。当財団ですけれども、沖縄県の教育、文
化及び産業の発展に資するための国際性豊かな有為な
人材の育成並びに国際交流・協力拠点の形成を図ると
いうことを目的としておりまして、奨学金の貸与であ
りますとか、国際交流に関する事業などを行っている
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　続いて、在沖米軍施設・区域内大
学の実態について。
　ア、基地内学校の数について御説明お願いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　基地内大学の数ですが、こ
れは公益財団法人沖縄県国際交流・人材育成財団が推
薦の窓口となっておりますけれども、平成30年度の沖
縄米軍施設・区域内大学は、メリーランド大学及びト
ロイ大学大学院の合計２校となっております。  
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　そちらでの就学者の実績人数、学
校別にお願いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　これ29年度ですけれども、
国際交流・人材育成財団の推薦による就学者につきま
しては、ブリッジプログラム受講者も含めまして、メ
リーランド大学へ48名、トロイ大学大学院へ２名、合

計50名となっております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　今までの累計の就学者の数は、把
握されてますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時39分休憩
　　　午前10時40分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　これは昭和62年から平成29
年までの累計でありますけれども、大学もいろいろ変
遷はしてきておりますけれども、これまでの基地内大
学で1494人が就学しております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私も財団に行っていろんな話を聞
いてまいりました。まだ基地内の大学は視察できてい
ませんけれども、私、申し上げたいことは、沖縄県の
学生で海外に留学している方々多分いっぱいいると思
います。経労委で視察行ったときも、シドニーでした
けれども、沖縄から来た留学生に会いました。物価が
高い、家賃が高いのでシェアハウスをしているとか、
非常に苦労されているのを目の当たりにすると、やは
り基地のあることのよしあしは別としても、やはり一
番身近に留学できる場所だと僕は思っているんです。
ですから、この制度なり仕組みをうまく活用して、海
外に行かなくても一番身近な留学ができるということ
に視点を当てれば、ぜひこれはきっちり県民にもＰＲ
してほしいですし、こういったことを積極的にといっ
たらあれかもしれませんが、そういう場を広げるよう
な活動もするべきではないかなと気がしていましたの
で、一度私もまず基地内に一回見にいって、私自身も
留学してみたいなという気がありますので、頑張りた
いと思いますのでよろしくお願いします。
　続いて５番に行きます。
　小中学校、高校のトイレの洋式化についてですが
(1)、洋式化率について御説明お願いします。
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。
　平成29年４月１日現在ですが、公立小中学校及び
県立高等学校の洋式トイレの割合は、別々に申し上げ
ますと、小学校で58.1％、中学校で53.8％、高等学校
で56.6％となっております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　特別支援学校はどのようになって
いますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
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　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時42分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　特別支援学校の洋式化率は、90.5％になっておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　続いて(2)番、市町村別の洋式化率
で、市町村の一番洋式化率の高い市町村、それから低
い市町村、お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　県の小中学校における洋式トイレの割合が高い市町
村、名護市及び大宜味村が100％となっております。
一番高いところで……
〇西銘　啓史郎君　低いほうも。
〇教育長（平敷昭人君）　低いほうもですね。低い市
町村ですが、那覇市が29.3％というふうになっていま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　実は私もこの数字を聞いてびっく
りしたんですが、那覇市がもっと高いと思ったんで
す。クーラーの普及率は那覇市は全県的に見ても、小
中学校で98％ぐらい高いんですけれども。何を申し上
げたいかというと、この学校は避難所としての指定を
されていますよね。ですから私が思うに、例えば実際
に私の母校にも行ってみました。トイレを見させても
らいましたけれども、和式が多いことは決して僕は全
面否定はしませんけれども、高齢者の方々が避難で来
たときに、和式のトイレで本当に用を足せるのかどう
かとか、または、小学校の低学年の子供たちは和式で
入れるのかどうか、これも含めて非常に洋式化率とい
うのは、単純に学校の生徒のためだけではなくて、避
難場所としての意味も含めて私は洋式化を図るべきだ
と思うんですが、その予算とまたその進捗についての
考え方、教育長としてどう考えているか御説明お願い
します。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　教育委員会としましては、洋
式化率の低い市町村に対しましては、市町村の担当者
への説明会等におきまして、トイレ改修事業等の国庫

補助事業の活用を促しているところでございます。那
覇市では、31年度に洋式化を50％、37年度に完了す
るということを現在目標にしているようでございます
が、いずれにしましても、トイレ環境の改善につきま
しては、改築等の建物を新たに整備する際に洋式化を
図っているというのが実情、かなりの部分であります。
　学校におけるトイレの整備については、教育・生活
の場としての環境向上を図る観点からも重要であると
認識しておりますので、また学校施設は議員がおっ
しゃったように地域を含む多くの方々が利用するとい
うこともありますので、配慮もしまして、和式・洋式
の設置比率も十分検討していく必要があると考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　その場合の予算、文科省の予算な
のか、一括交付金なのか、ハードというものも何か聞
こえてきましたが、予算の財源についてはどのように
考えていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時46分休憩
　　　午前10時47分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　財源としましては、ハード
交付金のほうと従来型の補助金、２通りございます。
それは、新増築だったり、危険建物改築だったり、そ
れによって財源が変わりますけれども、いずれのほう
もトイレの整備には使えると思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私も教育委員会の担当の方にいろ
いろ話を聞きましたけれども、学校の建てかえのとき
に合わせてトイレを改修する、つくり直すというのは
理解するんですけれども、建てかえなんていうのはも
う何年、何年と１年に何十校もできないですよね。と
なると、トイレの改修がどんどんおくれていくわけで
すから、それであれば予算のとり方、予算の執行の仕
方にもよりますけれども、早目にこの洋式化を進める
ことで、先ほど言ったように避難所としての活用もで
きますから、それについてはぜひ前向きに検討しても
らいたいと思います。
　続いて６番、外国人留学生の実績、実情と就労状況
について、(1)の県内の日本語学校の数と生徒数につ
いて伺います。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　まず法務省が日本語教育機関ということで告示をし
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ておりますが、県内には13校ございます。ただし、在
籍する生徒数については公表がされていないところで
ございます。ただ、その13校のうち、県のほうで認可
している専修学校、各種学校ございまして、それ４校
がございます。この４校については、学校に聞き取り
を行いましたところ、平成30年６月15日時点でござ
いますが、生徒数は合計320人となっております。ま
た、文部科学省が別途独自で公表している日本語教育
機関に関する調査結果ございますが、それで回答のあ
りました県内８校の回答がございましたが、留学生数
は、平成29年11月１日現在でございますが、合計で
1145人となっております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　この日本語学校の管轄というか、
監督官庁というのはどちらになるんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　法務省になるのかなと
思っておりまして、法務省のほうで、いわゆる在留資
格、留学が付与される学生を受け入れることが可能な
日本語教育機関ということで法務省が告示をしている
ということでございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　日本語学校を卒業した生徒さんた
ちの進路については把握されていますか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　そこまでは把握できてお
りません。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　じゃ (2)番に行きましょう。
　留学生の就労実態、週28時間の制限についてという
ところで、県として今どのようにそれを捉えていると
か、改定をする意思があるのかどうかについてお伺い
します。
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）　留学生の資格外労
働時間を28時間から36時間に拡大することにつきま
しては、九州でいきますと、九州７県１政令都市でそ
ういう国家戦略特区に係る共同提案をなされていると
聞いてはおりますけれども、本県におきましては、国
家戦略特区が指定されていますので、うちも委員と
なっております九州地域戦略会議において、同内容を
国に要請を行っているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私が最初聞いた話によると、沖縄
を除く７県が先に要望をして沖縄県はそれに乗らな
かったというふうに聞こえてくるんですね。最終的に

は、29年６月に九州、今御説明あった地域戦略会議と
して要請はしているようですけれども。
　私が申し上げたいことは、まず留学生の方々の卒業
後、もちろん専門学校に行って資格を取ったり、それ
から就職をする生徒さんもいると思います。先ほど
来、県のほうでは有効求人倍率が上がって失業率が改
善されたということで、県政のこの運営を評価する声
もありますけれども、実態はもう雇用のミスマッチで
労働力不足です。それを外国人労働に全てを求めてい
るわけじゃありませんけれども、私としてはやはりこ
の外国人の方々を単なるマンパワーではなくて、今回
政府の骨太の方針にもこれ書かれました――６月15
日付ですけれども――その中でもしっかり外国人の労
働について、国としても「新たな外国人材の受入れ」
という中で、特に４番目のほうですけれども(3)かな、
要は、法務省が総合調整機能を持って司令塔的役割を
果たすけれども、外国人の人権が守られるとともに、
外国人が円滑に共生できるような社会の実現に向けて
取り組んでいくとあるわけですね。ですから沖縄もこ
れからどんどん外国人が入ってくる中で、もちろん法
的な規制も必要かもしれませんけれども、この共生で
きる社会づくりというのは必要だと思います。ぜひ、
これは陳情が上がっているようですので、また後ほど
議論をしたいと思いますが、ぜひこの外国人の労働者
についてもきっちり体制がとれるような仕組みを議論
していきたいと思います。
　ありがとうございました。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
〇末松　文信君　おはようございます。
　沖縄・自民党会派の末松文信でございます。
　一般質問を行います。
　私は、この６月定例会の開会日に知事が帽子をかぶ
られて痩せ細った姿で席に着かれている。それを拝見
して大変忍びがたい気持ちでいっぱいでありました。
知事におかれましてはしっかりと御静養され、一日も
早く元気な姿で復帰されますことを願っております。
　質問に入ります。
　その前に通告の順番を変更したいと思いますのでよ
ろしくお願いします。
　６の代表質問との関連を３番目にいたしまして、以
下順次繰り下げますのでよろしくお願いします。
　それでは１、北部地域医療の現状について。
　(1)、県立北部病院について。
　ア、規模及び決算状況と今後の見通しについて。
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　イ、医師及び看護師等の充足率と今後の見通しにつ
いて。
　ウ、北部地区医師会病院との連携について。
　エ、病院施設の建てかえ時期について。
　(2)、北部地区医師会病院について。
　ア、規模及び決算状況と今後の見通しについて。
　イ、負債残高と今後の見通しについて。
　ウ、医師及び看護師等の充足率と今後の見通しにつ
いて。
　(3)、北部医療圏域から他圏域への医療流出につい
て。
　ア、流出状況について。
　イ、流出に伴う経済的、精神的負担について、見解
を伺う。
　ウ、流出防止対策について。
　(4)、北部基幹病院の建設計画の進捗状況について。
　ア、地元市町村及び北部地区医師会等との合意形成
について。
　イ、各市町村の財政負担について、見解を伺います。
　２、県立高等学校教育について。
　(1)、通学に要する交通費の支援について。
　ア、北部地域における各高等学校へのバス通学の生
徒数と割合について。
　イ、長距離バス通学に伴う交通費の負担（月額）に
ついて。例えば、名護高校に通う場合、本部町とか辺
土名からどのくらいかかっているのかということであ
ります。
　(2)、中高一貫校、各学校のその後の評価について。
　３、我が党の代表質問との関連について。
　(1)、島袋大議員の代表質問の６、県内社会資本の整
備についての(2)、北部地域の道路整備に関連いたしま
して。
　ア、県のハード事業のうち、本庁直轄及び各支庁分
も含めて北部、中部、南部、宮古及び八重山圏域、そ
れぞれ配分されている予算額について、過去３年間の
推移を伺います。
　イ、上記予算額について、各圏域の人口比率及び面
積比率を伺います。
　エ、名護市安和の与那川の改修工事及び安和小学校
前の橋のかけかえ工事も長い間工事がストップしてお
りますけれども、その理由と見通しについて伺います。
　(2)、同じく(4)、(5)、水源確保に関連いたしまして。
　ア、水がめと言われている北部やんばるの各ダム及
び河川等の水源から取水している水量と他の水源、い
わゆる海水淡水化水を含む水量との割合について伺い
ます。

　イ、海水淡水化水と一般水、１トン当たりの生産コ
ストについて伺います。
　ウ、福地ダムから県浄水場までの導水トンネルの整
備経緯と課題について伺います。
　エ、倉敷ダムの機能について伺います。
　オ、名護市域への工業用水の利用が旺盛になってい
るようですが、その調査と供給体制について伺います。
　４、米軍普天間飛行場の移設に関連いたしまして。
　(1)、移設先埋立工事の進捗状況について。
　(2)、埋立工事に伴うサンゴの保全措置について。
　ア、保全措置が必要なサンゴの種類と数量について。
　イ、保全措置に伴う移植作業について、事業者より
環境監視等委員会の指導・助言を踏まえ、提出された
サンゴの特別採捕許可申請に対する県の対応について。
　ウ、対応のおくれによって、サンゴが食害、あるい
は死滅するようなことはないか伺います。
　エ、平良港整備に伴うサンゴの特別採捕の許可状況
はどうなっておりますか伺います。
　オ、国道331号、名護市汀間海岸の防波堤の工事が
進まない理由を伺います。
　５、名護市における新漁業組合の設立に関して。
　(1)、認可申請の状況について。これはこれまでも
何名かの質問がありましたので、答弁はよろしいです。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
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。
　北部地域医療の現状についてに関する御質問の中の
１の(4)のア、北部基幹病院の整備に関する合意形成
についてお答えをいたします。
　北部圏域の医療提供体制を考えた場合、医師不足の
抜本的な解決を図り、安定的かつ効率的で地域完結型
の医療提供体制を構築するためには、県立北部病院と
北部地区医師会病院を統合し、新たに基幹病院を整備
する必要があると考えております。基幹病院の整備に
当たっては、さまざまな課題について関係者間で認識
の一致を図る必要がありますが、県としましては、平
成30年度内に合意形成を図るべく鋭意協議を行って
いるところでございます。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　それでは末松議員
の御質問１、北部地域医療の現状についての中の、県
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立北部病院の規模及び決算状況と今後の見通しについ
ての御質問にお答えします。
　県立北部病院は、現在、許可病床数327床で運営し
ております。診療科については、ことし４月に新たに
開設した形成外科を含め、27診療科を標榜しておりま
す。また、平成29年度の県立北部病院の収支の状況
は、病院事業収益が約64億1021万円に対し、病院事
業費用は約68億387万円であり、純損益にして約３億
9366万円の赤字となっております。
　今後の見通しとしましては、北部地域における基幹
病院構想の動向に注視しつつ、医師を初めとする職員
の確保等の課題の解決に取り組み、経営の好転に努め
てまいりたいと考えております。
　続きまして(1)のイ、今後の見通しについての御質
問にお答えします。
　県立北部病院の平成30年５月１日時点において、
医師42名及び看護師268名、薬剤師等のコメディカル
が65名従事しており、充足率は医師が89％、看護師が
99％、薬剤師等のコメディカルが96％となっており
ます。医師の確保については、県内外の大学病院等へ
の医師派遣要請やホームページ等での募集広告による
確保に努め、看護師及び薬剤師等のコメディカルの確
保については、県内外の大学等の就職説明会への参加
等による確保に努めているところです。
　続きまして(1)のウ、北部地区医師会病院との連携
についての御質問にお答えします。
　県立北部病院と北部地区医師会病院では、北部医療
圏における外科医療の提供に対応できるよう、連携を
図ることとしています。具体的には、県立北部病院の
外科医師の不足を補うため、北部地区医師会病院の協
力により、同病院外科の指導医を派遣してもらうこと
になっております。両病院の業務提携の成果が統合に
向けた画期的な第一歩になると期待されることから、
他の診療科においても両病院の協力連携体制を確立し
ていきたいと考えております。
　続きまして(1)のエ、県立北部病院の建てかえ時期
についての御質問にお答えします。
　病院事業局においては、現在、県立北部病院の建て
かえに係る計画はありません。同病院の建物や設備に
ついては、平成３年の建築から27年が経過しており、
病院事業局としましては、病院運営に支障が生じない
よう、定期的に建物設備の修繕工事等を行っていると
ころです。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕

〇保健医療部長（砂川　靖君）　北部地域医療の現状
についての御質問の中の(2)のア、北部地区医師会病
院の規模及び決算状況についてお答えします。
　北部地区医師会病院は、平成30年５月末現在、236
病床、19診療科目、職員数648名、急性期と回復期、
健診機能をあわせ持つ地域医療支援病院となっており
ます。平成29年度の決算は、約１億円の黒字となっ
ており、平成30年度も平成29年度を上回る黒字を予
測しているとのことであります。
　次に(2)のイ、北部地区医師会病院の負債について
の御質問にお答えします。
　北部地区医師会病院の長期借入金残高につきまして
は、平成29年度末時点で約25億2000万円となってお
ります。同病院は、毎年約１億5000万円ずつ返済す
る計画を策定しており、今後とも計画どおり返済して
いくことは可能であるとのことであります。
　次に(2)のウ、医師及び看護師の充足率と今後の見
通しについてお答えします。
　北部地区医師会病院によりますと、医師は、目標の
56人に対し38人、充足率68％となっており、今後の
見通しとしては、研修医の確保、在職医師の高齢化等
も含め厳しい状況とのことであります。また、看護師
は目標の278人に対し259人、充足率93％となってお
り、今後の見通しとしては回復傾向にあるとのことで
あります。
　次に(3)、流出状況、流出に伴う負担及び流出防止対
策についてお答えします。１の(3)のアから１の(3)の
ウまでは関連しますので、恐縮ですが一括してお答え
します。
　平成25年の北部医療圏域における他圏域への患者
の流出は１日当たり225人で、北部圏域の１日当たり
患者数1115人の約20％となっております。流出先は、
中部圏域に116人、南部圏域に109人となっておりま
す。患者の流出は、家族の都合など患者の選択による
ものもありますが、診療制限などにより患者が流出す
る状況については、北部圏域の住民にとって経済的・
精神的負担を生じさせるものであると認識しておりま
す。また、患者の流出を防止するためには、県立北部
病院と北部地区医師会病院を統合し、北部圏域に400
床規模の新たな基幹病院を整備する必要があると考え
ております。
　次に(4)のイ、市町村の財政負担についての御質問
にお答えします。
　北部基幹病院の整備は、単なる県立病院の建てかえ
ではなく、２つの病院を統合し整備するものであるこ
と、過去に北部12市町村でも、北部振興事業を活用
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し、北部地区医師会附属病院を整備した事例があるこ
と、他県で県と市町村が折半し病院を整備した事例が
あること、法律上も受益の限度において市町村に負担
を求めることが認められていることなどを勘案し、北
部12市町村には、市町村の一般財源による負担がない
形で、北部基幹病院の整備費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。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　２の県立高等学校教育につ
いての御質問で(1)のア、北部地域のバス通学者の割
合等についてお答えいたします。
　名護市以北の県立高等学校６校において調査したと
ころ217名がバス通学をしており、在籍者に占める割
合は8.9％となっております。内訳としましては、辺
土名高等学校が９名で7.4％、北山高等学校が50名で
16.8％、本部高等学校が５名で3.2％、名護高等学校が
50名で5.6％、北部農林高等学校が78名で15.4％、名
護商工高等学校が25名で5.4％となっております。
　次に同じく２の(1)イで、バス通学に伴う交通費の
負担についてお答えいたします。
　現在、長距離通学を行っている生徒の交通費の負担
については、名護市内の高校に在籍する生徒で最も高
額となっている事例で申し上げますと、国頭村から通
学している生徒で３カ月通学定期券で試算いたします
と、月額約２万5760円となります。また、本部町から
の通学の試算では月額約１万9490円、今帰仁村からの
通学の試算では月額約２万2230円となっております。
　次に同じく２の(2)で、中高一貫教育校の評価につ
いての御質問にお答えいたします。
　県立中高一貫教育校では、良好な人間関係のもと、
明るく前向きに日々の教育活動に取り組んでおりま
す。具体的には、朝の読書、基礎学力トレーニング、
少人数授業等により確かな学力の向上に努めておりま
す。また、学校行事でも中学校単独行事に加え、学園
祭、球技大会、芸術鑑賞会、長距離ウオーキングなど、
中・高合同行事が実施されております。さらに、一部
の部活動や生徒会活動でも中学・高校合同での交流が
図られており、生徒たちは高校生のよい影響を受けな
がら、充実した学校生活を送っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　３、米軍普天間飛行場

の移設についての御質問の中の(1)、普天間飛行場代替
施設建設事業の進捗状況についてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業の工事計画におい
て、汚濁防止膜工の着手後18カ月目に当たる時期に
は、23の護岸に着手する予定と考えられます。一方、
現在、着手が確認できる護岸はＫ１、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ
４、Ｋ９、中仕切り護岸Ｎ５及びＮ３の７護岸であり
ます。
　同じく３の(2)のア、保全対策が必要なサンゴの種
類と数量についてお答えいたします。
　沖縄防衛局は、小型サンゴ類については総被度が
５％以上で0.2ヘクタール以上の規模を持つ分布域に
ある、長径10センチメートル以上のサンゴ類を対象
とし、大型サンゴ類については単独であっても、長径
が１メートルを超える群体を移植・移築の対象として
おります。対象とする小型サンゴ類は、キクメイシ
属、ハマサンゴ属、アナサンゴ属など16科60属、７万
4304群体、大型サンゴ類は、ハマサンゴ属23群体を
確認したとしています。また、レッドリストサンゴも
移植対象となっており、現在10群体が確認されており
ます。そのほかに、ショウガサンゴ等も移植対象として
います。
　同じく３の(2)のオ、国道331号の護岸整備につい
てお答えいたします。
　国道331号における護岸整備については、平成27年
度から工事を進めておりますが、平成29年度にコスト
縮減・環境負荷低減を目的として、新工法を活用した
設計の見直しを行っております。今後、地元説明や諸
手続を踏まえ、引き続き護岸整備を進めてまいります。
　次に５、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の(1)のア、社会資本整備における過去３年間
の圏域別の予算額の推移についてお答えいたします。
　土木建築部が発注する公共工事について、北部圏域
の平成28年度、29年度、30年度の予算はそれぞれお
おむね43億円、55億円、45億円で推移しております。
同じく、中部圏域についてはそれぞれ、240億円、248
億円、217億円となっております。南部圏域はそれぞ
れ、159億円、202億円、255億円となっており、中南
部圏域は、モノレール事業を含むことから予算が突出
しております。また、宮古圏域はそれぞれ、15億円、
14億円、13億円となっております。八重山圏域はそれ
ぞれ、51億円、38億円、34億円となっております。
　同じく５の(1)のイ、各圏域別の社会資本整備予算
の人口比率及び面積比率についてお答えいたします。
　平成30年度工事予算における人口比率について、
1000人当たりの概算値は、北部圏域と中部圏域は
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3500万円、南部圏域4400万円、宮古圏域2500万円、
八重山圏域6300万円となっております。同じく面積
比率について、１平方キロメートル当たりの概算値
は、北部圏域500万円、中部圏域7700万円、南部圏域
7200万円、宮古圏域と八重山圏域は600万円となっ
ております。
　同じく５の(1)のウの(ｱ)、安和与那川砂防事業の進
捗状況についてお答えいたします。
　安和与那川砂防事業については、平成18年度に事業
着手し、現在、用地買収が完了した箇所について鋭意
工事を進めているところであります。整備に当たり、
一部、地権者同意や文化財発掘調査等に時間を要して
おりますが、今後、地元名護市の協力を得ながら、事
業を推進していきたいと考えております。
　同じく５の(1)のウの(ｲ)、安和小学校前の橋梁かけ
かえ工事についてお答えいたします。
　安和小学校前の橋梁かけかえについては、平成28年
度から橋梁本体工事に着手しており、今年度、舗装工
事及び仮橋撤去を行って、完了の予定となっておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　３、米軍普天間飛行場
の移設についての御質問の中の(2)イ(ｱ)、沖縄防衛局
から提出された造礁サンゴ類の特別採捕許可への対応
についてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業に係る造礁サンゴ類
の移植に関する特別採捕許可申請については、レッド
リスト掲載サンゴとして、平成30年３月20日及び４
月５日にオキナワハマサンゴ９群体に係る３件の申請
と、４月17日にヒメサンゴ１群体に係る１件の申請が
なされております。また、４月24日にはＮ２護岸付近
に生息する小型サンゴ約830群体及びショウガサンゴ
１群体の申請と、大型サンゴ22群体の申請の２件が提
出され、さらに６月19日にＫ８護岸付近に生息する小
型サンゴ約３万8760群体に係る申請がなされました。
これら７件の許可申請については、現在審査を継続し
ており、引き続き、沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿っ
て、厳正かつ適切に対応してまいります。
　同じく(2)ウ、特別採捕許可申請の審査中にサンゴ
の食害や死滅が発生する可能性についてお答えいたし
ます。
　特別採捕許可申請については、申請内容の必要性や
妥当性などを審査して、許可の可否を判断しておりま
す。そのため、個別具体的な説明要求が必要な場合も

あり、審査期間が長期化することもあり得ると認識し
ております。サンゴは天然海域に生息していることか
ら、食害生物の発生や気象状況などによっては、サン
ゴが食害を受け、また死滅する可能性も否定できない
ものと理解しております。造礁サンゴ類の特別採捕許
可は、一律採捕が禁止されている行為の解除という法
的性質があることから、今後とも、沖縄県漁業調整規
則の趣旨に沿った、厳正かつ適切な審査に努めてまい
ります。
　同じく(2)エ、平良港整備に伴うサンゴの特別採捕
許可申請についてお答えいたします。
　平成30年５月21日に、沖縄総合事務局平良港湾事
務所から、平良港湾内における臨港道路築造工事に伴
う造礁サンゴ類450群体の移植試験に係る特別採捕許
可申請が提出されております。申請書及び添付資料を
確認したところ、それらの記載内容のみでは許可の可
否を判断できないと認められたことから、同事務所に
対して、６月15日に文書で説明を求めたところであ
ります。本件申請については、同事務所からの回答内
容も含めて審査を行い、沖縄県漁業調整規則の趣旨に
沿って、厳正かつ適切に対応してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
　　　〔企業局長　金城　武君登壇〕
〇企業局長（金城　武君）　我が党の代表質問との関
連についての御質問の中の(2)のア、北部の水源とそ
の他の水源の取水量、取水割合についてお答えをいた
します。
　平成29年度の企業局の総取水量は、約１億6272万
3000立方メートルで、１日平均取水量は44万5800立
方メートルでした。その内訳は、金武町以北の北部地
域のダム及び河川からの取水量が１日平均35万6800
立方メートル、取水割合は80.0％となっており、海水
淡水化施設を含むその他の水源からの取水量が１日平
均８万9100立方メートル、取水割合は20.0％となっ
ております。
　次に(2)のイ、海水淡水化水と一般水のコストにつ
いてお答えをいたします。
　平成29年度決算において１立方メートル当たりの
コストで比較しますと、全体の給水原価は約99円、
海水淡水化施設が約315円となっており、216円高く
なっております。
　次に(2)のウ、導水路トンネルの改築状況等につい
てお答えをいたします。
　福地ダムから久志浄水場までの東系列導水路トンネ
ルは、昭和51年に建設されてから40年以上が経過し
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ており、これまでの内部調査等から導水路内部の老朽
化が確認されています。今後も安定した取水を行うた
めに、トンネル内部の改築を行う計画となっておりま
す。トンネル改築事業は、平成26年度から平成36年
度までを計画しており、これまでにトンネル内部へ資
機材等を搬入するトンネル横坑を２カ所、管理用道路
を２カ所、トンネル内部の改築工事を一部実施してお
り、平成29年度末の進捗状況は約９％となっておりま
す。平成30年度は引き続きトンネル横坑及びトンネル
内部の改築工事を実施する計画となっています。
　次に(2)のエ、倉敷ダムの機能についてお答えをい
たします。
　倉敷ダムは、比謝川水系与那原川の上流部に位置す
る多目的ダムであり、洪水調節、流水の正常な機能の
維持及び水道用水開発を目的として建設され、平成８
年度より供用を開始しております。倉敷ダムにおける
水道用水としては、与那原川の既得水道用水に加え、
沖縄本島北部の与那川、我部祖河川、満名川及び西屋
部川の４河川から豊水時に取水した河川水を倉敷ダム
に貯留、安定化することにより、１日当たり５万600
立方メートルの水利権を取得しております。
　次に(2)のオ、名護市域への工業用水供給について
お答えいたします。
　企業局では、毎年受水企業に対するアンケート調査
を実施し、使用水量の見込み等の情報収集を行い、需
要予測を行っています。また、需要開拓に向けて、商
工労働部や給水対象市町村との情報交換や企業の個別
訪問等を行っており、名護市域への工業用水の需要把
握にも努めております。名護西海岸地区への供給につ
いては、平成30年３月末現在において計画給水量１日
当たり4100立方メートルに対して契約給水量１日当
たり1906立方メートルとなっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　御答弁ありがとうございました。
　それでは、２次質問を行います。
　まず北部地域医療の現状についてであります。こ
れ我が党の具志堅透議員からもありましたけれども、
やっぱり北部地域の医療について、ソフト面について
は外科、眼科、そして産婦人科、救急、脳神経外科、
腎臓内科、消化器内科及び周産期治療などで、これ医
師不足そしてまた看護師不足も慢性化しておりまし
て、一部の診療が閉鎖されていると、こういう状況に
あります。また、ハード面においても建物、施設設備
が老朽化して、建てかえの時期だと聞いております。
それから、このＣＴであったりマンモグラフィー、電

子カルテ、医療事務会計システムなど、医療機器の更
新もできない状態にあるということであります。そう
いったことで、若手医師のスキルアップの対応ができ
ていないとこういう状況にあって、やっぱり県立北部
病院については医療機関としての体をなしていない
と、こういうような状況であります。そのため、北部
地域の皆さんは地元の医療が受けられずに、やむを得
ず他地域へ行って受けなければならないとこういう状
況であります。これについては去る４月に自由民主党
の武見敬三参議院議員が北部地域の医療実情を視察さ
れた際に、発展途上国でもこのような状況にはないと
いうようなコメントがあったようであります。
　そこで伺いますけれども、北部の医療体制は待った
なしの劣悪な状況と言わざるを得ません。北部基幹病
院の整備計画もさることながら、今の医療体制を何と
かしていただきたい。住んでいる地域で子供を産み育
てることができない。そして、専門的な医師にも診て
もらえない。健康の維持増進が図られない。このよう
な状況を知事はどのように認識されて、どうしようと
考えておられるのか、ソフト・ハードの予算措置を含
めてその対応策について伺いたいと思います。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　ただいまの質問に
お答えします。
　議員の御指摘は厳しく受けとめております。就任後
私は謝花副知事と現場の北部病院に行ってまいりまし
て、院長それから周りの研修医の皆さんから御意見を
聞きました。
　私は過去37年間、県立病院に勤務してまいりまし
た。その中では医師の不足、看護師の不足、それから
医療機器の不足も多々ありました。先日、現場ではそ
の中でも現場の皆様、地域住民それから環境の整備を
要望しながら一生懸命頑張っていることを目にしまし
た。したがいまして、私としましては今後もこの人員
確保ということをまず第一に上げ、頑張っていきたい
と思います。
　現在の北部病院の医療機能に関しましては、御指摘
のように外科の定員不足、産婦人科の定員不足、それ
から内科系の定員不足、多々不十分な面があります。
何といっても医師確保が第一の問題であり、それが経
営の収支にかかわることです。
　私、局長としましては県内外、特に本土の医学部、
それから附属病院に直接足を運びまして、医師確保の
ためにいろいろ相談しに行きたいと思っています。そ
れから、昨年度に保健医療部から委託されたこれは県
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の人材確保のための推進員の方がいますが、その方は
私の旧来の知人でございます。それの関係もありまし
て、今後とも外科あるいはその他の科に関してもいろ
いろ確保のために頑張ろうと思っております。
　それから、医療機器に関しましては、ことしは１億
800万の予算を確保しています。どういった機器を購
入するかは現場の医師に任せているのでありますが、
ことしはＰＡＣＳと言って、画像を情報提供する仕組
み、それから眼圧計とかＢＥＴとかそういうのでなる
べく医師の医療に十分対応できるような努力をしてい
きたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　この間いろいろ議論してきているよ
うに、やっぱり北部の医療これでいいのかと聞いてい
るわけですよ。だから、基幹病院を整備することもさ
ることながらその間どうするのと。今おっしゃるよう
なことでは何の解決もなりませんよ。これまでと同じ
ような回答ですから、もう一度。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　特に外科の医師不
足は今大きな問題だと思います。定員７に対して３名
ということであります。
　先日、北部地区医師会病院とそれから北部病院とそ
の現状をどうするか、何とか協力できないかという協
議会が持たれました。６月15日に相互の協力をしま
しょうということで、協定書を結んでおります。その
内容にいたしましては、北部地区医師会病院の指導医
が北部病院に週２回来ていろいろ指導すると。それか
ら北部病院の若い研修医が北部地区医師会病院に行き
まして、症例をこなしスキルアップをしていくと、そ
ういうことで相互の連携といいますか、今始まったば
かりでございます。今後そういった協力体制を他科に
も波及させて、今以上の医療提供ができるようになれ
ばと考えております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　知事、さっきも申し上げましたよう
に、地元にいて子供を産み育てる環境がない。そのふ
さわしい先生にも診てもらえない。こういった状況と
いうのは、知事どのように認識されておりますか。
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）　お答えします。
　北部圏域、ざっくり申し上げて１年間で1000人の
子供が生まれるというふうに理解しております。２つ
の民間のクリニックがございまして、そこで700名取
り上げられていると、県立北部病院で200名。100名
が中南部に流出しているだろうというふうになってお

ります。流出する原因は何といってもその医師不足に
あります。県立北部で３名しかいないものですから、
ハイリスク、余計リスクが高くなる患者というのはど
うしても中南部に送らないといけない。それを防ぐた
めにはどうしても産婦人科医体制をもっと厚くする必
要がある。少なくともあと２人ふやして５名ぐらいに
持っていく必要がある。早目にそういった対策をとる
ことが大切だというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　いずれにいたしましても、この北部
の今の医療の現状というのは、このまま放置しておく
わけにはいかないだろうと私たちは思っておりますけ
れども、ぜひ知事におかれましても、このことについ
てしっかりと対策を立てていただきたいと思っており
ます。もう一度知事のほうから御答弁お願いします。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　今定例会でもほかの議員の方から今の北部の基幹病
院について等々御質問がありました。やっぱり医師の
確保、看護師含め難しいものがたくさんありますけれ
ども、これを充実させる中で北部の医療体制の拡充を
図るということも大切でありますが、何で医師が来な
いかということを含めますと、これはやはり北部全体
のそれ以外の経済も福祉も教育もというような充実し
た北部振興、こういったものがベースにないとなかな
か先生方も子供を連れてくるとかそういったこと等が
簡単でないというような部分もそういった議論の中で
お聞きをすることがあります。ですから、今一生懸命
離島も含めて医師の確保、全力投球でやって、産婦人
科なども充実したと思ったらまたおやめになられたり
して、なかなか継続性という意味で厳しいところもあ
りますが、琉球大学の地域医療の卒業生などもそう
いった形でこれから出てくるというもののつなぎの中
で、そしてまたキャリアを積めるようなそういった病
院の体制と、それからさっき一番最初に申し上げまし
た、北部全体の魅力あふれる状況を総合的につくり上
げることが、私はそれのバックアップ体制という意味
でも大きいのではないかな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　それでは次に県立高等学校につい
て。
　このバス路線図ですけれども、辺土名高校とそれか
ら北山高校、本部高校それに北部農林、名護高校、名護
商工があって、そしてまた、宜野座高校を含めると県
立の高校が７校あって、それに国立高専が１校ありま
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す。そういったことで、北部の場合は遠隔地の通学と
なるのが多いわけです。今説明がありましたように、
通学にかかる費用も私が調べたところによりますと、
月額３万から５万。年間にすると30万から50万とい
う多額の経費がかかっているとこういうことでありま
す。割引制度もあるようでありますけれども、そうい
う中で、一般家庭の中でこれだけの費用というのは大
変過重負担になっているというふうに思います。
　そこで、交通費について何とか支援措置がないかと
いうようなことでありますけれども、この支援制度を
創設することについて教育長の御所見を伺いたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　支援制度というお話でござ
いますが、現在県教育委員会では、低所得世帯の高校
生を対象にした奨学のための給付金事業、これ既存の
国庫が３分の１で県費が３分の２、今30年度で事業費
総額で13億5000万ほどでございます。これは通学費
も含めた教育費の負担軽減ということになっておりま
すが、基本的にはその中で対応いただいているという
ことでありまして、また国に対しては、支援強化のた
めに給付額の増額でありますとか、補助率の引き上げ
等の要望をしているところでございます。ただ、今年
度から知事部局におきまして、沖縄県ひとり親家庭高
校生等通学サポート実証事業というのが開始をされて
います。当事業では児童扶養手当でありますとか、母
子父子家庭等の医療費助成受給世帯の高校生を対象と
したバス通学への一部助成支援なんですけれども、教
育委員会としては、そういう実証事業の実施状況も踏
まえながら、バス通学費の負担軽減については、知事
部局とも意見交換を行ってまいりたいというふうに考
えております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　今、教育長から説明がありましたよ
うに、今年度からスタートするひとり親家庭に対する
支援措置があるというわけですけれども、これはこの
制度を一般の高校生にも拡充することについて御検討
いただきたいと思いますがいかがですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　全体という話ですので、こ
れについてはやはり今の実証事業の結果も踏まえなが
ら、全体的なものというのはどうあるべきか、財政支
援的なもの、全高校生にどうするべきか。それに伴っ
ていろんな影響も出てくるかと思いますので、慎重に
検討していく必要があろうかと思います。いずれにし
ても知事部局と意見交換をさせていただきたいなと

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　よろしくお願いします。
　それでは、３番目の我が党の代表質問との関連で、
先ほど部長からもありましたように、モノレールの建
設費に多く充当されていて、北部・やんばるの予算が
かなり薄くなっているというような声が聞こえます。
　そこで、これまで議論してきたように、知事もさっ
きおっしゃっていましたけれども、北部地域における
基幹インフラ、いわゆる医療、福祉、教育及び産業経
済振興、こういったことの定住条件の整備がおくれて
いて、人口が流出しているとこういう状況でありま
す。そういう状況はなぜかといろいろ考えてみると、
やっぱり知事がおっしゃっている、県土の均衡ある発
展ということにはほど遠い感じがします。そういう中
で、北部地域の振興のおくれについてはやっぱり県の
振興政策が偏重しているんではないかと、あるいは一
極集中になっているんではないかというようなことが
考えられます。そういった意味で、ぜひ今後やんばる
地域においても、重点配分していただけるようにお願
いしたいと思いますけれどもいかがですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　北部圏域に重点配分というお話でございますが、や
はり社会資本整備と公共事業におきましては、必要な
整備計画を立てながらその必要額を計上していくとい
うことでございまして、北部圏域もこれまでいろいろ
整備をしてきている中で、ある程度の施設整備はでき
ているのかなと思っております。ただ、まだ御要望等
たくさんありますので、それに一つ一つ応えながら事
業化をしていくことに取り組みながら必要額を計上し
ていくということで、特に他の圏域と比較しながら重
点配分ということではなくて、必要な事業をしっかり
実施していけるように所要額の計上に努めていきたい
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　部長、さっき言われたように県全体
で見るとやっぱり人口もさることながら、面積にする
と36％が北部圏域になっているんですよ。そういっ
たことで、インフラを整備するのにかなり費用がかか
るということでありますけれども、しかし、さっきも
言ったように、工事が始まっても遅々として進まな
い、予算が重点的につけられてないという状況は現実
にあるわけですよ。こういうことをしっかりとフォ
ローしてもらいたいということであります。もう一度
答弁してください。
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〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えをいたします。
　若干おくれる事業というのがありますが、それはや
はり用地買収であったり、その他もろもろ法的手続含
めましておくれる場合がございますが、予算が特に所
要額が計上できなくてかなりおくれているという事態
というのは、それほど発生していないというふうに考
えております。円滑に事業ができるように今後とも用
地買収等しっかり努めていきたいと思っております。
　中南部が突出しているというお話をしましたけれど
も、これは現在モノレール、今年度までの事業でござ
いますが、来年31年の夏に延長事業の開業を予定し
ております。それで所要額を計上している関係で中南
部が特に突出したような形になってございますが、そ
れぞれの地域で必要な事業というのは積極的にやる意
思を持って我々は予算を計上しております。この辺、
用地買収等、地元の市町村とも連携しながらしっかり
取り組みながら事業を円滑に進めたいというふうに考
えておりますので、よろしくお願いいたします。
〇末松　文信君　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。
　　　午前11時48分休憩
　　　午前11時48分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　末松文信君。
〇末松　文信君　部長、今の話はこれ間違いだよ。私
は土木事務所に行って聞いてきました。そして、滞っ
ているところを地主も会ってきました。予算がつかな
いから用地交渉も行けないわけですよ。だからそうい
うことを言われたら困るので、用地交渉というのは一
番難しいわけだから、ぜひしっかりやっていただくよ
うにお願いしておきます。
　それから、普天間飛行場の件について、去る６月23
日の新聞報道によれば、台風によってヒメサンゴが流
出して見えなくなったと、こういう報道がありました
けれども、けさは３メートル移動して見つかったとこ
ういう話であります。私がさっき聞いたのは、そうい
う申請を受けながら７カ月も時間経過している中でも
許可しない、移植の許可をしない。それで、台風が来
ることはわかっている。そういう状況の中で、許可し
ない。７カ月も放置している。こういうことについて
どう考えているかと聞いているわけですよ。
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。
　今回去る６月22日に沖縄防衛局担当者のほうから
特別採捕許可申請書のヒメサンゴが土日、朝のモニタ

リングにおいてこれまで生息した場所に存在していな
いことが確認されたということで、口頭とプレスリ
リースのほうで情報を受けたところであります。その
後、今議員がおっしゃったように、沖縄防衛局より生
息場所周辺で探索が行われて26日のほうで、もとの生
息場所から３メートルほど離れた場所において、ヒメ
サンゴの付着が、れきのほうで発見されてその生存が
確認されたとの報告を受けております。
　県のほうとしては、審査については基本的には規則
等に沿って厳正かつ適切に審査している途中ですの
で、こちらについては引き続き審査をやっていきたい
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　今まさに見つかったから農林水産部
長の首がつながったんですよ。私はこれ質問を書いて
あったけど、見つかったからかえたんですよ。そう
いったことで、もう審査するのはよくわかりますよ。
いつ許可出すの。
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）　今後とも造礁サンゴ
類の特別採捕許可申請につきましては、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してまいり
たいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　毎回同じ答弁で部長も大変だなと思
いますが、ぜひ――知事もこういうふうに言っていま
すよ。環境保全などについて看過できない事態となれ
ば私はちゅうちょすることなく撤回する、こうおっ
しゃっている。しかし県自体が保全措置を放棄してい
る。この実態をどう見るんですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　まず、環境保全図書には、工事の事業実施前にいわゆ
る移植を行うということが当初書かれていたわけでご
ざいます。県はサンゴ類の移植を初めとした環境保全
措置などについて、沖縄防衛局に対して、留意事項を
遵守し工事を停止して沖縄県の事前協議に応じるよう
常々行政指導を行ってきているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　もう時間です。総時間が終
わっています。
〇末松　文信君　だからさっき言ったでしょう。答弁
が長過ぎて……
〇議長（新里米吉君）　時間が過ぎていますから、答
弁中にもう時間過ぎていますので。
〇末松　文信君　それでは最後に、いや……
〇議長（新里米吉君）　この質問は答弁できませんの
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で、時間過ぎていますから。
〇末松　文信君　質問はしません。質問はしません
が、知事におかれてはぜひ引き続き静養に力を入れて
いただいて、一日も早い復帰をお願いしたいとこうい
うふうに思っています。
　以上です。
　どうもありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時55分休憩
　　　午後１時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　花城大輔君。
〇花城　大輔君　失礼いたします。
　沖縄・自民党、花城大輔です。
　まず先日行われた沖縄全戦没者慰霊祭において、翁
長知事、本当にお疲れさまでした。私の周りにも、あ
のときの知事の姿を見て胸が熱くなったという人は少
なくはありません。私も同じような思いであります。
しかしながら、平和宣言については、いろいろと意見
を聞いています。特に、平和宣言の中の文言が特定の
人物を喜ばせるためだけにつくられたのではないかと
いう、そういう声があります。ある新聞には、政治
ショーというふうにやゆされておりました。知事がそ
のようなコメントを発信して拍手が起こる。そして、
宣言が終わったときには指笛まで鳴るんですよ。私
は、あれは――ことしで４年目になりますけれども、
異常だと思います。県は反省すべきだと思います。特
定の人物を喜ばせるような内容になっていること、そ
もそも慰霊の日に式典をすることの意味合いに戻って
企画をするべきだというふうに思っています。加え
て、来賓に対する失礼も一緒です。来賓にやじが飛
ぶ。これについても、私は主催者責任だというふうに
思っております。しっかり反省をして、心穏やかに過
ごせる式典をつくっていただきたい、そのようなこと
を述べさせていただいて質問に入ります。
　まず総務部長に伺います。
　今定例会における知事の本会議対応について、４つ
の提案がなされております。これ全国的に前例のある
ものなのかどうかお尋ねします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時18分休憩
　　　午後１時18分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。

　全国的にということでしたけれども、ちょっと全国
の状況は把握しておりませんが、これまでの沖縄県議
会の知事の欠席の状況等を、これまでの状況を勘案い
たしまして４項目の情報を出したところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　これ異例であるとは思うんですよ
ね。それで６月５日に行われた議会運営委員会で、部
長はどのような説明をなされましたか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議会運営委員会で、まず今回６月定例会において、
知事の本会議の対応についてということで、基本的に
は、知事におかれては、６月定例会、原則として出席
予定であると。ただ今現在、治療もしているというこ
ともありまして、それで長時間の連続しての議会対応
が難しい可能性があるということで――あくまで予定
――ございますので、特に本会議の対応については、
４つの事項を配慮いただきたいということで、述べさ
せて御了解を得たところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　特に説明はなかったというふうなこ
とでありますけれども、やはりまず最初の文章で、主
治医から公務をふやすように言われているというふう
に１番に置いておきながら、この答弁台まで歩けない
可能性もある。または、自席で起立することさえ難し
いような状況が起こり得るかもしれない。そのような
ところ、いま一度説明をお願いをしたいというふうに
思います。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　少し小まめに御説明をさ
せていただきたいと思います。
　まず知事の治療の状況、４月の手術後の状況で、いわ
ゆる回復に向けたリハビリ、または治療等を行ってい
ますということでやっていますけれども、長時間連続
しての議会に対応することが難しい可能性があります
と、繰り返していますが。あわせて、治療を担当して
いる医師からも、公務は徐々にふやすようにという指
示があるということで御説明いたしました。そのため、
今定例会の会期中の本会議対応については、４つの点
に御配慮いただきたいということで、１つ目が自席か
ら答弁することについて、また、体調によっては着席
したまま答弁することについて。それと２点目としま
して、体調によっては、本会議の途中離・退席をする
場合があることについて、また、離・退席時には副知
事対応とする場合があることについて。３点目としま
して、体調によっては、その日の本会議を欠席し、副
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知事対応とする場合があることについて。また４点目
については、本会議中、帽子を着用することについて
という４点について、御配慮を賜りますようにという
ことでお願いしたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　この質問をつくっているときは、自
席で答弁するぐらいの体調、答弁台まで行けないよう
な状況であれば、私は知事はこの場所にいるべきでは
ないというふうに考えていました。ただ火曜日からの
知事の姿を見ていながら、だんだん元気になっている
ような気もします。その上で、一政治家が自己責任と
自己判断で決意したことは尊重するんではないかとい
うような考え方にも変わっておりますので、引き続き
御自愛いただきながら、頑張っていただきたいなとい
うふうに思っています。
　それで、この件の流れで、島袋大議員の代表質問に
関連して少し確認をさせていただきたいと思います。
　例えば、知事がここに着席しているときは、部長答
弁、副知事答弁は全部知事の答弁だというふうなこと
だと思いますけれども、知事がいないときも同じ扱い
なのかどうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時22分休憩
　　　午後１時22分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　本会議のほう、出席は説明員ということで出席して
おりますので、答弁については知事とも調整しており
ますので、そのような取り扱いでということです。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　これ職務代理者を置くべきではない
かという質問に関連しているわけですけれども、この
震災が起こったときにでもこの職務代理者は必要ない
というふうな答弁でありました。その場合、知事が不
在な場合に、もし何かがあったときの、いわゆるイン
シデントコマンダー、最高責任者、震災に当たる責任
者、これは誰がつくんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時23分休憩
　　　午後１時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　地震などに備え、沖縄県では、危機管理監を置き、
知事公室長がその職を担っております。あわせて、知

事公室の防災危機管理課が事務局となり、両副知事を
含め、各部局でそれぞれしっかりと対応するよう危機
管理体制を構築しております。また、平成19年に仲井
眞前知事が軽い脳梗塞で議会に出席できなかったとき
も、職務代理者を置かずに対応したところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　今ちょっと間があったのは心配では
あります。知事が不在になる可能性が高い状況におい
て、この最高責任者は誰かというふうな答弁に時間が
かかる状況が今県にはあるというふうに理解をしてい
ますけれども、過去にも震災が起こって、時の総理が
イデオロギーに邪魔されて判断がおくれたと。それで
助かる命が助けられなかったというような過去もある
わけですよ。この知事がいないときだからこそ、その
辺の対応をあらゆる方向から想定してやるべきだとい
うふうに思っております。できれば、このような心配
がないように、しっかりとしていただきたいというふ
うに思っております。
　それでは、次の質問に移ります。
　知事の公約の実現性についてであります。
　知事、または副知事、公室長から新基地は絶対につ
くらせないという言葉を聞くたびに、私には非常にむ
なしく聞こえています。知事が就任して、工事はどん
どん進んでいるわけですよ。最初は隊舎の工事を県が
許可しました。そして、生コンプラントの工事を気づ
かないふりをしてもうでき上がっています。ひょっと
したら、今２つ目つくられていないですかね。そして
護岸が整備されて、海が、埋める面積のところが形づ
くられたと。この状況において、なお新基地はつくら
せないと言っている。このことを説明していただきた
いと思います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　県のほうでは、留意事
項に基づき事前協議等を行うよう、再三沖縄防衛局に
対して要求しているところです。また、サンゴの移植
等についても、環境保全図書にあるとおり、工事の着
手前に行うようこれも指導しているところですが、国
のほうはそれに従わずに工事を進めているという状況
にございます。それらの状況を総合的に勘案しなが
ら、今対応を検討しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　そういうことではなくて、今工事が
進んでいますよという話をしているんですよ。県は、
県民の血税を使って何度も裁判を起こして、おくらせ
ることには成功しているのかもしれません。ただその
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中でも、ずっと工事が進んでいって、８月には土砂が
搬入されるわけです。その状態を見ながら、基地は絶
対つくらせませんと言っているこの意味を教えてくだ
さいと言っているんです。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　知事は、辺野古に新基
地はつくらせないということで公約を掲げ、知事に就
任されております。その公約に従ってさまざまな対応
をとるということが今我々がやっていることでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　この議会の中でもいろんな言葉が出
てきましたよ。反対しながらつくらせる、前回の議会
ではやるやる詐偽という言葉が出ました。今、この県
が一生懸命抵抗していながらも、工事をとめるために
はいかんともしがたい状態が今も続いているというこ
となんですね。
　それで次の質問なんですけれども、そのために一番
有効なのが撤回なのではないかと言われているわけで
あります。それでこの撤回も、当初すごい威勢のいい
形で撤回しますと言っていたものを今は看過できない
状態が起こればちゅうちょなく撤回しますというふう
に言い方変わっているんですよ。これも説明お願いし
ます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　撤回につきましては、
法的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応する必
要があると考えており、どのような事由が撤回の根拠
となるか、今慎重に検討しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　検討している間に工事は進んでいま
すよということを再三言っているわけですけれども、
この看過できない状態が起こればというこの前提の文
言、この看過できない状況とは具体的にどのような状
況を指していますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　環境保全措置などについて看過できない事態とは、
例えば留意事項違反の工事により環境への影響が生じ
るおそれのある場合のように、公有水面埋立法４条
１項１号や２号に規定する要件を事後的に満たさなく
なった状態などがこれに当たるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　よくわからないんですけれども、今
現在、看過できない状況は起こっていないという理解
でよろしいですか。

〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　今現在、法的な観点から
の検討を行っているところであり、どのような事由が
撤回の根拠となるか慎重に検討しているところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　もう一回聞きます。今現在、看過で
きない状況は起こっていない、そういう理解でよろし
いですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになって恐縮
ですが、どのような事由が撤回の根拠となるか慎重に
検討しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　余りにも無理があるんだというふう
に理解をしておきます。
　それと、これも我が党の島袋大議員の質問、国が法
的手続に問題がなければ撤回しないのかという質問に
対して、謝花副知事がこう答えています。埋立承認に
おける留意事項の件、それで事前協議に応じないまま
工事が行われていることが問題で、行政指導を行って
いるということでした。この事由で撤回することがで
きるんじゃないですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　先ほど来の御質問にも関
連するわけですが、今現在は、いわゆる我々としては
留意事項違反だと思っております。そういった中にお
いて、やはり我々としましても、法律による行政の原
理のもと、しっかり留意事項を遵守して工事を停止し
て事前協議に応じるよう求めているわけですけれど
も、それを今沖縄防衛局は、まだそれをなかなか聞き
入れずに工事を行っているところです。このような状
態、どこまで放置できるかということですけれども、
我々先ほども申し上げました法律による行政の原理の
もと、その状態を放置することができないという事態
になればあらゆる状況も想定しますけれども、厳正に
対応することになるというふうに考えているところで
ございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　公室長の答弁より、今の謝花副知事
の答弁がわかりやすいです。今現在、看過できない事
態は起こっていないというような、そのような答弁で
した。
　これ与党からもありましたけれども、環境監視等委
員会が機能していない、これも撤回に値するのではな
いかとか、本部港の使用許可、いろいろな問題がある
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わけです。この辺はどう考えていますか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　この件についても、私のほ
うで昨日答弁いたしましたのでお答えします。
　環境監視等委員会は、この県からの留意事項に基づ
いて置いたものでございます。ある意味、環境保全措
置を担保するためにそういった機能を果たしてもらう
ということを期待して行ったわけでございます。そう
いった中において、昨日来の御質問の中で十分機能し
ていないのではないかという御質問があったというこ
とです。私のほうからは、やはり県としても環境監視
等委員会の意見、それをしっかり確認するとともに、
そういった環境監視等委員のそれぞれの見解につい
て、県としてもまた専門家の意見を聞いてしっかり対
応するということです。
　今議員の御質問は、いわゆる撤回の事由になるので
はないかということですけれども、これもしっかりと
検討を重ねた上で対応してまいりたいというふうに考
えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　何度も同じことを言うようですけれ
ども、知事は基地は絶対つくらせないと言って選挙に
勝ってきたわけです。この間、ずっと努力はしてきた
かもしれませんけれども、工事がどんどん進んできて
いる。そして、ひょっとしたら、今できないんではな
いかと思っているかもしれない。そして、その状態で
ありながら、ずっとずっと同じことを県民に言い続け
て、その気にさせて、いつ動いてくれるかというのを
裏切り続けてきたわけです。それで公約の成果を口に
する今の状況があるわけです。私この状態が非常に理
解できないというふうに申し上げて次の質問に移りた
いと思います。
　新たな10年間の沖縄振興計画についてとあります
けれども、新沖縄戦略というそうですね。ちょっと個
人的な話になりますけれども、昨年大相撲沖縄場所で
お会いした際に、海洋資源開発のお話をされていまし
た。これがしっかりと明文化されて、これから先に進
めようという計画が今あることを非常にうれしく思っ
ております。本日後ろのほうに少し力を置いて質問し
ようというふうに変更したので、次また議論させてい
ただければというふうに思っています。
　ちょっと順番変えます。
　３番の沖縄県伝統工芸産業振興について。
　これまず(1)、条例について、その目的について伺い
たいと思います。
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）　沖縄県伝統工芸産
業振興条例は、伝統工芸産業の振興を図るとともに、
伝統工芸製品の品質維持及び改善を行い、地域の振興
及び伝統工芸品の価値を高めることを目的として昭和
48年に制定しております。同条例では、伝統工芸製
品の製造業者は県が行う検査を受けることと定めてお
り、本検査により、消費者に対する信頼性の向上、類
似品との差別化が図られることで本県の伝統工芸産業
振興に寄与しているということでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　私の聞いたところによると、県内の
伝統工芸産業の中で、織物に従事しているところが
20事業者登録されていると。そしてその事業所に品
質も守っていただくために条例があって、その中の特
に第４条、製造業者は規則に定める伝統工芸製品につ
いてこの条例の定めるところにより、県が行う検査を
受けなければならないとあります。そして、その検査
を受けるために、各事業所に検査員を配置して、そし
て検査を受けるスペースを県が借りて実施をしている
というふうに聞いておりました。この検査員と検査ス
ペースの配置状況、今どうなっていますか。
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）　現在、離島を含む
県内９カ所の検査所がございます。検査員は、県知事
が任命した10名で行っております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　本島内で設置されていないところ、
これはどこになりますか。
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時37分休憩
　　　午後１時37分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　商工労働部長。
〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　検査を受ける品目
の中で検査所が設置されていないのは、知花花織の産
地でございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　ほかの市町村の設置が終わった後、
沖縄市は何年間設置されていない状況が続いていて、
その理由は何になりますか。
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）　条例施行後、沖縄
市には設置されておりませんけれども、知花花織は首
里の織物検査所で一緒に検査されております。当初は
件数が少なかったということもございまして、首里花
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織の検査所で同時に行っていたという状況でございま
す。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　今検査が少ないのが理由で設置され
ていないという話だったと思いますけれども、今この
事業所の中で、知花花織は多分真ん中ぐらいのところ
に来ていると思います。それでもなお放置されていた
わけです。担当の方からお話を伺うと、ずっと口頭で
お願いをしてきましたと。でも一向に対応してくれな
いと。ひょっとしたら、申し送りがされていないん
じゃないかという話まで出たわけです。それで昨年、
ものづくり振興課に沖縄市から進達願が出て、沖縄市
の桑江市長から翁長知事宛てに進達願が出たわけで
す。そこで初めて問題が明るみになったんですけれど
も、予算がないという断り方をしたらしいんです、予
算がないと。ずっと放置されていながら、予算がない
という放置をされてきた。そして、しかも私が聞き取
りをすると、私たちは沖縄市が深刻な状況に置かれて
いるとは思っていませんでしたと言ったんですよ。こ
れどういうことですか。
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）　先ほども申しまし
たけれども、件数が少なかったという状況がそのまま
続いていたというような認識があったと思います。そ
ういう意味合いで、そのまま継続していたんじゃない
かなというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　本当に無関心のまま放置されて、検
査のたびに人も使って車も使って２時間以上かけて那
覇まで行く。これをずっと続けてきたわけです。県は
そのことを何とも思っていなかったわけです。これ今
後どうしますか。
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）　当初よりは検査件
数が倍以上になってございますので、新たに検査場を
設けることに関しましては、関係機関と調整を図りな
がら検討させていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　検討させていただきたいで納得する
と思いますか。検討しますという答弁で納得すると思
いますか。ほかのところは、もうあって、この検査が
受けやすくなって、条例を守りやすくなっているんで
す。ずっと放置されて、今さら検討しますで納得する
とは、僕は思えないです。
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）　今すぐにできると

いうふうに回答はしたいんですけれども、やっぱり予
算面が伴うものですから、それとの調整を図りながら
検討したいということでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　これちなみに１事業所に検査員とこ
の間借りするスペースを借りることに対してどのぐら
いの予算が必要なんですか。
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）　間借りと言います
よりも、賃貸物件を借りまして、検査場を、それから
検査員が１人ということでございますと、約160から
170万ほどかかるんじゃないかと見積もっております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　商工労働部の担当副知事はどなたに
なりますか。もう少し踏み込んだ答弁をお願いしたい
と思います。
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）　なるべく我々も設
置する方向で財政当局に強く当たりたいというふうに
考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　市町村の間で不平等が起こらないよ
うに、ぜひしっかりしていただきたいというふうに思
います。
　続いて４番の沖縄県の産業廃棄物の処理状況につい
ての質問に入ります。
　昨年とことしの２月と、この問題続けて質問してま
いりました。そして、４月には、地域を騒がせていた
米軍のごみ問題が沖縄市の速やかな対応によって全て
完了したというふうに報告を受けております。しかし
ながら、相変わらず処分することができずに困ってい
る業者が減っていないというふうな情報も入ってくる
んです。これ今の状況、どう確認されていますか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　昨年11月に不法投棄を行った廃棄物処理業者の許
可を取り消した後に、選別処理を行う業者や木くずの
燃料化を行う業者など、さまざまな処理業者が受け入
れ量をふやして対応しているところでございます。３
月から４月までの間は、やはり年度末、年度の初めと
いうことで、多くの廃棄物が出されたということもあ
りまして、一部の処理業者におきましては、ごみの受
け入れの制限、それから一部停止ということが行われ
ていた状況がございました。ですけれども、５月以降
はそのような状況が緩和されつつあるというふうにし
て、業者から聞き取りしております。しかし、こう言
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いながらも選別処理によるコストの増加、それから県
外で処理するための海上輸送費のコストが生じている
という状況がございますので、県におきましては、一
括交付金を活用して、コスト増の激変緩和をするため
に補助金を行って、スムーズな処理を進めていきたい
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　今の答弁は、３月までは多かったけ
どその後落ちついているというような言い方なんで
しょうね。しかし、県は本当に知らないのか、知って
いるのに知らないふりをしているのか、私疑問を持っ
ています。今受け入れはふえているというふうにおっ
しゃっていましたけれども、受け入れを断っている
ケースが多いというような話も多くあります。ちょう
ど先週、ある業者から環境整備課に連絡があったはず
です。受け入れてくれる業者がない、どうしたらいい
かって。そのことは聞いていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時45分休憩
　　　午後１時45分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　お答えします。
　以前は毎日そういう問い合わせがあったということ
でございますけれども、最近では週に二、三件はそう
いうような電話が入っているというところでございま
す。その対応としましては、県のほうの一覧表を紹介
したり、ホームページ上での処理業者を紹介したりと
いうふうなところで対応はしているというところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　少なくなっているからいいんじゃな
いかというような感じにも聞こえますけれども、この
事業者にとっては本当に深刻な問題なんです。例え
ば、先週環境整備課に連絡した業者は、産業廃棄物組
合を頼ってくれというふうに言われた。結局たらい回
しにされて、どこもないからまた環境整備課に戻って
きたということなんです。しかも、県内の業者に県の
職員から電話があって、環境整備課にもう電話させな
いでくれとまで言っているわけです。これ本当に他人
事のように思えてならないです。そもそもの原因は、
この事業者が法律違反をしたことから始まりますよ。
でも今回は沖縄県のごみ問題の混乱は、県が引き金を
引いたわけです。これで私たちは当事者じゃありませ
んみたいな態度をとられたら非常に無責任だと思いま
す。いかがですか。

〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　ここの業者におきまして
は、不法投棄を行ったということで、法令または基準
に基づいて許可を取り消したということでございま
す。現在、議員おっしゃることは環境整備課のほうへ
問い合わせがあるというふうな状況でございますの
で、この辺はしっかり対応していきたいなと思ってお
りますので、早期に保健所も通じながら、この辺の処
理ができる体制を構築して対応していくということに
努め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）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　ぜひ県が責任をとって、窓口として
対応してこの問題をおさめていただきたいというふう
に思います。
　それと、来月から始まる予定になっているんでしょ
うか、２つの事業がありますね。県外にごみを処分す
る。あれも結局一括交付金が県外に流れていくという
ことになると思うんです。本来沖縄の事業所が得てい
た利益が県外に流れていく条例、それを活用するより
も、私は今多くの事業所が求めているように、焼却で
きる施設を早く稼働させる、これが一番いいと思って
います。この辺は今どのような状況になっていますか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　許可の取り消しを受けた
業者が焼却炉、それから最終処分場もそうですけれど
も、新会社のほうへ賃貸して、新会社と協力して処理
を進めていくというふうにしておりまして、焼却炉の
許可について、現在審査をしているところでございま
す。専門家からの指摘事項も業者のほうへ伝えまし
て、業者のほうからの回答を待って、許可・不許可の
判断をしていきたいと。７月のなるべく早い時期には
判断をしたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　ぜひ早目に進めていただきたいとい
うふうに思っています。
　それと昨年もことしの２月も質問して答弁いただけ
なかったんですけれども、いわゆるごみ山の処分費
用、あれは幾らかかるんですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　先ほども申しましたけれ
ども、取り消した業者と新会社と協力してごみ山等も
処理を進めるということで、４月24日の住民説明会の
中で業者のほうから住民のほうへ説明をしているとこ
ろでございます。現在、業者でこの改善計画を策定作
業を行っているというところでございますので、業者の
策定状況を見ながら、その改善の年、それから改善の
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費用等々も含めて、しっかり対応して住民にも説明し
ながら進めていきたいなというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　通常、経営感覚という言葉を使って
いいかわかりませんけれども、幾ら費用がかかるのか
というのがわかっていないままに、どうやって策定計
画がつくれるんですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　処理の方法にもいろいろ
あるというふうに聞いておりますので、事業者の改善
計画というのをしっかり事業者のほうで検討をした結
果をもって、我々もこれが妥当であるかどうかという
のも判断しますけれども、まずは事業者のほうでの改
善計画をしっかりしていただいて、その中から処理の
方法、費用等も明らかになっていくというふうに我々
考えております。現在この改善計画の策定作業を早目
に行うようにということで指導をしているところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　期間だけ設けてこの間にやりなさい
というやり方は、少々乱暴だと思うんです。しっかり
とこの費用が幾らかかるのか、経営計画の中でこの費
用をつくれるほどの利益が出るようになっているのか
どうか、その辺をしっかりしないとまた同じ問題が起
こると思います。なので県には、この問題全体的に責
任者としての立場を発揮していただいて、早期に問題
の解決を図っていただきたいというふうに思っていま
す。
　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。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇花城　大輔君　次に６番の平成29年度の県内中学
校の部活動の加入率について伺います。
　加入率は今全国の中でどうなっていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時53分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　平成29年度における中学生の運動部活動加入率で
すが、中学校体育連盟が昨年５月に全・国公私立の中
学校を対象に調査したところですけれども、全生徒
４万8347名中、２万9153名が加入しておりまして、

加入率は60.3％となっております。ちなみに、29年度
ですが、沖縄県の60.3％に対して、全国平均が62.7％
となっておりまして、差は2.4ポイントほどとなって
おります。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　全国何位になっているかはわからな
いですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時54分休憩
　　　午後１時54分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇花城　大輔君　職員の方とはちゃんとやりとりがで
きたと思っておりましたけれども、これ実は今月行わ
れた那覇市議会の中で、沖縄県の中学生の部活動の加
入率は全国で最下位ですという答弁があって、しかも
３年前に小学校６年生が全国学力テストで最下位を抜
け出した。その子供たちが中学３年になってまた最下
位になっている。そして部活動の加入率も非常に低い
と。これは中学生で何が起こっているのかと。中学生
の放課後で何が起こっているのということを調査すべ
きではないかという声にまで広がっているんです。県
としても、実際部活動がやりたいけどできない状況と
か、そのようなところをしっかり調べて、数字を市町
村ごとにあらわすというふうな作業は必要ではないで
しょうか。答弁お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時56分再開
〇議長（新里米吉君）　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。
　今の部活動加入率につきましては、どのようなこと
が影響してそういうふうになっているのかというの
は、確かに分析はできておりません。話によれば、例
えば貧困が部活動加入率に影響しているのかとか、そ
ういう意見もあるようですが、その相関関係はちょっ
と把握はされていないところでございます。ただ中学
校のこの学力の話は、今確かに全国で平均点を下回っ
ているわけなんですが、少しずつですが着実に上がっ
てきているとは認識しております。ただその中学生
は、全国でも一緒なんですが、学習内容が抽象的で
あったり概念的であったりとか、習得すべき内容がな
かなか多様化していると。あとはその思春期特有のい
ろんな生徒指導上の課題もあるとか、あとそれと小学
校とは違って、教科担任制になりますので中学校で
は、ほかの教科と連動した全校体制の研究という、授
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業改善とかそういう視点に弱さが見られるのではない
かというふうな意見もありまして、その中学生を取り
巻く状況を議員御指摘のような、どのような把握の仕
方があるのかは教育委員会の中で検討してみたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　ぜひ検討して前に進めていただけた
らというふうに思います。ちなみに、那覇市議会で
は、市長みずからがこの調査に意欲を示したというふ
うに聞いております。知事部局として、これもしっか
り部活だけではなくて、放課後の過ごし方全体につい
て、塾に行きたい子が行けているのか、やりたいこと
がちゃんとやれているのかということも含めて、県と
しても調査をされて、独自の施策に生かしていただき
たいと思いますがいかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　県としまし
ても、子供の貧困解消対策に取り組んでいるところで
ございまして、小中学生を対象としましたアンケート
調査などもやったところでございまして、これもまた
定期的に行っていきたいと考えているところです。
　先ほどの部活の加入率につきましての関係は、必ず
しも関係性がわかっている調査ではございませんけれ
ども、例えば衣類が買えているかとか、食料品に困っ
ていないかという関連した質問もございますので、そ
ういった中で実態が把握できればというふうに考えて
おります。
〇花城　大輔君　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
〇照屋　守之君　質問の前に申し上げます。
　翁長知事の病及び治療にお見舞いを申し上げます。
同時に私は、知事は病の治療に専念し公務は職務代理
者を任命し、県の課題解決に努めるよう要望いたしま
す。県知事にかわる職務代理者の任命はすぐやるべき
だと考えております。
　私は翁長知事の病状も大変気になるところでありま
すけれども、同時に今沖縄県政も厳しい状況にあると
考えております。普天間、辺野古問題、ＭＩＣＥ施設
建設、国の予算減の影響、今年末の税制、さらに平成
31年度国の予算の決定などに向けて待ったなし、毎日
毎日の決断と実行が求められます。翁長知事が病を抱
えたまま、これら難題に取り組むことは県民に不安を
与えるおそれがあります。私は多くの県民が知事の病
を憂い、県政の状況を心配していると思います。速や
かに職務代理者を任命しての県政運営を望みます。

　さらに緊急にもう一言申し上げます。
　本日の朝刊、トップニュースにびっくりいたしま
した。「基地を一望　中国客歓声　道の駅かでな人気　
「世界一の軍事力」間近に興奮」、「本島中部の人気観
光地１位」、道の駅かでな50万人から58万人、美ら海
水族館と並んで人気観光地の一つ、世界一強い米国の
軍事力が身近で、これは嘉手納基地のことであります。
私は、今回米軍基地が沖縄観光に貢献していることを
改めて認識いたしました。基地は、経済発展の阻害要
因と言われておりますけれども、これからは基地は沖
縄観光の発展要因であることも言えると考えるわけで
あります。
　以上を申し上げて質問を行いますけれども、１、翁
長知事の病気療養と公務については取り下げます。
　それでは質問を行います。
　１、翁長知事の１期４年間の県政運営について。
　(1)、辺野古をつくらせないを柱にした県政運営で、
結果として現在、辺野古の工事は進みつくらせている。
このことは、翁長知事の公約違反であり、県民の期待
を大きく裏切ったと思います。見解を問います。
　(2)、辺野古問題の解決が司法・裁判所の判断によっ
てなされる。この道筋を翁長県政がつくった４年間で
あったと言えます。この責任は非常に大きいと思いま
す。今や民意の動向や政治交渉では辺野古問題の解決
にはつながらないと思います。見解を問います。
　２、沖縄振興予算の推移について。
　(1)、翁長県政で普天間・辺野古問題の解決の道筋も
つくれず、大型ＭＩＣＥ施設の建設の財源のめどすら
つけず、特に、沖縄の経済振興のかなめとなる国の沖
縄振興予算は、平成26年度3501億円から平成30年度
3010億円とこの４年間で約500億円の減額でありま
す。今は前県政のおかげで経済は好調でありますけれ
ども、やがて県経済は衰退するおそれがあります。国
の振興予算減の責任をどのように感じているか伺いま
す。
　３、辺野古問題の解決に向けて。
　(1)、今のように撤回ありきで理由を探しての撤回
は、辺野古問題の解決にはつながらないと思います。
見解を問います。
　(2)、県は、最高裁判決で負けて翁長知事は埋立承認
取り消しを取り消して、埋め立てを承認し、工事が進
められているにもかかわらず、撤回することに違和感
があります。見解を問います。
　(3)、翁長知事が撤回をすると、国は違法確認訴訟と
撤回の執行停止の訴えが想定されます。撤回の執行停
止は二、三週間で裁判所の判断がなされると想定をさ
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れております。そうなりますと工事は再開されると思
います。工事は進み、辺野古問題は解決しないと思い
ますけれども見解を問います。
　(4)、撤回は後に県知事や職員に多額の損害賠償とい
う形で大きな負担になると思います。見解を問います。
　(5)、県民投票は、法的な拘束力もなく、辺野古問題
の解決につながるか疑問があります。見解と対応を問
います。
　４、サンゴの特別採捕について。
　(1)、辺野古の埋め立てにおけるサンゴ特別採捕の件
数と許可の状況について。
　(2)、那覇空港第２滑走路埋め立てにおけるサンゴの
特別採捕の申請期間、件数及び許可の状況、また、申
請から許可に要した平均日数。
　(3)、平良港国際クルーズ船拠点整備事業におけるサ
ンゴの特別採捕の申請日と許可について説明を願いま
す。
　５、珊瑚舎スコーレへの補助再開について。
　このような補助をやめることがどうしても理解でき
ません。この補助は仲井眞県政でスタートをし、県の
支援、学びによって人生を取り戻したなどの大きな成
果がありました。しかし翁長県政でやめてしまったわ
けであります。大変残念であります。県議会与野党、
マスコミ、珊瑚舎スコーレの関係者、騒ぎになって県
は補助を再開するとのことであります。
　そこで伺います。
　いつから再開をし具体的な金額と財源の説明を願い
ます。
　６、我が党の代表質問との関連。
　仲田弘毅議員の辺野古問題、辺野古東海岸で新たな
漁業組合の設立について、漁業組合の設立は漁業を営
んでいく上で大切なことであると考えております。し
かし今なぜ名護市辺野古なのか、違和感があります。
今辺野古海域では名護市漁協及び漁業者に漁業補償が
支払われ、埋立事業が進められております。新たな漁
業組合が埋立事業に権利を主張し混乱するおそれがあ
ります。このことを踏まえた設立認可の検討が必要で
あると思います。見解を問います。
　後ほど再質問させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　照屋守之議員の２、翁

長知事の１期４年間の県政運営についての御質問の中
の(1)、辺野古に新基地はつくらせないという公約に
ついてお答えします。
　知事は、辺野古に新基地をつくらせないことを公約
に掲げ、信念を持って取り組んでおります。
　沖縄県としては、沖縄防衛局に対し、留意事項違反
などを繰り返し指摘し、工事を直ちに中止するよう再
三にわたり行政指導を行っているところであります。
今後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野古に
新基地はつくらせないという知事公約の実現に向けて
取り組んでまいります。
　同じく２の(2)、辺野古新基地問題の解決について
お答えします。
　県は、国地方係争処理委員会の決定にもありました
ように、辺野古移設をめぐる一連の問題は協議によっ
て解決すべきものと考えております。政府においては、
辺野古が唯一の解決策という固定観念にとらわれるこ
となく、県民の声に真摯に耳を傾け、辺野古新基地建
設問題の早期解決に向けて取り組んでいただきたいと
思います。
　県としましては、今後も引き続き政府に対し、政府
との協議の場などさまざまな機会を通して普天間飛行
場の県外移設、早期返還及び危険性の除去を強く求め
てまいりたいと考えております。
　次に４、辺野古問題の解決に向けての御質問のうち
(1)、撤回と辺野古問題の解決についてお答えします。
　撤回とは、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当該行為を維
持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これ
を将来的に無効とすることと承知しており、撤回を行
えば埋立承認が将来的に無効になります。撤回につい
ては、法的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応
する必要があると考えており、どのような事由が撤回
の根拠となるか、慎重に検討しているところでありま
す。
　同じく４の(2)、最高裁判決と撤回との関係につい
てお答えいたします。
　最高裁判決に従い、埋立承認取り消しを取り消した
ことで、前知事が埋め立てを承認した原点に戻り、そ
の後の行政手続については、埋立承認が適法であるこ
とを前提に対応することとなります。しかしながら、
このことが今後の変更申請などを必ず承認しなければ
ならないことを意味するものではなく、公有水面埋立
法等の関係法令にのっとり適正に審査を行い、それぞ
れの要件を判断することは当然であると考えておりま
す。
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　同じく４の(3)、撤回後の県の対応についてお答え
します。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。また、これとあわせて、撤回を
行った場合に想定される国からの執行停止の申し立て
等に対する対応についても検討しております。撤回の
時期については、法的な観点や日々の国の動き等を想
定して検討し、知事の責任において判断することにな
るものと考えております。
　同じく４の(4)、撤回と損害賠償についてお答えし
ます。
　国家賠償法では、公共団体の公権力の行使に当たる
公務員が、その職務を行うについて、故意または過失
によって違法に他人に損害を加えたときは、公共団体
がこれを賠償する責に任ずると規定されています。ま
た、国家賠償法において公務員個人が損害賠償責任を
負うのは、公務員個人に故意、重過失がある場合に限
られております。撤回については、法的な観点からの
検討を丁寧に行った上で対応する必要があると考えて
おります。
　同じく４の(5)、県民投票に対する見解と対応につ
いてお答えします。
　これまでに他の地方公共団体で実施された住民投票
は、その施策決定に大きな影響を与えてきたものと認
識しております。また、県民投票については、県民が
主体となって議論がなされることが重要であると考え
ております。政府が辺野古新基地建設を強行する中
で、米軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民
投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思
を明確に示すことができるため、今回の県民投票は意
義があるものと考えております。県民投票の結果に法
的な拘束力はありませんが、結果は尊重されなければ
ならないと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　３、沖縄振興予算の推移
についての御質問の中の(1)、平成31年度沖縄振興予
算の確保についてお答えします。
　知事においては、市長会や町村会とともに昨年８月
９日から10日にかけて、当時の江﨑内閣府沖縄担当大
臣を初めとした関係要路に、沖縄振興予算の3400億
円を上回る額の概算要求や一括交付金の従前の水準へ
の回復の必要性などを説明し、知事や市長会、町村会

の思いも込めて要請活動を行っております。また、８
月16日には菅官房長官、公明党の井上幹事長などに同
様の要請を行っております。さらに、概算要求後の11
月17日には、概算要求額の満額確保及び沖縄振興一
括交付金について概算要求額以上の額の確保について
関係要路に要請するなど適宜対応したところでありま
す。平成31年度沖縄振興予算の確保に向け、市町村等
と協調しながら、内閣府沖縄担当部局と一層密に連携
するとともに、引き続き、知事を先頭に、沖縄担当大
臣を初めとした関係要路に対して、県と市町村等の意
見や考え方を沖縄の声として丁寧にお伝えし、御理解
と御協力が得られるよう取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島尻勝広君登壇〕
〇農林水産部長（島尻勝広君）　５、サンゴの特別採
捕についての御質問の中の(1)、サンゴの特別採捕許
可の状況についてお答えいたします。
　普天間飛行場代替施設建設事業に係る造礁サンゴ類
の移植に関する特別採捕許可申請については、レッド
リスト掲載サンゴとして、平成30年３月20日及び４
月５日にオキナワハマサンゴ９群体に係る３件の申請
と、４月17日にヒメサンゴ１群体に係る１件の申請が
なされております。また、４月24日には、Ｎ２護岸付
近に生息する小型サンゴ約830群体及びショウガサン
ゴ１群体の申請と、大型サンゴ22群体の申請の２件が
提出され、さらに、６月19日に、Ｋ８護岸付近に生息
する小型サンゴ約３万8760群体に係る申請がなされ
ました。これら７件の許可申請については、現在、審
査を継続しており、引き続き、沖縄県漁業調整規則の
趣旨に沿って、厳正かつ適切に対応してまいります。
　同じく(2)、那覇空港滑走路増設工事における特別
採捕許可申請への対応についてお答えいたします。
　那覇空港滑走路増設工事に係る造礁サンゴ類の移植
試験に関する特別採捕許可に関しては、平成25年度及
び26年度の２年間で７件の申請がなされ、それぞれ許
可されております。これら７件の許可の審査に要した
期間は、平均で約５日間であります。
　同じく(3)、平良港国際クルーズ拠点整備事業にお
ける特別採捕許可申請についてお答えいたします。
　平成30年５月21日に、沖縄総合事務局平良港湾事
務所から、平良港湾内における臨港道路築造工事に伴
う造礁サンゴ類450群体の移植試験に係る特別採捕許
可申請が提出されております。申請書及び添付資料を
確認したところ、それらの記載内容のみでは許可の可
否を判断できないと認められたことから、同事務所に
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対して、６月15日に文書で説明を求めたところであ
ります。本件申請については、同事務所からの回答内
容も含めて審査を行い、沖縄県漁業調整規則の趣旨に
沿って、厳正かつ適切に対応してまいります。
　次に７、我が党の代表質問との関連についての御質
問の中の(1)、新漁協の設立許可についてお答えいた
します。
　名護市東海岸地域において、新たな漁業協同組合を
設立する手続が進められております。名護市内で平成
30年４月20日に開催された創立総会では、認可申請
に必要な定款、事業計画等が議決され、５月９日に設
立認可申請書が県に提出されております。
　県としましては、水産業協同組合法にのっとり、厳
正かつ適切に審査しているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　６の珊瑚舎スコーレへの補
助再開についての御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では、戦中戦後の混乱期における義務
教育未修了者について、今月中に補助開始の手続を行
い、７月の初めには交付決定ができるよう進めてまい
ります。今回の支援額については、平成29年度が約
400万円となっており、おおむね同程度を予定してお
ります。また、早期の事業開始を目指して、入札残な
どのある事業から財源を確保したところであります。
早期に支援事業を開始することで、事業所に安定した
学習の場を確保していただくとともに、支援対象者が
安心して支援を受けられるよう進めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ありがとうございます。
　再質問を行います。
　知事の県政運営です。４年前の県知事選挙の結果は
翁長知事が36万820票です。私は今回知事がやってい
る行為は、この36万820票の皆様方の知事に対する公
約の期待だと思いますけれども、その期待に沿ってい
ない、反していると思っておりますけれどもいかがで
すか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　知事は辺野古に新基地をつくらせないことを公約に
掲げ、信念を持って取り組んでいるところです。現在
県も、今後有するあらゆる手法を用いて辺野古に新基
地はつくらせないという知事公約の実現に向けて取り
組んでまいります。

〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　私が聞いているのは、有権者36万
820名の方々の期待に背いているというふうに言って
おりますけれどもいかがですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになりますけ
れども、知事は辺野古に新基地はつくらせないという
公約を掲げ、取り組んでいるところでございます。沖
縄防衛局に対しましては、留意事項違反などを繰り返
し指摘し工事を直ちに中止するよう再三にわたり行政
指導などを行っているところです。
　今後も県の有するあらゆる手法を用いまして、辺野
古に新基地はつくらせないという知事公約の実現に向
けて取り組んでまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　一方で前知事は、26万1076票とっ
ているんです。前知事に１票を投じた方々は普天間返
還のために辺野古やむなしの票だというふうに思って
いるんです。今知事が反対をしながらつくらせている
というのは、前知事に１票を投じた方々の期待に応え
ている。そう理解していいんですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　前知事に投票した方々が
全て辺野古に賛成かどうかということはわかりません
けれども、少なくとも先ほど来、公室長が答弁してい
ますように、翁長知事は辺野古に新基地はつくらせな
いという公約実現に向けて取り組んでいるところでご
ざいます。実際確かに護岸については、現在７つです
か、護岸はできているところでございますけれども、
当初の予定よりはるかに護岸の建設もおくれている状
況でございまして、決してまた早期の――どれだけ前
知事に投票した方が望んでいるかどうかこれは今の時
点でわかりませんけれども、知事は公約の実現に向け
て取り組んでいることについては御理解いただければ
と思っています。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　いつの間にか、建設をおくらせるの
が公約になったんですか。前知事の26万票の中には、
翁長知事が県議時代に辺野古を容認しながら現在は反
対しているというその不信感とか、あるいは政治交渉
ではなくて裁判闘争で解決をしていること、さらに裁
判費用で約１億円もかけられているということに非常
に不信感がありますよ。つくらせないといってつくら
せている。今や翁長知事は、保守や革新及び無党派層
の全ての県民の期待を裏切っていることになりません
か。どうですか。
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〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　辺野古新基地建設に関
する権限としては、公有水面埋立法や漁業調整規則に
基づく手続などさまざまなものがございます。またこ
のような法令に基づく権限のほか、辺野古新基地建設
に反対する県民世論及びそれを踏まえた知事の考えを
広く国内外に伝え、理解と協力を促すということも非
常に重要であると考えております。今後も県の有する
あらゆる手法を用いて、辺野古に新基地はつくらせな
いという知事公約の実現に向けて取り組んでまいりま
す。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　確認したいのですけれども、辺野古
問題の解決、もう司法裁判の判断でなされる。このこ
とは共通認識ではありませんか。それ以外の方法があ
りますか。裁判以外に、解決方法。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　県としましては、国地方
係争処理委員会の決定も受けまして、話し合いという
形でやりましたが、国のほうが不作為の違法確認訴訟
を提起したものでございます。今後とも県としては、
ずっと話し合いによる解決が望ましいという係争委の
考えは極めて重要であると考えており、引き続き話し
合いについて求めていきたいとは考えております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　係争委の責任にしないでください。
県の責任でこれから本当に解決は、司法・裁判所の判
断以外にありますかということです。係争委の責任に
しないでください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　公有水面埋立法に基づ
きまして、今さまざまな検討を行っているところでご
ざいます。仮に撤回ということになった場合に、それ
について国がどのような対応をとるかによるものとは
考えますが、現時点ではお答えは差し控えたいと思い
ます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　私は、知事がこの辺野古問題の解決
に大きな判断ミスをしていると思っているんです。３
つあります。１つは、４年前の知事就任直後にすぐ撤
回をしなかったこと。２つ目は、裁判所の和解に応じ
たこと。３つ目は、最高裁の判決がおりた後に知事は
みずから埋立承認取り消しを取り消して埋立承認をし
たこと。この３つは、最大の判断ミスと思っているん
です。いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。

〇知事公室長（池田竹州君）　埋立承認の取り消しに
ついては、その要件を第三者委員会を設置して丁寧に
検討を行ったものでございます。また、代執行訴訟と
の和解につきましては、和解によってきちっと協議も
していく面もございました。訴訟が３本上がっていた
ということで、和解に従って国も県も訴訟を取り下げ
たところでございます。その和解の結果、係争委の過
程において国あるいは県、和解の中で想定していた結
論が出なくて係争委のほうは話し合いというような形
はございました。
　最高裁の判決を受けて、承認取り消しにつきまして
は、法に基づく行政という形から取り消したものでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　次に、同じく３番目の辺野古問題の
解決ですけれども、先ほど申し上げましたように、県
は最高裁判決で負けて、裁判所での和解条項で判決に
従い互いに協力して誠実に対応すると約束しました。
約束したにもかかわらず、今県が撤回を考えていると
いうのは矛盾しませんか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　この和解条項につきましては、関与取消訴訟に関す
るものでございます。それに従いまして県は、それと
実際に和解条項と異なる裁判になったものです。本来
この和解条項の適用は、私どもは関与取消訴訟には及
ばないものと考えております。
〇照屋　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。
　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　沖縄県と国の和解は、
公有水面埋立法に基づく沖縄県知事の判断が争われま
した代執行訴訟におけるものでございます。和解条項
の９項におきましては、是正の指示の取消訴訟判決確
定後は直ちに同判決にある判決に従いとあるとおり、
是正の指示の取り消し訴訟に関する規定となっており
ます。さきの訴訟については、是正の指示の取り消し
訴訟ではなく不作為の違法確認訴訟であり、和解に定
めのないものであることから、和解条項が適用される
場面ではないものと思っております。
〇照屋　守之君　議長、ちょっと休憩願います。その
確認だけ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
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　　　午後２時31分休憩
　　　午後２時33分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　照屋守之君。
〇照屋　守之君　幾らこれから裁判やっても勝てませ
んよ、皆さん方は。これは裁判所には通用しません
よ。撤回というのは、最高裁判決、和解条項これに反
する行為なんです。最高裁判決に県は従う。和解条項
は県は守る。これは県議会で幾らこういうやりとりを
しても、皆様方が裁判所で裁判所立ち会いで和解を
やっていますから、これは認められないと思いますよ
撤回は。いかがですか、大丈夫ですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　先ほど来、最高裁の判決が和解条項の中に含まれる
か、前提としているのではないかという趣旨の話だと
思いますけれども、そもそも高裁の和解に基づいて県
は和解協議に応じました。その際に国地方係争処理委
員会というものが間に入るわけですけれども、そのと
きの和解条項が国地方係争処理委員会の判断を協議し
なさいという結論だったわけです。それは高裁が示し
た和解条項のいずれにも該当しなかったわけです。そ
れで国は、県のほうに対して違法確認の訴訟を起こし
たということで、本来高裁が求めていた考えていた和
解条項とは別の形で、最高裁の判決につながる流れに
なったわけです。そういった意味で先ほど来、公室長
は和解条項とは関係ないというような答弁をしている
ところでございます。
　一方で県はなぜ承認の取り消し処分を取り消したか
といいますと、行政において最高裁の判断に従うのは
ある意味当然だということで承認の取り消し処分を取
り消したわけですけれども、かといってその後のさま
ざまな手続が何でもかんでも国の判断に基づいてやら
ないというけないかというとそうではなくて、法律に
よる行政の原理に基づいて個々具体的に判断している
と。それが最終的には撤回につながる可能性も否定で
きないということを県は従来述べているところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　次に、県が撤回すると国は違法確認
訴訟と撤回の執行停止の訴えが提起をされると思って
います。見解はいかがですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　県は、撤回を行った場合に想定される国からの執行
停止の申し立て等に対する対応についても検討してお

ります。執行停止の申し立てがなされた場合には、例
えば国の申し立ての内容では失効停止の要件を満たさ
ず執行停止は認められないことを裁判所に主張するこ
となどを検討しております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　私はだから違法確認訴訟と撤回の停
止が訴えられると思っているんです。それで県の撤回
によって国は後々県に損害賠償を請求するおそれがあ
ります。これは執行停止の訴えは、恐らく最高裁の判
決も含めて相当県は自分の都合のいいように考えてお
りますけれども、これは最高裁の判決ですから、一緒
に協力してやっていくというその県がそういうふうな
状況であるということになれば、撤回の停止は二、三
週間では解除されませんかね。そうしたら工事は再開
されると思うんですよ。どう考えていますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　国の措置によって二、
三週間かどうかにつきましては、今ちょっとお答えは
差し控えたいと思いますが、いずれにしましても、い
わゆる執行停止等の申し立てがなされた場合には、県
としても執行停止が認められないというような主張を
裁判所にきちっと訴えていきたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　最終的に違法確認訴訟で争われます
けれども、ちょっと時間がかかりますが、結局県が負
けたら国は県に対して損害賠償の請求があります。今
約600億ぐらいの工事が進んでいるのですか。どれく
らい工事がとまるかによりますけれども、一月ぐらい
とまったとして60億です。50億かもしれませんね。こ
れは国はその分の損害ですから、業者にはお支払いし
ないといけませんから50億ぐらいの損害賠償が国か
ら県に来る。これだけの大きなお金を県が払うわけあ
りませんから住民訴訟が起こる。それぞれの担当の職
員に配分される。となると今ここに20名ぐらいいま
すね。二、三十億でも県知事が例えば３億、副知事が
２億、部長の皆様方が１億にしても21億、30億ぐら
いにしかなりませんよ。これだけのものを今の皆様方
が、今決裁して責任を負うというそういうふうな事態
が起こってきます。識名トンネル、既に終わったもの
が7000万。当時の土建部長と土木事務所の所長に今
降りかかっていて、高裁で今争っているんですかね。
そういう事態が必ず起こってきます。ですからそうい
うことも想定しながら撤回というのを考えないと、撤
回をしたらもうおしまいですよ。皆様方、その１億ず
つ払う覚悟があれば一緒になって撤回できますけれど
もいかがですか。
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〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　国家賠償法では、公共団体の公権力の行使に当たる
公務員がその職務を行うについて、故意または過失に
よって違法に他人に損害を加えたときは公共団体がこ
れを賠償する責に任ずると規定されております。また
国家賠償法において、公務員個人が損害賠償責任を負
うのは、公務員個人に故意、重過失がある場合に限ら
れております。
　撤回につきましては、法的な観点からの検討を丁寧
に行った上で対応する必要があると考えております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから、識名トンネルで決裁をし
た土建部長やあるいは土木事務所の所長が今責任を
負っているじゃないですか。これは、県民からすると
何で皆様方がやったことを県民が背負わないといけな
いのという話になりますからね。そこは覚悟を決めて
対応しないといけませんよという話です。
　次は第２滑走路、先ほどサンゴの件がありますけれ
ども、７件で平均５日間。これだけ短いのに何で辺野
古はこれだけ時間がかかっているんですか。
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。
　特別採捕許可の運用に関しては、近年県民等からよ
り透明性のある事務と処分に関する判断等について、
より十分な説明責任を果たすことが求められておりま
す。そのため事実関係の確認や関連委員会での審議内
容、論文など関係資料の精査において従来より時間を
要しております。
　県としましては、当該事務の標準処理期間を念頭に
置きつつ、今後も沖縄県漁業調整規則の趣旨にのっ
とって厳正かつ適切に対応してまいりたいと思ってお
ります。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　那覇のサンゴと辺野古のサンゴは違
うんですか。自然保護、環境保全は一緒じゃないです
か。何でこれだけ違うんですか。
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）　繰り返しになります
けれども、今回特別採捕の許可に関しては、県民等か
らより透明な事務と処分に関する判断について説明責
任が求められております。その辺について慎重に事実
関係等含めて精査しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　このサンゴの移植については、漁業
規則の問題ですか。環境保全の問題じゃないですか。

環境省の問題じゃないですか。おかしくないですか。
環境部長どうですか。おかしくないですか、これ。自
然保護、環境保全は漁業規則ですか。
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）　漁業規則のほうに
のっとって、厳正かつ適切に対応しているところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　国は環境保全、環境省のその法律の
趣旨に基づいてそういう申請を出していると思います
よ。それを県は、漁業規則で扱うんですか、おかしく
ないですか。
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）　特別採捕許可申請に
ついては、我々のほうとして沖縄県漁業調整規則の趣
旨に沿って厳正かつ適切に対応しているところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　４月17日の１群体ハマサンゴです
か。これは、大体どのくらいのサンゴですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時44分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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。
　６ミリ程度でございます。
〇照屋　守之君　６ミリ、６センチじゃないの。ミリ。
〇農林水産部長（島尻勝広君）　繰り返しますが、６
ミリでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ハマサンゴ、私は防衛局にも確認し
ましたら、１つ６センチから７センチのものが昨年の
平成29年10月26日から現在200日までかかって、処
理されていないということですけれども、これつくっ
てみたんですけれども、（資料を掲示）　大体６センチ
このぐらいですよサンゴ。こういうものが申請して許
可されない。あの海にあるものが、これどういうこと
ですか。現場わかっていますか皆さん。このぐらいの
サンゴよ。
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）　ちょっと確認の意味
で答弁させてもらいたいと思います。
　先ほどのサイズについてはヒメサンゴが６ミリ程度
でございまして、今議員が示しているものについて
は、多分オキナワハマサンゴだと……
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〇照屋　守之君　ハマサンゴでしょう、ごめんごめん。
〇農林水産部長（島尻勝広君）　済みません、先ほど
はヒメサンゴのサイズでした。今議員がおっしゃるの
は、オキナワハマサンゴの部分です。
〇照屋　守之君　だからこれは、これだけのものが
200日もかけて何で許可されないの。海にある。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時46分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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。
　少し説明が長くなりますけれども、経緯等を含めて
説明させていただきたいと思います。
　まずレッドリスト掲載サンゴでありますオキナワハ
マサンゴに係る特別採捕許可申請の件についてですけ
れども、当初平成29年10月26日に提出された１群体
の許可申請については、２回の説明要求を経て30年２
月16日に、当分の間１週間ごとに経過観察を行うこと
を条件として許可いたしました。その後２月22日に
沖縄防衛局から当該サンゴが食害があったとの報告を
受け、翌23日に県から当該事象に対して十分慎重に
されるべき旨文書を発出したところ、沖縄防衛局から
許可期間の満了する２日前の27日付文書により、許可
期間の２カ月延長を求める変更許可申請書の提出がな
されました。しかしながら変更許可申請の内容からは、
その期間設定の妥当性を判断することができなかった
ため、変更許可申請については不許可といたしたとこ
ろでございます。これに伴いまして、２月16日付許可
は３月１日で自動的に失効することになりましたが、
その後３月13日に開催されました第13回環境監視等委
員会を経まして３月20日に改めてオキナワハマサンゴ
１群体に関する申請がなされたものであります。
　以上が今までの経緯でございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　それでいつ許可になるんですかこ
れ。200日たっていますね。
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）　現在審査中でござい
ますので、いろんな回答書を踏まえて専門家の意見等
も踏まえて鋭意審査をやっているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　標準処理期間は45日でしたね。５倍
ですよ。どうなっているんですか。
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）　繰り返しになってし

まいますけれども、いろんな県民等を含めて専門家の
ほうもいろんな意見があるということを踏まえまし
て、各方面から専門性を含めて今審査をしているとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ヒメサンゴ、先ほどの６ミリ。これ
１センチありますよ。（資料を掲示）　６ミリのサンゴ
が海にあるんですよね。防衛局は22日になくして、
26日にまた探したんですかね。これが死んでいるサ
ンゴにくっついているんですよね。これ絶滅危惧種、
どうするんですか。これだけのサンゴよ、どうする。
ちょっとひどすぎませんか。第２滑走路は５日でおろ
して、辺野古は200日……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　オキナワハマサンゴ、レッ
ドリストサンゴでございますし、沖縄防衛局は、そも
そも埋立承認願書の添付図書であります環境保全図書、
そこのほうにサンゴ類の移植・移築については事業の
実施前に行うというような記載があったわけでござい
ます。ところがそういったものが、当初沖縄防衛局自
身もサンゴの移植については、工事の着手までには実
施するですとか、環境監視等委員会からも監視委員の
方々も着工前に実施する環境保全措置の検討項目とし
てサンゴの移植を例に挙げていたわけです。ところが
結果的には、４月25日に移植の前に事業を実施したと
いうことでございます。こういったことで我々は、サ
ンゴの移植を初めとした環境保全措置などについて、
防衛局に対して留意事項を厳守して遵守して工事を停
止するようにと、沖縄県との事前協議に応じるよう行
政指導を行ってきたというところでございます。そう
いった流れの中でなかなか工事をとめていただかない
中で、県は立ち入りもできない中で、専門家の意見も
聞く等々で時間を要しているという実情がございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　沖縄県服務規程、服務の原則第３条
「職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的且つ能率
的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服
務しなければならない。」、これに反していませんか。
第２滑走路は５日でおろす。そのほかはこれだけ200
日かかってもめどもつけない。同じ仕事で、服務規程
に反していませんか皆さんの仕事は、どうですか。
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）　先ほど議員のほうで
質問がありましたヒメサンゴの取り扱いの審査状況で
すけれども、平成30年４月17日付文書によるヒメサ
ンゴ１群体の申請については、サンゴ類の取り扱いや
移植先選定の基準に関して疑義があり、試験研究計画
の妥当性が判断できないことから、６月14日付文書
により再度監視等委員会からの指導・助言を受け、本
件再申請に係る技術的な課題とその取り扱いを明確に
した上で、当該計画を再考するよう求めたところであ
ります。引き続き我々のほうとしては、沖縄防衛局か
ら回答がなされた場合に沖縄県漁業調整規則の趣旨に
のっとって厳正・適切に審査してまいりたいというふ
うに考えております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　地方公務員法第29条、職務上の義務
に違反しまたは職務を怠った場合、これ懲戒の処分、
ありますね。これにも反しませんか。おかしくないで
すか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　先ほど来島尻部長が答弁
していますように、農水部としては、今回の防衛省か
らの申請に対して漁業調整規則に基づいて厳正に対応
しているものと考えております。確かに辺野古新基地
建設問題につきましては、県政の最重要課題であるこ
と、これは間違いないわけでございますけれども、辺
野古問題だからということで恣意的に何かこの事業の
審査を行ったというようなことであれば、確かに議員
の御指摘の部分も可能性としてはあるかもしれません
けれども、県としてはそういったことはなく、関係法
令に基づいて厳正に対応しているということでござい
ますので、御理解いただければと思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　辺野古問題じゃないですか、これし
かありませんよ。環境部長、環境保全の環境基本法７
条、40条、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存
に関する法律、１条、２条２項これに反しておりませ
んか今県がやっているのは。この条例と説明してくだ
さい、環境保全。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時54分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　環境基本法、種の保存法は
今手元にありませんけれども、環境部としましては、
レッドリストサンゴにつきましては慎重に配慮を行う

必要があるというふうに考えておりまして、現在土建
部、環境部とも連携をしながら確認をしているところ
でございます。
〇照屋　守之君　休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時55分休憩
　　　午後２時56分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　種の保存法の目的ですけ
れども、野生動植物が生態系の重要な構成要素である
だけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊か
な生活に欠かすことのできないものであることに鑑
み、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図る
ことにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び
将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するこ
とを目的とするというふうに書かれていると思います。
〇照屋　守之君　県の責務。
〇環境部長（大浜浩志君）　県の責務。地方公共団体
は、その区域内の自然的、社会的諸条件に応じて絶滅
のおそれのある野生動植物の種の保存のため施策を策
定し及び実施するように努めるものとするというふう
に書いてあります。
〇照屋　守之君　やっていますか。このヒメサンゴ
やっているか。絶滅危惧種やっているか。
〇環境部長（大浜浩志君）　現在でございますけれど
も、施策を策定しというふうにございますので、昨日
も答弁させていただきましたけれども、種の保存を補
完するような県の希少野生動物種保護条例の策定に向
けて今検討はしております。そういうことで今検討を
進めているという段階でございます。サンゴにつきま
しては、環境部としましても、移築の技術、移植の技
術等についてサンゴ礁保全事業、サンゴ礁モデル事業
等も行って、その辺のところをサンゴ礁の保全のため
の施策を講じているところでございます。
　当該案件につきましては、レッドリストに記載して
いるオキナワハマサンゴ、ヒメサンゴにつきまして
は、慎重に扱う必要があるというふうに考えておりま
して、最大限の配慮が必要であるというふうに考えて
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。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時58分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　照屋守之君。
〇照屋　守之君　環境基本法の７条と40条お願いし
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ます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　環境基本法７条でござい
ますけれども、「地方公共団体は、基本理念にのっと
り、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びそ
の他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に
応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」、
40条、「国及び地方公共団体の協力」でございますけ
れども、「国及び地方公共団体は、環境の保全に関する
施策を講ずるにつき、相協力するものとする。」とい
うふうに書かれております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　その法律のとおりやっていますか、
皆様は。相協力するって協力していますか。法律的に
やっていますか、これ。法律に沿って。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　環境部としましては、環境
保全図書に記載された環境保全措置の実施につきまし
ては、適切に実施する必要があるというふうに考えて
おりまして、土建部、農水部、知事公室とも協力・連
携しながら関係法令に基づいて適切に対応していきた
いというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　私が言っているのは、今農水部が
やっている国とやっているやりとりがこの法律にのっ
とってやっていますかということですよ。協力して本
当にやっていますか。やっていないでしょう。法律違
反でしょう。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　特別採捕許可に関しまし
ては、沖縄県漁業調整規則に基づいて手続はされてい
るというふうに認識しております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　環境基本法にのっとってやっている
んですよ国は。ですから皆様方もそれにのっとってや
らないと法律の定めに反するようなことをやって、こ
れ絶滅危惧種も含めて今法律違反をしているんです
よ。そこにある、ヒメサンゴこれがあるのに、法律で
はそういうのをきちっと計画でやらないといけないの
に、これがあっても皆様方は何の対応もしていない。
法律違反でしょう、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（大浜浩志君）　環境部としましては、環
境保全図書に示されている環境保全措置につきまして
は適切に行う必要があると考えております。希少種に
つきましても、その区域の自然的、社会的条件に応じ

て絶滅のおそれのあるものにつきましては、きっちり
この法に沿うような形で対応できるように、関係部局
とも連携しながら関係法令に基づいて適切に対応して
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）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　国際クルーズ平良港、これいつ採捕
許可するんですか。
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。
　平良港整備に伴う造礁サンゴ類の特別採捕許可申請
につきましては、試験研究目的の詳細、採捕しようと
するサンゴの種類の内訳、採捕期間の設定理由などの
点が申請書及び添付資料では十分確認できなかったこ
とから、６月15日に説明要求を行ったものでありま
す。なお、平良港湾事務所からは当該説明要求に対し
て、６月22日に回答書が提出されたところでありま
す。本件の申請については、その回答内容も含め沖縄
県漁業調整規則の趣旨に沿って厳正かつ適切に対応し
てまいりたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　この平良港国際クルーズ拠点整備事
業、理解しておりますか。採捕はいつまでにやると言っ
ていますか。
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）　平良港湾からの申請
については、先ほどの繰り返しになりますけれども、
沖縄県漁業調整規則の趣旨に沿って適正にかつ厳正に
審査するというのが我々の業務ですので、その辺につ
いては全体的な事業内容等も理解の上で慎重かつ適切
に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）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　今の状況だと辺野古もこの平良港も
知事の任期中はやらないんでしょう皆さん方は。この
国際クルーズ拠点整備事業、85億円の事業ですよ。平
成32年４月に開港する。14万トンのクルーズ船が入
る、3500名。これ全国から６つあるものを沖縄に２
つ、本部と、拠点整備にしている。国がやっているん
ですよ。これ４月30日までにできなければ……
〇議長（新里米吉君）　時間です。まとめてください。
〇照屋　守之君　32年４月開港できないんですよ。こ
んな事業ですよ。これを本当にほったらかして……
〇議長（新里米吉君）　時間です。
〇照屋　守之君　辺野古と抱き合わせて、本当にとめ
続けるんですか。
〇議長（新里米吉君）　時間です。
〇照屋　守之君　知事の任期いっぱいとめるわけ。来
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年までとめるわけ。どうするんですか。ひどすぎます
よ。
〇議長（新里米吉君）　時間をオーバーしています。
〇照屋　守之君　おまけ、おまけ。
〇議長（新里米吉君）　おまけじゃなくても、答弁で
きないです。質問残時間の前に総時間がもうとっくに
終わっていますから。
〇照屋　守之君　県の服務違反ですからね、しっかり
やってくださいよ。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後３時４分休憩
　　　午後３時19分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　それでは、一般質問を始めます。
　知事におかれましては、私も古い友人の一人であり
ましたが、二度にわたるがんを患って、今公務に専念
をされています。正直なところ、私自身は知事におか
れては、術後の治療に専念をしてもらって、健康の回
復を待たれたほうが御本人のためにはいいのじゃない
のかなと、私自身はそう思っています。当然制度とし
て、職務代理者制度がありますから、それを知事が
使って、部下たちを信頼し、県政運営をやっていくと
いうのも私は与えられた制度の中での選択ですから、
そのほうがいいだろうと思っておりますが、それを踏
まえて質問をさせていただきます。
　県知事の公務は、激務であることは県民ひとしく承
知しているところであります。そういう中で、知事は
治療をされながら公務に当たっておられますけれども、
退院後県庁に登庁した日数はどれくらいございますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　５月15日の退院から６月議会の開会まで、６月12
日までですが、登庁日は８日間になっております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　県庁の業務は多岐にわたって、知事
の仕事が激務であることは先ほど言ったとおりなんで
す。限られたこの執務時間の中で、全てに目を配っ
て、いわゆる知事の職務をやっていけるというふうに
自信はございますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　知事の重要な職務とし
ましては、県政運営に関する基本方針の決定や新規事
業計画の樹立及びその実施方針の決定、条例案及び予
算案等を議会に提出することなどがございます。

　４月以降も、知事への報告が必要な案件につきまし
ては、その都度報告を行っており、また、重要な案件
について知事の意思決定を得ていることから、適切に
対応されているものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　この答弁のあり方を見てみても、本
来ならば知事が答えてしかるべきですよ。部下が答弁
に当たること自体、私は知事は大変じゃないのかなと
思っているんです。
　そこで、知事、入院前と比較して、その時期を100
とした場合、どれくらい今、自分としては公務をこな
せているというふうに理解されますか。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　今、公室長のほうから答えが
ありましたけれども、例えば今、退院をしてから何日
登庁したかというようなものは私が数えるようなもの
ではないものですから、ああ、そうだったのかと、俺
結構行ったつもりだが８日間でしたかというようなこ
とにもなります。
　それから、毎日の部局長会議を含め、書類という意
味での県庁で行われたものは、全部病院で見させてい
ただきました。それから、判断を仰ぐものをその担
当、担当が来たときには病院で会ったり、公舎で会っ
たり、指示を出しております。
　ですから、そういう意味では内部的なものは相当レ
ベルは高いんじゃないかと思うんですが、ただやっぱ
り表敬訪問とか公式日程、外に出ていくというような
こういうようなものは、安室奈美恵さんとか二、三し
かありませんでしたから、そういったものは少なく
なっておりますけれども、内部的なものは書類に目を
通す、そして全ての分野ある意味では把握をしている
と思っております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　私がこれ問うのも、２つあるんです
よ。
　１つは、知事の健康上の問題に気を配っているのが
１つ、もう一つは、あなたが執務をする中で、そこに
いささかとも揺るぎやそれがあれば、県民生活に直、
県政の職務というのは影響してくるわけですよ。そこ
に、どういう影響が出るか私自身は考えているんです。
ですから、そこは御本人が今の答弁では十分やってい
けるという判断ですから、そこに私が立ち入ることは
ございませんけれども、ただ、いずれにしろこれから
ハードな日程が来ます。年末に向けて予算折衝もある
し、海外への出張もあるかもしれません。そういった
ことを考えると、やはり健康あっての物種ですから、
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十分健康に留意されて、御本人が健康を取り戻してか
ら知事という職務に専念されることがよかろうという
ふうに私は思っておりますので、そこは答弁は要りま
せん。
　次に、埋立承認の撤回についてでありますけれども、
知事が必ず行うとする撤回については、土砂搬入を目
の前にして重大な局面を迎えているというふうに私は
認識をいたしています。
　撤回の状況の検討はどう、どこまで進んでおいでに
なるんですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　撤回については、法的な観点からの検討を丁寧に
行った上で対応する必要があると考えており、どのよ
うな事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討している
ところであります。
　撤回の時期につきましては、法的な観点や日々の国
の動き等を想定して検討し、知事の責任において判断
することになるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　知事、６月12日の知事の退院してか
らのコメントですけれども、これ幾つか言われていま
すが、環境保全や法律違反が看過できない事態となれ
ば、ちゅうちょなく撤回を行うと述べておいでになり
ます。
　看過できない事態とは、どういう認識ですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　環境保全措置などについて看過できない事態とは、
例えば、留意事項違反の工事により環境への影響が生
じるおそれがある場合のように、公有水面埋立法４条
１項１号や２号に規定する要件を事後的に満たさなく
なった状態などがこれに当たるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　知事が今日まで撤回をやっていない
ということは、看過できない事態に至っていない、だ
からやらないんだという、私は認識を持っていますけ
れども、法律違反や環境保全の問題に看過できないよ
うなことが現場では起きていない、だから知事は撤回
できないんだというふうに認識していますから、それ
でよろしいですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　留意事項に基づくさま
ざまな協議がまだ行われていないことなど、今土木建
築部のほうからいろいろと行政指導等を行っていると
ころです。そのほかにも、環境保全措置、例えばサン

ゴの移植に係る問題でありますとか、そういったとこ
ろについても随時照会等行っておりまして、その辺を
トータルで判断していきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　私はそういうことを聞いているわけ
じゃないんだよ。知事が看過できない状態が来たら即
座にやると言っているんだから。今の現状は看過でき
る状態にあるんですねと聞いているんです。それに対
してきちっとした答弁が必要ですよ。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　留意事項に基づく照会
につきましては、今週、土建部長から回答が来たとこ
ろです。今、それを詳細に分析しているところでし
て、また、それに従って分析が終わりましたら、それ
で看過できない事態なのか、あるいは再度行政指導す
るのかきちんと判断していきたいと考えています。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　これまで４年近い歳月をかけて、あ
なた方撤回をするということをずっと言ってきたんだ
よ。今になって土建部長の照会がどうのこうのという
状況じゃないですよ、時間軸は。
　これは留意事項といって、じゃ留意事項のどこに看
過できない、法律に違反した事項があるの。これは並
べてください。そういう事項があるんであれば。公室
長じゃなければ、副知事答えたらいいじゃないですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　翁長議員の御質問、どういった事態になれば看過で
きないということになって撤回に踏み切るかというこ
とですが、この件については、我々本当に日々の国の
動きなども全体的な流れを勘案しながらトータルで検
討しているところでございます。今、この場で、こう
いった事態になれば撤回するというようなことは、具
体的に申し上げるのは差し控えさせていただきたいと
思いますけれども、少なくとも県が付した留意事項、
事前協議ですとか環境保全措置、そういったものにつ
いて、今県として行政指導などを繰り返し繰り返し
行っているところでございます。そういったことを踏
まえた沖縄防衛局の対応などを県はしっかり見きわめ
た上で、本当にこの部分について法に基づく行政の原
理から見逃すことができない、放置できないという事
態になれば、県としてしっかり厳正に対応するという
ことでございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　あなたが今答弁していることは、現
場の皆さん方は即、撤回してくれと言っているんです
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よ。看過できない状態なんだ、現場は。あなた方は、
看過できない状態に至っていない。だから、いろんな
留意事項を持って、国に合い議をやっているんだけれ
ども、実態として撤回できるだけの根拠がない。だか
らやらないと言っているのと同じことなんだよ、今
言っているのは。そういうことでいいんですか。私は
そう理解しますよ。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　撤回とは、一度なされた
行政行為を事後的に当該事象が放置できないという場
合に、将来に向かってその行為を無効とする事項でご
ざいます。ですから、この法律による行政の原理の観
点から、この撤回というのは本当に慎重にあるべきだ
と思っております。現場の方々が８月17日の土砂搬
入の沖縄防衛局の発表があった以降、大変現場では緊
張した緊迫した思いがあるということは承知しており
ますけれども、県としましては、そういったことも十
分理解しながらも、撤回の要件については本当に慎重
に国の流れなどを踏まえて、全体的な流れを勘案しな
がら検討しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　８月17日に、国は土砂を入れると
言っています。これは、看過できない状態になります
か。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　土砂の投入そのものだけでは、公水法に基づく埋立
承認が今現在生きていますので、それだけでは看過で
きない事態になるかは判断できないかと思います。さ
まざまな要件、環境保全措置などをきちっとできてい
ないというような指摘もございます。そういったとこ
ろもトータルで判断する必要があるものと考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　これではっきりしたことは、土砂投
入前には撤回はない。その後、今はどういう状況に
なっているかといいますと、国が不手際をすることを
ずっと県は待ち続けているんですよ。法律を犯すこ
と。知事の在任中まで、国は徹底した法律の管理をし
ながら、いわゆる瑕疵がないような埋め立ての方法を
選択しますよ。皆さんが撤回をするとすれば、留意事
項も含めて、要件撤回では撤回ができないんだよ。国
はチョンボ起こさぬから。じゃ皆さん方が撤回をやる
ということになると、これは県民投票による民意を根
拠とした撤回しか残っていないんです。それすらも12
月まで皆さん方戦略的に待つと言っている。本当にこ

の状況で撤回ができるんですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　ただいま、先ほど公室長のほうから土砂搬入だけで
はというような話がありましたけれども、県としては
確定的なことはまだ決定しているわけではなくして、
本当に国の全体的な動きを見ながら考えているところ
でございます。さまざまな行政指導等、これまで行っ
てきているところでございます。そういったことを一
つ一つ、我々はしっかり見ながら専門家の意見を持つ
さまざまな方々の御意見もいただきながら、全体的に
流れを勘案して、当該、国の動きを見ながらこういっ
た事態を放置できないということが総合的に判断でき
れば、これはまさしく看過できない事態として、知事
はちゅうちょなく撤回を行うということでございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　皆さん方が撤回をするとずっと言い
続けてきた。そして現場で頑張っておいでになる、こ
のいわゆる活動家の皆さん方は、土砂が入ると後戻り
ができない状況になる。だから、一日も早く撤回をし
てくれという要求をずっとやり続けている。これに対
して県は、国が法的チョンボを犯すことをずっと待ち
続けている。多分これは起きないでしょう、きっと。
　そういう中で皆さん方が何を根拠にして撤回をやろ
うとしているのか。これ万が一にもこういった根拠が
ないままで撤回をすると、これ玉砕撤回ですよ。法的
な根拠がないんだから。こういった撤回を県知事、や
るんですか。行政庁の長として。法を度外視した撤回
を行うという決意でおいでになるんですか。ここは知
事、答えてください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになりますけ
れども、撤回については、法的な観点からの検討を丁
寧に行った上で対応する必要があると考えており、ど
のような事由が撤回の根拠となるか、現在慎重に検討
しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　知事、先ほど言った答弁、ちょっと
答弁していただけませんか。どういう思いでやってい
るのか、撤回。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　公室長、あるいはまた副知事が予想されるいろんな
ことについて御説明をさせていただきました。今日ま
でそういった説明というようなものを私どもはいろん
な方々と議論をしながら今日まで来ております。この
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件につきましては、法律的な意味もさることながら、
ちょうど今、国際的に言うと、米朝首脳会談が起きて
……
〇翁長　政俊君　核心だけを……
〇知事（翁長雄志君）　いやいやいや、それを言わな
いと話が通らないんですよ。いわゆる最大限の圧力と
かという言葉も、今日本政府が使わなくなってしまっ
た。そういったようなものが国際情勢というものの流
れにもございます。
　私が去年のワシントンＤＣに行ったときに、向こう
でも撤回だ、県民投票だというような、アメリカにお
られる県人会の方もいろいろ意見が分かれておりまし
た。私からすると、これについては私の責任と判断と
決断でさせていただきますと、そういうことでありま
すので、これは、私の４年間の公約の意味合いをしっ
かり持ちつつ、今の言葉で判断をさせていただきたい
と思っております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　私は、県が根拠のある、しっかりと
した、それも法的裏づけのある根拠に基づいた撤回で
あれば、それは与えられている権限ですから、やって、
私は認められると思います。明確な根拠がないものを
あえてやる。感情論とは言わないけれども、運動の一
環としてやるということになると、これはもう行政の
長の域を超えている。権限の濫用ですよ。そこを言っ
ているんです、私は。それは、行政の長としてとるべ
き手法ではないと思います。そこは強く指摘をしてお
きます。
　そして、県民投票ですけれども、知事の著書を幾つ
か読ませてもらいました。「創造への挑戦」や「戦う
民意」というのがあります。一番新しく出たのが「戦
う民意」です。その中で知事は何と言っているかとい
いますと、先ほども西銘さんからありました。県民投
票は、いわゆるこの多くの県民に踏み絵を踏ますよう
なものだと。これまで保革が縮まってきたものをあえ
てこれを分断するようなことだから、私はこれには賛
成できないということを言っているんです。しかし、
先日の知事の県民投票に対するコメントは、県民投票
は評価するということで全く真逆なことを言っている
んです。
　知事、そこはどうなんですか。知事の考え方が変質
したんですか。教えてください。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　きのうでしたかきょうですか、
西銘議員にも著書を根拠に話をさせていただきまし
た。その時代背景というようなものを、そこで説明をさ

せていただいております。私は文字にしておりますか
ら、私の本も二、三出ておりますから、文字にしてお
りますので、私自身はその言葉、書いたものにはしっ
かりと縛られているというふうに思っております。そ
の中にもはっきり書いておりますけれども、時代背景
というのがあります、１つは。ですから、玉城義和先
輩などと御一緒して、学生さんでありましたけれども、
ちょっと変だったので、外に出ていってもらったとい
うようなこともございました。その後、県民投票という
ことで、保革がある意味では二十数年前ではあります
けれども、乗り越える機会が出てきたのかなというの
を持ちつつやっているときの県民投票でありました。
ですから、私の視点から見ると、まとまりつつあるよ
うなものを県民投票をやることによって、また分かれ
ていくのかなというようなものが認識としてはあった
わけです。
　それから、御一緒して官邸まで行きました要請行
動。あのときには、今度は全く心を一つにして行った
わけですけれども、その後一、二年の間にどたどたと
変わって、これは今回は戦後の歴史の中で大きく刻ま
れるものがあるかなと思ったんですが、それはそれな
りのみんな考え方ですので、いわゆる時代背景がある
ものですから、そういったようなものの中でのあり方、
県民投票のあり方、いろいろあると思います。ですか
ら、これを踏まえた上での、その時々の評価というも
のは若干違ってはまいりますけれども、私の思いはこ
んなに大きい、0.6％に70.3％というものは、どうい
う考え方をもってしても、100年でもいいのか、10年
でもいいのかというのも全部ひっくるめて、それはい
かぬでしょうというのぐらいはまとまっていただかな
いといかぬという気持ちがあるものですから、その都
度その都度の具体的なものには若干違いがありますけ
れども、心は一つであるということであります。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　そのころから知事と私の考え方が分
かれていったんですよ。そこで違えたと思います。
　ただ、そのあと知事は、オール沖縄という組織の中
で知事に立ちました。私は、このオール沖縄という原
点は、まさにあの県民投票の踏み絵になったんじゃな
いかと思っているんです。一つにしようと、それがあ
なたが持っていた理念、理論であって、これを大事に
してきたからオール沖縄という言葉を使ってきたん
じゃないですか。あえて、今の時点でこれを県民投票
という形であなたがこれを支持するということになる
んであれば、変質そのものですよ。もっと自分の言葉
に責任を持たんといかぬと思います、私は。どうなん
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ですか。私はそう思っているんです。
〇議長（新里米吉君）　翁長知事。
〇知事（翁長雄志君）　私は今、県民投票をやってい
くそれぞれの方々は、ある意味で主体的にやっている
というふうに思っております。それを知事としてどう
思うかというときに、意義があると思いますよという
話をさせていただきました。そうしますと、今回の条
例等々いろんな団体が出しているようでありますけれ
ども、これは県民一人一人の主体的な判断を出す、そ
の結論はどっちに転んでも尊重するという話でありま
すから、これはいわゆる初めてのまた視点から県民投
票、あれだけ国が強引に進めてくる、頑張ったけれど
もおっしゃるように着々と前に進めている。そういっ
た中にこれから私たちもいろんなことをやっていく。
そういったようなものの中で、その様子を見ながら、
それから心の思いを出しながら、50年後、100年後の
子や孫のことも考えながら、今まで一度たりともみず
から提供したことのない土地が国有地となって軍事基
地に変わっていくと。こういったようなものを踏まえ
て、一人一人で御判断をいただくと。その結果を尊重
するわけですから、必ずあのラインが出てこなければ
やらないという話ではないというふうに、今出されて
いるいろんな団体のものはあろうかというふうに思っ
ています。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　何をしゃべっているのか、私は理解
できませんけれども、言葉の遊びですよ。ころころ変
質するというふうに私は無節操さをどうも感じます。
そこは強く指摘をしておきます。
　次に、順番を変えてちょっと質問しますけれども、
琉球料理の無形文化財でございますが、私が平成27年
の６月にこの質問をいたしました。いわゆる無形文化
財の登録に向けて、琉球料理の。教育長、検討し、そ
こを前向きに考えていくということでしたけれども、
どうその結論が出ましたか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　琉球料理の文化財指定につ
いての御質問ですが、琉球料理は、中国や日本の影響
を受けつつ、長い年月をかけて成立した独特の食習慣
であると、文化的価値を有するものであると認識をし
ています。県教育委員会では、文化財としての価値を
検証するために、平成28年度から地域の豊年祭など
で出される行事食についての調査を行っております。
個々の料理につきましては、地域の歴史に根差した昔
ながらの材料・方法を保存したものが残っている場
合、無形の選択文化財に該当する可能性があると考え

ております。
　県教育委員会としましては、他県の事例であります
とか、研究者からの情報収集を行い、研究してまいり
たいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　無形文化財については、私は大変厳
しいという認識を皆さん方のヒアリングの中で得まし
たけれども、単に無形文化財に相当するいわゆる指定
のあり方というのは何かありますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時48分休憩
　　　午後３時49分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　先ほど申しました、記録作
成等を講ずべき無形の民俗文化財というのがございま
すけれども、選択無形民俗文化財といいまして、これ
は記録作成の対象を示すための制度でありまして、保
持者の認定という形はとらないんですけれども、例え
ば、ほかの県では、長野県ですと五平餅とか野沢菜漬
けとかそういうものでありますとか、滋賀県でありま
すと湖魚のなれずしとかそういうものがございます。
そういうもの等がございまして、琉球料理といった場
合は、長い年月をかけて多くの人々の手によって形成
されてきた琉球料理全体というのが多様なものである
というのがございますので、そういう範囲とかその辺
をどうするかとか、多様な琉球料理の中から際立って
重要で典型的な料理というのをどういうふうに選ぶの
かとか、そういう辺はいろいろ整理をしていく必要が
あるということでなかなか厳しいところはございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　私が聞いているのは、そういうこと
じゃなくて、選択無形文化財という方法があると聞い
ているんですけれども、その指定というのは可能です
か。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時51分休憩
　　　午後３時51分再開
〇議長（新里米吉君）　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。
　琉球料理の中で、地域の歴史に根差した昔ながらの
材料、方法を保存したものが残っている場合には、無
形の選択文化財というものに該当する可能性があると
考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
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〇翁長　政俊君　いや問題はこれは教育委員会として
やる気があるかという話ですよ。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　先ほど申しました他県の事
例でありますとか、研究者の情報収集も行いながら、
その選択文化財に該当する可能性があるかどうかも含
めて研究してまいりたいと、対応をやっていきたいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　研究・検討ということになると、ど
うも、３年前もこの質問して同じ答弁もらって皆さん
方やらなかったんだよ。だからそこは、きちっと前向
きに対応するとか、前向きに進めるとかという答弁は
できないものなんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時52分休憩
　　　午後３時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　まず、琉球料理の具体的な
細かい中身を全部把握した上で、それに該当するかど
うかのものからまず始めないといけませんので、行事
食とか調査はやりましたけれども、そうやって絞り込
みができるか、そういうものも含めてしっかり検討し
てまいりたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　これは今までやってきているんじゃ
ないの、この３年間。３年間やってきたからどうする
んだって聞いているんですよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時53分休憩
　　　午後３時53分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　28年度に行ったのは、行事食の関係の調査でござい
ますけれども、今御質問の古くから家庭とかそういう
ことで行われている多様な琉球料理というものになり
ますとさらに範囲が広くなりますので、今おっしゃっ
ている琉球料理という概念をどこまで、どういうふう
にして定義するかというのがございます。例えば、今
具体的に名前は出しにくいんですけれども、その範囲
をまず定義をして、それを記録・保存するものをどう
するのかということがありますので、行事食に関して
はやってまいりましたが、琉球料理というのはさらに
細かく調査をする必要があるという状況でございます。

〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　あなたの答弁聞いていると、要領を
得ないんだよ。
　いわゆるふるさとの料理をしっかり後世に伝えてい
くために、無形財産として引き継いでいくというあな
たに意思があればこれできるはずなんだよ。他の都道
府県でやっているじゃないですか。これを無形文化財
という形が厳しいんであれば、選択という形でできる
んじゃないですかと聞いているんですよ、何度も。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　選択の無形文化財の指定に
向けてしっかり琉球料理のその中身を、定義とかその
辺の調査もやって、研究してまいりたい。要するに、
それはやらないという意味ではございません。しっか
り研究をして進めてまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　どうも教育長のところは、対応がい
まいちはっきりしなくて、文化観光スポーツ部、この
沖縄食文化創生プロジェクトがございますよね。これ
でどういう対応をやっておられますか、琉球料理につ
いて。
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）　琉球料理
を基盤とした食文化というのは、将来にわたって保存、
普及、継承されるべき大切なものであるということを
まず前提として理解しているところでございます。こ
れを踏まえまして、平成28年度に今議員のおっしゃる
沖縄の伝統的な食文化の普及推進計画を策定いたしま
した。実は平成29年度から33年度までの５カ年計画
でございます。そういったことを踏まえまして、沖縄
の食文化をきちんと次世代に普及、伝統、継承してい
くのを実践した取り組みを進めていきたいというふう
に考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　伝承人制度をあなた方は今招致し
て、伝承人を今招致しようと思って頑張っておいでに
なりますけれども、今年度もやられるんですか。
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）　伝承人、
次世代に沖縄琉球料理のすばらしさをきちんと伝承し
ていく方々をスペシャリストとして、琉球料理伝承人
というのを昨年度認証いたしまして、今年度ももちろ
んその制度を引き続き実施する予定にしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
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〇翁長　政俊君　それと今度伝承人を育てている研究
者の先生方がおいでになりますね。この方々の位置づ
けというのを明確にすべきじゃないですか。
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）　そういっ
た琉球料理伝承人をきちんと指導する先生方、本当に
琉球料理の大家の先生方、すばらしい先生方が大変た
くさんいらっしゃいます。さきに琉球料理伝承人とい
う名称で認証づけをいたしましたけれども、そういっ
た方々を指導する、さらに上の立場の方々にきちんと
敬意を表しながら、今議員がおっしゃっているような
新たな位置づけとか名称とかそういったことを前向き
に対応する方向で取り組んでいきたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　ぜひ頑張って、そこは琉球料理、郷
土料理として残せるように努力をしていただきたいと
思っています。
　休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時58分休憩
　　　午後３時58分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇翁長　政俊君　次に、海底ケーブルについて、これ
電力ですけれども、沖縄県の海底ケーブルに関する鳩
間―西表間、県の対応を聞くと、取りかえ工事につい
てはやらないという決定をされているんですか。
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）　海底ケーブルの更
新につきましては、電力法に基づきまして、事業者が
基本的には更新するということがございますので、そ
こら辺からまず当たるべきかなというふうには考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　県が補助金を出してやらない理由は
何ですか。
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）　当初、昭和62年の
前まで沖縄開発庁さんが大分敷設しておりました。そ
ういう意味では、国の事業として敷設してきた後の財
産を電力会社が株式になって後それを引き継いでいま
すので、そこら辺の形が本来なのかなというふうには
考えております。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　何で新設については一括交付金で
やったんですか。
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）　渡嘉敷島の、本島
―渡嘉敷間のことを言っているかと思いますけれど
も、これは新規だったんですけれども、これはＬＮＧ
ができたことも、本島にありまして、それのクリーン
エネルギーの関係上、環境に優しい発電という話と、
それから本島に継続することで安定供給ができるとい
うようなことで渡嘉敷までは延ばしたということでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　あなた方、小規模の離島のいわゆる
ライフラインの確保という意味においては、電力であ
れば当然これ電力が一義的に任を負うことになるだろ
うけれども、これまで敷設してきたものについては国
や県が補助金を出してやっているでしょう、現実に。
これまでやってきたじゃないの、これ。何で新たな取
りかえについてはやらないという結論を出しているん
ですか。
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）　まだ結論というあ
れではございませんけれども、先ほど申しましたよう
に、当初、電力が特殊法人のころに経営が厳しかった
ということで、沖縄開発庁さんが出てきて敷設をして
ございました。それから、現在、株式会社になった沖
縄電力さんの経営状況を見ますと、それなりに再投資
ができる状況があるのではないかということで、国の
ほうとも意見調整しながらそこら辺の対応をしている
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　国が本当にそう言っているの。国が
できないという話をしているんですか。電力だけでや
れという話になっているの。
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）　電力さんからそう
いう話を内々に受けたときに、こちらの総合事務局の
経済産業部さんともお話をしまして、これをどうする
かということの調整を今進めているというところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　私が承知している話では、あなた方
が総合事務局に持っていったときには、一括交付金が
使えない。だから新たなメニューはないかと聞いた
ら、総合事務局はそのものについての新たなメニュー
はありませんと。一括交付金を充てるのであれば可能
だという認識を持っているんですよ。これまでも一括
交付金を使ってやってきたじゃないですか。なぜ、こ
の部分だけやらないという、皆さん方の理屈が立つん
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ですか。
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）　先ほども申しまし
たように、渡嘉敷島の新規に関しては、これは先ほど
言った理由でやっております。ただ、更新に関しては
電力さんもやってございます。ただ、沖縄県として
は、更新についてはまだやったことはございません。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　私もこれ、総合事務局じゃなくて、
内閣府にも問い合わせてみました。内閣府の見解は、
沖縄県が一括交付金をもって、離島の、小規模離島の
ライフラインを守るということでやるんであれば、予
算を交付することはやぶさかではないという認識を
持っているんですよ。沖縄県で上げないだけなんです
よ。なぜ上げないか。もしかしたら予算に優先順位を
つけているんじゃないの。ない袖は振れないというふ
うに思っているんですか。これは、小規模離島のいわ
ゆる切り捨てですよ、皆さん。
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）　小規模離島の民政
安定のための必要性ということは認識してございま
す。ただし、そこら辺投資すると減価償却部分という
のは次の投資部分に回りますので、それ彼らが更新し
た部分は、そこの投資部分を確保しているという話が
ございます。また、現在の沖縄電力の経営状況からし
ても可能性があるんじゃないかなというところもあり
ますので、そこら辺も含めまして、国がそういう設置
義務の許認可、それから料金の決定等を持ってござい
ますので、そこら辺は相談させていただいているとい
うところでございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　もうこれで終わりますけれども、電
力を動かす、生み出す部分と送電部分とは別なんです
よ。送電部分はこの海底ケーブルもその送電部分に入
るんですよ。これはもうずっと赤字を抱えているそう
ですよ、この部分については。だから、ここのインフ
ラを整備するのには、相当莫大な予算がかかるから、
国や県がこれまでも補助を、国庫補助をやって、これ
をやってきたという経緯があるわけですよ。
　ただ、私が察するには、これだけ一括交付金や沖縄
振興費が削減されて、そして皆さん方は予算に優先準
備をつけんといかぬ。これ、集中と選択というきれい
な言葉を使っているんだけれども、実際いわゆる離島
のインフラを守るという意味においては、ここに重き
を置いて予算をつけていかないと、21世紀ビジョンそ
のものの意思も大義も立たないじゃないですか。ここ

はもっとしっかり議論をしてやるという決意はないん
ですか。
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）　21世紀ビジョンの
そこに書かれているんですけれども、ただ、事業実施
主体は事業者であるということで21世紀ビジョンに
は書かれてございます。それで、もし沖電さんがどう
しても投資できない、そういう経営状況があればとい
うことで、我々は、彼らの投資計画それから経営状況
等の判断を、資料をいただいて判断をさせてもらいな
がら、国とも相談しながらということで、今調整をし
ているというような段階でございます。
〇議長（新里米吉君）　翁長政俊君。
〇翁長　政俊君　いずれにしろ、国がそういう感覚を
持っていますので、沖縄県から事業が上がってくれ
ば、それの交付についてはやぶさかではないという認
識ですから、そこは富川副知事、ちょっと考えてみたら
いかがですか。離島の皆さん方のライフラインをしっ
かりと守っていくというのは、沖縄県のこれだけある
離島の生活にかかわることですから、これ三役のうち
誰かがしっかりした答弁をお願いしますよ。何で逃げ
るんだ。
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）　大切なライフライ
ンでございますので、しっかりと国とも調整してよく
検討したいと思います。
〇翁長　政俊君　積み残しが幾つかあって、富川さん
と私は中間報告を議論したかったんですけれども、や
る時間がなくて次に回したいと思います。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　知事、どうもお疲れさまでございま
す。
　どうぞ体、御自愛されて、４年前も我々知事選戦い
まして、知事、またことしも選挙というところもあり
ますが、どうぞまたこれからの沖縄県政の発展に御尽
力いただきたいなというふうに思っております。
　まず１点目、経済財政運営の改革基本方針2018と
いうことで、せんだって国のほうで決められてきまし
た。その中では人づくり革命ということで、その柱、
人を中心にいろいろと幼児教育の無償化、そしてまた
高等教育にかけて生涯の教育をしっかりやっていくん
だと。その辺は来年10月に、来年の消費税の２兆円を
それに当てるという一方で、財政の健全化もしっかり
とやらんといけないということで、この財政の規律も
一方で隠れている部分もあるわけですよ、そういった
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部分では。緊縮財政。黒字化を2020年までにやろう
としたものが結局５年を先延ばしにしていくというと
ころもありますので、一方であめをやりながら片一方
では交付金のいろんな革命だとかやる中からすると、
私は次年度の沖縄の振興策含めて、我々の今３割自治
だと言われている交付金の改革等含めると大変厳しい
ものが待っているのかなというふうにも思っておりま
す。
　そこで、人材投資ということで１点目聞いておりま
すが、我々維新の会は、幼児教育から大学まで教育は
無償化にするべき。これはやっぱり可処分所得を拡大
をすることで経済が順調にいくんだと、経済はうまく
いくんだという流れの中で、しかし一方では、無駄を
なくする中での財政をつくっていくべきだということ
で、我々は政策を訴えさせてもらっております。
　まず１点目なんですが、人材の投資、幼児教育の無
償化、高等教育の無料化について、県内の対象者、そ
してそれに伴う予算ということがおわかりでしたらお
答えください。
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（大城玲子さん）　私のほうか
らは幼児教育の無償化についてお答えしたいと思いま
す。
　認可保育所等におきます平成28年度の国が定める
利用者負担の総額、それから延べ入所児童数の実績を
もとにして入所児童数を月平均約４万人と設定しまし
て、今般の無償化の内容に沿ってあらあらの試算をし
た場合に、対象者数としては約２万5000人が対象と
なると見込んでいるところです。それに際しまして、
軽減される保育料につきましては、おおむね40億円
程度と見込んでいるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　県でやっていた分をしっかりとその
ことを削減することなく使ってくれというところもあ
るんですけれども、一方で野村総研、全国で保育施設
の利用希望があったのに利用できてない子供たちが全
国で約35万名いるということがあるんですけれども、
これ沖縄県でもしそういう分で利用したいんだけれど
も利用できていないというお子さんというのは何名く
らい想定されていますか。
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（大城玲子さん）　議員がおっ
しゃる民間での調査においては、昨日の新聞報道もご
ざいましたけれども、県としましては、現在潜在需要
も掘り起こしも含めて、保育のニーズを昨年度改めて
見直した結果が、昨年度の黄金っ子プランの見直しの

状況だと考えておりますので、今現在で潜在需要を見
込んでの見直しを計画したというところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　無償化と同時に受け皿をどうするの
かということは大事だと思っておりますので、国もそ
れをしっかりとやってくると。32万人分の受け皿だと
いうお話があったんですが、先ほどの調査のものでは
残りまだ27万人分足りないということになってくる
と、60万人近くの受け皿をやらないといけないという
試算も出ているようでございますので、しっかりと県も
その辺も踏まえてお願いをしたいなと思っております。
　次に、人づくり革命ということですので、幼児教育
から無償化、もちろん小学校・中学校は義務教育です
ので、そういった無償化はできているという状態があ
るんですけれども、本当に視点を変えて、小学校、中
学校その分で今不登校の推移というものがどうなって
いるのか御存じでしょうか。お答えください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時13分休憩
　　　午後４時13分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　推移、過去３年間程度でよろしいでしょうか。小学
校が平成26年が453人、27年が562人、28年が686
人、中学校のほうが26年が1589人、27年が1629人、
28年が1681人という状況になっております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　この３カ年の推移を見ると、平成26
年で小学校、中学校トータルして2042名、平成28年
でトータルすると2367名ということで、300名近くこ
の小学校、中学校の不登校の生徒さんがふえていると
いうことは、理由含めて対策を皆さんどうとられてい
るのですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　不登校につきましては、さま
ざまな要因があるというふうに考えられております。
そういうことで、特に不登校の主な要因としては、小
学校におきますと、親もよくわからないと。漠然と体
の不調や不安を訴えたり、無気力で何となく登校しな
いということが主な理由に挙げられております。ま
た、中学校の場合は遊び、非行といいますか、高等学
校においても無気力ということが主な要因として挙げ
られていますけれども、さまざまな要因が絡み合って
いるということで、一概にどの分が要因というのは必
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ずしも明確になっていない部分がございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　それじゃその小学校、中学校も踏ま
えて、次、高校の中退者、県内と全国比おわかりでし
たらお教えください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時15分休憩
　　　午後４時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　中退者ですが、沖縄県、平成26年から申しますと
1144人、27年度が936人、28年度が1038人。中退率
のほうも申し上げたほうがよろしいでしょうか。26
年度が2.2％、27年度が1.8％、28年度が2.1％です。
全国を申し上げますと、総数は26年度が５万3391人
で中退率は1.5％、27年度が４万9001人で1.4％、28
年度が４万7623人で1.4％となっております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　全国比に比べても沖縄、中退者、高
校のこの中退率の数でも、大体1000名近くの皆さん
が年間中退をされるというところも、またせんだって
のもので、高校定員の定員内不合格者の数も九州圏内
の２倍から６倍あるということがあります。先ほどの
小学校、中学校の不登校を含めて、高校の中退者の数
を含めたら、私は沖縄も子供貧困のということで一生
懸命県全体でやろうとしています。しかし、なかなか
それが数的にうまくいってないし、沖縄の教育状態が
どういうふうになっているかとなると、この数字があ
らわしていると思うんですよ。こういった分が。今度
の骨太、国が人づくり革命をやろうというのがあるわ
けですから、やはり沖縄県も国に見習ってではないけ
ど、国に先んじて沖縄県は子供たちそういったものに
しっかりと投資もしながら頑張るんだという決意を
ちょっといただけませんか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　不登校、中途退学、なぜ貧
困計画の指標になっているかといいますと、貧困だか
ら不登校になるというよりは不登校、中途退学になる
と貧困につながるということが考えられるということ
で、そういう貧困の原因となる不登校、中途退学をい
かに防ぐかと少なくしていくかということが大事だと
思っております。
　そういう意味で、投資のお話がございましたけれど
も、今具体的にどのような投資というのはあれなんで
すが、どのような事業、どのような取り組みを行って

いくべきかというのはいろんな実証事業も行われてい
ますし、現在進めている非課税世帯の取り組みもござ
いますけれども、そういうのも踏まえながら、さらに
検証しながら改善すべきものは改善してまいりたいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　ありがとうございます。
　ここで財源の話になってくるんですけれども、国は
歳入改革ということで、新たな税を創設していくと。
国際観光旅客税だとか森林環境税の創設をやるんだと
いうことがあるんですけれども、我々沖縄県において
も、今後の財政見通しも決していい部分じゃないわけ
ですよね、３つの基金を崩しながらやっているわけで
すから。ここで沖縄県のその新たな税、この歳入改革
の中での県の新たな税の対応ということをちょっとお
聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　議員の御発言のとおり、国、地方を取り巻く財政事
情の中で、特にやはり自主財源の確保をするために、
地域の課題に応じて独自の財源を検討することは重要
なことというふうに考えています。それで、県では観
光振興を目的とする新税の導入に向け、関係部局が連
携して検討を進め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。
〇當間　盛夫君　例えば、どういう税が、以前でした
らレンタカー税がとか観光入域税だとかいろいろとあ
るんですけれども、今、皆さんが検討している新たな
税というのは何か例があればお答え願えますか。
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）　お答えい
たします。
　従前、平成22年度から25年度まで確かに観光に関
する税の議論ございました。当時はレンタカー税と宿
泊税と入域税ですね。結論といたしましては、宿泊
税をめどとするということであったんですけれども、
ちょうどいろいろ当時の経済状況が思わしくない状況
で、それを実行するのは少しとめましょうということ
で、今日来ております。今日また改めましてその議論
を庁内連絡会議等をつくりまして議論をしているとこ
ろでございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　国は、国際観光旅客税ということで
約400億の財源をつくろうとしているわけですよね。
国が先んじてそのことをやっているわけですから、
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我々も観光がリーディングということであれば、本当
に知恵を絞って沖縄県のその経済にうまく使えるよう
な部分の新たな税の創出ということをぜひまた頑張っ
てもらいたいなと思っております。
　次に、財政健全化の部分になるというふうにも思っ
ているんですけれども、公的サービスの産業化、ＰＰ
Ｐ／ＰＦＩの取り組み加速拡大というのがあるんです
けれども、県はその対応どういう形でされていますか。
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。
　公的サービスを行政以外の主体と連携して提供する
ＰＰＰ――パブリック・プライベート・パートナー
シップというわけですが、これらのことにつきまして
は、このたびの骨太の方針2018においても活用を重
点的に推進するという記述が盛り込まれております。
沖縄県でも検討を進めておりまして、今後各部局の意
向も踏まえながら規程の整備について結論を得たいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　今回の質問の中でも那覇空港の民営
化等々も出ておりました。各地方では空港を含めて道
路、水道、下水道、文教施設、公営住宅、そして横浜
とか愛知県においてはＭＩＣＥ施設においても、この
ＰＰＰ／ＰＦＩを使ってやっていこうというところが
あるんです。これはやっぱり民間資金をもっと活用し
ていこうと。その中で財政が今いろんな意味で緊縮財
政、いろんなことがあるわけですから、やっぱり民間
資金をもっと活用しながら、その自分たちの本来公共
でやる部分を担わせようというような流れがあるはず
です。沖縄において今、私そのこともやったんですけ
れども、青果市場、西洲にある青果市場、なかなかこ
の辺も老朽化して早目に建てかえをしたほうがいいん
じゃないかと。沖縄のやっぱりアジア戦略からする
と、沖縄の１次産業この青果をやっぱりそこでしっか
りとＱＭをやりながら出せる施設をつくるべきだとい
うことでやっているんですけれども、このＰＦＩ、青
果卸市場、ＰＦＩを活用してやったほうがいいんじゃ
ないかという提案をさせてもらっているんですけれど
も、部長どうでしょうか。
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。
　いろんな導入整備の仕方があるかと思いますけれど
も、その辺も含めて今関係者のほうと意見交換し、あ
るいは先進地調査事例等も含めてあり方については検
討チームを設置しながら検討し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）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　ありがとうございます。
　それでは次、またこの骨太のものでの沖縄振興につ
いてをちょっとお聞かせ願いたいんですが、皆さんが
要綱項目６項目挙げております。６項目のもので大型
ＭＩＣＥ施設の早期整備、それと６番目の沖縄鉄軌道
の導入に向けた取り組み推進、これが入っていないん
です。この辺はどうお考えになりますか。
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）　お答えを
いたします。
　県からは大型ＭＩＣＥ施設の早期整備の要請をいた
しましたけれども、残念ながら骨太の方針で直接の記
載はございませんでした。しかしながら、観光立国の
実現に向けてＭＩＣＥの誘致等に取り組むということ
や、沖縄の振興に向けて観光産業の戦略展開を進める
ということは明記をされているところでございます。
　県といたしまして、引き続き政府との理解を得なが
ら、全県的なＭＩＣＥ振興において核となる大型ＭＩ
ＣＥ施設の整備に取り組んでまいりたいというふうに
考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　このＭＩＣＥのほうからちょっとお
尋ねさせてもらうんですけれども、皆さん、大型ＭＩ
ＣＥをつくるという部分で、これまでにこの一括交付
金を使った予算というのは幾らあるんですか。
〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君）　休憩お願
いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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
たします。
　ＭＩＣＥに関しましては、平成24年度のあり方調
査から25年度の基本構想、それから27年度の民間活
力調査、それから28年度のアドバイザリー業務等、何
件かＭＩＣＥ交付金を使って実証しておりまして、大
体総額でおおむね１億8000万程度使っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　部長、実際そこでやろうとしたとき
の土地取得も皆さんやろうとしたけど、なかなかこの
ことも了解得られてないというところもあって、今回



－ 324 －

３億5000万の基本設計の分も上げているけど、それも
前に進まない。この骨太にも出てないというものを考
えると、とにかく副知事、知事でもいいんですけれど
も、アジア経済戦略構想の中で、この大型ＭＩＣＥは
翁長県政としては絶対的に必要だということがあるわ
けですから、この３億5000万の基本設計ということ
はしっかりともう県でやって、国に収支だと言われて
いるわけですから、ちゃんと基本設計をやる中で国に
この収支を示していくということが必要になってきて
いると思うんですけれども、どうでしょうかその辺の
決断は。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　議員おっしゃるとおり、大型ＭＩＣＥ施設の整備に
つきましては、沖縄の振興、また沖縄の自立、戦略的
発展の取り組みに資するということで、これまでも先
ほど文化観光スポーツ部長もございましたけれども、
ソフト交付金を活用した事業をやっておりますので、
ソフト交付金が活用可能な事業というふうに捉えてい
るところでございます。
　ただ、議員の御提案の基本設計だけでも県単でやっ
たらどうかということでございますけれども、その後
続きます実施設計、それから整備がございます。ソフ
ト交付金の活用につきまして、いわゆる国の了承を得
ないまま基本設計を単独で行った場合は、国の了承を
得られていない施設規模等の基本設計として実施設計
以降のソフト交付金の活用が認められない可能性があ
ると。また、もしくは基本設計の見直しが求められて、
結果として基本設計の手戻りが生じ、予算の無駄が発
生するおそれもあるというふうなことの課題もござい
ますので、県としては、まずは今後も基本設計に関す
るソフト交付金の活用について、引き続き国と協議を
続けていきたいというふうに考えています。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　僕はこれもう三役の決断が必要だと
思うんですよ。500億も600億も県でできるわけない
わけですから。しかし、皆さんがもう我々沖縄県とし
ては、この大型ＭＩＣＥ施設は東浜でしかないという
ような県がその決断をしているんであれば、やはり皆
さん基本設計、基本的なものは自分たちでやってちゃ
んとこの大型ＭＩＣＥ施設をちゃんと取り組んでいく
んだと、国の予算で、そういった決断が僕はもう必要
だと思いますよ。これずるずるずるずる今度の、先ほ
ども言っていますけれども、骨太にも出てないわけで
すから、出てないんであれば、皆さんがちゃんと決断
をするという時期だと思うんですけれども、これは三

役だと思う。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　繰り返しになりますが、
まず今現在いわゆる基本設計について、ソフト交付金
の活用について内閣府と調整をしていますので、しっ
かりやっていってソフト交付金活用の可能性がありま
すので、そこをしっかりやりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　こんなふうにして部長が同じ答弁し
ても仕方がないわけですよ。やっぱりこれは三役が早
目に決断されたほうがいいと思います。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　大型ＭＩＣＥ施設につきま
しては、御承知のように沖縄21世紀ビジョン後期計
画の中でも重点政策として入れ込んでございます。今
般、大臣のほうから、まだ全体について県からの回答
はない旨のプレス発表がありましたが、県としまして
は、かなり精度の高い収支計画、周辺の事業調査等と
重ねておりまして、これを重ねることによってぜひと
も基本設計を実施し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）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　ぜひ、自信持って頑張ってやってく
ださい。沖縄には必要な部分になっておりますので、
ぜひよろしくお願いをいたします。
　次に、国家戦略特区の活用での外国人留学在留資格
緩和に関する提案、これ各専修学校のほうから提案
されているんですが、今取り組み状況、進捗状況を
ちょっとお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　外国人留学生の在留資格
の緩和等につきましては、沖縄県専修学校各種学校協
会から、調理師、製菓衛生師の国家資格を取得した外
国人の就労を認める趣旨の規制緩和の要請がございま
した。沖縄県ではこの件に関しまして、ホテルや飲食
店など主な業界団体に対して意見聴取を行ったとこ
ろ、観光客が急増している状況に対応するため、調理
師等の人材確保が必要であるなど要請内容に賛同する
意見が多くございました。これらを踏まえ、現在内閣
府と事業スキーム等について調整を進めているところ
でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　今回、外国人の部分で沖縄も特区を
見直すと言うとおかしいんですけれども、またしっか
りと沖縄の戦略特区の中でのあり方ということで外国
人を入れられたんですけれども、この専門学校、やっ
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ぱり調理だとかいろんなものに広がっていくと思うん
ですよね。しっかりと日本の技術を持った人が日本の
中で働く。そして、それを持ってまた自国に帰って日
本の技術を広めていくということは、大変大事な部分
があると思っているんですよ。単純に、その単純労働、
農業だとかそういう建設業、単純労働ということでの
外国人ではなくて、やはり日本の技術を学ぶ中での外
国人の活用というあり方というのは、これは大変沖縄
発という形になってくるんですけれども、ぜひまた頑
張ってもらいたいんですけれども、決意を述べていた
だければ。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　沖縄の経済活動の実際の
現実の要請に対応して、頑張ってまいりたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　次、大学院大学の研究教育状況とい
うことをお聞かせ――その前にそれを踏まえながら
も、この大学院大学が沖縄県においての地域貢献とい
うのはどういうような形になっているんですか。
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。
　沖縄県にとって波及効果というような趣旨だと思い
ますが、ＯＩＳＴ、沖縄科学技術大学院大学は世界最
高水準の教育と研究を実施するとされていることか
ら、沖縄県内に国内外から非常に優秀な人材が集まっ
ております。このような人材がグローバルに活動する
ことで、沖縄を拠点とした人的ネットワークが形成さ
れて、人の行き来が活発化されることが期待されま
す。また、ここから創出される最先端の研究成果を県
内の産業利用につなげることも期待されていること等
が挙げられます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　部長、この大学院大学で我々もなか
なか行く機会がないんですけど、沖縄県の出身の教員
だとか、職員の数だとか、学生と言われるのか研究員
と言われるのか、その数を御存じですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　大学院大学に現在合計で
1043名の教職員、学生等がおります。内訳は教授・
准教授職は57名全て県外、うち外国籍は35名であり
ます。研究員が438名で、うち県出身が57名おりま
す。技術員が81名、うち県出身が16名。学生が156名
おりまして、県出身は１名。事務職は311名中県出身
は122名で、つまり1043名中約19％の196名が県出
身ということでございます。

〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　若干少ないかなというような見方も
あるんですけれども、しっかりとまた県の、沖縄県出
身の皆さんがそこで働ける能力等々も我々は伸ばして
いかないといけないなというふうにも思っております。
　それとこの大学院大学やるときに、その子弟の皆さ
んの小学校の部分ということでアミークス。県はその
ことでの、県がお金を出してまでこのアミークスをイ
ンターナショナルスクールをつくったんですけれど
も、このＯＩＳＴの子弟は何名アミークスに行かれて
いるか御存じですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　ことしの４月現在でＯＩ
ＳＴ周辺の学校に通う関係者の子弟は、31名程度と
伺っております。このうちアミークスに12名、恩納村
内の小中学校に19名の子弟が通っているということ
であります。大学院大学によりますと、地域との交流
を重視して地元の公立学校に通わせたいという保護者
もおられるということを伺っております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　恩納村の小学校にもインターナショ
ナルスクール部分での学部をつくってこうやっている
というところもありますので、門前町構想とかいろん
なものがありましたよ、地域活性化をすると。恩納村、
うるま市含めて。そういったものが本当にできている
のかということも、県もちゃんとこれからも検証して
もらいたいなというふうにも思っております。
　英語教育、聞いてもないはずでしょうから、また次
回します。英語教育のものは。
　県産の酒類、泡盛の振興、今度の振興法にも海外に
出すんだというような形でのものがあるんですけれど
も、この泡盛の対策、そして古酒の郷の状況、ちょっ
と教えてください。
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）　平成20年ごろから
泡瀬のほうで古酒の郷をつくるということでございま
したけれども、現在平成20年11月までには貯蔵施設
１棟、50キロリットルタンクが10本、それから管理
棟１棟、それから駐車場が整備されておりまして、現
在平成25年12月までには376キロリットルの原酒が
貯蔵されている状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　泡盛、乾杯条例の陳情が出ているん
ですが、県はこれどういうような形で取り組まれます
か。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
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〇商工労働部長（屋比久盛敏君）　あす、経労委のほ
うに付託されていますので、そちらの議論を踏まえな
がら検討してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　沖縄県でできるものはしっかりと沖
縄県でやっていくというところで、ぜひお願いしたい
なと思っております。
　次に、交通行政について移らせていただきます。
　県内路線のバスの状況と今後の対応、今やられてい
る対応等お聞かせください。
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。
　現在沖縄県内では、沖縄本島と離島合わせて約140
系統の路線バスが運行されております。このうち運行
収入だけでは維持が困難となっている38系統の路線
バスにつきまして、国、県、市町村において運行費の
補助を行っております。これら路線バスは、非常に重
要な日常生活、地域住民、特に高齢者や障害のある
方、学生など、いわゆる交通弱者の日常生活を支える
足として重要な役割を担っておりますので、県といた
しましては、引き続きバス事業者の運行改善を支援し
ながら、これらの路線バスの確保維持に国、市町村と
連携して取り組んでまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　バス補助最高４億の赤字みたいな、
赤字補塡みたいな使われ方ではなくて、やはりそう
いった部分に対してのインフラ整備の一つとしてのバ
ス運賃の低減化をやはり県はもうそろそろやるべきだ
というふうに思うんですが、部長、投資的経費、い
ろんな道路をつくる、その投資的経費、沖縄県の部
分を見ると大体1500億ぐらいあるんです。1500億の
５％をそういった公共交通に使うということで75億
という形の数字も出てくるんですけれども、大胆にこ
の５％の公共工事を公共交通のために使うというよう
な施策も持つべきだというふうにも思うんですけれど
も、どうでしょうかその辺は。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　公共交通の活性化という
のは非常に重要だと思いますが、財源等につきまして
は、財源の調達の由来もございますので一概には申し
上げられませんけれども、バス、公共交通を利用する
方がふえるような努力は多方面に検討して取り組んで
まいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　皆さん、高齢者の部分でバスを使っ
たらという何か優遇策をお持ちですか。

〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時42分休憩
　　　午後４時42分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　沖縄県では、バスの利用
環境の改善事業としてさまざま取り組んでおりまし
て、またわった～バス党の取り組みによって、バス利
用についても推進しております。今後もこれらの取り
組みを続けてまいりたいと。それからあとノンステッ
プバス等も大分導入を進めてきておりまして、利用環
境の改善は図られてきていると考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　じゃ視点を変えて、県警本部長、県
内の70歳以上の免許保有者の数をちょっとお教えい
ただけますか。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　県内の70歳以上の運転免許保有者数につきまして
は、平成25年末が７万5447人でありましたが、29年
末には８万6207人というふうに年々増加をしており
ます。ちなみに本年の４月末現在では、約８万9000
人というふうになっております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　その中で、県内の70歳以上の免許
の自主返納の件数、全国的に高齢者の事故が多発して
いるということで、県内の自主返納件数教えていただ
けますか。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　先ほどと同じ年度の比
較で申しますと、平成25年中は1095件でありました
が、平成29年には2836件というふうになっておりま
す。ちなみに全国との比較で申し上げますと、全体の
免許保有者数に占める自主返納率は3.29％、これが当
県の数字でありまして、全高平均3.38％と比べると
若干低いですが、ほぼ同じくらいということになりま
す。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　この県内の高齢者70歳以上の免許
の保有者の数見ても、この公共交通を我々がどうする
んだということは大事なものがありますので、しっか
りとまたこの部分は取り組んでいきましょう。
　次に、那覇空港発着のエアポートシャトルというの
がありますが、その部分での県の対応をお教えくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。



－ 327 －

〇企画部長（川満誠一君）　那覇空港から名護、本部
方面に向かう定期運行バスにつきましては、この５月
に新規参入したバス事業者を含めまして現在６社が運
行しております。運行回数も増加しております。観光
客のニーズを捉えて、低運賃や速達性、利便性を強調
したサービスを提供するバス事業者もあらわれており
まして、選択肢の拡大によるサービスの向上が図られ
ているものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　きょうも新聞に那覇空港の駐車場の
ことが出ておりました。やはりこの辺は今、これから
民間のバス事業者もどういうような形で1000万人を
超える観光客の移動をどうしようかということを考え
ているわけですから、皆さんもやっぱりこの那覇空港
でのバスのあり方ということを真剣にまた考えてもら
いたいなと思っておりますので、よろしくお願いいた
します。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時46分休憩
　　　午後４時46分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇當間　盛夫君　次に、観光客の落とし物ということ
で、ことし３月出ていたんですけれども、この状況、
対策、本部長、ちょっとお答え願いますか。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　観光客の増加に伴って、落とし物がふえておりま
す。平成29年は16万542件なんですが、これ10年で
約６倍までふえております。特に那覇空港を管轄する
豊見城警察署が一番多いんですけれども、これだけ扱
いがふえているということに伴いまして、昨年の４月
に豊見城署の会計課、ここが落とし物を取り扱ってい
るところですが、そこに職員２名を内部のシフトによ
る増員をいたしまして体制強化を図りました。ただ、
拾得物のシステムへの登録だとか、あるいは落とし物
をされた方からの問い合わせ、その返還業務などが急
増しているために、できるだけ早く返還できるよう
に、職員は早朝出勤だとか休日出勤などを行っており
まして、大変厳しい現状にございます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　那覇空港での落とし物の状況という
のも全部県警のほうで担っていると思うんですけれど
も、本来は那覇空港ターミナルビルがやはりしっかり
とこの対応等をやるべきだというふうに思っていま

す。この中で、特例施設占有者制度というのがあっ
て、那覇空港もこの制度というよりも、那覇空港も空
港ビルディングもしっかりとその対応をしていこうと
いうことであれば、指示すれば空港ターミナルもでき
る。これ羽田とかも全部やっているんですよね。そう
いった空港に対してのあり方というのを持つべきだと
思うんですけれども、部長どうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　現在、特例施設占有者の
指定につきましては、那覇空港ビルディング株式会社
に聞き取りをいたしましたところ、目下のところは適
切に対処できているので今後検討したいということで
ございました。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　久米島の海洋深層水、これは離島振
興、久米島の振興にとっては大変大事な分があるとい
うふうに思っておりますので、富川副知事に対して、
しっかりとまた国への要請もお願いをしたいなと思っ
ております。
　県内の犬・猫殺処分ゼロに向けても、今は県内もい
ろいろと動いているようでございますので、殺処分ゼ
ロということは、例えばヤンバルで野犬、野猫を含め
てそういった部分が殺処分されることなく、やっぱり
シェルターをつくるべきだという民間からの指摘もあ
りますので、そういった対応等も県によろしくお願い
したいなと思っております。
　以上です。
　ありがとうございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時50分休憩
　　　午後４時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　一般質問27番目、維新の会の大城
です。
　さすがに待ちくたびれました。翁長知事、大変お疲
れさまでございます。
　いつもそうですけれども私の質問は、政治姿勢ある
いは、大きな県の方針にかかわるものではありませ
ん。具体策にかかわるものですので優秀な部長、局長
の皆さんで完結する話だと思いますので知事の出番は
ないと思いますけれども、しばしおつき合いのほどよ
ろしくお願いいたします。
　まず、農林水産部長、国家戦略特区制度を活用した
農業労働力の確保についてであります。
　何度か今一般質問でも出ておりましたけれども、離
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島を中心に農業労働力の不足については非常に深刻で
す。これまでは、技術研修の部分で補ってきたわけで
すけれども、この制度についても私も強くこれまでも
提言をして、やっと取り組んで、取り組んだ後はとん
とん拍子に進みそうな感じではあるんですけれども、
やはり課題あるいは取り組み状況について少し議論を
深めて政策に生かせていければと思いますので、まず
(1)、労働力不足の現状と同制度のメリットについて
お伺いいたします。
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。
　昨年12月に、県内の農業・畜産業における労働力不
足調査を実施したところ、県内市町村の約６割から労
働力が不足しているという回答がありました。本事業
の活用により、県内の農業現場における人手不足の改
善に寄与することが期待されております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　これ具体的に人数とかそういうもの
までは持っていないですか。それから同制度のメリッ
トについても簡単にお願いします。
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。
　特区における外国人の就労可能な作業につきまして
は、農作業が主である場合について、生産した農畜産
物あるいは農畜産物の生産に伴う副産物原料、または
材料等を使用する製造、または加工の作業が対象にな
ります。ですから、今までの内容について単純労働で
はなくて、実務的な部分等について従事することはで
きるというようなことだと思います。今回県が実施し
ましたのは、それに向けての調査を12月に実施しま
したけれども、先ほど言いましたように、労働力が全
体の市町村の回答の中で６割近くが不足しているとい
う回答でありました。具体的な品目で言いますと、野
菜のほうで50％、サトウキビで50％、花卉のほうで
44％ということですので、各品目ごとに労働力不足が
顕著であるというふうに認識しております。それと季
節別にも周年を通して労働力不足があらわれていると
いうことですので、その辺も含めてアンケートの中で
は、具体的に外国人を雇用する要望する経営体のほう
が、花卉のほうで67経営体、野菜のほうで23経営体、
果樹等で55、合計で153経営体が外国人の雇用を希望
しているということですので、その辺の制度の活用が
期待されているのかなというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　これは農協さんの調査かな、私が
持っている資料では、やっぱり月ごとに変わりますけ

れども少ないときにでも夏場でも150名ぐらい、ある
いは多いときには350名ぐらいの労働力が不足してい
ますよという数字もあるようです。これまでは技能実
習で対応してきましたけれども、やっぱりそれでいく
と一つの農家にしかいられないというところが、この
制度でいくといろんな農家に入ることができるという
ことが簡単な違いだと思います。ということで７月か
らは、具体的に協議会をつくって進めるというような
スケジュールも前にありましたけれども、(2)に移り
ます。
　国の戦略特区諮問会議での議論が進んでいますけれ
ども、県の外国人労働者受け入れまでのスケジュール
についてお願いいたします。
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。
　農業支援外国人受入事業については、農業支援に必
要な一定の知識及び技能を有する外国人材を、希望す
る農業経営体に派遣する制度となっております。本県
につきましては、６月14日に国が開催いたしました諮
問会議におきまして、区域計画の認定を受けたところ
であります。本事業の実施に向けては、関係機関等で
構成する適正受入管理協議会を設置した後、特定機関
としての人材派遣を行う企業等に対する事業説明会を
開催する予定です。
　県としましては、関係機関等と連携し、本事業を円
滑に実施するため、必要な措置を講じていきたいとい
うふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　これから取り組みますけれども、と
んとん拍子でいけば年明けには受け入れが始まるとい
うようなスケジュールになりますか。その辺、いつご
ろから始まるのか。
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）　できたら年内も含め
て少し早目に事務調整ができたらというふうに思って
おりますけれども、これからの設置状況だとか、ある
いは具体的に農家のほうからの、例えば具体的に言え
ば賃金水準だとか、宿泊施設だとか、技能だとか、そ
の辺ももう少し団体のほうとも詰めていきますけれど
も、今設置状況については秋ぐらいまでをめどにしな
がら交付決定、その辺ができればなというふうに思っ
ておりますので、年内とか年度内とかその辺について
は、少しもうちょっと詰めながら検討していきたいと
いうふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　その後でやりますけれども、課題も
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あるんですけれども、これまでが時間がかかりまし
た。何か歩き始めたら早いようで、国はまた、この特
区以外にも新たなチャレンジ特区の話も出てくるし、
あるいは来年４月からは新たな在留資格で農業労働者
を入れるという話もあるしで、少しそういう中で我々
がどうこの制度を活用するかというのは、しっかりと
課題の整理が必要だと思いますので、次に進みます。
　(3)番、国の働き方改革に伴い製糖工場の人員確保
を懸念する声があるが、その対応を含め、外国人労働
者受け入れに向けた課題と取り組みについてお願いし
ます。
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。
　先ほど対象の課題については少し説明いたしました
けれども、議員がおっしゃるように製糖工場について
は、生産から加工、製造ということでは少し内容等が
違うというふうな指示も受けております。ですから製
糖工場については少しまた詰めながら、対象になるか
どうかやっていきたいというふうに思っております。
　受け入れ体制の中の課題としましては、言葉だとか
コミュニケーションあるいは文化、生活習慣、この辺
については沖縄県内でも離島を中心に人手不足が顕著
でありますので、その辺も含めてこの辺の文化の違い
とか習慣の違い等があるかと思います。さらに住居、
食事の環境整備についても一定の受け入れ側のほうの
責任があるかと思いますので、その辺については、や
はり関係機関のほうと調整しながらやっていきたいと
いうふうに思っております。その辺についても、今後
設置いたします適正受入管理協議会において、苦情あ
るいは相談窓口については、体制を整備していきたい
と思っておりますので、この辺も含めて本事業の円滑
な実施に向けて、必要な措置は関係機関と連携をとり
ながら実施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）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　製糖工場の部分は非常に深刻になる
と思うのです。働き方改革で今まで２交代制の製糖工
場を３交代にしないといけない。猶予期間はあるよう
ですけれども、３交代制になると今ただでさえ沖縄の
離島は働き手がいない、人員が不足しているのが、こ
れが３交代制になると非常に厳しいともう既に懸念す
る声がありますから、こういう制度で製糖工場を対象
にしていくというのは、沖縄県としては強く我々は国
に申し入れなければいけないと思うんですけれども、
そこに絞って部長の考え方をお願いします。
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。

　働き方については国のほうで今法律を審議している
ところでありますけれども、以前から働き方について
は去年４月ごろから沖縄における製糖工場について
は、今２交代から３交代ということで、季節工の部分
を含めて非常に厳しい状況は関係機関のほうでは認識
共有しております。その中で国のほうで施設の整備等
含めて、農林省と含めてこの事業については直の事業
でありますけれども、この辺については検討しており
ますので、関係機関のほうとも調整しながら、宿泊施
設等の整備についてはしっかり対応していきたいとい
うふうに思っています。
　季節工の２交代から３交代についての人員確保につ
いては、先ほど説明したように今回の外国人受入事業
については、先ほど言ったように生産を主にしながら
製造ということですので、一般の製糖工場、大方が民
間企業等含めての製造企業ですので、その辺が対象に
なるかどうかは、少し農林省ないしは内閣府のほうと
現在調整中でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　ぜひ製糖工場はできるような仕組み
にお願いしたいなと思います。そしてそれができれ
ば、今技能実習制度は沖縄県も応援して農家も助かっ
ているところですけれども、今はもう菊農家さんにＡ
さんの農家に行くとそこと雇用契約を結んで１年間そ
こで頑張らないといけない。だけれどもこの制度にな
ると製糖の時期は、冬場は製糖工場に行く、春先は
ゴーヤーの出荷農家に行く、そして夏場はマンゴーの
農家さんに行く、そして秋口は菊の農家さんに行く、
そういうようなことができるわけですよね、特定機関
と雇用契約を結んで。だからそういうような仕組み、
本当の意味での地域の農業労働力として、地域活性化
に資するような仕組みになるようなものを短期間でつ
くっていただきたいと思います。
　それとあわせて問題は特定機関なんですけれども、
例えばＪＡさんを中心に候補が挙がっていると思うの
ですけれども、この特定機関について今どういう構想
を持っているのか、どういう動きがあるのかお願いい
たします。
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）　特定機関については、
外国人農業支援人材を雇用契約に基づいて受け入れる
日本の企業などを想定しております。その特定機関と
しての基準につきましては、労働派遣法に基づく許可
の取得あるいは農業支援外国人受入事業を遂行する経
済的基礎や人的体制を有するというふうな一定の基準
がありますので、この辺については、関係機関とでき
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るだけ円滑に受け入れ機関が特定機関として対応でき
るようにということで今調整中でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　一番に考えられるのは、ＪＡさんが
自分たちで製糖工場の事業もしている、牛の事業もし
ている、いろんな事業をしていますから、そこが雇用
をしていろんなところに外国の方を派遣するというの
が一番いいこと。ただそうなると、沖縄県で特定機関
が農協さんだけだよという話になると、じゃＪＡ以外
の製糖工場はどうするのとか、それ以外の皆さんをど
うするのということになりますから、この特定機関に
ついてが派遣事業所であること、プラスの特定機関と
してのハードルが非常に高いですから、そこは県外の
派遣事業者も興味を示しているようですので、県のほ
うでしっかり審査をしながら、あるいは最低２つなり
は設けられるような形の仕組みにしてほしいなと思う
のですけれども、その辺について再度お願いいたしま
す。
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。
　この事業については、かなり以前から要請等も受け
ておりますので、できるだけ円滑に措置できるように
関係機関とは以前から詰めておりますので、この辺が
円滑にできるように措置はしていきたいというふうに
思っております。
　議員がおっしゃるように一団体だけではなくて、で
きたら複数含めて関係機関と調整しながら、受け入れ
体制が円滑にできるように取り組んでいきたいという
ふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　よろしくお願いします。
　もう一点、技能実習制度との連携です。技能実習制
度で沖縄で何年かした人、あるいはほかの県で農業を
経験した人、日本語がしゃべれる人が前提になります
ので、ただその皆さんが母国に帰って１年間やらない
といけないとか、何かいろいろ今その辺の期間は流動
的に動くようですので、その推移も見守りながら短期
間での作業になりますけれども、ぜひいい制度をつく
るようにお願いをいたします。
　次は教育委員会、お願いいたします。
　教職員の勤務実態と負担軽減についてということで
通告していますけれども、世界一忙しいと言われてい
る日本の教員、その中でもこの場でも何度か議論があ
りましたけれども、全国では病休者、精神疾患者は減
少傾向にあるけれども沖縄では増加していますよとい
うような議論も何度かありました。そういう意味で

は、やはり県立学校の話もありましたけれども、ここ
では小中学校に少し視点を絞って議論をしたいんです
けれども、まず１点目に(1)、県内小中学校における勤
怠管理の現状と今後の取り組みについてお願いいたし
ます。
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。
　まず勤怠管理の現状ですが、県内市町村立小中学校
におきましては、ＩＣカードやタイムカード等を利用
しまして教職員の出退勤管理を行っている市町村は、
平成30年６月現在、試行段階のものも含めて21団体、
約半数となっております。
　今後の取り組みですが、県教育委員会としまして
は、市町村教育委員会に対しまして引き続き、このよ
うな先進事例の紹介を行うなど、教職員の勤務時間の
適正な管理について必要な助言を行ってまいりたいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　大分ふえましたね、この近年、この
一、二年で。半分ぐらいがＩＣカードで管理している
ということですけれども、これまでも議論がありまし
たけれども、教職員の仕事というのは、いわゆる脱ゆ
とりから始まって英語教育、そして今度から始まった
道徳の評価と次々と負担がふえているんです。そうい
う中で、やはり何か教員本人も含めて、私は時間外を
やるのが当たり前みたいなそういう学校の雰囲気に
なっていないかという感じがするんです。そういう意
味でまずスタートするのは、まずその管理、何時に出
て何時に帰ってというのが――持ち帰りの仕事もある
んでしょうけれども、それを知ることからじゃないと
前に進めないんじゃないかということで、ここの部分
はしっかり教育長がリーダーシップをとって、各市町
村に勧めていただきたいなというのが１点目です。
　(2)、県内小中学校における校務支援システムの導
入状況と同システムの評価についてお伺いいたします。
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。
　沖縄県における校務支援システムの導入状況であり
ますけれども、これは文部科学省が実施しておりま
す、学校における教育の情報化の実態等に関する調査
というものがあります。これによりますと、平成29
年３月時点で、小学校で68.8％、中学校で81.2％と
なっております。
　校務支援システムについての評価ということでござ
いますけれども、校務支援システムを導入することに
よりまして、教職員の業務の効率化でありますとか、
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また子供たちと向き合う時間等が増加をして、教育の
質の向上が図られるとそういう方向に向かうものと考
えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　今の文科省調査はこれ全国ですよ
ね。県内はわかりませんか、お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時９分休憩
　　　午後５時９分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇大城　憲幸君　県内ということですけれども、私、
済みません、もっと少ないと思っていたものですか
ら。私が聞いているのは宜野湾市が非常に進んでいい
成果を上げているということで、このシステムを入れ
ることによって一つのデータで出席簿、成績あるいは
よいこのあゆみとか指導要録とかそういうものに反映
される。それで、大分事務的な負担が減りますよとい
うことで、今度30年度から島尻教育事務所管内全ての
市町村で、今入れて進めているというような話があっ
たわけです。そういうようなものをもっとどんどん進
めるべきではないかという話でしたので、これについ
ては今は県として支援の仕組みはないと思いますけれ
ども、県としてはこれは高く評価して今後も進めてい
くという考え方でいいですかお願いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　校務支援システムについて
は、先ほども申しましたように教員の業務にかける時
間を効率化して、逆に子供たちと向き合う時間とか、
そういう教育の質の向上にかける授業準備とか、そう
いうものにかける時間が事務の軽減効率化によって生
み出されるということもありますので、引き続き推進
していただくように各市町村教育委員会には働きかけ
てまいりたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　よろしくお願いします。
　(3)、南城市が作成した学校業務改善推進計画、同取
り組みに対する認識と評価についてお願いいたします。
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。　
　南城市教育委員会のほうで作成いたしました平成30
年度学校業務改善推進計画ですけれども、この計画で
は、平成31年度末までに時間外勤務80時間以上の教職
員をゼロとするという具体的な数値目標が設定されて
おります。また、南城市では、管内の全小中学校に校
務支援システムを導入しまして、成績処理であります
とか、児童生徒の出席管理を行うこと、また夏季休業中

の学校閉庁期間の設定等が盛り込まれる等、積極的に
業務改善に取り組まれていると認識しております。
　県教育委員会としましては、各地区教職員業務改善
推進会議等を通じまして、市町村の優良事例を紹介す
る等、引き続き、学校現場の業務改善に向けて、市町
村教育委員会に対して必要な助言等を行ってまいりた
いと考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　目を通したと思うのですけれども、
28年から取り組んで29年にも業務改善計画をつくっ
て、そしてそれの改定版を30年度にもつくって、そ
して、また部活のあり方についても小学校、中学校つ
くってということで議論しているわけです。それで私
こういうのは県がリーダーシップをとるべきだと思
うのです。市町村でやるのも上等なんですけれども、
やっぱり県全体にいい取り組みであれば広げていく。
あるいは県全体として、これまでずっと繰り返されて
きていた教員の働き方改革について取り組んでいくと
いう姿勢は大事だと思うのですけれども、これまでの
議論の中でも市町村への提言等もやってきましたよと
いうことですけれども、県が出したのはこの提言です
よね。教育長これは何年に出した提言ですか、わかり
ますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時12分休憩
　　　午後５時13分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　28年３月ですので、27年度
末です。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　そう、ここ数年ずっと教員の働く環
境というのは、過労死レベルだよという議論をしなが
ら、27年度末に出した提言をもって頑張っています
よという話をしているわけです。だからさっきに戻
る、南城市みたいに、もう少し全県的な生の声を吸い
上げて具体的に目標を決めて、それから具体的にその
ために学校で何をする、地域で何をする、行政は何が
支援できる。そういうようなものをやるべきだと思う
のです。文科省は今度スクール・サポート・スタッフ
の配置がありますけれども、あれ等については全国で
三千何百名とか、部活動の支援が4000名とかいう数
字がありましたけれども、ちなみにあの取り組みはも
う進んでいるのですか。現在どうですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　スクール・サポート・ス
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タッフにつきましては、今年度の予算に計上はしてい
るのですが、この配置とか、これ今具体的には……。
　ちょっと休憩でよろしいでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時14分休憩
　　　午後５時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇教育長（平敷昭人君）　失礼しました。
　今年度、県の予算は組んでいるのですが、今各市町
村のほうで――これは全校に配置できるほどの数はな
いものですから、三十数名ですので、市町村の補正予
算等の準備等も行っている状況だと聞いております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　全体として3000名、4000名って大
きいみたいですけれども、各地域に分けると本当にわ
ずかなんですよね。だからあれもきっかけとしてはい
いですけれども、やはり県がリーダーシップをとっ
て、さらに厚いものをやらないといけないなと思って
おります。
　最後に、どうもこれまで小中学校は市町村がやるべ
きものみたいな空気が流れているんじゃないかなとい
う感じがしていまして、長野県の教育長の言葉を紹介
させてください。長野県の原山教育長ですけれども、
教員の長時間勤務が結果的に教育の質を落として、社
会全体のマイナスになることを教員自身も保護者も地
域も認識してほしい。それから長野の働き方改革は進
めたいということです。だから、長野県だけではなく
て、兵庫県、愛知、北海道でも都道府県がリーダー
シップをとってやらないとこれは進まないということ
で、そういう先進事例では具体的な目標を決めてやっ
ていますので、ぜひとも教育長のリーダーシップを期
待しますので最後に決意をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　議員御指摘のように教員の
働き方改革、国においても教育現場の守備範囲という
か、その辺もどこまでやるべきかとか、学校がやるべ
きもの、そういう地域でできるんじゃないかというも
のとかそういういろんな仕分けをしている中で、ただ
それがどこまでできるかというのはまた課題があろう
かと思います。そういった中で、県教育委員会のほう
でも業務改善推進委員会等でさまざまな改善案みたい
なものを出して示させていただいていますし、学校に
も示させていただいていますし、市町村のほうにもそ
ういうものをお示ししているんですけれども、引き続
き教育の質の向上のためには先生方によりゆとりを
持ってもらう。大変多忙化と言われて、多忙化で働き

方改革が一番叫ばれている職場ではありますけれど
も、引き続き働き方改革に向けてさまざまな情報収集
もしながら、市町村にもいろんな提言等も行ってまい
りたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　教育というのは、先生方の高い志に
支えられている部分も多いものですから、教育現場の
中でも少しいろんな意味で考え方が固まってしまって
いるところがある。だからその辺は、先ほどの長野の
教育長の言葉にあるように、その意識を変えるという
ことは一長一短にはできないことですので、ぜひとも
リーダーシップに期待をいたします。
　次に進みます。
　３番目に、民泊事業について。
　(1)、住宅宿泊事業法の施行に伴う届け出状況と制
度周知の取り組みについてお願いいたします。
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）　お答えします。
　６月15日に住宅宿泊事業法が施行されたわけでご
ざいますが、そのときの事業の届け出件数は、６月15
日の時点で145件というふうになっております。
〇大城　憲幸君　145。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　はい。
　我々はこの制度の周知を図るため、県のホームペー
ジに制度の概要も掲載しましたし、またマスコミ等を
活用した情報の発信等といったことを行ってきたとこ
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　きのう、おとといでしたか、新聞記
事でありましたけれども、国の規制改革委員会でも手
続が提出資料等が多過ぎてこれは簡略化しないと簡素
化しないといけないじゃないかという議論があったよ
うです。非常にいろんな書類が多いようです。ただ
私、南部しか聞いていませんけれども、窓口担当が２
人しかいなくて出張でいないとか、あるいは現在は届
け出を出しても結果が出るまで一、二カ月待つという
ような話もあるようなんですけれども、これはちょっ
と強化すべきじゃないかなと思うのですが、その辺に
ついてどうですか、現場からの声は。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時20分休憩
　　　午後５時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　保健医療部長。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　法施行と同時に届け
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出は多くなるだろうという見込みで、我々としては、
５月に非常勤職員を本島の保健所には配置したところ
でございます。ところで中部のほうは100件超えてい
るような状況で、なかなか厳しい状況がございます。
今後の動向も見ながらでございますけれども、過渡
期、届け出が多くなる可能性があると思いますので、
その辺の状況を見ながら人的対応は考えていきたいと
思います。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　これだけ法律が変わった、スタート
した新たな事業ですから、もう少し丁寧に対応するた
めには、職員の配置ももう一回考えたほうがいいん
じゃないかなと、ここは本質ではないですから要望に
変えます。
　２番、修学旅行等教育民泊についてお願いします。
　ア、民泊を利用する学校や生徒数はどう推移してい
るか伺います。
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）　お答えい
たします。
　教育旅行民泊の受け入れ実績につきましては、県は
平成24年から調査を実施しております。平成24年の
学校の数は691校、生徒さんの数が10万9893人でご
ざいました。その後、毎年増加傾向にございまして、
直近の数字では平成28年、学校数が1218校で生徒の
数が16万9920人で、ここ４年間で527校、約６万人
の増、1.6倍の伸びとなっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　この前担当課に聞いたときには、平
成28年は担当部局では調査はしていなくて農水部が
やっている調査で23万2886名というような数字だっ
たかと思うのですけれども、その辺今言う16万9000と
いうのは独自の調査ですか。どこがやった調査ですか。
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）　同じ調査
でございまして、先ほど申し上げた16万9920名とい
うのは受け入れ生徒数でございまして、議員がおっ
しゃった23万2886というのは延べ民泊数でございます。
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。
　　　午後５時23分休憩
　　　午後５時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　その辺は後でまた議論しますけれど

も、農水部のほう、28年度は農林水産部で調査もし
ているんですけれども、農林水産部の調査について
は、教育民泊だけではなくて農村の活性化を目指した
ものだと思うのですけれども、その辺について農林水
産部としてこの民泊をどういう事業展開にしていくの
か、お願いいたします。
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。
　まず農家民泊についてですけれども、特色ある農業
伝統芸能、食文化などを生かした体験交流プログラム
を教育旅行として評価され、多くの修学旅行生を受け
入れております。県のほうとしては、平成29年から
沖縄の農家民宿一期一会創造事業、一括交付金を活用
しながら実施しているところです。本事業につきまし
ては、平成29年から31年度までの事業でありまして、
農家民宿を中心に農家の特色ある資源を生かして農村
の人々に切れ目なく呼び込むための戦略づくりに向け
た調査や、新たな取り組みを試行実施をしているとこ
ろでございます。ちなみに平成29年度の予算が2049
万4000円で、内容としましては、農家民宿の実態調
査、あるいは安全・安心をテーマとした地域での取り
組みの実証ないしは検討委員会の開催を実施しており
ます。30年度も同じような実施で取り組んでいきた
いというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　農家民宿のほうは、特に離島なんか
を含めて九州でも非常に最近力を入れているんです
よ。イタリアあたりの取り組みを参考にして、地域で
過疎化していたところがこの農家民泊が盛んになっ
て、人口が回復したというような事例もあるようです
から、ことし来年の調査事業をしっかり取り組んで、
修学旅行との連携は上等ですので、それ以外の部分も
発掘できるようにしっかり取り組んでいただきたいな
と思っています。
　ただ私がここで言いたいのは、この修学旅行教育民
泊とこの民泊がごっちゃになっていないかと。修学旅
行の中での教育民泊のあり方が、今後方針がどうなの
かというのが気になっていたものですから、続く質問
でイです。今後の見通しとあわせて課題と取り組みに
ついてお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君）　お答えい
たします。
　まず修学旅行そのものでございますけれども、大体
近年約2500校、約45万人で推移しているところでご
ざいます。やはり教育旅行民泊はかなり人気がござい
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まして、学校ベースでその実施率、修学旅行の数の中
で教育旅行を教育民泊で経験した数が、平成24年の率
が28％でした。28年は48％に増加しております。そ
ういった意味で、沖縄は教育旅行民泊できる可能性が
今後も非常に高いのかなと思っ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　教育旅行民泊は今後私もいい事業だ
し、伸ばすべきだと思っているんです。ただ課題とし
て、前から言われていますけれども、中学校で大体予
算が６万から６万5000ぐらい、高校生で７万前後ぐ
らいの中で、今エアが大体３万ちょっと占める、バス
代はどんどん上がる。そういう中で旅行社も割に合わ
ない仕事だと言っている。そういう中で、ホテル代よ
りは民泊に２泊、３泊連泊させたら安くなるからみた
いな話も漏れ聞こえるわけです。そういう意味で市町
村ごとの取り組み、私が担当課に市町村ごとにどれぐ
らい行っていますかと言ってもなかなか数値が出てこ
ない。全体の細かな分析が出てこないように感じたも
のですから、ここはしっかり皆さんとして修学旅行の
うちの教育民泊がどうなっているのかというのは、も
う少ししっかり調べて取り組むべきだなというのは感
じたものですから、その辺について思いはあると思い
ますので再度お願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（嘉手苅孝夫君）　議員も
おっしゃるとおり、修学旅行の中で民泊というのは非
常に沖縄の可能性を高める一つのよい素材となってお
りますので、市町村あるいは観光協会ときちんと連携
をしながら、これをもっと伸ばすように取り組んでい
きたいと思っています。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　もう一つ、民泊を受け入れる側のと
ころですけれども、先ほどの住宅宿泊業法にかかわっ
てくるんです。修学旅行の場合、部長は御存じのとお
り２年前に予約しているわけです。ところが予約して
いた民家の皆さんが、保健所に行って手続しようと思
うとなかなか手続が複雑で、罰則を受けるよりはもう
やめたという声が今多くなっていると聞いているん
です。そうするとその民泊実施事業者が100件の予定
が、実施しようとしたら20件、30件、闇民泊ですよ
と言われてしまうというようなことが今懸念されます
ので、そこは取り締まるほうの向こうと、進めるほう
の文化観光スポーツのほうと連携をとるべきだと思い
ます。支援策も考えるべきだと思います。その辺につ

いてお願いします。
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）　そういっ
た課題を一つ一つ解決するために、沖縄県修学旅行推
進協議会という協議会がございまして、その中で教育
旅行民泊分科会、この中でいろいろ議論しながら、そ
の沖縄の民泊のもう少し質的向上を図るために教育旅
行民泊取扱指針というものを設けました。その中で、
受け入れ団体、それからコーディネーター、受け入れ
民家それぞれの役割をきちっとしながら沖縄の民泊の
質的向上を図っていく。そのためにまた我々としても
県においても、関係部局ときちんと連携をしながら、
取り組みを進めていきたいなというふうに思っており
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　その会議があるのは伺っていますけ
れども、今直近の課題が大きい課題だと私は感じてい
るものですから、再度その辺の取り組みをお願いいた
します。
　４番目、時間がなくなりましたけれども、沖縄県国
営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例に
ついて(1)、首里城及び美ら海水族館等を管理する者
を７月から公募する予定であるがどのような法人・団
体を想定しているかをお願いします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　指定管理者についてでございますが、県は、首里城
及び沖縄美ら海水族館等について、公園施設としての
設置目的に適合して管理を行うことができる十分な資
力、信用及び能力を有する者を指定管理者として指定
し、管理させることとしております。それぞれの施設
について、公募により指定管理者の候補者を選定し、
県議会の議決を経た上で指定することとなります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　済みません。時間がなくなりました
ので、ここで言いたいのは、首里城及び水族館、県民
の財産、誇りですので、それを県が管理するというの
は県民の思いだったわけです。ただ見ていると、何か
これまでと変わらないような感じになりそう。だから
目的にあるように、やっぱり北部の振興あるいは文化
の発信、そこに本当に県民の思いが入るような新たな
施策ができるように取り組みをお願いして終わります。
　ありがとうございます。
〇議長（新里米吉君）　以上をもって通告による一般
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質問及び議案に対する質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております乙第１号議案から乙
第19号議案までについては、お手元に配付してありま
す議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付
託いたします。

――――――――――――――――――
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第３　乙第20号議案を議
題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　翁長知事。

――――――――――――――――――
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
〇知事（翁長雄志君）　平成30年第４回沖縄県議会
（定例会）に追加提出いたしました議案について、その
概要及び提案の理由を御説明申し上げます。
　追加提出いたしました議案は、同意議案１件であり
ます。
　乙第20号議案「沖縄県監査委員の選任について」
は、監査委員１人が平成30年６月15日付で辞職した
ことに伴いその後任を選任するため同意を求めるもの
であります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、同意を賜りますようお願い申
し上げます。
〇議長（新里米吉君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　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〕

〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております乙第20号議案につ
いては、総務企画委員会に付託いたします。
　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
　　　午後５時35分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第４　陳情第60号及び第70号から第75号まで
の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情７件のうち、陳情第70号から第75
号までの６件については、米軍基地関係特別委員会
に、陳情第60号については、公共交通ネットワーク特
別委員会にそれぞれ付託の上、審査することにいたし
たいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明６月29日から
７月５日までの７日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、明６月29日から７月５日までの７日間休会
とすることに決定いたしました。

――――――――――――――――――
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。
　次会は、７月６日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後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。

議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　玉　城　　　満

会議録署名議員　　具志堅　　　透
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平成30年７月６日

平成30年
第 ４ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ９ 号）
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平成 30年
第　４　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

平成30年７月６日（金曜日）午前10時４分開議

議　　事　　日　　程　第９号
平成30年７月６日（金曜日)

午前10時開議
第１　乙第１号議案及び乙第２号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第３号議案から乙第６号議案まで及び乙第８号議案（文教厚生委員長報告）
第３　乙第７号議案（土木環境委員長報告）
第４　乙第15号議案から乙第19号議案まで（総務企画委員長報告）
第５　乙第20号議案（総務企画委員長報告）
第６　乙第14号議案（経済労働委員長報告）
第７　乙第９号議案から乙第13号議案まで（土木環境委員長報告）
第８　沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置に関する意見書
　　　　瑞慶覧　功君　　西銘啓史郎君
　　　　山川　典二君　　島袋　　大君
　　　　大城　一馬君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第５号
　　　　瀬長美佐雄君　　嘉陽　宗儀君
　　　　金城　　勉君　　大城　憲幸君
第９　地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書
　　　　狩俣　信子さん　新垣　　新君
　　　　末松　文信君　　照屋　守之君
　　　　次呂久成崇君　　亀濱　玲子さん　

提出　議員提出議案第６号
　　　　比嘉　京子さん　平良　昭一君　
　　　　西銘　純恵さん　金城　泰邦君
　　　　當間　盛夫君 
第10　名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する意見書
　　　　仲宗根　悟君　　山川　典二君
　　　　花城　大輔君　　末松　文信君
　　　　照屋　守之君　　宮城　一郎君
　　　　照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第７号
　　　　新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
　　　　渡久地　修君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君　　
第11　名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する抗議決議
　　　　仲宗根　悟君　　山川　典二君
　　　　花城　大輔君　　末松　文信君
　　　　照屋　守之君　　宮城　一郎君
　　　　照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第８号
　　　　新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
　　　　渡久地　修君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君　　
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第12　ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の発言に対する抗議決議
　　　　仲宗根　悟君　　山川　典二君
　　　　花城　大輔君　　末松　文信君
　　　　照屋　守之君　　宮城　一郎君
　　　　照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第９号
　　　　新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
　　　　渡久地　修君　　金城　　勉君
　　　　當間　盛夫君　　
第13　2025年国際博覧会の誘致に関する決議
　　　　大城　憲幸君　　西銘啓史郎君
　　　　新垣　　新君　　座波　　一君
　　　　山川　典二君　　花城　大輔君
　　　　又吉　清義君　　末松　文信君
　　　　具志堅　透君　　島袋　　大君　　提出　議員提出議案第３号
　　　　中川　京貴君　　座喜味一幸君　
　　　　照屋　守之君　　仲田　弘毅君
　　　　翁長　政俊君　　金城　泰邦君
　　　　上原　　章君　　金城　　勉君
　　　　糸洲　朝則君　　當間　盛夫君 
第14　非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑惑の解明に関する意見書
　　　　宮城　一郎君　　次呂久成崇君
　　　　当山　勝利君　　亀濱　玲子さん
　　　　仲村　未央さん　照屋　大河君
　　　　仲宗根　悟君　　崎山　嗣幸君
　　　　狩俣　信子さん　比嘉　京子さん
　　　　大城　一馬君　　親川　　敬君
　　　　新垣　光栄君　　平良　昭一君　　提出　議員提出議案第４号
　　　　上原　正次君　　玉城　　満君
　　　　新垣　清涼君　　瑞慶覧　功君
　　　　赤嶺　　昇君　　瀬長美佐雄君
　　　　玉城　武光君　　比嘉　瑞己君
　　　　西銘　純恵さん　渡久地　修君
　　　　嘉陽　宗儀君　　
第15　陳情第63号（経済労働委員長報告）
第16　 請願平成29年第１号、請願第２号、陳情第34号、第36号、第44号の３及び第51号（文教厚生委員長報告）
第17　 陳情平成29年第12号の２、同第20号の３、同第64号、陳情第29号、第39号から第41号まで及び第48号の

３（土木環境委員長報告）
第18　 陳情平成29年第85号、同第86号、陳情第３号から第５号まで、第13号、第37号、第38号及び第71号から

第75号まで（米軍基地関係特別委員長報告）
第19　陳情平成29年第125号、陳情第55号及び第60号（公共交通ネットワーク特別委員長報告）
第20　議員派遣の件（平成30年度沖縄県議会議員海外派遣）
第21　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号議案及び乙第２号議案
　　　　　　乙第１号議案　沖縄県職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例　
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　　　　　　乙第２号議案　沖縄県税条例及び沖縄県税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例
日程第２　乙第３号議案から乙第６号議案まで及び乙第８号議案
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例　
　　　　　　乙第５号議案　 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一

部を改正する条例　
　　　　　　乙第６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８号議案　沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例
日程第３　乙第７号議案
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例　
日程第４　乙第15号議案から乙第19号議案まで
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県人事委員会委員の選任について　
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について　
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県公安委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について　
　　　　　　乙第19号議案　専決処分の承認について
日程第５　乙第20号議案
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県監査委員の選任について
日程第６　乙第14号議案
　　　　　　乙第14号議案　仲裁について　
日程第７　乙第９号議案から乙第13号議案まで
　　　　　　乙第９号議案　工事請負契約について　
　　　　　　乙第10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11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12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13号議案　訴えの提起について　
日程第８　沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置に関する意見書
日程第９　地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書
日程第10　名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する意見書
日程第11　名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する抗議決議
日程第12　ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の発言に対する抗議決議
日程第13　2025年国際博覧会の誘致に関する決議
日程第14　非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑惑の解明に関する意見書
日程第15　陳情第63号
　　　　　　陳情第63号　沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置の期限の延長を求める陳情
日程第16　請願平成29年第１号、請願第２号、陳情第34号、第36号、第44号の３及び第51号
　　　　　　請願平成29年第１号　民泊サービスにおける簡易宿泊営業のフロント業務簡便化に関する請願
　　　　　　請願第２号　地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書の提出に関する請願
　　　　　　陳情第34号　夜間中学校に対する支援事業継続に関する陳情
　　　　　　陳情第36号　「ことばの教室」への言語聴覚士配置に関する陳情
　　　　　　陳情第44号の３　平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　陳情第51号　夜間中学校に対する支援事業の継続を求める陳情
日程第17　 陳情平成29年第12号の２、同第20号の３、同第64号、陳情第29号、第39号から第41号まで及び第48

号の３
　　　　　　陳情平成29年第12号の２　法定積載で安心・安全な交通安全が担保できる適正単価を求める陳情
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　　　　　　陳情平成29年第20号の３　石垣市振興に関する陳情
　　　　　　陳情平成29年第64号　南部東道路の那覇空港自動車道への直接乗り入れに関する陳情
　　　　　　陳情第29号　宜野湾港マリーナの施設管理等に関する陳情
　　　　　　陳情第39号　県内各離島の港湾整備及び港湾環境の整備に関する陳情
　　　　　　陳情第40号　北部地域離島における架橋建設の早期実現に関する陳情
　　　　　　陳情第41号　新石垣空港滑走路500メートル延長及び国内線ターミナルビル拡張を求める陳情
　　　　　　陳情第48号の３　単身高齢者が安心して暮らせる社会の実現を求める陳情
日程第18　 陳情平成29年第85号、同第86号、陳情第３号から第５号まで、第13号、第37号、第38号及び第71号

から第75号まで
　　　　　　陳情平成29年第85号　嘉手納基地旧海軍駐機場の航空機使用禁止を求める陳情
　　　　　　陳情平成29年第86号　嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情
　　　　　　陳情第３号　Ｆ35Ａ戦闘機のパネル落下事故に関する陳情
　　　　　　陳情第４号　在沖米海兵隊員による飲酒運転死亡事故に関する陳情
　　　　　　陳情第５号　米軍ＣＨ53ヘリコプターの窓落下事故に関する陳情
　　　　　　陳情第13号　米軍ＡＨ１Ｚヘリコプターの不時着に関する陳情
　　　　　　陳情第37号　Ｆ15戦闘機の部品落下事故に関する陳情
　　　　　　陳情第38号　嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情
　　　　　　陳情第71号　Ｆ22戦闘機の暫定配備に関する陳情
　　　　　　陳情第72号　ＣＶ22オスプレイの飛来に関する陳情
　　　　　　陳情第73号　嘉手納基地旧海軍駐機場における航空機使用に関する陳情
　　　　　　陳情第74号　Ｆ15戦闘機の墜落事故に関する陳情
　　　　　　陳情第75号　米軍嘉手納基地第18航空団司令官の面会拒否に関する陳情
日程第19　陳情平成29年第125号、陳情第55号及び第60号
　　　　　　陳情平成29年第125号　旅客船に係る軽油引取税特例措置の延長・恒久化に関する陳情
　　　　　　陳情第55号　 石垣―那覇航空路線の沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の適用継続を求める陳

情
　　　　　　陳情第60号　離島割引運賃の継続適用に関する陳情
日程第20　議員派遣の件（平成30年度沖縄県議会議員海外派遣）
日程第21　閉会中の継続審査の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（46名) 

議　長  新　里　米　吉　君  14 番　　平　良　昭　一　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  15 番　　上　原　正　次　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  16 番　　当　山　勝　利　君
２　番  玉　城　武　光　君  17 番　　亀　濱　玲　子　さん
３　番  親　川　　　敬　君  18 番　　當　間　盛　夫　君
４　番  新　垣　光　栄　君  19 番　　上　原　　　章　君
５　番  次呂久　成　崇　君  20 番　　山　川　典　二　君
６　番  宮　城　一　郎　君  21 番　　花　城　大　輔　君
７　番  大　城　憲　幸　君  22 番　　又　吉　清　義　君
８　番  金　城　泰　邦　君  23 番　　末　松　文　信　君
９　番  西　銘　啓史郎　君  25 番　　渡久地　　　修　君
10 番  新　垣　　　新　君  26 番　　玉　城　　　満　君
11 番  座　波　　　一　君  27 番　　仲　村　未　央　さん
12 番  比　嘉　瑞　己　君  28 番　　照　屋　大　河　君
13 番  西　銘　純　恵　さん  29 番　　仲宗根　　　悟　君
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30 番　　崎　山　嗣　幸　君  39 番　　瑞慶覧　　　功　君
31 番　　金　城　　　勉　君  41 番　　狩　俣　信　子　さん
33 番　　具志堅　　　透　君  42 番　　比　嘉　京　子　さん
34 番　　島　袋　　　大　君  43 番　　大　城　一　馬　君
35 番　　中　川　京　貴　君  45 番　　糸　洲　朝　則　君
36 番　　座喜味　一　幸　君  46 番　　照　屋　守　之　君
37 番　　嘉　陽　宗　儀　君  47 番　　仲　田　弘　毅　君
38 番　　新　垣　清　涼　君  48 番　　翁　長　政　俊　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（２名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
  事　務　局　長  平　田　善　則　君  政務調査課長   前　田　　　敦　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  副　　参　　事  奥　野　英　明　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　幹  比　嘉　　　猛　君
  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君  主　　　　　幹  新　垣　勝　弘　君
  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君  主　　　　　幹  中　村　　　守　君
  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　７月３日、大城憲幸君外19人から、議員提出議案第
３号「2025年国際博覧会の誘致に関する決議」の提出
がありました。
　また、７月４日、宮城一郎君外24人から、議員提出
議案第４号「非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑惑
の解明に関する意見書」の提出がありました。
　また、昨日、瑞慶覧功君外９人から、議員提出議案
第５号「沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置に関す
る意見書」、狩俣信子さん外10人から、議員提出議案
第６号「地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡
充を求める意見書」、仲宗根悟君外12人から、議員提
出議案第７号「名護市数久田区の民間地における流弾
事故に関する意見書」、議員提出議案第８号「名護市数
久田区の民間地における流弾事故に関する抗議決議」
及び議員提出議案第９号「ロバート・ネラー米海兵隊
総司令官の発言に対する抗議決議」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
より御了承願います。

――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１　乙第１号議案及び
乙第２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。
　総務企画委員長渡久地　修君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
〇総務企画委員長（渡久地　修君）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第１号議案及び乙第２
号議案の条例議案２件について、委員会における審査
の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県職員の退職手当に関す
る条例の一部を改正する条例」は、地方独立行政法人
法の一部改正に伴い、同法を引用する条例の規定を整
理する必要があるため条例を改正するものである。施
行期日は、公布の日とするとの説明がありました。
　本案に関し、県職員が退職して国や市町村に割愛採
用されている状況はどうなっているか、また、割愛採
用されている期間が退職手当の計算において不利益と
ならないかとの質疑がありました。
　これに対し、現在、県を退職して国に割愛採用され
ている県職員は４名、同じく県を退職して市町村に割
愛採用されている職員は１名である。また、割愛採用



－ 342 －

されている期間によって退職手当の算出に不利益が生
じないようにするため、割愛採用されている期間につ
いても退職手当の算出期間として通算するとの答弁が
ありました。
　そのほか、国・県・市町村による人事交流の形態、
実績及びメリット・デメリット、沖縄県の人事交流の
全国との比較などについて質疑がありました。
　次に、乙第２号議案「沖縄県税条例及び沖縄県税条
例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例」
は、地方税法の一部が改正されたことに伴い、県たば
こ税の課税標準の改正及び県たばこ税の税率等を改定
する必要があ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。
　本案に関し、条例改正により紙巻きたばこ１本当た
りの税額は幾ら引き上げられるのか、また、この引き
上げによって想定する県税の増収見込みは幾らかとの
質疑がありました。
　これに対し、今回の税率改定により紙巻きたばこ１
本当たりの県税分の引き上げ額は１年間で0.07円で
あり、国、市町村分を合わせたトータルでの１本当た
りの税額は、12.24円から13.24円へと引き上げられ
る。さらに、段階的に３年かけて引き上げられること
から最終的には３年間で３円増の15.24円となる。ま
た、今回のたばこ税の引き上げによる増収見込みは、
現状の調定本数で試算すると、平成30年度は10月か
らの適用で5540万円程度、最終的に引き上げが完了
して、通年で適用される平成34年度は３億9224万円
程度の増収を見込んでいるとの答弁がありました。
　そのほか、たばこ税の増収分が受動喫煙対策として
の財源などに使われるのかなどについて質疑がありま
した。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第１号議案及び乙第２号議案の
条例議案２件については、全会一致をもって原案のと
おり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案及び乙第２号議案の２件を一
括して採決いたします。

　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、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〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案及び乙第２号議案の２件は、
原案のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第２　乙第３号議案から
乙第６号議案まで及び乙第８号議案を議題といたしま
す。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長狩俣信子さん。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕
〇文教厚生委員長（狩俣信子さん）　皆さん、おはよ
うございます。
　ただいま議題となりました乙第３号議案から乙第６
号議案まで及び乙第８号議案の条例議案５件につい
て、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、子ども生活福祉部長、保健
医療部長及び教育長の出席を求め慎重に審査を行って
まいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第３号議案「沖縄県青少年保護育成条例の
一部を改正する条例」は、青少年が安全に安心してイ
ンターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
の一部改正に伴い、携帯電話インターネット接続役務
提供事業者等に、フィルタリングサービス等の内容に
関する説明等が義務づけられたため条例を改正するも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、本県におけるフィルタリングの利用率
はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、平成29年度の県教育委員会の調査に
よると、携帯電話等を使用している県立高校生のう
ち、フィルタリングを利用している者の割合は34％と
なっており、全国と比較すると低い利用率になってい
るとの答弁がありました。
　次に、事業者等がフィルタリングサービス等の内容
に関する説明等を怠った場合における罰則規定は設け
ているのかとの質疑がありました。
　これに対し、罰則規定については特に設けていない
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が、県は事業者等の営業所に立入調査できる権限を有
していることから、同調査によって条例の規定を遵守
しない事業者等が確認できた場合は、事業者等に対し
て勧告等による指導を行っていくとの答弁がありまし
た。
　そのほか、具体的なフィルタリングの方法、フィル
タリングの利用率の向上に向けた条例の周知のあり
方、コミュニティーサイト等を利用したいじめの状
況、有害サイトの利用による被害状況、民法改正に伴
う成人年齢の引き下げが条例に与える影響の有無など
について質疑がありました。
　次に、乙第４号議案「沖縄県保育士試験等手数料条
例の一部を改正する条例」は、国家戦略特別区域法及
び同法施行令の一部改正に伴い、国家戦略特別区域地
域限定保育士に関する条文が繰り下がったことから条
例を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、地域限定保育士は、本県においてのみ
保育士の業務に従事することができるのかとの質疑が
ありました。
　これに対し、地域限定保育士は、登録後３年間は当
該自治体内のみで保育士の業務に従事することが条件
となっているが、４年目以降については全国で働くこ
とができるものとされているとの答弁がありました。　
　そのほか、保育士試験の手数料の額とその低減の検
討、保育士試験の実施のあり方、昨年度の保育士試験
の受験者数と合格者数、保育士の登録者数などについ
て質疑がありました。
　次に、乙第５号議案「沖縄県幼保連携型認定こども
園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一
部を改正する条例」は、国家戦略特別区域法の一部改
正に伴い、条文が繰り下がった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。
　本案に関し、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園とはどういったものがあるのか、また、県内に
おける設置状況はどうなっているかとの質疑がありま
した。
　これに対し、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園としては、幼稚園型認定こども園、保育所型認
定こども園及び地方裁量型認定こども園がある。ま
た、県内では、平成29年４月１日現在で、幼稚園型
認定こども園は４施設、保育所型認定こども園が２施
設、それぞれ設置されているとの答弁がありました。
　そのほか、幼稚園教育要領の見直しの内容などにつ
いて質疑がありました。
　次に、乙第６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」は、医療法施行規則の一部改正に伴い、介護
老人保健施設の既存病床数等の算定に係る関係規定の
削除、その他所要の改正を行う必要があるため条例を
改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、条例改正後に介護老人保健施設の入所
定員が減少するなどの影響が生じることはないかとの
質疑がありました。
　これに対し、介護老人保健施設に係る療養病床の既
存病床数の算定基準は、経過措置によりこれまで適用
されてこなかったことから、今回の条例改正で患者や
医療機関に影響を与えることはないとの答弁がありま
した。
　そのほか、沖縄県地域医療構想における病床数の位
置づけ、介護老人保健施設の現状などについて質疑が
ありました。　　
　次に、乙第８号議案「沖縄県立図書館の設置及び管
理に関する条例」は、沖縄県立図書館の移転整備に伴
い、図書館の設置、図書館が行う業務、使用料及び使
用料の免除等に関する規定を定め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。
　本案に関し、新たな県立図書館の運営費については
どれくらいを見込んでいるのか、また、来館者の目標
数はあるかとの質疑がありました。
　これに対し、１年間当たりの運営費としては、施
設の維持管理費が9000万円、光熱水費等が１億2000
万円、窓口業務の委託費が１億1000万円、人件費が
２億2000万円の、合計で約５億4000万円を見込んで
いる。また、来館者の目標数については、立地状況等
を勘案すると、現図書館の約２倍程度の来館者の伸び
が期待できることから、年間65万人としているとの答
弁がありました。　
　そのほか、指定管理者制度の検討の有無、施設使用
料の算定根拠などについて質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第３号議案から乙第６号議案ま
で及び乙第８号議案の条例議案５件については、全会
一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いた
しました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　　　〔「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。
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　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第３号議案から乙第６号議案まで及び乙
第８号議案の５件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、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号議案から乙第６号議案まで及び乙
第８号議案の５件は、原案のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第３　乙第７号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長新垣清涼君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕
〇土木環境委員長（新垣清涼君）　ハイサイ　グスー
ヨー　チューウガナビラ。
　ただいま議題となりました乙第７号議案の条例議案
について、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　乙第７号議案「沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設
置及び管理に関する条例」については、地方自治法第
244条の２の規定に基づき、公の施設の設置、管理及
び運営に関し必要な事項を定めるものである。
　条例で定める主な内容は、施設の位置や管理、指定
管理者の業務、入場料及び入場料の免除についてであ
り、施行期日は平成31年２月１日。ただし、附則にお
いて指定管理の指定等の準備行為は、公布の日から行
うことができるとの説明がありました。
　本案に関し、これまで国が管理してきた施設を沖縄
県に移管するメリットは何かとの質疑がありました。
　これに対し、管理を移管するメリットとして、観光
を初めとする県の施策と連携し、一層の利活用を図る
ことで地域の魅力向上、地域経済の活性化、文化の発
展などが期待でき、観光及び地域振興につながるとの
答弁がありました。
　次に、施設の管理に伴う年間の収入、経費、収益が
わかる収支計画は公表できないか、また移管に伴い県

の財政負担が生じることはないかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、沖縄美ら島財団より得たデータによ
り、収支をシミュレーションしたところ、県の財政負
担はなく入館料で賄えることは検証しているが、秘密
保持誓約が必要なデータのため公表はできないとの答
弁がありました。
　そのほか、首里城関係の実施協定書の内容、移管に
伴う使用料金の有無等について質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第７号議案の条例議案は、全会
一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いた
しました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより乙第７号議案を採決いたします。
〇當間　盛夫君　議長。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
　　　午前10時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第７号議案は、原案のとおり可決されま
した。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時27分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第４　乙第15号議案から乙第19号議案までを
議題といたします。
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　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長渡久地　修君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
〇総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました乙第15号議案から乙第18号議案までの同
意議案４件、乙第19号議案の承認議案１件について、
委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げ
ます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第15号議案「沖縄県人事委員会委員の選
任について」は、人事委員会委員３人のうち１人が平
成30年９月28日に任期満了することに伴い、その後任
を選任するため、地方公務員法第９条の２第２項の規
定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明が
ありました。
　次に、乙第16号議案「沖縄県収用委員会委員及び
予備委員の任命について」は、収用委員会委員７人の
うち２人が平成30年７月31日に任期満了、及び予備
委員２人のうち１人が平成30年７月31日に辞職する
ことに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第
52条第３項の規定に基づき議会の同意を求めるもの
であるとの説明がありました。
　次に、乙第17号議案「沖縄県公安委員会委員の任
命について」は、公安委員会委員３人のうち１人が平
成30年７月31日に任期満了することに伴い、その後
任を任命するため、警察法第39条第１項の規定に基
づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありま
した。
　次に、乙第18号議案「沖縄県教育委員会委員の任
命について」は、教育委員会委員５人のうち１人が平
成30年７月14日に任期満了することに伴い、その後
任を任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関
する法律第４条第２項の規定に基づき議会の同意を求
めるものであるとの説明がありました。
　次に、乙第19号議案「専決処分の承認について」
は、地方税法の一部が改正され、平成30年４月１日か
ら施行されることに伴い、沖縄県税条例の一部を改正
し同日から施行する必要があるが、議会を招集する時
間的余裕がないため、地方自治法第179条第１項の規
定に基づき専決処分を行ったため議会の承認を求める

ものである。
　主な改正の内容は、１点目に、ガス中小事業者に係
る法人事業税について、課税方式を収入割額から所得
割額等へ見直すこと、２点目に、耐震基準不適合既存
住宅の取得後６カ月以内に耐震改修を行った場合、当
該住宅の用に供する土地の取得に係る不動産取得税を
減額すること、３点目に、住宅及び土地に係る不動産
取得税の税率を４％から３％に軽減する特例措置につ
いて、適用期限を３年延長すること、４点目に、自動
車取得税の免税点を15万円から50万円に引き上げる
特例措置について、適用期限を１年半延長すること、
５点目に、先進安全技術を搭載したトラック・バスに
係る自動車取得税の課税標準の特例措置を拡充するこ
と、６点目に、軽油引取税の課税免除の特例措置につ
いて、適用期限を３年延長することとの説明がありま
した。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第15号議案から乙第18号議案
までの同意議案４件については、全会一致をもって同
意すべきものと決定いたしました。また、乙第19号議
案の承認議案１件については、全会一致をもって承認
すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより乙第15号議案から乙第19号議案までの５
件の採決に入ります。
　議題のうち、まず乙第15号議案から乙第18号議案
までの４件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、委員長の報告のとおり同意
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第15号議案から乙第18号議案までの４
件は、委員長の報告のとおり同意することに決定いた
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しました。
――――――――――――――――――

〇議長（新里米吉君）　次に、乙第19号議案を採決い
たします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり承認することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第19号議案は、委員長の報告のとおり承
認することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第５　乙第20号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長渡久地　修君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
〇総務企画委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました乙第20号議案の同意議案１件について、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　乙第20号議案「沖縄県監査委員の選任について」
は、監査委員４人のうち、議員選出の委員１人が平成
30年６月15日に辞職したことに伴い、その後任を選
任するため、地方自治法第196条第１項の規定に基づ
き議会の同意を求めるものであるとの説明がありまし
た。
　以上が委員会における説明の概要でありますが、採
決の結果、乙第20号議案については、全会一致をもっ
て同意すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。

　これより乙第20号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり同意することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第20号議案は、委員長の報告のとおり同
意することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第６　乙第14号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長瑞慶覧　功君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　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
ヨー　チューウガナビラ。
　ただいま議題となりました乙第14号議案１件につ
いて、委員会における審査の経過及び結果を御報告申
し上げます。
　委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　乙第14号議案「仲裁について」は、水産海洋技術セ
ンター取水管復旧工事の請負契約に関する紛争の解決
を図るため、沖縄県建設工事紛争審査会に仲裁を申請
するためであるとの説明がありました。
　本案に関し、紛争の詳細な経過説明を求める質疑が
ありました。
　これに対し、当該工事は地中をドリルで掘削しなが
ら進める工法をとっていたが、途中で配管が破断し工
事を中断した原因について、業者側は不可抗力、県は
業者の責任として契約に基づく履行不能の届け出を出
すことが合理的と主張しているが、両者の言い分が異
なることから建設工事紛争審査会に仲裁を申請するも
のであるとの答弁がありました。
　次に、総事業費、前払い金及び違約金は幾らかとの
質疑がありました。
　これに対し、平成29年度の単年度事業で総事業費
は１億6740万円、違約金は1674万円及び前払い金は
6696万円であり、これらに伴う利息及び遅延損害金に
ついては年2.7％の割合で請求しているとの答弁があ
りました。
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　そのほか、工事を中断した時期、水産海洋技術セン
ターの業務への影響の有無と今後の対応方針などにつ
いて質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第14号議案は、全会一致をもっ
て可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第14号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第14号議案は、委員長の報告のとおり可
決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第７　乙第９号議案から
乙第13号議案までを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長新垣清涼君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕
〇土木環境委員長（新垣清涼君）　ただいま議題とな
りました乙第９号議案から乙第13号議案までの議決
議案５件について、委員会における審査の経過及び結
果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第９号議案「工事請負契約について」は、
本部港岸壁整備工事の工事請負契約について、議会の
議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
条例第１条の規定により議会の議決を求めるものであ
る。
　主な内容は、本部港岸壁整備工事であり、契約金額

は16億6752万円、契約の相手方は、ＪＦＥエンジニ
アリング株式会社、株式会社國場組、有限会社安護建
設工業の３者で構成する特定建設工事共同企業体であ
るとの説明がありました。
　本案に関し、本部港岸壁整備工事とあわせて民間が
担当する旅客ターミナルの整備を含めた本部港のク
ルーズ船受け入れに係る全体像はどうなっているかと
の質疑がありました。
　これに対し、受け入れについては官民連携で行うこ
ととなり、県が岸壁の整備を行いターミナル施設につ
いては民間の船会社で整備することになっている。岸
壁の整備については、平成30年度はジャケット式桟橋
の製作や船の停泊地のしゅんせつ工事等を行い、平成
31年度は防舷材の取りかえ及びドルフィン式桟橋の
整備をする計画であるとの答弁がありました。
　次に、ジャケット式とはどのような工法かとの質疑
がありました。
　これに対し、現場で基礎となる鋼管くいを打設し、
その上に工場でつくった上部工に当たるジャケットを
かぶせて固定していく工法であるとの答弁がありまし
た。
　そのほか、クルーズ船受け入れ体制の構築に係る所
管、総合評価方式の課題、クルーズ船の竣工時期等に
ついて質疑がありました。
　次に、乙第10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30年第３回沖縄県
議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決
内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので
ある。
　主な内容は、浦添西原線都市モノレール建設工事
（てだこ浦西駅Ｈ28）の契約金額13億1636万6640円
を1093万2840円増額し、13億2729万9480円に変更
するものであり、変更の理由は、塗装工事等の一部変
更に伴う工事費用の増額であるとの説明がありました。
　本案に関し、駅舎外側の光触媒の塗布工事による効
果と耐用年数はどれくらいかとの質疑がありました。
　これに対し、光触媒を駅舎外側のガラスやアルミ面
に吹きつけると雨やほこりなどが付着しても落ちやす
いものになり、耐用年数は10年程度であるとの答弁が
ありました。
　次に、乙第11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30年第３回沖縄県
議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決
内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので
ある。
　主な内容は、市道国際センター線都市モノレール経
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塚駅建設工事（建築）の契約金額９億222万1200円を
705万1320円増額し、９億927万2520円に変更する
ものであり、変更の理由は、塗装工事等の一部変更に
伴う工事費用の増額であるとの説明がありました。
　本案に関し、建物ができているのに工事のために新
たに足場を組むのかとの質疑がありました。
　これに対し、既存の足場を利用して塗布することに
なるとの答弁がありました。
　次に、沖縄都市モノレール延長部分の供用開始はど
れくらいおくれる見込みなのかとの質疑がありました。
　これに対し、当初は、平成31年春ごろを予定してい
たが、供用開始は早くて夏ごろになるとの答弁があり
ました。
　そのほか、モノレール建設事業が与える市町村の
ハード交付金への影響、モノレール建設に係る県の組
織と人員体制等について質疑がありました。
　次に、乙第12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30年第３回沖縄県
議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議決
内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもので
ある。
　主な内容は、城間前田線都市モノレール浦添前田
駅建設工事（建築）の契約金額８億4005万1000円を
3811万6440円増額し、８億7816万7440円に変更す
るものであり、変更の理由は、塗装工事及び天井下地
材の一部変更等に伴う工事費用の増額であるとの説明
がありました。
　次に、乙第13号議案「訴えの提起について」は、県
営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、督促しても
納入に応じない滞納者等に対し、建物の明け渡し及び
未納の家賃等の支払いを求める訴えを提起するため、
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。
　主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこと、
未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費用は
被告らの負担とすること、必要がある場合は上訴し、
または和解するものとすることであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、家賃滞納の主な発生要因及び長期滞納
の防止策についての質疑がありました。
　これに対し、家賃滞納発生要因として、失業等によ
る収入減が最も多く、次に借金、病気・事故等による
ものであり、長期滞納の防止策としては、短期の滞納
者へ分納や生活保護の制度の活用の提案を行っている
との答弁がありました。
　次に、滞納者への早い段階での支援が必要だがどの

ような対応がなされているかとの質疑がありました。
　これに対し、短期の滞納者へ分納や生活保護の制度
活用の提案を行っており、長期滞納防止に向け早目の
対応が重要であると考えているとの答弁がありました。
　そのほか、法的措置対象者選定委員会の構成、強制
執行を行う際の移転先確認の有無等について質疑があ
りました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第９号議案から乙第13号議案ま
での議決議案５件は、全会一致をもって可決すべきも
のと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第９号議案から乙第13号議案までの５
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案５件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第９号議案から乙第13号議案までは、委
員長の報告のとおり可決されました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第８　議員提出議案第５
号　沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置に関する意
見書を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　瑞慶覧　功君。

――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第５号　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
〇瑞慶覧　功君　ただいま議題となりました議員提出
議案第５号につきましては、経済労働委員会の委員等
により協議した結果、議員提出議案として提出するこ
とに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提
案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置
について関係要路に要請するためであります。
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　次に、議員提出議案第５号を朗読いたします。
　　　〔 沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置に関す

る意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、意見書の趣旨を関係要路に要請するため議員
を派遣する必要があることから、議長におかれまして
はしかるべく取り計らっていただきますようお願い申
し上げます。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第５号
については、会議規則第37条第３項の規定により委員
会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第５号
「沖縄県産酒類に対する酒税の軽減措置に関する意見
書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第５号は、原案のとおり可決
されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第５号については、提案理由説明の際提出者
から、その趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣
してもらいたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第５号の趣旨を関係要路に要請するた
め、議員５人を派遣することとし、その期間及び人選
については、議長に一任することに御異議ありません
か。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第９　議員提出議案第６
号　地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を
求める意見書を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　狩俣信子さん。

――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第６号　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔狩俣信子さん登壇〕
〇狩俣　信子さん　ただいま議題となりました議員提
出議案第６号につきましては、文教厚生委員会の委員
等により協議した結果、議員提出議案として提出する
ことに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して
提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、地方消費者行政に対する財政支援の継
続・拡充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６号を朗読いたします。
　　　〔 地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡

充を求める意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第６号
については、会議規則第37条第３項の規定により委員
会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第６号
「地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求
める意見書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
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　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〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第６号は、原案のとおり可決
されました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　この際、日程第10　議員提出
議案第７号　名護市数久田区の民間地における流弾事
故に関する意見書、日程第11　議員提出議案第８号　
名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する抗
議決議及び日程第12　議員提出議案第９号　ロバー
ト・ネラー米海兵隊総司令官の発言に対する抗議決議
を一括議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　仲宗根　悟君。

――――――――――――――――――
　　　〔 議員提出議案第７号、第８号及び第９号　巻

末に掲載〕
――――――――――――――――――

　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
〇仲宗根　悟君　ただいま議題となりました議員提出
議案第７号、同第８号及び同第９号の３件につきまし
て、米軍基地関係特別委員会の委員により協議した結
果、議員提出議案として提出することに意見の一致を
見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申
し上げます。
　提案理由は、名護市数久田区の民間地における流弾
事故について関係要路に要請するため及びロバート・
ネラー米海兵隊総司令官の発言について関係要路に要
請するためであります。
　まず、議員提出議案第７号を朗読いたします。
　　　〔 名護市数久田区の民間地における流弾事故に

関する意見書朗読〕
　次に、議員提出議案第８号の抗議決議につきまして
は、内容が意見書と同じでありますので、宛先だけを
申し上げます。
　　　〔 名護市数久田区の民間地における流弾事故に

関する抗議決議の宛先朗読〕 
　次に、議員提出議案第９号を朗読いたします。
　　　〔 ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の発言に

対する抗議決議朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、議員提出議案第７号の意見書の宛先で、県内

所在関係機関、同第８号の抗議決議の宛先で、在日米
軍沖縄地域調整官及び在沖米国総領事、同第９号の抗
議決議の宛先で、第３海兵遠征軍司令官及び在沖米国
総領事につきましては、議会棟においてその趣旨を直
接要請することを含め、米軍基地関係特別委員会委員
を派遣する必要があるとの意見の一致を見ております
ので、議長におかれましてはしかるべく取り計らって
いただきますようお願い申し上げます。
　以上でございます。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第７号
から第９号までについては、会議規則第37条第３項
の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの議案３件については、委員会の
付託を省略することに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第７号
「名護市数久田区の民間地における流弾事故に関する
意見書」、議員提出議案第８号「名護市数久田区の民
間地における流弾事故に関する抗議決議」及び議員提
出議案第９号「ロバート・ネラー米海兵隊総司令官の
発言に対する抗議決議」の３件を一括して採決いたし
ます。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第７号から第９号までは、原
案のとおり可決されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第７号から第９号までについては、提案理由
説明の際、提出者から県内の関係要路については議会
棟においてその趣旨を直接要請することを含め、米軍
基地関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要
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望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第７号から第９号までの趣旨を県内の
関係要路に要請するため、議会棟における直接要請を
含め米軍基地関係特別委員会委員を派遣することと
し、その期間及び人選については、議長に一任するこ
とに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第13　議員提出議案第３
号　2025年国際博覧会の誘致に関する決議を議題と
いたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　大城憲幸君。

――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第３号　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔大城憲幸君登壇〕
〇大城　憲幸君　こんにちは。
　ただいま議案となりました議員提出議案第３号につ
きまして、提出者を代表いたしまして提案理由を御説
明申し上げます。
　提案理由は、国が開催を目指す2025年国際博覧会の
誘致実現に向けた国内機運の醸成など必要な協力を積
極的に推進するためであります。
　それでは、議員提出議案第３号を朗読いたします。
　　　〔2025年国際博覧会の誘致に関する決議朗読〕
　以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第３号
については、会議規則第37条第３項の規定により委員
会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。
　これより討論に入ります。
　本案に対する討論の通告がありますので、発言を許
します。
　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
〇比嘉　瑞己君　こんにちは。
　日本共産党の比嘉瑞己です。
　私は日本共産党県議団を代表して、ただいま議題と
なっております「2025年国際博覧会の誘致に関する
決議」に反対の立場から討論を行います。
　私たちは国際博覧会そのものには必ずしも反対の立
場ではありません。しかし、大阪府大阪市が誘致しよ
うとしている大阪市夢洲を会場とする国際博覧会は、
カジノを中核とする統合型リゾート（ＩＲ）の誘致と
一体のものとなっているため反対をするものです。
　昨年大阪府や大阪市、関西経済連合会などがまと
めた夢洲まちづくり構想では、第１期の計画として、
2024年度までのカジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）
などの誘致、第２期の計画として大阪万博の会場とし
ての整備、そして第３期は長期滞在型リゾート施設の
整備といった構想となっております。
　実現に向けては統合型リゾート（ＩＲ）の成否が大
きな鍵を握ると構想の中で語っております。このよう
に明記されているように国際博覧会の誘致とカジノを
含むＩＲ誘致を一体に進めようとしていることは明白
です。
　現在国会では、カジノを含む統合型リゾート（ＩＲ）
実施法案を自民、公明、維新が衆議院を強行通過さ
せ、延長した国会での成立を狙っております。カジノ
は刑法が禁じる賭博です。ギャンブル依存症の拡大、
多重債務、治安の悪化、子供たちへの悪影響など深刻
な社会問題を広げる危険性があります。我が党は、地
元の大阪府議会においてもカジノを中核とするＩＲ誘
致と一体となった大阪万博の誘致には反対の立場を
とっており、我々党県議団としても誘致を推進するわ
けにはいきません。
　よって、議員提出議案第３号「2025年国際博覧会
の誘致に関する決議」に反対をするものです。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。
　これより議員提出議案第３号「2025年国際博覧会
の誘致に関する決議」を採決いたします。
〇照屋　大河君　議長。
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〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時22分休憩
　　　午前11時23分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
〇議長（新里米吉君）　起立多数であります。
　よって、議員提出議案第３号は、原案のとおり可決
されました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時24分休憩
　　　午前11時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第14　議員提出議案第４号　非核三原則の堅
持と核兵器持ち込み疑惑の解明に関する意見書を議題
といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　宮城一郎君。

――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第４号　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔宮城一郎君登壇〕
〇宮城　一郎君　皆さん、おはようございます。
　ただいま議題となりました議員提出議案第４号につ
きまして、提出者を代表して提案理由を御説明申し上
げます。
　提案理由は、非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑
惑の解明について関係要路に要請するためでありま
す。
　それでは、議員提出議案第４号を朗読いたします。
　　　〔 非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑惑の解

明に関する意見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。
　なお、意見書の宛先で県内の関係要路については議
会棟においてその趣旨を直接要請することを含め、議
員を派遣する必要があることから、議長におかれまし
てはしかるべくお取り計らいいただきますようお願い
申し上げます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時32分再開

〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより質疑に入ります。
　議員提出議案第４号に対する質疑の通告があります
ので、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。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
〇照屋　守之君　ただいま議題となっております議員
提出議案第４号「非核三原則の堅持と核兵器持ち込み
疑惑の解明に関する意見書」案に対する質疑をさせて
いただきます。
　私はこの意見書の趣旨には賛同する者でございまし
て、この提出者の皆様方により理解を深める、これま
で沖縄県は外務省に対して照会、あるいはまたは米軍
に対しても照会はございました。米軍基地関係特別委
員会でもそのようなことも含めてさまざまな議論をさ
せていただきましたけれども、今回議員提案というこ
とでありますから、その提出者のこの非核三原則に対
する見解も含めて質疑をさせていただきます。
　まず、１点目に伺いたいことは、提出者は２点目に
非核三原則の堅持ということを取り上げております。
　この提出者は非核三原則を主張し、堅持をしている
立場なのか。現在25名の提出者でありますけれども、
この全員の皆様方は非核三原則の堅持についてどのよ
うな立場かということをまずお伺いをします。
　２点目、私は国も県も非核三原則を堅持し、それを
守る立場だと考えております。７月３日の軍特の説明
では、国は非核三原則を堅持しており、県は政府の責
任で日本国への核の持ち込みを拒否することを求める
立場であるとのことで、県の非核三原則の見解が曖昧
であると考えております。県は、非核三原則を堅持す
るのか、守るのか、大変重要なことであると考えてお
ります。提出者は非核三原則の県の見解をどのように
捉えているか伺います。
　３点目、非核三原則について県の見解の違いについ
て。
　ことし３月23日の軍特では非核三原則の堅持は国
も県も同じと説明し、去る７月３日の軍特では県は核
の持ち込みを拒否すべきと説明をしております。なぜ、
非核三原則の考え、堅持について変化をしたのか、疑
問を持っているわけであります。提案者は県の変化に
ついてどのような見解をお持ちか伺います。
　４点目、非核三原則について県は国に堅持するよう
求めるばかりで県の主体的な考え、方針が定まってい
ないのではと考えております。県は核の持ち込みを拒
否すべきであるとのことでありますけれども、それで
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は非核三原則の核はつくらない、持たないについての
言及はございません。県は核はつくらない、持たない
については否定しないとのことから提案者も同様の考
えか伺います。
　５点目、沖縄県は昨年29年９月10日ＮＨＫの「沖
縄と核」が報道された後、９月26日に外務省沖縄事務
所に照会をしております。14項目が照会をされ、外務
省が回答しておりますけれども、今回の意見書案の要
求項目１から３の回答もなされているのではと考えて
いるわけであります。あえて、今回の意見書案で回答
を求める根拠をお願いします。
　６点目、さらに６月14日付で沖縄県は平成29年９
月26日に照会し、11月10日の回答に不服として今度
は外務省に対して照会を出しております。今回の外務
省への照会は米軍への照会でありますけれども、この
内容と今回の提案者の要求項目との関連、これをどの
ように捉えているか伺います。
　７点目、沖縄県は独自の調査をせずマスコミ報道に
よって国に照会をしている。ということは、国からど
のような回答があっても反論できないのではないかと
考えます。歴史の検証は県独自の調査をもとに行うこ
とが当然であると考えております。このことがなくて
は、真相を究明することは不可能であると私は考えて
おります。提案者は県の核問題の対応についてどのよ
うに捉えているか伺います。
　８点目、今回の核問題について、軍特委員会で現知
事との協議や取り組みについて、知事公室長は非核三
原則についても県知事の立場、対応を明らかにしてお
りません。沖縄県は県知事不在、県知事からの指示な
しで核問題に取り組んでいるとのことでしょうか。提
案者はこのような県の現状についてどのように捉えて
いるか伺います。また、提案者は核問題で県知事とど
のような協議を得て今回の意見書の提出になったか、
その協議内容についてもお尋ねをいたします。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
〇渡久地　修君　照屋守之議員の質疑に答弁したいと
思います。
　多岐にわたる質疑でしたので、漏れているのがあっ
たらまた御指摘をお願いしたいと思います。
　まずその前に、質疑した照屋議員も趣旨に賛同だと
いうことをおっしゃいましたので、本当にありがとう
ございます。できればぜひ全会一致でやっていただき
たいと思います。
　１番目に、非核三原則を主張し堅持する立場かとい

うことですけれども、非核三原則は、国が沖縄返還す
るときに核兵器は持たず、つくらず、持ち込ませずと
いう国の立場をしっかりと返還のときに佐藤首相も表
明をしています。ですから私たちは非核三原則をしっ
かりと守るべきだという、そういう立場を堅持してい
ます。
　ですからこの記書きの２で、「非核三原則を堅持し、
沖縄への核兵器の再配備を断固として拒否すること。」
ということをやっています。照屋議員は、国も県も非
核三原則を堅持し、それを守る立場だということだと
考えているということですけれども、県の見解はとい
うことだと思いますけれども、県は……。
　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。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時42分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇渡久地　修君　先ほど議員から指摘がありました、
ことし３月23日当時の謝花公室長が軍特での私の質
疑に対して、いわゆる非核三原則を堅持あるいは厳守
して核兵器の持ち込みは絶対拒否するということでい
いですかという質疑に対して、当時の謝花公室長は、
「これが日本政府の現時点においての見解だと思いま
すので、それを厳守していただきたいと思っていま
す。」ということで答弁していますので、県も非核三
原則をぜひ堅持してもらいたいということを答弁して
いるということです。
　そして非核三原則について、県は国に堅持するよう
求めるばかりで主体的な方針が定まっていないのでは
ないかということの質疑でありますけれども、核兵器
を拒否する、持ち込みを拒否するというのは国が拒否
すべきだということですので、その立場だと思います。
　それから沖縄県は、去年９月10日のＮＨＫの「沖縄
と核」が報道された後、外務省に照会していると、14
項目やっていると。今回の意見書案の要求の１から３
も回答されているのではないかということですけれど
も、この９月10日に沖縄県が政府に要求したのは、14
項目要求しています。それはＮＨＫで報道された当時
の復帰前の核の貯蔵の問題、誤発射の問題などについ
て質疑して、そして現在のものも質問していますけれ
ども、回答は、政府としては復帰前のものは承知して
いないということで、復帰前のこのような事故とか事
件などについては回答をされていない。そして復帰後
のことについても、やっぱりその後いろんな密約がど
んどんどんどん明らかになってきているのにもかかわ
らず、それについて回答がなされていないと思います。
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　ことしの６月14日付で沖縄県は、外務省を通して
米国に照会しているけれども、これとの関係はどうな
のかということですけれども、去年ＮＨＫの報道を受
けて政府に照会して回答が来た。しかしその後もこと
しの６月に入って新たにまたアメリカの公文書で、こ
の密約が明らかになってきたわけです。統合参謀本部
が沖縄の復帰前のような沖縄に核兵器を置いておくと
いうことを求めていたと。それを沖縄を返還したら、
非核三原則との関係でどうなるのかということで議論
して、結果的には密約につながったということが公文
書で明らかになっているわけです。ですからそういっ
たものを県は、国が回答しないものだから米軍にそれ
を直接聞いてもらえませんかということで、外務省を
通して今質問を出しているということの答弁だったと
思います。
　それから今回の核問題について県知事との協議や取
り組みについてどうなのかと、やったのかということ
ですけれども、これはあくまでも県民の不安に対する
私たち県議会が取り組むべきものであって、県知事と
これは私たちが議論するものではないと思っています。
県議会の自主的な判断で行うべきものだと思います。
　そして県知事のことも言っていましたけれども、県
知事の立場というのは、今私がここで述べるあれはあ
りませんけれども、ただこれまでの議会答弁などを見
てみると、核兵器禁止条約これについて賛成の趣旨の
表明もやっていましたし、ヒバクシャ国際署名にも署
名したということを表明していたということは申し述
べたいと思います。
　最後に、私たちが今回出そうとしている意見書案と
いうのは、あくまでも日本政府宛ての意見書であっ
て、日本政府にこれだけ密約があるということがアメ
リカの公文書などでもどんどん明らかになってきてい
るので、これはしっかりと解明しなさいと。そしてそ
れを正式に密約は無効にせよというようなことを求め
るものでありますから、御理解よろしくお願いします。
　もし漏れているものがありましたら、御指摘願いた
いと思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
〇照屋　守之君　御答弁ありがとうございます。
　冒頭に申し上げましたように、この意見書案に理解
を示したいというそういう思いから質疑をやっており
ます。
　先ほど渡久地議員からありましたように、３月の渡
久地議員の質問では、確かに明確に知事公室長は国も
県も一緒だという形で答弁をしております。ところが

７月３日、私が軍特でこの２月議会の国も県も明確だ
ということを言っているということも含めて、現在の
知事公室長に確認をさせていただきました。そういた
しましたら、先ほどの国も県も一緒だということでは
なくて、政府は非核三原則を堅持する、県は政府の責
任においていかなる場合にも日本国への核の持ち込み
を拒否すべきであるという考えでありますという答弁
です。これは、非常に先ほどの渡久地議員の説明とは
裏腹で、国は非核三原則を守るけれども県は政府の責
任において日本国への核の持ち込みを拒否すべきであ
るというそういう立場だというんです。持たない、つ
くらせない、持ち込ませない、こういうものも含めて
の非核三原則全体のものを県としての見解はない。で
すから私は、そこに非常にこのような大事な核問題に
ついて県の見解がおかしいということを考えているわ
けでして、ぜひそこは与党の皆様方がもう一度この議
会答弁も含めて、これはもう知事でしょうね。知事と
その非核三原則の県の見解、そういうことを整理して
いただきたい、このように考えております。
　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時51分休憩
　　　午前11時51分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇照屋　守之君　次に、平成29年９月のＮＨＫの核の
報道の件です。
　私は軍特委員会では、執行部の説明で納得しました
けれども、その後に基地対策課からその当時の文書を
14項目を出してほしいということで文書を取り寄せ
ました。そこには、ＮＨＫ報道「沖縄と核」に関する
外務省照会ということで14項目の照会と外務省から
の回答がございます。
　これ非常に不可解に思ったのは、本来私ども議会、
県民の思いを込めてそれぞれ照会するということは議
会でままあるわけでありますけれども、県執行部がこ
の報道の内容によって国に対してそういうふうな照会
をする。そこも含めて若干違和感を持っておりました
けれども、例えば復帰前の沖縄にミサイル配備とか、
あるいはまた有事の際に沖縄に持ち込むとの日米密約
があったのか、あるいはまた沖縄に核兵器は配備され
ているかというそういう問いかけがございます。それ
に対して外務省は、御指摘の報道は承知しているとい
うことで前置きした上で、さまざまなことについて回
答を出しているわけであります。日本に復帰する以前
の沖縄における米軍部隊の核兵器の配備等について政
府として承知していない。この旨は従来から明らかに
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している政府の立場である。一例を挙げれば、沖縄が
日本に復帰した後の1974年12月17日の国会において
宮澤外務大臣は、返還前の沖縄の基地に核兵器があっ
たかどうかということについては、政府としては正確
についに知り得なかったが、核抜き返還を実現したこ
とは明確になっている旨述べている。
　さらに有事の際に、再び沖縄に持ち込むとの日米核
密約があったとの事実関係がどうだったかという問い
かけです。これについてこの文書には、こういうふう
な見出しがついています。県としては平成22年６月
15日の外務大臣会見、平成22年６月25日付北米地第
7321号の回答のとおりと理解しておりますと県はこ
こで書いております。その内容は外務省の回答、仮定
の状況についてお答えすることは差し控えますが、菅
内閣として非核三原則を堅持する方針に変わりはあり
ません。質問の有事において米側から核兵器を沖縄に
持ち込むことについて事前協議があった場合、日本政
府は承認するか、非核三原則との整合性。これについ
ては、平成22年６月15日外務大臣会見概要抜粋が記
されております。沖縄の核持ち込みに関して佐藤内閣
で密約があったのではないかということ、紙は佐藤信
二さんの御自宅から出てきたのでとありますが、この
ことについて日本政府としては、少なくとも今その密
約は有効ではないと考えているわけです。そもそも外
交当局が全く関与していない首脳同士がサインをした
だけであり、しかもそれは政府の中で引き継がれてい
ないということをもってそういう密約はなかったとい
うのが我々の考え方ですが、仮にあったとしてもそれ
は有効ではないと考えております。この点についても
米国政府としてもそういう密約は、少なくとも今や有
効ではないということは確認されているということで
す。県は、この事実を理解しているということで、照
会をして回答を外務省が出しました。外務省の回答は、
御理解のとおりで政府の立場に変更はないということ
です。
　ですから私は、この照会についてはもう一つありま
すけれども、現在沖縄に核兵器は配備されているかの
県の問いかけです。
　政府としては、現時点において沖縄に核兵器が存在
していないことについては、何ら疑いの余地がないと
考えている。この旨は、本年10月６日に閣議決定され
た質問主意書に対する答弁書においても改めて明らか
にしているという、こういう回答が来ているわけであ
ります。これ14項目です。
　みずから質問をして、私どもはこういう理解をして
おりますがということを投げて、外務省もそのとおり

でございますというこういう問いかけです。これ沖縄
県がやっております。この照会を不服として、さらに
もう一回、６月14日に今度は米軍宛てに外務省に対し
て今照会をしております。この項目もあります。
　私は、先ほど申し上げましたように県当局が事実関
係を国に対して照会をするというのであれば、県はワ
シントン事務所も持っているわけですから、独自の調
査をしてしかるべき公文書の発見とか、そういう事実
に基づいて国が出した回答にしっかり反論ができる。
あるいはこれまでの事実と異なるというそういうもの
を突きつけてこの核問題について対応していかない
と、県がせっかくこういう形で質問をして従来どおり
の見解でありますというふうな回答をしている。この
現状は私は非常に不可解だと思っております。そうい
うことで県民に納得がいかないから、再度米軍に照会
をするこの内容です、中身です。ですから、私は、今
回の意見書がそういうふうな回答も含めてそれを補完
する県議会の意見書になっているのか、そのことを改
めて御説明をお願いをします。
　先ほど申し上げました県知事との関連であります。
　私は、この問題、大変重要な問題、県政を平和行政
を考えていく上で重要な問題でありますから、当然こ
のようなことについては、県知事も関与をして協議し
ながら進めているということを委員会でぜひ証言して
もらいたいという思いがあって、７月３日の軍特委員
会でそれを確認したわけであります。私は県知事の対
応ということを確認しました。知事公室長は県知事の
内容について一切触れない。県知事とどういう協議を
やっているか、そういうふうなことも触れない。です
から今起こっていることが外務省に対するＮＨＫの報
道番組に対するそういうふうな質問の照会事項も恐ら
く知事は知らないんじゃないですか。そういうふうな
懸念をしているわけであります。
　ですから私はぜひ今回の件を県議会が主体的にやる
意見書ですから、知事とはそういう協議をしていない
ということでありますけれども、提案者は与党ですか
ら、与党の立場でこの核問題、今県政の中で取り組んで
いる内容、そういうことも含めて執行部を県議会がど
うサポートをしていくか。今の知事の対応についてど
うサポートをしていくかというそういう連携はどうし
ても必要だと思うんです。そうした上で沖縄県議会が
全会一致で対応していくというふうなことですから、
ぜひ県知事ともこの核問題についてしっかり対応して
いただきたい。そのお願いをしますけれども、その辺
についても御見解をお願いします。
　先ほど冒頭から申し上げましたように、私は今回の
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核問題について意見書を出す、そのことについては賛
同したいという思いがございまして、米軍基地関係に
おける今の県の対応、非核三原則の対応、問題、ある
いはまた県が今国に対して照会をしているそういうふ
うなことも含めて照らし合わせて、今質疑を通してお
互いの理解を深めていくということをやるために質疑
をさせていただきました。
　どうぞよろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
〇渡久地　修君　幾つか再質疑がありました。また、
ぜひ賛成の立場、深める立場という質疑でしたので、
それにお答えしたいと思いますけれども、抜けていた
ら御指摘願いたいと思います。
　先ほども述べましたけれども、今回のこの意見書
は、政府宛ての意見書ですので沖縄県の県政の対応と
か知事の対応を問う意見書ではありませんので、その
辺は御理解願いたいと思います。しかし軍特委員会で
の質疑などもありましたので、ぜひその辺、私の答え
られる範囲で答弁したいと思います。
　まず県に非核三原則を県としてもしっかり堅持する
ようにということを求めるべきだということ、これは
問題は核兵器を持ち込ませないというのは一番国の対
応、外交だと思いますけれども、やっぱり基地が集中
している沖縄県として、しっかりその辺は対応すべき
だという議員の指摘は、それは一つの指摘として今後
議会でも主張していかれたらいいと思いますし、私た
ちも軍特委員会で県としてもしっかりこれは拒否をし
なさいということを私たちも指摘しているということ
だけは答弁させていただきたいと思います。
　それからＮＨＫの復帰前の記事について、報道だけ
で県は動いているのかという質疑がありましたけれど
も、これについても私は県がどういうあれで動いてい
るのかということを、県に成りかわって答弁する立場
にはありませんけれども、委員会等のこれまでの質
疑を含めてＮＨＫの報道、そしてタイムスが1962年
キューバ危機のときに、発射命令が誤って出されて
いたという記事とか、それからその後の核密約のいろ
んな公開された文書が出てきて、県民は物すごく不安
に思っているわけです。ですからそれについて、私は
県がしっかりと外務省なり米軍に問い合わせするのは
当然のことだと思います。米軍基地関係特別委員会で
は、私はそれをぜひやるべきだということを外務省に
質問もやるべきだ、米軍にも直接やるべきだというこ
とも指摘しましたので、私としてはこれは県は当然の
動きではないかなと理解をしております。

　それから有事の際、核兵器の持ち込みの問題の話も
ありましたけれども、非核三原則は堅持をしている
と。国は非核三原則が堅持されていて持ち込み通過の
際は、事前協議があるから、事前協議がないというこ
とはそれがないんだということをずっと答弁していた
わけですけれども、先ほども答えましたけれども、い
ろんな密約の文書がどんどん出てきたわけです。こと
しの６月に出されたのが米国務省歴史課の外交文書
で、これはたくさんありますけれども、ここでは沖縄
の返還協定を協議するときにアメリカの返還最低条件
は下記のとおりだと。ａからｆまでありますけれど
も、ａに「緊急時の核保有権及び核の完全な通過権」、
これを求めなさいというのがこれは報道じゃなくてそ
の原本ですけれども、ここで明らかになっています。
そして大統領と米軍の参謀本部長らが参加した会議、
これは69年11月21日ですけれども、ここで統合参謀
本部長と大統領との会談の模様がこれも公開された公
文書で明らかになっています。ここで「大統領はホ
イーラー統合参謀本部議長のほうを向き、統合参謀本
部長としての見解を聞いた。ホイーラー統合参謀本部
長は核の観点から言うと、現状維持が望ましかったと
した上で、現状維持が不可能な場合は、日米合同声明
の中で緊急時における核兵器再持ち込みの権利と通過
権に関する明確な文言を望んでいたと述べた。ホイー
ラー統合参謀本部議長は、合同声明にこれらの権利が
確保される旨が盛り込まれたことを喜ばしく思うと述
べた。」ということがこの公開されたものに書かれて
いるわけです。ですから密約があったということは、
もうほぼ明らかになっているんじゃないかなと思いま
す。
　最後に、照屋議員から知事もこれは一緒にやるべき
だということをおっしゃっていました。それは、知事
は県議会でも何度もこの核兵器禁止条約に関しても、
ヒバクシャ国際署名にも署名をしたと。核廃絶を願っ
ている、沖縄県はいかなる核実験にも反対の立場を
持っているということは答弁しています。そしてこれ
は先ほども言いましたけれども、県議会として意思を
しっかり示すことが大事じゃないかなということです
けれども、照屋議員おっしゃるように私はこの県議会
で議会の意思が全会一致でこの決議が採択されたなら
ば、それが知事をサポートしていく一番大きな力にな
るんじゃないかなと思いますので、ぜひ御賛同をよろ
しくお願いしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
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　休憩いたします。
　　　午後０時８分休憩
　　　午後０時９分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第４号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　この際申し上げます。
　本案に対する討論の通告がありました、瀬長美佐雄
君及び照屋守之君から発言通告の撤回がありました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第４号
「非核三原則の堅持と核兵器持ち込み疑惑の解明に関
する意見書」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
〇議長（新里米吉君）　起立全員であります。
　よって、議員提出議案第４号は、原案のとおり可決
されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第４号については、提案理由説明の際提出者
から、県内の関係要路については議会棟においてその
趣旨を直接要請することを含め、議員を派遣してもら
いたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第４号の趣旨を県内の関係要路に要請
するため、議会棟における直接要請を含め議員５人を
派遣することとし、その期間及び人選については、議
長に一任することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第15　陳情１件を議題と
いたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。

　経済労働委員長瑞慶覧　功君。
――――――――――――――――――

　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――

　　　〔経済労働委員長　瑞慶覧　功君登壇〕
〇経済労働委員長（瑞慶覧　功君）　ただいま議題と
なりました陳情１件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、お手元に配付してあります審査報告書
のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第16　請願２件及び陳情
４件を議題といたします。
　各請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長狩俣信子さん。

――――――――――――――――――
　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕
〇文教厚生委員長（狩俣信子さん）　ただいま議題と
なりました請願２件及び陳情４件につきましては、慎
重に審査いたしました結果、お手元に配付してありま
す審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしま
した。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
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。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
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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。
　これよりただいま議題となっております請願２件及
び陳情４件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決する
ことに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願２件及び陳情４件は、委員
長の報告のとおり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第17　陳情８件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長新垣清涼君。

――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　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
りました陳情８件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、お手元に配付してあります審査報告書の
とおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情８件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情８件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第18　陳情13件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長仲宗根　悟君。

――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔米軍基地関係特別委員長　仲宗根　悟君登壇〕
〇米軍基地関係特別委員長（仲宗根　悟君）　ただい
ま議題となりました陳情13件につきましては、慎重
に審査いたしました結果、お手元に配付してあります
審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしまし
た。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
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。
　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情13件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情13件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第19　陳情３件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　公共交通ネットワーク特別委員長玉城　満君。

――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔 公共交通ネットワーク特別委員長　玉城　満

君登壇〕
〇公共交通ネットワーク特別委員長（玉城　満君）　た
だいま議題となりました陳情３件につきましては、慎
重に審査いたしました結果、お手元に配付してありま
す審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしま
した。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
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。
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　　　〔「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。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情３件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情３件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第20　議員派遣の件を議
題といたします。

――――――――――――――――――
　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
　本件は、お手元に配付の「議員派遣の件」のとおり
議員を海外へ派遣することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　次に、お諮りいたします。
　ただいま可決されました議員派遣の内容に今後変更
を要するときは、その取り扱いを議長に一任すること
に御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。

　よって、さよう決定いたしました。
―――――――◆・・◆―――――――

〇議長（新里米吉君）　日程第21　閉会中の継続審査
の件を議題といたします。

――――――――――――――――――
　　　〔閉会中継続審査及び調査申出書　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　各常任委員長、議会運営委員
長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によ
りお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の
継続審査の申し出があります。
　お諮りいたします。
　各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付
することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続
審査に付することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
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。
　本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位に
は長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長と
して心から感謝申し上げます。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって平成30年第４回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後０時21分閉会
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