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平成30年第７回沖縄県議会（定例会）会期日程
                                             　　           　 　　　　　　　　　　 　　自 平成30年10月16日                                          　 　　　　　　　　　　　　　会期11日間　　　　　　　　　　　　　                                         　　　　　　　　　        　　　      　　 　  至 平成30年10月26日

月　日 曜日 日　　　 　　 　程 備　　考

１ 10月16日 火

　　　　（議席の変更）
　　　　（議席の指定）
　　　　（会議録署名議員の指名）
　　　　（会期の決定）
本 会 議
　　　　（常任委員の選任）
　　　　（特別委員の選任の件）
　　　　（知事就任挨拶）
　　　　（知事提出議案の説明）

請願・陳情付託
請願・陳情提出期限（常任委）

２ 17日 水 議案研究 代表質問通告締切（正午）
請願・陳情提出期限（特別委）

３ 18日 木 議案研究 一般質問通告締切（正午）

４ 19日 金 本 会 議（代表質問） 請願・陳情付託（常任委）

５ 20日 ㊏ 休　　会

６ 21日 ㊐ 休　　会

７ 22日 月 本 会 議（一般質問）
決算特別委員会設置

議案付託
請願・陳情付託（特別委）

８ 23日 火 委 員 会（常任委員会）

９ 24日 水 委 員 会（特別委員会）

10 25日 木 議案整理
委 員 会（議会運営委員会）

11 26日 金 本 会 議（委員長報告、採決）
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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

大　浜　一　郎　君

西　銘　啓史郎　君

新　垣　　　新　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

座　波　　　一　君

山　川　典　二　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

山　内　末　子　さん

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

末　松　文　信　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
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平成30年10月16日

平成30年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 １ 号）
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平成 30年
第　７　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

平成30年10月16日（火曜日）午前10時１分開会

議　　事　　日　　程　第１号
平成30年10月16日（火曜日)

午前10時開議
第１　議席の変更
第２　議席の指定
第３　会議録署名議員の指名
第４　会期の決定
第５　常任委員の選任
第６　特別委員の選任の件
第７　知事就任挨拶
第８　 甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第20号議案まで及び認定第１号から認定第23号まで

（知事説明）
第９　陳情第82号、第90号及び第91号の付託の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　議席の変更
日程第２　議席の指定
日程第３　会議録署名議員の指名
日程第４　会期の決定
日程第５　常任委員の選任
日程第６　特別委員の選任の件
日程第７　知事就任挨拶
日程第８　 甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第20号議案まで及び認定第１号から認定第23号ま

で
　　　　　　甲第１号議案　平成30年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第２号議案　平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　 沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４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５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第10号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
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　　　　　　乙第13号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第18号議案　平成29年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第19号議案　平成29年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第20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
　　　　　　認定第１号　平成29年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認定第２号　平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第３号　平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第４号　平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第５号　平成29年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第６号　平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第７号　平成29年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第８号　平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第９号　平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第10号　平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第11号　平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第12号　 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第13号　平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第14号　平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第15号　平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第16号　平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第17号　平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第18号　平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第19号　 平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第20号　平成29年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第21号　平成29年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第22号　平成29年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第23号　平成29年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
日程第９　陳情第82号、第90号及び第91号の付託の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（47名) 

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

欠　　　　　員（１名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 玉　城　デニー　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
公 益 委 員 田　島　啓　己　君

人 事 委 員 会
委 員 長 島　袋　秀　勝　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）　ただいまより平成30年第７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。
　日程に入ります前に申し上げます。

　このたびの補欠選挙において御当選になりましたう
るま市選挙区の山内末子さん及び石垣市選挙区の大浜
一郎君を御紹介いたします。
　山内末子さん、御登壇願います。（拍手）
　　　〔山内末子さん登壇〕
〇山内　末子さん　ハイタイ　グスーヨー　チューウ
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ガナビラ。
　うるま市選挙区の山内末子でございます。
　またこちらで皆様と建設的な意見、議論を交わしな
がら、県勢発展のために頑張る決意でございます。
　どうぞよろしくお願いいたします。
　また、玉城デニー新知事、御就任おめでとうござい
ます。
　どうぞまた、体に十分気をつけていただき、公約の
実現、そしてチムグクルあるその県勢発展のために頑
張っていただきたいと思います。
　富川副知事、謝花副知事を初め、執行部の皆様、そ
して県民の多くの皆さんが支えておりますので、自信
を持って臨んでいただきたいと思います。
　それでは、議員の皆様、議会事務局の皆様、またお
世話になります。
　よろしくお願いいたします。ありがとうございまし
た。
〇議長（新里米吉君）　次に、大浜一郎君、御登壇願い
ます。（拍手）
　　　〔大浜一郎君登壇〕
〇大浜　一郎君　皆さん、おはようございます。
　このたび、石垣市選挙区より選出されました大浜一
郎と申します。
　八重山の発展のため、そして離島の発展のため、そ
して沖縄が力強く発展するために正々堂々とこの議会
でもって頑張っていきたいというふうに思っておりま
す。
　どうかよろしくお願いを申し上げます。
〇議長（新里米吉君）　以上で新議員の紹介を終わり
ます。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１　議席の変更を行い
ます。
　今回の補欠選挙当選議員の議席の指定に関連し、会
議規則第４条第３項の規定により議席を変更いたしま
す。
　変更した議席は、お手元に配付の変更議席表のとお
りであります。

――――――――――――――――――
　　　〔変更議席表　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時５分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第２　議席の指定を行います。

　今回御当選になりました山内末子さん及び大浜一郎
君の議席は、会議規則第４条第２項の規定により山内
末子さんを24番に、大浜一郎君を９番にそれぞれ指定
いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時６分休憩
　　　午前10時６分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　次に、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22
件及び決算23件並びに今期定例会提出補正予算説明
書、平成29年度沖縄県歳入歳出決算書、平成29年度
基金の運用状況書、平成29年度沖縄県歳入歳出決算
審査意見書及び同沖縄県基金運用状況審査意見書、平
成29年度沖縄県病院事業会計決算書、平成29年度沖
縄県病院事業会計決算審査意見書、平成29年度沖縄
県水道事業会計決算書及び同沖縄県工業用水道事業会
計決算書、平成29年度沖縄県水道事業会計決算審査
意見書及び同沖縄県工業用水道事業会計決算審査意見
書、平成29年度主要施策の成果に関する報告書、県の
出資等にかかる法人の経営状況報告書、健全化判断比
率等報告書、平成29年度沖縄県健全化判断比率審査意
見書及び同沖縄県資金不足比率審査意見書、平成30
年９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13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日及び22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、本日及び19日の会議に公安委員会委
員與儀弘子さん、22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日及び22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、本日の会議に労働
委員会公益委員田島啓己君、19日及び22日の会議に同
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〕

――――――――――――――――――
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〇議長（新里米吉君）　日程第３　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
　　　29番　仲宗根　　　悟　君　及び
　　　45番　糸　洲　朝　則　君
を指名いたします。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第４　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10月26日までの11
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10月26日までの11日間
と決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第５　常任委員の選任を
行います。
　お諮りいたします。
　常任委員の選任については、委員会条例第５条第１
項の規定により大浜一郎君を経済労働委員に、山内末
子さんを土木環境委員に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、大浜一郎君を経済労働委員に、山内末子さ
んを土木環境委員に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６　特別委員の選任の
件を議題といたします。
　本件については、議員の辞職に伴い、公共交通ネッ
トワーク特別委員に欠員が生じていることから、委員
を選任する必要があります。
　お諮りいたします。
　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大浜一郎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、公共交通ネットワーク特別委員に大浜一郎

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７　知事就任挨拶。
　知事から就任の御挨拶があります。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　玉城デニーヤイビーン。
　ユタサルグトゥ　ミーシッチョーティ　キミシェー
ビリ。
　平成30年第７回沖縄県議会の開会に当たり、提案
しております議案の御説明に先立ち、県政運営に関す
る私の所信の一端と基本的な方針について申し述べ、
議員各位及び県民の皆様の御理解と御協力を賜りたい
と存じます。
　私は、去る９月30日の県知事選挙において、県民の
皆様の御支持をいただき当選いたしました。145万県
民の知事として改めてその責任の重さを痛感するとと
もに、身の引き締まる思いであります。
　今日までの沖縄県政の歴史を顧みますと、歴代の県
知事が、複雑で困難な課題の中にあっても、県勢の発
展に力を尽くされたことに対し、心から敬意を表しま
す。
　特に、８月８日に御逝去された故翁長雄志前知事に
おかれては、「県民が心を一つにすること」を深く望
み、県民が持つ「力」を誰よりも信じ、揺らぐことの
ないみずからの決意がいつも県民とともにあることを
命をかけて私たちに伝え続けられてきました。
　私は、この思いをしっかりと受け継ぎ、全身全霊を
もって県政運営に取り組んでまいります。
　沖縄は、３年半後に復帰50年という大きな節目を迎
えます。この間、これまでの沖縄振興の取り組みによ
り、社会資本の整備は着実に進展し、観光・リゾート
産業や情報通信関連産業等が大きく成長するなど、自
立型経済の構築のためのさまざまな成果が出てきてお
ります。
　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。また、年度平均の
完全失業率は平成29年度が3.6％、同年度の有効求人
倍率は年度平均で1.13倍となり、いずれも改善し、雇
用情勢が好転するなど、県経済は好調に推移しており
ます。
　しかしながら、１人当たりの県民所得、子供の貧困
率、求人と求職のミスマッチ、若年者の高い離職率、
人手不足などの課題もあります。



－ 14 －

　こうした課題に対応した施策を力強く推進していく
とともに、好調な経済をさらなる発展につなげるべ
く、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき各種施策
を展開してまいります。また、沖縄らしい優しい社会
を構築するため、アジアのダイナミズムを取り込むこ
となどにより、経済全体を活性化させ、持続的に発展
する好循環をつくり上げてまいります。
　このような考えのもと、私は、島々の鼓動、人々の
輝き、限りない沖縄の可能性を存分に引き出し、「誇
りある豊かさ」の実現に向けて、３つの視点から諸施
策に取り組んでまいります。
　１つ目は、「新時代沖縄の到来」の視点です。
　私は、復帰50年を迎える「新時代沖縄」を日本経済
の再生に貢献し得る方向に導いてまいります。
　国際物流拠点として開かれる空港と港湾、どこにい
てもアクセス可能な通信環境、鉄軌道を含む新たな公
共交通システムの導入、世界中から寄港するクルーズ
船、ＭＩＣＥで呼び込まれる東海岸一帯への投資、発
信される情報とビジネスの創造、新時代に対応する産
業とＩＴの融合、世界最先端の健康・医療産業、再生
可能エネルギーの展開、高付加価値県産ブランドの海
外展開、海洋資源の開発など、アジアのダイナミズム
に乗って、沖縄の可能性を高く引き出し、さらにその
先を目指してまいります。
　沖縄の地理的優位性を生かし、アジアの活力を取り
込み、スケール感とスピード感を持ってさまざまな施
策を推進し、「新時代沖縄」の次なる振興計画を策定
してまいります。
　２つ目は、「誇りある豊かさ」の視点です。
　互いの政治的立場の違いを超えて、歩み寄ることの
できるウチナーンチュの包容力は、対立や分断を乗り
越える賢さであり、私たちが持てる最大の力です。
　県民同士で負担をつけかえ、新たな犠牲を強いるこ
とは、私たちが望む解決の道ではありません。私たち
は、このことを先人たちの労苦と知恵から学び歩んで
きました。
　私は、建白書の精神に基づき、辺野古の新基地建設
に反対し、普天間飛行場の一日も早い閉鎖・返還を政
府に強く求めてまいります。
　また、過重な基地負担の軽減を図るため、基地の整
理縮小を初め、日米地位協定の抜本的な見直し、米軍
人・軍属による事件・事故など基地から派生する諸問
題の解決に全力で取り組んでまいります。
　３つ目は、「沖縄らしい優しい社会の構築」の視点
です。
　私は、誰ひとり取り残すことなく、全ての人の尊厳

を守り、多様性や寛容性を大切にした共生の社会づく
りを目指します。
　また、子供の貧困対策を最重要政策に掲げて取り組
みます。
　ウヤファーフジへの敬い、自然への畏敬の念、他者
の痛みに寄り添うチムグクルは沖縄文化の根底をなす
ものです。
　人々を魅了する沖縄の文化を存分に生かし、沖縄
21世紀ビジョン基本計画に基づき、自然環境の保全や
教育、福祉、医療等の各分野の施策展開を通して、「沖
縄らしい優しい社会」を実現してまいります。
　以上の３つの視点を踏まえ、15の実施政策に基づき
諸施策を展開してまいります。
　産学官による万国津梁会議（仮称）を新設し、世界
各国との経済、文化、教育、人材などの交流を促進し
て、経済発展資源の創出に取り組みます。
　国際機関と連携する人道的支援活動の拠点を整備
し、水道技術や医療の提供など、開発途上国や大規模
災害時の支援活動で、国内外に貢献する沖縄を目指し
ます。
　アジア諸国との経済交流に向けたトップセールスや
プロモーションを積極的に展開し、沖縄経済の成長及
び発展を推進してまいります。
　また、畜産品、水産品等の県産ブランドの海外輸出
体制を強化するため、輸出相手国の衛生基準に対応で
きる高度衛生加工処理施設の整備等を促進します。
　入域観光客1000万人時代を迎え、今後も観光客の
増加が見込まれています。自然環境の保全、観光施設
の整備など観光基盤の拡充強化を図り、持続可能な世
界水準の観光都市沖縄を目指し、「観光・環境協力税」
（仮称）の導入に向け取り組みます。
　「琉球歴史文化の日」（仮称）の制定を通じ、沖縄の
先人たちの歩んだ歴史や知恵を知り、伝統文化の理解
を深め、継承と発展に取り組みます。
　日米地位協定を抜本的に見直し、航空や環境に関す
る国内法令の適用や事件・事故時における自治体職員
の迅速な立ち入りの保障等を求めます。
　また、米軍基地の整理縮小、基地従業員の雇用保
障、駐留軍用地跡地の円滑な利用と環境浄化対策な
ど、国の責務としての取り組みを求めます。
　跡地利用に際しては、沖縄発展のための貴重な空間
として、県土構造の再編を視野に入れた総合的かつ効
率的な利用を推進し、大規模返還に備え、体制を強化
します。
　離島の移動コストや割高となる生活コストの低減化
を図るため、引き続き支援を実施するとともに、小規
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模離島の水道料金の低減化や水質の安定確保のための
技術支援など、離島振興に向けた取り組みを推進・強
化します。
　命の水、ヤンバルの森と海を守り、未来につなぐた
めに、自然保護への啓発や、県民運動を通じた「やん
ばるの森・いのちの水基金」（仮称）の創設に取り組む
ほか、世界自然遺産の登録を目指し、地域の協力と広
く県民の意識を高めるための活動を支援いたします。
　また、北部地域の医療体制を安定的に確保するた
め、北部基幹病院構想の早期実現を図ります。
　家庭の経済環境にかかわらず、子供たちが安心して
学業に励むための支援が早急に必要なことから、中学
生、高校生のバス通学の無料化に取り組みます。
　待機児童の解消に取り組むとともに、子供たちが健
やかな環境で安心して放課後を過ごせるよう、市町村
や学校と連携して公的施設への放課後児童クラブの設
置を促進し、利用料の低減を図ります。
　地域のあすを担う人材育成の強化の一つとして、北
部地域への中高一貫教育校の設置を推進します。
　母子保健と子育て支援が一体となった機能を有する
子育て世代包括支援センターを全市町村に設置し、母
子手帳の交付から、妊娠、出産、就学前の子育てを切
れ目なく支援いたします。
　また、10代の妊娠への支援、ネグレクト・虐待など
の未然防止に努め、母子を孤立させず、健やかな育ち
を支援いたします。
　全ての県民の尊厳をひとしく守ります。個々の違い
を認め合い、互いに尊重し合える共生の社会づくりを
推進します。
　犬・猫の殺処分は、「ゼロ」から「廃止」を目指し、
命が尊重される動物愛護の政策に取り組みます。
　そのほか、人手不足が深刻化する産業分野におい
て、必要な人材の育成や雇用のミスマッチ解消等の人
材確保、外国人材の活用に向けた取り組みを推進して
まいります。
　また、沖縄の成長の可能性を引き出す大型ＭＩＣＥ
施設の整備を積極的に推進します。
　さらに、鉄軌道については、県土の均衡ある発展、
県民及び観光客の移動利便性の向上、交通渋滞の解消
による経済の活性化、基地返還跡地のまちづくりの推
進などに資する重要な社会基盤であることから、導入
に向けて取り組んでまいります。
　私は、県政運営に当たって、以上のような公約を着
実に推進してまいります。
　かつて、沖縄戦、米軍占領下を生きたウチナーン
チュが、涙とともに失ったもの、汗とともに得たもの

は、社会を支え、希望の世紀を開くたくましい営みに
つながっています。
　また、「県民の生活が第一」、「イデオロギーよりア
イデンティティー」、「肝心こそ大切～チムグクルドゥ
テーシチ」、このような言葉の持つ意義・意味を尊重
し、全ての県民の皆様が、笑顔と喜びを広げ、夢や希
望が持てるよう、かけがえのない沖縄の未来をつくり
上げてまいります。
　子供たちやあすを担う若者たちに、平和で真に豊か
な沖縄、誇りある沖縄、「新時代沖縄」を託せるよう、
公約に掲げた諸施策を着実に推進し、職員一丸となっ
て全力で県政運営に当たる決意であります。
　以上申し述べましたことに対し、議員各位及び県民
の皆様には、御理解と御協力を賜りますよう、重ねて
お願い申し上げ、挨拶といたします。
　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。
　平成30年10月16日　沖縄県知事　玉城デニー
　ニフェーデービタン。ありがとうございました。
（拍手）
〇議長（新里米吉君）　以上で知事就任挨拶は終わり
ました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第８　甲第１号議案、甲
第２号議案、乙第１号議案から乙第20号議案まで及
び認定第１号から認定第23号までを議題といたしま
す。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　平成30年第７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。
　今回提出しました議案は、予算議案２件、条例議案
３件、議決議案16件、同意議案１件、認定議案23件の
合計45件であります。
　まず初めに、甲第１号議案及び甲第２号議案の予算
議案について御説明申し上げます。
　甲第１号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予
算（第２号）」は、総額28億9422万8000円を計上し
ており、その内訳は、当初予算成立後の事情変更に伴
う事業に26億3991万9000円、沖縄振興特別推進交付
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金事業に4136万5000円、沖縄振興特別推進交付金事
業以外の国庫補助事業に２億1294万4000円となって
おります。
　これを既決予算額7310億4800万円に加えた改予算
額は、7339億4222万8000円となります。
　甲第２号議案は、沖縄県国民健康保険事業特別会計
について、所要の補正を行うものであります。
　次に、乙第１号議案から乙第３号議案までの条例議
案３件について御説明申し上げます。
　乙第１号議案「沖縄県養護老人ホームの設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条
例」は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
の一部が改正されたことに伴い、サテライト型養護老
人ホームを設置することができる本体施設に養護老人
ホームを加える必要があることから条例を改正するも
のであります。
　乙第２号議案「沖縄県迷惑行為防止条例の一部を改
正する条例」は、専ら特定の者に対するねたみ、恨み
その他これらに類する感情を充足する目的で、当該特
定の者等に対し、つきまとい等を反復して行うことを
規制するとともに、当該規制に違反した者に対する罰
則の規定等を定める必要があることから条例を改正す
るものであります。
　乙第３号議案「沖縄県暴力団排除条例の一部を改正
する条例」は、事業者による暴力排除活動をより一層
推進するため、事業者が暴力団の活動を助長すること
等を知って、暴力団員等に利益を供与することを禁止
する規定や、暴力団排除特別強化地域を定め、当該地
域において、特定営業者が暴力団員から役務の提供を
受ける行為等を禁止する規定等を定める必要があるこ
とから条例を改正するものであります。
　次に、乙第４号議案から乙第19号議案までの議決
議案16件は、工事請負契約についての議決内容の一
部変更、建物明渡等請求事件に係る訴えの提起、負担
金の徴収などについて議会の議決を求めるものであり
ます。
　乙第20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、委員７人のうち１人及び予備委
員２人のうち１人の任期満了に伴い、その後任を任命
するため議会の同意を求めるものであります。

　最後に、認定第１号から認定第23号までの議案に
ついては、地方自治法及び地方公営企業法の規定によ
り、平成29年度の一般会計、特別会計及び公営企業
会計の決算について議会の認定に付するものでありま
す。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　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。
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。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第９　陳情第82号、第90
号及び第91号の付託の件を議題といたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの陳情３件については、米軍基地関係特別
委員会に付託の上、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。
　議案研究のため、明10月17日及び18日の２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10月17日及び18日の２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、10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。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前10時34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　　仲宗根　　　悟

会議録署名議員　　糸　洲　朝　則
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平成30年10月19日

平成30年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ２ 号）
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平成 30年
第　７　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

平成30年10月19日（金曜日）午前10時１分開議

議　　事　　日　　程　第２号
平成30年10月19日（金曜日)

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（47名) 
議　長  新　里　米　吉　君  23 番　　又　吉　清　義　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  24 番　　山　内　末　子　さん
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  32 番　　末　松　文　信　君
９　番  大　浜　一　郎　君  33 番　　具志堅　　　透　君
10 番  西　銘　啓史郎　君  34 番　　島　袋　　　大　君
11 番  新　垣　　　新　君  35 番　　中　川　京　貴　君
12 番  比　嘉　瑞　己　君  36 番　　座喜味　一　幸　君
13 番  西　銘　純　恵　さん  37 番　　嘉　陽　宗　儀　君
14 番  平　良　昭　一　君  38 番　　新　垣　清　涼　君
15 番  上　原　正　次　君  39 番　　瑞慶覧　　　功　君
16 番  当　山　勝　利　君  41 番　　狩　俣　信　子　さん
17 番  亀　濱　玲　子　さん  42 番　　比　嘉　京　子　さん
18 番  當　間　盛　夫　君  43 番　　大　城　一　馬　君
19 番　　上　原　　　章　君  45 番　　糸　洲　朝　則　君
20 番　　座　波　　　一　君  46 番　　照　屋　守　之　君
21 番　　山　川　典　二　君  47 番　　仲　田　弘　毅　君
22 番　　花　城　大　輔　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（１名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 玉　城　デニー　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
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職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

  事　務　局　長  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
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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。
　10月12日から16日までに受理いたしました請願１
件及び陳情２件は、お手元に配付の請願及び陳情文書
表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしま
した。

――――――――――――――――――
　　　〔請願及び陳情文書表　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　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、所用のため本日及
び22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）　この際、念のため申し上げま
す。
　本日及び22日の２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。
　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　沖縄・自民党を代表して、通告に従
い質問を行います。
　今議会は、知事選挙がありましたので変則日程での
開催となりますけれども、私は、玉城知事が選挙戦を
通じて何を述べたか、また、討論会や記者のインタ
ビューで何を述べたか、そして公約に掲げた事項の主
な点などについて、絞って質問を行います。
　その前に、去る台風24号及び25号による被害は地
域によっては深刻なようであります。県においては、
迅速な調査と的確な被害状況を把握して、被害地域や
農家に対する支援対策について、万全な体制で実施さ
れるよう要請をしたいと思っております。
　１、県知事選挙の結果についてであります。
　去る９月30日に投開票された第13回県知事選挙は、
共産党、社民党などオール沖縄が支持した玉城デニー
氏が初当選を果たしました。
　我が自民党、そして公明党、日本維新の会が推薦し
た佐喜眞淳の訴えは、残念ながら県民に届かず、残念
な結果となりました。宜野湾市長という職にあり、辺
野古移設問題の原点である普天間飛行場を抱え、早期
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の返還・危険性の除去を誠心誠意訴え、市民の圧倒的
な支持を得て、人格、識見とも備わり、これ以上ない
候補者佐喜眞淳に苦杯をなめさせたことは、痛恨のき
わみでありますが、選挙は結果が全てであり、当選し
ました玉城知事には心からおめでとうと申し上げたい
と思っております。そして、党派を超えてこれから４
年間、県政運営に万全を期するよう願うものでありま
す。
　しかし、今回の選挙ほど残念で不可解な思いをした
ことはありません。今回の県知事選挙は、当初、翁長
県政の辺野古移設問題一辺倒の基地行政の弊害で、沖
縄振興予算・一括交付金の大幅削減に見られる国との
深刻な対立など、翁長知事の４年間の県政運営のあり
方を問う選挙戦となるはずでありました。しかし、翁
長知事の突然の逝去により急遽行われた選挙は、通常
の選挙の状況とは全く違うものとなったのであります。
　翁長知事が指名したとされる玉城陣営は、翁長知事
の遺志を継ぐとして、亡き翁長知事の後継者としての
存在をアピール、さらに翁長知事の奥さんが前面に出
てきたことで、さながら弔い合戦の様相を呈したので
あります。新聞への意見広告で、奥さんに翁長知事の
病状を赤裸々に語らせ、翁長は140万県民を命がけで
守ろうとしたとし、相手候補に対し、県民の心に１ミ
リも寄り添おうとしない相手に譲れないと言わせる、
まさに弔い合戦そのものであったのであります。マス
コミ報道もそれを後押しし過熱、翁長知事は、命を
削って政府と闘ってきたとの活字が躍りました。我々
もそれを否定するつもりはありませんが、しかし、県
政は辺野古移設問題だけではないのであります。
　翁長知事４年間で沖縄県にもたらされたものは何な
のか。確かに、沖縄の基地の重圧、県民の負担の重さ
を内外に知らしめた翁長知事の努力は大いに評価され
るものであり、我々も認めております。他方で、その
手法には疑問を呈してきたのであります。
　将来的に基地のない経済の自立を目指す本県におい
て、強い経済の基盤整備が必要であり、そのため次の
沖縄振興計画の策定、特別措置・高額補助などの継続
は不可欠であります。しかるに翁長県政において、沖
縄振興予算の減額、特に一括交付金の大幅削減が県や
市町村の事業執行に影響していることは明白であり、
この状況が今後も続けば県経済にとって深刻な問題で
あります。
　３年後には復帰50年を迎え、県は次期振興計画の
骨子を策定するなど新たな施策の盛り込みも検討され
ておりますが、その実現には国の財政支援、協力が必
要であることは言うまでもありません。当面どうして

も国との協調、理解は必要であり、一つの問題で全て
を対立の構図に持ち込むのは適切な方策とは言えない
のであります。
　翁長県政は、これらの問題には真剣に取り組んだと
は言えません。それにもかかわらず、今回の県知事選
挙で、辺野古問題の是非、賛否を語らないやり方に、
県民を見くびっているとか、県民に寄り添わないと言
い放つところに基地一辺倒の姿勢が見られるのであり
ます。我々は、この点を有権者に訴えたのであります
が、現在の好調な観光や雇用環境の良好さで県経済が
潤っている中にあって理解が得られなかったのは残念
であります。
　また、選挙後の記者のインタビューで玉城知事は、
翁長知事の遺志を継ぎ辺野古新基地建設を阻止すると
明言し、普天間飛行場の運用停止については、日米政
府に主張していくと述べております。その一方で、県
が埋立承認を撤回したことに、国が法的措置をとるこ
とに対しては、あくまで対話し協議して解決策を求め
る姿勢を政府に求めると述べるだけで、辺野古移設問
題への具体的解決策を持ち得てないようであります。
　玉城知事が提唱するアジアのダイナミズムを取り入
れる新時代沖縄づくりにしても、国の支援がなければ
なし得ない政策であります。みずからあらかじめ対決
姿勢を宣言し壁をつくり、国に支援を要請しても理解
が得られるはずがないのであります。このままでは、
玉城県政も翁長県政同様、阻止、反対と言いながら、
現実には工事は進むという、これまでの翁長県政の手
法と同様、時間だけが過ぎ、その間辺野古では反対派
と国との混乱だけが残るという、これまでと何ら変わ
らない状況が続くだけであります。
　これまでるる述べてまいりましたけれども、今回の
県知事選挙の玉城知事の大勝は、翁長知事の弔い合戦
が大きな勝因ではあったと思いますが、それだけでは
これだけの差がつくはずもなく、辺野古移設問題への
県民の感情、そして玉城知事のソフトな人柄なども
有権者に好感を持って迎えられたと考えております。
我々もそのことは素直に認め、しかし、これまで指摘
してきた点は何ら間違いではなく、今後も県政野党と
して県民の負託に応えるべく、議会の場で正々堂々と
議論を闘わせていく所存であります。
　質問に入ります。
　(1)、今回の県知事選挙は、亡き翁長知事の奥さん
が前面に出て翁長知事の弔い合戦の様相となった。こ
れは玉城知事が意図した選挙戦であったと思うが、知
事御自身の戦い方をどう考えているのか、率直な思い
を伺いたい。
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　(2)、玉城知事は、翁長知事の遺志を継ぐと強調し
ているが、翁長知事の遺志を継ぐとは何をどう継ぐの
か、県政運営の全てを継ぐのか、辺野古移設問題を継
ぐという意味か伺いたい。
　(3)、玉城知事は、民主党政権は県外・国外移設を模
索したが、いわゆる偽装文書で残念な結果となったと
言っております。偽装文書とは何か、県内へ回帰した
のは官僚の責任か、政治家の責任か伺いたい。
　(4)、民主党政権時に県外移設で県民に大きく期待
させながら県内移設に回帰した。現在の混乱は民主党
政権時に原因があるが、記者のインタビューで玉城知
事は、私は衆議院議員当選以来４期にわたって辺野古
新基地建設に反対したと述べている。そうであれば、
なぜ政権政党の中で自分の主張を通さなかったのか。
また、その際、この問題で離党をしなかったのはなぜ
か伺いたい。
　(5)、佐喜眞氏は辺野古移設問題に全く触れないと
批判しながら、みずからは那覇軍港の浦添移設問題で
態度を明確にするのを避けている。矛盾ではないか伺
いたい。
　(6)、また、佐喜眞氏は振興策で政府と協議すると
言いつつ、その見返りのもととなる辺野古問題には全
く触れていないと批判しているが、沖縄振興策は辺野
古移設の見返りとの認識か。そうであれば辺野古移設
を反対する以上、振興策は不要との認識か伺いたい。
　(7)、翁長知事の遺志を継ぎ辺野古移設阻止を貫く
としている。一方で国と話し合って解決したいとも述
べている。辺野古移設問題を解決するならどちらに比
重を置くのか、知事の明確な姿勢を伺いたい。
　２、今後４年間の県政運営について。
　誇りある豊かな沖縄、新時代沖縄と題して、アジア
のダイナミズムを取り入れ、日本経済を牽引する新た
な振興計画を策定するとする選挙公約を掲げておりま
す。
　玉城知事は、討論会で佐喜眞氏の質問に答え、私が
訴える政策の新時代沖縄では、アジアのダイナミズム
を取り入れ、得られた原資を県民の豊かな生活のため
に還元していく。国の言うことに賛成か反対かで予算
をふやしたり減らしたりすることはあってならない。
補助金頼みの予算づくりではない。自立経済の構築を
目指す。国とのパイプを強調したらパイプを国にまた
吸い上げられると、国に対する不信感と補助金不要論
を述べております。
　基地のない県経済の構築は、何も玉城知事の発想で
はなく、既に仲井眞県政時に本県の将来構想の中で県
経済の自立構築として策定されたものであります。県

経済が自立するにはそれだけの基盤整備が必要であ
り、その間県の振興策は必要でありますが、玉城知事
には、すぐにでも国からの支援策や補助金等がなくと
も県経済は自立できるとの考えがあるのでしょうか。
　翁長知事の遺志を継ぐと明言し、辺野古移設を阻止
すると県民に約束した以上、後へは引けないはずであ
ります。しかし、辺野古移設問題がなぜ起きたのか、
その原点は普天間飛行場の危険性の除去・早期返還で
あることは言うまでもないことであります。玉城知事
もそのことは承知で、公約に、普天間飛行場の運用停
止を求めるとしているのであります。しかし、その具
体的解決策については、何ら示すことなく、単に日米
政府に主張していくとしているだけであって、何ら翁
長県政と変わらず、まさに翁長知事の遺志を継ぐので
あります。
　翁長知事、そして玉城知事は、戦後70年余にもな
ろうとする今日においても、国土面積の約0.6％し
かない狭隘な本県に、全国の米軍専用施設面積が約
70.3％も集中している現状を事あるたびに繰り返し
て述べております。その歴史的経緯、現状は何一つ間
違ってなく、それを容認する県民はおりません。だか
らこそ、これまで幾度となく基地負担の軽減、整理縮
小を本県の声として日米両政府に対し強く求めてきた
のであります。
　我々も海兵隊がいつまでも沖縄に駐留するとは思っ
ておりません。しかし、いつ出ていくのかが明確でな
い中で、危険な普天間飛行場をそのまま存在させるわ
けにはいかないのであります。市街地のど真ん中にあ
り、日常的に市民に不安を与え生活に支障を来してい
る現状を何としても打開したい。一時も猶予できない。
我々と翁長知事や玉城知事との考え、立場の違いはそ
こであります。
　玉城知事は、討論会で佐喜眞氏からの、民主党時
代、普天間飛行場の移設先を最低でも県外と言った。
どこに移設するかを政党として探したかとの質問に、
政党として動いたことではないと答えております。実
に無責任な政党であったと思わざるを得ません。現在
の辺野古移設問題をめぐる混乱の原因をつくり、普天
間の返還もおくれにおくれている、当時の民主党政権
の責任は大きいのであります。その当時民主党議員と
して県外移設から県内移設へ戻ったことへの説明、反
省を何ら語ることなく、辺野古移設を語らないとして
佐喜眞氏を攻撃したことに玉城知事は恥じることはな
いのかであります。玉城知事がまず語ることは、かつ
て変質したみずからの政治姿勢について、真摯に反省
し県民に説明することであると思っております。
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　質問です。
　(1)、選挙公約について。
　ア、辺野古移設問題にはきっぱり反対と述べながら
具体的にどう阻止するかの方策を示していない。一方
で国の承認撤回に向けた法的措置に対しては、対話し
協議して解決策を求めるとしている。県も妥協する余
地があるということか伺いたい。
　イ、普天間飛行場の運用停止を求めるとしている。
辺野古移設に反対して普天間飛行場の運用停止はでき
るのか、具体策を示してほしい。
　ウ、辺野古移設をあらゆる権限を行使して阻止する
としているが、あらゆる権限とは何ですか。不作為の
違法確認訴訟は最高裁で敗訴し、岩礁破砕差しとめ訴
訟は地裁で却下されました。知事に残されたのは撤回
のみとなっております。撤回以外の知事権限とは何か
伺いたい。
　エ、県の撤回を全面的に支持する、公有水面埋立法
に基づく県の適正な判断に国は従うべきとしている
が、国に法に従えというからには、撤回が認められな
ければ司法の判断に従うというのが法治国家における
知事のあり方と考えます。見解を伺いたい。
　オ、翁長知事は、普天間飛行場の早期返還に関し、
その受け入れを全国の問題として考え沖縄の負担軽減
を図るべきと述べていましたけれども、遺志を継ぐと
する玉城知事も同様の考えか伺いたい。
　カ、那覇軍港の浦添移設について、選挙公約に掲げ
ていないが、玉城県政として重要視していないのか。
また、これまでの政治姿勢に照らし、軍港移設には賛
成か反対か明確な考えを伺いたい。
　キ、那覇軍港の浦添移設について、賛成も反対も申
し上げられないとしている。翁長知事は浦添移設を明
言しましたけれども、翁長知事の遺志を継ぐとしなが
ら後退ではないか。また、那覇軍港の浦添移設は新基
地建設か基地の整理縮小か伺いたい。
　ク、自衛隊の県内配備についての基本的な考えを伺
いたい。また、宮古・石垣への配備に反対としている
が、これまでの政治姿勢と矛盾しないか伺いたい。
　(2)、県経済の振興策について。
　ア、玉城知事は、誰ひとり取り残さない社会づくり
を強調しているが、誰ひとり取り残さない社会とは具
体的にどのような社会か。また、実現できるのか伺い
たい。
　イ、新時代沖縄、アジア経済戦略日本経済を牽引す
るとの新たな沖縄振興計画を策定するとしているが、
具体的に沖縄経済をどう描くのか。また、県が検討し
ている次期振計に向けた新沖縄発展戦略との違い、整

合性をどのように図っていくのか伺いたい。
　ウ、補助金頼みでなく、自分たちで原資を獲得し、
得られた利益は沖縄らしい社会づくりに還元していく
としている。これは国の振興予算には期待しないとい
う意味か。また、得られる原資とは何か、具体性はあ
るのか伺いたい。
　エ、また得られる原資で、国の支援を受けなくても
県の予算づくりは可能と判断しているのか。また、そ
の時期はいつか伺いたい。
　オ、翁長県政での沖縄振興予算の減額や一括交付金
の大幅削減について、その要因、背景に何があったと
考えるか。また、玉城知事は翁長知事の遺志を継ぐと
しているが、国との対話や要請はどのように行うのか
伺いたい。
　カ、大型ＭＩＣＥ施設について、一括交付金ででき
ないとなれば、私なりにアイデアを盛り込みたいと述
べたが、一括交付金に頼らない方策をとるということ
か伺いたい。
　キ、北部基幹病院の整備について、地元市町村の一
般財源負担がない方向で考えるとしている。これは県
のこれまでの方向性との違いがあるが、県の方針変更
と考えていいのか伺いたい。
　以上でありますが、冒頭で述べましたとおり、私の
質問は選挙戦を通じて玉城知事御自身が述べたこと、
討論会や記者のインタビューに述べたことでありま
す。公約に掲げた事項などについて限定し質問してお
りますので、知事自身が答えたことであります。知事
自身が発した言葉であります。御自身でお答えすべき
だと私は思っております。質問の趣旨に沿った丁寧な
答弁をお願いします。知事が発した言葉ですから、知
事が答えるのが当然であります。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　島袋大議員の御質問にお答
えいたします。
　県知事選挙の結果についてに関する御質問の中の１
の(1)、今回の県知事選挙についてお答えいたします。
　今回の県知事選挙においては、辺野古新基地建設の
阻止、そして、経済と平和を両立させるという翁長県
政の政策の継承を訴えたこと、また、新時代沖縄に向
けて誰ひとり取り残さない社会の実現に取り組むとい
う私の考えが得票に結びついたものと考えております。
　県知事選挙の結果について、次に１の(4)、民主党
政権時代における主張についてお答えいたします。
　私は民主党政権時代、普天間飛行場の県外・国外移
設実現のため、さまざまな移設先について情報収集を
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行うとともに、当時の鳩山総理とも会い、県外・国外
移設をお願いしたところであります。しかしながら、
結果として、県外・国外移設が実現できなかったこと
は、残念であります。
　次に、１の(7)、辺野古移設阻止と話し合いについ
てお答えいたします。
　私は、辺野古新基地建設問題は、法的措置ではな
く、対話によって解決策を求めていくことが重要と考
えており、去る10月12日の安倍総理や菅官房長官と
の面談においても、沖縄の声に真摯に耳を傾け、安全
保障の負担は全国で担うべき問題であり、早急に話し
合いの場を設けていただくよう求めたところでありま
す。しかし、そのわずか５日後に対抗措置を講じた
国の姿勢は、県知事選挙で改めて示された民意を踏み
にじるものであり、到底認められるものではありませ
ん。
　県としては、今回の対抗措置に係る国の主張を精査
ししっかりと対応してまいりますが、政府との対話も
求めてまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁を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）　島袋大議員の２、今後４年
間の県政運営についての御質問の中の２(2)イ、次期
振興計画と新沖縄発展戦略についてお答えします。
　次期沖縄振興計画の検討に当たっては、現在の好調
な沖縄経済をさらなる発展につなげ、沖縄振興を加速
させていく視点が重要であると考えております。この
ため、県では、時代変化を踏まえ、沖縄振興策や地域
経済等の面から現状・課題を分析することで重要な施
策事項を抽出し、新沖縄発展戦略としてまとめたとこ
ろであります。今後、同戦略を総点検に反映させ、次
期沖縄振興計画の検討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）　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、県知事選挙の結果
についての(2)、翁長前知事の遺志を継ぐことについ
てお答えします。
　翁長前知事が県政の最重要課題に位置づけていた辺
野古新基地建設問題の解決に向けて、玉城県政におい
ても全力で取り組むこととしております。また、新時
代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社
会の構築の３つの視点からの施策を展開し、特に子供
の貧困対策を最重要政策と位置づけ、誇りある豊かな

沖縄の実現に向けて、公約に掲げた諸施策を着実に推
進することとしております。
　次に(3)、民主党政権時代における移設先の検討に
ついてお答えします。
　平成21年９月に発足した民主党・鳩山内閣は、平成
18年５月に決定されたＶ字型案による辺野古移設に
ついて、沖縄基地問題検討委員会を設置して、県外・
国外移転について、さまざまな移設先を模索しまし
た。しかしながら、鳩山元総理の発言によると、外務
省からヘリ部隊と陸上部隊の距離を65海里以内とす
る基準が米軍のマニュアルに記載されており、そのた
め、県外が候補地にならないと言われたことが決定的
となり、県外移設断念につながったと述べております。
　同じく１の(5)、２、今後４年間の県政運営につい
ての(1)カ及び(1)キ、那覇港湾施設の移設についてお
答えいたします。１の(5)、２の(1)のカ及び２の(1)の
キは関連しますので一括してお答えします。
　那覇港湾施設については、平成13年11月に浦添市
長が移設受け入れを表明し、那覇港湾施設移設に関す
る協議会等が設置されました。これまで移設協議会が
24回開催され、国、県、那覇市、浦添市、那覇港管
理組合が連携し、移設の実現に向け、代替施設の位置
や形状、港湾計画との関連等について協議を進めてき
たところであります。
　県としましては、那覇港湾施設の返還が実現されれ
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、協議会の枠組みの中で進めるこ
とが現実的と考えております。また、儀間元浦添市長
は、那覇港港湾区域内での場所の移設となることか
ら、整理整頓の範囲内であると考えている旨の発言を
しており、新基地建設には当たらないものと考えてお
ります。
　次に２の(1)のア、対話による解決についてお答え
します。
　知事は、去る10月12日の安倍総理や菅官房長官と
の面談において、沖縄の声に真摯に耳を傾け、安全保
障の負担は全国で担うべき問題であり、民主主義の問
題であるとの認識のもと、早急に話し合いの場を設け
ていただきたいと訴えたところであり、引き続き対話
を求めてまいります。なお、今回、沖縄防衛局長が
行った審査請求及び執行停止の申し立ては、行政不服
審査制度の趣旨から大きく外れたものであると考えて
おります。
　県としましては、今回の対抗措置に係る国の主張を
精査し、しっかりと対応してまいります。
　次に２の(1)のイ、普天間飛行場の運用停止につい
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てお答えします。
　普天間飛行場の５年以内運用停止を含む危険性除去
は、喫緊の課題であり、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ます。県はこ
れまで、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部
会において求めてきたところであり、今月12日の安
倍総理や菅官房長官との面談においても求めたところ
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。
　次に２の(1)のウ、承認取り消し以外の知事権限に
ついてお答えします。
　去る平成30年８月31日に県が行った承認取り消し
により、埋立承認の効力は失われております。仮に撤
回の効力が停止された場合にあっても、国が自由に工
事を行えるわけではなく、埋立承認に付した留意事項
に基づく事前協議が調う前に工事を行うことはできな
いほか、沖縄県漁業調整規則に基づくサンゴ類の特別
採捕許可等、知事からさまざまな許可を得る必要があ
ります。
　次に２の(1)のエ、撤回に係る司法判断についてお
答えします。
　10月17日に沖縄防衛局長が行った審査請求及び執
行停止の申し立ては、行政不服審査制度の趣旨から大
きく外れたものであると考えております。
　県としましては、今回の対抗措置に係る国の主張を
精査し、しっかりと対応してまいります。
　次に２の(1)のオ、普天間飛行場の早期返還につい
て。
　玉城知事は、翁長前知事と同様に、日米安全保障体
制を認める立場でありますが、安全保障の負担は全国
で担うべき問題であり、日本国民全体で考えるべきで
あると考えております。このような認識のもと、引き
続き、日米地位協定の抜本的な見直しを求めるととも
に、騒音問題や米軍人・軍属による犯罪など米軍基地
から派生する諸問題の解決に取り組んでまいります。
　次に２の(1)のク、自衛隊の県内配備についてお答
えします。
　自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、緊急
患者空輸や災害救助など、県民の生命財産を守るため
に大きく貢献しているものと考えております。一方、
自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や地
域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意

見があるものと承知しております。
　県としては、住民合意もなく、地域に分断を持ち込
むような自衛隊強行配備は認められないものと考えて
おり、地元の理解と協力が得られるよう、政府は丁寧
に説明を行うとともに、住民生活の安全・安心に十分
配慮すべきであると考えております。
　以上でございます。
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(6)、沖縄振興策と辺
野古移設についての御質問にお答えいたします。
　沖縄振興策は、沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄
の置かれた歴史的、地理的、自然的、社会的な特殊事
情に鑑み、沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現
に寄与することを目的として、総合的かつ計画的に講
じられているものであり、辺野古移設とは、別であり
ます。
　次に２の(2)のウ、沖縄振興予算に対する認識等に
ついての御質問にお答えいたします。 
　国庫補助金等による国の財政支援は全国で実施され
ているところであります。沖縄振興予算などの沖縄振
興策につきましては、沖縄が抱える特殊事情から生じ
る政策課題に対応するために措置されるものであるこ
とから、これらが解消されるまでは継続される必要が
あるものと考えております。
　県では、沖縄振興策を効果的に推進し、アジアのダ
イナミズムを取り込むことなどにより、経済全体を活
性化させ、生み出された利益が沖縄らしい優しい社会
の形成に寄与するものとなるよう、持続的に発展する
好循環の構築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）　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、今後４
年間の県政運営についての中の(2)のア、誰ひとり取
り残さない社会の実現についてお答えいたします。
　県としましては、全ての人の尊厳を守り、多様性や
寛容性を大切にした、誰ひとり取り残すことのない共
生の社会づくりが重要であると考えております。この
ため、子供の貧困対策を県政の最重要政策に掲げ、沖
縄子どもの未来県民会議など、行政と民間の幅広い支
援体制を構築するほか、母子健康包括支援センターの
全市町村への設置促進、待機児童の解消、公的施設へ
の放課後児童クラブの設置等を推進いたします。加え
て、障害者や高齢者、生活困窮者、マイノリティーな
どに対する各種施策を推進します。全ての県民が、心
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豊かで、安全・安心に暮らせる沖縄らしい優しい社会
の実現に向け、きめ細やかな支援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）　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の今後４年間の県政運
営についての御質問の中の(2)のエ、国の支援を受け
なくても県の予算編成が可能かについてお答えしま
す。
　国庫補助金等は一般に国が特定の事務事業に対し、
国家的見地から公益性を認め、その事業の実施に資す
るため交付するものであり、このような財政支援は全
国で実施されております。沖縄県では、沖縄振興予算
を初めとした沖縄振興策を効果的に活用して、沖縄の
優位性と潜在力を生かし、自立型経済の構築を目指し
ていきます。このことが日本経済の再生にも貢献し得
るものと考えております。沖縄県が目指す自立型経済
においては、雇用の創出、所得・税収の増加が図られ、
地域経済全体が安定的に発展する好循環の状態が実現
され、このことにより予算編成において自主財源の比
率が高まるものと考えております。自立型経済が構築
される時期を明示することは困難でありますが、アジ
アのダイナミズムを取り込むなどの産業振興による税
源の涵養を初めさまざまな取り組みをスピード感を
持って推進してまいります。
　次に(2)のオ、沖縄振興予算減額の要因等について
お答えします。
　沖縄振興予算は、平成29年度から２年連続で減額
となっております。平成29年度は執行率が課題とさ
れ、平成30年度は、国が主導して推進する施策に予
算が優先して配分され、3000億円台の範囲内で沖縄振
興一括交付金が計上されたものと考えております。平
成31年度概算要求では、3000億円台の予算を確保す
る旨の総理発言を踏まえ、平成30年度概算要求と同
水準の3190億円が妥当と判断したと聞いております。
今後、平成31年度の沖縄振興予算の確保に向けては、
内閣府沖縄担当部局を初め関係機関との連携を一層密
にし、知事を先頭に、概算要求額の満額が確保される
とともに、沖縄振興一括交付金について概算要求額以
上の額が確保さ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）　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、今後
４年間の県政運営についての御質問の中の(2)のカ、
大型ＭＩＣＥ施設の整備と一括交付金についてにお答

えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設は、アジアのダイナミズムを取り
込み、本県の持続的発展に寄与する重要な施設であり
ます。大型ＭＩＣＥ施設整備事業は、平成24年度か
ら沖縄振興特別推進交付金を財源として調査事業等を
行ってきた経緯があること等から、県としては、施設
整備についても同交付金の交付対象事業であると考え
ております。  　
　県としましては、沖縄の成長可能性を引き出す大型
ＭＩＣＥ施設の整備に向けて、知事による国との対話
や国への働きかけ等をスピード感を持って行い、早期
の交付決定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）　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）　２の今後４年間の県
政運営についての御質問の中の(2)のキ、北部基幹病
院についての御質問にお答えします。
　北部基幹病院の整備につきましては、現在、協議会
において、病院の設置主体、経営単位及び経営形態な
どの経営システム全般に関する協議を行っているとこ
ろであります。市町村の地元負担につきましては、そ
の協議結果を踏まえ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）　休憩いたします。
　　　午前10時39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。
　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　知事、知事は今回の選挙で39万票
という、歴代知事史上最多の得票数をとったんです
よ。あなたが全部新聞紙面で言ったことのきょう質問
ですよ。あなたの顔写真で、あなたが言ったことです
よ、私の質問は。（資料を掲示）　部長が答弁する必要
ないですよ。あなたがこの選挙戦で言った言葉だ。だ
から私が聞く再質問にはしっかりと知事みずからが答
えていただきたいと思っています。
　翁長知事の遺志を継ぐと強調しておりますけれど
も、私は翁長知事の遺志を継ぐとは何を継ぐというこ
とですかと聞いているんです。そうしたら貧困やそう
いったものを引き継ぐって言っているんですけれど
も、私が聞きたいのは、辺野古移設一辺倒の基地問題
だけを翁長さんの思いを引き継ぐのか、あるいは先ほ
ど言っていましたけれども、翁長県政の政策を全般継
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承すると言っておりますけれども、その政策を、翁長
さんがやってきた政策を全部継承するんですか。翁長
知事がやってきたことを全部引き継いでやるってこと
ですか。それをしっかりと答えてください。そこが大
事ですよ、知事。まずそこであります。
　次、民主党政権時代は県外・国外を模索した、いわ
ゆる知事はみずから偽装文書は残念な結果と言ってい
るんですよ。これさっきの質問の答弁もされていない
んだよ。偽装、要するに偽装文書って何ですか、知事。
あなたが民主党の国会議員のときに偽装文書ってずっ
と言っているんです。この偽装文書とは何ですか、知
事。答えてください。知事みずから言ってください。
　そして民主党政権時に県外・国外から県内に回帰し
た。そこでしっかりと４期にわたって衆議院議員時代
は辺野古新基地に反対したとずっと述べていると言っ
ているんです。じゃなぜ、政権政党の中で主張できな
かったんですか、民主党の中でと。私は細かく聞いて
いますよ。なぜできなかったんですか。じゃこの問題で
なぜ離党しなかったんですか。ここまで聞いているん
ですよ。何でこれ知事公室長が答えるんですか。ちゃ
んと明確に答えてください。
　那覇軍港と浦添の移設問題でありますけれども、こ
れは知事公室長が言っていたように協議会が24回行
われた。国、県、そして那覇、浦添、港湾議会。この
中で24回も行われた中で、これをしっかりとやって
きたと言っているんですよ。知事、あなたは佐喜眞さ
んとの討論会も含めて取材インタビューでも、この那
覇軍港の浦添移設に関しては何一つ答えていないんで
すよ。何やかんや何やかんや言って引き延ばして何も
言っていない。ここで、これは那覇軍港の移設は賛成
ですか、反対なんですか。明確に言ってください、賛
成なんですか、反対なんですかって。私はこれ１週間
かけてこの質問つくりましたけれども、わかりやすく
賛成ですか反対ですかと書いているんです。ですから
知事は賛成ですか、那覇軍港の浦添移設は。反対なん
ですか。共産党が反対だから言えないんですか。ちゃ
んと言ってください。私が確認しているのは39万票と
いう票をとったから県民は期待しているんですから知
事、その辺ひとつよろしくお願いしたいと思っており
ます。
　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10時49分休憩
　　　午前10時49分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇島袋　　大君　次、翁長知事は普天間飛行場の早期

返還に関して、その受け入れを全国の問題として沖縄
の負担軽減を図るべきと、遺志を継ぐという玉城知事
も同様の考えか。そのようですということで、これも
知事公室長が答えておりました。
　沖縄の基地問題を全国に分担、要するに負担してい
ただきたいというのを翁長さんが言ってきたんです。
その中でここ最近、東京の小金井市がいろんな基地問
題の受け入れはやりますよと言ったんですけれども、
共産党がいきなり反対と言い出して、共産党は全国応
分の負担で、国内だったら認めないと言っているんで
すよ、基地の負担軽減は。共産党は基地の軽減は、要
するに移設は国内は認めないと言っているんです。だ
から小金井市議会はそうなってきた。知事、全国知事
会で沖縄の基地の負担軽減をしてくださいと言えます
か。あなたは共産党からも支持もらっていますよ。あ
の中で全国知事会で言うんですか。パフォーマンスに
しかすぎませんよ、知事。明確に知事として47都道府
県に言うんであれば、共産党が言っているのは外して
でも全国の皆さんで基地の負担をしてくださいという
のが知事の姿ですよ。ここを求めているんだ、39万名
は。39万票の県民がそこを求めているんだよ、知事。
明確に答えてください。共産党の宣伝、よかったです
ね。
　次であります。
　自衛隊の県内配備についてであります。知事は翁長
知事と一緒に日米安保をしっかりとこの辺やっていく、
支えていくということを言っておりましたけれども、
知事公室長の答弁では、地元の合意がある、地元の合
意、地元の判断に任せると言っております。玉城知事、
この宮古・石垣の配備について、これは地域の皆さん
方が配備は賛成だと言うのであれば知事は賛成です
か。知事、ここ重要なところですよ。ですから、宮古
島の市長選挙も終わりました。石垣の市長選挙も終わ
りました。あれは自衛隊の配備の賛否を問う戦いでし
た。皆さん方が言う民意ですよ、民意。民意の結果で
そう出た。知事みずからが、当の地元はそれで受け入
れますよという意思表示の民意で選挙を戦ってきたん
であれば、知事もみずから地域の合意形成でというこ
とであれば、知事は宮古・石垣の自衛隊配備には賛成
と言うべきですよ、知事。そこも明確にしてください。
　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10時52分休憩
　　　午前10時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇島袋　　大君　ここが今回の選挙戦の重要なメーン
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です。
　県経済の振興策についてでありますけれども、知事
は誰ひとり取り残さない社会をつくると言っているん
ですよ。私の質問は、この誰ひとり取り残さない社会
とは具体的にどんな社会ですかと聞いているんです
よ、知事。どんな社会ですか。そしてこれが実現できる
んですかと言っているんです。今部長の答弁は、貧困
や障害者の皆さん方や、要するに非常に苦しい立場の
人たちをやると言っていますけれども、これは部長の
思いかもしれません。知事みずからデニッテルと言っ
ておきながら、いろんな面で若者受けして、誰ひとり
みんなが、悩んでいる人たちを救いますよ、誰ひとり
悩ませませんよというスタンスが玉城知事なんです
か。ただのパフォーマンスなんですか。これ何をする
んですか。国民健康保険料を下げるんですか、どうす
るんですか。生活保護の皆さん方みんな受け入れるん
ですか。苦しんでいる人、誰かが知事のところに行っ
て助けてくださいと言ったら全部助けるんですか。給
食費無償化にするんですか。教育費無償化にするんで
すか。これが39万票、投票した県民は誰ひとり取り残
さない、誰ひとりでも守っていくんだ、この知事なら
やってくれるんだと言って投票したんですよ、あなた
に。だから明確に具体策と時期を言ってくれと言って
いるんだ私は。これを答えてください。
　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10時53分休憩
　　　午前10時54分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇島袋　　大君　また、得られる原資で、国の支援を
受けなくても県の予算づくりは可能としている。さっ
き総務部長もぐだぐだ言っていましたけれども、全国
に予算もらえるとかあり得ないと言っていますけれど
も、知事みずからしゃべったんだから、全国の知事な
んかもみんな見ていますよ、沖縄県すごいなと。国に
頼らず自分たちでできるんだという表現で。固定資産
税や何やらふえますといいますけれども、じゃ時期は
いつなんですか、時期。20年後ですか。50年後ですか。
このビジョンを４年間で私はやりますと知事は言った
んだから。４年間のいつですか。基本設計はいつやるん
ですか。実行はいつ進むんですかというのが私の質問
であります、知事。４年しかありませんので、その辺
の明確なお話をしていただきたいと思っております。
　次であります。
　翁長県政での沖縄振興予算の減額、一括交付金が大
幅に削減したその中で、玉城知事は翁長知事の遺志を

継ぐと言っています。国との対話の要請はどうか伺い
たい。
　翁長県政は過去、就任してずっと沖縄県の予算や一
括交付金の減額をされました。そのとき玉城知事は衆
議院議員でありました。翁長知事は一度でもいいから
あなた方の政党へ要求に来ましたか。一括交付金も含
めて満額、そして沖縄県の予算も満額要請に来ました
か、知事。一度でいいから。来なかったらあなたは翁
長知事の後継じゃないですよ。これぐらい、本当に国
会議員として沖縄県の予算の満額のために政府に対し
て強く言っておりますか。議事録見ましたけれども、
そういう言葉ありませんね、知事。知事、その辺を明
確に言ってください。私が知事だったらこの一括交付
金や予算を満額確保する。部長の意気込みはいいです
よ。一番行くのは知事、知事がリーダーとして発揮す
るこの予算議会ですよ、12月の、最後の。その辺の知
事の思い、お考えをしっかりと言ってください。
　次です。
　大型ＭＩＣＥ施設についてでありますけれども、長
年の間一括交付金、やるやるやるやると言って全然で
きませんでした。今回の知事選はやると言っておりま
す。じゃ一括交付金ができなければどうするんですか、
知事。一般会計でやるんですか。どうするんですか。
その辺を明確に言ってください。今さら国に要請を引
き続きやりますなんて言えませんよ。しっかりとその
辺は確認してください。
　次です。
　北部基幹病院の整備について。部長の答弁は協議会
で話し合っているから地元の負担がないように頑張っ
ていきますよと言っていますけれども、冗談じゃない
よ。県議会の中で、要するに市町村の負担もあり得る
と話ししているじゃないか。その中でばかでかく新聞
に載っているんですよ。佐喜眞は、北部基幹病院の財
源は地元負担を求めぬ方向でとそう言った。あなた
は最初言わなかったけれどもいきなりがらっと変え
て、市町村に負担させませんよと、その中でしっかり
とやっていくと言った。そこであなたは39万票とっ
たんだ。これを今までの県政の動きを変えることです
か。じゃ玉城知事になってから全部政策変わるんです
か、この北部基幹病院は。明確に言ってください、知
事。北部の人たちと離島の皆さん方ショックを受けま
すよ。各首長の皆さん方も玉城知事ならやってくれる
と言って投票しているんだよ。
　そこは知事、しっかりと答弁していただきたいと
思っています。まだまだ時間あります。よろしくお願
いします。
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〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時57分休憩
　　　午前11時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　質問にお答えいたします。
　まず翁長県政の政策について、その政策を引き継ぐ
のかどうかという御質問がありました。
　この翁長県政の政策、まず辺野古新基地建設の阻
止、さらに今好調な経済の状況をあわせてその経済と
平和を両立させるという翁長県政の政策の継承その部
分の継承、さらには沖縄21世紀ビジョンの基本計画
に網羅されている内容、実に多岐にわたる項目があり
ますが、その内容をしっかりと自分なりの政策として
高めていきたいということでの政策を引き継ぐという
こと。さらには、誰ひとり取り残さない社会の実現と
いいますのは、端的に言いますと社会的に弱い立場に
いる方々、子供の貧困問題を最優先課題として取り組
むことを含めた、さらにその弱い立場にいる方々に
もっと支援をしていくことによって、誰ひとり取り残
さない社会の実現に取り組むという私の考えを述べた
ものであります。
　それから、民主党政権のときに民主党内でなぜ主張
できなかったのかというふうなことについてですが、
当時の民主党政権が鳩山元総理を初めさまざまな移設
先を模索し、普天間飛行場の県外・国外移設実現のた
めに取り組んだということ、それから最終的には県
外・国外移設を断念したことは大変残念なことであっ
たということは、お答えしたとおりであります。しか
し私は、さらに政権内で県外移設を主張し追求するこ
とが必要であるということを考え党内にとどまり、沖
縄県民の声をしっかりと党内で主張していくこと、こ
れはやめるべきではないという私の政治家としての判
断に立ち、離党を思いとどまり引き続き民主党内で活
動したものであります。
　済みません。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11分休憩
　　　午前11時11分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇知事（玉城デニー君）　それから国との対話につい
て知事はどのように要請を行っていくのかということ
ですが、私はこれまで国会議員であった経験を生かし
て、私が先頭に立ち内閣府沖縄担当部局を初め関係機
関との連携を一層密にし、県関係の国会議員並びに県

議会議員各位の御理解と御支援を賜りながら概算要求
の満額が予算措置されるよう要求をすること、さらに
は沖縄振興一括交付金についても概算要求額以上の額
が確保されるようしっかりと取り組んでいきたいとい
うふうに思っております。
　それからもう一つの質問は、翁長知事は私のところ
に要請に来たかということですが、これは議事録に
載っていないというお話もありましたけれども、その
折、予算編成あるいは個別に要求項目があるときに
は、沖縄県翁長知事を初め副知事、担当部局長ほかそ
れぞれの担当の皆さんが私の居室に訪問をしていただ
き、しっかりとその要請を私も受けて、これは自由党
の幹事長の立場としてしっかりと自由党の中でも議論
させていただきますということでオーケーをしたとい
う経緯がございます。
　以上です。
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）　先ほどの再質問のうち、
民主党時代の偽装文書とは何かにつきましてお答えし
ます。
　文献や報道等による鳩山元総理の発言によると、平
成22年４月19日ごろ外務省の職員から大使館と交渉
した結果として文書を渡され、そこには海兵隊基地の
移設先について海上とヘリ部隊の一体的訓練の必要性
から、沖縄から65海里以上離れていては普天間移設
の候補地にならないという基準が示されていたとのこ
とであります。その後、鳩山元首相はこの文書につい
て外務省に説明を求めたところ、この文書について存
在しないという話になっていたとのことであります。
　次に、那覇軍港の浦添移設に賛成か反対につきまし
て、県としましては、那覇港湾施設の返還が実現され
れば基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄
与すると考えており、浦添移設を認めることになると
考えております。
　次に、小金井市議会と全国への要請でございます
が、小金井市議会が米軍普天間飛行場の県外・国外移
転を国民全体で議論し公平で民主的な手続を経て決定
するよう求める陳情書をことし９月25日の本会議で
採択しました。その後、同じく10月５日の本会議で陳
情に伴う意見書の提案が見送られたことについては、
報道により承知しております。
　県としましては、全国知事会におきましても沖縄の
過重な基地負担の軽減について議論してまいりたいと
考えておりますが、さまざまな議論を通じまして沖縄
の基地負担の軽減について理解が深まることを期待し
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ております。
　次に、自衛隊の先島配備、島嶼配備につきまして賛
成か反対かでございますが、自衛隊に対する理解のあ
るなしは別といたしまして、新たな配備計画のある地
域についてはいろいろな問題、課題があるものと認識
しております。
　県としましては、地域の方々に対して十分に説明が
なされ、理解を得られることが重要であり、そういっ
た理解がないと進められ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）　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）　誰ひとり取
り残さない社会につきまして、全ての人の尊厳を守り
多様性や寛容性を大切にした共生の社会づくりによ
り、県民が心豊かで安全・安心に暮らせる沖縄らしい
優しい社会を目指すことが誰ひとり取り残さない社会
の実現であると考えております。このためには、子供
の貧困対策を初め障害者や高齢者、生活困窮者、マイ
ノリティーなどに対する各種施策を推進してまいるこ
とが具体的な政策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）　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）　県の予算編成の時期につ
いてお答えいたします。
　県では、沖縄振興予算を初めとして、振興策を活用
しまして自立型経済の構築に取り組んでいるところで
ございます。いわゆる自立型経済が構築される時期を
明示することは困難ではありますが、県としまして
は、その自立型経済においては所得や税収の増加、雇
用の創出そういったものが図られて経済が発展して好
循環ができて、それに伴って予算編成において自主財
源比率が高まっていくというふうなことを取り組んで
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）　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）　島袋大議
員の、大型ＭＩＣＥ施設整備に当たっての新聞記事イ
ンタビューの中で、知事は私なりのアイデアを盛り込
みたいと述べている、そのアイデアとは何かという趣
旨の御質問にお答えいたします。
　当選直後の新聞社のインタビューにおいて知事は、
私なりのアイデアを盛り込みたいという発言をされて
いますけれども、その前にＭＩＣＥ施設の設立、運営

をもう少し練り上げたいとも発言しております。です
からその真意につきましては、国との対話や国への働
きかけ等をスピード感を持って行いながら、みずから
も一緒にそのＭＩＣＥ施設の設立、あり方、運営ある
いはその機能等、それをしっかりと考えていくと、ア
イデアを出していくという基本的な姿勢、決意を示し
たものであるというふうに理解しております。
　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）　北部基幹病院につい
ての整備への地元負担に関する再質問にお答えします。
　選挙期間中の地元市町村の一般財源の負担がない方
向で考えるという発言、これが県のこれまでの考え方
と違うんじゃないか、方針変更じゃないかというよう
な趣旨の御質問だと思いますけれども、結論から申し
上げましてこれまでの方向性と違いはございません。
と申しますのは、この問題については、ことしの２月
に協議会の場において私のほうで説明してきたところ
でございます。そのときの説明としまして、ここに
行って、地元市町村等の負担を求めるというのは当然
国庫の補助メニューを前提にしていますというような
ことでございまして、この国庫補助メニューを活用し
たとしても、例えば補助率が10分の８であったら10
分の２は地元市町村が一般財源で負担しなければなら
なくなるわけですけれども、その10分の２の分につ
いてもこれは県が持ちますということで、つまり市町
村が一般財源でこの分の負担をすることはないという
ような説明を申し上げてきたところでございます。今
回の選挙期間中の発言もその文脈において同一の趣旨
で発言されているというふうに考えておりますので、
方向性の違いはないというふうに理解しているという
ことでございます。
　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　知事、私もちょっと熱くなりました
けれども、翁長知事に私はずっといろいろトップバッ
ターで質問もさせてもらいました。いい勉強をさせて
もらいました。翁長知事は、私が言っている質問を知
事みずからメモして、そういうふうに書いておりまし
た。僕は玉城知事の姿をずっと見ていて、まずメモも
しない、私の話を聞いているかもわからん。職員が全
部そういった形で、誠意がないような感じがします。
その辺はしっかりとやっていただきたいなと思います
し、その辺また職員の皆さん方一丸となってやる姿勢
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はわかりますけれども、やっぱりこの一議会の中です
から、議員が質問して知事もまた市議会議員や国会議
員もされている方でありますから理解していると思い
ますけれども、こういった形をしっかりとやっていた
だいて我々に対する誠意を見せるという形にしていた
だきたいなというのを一言言っておきたいと思ってお
ります。
　あとは、私は知事みずからの声で聞きたいというこ
の質問をさせていただいておりますけれども、那覇軍
港の浦添のこととかあるいは全国知事会、それから自
衛隊の関係はこれは知事がみずからこの場に立って発
言することが県民にとって私は重要だと思っておりま
す。僕は、いつから知事公室長は沖縄県知事になった
のかなと思うぐらいでありますから、その辺は重要な
――全部重要でありますけれども、ここはしっかりと
知事として言うべきところはしっかりと言っていただ
きたいなと思っております。
　先ほどの知事の答弁で、翁長県政の政策を引き継ぐ
と、まずは辺野古の新基地を阻止すると。そして経済
の政策は継承していくと。21世紀ビジョン、その内容
を政策をこれからも高めていきたいということであり
ますけれども、じゃ翁長県政が言っていた政策を引き
継ぐということは、まずは那覇軍港は認めるというこ
とですよね。知事公室長も言っておりましたから。そ
ういうことを踏まえて一つ一つ確認していきたいと思
いますけれども、余りにも漠然としているのは、社会
的に弱い方々にしっかりと支援をしていく。誰にもひ
としくそういった形を知事はやると言っておりますけ
れども、ここが余りにもパイがでか過ぎてまず知事と
してのビジョンは何を重点的にやるのか。貧困をやる
のであれば貧困をどのように持っていきたいのか。あ
るいはそういった形で国保だったら国保を国に要請し
ていろんな面でやっていきたいというのか、生活保護
をやっていきたいのかと、そういうのに優先順位をつ
けて、余りにもざっくばらんにでか過ぎたら話になり
ませんから、その辺の知事の思いという、知事が考え
ている絵づらというのはどの位置づけで、まずこの１
年間をやってみようということがありますかというの
が私の質問であって、そこを知事のほうから聞きたい
と思っています。部長の話もわかりますけれども、部
長はもう答弁せずに知事のほうからまず優先順位はこ
うしていきたいというのがありましたら答弁していた
だきたいと思っております。
　次、国との対話で内閣府沖縄関係、いろいろ言って
いるといいますけれども、今回も本当に厳しい中での
予算編成になると思っております。これは知事みずか

ら、御自身が国会議員もされていた立場、また自由党
の幹事長もされたという政治人脈も使ってひとつやっ
ていくという意思表示は確認できましたけれども、御
自身が衆議院議員のときに、要するに自由党の幹事長
として翁長知事が要請したというのは答弁でも聞いて
おります。県内選出の国会議員の与党・野党関係なし
にみんな訪問して、沖縄の思いを伝えていると言って
おります。ですからそこを自由党の幹事長として、国
会議員のバッジというものをつけておいてその要請を
受けて、対内閣府もろもろ含めて要請に行ったかとい
うことですよ、私が聞きたいのは。
　今求められているのは、私は県議会で翁長知事にも
何度も言ったのは自民党、公明党そして維新の皆さん
方にはお願いしに行って、あとの政党の皆さん方には
居室のほうでお願いしているわけですよ。共産党の本
部にも行きなさいよと言ったんですよ、私は。社民党
にも、自由党はそのときに言いませんでしたけれども
大変失礼しました。そういった形でやって全員が、沖
縄選出国会議員がみんなで一致団結してやるのが予算
の確保でしょうということでずっと言ってきたんです
よ。これを今まで我々におんぶにだっこしておいて、
さあみずから自由党の幹事長として玉城デニー知事が
誕生した。であればこういうふうに与野党関係なしに
一緒に、今回この厳しい沖縄県の予算を一緒にみんな
で行こうというのか。あるいはできるかわからないけ
れども自民党、公明、維新にお願いしてあとはわかり
ませんよ、居室に行ってくださいと、今までどおりに
するのか。ここですよ知事。知事が今まで国会議員と
していた責務も職務も含めて、俺だったらやるんだよ
と、玉城デニーだったらこうやるというカラーを私は
聞きたいんですよ。意気込みも含めて。そこをお願い
したいと思っています。
　偽装文書の話ですけれども、鳩山さんがそう言って
外務省に確認したらこれは偽装だと言ったと。知事み
ずから偽装文書だったと言っているんですよこれは。
この偽装文書というのは何が偽装文書なんですかと聞
いているんですよ僕は。今の知事公室長の答弁は、鳩
山総理がそう言ったから、外務省に確認したらこれは
偽装だったとわけわからん話をしておりますけれど
も、玉城知事みずからもこれを偽装文書だったと言っ
ているんですから、どういうような偽装文書だったん
ですかというのを聞きたいと思っております。その中
で離党もせずに要するに民主党政権の中で県外を訴え
て私はずっとやってきたと。基地問題の解決のために
党内では県外というふうにシャカニカになって拳を上
げてやってきたんだと言っておりますけれども、それ
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は理解できます。じゃなぜ離党したんですか。じゃ何
で民主党を離党したんですか、知事。最後まで民主党
が解体するまで残って、あなた方が言ったところの―
―民主党が政権のときは、県外・国外と言っておきな
がら県内に持ってきた。おかしいなら最後まで残って
貫いて拳を振るのが当然じゃないですか。先ほどの答
弁はきれいごとですよ。私は党内にあって随分シャカ
ニカ頑張ってきたんだ。じゃだから何で離党したんで
すかと聞いているんですよ私は。なぜ離党したんです
か、離党の説明をしてくださいよ。頑張ったけれども
大変だったと、きつかったから抜けたんだというの
か、その辺ですよ。この辺にもほかに県議会も民主党
を出た人もいますからね。その辺もしっかりと答弁を
お願いしたいと思っております。
　那覇軍港の浦添移設でありますけれども、これは重
要ですよ知事。こういう重要問題を知事公室長に答え
させるんですか。やるかやらぬかははっきりする、賛
成か反対かをしてくださいという話ですよ。だから私
が先ほども言ったように、共産党に遠慮して言えない
んですか、そこですよ。言ったらいいですよ自分か
ら、共産党さんとちょっと協議していませんから言え
ませんねと言えばいいですよ。それぐらい沖縄県民に
とって重要なんですよ。富川副知事が言っているアジ
ア戦略構想も含めて、あの物流拠点なんて今満杯です
よ、今の物流は。あれを軍港移設によって今の那覇軍
港をどう活用するかというのは早目に手を打たないと
いけないんですよ、計画ビジョンも。だからダイナ
ミックな経済と玉城デニーはアドバルーンを上げてカ
ラーを掲げているけれども、その経済を後退するのか
という話ですよ。だから早目に那覇軍港を移設したほ
うがいいんじゃないのと私は聞いているんですよ。だ
から賛成ですか反対ですかということですよ。知事公
室長の答弁は聞いておりません。みずからの答弁を
言ってください。これは翁長知事の政策の継承と言っ
ていましたから、翁長知事は那覇軍港移設は賛成です
よ、知事。これは明確に言ってください。沖縄の、国
に頼らないと言っているんだったら、経済をシャカニ
カ活性化するんであればこれはやるべきですよ。明確
に答弁をお願いしたいと思っております。
　次、自衛隊の賛成、反対でありますけれども、先ほ
ど言っていたように要するにこれは知事みずから今尖
閣の問題もあって、石垣・宮古というのは島が、島民
が二分されているんですよ。こういった外交・防衛も
守る中でのこの自衛隊配備に関して、知事みずからが
やっぱりこうなんですよと。140万県民のことを考え
て、ましてや離島のことも考えればこうあるべきだと

いう思いを伝えないと、ずっとあの島でいがみ合っ
て、夫婦同士もけんか、身内同士もけんか、これリー
ダーとしてこうさせていいんですか、知事。ですから
島民のことも考えて知事としてリーダーとしてこうあ
るべきというのを私は言うべきだと思っております
し、いかがですか。地域の合意形成というのはもう限
界に来ていますよ。何でもいがみ合っているような状
況です。ここを沖縄県のリーダーとしてどう発信する
のか、どう県民やこの離島の島民の皆さん方に伝える
のか、ここが重要だと思っていますから、私はその辺
の御答弁を願いたいと思っております。
　次、自立経済についてでありますけれども、この自
立経済は困難である、４年間でできるかといったらな
かなか難しい。だから国に頼らないということを言っ
ているのであれば、どうするんですか。この４年間で
どういった形の動きをするんですかというのが私の質
問であって、ここが重要なんですよ。玉城デニーの今
回の知事選挙は、国にも頼らない我々独自で自立した
経済をつくっていくのはこうなんだと言っているわけ
ですよね。その中で県民はそうだと、まさしくそうい
う思いだったら賛同しようということで39万票とい
う最大の得票数をとったんです。だからこれを４年間
でどう動かすか。沖縄の国に対して国に頼らないとい
う姿勢をどう持っていくのか。今までこういった形で
復帰してもう46年、私が復帰世代ですから、沖縄振
興予算でずっとやってきた。これ断ち切って何、国に
依存しない、しっかりとやっていく。そういうことを
新たな血流を変えるんであれば、どういうビジョンを
描いているのかですよ知事。その辺を明確に言ってく
ださいよ。ただ単にこういうふうに拳を上げてやるん
ではなくてしっかりとした答弁をお願いしたいと思っ
ています。
　市町村にも迷惑であって、これだけ国に対してその
ように物を申すんだったら、今度の予算も市町村大変
苦しいですよ。特に市町村の道路行政ですよ。全部見
てください各市町村。道路とまっております。ここが
重要なんですよ。国にそういったことを言うのもいい
かもしれませんけれども、国はもう明確に理解してい
ますよ。要らないなら要らない、どうぞ、ほかの都道
府県に回しますよという意気込みですよ。だからその
辺は、各市町村に知事の発言というのは大分影響する
わけですから、その辺も含めて答弁を願いたいと思っ
ています。
　あと北部の基幹病院であります。
　知事、今部長の答弁では要するに以前から方向性の
違いはないと言っておりますけれども、わかりやすく
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言えば国庫補助で10分の８、10分の２の市町村、こ
れを県が持ち分をやると言っておりますけれども、知
事みずからが国の補助に頼らないと言っているんです
から知事、北部振興予算をこれ使うんですか部長。知
事みずから私は国にそういうふうな形で考えないよ
と、独自でやるんだよと言っているんですよ。全然話
が違いますよ。こういう期待感を上げて、こういうや
り方はやめましょう。はっきり言うべきところははっ
きり言って、そう決めたんであれば決めて進めてくだ
さいよ。そうしかないですよ。ただ単にこういうふう
に引っ張っておいて、いやいや知事がこう言ったけれ
ども私はこう思いますよ。方向性は違いないですよ、
どうだという顔で僕の顔を見ていましたよ。違います
よ。国に頼らないで国に依存しないんだったら国から
予算出なかったらどうするんですかという話ですよ私
からすれば。明確な話をお願いしたいと思っておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時34分休憩
　　　午前11時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　まず、誰ひとり取り残さない社会、その優先順位な
どについての御質問がありました。
　私は、自立と共生と多様性という理念を掲げて、こ
の誰ひとり取り残さない社会の実現ということに向け
ていろいろな施策を進めていきたいというふうに申し
上げています。その中では、特に今深刻な問題であり
ます子供の貧困問題についてそれを解消するための施
策を最優先に、さまざまな社会的に弱い立場にある
方々への施策を充実させていくという方向で取り組ん
でいきたいというふうに思います。
　それから予算編成についてですが、これはやはり与
野党の枠を超えて全県的な取り組みとしてしっかりと
要請していきたい、そのように思っております。先般、
自民党幹事長室にもお伺いをいたしまして、この振興
予算の件に関しては、これは党派を超えてお願いした
いというお話をさせていただきましたし、二階幹事長
からは、お互いに違うところはあるかもしれないが共
通するところは一生懸命やっていきたいというお話も
いただいておりますので、党派を超えて取り組むべき
ことはしっかり進めていきたいというふうに思う次第
であります。
　そしてもう一点、なぜ離党したかということです

が、離党した理由はさまざまですが、その党内の議論
の中では多様な意見の食い違いが出てまいります。そ
れが党内である一定、その議論の方向性が見えないと
いうことを判断したのであれば、その離党に関しては
政治家みずから個人の判断において行うべきものとい
うふうに思い、私はその時点でその判断に立ち、民主
党を離党したということであります。
　以上です。
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）　再質問の自立経済について
お答えしたいと思います。
　自立経済に対する定義というのは学問的には決まっ
たものはありません。多種多様に解釈されているとい
うふうに理解しております。
　そういう中で生産がふえて経済が発展することにつ
ながるわけですが、生産をふやす要因は需要と供給こ
の２つしかありません。現在沖縄県は、アジアのダイ
ナミズムを中心とする壮大な需要が展開しているわけ
でありますが、それを経済の筋力・体力、専門的に言
えば技術進歩というふうに表現されるわけですが、そ
こに集中していかなきゃいけない。具体的に言うと、
空港、港湾の整備とか規制緩和によってこれが実現す
るというふうに理解をしております。とはいえ、今非
常にチャンスが大きいものですから、この技術進歩に
つなげていくというのが今の県政の非常に重要なポイ
ントだというふうに理解をしております。とはいえ、
これも御承知のように日本の財政システム、地方交付
税と国庫支出金で均衡ある国土を保つためにこのシス
テムがあるというふうに理解をしております。国庫支
出金につきましても、その地域地域に可能性があれば
そこに国庫を投入して発展させて、ひいては日本全体
の発展につながるというふうに理解されておりますの
で、沖縄の振興策につきましても、この日本の財政シ
ステムを前提にやっているわけでありまして、100％
沖縄県で財政支出するということではないということ
を申し上げておきたいと思います。
　以上です。
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）　再質問のうち、偽装文
書につきまして、海兵隊の移設先につきまして外務省
のほうから大使館と交渉した結果として、海兵隊につ
きましては、海上とヘリ部隊の一体的訓練の必要性か
ら沖縄から65海里以上離れていては普天間移設の候
補地にならないという基準が示されておりました。た
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だその65海里以上離れてはいけないという基準につ
いて存在しないというふうになったと述べられており
ます。
　続きまして那覇軍港の移設につきましては、県とし
ましては、那覇港湾施設の返還が実現されれば基地負
担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考
えておりまして、浦添移設を認めることになるものと
考えております。
　続きまして自衛隊の先島配備ですが、自衛隊が新た
に配備計画のある地域につきましては、いろいろな問
題・課題があるものと認識しております。政府は、地
元の理解と協力が得られるよう丁寧に説明を行うとと
もに、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきである
と考えております。
　以上でございます。
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）　北部基幹病院に対す
る再々質問にお答えします。
　補助金に頼らないという発言自体が、補助金が１円
も要らないというような話にはならないというふうに
理解しております。そもそも一般財源の負担がない方
向で考えるという発言自体、これは国庫補助金がある
ことを前提にした発言である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）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　私は時間を目いっぱい使おうという
嫌がらせをするつもりはありません。だけれども、こ
れ県政野党の第一党の自民党の代表質問ですよ。ふざ
けるなという話ですよ。知事みずからやってくれと
言ったら、２回目、３回目ぐらいからは知事が答弁す
るべきだよ。ましてや那覇軍港の問題や自衛隊の問題
や北部の基幹病院なんて、これ部長がやることです
か。我々、これ代表質問ですよ。県民みんなが見てい
るんですよ。ふざけた対応しないでください。知事、
これ知事がリーダーなんだから、知事がそういうスタ
ンスならそれをちゃんと言ってもらえればいいんです
よ。部長なんかも苦しいと思いますよ。
　私が確認したいのは、知事は民主党政権のときに
も、要するに自分は党内に残って県外で拳を上げて
ずっとやってきたと言っておりますけれども、離党し
た理由は、いろんな形で要するに、意見の食い違いが
あったと言っておりますけれども、あなた、消費税の
問題で離党しているんですよ。知事、2012年の消費

税をめぐる政局で野田内閣による消費税増税法の閣
議決定に抗議し、党の広報副委員長を辞表を呈して、
４月23日の党役員会で受理された。しかし、民主党
は、７月３日の常任幹事会で離党届を受理せず、除籍
処分とされているんです。知事、私のすばらしい答弁
に、この党内に残って県外とずっと言い続けてやって
いるんだよと。離党した理由なんですかと。いろいろ
問題があった。消費税の問題で離党するんですか。こ
んなまやかしの答弁しないでくれよ。私は命削って腹
くくってやっているんだという表現しておいて、答弁
ね。中身は消費税にごたごたごたごたしているのを
すって離党して、民主党に離党届すら受理されなかっ
た。除籍されているんですよ、知事は。こんな39万票
という最大得票数をとった知事がその場しのぎの答弁
すること自体おかしな話です、知事。だから、こうい
うふうに掲げている軍港問題やそして自衛隊の問題、
そして県民の命を守る北部基幹病院なんていうのも答
弁ができない。知事、しっかりとやってくださいよ。
この辺は明確に知事が答弁するべきだと思っておりま
す。
　どうぞ、再度聞きます。
　那覇軍港の浦添移設は、知事は賛成ですよね。翁長
知事の政策を継承しているわけですから、知事公室長
もそう言っておりました。引き続き那覇軍港移設は浦
添で引き受けて、この協議会をスタートするというこ
とでよろしいですよね、知事。答弁を改めてお願いし
たいと思っています。
　自衛隊の問題に関しましても、離島という、本当に
県民の生命と財産を守る、この離島地域に住んでいる
方々に不安を与えないためにも、自衛隊の配備に関し
ましては、知事はみずから地域の合意形成も推進しな
がら、地元のほうに足を運んで意見交換もしていく。
そういうことも答弁できないんですか、知事。ひとつ
その辺の答弁ができるなら明確に言ってください。離
島の方々が心配して見ていますよ。離島選出の県議会
議員、与野党関係なしにいるんですよ。地元に帰った
らこういう話をしないといけないんですよ、県議会議
員は。リーダーとして明確に言うべきだと思っていま
すけれども、いかがですか。しっかりと答弁できるん
だったらやってください。
　そして、北部の基幹病院の件であります。
　部長は、みずからそういった形で答弁しております
けれども、もう苦しいと思っております。長として、
リーダーとして、北部のこの過疎地域、離島地域の命
を守る、そのためには市町村の皆さん方に負担は絶対
にさせません。させないでしっかりとやっていく、こ
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れ知事から明確に今言うべきだと思っております。ど
うぞ知事、北部の生命財産を守っていく、そのために
私玉城デニーが知事としてしっかりと皆さん負担させ
ないために守っていきますと答弁できないんですか、
知事。
　どうぞ、この３点も知事の答弁を求めたいと思って
います。
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58分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　那覇港湾施設の件ですが、県としましては、那覇港
湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽減、跡地
の有効利用による発展に寄与すると考えており、これ
までの経緯を踏まえ、浦添移設を認めることになると
考えております。
　それから、自衛隊の配備についてですが、自衛隊の
島嶼配備については、我が国の安全保障や地域の振
興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意見があ
るものと承知しております。
　県としては、住民合意もなく地域に分断を持ち込む
ような自衛隊強行配備は認められないものと考えてお
り、地元の理解と協力が得られるよう政府において丁
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いうふうに考えております。
　それからもう一点、基幹病院のお尋ね、質問です
が、基幹病院が持続的に医療提供体制を維持していく
ためには、整備の際に借入金を縮減することが重要な
ポイントであり、そのためにも市町村の応分の負担は
必要であると考えてはおりますが、そのあり方につい
ては、先ほど部長が答弁しましたとおり、今後とも市
町村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）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　何、知事、今になって、何。地元負
担は求めるんですか。選挙戦のときには、北部の市町
村に負担させないと言っているじゃないか。選挙戦は
こういうことをやって、終わったら、あなたはもう公
約違反だ。今議会でもう既に公約違反です。こんな
39万票という最大得票数をとっておいて、私は知事
に、北部の命、県民の命を守るためには、負担は今ま
でさせないと知事が言ったんですから、選挙戦で。負

担させないというならそれを言ってくれと言ったら、
負担させるように考える。冗談じゃないよ。県民の皆
さん、これが玉城デニー知事の新たなスタートの、こ
れが本心ですよ。選挙戦ではいいこと、ぺらぺらばら
ばらぺらぺらぺらぺらしゃべって。自民党なめている
んですか、県民を。知事、この辺は、しっかり、本当
に後退して、もうこれ選挙公約違反ですよ。県民の皆
さん、こういう既に県民と約束したことを後退させる
ような、こういった新知事は、我々はいかがなものか
と思いますよ。これだけ優しく質問して、今回からス
タートするということでエールを送りながらやろうと
思ったら、最後の最後で自分の選挙公約を破棄するよ
うなことをすること自体おかしい話ですよ。
　そして、那覇軍港移設の問題もそうですよ。何やか
んや引っ張っておいて、最後は那覇軍港は認めます。
やっていく。共産党さんに怒られますね。こういう約
束事も破るのかと、多分午後怒られると思いますよ。
こういう知事であります、皆さん。
　明確に今回の選挙戦を通じて――きょう代表質問で
ありますから、私どもはあしたから一般質問も行いま
す。知事のこの発言、特に北部基幹病院の今の発言に
関しましては、私たちは絶対許せませんよ。しっかり
とその辺は知事に対する我々は強い抗議も含めて締め
たいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　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。
　午前に引き続き代表質問を行います。
　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
〇仲宗根　悟君　ハイサイ　グスーヨー。クタンディ
ンネービラニ。チューウガナビラ。
　それでは、社民・社大・結連合を代表しまして質問
を行いたいと思います。
　質問に入ります前に、今月９日に発生いたしました
米海軍所属のＨＨ60ヘリ２機による衝突事故につい
ては、質問通告後に報道がなされた看過できない問題
でありますので、議事課と執行部には連絡を済ませて
おり、先例を踏まえて質問を行いたいと思います。
　今月９日、米海軍所属のＨＨ60ヘリ２機が、滑走
路を走行中に衝突事故を起こしていたことが、17日ま
でにわかったとしております。海軍安全センターは、
被害総額200万ドル以上の重大なクラスＡに分類をし
た事故というようなことが報じられております。この
事故の詳細に関し、県は承知しているかお聞きをした
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いと思います。また、今回事故の発生から１週間以上
経過して発覚したことになっているというようなこと
であります。この連絡体制のあり方、私たち議会とし
ても何度も当事者であります米軍サイドに対して、こ
の通報体制、問題提起をしたことがありますけれど
も、非常に今回もあきれるばかりであるというふうに
思います。この連絡体制のあり方についても、また強
く申し入れる必要があるのかなというふうに思います
けれども、その辺の見解を県のほうにはお願いしたい
と思います。
　それでは、知事の政治姿勢について質問をしたいと
いうふうに思います。
　去る９月30日の沖縄県知事選挙は、国内はもちろ
ん国外からも注目を集める中、翁長雄志知事の遺志を
受け継いで、自立と共生の沖縄、誇りある豊かな沖縄
を目指す、アジアのダイナミズムを取り入れた自立経
済を確立し、新時代沖縄をつくる。誰ひとり取り残さ
ない社会を実現すると訴えた玉城デニー氏が見事に当
選を果たしました。沖縄振興予算の減額など辺野古新
基地建設をめぐって予算で揺さぶりをかける政府の姿
勢が露骨になる中、県民は基地と振興のリンクを明確
に拒否したという結果だと言える。基地とリンクしな
い本来の沖縄振興を取り戻し、成長著しいアジアの経
済を取り込み自立経済の実現で誇りある豊かな沖縄を
訴えた玉城氏を県民は選択したというところで、マス
コミも報じております。まさに、そのことが問われた
今回の選挙だったというふうに思います。自立と共生
と多様性を県政の礎にする、翁長知事が築いた礎を継
承し、県民の皆さんと希望へと進んでいくことを約束
したいと決意を述べました。県民も大きな期待を寄せ
ています。これからの４年間の沖縄の進路を方向づけ
る先導役として頑張っていただきたいというふうに思
います。
　それでは、これからの県政運営について、以下質問
をいたします。
　(1)、玉城デニー知事は今回の選挙において過去最
多得票となる39万6632票を獲得し、得票率54.7％と
政権与党が全面支援した佐喜眞氏に８万票余りの差を
つけ圧勝した。県民の大きな期待のあらわれでありま
す。選挙の結果をどのように受けとめておられるか、
そして県政運営に臨む決意を伺いたいと思います。
　(2)番目は、今回の選挙結果は、改めて普天間基地
の閉鎖・撤去、辺野古新基地はつくらせないとする県
民の意思が明確に示されたと思うが知事の認識はどう
か伺います。
　(3)番目、翁長県政が行った辺野古新基地建設のた

めの埋立承認の撤回を支持し、玉城県政でしっかりと
引き継ぐ覚悟は揺るぎないものかどうか伺います。
　(4)番目、仲井眞元知事と安倍総理が約束した普天
間基地５年以内の運用停止の期限2019年２月が迫っ
ています。普天間基地の危険性除去が原点、それが政
府見解であります。ならば速やかに運用停止を履行す
べきであります。県の見解を伺いたいと思います。
　(5)番目、翁長県政でアジアのダイナミズムを取り
入れ、市場が認める沖縄の高い発展可能性を顕在化さ
せ、誇りある豊かさを実現するとの理念のもと、沖縄
県アジア経済戦略構想推進計画を策定し進めてきまし
たが、玉城県政でさらに推し進めることについて伺い
たいと思います。
　(6)、全ての人の尊厳を守り、共生する社会づくり、
誰ひとり取り残さない社会には多くの県民が共感した
と思います。子育て包括支援センターの全市町村への
設置や中学生・高校生のバス通学無料化など、沖縄ら
しい優しい社会構築に強い意欲を感じました。政策実
現に向けた施策とそして決意を伺うものです。
　(7)番目、知事は、10月11日、12日自民党二階俊博
幹事長、安倍晋三総理、政府閣僚と会談を行いました
が、どのような内容か伺いたいと思います。
　(8)番目、琉球歴史文化の日を制定し、地域の伝統
文化の継承と発展、沖縄の先人たちの歩んだ歴史と知
恵を知り、伝統文化への理解を深め、故郷への誇りや
愛着を感じられる取り組みを進めるとしています。そ
の施策について伺いたいと思います。
　(9)番目は、カフーナ旭橋の件でありますが、カ
フーナ旭橋が開設いたしました。どのような施設でど
のような機能を有して、そしてどのような役割を担う
のか伺いたいというふうに思います。
　次に、農林水産業の振興について伺いたいと思いま
す。
　本県の農林水産業の振興のための沖縄振興開発計画
及び沖縄振興計画や県独自での推進計画のもと、本土
との格差是正、自立的発展の基礎条件整備に努められ
てきました。生産基盤の整備や、あるいは各種近代化
施設の導入、流通体制の整備等着々と整えられ、亜熱
帯地域の特性を生かしたサトウキビを初めとする野
菜、花卉、果樹、肉用牛、モズク等供給産地としての
地位を確立しております。一方で、我が国の経済社会
の国際化が進展する中で、農林水産物の輸入増加等も
あり、また農林漁業従事者の減少や、あるいは高齢
化、遊休農地等の課題も山積し、取り巻く環境は大変
厳しいものがあろうかというふうに思います。このよ
うな状況も踏まえながらも、持続可能な自立型経済の
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構築を図らなければなりません。その取り組み、今後
の展望について伺いたいと思います。
　(1)、本県の農林水産業の振興を目指すべき、ある
べき姿、どのように描き施策を展開しているのか基本
的な考え方をまず伺いたいと思います。
　(2)、畜産品や水産品など輸出相手国の衛生基準に
対応した高度衛生加工処理施設を整備し、畜産・水産
沖縄ブランドの付加価値を高め、アジア及び世界へ輸
出体制の強化を図ることについて伺いたいと思います。
　(3)番目、農林漁業従事者の減少、そして高齢化、
耕作放棄地の顕在化等多くの課題を抱えています。そ
の対策について伺います。
　(4)、日台漁業協定や我が国が参加する国際的な経
済連携協定、その中での本県の畜産、農林水産業のさ
まざまな影響をどのように認識し対策を講じるのか伺
いたいと思います。
　３番目は、環境影響評価条例についてであります。
　(1)、20ヘクタール以上の土地造成を伴う事業を対
象に追加し、10月１日施行されました改正環境影響評
価条例に関し、中山義隆石垣市長は、石垣市議会一般
質問の答弁において、制定過程からすると、石垣では
ないが、明らかに他地区の陸自配備予定地をとめるよ
うな形での制定ではなかったかと認識していると述べ
たとしておりますが、このことについて県の見解を求
めるものであります。
　４番目は、今夏の台風被害に関してお聞きをしたい
と思います。
　沖縄を直撃しましたこの台風24号、そして25号、特
に24号は長時間にわたって猛威を振るいました。越
波による冠水や道路の決壊、倒木による道路の寸断、
特に農作物には甚大な被害をもたらしました。また、
陸上交通、海上航路、そして空の便も麻痺し、観光や
県民生活に大打撃を与えました。また、最近では経験
の少ない停電、幾日も続きました。そしてまた電話も
不通になるなど、復旧に数週間を要するということ
で、被害箇所が広範囲であることをうかがい知ること
ができようかと思います。今回の台風被害の状況、県
の対応と対策について、以下伺いたいと思います。
　(1)、台風24号、25号と立て続けに襲来した被害状
況と対策について、こちらは農林関係、土木関係をお
聞きしたいというふうに思います。
　(2)、台風により今回の停電は広範囲に発生し、し
かも長時間に及びスーパーやコンビニが開店できず、
また電話も不通になるなど県民生活に大きな影響を及
ぼしましたが、県の対応、そして対策について伺いた
いと思います。

　５番目は、米軍基地問題についてです。
　沖縄県における米軍基地については、昭和47年の
５月の復帰に際し、速やかな整理縮小の措置をとるべ
きとする国会決議がなされたにもかかわらず、基地の
整理縮小は遅々として進んでこなかったということ
であります。復帰後の米軍専用施設の返還が本土で
58.7％と進んだのに対し、沖縄では18.2％にとどま
り、狭隘な本県に今なお全国の米軍専用施設の70％
余りが集中する状況が続いています。米軍基地は県土
面積の10％余り、沖縄本島においては18％余りを占
めています。このように広大に過密に存在する基地は、
本県の経済振興の大きな制約になるばかりでなく、航
空機騒音による周辺住民の生活環境を破壊し、健康被
害の実態も明らかになっています。また、訓練・演習
による事件・事故の発生、軍人・軍属による刑事事件
の発生、さらには汚染物質の流出等による自然環境の
破壊等、県民の過重な負担となっております。
　(1)、戦後73年の長きにわたり過重な基地の負担を
強いられ県土全体が訓練場と言っても過言ではない。
民間地での訓練も常態化し、基地あるがゆえの事件・
事故に苦しみ続け、日々危険にさらされている現状に
対し県の対応と対策、そして基地の整理縮小を求める
ことについて伺いたいと思います。
　(2)番目は、辺野古米軍基地建設のための埋立ての
賛否を問う県民投票条例の制定請求がなされました。
法定署名数２万3171筆を大きく上回る９万2848筆の
署名の提出のもと県議会の審査に付されておりますけ
れども、県民も大きな関心を寄せているところであり
ます。今後の県の作業、対応について伺いたいと思い
ます。
　最後に、日米地位協定の抜本改定、主権の行使を求
めることについて伺いたいと思います。
　(1)、日米地位協定の抜本改定を国に求めることに
ついて、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、米軍にも日本の国内法を遵
守させ、他国地位協定で明らかになったドイツの交渉
事例を生かし、沖縄県の領土・領空・領海に対する主
権を求めること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）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　仲宗根悟議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(1)、今回の選挙結果及び県政運営についてお答えい
たします。
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　今回の県知事選挙においては、辺野古新基地建設の
阻止、そして、経済と平和を両立させるという翁長県
政の政策の継承を訴えたこと、また、新時代沖縄に向
けて誰ひとり取り残さない社会の実現に取り組むとい
う私の考えが得票に結びついたものと考えておりま
す。翁長前知事が県政の最重要課題に位置づけていた
辺野古新基地建設問題の解決に向けて、私も全力で取
り組んでまいりたいと考えております。また、新時代
沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社会
の構築の３つの視点からの施策を展開し、特に子供の
貧困対策を最重要政策と位置づけ、誇りある豊かな沖
縄の実現に向けて、公約に掲げた諸施策を着実に推進
し、全身全霊で県政運営に当たる決意であります。
　質問要旨、次に１の(2)、選挙結果で民意が示され
たことについてお答えいたします。 
　今回の県知事選挙においては、辺野古新基地建設の
阻止、そして、経済と平和を両立させるという翁長県
政の政策の継承を訴えたこと、また、新時代沖縄に向
けて誰ひとり取り残さない社会の実現に取り組むとい
う私の考えが支持されたものと考えております。翁長
前知事が県政の最重要課題に位置づけていた辺野古新
基地建設問題の解決に向けて、私も全力で取り組んで
まいりたいと考えております。
　次に、質問要旨１の(3)、埋立承認取り消しを引き
継ぐ覚悟についてお答えいたします。
　去る平成30年８月31日に沖縄県が行った埋立承認
取り消し処分については、公有水面埋立法の正当な手
続による適法なものであると考えており、断固支持す
るものであります。私は、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、ぶれることなく、全
身全霊で取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁を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）　仲宗根悟議員の御質問の知
事の政治姿勢についての１の(5)、アジア推進計画を
さらに推し進めることについてにお答えいたします。
　アジアのダイナミズムをビルトインする千載一遇の
チャンスを捉えた、アジア経済戦略構想推進計画等の
取り組みが功を奏し、県経済は拡大を続けておりま
す。さらに、持続的な発展の好循環をつくり上げるた
め、世界に開かれる空港や港湾の整備、新時代に対応
する産業とＩＴの融合、ＭＩＣＥや先端医療・健康・バ
イオ産業の推進、県産ブランドの海外展開など、次の
ステージを見据えた施策を展開する必要があります。

県では、今後も、アジアのダイナミズムに乗って、ス
ケール感とスピード感を持って、沖縄の可能性を高く
引き出し、県経済の発展を推進してまいりたいと思い
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）　１、知事の政治姿勢に
ついての(4)、普天間飛行場５年以内の運用停止につ
いてお答えします。
　普天間飛行場の５年以内運用停止を含む危険性除去
は、喫緊の課題であり、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ます。県はこ
れまで、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部
会において求めてきたところであり、今月12日の安
倍総理や菅官房長官との面談においても求めたところ
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。
　次に(7)、安倍総理等との会談についてお答えしま
す。
　安倍総理等への就任挨拶において、玉城知事から
は、辺野古新基地建設には反対すること、日米両政府
と沖縄県の早急な話し合いの場の設置、米軍普天間飛
行場の５年以内運用停止、日米地位協定の抜本的な見
直し、沖縄振興予算の増額、子供の貧困問題などにつ
いてお話しいたしました。これに対し、安倍総理から
は、辺野古新基地建設を進めてきた政府の立場は変わ
らない、今後とも基地負担軽減に向けて着実に結果を
出していきたい、沖縄振興や子供の貧困問題など、共
通する課題については協力していきたいなどのお話が
ありました。今後とも対話を呼びかけ、沖縄県民の思
いに対し理解が得られるよう努めてまいります。
　次に４、今夏の台風被害についての(2)、停電、電
話不通に対する県の対応と対策についてお答えします。
　県としては、このたびの台風襲来前から県災害対策
本部を設置し、台風の予想進路及び規模等を確認する
とともに、県民に対し、暴風や大雨に十分警戒すべき
ことを呼びかけたところであります。台風通過後は、
被害状況の迅速な把握に努め、被災市町村と連携し災
害復旧支援を図っております。停電につきましては、
住民生活に大きな影響を与える市町村庁舎や病院等の
防災拠点について、沖縄電力に対して優先復旧を依頼
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しております。また、離島における停電や不通電話等
の復旧工事に備え、自衛隊への災害派遣要請の準備を
整えていたところであります。
　次に５、米軍基地問題についての(1)、基地問題に
対する県の対応と対策、基地の整理縮小についてお答
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。そのた
めには、これまで一度も改定がされたことのない日米
地位協定の抜本的な見直しや、米軍再編で示された在
沖海兵隊の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
重要と考えております。
　県としましては、今後ともあらゆる機会を通じ、沖
縄の基地負担軽減を日米両政府に対し、強く求めてま
いります。
　次に(2)、県民投票の今後の県の作業及び対応につ
いてお答えします。
　県民投票は、間接民主制の欠陥を補強する直接請求
制度に基づいて制定される条例により行われるもので
あることから、全ての市町村で実施されることが重要
であります。そのため、条例可決後には、事務の移譲
について同意を保留している団体に対して県議会での
審議状況の報告も行いながら、引き続き同意を得られ
るよう協議を行ってまいります。また、実施に向けて
市町村との連絡調整、広報活動を行ってまいります。  
　次に６、日米地位協定の抜本改定、主権の行使を求
めることについての(1)、日米地位協定の見直しにつ
いてにお答えします。
　県としましては、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、地位協定を抜本的に見直
すことで、米軍にも航空法などの国内法を適用し、自
国の主権を確立させる必要があると考えております。
そのため、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することにより、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
わかりやすい形で示すことで、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。
　次に、追加の御質問の米軍ＨＨ60ヘリの衝突事故
の把握につきましてお答えします。
　衝突事故につきましては、沖縄防衛局や米軍からの
連絡は受けておりません。事故につきましては、海軍

安全センターのホームページ上で米海軍航空機クラス
Ａ事故に関する記載を確認いたしました。その内容は
2018年10月９日、嘉手納空軍基地、日本において２
機のＨＨ60ヘリコプターが駐機場で地上滑走中に衝
突した。けが人なしとのことであります。詳細は沖縄
防衛局に確認中であり、沖縄防衛局も米側へ照会中と
のことであります。
　次に、米軍からの連絡についてお答えいたします。
　1997年３月日米合同委員会合意における、在日米
軍に係る事件・事故発生時における通報手続によると、
公共の安全または環境に影響を及ぼす可能性のある事
件・事故が発生した場合、米側はできる限り速やかに
外務省、日米安全保障条約か沖縄防衛施設局――当時
ですが――に通報することとなっております。
　県としましては、引き続き連絡体制が十分に機能す
るよう、米軍及び日米両政府に対して働きかけてまい
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）　知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(6)のア、子育て世代包括支援セ
ンターについての御質問にお答えします。
　母子健康包括支援センターは、妊産婦及び乳幼児の
健康、経済及び社会的状況などを包括的かつ継続的に
把握し、助言や訪問支援等を行うほか、関係機関との
連絡調整を行うことになりますので、妊娠期から子育
て期まで、切れ目なく必要な支援が受けられる体制が
整備されることになると考えております。県は、市町
村がそれぞれの実情に応じた母子健康包括支援セン
ターを設置することができるよう、研修会の開催、個
別具体的な助言を行うなど、今まで以上に市町村に対
する支援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）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１の知事の政治姿勢につい
ての御質問で、中高生のバス通学無料化等についてお
答えいたします。
　県教育委員会では、低所得世帯の高校生に対して、
奨学のための給付金事業により、通学費を含めた教育
費負担軽減の支援を行っており、県立高校生の約３割
が支援を受けております。経済的に厳しい状況にある
高校生への支援強化のため、給付額の増額や国庫補助
率の引き上げについて、全国都道府県教育長協議会を
通して、国に対し要望しているところであります。今
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年度から、知事部局において沖縄県ひとり親家庭高校
生等通学サポート実証事業が開始されていることか
ら、当該事業の結果も踏まえながら、中高生のバス通
学費の負担軽減に向けて、関係機関とも意見交換を
行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）　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、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(8)、琉球歴史文
化の日の制定についてにお答えをいたします。
　沖縄県はかつて、琉球王国と呼ばれた時代にアジア
諸国との交易を通じて多様な文化芸術を受け入れ、沖
縄の精神的、文化的風土と融合させることで、独特の
文化芸術を育んでまいりました。このような先人たち
が築き上げてきた伝統文化への理解を深め、ふるさと
への誇りや愛着など、ウチナー文化の根底をなすチム
グクルを持つことは、大変意義深いことであると考え
ており、琉球歴史文化の日制定を通じて、その取り組
みを促進させていく必要があると考えております。
　県としては今後、琉球歴史文化の日の制定に向け、
具体的な日の設定や関連する取り組みなど、関係団体
等と意見交換を図りながら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）　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うち(9)、カフーナ旭橋の施設内
容等についてお答えいたします。
　カフーナ旭橋は、平成24年に南工区が、今月には
北工区が開業したところであります。北工区は、那覇
バスターミナル整備による交通の拠点、沖縄観光情報
センターによる観光の拠点、県立図書館による知の拠
点、グッジョブセンターおきなわやオフィス機能の集
積によるビジネスの拠点となります。また、商業施設
を加えて、県民や観光客などが交流するにぎわいのあ
る都市空間の形成を図ることとしております。さら
に、旭橋駅とつながる歩行者デッキにより、バスとモ
ノレールの交通結節機能が向上することとなります。  
　次に４、今夏の台風被害についての御質問のうち
(1)のイ、台風24号及び25号による公共土木施設の被
害状況と対策についてお答えいたします。
　台風24号及び25号による被害状況は、名護市の国
道449号における護岸浸食等、伊平屋村の県道田名野
甫線における歩道崩壊、座間味村の村道慶留間阿嘉線

における路面崩壊、嘉手納町の水釜海岸における越波
被害、南風原町の兼城相互団地の北側斜面崩壊等があ
り、そのほか各地の道路や公園で倒木等の被害が発生
しました。これらの被害箇所については、応急措置等
を行っているところであり、迅速な復旧に努めていき
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）　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、農林水産業の振
興についての御質問の中の(1)、本県の農林水産業の
振興の目指すべき姿と施策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、平成33年度の目標値を農林漁業産出
額1540億円、農林漁業就業者数２万4500人と定め、
各施策を推進しております。具体的には、１、おきな
わブランドの確立と生産供給体制の強化、２、亜熱
帯・島嶼性に適合した農林水産業の基盤整備、３、農
林水産業の担い手の育成・確保及び経営安定対策等の
強化など７つの基本施策に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き、持続的農林水産業及び
フロンティア型農林水産業の振興を図ってまいります。
　次に(2)、畜産・水産物の高度衛生加工処理施設等の
整備と輸出体制の強化についてお答えいたします。
　県は、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画に基づ
き、畜産・水産物の輸出促進に取り組んでおります。畜
産物の取り組みとしては、食肉を海外輸出する際に求
められる国際基準であるＨＡＣＣＰ取得が可能な食肉
処理施設などの整備を推進しております。現在、高度
な衛生管理が可能な食鳥処理施設を整備しており、完
成後にＨＡＣＣＰを取得する予定となっております。
水産物の取り組みとしては、漁港における高度な衛生
管理に対応した荷さばき施設や加工処理施設、冷蔵施
設等を一体的に整備することとしております。
　次に(3)、担い手の減少、高齢化、耕作放棄地への
対策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、農
林水産業の担い手育成や耕作放棄地の対策に取り組ん
でいるところであります。担い手の育成については、
沖縄県新規就農一貫支援事業、未来のマリンパワー確
保・育成一貫支援事業、森林整備担い手対策基金事業
等を実施し、新規就業者の確保及び経営基盤の強化等
の支援を行っております。耕作放棄地対策については、
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金事業等により、平
成29年は447ヘクタールを解消しております。
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　県としましては、今後とも、関係機関・団体と連携
し、本県の農林水産業の持続的な発展に努めてまいり
ます。
　次に(4)、日台漁業協定及び経済連携協定の影響と
対策についてお答えいたします。
　日台漁業取り決め発効後、多くの本県漁船が台湾漁
船とのトラブル等を恐れ、取り決め適用水域での操業
を自粛している状況にあります。このため、台湾側と
の協議や沖縄漁業基金事業の活用等により、影響緩和
のための対策を講じているところであります。経済連
携協定については、サトウキビや畜産などについて、
中長期的にさまざまな影響が懸念されます。このため、
県では、水利施設整備事業、中山間地域所得向上支援
事業、畜産クラスター事業等を実施し、かんがい施設
や牛舎の整備等を図ることとしております。
　県としましては、引き続き、関係団体等と連携し、
時期を逸しないよう、適切に対応してまいります。
　次に４、今夏の台風被害についての御質問の中の
(1)ア、台風24号、25号による農林水産関係の被害状
況と対策についてお答えいたします。
　台風24号、25号による農林水産業関係の被害額は、
10月18日現在、サトウキビ、菊類等の農作物や農業
用施設等で約22億4611万円となっております。農林
漁業者への支援策としては、１、農業改良普及機関へ
の営農相談窓口の設置、２、農業共済制度による経済
的損失の軽減、３、さとうきび増産基金による支援、
４、農林漁業セーフティネット資金等に対する利子補
給の実施、５、災害復旧事業による被災施設の復旧に
向けた支援などを行っております。また、国に対して
も支援策の実施を要望しているところであり、引き続
き関係機関等と連携し、早期の復旧と再生産に向けた
支援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）　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、環境影響評価条例に
ついての御質問の中の(1)、条例改正に係る石垣市長
の答弁に対する県の見解についてお答えします。
　環境影響評価条例の一部改正については、沖縄県環
境審議会から「必要に応じて適切な見直しを行うこ
と」との答申を過去２回受けていることや社会状況の
変化、他事業との平等性や比例原則の面から検討し、
他府県の動向も踏まえ、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。石垣市長の市議会
における答弁については、新聞報道により承知してお
りますが、県では、条例改正の検討に当たり、特定の

事業を想定したものではありません。
　県としましては、今般の改正によって、より環境に
配慮した事業が実施されることになり、本県の自然環
境の保全に資す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）　仲宗根　悟君。
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
〇仲宗根　悟君　御答弁、大変ありがとうございまし
た。
　先ほどの嘉手納基地における事故の通報のあり方、
日米合同委員会では、関係市町村、県、速やかに事態
を報告すると、通告をするというような内容が取り決
めであるようなんですが、最近、関係する市町村や県
がなおざりにされているような実態があります。私た
ち県議会としても何度も何度も通報体制のあり方を問
題提起してまいりました。今県の答弁にも防衛局に照
会中であるというようなあり方ですよね。すなわち、
すぐさま当事者である市町村やあるいは県のほうに直
接来るような体制を整えるというのが取り決めである
のにもかかわらず今の状況が続いているというような
内容ですので、この辺は強く強く働きかけて、通報体
制のあり方をしっかりと迅速に県にもそして関係する
市町村にも届くような体制を整えていただきたいと、
これは要望でとめたいと思いますが、今回、知事初め
執行部の皆さんには各施策、取り組み、そして政策実
現について頑張っていただきたいと思います。
　知事、知事自身もウチナーヌウヤファーフジ　チム
グクルテーシチニシチ　クヮ　ンマグヮンチャーヌタ
ミニ　チバティイチャビラヤーサイと、県民にこう呼
びかけています。まさにそのとおりだろうというふう
に思います。
　ウチナーウマンチュ　マジュンサーニチムアーチ
ティートゥッティ　マジュンサーイ　ウミハマティ
イチャビラヤーサイということで終わりたいと思いま
す。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　当山勝利君。
　　　〔当山勝利君登壇〕
〇当山　勝利君　こんにちは。
　社民・社大・結連合会派の当山勝利です。
　まず初めに、西日本豪雨、台風の被害そして北海道
地震の災害に遭われた方々に対し、まずお見舞い申し
上げるとともに、お亡くなりになられた方々に対し御
冥福をお祈り申し上げます。
　それでは、会派を代表して質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について伺います。
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　知事は辺野古新基地建設阻止を明確にして過去最多
得票数の39万6632票をもって当選されました。そし
て、知事に就任されてから９日目にして総理大臣と会
談され、総理大臣に対して辺野古新基地建設は認めら
れないという民意を改めて示し、辺野古の新基地建設
に反対であると伝えられました。加えて対話を閉ざす
ことはせず、政府に県民の願いを聞いてほしいと言い
続けたいとの思いを語られております。辺野古新基地
建設撤回に向けて玉城デニー知事の決意が改めて明確
に日本政府へ示されました。にもかかわらず、17日に
日本政府が埋立撤回への対抗措置をとったことは、辺
野古ありきで県民の理解を得るという姿勢からはほど
遠く許せるものではありません。
　私たちは知事とともに、辺野古新基地建設阻止に向
けしっかりと頑張っていく決意であることを申し上げ
て質問いたします。
　総理大臣と会談された同日、政党への知事就任挨拶
において早期に訪米される意向を示されたようです
が、訪米の目的と時期について伺います。
　安倍首相は10月２日の第４次内閣改造の記者会見
で、憲法改正に関する記者の質問に答える形で、今回
の総裁選挙において次の国会に改正案を提出できるよ
う党を挙げて取り組むべきであると申し上げて勝利を
得た。作業を加速させると前向きな発言がありました。
今後、憲法改正の動きが国会内で活発化すると予想さ
れますが、そのことに対する知事の所見を伺います。
　10月15日の臨時閣議において、安倍首相は消費税
率を来年10月に現行の８％から10％へ引き上げる方
針を示しました。消費税が３％から５％、５％から
８％へと引き上げられたとき、その前後で駆け込み需
要と消費の減退が起こり、結果として景気の後退を招
きました。前回の経験を生かし、あらゆる施策を総動
員し、経済に影響が及ぼさないよう全力で対応すると
いうものの、３％から５％へ増税したときの景気の落
ち込みを経験しながらも前回対応できなかったのは事
実であり、発言に疑問を覚えるものです。また消費税
は逆累進課税であり、所得の低い世帯に重くのしかか
る税制度です。
　そこで知事の消費税増税に対する所見と沖縄県に与
える影響について伺います。
　県は国に対して、平成31年度の沖縄振興予算にお
いてしっかりとした根拠を持って3600億円規模の要
求をされたと理解しております。しかしながら、内閣
府沖縄担当部局から示された沖縄振興予算の概算要求
額は、県が要望した額よりも減額され前年度と同額で
あったようですが、その受けとめについて伺います。

　経済振興について。
　沖縄県の平成29年度の県内総生産額は４兆4664億
円であり、平成26年度と比べ、5112億円の増となっ
ています。平成33年度県内総生産額の展望値は5.1兆
円であり、好調なアジア経済を取り込むアジア経済戦
略構想を継続することで達成も現実のものになると思
われます。そのためにも、アジアの橋頭堡となる新沖
縄発展戦略は、次期振興計画に向けた大切な取り組み
であるとも言えます。
　また、観光において同年度比で入域観光客数は241
万人、観光収入は1637億円ふえており、アジアとの
直行航空便数は週当たり203便の増、大型クルーズ船
寄港数も3.2倍と沖縄県の観光は好調が続いています。
台湾、韓国とのクルーズ振興のＭＯＵ（覚書）も締結し
たことから、さらなるクルーズ観光の展望も期待され
ます。しかしながら１人当たりの観光消費額は目標に
対し低く、解決しなければならない課題もあります。
　沖縄県への鉄軌道導入は長らくの県民の夢であり、
県内交通渋滞の解消と美ら島沖縄の環境を守る意味で
も期待されています。鉄軌道の導入計画において、推
奨ルート案がまとめられて、構想段階から具体的な整
備計画を行う計画段階に移行しました。越えなければ
ならない高い壁をどうクリアしていくかが実現の鍵で
あると思われます。
　那覇空港の国際線貨物取扱量は成田、関空、羽田に
継ぐ第４位となっています。さらに航空機整備施設が
供用開始となることからさらなる発展が期待されると
ころです。
　そこで質問します。
　新沖縄発展戦略について、これまでの沖縄振興計画
の総点検をしながら中長期的な観点から重要性の高い
施策を抽出しているようですが、今回まとめられた施
策の特徴について伺います。県は平成33年度の将来展
望値として県内総生産額を今より１兆円多い5.1兆円
まで拡大するということを目安としています。それを
実現するために、観光で約0.4兆円の増をもくろんで
いるようですが、どの政策でどれだけふやし、全体と
して１兆円増を目指しているのか伺います。
　観光政策について。
　平成29年度の旅行観光経済波及効果の推計が発表
され、過去最高額を更新しましたが、それに対する所
見を伺います。
　また、観光客が増加している一方で、１人当たりの
観光消費額は前年度と比べ減少しているのが現状です
が、解決策について伺います。
　台湾の基隆港を管理する台湾港務、韓国の済州特別
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自治道とクルーズ振興のためのＭＯＵを締結したよう
ですが、目的と効果について伺います。
　毎年度、県は宿泊、飲食、小売業など８業種に対す
る観光産業実態調査を行っていますが、見えてきた課
題と解決策について伺います。
　観光目的税の導入に向け本格的な議論に入ったよう
ですが、目的税の種類や目標とする導入の時期などに
ついて伺います。
　沖縄の観光政策の目玉として、また近隣諸国の状況
から見て県が進める大型ＭＩＣＥ施設の早期整備が必
要です。現状について伺います。
　沖縄県の鉄軌道の導入に当たり、上下分離方式の採
用が重要です。進捗状況と実現の見通しについて伺い
ます。
　11月１日より那覇空港に航空機整備施設（ＭＲＯ施
設）が供用開始されます。同施設による県経済振興に
おける展望について伺います。
　雇用環境について。
　好調な沖縄県経済を反映し、平成26年度の平均有
効求人倍率が0.69倍に対し、平成29年度は1.11倍と
復帰後初めて平均有効求人倍率が１倍を超えました。
さらに、完全失業率も同年比で5.4％から3.8％へと改
善されました。さらにことしの８月の県内有効求人倍
率は過去最高の1.21倍となり、好調な県経済だけで
なく、県がこれまで実施してきた雇用政策もこれらの
改善に寄与しているものと思っています。しかし、正
規雇用の有効求人倍率はいまだに低い状況であり、雇
用環境の改善が必要ですが対策について伺います。
　経団連は、採用面接などの解禁日を定めた指針を
2021年春入社の学生から廃止することを正式に決め
ました。新たなルールづくりは政府主導に転換するよ
うですが、学生の人気が高い大手企業の自由度が増せ
ば中小企業の人材確保が難しくなることは必至であ
り、県内の中小企業における人材確保がさらに厳しい
状況となることが予想されます。現状において、沖縄
工業高等専門学校の卒業生で進学者以外の約９割以上
の学生が県外大手企業に就職しており、県内中小企業
において高度な知識や技能を習得した人材の確保が難
しいことがわかります。ましてや、大企業有利のルー
ルになればさらに人材確保が難しくなることは想像に
かたくありません。計画的な人材確保ができなくなれ
ば、安定した企業経営ができず、ひいては継続的な県
経済振興に影響が出るのは必至です。県の対応につい
て伺います。
　教育行政について。
　全国学力・学習状況調査の結果が発表され、沖縄県

の小学生は全国平均並みで中学生は改善傾向にはある
ものの、まだ全国平均より低いという結果でした。中
学生の数学Ａ・Ｂ問題は、以前全国平均と比べ10ポイ
ント以上の差がありましたが、今回６から７ポイント
差まで改善できていることはよい傾向であると感じて
います。しかし、同調査を実施する前には、各学校で
何週間かかけて過去問を解かせているのが実態で、そ
のやり方に対し児童生徒の教科や学習に対する興味・
関心が損なわれているなどの批判的な意見があるのも
事実です。
　義務教育の中でさらに高等な教育に対応できるスキ
ルを身につけさせることが肝要ではないでしょうか。
　そこで今回の結果に対する所見と、学力向上のため
の授業改善や指導方法の改善の取り組みについて伺い
ます。
　子供たちが興味・関心を持って学力を伸ばすという
課題に対して真摯に向き合い、取り組み、そしてエビ
デンスを持って子供たちの学力を伸ばす指導方法を提
案されている教師や教師でつくられた民間教育団体の
方々が沖縄県に限らず全国にいらっしゃいます。沖縄
県の大学の進学率は４割に満たないのが現状です。沖
縄県民の所得の低さが大学進学率に影響を与えている
のは事実ですが、大学に進学するための学力を保障す
ることも必要です。１人でも多くの子供たちに大学で
答えのない学問を通して、これからの社会に対応でき
る高度なスキルを身につけてもらうことが重要だと思
います。
　今の授業や指導方法の改善のための研修などは、官
の中でのみ行われており、子供たちの学習意欲や学力
向上においてエビデンスのある指導方法を提案してい
る民間教育団体の実践を活用した例は見当たりません。
　そこで、子供たちの学力を伸ばす指導方法の実践が
あれば、県教委としてすぐにでも取り組む環境が必要
であると思いますが、現状について伺います。
　万国津梁会議（仮称）について。
　知事は所信表明の中で同会議を新設し、「世界各国
との経済、文化、教育、人財などの交流を促進して、
経済発展資源の創出に取り組みます。」と表明されま
したが、目的と今後の取り組みについて伺います。
　世界のウチナーンチュについて。
　ことし８月１日から15日までの日程で沖縄県議会
議員海外派遣の一人としてブラジル沖縄県人移民110
周年記念祭典、沖縄県人アルゼンチン移住110周年記
念式典、沖縄県人ボリビア移住110周年記念祭などに
参加させていただきました。公式行事が多く、タイト
な日程ではありましたが、それぞれの国の県人会の皆
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様や出身市町村ごとの県人会の方々とも交流が持てた
ことはよき経験であり、移民の方々のパワーをじかに
感じることができたことは貴重な体験でした。
　それぞれの国の移民１世から２世３世へと世代交代
が始まっており、そこで感じたのは言葉の壁でした。
しかし、ボリビアのコロニー沖縄には、日ボ日本語学
校があり、今回の行事にかかわっていた多くの若者に
は日本語を話すことができ、沖縄の文化も継承されて
いることに感銘を受けました。今後とも沖縄県民と移
住をされた方々がしっかりとつながっていく必要性を
感じることができました。日ボ日本語学校における日
本語教諭の派遣事業を県教委が平成24年度で廃止し、
平成27年度よりＪＩＣＡが日本語教諭の派遣事業を
実施しています。ＪＩＣＡ事業も平成33年度までと
なっていますが、それ以降の日本語教諭の派遣につい
て県教委の対応を伺います。
　県における県出身者子弟の受け入れ事業の成果につ
いて伺います。また、県内各市町村においても子弟受
け入れ事業を行っていますが、自治体の数と事業期間
について、また実際に受け入れ事業に参加した子弟の
方々から自治体によっては事業の期間が二、三カ月程
度のところがあり、語学の習得という面でももう少し
長い期間研修を受けたかったという声がありました
が、県の対応について伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　当山勝利議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(1)、知事訪米の目的と時期についてお答えいたしま
す。
　私は、辺野古新基地建設断固反対を公約に掲げ当選
いたしました。辺野古新基地建設反対の民意、沖縄の
過重な基地負担の現状、沖縄の基地建設の歴史的な経
緯などを、米国の政府関係者、連邦議会議員、有識
者、マスコミ等に対し説明し、理解が得られるよう、
できるだけ早い時期に訪米したいと考えております。
　次に１の(2)、憲法改正についてお答えいたします。
　憲法改正については、国民の間でさまざまな意見が
あるものと理解しております。去る大戦で悲惨な地上
戦を体験した沖縄県民は、命と平和のとうとさを肌身
で感じており、世界の恒久平和を心から望んでおりま
す。
　沖縄県としましては、現憲法が国民生活の向上と我
が国の平和と安定に大きな役割を果たしてきたことを
踏まえ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の基

本理念が尊重される形で、十分な国民的議論が必要で
あると考えております。
　次に、万国津梁会議（仮称）についてに関する御質
問の中の５の(1)、万国津梁会議（仮称）についてお答
えいたします。
　私は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の趣旨等をも
とにして万国津梁会議（仮称）を新設し、アジアを初
め世界各国との経済交流、文化交流、教育・人事交流
等を促進していきたいと考えております。また、万国
津梁会議（仮称）では、現在取り組んでいるウチナー
ネットワークの継承、発展、強化についても一層進め
ることができるよう意見交換を重ねていきたいと考え
ております。今後、経済、文化、教育、人材等あらゆ
る分野での全庁的な取り組みにつながるよう、会議の
あり方等について検討してまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁を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）　当山勝利議員の御質問にお
答えいたします。
　経済振興についての中の２の(1)、新沖縄発展戦略
の施策の特徴についてであります。
　沖縄はアジアの玄関口として大きな潜在力を秘めて
おり、ビジネスのジャンプ台として、日本再生の牽引
役を担うことが期待されております。そのため、アジ
アの橋頭堡やソフトパワーの機能の強化が必要となっ
ております。新沖縄発展戦略では、その基本的方向の
実現に向け、那覇空港の機能強化を見据えた世界水準
の拠点空港化、海底資源を生かした産業創出等の海洋
資源の開発拠点形成、事象・現象の変化への対応とし
ての人手不足対策など、18項目の重要度の高い施策等
を取りまとめたところであります。今後、同戦略を総
点検に反映させ、次期振興計画の検討につなげてまい
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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)、消費税の税率引き上げにつ
いてお答えします。
　消費税率の引き上げを行う際には、低所得者層ほど
税負担が重くなる逆進性が高まるとの指摘があること
を踏まえて、十分な配慮が必要であると考えておりま
す。国は低所得者に配慮する観点から軽減税率を導入
するほか、あらゆる施策を総動員し、経済に影響を及
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ぼさないよう全力で対応するとしていることから、国
の動向を注視してまいりたいと考えております。
　次に１(4)、沖縄振興予算概算要求に対する県の受
けとめについてお答えします。
　内閣府が８月末に行った概算要求については、大規
模災害時に想定される観光避難民への市町村対応の支
援等が新たに盛り込まれ、沖縄健康医療拠点の整備等
が増額となっていることは一定評価するものの、沖縄
県が要望した3600億円規模の概算要求は行われてお
りません。特に、県と市町村が切実に増額を要望して
きた沖縄振興一括交付金は、平成29年度予算から大
幅減額となった平成30年度概算要求と同水準にとど
まっており、沖縄の自主的な選択に基づく沖縄振興の
施策展開へ影響が生じかねず、また、県と市町村の意
向が反映されたものとは言えず、残念であります。平
成31年度の沖縄振興予算の確保に向けては、内閣府
沖縄担当部局を初め関係機関との連携を一層密にし、
知事を先頭に、概算要求額の満額が確保されるととも
に、沖縄振興一括交付金について概算要求額以上の額
が確保さ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）　２の(2)、県内総生産の増
加に向けた政策についてという御趣旨の御質問にお答
えいたします。
　本県の県内総生産は好調な県経済を背景に順調に伸
びており、平成27年度は４兆1416億円と前年度から
1863億円増加しております。沖縄21世紀ビジョン基
本計画の展望値である５兆1439億円に向けては、観
光・リゾート産業、情報通信関連、国際物流、健康・
医療産業など比較優位性のある産業の育成やアジアの
ダイナミズムを取り込む施策を推進するとともに、企
業設備投資の促進や雇用の質を高める施策等により、
産業全体の生産性を向上させ、さらなる経済成長へと
つなげていきたいと考えております。
　次に２の(4)、鉄軌道の導入に向けた上下分離方式
採用の進捗と今後の見通しについてという御趣旨の御
質問にお答えいたします。
　鉄軌道を導入し、持続的運営を実現するためには、
公設民営型の上下分離方式を可能とする特例制度の創
設が必要であると考えております。このことを踏まえ、
８月に引き続き、今月にも新たに就任された沖縄担当
大臣に対し、特例制度創設に向けた取り組み等につい
て要望したところであります。
　県としては、今後とも、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）　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、経済
振興についての御質問の中の(3)のア、観光経済波及
効果の所見と１人当たり観光消費額の減少についてに
お答えします。
　平成29年度の経済波及効果は１兆1699億8500万
円となり、過去最高を記録しました。これは、好調な
入域観光客数の増加を背景に、本県経済の牽引役とし
て、沖縄観光が力強く発展していることを示すもので
あると考えております。一方で、観光客１人当たりの
県内消費額は、観光客の滞在日数が延び悩んだこと等
が影響し、対前年度比3.2％減の７万2853円となりま
した。
　県としましては、沖縄観光の量的拡大とともに質的
向上が重要であることから、欧米等リゾート需要の開
拓を初め、離島観光や広域周遊観光の促進により滞在
日数の延伸に取り組むとともに、国内外の富裕層の誘
致やＭＩＣＥの振興、地産地消の促進などを通じて沖
縄観光の高付加価値化を図ることにより、観光の恩恵
が県内各地域に行き渡るよう取り組んでまいります。
　同じく２の(3)のイ、クルーズに係るＭＯＵ締結の
目的と効果についての御質問にお答えいたします。
　県では、ことし８月、韓国の済州島において、沖縄
県、台湾の基隆港務株式会社及び韓国の済州特別自治
道の３者間で、今後のクルーズ交流促進を目的とした
覚書、いわゆるＭＯＵを締結いたしました。当該ＭＯ
Ｕでは、各港発のクルーズ船を積極的に受け入れ、お
互いの寄港数をふやすとともに、観光プロモーション
の協力やそれぞれの港を発着するフライ＆クルーズを
推進することなどが盛り込まれております。
　県としては、今後、当該ＭＯＵ締結の効果を最大限
生かせるよう、官民連携によるバース及びターミナル
整備を促進していくとともに、３者間の連携を図りな
がら、世界中のクルーズ船社へのＰＲ、クルーズ船の
誘致等につなげていきたいと考えております。
　同じく２の(3)のウ、観光産業実態調査における課
題と解決策についての御質問にお答えいたします
　本調査を通じて明らかになった課題としましては、
入域観光客数の増加に伴う受け入れ面での課題、特
に、観光関連産業における慢性的な人手不足や雇用環
境の改善等が挙げられます。これらの課題解決のた
め、県では、観光関連団体との意見交換等を踏まえ、
外国人学生等向けの就職相談会を実施するなど人材確
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保の支援に取り組んでおります。また、雇用環境の改
善に向けては、経営者向けのセミナーや、中核人材を
対象とした集合型研修等の実施により、観光産業の従
業員にとって働きがいのある職場づくりを促進してお
ります。
　県としましては、引き続き観光産業の実態把握に努
めるとともに、観光業界の課題解決に取り組んでまい
ります。
　同じく２の(3)のエ、観光目的税として導入する税
の種類及び導入時期などについての御質問にお答えし
ます。
　県では、本年８月に、有識者及び観光関連団体等で
構成する観光目的税制度の導入施行に関する検討委員
会を設置し、観光振興を目的とする法定外目的税導入
の必要性や使途事業等について、意見の取りまとめを
依頼しました。今月15日の第２回検討委員会におい
ては、課税客体は宿泊行為とすること、そして使途に
ついては、持続可能な観光地づくりや観光客の利便性
及び満足度の向上などに活用するとの基本的な考え方
がまとめられました。
　県としては、今年度末に予定されている同委員会か
らの提言を踏まえ、法定外目的税の税目等を定めるこ
ととしており、できる限り早期に導入できるよう全力
で取り組んでまいります。
　同じく２の(3)のオ、大型ＭＩＣＥ施設整備事業の
現状についての御質問にお答えします。
　大型ＭＩＣＥ施設は、アジアのダイナミズムを取り
込み、本県の持続的発展に寄与する重要な施設であり
ます。県は、需要・収支見込み及び周辺受け入れ環境
整備の見込みについて国に丁寧に説明を重ね、さらに
精緻な説明を行うためには基本設計が必要不可欠であ
ることを訴えております。また、今月９日に知事が沖
縄担当大臣に要望書を手渡したほか、12日に総理官邸
を訪問した際にも早期交付決定の申し入れを行いまし
た。
　県としましては、沖縄の成長可能性を引き出す大型
ＭＩＣＥ施設の整備に向けて、知事による国との対話
や国への働きかけ等をスピード感を持って行い、早期
の交付決定が得られるよう取り組んでまいります。
　次に６、世界のウチナーンチュについての御質問の
中の(2)、県出身者子弟の受け入れ等についてにお答
えします。
　県では、平成30年度は８名の海外移住者子弟を留
学生として１年間受け入れています。また21の市町村
が今年度計39名を受け入れる計画と承知しておりま
す。研修生は、帰国後に各県人会等で中心的な役割を

担う等、母県沖縄とのかけ橋として活躍し、ウチナー
ネットワークの継承・発展に大きく貢献しています。
各市町村の受け入れ期間については、予算等それぞれ
の事情に合わせて判断されていますが、十分な研修計
画の立案が課題であると聞いております。
　県としては、県費留学生の研修内容を公開し市町村
でも活用していただく等、今後とも市町村と十分に連
携を図りながら研修内容の充実を支援していきたいと
考えております。
　以上でございます。
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の経済振興につ
いての(5)、航空機整備施設における県経済振興等の
展望についてにお答えいたします。
　航空機整備施設につきましては、平成30年11月１
日より供用開始を予定しており、同施設を拠点に、整
備を中心とした航空関連産業クラスターの形成促進を
目指しております。具体的には、ビジネス・プロセス・
アウトソーシング業務など、情報通信関連産業の企業
との連携、装備品やタイヤ、パーツの保管・整備・修
理などを行う新たな企業の立地並びに県内製造業の技
術の高度化などが期待され、県経済の発展に貢献でき
るものと考えております。
　続きまして３、雇用環境についての(1)、雇用環境の
改善に向けた取り組みについてにお答えいたします。
　県内の雇用情勢は、完全失業率や有効求人倍率は最
高値を更新するなど、着実に改善しておりますが、全
国と比べると依然として非正規雇用率が高い状況にあ
るなど、雇用環境の改善が課題となっております。そ
のため県では、これまでの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に加え、さらなる
正規雇用の拡大を図るため、若年者を正社員として雇
用し、定着につなげた企業に助成する事業を実施する
こととしております。
　次に同じく(2)、就活ルール廃止への対応について
にお答えいたします。
　経団連の就活ルール廃止の決定を受け、国は学生へ
の影響を最小限にとどめるため、面接解禁時期を大学
４年の６月とする現行の仕組みを維持し、2022年春
以降については、来年度議論し決める予定とのことで
あります。
　県としましては、国の動向を注視しながら、引き続
き、県内大学等関係機関と連携し、学生の就職支援に
取り組むとともに、合同企業説明会やインターンシッ
プ受け入れ企業の開拓などを実施し、県内中小企業の
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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）　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(1)、学力調査の結果に対する所見と取り組み
等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。
　全国学力・学習状況調査では、小学校で全国水準を
維持しており、中学校で全国との差を順調に縮め改善
傾向にあります。これまでの授業改善に重点を置いた
取り組みの成果が定着しているものと捉えております。
　県教育委員会では、学力向上の施策である学力向上
推進プロジェクトをもとに、ウエブシステムによる実
態把握、学校支援訪問による指導助言、文部科学省の
学力調査官を招聘しての授業研究会など、授業改善に
重点を置いた取り組みを推進しております。また、各
学校におけるすぐれた指導方法の実践事例について
は、全県的な研修会などで共有を図り、学力向上の効
果的な推進に努めているところであります。
　次に、６の世界のウチナーンチュについての御質問
で(1)、ボリビア国への教員の派遣についてお答えい
たします。
　県教育委員会では、平成27年度からＪＩＣＡと連
携し、ボリビア国コロニア・オキナワに対する沖縄県
教員の協力隊派遣事業として、教員をボリビア国に派
遣しております。ＪＩＣＡとの連携事業は平成33年度
までとなっており、平成34年度以降の同国への教員
の派遣については、どのような取り組みが可能か関係
機関と連携し研究してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　親川　敬君。
　　　〔親川　敬君登壇〕
〇親川　　敬君　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36分休憩
　　　午後２時37分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇親川　　敬君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派おきなわの親川敬ンディチョーイビーン　ユタ
サルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　それでは会派おきなわを代表して質問を始める前
に、まずは玉城デニー知事、改めて当選そして御就任
おめでとうございます。

　今回知事選挙は、玉城デニー知事が過去最多の約
39万6000票を獲得し、相手候補に８万票の大差をつ
けての当選でありました。この大差の要因は、玉城デ
ニー知事が選挙期間中、翁長県政の継承、辺野古の新
基地建設断念、経済も平和もともに両立させたいとの
訴えが多くの県民の共感を呼び支持されたことのあら
われです。
　県内マスコミ調査で沖縄県知事選挙投票の際、何を
一番重視するかの問いに対し、基地問題が42％で経
済の活性化が35％だったようです。これらの調査から
も明らかなように、県知事選挙で県民は辺野古新基地
建設問題に最大の関心を寄せていたのです。そしてこ
れは県内だけではなくて――これ先ほど入ってきた情
報なんですけれども、昨日10月18日に全国都道府県
議長会が行われたようです。その中の地方自治委員会
というところで、平成31年度政府予算編成に関する
提言が行われたようです。その中で沖縄の基地問題に
ついても提言が委員会で採択されたようです。ちょっ
と読みます。幾つかある中の一つなんですけれども、
「米軍施設・区域の整理・縮小を図るとともに、海兵
隊を含む米軍兵力の削減を推進すること。とりわけ、
米軍普天間飛行場問題を早期に解決すること。同飛行
場の５年以内の運用停止（平成31年２月末まで）を確
実に実現し、一日も早い危険性の除去を図ること。」。
これは今や沖縄の基地問題は全国の共通問題に認識と
してなりつつあるということの一つのあらわれだろう
と思います。このことからも、沖縄の今回の選挙は新
基地建設の是非を最大争点として戦われた知事選だっ
たことは明らかだったのです。そして県民は約39万
6000票という過去最多の得票を玉城デニー氏に与え
たのです。知事は県政運営に当たって、そこにイバラ
があるなら、踏み締め踏み越え、かき分けて未来を進
むと覚悟を示しました。140万県民のリーダーとして
期待を申し上げ、会派おきなわを代表して以下の代表
質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について伺う。
　(1)、新時代沖縄到来について。
　新時代沖縄に込めた玉城デニー知事の思いを伺う。
　(2)、埋立承認撤回に対する見解について。
　これも通告した後に、17日には国は辺野古撤回停
止請求をしてきました。今回の政府の行った対抗措置
は、３つの対抗措置があると言われている中で最も卑
劣な対抗措置だと考えます。なぜなら新基地は要らな
いという民意を無視し、またもや身内同士でかばい合
いの解決を狙ったのです。成り済まし、国のひとり芝
居と批判の多かった最悪の措置だからです。早期の工
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事再開しか考えない、まさに安倍強権政治のそのもの
としか言えません。強く抗議します。
　そこで埋め立てに対する埋立承認撤回に対する見解
について。
　翁長雄志前知事は７月27日に辺野古新基地建設の
埋立承認を撤回することを表明し、県は８月９日に聴
聞手続を行った。その結果、県としては違法な状態を
放置できないという法律による行政の原理の観点か
ら、８月31日に、仲井眞弘多元知事が2013年12月に
行った辺野古新基地建設の埋立承認を撤回しました。
県内マスコミなどが行った調査によると、普天間飛行
場代替施設建設の埋立承認を沖縄県が撤回したことに
ついて強く支持する、どちらかと言えば支持するとし
た人が69.3％であると。また同じ調査で普天間飛行場
を県外か国外移転すべき、もしくは無条件で閉鎖・撤
去すべきとした人は69.0％であると。
　そこで埋立承認撤回に対する玉城デニー知事の評価
を伺います。
　承認撤回を表明した臨時の記者会見で前知事は、承
認時に明らかになっていなかった事実が判明した。こ
れらの承認後の事実からすれば環境保全及び災害防止
につき十分配慮の要件を充足していないとともに、国
土利用上適正かつ合理的の要件も充足していないもの
と認められますと埋立処分、撤回理由を説明しまし
た。この国土利用上適正かつ合理的な要件として、１
つに軟弱地盤について、２つに活断層について、３つ
目に米国統一基準で示された高さ制限について、４つ
目に統合計画における返還条件が満たされなければ普
天間飛行場は返還されないことが明らかになったこと
についてが挙げられているようです。
　そこでお伺いします。
　イ、国土利用上適正かつ合理的の要件を充足してい
ないことについて伺います。
　(3)、安倍総理との会談について。
　安倍総理は玉城知事就任から９日目で玉城デニー知
事との会談に応じました。しかし翁長雄志前知事に対
しては４カ月余りも会談を拒んでいた。沖縄県民には
基地の過重な負担を押しつけておきながら、翁長雄志
前知事を無視し続けたことは問題である。今回の対応
は前知事を無視し続けたことに対する県民の批判が強
かったことからすれば当然の対応である。
　そこでお伺いします。
　今回、安倍総理にどのような要請を行ったのか、安
倍総理からはどのようなことが語られたのか、また安
倍総理との会談について玉城デニー知事の感想を伺い
ます。 

　次に４点目に(4)、県民投票について。
　５月23日に始まった辺野古埋め立ての賛否を問う
県民投票に向けた署名運動は、直接請求に必要な法定
数を大きく上回る９万2848筆の有効署名を集め、沖
縄県に辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問
う県民投票条例の制定請求がなされました。「辺野古」
県民投票の会代表元山仁士郎氏らは協力を得られた多
くの県民に感謝するとともに声明を発表しました。
　その一部を紹介します。運動の中で県民に対する誤
解を解消し、意見の対立を克服するための議論を深め
ることができた。その意義は大きい。なぜなら国策に
抗する王道は民意をより明確に示すことにあるからで
あると述べています。さらに県民投票は直接民主主義
に基づき民意を明確に表明する法律で認められた手続
であるとともに、憲法第95条の趣旨に沿うものであ
ると述べ、県民投票条例制定請求は地方自治法で認め
られた直接請求権の行使であることを強調していま
す。県民投票条例は現在沖縄県議会で審議が行われ
ています。議論の中心は請求者の原案のとおり、賛
成・反対の二者択一か、それ以外の選択肢やむを得な
い、どちらとも言えないをふやし、四者択一にするか
が議論の中心になっています。私は四者択一にするこ
とは制定請求条例の趣旨を大きく変えることになると
考えています。多くの県民はこれまで各種選挙で辺野
古新基地建設の反対の民意が示されてきたと考えてい
ます。しかし2016年９月16日に福岡高裁那覇支部判
決ではこれまでの各選挙で、新基地建設に賛成か反対
か二者択一の意思が示されたことはないと判断を示し
ました。今回、県民投票で請求者は辺野古新基地建設
に賛成か反対か明確に問うことが重要だと述べていま
す。元山代表は今回の県民投票はアンケートではな
い、民主主義の根幹にかかわる投票で賛成か反対を決
めていきたいと述べていました。よって、賛成・反対
以外の選択肢をふやすことは条例制定請求者の趣旨に
反することとなるのです。
　そこで玉城デニー知事に県民投票の意義について伺
いたいと思います。
　２、アジア経済戦略について。
　玉城デニー知事のもとで取り組まれるアジア経済戦
略について幾つかお伺いします。
　(1)、県産ブランド海外輸出体制の強化について。
　ア、沖縄県からの農産物の輸出先の国別及び品目別
輸出額について伺う。
　イ、食肉処理・加工処理施設の輸出体制構築（ＨＡ
ＣＣＰ・ＳＱＦ）のための取り組みについて伺う。
　ウ、沖縄鮮魚輸出の課題と対策を伺う。



－ 49 －

　(2)、臨空・臨港型産業の集積促進について。
　ア、臨空・臨港で期待される産業分野を伺う。
　イ、アジアにおけるコールドチェーンの現状と発展
可能性を伺う。
　ウ、空港施設におけるセントラルキッチンの現状を
伺う。
　(3)、東洋のカリブ海構想について。
　ア、世界及びアジアのクルーズ市場の動向を伺う。
　イ、沖縄県におけるクルーズ船寄港に係る経済効果
を伺う。
　ウ、東洋のカリブ海構想のロードマップを伺う。
　(4)、アジア有数の国際情報通信拠点スマートハブ
の形成について。
　ア、沖縄ＩＴイノベーション戦略センター活用によ
る活性化を伺う。
　イ、Society5.0に対応した情報産業推進を伺う。
　ウ、期待される社会的効果を伺う。
　(5)、先端医療・健康・バイオ産業について。
　ア、これまで行ってきた整備と実績を伺う。
　イ、沖縄県で先端医療の技術発展が期待できる分野
を伺う。
　ウ、バイオ産業創薬関連企業定着の課題を伺う。
　(6)、大型ＭＩＣＥ施設について。
　ア、大型ＭＩＣＥ施設整備に関する県民アンケート
調査の概要を伺う。
　イ、大型ＭＩＣＥ施設整備の進捗を伺う。
　(7)、航空関連産業クラスターの形成について。
　ア、空港整備拠点事業の内容を伺う。
　イ、航空旅客数・航空貨物・航空エンジンの市場予
測を伺う。
　ウ、経済・雇用創出・新規産業の創出・観光の拡大
効果を伺う。
　(8)、海洋産業の推進について。
　ア、沖縄県の海洋資源政策の位置づけを伺う。
　イ、沖縄県における海底熱水鉱床の調査・探査状況
を伺う。
　ウ、期待される海洋産業の創出を伺う。
　３、主要施策について。
　玉城デニー知事が目指す新時代沖縄の誇りある豊か
さ、沖縄らしい優しい社会の主要施策の中から幾つか
提案を含めてお伺いをします。
　(1)、万国津梁会議（仮称）設置について。
　沖縄はアジアのダイナミズムを取り入れ、沖縄の高
い発展可能性を顕在化させることが求められていま
す。そのため世界のウチナーンチュネットワークの活
用と県内、国外初め世界各国との経済、文化、教育の

分野での交流を推進することが必要です。
　ア、世界に開かれた国際都市として発信力を高める
方策を伺います。
　イ、県系移住地における教育・人材派遣交流計画を
伺う。
　(2)、国際災害救援センター（仮称）設置について。
　ア、国際機関等と連携し、沖縄平和賞の取り組みを
拡大強化すべきだと思うが見解を伺う。
　イ、沖縄県や市町村で取り組んでいる国内外ライフ
ライン整備支援活動を伺う。
　(3)、観光・環境協力税（仮称）導入について。
　沖縄県におけるリーディング産業である観光産業が
今後とも持続的に発展していくためには沖縄県の観光
地としての魅力の向上に資する観光関連施策の実施、
または沖縄県の豊かな自然環境を劣化させることなく
次世代に引き継いでいくためには自然環境の保全、再
生活用の環境施策の積極的な実施が不可欠です。その
施策推進のため法定外目的税の創設による財源の確保
が必要です。
　ア、観光目的税制度導入検討委員会の検討状況を伺
う。
　イ、課税客体の検討状況を伺う。
　(4)、子育て世代包括支援センター全市町村設置に
ついて。
　ア、沖縄県独自調査を踏まえた沖縄県子どもの貧困
対策計画の概要を伺う。
　イ、子育て世代包括支援センター全市町村設置支援
策を伺う。
　(5)、中学生・高校生のバス通学無料化について。
　ア、高校生調査における登下校時のバス利用と家族
による送迎の状況を伺う。
　イ、高校生調査によるアルバイト収入を交通費に充
てている高校生の割合を伺う。 
　(6)、小・中・高全校のトイレ洋式化、クーラーの設
置率100％について。
　政府は、大阪北部地震で小学校のブロック塀が倒壊
し、女児が死亡した事故を受け、全国の公立小学校の
危険なブロック塀の改修やクーラー設置を進める自治
体を財政支援する臨時交付金制度を創設する予定のよ
うです。
　ア、沖縄県内の小・中・高、そして特別支援全校の
トイレ洋式化、クーラー設置率の現状と改修計画を伺
う。
　イ、沖縄県内の小・中・高・特別支援全校の危険な
ブロック塀の現状と改修計画を伺う。
　(7)、北部地域への中高一貫教育校設置について。
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　ア、沖縄県の公立・私立中高一貫教育校の学校数と
生徒数を伺う。
　イ、中高一貫教育校が地域活性化に及ぼす影響につ
いて見解を伺う。
　４、台風24・25号の被害と対策について伺う。
　今回は台風24号の直撃を受け、停電や浸水被害等
の復旧が完了しないうちに台風25号の接近で被害の
拡大や復旧作業におくれを来した。電気や水道、電話
などいまだ復旧作業が進められているインフラもある
ようです。一日も早い日常生活に戻れるよう関係機関
と取り組みを進めてほしいと思いますが、以下の点に
ついてお伺いします。
　(1)、台風24・25号の農作物への被害状況を伺う。
　(2)、農作物の被害状況と共済保険加入状況と補塡
の状況を伺う。 
　(3)、離島における台風による生活への影響を伺う。
　(4)、特に離島における自主防災組織に対して発電
機や非常食等の備蓄が必要と思うが見解を伺う。
　(5)、外国人観光客への避難誘導や情報提供の対応
状況を伺う。
　(6)、停電時における交通信号機の対応を伺う。
　(7)、今回の停電時間の最長日数と地域を伺う。
　以上、代表質問と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57分休憩
　　　午後２時57分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇親川　　敬君　失礼しました。
　台風の件についての(8)、通信ケーブルの切断によ
る故障の状況を伺う。
　以上、代表質問とさせていただきます。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　親川敬議員の御質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢に関する御質問の中の１(1)のア、
新時代沖縄への思いについてお答えいたします。
　私は、新時代沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄ら
しい優しい社会の構築の３つの視点を踏まえ、公約の
実現に向け取り組んでまいります。まず、復帰50年
を迎える新時代沖縄を日本経済の再生に貢献し得る方
向に導けるよう、沖縄の地理的優位性を生かし、アジ
アの活力を取り込み、スケール感とスピード感を持っ
てさまざまな施策を推進いたします。次に、誇りある
豊かな沖縄を実現するため、辺野古の新基地建設に反
対し、普天間飛行場の一日も早い閉鎖・返還を政府に

強く求めてまいります。さらに、過重な基地負担の軽
減を図るため、基地の整理縮小を初め日米地位協定の
抜本的な見直し、米軍人・軍属による事件・事故など
基地から派生する諸問題の解決に全身全霊で取り組ん
でまいります。また、沖縄らしい優しい社会の構築に
ついては、誰ひとり取り残すことなく、全ての人の尊
厳を守る共生の社会づくりを目指すとともに、ウヤ
ファーフジへの敬い、自然への畏敬の念、他者の痛み
に寄り添うチムグクルを持って、沖縄21世紀ビジョ
ン基本計画に基づく諸施策を展開してまいります。
　これからあすを担う若者たちに、平和で真に豊かな
沖縄、誇りある沖縄、新時代沖縄を託せるよう、公約
に掲げた諸施策を着実に推進し、職員一丸となって全
力で県政運営に当たる決意であります。
　次に１の(2)ア、埋立承認取り消しへの評価につい
てお答えいたします。
　去る平成30年８月31日に沖縄県が行った埋立承認
取り消し処分については、公有水面埋立法の正当な手
続による適法なものであると考えており、断固支持す
るものであります。私は、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、ぶれることなく、全
身全霊で取り組んでまいります。
　次に１の(4)ア、県民投票の意義についてお答えい
たします。
　今回の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を
問う県民投票条例案は、地方自治法第74条に基づき、
住民により発案され、その制定が県に請求されたもの
であります。条例制定請求に当たり、法定署名数２万
3171筆を大きく上回る９万2848筆の署名の提出が
あったことは、請求代表者の皆様の御尽力と、辺野古
の米軍基地建設に対する県民の皆様の多大なる関心を
示したものと考えております。
　県民投票は、間接民主制の欠陥を補強する直接請求
制度により制定請求された条例に基づくものであり、
県としましては、県民投票の実施により、改めて民意
を問うこと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）　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(2)のイ、国土利用上適正かつ合理的の要件
についてお答えいたします。
　県は、本件埋立承認に関し、これまで承認後に生じ
た事由等について、法的な観点から慎重に検討を行っ
たところです。その結果、軟弱地盤、活断層、高さ制
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限及び返還条件などの問題が承認後に判明したことか
ら、埋立位置は公有水面埋立承認審査基準の「埋立を
しようとする場所は、埋立地の用途に照らして適切な
場所と言えるか」に適合しないことが判明しました。
これらの事実から、公有水面埋立法第４条第１項第１
号で規定する、国土利用上適正かつ合理的なることの
承認要件を充足しないことが認められたことから、取
り消し理由の一つとして位置づけたところです。
　次に１の(3)のア、安倍総理との会談についてお答
えします。
　安倍総理等への就任挨拶において、玉城知事から
は、辺野古新基地建設には反対すること、日米両政府
と沖縄県の早急な話し合いの場の設置、米軍普天間飛
行場の５年以内運用停止、日米地位協定の抜本的な見
直し、沖縄振興予算の増額、子供の貧困問題などにつ
いてお話しいたしました。これに対し、安倍総理から
は、辺野古新基地建設を進めてきた政府の立場は変わ
らない、今後とも基地負担軽減に向けて着実に結果を
出していきたい、沖縄振興や子供の貧困問題など、共
通する課題については協力していきたいなどのお話が
ありました。今後とも対話を呼びかけ、沖縄県民の思
いに対し理解が得られるよう努めてまいります。
　次に４、台風24・25号の被害と対策についての(3)、
離島における台風による生活への影響についてお答え
いたします。
　離島においては、台風第24号では、９月28日から
10月１日の４日間、台風第25号では、10月４日から
５日の２日間の合計で空路365便、航路967便の欠航
が発生し、生鮮食料品不足が続くなど、住民の生活に
大きな影響があったものと考えております。また、台
風第24号では29日午後８時時点の最大で久米島・慶
良間地方及び宮古島地方の各2000戸以上で停電が発
生し、台風25号では５日午前３時時点の最大で久米
島・慶良間地方及び宮古島地方合わせて約500戸の停
電が発生する等、離島住民の生活に大きな影響を及ぼ
したと考えております。
　次に４の(4)、離島における自主防災組織への発電
機や非常食等の備蓄についてお答えします。
　市町村は、住民の生命、身体及び財産を災害から保
護するため災害対策基本法の規定に基づき、市町村地
域防災計画を作成する義務があり、同計画に基づき食
料等を備蓄することになっており、また、自主防災組
織の充実を図ることとされております。離島において
は、台風接近により海、空の便の欠航による生鮮食料
品等の不足及び停電の復旧に時間がかかる等、本島と
比べても大変厳しい環境にあると考えております。

　県としましては、自主防災組織の充実は重要である
と考えており、離島市町村における自主防災組織育成
の取り組みを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）　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、アジア経済戦略
についての御質問の中の(1)ア、沖縄からの農林水産
物・食品の国別及び品目別輸出額についてお答えいた
します。
　国の貿易統計によりますと、平成29年の沖縄から
の農林水産物・食品の輸出実績は、約26億2200万円
となっており、国・地域別では、香港が８億4600万
円、台湾が５億2500万円、シンガポールが１億3300
万円となっております。また、品目別では、牛肉が
２億2200万円、豚肉が9700万円、ナマコが8900万
円となっております。
　次に(1)イ、食肉処理・加工処理施設の輸出体制構
築のための取り組みについてお答えいたします。
　食肉を海外輸出する際に求められる国際基準とし
て、ＨＡＣＣＰやＳＱＦ認証があり、認証の取得は海
外輸出の拡大にもつながることから、これまで食肉処
理施設の整備・高度化に取り組んできております。現
在、県内６カ所の食肉処理施設のうち、沖縄県食肉セ
ンターの豚施設がことしの８月にＳＱＦ認証を取得し
ており、現在、建設中の食鳥処理施設は、完成後にＨ
ＡＣＣＰを取得する予定となっております。
　県としましては、引き続き、食肉処理・加工施設等
のＨＡＣＣＰ取得に向け関係機関と連携し、輸出体制
の強化を図ってまいります。
　次に(1)ウ、県産鮮魚輸出の課題と対策についてお
答えいたします。
　本県の水産物には、マグロ類やハタ類等の品目が多
数ある一方、県外、海外需要に対する安定的な供給や
鮮度保持等が課題となっております。そのため、県で
は、県産水産物の販路拡大を図るため、地方創生推進
交付金を活用した県産水産物の海外市場拡大事業にお
いて、一元集荷体制の構築を目的にしたストックヤー
ドの検証や鮮度を保つ輸送技術確立のための実証試験
を実施しております。
　県としましては、引き続き、これらの課題解決に向
けて取り組み、本県水産物の海外市場への販路拡大を
推進してまいります。
　次に４、台風24号、25号の被害と対策についての御
質問の中の(1)、台風24号、25号による農林水産関係
の被害状況についてお答えいたします。
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　台風24号、25号による農林水産業関係の被害額は、
10月18日現在、サトウキビ、菊類等の農作物や農業
用施設等で約22億4611万円となっております。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携し、早
期の復旧と再生産に向けた支援に取り組んでまいりま
す。
　次に(2)、農業共済の加入状況、共済金支払い見込
み額についてお答えいたします。
　県は、農家経営の安定を図るためには、農業共済へ
加入する必要があると考えております。そのため、一
括交付金を活用した沖縄型農業共済制度推進事業を実
施し、共済加入率向上に取り組んでいるところであり
ます。平成30年産の農業共済加入状況は、９月末現
在、農作物共済535ヘクタール、畑作物共済6778ヘ
クタール、園芸施設共済107ヘクタールとなっており
ます。台風24号、25号による加入農家の被害に対す
る共済金の現段階での支払いについては、農作物共済
442万円、畑作物共済４億7070万円、園芸施設共済
7016万円を見込んでおります。
　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）　２、アジア経済戦
略についての(2)のア、臨空・臨港で期待される産業分
野についてにお答えいたします。
　沖縄県では、国際物流拠点産業集積地域を中心に臨
空・臨港型産業の集積を図っております。具体的に
は、半導体や電子部品製品関連などの高付加価値製品
を製造する分野、航空関連産業クラスター分野、及び
医療機器製造関連産業を初めとする先端医療・健康・
バイオ関連分野となっております。
　次に同じく２の(2)のイ、アジアにおけるコールド
チェーンの現状と発展可能性についてにお答えいたし
ます。
　アジア諸国においては、健康志向の高まりととも
に、安全性や品質の面から信頼できる日本食品等への
ニーズが高まっています。特に、ＡＳＥＡＮ地域で
は、所得の向上や中間層の増大に伴う食生活の多様性
により、冷凍・冷蔵食品等への需要が高まっており、
生産段階から消費段階まで所定の低温に保ちながら流
通させる仕組みが求められております。
　県では、これらのニーズを踏まえ、県産品や全国特
産品の輸出促進に向け、沖縄国際物流ハブのメリット
を最大限に生かし、物流事業者等と連携した沖縄発の
コールドチェーン拡大・発展に向け、取り組みを進め
てまいりたいと考えております。

　同じく２の(2)のウ、空港設備におけるセントラル
キッチンの現状についてにお答えいたします。
　那覇空港近くの国際物流拠点産業集積地域那覇地区
において、航空機内食及び乗務員食の製造等を行って
いる企業が入居しております。同企業によれば、国際
線機内食の受注増加に加え、観光産業の好調ぶりや那
覇空港第２滑走路の2020年３月末完成予定など、さ
らなる業務拡大が見込める状況であると伺っておりま
す。
　同じく２の(4)、沖縄ＩＴイノベーション戦略セン
ターの活用とSociety5.0に対応した情報産業の推進
及びその効果についてにお答えいたします。２の(4)の
アから２の(4)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、本年５月に設立した一般財団法人沖縄ＩＴ
イノベーション戦略センターを活用し、ＡＩ、ＩｏＴ
などの先端技術への対応支援や情報産業と他産業との
マッチング、実証事業支援などを行うことにより、情
報産業の活性化に取り組んでおります。今後も、同セ
ンターを司令塔として、人、物、情報などの連結によ
り新たな価値やサービスを創出する、Society5.0に対
応した情報産業振興施策を推進してまいります。これ
により、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、情報産業と他産業との連携
による新ビジネスの創出を促します。
　同じく２の(5)のア、先端医療・健康・バイオ産業の
これまでに行ってきた整備と実績についてにお答えい
たします。
　本県は、バイオ関連企業の集積を図るため、沖縄健
康バイオテクノロジー研究開発センター等のインキュ
ベート施設の整備や、バイオ関連企業の事業化に向け
た研究開発への支援等に取り組んできた結果、県内の
バイオ関連企業数は、平成12年度の10社から、平成
29年度には57社と増加しております。また、先端医療
技術の強化や研究基盤の構築を図るため、琉球大学医
学部に再生医療研究施設の整備や、再生医療産業の活
性化に向けた研究開発に取り組み、関連のベンチャー
企業が３社創出されております。
　同じく２の(5)のイ、沖縄県で先端医療の技術発展
が期待できる分野についてにお答えいたします。
　本県における技術発展が期待できる先端医療としま
しては、再生医療の分野が挙げられます。再生医療に
つきましては、これまで琉球大学医学部や県内外の研
究機関との共同研究による機器開発や臨床試験に向け
た取り組みを行っております。また、複数の県内病院
が再生医療の臨床研究に取り組んでおります。今後の
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沖縄県の先端医療産業の創出に向けては、国際物流ハ
ブ機能を活用したアジアへの展開を見据え、高付加価
値型な産業である再生医療を中心として取り組んでま
いります。
　同じく２の(5)のウ、バイオ産業創薬関連企業定着
の課題についてにお答えいたします。
　本県は、国内唯一の亜熱帯性気候であり、陸海とも
に特有の動植物や微生物等が見られ、新たな創薬原料
としての可能性を秘めております。一方、創薬の研究
開発については、研究資金の調達と実用化に至るまで
の期間が長いことが課題となっております。
　本県では、引き続きインキュベーション施設の整備
や研究開発のサポートなどに取り組むとともに、課題
解決に向けて、創薬関連の企業とのマッチングや研究
開発から事業化までの各段階での支援に取り組んでま
いります。
　次に２の(7)、航空機整備基地整備事業及び市場予
測、経済波及効果についてにお答えいたします。２の
(7)のアから２の(7)のウまでは関連しますので一括し
てお答えいたします。
　アジアにおいては、航空旅客数や航空貨物量等の
増大に伴い、今後20年間で航空機の数は約2.7倍にふ
え、整備の需要も10年で1.9倍増と予測されていると
ころです。県では、こうした動きを踏まえ、アジアへ
の近接性や国際航空貨物ハブ機能の存在など、沖縄の
優位性の活用が図られる那覇空港内に航空機整備施設
を建設し、アジアの航空機整備需要を取り込むクラス
ター形成に取り組んでまいります。これらの産業の集
積によって、10年目には、約291億円の経済効果と約
1970人の雇用効果が見込まれております。また、Ｍ
ＲＯをテーマとした展示会、商談会の開催等、ＭＩＣ
Ｅ事業への効果も期待できます。
　同じく２の(8)、海洋資源政策の位置づけ、海底熱
水鉱床の調査・探査及び海洋産業の創出についてにお
答えいたします。２の(8)のアから２の(8)のウまでは
関連しますので一括してお答えします。
　沖縄県では、海洋資源調査・開発の支援拠点形成に
ついて、沖縄21世紀ビジョン基本計画の中で「沖縄
の魅力や優位性を生かした新たな産業の創出」におけ
る施策展開の一つとして位置づけております。海底熱
水鉱床につきましては、独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構が沖縄近海で資源量調査を行ってい
るほか、鉱石を海水とともに洋上に揚げる採鉱・揚鉱
パイロット試験を実施し、世界で初めて連続揚鉱に成
功したとの発表がありました。
　県としましては、引き続き国や関係機関等と連携し

ながら、将来の産業化も見据え、海洋資源調査・開発
の支援拠点を沖縄に形成するための取り組みを推進し
てまいります。
　次に４、台風24・25号の被害と対策についての(7)、
停電時間の最長地域と日数及び主要原因についてにお
答えいたします。
　沖縄電力に確認したところ、停電の最長地域は本部
町で、停電日数は約4.5日とのことです。長時間停電
の主要原因については、暴風が長時間かつ広範囲に及
んだことにより、送配電設備の破損が広い範囲で相当
数発生したためとのことであります。
　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）　２、アジ
ア経済戦略についての御質問の中の(3)のア、世界及
びアジアのクルーズ市場の動向についてにお答えいた
します。
　国際的なクルーズ協会であるＣＬＩＡなど業界団体
の統計によりますと、世界のクルーズ人口は、2010
年に1910万人であったものが、2017年には2675万
人と７年で約1.4倍となっており、引き続き拡大する
ものと予測されております。アジア地域においては、
2017年で前年比20.5％増と世界の中では最も高い伸
び率を示しており、県では、このような世界やアジア
のクルーズ人口の急増、沖縄の地理的ポテンシャルを
念頭に置き、ことし３月に東洋のカリブ構想を策定
し、沖縄のクルーズ振興における将来ビジョンを国内
外に発信しているところであります。
　同じく２の(3)のイ、クルーズ船の経済効果につい
ての御質問にお答えいたします。
　本県においては、平成29年度に海路により99万
2500人の外国人観光客が訪れております。経済効果
については、平成29年度外国人観光客実態調査にお
けるクルーズ客１人当たりの消費額２万9861円に、ク
ルーズ船観光客数99万2500人を乗じた場合、観光消
費額の総額として296億3700万円となっております。
　県としては、今後、クルーズによる経済効果をさら
に高めるために、県内における魅力的なツアーをふや
すとともに、前後泊を伴うフライ＆クルーズの推進等
に取り組んでいきたいと考えております。
　同じく２の(3)のウ、東洋のカリブ構想のロード
マップについての御質問にお答えいたします。
　東洋のカリブ構想では、３つのフェーズに分けて、
段階的に沖縄県のクルーズ振興に取り組むこととして
おります。ことしから始まる第１フェーズでは、ク
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ルーズ商談会におけるプレゼンテーションの実施やク
ルーズ船社訪問などの誘致活動の強化、クルーズ関係
者との情報共有などの取り組みを行うこととしており
ます。2019年からの第２フェーズでは、フライ＆ク
ルーズの促進やクルーズ商談会の誘致などを行うとと
もに、2021年からの第３フェーズでは、那覇港第２
バースの整備や平良港と下地島空港を活用した国際リ
ゾート地の形成を促進し、2021年度には海路による入
域観光客数200万人を達成したいと考えております。
　同じく２の(6)のア、大型ＭＩＣＥ施設整備に関する
県民アンケートについての御質問にお答えいたします。
　県においては、大型ＭＩＣＥ施設の意義や効果に関
する県民理解の促進を図るため、昨年12月に広報紙
を作成し、紙面を通して県内全世帯を対象としたアン
ケート調査を実施したところです。調査の結果、2089
件の回答が寄せられ、その中で大型ＭＩＣＥ施設に期
待するとの回答が約85％を占めるなど、県民の期待
の高さを裏づける結果が得られております。
　同じく２の(6)のイ、大型ＭＩＣＥ施設整備の進捗
状況についての御質問にお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設は、アジアのダイナミズムを取り
込み、本県の持続的発展に寄与する重要な施設であり
ます。県は、需要・収支見込み及び周辺受け入れ環境
整備の見込みについて国に丁寧に説明を重ね、さらに
精緻な説明を行うためには基本設計が必要不可欠であ
ることを訴えております。また、今月９日に知事が沖
縄担当大臣に要望書を手渡したほか、12日に総理官邸
を訪問した際にも早期交付決定の申し入れを行いまし
た。
　県としましては、沖縄の成長可能性を引き出す大型
ＭＩＣＥ施設の整備に向けて、知事による国との対話
や国への働きかけ等をスピード感を持って行い、早期
の交付決定が得られるよう取り組んでまいります。
　次に３、主要施策についての御質問の中の(1)のア、
国際都市としての発信力についてにお答えいたします。
　県では５年ごとに開かれる世界のウチナーンチュ大
会や各国からの要人の表敬訪問、海外県人会との意見
交換などの機会、また、世界のウチナーンチュの日の
普及・定着を図るさまざまな事業を通して、本県の貴
重な自然・歴史・文化等沖縄の魅力を積極的に発信し
ております。また、世界のウチナーネットワークの情
報発信と交流の場としてのウエブサイトを構築したと
ころであり、今後、内容の充実を図っていきたいと考
えております。さらに、世界水準の観光・リゾート地
を目指した国内外でのプロモーションを通じて、国際
都市としての発信に努めてまいります。

　同じく３の(1)のイの(ｲ)、県系移住地への人材派遣
交流計画についての御質問にお答えいたします。
　県では、海外の県系人を中心としたウチナーネット
ワークの継承・発展に取り組んでいるところです。具
体的には、県系社会を担う次世代の人材育成を図るた
め、県内で１年間、県系子弟を留学生として受け入れ
るウチナーンチュ子弟等留学生受入事業、中高生の県
系子弟を１週間県内で合宿させ、沖縄のことを学んで
もらうウチナージュニアスタディ事業、県内の高校・
大学生を海外県人会にホームステイ派遣し、県系子弟
等の若い世代との交流を深める海邦養秀ネットワーク
構築事業等を実施しております。  　
　県としましては、引き続き、海外県人会と連携しな
がらウチナーネットワークの強化に取り組んでまいり
ます。
　同じく３の(3)のア、観光目的税制度検討委員会の
検討状況及び３の(3)のイ、課税客体の検討状況につ
きましては関連いたしますので、恐縮ですが一括して
お答えをいたします。 
　県では、本年８月に、有識者及び観光関連団体で構
成する観光目的税制度の導入施行に関する検討委員会
を設置し、観光振興を目的とする法定外目的税導入の
必要性や使途事業等について意見の取りまとめを依頼
しました。今月15日の第２回検討委員会においては、
課税客体は宿泊行為とすること、そして使途について
は、持続可能な観光地づくりや観光客の利便性及び満
足度の向上などに活用するとの基本的な考え方がまと
められました。  　
　県としては、今年度末に予定されている同委員会か
らの提言を踏まえ、法定外目的税の税目等を定めるこ
ととしており、できる限り早期に導入できるよう全力
で取り組んでまいります。
　次に４、台風24・25号の被害と対策についての御
質問の中の(5)、外国人観光客への避難誘導や情報提
供についてにお答えいたします。
　県では、台風時における外国人観光客への対応とし
て、多言語コンタクトセンターを通した台風の現況や
交通機関の運行状況などの情報提供を行うとともに、
観光案内所においては、これらに加えて、宿泊施設の
空室情報の提供を行っております。さらに、平時にお
いては、災害時にとるべき行動や情報入手先等をまと
めた沖縄観光安心安全ガイド及び台風対策マニュアル
を配布しております。また、外国人観光客の避難誘導
については、台風の状況により空港内に多くの滞留者
が生じた場合には、近隣ホテルのホール等や県立武道
館へ全員が待避できるよう必要な措置を講ずるなど、
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観光客の安心・安全の確保に努めております。
　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、
親川敬君への質問に対する残りの答弁は、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28分休憩
　　　午後３時45分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前の親川敬君の質問に対する答弁を続行いたし
ます。
　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　３の主要施策についての御
質問で(1)のイの(ｱ)、県系移住地への教員の派遣計画
についてお答えいたします。
　県教育委員会では、平成27年度から、ＪＩＣＡと
連携し、ボリビア国コロニア・オキナワに対する沖縄
県教員の協力隊派遣事業として、教員をボリビア国に
派遣しております。ＪＩＣＡとの連携事業は平成33年
度までとなっており、平成34年度以降の同国への教
員の派遣については、どのような取り組みが可能か、
関係機関と連携し研究してまいります。
　次に同じく３の(6)のア、公立学校のトイレ洋式化
及びクーラーの設置率等についての御質問にお答えし
ます。
　平成30年４月１日現在における公立学校の洋式ト
イレの割合は、小学校で61.5％、中学校で56.4％、
高等学校で58.5％、特別支援学校で92.0％となって
おります。また、平成30年９月１日現在の普通教室に
おける空調設置の割合は、小学校で83.4％、中学校
で81.9％、高等学校及び特別支援学校は100％となっ
ております。県及び市町村においては、これまで国の
補助制度を活用し、整備を進めてきたところでありま
す。国においては熱中症対策として、今年度補正予算
により空調整備を早急に進めることとしており、今後
の国の動向を注視しながら市町村と連携し、空調整備
の促進を図っていきたいと考えております。
　次に同じく３の(6)のイ、公立学校のブロック塀の
現状等についての御質問にお答えいたします。
　公立学校のブロック塀については、県で実態調査を
行ったところ、建築基準法に適合しないと考えられ
るものが、小学校は、総延長の37.5％に当たる１万
7323メートル、中学校は、44.1％に当たる9130メー
トル、高等学校は、53.1％に当たる9357メートル、
特別支援学校は、41.3％に当たる1304メートルと

なっておりました。県立学校において、建築基準法に
適合しないもののうち劣化が著しいものや通学路に面
しているもの等緊急に対応する必要のあるブロック塀
については、今年度内で改修等を実施し、その他につ
いては段階的に改修等を実施する計画であります。市
町村に対しても小中学校等のブロック塀について、安
全点検や安全対策を適切に行うよう働きかけており、
その進捗状況を把握することとしております。また、
国においては今年度補正予算により、ブロック塀の安
全対策を早急に進めることとしており、国の動向を注
視しながら、市町村と連携し、取り組んでまいります。
　次に同じく３の(7)のア、中高一貫教育校の学校数
等についての御質問にお答えいたします。
　沖縄県の併設型中高一貫教育校の学校数は、県立学
校が３校、私立学校が４校となっております。また、
生徒数は平成30年５月１日現在、県立中学校が477
名、県立高校が1910名、私立中学校が2065名、私立
高校が2857名となっております。
　次に３の(7)のイ、中高一貫教育校が地域活性化に
及ぼす影響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においては、中高６年間におけ
る計画的・継続的な教育システムを構築することで、
難関国公立大学等への進学を目指す生徒のニーズに応
え、本県を牽引する高い志を持ったグローバルに活躍
できる人材の育成が図られております。中高一貫教育
校に限らず、学校の活性化は地域の活性化にもつなが
るものと考えており、引き続き、地域に根差した魅力
ある学校づくり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）　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）　３、主要施
策についての中の(2)のア、沖縄平和賞の取り組みに
ついてお答えいたします。
　沖縄平和賞は、沖縄の歴史と風土の中で培われた恒
久平和を希求する普遍的な沖縄の心を世界に発信する
ために創設され、沖縄と地理的・歴史的にかかわりの
深いアジア・太平洋地域での平和の構築などに貢献し
た団体等を顕彰するものであります。沖縄平和賞受賞
候補者は、国内外の大使館や国外の大学、研究所等か
らも募っているところであり、今後とも国外の機関等
への推薦依頼の機会を捉えて、国際社会に対し、沖縄
平和賞のさらなる認知度向上に努めてまいりたいと考
えております。
　同じく(4)のア、沖縄県子どもの貧困対策計画につ
いてお答えいたします。
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　沖縄県では、平成27年度に全国に先駆けて子供の
貧困実態調査を実施し、その結果、子供の貧困率が
29.9％と深刻な状況にあることや、困窮世帯の子供
が自己肯定感を感じていないことなどの問題が明らか
となりました。このため、沖縄県では平成28年３月
に子供の貧困対策の基本方向を定める沖縄県子どもの
貧困対策計画を策定しました。この計画には、子供の
ライフステージに応じた34の指標及び目標値を設定
するとともに、子供や保護者に関する教育、生活、就
労、経済的支援の各種施策を盛り込んでおります。
　同じく(5)、沖縄県高校生調査について、３の(5)の
アと３の(5)のイは関連いたしますので一括してお答
えいたします。
　沖縄県が平成28年度に実施した沖縄県高校生調査
によると、登下校時にバスを利用している生徒の割合
は登校時が28.5％、下校時が37.9％、家族による送
迎の割合は登校時が58.9％、下校時が47.3％となっ
ております。また、アルバイトをしている、過去に
したことがあると回答した高校生の割合は34.2％と
なっており、そのうち使途を通学費に充てている割合
は20.0％となっております。
　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）　３、主要施策についての
御質問の中で(2)のイ、開発途上国に対する水道技術
支援についてお答えいたします。
　企業局では、ＪＩＣＡ沖縄や市町村と連携し、沖縄
に蓄積された水道技術やノウハウを大洋州島嶼地域へ
移転する取り組みを行っております。具体的には、平
成22年度から、ＪＩＣＡの国際協力事業である島嶼
における水資源管理・水道事業運営の研修生として、
サモア、フィジー等から合計88名を受け入れ、県内
の浄水管理施設等で技術指導を行っております。ま
た、ＪＩＣＡ技術プロジェクトとして、平成26年度
から４年間で合計４名の職員をサモア水道公社に派遣
し、水質管理に関する助言等を行っております。
　今後も、ＪＩＣＡ沖縄や市町村と連携し、開発途上
国への水道技術の支援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）　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）　主要施策についての
御質問の中の(4)のイ、子育て世代包括支援センター
についての御質問にお答えします。
　母子健康包括支援センターは、妊産婦及び乳幼児の

健康、経済及び社会的状況などを包括的かつ継続的に
把握し、助言や訪問支援等を行うほか、関係機関との
連絡調整を行うことになりますので、妊娠期から子育
て期まで、切れ目なく必要な支援が受けられる体制が
整備されることになると考えております。
　県は、市町村がそれぞれの実情に応じた母子健康包
括支援センターを設置することができるよう、研修会
の開催、個別具体的な助言を行うなど、今まで以上に
市町村に対する支援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）　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）　お答えします。
　台風24号、25号の被害と対策に関する御質問のう
ち(6)、停電時における交通信号機の対応についてお
答えをいたします。
　今回の台風の影響による信号機の滅灯につきまして
は、一部重複もございますが台風24号によるものが
累計で約611カ所、台風25号によるものが累計で約
116カ所認められました。県警察では、多数の110番
対応のほか被災者の安否確認や救出救護、危険箇所の
警戒等多くの警察事象に対応せざるを得ない状況もあ
りまして、全ての滅灯箇所に警察官を配置することは
困難な状況でございましたが、交通量が著しく多い交
差点や小中学校周辺でお子さんの横断歩行者が多い箇
所、こういったところに交通状況や周辺環境を踏まえ
て優先順位の高い箇所について、警察官による交通整
理やパトカーによる駐留警戒等を実施しております。
また、可能な場合には停電が復旧するまでの間、可搬
型の発電機により信号機を点灯させる対策を講じまし
たほか、道路交通情報センター、県警ホームページ等
を活用し、またマスコミ各社の協力を得て、信号滅灯
時における通行方法等に関する情報提供と注意喚起を
行ったところであります。
　県警察といたしましては、今回の台風被害を踏まえ
て信号機が滅灯した場合において限りある体制をさら
に効率的に運用するための方策について検討を進める
とともに、予備電源として信号機電源付加装置や可搬
型発動発電機の整備拡充を図るべく必要な予算の確保
に努めてまいる所存でございます。
　以上です。
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(8)、台風による通信
ケーブルの被害状況についての御質問にお答えいたし
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ます。
　９月末から沖縄地方に接近した台風24号、25号に
より県内の一部で固定電話やインターネットが利用で
きない状況にあります。
　県としては、台風接近時から通信事業者との連絡体
制を構築の上、被害状況を収集してきたところ、固定
電話で累計9000件を超える被害が発生し、10月17日
現在、5000件余りが回復していない状況となってお
ります。現在、通信事業者において県外からの応援等
も得て、10月下旬の復旧完了を目指し、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）　比嘉瑞己君。
　　　〔比嘉瑞己君登壇〕
〇比嘉　瑞己君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　日本共産党の比嘉瑞己です。よろしくお願いいたし
ます。
　本土復帰から数えて第８代目の沖縄県知事に御就任
されました玉城デニー新知事、御就任おめでとうござ
います。
　新時代沖縄、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社
会の構築、知事が描く沖縄の姿に多くの県民が期待を
寄せております。どうぞ県政運営に自信を持って取り
組んでいただきますよう心より祈念を申し上げます。
　それでは、日本共産党会派を代表いたしまして質問
を行います。
　１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、９月30日に投開票されました沖縄県知事選挙
は、翁長雄志前知事の遺志を継ぎ、米軍普天間基地の
閉鎖・撤去、辺野古新基地建設反対を掲げた玉城デ
ニー候補が、史上最多得票となる39万6632票を獲得
し、初当選をいたしました。安倍政権が全面支援した
相手候補に８万174票差をつける圧倒的勝利です。辺
野古新基地建設反対の圧倒的民意が示された県知事選
挙への見解と、玉城デニー新知事の県政運営への決意
を伺うものです。
　(2)、戦前の日本帝国主義が起こした侵略戦争は、
2000万人を超えるアジア諸国民と300万人を超える
日本国民の命を奪いました。沖縄は本土決戦を引き延
ばすための捨て石にされ、住民を巻き込んだ地上戦に
よって二十数万人余のとうとい命が奪われ、県民の４
人に１人が犠牲となりました。悲惨な沖縄戦の歴史と
恒久平和を希求する県民の心について、知事の見解を
伺うものです。
　(3)、沖縄戦で上陸した米軍は住民を収容所に囲い

込み、住民の土地を強制接収して、次々と新しい基地
を建設していきました。戦後は武装した米兵が銃剣と
ブルドーザーで住民を追い出し、家や畑を潰し、土地
を奪い、新たな基地をつくっていきました。沖縄に米
軍基地がつくられてきた歴史的背景について、知事の
認識を伺うものです。
　(4)、県民がみずから望んでできた米軍基地は一つ
もありません。日米両政府が狙う辺野古新基地建設は
1800メートルの滑走路を２本もつくり、普天間基地
にはなかった巨大な強襲揚陸艦が係船できる護岸や弾
薬搭載エリアなどを持つ、最新鋭の巨大な米軍基地で
す。辺野古の美しい海を埋め立て、貴重な自然環境を
破壊する新基地建設は絶対に許されません。米軍普天
間基地の閉鎖・撤去、県内移設の断念を求めた建白書
の実現に向けて、知事の決意を伺います。
　(5)、７月27日、故翁長雄志前知事はみずからの命
を削りながら辺野古埋立承認の撤回を表明いたしまし
た。急逝された翁長氏の遺志を継いで謝花副知事が
31日に正式に承認撤回手続を行いました。巨大な権
力を相手に、人生の最期の瞬間まで県民の誇りを守っ
た翁長雄志前知事の遺志を引き継ぐその決意と、翁長
県政の評価を伺うものです。
　(6)、故翁長雄志前知事が命をかけて行った辺野古
埋立承認の撤回について、安倍政権は行政不服審査法
に基づき、国土交通相に審査請求と撤回の効力停止を
請求いたしました。国民の権利救済制度である行政不
服審査法の本旨をゆがめ、国が国を救済するという法
の濫用は、もはや法治国家とは言えない強権政治で
す。県は毅然として対応策を講ずるべきであると考え
ますが、今後の取り組みについて伺うものです。
　(7)、政府が沖縄県に約束した、米軍普天間飛行場
の５年以内の運用停止は来年２月にその期限を迎えま
す。沖縄県議会では相次ぐ米軍機事故を受け、直ちに
普天間飛行場の運用停止を求める決議を与野党全会一
致で採択してきました。去る県知事選挙・宜野湾市長
選挙でも両陣営の候補が一日も早い米軍普天間飛行場
の運用停止を訴えました。同問題は政治的な立場の違
いを超えた沖縄県民の総意です。政府が沖縄県に約束
した米軍普天間基地の５年以内の運用停止について、
新県政として直ちに政府に求めるべきです。見解を伺
います。
　(8)、米国メディアも玉城デニー新知事誕生を大き
く報じました。ニューヨーク・タイムズは「沖縄の米
軍駐留縮小に向けて」と題する社説を掲載し、日本政
府が支援した候補者を玉城デニー氏が破ったことにつ
いて、「新基地は不要との沖縄の民意であり、新たな



－ 58 －

時代の幕開けだ」と強調いたしました。米軍普天間基
地移設問題の当事者であるアメリカ政府や世論に、新
基地建設反対の沖縄の圧倒的民意を伝えるために、知
事は積極的な訪米要請行動を行うべきです。見解を問
います。
　(9)、全国知事会議が、在日米軍に治外法権的な特
権を与えている日米地位協定の抜本改定を求める提言
を政府に要請いたしました。
　ア、故翁長雄志前知事と県当局の尽力が実り、米軍
基地が所在しない自治体を含めて、全国知事会として
初めて全会一致で採択をいたしました。その経緯と成
果を伺うものです。
　イ、国内法が適用されない日米地位協定は、沖縄だ
けの問題ではなく日本の主権にかかわる問題です。日
米地位協定の抜本改定に向けた今後の取り組みについ
て伺うものです。
　(10)、朝鮮半島では南北首脳会談や米朝首脳会談の
後も、非核化と緊張緩和に向けた米朝両政府の外交努
力が続けられています。沖縄県議会も「在沖海兵隊を
沖縄から早期に国外・県外に移転すること」を全会一
致でこれまで決議してきました。在沖海兵隊が撤退す
れば在沖米軍基地の大幅な縮小につながり、東アジア
の緊張緩和にもつながります。一方で、安倍政権は20
年以上も前に合意された移設計画を見直すこともなく
辺野古が唯一と固執しており、全く容認できるもので
はありません。東アジアの平和の流れに逆行する安倍
政権の姿勢について、見解を問うものです。
　(11)、安倍首相は総裁選挙を受けて、自分の任期中
に改憲を強行する決意を示し、この秋の臨時国会に自
民党改憲案を提起すると宣言いたしました。自民党改
憲案は戦力保持を禁止した９条２項の死文化に道を開
き、海外での武力行使が無制限になるものであり許さ
れません。見解を問います。
　(12)、安倍政権は閣議決定によって集団的自衛権の
行使を容認し、安保法制（戦争法）を強行成立させま
した。住民合意もなく、地域に分断を持ち込むような
宮古島・石垣島への陸上自衛隊強行配備には反対すべ
きです。知事の見解を問うものです。
　(13)、東村高江の地域住民に大きな影響を及ぼして
いるヘリパッドは使用中止・撤去すべきです。見解を
問うものです。
　続いて新時代沖縄の経済振興について伺います。
　(1)、県知事選挙において玉城デニー候補は、沖縄
は基地依存型の経済ではなく、アジアのダイナミズム
を取り入れ、沖縄が持つ高い可能性を生かしていく新
時代沖縄をつくることができると訴え、多くの県民か

ら支持をいただきました。新県政のもとで本土復帰
50年の大きな節目を迎えますが、デニー知事の描く
新時代沖縄の経済振興のあり方について見解を問うも
のです。
　(2)、沖縄の経済発展にとって米軍基地は最大の阻
害要因です。基地関連収入が県民総所得に占める割合
の推移と、目覚ましい成長発展を続ける沖縄の経済・
雇用関連指標の近況を伺うものです。
　(3)、知事公約では、世界に開かれた国際都市とし
ての発信力を高めるために、産学官による万国津梁会
議を新設するとしました。沖縄の自立型経済の発展や
米軍基地問題への対策など、その役割が期待されてい
るところです。知事の描く万国津梁会議の構想を伺う
ものです。
　(4)、南北縦貫鉄軌道の実現、ＬＲＴ（次世代型路面
電車）を含む新たな公共交通システムの導入は、県土
の均衡ある発展、交通渋滞解消のためにも重要課題で
す。進捗状況と今後の取り組みを伺うものです。
　(5)、沖縄振興の原点は苦難の歴史を歩んできた沖
縄に対する政府の償いの心であり、基地問題とリンク
することがあってはいけません。2019年度沖縄振興
予算概算要求の概要と今後の対応を問うものです。
　(6)、概算要求で沖縄振興予算の総額を決め、国直
轄事業予算を優先的に確保した上で、残った分を一括
交付金に回す政府の手法は、市町村が自主的に使途を
決めることができる沖縄一括交付金制度の趣旨をゆが
めるものであり許されません。県の見解と対応を問う
ものです。
　(7)、ことし７月、安倍政権は刑法が禁ずる賭博場
であるカジノを解禁するカジノ実施法を強行成立させ
ました。カジノはギャンブル依存の拡大や治安悪化な
ど、県民生活への悪影響が避けられません。沖縄県内
へのカジノ導入には反対すべきです。見解を問います。
　(8)、安倍政権は来年10月に消費税率を８％から
10％へ引き上げる増税を予定どおりに実施すると表
明いたしました。好調な沖縄経済にも冷や水を浴び
せ、県民生活にも破局的な影響を及ぼす消費税増税は
やめるべきです。見解を問うものです。
　次に、防災行政について伺います。
　(1)、大型で非常に強い台風24号・25号が連続して
沖縄地方に直撃をいたしました。被害に遭われました
県民の皆様には心からお見舞いを申し上げます。農林
水産業などの被害状況を問うものです。セーフティ
ネット資金の活用など災害復旧に全力を挙げるべきで
す。県の対策を問うものです。
　(2)、台風による長時間にわたる大規模停電の被害
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状況について問うものです。大規模停電による県民生
活や観光産業への影響を考えれば、防災対策としての
無電柱化推進事業を進めるべきです。沖縄県の現状と
対策を問うものです。
　(3)、高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児など、一般
の避難所では生活することが困難な方が安心して避難
生活を送る福祉避難所の役割は重要です。今回の台風
における各市町村の開設状況と今後の課題について問
うものです。
　次に、雇用・労働政策について伺います。
　(1)、適正な労働環境を確保し公共サービスの品質
を確保するために、公契約条例の実効性ある取り組み
が求められています。県の対応を問うものです。
　(2)、沖縄の非正規雇用率の改善は大きな課題です。
新県政として雇用の質の改善に向けてどのように取り
組むのでしょうか、対策を伺います。
　(3)、若年者の失業率や離職率の改善に向けて、総
合的な就職支援が必要です。課題と対策について伺い
ます。
　５番目に、沖縄らしい優しい社会の構築について伺
います。
　(1)、最重要政策に掲げた子供の貧困対策について
の具体策を伺うものです。中でも、中高校生のバス通
学無料化の必要性と今後の取り組みについて伺いま
す。
　(2)、子供の貧困対策において現行制度を積極的に
活用することは、今すぐできる対策として大変重要で
す。県内市町村における子供たちの生活保護や就学援
助の充足率はどうなっていますか。また、就学援助の
入学前支給の実施状況はどうでしょうか。県の対策を
伺うものです。
　(3)、全ての人の尊厳を守り、多様性や寛容性を大
切にすることは共生社会の土台です。ＬＧＢＴを初め
とする社会的少数者の尊重と共生社会の環境整備につ
いて伺います。
　(4)、東日本大震災・福島原発事故避難者への県独自
の支援策の継続について伺います。
　(5)、県の犬・猫殺処分の推移はどうなっています
か。殺処分ゼロから廃止を目指すその意義と今後の取
り組みを伺うものです。
　６、子育て支援・教育行政について伺います。
　(1)、こども医療費助成制度・窓口での完全無料化の
対象年齢を拡大すべきです。市町村との協議の進捗状
況はどうなっていますか。県の対応を問うものです。
　(2)、母子手帳の交付から、妊娠、出産、就学まで、
子育てを切れ目なく支援する子育て包括支援センター

の役割は重要です。全市町村への設置に向けて県の取
り組みを伺います。
　(3)、待機児童ゼロを実現するとともに、保育の質の
向上を進めるべきです。県の具体策を問うものです。
　(4)、公的施設への放課後児童クラブの設置は、利用
料の軽減につながるだけでなく、子供たちが健やかな
環境で安心して放課後を過ごすためにも重要です。公
的施設での設置状況と今後の計画について伺います。
　(5)、生徒一人一人に向き合える教育環境の実現の
ために、中学校３年生までの少人数学級実現に向けた
年次計画をお聞かせください。 
　(6)、小・中・高校の不登校児童生徒数、義務教育未
修了者数の状況はどうなっていますか。夜間中学の必
要性と設置に向けた取り組みについて伺うものです。
　(7)、那覇市への特別支援学校の開校に大きな期待
が寄せられております。進捗状況を伺います。 
　７番目、医療・高齢者福祉について伺います。
　(1)、北部地域の医療体制の安定的確保のために、
北部基幹病院を早期実現すべきです。関係団体との協
議と進捗状況を伺います。
　(2)、沖縄県における国保財政悪化の大きな要因と
なった、沖縄戦に起因する前期高齢者交付金不足問題
は改善されたのでしょうか。国の責任による財政支援
を求めるべきです。対応を伺います。
　(3)、沖縄県における高齢者の平均年金受給額、無
年金者数の現状はどうなっていますか。無年金・低年
金の高齢者の実態調査を行い、必要な支援を行うべき
と考えますが見解を伺います。
　８番目、離島振興について伺います。
　(1)、21世紀ビジョンにおける離島振興の位置づけ
と新知事の認識について伺うものです。
　(2)、離島住民等交通コスト負担軽減事業の成果と
今後の取り組みについて伺います。
　(3)、離島におけるガソリン価格・水道料金などの生
活コスト軽減事業の成果と今後の取り組みについて伺
います。
　最後に、文化振興について２点お伺いします。
　(1)、公約に掲げた琉球歴史文化の日制定に期待す
るその効果と、伝統文化の継承・発展に向けた取り組
みについて伺うものです。
　(2)、伝統芸能や伝統工芸の継承に向けた人材育成
事業の成果と課題を伺います。沖縄県文化芸術振興条
例に基づく系統的な支援が必要であります。見解を伺
います。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。



－ 60 －

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　比嘉瑞己議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１の
(1)、県知事選挙及び県政運営についてお答えいたし
ます。
　今回の県知事選挙においては、辺野古新基地建設の
阻止、そして、経済と平和を両立させるという翁長県
政の政策の継承を訴えたこと、また、新時代沖縄に向
けて誰ひとり取り残さない社会の実現に取り組むとい
う私の考えが得票に結びついたものと考えておりま
す。翁長前知事が県政の最重要課題に位置づけていた
辺野古新基地建設問題の解決に向けて、私も全力で取
り組んでまいりたいと考えております。また、新時代
沖縄の到来、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社会
の構築の３つの視点からの施策を展開し、特に子供の
貧困対策を最重要政策と位置づけ、誇りある豊かな沖
縄の実現に向けて、公約に掲げた諸施策を着実に推進
し、全身全霊で県政運営に当たる決意であります。
　次に１の(5)、翁長前知事の遺志を引き継ぐ決意と
翁長県政の評価についてお答えいたします。
　今回の県知事選挙においては、辺野古新基地建設の
阻止、そして、経済と平和を両立させるという翁長県
政の政策の継承を訴えたこと、また、新時代沖縄に向
けて誰ひとり取り残さない社会の実現に取り組むとい
う私の考えが支持されたものと考えております。翁長
前知事が県政の最重要課題に位置づけていた辺野古新
基地建設問題の解決に向けて、私も全力で取り組んで
まいりたいと考えております。私は、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、ぶれるこ
となく全身全霊で取り組んでまいります。
　次に１の(8)、知事訪米についてお答えいたします。
　私は、辺野古新基地建設断固反対を公約に掲げ当選
しました。辺野古新基地建設反対の民意、沖縄の過重
な基地負担の現状、沖縄の基地建設の歴史的な経緯な
どを米国の政府関係者、連邦議会議員、有識者、マス
コミ等に対し説明し、理解が得られるよう、できるだ
け早い時期に訪米したいと考えております。
　次に、新時代沖縄の経済振興についてに関する御質
問の中の２の(3)、万国津梁会議（仮称）構想について
お答えいたします。
　私は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の趣旨等をも
とに万国津梁会議（仮称）を新設し、アジアを初め世
界各国との経済交流、文化交流、教育・人事交流等を
促進していきたいと考えております。また、万国津梁
会議（仮称）では、現在取り組んでいるウチナーネッ

トワークの継承、発展、強化についても一層進めるこ
とができるよう意見交換を重ねていきたいと考えてお
ります。今後、経済、文化、教育・人材等あらゆる分
野での全庁的な取り組みや平和の構築につながるよ
う、会議のあり方等について検討してまいります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
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(2)、平和を希求す
る県民の心についてお答えいたします。
　さきの大戦で悲惨な地上戦を体験した沖縄県民は、
命と平和のとうとさを肌身で感じており、世界の恒久
平和を心から望んでおります。
　県としましては、沖縄戦の歴史的教訓を次世代に継
承するとともに、平和を希求する沖縄の心を世界へ発
信し、恒久平和の実現に向け取り組んでまいります。
　同じく１の(11)、憲法改正についてお答えいたしま
す。
　憲法改正については、国民の間でさまざまな意見が
あるものと理解しております。 
　沖縄県としましては、現憲法が国民生活の向上と我
が国の平和と安定に大きな役割を果たしてきたことを
踏まえ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の理
念が尊重される形で、十分な国民的議論が必要である
と考えております。
　次に３、防災行政についての(3)、福祉避難所の開
設状況と課題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
満たした施設について、市町村が指定しております。
台風24号及び台風25号襲来時には、それぞれ６市町
村が21カ所を開設しております。今後の課題としまし
ては、災害時における要支援者の良好な生活環境を確
保するため、要支援者の数や状況に応じた福祉避難所
が適切に配置される必要があると考えております。
　県としましては、市町村に対する避難支援体制構築
のための専門アドバイザーの派遣等を通じて、引き続
き福祉避難所の重要性等の理解促進を図り、さらなる
指定を促してまいります。
　次に５、沖縄らしい優しい社会の構築についての御
質問の中の(1)のア、子供の貧困対策の具体策につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、平成28年に子供の貧困率が29.9％と
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３人に１人が貧困状態にあるという深刻な状況を踏ま
え、沖縄県子どもの貧困対策計画を策定し、計画に基
づく重点施策を推進しております。今後もより強力に
施策を推進していく必要があると考えており、沖縄子
どもの未来県民会議など、行政と民間の幅広い支援体
制を構築するほか、沖縄県子どもの貧困対策推進基金
を活用した各種施策を実施するなど、子供たちの将来
がその生まれ育った環境によって左右されることな
く、夢や希望を持って成長していける社会を目指して
まいります。
　同じく５の(2)のア、子供の生活保護の状況につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、平成30年７月末現在、２万8588世
帯、３万6972人が生活保護を受給しており、このう
ち、18歳未満の受給者数は3810人となっております。
　県としましては、保護を必要とする方には確実に保
護を受けていただくことが重要であると考えており、
今後とも、生活保護制度の適切な運用に努めてまいり
ます。
　同じく５の(3)、社会的少数者の尊重と共生社会に
ついてお答えいたします。
　県では、差別のない社会の実現に向けて人権問題に
関する正しい認識を広めるため、性的指向を理由とす
る偏見や差別をなくすことや、性自認を理由とする偏
見や差別をなくすこと、障害を理由とする偏見や差別
をなくすことなどを含む17項目の人権問題について、
啓発活動に取り組んでおります。このような啓発活動
を通して社会的少数者の尊重と共生の環境づくりに努
めてまいります。
　同じく５の(4)、東日本大震災・福島原発事故避難者
への支援策についてお答えいたします。
　県においては、これまで福島県が実施する家賃補助
にあわせて、家賃の一部補助を実施してきたところで
あります。今後も引き続き福島県と連携を図るととも
に、避難者の個々の生活状況に応じた福祉制度等の活
用による支援を積極的に行っていきたいと考えており
ます。
　次に６、子育て支援・教育行政についての御質問の
中の(3)、待機児童解消と保育の質の向上についてお
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、
保育所等の受け皿整備や保育士の確保等を行い、平成
31年度末までの待機児童解消に向けて取り組んでお
ります。保育の質の向上につきましては、保育士等の
処遇改善を図るとともに、キャリアアップ研修や保育
スキル向上研修等を実施しております。また、保育の

質の確保を図るため、認可保育所や認可外保育施設へ
の指導監査及び立入調査を毎年実施しております。
　同じく６の(4)、公的施設への放課後児童クラブの
設置状況等についてにお答えいたします。
　平成30年５月１日現在の放課後児童クラブ数は
452カ所であり、そのうち公的施設活用クラブは156
カ所となっております。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、
平成30年度は22カ所の事業実施に取り組んでおりま
す。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、公的施
設を活用した放課後児童クラブの設置促進に努めてま
いります。
　次に７、医療・高齢者福祉についての御質問の中の
(3)、平均年金受給額、無年金者数の現状についてお
答えいたします。
　厚生労働省が取りまとめた資料によりますと、平成
28年度の沖縄県の平均年金受給月額は、厚生年金で12
万6462円、国民年金で５万2250円となっております。
また、厚生労働省が３年ごとに実施しております平成
28年公的年金加入状況等調査によると、本県の65歳
以上の方のうち、無年金者や公的年金を受給する権利
はあるが受給の繰り下げをする等まだ受給していない
方は、合計で約１万8000人となっております。
　県としては、誰もが安心できる年金制度を国におい
て確立することが重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）　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)、沖縄の米軍基地の歴史的背景について
お答えします。
　去る沖縄戦において激しい戦闘の末、沖縄を占領し
た米軍は、住民を一定の地区に設置した収容所に強制
隔離し、軍用地として必要な土地を確保した上、基地
の建設を進めました。戦後、27年間に及ぶ米軍統治
下においても銃剣とブルドーザーによる接収と呼ばれ
た民有地の強制接収などによって、沖縄県の広大な米
軍基地が形成されたものと認識しております。
　次に(4)、建白書の実現に向けた決意についてお答
えします。
　今回の知事選挙においても、建白書で大同団結し、
普天間基地の閉鎖・撤去、県内移設断念、オスプレイ
の配備撤回を求めるという民意が再び示されました。
辺野古新基地建設を推し進めることは到底容認でき
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ず、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等の早期解決に向けて取
り組んでいただきたいと思います。
　次に(6)、審査請求及び執行停止申し立てに係る対
応についてお答えします。
　行政不服審査法は、国民・私人の権利利益の簡易迅
速な救済を図ることを目的とするものであります。一
方、公有水面埋立法の規定上、国と私人は明確に区別
され、今回は国が行う埋め立てであることから、私人
に対する免許ではなく承認の手続がなされたものであ
ります。そのため、本件において、国が行政不服審査
制度を用いることは、当該制度の趣旨から大きく外れ
たものであると考えております。
　県としましては、今回の対抗措置に係る国の主張を
精査し、しっかりと対応してまいります。
　次に(7)、普天間飛行場の５年以内運用停止につい
てお答えします。
　普天間飛行場の５年以内運用停止を含む危険性除去
は、喫緊の課題であり、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ます。県はこ
れまで、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部
会において求めてきたところであり、今月12日の安
倍総理や菅官房長官との面談においても求めたところ
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。
　次に(9)のア、全国知事会の米軍基地負担に関する
提言についてお答えします。
　今回、全国知事会において取りまとめられた提言
は、沖縄県からの提案により設置された米軍基地負担
に関する研究会における計６回の議論を踏まえ、全国
知事会の共通理解の上に取りまとめられたものであり
ます。米軍基地のある県もない県も参加した研究会で
の議論を通じ、沖縄県を初めとする米軍基地負担の状
況や日米地位協定の課題に対する理解を深めた結果、
同協定の抜本的見直しを含む提言が全会一致で取りま
とめられたことは、大変大きな意義を持つものだと認
識しております。
　次に(9)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します。
　県としましては、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、地位協定を抜本的に見直
すことで、米軍にも航空法などの国内法を適用し、自
国の主権を確立させる必要があると考えております。
そのため、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することにより、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
わかりやすい形で示すことで、日米地位協定の見直し
の必要性に対する理解が国内外に広がるよう取り組む
とともに、国民的議論を喚起する必要があると考えて
おります。
　県としては、引き続き、全国知事会、渉外知事会、
軍転協とも連携して取り組んでまいります。
　次に(10)、安倍政権の姿勢についてお答えします。
　現在、米国と北朝鮮の朝鮮半島の完全非核化、朝鮮
半島の平和体制の構築の実現に向けた外交が活発に行
われており、今後、朝鮮半島の情勢が変化すれば、将
来的な米軍の配備等に影響を与える可能性もあるもの
と考えております。日米両政府においては、沖縄県民
の民意や国際情勢の変化を踏まえ、辺野古が唯一の解
決策という固定観念にとらわれずに、普天間飛行場の
県外・国外移設について再検討していただきたいと考
えております。
　次に(12)、自衛隊の先島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、住民合意もなく、地域に分断を持ち込
むような自衛隊強行配備は認められないものと考えて
おり、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(13)、東村高江のヘリパッド使用中止、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、また、ことし６
月、東村議会が２カ所の着陸帯の撤去などを求める抗
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。
　以上でございます。
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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）　２の(1)、経済振興のあり
方についての御質問にお答えいたします。
　沖縄の経済振興については、地理的優位性を生か
し、アジアの活力を取り込み、スケール感とスピード
感を持ってさまざまな施策を推進することにより、沖
縄の可能性を高く引き出し、現在の好調な経済を加速
させていく視点が重要であると考えております。具体
的には、観光・リゾート産業や臨空・臨港型産業など
地域特性を生かした比較優位性のある産業を振興し、
域内産業を活性化させることにより、経済全体を活性
化させ、持続的に発展する好循環をつくり上げてまい
ります。
　同じく２の(2)、基地関連収入と経済指標について
の御質問にお答えいたします。
　平成27年度の基地関連収入は2305億円、県民総所
得に占める割合は5.3％となっており、復帰の年であ
る昭和47年度の15.5％から大幅に低下しております。
本県経済については、平成27年度の県内総生産が対
前年度比で全国を上回る4.7％増の４兆1416億円と
なっており、日銀が公表している業況判断ＤＩも全国
的に見て高水準を維持するなど、好調に推移しており
ます。雇用関連については、平成29年度の完全失業率
が3.6％、有効求人倍率が1.13倍となり、過去最高を
記録するなど好調に推移しております。
　次に２の(4)、鉄軌道導入の進捗状況及び今後の取
り組みについての御質問にお答えいたします。
　県は、去る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たところ
です。今後は、鉄軌道の導入に向けて、費用便益分析
等の諸課題について検討するとともに、県民の機運醸
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。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
における交通の課題等を踏まえた公共交通の充実につ
いて、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８、離島振興についての中の(1)、21世紀ビ
ジョンにおける離島振興の位置づけについての御質問
についてお答えいたします。
　県では、沖縄21世紀ビジョンにおいて、離島振興
を重要課題の一つとして位置づけており、基本計画に
おいて、離島の条件不利性に起因するさまざまな課題
を克服すると同時に、離島の新たな可能性を発揮でき
るよう、離島の負担を分かち合い、支え合うという理

念のもと、離島振興に取り組んでおります。離島の重
要性に鑑み、知事の公約においても離島力の向上が掲
げられているところであり、引き続き、交通、生活環
境基盤の整備、教育、医療、福祉の分野等の定住条件
の整備や、観光・リゾート産業や農林水産業等の離島
地域の特色を生かした産業の振興を図り、総合的な離
島振興策を推進してまいります。
　同じく８の(2)、沖縄離島住民等交通コスト負担軽
減事業の成果と今後の取り組みについての御質問にお
答えいたします。
　沖縄県では、離島住民の交通コストの負担軽減を図
るため、船賃及び航空運賃を低減する事業により、船
賃では約３割から約７割、航空運賃では約４割の負担
軽減を実施しております。平成29年度における負担軽
減額の実績は、航路において約３億1000万円、航空
路において約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、今後も離島住民
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８の(3)のア、離島におけるガソリン価格の
軽減事業の成果と今後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、本島から県内離島に輸送される石油製品の
輸送経費に対し補助を行っており、平成25年度には
補助対象経費を拡大し、離島における輸送コストの低
減に努めているところです。平成29年度における補
助実績は、補助対象経費９億6992万円に対し、９億
6923万円を補助しているところです。また、ガソリ
ン価格については沖縄本島を100とした場合の離島
の指数は、平成23年度の114程度から平成29年度は
112程度まで縮小しております。今後の取り組みとし
ましては、現在、石油販売事業者を対象に経営実態調
査を行っており、調査結果に基づき、引き続き価格差
縮小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）　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、新時代沖縄の経済振
興についての御質問の中の(5)及び(6)、沖縄振興予算
概算要求の概要と見解並びに今後の対応についてお答
えします。２の(5)と２の(6)は関連しますので、恐縮
ですが一括してお答えします。
　内閣府が８月末に行った概算要求については、大規
模災害時に想定される観光避難民への市町村対応の支
援等が新たに盛り込まれ、沖縄健康医療拠点の整備等
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が増額となっていることは一定評価するものの、沖縄
県が要望した3600億円規模の概算要求は行われてお
りません。特に、県と市町村が切実に増額を要望して
きた沖縄振興一括交付金は、平成29年度予算から大
幅減額となった平成30年度概算要求と同水準にとど
まっており、沖縄の自主的な選択に基づく沖縄振興の
施策展開へ影響が生じかねず、また、県と市町村の意
向が反映されたものとはいえず、残念であります。平
成31年度の沖縄振興予算の確保に向けては、内閣府
沖縄担当部局を初め関係機関との連携を一層密にし、
知事を先頭に、概算要求額の満額が確保されるととも
に、沖縄振興一括交付金について概算要求額以上の額
が確保されるよう取り組んでまいります。
　次に２の(8)、消費税の税率引き上げについてお答
えします。
　消費税率の引き上げを行う際には、低所得者層ほど
税負担が重くなる逆進性が高まるとの指摘があること
を踏まえて、十分な配慮が必要であると考えておりま
す。国は低所得者に配慮する観点から軽減税率を導入
するほか、あらゆる施策を総動員し、経済に影響を及
ぼさないよう全力で対応するとしていることから、国
の動向を注視してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
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、新時
代沖縄の経済振興についての御質問の中の(7)、カジ
ノ導入における県の見解についてにお答えします。
　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、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。
　次に９、文化振興についての御質問の中の(1)、琉
球歴史文化の日の制定についてにお答えいたします。
　沖縄の伝統文化の継承・発展を図るためには、先人
たちが築き上げてきた伝統文化への理解を深め、故郷
への誇りや愛着など、ウチナー文化の根底をなすチム
グクルを持つことが最も重要であると考えており、琉
球歴史文化の日制定を通じて、その取り組みを促進さ
せていく必要があると考えております。
　県としては、今後、琉球歴史文化の日の制定に向
け、具体的な日の設定や関連する取り組みなど、関係
団体等と意見交換を図りながら検討してまいりたいと
考えております。

　同じく９の(2)のイ、伝統芸能の人材育成及び条例
に基づく支援についての御質問にお答えいたします。
　県では、組踊や琉球舞踊など伝統芸能の継承発展を
図るため、県立芸術大学及び大学院における人材育成
を実施しており、これまでに卒業生が386名を数え、
国内外の文化芸術分野で活躍する人材を輩出している
ところであります。同大学は平成33年度を目途に法人
化する予定となっていることから、今後、さらなる教
育環境の充実などに取り組んでまいります。また、沖
縄文化芸術振興条例の規定に基づき、有識者等で構成
する沖縄県文化芸術振興審議会を毎年開催しており、
同審議会からの意見を人材育成等の施策に反映させ、
効果的な事業の実施に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）　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、防災行政につい
ての御質問の中の(1)、台風24号、25号による農林水
産関係の被害状況と対策についてお答えいたします。
　台風24号、25号による農林水産業関係の被害額は、
10月18日現在、サトウキビ、菊類等の農作物や農業
用施設等で約22億4611万円となっております。農林
漁業者への支援策としては、１、農業改良普及機関へ
の営農相談窓口の設置、２、農業共済制度による経済
的損失の軽減、３、さとうきび増産基金による支援、
４、農林漁業セーフティネット資金等に対する利子補
給の実施、５、災害復旧事業による被災施設の復旧に
向けた支援などを行っております。また、国に対して
も支援策の実施を要望しているところであり、引き続
き関係機関等と連携し、早期の復旧と再生産に向けた
支援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）　３の防災行政につ
いての(2)のア、停電の状況についてにお答えいたし
ます。
　今回の台風による停電については、沖縄電力からの
情報によると、台風24号では最大約25万7000戸、台
風25号では最大約３万2000戸とのことです。
　次に４、雇用・労働政策についての(1)、沖縄県の契
約に関する条例に基づく県の対応についてにお答えい
たします。
　県では、条例の基本理念に沿って、県が取り組むべ
き具体的な施策を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。現在、各部局と連携し取
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り組みの検討を行うとともに、取り組み方針について
の意見を聞くため、外部有識者で構成される沖縄県契
約審議会の開催に向け準備を進めているところです。
　次に同じく４の(2)、労働の質の改善に向けた取り
組みについてにお答えいたします。
　県内の雇用情勢は、完全失業率や有効求人倍率は最
高値を更新するなど、着実に改善しておりますが、全
国と比べると依然として非正規雇用率が高い状況にあ
るなど、雇用の質の改善が課題となっております。そ
のため県では、これまでの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に加え、さらなる
正規雇用の拡大を図るため、若年者を正社員として雇
用し、定着につなげた企業に助成する事業などを実施
することとしております。
　次に同じく４の(3)、若年者雇用の改善に向けた課
題と対策についてにお答えいたします。
　若年者の失業率や離職率が高い主な要因としては、
就業意識が低いこと、労働時間が長いなど雇用環境が
厳しい状況にあること、非正規労働者の割合が高いこ
となどが考えられます。そのため県では、若者のキャ
リア教育やジョブトレーニング、インターンシップを
実施するとともに、人材育成にすぐれた企業の認証や
人材育成リーダーの養成、正規雇用の拡大や職場定着
の推進を図る事業を実施しているところであります。
　次に、文化振興についての(2)のア、伝統工芸の人材
育成事業の成果と課題についてにお答えいたします。
　県では、後継者の育成を図るため、昭和47年から
各工芸産地組合が実施する後継者育成事業に対して補
助・支援を実施しております。また、工芸振興セン
ターでは織物、紅型、漆芸、木工芸、金細工などの技
術者を養成しているほか、工芸事業者を対象に、市場
ニーズの変化に対応した工芸品の企画・開発を行う人
材の育成にも努めております。これまでに育成してき
た人材は、県内工芸産業の振興に寄与する中心的な役
割を果たしてきております。その一方で、育成後の定
着率や業界の収益性の向上が課題となっております。
　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、防災行政につい
ての御質問のうち(2)のイ、無電柱化推進事業の現状
と対策についてお答えいたします。
　電線類地中化は、安全で快適な通行空間の確保や良
好な景観・住環境の形成のほか、道路の防災性の向
上、情報通信ネットワークの信頼性向上などを目的と
するものであります。平成27年度末時点における無

電柱化率は、全国平均の約１％に対し、沖縄県は約
1.6％であり、全国10位、九州では１位となっており
ます。なお、整備に当たっては、電線管理者等関係者
の理解・協力が不可欠であることから、引き続き、関
係者との合意形成に努め、電線類地中化を推進してい
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）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　５の沖縄らしい優しい社会
の構築についての御質問で(1)のイ、中高生のバス通
学無料化等についてお答えいたします。
　県教育委員会では、低所得世帯の高校生に対して、
奨学のための給付金事業により、通学費を含めた教育
費負担軽減の支援を行っており、県立高校生の約３割
が支援を受けております。経済的に厳しい状況にある
高校生への支援強化のため、給付額の増額や国庫補助
率の引き上げについて、全国都道府県教育長協議会を
通して、国に対し要望しているところであります。今
年度から、知事部局において沖縄県ひとり親家庭高校
生等通学サポート実証事業が開始されていることか
ら、当該事業の結果も踏まえながら、中高生のバス通
学費の負担軽減に向けて関係機関とも意見交換を行っ
ていきたいと考えております。
　次に同じく５の(2)のイ、就学援助の実施状況につ
いてお答えいたします。
　本県の就学援助率は、平成28年度が21.52％、平成
29年度は23.59％となっております。児童生徒への学
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。
　県教育委員会においては、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
よる就学援助の周知広報に努めております。また、市
町村教育委員会に対して、県内外の就学援助の実施状
況に関する情報提供や意見交換会の開催などを通じ
て、就学援助制度の適切な実施を促しているところで
あります。
　次に、６の子育て支援・教育行政についての御質問
で(5)、少人数学級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。中学
３年生までの少人数学級の拡大については、市町村教
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育委員会の意向等を踏まえ、検討してまいります。
　次に同じく６の(6)で、不登校、義務教育未修了者
数と夜間中学についての御質問にお答えいたします。
　文部科学省の問題行動等調査によると、本県の平成
28年度の公立小・中・高等学校の不登校児童生徒数
は、3822人となっております。また、義務教育未修
了者数として調査されたものはありませんが、平成
22年国勢調査によりますと未就学者として、在学し
たことのない人、または小学校を中途退学した人の
数は、6541人となっております。夜間中学について、
国は平成28年12月に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に関する法律を成立さ
せ、その設置を促進するとしております。
　県教育委員会では、夜間中学は義務教育未修了者等
の教育機会確保に重要な役割を担うものと認識してお
り、公立中学校夜間学級等設置検討委員会において詳
細なニーズ調査を実施し、分析・検討を行うこととし
ております。
　次に同じく６の(7)で、新たな特別支援学校設置の
進捗状況についての御質問にお答えいたします。
　那覇市古波蔵に設置する特別支援学校につきまして
は、小・中・高等部の児童生徒合わせて250名規模と
し、現在、実施設計に取り組んでいるところでありま
す。来年度には、校舎等の建設工事に着手する予定と
しており、平成33年４月の開校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）　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）　５、沖縄らしい優しい社
会の構築についての御質問の中の(5)、犬・猫殺処分の
推移と廃止の取り組みについてお答えします。
　県においては、人と動物が共生できる社会を目指
し、犬・猫の殺処分をゼロとするため、犬・猫の収容
数の削減、返還数・譲渡数の向上に取り組んでおりま
す。その結果、犬・猫殺処分数は、平成24年度の6604
頭から平成29年度には1421頭へと大幅に減少してお
ります。
　県としましては、殺処分ゼロに向けて、これまでの
取り組みの継続とあわせ、譲渡機会をふやすための拠
点施設の整備を進めております。また、殺処分の廃止
については、全ての命を大切にする沖縄県の実現のた
めに重要であることから、来年度改定する予定の沖縄
県動物愛護管理推進計画において、具体的に検討して
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）　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、子育て支
援・教育行政についての御質問の中の(1)、こども医
療費助成事業についての御質問にお答えします。
　通院の対象年齢の拡大につきましては、現在、県内
の全市町村を対象とした意向調査を行っているところ
であり、調査結果を踏まえながら市町村と拡大に向け
た協議を進めていきたいと考えております。
　次に、(2)の子育て世代包括支援センターについて
の御質問にお答えします。
　母子健康包括支援センターは、妊産婦及び乳幼児の
健康、経済及び社会的状況などを包括的かつ継続的に
把握し、助言や訪問支援等を行うほか、関係機関との
連絡調整を行うことになりますので、妊娠期から子育
て期まで切れ目なく必要な支援が受けられる体制が整
備されることになると考えております。県は、市町村
がそれぞれの実情に応じた母子健康包括支援センター
を設置することができるよう、研修会の開催、個別具
体的な助言を行うなど、今まで以上に市町村に対する
支援を実施していきたいと考えております。  
　次に、７の医療・高齢者福祉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４回協議会
を開催しており、現在は、病院の設置主体、経営単位
及び経営形態などの経営システム全般に関する協議を
行っているところであります。
　県としましては、基幹病院整備のための基本的枠組
みに関する合意形成を図るため、引き続き、北部地区
医師会病院及び北部12市町村と鋭意協議を進めてい
きたいと考えております。
　次に、(2)の国保財政についての御質問にお答えし
ます。
　沖縄県の前期高齢者交付金の交付額につきまして
は、平成28年度が約114億円、平成29年度が約146
億円、平成30年度が約188億円と年々増加してきて
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、県は、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、本県の国保財政の
安定化を図る観点から、引き続き要請していきたいと
考えております。
　次に、離島振興についての御質問の中の(3)のイ、
離島における水道料金についての御質問にお答えしま
す。
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　県では、離島における水道料金の格差是正を含め
た、水道のユニバーサルサービスの向上を図るため、
水道広域化に取り組んでいるところであります。平成
26年11月には、沖縄県、沖縄県企業局、沖縄本島周
辺離島８村の３者において広域化に関する覚書を締結
し、平成33年度までに広域化を実現できるよう取り
組むことや、本島並みの水道料金に近づけるよう努め
る旨を確認したところであります。なお、粟国村にお
いては、平成29年度末に広域化を完了しており、そ
の効果により広域化後の水道料金は約２分の１となっ
ております。
　以上でございます。
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　知事初め当局の皆さん、答弁ありが
とうございました。
　再質問で３点伺いたいと思います。
　最初は、普天間基地問題の原点について伺いたいと
思います。
　去る県知事選挙であれだけ圧倒的な県民の民意が示
されたにもかかわらず、安倍政権は政府方針である辺
野古の移設は変わらない、原点は普天間飛行場の危険
性の除去だと主張しております。一方で政府は、その
危険性の除去のために沖縄と約束した５年以内の運用
停止については、何らアクションを起こしておりませ
ん。本当に無責任な態度だと思います。今回新県政が
誕生するに当たり私たち党の代表質問では、沖縄戦の
歴史また戦後の銃剣とブルドーザーで土地を奪われた
歴史の見解をお聞かせいただきました。この沖縄の歩
んできた苦難の歴史を顧みず、県民の気持ちに寄り添
うことができない今の政府の姿勢には、到底許されな
いものがあると思います。玉城デニー新知事にとって
米軍普天間基地問題の原点とは何でしょうか。そのこ
とをお聞かせください。
　２点目に、訪米要請行動については、できるだけ早
く行きたいという答弁をいただきました。これは大変
重要な問題だと思います。やはりアメリカ政府のほう
が玉城デニー新知事に対して大きな関心をお持ちだと
思いますので、私はなるべく本当に早く行くべきだと
思います。やはりこれまでも訪米行動をやってきまし
たが、今回は亡くなった翁長雄志さんが埋立承認を実
際に撤回した、こういった現状にあります。そういっ
た意味でやはりこれまでの訪米とは全くまた意味も重
要性も変わってきていると思いますので、この時期に
ついてもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思いま
す。先ほどはできるだけというお言葉がありました

が、これは年内を意味するのかあるいは年明け早々を
意味するのか、この点を確認させてください。
　最後の３点目は、北部基幹病院についてお聞かせく
ださい。
　大変、北部地域の皆様にとっては待たれているこの
北部基幹病院です。きょうの午前中の代表質問の中
で、知事は市町村の応分の負担が必要であると答弁を
しておりましたが、部長の答弁等聞くとちょっとわか
りづらいところもありましたので、いま一度この応分
の負担とはどういう意味なのか、その真意を確認させ
ていただきたいと思います。
　よろしくお願いいたします。
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。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　比嘉瑞己議員の質問にお答
えをいたします。
　普天間の危険性の除去については、これは党派を問
わず全ての県民がその一日も早い危険性の除去を願う
ものでありますが、その普天間基地の除去の原点とい
うのは、いわゆる米軍によって強制接収されたその基
地を一日も早く県民に返すということであるというふ
うに思います。かねて翁長雄志前知事もそのようなこ
とをおっしゃっていたと思いますが、その趣旨からす
ると私も同じような思いであるというふうにお答えし
たいと思います。
　それから２点目は、訪米について承認を撤回した現
状などを踏まえるとできるだけ早く訪米をしてメディ
アの注目に応えるべきではないかという趣旨の質問で
あったと思いますが、今、年内も含めてできるだけ早
く訪米できる環境が整えられるよう調整を進めている
ところであります。
　それから３点目の基幹病院の応分の負担ですが、私
の先ほどの答弁の応分の負担と申しますのは――説明
が不足していたかもしれませんが――先ほど部長が答
弁で申し上げましたように、また私が選挙戦の中でも
話していたことではありますが、市町村の一般財源の
負担のない形での負担、市町村の一般財源の負担のな
い形での負担、より具体的に申し上げますと市町村に
は補助事業の活用を求めてまいりますが、その際の裏
負担は県が負担をするという趣旨であります。
　私は公約の実現に向けて全力で取り組んでいきたい
と思います。よろしくお願いいたします。
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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　質問に入ります前に、今回当選され
ました玉城デニー知事におかれましては、当選おめで
とうございます。県民生活向上のため、しっかりと結
果を残していただきたいと思いますので、よろしくお
願いします。
　それでは、通告に従い代表質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　このたび、新知事に就任された玉城デニー知事の選
挙公約に掲げられている実施政策について伺う。
　(1)、人材（財）の育成・自立経済発展資源の創出に
ついて。
　ア、「産学官による万国津梁会議（仮称）を新設し、
アジアをはじめ、世界各国との経済・米軍基地対策・
教育・人事交流の促進を図り、自活への経済発展資源
の創出に取り組みます。」とあるが、万国津梁会議で
米軍基地対策を議論すべきなのかその真意を伺う。
　(2)、社会資本・産業基盤の整備について。
　ア、「南北を縦貫する鉄軌道を導入し、ＬＲＴなど
各地域内の循環路線と結びつけ、それぞれ地域の活力
の原動力となる次世代型交通ネットワークを構築しま
す。」とあるが、鉄軌道の導入については、国との調
整が不可欠であるがこれまで全く調整がついていな
い。補助が欲しいというだけでは進まない。今後は事
業承認に向けてどのように取り組むのか伺う。
　イ、「沖縄都市モノレールの３車両化に向けて取り
組みます。」とあるが、昨年11月定例会で要求した際
には、３両編成にふやすのではなく増便で対応すると
の答弁だった。今回、どのようにして３両編成を実現
しようと考えているのか、財源の根拠を示していただ
きたい。それと、３車両化にした場合のレールや桁な
どの耐久性について構造上可能なのか示していただき
たい。
　ウ、「那覇港を那覇空港と一体とした国際コンテナ
ターミナル、ロジスティックスセンターの整備、国際
交流、物流拠点の形成に必要な港湾機能の強化に取り
組みます。」とあるが、那覇港の機能強化には、那覇
軍港の移設推進が必須であると考えるが、デニー知事
は那覇軍港の移設について推進する立場なのか改めて
伺う。
　(3)、沖縄らしい観光・リゾート地の形成について。
　ア、「「観光・環境協力税」（仮称）の創設で自然環
境保全、地域の発展を支える観光振興を推進します。」
とあるが、宿泊税を対象に検討されているそうだが、
税率はどの程度まで必要と考えているのか伺う。

　イ、「世界上位の観光リゾート地の形成を目指し、
大型ＭＩＣＥ施設整備を積極的に推進します。」とあ
るが、大型ＭＩＣＥ事業が国の承認を得られていない
中で、今後の事業見通しはどうなっているのか伺う。
　(4)、産業の振興と雇用の創出・安定について。
　ア、「正規雇用の拡大、所得の向上など雇用の質の
改善のため「正社員雇用拡大助成金事業」を推進しま
す。」とあるが、今定例会の議案で補正が１億6000万
円も減額されているが、今後はどのようにして改善
し、公約を実現するのか示していただきたい。
　イ、「県発注公共工事の不調・不落の改善のため、
積算方法の見直しに取り組みます。」とあるが、積算
方法の課題とは何だったのか見解を伺うとともに、見
直しとは具体的にどこをどう見直すのか示していただ
きたい。
　ウ、「沖縄特産の商品開発支援を強化するとともに、
国内外への販路拡大に向けた物流コストの低減に取り
組みます。」とあるが、昨年11月定例会で求めた荷主
に対する輸送費支援制度の導入が必須であると考え
る。改めて輸送費支援制度の導入を求めるかどうか伺
う。
　(5)、農林水産業の振興について。
　ア、「畜産物、サトウキビ、野菜、果樹、花き、水
産物などの農林水産物の付加価値を高めるために、生
産、加工、流通の一体的な振興を図ります。」とある
が、県として具体的に何を支援して付加価値を高めて
いくのか伺う。
　(6)、地域力の向上・くらしの向上について。
　ア、「新たな基金の創設により、自治会や老人会、
婦人会、青年会、こども会など地域を支える団体を支
援するとともに、地域を支える人材を育成します。」
とあるが、団体への支援の内容と新たな基金の規模・
財源について示していただきたい。
　イ、「地域の防災力向上と安心安全のまちづくりの
ために自治会加入率向上に努めます。」とあるが、地
域の防災力向上に効果的な支援策は何か伺う。また、
自治会加入率向上のためには何が必要と考えるか伺
う。
　(7)、世界に誇る沖縄の自然環境を守るについて。
　ア、「ジュゴンや世界有数のアオサンゴ群が生きる
辺野古・大浦湾の貴重な海を守り、国立公園化に取り
組み、将来的には世界自然遺産登録実現を目指しま
す。」とあるが、国立公園化に向けた取り組みと世界
自然遺産登録に該当する要素とは何か示していただき
たい。また、同じ名護市にある嘉陽の褶曲は、国指定
の史跡名勝天然記念物として貴重な自然の文化遺産で
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ある。その保全と安全対策にも取り組むべきと考え
る。県の見解を伺う。 
　イ、「犬猫殺処分の「ゼロ」から「廃止」へと目指
し、命が尊重される動物愛護の政策に取り組みます。」
とあるが、犬・猫殺処分の廃止はぜひ早急に実現して
いただきたいので、そのスキームを示してほしい。
　ウ、「原発の建設に反対し、沖縄の特色を活かした
クリーンエネルギーを推進します。」とあるが、県内
のどこに原発の建設計画があるのか示していただきた
い。
　エ、「国立自然史博物館の誘致に取り組みます。」と
あるが、我が会派から何度も要望してきたことであり
早期実現を求める。誘致に向けた取り組みのスキーム
を示していただきたい。
　(8)、歴史と誇りある伝統文化の継承と発展につい
て。
　ア、「沖縄の歴史・伝統行事・文化・芸能を教育とし
て実践する施策に取り組みます。」とあるが、学校教
育の中で文化芸能に関する予算がどうなっているのか
推移を示していただきたい。
　(9)、医療の充実・健康福祉社会の実現について。
　ア、「北部基幹病院の早期実現を通じ、医師不足の
解消をはじめ北部圏域の医療体制の構築を図ります。」
とあるが、北部基幹病院について、これまで北部市町
村に幾らかの負担を求めていたはずだが、その点につ
いてどうなっているのか示していただきたい。
　イ、「移植を必要とする患者のために関係機関と連
携しドナー登録をさらに推進します。」とあるが、何
のドナー登録を推進するのか。また、これまで公明党
会派で要望してきた骨髄ドナー助成制度の導入を早急
に実施すべきであると考える。県の見解を伺う。
　ウ、「県立病院の経営形態を維持し機能強化を図る
ため離島医療、救命救急医療、急性期医療、高度・特
殊医療等の施策に取り組みます。」とあるが、全ての
課題を実現するにはどのぐらいの予算が必要なのか、
実現に向けたスキームを示していただきたい。
　エ、「障がいのある方に対する職業的自立を促進・
支援します。」とあるが、県として具体的に何を支援
していただけるのか示していただきたい。 
　(10)、子育て・高齢者施策の推進について。
　ア、「「子どもの貧困対策計画」を着実に実施し、
「沖縄子どもの未来県民会議」など行政、民間の幅広
い支援態勢を構築します。」とあるが、これまで取り
組んできた成果は何か。これまで国に対して具体的に
どのような要望をしてきたのか。また今後の貧困対策
の補助率について、これまでの国の補助率維持を求め

ずに事業を実施していくのか伺う。
　イ、「待機児童解消に向けて市町村と連携し、保育
所整備、認可外保育施設の認可化を支援します。」と
あるが、待機児童の実態について、これまで市町村に
対し県独自のヒアリングを行ったことがあるのか。ま
た、国に対して沖縄独自の待機児童の課題について説
明したことはあるのか伺う。
　ウ、「保育士の待遇改善を進め、保育士の確保、育
成に取り組みます。」とあるが、保育士の待遇改善策
は具体的には何をするのか。県独自で待遇加算を新設
するのか伺う。
　(11)、安心・安全で快適な社会づくりについて。
　ア、「警察との連携や協働のまちづくりにより「安
心・安全に暮らせる地域づくり」を行います。」とあ
るが、安全対策事業の要望は多くある中、事業の予算
はどうなっているのか。ここ数年の予算の推移と今後
の対応について伺う。
　(12)、離島力の向上について。
　ア、「離島出身の生徒のための寄宿舎を整備すると
ともに、相談員の配置など日常生活を支える幅広い支
援を行います。」とあるが、八重山での高校生の寄宿
舎の値上げ問題は解消できる見通しなのか伺う。
　イ、「離島航空運賃を引き下げるため割引運賃制度
や空港着陸料の減免等を進めます。」とあるが、これ
までの航空運賃割引制度の継続なのか拡充なのか伺う。
　(13)、教育振興と国際交流・協力の推進について。
　ア、「子ども貧困対策として中高生のバス無料化に
向けて取り組みます。」とあるが、昨年、県に全ての
高校生のバス賃を無料化するよう要望した。結果と
してことしの10月からひとり親世帯に半額補助でス
タートしたが、いつからこの無料化を実施するのか財
源も含めて示していただきたい。また、通学が広域で
ない中学生にも無料化の対象とする根拠を伺いたい。
むしろ年金生活にある高齢者への無料化が必要ではな
いかと考える。見解を伺う。 
　イ、「市町村と連携し小中高全校トイレの洋式化、
クーラーの設置率100％を目指します。」とあるが、
クーラーを100％設置した場合の電気料金の負担はど
う考えるか。従前の防衛予算からの沖縄独自の高率補
助復活を国に求めるのか伺う。 
　ウ、「2020東京オリンピック・パラリンピックをは
じめとする国際大会に向けて、県出身選手の育成支
援に取り組みます。」とあるが、54年前の東京オリン
ピックはアジア初のオリンピックであり、しかも聖火
ランナーの国内の出発地が当時、米軍統治下にあった
沖縄だったことは、ほとんどの県民に知られていな
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い。2020年に再び東京オリンピックが行われること
を受け、54年前の聖火到達地として県内に記念碑を建
立し、歴史にとどめる必要があると考えるがどうか。
　(14)、基地問題の解決と返還基地の跡地利用につい
て。
　ア、「建白書の精神に基づき、普天間基地の閉鎖・
撤去を求め、辺野古新基地の建設・オスプレイの配備
に断固反対します。」とあるが、2009年に発足した民
主党政権は2010年５月23日に改めて辺野古移設を容
認した。デニー知事も当時はその民主党に在籍してい
た。その後、消費税増税に反対して2012年に民主党
を除名された。その間、民主党の国会議員として辺野
古を容認した鳩山元総理と行動をともにしてきたが、
デニー知事は、一体いつ辺野古移設反対に再び態度を
翻したのか教えていただきたい。民主党に在籍したと
き、玉城議員は、鳩山総理が沖縄の基地のあり方を提
起したのはすばらしい英断だったと県内移設を実現で
きなかった鳩山氏を全力で擁護していたではないで
しょうか。政権についていたときには賛成し、政権を
外れたら反対する。責任がない立場になると言いたい
放題というのは余りにも無責任ではないか。知事の見
解を伺う。
　イ、「全国知事会との連携を強化して、過重な基地
負担、日米地位協定の不平等な実態を全国に伝え、問
題の解決に取り組みます。」とあるが、これまでも全
国知事会で、この実態調査の報告をされたと思うが反
応はどうだったのか伺う。
　(15)、沖縄から世界へ、平和の発信について。
　ア、「世界平和の礎となる国際機関の誘致に取り組
みます。」とあるが、これまで国連機関や国際機関の
誘致について、公明党会派としてずっと求めてきたの
で、今後のスキームについて伺いたい。
　以上、再質問があれば改めて行いますので、御答弁
よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　金城泰邦議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１
(1)ア、万国津梁会議（仮称）での米軍基地対策につい
てお答えいたします。
　私は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の趣旨等をも
とに、万国津梁会議（仮称）を新設し、アジアを初め、
世界各国との経済交流、文化交流、教育・人事交流等
を促進していきたいと考えております。また、万国津
梁会議（仮称）では、現在取り組んでいるウチナー

ネットワークの継承、発展、強化についても一層進め
ることができるよう意見交換を重ねていきたいと考え
ております。今後、米軍基地対策の取り扱いを含め、
経済、文化、教育・人材等あらゆる分野での全庁的な
取り組みにつながるよう、会議のあり方等について検
討してまいります。
　次に１の(2)のア、鉄軌道導入に向けた今後の取り
組みについてお答えいたします。
　私は、沖縄らしい優しい社会を構築するため、アジ
アのダイナミズムを取り込むことなどにより、経済全
体を活性化させ、持続的に発展する好循環をつくり上
げる必要があると考えております。このためには、シー
ムレスなアジアの空、海、陸の交通体系に対応できる
鉄軌道の導入が必要であります。また、鉄軌道は、県
土の均衡ある発展、県民及び観光客の移動利便性の向
上、交通渋滞の解消による経済の活性化、基地返還跡
地のまちづくりの推進などに資する重要な社会基盤で
あります。今後は、国の調査において示されている費
用便益分析等の諸課題について検討を行うとともに、
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ます。
　次に１の(14)のア、辺野古移設に対する見解につい
てお答えいたします。
　私は民主党政権時代、普天間飛行場の県外・国外移
設実現のため、さまざまな移設先について情報収集を
行うとともに、当時の鳩山元総理とも会い、県外・国
外移設をお願いしたところであります。しかしなが
ら、結果として、県外・国外移設が実現できなかった
ことは、残念であります。なお、私自身は、辺野古移
設反対の姿勢を変えたことはなく、今後もその姿勢を
堅持してまいります。
　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）　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うち(2)のイ、沖縄都市モノレー
ルの３両編成についてお答えいたします。
　沖縄都市モノレールの平成29年度の１日当たりの
乗客数は４万9715人で過去最高となっており、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により対応を行っており
ます。現在、県においては、モノレール需要予測調査
を行っているところであり、調査結果を踏まえ３両編
成を含めた中長期の輸送力強化や財源の確保等につい
て、同株式会社と連携して検討していきたいと考えて
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おります。なお、桁等の構造については、車両数にか
かわらず対応可能なものとなっております。
　次に１の(4)のイ、不調・不落の改善についてお答
えいたします。
　公共工事の積算は、国に準拠した工事標準積算基準
に基づいて、材料費や労務費等を積み上げた上で、現
場に必要な経費や企業の利益等を適正に積算しており
ます。ここ数年、不調・不落率は20％台で推移してお
り、労働者不足や市場単価と実勢価格の乖離等が主な
要因と考えております。そのため、労働者確保に必要
な経費は実態に応じて精算し、市場単価と実勢価格に
乖離がある資材等は、現場見積りを採用するなど対策
を講じております。今後とも、建設業団体との意見交
換を通じて実態把握に努め、不調・不落の改善に取り
組んでまいります。
　次に１の(4)のウ、輸送費支援制度の導入について
お答えいたします。
　那覇港は、現在、輸出の約５割を空コンテナが占め
る片荷輸送の状況とのことであり、海上運賃が割高に
なる一つの要因になっているものと考えられます。那
覇港管理組合によると、荷主企業に対する輸送費支援
のほかに、那覇港における新規の国際航路の開設及び
国際トランシップ貨物の取り扱いを行う外航船社に対
し、実証実験として、燃料費など費用の一部を支援す
る那覇港輸出貨物増大促進事業に取り組んでいるとの
ことであります。
　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、知事の政治姿勢に
ついての(2)のウ、那覇港湾施設の移設についてお答
えいたします。
　沖縄県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、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
れてきたところであります。
　県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、協議会
の枠組みの中で進めることが現実的と考えております。
　次に１の(6)のイの(ｱ)、防災力向上の支援策につい
てお答えします。
　県は、地域の防災力向上には、自分たちの地域は自
分たちが守るという連帯感に基づき結成される自主防
災組織の果たす役割が大きいと考えております。平成

29年４月１日現在、県内には自主防災組織が307団
体あり、そのうちの約８割の253団体は自治会が自主
防災組織の主体となっていることから、自治会の加入
率向上は自主防災組織の体制強化につながるものと考
えております。なお、災害対策基本法により市町村長
は自主防災組織の充実を図ることとされていますが、
県としても地域防災リーダーの育成研修を実施する
等、市町村の取り組みを支援しております。
　次に１の(14)のイ、全国知事会への実態調査報告に
対する反応についてお答えします。
　沖縄県は、全国知事会議や米軍基地負担に関する研
究会において、沖縄の米軍基地負担の実情やドイツ・
イタリアにおける地位協定調査の結果などを報告し
ました。報告に対して、各知事からは、沖縄の痛みを
日本全体の痛みとして受けとめていかなければならな
い、日本の安全保障は日本人全体で考えないといけな
いというような発言がありました。また、ドイツ・イ
タリアにおける地位協定や基地の運用状況に関する調
査報告に対しては、各国の状況が大変よくわかったと
いうような発言がございました。
　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）　１、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(3)のア、観光・環
境協力税（仮称）の税率についてにお答えいたします。
　今月15日に開催された観光目的税制度の導入施行
に関する検討委員会において、県の観光振興を目的と
する法定外目的税の導入の必要性等について検討が行
われ、課税客体は宿泊行為とすること、そして使途に
ついては、持続可能な観光地づくりや観光客の利便性
及び満足度の向上などに活用するとの基本的な考え方
がまとめられました。
　県としては、今年度末に予定されている同委員会か
らの提言を踏まえ、法定外目的税の税目等を定めるこ
ととしており、できる限り早期に導入できるよう全力
で取り組んでまいります。
　同じく１の(3)のイ、大型ＭＩＣＥ施設整備事業の
見通しについての御質問にお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設は、アジアのダイナミズムを取り
込み、本県の持続的発展に寄与する重要な施設であり
ます。県は、需要・収支見込み及び周辺受け入れ環境
整備の見込みについて国に丁寧に説明を重ね、さらに
精緻な説明を行うためには基本設計が必要不可欠であ
ることを訴えております。また、今月９日に知事が沖
縄担当大臣に要望書を手渡したほか、12日に総理官邸
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を訪問した際にも早期交付決定の申し入れを行いまし
た。
　県としましては、沖縄の成長可能性を引き出す大型
ＭＩＣＥ施設の整備に向けて、知事による国との対話
や国への働きかけ等をスピード感を持って行い、早期
の交付決定が得られるよう取り組んでまいります。
　同じく１の(13)のウ、聖火到着記念碑の建立につい
ての御質問にお答えいたします。
　聖火は、平和、平等、結束、友愛などを象徴し、オ
リンピックのシンボルの中で最も神聖なものとされて
おります。このような聖火が、54年前に国内で最初に
沖縄に到着し、聖火リレーが開始されたことは、本県
にとって大変意義深い体験であり、未来に受け継がれ
ていくべきものであると考えております。中学の保健
体育の教科書にも、東京1964大会のレガシーとして、
名護市嘉陽の聖火宿泊記念碑が掲載され、将来を担う
子供たちに受け継がれております。
　県としては、記念碑の建立については、関係者を含
め多くの県民の意見や賛同の状況、県民の盛り上がり
などを踏まえながら県の役割等も含め検討してまいり
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）　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、知事の政治姿
勢についての(4)のア、正社員雇用拡大助成金事業に
ついてにお答えいたします。
　本事業は、一括交付金事業として国と数カ月調整し
たものの、国の交付要綱上、原則対象外となる法人の
負担に充当する事業に該当するとされ、事業スキーム
の見直しを求められました。
　県としましては、助成金支給による正規雇用の推進
は、沖縄振興にも資する旨を説明してきましたが、交
付は見送られたところであります。しかしながら、本
事業は極めて有効であり、正規雇用の推進は本県の重
要課題であることから、さらなる正規雇用の拡大を図
るため、実証事業として実施することとしております。
　同じく１の(7)のウ、県内の原発建設計画について
にお答えいたします。
　沖縄電力では、低炭素化等の知識や技術を習得する
ため、原子力発電のほか、燃料電池、海洋エネルギー
発電等の情報収集に取り組んでいると承知しておりま
す。なお、県内における原子力発電の建設計画はない
と聞いております。
　以上です。
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、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(5)ア、農林水産物の付加価
値を高めること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、農林水産物の付加価値向上や生産・加
工・流通の一体的な振興に取り組んでおります。具体
的には、１、農業生産施設等の整備、２、農水産加工
の推進や地域食材の活用促進による６次産業化の支援、
３、製糖企業等食品加工業との連携、４、輸送コスト
等の低減支援等を実施しているところであります。
　県としましては、引き続き、持続的農林水産業及び
フロンティア型農林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）　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(6)のアの(ｱ)、自治会
への支援についての御質問にお答えいたします。
　県では、自治会への支援として、宝くじの収益金を
活用した、一般財団法人自治総合センターが実施する
コミュニティ助成事業を通じて、自治会活動に必要な
設備や集会施設の整備等への支援を行っております。
また、公益社団法人沖縄県地域振興協会において、地
域の振興及び活性化を図ることを目的に、地域活性化
助成事業を実施し、自治会を含む地域づくり団体へ助
成するとともに、自治総合センターのコミュニティ助
成事業を補完するコミュニティ活動促進事業を実施し
ております。新たな基金の創設につきましては、どの
ような取り組みが可能か関係機関と連携し、研究して
まいる考えであります。
　次に同じく１の(6)のイの(ｲ)、自治会加入率の向上
についての御質問にお答えいたします。
　自治会においては、地域住民相互の連絡、環境の整
備、防火・防犯対策、伝統・文化の継承など、良好な
地域社会の維持及び形成を図る活動を行っておりま
す。自治会によるこれらの活動を通して、住民に安全
なまちづくりや地域のきずなづくり、住民福祉の向上
などに取り組む自治会の評価を高めることで、住民の
自治会への加入率が向上するものと考えます。
　県としては、沖縄県自治会連合会との連携や総務大
臣表彰及び春秋叙勲への自治会役員等の積極的な推薦
など、自治会活動を側面から支援しているところであ
ります。
　次に、１の(12)のイ、離島航空運賃割引制度につい
ての御質問にお答えいたします。
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　沖縄県では、離島住民の交通コストの負担軽減を図
るため、船賃及び航空運賃を低減する事業により、航
空運賃については約４割の負担軽減を実施しておりま
す。
　県としましては、離島地域の市町村と連携し、引き
続き離島住民の交通コストの負担軽減を安定的かつ継
続的に実施できるよう取り組んでまいります。
　次に１の(15)のア、国際機関誘致の取り組みについ
ての御質問にお答えいたします。
　知事公約において、沖縄から世界へ平和の発信を行
うため、世界平和の礎となる国際機関の誘致に取り組
むこととしております。国際機関の誘致については、
今後とも関係部局と連携を図りながら、前向きに取り
組んで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）　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(6)のアの(ｲ)、老人
会への支援についてお答えいたします。
　県では、高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせ
る社会づくりを推進するため、老人クラブ等が実施す
る介護予防や老人スポーツ大会、リーダー育成のため
の研修事業などの活動に対する支援を行っておりま
す。また、沖縄県かりゆし長寿大学校の運営を通し、
高齢者に体系的な学習の場を提供することにより、地
域活動の担い手を養成しております。新たな基金の創
設については、どのような取り組みが可能か関係機関
と連携し、研究してまいります。
　同じく１の(9)のエ、障害のある方の職業的自立促
進等についてお答えします。
　県では、障害のある方が経済的に自立し、生き生き
と活躍できる環境づくりを目指し、各種施策に取り組
んでおります。具体的には、就労継続支援事業所への
指導等を通して、障害のある方への生産活動の機会提
供、就労に必要な能力向上のための訓練等が適切に行
われるよう取り組んでおります。また、平成30年度か
らは、障害のある方が就労した際に、事業所職員が個
別面談や企業訪問を行う就労定着に向けた支援を実施
してまいります。
　同じく１の(10)のア、子供の貧困対策のこれまでの
成果と国の緊急対策事業についてお答えいたします。
　子どもの貧困対策計画について、平成28年度から
２年間の中間評価を行ったところ、計画に掲げた34
の指標のうち25の指標が改善したほか、子供の貧困
対策支援員が27市町村に114人配置され、子供の居

場所が26市町村に130カ所設置されるなど、取り組
みの成果が確認されたところです。これら事業の成果
や市町村の意見を踏まえ、県は内閣府に対して、沖縄
子供の貧困緊急対策事業の補助率の維持及び支援の拡
充等について要望してきました。次年度の内閣府の概
算要求では、予算額は今年度の12億円から１億円増
の13億円となり、補助率については、既存事業は10
分の10から10分の９に見直されますが、手厚い支援
が必要な子供への支援強化や離島への支援など、新た
な課題に対応する新規事業については、10分の10とさ
れているところです。
　同じく１の(10)のイ、待機児童解消に向けた市町村
及び国への説明等についてお答えいたします。
　県においては、常時、各市町村の担当部署と綿密な
ヒアリングを行い、保育所等整備予算や保育士確保支
援等の各種事業を積極的に活用するよう助言している
ところです。さらに、待機児童の多い市町村長を直接
訪問し、待機児童の現状、課題及び今後の対応策につ
いて意見交換しております。国に対しては、機会ある
ごとに沖縄県の現状と課題を説明し、対応策等につい
て意見交換を行っております。
　同じく１の(10)のウ、保育士の処遇改善についてお
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、
認可保育所の運営に関する公定価格の改定が行われ、
平成24年度からこれまでに約11％の処遇改善が図ら
れているほか、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。県独自の施策としては、非正規雇用の
保育士を正規雇用に転換した場合に、月額４万2000
円を補助する保育士正規雇用化促進事業を実施してい
るほか、保育士の負担軽減のため、年休取得や産休取
得の支援、さらには、今年度から新たに休憩取得の支
援を実施しております。
　同じく１の(13)のアの(ｲ)、高齢者のバス無料化に
ついてお答えいたします。
　沖縄県内においては、高齢者の移動支援策として、
車椅子を利用する高齢者や自家用車を所有していない
高齢者等を対象として、タクシー等の利用に対し助成
を行うなどの移動支援サービスが23市町村で実施さ
れております。また、バス事業者においても、高齢者
等運転免許返納者に対する割引を実施しております。
　県としましては、県内市町村の取り組みを踏まえる
とともに関係機関とも連携を図りながら、高齢者の移
動支援を図っていきたいと考えております。
　以上でございます。
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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の知事の政治姿勢につい
ての御質問で(6)のアの(ｳ)、婦人会、青年会、子供会
等への支援についてお答えいたします。
　婦人会、青年会、子供会等社会教育関係団体への支
援につきましては、当該団体の主催事業への支援や運
営面でのサポート、研修会への講師の派遣、指導助言
等を行っております。また、当該団体が主催する全国
大会及び九州大会の開催時など、臨時に多大な経費が
必要な場合は、補助金を交付し支援を行っておりま
す。新たな基金の創設については、どのような取り組
みが可能か関係機関と連携し、研究してまいります。
　同じく１の(7)のアの(ｲ)、名護市嘉陽層の褶曲の保
全と安全対策についての御質問にお答えいたします。
　国指定天然記念物名護市嘉陽層の褶曲については、
名護市教育委員会が平成29年度に国庫補助事業を活
用して保存活用計画を策定しております。同計画の中
で、保全する上で守るべき事項や安全に見学する方法
が示されております。また、これを一般向けにわかり
やすくまとめたリーフレットを作成して配布しており
ます。
　県教育委員会としましては、今後、名護市教育委員
会と連携しながら、名護市嘉陽層の褶曲の保全と安全
対策に努めてまいります。
　次に同じく１の(8)のア、学校教育における文化芸
能予算についての御質問にお答えいたします。
　沖縄の伝統芸能について、児童生徒にその文化的価
値を理解させ、尊重する心を育むことは、学校教育に
おいても重要なことだと考えております。県教育委員
会では、組踊等沖縄伝統芸能普及啓発事業等を通し、
学校における組踊や琉球舞踊、琉球歌劇等の伝統芸能
の鑑賞機会の提供に努めているところであり、その予
算は、平成28年度が2577万8000円、平成29年度が
1072万3000円、平成30年度が1811万8000円となっ
ております。
　次に同じく１の(12)のア、八重山地区の高校の寮費
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。八重山商工高校においては、八
重山農林高校の学寮が完成後も、ほぼ現状の寮費を維
持できるよう、入寮生の確保等に引き続き取り組んで
おります。また、八重山農林高校の学寮においては、
学校や保護者の要望等を踏まえ、よりよい住環境の改

善に努めたこともあり、寮生１人当たりの負担額がふ
える見込みとなっております。現在、同校において
は、具体的な寮費の確定を進めているところであり、
今後とも学校と連携し、丁寧な説明により保護者の理
解が得られるよう取り組んでまいります。　
　次に同じく１の(13)のアの(ｱ)、中高生のバス通学
無料化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、低所得世帯の高校生に対して、
奨学のための給付金事業により、通学費を含めた教育
費負担軽減の支援を行っており、県立高校生の約３割
が支援を受けております。経済的に厳しい状況にある
高校生への支援強化のため、給付額の増額や国庫補助
率の引き上げについて、全国都道府県教育長協議会を
通して、国に対し要望しているところであります。ま
た、中学生については、遠隔地から通学している事例
などがあると聞いております。今年度から、知事部局
において沖縄県ひとり親家庭高校生等通学サポート実
証事業が開始されていることから、当該事業の結果も
踏まえながら、中高生のバス通学費の負担軽減に向け
て、関係機関とも意見交換を行っていきたいと考えて
おります。
　次に同じく１の(13)のイ、小・中・高のクーラー設
置に伴う電気料金の負担等についての御質問にお答え
いたします。
　学校の管理に要する経費については、その設置者が
維持費を負担するのが基本であると考えております。
また、防衛省の防音事業により整備された空調設備の
維持費については、国庫補助の対象となっております
が、平成28年度の補助金交付要綱改正により、３級
及び４級の学校において、今後整備する空調設備の維
持費が補助対象外となりました。そのため、国に対し
てこれまでと同様、補助対象とすることをさまざまな
機会を通して要望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）　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、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(7)アの(ｱ)、辺野古・大浦湾の国
立公園化等についてお答えします。
　県におきましては、辺野古・大浦湾は、自然環境保
全に関する指針において評価ランクⅠ及びⅡと評価さ
れていることや、日本の重要湿地500、重要海域に選
定されていることなどから、自然環境豊かな重要な地
域であると認識しております。貴重な地域の保全と利
用のための国立公園化については、国においてその指
定等が行われるものであることから、国を初め関係機
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関との意見交換を積極的に行ってまいります。また、
将来的な世界自然遺産登録については、当該地域の国
立公園化の状況等を踏まえ、該当する遺産価値の評価
も含めて対応してまいりたいと考えております。
　同じく１の(7)のイ、犬・猫殺処分の廃止について
お答えします。
　県においては、人と動物が共生できる社会を目指
し、犬・猫の殺処分をゼロとするため、犬・猫の収容
数の削減、返還数・譲渡数の向上に取り組んでおり
ます。その結果、犬・猫殺処分数は、平成24年度の
6604頭から平成29年度には1421頭へと大幅に減少
しております。
　県としましては、殺処分ゼロに向けて、これまでの
取り組みの継続とあわせ、譲渡機会をふやすための拠
点施設の整備を進めております。また、殺処分の廃止
については、全ての命を大切にする沖縄県の実現のた
めに重要であることから、来年度改定する予定の沖縄
県動物愛護管理推進計画において具体的に検討してま
いりたいと考えております。
　同じく１の(7)のエ、国立自然史博物館誘致に向け
た取り組みについてお答えします。
　国立自然史博物館の誘致については、沖縄21世紀
ビジョン基本計画において、今後あらゆる機会を捉え
て誘致に努めていくという方針を位置づけており、シ
ンポジウムの開催、関係省庁への説明、沖縄担当大臣
等への要請などを実施しております。
　県としましては、国への働きかけ及び県内外での機
運醸成が重要であることを踏まえ、設立意義、沖縄県
の優位性、期待される効果等について調査を実施して
いるところであります。今後は、その調査結果に基づ
き、関係省庁への要請等を実施するとともに、ほかの
博物館等の先進事例を参考に日本学術会議とも連携し
ながら、官民一体となった取り組みを推進してまいり
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）　まず１、知事の政治
姿勢についての御質問の中の(9)のア、北部基幹病院
についての御質問にお答えします。
　北部基幹病院の整備につきましては、現在、協議会
において、病院の設置主体、経営単位及び経営形態な
どの経営システム全般に関する協議を行っているとこ
ろであります。市町村の地元負担につきましては、そ
の協議結果を踏まえて検討していきたいと考えており
ます。

　次に(9)のイ、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
市町村数は、平成30年10月15日現在、全国で422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）　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）　１、知事の政治姿
勢についての御質問の中の、病院事業の課題とその解
決に要する予算についての御質問にお答えします。
　県立病院の課題としましては、離島・僻地における
医師・看護師等の安定的な確保を初め、救急患者を
24時間365日受け入れるための環境整備、小児医療
提供体制の充実及び医療機器等の整備充実など多岐に
わたります。課題解決を踏まえた医療提供に要する費
用は、その算出が困難でありますが、平成29年度病
院事業費用の決算額約577億円を上回ると見込まれま
す。引き続き、地域医療構想及び沖縄県立病院経営計
画を踏まえ、県立病院の役割や機能のあり方について
検討を進め、地域で必要とされる病院を目指してまい
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）　知事の政治姿勢に関す
る御質問の中で(11)、安心・安全で快適な社会づくり
について、交通安全施設整備事業予算の関連でお答え
をいたします。
　信号機や道路標識・道路標示等の交通安全施設の整
備に係る当初予算の推移については、５年前の平成
25年度が10億9900万円、平成30年度が９億3200万
円となっております。他方で、県内の交通情勢につき
ましては、近年、道路網の整備拡充、観光客によるレ
ンタカー利用の増加等に伴って、交通量やその流れな
どに変化が見られております。
　県警察といたしましては、厳しい財政状況も踏ま
え、引き続き、道路管理者等と連携を図りながら、交
通安全施設整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推
進することとしておりまして、このために必要な予算
の確保に努めてまいりたいと考えております。
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　以上です。
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　再質問を行います。
　まず１(2)のアの鉄軌道、これ国と県との相違点が
どこなのかという課題がちょっと見えてこないので、
もう一回答弁をいただきたいと思います。
　あと(2)のイ、モノレール。
　恐らく次年度、恐らくそれ以降に賃料の値上げとい
うものが、事業計画書の中では必要になってくる時期
であるというふうに伺っております。３車両化にした
中で、賃料の引き上げまで行うことになるのか。その
辺まで答弁を求めたいと思います。
　あと(2)のウ、那覇港についてですが、知事は推進
ということですから、翁長知事の遺志をしっかり引き
継いで、那覇市長、浦添市長とともに引き続き３者会
談を行っていただきたいと思いますがいかがでしょう
か。
　あと(4)のウ、荷主に対する輸送費支援であります
が、実証実験をやっているというのは伺っております
のでわかっています。実証実験後、この支援制度が必
要だということを訴えていますので、その導入につい
ての見解を伺いたいと思っております。
　あと(7)のアですが、嘉陽の褶曲、現場では崖崩れ
が既に起きております。観光客が見に来たときに危な
いということで、嘉陽区の地域の方は早く何とかして
ほしいと言っています。しっかり現場を見ていただい
て、この天然記念物、崖崩れが起きている状況、安全
対策しっかり取り組んでいただきたいと思います。
　北部基幹病院についてですが、午前中は、知事はや
らない、部長はやる。午後になったら、知事はやりま
す、部長はやらないと言っています。
　もう一度聞きますが、北部12市町村に対して国庫
を差し引いたあとの５分の２を市町村に負担させます
よということを協議会で言っていまして、北部12市
町村は、何で県立病院で北部だけ負担しないといけな
いのかと、そういうクレームも出ているんですよ。で
すので、それがどうなのか。もう一度知事と部長、双
方に答弁を求めたいと思います。
　(10)番のイ、これは厚労省、内閣府等々国の機関は
幾つかありますが、県として待機児童解消に向けての
国との話し合い、説明はどこに行ったのか御説明いた
だきたいと思います。
　あと(11)番のア、県警の報告によりますと、25年
と30年の推移で１億も予算が減っていると。交通量
がふえております。レンタカーもふえております。そ

ういった中で、信号機の設置等予算が必要です。ただ
し、これ予算を決めるのは知事、執行部ですから、こ
れ知事の公約ですから、知事、しっかりと安全対策を
やると、予算もしっかりと確保してやると、知事の答
弁をいただきたいと思っております。
　あと(13)番のア、これは財源まだ示されておりませ
ん。財政規模がどのぐらいなのか示していただきた
い。あと23市町村以外に高齢者のバスの支援をやる
必要があると思いますから、そこを県全体でカバーす
る必要がありますので、そこは公約を守っていただき
たいと思っております。
　答弁よろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時10分休憩
　　　午後６時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　那覇港那覇軍港の３者会談についての御質問ですが、
３者会談については具体的にどのような論点で意見交
換をするかを含め調整してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時16分休憩
　　　午後６時17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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）　再質問にお答えいたしま
す。
　鉄軌道の調査に関する内閣府と県との異同について
という御趣旨の質問だったかと思います。
　内閣府調査と県の検討結果の違いについておおむね
交通システムにつきましては、内閣府においては鉄道
とトラムトレーンを検討対象としております。沖縄県
としては運行速度100キロ以上の小型鉄道程度という
ことでございます。それから起終点につきましては、
内閣府におきましては糸満から名護、沖縄県において
は那覇から名護と。整備手法につきましては、内閣府
は上下一帯方式、沖縄県では上下分離方式と。採算性
につきましては、計算結果でありますが、内閣府にお
いては上下一帯方式であるということが大きいかと思
いますが、採算がとれないと、沖縄県の考えにおきま
すと、上下分離方式で、特例方式であれば採算がとれ
るということが主な異同でございます。
　申せば、沖縄県のほうはどのようにアプローチをす
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れば実現できるかということに力を入れておりまし
て、内閣府のほうは手広くモデルケースを想定して計
算しているというところでございまして、内閣府のほ
うの御指摘は、費用便益、ビー・バイ・シーが成立す
るかどうかを非常に重視している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）　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。
　まずモノレールの運賃の値上げについてでございま
すが、現在２両で運行しておりまして、今時点での運
賃の値上げの予定はございません。
　あと３両化についてでまた賃上げがあるかと値上げ
があるかという御質問でございますが、先ほども答弁
しましたとおり、現在モノレールの需要予測調査を
行っておりまして、今後３両編成を含めた中長期の輸
送力強化の計画等を策定していくということで、今後
の整備計画、あと財源の確保の状況、そういったこと
を踏まえまして、今後検討をしていくということにな
りますので、当面の間はまだ運賃の値上げというのは
予定していないということでございます。
　続きまして、那覇港の輸送費支援制度の導入の時期
についてでございますが、現在、社会実験を通してコ
スト等を検証しているところでございます。物流コス
トの低減や輸送システムの改善等の検討を行いなが
ら、導入時期については今後検討していくということ
になろうかと思います。
　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）　再質問にお答えいたします。
　まず名護市の嘉陽層褶曲についての御質問ですが、
まず現地を実地に確認してみたいと考えております。
そして、保全につきましては、名護市教育委員会等と
も意見交換を行いながら、必要であれば活用できる事
業等については検討してみたいと思っております。
　次に、バス無償化の財源の御質問であったと思いま
すが、中高生のバス通学費の負担軽減につきまして
は、財源また開始時期も含めて、現在始まった実証実
験の結果も踏まえながら、持続可能な支援のあり方に
ついて関係機関で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）　北部基幹病院の市町
村負担についての再質問にお答えします。
　部長の答弁と知事の答弁が違っているんじゃないか
という御指摘でございますが、結論から申して、違っ
ておりません。２月の協議会において、私は、市町村
の一般財源による負担がない形というふうに申し上げ
てまいりました。これは、たしか６月の議会でも答弁
したと思います。
　知事が選挙戦中におっしゃっていたのは、市町村の
一般財源の負担がない形ということでそのままおっ
しゃっていますので、私の協議会、それから６月の議
会答弁、知事が選挙戦でおっしゃったというような発
言は同じ文脈であるというふうに考えておりますので
違いはございません。
　以上です。（発言する者多し）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　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）　待機児童の
解消に関して国との意見交換はどこと行っているかと
の趣旨の御質問にお答えいたします。
　県では、厚生労働省の子ども家庭局、それから内閣
府の子ども・子育て本部と意見交換を行って、こちら
からの要望などもお伝えしているところでございます。
　続きまして、高齢者の移動支援についての御質問に
お答えいたします。
　さまざまな状態にある高齢者に必要な交通手段につ
きましては、バスも含め多岐にわたることから、高齢
者自身においてどのような交通手段の利用促進、利用
支援が求められているのか、市町村や関連団体を通じ
て、ニーズを把握する必要があると考えております。
県内においては、高齢者の移動支援サービスについ
て、地域の実情に応じ、市町村単位での実施が進んで
おりますが、これら既存の制度に対する影響も考慮す
る等の必要もありますので、市町村や関係機関等と協
議して整理していく必要があるかと考えているところ
でございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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）　交通安全施設整備事業の
件で予算措置のというお話がございました。
　先ほど警察本部長から、県警察としましても厳しい
財政状況も踏まえながら、道路管理者等と連携を図り
ながら当該事業については重点的、効果的かつ効率的



－ 78 －

に推進するため、必要な予算の確保に努めていきたい
というふうなことがございましたので、具体的にその
要求等がございましたら、当然のことですが、当該事
業の必要性、緊急性、また事業効果、または事業の熟
度等総合的に勘案いたしまして、いわゆる財政状況は
当然勘案しないといけませんが、適切に対応していき
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、10月22日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後６時27分散会
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平成 30年
第　７　回 沖縄県議会（定例会）会議録（第３号）

平成30年10月22日（金曜日）午前10時１分開議

議　　事　　日　　程　第３号
平成30年10月22日（金曜日)

午前10時開議
第１　一般質問
第２　 甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第20号議案まで及び認定第１号から認定第23号まで

（質疑）
第３　陳情第95号の付託の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　一般質問
日程第２　  甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１号議案から乙第20号議案まで及び認定第１号から認定第23号ま

で
　　　　　　甲第１号議案　平成30年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第２号議案　平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　 沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４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５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第10号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第13号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第18号議案　平成29年度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第19号議案　平成29年度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
　　　　　　乙第20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
　　　　　　認定第１号　平成29年度沖縄県一般会計決算の認定について
　　　　　　認定第２号　平成29年度沖縄県農業改良資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第３号　平成29年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第４号　平成29年度沖縄県中小企業振興資金特別会計決算の認定について
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　　　　　　認定第５号　平成29年度沖縄県下地島空港特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第６号　平成29年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第７号　平成29年度沖縄県下水道事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第８号　平成29年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第９号　平成29年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第10号　平成29年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第11号　平成29年度沖縄県林業・木材産業改善資金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第12号　 平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第13号　平成29年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第14号　平成29年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第15号　平成29年度沖縄県産業振興基金特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第16号　平成29年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第17号　平成29年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第18号　平成29年度沖縄県駐車場事業特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第19号　 平成29年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定に

ついて
　　　　　　認定第20号　平成29年度沖縄県公債管理特別会計決算の認定について
　　　　　　認定第21号　平成29年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第22号　平成29年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
　　　　　　認定第23号　平成29年度沖縄県工業用水道事業会計決算の認定について
日程第３　陳情第95号の付託の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（47名) 

議　長  新　里　米　吉　君  21 番　　山　川　典　二　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  22 番　　花　城　大　輔　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  23 番　　又　吉　清　義　君
２　番  玉　城　武　光　君  24 番　　山　内　末　子　さん
３　番  親　川　　　敬　君  25 番　　渡久地　　　修　君
４　番  新　垣　光　栄　君  26 番　　玉　城　　　満　君
５　番　　次呂久　成　崇　君  27 番　　仲　村　未　央　さん
６　番  宮　城　一　郎　君  28 番　　照　屋　大　河　君
７　番  大　城　憲　幸　君  29 番　　仲宗根　　　悟　君　
８　番  金　城　泰　邦　君  30 番　　崎　山　嗣　幸　君
９　番  大　浜　一　郎　君  31 番　　金　城　　　勉　君
10 番  西　銘　啓史郎　君  32 番　　末　松　文　信　君
11 番  新　垣　　　新　君  33 番　　具志堅　　　透　君
12 番  比　嘉　瑞　己　君  34 番　　島　袋　　　大　君
13 番  西　銘　純　恵　さん  35 番　　中　川　京　貴　君
14 番  平　良　昭　一　君  36 番　　座喜味　一　幸　君
15 番  上　原　正　次　君  37 番　　嘉　陽　宗　儀　君
16 番  当　山　勝　利　君  38 番　　新　垣　清　涼　君
17 番  亀　濱　玲　子　さん  39 番　　瑞慶覧　　　功　君
18 番  當　間　盛　夫　君  41 番　　狩　俣　信　子　さん
19 番　　上　原　　　章　君  42 番　　比　嘉　京　子　さん
20 番　　座　波　　　一　君  43 番　　大　城　一　馬　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及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案、甲第２号議案、乙第１
号議案から乙第20号議案まで及び認定第１号から認
定第23号までを議題とし、質疑に入ります。
　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。
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。
　まずもって、玉城デニーさんには新知事就任まこと
におめでとうございます。これから４年間、沖縄県民
を初めとして県勢発展のために尽力していただきます
ようお願い申し上げまして、私の一般質問に入りたい
と思います。
　きょうは、かなり私の質問項目は多いのですが、知

事の初議会への質問でございますので、知事への質問
はなるべく知事が答弁してください。ふなれというこ
とで執行部の皆さんが支えるのはよくわかるんであり
ますが、初めての議会でございますから、ひとつよろ
しくお願いをいたします。
　初めに、日米安全保障条約についてでございます
が、この安全保障条約につきましては、知事は堅持す
るという立場だというふうに理解をしておりますが、
改めて日米安全保障条約に対する知事の基本的な見解
を伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　ただいまの質問についてお
答えいたします。
　沖縄県としましては、日米安全保障体制の必要性を
理解する立場でございます。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

45 番　　糸　洲　朝　則　君  47 番　　仲　田　弘　毅　君
46 番　　照　屋　守　之　君 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（１名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 玉　城　デニー　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

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
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  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君
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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。
　県としましては、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まいります。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　米軍普天間飛行場の辺野古移設に関
しまして、知事は……（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
〇山川　典二君　基地建設を絶対阻止するという話を
しておりますが、これはもともとＳＡＣＯ合意で決
まった案件でございますが、ＳＡＣＯ合意につきまし
ても見解を伺いたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午前10時６分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　失礼いたしました。
　ＳＡＣＯ合意全般については私もその方向で進めて
いくということに相違ありませんが、既に合意された
ＳＡＣＯ及び再編に基づく統合計画で示された基地の
整理縮小、並びに在沖海兵隊約9000人のグアムを含
む国外移転を確実に実施することが重要と考えており
ます。沖縄県の過重な基地負担の軽減にこれまでも翁
長前知事は取り組んでおられたと承知しております。
私もその方向で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）　山川典二君。
〇山川　典二君　事務方でもしわかれば答弁お願いし
たいんですけれども、在日米軍の駐留費用の年間の総
額は直近の新しい数字で何億ぐらいになりますか。も
しわかれば答弁お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時７分休憩
　　　午前10時８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。
　防衛省のホームページによりますと、平成30年度
予算で在日米軍に関する経費として防衛省関係予算と
して3789億円、そのうち在日米軍駐留経費負担とし
まして1968億円となっております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　駐留軍、要するにアメリカ軍の費用
というのはもう少しあると思うんですが、きょうはい
いです。時間がありませんので。

　その日米安全保障条約の第６条に在日米軍について
定めるということで細目は日米地位協定に規定すると
いうことでありますが、(2)の日米地位協定について
進めてまいりたいと思います。
　知事は就任挨拶の中でも日米地位協定、抜本的に見
直すという発言をされておりますが、具体的にどう見
直すのか、誰を相手に交渉していくのか、その道筋を
御答弁をお願いしたいと思います。
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、米軍
基地から発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、地位協定を抜本的に見直すことで米軍にも航空法
など国内法を適用し、自国の主権を確立させる必要が
あると考えております。そのため、他国の地位協定調
査を実施することにより、日米地位協定の問題点をさ
らに明確化し、同協定の見直しの必要性に対する理解
を広げ、国民的議論を喚起する必要があると考えてお
ります。また、全国知事会におきましては、沖縄県か
らの提案に基づき沖縄の米軍基地負担軽減について協
議する場が設置され、政府に対して米軍基地負担に関
する提言が行われました。
　県としては、今後とも引き続き全国知事会、渉外知
事会、軍転協とも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）　山川典二君。
〇山川　典二君　事務方の答弁としてはわかります。
しかしもう戦後73年たって国民世論を喚起する、あ
るいは全国知事会でも翁長前知事が一生懸命頑張って
やっておりましたが、しかしなかなか遅々として進ま
ないのが現状ですよ。今回の知事就任に当たって抜本
的に改定すると力強く選挙戦の中でも知事は話をして
おります。具体的にいつを目途にしてこれを解決して
いくのか、そういうテーブルにのせていくのかという
ことを、それを聞きたいんですよ。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）　地位協定の改定につき
ましては、昨年度、平成29年度に抜本的に見直した
内容で当時の翁長知事が関係大臣に要請しておりま
す。その内容は多岐にわたりますけれども、まず外務
省のほうに要請した際には自衛隊基地を抱える自治体
と米軍基地を抱える自治体の負担は全く違うと。日米
地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいりたい。
また一つ一つの問題、特性に応じて対応してまいりた
いというようなお答えをいただいております。いずれ
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にしましても、地位協定の見直しは渉外知事会、そし
て今回初めて全国知事会も政府に提言したところでご
ざいます。地方団体だけではなくて、国会の各党とも
連携して実現に向け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）　山川典二君。
〇山川　典二君　そういう意味はわかりますが、やっ
ぱり政治というのはそれ進めていかなければいけない
んですよ。
　それでは知事、聞きますが、日米地位協定全文を読
んだことありますか。28条ありますよ。読んだことあ
りますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　つまびらかではありません
が、読んだことはあります。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　ぜひ、読んで精査をして、現実的な
形として日米地位協定を改定するんだと、抜本的な見
直しをするんだということであればやってください。
　翁長前知事に私聞いたことがありますが、日米安全
保障条約の10条、そして今回の地位協定の28条、全
て読んで、何か事あるごとに読んでいたということを
聞いたことがあります。基地負担の軽減ということで
あればやっぱり知事ですから、しっかりとその辺は読
んで具体的に政治の力で進めていくということをお願
いしたいなというふうに思います。
　次に、米軍普天間飛行場辺野古移設問題につきまし
てでございますが、沖縄防衛局は17日に県の埋立承認
撤回の取り消しを求め、国土交通省に審査請求をし、
執行停止を申し立てました。辺野古移設問題は必ず阻
止するという知事でございますが、何を根拠に必ず阻
止すると断言しているんでしょうか。見解を伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　県はこれまで承認後に生じた事由として、埋立承認
に付した留意事項や環境保全措置に関する問題点等に
ついて、法的な観点から慎重に検討を行ってきたとこ
ろです。その結果、本件埋立承認については留意事項
に基づく事前協議を行わずに工事を開始したという違
反行為があり、行政指導を重ねても是正しないこと、
軟弱地盤、活断層、高さ制限及び返還条件などの問題
が承認後に判明したこと、承認後に策定したサンゴや
ジュゴンなどの環境保全対策に問題があり、環境保全
上の支障が生じることは明らかと認められたことなど
から、公有水面埋立法の承認要件を充足しないことが
明らかになりました。そのため、県としては違法な状

態を放置できないという法律による行政の原理の観点
から、公有水面埋立承認を取り消したところでござい
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　今、軟弱地盤や活断層に絡む発言が
ありましたけれども、これは文部科学省が事務局を務
める地質調査推進本部などの資料では辺野古の活断層
の記載がないんですよ。何を根拠にこの活断層、軟弱
地盤、皆さんが参考にして承認撤回したんでしょう
か。その根拠になったところを教えてください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時16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）　お答えします。
　活断層につきましては、埋立承認後に海底に活断層
が存在するという専門家からの指摘がございました。
その活断層のもたらす災害のリスクについて、活断層
を横切る段差が生ずるおそれや大浦湾には活断層と推
定される谷地形が存在し、それが基地建設予定地の下
を走っていると。したがって、この断層が活動したと
き、基地建設を行ったがゆえの深刻かつ重大な被害が
発生することが同じく専門家から指摘されております。
　ボーリング調査、軟弱地盤につきましては、防衛省
の調査によりますと、Ｃ１護岸建設箇所のところ、そ
してＣ３護岸のところが非常に柔らかい堆積物である
ということが判明しております。
　以上のことから、このような軟弱地盤があるものと
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）　山川典二君。
〇山川　典二君　ですから皆さんは専門家の意見をと
いう話ですよね。実際ボーリング調査も何もやってい
ないわけですよね。ところが、そういう地質的なデー
タをもとにして専門家の意見を取り入れたと思います
が、それで承認撤回をするという、そこに私はひとつ
問題があるんじゃないかなと思いますよ。専門家の意
見を聞いて、国に対して承認撤回をする。これ大変重
要な案件でありますよ。その辺についてその根拠にな
るデータはあるんですか。あるならば示してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時18分休憩
　　　午前10時19分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
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　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　軟弱地盤につきましては、沖縄県としまして防衛省
のほうに情報開示請求を行いまして、全部ではござい
ませんが一部出てきております。その出てきた部分の
Ｃ１護岸のところのほうで海底から約40メートルに
わたり、Ｎ値が１という非常に軟弱な地盤であるとい
うデータが防衛省のほうから示されております。
〇山川　典二君　いや、活断層のところのデータです
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）　活断層につきましては、
辺野古断層という活断層が存在することが文献「名
護・やんばるの地質」において示されております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　国内で港湾施設、飛行場を建設する
際に活断層が存在するかどうかは法令上、立地の可否
を決めるものではないというふうに国は考えておりま
すけれども、今のお話ですと、一部のデータであると
か、あるいは名護ヤンバルの地質調査であるとかとい
うことでありますけれども、これだけの大きな承認撤
回を県がしたわけでありますから、その根拠として私
は非常に脆弱だと思います。それこそ軟弱地盤みたい
なものですよ。国と対峙していくんであればもう少し
しっかりとした裏づけを持ってやらないとだめだと思
いますよ。負けますよ、こんなあれだったら。もし仮
に裁判闘争になったとしても。もっとしっかりないで
すか。ただ、思惑でそんな感じで承認撤回をしたんで
すか。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）　特に軟弱地盤につきま
しては、私どもは防衛省が行った80本以上のボーリン
グ調査の情報開示請求をしているところでございます
が、ほとんどまだ出していただけない状況です。その
出していただいた一部のものでそういった非常に軟弱
地盤、40メートルにわたって軟弱地盤が存在すると
いうことが明らかになっております。そのようなこと
から軟弱地盤であるというふうに判断しているもので
す。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　国のほうは地盤改良が必要と判断さ
れた場合は実績がある一般的な工法で埋立区域を変更
せず工事は可能というふうに発言しておりますけれど
も、いかがですか。できるんですね、これまでの実績
で。
　そして、もう一つは先ほどの法令上の立地の可否を

決めるものではないということもありまして、この法
令上乗り越えるだけの説得材料が皆さんにあります
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）　軟弱地盤の改良につき
ましては、まだ全体のものが示されておりません。大
浦湾は自然保護の優先度が極めて高い海域でございま
す。在来工法の中によっては生態系に重大な影響を与
える可能性もあり得るものと考えております。その辺
をトータルに考えまして、そのような判断を行ったも
のでございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　ここは知事、この辺のことにつきま
してはしっかりとまた精査していただいて、また次回
の機会に質疑をさせていただきます。
　次に、ヴェノナ文書というのがありますけれども、
知事は御存じですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　ヴェノナ文書というその言
葉は聞いたことはありますが、内容についてはつまび
らかではありません。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　このヴェノナ文書はソ連のコミンテ
ルンのスパイたちの受信記録で、アメリカにルーズベ
ルトの側近でスパイがいてソ連本国の交信記録、そ
れを解読するというのが冷戦構造の中で1943年から
1980年まで解読困難と言われたこの交信記録を解読
した内容なんですね。
　それによりますと、誰が日米開戦をしたのか。そし
て戦後、占領下の中にＧＨＱの中にもこのソ連のスパ
イがいて、そして対日政策、それから憲法をつくると
きも彼らが入っている。そして、今日の在日、あるい
は在沖米軍のアジアのプレゼンス、これも全て原点は
そのヴェノナ文書の中にヒントがありますので、ぜひ
これは知事、早急に購読をしていただいて、あわせて
ルーズベルト大統領の前にフーバーという大統領がお
りまして、フーバー回顧録というのもあります。この
２つを読めば今日の在日あるいは沖縄における米軍の
プレゼンスのエッセンスのヒントがありますので、ぜ
ひお読みいただきたいと思います。
　それと同時に、私も米軍基地関係特別委員会で質疑
をさせていただいておりますが、県庁の中でこの米軍
あるいは米国の政策に対するインテリジェンスが本当
に低い。そういう意味では、インテリジェンスの集積
が私は一方で重要だと思います。知事、この辺は特別
班をつくってしっかりと対応していただきたいと思い
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ますが、いかがですか。
　知事、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）　今御指摘のヴェノナ文
書の著書、私ども県庁にはちょっとございませんで、
県立図書館にあるというのが確認できましたので、県
立図書館が開館次第入手して分析はさせていただきた
いと思います。そしてまた、こういった文書を初めと
してアメリカの歴史的なさまざまなものがございま
す。その辺につきましても、分析のほうはきちっとや
りたいと思っております。
　今、地位協定の改定ということで他国地位協定の改
定を求めるというところにちょっと今力を注いでおり
ますが、そういった歴史的な経緯を検討して政策に反
映させるというのも非常に重要だと考えておりますの
で、その辺は御提言のとおり研究していきたいと思っ
ております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　担当部署としてはそれでいいんです
よ。
　知事、そういうインテリジェンスをしっかり集積す
るものを持たないと、私はこの米軍の基地負担軽減と
いうのはなかなか簡単にいかないと思います。あるい
は外部のシンクタンクも含めて、そういうチームをつ
くるお考えはないですか。つくってほしいんですよ。
いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　県としてどのようなことが
できるのかは研究してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　尖閣問題について伺います。
　10月17日午前10時10分、尖閣諸島周辺の領海に中
国海警局の船４隻が侵入しまして、領海侵犯を約１時
間半繰り返しました。９月17日以来18回目です、こと
し。そしてきのうもこの４隻が接続水域を航行してお
ります。
　知事の尖閣諸島問題についての基本的な見解を伺い
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）　お答えします。
　尖閣諸島をめぐる情勢につきましては、平成30年
１月から９月までに62隻の中国公船等が領海に侵入
するなど、我が国の領土主権を侵害しかねない行為が
頻繁に起こっております。またことしに入り、同諸島
周辺の日本の排他的経済水域内に中国がブイを設置し
ていたことも確認されており、県は去る10月９日に

宮腰沖縄担当大臣に対して同諸島周辺の領海、排他的
経済水域内における安全確保等について要望を行った
ところです。尖閣諸島は我が国固有の領土であるとい
うのが日本政府の公式見解であり、沖縄県としても同
様に考えております。沖縄県は尖閣諸島をめぐる問題
を重要視しており、宮古・八重山地域の住民に不安を
与えることのないよう、今後も引き続き重大な関心を
持って情報収集に努め、国の関係機関とさらなる連携
を図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　宮腰大臣に対して要望じゃないで
しょう。これは抗議しなければいけないんじゃないで
すか。知事、早急にこれは抗議すべきだと思うんです
けれども、これ抗議したんですか。しなかったんです
か。知事に聞いているんです。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇山川　典二君　さっき要望って言ったでしょう、大
臣に。要望じゃなくてこれ抗議じゃないの。（「要望っ
て言ったよ」と呼ぶ者あり）　要望って言ったんです
よ、さっき。宮腰大臣への要望って言ったんですよ。
〇知事公室長（池田竹州君）　宮腰大臣が初来県され
た際に沖縄県として要望として伝えております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　要望じゃなくて抗議じゃないの、こ
れ。猛烈に抗議しなければいけないんじゃないです
か。あそこは石垣市登野城なんですよ、尖閣諸島は。
沖縄の県域の中に入っているわけですよ。自治体の中
に入っているわけですよ。石垣市議会でもブイの撤去
の意見書を出したりしておりますけれども。これは猛
抗議しなければいけないんじゃないですか。領海侵犯
ですよ。官邸の菅官房長官は即座に中国の関係機関に
抗議を申し入れております。沖縄県としても知事とし
てもこれやるべきじゃないですか。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）　尖閣をめぐる問題につ
きましては、10月９日に宮腰沖縄北方大臣に対して
中国との関係改善を図ることなどについて要望を行っ
ております。中国と長い交流の歴史を持つ沖縄県とし
ては、宮古・八重山地域の住民の安全はもちろんのこ
と、漁業者が安心・安全な漁業ができるよう尖閣諸島
が我が国の固有の領土であるという認識をしっかり持
ちつつも、これまで築いた友好関係を生かし、文化・
経済・交流など、さまざまなチャンネルをつくり対話
を求めながら沖縄ならではの交流を推進することが重
要であると考えております。
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　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　基本的に公室長の今答弁間違ってい
ますよ。交流は交流でいいんですよ、これは大いに。
ところが、政治の部分はまた別ですよ。これやっぱり
しっかりと知事、翁長前知事も一切中国に抗議したこ
とがないんですよ。玉城知事もそういうふうにお考え
ですか。だめなものはだめ、抗議すべきはすべき。こ
れが政治の役割でしょう。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33分休憩
　　　午前10時33分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　日本政府に対しては、中国
政府に厳格に対応するように求めたものであります。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　日本政府ではなくて、例えば中国大
使館であるとか、中国の関係機関にも直接、これは県
として抗議の申し入れしてもおかしくないと私は思い
ますよ。いかがですか。
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。
　抗議すべきではないかということなんですけれど
も、やはり沖縄県これまで歴代県政、稲嶺県政、仲井
眞県政、翁長県政、そして今玉城県政になっておりま
すけれども、基本的に尖閣については歴史的にも国際
法上も我が国固有の領土であるということで、そこの
認識を一貫して持っているわけでございます。そう
いった中において例えば、我が国の領土であることを
国際社会に明確に示すことを申し入れる一方で、冷静
かつ平和的な外交によって中国の関係改善を図るとい
うようなスタンスで政府に対しては尖閣諸島の問題の
解決を求めてきたところであります。ですから、仲井
眞知事も明確に抗議をしたということはないというふ
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　例えば、米軍基地問題についてはア
メリカの政府関係者にも知事は、前知事もそうです
し、知事もこれから訪米していろんな訴えをするわけ
ですよね。私はこの尖閣の問題も比重は大きいと思い
ますよ。それをやはり日本政府だけではなくて中国の
関係機関にしっかりとこれはやるべきだと思います。
　改めて聞きます。
　知事、翁長知事は一切やりませんでした。玉城知事
もそのスタンスでいくということでありますか。いか

がですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　中国と長い交流の歴史を持
つ沖縄県としては、宮古・八重山地域の住民の安全は
もちろんのこと、漁業者が安心・安全な漁業ができる
よう、尖閣諸島が我が国の固有の領土であるという認
識をしっかり持ちつつも、これまで築いた友好関係を
生かし、文化・経済・交流などさまざまなチャンネル
をつくり、対話を求めながら沖縄ならではの交流を推
進することが重要であると考えております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　ですから、その辺の部分はどんどん
これまでもやっていますし、これからもおやりになっ
ていいんですよ。ところが、政治マターのこの尖閣問
題についてはまた別次元で議論もできるわけですよ
ね。そういう努力をなぜしないのかなと、非常に不思
議でたまりませんけれども。
　まあ、いいですよ。時間がありませんので。
　次の(6)番、ここは割愛させていただきまして、(7)
の県民投票条例について、簡単に伺います。
　41市町村のうち35が同意、６市が保留をしており
ます。これは、市町村長の判断で事前に断ることが可
能ですか。
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。
　県民投票条例につきましては、私どもは条例の第
12条に基づき、市町村の事務とすることで、自治法
に基づく協議を今行っております。その協議の結果
が、山川議員御指摘の35市町村が同意で６市町村が
今回答を保留しているということです。
　地方自治法に基づく事務の移譲を行った場合には、
当該市町村、各市町村は移譲された事務について実施
する義務を負うものと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　軍特委の答弁とちょっと少し違って
きておりますけれども、仮に条例が可決され、そして
予算５億5000万円が41市町村に配分をされて、移譲
されていく。その段階で今保留している６市の市長さ
んが、その段階で断ることができますかどうかという
のを確認したいんですよ。強制力のない移譲ですよ
ね、これは。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　条例が可決されれば市町村に事務が移譲されること
となり、当該事務を処理する義務を負うものというふ
うに解されております。一方で、当該都道府県知事は
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当該事務について、包括的な指揮監督権は有しないも
のとされており、移譲された事務を当該市町村の長が
執行しないとしても、知事はその執行を強制すること
はできないというふうにされております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　強制することができないということ
ですよね。ですから、そういう意味では例えば予算案
が当然議会で審議されると思いますけれども、石垣市
議会はもう既にこの条例案に対して反対の意見書を可
決しております。例えば議会で否決された場合、仮に
この１市、どこでもいいですけれども、やらないと決
めた場合には、この県民投票は不成立になりますか。
あるいは成立、それでもできるものなんでしょうか。
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）　県としましては、県民
投票につきまして、条例案が可決されれば仮に１市町
村で事務が行われない場合においても、その場合に県
民投票は実施できないとする規定は条例上ないため、
条例に基づき実施しなければならないものと考えてお
ります。
〇山川　典二君　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40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。
　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、今述べたとおり、いわゆる条例上市町村
が実施しないという規定がございませんので、例えば
１団体が実施できないとしても実施することになろう
かと思います。県民投票条例の制定請求者は、41市
町村でやるということを基本的に理念として掲げてお
ります。
　県としても、その41市町村で実施できるよう協議
を今行っ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　これは、例えば６つの市、幾つにな
るかわかりませんが、幾つかの市がもうやらないと
言っても、県民投票は実施するというふうに今お話を
なさっておりますが、これで本当に県民投票と言える
んですか。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。
　県民投票は条例に基づき実施されるものであり、一
部市町村において投票事務が仮に行われない場合でも

実施しなければならないものと考えております。今回
の条例制定に当たりましては、賛否の意思を明確にし
たいという多くの県民の思いが法定署名数を大きく上
回る９万2848筆の署名に示されたものと考えており
ます。
　県としましては、仮に一部の市町村で実施されない
ことになっても県民投票を実施することは意義のある
ものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
〇山川　典二君　いや、これ、だってやらない地域も
出てきてこれで本当に県民投票の意義があるんです
か。これは県の見解としては問題あるんじゃないです
か。41の市町村全体で県民投票やって初めて意味が
あるわけでありますよ。５億5000万円の税金も使う
わけでありますから。（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。今、質問中
です。
〇山川　典二君　それにつきましては、その答弁が一
緒であれば、知事いかがですか。（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。質疑や質問
や答弁に迷惑しています。
　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　先ほどの公室長の答弁は、基本的にもう一度整理さ
せていただきますと、条例が制定されたとしても市町
村に強制することはできませんよと。これはそういう
ことは知っておりますが、ただ一方で市町村は義務も
負いますということを今答弁しているわけでございま
す。
　そういった中において、御質問で仮にやらない場合
という話なんですけれども、県としましては、やはり
この県民投票の意義でございますけれども、これはや
はり間接民主制の欠缺を補完するというような直接請
求制度に、これは自治法に基づいて制定された条例に
よって――どうなるかわかりませんけれども、県議会
の議決によって条例が制定された場合には、全ての市
町村で実施されることが本来あるべき姿だというふう
に考えているわけでございます。
　ですから、仮定の話に対する答弁では、先ほど公室
長は答弁しておりましたけれども、我々といたしまし
ては、やはり全ての市町村で実施されることが本来の
姿だというふうに考えておりますので、条例が制定さ
れた後には、しっかりとまだ保留している団体につき
まして、丁寧に説明を行って、この県民投票の意義、
民主主義の根幹をなすものだということをしっかり御
説明いたしまして、御協力いただけるように鋭意取り
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組んで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）　山川典二君。
〇山川　典二君　これはもう言っている意味はわかり
ますけれども、いいですか、石垣市議会ではこの県民
投票条例に反対する意見書が既に可決されたんです
よ。政治的主義主張に公費を使うものは問題だと。そ
ういうところが出ているわけであります。だから、今
聞いているんですよ。それを皆さんに今協議してでき
るようにということ。ですからできなかった場合、も
う今議会でこれは条例が可決される可能性が高いわけ
でありますから、だから聞いているんですよ。聞く機
会がないから。これで、仮に県民投票をやらない市町
村が出てきた場合、それでもやるんですか。そしてそ
れは県民投票と言えるんですか。そこをちょっとお聞
きします。（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　静粛に願います。今答弁です。
〇副知事（謝花喜一郎君）　繰り返しになるかもしれ
ませんけれども、やはり我々県執行部といたしまして
は、この９万2000筆余の署名が集められて、そして、
今県議会で条例制定についていろいろ御議論いただい
ているところですけれども、その条例が制定された暁
には、これは繰り返しになりますけれども、間接民主
制の欠缺を補完する直接民主制度、これもう自治法に
基づいて定められたものでございます。これについ
て、石垣市議会の決議は私も承知しておりますけれど
も、やはり、そういった直接民主制度の趣旨から、こ
れは全県民が一緒に県民投票が実施できるように取り
組んでいただけることが、本来の民主主義のあるべき
姿だというふうに考えておりますので、その辺のとこ
ろを丁寧に説明していくということに尽きるというふ
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　ですから、石垣市議会でこの県民投
票条例に反対する意見書、関係者に伺いました。我が
会派がきょう、この議案について質疑を深めていくと
思いますけれども、修正案も我が会派は出しておりま
すけれども、辺野古移設の賛否を問う、賛成か反対か
二者択一なんですよね。これぐらい稚拙な内容はない
んじゃないですか。もう少し、間接民主主義というん
であれば、賛成か反対かといったらみんな反対に決
まっているじゃないですか、大体の県民は。ですか
ら、もう少し広げてやるというのが、今回の私どもの
修正案であります。これにつきましては、後ほど我が
会派の各議員から質疑がありますのでもうやめます

が、最後に(10)、台風24号、25号の被害状況と対応に
ついて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）　お答えします。
　台風第24号では、人的被害50名、住家被害８件、
土砂崩れ３件、公立学校等の一部損壊、大規模な停
電、通信ふぐあい等の被害報告があり、台風25号で
は、人的被害10名、土砂崩れ２件等の被害が報告さ
れています。24、25号による合わせましての農林水産
関係被害額は10月18日現在、約22億4611万円、公
共土木施設の被害額は約16億円となっております。
　県としては、２つの台風襲来前からの災害対策本部
を設置し、県民に対し暴風や大雨に十分警戒するよう
注意喚起を行ってまいりました。今後とも引き続き市
町村等と連携し、全庁的に災害復旧支援を行ってまい
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　沖縄県消防防災ヘリコプター導入に
ついて関連して伺いたかったんですが、これまた次の
機会にしたいと思います。
　最後の質問(11)、動物愛護の政策についてでござい
ますが、知事は犬・猫殺処分のゼロから廃止を目指
し、命が尊重される動物愛護の政策に取り組むとお話
をなさっております。ゼロから廃止、これ具体的に計
画はあるんですか。そして、いつごろをめどにやられ
るお考えですか。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）　お答えします。
　県におきましては、人と動物が共生できる社会を
目指しまして、犬・猫の殺処分をゼロとするための、
犬・猫の収容数の削減、返還数・譲渡数の向上などに
取り組んでいるところでございます。そのような結
果、犬・猫殺処分数は、平成24年度の6604頭から平
成29年度には1421頭へと大幅に減少しております。
　県としましては、殺処分ゼロに向けて、譲渡のため
の不妊去勢手術の実施など、これまでの取り組みの継
続とあわせまして、譲渡の機会をふやすための拠点施
設の整備などにも取り組んでおります。また、殺処分
の廃止につきましては、全ての命を大切にする沖縄県
の実現のために重要であるということも考えておりま
すので、来年度改定する予定の沖縄県動物愛護管理推
進計画におきまして、具体的に検討してまいりたいと
いうふうに考えております。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
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〇山川　典二君　ゼロから廃止への知事の意気込みを
お聞きします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　来年度改定する予定の沖縄
県動物愛護管理推進計画においても具体的に検討して
まいりたいと考えておりますが、やはり命を大事にす
る、そういうことをしっかり見詰めて取り組んでいき
たいと思います。
〇山川　典二君　ひとりも取り残さずということであ
りますので、動物もそうだと思いますので、ひとつ
しっかり対応してください。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　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。
　質問に入る前にまずは執行部にお礼を申し上げたい
と思います。
　今回平成29年度の主要施策の成果に関する報告書、
宮城前財政課長のときにお願い申し上げた資料が大分
見やすくなりました。今、統括監として宮城さん、い
ろいろありがとうございました。
　執行部の皆さん、いろんな提言しますけれども、ぜ
ひ我々議員または県民がわかりやすい資料づくりに対
して御協力をお願いしたいと思います。冒頭、お礼を
申し上げます。
　では、通告に従って質問に入りたいと思います。
　まず初めに、知事の政治姿勢についてであります。
　知事、政党政治とは何か、知事の認識と国会議員と
してのこれまでの政党の遍歴を伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　西銘啓史郎議員の御質問に
お答えいたします。
　政党とは、同じ政治上の意見を持った者が自分たち
の理念や政策を実現するための組織であり、政党政治
とは、この政党を基軸にして行われる政治であると認
識しております。
　なお私は、知事就任前に国会議員としては民主党、
国民の生活が第一、日本未来の党、生活の党、生活の
党と山本太郎となかまたち及び自由党に所属しており
ました。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　政党を変遷した理由はいろいろあ
ると思うんですけれども、知事、政治家としての信念
というか、ここだけは絶対曲げられないというものが
あって政党を変えてきたのかどうか、お答えください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。

〇知事（玉城デニー君）　私はそんなに長く政治の経
験をしている者ではありませんが、しかしやはり誠実
に対話を重ね、対話の中からその課題に対する取り組
みなどの方法を模索し、それを誠実に希求し実現して
いくこと、それを常に自分の信条として持っていたい
というふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私も知事の変遷を調べましたけれ
ども、2012年７月11日に国民の生活が第一に結党参
加しています。それから５カ月後の46回の衆議院選
挙が日本未来の党の候補として出馬して比例で復活を
しています。その年末には未来の党の分党に伴って生
活の党の結党に参加をしています。
　比例で復活をした人間が、生活の党、全く違う政党
に行くっていうことについて知事、どのような見解を
お持ちですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　確かに政党の名前は変わっ
ておりますが、しかしやはり私たちは同じ考えを持
ち、同じ意見を持った者で政党を結党したというふう
に認識しております。ですから、私たちの政治信条に
違いはないというふうに認識を持っております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　次に、今いろんな政党を渡り歩い
た中では、小沢一郎さんの姿が見えるわけですが、知
事として小沢一郎氏という政治家をどのように評価し
ていますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　政治家として尊敬しており
ます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　では次の質問にまいりたいと思い
ます。
　２番目、先ほど山川議員への答弁にもありましたけ
れども、日米安全保障条約と日米同盟に対する知事の
考えをもう一度伺います。知事のお考えです。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　沖縄県としましては、日米安全保障体制の必要性を
理解する立場であります。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
言いようがございません。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るというふ
うに思料いたします。
　県としましては、このような基本認識のもと、過重
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な米軍基地負担の軽減に取り組んでまいります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　答弁は同じなんで、執行部が用意
した答弁を読まれているとしか考えられませんが、次
に行きたいと思います。
　日米安全保障条約に関して、当時、県の知事公室地
域安全政策課のほうで県民意識調査を行っていますけ
れども、それについて知事、御存じですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時58分休憩
　　　午前10時58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）　たしか平成26年、27年
度にそのような調査を実施していたかと思います。
〇西銘　啓史郎君　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10時58分休憩
　　　午前10時59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）　日米安全保障条約につ
いての考え方についてという設問がございます。
　そのうち平成27年度の調査では、役立っていると
回答した者が21.6％、どちらかと言えば役立ってい
るが35.2％、そしてどちらかと言えば役立っていな
いというものが14.4％、役立っていないが8.7％、わ
からないが18.9％というふうになっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　今言ったように県民の意識調査の
中では約６割が日米安全保障条約は役立っているとい
う、またはどちらかと言えば役立っているという答え
になっていますので、知事、堂々と御自分の意見を述
べてもらいたいと思います。県民の声ってものをしっ
かり把握してもらいたいと思います。
　では、次に行きます。
　３番の自衛隊の役割とその意義について、知事の考
えを伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　自衛隊法第３条によると、自衛隊は、我が国の平和
と独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛す
ることを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の
維持に当たるものとすると規定されております。多く
の離島を抱える本県において、緊急患者空輸や災害救

助など、自衛隊は県民の生命財産を守るために大きく
貢献しているものと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　同じように先ほどの県民意識調査
の中で、自衛隊に対する印象を調査していますが、そ
の内容を御報告ください。
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。
　同じ平成27年度でございますと、よい印象を持っ
ているが25.4％、どちらかと言えばよい印象を持っ
ているが46.0％、合計で71.4％となっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　悪い印象もお答えください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　どちらかと言えば悪い
印象を持っているが12.5％、悪い印象を持っている
が3.5％、わからないが11.8％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　では、(4)に行きます。
　沖縄県防衛協会の設立目的と事業について及び顧問
として知事が在籍した期間、それから退会の時期、こ
の理由について伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　沖縄県防衛協会のホームページによりますと、同協
会は、「沖縄県民の自衛隊に対する理解を深め、防衛
思想の普及啓蒙、自衛隊との親睦を図るなどして、新
生沖縄の発展と県民福祉の増進に寄与することを目
的」として設立され、「防衛思想の普及高揚に関する
こと」などを行っているとのことであります。玉城知
事は、平成22年６月２日から約８年間、同協会の顧
問として在籍し、平成30年８月31日付で退職したと
のことであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　その退職した理由を、知事御本人
の口でお願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私の一身上の都合により退
職をいたしました。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私は国会の会議録検索システム
で、知事の衆議院時代の自衛隊に関する答弁を調べて
みました。
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　まず、ちょっと古いんですけれども、平成24年３
月16日の安全保障委員会での知事の質問です。幾つか
はしょりますけれども、「島嶼防衛は、まさに自衛隊
が米軍と協力してしっかりと網かけをしていかなけれ
ばいけない地域であり、米軍の展開よりも自衛隊の展
開を具体的にいろいろ議論していく方が、より深化す
る日米同盟への協力体制になるんだというお話を私は
常々いろいろな場所でさせていただいております。」、
これが１つ。次、「まさに島嶼部で空白が生じること
がないように、そこを補完するのは、一義的には我が
国の組織である自衛隊であるということを再認識しな
くてはならないというふうに思います。」。それから
次、「しっかりと日米同盟の深化へは協力していく姿
勢を示していただきたいと思います。しかし、そのた
めには、自衛隊のさらなる増強といいますか、人員の
確保、あるいは装備の更新などは欠かせないことだと
思います。」、いろんな質問の最後の中に、「私は県民
の声をもとに行動をしておりますので、ぜひその声を
しっかりと酌み取っていただきますよう、今後とも力
を合わせて頑張っていきたいと思います。」と。
　知事、６年前の安全保障委員会での知事の発言です
けれども、質問ですけれども、自衛隊に対する考え方
は特に変わったんですか。それと今、どのような考え
があるかお答えください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　当時のそのような質問の意
見は、私の本来持っている日本国の専守防衛は米軍で
はなく自衛隊が担うべきであるという認識に立って発
言をしているものであります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　であれば防衛協会をやめる必要、
退会する必要なかったんじゃないですか。
　防衛協会を退会した理由はほかに何か圧力があった
んでしょうか。御自分の意思ですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　みずからの意思によるもの
です。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　それでは自衛隊に対する考え方は
変わっていないという認識でよろしいでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　憲法に基づく専守防衛の組
織としての自衛隊に対する考えは変わっておりません。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　であれば、これからもいろんな形
で自衛隊に対するいろんな会議やイベント等にも知事

は御参加いただけるというふうに理解してよろしいで
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）　基本的に玉城知事が今答
弁したものと翁長前知事、基本的に同じスタンスだと
いうふうに私副知事としても考えております。私自身
も例えば美ら島レスキュー等について、自衛隊がやる
ことについては出席をさせていただいておりますし、
可能な限り自衛隊の幹部の方との対話も行うようにし
ているところでございます。なかなか知事の日程の都
合がつかない場合に私がということですけれども、そ
ういった催し等については今後も知事と調整しながら
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）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　知事、私は知事に知事の意思を確
認しただけですから、副知事の答弁求めてないんです
よ。要は、自衛隊に対する理解がある知事だと僕は
思っています。ですから、防衛協会も御自分の意思で
入会され、御自分の意思で退会されたと聞きましたけ
れども、そこに僕は何かの力を感じるわけでありま
す。御自分の意思とはいえですね。
　ですから私が申し上げたいことは、我が国の地域離
島も含めて、宮古島への配備または石垣への配備につ
いてもずっと同じ答弁をされています。知事公室長、
ずっと同じ、知事と同じ答弁をしています。もっと
しっかり自衛隊は必要なんだと、増員すべきだとまで
国会でおっしゃっているわけですよね。ですから私は
その知事の考え方は非常に賛同するんですけれども、
何かどこかの政党に遠慮しているのかどうかわかりま
せんが、もうちょっときっちり、それとまたそういっ
た自衛隊のイベントに実は私も何度か出ていますけれ
ども、翁長知事にお会いしたことは一回もありません
でした、この２年間。ですから、もちろんいろんなほ
かの所用があるのは理解しますけれども、知事みずか
らが本当に自衛隊に対するそういう思いがあるのであ
れば、ぜひ県民にもそこを示してもらいたいと思いま
す。先ほどのアンケートで自衛隊に対する印象もどん
どん変わっています、復帰の当初から今に関して。で
すからぜひ知事、そこは堂々と御自分の信念、先ほど
の政党変遷にも恐らく一つの信念を持って変わられて
きたと思うんですが、とにかく御自分の意思を強く
持っていただいて、自衛隊に対してもそういった態度
を示してもらいたいと思います。これは強く提言をし
ておきます。
　続いて２番、知事就任挨拶（所信表明）を受けてで
ありますが、(1)、自立型経済の構築のためさまざま
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な成果が出てきているとありますが、その具体的な成
果とは何か、また自立型経済の指標（目標）とは何か
をお答えください。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　お答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画におきましては、強
くしなやかな自立型経済の構築を基軸的な考えの一つ
に位置づけ、諸施策を展開することとしております。
同計画で掲げる施策・事業の成果等を前提に、平成
33年度の社会経済の展望値として、県内総生産５兆
1439億円、１人当たり県民所得は271万円、完全失
業率は4.0％程度になると見込んでいるものでありま
す。沖縄県の経済は平成24年度以降、拡大を続けて
おり、平成27年度の県内総生産は４兆1416億円、１
人当たり県民所得は216万円と過去最高となっており
ます。また、完全失業率は平成29年度で3.6％、有効
求人倍率は1.13倍となり、これも復帰以降過去最高
となっております。  　
　沖縄県といたしましては、引き続き、沖縄21世紀
ビジョン基本計画の着実な推進を図り、自立型経済の
構築に道筋をつけていくことが重要であると考えてお
ります。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　もうちょっと簡単に説明してもら
えませんか。例えば自主財源比率を何％まで目指すで
あるとか、要はいろんな成果が出てきている。例えば
失業率の改善、有効求人倍率が上がってきたというふ
うにおっしゃいますけれども、実態的には雇用のミス
マッチングが起きたり、恐らく翁長県政時代に行った
施策の中で、県民が本当にそこまでまたは事業者がそ
こまで本当に感じ取れるのかどうか、県政とのギャッ
プがあるように私は思っております。
　ですから、自立型経済をどこまでどのようにするの
が県としての目標なのかを富川副知事、御答弁願いま
す。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　自立型経済というのは、こ
の前申し上げましたように学問的に定説はありませ
ん。多種多様に解釈されているように理解しておりま
す。その中で今沖縄が非常に千載一遇のチャンスが来
ているということで、アジアのダイナミズムが到来し
ているわけですが、これまでは需要によって引っ張ら
れた経済が、これが経済の筋力・体力、もっと細かく
言いますとマクロ的な技術進歩、ノウハウの上昇、生
産性の上昇、そういうものに伴って自走できていく経

済が自立経済の基本的なイメージだというふうに理解
しております。
　今このチャンスにいろんなハード・ソフトのインフ
ラの整備、規制緩和を通じてそれが実現するように県
政としては考えております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　今の自主財源比率は、多分沖縄３
割ぐらいだと思いますけれども、残りは国庫支出金や
地方交付税を受けています。この３割がもちろん４割、
５割になれば、税収もふえて自主財源比率が上がるこ
とが、ある意味自立というふうに見られるのかもしれ
ませんけれども、ちょっと気になるのが、知事が国の
補助金は要らないというふうなことを選挙のときに話
されたと聞いています。確かに国庫補助金が減れば同
じ税収であっても税収比率上がりますよね、数字上
は。こういうことを言っているのではなくて、やはり
私が思うのは、自立型経済というのは沖縄が本当にい
ろんな意味で税収もふやし、県民の生活も向上し、い
ろんな県民の負担を軽減できる、こういうことで県民
の幸福度感も上がることがある意味自立型経済の指標
ではないかというふうに思います。もちろんいろんな
指標があると思いますけれども、各部局によっては。
ですからそれをまとめて一つに言うことはないと思い
ますけれども、とにかく我々県議会議員としてまた県
の企業人がいろいろいらっしゃいますけれども、もっ
ともっと実質的に元気になるような形じゃないと、例
えば観光客も1200万人になる時代が来ます。しかし県
民の生活に影響が出てくるようでは、私はこれは大変
なことになると思います。モノレール３両編成、知事、
私も大賛成です。今モノレールでも朝の通勤時間は乗
れない人がいっぱいいる。そういったことをどんどん
どんどん解決していかないと浦添西から以遠になって
くるとどんどん那覇で乗れない人が出てくると思いま
す。ですからそういったものを早目早目に着手して、
県民の生活にマイナスの影響が出ないように、これは
どんどんどんどん先に着手して改善していただきたい
と強く提言をしておきます。
　続いて２番、万国津梁会議について。
　その目的や具体的な活動日程、最終目標とは何かお
答えください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　御質問にお答えいたします。
　私は、沖縄21世紀ビジョンの基本計画、その趣旨
等をもとにして各施策を着実に進めるために、万国津
梁会議（仮称）を新設し、アジアを初め世界各国との
経済、文化、教育、人材等の交流を促進していきたい
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と考えております。また、万国津梁会議（仮称）で
は、現在取り組んでいるウチナーネットワークの継承
発展、強化についても一層進めることができるよう意
見交換を重ねていきたいというふうにも考えておりま
す。今後、経済、文化、教育、人材等あらゆる分野で
の全庁的な取り組みにつながるよう、スピード感を
持って目指すべき方向性も含めて、会議のあり方等に
ついて検討してまいります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私も知事の公約全部読ませてもら
いました。この中に万国津梁会議を活用して、世界の
ウチナーンチュネットワークの有効活用を図りますと
あります。
　非常に大事なことだと思うのは、私が一つ提言した
いのは、例えばスポーツ一つとってもアジアとの交
流、特に沖縄で今活発なバスケットボールであった
り、野球であったりいろんなことで地域とのアジアと
の交流を持つこと、これを通していろんなスポーツ交
流から始まって経済交流に始まり人的交流が始まると
いうふうなことも含めて、ぜひ前向きに、具体的に実
現してもらいたいと思います。これは大変重要なもの
だというふうに私は理解しております。ぜひそこはお
願いしたいと思います。
　それでは３番目、観光・環境協力税について、その
概要と具体的な導入時期、その税の活用方法について
伺います。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
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。
　観光・環境協力税――私ども観光目的税と申し上げ
ておりますけれども、今年度県のほうで官民、関係者
集めての検討委員会を設けていろいろ議論しておりま
す。その中でまず概要につきましては、課税客体は宿
泊行為、いわゆるホテル税、宿泊税とすることが今定
まっております。そして時期に関しましては、2021
年度までにということで、ただその委員の中にももう
少し早目にこれを取り決めたほうがいいのではないか
という声もありますので、遅くても2021年度までに、
でき得ればもっと早目にそれを定めたいというふうに
思っております。　
　それから活用方法です。使途につきましては、観光
の質を上げるという面から多方面でいろいろ検討する
必要があると思っておりますけれども、まず基本的に
は美しい自然を守る環境保護の視点、持続的な観光地
づくり、それから受け入れ体制の向上のために観光客
の利便性や満足度を向上させるための仕組みづくり、

あるいは観光事業者の経営安定化、さらには先ほど議
員もおっしゃったように県民の理解の促進という意味
でも多方面に支出しながら、県が目指しております世
界水準の観光・リゾート地形成に取り組んでいきたい
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）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　新聞で拝見しましたけれども、今
分科会を設置して今後税収の使途や税率などの検討を
進めるとありました。他府県、東京都だったり京都
だったりいろんな他府県の事例で実際に起きている課
題、その辺はどのように把握されていますか。
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）　現状とし
て私どもが目指している宿泊税を先行して取り入れて
いる事例等はございますけれども、どの価格帯に――
今民泊も来ておりますのでどういった形の料金設定を
するか税率設定をするかということも含めまして課題
だと思いますけれども、その前にやはりきちんと事業
者にコンセンサスを得るということ、そしてきちんと
その使途を明確にさせるということも一つの大きな課
題ではないか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）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　恐らく導入に対してはホテル業界
やいろんな方々からのいろんな意見や、もしかしたら
反対意見も出てくるかもしれません。これを設定す
る、実際に実現するに当たって、何か逆なマイナスの
要素は検討しているんでしょうか。宿泊税を取ること
によってマイナスになるような要素があるのかどう
か、それは検討していますでしょうか。
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）　それも含
めまして今検討委員会の中で、それをもとに今度分科
会もできますので、それをきちっと議論をしていただ
いて、年度末にはその方向性を含めまして、私、文化
観光スポーツ部長に提言を、報告をいただくことに
なっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　もちろんいろんな意味で税収をふ
やす努力も必要ですし、そのものを観光のために資す
るような形で使うこともある意味理解はするんですけ
れども、先ほどちょっと申し上げましたように、今観
光公害という言葉も使われていますよね。地域住民に
いろんな負担が強いられて我々普通に生活している人
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たちが困るとなると、私は幾らウェルカムんちゅにな
ろうと言っても自分たちの生活が脅かされたりすると
――脅かされるという言い方は正しくないかもしれま
せんけれども――観光客に対する理解が減ってくる
ケースがあるとこれはよくないと思います。
　ですから先ほど来申し上げているように、ずっと
言っている観光バスの待機場の問題、のうれんプラザ
のこともまだ解決していないと聞いていますが、のう
れんプラザにある県の土地を那覇市に売却するしない
含めてあそこもまだ全然進んでいないというふうに聞
いております。部長、一つ一つをスピーディーにぜひ
解決していってください。そうじゃないと本当にこの
５年後、10年後どのようになるか私は正直言って不安
なんです。ですから県民の生活をうまく、住みよい町
が行ってみたい町となるように、そこをきっちり県と
しても取り組んでください。お願いします。
　ちょっと休憩願います。
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。
〇西銘　啓史郎君　(4)番はちょっと飛ばします。
　次、３番の県民投票についてですが、県民投票の意
義と必要性について、知事、ぜひ知事の考え方をお聞
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。
　今回の辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を
問う県民投票条例案は、地方自治法第74条に基づき、
住民により発案され、その制定が県に請求されたもの
であります。条例制定請求で、法定署名数２万3171筆
を大きく上回る９万2848筆の署名の提出があったこ
とは、請求代表者の皆様の御尽力と、辺野古の米軍基
地建設に対する県民の皆様の多大なる関心を示したも
のと考えております。
　県民投票は、間接民主制の欠陥を補強する直接請求
制度により制定請求された条例に基づくものであり、
県としましては、県民投票の実施により、改めて民意
を問うことは意義があ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）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ちょっと質問を変えます。
　知事、条例案は目を通していますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　詳しくは覚えておりません
が、目を通しております。

〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　今、条例案については軍特でも議
論されている最中なんですが、私が特にお聞きしたい
のは先ほど来山川議員からもありましたけれども、ま
ず条例の９条のことなんです。９条のところで投票資
格者の総数の４分の１、25％――100万人の有権者だ
としたら25万人が賛成・反対どちらかに回ればこれを
知事は告示して、内閣総理大臣、アメリカ合衆国大統
領に対して結果を通知するとあります。25％という
数字で県民の総意と言えるというふうに知事、お考え
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。
　投票結果の尊重の割合の要件につきましては、その
ほかの住民投票条例では要件を付していないところも
ある中で、今回の県民投票では投票結果を尊重すべき
最低限の得票数として４分の１を設定したものと推測
しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私が申し上げたいのは、以前謝花
知事公室長時代に県民の何割が反対していると思いま
すかと言ったときに、よく執行部は、マスコミの報道
によりますと８割が反対しているというふうに答弁さ
れたのを僕覚えています。
　その８割も反対しているというんであればなぜ
25％にとどめるんだと。自信があれば５割以上または
６割以上、７割以上というふうに設定してもいいと私
は思うんですけれども、そこに25万の、要は有権者
の25％で県民の総意ということは私は非常に危険だ
と思います。
　それともう一つ、12条についてでありますけれど
も、私の一般質問で以前謝花知事公室長は、今の自治
法上は難しいと考えると。他の市町村で反対した場合
の見解ですね。これは今も考え方変わっていませんか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　当時西銘議員から、公室
長時代に反対した場合どうかということがありました
ので、先ほどの山川議員の答弁のときもお答えさせて
いただきましたけれども、市町村、条例が制定されま
したら義務は負いますけれどもそれをまた逆に強制す
る方法はないという意味で、反対した場合は難しいと
いう趣旨でお答えをさせていただいたところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　となるとやはり、義務を負うとい
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う言葉と強制することはないというのは、私は少し強
制することはできないということに何かちょっと違和
感を感じるんです。自治体としてこの石垣市議会が意
見書を提出したようにほかの市町村でもあった場合に
は、先ほど知事公室長の答弁では、それでも県民投票
は成立したと理解するという旨の話があったと思いま
すが、本当にそれでよろしいんですか。例えば何市町
村かわかりませんけれども、それが否決されて実施し
ないと言った場合、強制力もない、もちろん事前協議
はすると言っていますけれども、それをもって例えば
有権者の２割は参加しなかった地域、自治体を含め
て、それでも県民投票が成立したというふうに本当に
お考えですか。もう一度答弁お願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　県民投票、住民投票に
つきましては、地方自治法に認められた間接民主制の
欠陥を補強する直接請求制度であると思います。それ
に基づく条例案が仮に県議会で可決された場合には、
市町村は実施する義務を負うというふうにされている
ところです。強制はできませんけれども、県としては
41市町村で全て実施できるように、その趣旨を丁寧
に説明して全ての市町村で実施できるように今心がけ
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　心がけてもできないケースがあっ
た場合にどうするかをもう一回、本当に各委員会で軍
特でも議論されると思いますが、私が強く提言したい
のは、それを本当に県民の意思としてみなすかどう
か、そこをしっかり議論してもらいたいと思います。
　それと先ほどの地域安全に関する県民意識調査、同
じ質問調査ですけれども、平成27年に辺野古移設に
対する考え方の設問をしていますが、この概要につい
て御説明してください。
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26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。
　「普天間飛行場を、名護市辺野古に移設する政府
の方針に賛成ですか。反対ですか。」という問いに
対しまして、賛成が13.5％、どちらかといえば賛成
が12.0％、どちらかといえば反対が13.6％、反対が
44.6％、わからないが15.3％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　これは県民の意識調査なんですけ

れども、でも県は４択――わからないを入れたら５択
ですか――で問うていますよね、公室長。要は恐らく
今の県民には、賛成・反対だけの２択ではない心理が
あると思います。例えば玉城デニー知事が39万票とり
ました。39万票全員が辺野古に反対なのか、私はそう
は思いません。逆に佐喜眞がとった31万票も辺野古
に賛成なのか、それも私はそうは思いません。ですか
らいろんな意見があるはずなんです。どちらかといえ
ばとか、条件つき。私はこれが本当に民意だと思いま
す。そこをあえてマルかバツかのあれを問うというこ
とは、私は正しい数字は出ないと思います。今あえて
県がこの４つ、わからないを入れたら５択の選択をし
たわけですよ。それはそれなりの思いがあったと思う
んですが、この設問をした真意はなんですか。
〇知事公室長（池田竹州君）　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27分休憩
　　　午前11時28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。
　平成26・27年に実施しました地域安全保障に関する
県民意識調査は全部で30問設問がございますが、全
ての設問において５択という形になっております。そ
の辺の関係だろうと思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　私が申し上げたいのは、いろんな
声があるから多分５択にしたと思っているんです。賛
成か反対かだけではなくて、県民にはいろんな思いが
ある。しかももっと僕は民意というのは不変ではない
と思っているんです。時によっても変わるし、私は毎
回申し上げていますけれども、もう何か民意が不変の
もので一生涯変わらないような話を聞きますけれど
も、これはやっぱり違うと思いますのであえて提言し
ておきます。
　続いてこのときに「普天間飛行場の固定化について
の考え」方も設問していると思いますが、それについ
て答えてください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　「固定化されることについて、どのように思います
か。」という設問に対しまして、容認できるが6.7％、
容認できないが68.6％、わからないが23.3％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　ということはやはり、普天間の固
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定化は容認できないという声が約７割あるわけです。
ですから、県民投票も本当は辺野古のマル・バツだけ
ではなくて、その片方では普天間の固定化にマルかバ
ツか、賛成か反対か、容認できる・できないというこ
とも問わないと、私は県として判断を誤ると思いま
す。ぜひそこは今後しっかり検討してください。
　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。
〇西銘　啓史郎君　４番、県民広場の使用規定と主管
部署についてお答えください。
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。　
　県民広場は、歩行者の通過・滞留、防災広場及びイ
ベント等に利用できる空間で、県道39号線の道路区
域内にあります。道路法の適用を受ける施設であるた
め、工作物等を設けて使用するには、占用許可を得る
必要があり、南部土木事務所において許可の手続を
行っております。県民広場の占用許可については、道
路法等によるほか、県民広場管理規程において必要な
事項を定めております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　占用許可と使用許可の違いについ
て御説明お願いします。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　今議員がおっしゃった
使用許可というのは、道路使用許可のことだと思いま
すが、いわゆる県民広場につきましては、歩道や車道
部分とは複数の大型プランターによって区分されてお
ります。広場という名称にもありますように、市民の
憩いの場としてあるいは集会・イベント等に利用され
てきている、こういう実態がございます。
　県民広場については、このように物理的に歩道と区
分されておりまして、その利用実態が一般交通に著し
い影響を及ぼしたり道路交通の安全と円滑を阻害した
りするおそれがないということから、基本的に道路使
用許可の対象としては取り扱っておりません。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　何を申し上げたいかというと、県
民広場、私ちょこちょこいろんな集会を見ていますけ
れども、関係部署に聞くと、政治集会はオーケーで選
挙運動はバツだというふうに説明がありました。この

間知事、城間市長のときにここで演説会やっています
よね。これ申請されていないそうです。しかし、占用
しているわけですよ。ということは、知事や市長が届
け出をしないで県民広場を使用しているわけでありま
す。これは事実です、調べました。
　ですから、私が申し上げたいことは、そういう違法
行為を知事自身がやっていること、市長の支援者が
やったこと、これは大きな問題だと思います。
　それともう一つ……
〇議長（新里米吉君）　まとめてください。時間を
オーバーしています。
〇西銘　啓史郎君　最後にまとめます。
　この県民広場は政治集会がオーケーで、選挙運動は
だめだというこの区別が私わかりません。ここをしっ
かりこれから議論させていただいて、私はもっと使い
やすい広場にすべきだと思います。あそこが道路の一
部だという認識は多分ほかの県民、我々県議会でもな
いと思います。道路交通法、道路法が適用されると聞
いていますけれども、そこをもう一度どこかで議論し
たいと思います。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　玉城知事、覚えていらっしゃるかわ
かりませんが、初めてお会いしたときのこと、東京の
赤坂見附の交差点で道路を渡るときに知事のほうから
玉城さんから、沖縄から来たんですかというふうに声
をかけられました。気さくに話しかけてくれて非常に
私好印象を持っていたんです。さらに同年代、34年
生まれであります。同年代として私はエールを送るつ
もりではありますけれども、しかしながら、きのう、
きょうの知事としての答弁については、丁寧さが足り
ないと思っておりましてがっかりしている状況でござ
います。
　私がこれから始める質問は、今後４年間県知事とし
て政治姿勢の基本中の基本だと思って質問いたします。
ですから知事本人でしか答えられない問題かと思って
おりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
　まず、県知事の政治姿勢について、沖縄県知事とし
ての国家観を伺いたいと思います。
　県知事として国家の必要性と国家の存在意義につい
て考え方を伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　座波議員の質問にお答えい
たします。
　国家は国民の生命と財産を守り、生活を豊かにし将
来の希望と安心を確保するために必要であるというふ



－ 99 －

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　まさにそのとおりであります。沖縄
県は、日本国の一つの県であり、国家のもとの国民と
して国家の恩恵を受け、そして国家により守られなけ
ればならない。私も同様に認識しているわけですけれ
ども、そのとおりであります。もしこれを否定するな
らば、国家の存在意義がなくなるわけであって、沖縄
は日本の国の一県であるかどうかという本当に基本的
な問題になってしまうわけであります。ですからその
認識は踏まえた上で、これからの沖縄県の行政を担っ
ていくということが確認できてよろしいでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　はい、そのように行ってま
いりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　私は、日本の国が大好きでありま
す。日本人として誇りを持っております。
　知事は、日本国民として日本人として誇りを持って
いらっしゃいますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　はい、そのような思いを
持っております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　しかしながら、これまでの沖縄県の
県政の流れを見て、さらにまたこの県知事選あるいは
県知事となったデニーさんのこれまでのお話を聞きま
すと、どうもこのウチナーンチュというものを強調し
てアイデンティティーを強調し過ぎていないかという
危惧が働いております。もちろん沖縄県民としてのア
イデンティティーは非常に大切です。ですけれども、
日本人としてのアイデンティティーもそれは忘れては
ならないのではないかと思いますけれども、どうです
か。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は、日本のいわゆる生活、
文化、風土、それから自然そういうものも含めて非常
に誇りを持っております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　それまでの考えは、非常に真っ当で
ありますね。ですから沖縄県知事となられたわけです
ので、国家の目的とその理想とする国家像について
伺っていくわけですけれども、県民の生活を第一に、
先ほど生命と財産を守るというのが県知事の仕事だと
おっしゃっていましたので、それを沖縄県だけで実現
できますか。

〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　まず国家についての考えを
述べさせていただきたいのですが、我が国は国民主
権、基本的人権の尊重、平和主義を柱とする憲法のも
と、民主主義国家としての道のりを歩んできており、
今後も当然全ての国民が平和と経済的繁栄を享受する
民主主義国家を追求すべきと考えております。沖縄県
も当然その国家の一県として存立すべきであるという
ふうに考えます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　ですから沖縄県だけでそれを実現で
きると思っておりますかということです。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　民主主義国家の一県として、
その理念をしっかりと守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）　座波　一君。
〇座波　　一君　いずれにしましても、知事は沖縄県
を導かなければいけない立場ですので、日本という国
家の一つの県として理想の関係を模索し追求しなけれ
ばならない立場であるのが私は県知事だと思います。
どうですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　県知事として真摯に取り組
んでいきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　次に、国家の秩序と平穏を保つため
に政治や行政に何が必要か伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　国家の平穏と秩序を保つために、政治や行政は平和
主義、国民主権、基本的人権の尊重など憲法の遵守を
踏まえて対応することが重要であると考えておりま
す。平和と安心のもとで国民の福祉の向上に努めるの
が政治や行政の務めであると考えております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　民主的な法治国家としてその機能を
維持し、国家と国民の信頼関係を保つのは不可欠であ
ります。しかしながら、前県政のように、戦中戦後か
ら今日までにかけて沖縄県だけが常に犠牲を強いら
れ、そして差別を受けてきたという構造的な被害者意
識ばかりを県民に植えつけて、そういう形で今後も続
けるようであれば沖縄県と政府との差が全く結びつい
ていかないわけでございます。ですから日本国民との
信頼関係、政府との信頼関係が崩れると私は心配して
おりますが、そのような懸念はありませんか。
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〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は基本的な姿勢として、
何事も対話をもって共生していくということを原点に
行動してまいります。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　対話については後ほどお伺いします
が、次に平和についてであります。
　知事は平和をどのように定義しているかをお伺いし
ます。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　平和とは、それぞれその状
態においていろいろな場合を示すことがあるかもしれ
ませんが、平和とは戦争や紛争のない状態にとどまら
ず、貧困、飢餓、差別、暴力、人権の抑圧、環境破壊
などがなく、いわゆる安らかで豊かな世界であるとい
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　次に、戦後から今日までの日本及び
沖縄について、もちろんテーマは平和ですから、沖縄
について伺います。平和であったのかどうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　日本はさきの大戦で甚大な被害を受け、荒廃した中
から高度経済成長による発展を遂げ豊かで平和な社会
を築き上げてきたものと認識しております。一方で沖
縄は、熾烈な地上戦と戦後27年間にも及ぶ米国の施
政権下を経て、たゆまぬ努力により幾多の困難を乗り
越え平和を希求する社会の実現へ向けて今日まで歩ん
できております。しかしながら米軍基地の過重な負担
は大きな課題であるものと認識しております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　戦後70年間の我が国は、他国から
の侵略もなく他国へ侵略もせず国境、領海問題での紛
争もなく他国との戦火を交えていませんが、その点に
ついては県知事はどのように評価しますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　戦後、憲法のもとで繁栄を
築いてきた我が国の歩みについては評価をしておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　その憲法のもとで平和を守られたと
いうことだけで申し上げているようなんですが、その
次に平和を維持するための県知事としての取り組み、
それを国へ何を求める必要があるか伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　まず沖縄県としましては、

沖縄平和賞の贈賞、平和の礎及び沖縄県平和祈念資料
館を通して沖縄戦の歴史的教訓を次世代に継承すると
ともに、平和を希求する沖縄の心を世界へ発信し、恒
久平和の実現に向けて取り組んでおります。政府にお
いては、平和を脅かす諸問題を解決し、平和共存の世
界を実現するために、不断の外交努力により対話と共
生による平和環境の構築に向けて取り組んでいただき
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　今の質問は、国に何を求めるかを聞
いているんです。今お話しされていることは、沖縄の
平和に対する発信あるいはソフト面の効果を言ってい
らっしゃるんですけれども、沖縄県だけで平和を守っ
てきたと思っていますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　沖縄県民もその努力を続け
てまいりましたし、平和が守られていることは国民全
ての努力によるものであるというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　国民の努力によるものということ
は、先ほどからの議論にあるとおり日米安保体制も
しっかり役割を果たしていると、そしてまた自衛隊も
その役割を果たしているという評価につながりません
か。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　そのよ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　玉城知事が選挙中に基地があるから
戦争が起こるのだというふうに言っておりました。そ
れは今でもその考えがあるかと思いますけれども、も
う少しその説明をお願いします
〇知事（玉城デニー君）　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47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。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　基地に対してはさまざまな
受けとめ方があると思います。現在のいろいろな装備
なども含めると多岐にわたるような意見もあると思い
ます。ただ私は、この間沖縄の歴史などいろいろと読
ませていただき勉強させていただいた中において、例
えば日本軍の守備隊があったところは激しい打撃を受
け、おびただしい犠牲をこうむったことなども含めて、
やはり私は基地のない平穏な状態であるということを
人々は求めているというふうに考える次第です。
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〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　だから先ほど安保条約がしっかり機
能し、自衛隊が役割を果たしているということはその
根底には基地が必要なんです、ある一定分の。それが
あるから日本の平和が守られていて、そして県知事と
して沖縄県民の財産と生命を守っているというこうい
うふうな議論を今答えたわけですから、それから言う
と基地を全て否定することはもう今後はしないという
ことで考えていいですね。
〇副知事（謝花喜一郎君）　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50分休憩
　　　午前11時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私の考えが議員の質問の答
えになるかどうかはわかりませんが、米軍基地の過重
な負担に対しては、それは整理縮小すべきであるとい
うことは多くの県民が考えていること、望んでいるこ
とであるというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　過重の問題は、我々も認識しており
ます。ですから裏を返せば米軍基地を一定限度許容す
る範囲を持っているということなんですね。許容しな
ければいけないという前提があるということなんです
よ。そういう意味ですね。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　沖縄21世紀ビジョンには、
極力基地のない島を目指すということも明記されてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　私は、これまでの議論からいって
も、やっぱりある一定の日米安保条約を認め、自衛隊
を認めているということからすると、一定の基地の許
容はできるという知事の認識があると私は確信しまし
た。
　続きまして、故翁長前知事の後継者として遺志継承
についてなんですが、まず前知事はなぜ日米安保条約
を容認してきたかと思うか。知事の考え方をお聞きし
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。
　翁長前知事は、日米安全保障条約に基づく日米安全
保障体制がこれまで我が国及び東アジアにおける平和
と安定の維持に寄与してきた認識のもと、その必要性
を理解する立場であったものと承知しております。

　以上です。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　次に、前知事は日米ＳＡＣＯ合意を
なぜ推進したかということについても伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　日本の国土面積の約0.6％の沖縄県に約70.3％もの
米軍専用施設が存在し続ける状況は異常としか言えず、
県民は米軍基地に起因する事件・事故、騒音問題など
に苦しめられ続けております。翁長前知事はその解決
のために、既に合意されたＳＡＣＯ及び再編に基づく
統合計画で示された基地の整理縮小、並びに在沖海兵
隊約9000人のグアムを含む国外移転を確実に実施す
ることが重要と考え、沖縄県の過重な基地負担の軽減
に取り組んでおられたものと承知しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　ですから、前知事もＳＡＣＯ合意は
米軍の整理縮小には必要だというふうに考えてそれを
原点にしていたということは認識しているわけです
ね。玉城知事もその原点については認識されているの
ですか、整理縮小の一環であると。このＳＡＣＯ合意
は、整理縮小が原点であるということです。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　はい、そのように認識して
おります。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　それからいいますと、ですから普天
間基地も整理縮小の一環であり、まずその危険性の除
去からこの移転計画が始まっているわけですけれど
も、どうしてそこでこれまでのＳＡＣＯ合意を推進し
なければいけないということと、この普天間基地の辺
野古移設を反対するということでＳＡＣＯ合意を結果
として守っていないという現象になっているわけで
す。どうしてそういうふうなことになるんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　平成８年のＳＡＣＯ最終報告では、普天間代替施設
は必要性が失われたときには撤去可能なものとされて
いました。しかしその後さまざまな変遷を経て、現在
では埋め立てによる係船機能つき護岸、Ｖ字型の２本
の滑走路などを備えた計画となっており、ＳＡＣＯ合
意の内容とは全く異なるものとなっております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
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。
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　　　午前11時55分休憩
　　　午前11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　この文章というのはどのような文章
なのか後ほどちょっと確認させてもらいたいのですけ
れども、ＳＡＣＯ合意の内容と違うようなものが辺野
古移設にうたわれているという今趣旨なんですけれど
も、そうだとするとこれまでの議論が少し変わってき
ますけれどもそれでいいんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時57分休憩
　　　午前11時57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）　ＳＡＣＯ最終報告、平
成８年12月８日付の報告書によりますと、準拠すべ
き方針としまして、普天間飛行場の運用及び活動は最
大限可能な限り海上に移転する、海上施設は沖縄県東
海岸に移転する、そして海上施設につきましては、あ
り得べき海上施設の方法としまして、くい打ち桟橋方
式、ポンツーン方式、半潜水方式などが掲げられてお
りまして、いずれもその撤去を想定したような工法に
なってございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　次に進みます。
　玉城知事、あえて前知事と違う点があればお伺いし
たいのですけれども、そういうＳＡＣＯ合意あるいは
日米安保についての考え方、この辺が私に違いがある
という点があればお伺いしたいのですが、ないですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は、日米安全保障体制、
ＳＡＣＯ合意、自衛隊の島嶼配備そして辺野古新基地
建設問題など翁長県政の基地政策を継承してまいりま
す。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　遺志の継承だけでそういうふうに片
づけられると県知事としての今後の信念をはかり知れ
ぬものがあるので、前知事の後継者とおっしゃってい
るわけです。しかしながら翁長前知事の政治家として
の軌跡、あるいは変節の理由もその真実は胸のうちは
本当はわかっていないと思うんですね。前知事が辺野
古に反対するに至った経緯はわかりますけれども、玉
城知事になってその遺志を継承するという点だけでは
なく、自分自身の信念として辺野古を反対するという
説明をしなければいけないのではないかと思っている
んです。県知事の言葉として、玉城デニー知事の言葉

として私はこういう観点から辺野古を反対しなければ
ならないという理由はないんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私はこれまでもるる述べて
きておりますが、沖縄県における過重な米軍基地負担
についてはこれ以上認めることができない。そして多
くの県民は、この新しい米軍基地建設については反対
をしているということに鑑み、辺野古に新基地を建設
するということには反対の立場で行動してまいりまし
た。これからもその趣旨、決意は変わりません。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　次に、辺野古移設を絶対阻止すると
いうその理由について伺います。
　県知事として国の手続不備や瑕疵を理由にするの
か、あるいは米軍施設建設に反対するか、政治的意思
を理由にするかの明確な考え方を伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立承認につ
いては、事前協議違反、軟弱地盤、活断層などの問題
が承認後に判明し、環境保全上の支障が生じることが
認められました。
　県としては、違法な状態を放置できないという法律
による行政の原理の観点から、８月31日に沖縄防衛
局に対し公有水面埋立承認取り消しを行ったところで
ございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　国の手続をもって不備や瑕疵を指摘
し、それを行政手続上で争うということであれば、こ
れはもう裁判でしか解決できませんよ。本来の目的は、
今の主張は米軍基地建設が反対ならそれを政治意思と
して主な理由に添えなければいけないんです。それを
政治の力によって解決しなければこれはもう裁判の力
でしか解決できないんです。そういう認識はないんで
すか、公室長答えてください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　公有水面の埋め立ての
承認の取り消しについては、今述べたところでござい
ます。一方で、玉城知事が安倍総理そして菅長官と面
談したときにも話し合いについて求めております。そ
れは昨今の東アジア、北朝鮮情勢をめぐる状況の変化
なども踏まえて安全保障の環境などが大きく変化して
いると、その辺も踏まえまして、ぜひ対話による解決
を玉城知事は呼びかけたものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
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〇座波　　一君　ですから、この埋立法というのは法
定事務の１つに入るわけです。埋め立てというもの自
体がそもそも自然環境等を破壊するものでありますの
で、それを法的にちゃんと手続にのっとってやれば、
県は知事は承認しなければいけないという法律なんで
す。ですから埋め立ての全ての手続がしっかりやって
いれば、承認というのは最終的に県知事の事務ですよ
といっているわけでございますので、そこを理由にし
て今盛んに裁判で争っているわけです。この部分から
考えますと裁判でしか決着できないということは十分
認識しておいてください。それよりは、政治的な意思
によってこれは絶対につくらせたくないという根拠に
何があるのかというものが一番大切であるのではない
かと思っています。
　次に、埋立承認の撤回についての質問です。
　知事は立候補前に現副知事が職務代理者として行う
べきと発言したとの情報があります。その真意を伺い
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）　お答えします。
　知事は、立候補後の公約の中で県が行った撤回を支
持し新たな県政でしっかりと引き継いでいく覚悟です
と述べて多くの県民の負託を受けております。また立
候補前、翁長知事が準備していた埋立承認の撤回を
しっかりやる、まずそれからでしょう。そして撤回判
断は新たな知事が行うべきだと述べたことも報道され
ております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　撤回の判断は新たな知事が行うべき
だとも発言されたということですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長｡
〇知事公室長（池田竹州君）　これは、立候補前のイン
タビュー記事の中でそのように述べられております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　新たな知事がやるべきだと言ったの
に、では副知事が職務代理者としてやった理由は何で
すか。副知事お願いします。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　新たな知事が行うべきであるという、撤回に向けて
はいろんな議論がございました。ただ県としましては、
翁長前知事が７月27日に聴聞の手続に入るということ
で事実上の撤回表明を行った。その後、８月９日に聴
聞手続が行われて聴聞の内容を県としては慎重に精査
してまいりました。その結果、やはり県としては、県

がこれまで何度も国に対して指導を行ってきたこと、
それから軟弱地盤や移設条件の話、空域、高さ制限の
問題などそれから留意事項違反など承認後に生じた新
たな事情がさまざまな地点、これを放置できないと。
　県としましては、行政に基づく法律の観点から違法
な状態を放置できないということで、行政の判断とし
て撤回を職務代理者といいましょうか、その際に富川
副知事からその分についての権限を委任されておりま
したので、私のほうで撤回を行ったという流れでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　ちょっとぎくしゃくした感じがしま
すけれども、後継者として遺志を引き継ぐという覚悟
で立候補されたなら、その時点で県知事に当選して自
分が撤回すると公約したほうが遺志を引き継ぐ人の責
任が明確になって、県民にわかりやすかったと思うん
です。撤回は先ほど申し上げましたとおり政治的な意
思で私はやるべきだと思っておりました。選挙で選ば
れた知事がやるべきであり、副知事にまるで責任を転
嫁するような考えだったのかなと思わざるを得なかっ
たわけです。あるいは撤回による工事遅延の損害賠償
問題を意識していたのかということすら疑わざるを得
なかったわけであります。
　次に、県知事就任の挨拶に関連しまして、対話の重
要性について伺います。
　当選後の会見や政府との会談の中では、対話を強調
していました。冒頭の就任挨拶には対話の文言が一文
字もありませんでした。なぜ対話重視を打ち出さな
かったのかを伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　ただいまの質問については、
後ほど企画部長から答弁を申し上げますが、先ほどの
議員の質問に１点お答えさせてください。
　私は、就任後の決意表明で翁長知事の遺志を引き継
ぎ辺野古阻止を貫徹するとはっきり申し上げさせてい
ただいています。
　沖縄県としては、辺野古に新基地をつくらせないと
いうことを玉城デニー県政の運営においてもしっかり
柱として据えて普天間飛行場の県外移設を求めてまい
ります。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　知事の就任挨拶の内容に
ついての御質問にお答えいたします。
　知事は就任挨拶の中で、「互いの政治的立場の違い
を超えて、歩み寄ることのできるウチナーンチュの包
容力は、対立や分断を乗り越える賢さであり、私たち
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が持てる最大の力」と申し上げました。対話を重視す
るとの趣旨はこの表現の中に含まれていると考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　冒頭でも申し上げましたとおり、私
は同世代として期待している面もありまして、玉城デ
ニー知事にはある意味では現実的な視点を持った政策
を取り入れることができると期待しております。です
からそのように対話というものを打ち出したときに私
は非常に期待したわけです。翁長前知事が一言も触れ
なかったこの対話について、県民に発したわけです。
ですから期待したわけです。そこに違いを見出した
かったわけですけれども、玉城デニー知事の言葉でこ
の対話というものを今後も続けたいというこの基本姿
勢をしっかりと説明していただき、終わりたいと思い
ます。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　御教示ありがとうございま
す。
　私は、対話をもって物事を解決していくことが最良
の方法であるというふうに常々思っております。その
中でお互いの立場を知り、お互いの考え、理念につい
て理解を深めていく。そしてそこから新しい一歩、あ
るいは別の展開を互いに見つけていく。それは我々は
やはりコミュニケーション、対話からその方向性を模
索していくということが非常に重要だと思っておりま
す。これからも対話と共生、ともに生きていく、とも
にこの社会をつくっていくというその姿勢で臨んでい
きたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　お昼時間ですので終わります。
　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。
　　　午後０時12分休憩
　　　午後１時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前に引き続き質問及び質疑を行います。
　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君登壇〕
〇新垣　　新君　こんにちは。
　玉城デニー知事、９月30日の県知事選挙、当選ま
ことにおめでとうございます。
　沖縄県の発展のために、我が自民党は建設的野党
でございますが、いいものはいい、悪いものは悪い、
是々非々の体制で沖縄県がよくなるようにしっかり支
えるところは支える、正すところは正す、そういう形

で議会の活性化、沖縄県の発展に向けて頑張っていく
決意でございますので、よろしくお願いいたします。
　それでは、質問を行います。
　件名１、教育スポーツ振興について。
　前定例会でも質問しましたが、県立高校における屋
外運動場のトイレ設置について、進捗状況をお聞かせ
ください。
　件名２、スポーツ観光振興について。
　前定例会でも質問しましたが、沖縄水産高校カヌー
部への支援として、カヌー艇庫の設置及び支援につい
て進捗状況をお聞かせください。
　件名３、南部振興策について。
　(1)、糸満新市場の進捗状況についてお伺いします。
　小項目(2)、前定例会でも質問しましたが、沖振法
の延長が大前提ですが、糸満市の内陸部に企業工業団
地建設を県主導で行う考えや基本構想を描く意欲はあ
りますか、見解を求めます。 
　小項目(3)、前定例会でも質問しましたが、農家や
漁民の所得向上に必要な瞬間冷凍施設の導入はどう
なっていますか、お聞かせください。
　小項目(4)、前定例会でも質問しましたが、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の進捗状況についてお伺
いします。
　件名４、選挙公約及び政治姿勢について。
　小項目(1)、知事は沖縄振興計画をどのような形で
評価していますか、お伺いします。
　小項目(2)、知事がこれからの沖縄を描く、新しい
沖縄振興計画の中身をお聞かせください。
　小項目(3)、知事は、日米安保を支持しているとメ
ディアで語っていますが、ＳＡＣＯ合意を支持してい
ると理解してよろしいのでしょうか、お伺いします。
　小項目(4)、知事は、国が日米合意で進める南西諸
島における自衛隊配備計画に反対ですよね、知事の見
解を求めます。
　小項目(5)、知事が選挙で掲げた子育て支援につい
て、具体的にお聞かせください。
　件名５、我が党の代表質問との関連について。
　島袋大県議が述べた――関連しますので申し上げま
す。
　件名２の今後４年間の県政運営についてのウ、撤回
以外の知事権限とは何か伺いたい。
　またさらにあわせて、エ、司法の判断に従うという
のが法治国家における知事のあり方と考えるが、見解
を伺いたい。
　３点目、大型ＭＩＣＥについて、一括交付金ででき
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ないというならば、私なりにアイデアを盛り込んでみ
たいと述べたが、一括交付金に頼らない方策をとると
いうことか伺いたい。
　キ、基幹病院の整備について、地元市町村の一般財
源負担がない方向で考えるとしている。これは、県の
これまでの方向性と違いがあるが、県の方針変更と考
えてよいのかの関連質問でございますが、部長は、文
教厚生委員会で市町村の負担はありますと保健医療部
長がはっきりと述べています。玉城デニー知事は、選
挙時に市町村の負担がないという形で言っています。
その整合性が代表質問でも、島袋大議員、共産党議員
の比嘉議員に述べているのも、二転三転して変わって
います。その整合性をはっきりわかりやすく、ヤンバ
ルンチュの生命と財産を守るために述べてください。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　新垣新議員の御質問にお答
えいたします。
　質問要旨３の(1)、糸満新市場の進捗についてお答
えいたします。
　沖縄県では、市場関係者との調整を図りながら、糸
満漁港における高度衛生管理型荷さばき施設や１次加
工処理施設の基本設計等を実施してまいりました。ま
た、平成30年度は、市場関連施設の配置構想の策定
に向け取り組んでいるところであります。なお沖縄県
漁連は、去る７月の臨時総会において、県漁連市場の
糸満移転を組織決定し、沖縄県に対して糸満漁港への
新市場整備及び泊漁港の再整備について要請したとこ
ろです。
　沖縄県としましては、平成31年度予算を確保の上、
実施設計を行い、34年度の新市場開設を目指して取り
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）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１の教育スポーツ振興につ
いての御質問で(1)、屋外トイレ設置の進捗状況につ
いてお答えいたします。
　学校における生徒利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に設置する必要が
あると考えております。
　県教育委員会としましては、現在、学校からの要望
やトイレ利用状況を確認し、必要性の検討を行ってい
るところであり、今後必要と認められる学校への設置

を進めてまいります。
　次に、２のスポーツ観光振興についての御質問の
(1)、カヌー艇庫の設置及び支援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艇庫につきましては、平成２
年に同校敷地内に設置し、今日まで活用しておりま
す。同校カヌー部が練習を行っている報得川周辺への
カヌー艇庫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。なお、同校カヌー部への支援につきましては、沖
縄県高等学校強化推進運動部指定による強化費の補
助、また、競技力向上に係る調査研究等が行えるよう
指導者の職務軽減、さらに、次年度の全国高校総体カ
ヌー競技の候補選手に対して、選手強化事業、コーチ
招聘事業を実施するなど支援を行っております。
　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）　３の南部振興策に
ついての(2)、糸満市内陸部への企業工業団地建設に
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、市町村における合意形成が不可欠であり
ます。また、土地利用に係る規制の状況、環境調査、
空港、港湾へのアクセス道路や電力等の産業インフ
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、これらの条件を満たす具体的
な事案が出てきた場合、市町村と連携して取り組んで
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）　３、南部振興策につ
いての御質問の中の(3)、瞬間冷凍施設の導入につい
てお答えいたします。
　水産物の高度冷凍技術を活用した冷凍施設について
は、これまでに水産業構造改善特別対策事業及び漁業
再生支援事業等を活用し、与那国町漁業協同組合及び
伊江漁業協同組合等に対し、瞬間冷凍機の導入を支援
してきたところであります。一方、農産物の冷凍施設
については、県内冷凍野菜の需要規模などの課題があ
ると認識しております。
　県としましては、関係機関と連携し活用可能な技術
の情報交換等を行い、本県農林水産物流通の高度化に
つなげてまいります。
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　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）　３、南部振
興策についての御質問の中の(4)、建立者所在不明の
慰霊塔・慰霊碑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、
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
れていない等の課題が顕在化しております。
　県におきましては、慰霊塔・慰霊碑の管理状況等を
把握するため、現在、調査を実施しており、建立者等
不明の慰霊塔・慰霊碑の状況についても調べていると
ころでございます。
　次に４、選挙公約及び政治姿勢についての御質問の
中の(5)、子育て支援についてお答えいたします。
　県としましては、沖縄の未来を担う子供たちが夢や
希望を持って健やかに生まれ育ち、豊かな可能性が発
揮できる社会の実現に取り組むことが重要であると考
えております。このため、待機児童の解消、保育の質
の向上、公的施設への放課後児童クラブの設置、保育
士の処遇改善、認可外保育施設への支援等を推進しま
す。
　県としましては、引き続き、市町村や関係機関と連
携し、子育て支援の充実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）　４の(1)、沖縄振興計画の
評価についての御質問にお答えいたします。
　３次にわたる沖縄振興開発計画では、社会資本整備
を中心とした格差是正を、その後の沖縄振興計画及び
沖縄21世紀ビジョン基本計画では、民間主導の自立
型経済の構築を基本方向の一つとして施策の展開が図
られ、成果を上げてきました。これらのことにより平
成27年度の県内総生産は、対前年比で全国を上回る
4.7％増の４兆1416億円となり、日銀が公表する業況
判断においても全国的に見て高水準を維持するなど、
本県経済は好調に推移しております。社会資本の整
備・充実により、県民生活の利便性が大きく向上し、
さらに教育環境や福祉の向上など生活の充実も図られ
てきたものと考えております。その一方で、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。加えて、離島振興など沖縄固

有の課題も残されていることから、一層の取り組み強
化を図る必要があると考えております。
　次に４の(2)、新たな沖縄振興計画についての御質
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いますが、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
固有の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今年
度より着手したところであり、今後、新沖縄発展戦略
を総点検に反映させ、次期振興計画の検討につなげて
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）　４、選挙公約及び政治
姿勢についての(3)、ＳＡＣＯ合意への支持について
お答えします。
　日本の国土面積の約0.6％の沖縄県に約70.3％もの
米軍専用施設が存在し続ける状況は異常としか言え
ず、県民は、米軍基地に起因する事件・事故、騒音問
題等に苦しめられ続けております。
　県としましては、その解決のために、既に合意され
たＳＡＣＯ及び再編に基づく統合計画で示された基地
の整理縮小並びに在沖海兵隊約9000人のグアムを含
む国外移転を確実に実施することが重要と考えており
ます。
　次に４の(4)、自衛隊の島嶼配備についてお答えし
ます。
　自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、緊急
患者空輸や災害救助など、県民の生命財産を守るため
に大きく貢献しているものと考えております。一方、
自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や地
域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意
見があるものと承知しております。
　県としては、住民合意もなく、地域に分断を持ち込
むような自衛隊強行配備は認められないものと考えて
おり、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５、我が党の代表質問との関連についての(1)、
承認取り消し以外の知事権限について。
　去る平成30年８月31日に県が行った承認取り消し
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により、埋立承認の効力は失われております。仮に撤
回の効力が停止された場合にあっても、国が自由に工
事を行えるわけではなく、埋立承認に付した留意事項
に基づく事前協議が調う前に工事を行うことはできな
いほか、沖縄県漁業調整規則に基づくサンゴ類の特別
採捕許可等知事からさまざまな許可を得る必要があり
ます。
　次に５の(2)、撤回に係る司法判断についてお答え
します。
　10月17日に沖縄防衛局長が行った審査請求及び執
行停止の申し立ては、行政不服審査制度の趣旨から大
きく外れたものであると考えております。
　県としましては、今回の対抗措置に係る国の主張を
精査し、しっかりと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）　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、我が
党の代表質問との関連についての御質問の中の(5)、
大型ＭＩＣＥ施設の整備に関する新聞報道についての
御質問にお答えいたします。
　当選直後の新聞社のインタビューにおいて知事は、
私なりのアイデアを盛り込みたいと発言しております
が、その前にＭＩＣＥ施設の設立、運営をもう少し練
り上げたいとも発言をしております。これは、国との
対話や国への働きかけ等行いながら、みずからもＭＩ
ＣＥ施設の設立、運営のアイデアをしっかりと考えて
いくという基本的な姿勢や決意を示したものでありま
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）　我が党の代表質問と
の関連についての質問の中の(6)、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４回協議会
を開催しており、現在は、病院の設置主体、経営単位
及び経営形態などの経営システム全般に関する協議を
行っているところであります。
　県としましては、基幹病院整備のための基本的枠組
みに関する合意形成を図るため、引き続き、北部地区
医師会病院及び北部12市町村と協議を進めていきた
いと考えております。なお、北部基幹病院の整備につ
きましては、市町村の一般財源の負担のない形での負
担を求めているものであります。
　以上でございます。

〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
　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。
〇新垣　　新君　順次質問を行います。
　教育長から、まず再質問を行います。
　屋外運動場のトイレの設置についてですけれども、
先ほど適切に管理、確認、必要と見られる設置を判断
していくっていう答弁ですけれども、その答弁を聞く
と、次年度行うという形で捉えて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１時53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）　次年度、現在、要望がある
学校側と要望内容を踏まえて必要性についての調整を
行っているところでありまして、それを踏まえて、そ
の仕様でありますとか、規模とかも含めて現在調整し
ているというところであります。具体的にどこの学校
にというのは今申し上げられませんが、必要性が判断
できれば整備していきたいという考えであります。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　デリケートな問題でなかなか声を大
にして言いにくいところもあるんです。この問題でい
じめ問題にまで発展しているものですから。しっかり
声が上がってきますので、これ学校が改築するまでと
いったら、50年後っていう形で高校、見ているんで
すよ。学校がぼろぼろにならないと動かないと。困っ
ている子供たち、体育の授業とか大変なことになって
いるんですね。その状況も、教育長、今調べている段
階っていうんですけれども、まずアンケート調査でも
いいからファクスとかで学校の維持管理する教頭先生
に流したことありますか。
　伺います。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　施設整備につきましては、
改築もそうなんですけれども、その他要望について
は、いろんな項目がございますので、要望等があれば
こちらは承っているところです。それを踏まえて、全
て一緒に対応というのはなかなか困難なところがござ
いますので、その予算の面も踏まえながら、やっぱり
緊急性のあるところから順次対応しているという状況
でございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
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〇新垣　　新君　私の母校である沖縄水産高校、非常
に困っているんですね。次年度、ぜひ水産高校から優
先してお願いしたいというのと同時に、そしてもう一
点、その水産高校の隣に県立特別支援学校がありま
す。そこにも配慮をして、トイレを設置していただき
たいんですけれども、御検討願いたいんですけれど
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）　現在、沖縄水産のほうから
も要望はいただいております。ですから、それも踏ま
えてしっかり調整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　ありがとうございます。
　ぜひ次年度に予算化していただいて、頑張っていた
だきますようひとつ要望いたします。教育長、頑張っ
てください。
　続きまして、件名２に移らせていただきます。
　このカヌー艇庫、前回も質問したんですけれども、
文化観光スポーツ部長にお伺いします。
　これ主体性は、スポーツ観光として、カヌー協会と
沖縄県がやってほしいんです。その報得川周辺に国の
土地があります。利用価値のない土地があるんです、
実は。そこを借りて、カヌー艇庫をつくって、全国か
らもアジアからも、カヌーは日本ではマイナーみたい
に見えますけれども、世界的にはメジャーなんです。
観光客来ます。お金が沖縄県にも落ちます、糸満市に
も。ぜひそういう形で、沖縄水産高校のカヌー部にカ
ヌー艇庫をつくって、またスポーツ観光振興を目指し
て、一括交付金を目指して国との調整をしていただき
たいんですけれども、その検討は行っていますか。毎
回毎回言っていますから私は。やっていますか、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）　部活動の
支援という面からしますと、県の教育委員会でござい
ますけれども、一般的に議員もおっしゃるように、カ
ヌー競技の向上という部分から、あるいは観光への絡
み、合宿とかキャンプ等がございます。そういった絡
みからはいろいろ検討する余地はあるかもしれません
けれども、やはり地元の市町村と、実際に糸満市さん
ともそこをやりとりしておりますので、カヌー協会と
組みまして、それはきっちりとやりとりしながら、ま
た実際その課題も現実論としてございますので、そう
いった課題をどうクリアできるのかということも含め
まして、これはもう少し引き続きいろいろ議論、検討
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）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　議論、検討もわかりますが、本部や
いろんなところ調査したんです、宜野座とか。非常に
カヌーって、同じような苦しみしているんですよ、実
は。だから、そういう形でまずは水産高校から行って、
北部の宜野座や金武周辺にも子供たちのために、同じ
ような形、スポーツ観光振興という形で一括交付金を
獲得して、艇庫をつくって、そういったナショナルチー
ム、国内外から来ていただいて、観光客、お金が落ち
るという形で、一括交付金やこれ国の事業等も該当し
ます、内閣府も。インバウンドで返ってくる事業です
から。ぜひそのためにもう一度検討なされて、カヌー
というスポーツが観光に与える経済効果というのを調
査していただければ合致しますので、ぜひ頑張ってい
ただきたいと思いますけれども、見解を求めます。
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）　施設整備
に関しましては、宜野座村の漢那ダムのほうも、地元
の市町村が整備したという経緯もございますので、そ
このところはやはり市町村との役割分担もしながら、
県の役割があればそれはきちっと果たしていきたいな
と思っております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　宜野座の場合は北部振興策で補助の
パイ率が違うんです。南部は基地がないから格差があ
るんです。その格差の問題は、均衡ある沖縄の発展の
ために、県の役割として、沖縄県が報得川にカヌー協
会と連携していただいて、しっかりと前向きに御検討
なされて成果を出してほしいんです。我が党も全力で
政府に要請して、予算獲得頑張りますので、その意気
込みはありますか。伺います。我が党も協力するんで
すよ。
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）　県の役割
としてできることがあれば、しっかり頑張りたいと思
います。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時０分休憩
　　　午後２時１分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇新垣　　新君　済みません。
　新糸満市場の件で質問します。
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　この新糸満市場、アジア戦略構想に位置づけられて
います。今、関東に11の市場があります、市場。沖縄
県が目指す市場というのは、どのモデルを参考にして
アジア戦略構想として位置づけているか。改めて伺い
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。
　糸満漁港の移転整備については、長年の懸案事項で
したけれども、去る８月含めて、県と関係者のほうと
要請の中で、31年度の予算要求を今しております。そ
の中で、我々としては、当然県内の部分もそうなんで
すけれども、海外に向けてそちらのほうの整備構想に
ついては、関係機関へのアンケート調査もやっており
ます。それで、今後整備の中で、いろんな細かい話が
出てくるかと思いますけれども、我々としては、県内
だけじゃなくて、県外、国外含めて、きちっと構想の
中で意見を聞きながら、整理していきたいというふう
に考えております。
〇新垣　　新君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時２分休憩
　　　午後２時２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。
　どの市場というか、各先進事例を今調査しながら、
関係機関の意向を聞きながら、今構想の中で整理して
いきたいというふうに考えております。先進事例も何
回か、関係者交えて視察させてもらっておりますけれ
ども、この中でコスト面とか、取扱量とかその辺も含
めて、これから具体的に構想の中で参考にしていきた
いというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　参考にしていきたいとか練っている
とか、それ何やっているんですか。じゃ先進地ってど
こに行ってきたんですか。来年31年、実施計画に行く
んですよ。その私たちが求めるアジア戦略構想に向か
うべき姿というのが、もう一回練っているのはわかり
ますよ、配置計画や。どこをモデルにして、どこをど
うしたいっていうのが伝わらないんです。私は築地を
超えるというこの言葉が好きなんですね。どこを目指
しているのか伺います。
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。
　去る８月28日から31日にかけて、先進市場として
東京の豊洲、神奈川県の三崎、静岡県の沼津、それと

由比ですか、それと焼津のところを見てきておりま
す。前年度は東北等のほうも見てきておりますので、
その辺全国の中で密閉型の管理型の部分について、水
揚げ量とかその辺含めてやっぱり計算していかないと
いけないということで、関係機関の意向を聞きなが
ら、今構想の中でやっております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　国外はどこを見ましたか。
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。
　国外のほうにはまだ具体的に視察には行っておりま
せん。今後必要があれば、また海外のほうも視察に行
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　ちょっと知事に提言したいんです。
今、こうなると国内ばっかり見て、アジア戦略構想に
位置づけたと言ったら、海外の観光客もここにいらっ
しゃる。海外から受け入れるためには、国内・海外の
ミックス、プラスアルファの市場をつくらないといけ
ないんです。それをしっかりとした形で、知事、海外
の先進地へ視察なされたらいかがですか。上海や香港
や台湾、先進地をです。知事の見解を伺います。いい
物をつくってほしいんですよ、慌てないで。知事の見
解です。これは知事が予算執行しますから、知事に答
弁求めます。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　県といたしましては、日程
の調整なども含めて検討して前向きに取り組んでいき
たいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ぜひ知事、海外の観光客に沖縄へ来
てもらう、糸満に来てもらう、お金が落ちる、観光収
入１兆2000億円を超える。そういう形でこの戦略と戦
術、成長戦略を描くという形で頑張っていただきたい
んですけれども、ぜひ私は期待をしております。
　次に移らせていただきます。
　瞬間冷凍の件でございます。
　農家の所得向上という形で、今課題があるという話
がありました。ぜひ農家の所得向上をするのに、この
瞬間冷凍はとっても必要なんです。出口、はけ口とな
る大手百貨店がやりたがっているんです。ただ瞬間冷
凍っていうこのストックヤードの巨大な冷凍庫に投資
する企業はいないんです、今の沖縄県には現実。でも
県がつくってくれるんだったら、維持管理を含めて指
定管理者になるような形でやってもいいという回答が
あるんです。実はこれ仲井眞県政時代から、もうこう
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いった検討課題があるんです。ですから、今私、デ
ニー県政の場合、所得向上をするというビジョンが見
えないんです。佐喜眞淳知事候補は、300万円を超え
るという目標がありました。デニー県政は所得向上の
目安になる金額がない。どこを目指しているのかとい
う、ただこうやって言っているだけみたいな。目指す
ビジョンが見えない。そこを問いかけたいんですけれ
ども、農林水産部長、答弁求めます。
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。
　瞬間冷凍施設等については、これまで高度冷凍技術
などの鮮度保持技術の検証を目的に、平成27年度か
ら29年度にかけて鮮度保持技術等戦略出荷によるブ
ランド確立事業を実施してまいりました。当該事業に
おいて、冷凍野菜に関して市場規模、あるいは原料供
給の面で課題があるという調査結果を得ております。
また、導入実績のある民間企業からも、原料供給に課
題があるということを聞いておりますので、県のほう
としては、これらの課題について引き続き関係機関の
ほうと意見交換を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）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　課題というものは、やりたいという
この農家の所得向上をする人と意見交換をして、公募
をかけたら来ますよ。待っているだけじゃなくて、自
分たちからどうやれば所得向上するんですかって、農
業法人へですよ。大手百貨店に。自分たちから足を運
んでくださいよ。僕はもう既に終わっているんです。
皆さんのやる気が伝わらないからこうやって意見交換
もできないんですよ、今。所得向上をするっていう目
標を持ちながら、その目標に向かっていない。部長、
いかがですか。やる気出してください。
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）　お答えいたします。
　ＪＡ等の生産農家関係含めて、またこういう瞬間冷
凍施設等については、先ほど言いましたように、原料
の供給の安定さ、あるいは単価の問題とか、あるいは
コストの面とかその辺について、いろいろと関係機関
のほうとは話しております。まとまった数量、その辺
について既存のところについても意見交換させても
らっているんですけれども、なかなか原料供給の確保
が難しいという話も聞いておりますので、この辺含め
て引き続き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　ぜひこれは答えは現場の農家の人が

わかるんですよ。現場の人に教えてくださいと言えば
突破口が開いていくんですよ。そこが、同じ目線に立
たないからこんなやって全てがおくれるんですよ。ぜ
ひ頑張ってください。
　次に移らせていただきます。
　漁民の所得向上について、糸満新市場の瞬間冷凍施
設導入に向けて頑張る意欲はありますか。そこの糸満
市のグルクン公園の土地があいています、県の公園
が。そこに県がつくって公募をかけて、これも出口、
はけ口となって、漁民の所得向上に向けて頑張る意欲
はありますか。伺います。私２年前に照会しています
よ、担当課に。やる気ありますか。
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。
　県では、水産物の流通の効率化及び鮮度保持を図る
ために、糸満漁港における高度衛生管理型荷さばき施
設を整備して、あわせて加工施設、保冷倉庫などの市
場関連施設の整備を推進していく計画であります。そ
の中で、糸満漁港における新市場、あるいは関連施設
の整備について、関係団体との協議は今継続してやっ
ているところです。引き続き水産業の振興に努める中
で、いろいろと必要な部分について整理していきたい
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　ぜひ整備すると同時に、合意形成な
どこれやってくれってニーズがあるんです、沖縄の漁
業関係者から。その声に応えるのが沖縄県でしょう。
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。
　今具体的に関係機関、ないしは構想の中でアンケー
トを実施して、今集計して年内のほうで、構想の中で
反映させていきたいというふうに思っておりますの
で、そこの中での施設整備について十分検討していき
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　まず答えは現場が知っているんで
す。現場がどういうマーケティング成長戦略を描く、
お金がこうやって回る。所得向上につながる。現場に聞
きに行けば現場が教えてくれるんですよ。それをしっ
かり、私は公務員じゃなくて、同じ目線に立ってぜひ
頑張ってほしいんです。いかがですか。
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）　現場の声、構想の中
でも対応できるようにしっかりやっていきたいという
ふうに考えております。
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〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ぜひ頑張ってください。期待をして
います。
　続きまして、時間がありませんので基地問題に移ら
せていただきます。
　デニー知事、この石垣・宮古の自衛隊配備計画につ
いて伺います。
　ちょっと角度変えた質問しますけれども、デニー知
事、石垣・宮古島市長選挙、基地配備推進派の市長候
補を応援しましたか。基地反対派の市長候補を応援し
ていましたか。どの市長候補を応援しましたか伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　確認はしておりませんけれども、私の記憶では、自
由党沖縄県連が自衛隊反対の候補に推薦を出していた
のではないかというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　重ねて、このＳＡＣＯ合意、那覇軍
港浦添移設の浦添市長候補、又吉健太郎さん、ＳＡＣ
Ｏ合意反対派の市長候補を応援しましたよね。伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　当時は、又吉候補を応援し
ていたというふうに記憶しております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　知事、伺いたいんですけれども、知
事、正直言って、ＳＡＣＯ合意支持しているって、支
持してないじゃないですか。この自衛隊の配備計画も
ＳＡＣＯ合意からできた日米強化の中の２プラス２で
すよ。これ日米合意の一環ですよ、合意の。だから、
知事の政治スタンスをまず伺います。知事、保守です
か革新ですか、伺います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私の政治信条は保守・中道
です。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　正直言いましょうね。私から言え
ば、保守・中道に見えません。保守って使わないでほ
しい。保守本流、真っ当な保守として、私は家系に拉
致の被害者がいるんです。だから守るべき人がいるっ
て、抑止力持たないといけないんです。中国や北朝鮮
に対して。きれいごとでは国は守れないんですよ、国
民は。石垣・宮古の声聞いたことありますか、漁民の
声。漁民の方々が拉致されているんです。拉致の疑
い、濃厚になっているんです。この苦しみや悲しみ、

わかってもらえますか。保守・中道だったら理解でき
ますよ、ここは。いかがですか。私は保守に見えな
い。保守って使うなって感じですよ。伺います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時15分休憩
　　　午後２時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　一般論として、保守とは、
日本の伝統、文化、自然などを尊重し、それを継承す
るという立場にいる政治を行う者というふうに思って
おります。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　じゃ国防を考える保守としての意見
を申し上げます。
　日米安保をしっかり堅持して、国民を守る。最終的
には自分の国は自分で守っていくというのが保守とい
うんですよ。だから、皆さんとは全く相入れないんで
すよ、今知事のスタンスは。保守・中道って言えな
い。保守ではないってことなんですよ。この石垣、南
西諸島における自衛隊配備計画も、そして浦添におけ
るこの市長選挙も、この那覇軍港浦添移設も反対候補
を応援しているんですよ、自分は推進と言いながら反
対と。真逆なんです。わけわからないんですよ、私は。
だから質問しているんですよ、伺います。どうですか。
どういうことなんですかということですよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時17分休憩
　　　午後２時18分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　議員の質問の中には、議員
のさまざまな思いなども込められているというふうに
私は受けとめさせていただいております。しかし、そ
の保守という考え方にしても、私は先ほど一般論で申
し上げましたが、私自身は保守・中道を自分の考え方
だというふうに、それを信じてといいますか、それを
私の信念として日米安全保障体制でありますとか、あ
るいは専守防衛としての自衛隊の組織を私は憲法の範
囲内で認めているという立場でもあります。それは、
これまでもそのように言ってまいりましたし、これか
らも変わることはありません。しかし、他方で沖縄県
における米軍基地の過重な負担については、これは多
くの県民が基地の整理縮小、あるいは県外移転を求め
ているということも、この議会でも答弁させていただ
いております。沖縄県を含む我が国が独立国として国
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民が安心して生活し、国が発展と繁栄を続けていく上
で、平和と安全は不可欠であるということから、専守
防衛のための必要最小限度の自衛力は必要であると考
えております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　何かわけがわからなくなって、選挙
では反対の人を応援して、自衛隊配備計画からＳＡＣ
Ｏ合意に反対って言って、今やった保守って言った
り、何かこれ本当につかめない、ふにゃふにゃしてい
るなと。非常に理解できないなと思います。
　続きましてＭＩＣＥに移らせていただきます。
　知事、国から一括交付金が獲得できなかった場合、
ＩＲに切りかえて、与那原で都市型モデルで行うこ
と、どうですか。伺います。知事ですよ。
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）　ＩＲにつ
きましては、以前その研究をした経緯がございますけ
れども、現状においては、ＩＲにつきましては検討し
ないという立場でございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　知事、民主党時代、カジノ議員連
盟、カジノを検討する議連に入っていましたか、入っ
てませんでしたか、伺います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時21分休憩
　　　午後２時21分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　当時、政権与党に所属をし
ていた議員として、それこそ何十という議連に参加を
していたと思いますが、どの議連に入っていたかとい
うのは、今現在記憶にはありません。しかし、私はカ
ジノに反対をするという姿勢はかねてから持っており
まして、それはもちろん変わることはありません。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ちょっとわかりにくいね。民主党時
代は、たしか顔出していますよ。小沢一郎さんも推進
派でした。同じグループだったと思います。自由党に
なっても小沢さんは推進派ですよ。だから、途中でど
こかで変わっていったんですよ、知事が、国会議員時
代。そこら辺どう考えますか。ＩＲについてこのＭＩ
ＣＥができなかった場合、ＩＲに切りかえるというこ
と、悪いものではありませんから、どうですか。逆に
公営ギャンブルのほうが誰もが入れるから依存症出ま
す。維持管理かかりませんから、県の負担も。
〇議長（新里米吉君）　時間を過ぎていますので……

〇新垣　　新君　どうですか、伺います。
　答弁求めて質問終わります。
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）　現状、県
が計画している大型ＭＩＣＥにつきましては、ＩＲ等
の関連性は今一切考えておりません。
　以上でございます。
〇新垣　　新君　じゃ予算無理ですね。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
　　　〔大浜一郎君登壇〕
〇大浜　一郎君　こんにちは。
　このたびの石垣市区補欠選挙にて自由民主党公認、
公明党推薦、日本維新の会推薦を受け、当選させてい
ただいた大浜一郎でございます。
　私の故郷の八重山の発展のため、また沖縄の力強い
発展のために精いっぱい頑張ってまいります。何とぞ
よろしくお願いを申し上げます。
　まず、一般質問の冒頭に当たり、私が何を思い、何
を実現したいために県議選に挑戦してきたのかをお話
しさせていただきます。
　もともと私は地元石垣市において住民の生活にかか
わる商いをしてまいりました。その間、平成19年に設
置された沖縄21世紀ビジョン懇話会の委員となる機
会をいただき、離島からの視点による議論に参加した
経験がございます。
　当時、沖縄の未来について多くの議論が交わされる
中で、沖縄の発展に資するために自由度の高い、使い
勝手のよい予算を求めることはできないだろうか。そ
して、それが実現できればこれまでの予算編成では手
が届かなかった事象にも対応できる。そんな新しい発
想の計画をつくろうと、そういう議論になりました。
私は本当に心が躍ったことを今でも覚えています。
　そんな新しい計画がスタートすれば、八重山地域が
その地域性を生かした比較優位性のある観光地とし
て、生き生きとした島々へ発展していく光明を見た思
いでした。その後、平成24年末の自民党、公明党の連
立政権復活による経済再生、平成25年の新石垣空港
開港を経て、そして自由度の高い一括交付金を目玉に
した沖縄振興計画が現実化して以降の八重山地域の経
済環境は大きく好転し、今日に至っています。
　その沖縄21世紀ビジョン計画がスタートする際、
当時の仲井眞知事は、離島の振興なくして沖縄の振興
はないと、魂のメッセージを発しました。これには八
重山の住民は本当に感動しました。その陰には、仲井
眞知事がみずから離島の空気感を肌で感じるために、
幾度となく八重山を訪れ、さまざまな要望、改善提案
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に真剣に耳を傾けていただいた、その姿勢があったこ
とを忘れてはなりません。
　その後、平成26年の知事選において翁長知事が当
選されました。翁長知事と私はかつて同じ学びやで学
び、沖縄の将来についてさまざまな教えをいただいた
先輩、後輩の仲でありました。ところが八重山の地域
を訪れることは極めて少なく、八重山の未来について
語り合うことは一度もありませんでした。
　今回、玉城デニー知事は16日の知事就任挨拶にお
いて、145万県民の知事として誇りある豊かさの実現
に向けた決意を３つの視点から述べられました。
　しかしながら、離島出身の私からすれば、その視点
の中に、沖縄が島嶼県であるということを深く自覚
し、各島々の人々の暮らしに親身に寄り添った離島政
策を強く推進するというメッセージを心を込めて本当
は打ち出していただきたかったと思っています。
　それぞれの島々には人々の暮らしがあり、人生があ
り、生まれた島に誇りある豊かさを求めている住民が
いることを、沖縄県知事たる者は片時も忘れず、心し
て向き合っていただきたいと強く申し上げます。
　また、玉城知事は誰ひとり取り残すことなく、全て
の人の尊厳を守り、多様性や寛容性を大切にした共生
の社会を目指すとも述べられました。
　私は、このままでは離島の島々が取り残されると、
そう感じたからこそ、選挙に挑戦し、今この場で発言
をしています。
　平成から次なる時代の変わり目、そして日本復帰
50年という大きな節目を迎えるに当たり、私は次な
る沖縄振興計画においても離島の振興なくして沖縄の
振興はないという魂のメッセージを引き継ぎ、さらに
進化をさせていくべきだと強く訴えます。
　それでは、以上の観点を踏まえ、通告に基づき御質
問申し上げます。
　１、離島振興について。
　(1)、知事の離島振興への思いと決意について。
　私は、離島の島々に多様な魅力があるからこそ、沖
縄の価値はあると思っています。昨今は国内外から、
沖縄の離島の島々が大いに注目され、訪れたい島の上
位にランキングされる時代になってきました。私の住
む石垣島は今年140万人の観光入域客が訪れるだろう
と推計されています。一方、離島地域においては、人
口が小規模の島々が多く存在します。その島々ごとに
生活に直結した実に多くの苦慮する課題が山積をして
おります。そういう離島住民が誇りある豊かさを実感
できるために離島への施策展開は大事な視点です。知
事御自身の離島振興への熱い思いと決意についてお伺

いをします。
　(2)、新しい沖縄振興計画における離島振興政策を
どのように位置づけをしようと考えているのかをお伺
いいたします。
　(3)、離島バス路線の県立八重山病院への患者の足
確保策についてお伺いします。
　離島における生活環境の維持向上には、交通基盤の
整備確保が必要であり、とりわけ高齢者・交通弱者の
多い地域においては、医療施設へのアクセスのために
もバス等の公共交通機関への対策は重要です。今年10
月１日に、石垣市に県立八重山病院が開院したもの
の、そこへ通う手段の確保がおくれたことが地域で問
題化しました。地元の新聞紙上においても、利便性の
向上を図ってほしいという切実な住民の声が掲載され
ていました。県立八重山病院は八重山地域の拠点医療
機関であり、竹富町、与那国町の島民にとっても安心
した生活の基盤となる医療施設です。
　縦割りの行政を乗り越え、医療行政とそれに関連す
る患者の立場に立った各種施策を連動させ、進めるこ
との重要性が再確認された次第です。10月19日にバ
ス運行会社や国、県、石垣市で地域交通協議会を持っ
たとお聞きしております。話し合われた内容について
もあわせてお伺いします。
　２、アジアのダイナミズムを取り込むためのインフ
ラについて。
　(1)、離島拠点空港国際線受け入れ体制整備につい
て。
　新石垣空港の開港は八重山地域への国内、国外から
の空の玄関口として極めて大きな役割を担っています。
連日、多くの国内外からの観光客でにぎわう新空港は、
旧石垣空港と比べ雲泥の差です。ただ、私はこの新空
港の開港セレモニーに参加したときから、この空港は
すぐ狭隘な施設になってしまうと思っていましたが、
案の定、既にそのようになってきました。
　当初の需要予測は平成33年度で260万人でありま
したが、平成29年度時点において既に250万人を記
録しています。国内路線については、本土直行便の大
型機の就航需要は旺盛であり、国際線については台
湾、香港、韓国からのチャーターも時折就航しており
ます。税関空港指定、食肉センターＨＡＣＣＰ対応に
よる石垣島のブランド牛の輸出も見据えています。
　今後の沖縄経済振興において、離島拠点地域の国際
化への対応は重要な経済政策であり、アジア地域から
の成長力を取り入れるために、離島拠点空港である新
石垣空港への海外路線、施設整備の拡充を図るのは重
要な施策です。そのためにも、余りにも狭隘な国際線
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ターミナルの改築を早急に進め、中距離国際線標準、
国内線大型航空機就航にも対応できるように滑走路を
延長し、駐機場においてもさらなる増設を視野に入
れ、狭隘化の進む国内線ターミナルを増設、もしくは
第２ターミナル旅客施設整備が必要だと考えますが、
その方向性についてお伺いをしたいと思います。
　(2)、一般県道石垣空港線についてです。
　それが完成延期になりました。10月４日付でトップ
記事としてこの記事が挙げられました。どのような経
緯でこのようになったのかお伺いします。また、アク
セス道路の現時点についての取り組みについてお伺い
します。
　そして、３、アジア諸国へのトップセールス時の知
事の姿勢について。
　(1)、中国による尖閣諸島への領土的野心への対応
についてお伺いします。
　アジアのダイナミズムを取り入れるために、公約に
掲げた知事がトップセールスに行くのはとても有効で
すが、そこで尖閣諸島の問題に触れる機会があるかも
しれません。そのときには知事の尖閣諸島に対するそ
の姿勢が問われることもあります。中国というところ
は巨大なマーケットと経済力を持っているがゆえに、
そのみずからの国益を過度にそんたくするように交渉
相手側に振る舞う場面があります。そのときの知事の
スタンスをお伺いをいたします。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　大浜一郎議員の御質問にお
答えいたします。
　離島振興についてに関する御質問の中の１(1)、離
島振興への思いと決意についてお答えいたします。
　沖縄の離島地域は、島々で異なる個性豊かな自然環
境、文化、歴史的遺産等の魅力、すなわち離島力を有
しており、その向上に向けて取り組むことが重要であ
ると考えております。これまでの離島振興施策により、
離島の入域観光客数が、平成21年度約274万人から平
成28年度約374万人と100万人増加するなど、離島地
域の社会経済は着実に発展してきた一方で、離島地域
が抱える条件の不利性により、人口流出に伴う地域活
力の低下などの課題が残されていると認識しておりま
す。私は、公約に掲げた離島力の向上を目指し、交
通、生活環境基盤の整備、教育、文化、医療等の分野
において定住条件の整備を図るとともに、離島地域の
特色を生かした産業振興などに取り組んでまいります。
　私の母のふるさとは伊江島です。本部半島からフェ

リーで30分。ですから、小さいころから、私はそこ
に住んだことはないんですが頻繁に島に通い、おじさ
んが飼っていた牛の世話であったり、豚の世話であっ
たり、あるいはサトウキビ畑に行って手伝いをしたり
と、島の生活になれ親しみながらいろいろなことを教
えていただきました。ですから、私は今県知事選挙に
おいても、９月13日の出発式は離島振興の揺るぎな
い思いをしっかりと県民の皆さんにもお示ししようと
いう思いで、伊江島を出発式の場所に選び、私たちは
全ての離島の皆さんに、住んでいても必ず離島が輝い
ていける、そういう県政をつくっていくという思いを
しっかりと表明させていただきました。ぜひその点を
御理解いただき、沖縄県民、全ての人たち誰ひとりと
して取り残すことのない社会、離島を含めて、そうい
う社会を築いていきたいということで御理解、御協力
をいただきたいと思います。
　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）　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)、新しい沖縄振興
計画における離島振興政策の位置づけについての御質
問にお答えします。
　沖縄県では、沖縄21世紀ビジョンにおいて、離島
振興を重要課題の一つとして位置づけ、さまざまな施
策を進めてまいりました。しかしながら、離島地域が
抱える遠隔性、散在性、狭小性等の条件不利性によ
り、住民生活及び産業振興の両面で依然として沖縄本
島地域等との格差が存在しております。県において
は、離島の負担を分かち合い、支え合うという理念の
もと、定住条件の整備や離島地域の特色を生かした産
業振興等による離島力の向上を目指し、新しい沖縄振
興計画においても、離島振興を重要施策として位置づ
け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）　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）　１、離島振興につ
いての御質問の中の(3)、新県立八重山病院の利用者
の利便性確保についての御質問にお答えいたします。
　今月１日に開院した新県立八重山病院に来院する利
用者の利便性の確保については、石垣市や地元バス会
社、タクシー協会と意見交換を行ってまいりました。
八重山病院の正面玄関前に乗り入れる路線バスの運行
については、地元バス会社が検討していると聞いてお
ります。
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　病院事業局としましては、今月３日に、石垣市バス
対策会議と地元バス会社に対して、路線バスの運行に
ついて、早期実現を図るよう、要請を行ったところで
ございます。引き続き、八重山病院に来院する利用者
の利便性が確保できるよう、関係機関に協力をお願い
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、アジアのダイナ
ミズムを取り込むためのインフラについての御質問の
うち(1)、新石垣空港の国際線受け入れ整備について
お答えいたします。
　国際線旅客施設の増改築については、石垣空港ター
ミナル株式会社において、昨年度、一般競争入札が不
調となったため、改めて契約に向け取り組んでいると
ころであります。駐機場整備については、昨年９月か
ら拡張工事に着手し、平成31年度末の供用を目指し
取り組んでいるところであります。滑走路延長につい
ては、航空会社の意向確認や技術上及び環境上の課
題、住民合意など、また第２ターミナル整備について
は、空港施設の機能性の点など、解決すべき課題が多
いことから、今後の検討課題と考えております。
　次に２の(2)、石垣空港線の完成時期の延期につい
てお答えいたします。
　一般県道石垣空港線は、石垣港と新石垣空港とのア
クセス強化や八重山圏域における物流及び交流の活性
化に寄与する重要な路線と認識しております。当該事
業は、平成26年度から工事に着手し鋭意事業を推進
してきましたが、用地取得の難航などからおくれが生
じております。去る９月の沖縄県公共事業評価監視委
員会においては、同様な説明を行い、事業計画を見直
した上で事業継続は妥当であるとの意見をいただいた
ところであります。
　次に２の(3)、アクセス道路工事の取り組み状況に
ついてお答えいたします。
　石垣空港線の平成29年度末の進捗率は、事業費
ベースで約35％、用地取得面積ベースで約67％と
なっており、平得北交差点から市道タナドー線までの
1.8キロメートルについては、去る３月に暫定２車線
で供用を開始したところであり、新八重山病院のアク
セスが向上しております。現在、下田原大橋及び高山
橋の橋梁工事に鋭意取り組んでいるところであり、平
成33年度末には、２車線での全線供用を予定してお
り、平成34年度末の完成供用を目指してまいります。
　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）　３、アジア諸国への
トップセールス時の知事の姿勢についての(1)、尖閣
問題についてお答えします。
　尖閣諸島をめぐる情勢について、平成30年１月か
ら９月に62隻の中国公船等が領海に侵入するなど、
我が国の領土主権を侵害しかねない行為が頻繁に起
こっております。ことしに入り、同諸島周辺の日本の
排他的経済水域内に中国がブイを設置していたことも
確認されており、県は去る10月９日に、宮腰沖縄担
当大臣に対して、同諸島周辺の領海・排他的経済水域
内における安全確保等について要望を行ったところで
あります。尖閣諸島は、我が国固有の領土であるとい
うのが日本政府の公式見解であり、沖縄県としても同
様に考えております。沖縄県は、尖閣諸島をめぐる問
題を重要視しており、宮古・八重山地域の住民に不安
を与えることのないよう、今後も引き続き、重大な関
心を持って情報収集に努め、国の関係機関とさらなる
連携を図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　知事、離島振興への思いありがとう
ございました。
　今回挨拶文の中でぜひそれを強く言っていただきた
かったというのが、我々離島に住む者の思いです。ぜ
ひ今後も足しげく離島を回って実情を見て、空気感に
触れて、そして離島政策のどの辺の改善が必要か、そ
ういったものをしっかり見ていただきたいというふう
に思います。
　また、これからの離島は沖縄の離島という単なる位
置づけではなくて、非常に沖縄を構成する大事な地域
に発展する力をいっぱい持っています。ぜひその辺も
見ていただきたいというふうに思います。
　ちょっと休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時47分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇大浜　一郎君　県立病院の離島バス路線の件でござ
いますが、10月１日に開院をするという中において、
新聞報道によると１カ月、11月の末ごろにしか運行が
再開されないということにとりあえずなっているよう
でございます。なぜこのような、ちょっとちぐはぐし
たようなことが起きてしまったのかその辺をちょっと
教えてください。
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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）　お答えします。
　八重山病院の路線バスに関しては、５月ごろにはバ
ス会社から前向きに検討しようという話を伺っていま
したけれども、主に採算面で、ルートとかなかなか協
議が長引いたと聞いております。それで、10月１日に
は路線バスが開通できないということで、先ほど申し
ましたように、３日には直接八重山病院長と私と、石
垣市で民間バス会社に強く要請をしたところでござい
ます。
　それで10月19日の協議結果なんですけれども、や
はり採算性の問題が一つあるように思います。タク
シーの会社とそれから民間バスの料金設定のこともあ
りますし、私の聞いたところでは一応250円というふ
うに聞いておりまして、１日７回の路線バスを検討し
ていると聞いています。
　確かに交通弱者のために――せっかくあれほど立派
な病院ができておりますので、ここら辺に関してはぜ
ひ早期に玄関前へバスを運行してもらえますよう、今
後とも要請していき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）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　その点については、高齢者や交通弱
者の件を本当に大前提に考えていただいて、早急な対
応をぜひお願いしたいというふうに思います。
　それと、アジアのダイナミズムを取り込むインフラ
についてでございますが、これからのインフラ整備の
方向性としては、需要があるからとか、需要がどう見
込まれるかというのが大きく外れてしまうことがよく
あります。だからこそ今石垣空港みたいなことが起き
てしまっているということもあります。世の中それぐ
らいスピードが速く動いてきているというふうに思い
ます。ですので、やはり時間軸を考えて、この成長力
を取り込むためにきちっとどういうインフラが必要か
ということは、那覇空港だけでは1000万人は無理で
す。宮古と石垣を含めてこれが３割、30％を占める
ぐらいの力を持っています。それであるならば、もう
少し時間軸を考えて、そして、アジア地域の成長力
をちゃんと見きわめる、この力、インテリジェンスを
しっかり結ぶ必要があると思います。そういった意味
での投資は絶対必要ですから、ぜひそれを考えていた
だきたい。
　そして、今後は県がやるだけではなくて、これは民
間も含めた形での整備の方向性というのもある意味考
えていく必要があるだろうというふうに思います。宮
古島市の下地島空港があのような形で整備されて、多

分に競争力のあるインフラになると思います。宮古と
石垣は今後ともある意味先島が組んで、沖縄観光の非
常に重要な地点になってくるというのは明らかなこと
ですから、ぜひ今までのインフラの進め方ではない新
しい考え方に転換していく。これが多分新しい時代の
経済政策の柱になるんだろうというふうに思いますか
ら、その辺のところはしっかりとお願いをしたいとい
うように思います。
　それと一般県道についてです。
　私が当選証書をもらう日に八重山毎日新聞でこんな
ニュースが出てしまって、いきなり私にどうなってい
るんだという電話がかかってきて、大変お叱りを受け
ました。今までで20％しか進捗状況がないのに、これ
がこの延長期間で全てできるというそういう評価を受
けたその内容についてお聞かせいただきたいと思いま
す。今まで20％しか進捗してないわけですよね。これ
が延長した期間において本当に完成供用ができるのか
どうか。予算の確保はこれから大変厳しくなることが
目に見えていますが、どう思いますか。その辺のとこ
ろを明確にお願いします。
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。
　一般県道の石垣空港線については、非常に重要な路
線だという認識でございまして、平成30年度予算で
も約11億投入してございます。
　ただ、用地取得の問題等ございまして、若干おくれ
てはおりますけれども、今後も最重要という位置づけ
を変えずに、積極的な予算づけをしていく認識でござ
います。今回、事業の進捗がおくれたのではないかと
いうお話でございますが、公共事業評価監視委員会の
中で審議していただいていますけれども、それもまた
橋梁等の実施設計が完了して若干事業費が膨れ上がっ
たという部分もございまして、それを見越して事業期
間を見直したということもございます。今後、積極的
に予算を投じる考えでございますので、計画どおり進
捗するように取り組みたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　私この件で非常に心配になって、実
は国土交通省に行って事務次官とか道路局長とか技官
とかそのあたりの方に、少しこういう状況になってい
ますけれどもというようないろんなことをお話ししま
した。ぜひ、その辺も含めて、どういう方法が一番早
いのか、その方法を検討してもらいたいと思います。
　休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時53分休憩
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　　　午後２時53分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇大浜　一郎君　尖閣諸島の問題につきましては、実
はこれは明確に自分の立場を言わないと、外国との交
渉は非常に誤解を招くことがあります。領土・領海の
問題については存在しないと、しっかり言い切ること
です。そうしないと、相手はこの問題をうやむやにし
た中で、非常にいろんな策を講ずるように求めること
がありますし、きょうの山川議員の質問に対する答弁
としては、僕は非常に弱いと見ています。やはり、こ
ういう領土・領海の紛争問題は存在しないと、しっか
り言い切って、そして交流と経済交流を求めていく。
これは当たり前のことです。ぜひその辺のところのス
タンスをもう一度、知事の口からお願いをしたいと思
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）　お答えします。
　尖閣諸島は1895年の閣議決定により、正式に我が
国の領土に編入された石垣市に地番を有する本県の行
政区域であります。
　沖縄県としては、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有
権の問題は存在していないという日本政府の見解を支
持するものであります。また、県が発行した沖縄県史
において尖閣諸島が沖縄県に含まれることを明記する
とともに、沖縄21世紀ビジョン基本計画における八
重山圏域の説明において、石垣市の尖閣諸島として記
述していることで沖縄県の考えは示しているものと考
えております。
　県は、これまでも尖閣諸島が日本固有の領土である
ことを国際社会へ示すこと、我が国の漁船の安全操業
の確保に向けた体制の強化、違法操業を行う外国漁船
に対する取り締まりの徹底について繰り返し国に要請
を行ってきたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　最後に、知事からもう一度コメント
いただけませんか。申しわけございません。
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。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　先ほど公室長が答弁をした
とおりでありますが、県はこれまで尖閣諸島が日本固
有の領土であることを国際社会へ示すこと等につい
て、繰り返し国に要請を行ってきております。そのよ
うに御理解を賜りたいと思います。

〇大浜　一郎君　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
　　　〔座喜味一幸君登壇〕
〇座喜味　一幸君　こんにちは。座喜味一幸でござい
ます。
　今後とも議長、しっかりと名前を覚えておいていた
だきたいと思います。
　玉城デニー知事には、当選をまことに心からお祝い
申し上げますとともに、国会議員での長い経験を通し
て政府の物の決め方、そして国会での議論の進め方と
十分に体験されたわけです。現実的な物事の落とし
方、この切り口というものを十分熟知しているという
ふうに思っておりますから、課題解決に取り組んでい
ただけると私は心から期待しておりますので、よろし
くお願い申し上げます。
　通告により質問いたしますが、まず知事の政治姿勢
でございます。
　自衛隊問題についてですが、尖閣諸島接続水域で中
国海・空軍の動きが活発化し危機レベルが大分高まっ
たというような状況になっています。
　ア、知事の実施政策の「住民合意もなく、地域に分
断を持ち込むような自衛隊強行配備を認めません。」
というのは自衛隊反対と読めるんですが、その立場で
すか。
　イ、知事は行政区の課題として、自衛隊配備等、積
極的に推進する立場にあるのじゃないですか。
　ウ、米軍の抑止力は認める立場に立つのですかとい
う質問です。
　次に、基地問題についてです。
　村山政権、民主党政権を含めて沖縄の基地問題は進
展していない。どこに問題があり、どう解決を図るの
か。
　イ、知事は「日米地位協定の抜本改定、主権の行使
を求めます。」とするが、具体的にどう道筋を立てる
のか。
　ウ、日米合同委員会の改善はかなめではないのか。
　エ、辺野古埋立承認撤回で建設阻止はできるのか。
ほかに手だてがあるのか。
　オとして、普天間飛行場の閉鎖・返還が原点です。
米国筋は県と政府が折り合わなければ普天間は継続使
用されることとなると冷ややかだ。普天間の固定化を
避ける取り組みについて伺います。　　　
　カ、政局に振り回され、忍びがたきを忍ぶ辺野古区
民に思いをいたさなければならない。県民投票は直接
の利害関係者である県民の0.14％の区民の人権を踏
みにじることにならないか。
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　(3)、経済振興について。
　ア、31年度予算の満額確保について決意を伺います。
　イ、補助金頼みでなく、自分たちで原資を確保、得
られた利益は沖縄らしい社会づくりに還元していくと
しているが、振興交付金、高率補助、特例措置に依存
しないと理解するのか。
　ウ、大型ＭＩＣＥ施設の一括交付金以外のアイデア
について伺います。　　　
　エ、「消費経済に影響を及ぼす増税に反対」となっ
ておりますが、消費税反対との理解でよいか。
　(4)、離島振興について。
　ア、選挙戦を通し余り触れられなかった、過疎・離
島の振興について決意を伺います。　　　　　　　　　　　
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　座喜味一幸議員の御質問に
お答えいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の１
(3)のア、平成31年度沖縄振興予算の満額確保につい
てお答えいたします。
　内閣府においては、８月末に総額3190億円の平成
31年度沖縄振興予算の概算要求を行ったところであ
ります。沖縄県では、これまで沖縄振興予算を効果的
に活用し、沖縄らしい優しい社会の構築と自立型経済
の構築に向け、各種施策を展開しているところであ
り、その確保は重要であります。沖縄の優位性と潜在
力を生かし、経済全体を活性化させ、同時に、生み出
された利益が沖縄らしい優しい社会の形成に寄与する
ものとなるよう、持続的に発展する好循環の実現に取
り組んでまいります。このことが日本経済の再生にも
貢献し得るものと考えます。平成31年度の沖縄振興予
算の確保に向けては、内閣府沖縄担当部局を初め、関
係機関との連携を一層密にし、私が先頭に立って、県
関係国会議員並びに県議会議員各位の御理解と御支援
を賜りながら、概算要求額の満額が確保されるととも
に、沖縄振興一括交付金について概算要求額以上の額
が確保され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)のア及び(1)のイ、自衛隊の県内配備等に
ついて。１(1)のアと１(1)のイは関連しますので一括
してお答えします。

　自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、緊急
患者空輸や災害救助など、県民の生命財産を守るため
に大きく貢献しているものと考えております。一方、
自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や地
域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意
見があるものと承知しております。
　県としては、住民合意もなく、地域に分断を持ち込
むような自衛隊強行配備は認められないものと考えて
おり、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１の(1)のウ、日米同盟についてお答えします。
　沖縄県としましては、日米安全保障条約に基づく日
米安全保障体制が、これまで我が国及び東アジアにお
ける平和と安定の維持に寄与してきたものと認識して
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。  　
　県としましては、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まいります。
　次に(2)のア、基地の問題と解決についてお答えし
ます。
　戦後73年を経た現在もなお、国土面積の約0.6％に
すぎない本県に米軍専用施設面積の約70.3％が存在
しております。沖縄県としては、日本の安全保障は日
本国民全体で考えるべきであり、米軍基地の負担は日
本全体で担うべきであると考えております。全国知事
会においては、沖縄県からの提案に基づき、沖縄の米
軍基地負担軽減について協議する場が設置され、政府
に対して、米軍基地負担に関する提言が行われまし
た。今後も全国知事会、渉外知事会、軍転協等と連携
を図るとともに、沖縄の米軍基地問題をわかりやすく
説明したパンフレットの作成、ホームページなどによ
り、国内外への情報発信強化に取り組んでまいります。
　次に１の(2)のイ、日米地位協定の見直しについて
お答えします。
　県としましては、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、地位協定を抜本的に見直
すことで、米軍にも航空法などの国内法を適用し、自
国の主権を確立させる必要があると考えております。
そのため、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することにより、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
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わかりやすい形で示すことで、日米地位協定の見直し
の必要性に対する理解が国内外に広がるよう取り組む
とともに、国民的議論を喚起する必要があると考えて
おります。   　
　県としては、引き続き、全国知事会、渉外知事会、
軍転協とも連携して取り組んでまいります。
　次に(2)のウ、日米合同委員会の改善についてお答
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ているところであります。
　次に(2)のエ、辺野古新基地建設問題への対応につ
いてお答えします。
　去る平成30年８月31日に県が行った承認取り消し
により、埋立承認の効力は失われております。仮に撤
回の効力が停止された場合にあっても、国が自由に工
事を行えるわけではなく、埋立承認に付した留意事項
に基づく事前協議が調う前に工事を行うことはできな
いほか、沖縄県漁業調整規則に基づくサンゴ類の特別
採捕許可等、知事からさまざまな許可を得る必要があ
ります。
　次に(2)のオ、普天間飛行場の早期返還についてお
答えします。
　普天間飛行場の５年以内運用停止を含む危険性除去
は、喫緊の課題であり、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ます。県はこ
れまで、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部
会において求めてきたところであり、今月12日の安
倍総理や菅官房長官と玉城知事との面談においても求
めたところです。   　
　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、今後とも引
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。
　次に(2)のカ、県民投票と辺野古区民の民意につい
てお答えします。
　県民投票は、間接民主制の欠陥を補強する直接請求

制度により制定請求された条例に基づくものであり、
県としましては、県民投票の実施により、改めて民意
を問うことは意義があ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）　１の(3)のイ、特別措置に
対する認識についての御質問にお答えいたします。
　国庫補助金等による国の財政支援は全国で実施され
ているところであります。沖縄振興交付金を初めとす
る沖縄振興特別措置法に基づく措置は、沖縄が抱える
特殊事情から生じる政策課題に対応するために措置さ
れるものであることから、これらが解消されるまでは
継続される必要があるものと考えております。  　
　県では、特別措置を効果的に活用し、アジアのダイ
ナミズムを取り込むことなどにより、経済全体を活性
化させ、生み出された利益が沖縄らしい優しい社会の
形成に寄与するものとなるよう、持続的に発展する好
循環の構築に取り組んでまいります。
　次に１の(4)のア、過疎・離島の振興についての御質
問にお答えいたします。
　離島・過疎地域は、厳しい雇用情勢や若年層の慢性
的流出、高齢化の進行等、多くの課題を抱えており、
これらの解消に向けた取り組みが重要であると認識し
ております。  　
　県といたしましては、知事の公約に掲げられた地域
力及び離島力の向上を目指し、離島・過疎地域におけ
る生活環境基盤の整備や産業振興、ＵＪＩターンの環
境整備、医療提供体制の充実等を図り、人口減少の克
服と魅力ある地域社会の形成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）　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、知事
の政治姿勢についての御質問の中の(3)のウ、大型Ｍ
ＩＣＥ施設の整備についてにお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設は、アジアのダイナミズムを取り
込み、本県の持続的発展に寄与する重要な施設であり
ます。大型ＭＩＣＥ施設整備事業は、平成24年度か
ら沖縄振興特別推進交付金を財源として調査事業等を
行ってきた経緯があること等から、県としては、施設
整備についても同交付金の交付対象事業であると考え
ております。当選直後の新聞社のインタビューにおい
て、知事は私なりのアイデアを盛り込みたいと発言し
ておりますが、その前に、ＭＩＣＥ施設の設立、運営
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をもう少し練り上げたいとも発言しており、国との対
話や国への働きかけ等を行いながら、みずからもＭＩ
ＣＥ施設の設立、運営のアイデアを考えていくという
基本的な姿勢や決意を示したものであります。
　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）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(3)のエ、消費税についてお答え
します。
　消費税率の引き上げを行う際には、低所得者層ほど
税負担が重くなる逆進性が高まるとの指摘があること
を踏まえて、十分な配慮が必要であると考えておりま
す。国は低所得者に配慮する観点から軽減税率を導入
するほか、あらゆる施策を総動員し、経済に影響を及
ぼさないよう全力で対応するとしていることから、国
の動向を注視してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　答弁が非常に化石化した答弁で、
私は知事の新時代沖縄の中から質問をしたりしている
んだけれども、全くここ10年間変わらない答弁が多
くて、一体何なんだというような思いがあります。
　ちょっと休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時15分休憩
　　　午後３時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇座喜味　一幸君　まず自衛隊問題について、うちの
八重山の大浜議員からも質問ありましたが、今先島地
域はウミンチュを含めて尖閣問題に対して極めて危機
感がある。その中で沖縄本島は割と先島について理解
がないなと。本土は沖縄に対して余り理解がないなと
いうような部分があって、この自衛隊の問題、尖閣を
守る問題というのはもっとしっかりと我々訴えんとい
かぬなと思っておりますが、知事のこれまでの答弁を
聞いておりますと、日米安全保障は認める立場にある、
自衛隊を認める立場にあるというようなことで、尖閣
においてもしっかりとした国防における、領土・領海
を守る上での自衛隊の存在そのものはお認めになると
いう理解でいいですか、知事。非常に簡単ですよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時17分休憩
　　　午後３時17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。

〇知事（玉城デニー君）　私は、憲法の範囲における
専守防衛を基軸とした自衛隊は認める立場であります。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　自衛隊は憲法違反だと思います
か、それだけちょっとお答えください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　先ほど申し上げましたとお
り、憲法の範囲内において認められている組織である
というふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　知事は国会議員時代に尖閣を訪れ
たり、あるいは宮古・八重山に住む人々が尖閣に絡む
問題に対してどういう意識を持っているかというよう
な現地調査あるいは話し合い等やったことございます
か。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　民主党政権時の際に、尖閣
を視察し、そしてあわせて先島の方々と直接お会いし
て、尖閣の問題のみならず離島地域における生活のさ
まざまな問題や課題について意見交換をさせていただ
きました。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　私はこの漁民の皆さんと話をした
ときに、日本政府の弱腰、県の理解のなさ等々を見る
と、海上保安庁は頑張っているんだけれども、もう尖
閣はとられてしまったなと。宮古からも尖閣へ操業に
行く船が２隻あるんですけれども、海上保安庁に守ら
れながら一応情報交換しながら、時として海上保安庁
に挟まれた中で操業している。そういう中で、もう尖
閣問題というのは極めて大変な状況まで来ているとい
うような認識を私聞いているんですが、こういう状況
に触れたことございますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時19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。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　先ほども答弁させていただ
きましたが、漁民の方々からはその尖閣の周辺地域の
問題、あるいはさまざまな課題についての御意見を
伺ったことがございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これぐらい地元というのは危機感
を持って、宮古もそうなんですけれども、八重山も含
めて、尖閣とられた後は宮古・八重山だよと。台湾を
ほら見ろと。物すごく今中国と台湾との関係が悪化し
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ている。そして南シナ海を含めてこのシーレーンとい
う中国の一帯一路、そして尖閣を革新的利益と言い
切っている。そういう中で極めて危機的な状況、危機
感を持っていて時として冗談だけれども、ワッター宮
古の人は東京にもう入ろうかなと言うような人までい
るぐらい、こういうある意味での冗談にするぐらい危
機感がある。それで今回の知事の今までの翁長知事も
認めていた自衛隊の答弁に対して、知事のこの自衛
隊、地域の分断を持ち込むような自衛隊強行配備は認
めませんというようなことはもうこれは保守・中道で
もなくて、翁長さんの継承でもなくて極めて左の基地
反対と言われるような読み方をされかねない。これに
関しては知事、明確な先ほど保守・中道とおっしゃっ
ておったんだけれども、これに関しては明確なわかり
やすいメッセージを先島地域に送ってくださいよ。お
願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　これまでにも答弁をさせて
いただいておりますが、座喜味議員の質問にお答えい
たします。
　自衛隊の島嶼配備については、我が国の安全保障や
地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな
意見があるものと承知しております。  　
　県としては、住民合意もなく、地域に分断を持ち込
むような自衛隊強行配備は認められないものと考えて
おり、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。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　今までの答弁はそうなんだよ。玉
城知事はこれ分断、強行配備という言葉ですよね。こ
れは中国喜びますよ。こういう曖昧な表現ではなく、
我々の行政区の宮古・八重山、尖閣列島の領土・領
海、しっかりと守りますというのが知事のスタンスで
しょう。もう一回答弁願います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　尖閣諸島は1895年の閣議決定により石垣市に地番
を有する本県の行政区域でございます。日本政府が尖
閣諸島は我が国の固有の領土であることは歴史的にも
国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこ
れを有効に支配しており、尖閣諸島をめぐり解決すべ
き領有権の問題は存在していないとの立場をとってお
ります。
　沖縄県としては、尖閣諸島に関する日本政府の見解
を支持するものであり、これまでも我が国の漁船の安

全操業の確保に向けた体制の強化、違法操業を行う外
国漁船に対する取り締まりの徹底について繰り返し国
に要請するなど尖閣をめぐる問題を重要視してきたと
ころでございます。尖閣諸島をめぐる問題につきまし
ては正確な情報の収集と適切な対応が求められている
ことから、今後とも引き続き国の関係機関とさらなる
連携を図ってまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これは大変わかったんだけれども、
この理解を丁寧に得ていくというのは、地元の議会の
議決があればいいんですか。それとも反対の意見が
あったら全員を説得せんといかぬのですか。こういう
曖昧な表現ではいけないので、合意とはどういうこと
か、理解とは何ぞやというその辺をお示しください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時24分休憩
　　　午後３時25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）　新たに自衛隊が配備さ
れる地域につきましては、いろいろな問題・課題があ
るものと認識しております。そのような地域の方々に
対して、十分に説明がなされ、理解が得られることが
重要であり、そういった理解がないと進まないと考え
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　いいですか、本当に私怒っている
んですけれども、自衛隊問題、極めて国の根本にかか
わる問題において自衛隊配備は理解を得なさい、地元
合意をとりなさい、市議会も宮古島市も自衛隊誘致で
すよ。一方では、こういうふうに丁寧に国の責任にお
いて理解を得なさいと言っておいて、片や辺野古に
行ったら、どこが地元なのか民意なのかわからない状
態でこれが裁判闘争にまでなっている。宮古では勝手
に地元で理解を得なさいと言っておいて、具体的には
辺野古では反対という明確な話を出している。自衛隊
に対しても明確に反対か賛成かしっかり事実を守るか
というスタンス、二重構造でしょう。こんないいかげ
んな行政の進め方があるんですか。はっきりしてくだ
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。
　翁長前知事もそうでございましたけれども、ある意
味仲井眞、当時の知事もそうでしたが、やはり自衛隊
につきましては県民のアンケート調査の質問等もござ
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いましたけれども、一定程度理解が得られているとい
うことでございます。歴代県政においてもそういうス
タンスで臨んできたということでございます。
　一方で、新たにその地域に自衛隊を配備するという
ことにつきましては、自衛隊について理解ある方もな
い方もさまざまな思いがあるということでございま
す。尖閣諸島をめぐる問題についてそういった議論が
あるわけですが、やはり自衛隊の配備というのは防衛
省の見解では南西諸島において、我が国の防衛の空白
地域を埋めるというような趣旨があるということで
やっておりますし、また一方で尖閣については海保の
ほうでもいろいろ船舶もふやして県も港湾の利用など
については協力させていただいているところです。一
方でまた自衛隊の配備というのは、新たに配備される
ことについてさまざまな思いがあるということについ
ては、県としましては、しっかりと説明を行っていた
だく必要があるのではないかということを常々申し上
げ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　玉城知事も自衛隊というものの必
要性は認めて、外交・防衛の環境の中で今置かれてい
る先島の実態もわかっていて、自衛隊の必要性わかっ
ているはずです。ただ、選挙で通るために支持団体、
悪いけれども反基地、反安保なんですよ。反自衛隊な
んですよ。そういう代表で出てこられているから、大
変判断が難しいかもしれないけれども、しかし事領
土・領海、島を守ることにおいては、これは党派を超
えてイデオロギーを超えて明確なメッセージを送らな
ければならないと思う。
　玉城知事、その辺を最後にちょっと聞いて、変えま
すか。同じ答弁ではだめだよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時28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。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　答弁を繰り返すようで申し
わけありませんが、私は憲法の範囲内で専守防衛とい
う組織の自衛隊は認めております。そして、離島にお
ける急患輸送、あるいは不発弾の処理、それから災害
救助などなど、復帰以降自衛隊のその存在について県
民の理解が深まってきているということもアンケート
調査などの数字をもとに考えれば、議員にも御理解、
納得いただけるものと思います。
　ただし、自衛隊の配備計画については、これは政府
が行うものであります。沖縄県が行うものではありま

せん。ですから、一義的には政府が地域の住民への丁
寧な説明など合意形成を図らねばならない責任がある
というふうに思料いたします。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　日米の話し合いで、沖縄の基地負
担軽減、普天間の閉鎖・返還の代替も決まったわけで
ありますから、これは基本的には一緒なんですよ。
　もう時間がないので話を変えます。
　基地問題に移りますけれども、僕はこの基地問題を
前に進める上で、村山政権はちょっと別に置いても最
近のチャンスは民主党政権だったと思うんですよ。民
主党政権が最低でも県外と言った。それでもう沖縄県
民の政党、政府における不信感は確定しました。そう
いう意味で責任が重いんだけれども、この民主党政権
を通して乗り越えられない、沖縄の基地が動かない、
この壁とは何だと思いますか。その議員経験を通して、
知事の今の所見を伺いたい。そして、どうこの課題の
壁を乗り越えていこうとするのか、そこが玉城知事に
対して期待するところですね。
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32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　これまで沖縄県はどのよう
な政権であれ、沖縄の過重な基地負担軽減について
しっかり取り組むよう要請を重ねてきております。そ
して、前の翁長雄志知事は全国知事会でもそのことを
取り上げていただき、委員会を設置して議論して政府
への提言へというふうに段階的に取り組んできており
ます。
　他方、これはやはり沖縄における問題というふうに
矮小化されがちな部分があると思います。米軍基地の
問題は日米安保の問題であり、日本政府と沖縄の問題
ではないと思います。日本とアメリカの安全保障にお
いて過重な基地負担を一体いつまで沖縄に担わせるの
か。どれほどこの沖縄に過重と言われている負担をか
け続けるのかということについては、どの政権であろ
うともやはりしっかりとその民意に応えていくという
責任を負っていることは言うまでもありません。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　僕は民主党政権がチャンスだった
というんだけれども、何か今、自民党だけが悪者に
なっているんだけれども、村山政権も民主党政権も沖
縄の問題だけではなく日米安保そのもの、そして地位
協定の問題に切り込めなかったというのが問題なんで
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す。鳩山さんも最低でも県外と言ったその背景には、
地位協定をどうするか、日本で負担すべきこの安全保
障というものがどうあるべきかというテーマで彼は動
いたはずなんだけれども、結局回帰したという問題
点、それを私は指摘しているんで、今後ともこの問題
は沖縄県のみならず基本的な問題だと思うので、ぜひ
これまた後で議論したいと思います。
　ちょっと休憩願えますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時34分休憩
　　　午後３時34分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇座喜味　一幸君　極端に言うと、鳩山さんが県外と
言ったときに、県外で受け入れるために自民党として
私も中心に山口、宮崎、福岡、それから群馬とか回っ
たんですけれども、我々が基地をぜひ受け入れてくだ
さいと言ったら、沖縄県議団が来ると言って共産党だ
とか労働組合の赤い旗が立っているんですよ。結局
我々の基地負担を軽減する、県外へと言ったときに一
番の阻害要因は平和革新団体なんですよ。そういう根
本的な条件というもので、逆に沖縄から政党抜きに全
国で負担するというようなことをやっていかないとい
けないと思う。それが怖いから政治家も物が言えな
い、本土の政治家も言えない、国も言えないと思うん
だ。その辺はどう思いますか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　先ほど玉城知事からも御
答弁ありましたように、やはり沖縄の過重な基地負担
については全国の方々に自分たちの問題だということ
を認識していただくことが極めて重要だということ
で、これはおっしゃったとおりだと思います。
　答弁させていただいて……（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。答弁を聞い
てください。
〇副知事（謝花喜一郎君）　例えば、東京都において
も小金井市のほうで意見書が採択……
〇座喜味　一幸君　共産党反対だよ。
〇副知事（謝花喜一郎君）　はい、採択されるという
ような動きも出てきているわけでございます。そのよ
うなことについても、やはり翁長前知事が行った研究
会の設置、それを踏まえて全国知事会での提言などの
動きも出ております。それから地位協定の話もござい
ましたけれども、地位協定についても国政与党におい
ても動きが出てきているということで、これまで翁長
県政において述べてきたものが、まいた種が少しずつ
芽を出しつつあるのかなと思っております。こういっ

たことはやはり県政においても与野党を超えて、全国
の問題だということを働きかけることが極めて重要だ
ろうと思っておりますので、玉城県政になりましてか
らもまたしっかりとそのようなスタンスで取り組んで
まいりたいというふうに思っています。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　今おっしゃるとおり、知事、おっ
しゃるとおりなんですよ。沖縄県の基地の過重負担と
いうのは今全国的にもあって、我々が自民党で動い
て、岩国を中心として今基地所在地の全国の市町村で
も沖縄への基地負担軽減の協議会というのを立ち上げ
て受け入れで今訓練も、横田、三沢、あちこち訓練も
全国で受け入れられるような状況になっている。それ
はチャンスですから、知事、この辺もしっかりと取り
組んでいかんといかぬと思うんだけれども、決意をお
願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時38分休憩
　　　午後３時38分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　全国民の皆さんが沖縄の状
況にしっかりと理解を示していただき、基地負担をこ
れを全国で担うということで沖縄の負担軽減が図られ
るのであれば、その方向は県としては認めたいという
ふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　もう時間がないので、裁判闘争に
明け暮れる沖縄県はもうお別れしたいなというのが県
民の思いで、過重な基地負担も反対なんですよ。その
辺は住民運動の先頭に立つ知事ではなくして、知事
に、基地問題、玉城デニーさん頼みますよと頼んだわ
けだ。大衆運動の先頭に立たないでしっかりと結論を
出してくれというのが県民の思い。
　１つだけ具体的に聞きますけれども、もう裁判闘争
もいいんじゃないですか。どうせ負けますよ。それで、
私は間違いなく負けると確信を持っておりまして、も
し県が勝てば私政治生命終わってもいいと思います
が、知事、裁判闘争で負けたらもう基地建設反対とは
言わないということを覚悟したらどうですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後３時40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。
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　８月31日に行われました埋立承認の撤回につきま
しては、埋立承認後の事由に基づき法律上看過できな
い、違法状態を放置できないということで取り消しに
至ったものでございます。それにつきまして、私ども
は玉城知事が安倍首相そして菅官房長官と面談した際
にも、話し合いによって解決してほしいということは
申し上げました。その後10月17日に沖縄防衛局が国
土交通大臣に対して審査請求と執行停止の申し立てを
行ったところでございます。
　私ども今それを精査している段階でございまして、
まだいわゆる裁判闘争にまで発展するかは現時点でま
だ訴訟等になっていませんので、そこの部分について
はちょっと答えは控えさせていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　いずれにしても、知事は39万票
の支持を受けたわけですから。ただ一つ県知事が大衆
運動にとって物事を決断できない、知事の裁量でこの
基地負担の軽減、普天間を速やかに返還するというよ
うなことができないと、この混乱いつまでも終わらな
いけれども、県民の民意という名のもとにおいて、知
事聞いてくださいよ。民意という名のもとにおいて、
辺野古に住む人々というのは完全に生活圏を混乱させ
られている。寂れていく地域において我々は平和論を
論ずるけれども、辺野古住民のこの生活を地域を誰が
責任を持てるかという話。こういう苦渋の選択をした
辺野古の区民が今沖縄県の中では、徹底的な村八分に
置かれている。最終的な利害関係者というのは辺野古
であって――総じては名護市かもしれないけれども―
―沖縄県の140万余りの人間が右だと言ったらそこで
なく、辺野古の住民が人権を侵害されているという
ことに、一人も漏らさない、この人々を救っていく
と知事おっしゃっているけれども、1900名の辺野古
の人々というのはもう生活ができない状況まで、生活
圏、人権が無視されている。これを速やかに解決する
のが知事の手腕だと僕は思うよ。
　答弁願います。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　今座喜味議員が言うように、辺野古区民の方々に大
変な御苦労をおかけしているということは私もよく認
識しているところでございます。ただ一方で、この辺
野古区民の皆様、いわゆる条件つき容認というような
形で、本当にある意味苦渋の判断をなさっているもの
と思います。そういった中において、やはり今は県民
投票の動きなどもありますけれども、賛否をしっかり
やるというような動きなどもありますし、そういった

中においてまた議論をいろいろやっていただくと。ま
た、仮に将来の話になりますけれども、大浦湾のほう
を埋め立てされまして新たな基地ができた場合にオス
プレイがまた配備される。そういった中でいろいろま
たさまざまな問題なども出てくるというふうなことも
ありますので、今の時点でしっかりとこの問題につい
ては議論を行うと。そういった中でこの方々の本当の
意味での平穏な生活というものを議論していくことが
大事ではないかと、今そういった段階ではないかとい
うふうに思っているところです。
〇座喜味　一幸君　知事のリーダーシップですよ。
　終わりますけれども、ぜひ対話を重視していきたい
というので、政府ともとことん議論して問題解決を進
めていただきたいなと。保守・中道の玉城知事にエー
ルを送って終わります。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後３時44分休憩
　　　午後４時１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。
　又吉清義君。
〇又吉　清義君　こんにちは。
　一般質問７番目ですが、沖縄・自民党、又吉清義で
す。よろしくお願いいたします。
　知事におきましては、９月30日本当におめでとう
ございます。
　これから沖縄の課題解決に向けて、知事と私はまた
根本から解決の方法に向けては異なる点もあるかと思
いますが、その辺は対話をもって一般質問しながら解
決に向けて取り組んでいただけたらいいなと思って、
一般質問に移らせていただきます。
　まず新知事の政治姿勢についてということで、基地
行政について、まずア、過重な基地負担の軽減に向け
た整理縮小は緊急に解決しなければならないとコメン
トをしているが、どのような考え方で進めて解決をす
るのか御答弁をお願いいたします。
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。
　米軍基地の整理縮小を実現するためには、既に合意
されたＳＡＣＯ及び再編に基づく統合計画で示された
基地の整理縮小を着実に進める必要があり、その確実
な実施を日米両政府に強く求めてきたところでありま
す。基地の早期返還は国の責務で行われるべきもので
あり、県は、引き続き軍転協とも連携し、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。
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　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　池田公室長、大変ありがとうござい
ます。
　じゃ知事に伺います。
　過重な基地負担の軽減に向けた整理縮小は緊急に解
決しなければならないとの知事のコメントは、真実か、
それとも選挙受けするためのリップサービスであった
のかどちらか確認いたします。知事どちらですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　そのコメントは私の理念、
考え方に沿って発出されたものであります。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　私が聞いたのはその発信されたもの
は、真実であるか、それとも政治受けする選挙運動の
ためのリップサービスであったのかどちらですかとい
うことをお尋ねしております。もう一度お願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私の考えとして述べたもの
であります。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　じゃ真実というふうに受けとめさせ
ていただきながら進めていきたいと思います。
　まず那覇軍港の移転について知事は、那覇港湾施設
は基地負担の軽減や跡地の有効利用による発展に寄与
する。ですから浦添移設は認めると答弁をしておりま
す。基地負担軽減にどのぐらい貢献できるか、面積で
知事は考えたことがありますか。それについてどのぐ
らい軽減できるか、まずその点からお伺いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時５分休憩
　　　午後４時８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。
　現行の55.9ヘクタールから、現在の現行案では
49.0ヘクタールと約6.9ヘクタール減少する予定と
なっております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　6.9ヘクタール軽減をする、すばら
しいですよ。
　じゃ次また伺います。
　跡地の有効利用による経済効果、どのぐらいだと皆
さん試算されているかお答えください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時８分休憩

　　　午後４時９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。
　現在の那覇港湾施設におきましては、返還前30億
でありますが、直接経済効果として返還後には1076
億円を試算しております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　そして雇用も228名から１万680名
にふえると。要するに現行より那覇港、面積は6.9ヘ
クタール返還されます。小さくなります。軍港です
ね。そしてその経済効果は36倍になると。
　じゃ次の点を伺います。
　普天間飛行場が返還されると基地の整理縮小はどの
ぐらい期待できるか、そして経済効果はどのぐらい
か、知事はこれを認識しておられるかお答えくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時10分休憩
　　　午後４時12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）　お待たせしました。お答
えします。
　普天間飛行場は面積が現在481ヘクタールでござい
ます。そして海上の埋立面積ですけれども、160ヘク
タールを予定しております。
　以上でございます。
〇又吉　清義君　経済効果……
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　経済効果につきまして普
天間飛行場返還前、現在ですが、120億円が返還後は
3866億円を試算しております。誘発雇用人数につき
ましては、1074名から３万4093名という試算をして
おります。
〇又吉　清義君　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。
　　　午後４時13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。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　ＳＡＣＯの平成８年12月の最終報告の返還面積は
481ヘクタール、先ほどお答えしたとおりでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
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〇又吉　清義君　時間の無駄ですから。普天間飛行場
が返されると480ヘクタールから160ヘクタールに３
分の１になりますよね。そしてパッケージによって最
近は、嘉手納以南1100ヘクタールも返ってくるんで
すよね。これは間違いですか。普天間飛行場が返らな
い限り嘉手納以南、1100ヘクタール返るんですか返
らないんですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　嘉手納以南の返還は普
天間の返還とはパッケージはされておりません。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　パッケージされなかったか。しかし
これも実現可能ですよね。
　そこでじゃ伺います。
　今、那覇軍港と普天間飛行場の返還、どちらも実現
した場合、基地の整理縮小とその跡地利用による経済
効果は、双方比較検討するとどのような結果になるの
か数字でお答えください。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　普天間飛行場と那覇港湾
施設２つ合わせますと返還前の150億から4842億程
度になると試算されます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　私が言うのは比較検討ですね。那覇
軍港が返った場合の経済効果、面積、どのぐらいある
のか。普天間飛行場が返還された場合の面積、どのぐ
らい返還されるのか、経済効果があるのか、それを比
較検討と言っています。表現がまずくて大変済みませ
ん。もう一度お願いします。
　那覇軍港が返された場合、普天間飛行場が返された
場合の双方の面積、比較検討ですね。数字はどのぐら
い基地の整理縮小で面積が減り、経済効果はどういう
ふうになるかということです。那覇軍港が幾ら、普天
間飛行場が幾ら、どうなりますか。
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。
　先ほど那覇港湾につきましては、6.9ヘクタール減
るというふうにお答えしたところです。普天間飛行場
の辺野古移設によりましては、321ヘクタールの減少
になろうかと思います。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　それプラス嘉手納以南も1100ヘク
タール、もうどんどん進んでいくと。
　そこで知事に伺います。
　知事、那覇軍港移設は基地負担の軽減や跡地の有効
利用による発展に寄与するということなんですが、那

覇軍港も早目に進めてもらって行うことは大賛成です。
普天間飛行場と那覇軍港どちらを先に進めたほうが県
民にとってよろしいんでしょうか。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。
　基地の整理縮小、そして返還は地域住民にとって非
常に喫緊の課題でございます。どちらにつきましても
やはり早期に進めていく必要があ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　私が聞いたのはこれじゃないです
よ。県民にとってどちらがいいですかと。どちらを先
に進めたほうがいいんですかと。数学ですから足し算、
引き算すればすぐわかると思いますが、もう一度数字
でお答えください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　基地の整理縮小、同じ
答えになりますけれども、県民そして地域住民にとっ
てどちらも重要なものと考えております。ただ普天間
飛行場につきましては、返還までの間の危険性除去に
ついては、喫緊の課題であり、速やかに進めていく必
要があ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、速やかに進めていかない
といけないというのは知事公室長おっしゃっておりま
すよね。速やかに私は早急に進めていくべき問題だと
思いますが、先ほど知事一度も答弁していませんが、
知事に再度お伺いします。
　知事、まだ理解できていないんですか。那覇軍港が
返還された場合の面積、普天間飛行場が返還された場
合の面積、経済効果、どちらがどうなっているか知事
はまだ理解していないんですか。知事はちゃんと基地
の整理縮小は急務だと言っていますよ。先ほどお尋ね
いたしましたよ。単なる選挙に出るためのリップサー
ビスだったんですかと。真実だということを確認いた
しましたよ。知事、理解していますか。どういうふう
になるんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　その面積及び経済効果につ
いては、先ほど知事公室長が答弁したとおりでありま
す。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　残念だけど、比較検討してどちらが
どうか知事公室長は答弁していないですよ。公室長、
もう一度答弁してください。
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）　先ほども触れましたよ
うに、基地の返還というのは、先ほど説明した数字、
経済効果とか面積だけでは決められるものではないと
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　基地の返還は、面積、経済効果だけ
では決められない。じゃ一番危険な状態はどちらで
しょうか、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）　普天間飛行場の早期返
還は当然ですが、返還実現までの間の危険性除去は喫
緊の課題であると思っております。県議会でも全会一
致で５年を待たずの危険性除去というのが決議された
ところであり、県としても、速やかな危険性除去、５
年以内の運用停止を強く求め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　皆さんが、だから僕は本当にいいか
げんなのかなと言いたくなりますよ。那覇軍港が返さ
れても基地の整理縮小6.9ヘクタール、普天間飛行場
が返還されたらそれだけでも最低でも360ヘクタール
整理縮小になる。どっちが多いか。経済効果、経済
効果1000億と3000億の違いですよ。そして危険度も
どっちが高いか、普天間飛行場が高いんですよ。それ
を県政が進めない、知事も進めない。
　私はそれについて知事にお伺いします。
　普天間飛行場の返還は国が責任を持って取り組まな
ければならないと言っているにもかかわらず、その返
還に向けての取り組みにはあらゆる手段をもって阻止
をする。一方、同じ軍事施設でありながら那覇軍港の
移設は容認で積極的に進めるという知事の決断は、宜
野湾９万5000市民はどうでもよいという差別ではな
いかと私は思っております。お答えください、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。
　玉城知事は、翁長前知事の遺志を受け継ぎまして、
辺野古に新基地はつくらせないということを公約に掲
げております。ただ、今又吉議員がおっしゃったよう
に普天間返還を絶対に阻止するということは一度も
おっしゃったことはないと認識しております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　いや違いますよ、新聞記事をきょう
は持ってきていないんですが、あらゆる手段を使って
新基地をつくらせない、普天間飛行場は阻止するとし
か言っていないですよ。私が非常に残念なのは、何で
知事は辺野古埋立承認を撤回する、そして阻止をす

る。なぜ解決に向けてという言葉が一言もないんです
か。知事の答弁で文書にも新聞でも解決に向けた取り
組みというのは一度も見たことないですよ。あるなら
ば記事を見せてください。知事ありますか。いやいや
副知事がわからないよ。
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。
　辺野古に新基地はつくらせないということを公約に
掲げているということです。そして普天間飛行場の危
険性の除去についても玉城知事は公約の中で、５年以
内運用停止の速やかな実行ということをうたっている
わけでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　知事が答えないんで残念ですが、ど
うせ知事、今質問しても答えないだろうから池田知事
公室長にお尋ねします。
　普天間飛行場、ＳＡＣＯ合意で返還されるんです
が、名護にどのように新基地と書かれているのか、何
と書かれているかお答えください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時25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。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　普天間飛行場代替施設
というふうに記載されているかと思います。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　謝花副知事、代替施設ですよ。新基
地ではないですよ。皆さん間違えております。きょう
から辺野古は新基地ではありませんと自信を持って代
替施設とお答えください。
　この代替施設についてなんですが、知事は基地の整
理縮小は緊急に取り組まなければならないとの姿勢が
事実であるならば、その跡地利用の経済効果等も照ら
し合わせて検討した場合、普天間飛行場は一日も早く
解決することは県民にとって私は大いにプラスになる
と信じております。ですから知事及び沖縄県民は、積
極的に国へ協力することが筋だと私は解釈するんです
が、知事は、面積であり経済効果であり、こういった
ものを考えてもまだ協力をするという指示、対話とい
う姿勢はあるのかないのか。相変わらず阻止一辺倒で
するのか、どちらなんですか知事。
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。
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　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　まず普天間飛行場の一日
も早い危険性の除去、これは宜野湾市民の切なる思い
であるということ、また多くの沖縄県民もそのように
思っているということを県もよく理解しているところ
でございます。
　一方でＳＡＣＯの当初の合意では、最初は海上のほ
うに撤去可能な基地をつくるということがその後変
わりまして、今やＶ字型の２本の滑走路を持つとい
う、弾薬庫等もつくられるということで、しかも土地
を、海を埋め立ててつくるということで国有財産にな
ると。沖縄県はみずから持ってきたわけではない普天
間飛行場を返してもらうのに、なぜそのようなまた新
たな基地を提供するような形になるのかと。そういっ
た意味を込めて前知事におきましては、これを新基地
と、代替施設ではなく新基地だというような話をして
いましたし、これには反対だと新基地には反対だとい
うことを主張したわけでございます。
　今の玉城知事も翁長知事の遺志を引き継ぎましてそ
のような思いで取り組むことになりますけれども、一
方で普天間飛行場の一日も早い除去、これにつきまし
ては国の責任において５年以内の運用停止を着実に実
施することを求めるということでございます。そのこ
とについて対話をもって対応するというような姿勢で
臨んで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）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　これ謝花副知事、間違いでしょう。
こんなに間違えていいんですか。那覇軍港は浦添につ
くるんですよ。何が違うんですか。つくるんですよ那
覇軍港は、知事違いますか。同じＳＡＣＯ合意です
よ。だから皆さん、宜野湾市民を差別しているのかと
私は聞いているんですよ。差別以外何があるんです
か。代替施設ですよ同じ。むしろ那覇軍港が新基地
じゃないんですか。皆さん積極的に進めると言ってい
るんですよ。自分がおかしいと思いませんか。私は皆
さんの答弁を聞いて何でこんなにケーシマーかなと理
解できないですよ本当に。よくこんなケーシマーが平
気で言えるなと。
　知事公室長にお伺いします。
　那覇軍港そして浦添に移設するの、普天間飛行場か
ら辺野古に基地が行くの、同じ埋め立てで何か違うの
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。
　那覇港湾施設につきましては、当時の儀間市長が那
覇港港湾区域計画内での移動であり、いわゆる整理整

頓の範囲内であるというふうに述べられております。
一方で辺野古のほうの普天間代替施設の辺野古の埋め
立て施設につきましては、先ほど謝花副知事からもあ
りましたけれども、係船機能つきの護岸、強襲揚陸艦
も接岸できるもの、そして２本の滑走路そして弾薬庫
が近接しているということで単純な普天間飛行場の代
替施設ではないこと、そしてそもそもＳＡＣＯの当初
の案では、撤去可能なものというふうにされていたこ
とから、那覇港湾施設とは異なるものというふうに考
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　知事公室長、そこまで言うのであれ
ばじゃもっとあれしましょうね。
　この弾薬庫が来るというのは、道から持ち運びする
弾薬、危ないから道では。国道、県道を通って運ばれ
るんですよ。だからそれではいけないと。だからその
弾薬庫を辺野古に持っていけば県民の命が守れる。そ
して強襲揚陸艦、あなた乗ったことないでしょう。強
襲揚陸艦には人民の命を守る救急車があり、ユンボが
あり、どんなにすごい設備がいっぱいあるから。人を
殺すための道具なんか一切載っていないですよ。勘違
いしたらだめですよ皆さんは。変なポスター見るから
こうなるんですよ。人命を救助するため、大災害に
遭った場合に救助するための施設がいっぱいなんです
よ。私は乗ったからわかるんですよ。
　次、辺野古、久志、豊原地域、東海岸の13の地域
のうち８つの地域は賛成なんですよ。辺野古、久志、
豊原地域はなぜ条件つきでこれを認めるかというと、
自分の部落内の陸地にヘリコプターのヘリパッドが
あって大変な状態だと、普天間飛行場と。だからこれ
を移してくれと。だから条件つき移設でこれを辺野古
沖に認める。そしてなぜＶ字滑走路かということで
す。今謝花副知事は悪いようにおっしゃいましたが、
Ｖ字にすることによりどんな雨、風が吹こうが、どん
な雨、風が吹こうが部落内を通ることはほぼあり得な
いと、そういう状態に持っていけると。だからＶ字な
んですよ。同じ１本では危ないと、県民のためによく
ないとこれが現状です。
　そして次、５年以内の閉鎖・返還というのを先ほど
副知事おっしゃいましたが、私はこの５年以内の閉
鎖・返還というのはもっと正しく伝えてもらいたい。
これのきっかけはこうでしたよ皆さん。
　その案は、当時仲井眞知事が宜野湾市民の命を守る
ため、辺野古埋立環境問題もクリアし、正式に法的手
続が完了し、埋立承認が認可され着実に工事が進めら
れる中、普天間飛行場が宜野湾市内から完全撤退する
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のに10年という時間を要するので、10年という時間
を要するので、その期間の５年は県外にて面倒を見て
くれとの自民党の要望に政府がその実現に向け動き出
し、お互いの理解と協力により可能性が出てきたとき
話がすりかわり、前段抜きで５年以内の閉鎖・返還が
ひとり歩きしているのです。５年以内の閉鎖・返還と
いうのは、基地の急務な整理縮小と解決に向けて辺野
古に普天間飛行場を移すことが絶対条件ですよこれ
は。皆さん、こんなこと言ってから５年以内の閉鎖・
返還しないとおいしいところだけとって都合が悪いと
ころはちょん切って尻切れとんぼにしたらだめですよ。
　じゃそこで次伺います。
　先ほど一日も早い閉鎖・返還に向けるとおっしゃっ
ていましたが、知事、一日も早い閉鎖・返還というの
はいつごろをめどにしておりますか。お答えください。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　県は、普天間飛行場の５
年以内の運用停止これはまず認めるわけですけれど
も、一方で政府は、辺野古は唯一ということで、ある
意味県からしますと固定観念に縛られているような感
じでずっと答弁をしておりますし、今般も県が行った
撤回についても法的措置を行った背景にはそういった
ものがあると思います。そういった時点でもし仮に５
年以内の運用停止ということができなければ、あとは
政府の責任において普天間飛行場の閉鎖・撤去これは
行うべきであろうと、そういう流れになるだろうとい
うよ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　私は、今の副知事の答弁は間違えて
いると思います。めちゃくちゃだと思います。辺野古
が唯一ではなかったんですよ。日本全国に呼びかけて
どこも引き受けてくれない。見てください。小金井市
でしたか、自分たち受けませんとやったんでしょう、
共産党の皆さん初め。皆さんが日本全国で沖縄のため
にやってくれていたら、反対という皆さんから出たん
でしょう。これはおかしいと思いませんか。
　そして今一番大事なのは、危険な状態を一日でも早
く回避をしようとこれが絶対的なんですよ。誰が見て
も町のど真ん中にあるのと、海の沖合とどっちが危険
度がより少ないですかと、その程度はわかるでしょう
皆さん。その程度もわからないぐらいになったんです
か、大変ですよ皆さん。だからそれをしてお互いこの
基地の整理縮小に向けてどうするか。県民挙げてみん
なで取り組めばいいんですよ、県民挙げて。これが本
当の真の沖縄県民の姿だと思いますよ。今間違えた情
報を流して経済効果も薄い、返還される面積も小さ

い。これじゃだめですよ。
　知事にもう一度伺います。一言もしゃべらないもの
だから私悲しくてしゃあないんですが、あなたが言っ
たことを私は聞いてしゃべっているだけですよ。聞い
ているだけですよ。一日も早い閉鎖・返還というのは、
政府は今のピッチで行けば10年かかりませんよ。９
年余りで普天間飛行場は完全撤退しますよ。皆さんが
協力してもらえば８年余りで完成するんですよ。あな
たの言う一日も早い閉鎖・返還というのは、この埋め
立てよりも早くできる方法があるんですかないんです
か、遅くなるんですか、どちらですか。それとも３つ
を出しましょう、全くわからない、どちらなんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時38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。
　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　まず、宜野湾市民の本当に切なる思いのためにも、
やはり普天間飛行場の一日も早い危険性の除去、これ
は喫緊の課題だと思っております。ただ一方で原点
は、この一日も早い危険性の除去ということで政府も
ずっとおっしゃっているわけですけれども、ただ翁長
前知事からそして玉城知事も今回の議会でも答弁して
おりますけれども、一番の原点は、やはり強制接収さ
れた歴史的な背景にあるんだというようなことがござ
います。
　今の代替施設、又吉議員によりますと代替施設です
が、我々からすると新基地になりますが、なぜそう
いった強制接収された土地をみずから返すときに耐用
年数100年とも200年とも言われるような基地を県み
ずから提供しなければならないのか。そういった訴え
に多くの県民は賛同し、翁長知事が誕生し、そしてそ
の遺志を継いで玉城知事が誕生したものと思っており
ます。
　我々としましては、まずは政府の責任において５年
以内の運用停止、そして普天間飛行場の代替施設、新
基地についてはしっかりと県とも協議を行った上で普
天間飛行場の一日も早い閉鎖、そういったものを検討
していただければというふうに考えているところであ
ります。
〇又吉　清義君　ですから、これは埋め立てよりも早
くなるんですか、遅くなるんですか、どちらなんです
かと。皆さんの課題は。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　今のペースで進みますと、
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まず新基地建設には10年とも20年ともかかるという
ように言われております。この普天間飛行場のあり方
については、例えば朝鮮半島情勢の動きとかさまざま
な世の中の動きの中で、政治が決めればある意味、閉
鎖・撤去ということについても我々は今現実問題とし
て不可能ではないのではないかというふうに考えてい
る。そういったことも含めて政府においては、県との
協議、話し合いに応じていただければというふうに考
えているところです。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから、副知事にも言いたいで
す。これも検討するべきなんですよ。その中でやはり
確実にいつまでにできるというタイムリミットがない
と、今度はまちづくりできないですよ皆さん、まちづ
くり。そして世界情勢が落ちついて基地が要らなくな
れば、皆さんこの土地を県挙げて県民挙げて買わせて
もらえばいいじゃないですか。むしろ100年、200年
も使える土地を買わせてもらえればこんないいことは
ないじゃないですか。発想を変えましょうよ皆さん。
カフーをさせてもらうと。何でこんな発想ができない
んですか、一方通行だけじゃなくて。だから本当にあ
らゆる考えというのは、私はそういったものも考えて
いただきたいと。今皆さんがやっている、ただ阻止す
る阻止するだけで本当に宜野湾市民の気持ちも考えて
ください。いつできるかもわからない。皆さんが反対
しないで正式に協力すればもうあと３年ぐらいで埋め
立ては終わっているかもしれませんよ。埋め立てたら
私たち４年後、議会でこんな基地問題、議論する必要
はないんですよ。次の時代に進めるんですよ、次の時
代に。20年間も同じ議論をして私は非常に悲しいなと
思うんですよ。
　今アジアがどのぐらい、政治であり、経済であ
り、金融革命であり、進んでいるか、富川副知事おっ
しゃってください。アジア情勢がどのぐらい、金融で
あり、経済であり、大革命が起きているか。
〇副知事（富川盛武君）　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時43分休憩
　　　午後４時43分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　従前から申し上げているよ
うに、沖縄の発展においてアジアのダイナミズムは非
常に重要な意味を持つと思っております。アジアは一
国だけではなくて多国間にわたって重層的に展開して
おりまして、世界的なシンクタンクの予測によります

と、あと30年、40年は発展するだろうというふうに
言われております。最近は、その中でも先端を行くの
は情報産業――ＧＡＦＡといいますけれどもグーグ
ル、アップル、フェイスブック、アマゾン等々が世界
の経済を牽引しているということで、沖縄県としまし
てもそれに対応するような沖縄県ＩＴイノベーション
センターを構築して進め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　富川副知事だからよく御理解してい
ると思うのですが、この10年以内に世界のＧＤＰの
50％は多分もうアジアが握るだろうと。これは間違い
ないんですよ。先ほどＳＮＳ、グーグルなりいろいろ
言いましたけれども、次のＳＮＳがもう出てしまって
いるんですよ、御存じないですよね。今私が使ってい
るグーグル、こんなものじゃないですよ。だから、だ
から皆さんいつまでも20年も30年もこの沖縄県、基
地問題で騒いでいて早く決着をしないと、世界から取
り残されてしまいますよということで危機感を持って
いるからなんですよ。私たちはもう60を超している
からいいですよ。あと何十年生きるかどうかわからん
から。若い世代が大変なことになりますよと。
〇議長（新里米吉君）　時間過ぎていますので、まと
めてください。
〇又吉　清義君　そういった意味でもぜひそういった
ことも勘案しながら基地問題、知事、解決に向けて取
り組んでください。よろしくお願いいたします。
　対話でしたけれども、一問も答弁がないことが
ちょっと残念でなりません。ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　質問の前に、玉城知事、御就任おめ
でとうございます。
　ぜひ出身である、うるま市も沖縄市もかなり期待を
しております。よろしくお願いします。
　せんだっての代表質問から玉城知事の対応を今確認
しておりますけれども、国会議員をこれだけ務めた割
には人の話聞かないんですか。失礼じゃないですか。
ちゃんとやってください。
〇知事（玉城デニー君）　大変失礼しました。
〇照屋　守之君　国会議員を経験している割には、今
のこの議場での立ち居振る舞いというか、何か素人っ
ぽくて非常に不安です。何とかしたほうがいいと思い
ますよ、これが１つ。
　それと、先ほど知事は――私は実は革新と思ってい
ました、知事は。先ほどの答弁で保守・中道というこ
とですけれども、いつの間にそうなったのかなと思っ
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て、普段の行動は全て革新ですよね。ここが非常に不
思議です。同時に、やっぱり玉城知事のキャラクター
は、あの選挙のときの笑顔です。何で選挙のときは笑
顔でやるのに、この議場ではそういうふうなものがな
いか不思議です。御自身のキャラクターを大事にした
県政運営をやったほうがいいですよ。
　同時にまた北部基幹病院、これは国会議員のころ勉
強してないですね。せんだっての答弁は、部長も答弁
しておりましたけれども、歴代県知事で初めての代表
質問で、堂々と公約違反をされたのは玉城知事だけ
じゃないですか、これ。基幹病院構想は、部長が答弁
するというものは別にしても、知事はやっぱり市町村
に負担をさせないということでやっておりますから、
これは明らかに公約違反です。
　以上を申し上げて、質問をさせていただきます。
　まず、順番変更して３番の我が党の代表質問との関
連です。
　島袋大議員の民主党政権の玉城知事の対応につい
て、これは私非常に不思議に思っておりますけれど
も、なぜあの民主党政権のときに、政党の一員として
辺野古をつくらせないを実現できなかったのか。知事
教えてもらえますか。どういうことですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お答えいたします。
　私は民主党政権時代、普天間飛行場の県外・国外移
設実現のためにさまざまな移設先についての情報収集
を行うとともに、当時の鳩山総理にもお会いしまして、
県外・国外移設を重ねて重ねてお願いをしていたとこ
ろであります。しかしながら、結果として、県外・国
外移設ができなかったことは非常に残念であります。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　日ごろから国会議員として反対、辺
野古つくらせないということがあって、民主党政権に
なって、鳩山総理もそうですけれども、玉城国会議員
はそこに所属をする、政権与党ですね。このときに、
この辺野古つくらせないを実現できずに、一体全体い
つやるんですか。そういうことを御自身は責任を持っ
て、国政与党というのは政策をつくり、予算をつけて
それを実行するのが政権です。御自身が政権を担って、
そういう責任を果たすという役回りも与えられながら、
それが実現できなくて、最悪なのは、その後自民党を
ずっと批判していくわけでしょう。自民党政権を批判
していくわけですよね。こういうことをやってきて、
今果たして政権与党の中でも辺野古反対実現できな
い、県知事としてそれを実現できますか、どうですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。

〇知事（玉城デニー君）　まず私が2009年に当選を
し、政権与党の民主党に所属をしていたとき、私は国
会議員１年生ではありましたが、当時の鳩山総理のも
とに、沖縄県民の最低でも県外というその公約をぜひ
実現していただきたいということでさまざまな申し入
れをさせていただきました。結果的に、県外・国外移
設ができなかったことは大変残念であります。さら
に、私はこの間、辺野古に新基地をつくらせないとい
うその方針を変えたことは一度もありません。確かに
直近では自由党に所属しておりましたが、一貫して沖
縄における米軍基地の過重な負担軽減、この米軍基地
の問題は沖縄だけの問題ではない。安全保障体制は日
本全体の問題であるということも重ねて私はこの間、
政府がその問題を早急に解決すべきであるということ
もずっと主張してまいりました。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　御自身が責任を持って民主党政権の
ころには実現できないのに、今の自民党の中ではこう
しろああしろ、おかしな話じゃないですか。ですか
ら、これは稲嶺元知事も平成10年に辺野古移設を認
めて、15年使用期限をつけてやるわけですけれども、
ですから、この歴史というのは、これ今つくられてい
るわけじゃなくて、平成８年から動いているわけで
す。そこの中で民主党政権もある、そこの中で玉城知
事が責任を持って政権政党として解決するというチャ
ンスを与えられていたのにそれもできない。あげくの
果ては、民主党から離党する。そういうふうなことを
やってきた知事が、私は非常に疑問に思っているんで
す。果たして県知事として、そのときにできていない
のに何で県知事としてそういうことができるんですか
ということを非常に疑問に思っておりまして。
　２番目は、民主党を処分されたわけですよね。これ
は消費税の問題でした。その後幾つかの政党に属して
いきます。これ振り返ってみても、辺野古の問題の解
決というよりは、自分自身が国会議員で生き残ってい
くという自己保身、あるいはまた自分の居場所づくり
じゃないかと客観的に見たらそう思うんです。そうい
うことで、どんどん政党を変わっていったんですか。
いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　確かに私はこの間、自分の
政治信条を貫くために、政党を変わってきたという経
緯は認めるものであります。しかし、辺野古新基地を
つくらせないという方針を変えたことは一度もありま
せん。離党することについては、その理由は人によっ
てさまざまですが、党内でもさまざまな政策について
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議論する中、意見の食い違いが出ることもあります。
党に属するのかどうかについては、党のさまざまな政
策の方向性等踏まえ、政治家みずから個人の判断にお
いて行うべきものであると考えており、私はその時点
で判断に至って民主党を出ざるを得ませんでした。で
すから私は、今においても辺野古に新基地をつくらせ
ないという方針を堅持し、公約の実現に取り組んでい
きたい、その気持ちは変わっておりません。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから、その辺野古新基地をつく
らせないという玉城知事のお考え、これが民主党政権
であってもできない。チャンスを与えられてもそれを
生かすことができない。あげくの果ては、政党を幾つ
か変わっていく。民主党から国民の生活が第一、日本
未来の党、生活の党、自由党。48回の衆議院に無所
属で立候補し当選し、次はまた自由党に戻る。この９
年間でこういうころころころころ政党を変わったら、
これは県民のためのそういうさまざまな基地問題も含
めて解決をするというよりは、誰がどう考えたって自
分の身をどういう形で置けば国会議員として継続する
かという、そういうことになりませんか。今御指摘の
ようなことを言って、じゃ本当に具体的にこのことが
辺野古の反対とかという問題について、どういうイン
パクトを与えてやるかとか、どういうふうな政党を渡
り歩くというそのもの自体が県民、国民に対してどう
いうふうな利があるかという、そういうことの説明が
必要なんでしょう。いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　党に属するのかどうかにつ
いては、党のさまざまな政策の方向性等踏まえて、政
治家みずから個人の判断において考えるべきであると
いうふうに思います。国内外の政治状況の変化によっ
て政党も変遷しており、私は党の政策の方向性や私の
理念等を総合的に判断し、所属する政党を選んだもの
であります。しかし、私は辺野古に新基地をつくらせ
ないという自分の理念を一度も変えたことはありませ
ん。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　当たり前の話じゃないですか、それ
は。ただ我々は、そのためにじゃ客観的に見て、それ
ぞれの政党を変わっていく。2012年の４月に消費税
反対で幹事会で除名処分を受ける。７月になって11日
に国民の生活が第一として結成する。その年の12月
には日本未来の党で比例で復活当選する。こういうふ
うなことを見ていくと、今お話のように、それぞれの
国会議員が、玉城知事が幾ら説明を尽くしても、客観

的に見てもやっぱりこれは、国民、県民のためという
よりは、みずからの国会議員としての立場を優先した
行動という、そういうことにつながっていくような感
じがするわけです。
　もう一回非常に不思議なのは、2012年12月16日の
日本未来の党、比例で復活当選しています。比例で復
活当選しながら、生活の党に移っているわけでしょ
う。これどういうことですか。普通は、その党で復活
当選したらそこから離党したら国会議員という立場な
くなりませんか。何で生活の党になるんですか。こう
いうふうなことはどういう説明しているんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　政党の名称が変わったとい
うことは、選挙制度にのっとってその手続を踏まえた
ものであります。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから、私今なぜこういうことを
取り上げているかというと、やっぱり国会議員をこれ
だけ務めた方が、県知事選挙で信頼を得て知事になら
れた。そうすると、やっぱり県民とすると、これは今
までできなかったことができるんだなという、そうい
うふうなことを期待するわけです。ただこれまでの経
歴の中にこういうふうなことがあると、何ですかこれ
はという、逆に不信感につながるという可能性があっ
て今そういうことを言っているわけです。
　代表質問の県経済の振興、先ほど申し上げました基
幹病院の建設及び運営、私はこれ公約どおり市町村負
担なしというのは、当たり前、当然じゃないかなと思
うんですけれども。ところが部長も含めて、この説明
が二転三転して、何かわけわからん一般会計がどうの
こうのとかというふうな言い方をしますけれども、こ
れ県立の経営形態で運営するということではないんで
すか、いかがですか。
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）　お答えします。
　北部基幹病院の運営でございますけれども、これに
つきまして今、協議会において病院の設置主体、経営
単位及び経営形態などの経営システム全般に関する協
議を行っているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　これはそれぞれの協議会はいいんで
すけれども、知事、これは県知事が市町村の負担も出
さないという方向、これは与党の皆さん方もそうです
よ。職員組合、組合の方々に聞いてみてください。こ
れほかの経営形態、納得しますか、しませんよ。だか
ら県立でやってくださいという指示をしないと、動き
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ますか。何で今さらこれを12市町村の協議の中でや
るんですか。北部振興事業でやろうと思っているんで
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）　協議会は１月から開
催しております。３回目の協議会のときに、我々が１
回目、２回目で説明した内容については議論を行って
きたところなんですけれども、そのときに北部の市町
村、それからこれは市町村だけじゃなくて統合の相手
方となる医師会病院というのも重要な協議の相手方で
ございます。その辺の方々から、この基幹病院につい
ては、経営形態等についても議論する必要があるん
じゃないかというようなお話がございました。そこで
我々は、基幹病院というのは、これは何もないところ
に病院をつくるわけじゃないわけです。今、現に北部
圏域にある県立病院と民間病院を統合して基幹病院を
つくるという話で進めておりますので、相手方の意向
を無視することもできません。我々としては、ただ病
院をつくればいいということだけじゃなくて、つくっ
た病院がその後も医療提供体制を持続的に提供してい
く、そういうような経営体質をつくる必要があるとい
うことで、この点についても十分協議をしていく必要
がある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）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　これはそういうやり方ではだめで
す。これは、それぞれの市町村は協議には乗っかるか
もしれませんけれども、それぞれの市町村も含めた経
営形態、別の経営形態が成り立ちますか。市町村も含
めてやると、当然財政負担も回っていきます。これ県
立じゃなければ中部病院どうするんですか、南部医療
センターどうするんですか。ここの県立は残しておい
てここだけ経営形態変えることができるんですか。で
すから、これは４年前からわかっていることです。そ
ういうことも含めて、協議会がそう言ったから自分た
ちはこうするという、こういう曖昧なやり方だめです
よ。知事、これは知事御自身の公約に沿った考え方と
そしてまた聞いてみてください。与党の皆さん方に、
組合の方々にも。これ独立行政法人でできる代物です
か。組合に聞いてみてください。だから県立でしかで
きないんですよ。そういうことも含めて、しっかり知
事も、現状も含めてどうなっているか確認して、知事
がこれは公約だからこうして取り組んでほしいという
ことをしっかり指示を出さないと部長任せになってい
くとこういう事態が起こる。これ大変な問題ですよ。
これ指摘しておきます。
　ＭＩＣＥ施設の建設。

　これ予算化をされて、発注も業者も決まって２年に
なりますね。去年は実施設計予算、今度はまた予備設
計。ところが去年で発注してしまった。これ知事、こ
の実態わかっていないんじゃないですか。部長説明し
ていますか、ちゃんとこの経緯は。これどう始末をつ
けるんですか。この今の現状を。このＭＩＣＥ施設の
建設。
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）　知事にも
大枠御説明をしておりまして、現状も一括交付金、基
本設計を予算要求をさせていただいているところでご
ざいますので、知事も、沖縄担当大臣にも要望書を出
していただいておりますし、12日には官邸でもお話を
していただいておりますし、精いっぱい全力を尽くし
て交付決定に向けて取り組みを進めているところでご
ざいます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　２年前からそう言っているんでしょ
う。去年の予算をつけていつまでにやるんですか。６
月までやります、７月までやりますと言ったのは部長
じゃないですか。去年の話ですよ。財源決まりません
でしたね。補正で全部外しましたでしょう。総務部長
もそうですけれども、こんな財源が決まらない予算措
置をする、全国に沖縄だけですよ。それを１回ミスっ
て、さらにまた予備設計をする。工事は発注する。こ
の行政どうなっているんですか。この間２年分保証す
るんですか。いかがですか。
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）　公募に入
れまして事業者は決定をしておりますけれども、交付
決定を受けての契約ということで、今業者にもきちん
と話をしながら待っていただいているというところで
ございます。一日も早く基本設計の交付決定を得てき
ちんと工事を進めていきたいというふうに思っており
ます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　500億の仕事を発注して、２カ年間
ほったらかして、彼らは準備もするんです。財源が決
まっていないから契約できません。こんな県の行政あ
りますか。ちゃんと保証してあげてください、そうい
う方々には。こういうこともやらないで、財源がいつ
決まるかもわからない。新知事にもちゃんと説明しな
い。どうなるんですか、これ。これ大失態ですよ、県
政の。
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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）　知事にも
説明をさせていただいておりまして、そして沖縄担当
大臣への要望書提出とか動いていただいております。
そして、業者に関しましては、一応公募で決定をして
おりますけれども、先ほどの繰り返しでございますけ
れども、きちんと一括交付金の交付決定を受けて、そ
して契約をするという条件で定めておりますので、業
者さんのほうにはきちんと随時説明をしながら、待っ
ていただいているというところでございます。引き続
き交付決定に向けて全力を尽くして頑張っていきたい
と思っております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　知事、これはもう一回中身を精査し
てみてください。これ沖縄県政の大失態です。ちゃん
と国とも相談しないで、財源も決まらないのに予算
をつけて、あたかも県民にはこれができるかのよう
な、一括交付金じゃなくても一般財源でもやるかのよ
うなニュアンスを与えて、与那原なんか迷惑していま
すよ。県の経済界迷惑していますよ。観光も大変です
よ。こういうことが今沖縄県政で行われている。です
から、さまざまな部局でしっかり確認してチェックし
ていかないと、とんでもないことになります。ぜひお
願いします。
　１番目の玉城知事の就任挨拶。
　９月30日の県知事選挙が終わって２週間経過して
おります。この就任挨拶で知事、辺野古問題の解決と
いうのは、何か事務的な表明で熱意が感じられないよ
うな雰囲気がありますね。これどういうことですか。
知事の見解を聞きます。
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。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　翁長県政の政策を受け継ぎ、辺野古を埋め立てさせ
ないという知事の公約が今回多くの県民に評価された
ものと考えております。知事は、去る10月12日の安
倍総理や菅官房長官との面談においても、沖縄の声に
真摯に耳を傾け、早急に話し合いの場を設けていただ
くよう求めたところであります。10月17日、沖縄防
衛局により審査請求及び執行停止申し立てが行われた
際にも、知事は公約の実現に向けぶれることなく全身
全霊で取り組み、しっかりと県民の思いに応えたいと

述べております。
　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　私は、知事公室長に答えてください
という話じゃないんです。知事就任挨拶で辺野古反対
の熱意が感じられない。たった２行。これどういうこ
とですかって話です。知事、説明してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時10分休憩
　　　午後５時10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）　お答えいたします。
　まず今照屋議員がおっしゃっている２行と言います
のは、読み上げますと「私は、建白書の精神に基づ
き、辺野古の新基地建設に反対し、普天間飛行場の一
日も早い閉鎖・返還を政府に強く求めてまいります。」
と、その後過重な基地負担の話が３行ほどありますけ
れども、その前段階でこのように述べております。
「特に、８月８日に御逝去された故翁長雄志前知事に
おかれては、「県民が心を一つにすること」を深く望
み、県民が持つ「力」を誰よりも信じ、揺らぐことの
ないみずからの決意がいつも県民とともにあることを
命をかけて私たちに伝え続けられてきました。私は、
この思いをしっかりと受け継ぎ、全身全霊をもって県
政運営に取り組んでまいります。」。ここに、辺野古に
新基地はつくらせないという言葉については反対とい
う言葉もありますし、今の部分も入っています。
　もう少し、ある意味辺野古について言葉があるべき
ではないかという趣旨の御質問だとも思いますけれど
も、今現在県は、８月31日に撤回を行った時点でご
ざいます。それで今現実問題、辺野古については工事
もとまっているということで、所信表明としてはこの
部分で十分に県民の皆様に対しても知事の思いは伝え
ることになっているというふうに判断したところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから、私冒頭に言いましたよう
に、国会議員９年間もやられて、この辺野古基地反対
のそういう取り組み、思い、さまざまなことも含めて、
こういうところにあらわれているんですよ。今みたい
に、事務方任せでこういうふうなものをつくるから思
いが伝わらないんです。それを私は申し上げているん
です、それを。大体こういうふうな答弁を副知事あた
りにさせるという、ここが根本的にやっぱり熱意がな
いんだなという、そういう評価をさせていただきます。
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　次、誇りある豊かさ、知事これどういうことです
か。教えてください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お答えします。
　誇りある豊かさとは、ウヤファーフジへの敬い、自
然への畏敬の念、他者の痛みに寄り添うチムグクルと
いう沖縄文化に根差した豊かさであるというふうに認
識しております。沖縄21世紀ビジョンの目指す将来像
の方向性とも一致しています。県民同士に負担をつけ
かえて新たな犠牲を強いることなく、県民が心を一つ
にして政治的立場を超えて歩み寄る。基地と振興のリ
ンクでは得られない誇りある豊かさを手にすることが
できるというふうに私は思っております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　せんだって、総理、自民党二階幹事
長とお会いしましたね。そのときに辺野古反対、基地
反対、言いましたね。同時にまた、沖縄振興予算のお
願いもしていますね。これ一般の県民、我々からする
と、基地は反対する、お金は頂戴、予算は頂戴という
ことですね。これが玉城知事の言う誇りある豊かさで
すかという、私はその疑問を持っているんです。そう
いうことですか。
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14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私の認識では、基地問題と
振興予算の問題などはリンクしないというふうに思っ
ております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから、口ではそうおっしゃいな
がら、基地は反対ですよ、お金は下さいという、こう
いうことを冒頭で総理にも言う、自民党にも言うとい
う、今の知事の姿勢、とてもじゃないけど誇りある豊
かさ、これとは違っていますね。
　とにかく頑張ってください。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
〇上原　　章君　こんにちは。
　ちょっと休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩
　　　午後５時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。

〇上原　　章君　玉城知事、知事御就任まことにおめ
でとうございます。
　これからの４年間、健康に留意し、県民の期待に応
える県政運営をお願い申し上げます。
　知事の就任挨拶、３つの視点と15の実施政策につ
いて拝聴しました。どれも県勢発展に重要な政策だと
考えます。今後知事がそれらの公約・政策を具体的に
どのように実現していくのか、議会を通してさまざま
な議論を交わしてまいりたいと思います。
　ただ一点、知事の決意をあらわす就任挨拶で、国と
の関係、連携について全く触れていないことは大変残
念な思いをしました。空港・港湾の充実、鉄軌道、大
型ＭＩＣＥの実現、普天間飛行場の閉鎖・返還、日米
地位協定の抜本的見直し、国際機関との連携、子供の
貧困対策等いずれも国との連携、協議、信頼が必要不
可欠だと考えます。
　玉城知事におかれましては、145万沖縄県民の知事と
して国との信頼関係を構築し、新時代沖縄の実現に邁
進されることを要望し、質問に入りたいと思います。
　１、知事の政治姿勢についてお尋ねします。
　(2)、沖縄振興予算は、本県発展に大きな役割を担っ
ているものと考えるが、知事の見解及び平成31年度
沖縄振興予算の確保について取り組みを伺います。
　(3)、県は辺野古埋立承認を撤回したが、国は対抗
措置を講ずるとしている。解決に向けて今後の見通
し、対応を伺います。
　(4)、経済団体等から、那覇空港の第１滑走路と第
２滑走路の間を埋め立てし、旅客ターミナルを移転す
るなど、さらなる空港機能の拡充が求められていま
す。見解と対応を伺います。
　２、補正予算についてお尋ねします。
　(1)、県単融資事業の過去３年間の実績と増額補正
20億8200万円の経緯を伺います。
　(2)、県営住宅建設費について、自然災害等による
外壁剝離に対応するため１億6260万円の増額補正とあ
るが、内容を伺います。あわせて、県内では県営住宅
の自治会、住民の皆さんから、老朽化による雨漏り、
剝離、玄関ドアの修繕など緊急かつさまざまな相談が
あるが、相談窓口の体制強化及び十分な予算確保が必
要と考えます。現状及び予算確保について伺います。
　(3)、沖縄国際物流ハブ活用推進事業・増額補正
6275万円、全国特産品流通拠点化推進事業・増額補正
１億1435万円について、いずれも取扱貨物実績の増
加のためとあるが、ハブ縮小へ便を減らすとの報道も
あり、事業内容、実績、今後の見通しを伺います。
　(4)、正社員雇用拡大助成金事業について、当初予
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算２億11万円から１億6009万円も減額するとのこ
と、事業内容と理由を伺います。
　３、知事の公約についてお尋ねします。
　(1)、保育料の無料化を目指すとあるが、来年４月
以降、消費税引き上げを見込んで国が推進する保育料
無料化のことを言うのか、県独自の取り組みがあるの
か伺います。
　(2)、新たな基金の創設により、離島の子供たちの
本島への遠征費用や、県内の子供たちの全国大会など
の県外派遣費用を助成するとあるが、基金はどこから
の歳入を考えているのか伺います。
　(3)、子供の貧困対策を掲げているが、こども医療
費助成の年齢拡充や給食費の軽減・無償化は考えてい
ないのか伺います。
　(4)、市町村と連携し小・中・高全校のクーラー設置
率100％を目指すとあるが、県内の設置割合及び財源
を伺います。
　(5)、国は公明党の提案で熱中症防止対策として全
国の公立小中学校などへのエアコン設置822億円を補
正予算案に盛り込むとしました。この予算額は全国全
ての未設置教室に設置する費用をカバーできます。地
方負担分割合も大幅に軽減され、来年夏に設置が間に
合うよう、国は補正予算の成立後、執行を急ぐ考えで
す。県は市町村と連携し、この予算を最大限に活用す
る考えはないか伺います。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。知事の政治姿勢についてに関する御質
問の中の１の(3)、辺野古埋め立ての今後の見通しに
ついてお答えいたします。
　私は、辺野古新基地建設問題は、法的措置ではなく、
対話によって解決策を求めていくことが重要と考えて
おり、去る10月12日の安倍総理や菅官房長官との面
談においても、沖縄の声に真摯に耳を傾け、安全保障
の負担は全国で担うべき問題であり、早急に話し合い
の場を設けていただくよう求めたところであります。
しかし、そのわずか５日後に対抗措置を講じた国の姿
勢は、県知事選挙で改めて示された民意を踏みにじる
ものであり、到底認められるものではありません。
　県としては、今回の対抗措置に係る国の主張を精査
ししっかりと対応してまいりますが、もちろん政府と
の対話も求めてまいります。
　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）　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(2)、沖縄振興予算に対する見解
及び平成31年度沖縄振興予算の確保についてお答え
します。
　沖縄振興予算などの沖縄振興策につきましては、沖
縄が抱える特殊事情から生ずる政策課題を解消するた
めに措置されるものであることから、これらが解消さ
れるまでは継続される必要があるものと考えておりま
す。沖縄県では、これまで沖縄振興予算を効果的に活
用し沖縄らしい優しい社会の構築と自立型経済の構築
に向け各種施策を展開しているところであり、その確
保は重要であります。平成31年度の沖縄振興予算の
確保に向けては、内閣府沖縄担当部局を初め関係機関
との連携を一層密にし、知事を先頭に、概算要求額
3190億円の満額が確保されるとともに、沖縄振興一
括交付金1253億円以上の額が確保されるよう取り組
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)、那覇空港の機能
の拡充についてという御趣旨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、各方面から広く意見を伺い、検討してまいり
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）　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の補正予算につ
いての(1)、県単融資事業の過去３年間の実績と増額
補正の経緯についてにお答えいたします。
　県単融資事業の過去３年間の件数、金額、執行率
の実績は、平成27年度が899件、115億3012万2000
円で73.4％、平成28年が945件、114億7438万5000
円で72.5％、平成29年度が1137件、141億1946万
5000円で76.4％となっております。平成30年度は、
当初予算において154億円の融資枠を確保していたと
ころ、９月末時点で666件（前年同月比127.3％）、融
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資額が85億6138万2000円で（同132.1％）と創業者
支援資金を初め大きく伸び、執行率も55.6％に達し
ていることから、不足が見込まれております。このた
め、20億8200万円の増額補正により、融資枠を58億
9950万円拡大し212億9950万円とするものです。
　次に同じく２の(3)、国際物流ハブ事業等の事業内
容、実績、今後の見通しについてにお答えいたします。
　今回の補正予算は、シンガポール・香港への畜産物
や青果等の輸出が大幅に伸びていることによるもので
す。その事業内容は、県産品や全国特産品の沖縄貨物
ハブを活用した輸出を促進するため、航空コンテナス
ペースを借り上げ、輸出事業者等へ提供する輸送支援
となっております。また、輸出実績は、平成21年10
月の事業開始から年々増加し、昨年度は年間で約821
トン、今年度の８月末では約578トンと、前年同月比
約2.7倍となっております。ＡＮＡカーゴの台北・ソ
ウルへの路線が今月末より運休となるものの、シンガ
ポール等への輸出は、今後も拡大していくものと考え
ております。
　県では引き続き、輸出促進に向けて取り組んでまい
ります。
　同じく２の(4)、正社員雇用拡大助成金事業の内容
等についてにお答えします。 
　本事業は、若年者の正規雇用を促進するため、新卒
を除く35歳未満の若年者を正社員として雇用し、定
着につながる取り組みを行う企業に対し支援を行うも
のであります。当初、一括交付金事業として国と数カ
月調整したものの、国の交付要綱上、原則対象外とな
る法人の負担に充当する事業に該当するとされ、事業
スキームの見直しを求められました。
　県としましては、助成金支給による正規雇用の推進
は、沖縄振興にも資する旨を説明してきましたが、交
付は見送られたところであります。しかしながら、本
事業は極めて有効であり、さらなる正規雇用の拡大を
図るため、実証事業として実施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）　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、補正予算につい
ての御質問のうち(2)、県営住宅修繕に係る補正予算
の内容及び相談窓口の体制強化と予算確保についてお
答えいたします。 
　今回の増額補正の内容は、本年７月の台風７号、８
号の襲来により県営住宅の外壁モルタルの剝離が発生
したため、住民の安全を確保する必要があることか

ら、同様な外壁モルタルの撤去、修繕を行うものであ
ります。また、県営住宅の修繕及びその相談に関して
は指定管理者が実施しており、修繕に当たっては、緊
急性の高い箇所から対応しております。引き続き迅速
な対応をとるとともに、十分な修繕が行えるよう予算
の確保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）　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）　３、知事の
公約についての御質問の中の(1)、保育料の無償化に
ついてお答えいたします。
　保育料の無償化については、国において、３歳から
５歳までの全ての子供及び住民税非課税世帯の０歳か
ら２歳児を対象に、2019年10月から実施することと
されております。県は、待機児童の解消や質の高い幼
児教育・保育の確保、子育て世帯の負担軽減など、子
育て支援の充実を実施しているところであり、国の推
進する保育料の無償化について、市町村とも連携し、
着実な実施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）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　３の知事の公約についての
御質問で(2)、子供たちの派遣費用の助成についてお
答えいたします。
　県教育委員会では、これまで離島から県高等学校総
合体育大会、九州大会及び全国大会に参加する高校生
に対して派遣費を助成しております。中学生について
も、これまで九州大会や全国大会に参加する生徒に対
して派遣費を助成しており、さらに、平成27年度か
ら県中学校総合体育大会に離島から参加する生徒に対
しても派遣費を助成しております。また、文化部活動
においても、高校生、中学生に対して離島から本島で
の大会及び県外大会に派遣費を助成しております。新
たな基金の創設については、どのような取り組みが可
能か関係機関と連携し、研究してまいります。
　次に同じく３の(3)のイ、学校給食費の軽減・無償
化についての御質問にお答えいたします。
　経済的に困窮している児童生徒の学校給食費につき
ましては、生活保護や就学援助による支援が行われて
おります。こうした中、県内において25の市町村が給
食費の全額または一部助成を行っております。
　県教育委員会としましては、就学援助が必要な家庭
に行き届くよう、全県的な就学援助制度周知広報事業
を実施するとともに、子どもの貧困対策推進交付金を
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活用した就学援助の充実を図る事業等を実施している
市町村の事例を周知してまいりたいと考えております。
　同じく３の(4)で、公立学校の空調設置率等につい
ての御質問にお答えいたします。
　平成30年９月１日現在における公立学校の普通教
室における空調設置の割合は、小学校で83.4％、中
学校で81.9％、高等学校及び特別支援学校は100％と
なっております。県及び市町村においては、これまで
国の補助制度を活用し、整備を進めてきたところであ
ります。
　同じく３の(5)で、空調整備に係る国の補正予算の
活用についての御質問にお答えいたします。
　国においては、熱中症対策として今年度補正予算に
より空調整備を早急に進めることとしており、財源に
ついても地方財政措置を拡充するなど市町村の負担を
軽減することとしております。
　県教育委員会としましては、市町村における空調整
備の促進が期待できることから、今後の国の動向を注
視しながら、市町村と連携し、積極的に同補正予算を
活用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）　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）　知事の公約について
の御質問の中の(3)のア、こども医療費助成事業につ
いての御質問にお答えします。
　通院の対象年齢の拡大につきましては、現在、県内
の全市町村を対象とした意向調査を行っているところ
であり、調査結果を踏まえながら市町村と拡大に向け
た協議を進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）　上原　章君。
〇上原　　章君　どうも御答弁ありがとうございまし
た。
　何点か再質問させていただきたいと思います。
　まず、31年度の予算について、概算要求の満額確保
に向けて頑張りたいという答弁でしたけれども、前回
も同額の概算要求で最終的に3010億円だったと思う
んです。今、新しい知事が誕生して、国としっかりし
た信頼関係をつくる中で、この満額というのが本当に
得られるんじゃないかなと思うんですけれども、12月
そういった予算が決まる中で具体的にこの満額に向け
てどのような取り組みをされているのか、またしてい
こうとしているのかお聞かせ願えますか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。

　内閣府のほうで８月末に概算要求を3190億要求し
ました。県のほうとしては3600億程度の予算規模を
ぜひ要求していただきたいということがありましたけ
れども、今回要求したと。内閣府とは事あるごとにい
ろんな情報交換をしております。ただ、やはり知事就
任しておりますので、日程の調整等々といろいろある
かもしれませんけれども、早い時期に沖縄振興予算の
3190億円の満額確保と、それと沖縄振興一括交付金
の1253億円が要求ですけれども、それ以上の額が確
保されるようにということで、知事を先頭に取り組み
を進めていきたいと考えています。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　知事、この予算について市町村も大
変厳しい中でこの数年ずっと交付金が減額されて、そ
れぞれの地域振興のための予算、一生懸命、事業・メ
ニューをつくった中でそれが減らされてきているわけ
なんですよね。あと残り３年余りのこの振興計画の中
で、新しい知事が誕生して本当に国とのしっかりした
信頼関係を私はつくらないと――先ほど対話という話
がありましたけれども、トップリーダーのセールスを
しっかりやらないと、各部署もまた市町村に知事の双
肩というのはやっぱり責任が本当に比重があるとは思
うんですけれども、ぜひその決意を示していただけま
せんか。
　知事の決意をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時40分休憩
　　　午後５時40分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　せんだっても安倍総理、菅
官房長官や沖縄担当大臣とお会いしたときもさまざま
な要求についても真摯にお願いをさせていただいたと
ころでありますし、この振興予算の確保に向けては、
さらに内閣府沖縄担当の部局を初め、関係機関との連
携もまた一層密にしながら、概算要求額の満額確保と
沖縄振興一括交付金の1253億円以上の額が確保でき
るよう、真摯に取り組んでまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　最初のスタート、非常に期待してお
りますのでよろしくお願いします。
　那覇空港の第１滑走路と第２滑走路の間を埋め立て
し、旅客ターミナルを移転してほしいというこれは経
済界からの皆さんからもあります。この件について県
の見解をお聞かせ願えますか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
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〇企画部長（川満誠一君）　那覇空港の拡張について
は重要な課題だと認識しておりまして、今議員が御指
摘の経済界・団体等は、那覇空港拡張整備促進連盟と
いうのを立ち上げてございまして、昨年12月には沖
縄県のほうに、そのときには浦崎副知事が応対してお
ります。13日には上京されて国等に石井国土交通大臣
や菅官房長官、自民党幹事長、公明党代表等へも要請
しておられます。その際に、これは伝聞でございます
が、国交大臣からは、那覇空港の重要性、旅客の伸び
は理解している。まずは第２滑走路にしっかりと取り
組んで県と連携しながら、中長期的に取り組んでまい
りたいというふうなお返事をいただいたと伺っており
ます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　この件に関しては、県としては正式
に国に要望したという認識でよろしいんですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（川満誠一君）　県としては、まだ調査の
段階でございまして、今、経済界も含めて幅広く意見
を伺って今後取り組んでまいりたいと、急いで取り組
んでまいりたいというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　国交省は正式に県から要請を受けて
ないというのが、実は認識なんです。ですから、これ
だけ経済界が促進協議会の皆さんが、今一生懸命――
那覇空港建設がもう本当に完成に向けて進んでいるわ
けですけれども、その辺は県がしっかりリードしてそ
の真ん中にターミナルをつくるというその方針はこれ
いつ出すような方向ですか。
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43分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　空港の現状については認識
しておりますので、これは埋めるにしてもどっちにし
ても長期間要するということで、今県としては、新沖
縄経済戦略で次の振計をにらんで、それとドッキング
させて長期的な展望を開きたいということでこれ申し
送りをしています。ぜひともこの臨空・臨港都市を目
指して、空港の拡充ということで入れてありますの
で、これから検討して、長期にわたる計画を練ってい
きたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　よろしくお願いします。
　あと、補正予算についてなんですが、県単融資の

20億増額、これは各中小企業、小規模企業の申し込
みがこれからますますふえるということでそういう増
額の予算配分をしていると思うんですが、これだけ融
資がふえている背景を県はどう認識していますか。
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）　御存じのとおり景
気の拡大が続いてもございますので、そういう意味で
は資金需要が旺盛であるということもございます。ま
た、それぞれいろいろな競争もございますけれども、
金利の引き下げが行われているということもございま
して、そういう意味でそこら辺の需要がふえていると
いうふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　県内の本当に99％、中小・小規模企
業という中で非常に皆さん頑張っていただいているわ
けですけれども、県がしっかり支えるための事業だと
思います。
　１点、ぜひこういった今の企業の後押しという意味
では、私は金利、または保証料の負担軽減も支援も考
えるべきじゃないかなと思うんですがいかがですか。
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）　ほとんど毎年金利
変動ございますけれども、貸出金利のほうも低くして
きていますし、それからあと保証料のほうも低くして
きています。なるべく借りやすい方向で制度を整えて
きている状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　それぞれの多分職業の皆さんとも中
小企業振興条例もつくりましたし、その辺のお互いの
分科会とかでやりとりもやっていると思いますので、
いろんなそういう思い、しっかり受けとめて頑張って
いただきたいと思います。
　次に、正社員の雇用拡大助成金事業、私は当初、こ
れことしから３年間の新規事業ということで、非常
に期待していたんです。年間300人目標に正規雇用に
もっていけると。しかし、半年たって一括交付金とし
て認められない。１億6000万返さんといかぬ、返す
というか通らなかったという、この見通しが甘かった
のか、その辺説明願えますか。
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）　これ、労働局のほ
うでは、我々の事業35歳以下という若年層なんですけ
れども、彼らのほうではそれ以上の方々の助成金とい
うのをやってございます。そういう意味では、その違
う部分を押さえる意味での事業として組み立てたんで
すが、一括交付金を活用するという段階におきまし
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て、法人に直接的な経費の補助じゃないかということ
もあるんですが、ただしということで、特段の事情が
ある場合はこの限りでないということもあったもので
すから、それを調整していたと。そういう特段の事情
を認めてくれるかということの調整をしていたんです
けれども、そういう意味では非正規雇用が高いとか、
そういうことをやっていたんですけれども、それが認
められなかったということがございまして、ただ、そ
れを国庫ではできないんですが、県単の部分を使いま
して、じゃ期間を短くし給付金を少なくし、数も少な
くしたんですけれども、それでもってまず実証的に実
施しようと、その効果を見てもう一度一括交付金とか
その他のスキームを変えるとか、そういうところにや
るということで実施しようということで考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　当初予算で２億余りを皆さん計上し
て、この事業をしっかりやりますと。私たちも議会
で、これはいい事業だということで通ったんですね。
しかし、本当に一括交付金、沖縄の特殊事情、いろん
なそういう皆さん各部局はメニューをつくると思うん
ですけれども、振興計画も７年目に入って、それでも
こういった国とのやりとりの中で、ＭＩＣＥもそうで
したけれども、結局通りませんでしたということが起
こること自体、私はもう少し各部局は予算について国
との各省とのしっかりした意見交換、キャッチボール
をしていないと。見切り発車でこういうことが連続し
て起こると、どういうふうな予算折衝をし、またメ
ニューづくりに取り組んでいるのか非常に疑問なんで
すよね。結局通りませんでしたで、今言った一般財源
でやってみて結果を出してまた交渉しますというやり
方じゃなくて、当初予算に組むからにはしっかりと国
と交付金の使い方のお互いに共有というのをしっかり
してないと、あと残り３年同じようなことがまた起こ
るのかなと、私はちょっと心配しているんですがいか
がですか。
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）　この事業は新規事
業ということで上げて、それがある程度は前まで行っ
たんですけれども、最後の段階でその特殊事情が認め
られなかったと。そういう意味で我々もこれは有効で
あると思っていますので、先ほど言いましたようにも
うちょっと詰めてきて、それからスキームは変えられ
るんだったら変えて再度チャレンジしていきたいとい
うふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。

〇上原　　章君　この国費１億6000万、これはその
後どういう形になるんですか。
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）　一括交付金、これ
は他の部分で先ほどの増額部分もございますので、そ
ちらのほうに流用させていただいているという形に
なっております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　ぜひ今後しっかりした予算計画を立
てていただきたいと思います。
　あと次に、知事、私知事の公約を詳細に読ませてい
ただきました。その中に保育の無料化と、非常に私た
ち党としてもこれは取り組んでいる制度・政策なんで
すけれども、実際先ほどの答弁では、国が来年やる、
それをしっかり市町村と連携をとってやっていきたい
ということの答弁でした。来年消費税が上がる、その
財源で国はそういった子供の教育の無償化とかやる
と。新知事の公約にあえて入れているわけですけれど
も、私はこれ前倒しで知事がやるのかなと思っていた
んですけれども、むしろ国の政策をただそのまま入れ
たような答弁でした。この件に関して見解があります
か。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時52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。
　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）　保育料の無
償化につきましては、国において来年の10月から消
費税の引き上げに伴ってというところで進められてお
りますので、それにあわせて県としてもまだ確実に財
源のお話とかも決まっておりませんので、その辺も踏
まえまして国の方針にのっとって市町村と連携しなが
ら取り組んでいきたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　知事、公約に入れたわけですから、
財源を含めてしっかり自分が取り組むという意味での
公約だと私は認識するんですけれども、国は国のそう
いった子ども・子育て政策としてしっかりやろうとい
うことだと思うんで、それはそれであわせてやってい
くのは重要なことだと思います。ぜひ、むしろ沖縄が
モデルになるぐらいの取り組みの施策を私は示してほ
しかったなと思います。
　あと、先ほど離島の子供たちの遠征費用、また県外
への派遣、これが新たな基金の創設と。先ほど教育長
は研究しますというような答弁でしたけれども、しっ
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かり既存の事業で今派遣していますなんていう話、こ
れはこれで評価しますけれども、新たに沖縄県の子供
たちを、また離島の子供たちをしっかりサポートして
いくという意味ではこの基金に私は期待しているんで
すけれども、具体的にどこから歳入を考えているの
か、また総額はどのぐらいを算出しているのかぐらい
は、公約に掲げた以上はしっかり出すべきじゃないか
と思うんですが、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）　派遣費についてはこれまで
も行ってまいりました。引き続き派遣費の支援につい
て当然継続をしてまいりますとともに、今後とも関係
部局等とも連携をして派遣費の負担軽減が図れるよう
に努めてまいりたいと考えております。
　基金につきましては、今具体的に財源というふうな
御質問なんですけれども、これはもう関係部局等とも
またいろんな団体とも意見交換しながら研究してまい
りたいと。その派遣に関しましては県の補助もありま
すし、いろんな関係団体、また市町村等からもありま
す。そういうところともいろんな意見交換が必要に
なってくるかと考えておりますので、いずれにしても
派遣費の負担軽減が図られるように引き続き努めてま
いりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　ぜひお願いします。
　あと知事、公約について特化して私は質問していま
すけれども、子供の医療費の助成年齢――通院分です
ね。それから給食費の支援、これは実は知事の公約に
全く触れられていないからあえて質問しています。で
すから、具体的に県として年齢の引き上げ、それから
給食費、これはもう先ほど教育長は困窮している世
帯、生活保護とか就学支援の中で、また今ある市町村
が頑張っておりますとかいう答弁でしたけれども、知
事として給食費の支援は全く考えていないということ
なのか、お聞かせ願えますか。
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。
　先ほど答弁しましたが、現在、経済的に困窮してい
る児童生徒には生活保護や就学援助による支援が行わ
れていることと、また25の市町村で全額または一部
助成が行われているという現状がございます。
　そういった中で県教育委員会としましては、経済的
に支援を要する児童生徒への支援が大切であり、また
それが行われているということ、またあとは無償化の
実施には継続的な多額の財源の確保が必要となってま
いります。現在、給食費総額でまいりますと、毎年約

68億近くございます。それについてまた市町村のそ
れに対する支援状況も程度に差があります。就学援助
についても基金の活用で充実してまいりましたけれど
も、取り組みに若干差があろうかと。
　そういった中で、この無償化という御意見でありま
すけれども、それについては関係機関、市町村等も含
めて、課題等について整理しながら研究していく必要
があろうかなと考えております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　知事、子供の貧困、最重要だという
ことで沖縄県は全国でも本当に類を見ない貧困率だ
と。そういう中で生活保護を受けている人、または本
当に支援が必要だと、これは当然しっかりやらなく
ちゃいけないんですけれども、今多くの家庭で、給食
費の軽減は全額補助じゃなくても半額、一部、そう
いった市町村が先ほど25地域で頑張っていると。これ
市町村は本当に子供の食をしっかり守らなくちゃいけ
ないということで、市町村は限られた財源で捻出して
頑張っているんですよ。そういう意味では、知事が新
しくこういう公約の中に給食費の支援を入れないとい
うのは、私はちょっと違うんじゃないかなと。市町村
としっかり連携をとって県としてもその事業はしっか
り取り組みたいというのは私は言うべきではないかと
思うんですが、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　子供の貧困問題は本当に喫
緊かつ深刻な課題であります。そのことについては翁
長前知事の最重要政策ということで、私もそれを継承
してその子供たちの貧困を取り巻く環境もサポートし
ていけるように取り組んでいきたいと思います。
　それから、今ほどありました質問の中では、給食費
の補助などについても触れていらっしゃいました。私
は公約の中で、認可外保育施設の給食費の補助につい
ては引き続き支援しますというふうなことも含めて入
れております。また先ほど教育長から答弁がありまし
たとおり、市町村との連携、あるいは関係機関との連
携、あるいはその予算の組み立て方等々、非常にその
協議においては一概にすぐ並列的にできるような環境
にもないだろうということもいろいろ意見を聞いてお
ります。ですから、しっかり議論をして公約の実現に
ついては真摯に取り組めるように進めていきたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　認可外の給食費は与野党を超えて頑
張ってきたんですよ、この何年間も。それを乗っけて
私は給食費をやりますというのはこれは私は論外で、
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今議題にしたのは小中学校の給食費の支援を市町村だ
けに任せないで、県もしっかり取り組みますと私は
言ってほしかった。これ、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　市町村あるいは関係機関と
協議をして真摯に取り組んでいけるよう頑張りたいと
思います。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　もう一点最後に、クーラーの設置率
100％を目指すと明確に公約に入れてあります。国も
補正予算でしっかり取り組むと。その中で知事は市町
村のこの負担分含めて県としてもしっかり負担を考え
ていきたいというのを私はしっかり持っていて100％
設置しますということで認識して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６時２分休憩
　　　午後６時２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）　クーラーの設置整備につき
ましては、市町村との役割分担もございます。市町村
立学校につきましては、教職員の給与費とか旅費とい
うのは県が負担するということになっていますけれど
も、それ以外の学校の運営費、整備は市町村の役割に
なってございます。そういった中でこれまでやってま
いりましたのは、一括交付金を活用した事例とかござ
いますので、そういう事例を紹介してこういう整備方
法もございますよというのはいろいろな場で提供して
進めてまいりました。今回、また国の補正が補助裏に
ついては地方財政措置というか、補正予算債というの
が100％充当すると。それの償還については一定の交
付税措置があるというふうな説明会があるようですの
で、その辺等も周知しながら市町村にぜひこの制度を
活用して整備に努めていただくようにこちらも連携し
てまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　知事、公約で100％設置しますと
言ったわけですから、私は県も身を切る、しっかり予
算確保しないと。市町村にはしっかりアドバイスしま
すとか、それで市町村に頑張ってもらいますというの
は、公約に掲げること自体僕はおかしいんじゃないか
なと思っています。
　よろしくお願いします。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後６時４分休憩

　　　午後６時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　次の質問及び質疑に入ります前に報告いたします。
　本日の会議に出席できない旨の届け出がありました
公安委員会委員長阿波連光君から、これより以降の会
議に出席するとの届け出がありました。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を続行いたします。
　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　皆さん、私のためにお集まりいただ
きまして大変ありがとうございます。
　玉城デニー知事、就任大変おめでとうございます。
　維新の会は少数会派ということで代表質問がないも
のですから、きょうは、私、大城から代表質問の位置
づけの一般質問ということで、維新の会で一番人のい
い大城が行いますのでよろしくお願いいたします。
　冒頭で知事の政治姿勢ということですけれども、今
回は初議会ということもありますので結論を求める部
分というよりは、我々が重要と考えている３つについ
て、知事の姿勢等を確認しながら維新の会のスタンス
を説明しながら議論したいと思っています。ぜひ肩の
力を抜いてデニー知事の見解、考え、思いを答弁いた
だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
　それでは一般質問に入ります。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、知事は所信表明の中で誇りある豊かさの実現
に向け３つの視点を基軸に諸施策に取り組むとし、最
初に新時代沖縄を日本の再生に貢献し得る方向に導く
とした。今後取り組むさまざまな施策の中でＭＩＣＥ
事業は重要な役割にあると認識するが、大型ＭＩＣＥ
施設事業実現に向けた決意と今後のスケジュールを伺
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。
　大型ＭＩＣＥ施設は、アジアのダイナミズムを取り
込み、本県の持続的発展に寄与する重要な施設でござ
います。今月９日には、知事が沖縄担当大臣に要望書
を手渡したほか、12日に総理官邸を訪問した際にも、
早期交付決定の申し入れを行いました。
　県としましては、沖縄の成長可能性を引き出す大型
ＭＩＣＥ施設の整備に向けて、知事による国との対話
や国への働きかけ等をスピード感を持って行い、早期
の交付決定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）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　何度も答弁を聞きましたけれども、
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当初2020年オリンピックの年の夏ごろには開業予定
でした。大分スケジュールがずれてきたんですけれど
も、これは現時点でどれぐらいずれていると考えてい
るのか。今後のスケジュールとしていつごろまでには
どうしても供用開始したいという考えがあるのかその
辺を再度お願いします。
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）　お答えい
たします。
　現在の県の計画では、全てを一括交付金でというこ
とでございますので、大体一括交付金のお尻の期間に
合わせて建設を達成したいという考えでございます。
　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　ずっとこれまでも議論したように、
経済波及効果が603億円、雇用効果が7873名という
ような数字も出ました。ただこれは前提として世界が
注目するオリンピックの年に開業することによって、
やっぱり最初一度沖縄に展示会等が誘致できれば継続
してそういう展示会とか見本市はやるからどうしても
このオリンピックの年にこだわりたいということだっ
たんですよね。それが１年おくれる、２年おくれると
いうことになるとやっぱりこういうような経済波及効
果とかそういうようなものにも影響するんじゃないか
なと思って非常に危惧しているんですよ。きょうたく
さんの議論もありましたけれども、やっぱりそれも含
めても一括交付金に頼るにしても何にしても、何か次
の手がないものなのかなと思うんですけれども、その
辺については同様の答弁しか出ないですか。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）　確かに東
京オリンピックの年は逃してはしまいますけれども、
アジアの勃興する経済のダイナミズムをうまく捉える
ということです。それから国もＭＩＣＥを振興してい
ますので、インバウンドを組みましてＭＩＣＥの可能
性というものはこれからもどんどん2020年以降も大
きくなりますので、我々としては一日も早く大型ＭＩ
ＣＥの建設を実現させていきたいなというふうに思っ
ております。そして現状のところは、やはり過去から
基本構想、基本計画等全て一括交付金でやっておりま
すので、ぜひ一括交付金の交付決定に向けて知事を先
頭に全力で今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）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　事務方では、これまでも議論があっ

たように、もうこの１年で20回以上国とやりとりを
しましたよと。168の宿題に答えてきましたよという
のは、この１年ぐらいずっとそういう議論になってい
るわけです。だからもう我々、知事、ちょっと事務方
ではもう限界に来ているという認識があるんですよ。
やっぱりこれは政治判断が必要、政治決断が必要だと
思うのですけれども、このＭＩＣＥの必要性について
知事はどのように認識しているのですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　県といたしましては、沖縄
21世紀ビジョンを進めていくための大きな施策である
ということはしっかり持っておりますし、国のほうと
は収支の見込みや周辺整備それから交通要件などなど
さまざまな調整を重ねてきておりますけれども、沖縄
の成長可能性を引き出していくのがこの大型ＭＩＣＥ
の計画であるというふうに思っておりますので、引き
続き鋭意取り組んでいきたいというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　さっき言ったように、もうとにかく
政治家の私は決断が必要だと思っています。実は我々
は前からこの基本設計もここまで事務方が議論してき
て答えが出ないものを、今の数字では私も限界が来て
いると思うんです。だから基本設計も一括交付金とい
う議論をしていますけれども、既に維新の会として
は、もう基本設計の３億は県が出してやってと。そし
て３億あれば今決まっている業者の皆さんが国にぐう
の音も出ないぐらいの数字を、根拠をつくってそれを
ぶつけるべきじゃないじゃないかというのをこれまで
も提案してきました。その後の、じゃもし一括交付金
が使えなかったらどうするかという部分も含めて、さ
まざま課題はあると思います。ただ一括交付金が認め
られたとしても今これだけ一括交付金が減らされる中
で、五百数十億の事業を二、三年でつくるとしたら
やっぱりほかの事業がまたとまってしまうという課題
もありますので、その辺は我々もまた今この３億はも
う直接県が出す。そしてその後の建設についてはどう
するかというのは、また維新の会の中でもっと政策を
たたいて次の議会以降提案してまいりますので、ぜひ
これは一緒に連携してどうしても実現しないといけな
い事業ですから、よろしくお願いしたいと思います。
　この件は以上です。
　次に進みます。
　(2)番目に、誇りある豊かさのところでは、基地問
題ですよね。とにかく対立、分断を乗り越えて基地の
問題解決に取り組むと、そして辺野古の基地建設反
対、普天間飛行場の閉鎖・返還を求めるという中です
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けれども、解決に向けた具体策とスケジュールをまず
簡潔に。同じ答弁であればいいですのでお願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　普天間飛行場の５年以
内運用停止を含む危険性除去は、喫緊の課題であり、
辺野古移設とはかかわりなく実現する必要があると
思っております。県はこれまでも普天間飛行場負担軽
減推進会議において求めておりましたが、今月12日
の玉城知事と安倍総理や菅官房長官との面談において
も求めたところです。
　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。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　その辺の答弁は今までもありました
のでいいんですけれども、私がまず１点目に確認した
いのは、政治は論理的にやらないといけないと言われ
ていますけれども、きょうの議論を聞いても基地問題
は全力で解決していきますと。辺野古は反対ですとど
うしてもつくらせない。普天間は閉鎖・返還ですとい
うものが主張ですけれども、これまでの県政の姿勢と
いうのはやはりそれに対して沖縄側からの対案は出さ
ないというような部分をとっていたと思います。玉城
知事においては、やはりそういうこれまでの国会議員
としての経験も含めて辺野古はつくらせないにして
も、この沖縄の基地負担の軽減あるいは普天間の軽減
のために、先ほど来ある全国の都道府県への応分の負
担をお願いするのは当然ですけれども、それ以外の提
案、対案というものは出していく姿勢ですか。それと
もここから沖縄からはそういう提案はしないという姿
勢ですかお願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時31分休憩
　　　午後６時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　沖縄県側から何かの代替案
を提案するというふうなことは、これは恐らくないで
あろうというふうに思います。他方、この公約の中で
私が万国津梁会議（仮称）ですが、それを創設しよう
というふうには思っております。その中では、さまざ
まなプラットホームでの議論を意見を聴取していきた
いというふうに思いますし、そこでいろんな識者の

方々からの建設的な意見なども聞きながら、どのよう
にして沖縄県としてその平和の構築に向けて具体的に
作業をしていくのかということについては、それはま
たたくさんの議論をぜひお願いし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　我々これまで見てきて辺野古はつく
らせない、それはもう翁長県政もわかるしデニー知事
も公約ですからそれでいいです。ただこれまでは、そ
の辺野古にこだわるが余り、それ以外の基地負担の部
分についても国と協議とか対話とかができてこなかっ
たんじゃないかなと危惧しているんです。だからそう
いう意味でこれまでの政治経験も含めて私は、玉城デ
ニー知事であればそういうような新たな提案などもで
きるんじゃないかなと思うし、今おっしゃったような
協議会なんかも活用していいと思うのですけれども、
我々維新の会は馬毛島案をぜひやりたいと、これが沖
縄の基地負担の軽減につながるという思いで進めてい
るんです。馬毛島案については、旧民主党政権時代に
も議論された経緯があると思いますけれども、その辺
についてどのような認識を持っていますか。県当局で
も知事でも。できれば知事にお願いしたいのですけれ
どもね。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時33分休憩
　　　午後６時34分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　先ほどありましたとおり県
は、平成28年５月12日に大阪維新の会から普天間飛
行場の訓練移転の提案を受け、現に公の党からの提案
ということで翁長知事が現地を確認する必要があると
考え視察したという経緯があります。私も国会議員に
在籍しているときには、その馬毛島案については聞き
及んでおりました。けれども現在の県の方向性として
移設先としての適否は判断できないということになっ
ております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　我々も辺野古の代替としてというの
は難しいと思います。基地ではありません。ただやっ
ぱり4000メートルの滑走路ができる島です。周囲16
キロ、粟国島くらいの大きさのもともと500名ぐらい
住んでいた島が今40年間無人島になっていますから。
ただ我々は、馬毛島をやることによってやっぱり普天
間や嘉手納、オスプレイは当然、オスプレイでも30
分で行くと言われています。戦闘機であれば15分で行
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くと言われています。だから嘉手納の訓練、普天間の
訓練そういうようなものを馬毛島でできるじゃないか
と。それから高江のヘリパッドの騒音の害についても
伊江島のパラシュート訓練についても、そういうよう
なものを馬毛島でやることによって間違いなく沖縄県
全体の基地の負担軽減になると思うんですよ。だから
これについても我々はとにかくいろんな報道もありま
すけれども、実現可能だというふうに自信を持ってい
ますし、それについてもまたこれからうちの中で案を
たたいて提案していきますので、ぜひまた議論しなが
ら進められればいいなと思いますのでよろしくお願い
します。
　３番目に移ります。
　誰ひとり取り残すことのない優しい社会を構築しま
すという部分ですけれども、これも再三議論がありま
した。子供の貧困対策を最重要政策に掲げて取り組む
としていますけれども、具体策と財源についてお願い
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）　県政の最重
要施策として子供の貧困対策については、具体的には
沖縄こども未来県民会議など行政と民間の幅広い支援
体制を構築するほか、待機児童の解消とか、公的施設
への放課後児童クラブの設置促進、それから母子健康
包括支援センターの全市町村への設置促進などに取り
組むこととしております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　知事、知事の政策の中で、知事が就
任をしてやはり県政の最重要課題にしたいと、子供の
貧困問題を最重要課題にしたいと政策として進めたい
という思いはあると思います。知事のそこに込めた思
いというのを聞かせていただきたい。お願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　ありがとうございます。
　どの子も生まれて健やかに育ち、そしてその子供た
ちが成長していく中では、お父さん、お母さんが安心
して子育てができるような環境であること。それは私
はコストではなく投資であるというふうに思います。
将来人材として成長していく子供たちが、生まれの出
自やその環境の違いでスタートラインが異なってしま
うということがないように、つまり貧困が始まらない
というその前提において支援ができるようなことをや
はり私の公約の中でも、切れ目のない子育て支援とい
うことを重要政策に位置づけさせていただいておりま
す。これまで県が取り組んできました子供の貧困問題
に対する課題も最重要政策ですし、子供たちを取り巻

く環境をいわゆる何て言うんでしょう――あらゆる角
度から見てみますと、必ずしも子供と家庭だけの問題
ではないところがたくさんあると思います。雇用の問
題にしろあるいは企業の業績の問題にしろ、さまざま
なその検討していくための足がかりが必要になってく
ると思うのです。そのことを全庁的に取り組んでいく
ということを含めて私の県政では、やはり子供の貧困
問題を最重要政策と位置づけ、その切れ目のない支援
が誇りある豊かな沖縄の一助になると、社会の形成の
一助になるというふうに認識しております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　同感です。そしてまた今のお話、知
事の熱い思いを感じました。ただし、所信表明の中で
15の政策がありますけれども、その中で見るとこれ
まで県もそこは力を入れてきました。そして平成27年
度に作成した沖縄県子ども貧困対策計画でこれまで取
り組んできたことだけなんですよね、今回の所信表明
の中では。だからやっぱりデニー新知事のカラーとい
うのがあれに出てこなかったなと思っているんです。
やっぱりその中でも冒頭に挙げた中高のバス料金の無
料化というのは少しそこにさらにプラスした部分だと
思うんですけれども、ちなみにそこに財源というの
は、この中高校までバス通学の無料化にすると幾らぐ
らい必要か今答弁できますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時40分休憩
　　　午後６時41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）　中高生のバス通学費の負担
軽減につきましては、現在今年度から福祉部のほうで
ひとり親家庭の実証事業を開始しております。その中
で人数とかいろんな金額等も出てまいると思いますけ
れども、その結果も踏まえながら持続可能な支援のあ
り方について関係機関で検討していく必要があろうか
と考えております。現在幾らぐらいかというのは数字
は持ち合わせておりません。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　就任挨拶の中で取り組んでいきます
と具体的にあるんですけれども、事務方に聞いても今
言ったように福祉のほうで今２年間の実証実験中だ
からそれを検証してからとしか出てこないんですよ。
やっぱりその辺は、少し財源の部分が見えてこないと
いう意味では政策実行がどうなのという疑問を持たざ
るを得ないというのが１つ。
　もう一つは子供貧困問題としては、先ほど公明党さ
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んの上原議員からもありましたけれども、医療費助成
の拡充を求める部分というのは、今議会で請願が出て
いるんですよ。そして中学生までの拡大・拡充を求め
るというのが。これはもう全会派の代表がやりましょ
うということでの請願なんです。あれは非常に重いと
思うのですけれども、あれを中学生までの医療費の無
償化をした場合には、どれぐらいの財源がかかるかお
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）　中学生まででいいで
すか。
〇大城　憲幸君　はい。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　小学生はいいですか。
〇大城　憲幸君　いや、中学生まで広げた場合に幾ら
かかるのか。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　市町村の中には、段
階的に上げるというような意見もございますので、そ
れを踏まえて答弁したいと思います。
　まずことしの10月から未就学児を対象に現物給付
を取り入れました。これを通年でやると21億かかりま
す。小卒まで通院の対象年齢を拡充した場合29億か
かります。これは自動償還で拡充なんですけれども、
仮に現物給付で拡充した場合は小卒までで31億必要
になります。これを中卒まで自動償還で拡充した場合
は、約32.8億必要だろうというふうに見ています。そ
れが現物給付になった場合は、35.8億になるというふ
うに見ております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　この現物給付の部分については、こ
の請願の中でも今議会議論します。出てくると思うん
ですけれども、全国では中学校卒業までも86.9％無
償化なんですよね。沖縄は部長が触れていましたけれ
ども、市町村が努力しているところはあるけれども半
分ぐらいしかいっていない。やっぱり先ほどデニー知
事の子供たちに対する思いがありましたけれども、こ
れだけ経済的に厳しい貧困率が一番高い沖縄で、この
医療費の負担が親に重くのしかかっている。それを
やっぱり何とかしたいというのは、本当にデニー知事
の誰ひとり取り残さない政策の中心になると思うし、
我々は今議会議員全員がオーケーなわけですからこれ
は我々は進めるべきだと思うんです。この辺は今どう
考えているんですか。
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）　今現在市町村によっ
て給付水準というのはまちまちになっているというふ

うに考えています。市町村によっては今後とも積極的
にやっていこうという団体もありますし、慎重に検討
していくところもございます。
　県としましては、どの市町村、沖縄のどこに住んで
いても同じようなサービス水準が受けられるのが望ま
しいというふうな観点を考えておりますけれども、弱
いところの市町村のことも勘案しながらどういうふう
に引き上げていくかというのを市町村と連携しながら
協議していきたい。その上で方向性を決めていきたい
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　時間がなくなりましたけれども、デ
ニー知事、我々は身を切る改革なんですよ。とにかく
今問われているのは公約の実現、そしてこの貧困問題
を最重要課題とすると我々政治家が言ってそれをどう
実行するか。やっぱりそういったときに役所の職員の
皆さんはどうしても仕組みがない、あるいは予算がな
いという話をします。ただ大阪でやった改革というの
は、まず予算の使い方を決めている政治家の側から、
知事みずから自分の給料をチェックして３割削減す
る。そして４年間務めたら知事は退職金が4000万円以
上あると、それをやはりカットしてその部分を次の世
代に回していく。それが私はリーダーとしての決意だ
と思うんですね。これは我々議会議員のほうも一緒で
す。やっぱり我々予算を決める側がしっかり腹を決め
て身を切る改革をしてそれを県庁全体に県民全体に示
していくと。これが政治家の私は姿勢だと思うし、今
回知事が掲げた公約、今その実行力をいろいろ問う声
もあるんですけれども、やはり私も16年政治しなが
ら自分の身を振り返ってもいろんな要望に対して、こ
れは仕組みがないからとか予算がないからとかと言っ
てきたんですけれども、やはり仕組みとか予算をつく
るのは我々政治家ですから、ぜひ子供たちのための対
策をするためにやりましょう。そして我々具体的にこ
れからまた身を切る改革とか教育無償化の部分も次の
議会以降提案していきますので、ぜひデニー知事が
リーダーシップを持って決意をして子供たちの政策を
進めてほしいと思いますけれども、決意のほどをお願
いいたします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　御提起については、非常に
共感を持つものであります。私も公約の実現について
は各部局あるいは関係機関、市町村しっかり対話をし
て協議をしてでき得る限り誰ひとり取り残さない社会
の構築に向けては真摯に取り組んでいきたいというふ
うに思います。
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〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　知事の周りには副知事初め非常に優
秀な部長の皆さん、頭のいい皆さんがいます。ただこ
の皆さんに動かされる知事ではなくて、この皆さんを
知事が動かす、県民のリーダーが動かす。そういうよ
うな知事の姿勢に期待をして、とにかく貧困に苦しむ
子供たちのための政策を一つ一つこの４年間しかあり
ませんから実行できるようによろしくお願いをいたし
ます。エールとします。
　次に進みます。
　２番、台風24・25号の農林水産物への被害と対策
について。
　(1)、被害状況とその対策について伺います。
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。
　台風24号、25号による農林水産業関係の被害額は、
10月18日現在、サトウキビ、菊類等の農作物や農業
用施設等で約22億4611万円となっております。農林
漁業者への支援策としましては、農業改良普及機関へ
の営農相談窓口の設置、農業共済制度による経済的損
失の軽減、さとうきび増産基金による支援、農林漁業
セーフティネット資金等に対する利子補給の実施、災
害復旧事業による被災した施設の復旧などを行ってお
ります。また、国に対しても支援策の実施を要望して
いるところであり、引き続き関係機関や団体などと連
携し、早期の復旧と再生産に向けた支援に取り組んで
まいります。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　引き続き(2)、停電に伴う二次被害
が全国的に酪農分野や市場・貯蔵施設等で問題になっ
ているが、状況と対策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。
　台風に伴う停電により、酪農分野では、12戸の酪農
場において生乳約13トンが廃棄処理となっておりま
す。菊栽培においては、塩害による葉の黄化や枯死株
が発生、早期の花芽分化等への影響が懸念されており
ます。また沖縄県中央卸売市場においては、自家発電
機による電力供給を行い、市場機能の維持に努めたと
ころであり、大きな被害は受けておりません。
　県としましては、引き続き関係機関や団体などと連
携し、台風など災害時における発電機の事前準備など
必要な対策に取り組んでまいります。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　まず酪農ですけれども、基本的には
被害も非常に大きかったんですけれども、今回も全国

的にも問題になっているこの停電対策について、電気
の非常時の電源供給についてちょっと議論したいんで
すけれども、今酪農組合加盟の58戸中56戸で今回停
電したらしいんです。長いところで４日間停電したと
いうことで、今部長からあったように12戸の農家で
１万3326リットルの廃棄があったと。そしてその廃
棄だけではなくてやっぱり出荷後に捨てなければいけ
ないものだったり、出荷はしたけれども品質が劣化し
て二等乳になったとかというような被害も多数あるら
しいんです。それでこれだけ台風多発地帯の沖縄です
から、そういう非常用電源というのは酪農家がという
声もあるんですけれども、これも北海道で大きな問題
になりましたので全国的な問題として議論をされてい
ると思うのですけれども、そこについては県としてど
のように今後支援をしていく、あるいは今回の問題を
受けてどうしようと考えていますか。
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。
　今回の台風24号については、特に畜産関係の施設、
今回酪農もそうですけれども、停電等を含めてそれと
25号のたび重なる被害ということで複合的な被害が
出ているように感じております。今回北海道の台風21
号においても酪農については非常に大きい被害を受け
ているということで、国のほうで災害復旧の支援を検
討されているというふうに聞いております。そういう
ことも考慮して、農林水産部としても北海道の台風
21号と同様に同じような支援ができないか要望して
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　まとめて後でまた話をしますけれど
も中央卸売市場のほうなんですけれども、向こうもい
ろいろ部長からそんなに大きな被害はなかったという
ような趣旨の説明だったと思うんです。今２つ発電機
が設置されているんですけれども、それで何とかなっ
たという話もあるんですが、やっぱり現場に行ってみ
るとなかなか現場の皆さんは大分危機意識を持ってい
ます。もう少し停電が長引くと億単位の被害になった
んじゃないかというような話もあるんですよ。向こう
は冷蔵コンテナをつけてそこに荷主からのものを預か
る仕組みがあるんですが、そこの非常用電源がない。
それから仲卸が利用している建物のほうの非常用電源
がない。これちょっとびっくりしたんですけれども、
最近二、三年前に設置した給食の配送施設、一括交
付金で新しくつくった。そこにも非常用電源がない。
やっぱりそういう状況では、沖縄の食を預かる中央卸
売市場としていかがなものかなと思うわけですよ。そ
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の辺については、早急に国に要望するなり仕組みをつ
くってでも設置しないといけないんじゃないかと思っ
ているんですけれども、その辺についての認識はどう
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）　お答えいたします。
　先ほど答弁したように台風24号、25号については
停電がかなり長期にわたっていろんなところに影響が
出ております。特に今回の中央卸売市場でもライフラ
インに対する自家発電等については準備されていたよ
うですけれども、今議員がおっしゃるような部分につ
いては、準備等がされていなかったということで仲卸
棟に対してはその辺の今後の停電等を含めると少し検
討せざるを得ないのかなということで、今後のことを
考えまして、関係者のほうでまず災害発生時に対応し
たマニュアルを急遽検討していきたいというふうに考
えております。そして今議員がおっしゃるように、国
のほうへの要請等についても国交省、農水省に対して
そういう話も出ているという話を聞いておりますの
で、早急に検討して国等で要請ができるものについて
は早急に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）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　ちょうど今農水省が全国の重要イン
フラの緊急点検中らしいんですよね。それでその中で
卸売市場の非常用電源についても調査をして、11月中
には方針、対応策をまとめるという話があります。だ
から酪農についてもそうですけれども、国が仕組みを
つくってからそれでできますできませんではなくて、
やっぱり今の段階からぜひこれが必要なんだと。中央
卸売市場にしても酪農にしても、そういうようなもの
を提言していくというのが大事だと思いますので、玉
城知事にも先ほども申し上げましたけれども、やっぱ
り玉城知事も今回の知事選の中でも観光の付加価値を
上げるためにも農業、第１次産業の重要性というもの
はお話しされていたと思います。そういうものはどう
もこれまでは仕組みがない、予算がないの話が多かっ
たものですから、ぜひとも政策実現、公約実行のため
にこの農業の分野についても積極的に県から国に提言
していく。そして予算を身を切ってでもつくってい
く。そういうような強い決意で臨んでいただいて、一
緒に元気な沖縄をつくりたいと思いますのでよろしく
お願いをして質問を終わります。
　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
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。

　この際、お諮りいたします。
　決算については、10月９日の議会運営委員会におい
て17人から成る決算特別委員会を設置して審議する
ことに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、乙第18号議案、乙第19号議案及び認定第１号か
ら認定第23号までについては、17人の委員をもって
構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審
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）　次に、お諮りいたします。
　ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付してあります名簿のとおり指名いたした
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、決算特別委員会の委員は、お手元に配付し
てあります名簿のとおり選任することに決定いたしま
した。

――――――――――――――――――
　　　〔決算特別委員名簿　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　ただいま決算特別委員会に付
託されました議案を除く甲第１号議案、甲第２号議
案、乙第１号議案から乙第17号議案まで及び乙第20
号議案については、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）　休憩いたします。
　　　午後６時57分休憩
　　　午後６時59分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第３　陳情第95号の付託の件を議題といたし
ます。
　お諮りいたします。
　本陳情については、米軍基地関係特別委員会に付託
の上、審査することにいたしたいと思います。
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　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10月23日から
25日までの３日間休会と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、明10月23日から25日までの３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、10月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、これをもって散会いたします。
　　　午後７時０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　　仲宗根　　　悟

会議録署名議員　　糸　洲　朝　則
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平成30年10月26日

平成30年
第 ７ 回 沖縄県議会（定例会）会議録

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

平成30年10月26日（金曜日）午前10時開議

議　　事　　日　　程　第４号
平成30年10月26日（金曜日)

午前10時開議
第１　沖縄県離島医療組合議会議員の選挙
第２　那覇港管理組合議会議員の選挙
第３　乙第２号議案及び乙第３号議案（総務企画委員長報告）
第４　乙第１号議案（文教厚生委員長報告）
第５　平成30年第６回議会乙第１号議案（米軍基地関係特別委員長報告）
第６　沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則
　　　　大城　一馬君　　西銘啓史郎君                              
　　　　末松　文信君　　具志堅　透君                              
　　　　島袋　　大君　　仲村　未央さん                              
　　　　崎山　嗣幸君　　新垣　光栄君　　提出　議員提出議案第１号   
　　　　上原　正次君　　玉城　武光君
　　　　渡久地　修君　　上原　　章君
　　　　大城　憲幸君　　山内　末子さん
第７　乙第20号議案（総務企画委員長報告）
第８　乙第12号議案から乙第17号議案まで（経済労働委員長報告）
第９　乙第10号議案（文教厚生委員長報告）
第10　乙第４号議案から乙第９号議案まで及び乙第11号議案（土木環境委員長報告）
第11　平成30年第６回議会甲第１号議案及び甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第12　甲第２号議案（文教厚生委員長報告）
第13　子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書
　　　　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２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　　山内　末子さん 
第14　請願第４号及び陳情第49号（文教厚生委員長報告）
第15　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　沖縄県離島医療組合議会議員の選挙
日程第２　那覇港管理組合議会議員の選挙
日程第３　乙第２号議案及び乙第３号議案
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例
日程第４　乙第１号議案
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⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

⎫
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⎪
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⎬
⎪
⎪
⎪
⎪
⎭
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　　　　　　乙第１号議案　 沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例

日程第５　平成30年第６回議会乙第１号議案
　　　　　　平成30年第６回議会乙第１号議案　辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
日程第６　沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則
日程第７　乙第20号議案
　　　　　　乙第20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
日程第８　乙第12号議案から乙第17号議案まで
　　　　　　乙第12号議案　県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第13号議案　農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第14号議案　水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第15号議案　水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第16号議案　通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
　　　　　　乙第17号議案　地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について
日程第９　乙第10号議案
　　　　　　乙第10号議案　訴えの提起について
日程第10　乙第４号議案から乙第９号議案まで及び乙第11号議案
　　　　　　乙第４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５号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第６号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第７号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第８号議案　財産の取得について
　　　　　　乙第９号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第11号議案　車両損傷事故に関する和解等について
日程第11　平成30年第６回議会甲第１号議案及び甲第１号議案
　　　　　　平成30年第６回議会甲第１号議案　平成30年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第１号議案　平成30年度沖縄県一般会計補正予算（第２号）
日程第12　甲第２号議案
　　　　　　甲第２号議案　平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）
日程第13　子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書
日程第14　請願第４号及び陳情第49号
　　　　　　請願第４号　こども医療費助成制度の拡充を求める請願
　　　　　　陳情第49号　「沖縄戦における全学徒戦没者」の刻銘板に関する陳情
日程第15　閉会中の継続審査の件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（47名) 

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

欠　　　　　員（１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
次 　 　 長 勝　連　盛　博　君
議 事 課 長 平　良　　　潤　君
課 長 補 佐 佐久田　　　隆　君
主 査 嘉　陽　　　孝　君
主 査 宮　城　　　亮　君
政務調査課長 前　田　　　敦　君

副 参 事 兼
課 長 補 佐 仲宗根　園　子　さん

副 参 事 奥　野　英　明　君
主 幹 比　嘉　　　猛　君
主 幹 新　垣　勝　弘　君
主 幹 中　村　　　守　君
主 任 大　城　健　司　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。
　10月22日の会議において設置されました決算特別
委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に
仲村未央さん、副委員長に大城憲幸君を互選したとの
報告がありました。
　次に、昨日、大城一馬君外13人から、議員提出議
案第１号「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規
則」及び狩俣信子さん外11人から、議員提出議案第
２号「子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書」
の提出がありました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１　沖縄県離島医療組
合議会議員の選挙を行います。
　本件は、本県議会から選出された沖縄県離島医療組
合議会議員が辞職したことに伴い、沖縄県離島医療組
合規約第６条の規定により、本県議会議員のうちから
同組合議会議員１人を選挙するものであります。
　お諮りいたします。

　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　沖縄県離島医療組合議会議員
には新垣新君を指名いたします。
　お諮りいたします。
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　ただいま議長において指名いたしました新垣新君を
沖縄県離島医療組合議会議員の当選人と定めることに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました新垣新君が沖縄
県離島医療組合議会議員に当選されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　ただいま沖縄県離島医療組合
議会議員に当選されました新垣新君が議場におられま
すので、本席から会議規則第32条第２項の規定によ
る告知をいたします。
　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君　起立　会釈〕

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第２　那覇港管理組合議
会議員の選挙を行います。
　本件は、本県議会から選出された那覇港管理組合議
会議員が失職したことに伴い、那覇港管理組合規約第
８条の規定により、本県議会議員のうちから同組合議
会議員１人を選挙するものであります。
　お諮りいたします。
　選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第
２項の規定により指名推選によりたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定
いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　お諮りいたします。
　指名の方法につきましては、議長において指名する
ことにいたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議長において指名することに決定いたしま
した。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　那覇港管理組合議会議員には、
西銘啓史郎君を指名いたします。
　お諮りいたします。
　ただいま議長において指名いたしました西銘啓史郎
君を那覇港管理組合議会議員の当選人と定めることに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいま指名いたしました西銘啓史郎君が
那覇港管理組合議会議員に当選されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　ただいま那覇港管理組合議会
議員に当選されました西銘啓史郎君が議場におられま
すので、本席から会議規則第32条第２項の規定によ
る告知をいたします。
　西銘啓史郎君。
　　　〔西銘啓史郎君　起立　会釈〕

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第３　乙第２号議案及び
乙第３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２号議案及び乙第３
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、警察本部生活安全部長及び
刑事部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりまし
た。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第２号議案「沖縄県迷惑行為防止条例の一
部を改正する条例」は、専ら、特定の者に対するねた
み、恨みその他これらに類する感情を充足する目的
で、当該特定の者に対し、つきまとい等を反復して行
うことを規制するとともに、条例違反をした者に対す
る罰則の規定等を定める必要があるため条例の一部を
改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、本条例案は、ストーカー規制法でカ
バーできない部分を補うことになるのか、また、ス
トーカー規制法と本条例案の違いは何かとの質疑があ
りました。
　これに対し、本条例案は、ストーカー規制法等の現
行法令では対処できない、つきまとい等を反復して行
う行為を新たに規制するものである。ストーカー規制
法と本条例の違いは、ストーカー規制法では、恋愛感
情や好意の感情が認められない場合は規制できない
が、本条例では恋愛感情等がなくても規制することが
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可能となるとの答弁がありました。
　そのほか、ストーカー行為の県内における相談件数
とその内容、ストーカー行為に対する他県の規制状
況、これまで規制できなかったつきまとい行為の形態
とその件数、インターネット上での名誉を害する事項
も対象となるのかなどについて質疑がありました。
　次に、乙第３号議案「沖縄県暴力団排除条例の一部
を改正する条例」は、事業者による暴力排除活動をよ
り一層推進するため、事業者が暴力団の活動を助長す
ること等を知って、暴力団員等に利益を供与すること
を禁止する規定を追加するとともに、暴力団排除特別
強化地域を設定し、当該地域において、特定営業者が
暴力団員から用心棒の役務の提供を受ける行為等の禁
止と、その規制に違反した者に対する罰則を定める必
要があるため条例の一部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、暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律、いわゆる暴対法によりこれまで対応をし
てきたと思うが、今回の条例改正が必要になった理由
は何かとの質疑がありました。
　これに対し、法律では、暴力団から威力を用いてお
金を出せと言われている者に対する規制であったが、
中には、暴力団をうまく利用するためにみずからお金
を出して利用している人たちもいるために改正するも
のであるとの答弁がありました。
　そのほか、事業者が暴力団の要求を断りやすい仕組
みづくりの具体策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２号議案及び乙第３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２号議案及び乙第３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２号議案及び乙第３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）　日程第４　乙第１号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　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。
　実は私、１週間ほど前から腰痛を起こしておりまし
て歩行困難な状況であります。ちょっと時間がかかる
と思いますが、お許しください。
　ただいま議題となりました乙第１号議案の条例議案
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、子ども生活福祉部長の出席
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１号議案「沖縄県養護老人ホームの設備及び運
営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」
は、国の省令である養護老人ホームの設備及び運営に
関する基準の一部改正に伴い、養護老人ホームの職員
の配置基準を改める必要があるため条例を改正するも
のであります。
　改正の主な内容は、サテライト型養護老人ホームを
設置することができる本体施設に養護老人ホームを加
えるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、本体施設となる養護老人ホームとサテ
ライト型養護老人ホームにおける支援員の配置基準に
違いはあるのか、また、サテライト型養護老人ホーム
についても医師を配置しなければならないのかとの質
疑がありました。
　これに対し、双方の施設における支援員の配置基準
に違いはなく、入所者15人につき１人以上の支援員
を配置する必要がある。また、本体施設の医師により
健康管理が適切に行われることが認められる場合は、
サテライト型養護老人ホームについては医師を置かな
いことができるとの答弁がありました。
　そのほか、本体施設に養護老人ホームが追加される
ことになった背景、養護老人ホームの定義、サテライ
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ト型養護老人ホーム及び盲養護老人ホームのニーズを
把握するための方法、市町村が養護老人ホームに支払
う１人当たりの措置費の額などについて質疑がありま
した。　
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第１号議案は、全会一致をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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、乙第１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）　日程第５　平成30年第６回議
会乙第１号議案を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長仲宗根　悟君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　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平成30年第６回議会乙第１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。
　なお、平成30年第６回議会乙第１号議案は、平成
30年第６回議会に提案され付託されたものでありま
すが、慎重に審査をする必要があることから継続審査
になっていたものであります。
　委員会におきましては、知事公室長及び条例制定請
求者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、条例制定請求者への質疑の概要等について申し
上げます。

　まず、執行部から、平成30年第６回議会乙第１号
議案「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問
う県民投票条例」については、地方自治法第74条第
１項に基づき辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛
否を問う県民投票条例の制定請求がなされ、これを受
理し、同条第３項の規定により意見をつけて議会に付
議するものである。
　本条例案に対する知事意見として、地方自治法第
74条による直接請求は、間接民主主義を補完し、住
民自治の徹底に資するものであり、本条例の制定請求
は、必要な署名数を大きく上回る約９万3000筆の署
名をもってなされていることから、県民投票を通じ
て、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否につ
いての意思を表明し、その結果を県政に直接反映させ
たいという多くの県民の思いのあらわれと考えてい
る。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意義があるも
のと考える。
　なお、本条例案については、条例制定請求者の趣旨
を逸脱しない範囲で、市町村の事務の明確化、字句の
整理等法制面から所要の修正をする必要があるとの説
明がありました。
　本案に関し、県の意見書の中の第12条事務処理の
特例の部分で、市町村が処理することができるを、市
町村が処理することとするに修正している理由につい
て質疑がありました。
　これに対し、原案のすることができるという規定で
は、市町村に事務を移譲することを定めたことにはな
らないと考え、市町村への事務の移譲を定めている県
の他の条例と同様に修正することが適当であるとの答
弁がありました。
　次に、投票率を70％以上にするためにどのような
広報活動を予定しているのかとの質疑がありました。
　これに対し、メディアを活用した広告としてテレ
ビ、ラジオコマーシャルであるとか、新聞広告、ウエ
ブサイトでの特設サイトの設置等を予定しているとの
答弁がありました。
　次に、事務移譲する市町村が県民投票を実施できな
いことになった場合、県民投票を実施することはでき
なくなるのかとの質疑がありました。
　これに対し、市町村の協力を得て、全ての市町村で
実施していただきたいと考えているが、万が一、協力
を得られない市町村があれば、当該市町村は県民投票
は実施されないということになる。全ての市町村で実
施されるよう丁寧に説明していくとの答弁がありまし
た。
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　条例制定請求者に関しては、県民の意思を的確に反
映させるという趣旨から、選択肢の幅はあったほうが
いいのではないかとの質疑がありました。
　これに対し、選択肢を経済振興策や地域振興策とリ
ンクさせていいはずがなく、それをてんびんにかけて
沖縄県民に判断させるということは酷だと認識してい
るとの答弁がありました。
　次に、県民に誤解を与えないよう、条例名に普天間
飛行場の代替施設としてという文言を入れる必要があ
るのではないかという質疑がありました。
　これに対し、普天間飛行場の代替施設としてという
文言を入れる必要は全くないと考えており、県民に議
論を促して県民投票を行うことが必要であるとの答弁
がありました。
　次に、５億円をかけて県民投票を行って何が得られ
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、民主主義の成熟というものが得られる
と考えており、辺野古米軍基地建設のための埋め立て
の賛否を議論し、判断することはお金にかえられない
価値があるものと考えるとの答弁がありました。
　次に、県民投票に臨むに当たり、どのような取り組
みを考えているかという質疑がありました。
　これに対し、豊かな未来をつくっていく過程とし
て、ワークショップやシンポジウム等でいろいろな考
えを持っている人たちが賛成・反対の立場から議論を
成熟させていくことになるとの答弁がありました。
　次に、県が８月末に行政手続にのっとって埋立承認
を撤回したが、撤回後に県民投票を行う意義について
どう考えるかとの質疑がありました。
　これに対し、公有水面埋立法第４条第１項第１号の
埋め立ての必要性を判断する要件において、県民の民
意が基地建設を許さないという判断であれば、裁判所
が埋め立ての必要性がないという方向に考える要素に
なるとの答弁がありました。
　そのほか、国民投票の検討の有無、９万3000筆近
くの有効署名の重みについての捉え方、県民投票の実
施時期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、平成30年第６回議会乙第１号議案については、
沖縄・自民党所属委員及びおきなわ所属委員からそれ
ぞれ修正案が提出されました。両修正案に対して質疑
が行われ、採決に先立ち、維新の会所属委員が表決態
度は本会議で示すということで退場しました。
　採決の結果、沖縄・自民党所属委員から提出された
修正案は、賛成少数で否決され、次に、おきなわ所属
委員が提出した修正案を諮り、賛成多数で可決されま

した。
　修正案が可決されたことに伴い、修正議決した部分
を除く原案について採決した結果、修正議決した部分
を除く部分は、賛成多数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。
　本案に対しては、末松文信君外17人から修正の動
議が提出されております。
　この際、提出者の説明を求めます。
　末松文信君。

――――――――――――――――――
　　　〔 平成30年第６回議会乙第１号議案に対する

修正案　巻末に掲載〕
――――――――――――――――――

　　　〔末松文信君登壇〕
〇末松　文信君　おはようございます。
　ただいま議題になっておりますところの平成30年
第６回議会乙第１号議案に対する修正議案を提案しま
した18名を代表いたしまして、乙第１号議案「辺野古
米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条
例」の修正を提案いたします。
　提案の内容は、乙第１号議案「辺野古米軍基地建設
のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」の一部を
別紙のとおり修正するものであります。
　提案理由について簡単に御説明申し上げます。
　まず本条例の題名についてでありますけれども、本
条例は、沖縄における米軍基地の整理縮小の一環とし
て県民の悲願である普天間飛行場の全面返還を実現す
るために、普天間飛行場の代替施設を建設するに当た
り、辺野古米軍基地の制限水域の一部を埋め立てるこ
とに対し県民の意思を問う条例であります。
　したがって、その目的を正確に伝え、県民の意思を
的確に反映させるため題名を「普天間飛行場の代替施
設建設に伴う埋立ての賛否等を問う県民投票条例」と
修正いたしました。
　同時に第１条中、「代替施設として国が名護市辺野
古に計画している米軍基地建設のための埋立」につい
てでありますけれども、埋め立て現場は、既に護岸工
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事が進められ埋立工事が実施されている状況にあるこ
とから、普天間飛行場の「代替施設建設に伴い、国が
名護市辺野古の米軍基地で実施している一部埋立て」
と修正いたしました。また第１条に、「県民の意思を
的確に反映させる」とあるように、県民の多様な意見
を的確に本県民投票に反映させるため投票の際の選択
肢を第６条第３項及び第４項において、賛成、反対、
やむを得ない及びどちらとも言えないの４択とするこ
とに修正を行いました。
　次に、本県民投票は、大変重要であることから投票
率などに関係なく、第10条の「投票結果の尊重等」の
条項に、「知事は、県民投票の結果が判明したときは、
速やかにこれを告示しなければならない。」ことを追
加いたしました。
　その他、法令上の修正がありました。
　以上を理由に、「辺野古米軍基地建設のための埋立
ての賛否を問う県民投票条例」の修正を提出いたしま
す。
　慎重なる御審議の上、御賛同賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
〇議長（新里米吉君）　これより本修正案に対する質
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。
　これをもって末松文信君外17人から提出された修
正案に対する質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　本案に対する討論の通告がありますので、順次発言
を許します。
　宮城一郎君。
　　　〔宮城一郎君登壇〕
〇宮城　一郎君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　社民・社大・結連合の宮城一郎です。
　ただいま議題となっております、「辺野古米軍基地建
設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」につい
て、委員会修正案に賛成し、議員提出の修正案に反対
する立場から討論をさせていただきます。
　本議案について９月20日の臨時会開会を皮切りに、
10月２日の条例請求者の参考人質疑、台風を挟んで
しまいましたが10月10日の執行部に対する質疑、そ
して10月16日の修正案動議を経て多くの議論を交わ
してまいりました。
　請求者が何ゆえ県民投票条例制定に向けて動き出し

たのか、その動機これまでの活動のヒストリー、委員
から投げかけられた県民投票の意義への疑問に対する
思い、投票のあり方に対する意見の相違などこれらを
踏まえて私たち委員も多くのことを学ばせていただき
ました。何より有意義だと感じたのは、一般的に政治
に興味が薄いと言われる若者が請求者のグループの主
たるメンバーとなって、それを壮年、熟年のメンバー
が支える形で署名運動を展開し、考えの違う県民にも
共感を得て壁にぶつかる私たち政治家に初心に返れと
叱咤した。それに感化されて考えの違う委員の中でも
多くの言葉をキャッチボールし、時にむっとしたり時
に感心をしたりしながら、とても貴重な時間を共有で
きたと思います。
　請求者、執行部そして委員各位、それから無効も含
みましたが10万筆余りの署名人に感謝したいと思い
ます。
　さて、私たちが議論を進めていく中で、私たち県議
会よりもある市議会が先んじて県民投票条例制定に反
対する意見書を決議しました。この意見書に対する評
価はさておき、興味深かったのは地元紙の社説です。
この社説は、「安全保障問題の責任を負うのは、選挙
を経て国民の信託を受けた政治家だ。国民が安全保障
問題を問いたいのであれば、それを争点にした選挙で
有権者が候補者に票を投じることが日本の民主主義の
原則である。」としています。
　請求者と約９万3000人の署名人が問いたいのは、
安全保障だけではなく自治権についても活発に議論し
たいという点において、社説との間に若干のそごがあ
るのは認めつつも、安全保障のためにある地方自治体
の住民の自治権が制限されるという点において、社説
のとおり国民の信託を受けた政治家が責任を負うとい
うものについては、大いに同意するところでございま
す。
　つまりこの辺野古米軍基地建設問題は、国権である
国会において審議されなくてはならないもので、安全
保障のためにある地方自治体の自治権が制限されると
いうことは、国会において特別措置法の審議とその制
限を受ける地域の住民による直接投票を付して立法さ
れなければならない事案だと思います。これについて
は、請求者も参考人質疑で語っていたものです。しか
し安倍内閣は、国会でこの指摘を受けながらこれを無
視し、閣議決定のみで工事を強行しています。まさに
行政の暴走としか言いようがありません。確かに内閣
総理大臣を初め各閣僚は、国会議員から選ばれること
が専らでありますが、大臣となった立場は行政の長で
あり、立法とたもとを分かちます。以前、安倍首相が



－ 159 －

自衛隊について国会の場で議員たちに拍手を促したこ
とがありましたが、まさに立場を混同しており、この
不見識が今の行政の暴走と相通ずるところと考えてい
ます。
　今回、私たちの沖縄県で県民投票条例制定のムーブ
メントが起きたことは、この辺野古米軍基地建設を国
権の場で審議せよ、行政の暴走を許すなというメッ
セージであり、自治権のど真ん中、国民主権のど真ん
中に立ち返るとても貴重な瞬間に立ち会っていると言
えます。
　今、行政の暴走という話をさせていただきました
が、もう一つ沖縄が行政の暴走にさいなまれているこ
とがあります。沖縄県議会でもたびたび議題に上がる
日米地位協定です。
　日本とアメリカの国家間の取り決めを国会の審議を
経ることなく日米合同委員会だけで一方的に決めるこ
とができる。しかもその議事録は、国民もその信託を
受けた国会議員も見ることができない。行政の暴走の
最たるものだと思います。私たち国民の信託を受けた
政治家の権能を形骸化させ、何でも行政だけで決めて
しまえばこんなに楽なことはない、都合のいいことは
ない。そういった意味をはらんでいると思います。
　沖縄の政治家、私のようなペーペーではなくて先
輩、大先輩方はこれまで長く米軍基地問題に向き合い
挫折を味わってきました。今直面している辺野古の問
題は、20年以上も振り回されている。特に国政与党
の皆さんは、苦悩や屈辱も多かったのは間違いないで
しょう。そのような中で、せめて地位協定の改定は是
が非でもということでプロジェクトチームでしょう
か、ワーキングチームでしょうか――をつくって取り
組んでいらっしゃる政党さんもあります。なかなか解
決できない現状の中でも県民のために別アングルから
解決に挑戦するその姿勢は、全国知事会が発した地位
協定改定の全会一致の流れにも大きく寄与したと思い
ます。
　この県民投票は、沖縄からいろいろなメッセージを
発信することでしょう。行政の暴走にストップをかけ
る、立法府である国会の権能をしっかり取り返す、国
会が日米地位協定にもしっかりかかわる。そういうも
ろもろの意味を持った県民投票だからこそはっきりさ
せなければなりません。請求者が求めているところは
まさにそこであり、選択肢の幅を広げて複雑な結論に
導いてはいけないのだと思います。
　よって、平成30年第６回議会乙第１号議案「辺野古
米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条
例」について委員会修正案に賛成し、議員提案の修正

案に反対いたします。
　議員各位には深い御検討をもって御賛同賜りますよ
うお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
　　　〔花城大輔君登壇〕
〇花城　大輔君　失礼いたします。
　沖縄・自民党、花城大輔です。
　「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う
県民投票条例」、委員会修正案に反対し議員提出修正
案に賛成する立場から討論させていただきます。
　近年、ヨーロッパ諸国において重要施策の決定過程
において国民投票が行われている事例が多くなってお
り、我が国においても導入すべきとの声が一部高まっ
ているようである。しかしながら現状の県民投票の内
容は、法的拘束力を持たず、今回においては辺野古埋
め立て反対のためのものであり、既に決定をして長い
年月をかけて進めてきた普天間基地返還のための動き
と逆行する可能性があります。例えば、埋め立て反対
の票が多くなった場合、県民は普天間基地の固定化を
容認したとの日米両政府に誤ったメッセージを発信す
るものになるのではないか。また今回の条例の中の修
正案のやむを得ないには投票はできるが、賛成反対の
二者択一だと投票に行けない。このような声が県民か
ら寄せられている。そこで議員提出修正案では、多様
化する県民の思いを反映させるため反対か賛成かだけ
でなく、やむを得ない、また、どちらとも言えないの
２つの選択肢をふやすことを提案した。これは基地の
ない地域に住み暮らす県民や、長い間危険にさらされ
ている宜野湾市民のことを思う県民に対しての必要不
可欠なものだと考えます。辺野古への移設をめぐる歴
史的経緯や政治的情勢を鑑みると、単に白黒で判断で
きるものではなく、県民投票を実施するのであればよ
り多くの県民の心理を読み取るべきである。
　以上を申し上げて、委員会修正案に反対し、議員提
出修正案に賛成する立場の討論とさせていただきます。
　議員各位の御賛同をお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　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。
　日本共産党の瀬長美佐雄です。
　乙第１号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立て
の賛否を問う県民投票条例」に対する与党修正案に賛
成し、自民党、公明党議員提出の修正案に反対の討論
を行います。
　「辺野古」県民投票の会が集めた条例制定の直接請
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求に必要な有権者の50分の１に当たる２万3171筆を
大幅に上回る有効署名数９万2848筆は、離島を含め
た全市町村で有権者の２％という条例の制定要件を上
回っています。辺野古新基地建設問題に対する関心の
高さと県民投票実施を求める県民の意思を示したもの
であり、確実な県民投票の実施に沖縄県議会が応えな
ければなりません。
　県民投票実施の意義や重要性については、米軍基地
関係特別委員会の審査でも認識の一致は見られたもの
と思います。原案に対する与党３会派の修正案は、県
民投票請求者の願いに応え、賛成と反対の二者択一を
そのまま尊重したことと投開票事務などは市町村が処
理することを明確にし、請求者が求める全市町村での
実施を確実なものにする修正となっております。一方、
野党の修正案の特徴は、辺野古米軍基地建設のための
埋め立てについて賛成、反対の二択にやむを得ない、
どちらとも言えないを加えた４択としており、辺野古
米軍基地建設に対する民意を曖昧にするものでありま
す。既に請求者からも４択という設問に反対の意見が
表明されています。県民投票条例制定を求め、署名し
た10万人を超える県民に対する背信行為と言わなけ
ればなりません。県民投票条例の趣旨を大きく逸脱し
た修正であり、全く別の条例になることでもあり容認
できません。
　米軍基地関係特別委員会の議論で３択の提案もあり
ましたが、本会議に改めて４択が提案されていること
に率直に驚いております。やむを得ないとの設問の意
味するものは何でしょうかと質問したところ、やむを
得ないから賛成だと提案者からの説明を受けました。
４択と言いながら４つの設問のうち２つは賛成となり
不公平、不公正になるではないかと私が確認したとこ
ろ、的確な納得のいく答えはいただけませんでした。
不公平で不公正な設問は採用できないことは当然だと
考えます。41市町村の中で６つの市が保留しており、
意向を確認してから採決してはとの提案は、時間を延
ばすだけで建設的とは思えません。県民投票を求めた
県民の意向を市町村の長が応じるかどうか判断を委ね
るべき性質ではないと思います。ちなみにこれらの６
つの市は、県議会の議決や議論を判断にすると答えて
おります。議決されれば実施に至ると確信いたします。
また豊見城市長選挙で当選した山川仁次期市長は、県
民投票実施の意向を市民に明らかにして当選されてお
ります。石垣市議会の反対決議については、「辺野古」
県民投票の会が声明を発表しております。その中では、
県民投票の意義を十分理解せず漫然と数の力で採択さ
れたと遺憾の意をあらわし、反対した市議会議員との

対話を進める意向を示しております。県民投票条例制
定後の課題である県民投票条例の意義を徹底して理解
してもらう働きかけで解決できるものと確信するもの
であります。
　さて辺野古で計画されている米軍基地は、普天間基
地にない巨大な軍艦が接岸できる岸壁があり、弾薬搭
載機能も加えオスプレイが100機も配備され、耐用年
数が200年とも言われています。国有地となる埋立地
は米軍基地が永久的に居座り続け傍若無人に訓練がで
きる最新鋭の殴り込み部隊の新基地にほかなりませ
ん。実施している工事は、行政指導を無視して承認撤
回を受け法的根拠を失って工事はとまっています。工
事再開のために禁じ手である行政不服審査法を利用
し、内閣である防衛大臣が同じ内閣の国土交通大臣に
救済を求める。国の機関が私人に成り済まし、違法な
手段で工事再開に持ち込もうとしていることに国民的
な批判が高まることは必至であります。
　最後に、県民投票実施に対する期待を述べたいと思
います。
　私は、若い世代が市民運動として将来の基地との関
係を真剣に考え県民投票を通して賛否を問う、意思表
明する行動に取り組んだことに将来への明るい希望を
感じました。県民投票条例請求者は、本会議場での意
見陳述や委員会審議の場で県民投票の意義について世
代間の対話を実現したい。沖縄戦体験者の平均年齢が
80歳を上回ったことを踏まえ、沖縄戦の記憶も薄れ
ていく中で沖縄戦の体験者が生きているうちに若い世
代が戦争というものを知り、今ある軍事基地について
考える機会ともなったと述べております。意見が割れ
ている辺野古米軍基地の埋め立てについて沖縄県民が
しっかりと判断材料を得て議論し、できるだけ多くの
県民が意思を示すこと、さらに賛成と反対の立場から
お互いの主張を交わして主権者である沖縄県民一人一
人が考え、周りの人と話す、判断をする、投票で意思
を示す。そのことが民主主義社会を築く沖縄の未来に
とって何よりも重要なことだとも述べております。県
民投票に向けたプロセス自体が民主主義の醸成であ
り、今後の民主主義社会構築につながる自治意識を高
揚することになるとも述べていました。私もその意義
に共感するものであります。
　辺野古米軍基地の埋め立てに対する賛成か反対かを
議論することで米軍基地建設の問題点に対する理解が
深まり、意思決定に至る関係を考えれば考えるほど有
意義だと考えます。二者択一だからこそ、公平公正で
明確な結果が明らかになります。賛成の方は賛成の理
解者をふやす努力を行い、反対の方は反対の理解者を
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ふやす努力を競い合い、多数派が形成される土台は平
等であります。その直接民主主義の結果を政治が尊重
する、問題解決の大きな前進につながることを確信す
るものであります。
　結びに、県民投票条例が可決され、県民投票実施
は、全ての市長村が参加し全ての有権者に投票での意
思を表明する機会を保障することになることを期待し
て討論といたします。
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。
　休憩いたします。
　　　午前10時50分休憩
　　　午前10時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　採決に入る前に申し上げます。
　委員会の修正案と末松文信君外17人から提出され
た修正案については、表決の便宜上、別個のものとみ
なし、それぞれの修正案について採決いたします。
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50分休憩
　　　午前10時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより平成30年第６回議会乙第１号議案の採決
に入ります。
　まず、本案に対する末松文信君外17人から提出さ
れた修正案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本修正案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）　起立少数であります。
　よって、末松文信君外17人から提出された修正案
は、否決されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　次に、本案に対する委員長の
報告は修正議決でありますので、まず委員会の修正案
について採決いたします。
　お諮りいたします。
　委員会の修正案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、委員会の修正案は、可決されました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　次に、ただいま修正議決した
部分を除く原案について採決いたします。

　お諮りいたします。
　修正部分を除く部分を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、修正部分を除く原案は、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54分休憩
　　　午前10時55分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第６　議員提出議案第１号　沖縄県議会会議規
則の一部を改正する規則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。
　大城一馬君。

――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第１号　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔大城一馬君登壇〕
〇大城　一馬君　ただいま議題となりました議員提出
議案第１号「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規
則」について、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。
　今回の会議規則の改正は、去る平成30年３月４日
に開催された議会改革推進会議において、今期の議員
の任期内に原則として全ての議会文書等を対象とし
て、試行期間を設け、段階的にペーパーレス化を推進
することが合意されたことによるものです。
　具体的にはこれまで配付していた議会文書等につい
て、タブレット端末を利用して議員等が閲覧できる環
境を整えることによりペーパーレス化を推進すること
としておりますが、現行の会議規則では、その環境を
整えてもなお議員にこれらの文書を配付する必要があ
ります。
　このため、文書の配付にかわる措置として、タブ
レット端末を利用して文書と同一の情報を閲覧するこ
とができる状態に置く措置を講ずることで配付を行っ
たものとみなすための改正が必要であることから、そ
の他の所要の改正もあわせて沖縄県議会会議規則の一
部を改正するものであります。
　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。
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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
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１号
「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則」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１号は、原案のとおり可決
されました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第７　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１人
が平成30年10月26日に任期満了することに伴い、そ
の後任を任命するため、土地収用法第52条第３項の
規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明
がありました。

　本案に関し、沖縄県収用委員会の予備委員を除く委
員の職種別内訳はどうなっているか、また、委員の職
種が弁護士に偏る事情は何かとの質疑がありました。
　これに対し、委員の職種別内訳は、７人のうち、弁
護士が５人、不動産鑑定士が１人、有識者が１人であ
る。同委員会は、公共事業用地の収用と使用について
任意交渉による解決が困難な場合に、中立的な立場か
ら法令手続にのっとって裁決を行うという準司法的な
機関であることから、結果として先ほどのような内訳
になっているとの答弁がありました。
　そのほか、土地収用に関する専門的な知識を持つ委
員をふやす必要性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８　乙第12号議案から
乙第17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。
　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）　ただいま議題と
なりました乙第12号議案から乙第17号議案までの議
決議案６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
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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12号議案「県営土地改良事業の執行に伴
う負担金の徴収について」は、当該事業により利益を
受ける関係市町村に対し、費用の一部を負担させるた
め、土地改良法第91条第６項において準用する同法
第90条第10項の規定により議会の議決を求めるもの
であるとの説明がありました。
　次に、乙第13号議案「農地整備事業の執行に伴う負
担金の徴収について」は、当該事業により利益を受け
る関係村に対し、費用の一部を負担させるため、地方
財政法第27条第２項の規定により議会の議決を求め
るものであるとの説明がありました。
　本案に関し、北大東村の農地整備状況と今後の事業
計画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28年度実績による農地整備状
況は、水源設備で63.7％、末端のかんがい施設で
40.8％、圃場整備で93.1％であり、面整備について
は平成31年度の完了をめどとしている。今後は、事業
の成果を検証しながら、随時、島全体に展開していく
計画で進めているとの答弁がありました。
　そのほか、土壌改良事業の導入に係る県の考え方な
どについて質疑がありました。
　次に、乙第14号議案「水利施設整備事業の執行に
伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益
を受ける関係市村に対し、費用の一部を負担させるた
め、地方財政法第27条第２項の規定により議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、対象となる２市村１地区とはどこかと
の質疑がありました。
　これに対し、名護市と今帰仁村の両市村に羽地大川
地区がまたがっている。このため２市村から負担金を
徴収するものであるとの答弁がありました。
　次に、乙第15号議案「水質保全対策事業の執行に
伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益
を受ける関係市町村に対し、費用の一部を負担させる
ため、地方財政法第27条第２項の規定により議会の
議決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「通作条件整備事業の執行に
伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益
を受ける関係市に対し、費用の一部を負担させるた
め、地方財政法第27条第２項の規定により議会の議
決を求めるものであるとの説明がありました。
　本案に関し、事業名に使用されている通作条件とは
何かとの質疑がありました。

　これに対し、農地整備事業の補助事業において、農
道整備のことを通作条件整備と呼んでいるとの答弁が
ありました。
　次に、乙第17号議案「地域水産物供給基盤整備事
業の執行に伴う負担金の徴収について」は、当該事業
により利益を受ける関係村に対し、費用の一部を負担
させるため、地方財政法第27条第２項の規定により
議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、乙第12号議案から乙第17号議案までの議決議
案６件は、採決の結果、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12号議案から乙第17号議案までの６
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６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12号議案から乙第17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９　乙第10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。
　文教厚生委員長狩俣信子さん。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　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
なりました乙第10号議案の議決議案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、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



－ 164 －

概要等について申し上げます。
　乙第10号議案「訴えの提起について」は、懲戒免
職となった元教諭に対し、給与過誤払い金の返納等を
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10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10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10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10　乙第４号議案から
乙第９号議案まで及び乙第11号議案を議題といたし
ます。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長新垣清涼君。

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

――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕
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４号議案から乙第９号議案まで及び乙第
11号議案の議決議案７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４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29年第５回沖縄

県議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る議
決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるもの
である。
　主な内容は、宜野湾北中城線トンネル本体工事（そ
の２）の契約金額を4924万2600円増額し、14億496
万9840円に変更するものである。変更の理由は、トン
ネル抗口部における設計の一部変更に伴う工事費用の
増額であるとの説明がありました。
　次に、乙第５号議案「工事請負契約についての議決
内容の一部変更について」は、平成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１号橋整備工事（本線橋下
り線上部工Ｈ28）の契約金額を8507万5920円増額
し、９億8550万8640円に変更するものである。変更
の理由は、地組作業計画の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。
　本案に関し、地組の場所移動だけで8000万円を超
える増額が発生する理由は何かとの質疑がありまし
た。
　これに対し、多くの工事が同時並行的に動いてい
て、当初地組を予定していた場所では、他の工区への
通路が制限されることになり移動となったが、それに
伴いクレーンの大型機材への変更や架設作業の日数が
増となり、増額が発生したとの答弁がありました。
　次に、設計変更等が生じた場合、識名トンネル工事
契約問題の反省から現場事務所ではどのような改善を
行っているかとの質疑がありました。
　これに対し、設計変更要領に基づき決裁手続をとっ
た上で、上司の確認をとるようにしている。重要な変
更については、事務所内に設置している設計変更審査
会で議論し、本庁に上げていく形になっているとの答
弁がありました。
　次に、重要な設計変更に関しては、技術審査会その
ものに外部人材を入れる必要はないかとの質疑があり
ました。
　これに対し、技術的に特に難易度が高いものについ
ては、設計を実際に行ったコンサルタントも交え、設
計調整会議を行っているとの答弁がありました。
　次に、設計変更等による予算の追加分についてどの
ように対応するのかとの質疑がありました。
　これに対し、当初予算の範囲で作業変更等への対応
を行っているが、予算的にどうしても足りないときは
箇所間の流用も考えられるとの答弁がありました。
　次に、乙第６号議案「工事請負契約についての議決
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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１号橋整備事業（本線橋上
り線上部工Ｈ28）の契約金額を3955万9320円増額
し、９億1478万520円に変更するものである。変更の
理由は、地組作業計画の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７号議案「財産の取得について」は、宮
古空港に配備する空港用医療資器材車を取得するため
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２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、空港用医療資器材車１台を8640万円
で第一実業株式会社から購入するものであるとの説明
がありました。
　本案に関し、空港用医療資器材車にはどのような装
備があるのかとの質疑がありました。
　これに対し、担架や点滴セット、蘇生機及び救護用
テントが装備されているとの答弁がありました。
　次に、空港での事故発生時における役割分担はどの
ようになっているかとの質疑がありました。
　これに対し、負傷者の治療に必要な医療資器材につ
いては、管理事務所が搬送、設置を行い、負傷者の治
療については医療関係者が当たるという役割分担をし
ているとの答弁がありました。
　そのほか、石垣島や久米島に配備されている空港用
医療資器材車の活動実績、配備までのスケジュール、
年間の維持管理費などについて質疑がありました。
　次に、乙第８号議案「財産の取得について」は、下
地島空港に配備する空港用医療資器材車を取得するた
め、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２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、空港用医療資器材車１台を8424万円
で第一実業株式会社から購入するものであるとの説明
がありました。
　本案に関し、平成26年の空港における消化救難体
制の整備基準の施行に伴い、医療資器材車を導入する
ことになったとあるが、必ず配備しないといけないの
かとの質疑がありました。
　これに対し、国際条約に基づく国内基準として定め
られており、これに基づいて救難体制等を構築するこ
とになるとの答弁がありました。
　次に、宮古空港に配備する器材と同じ会社からの導

入となるが、理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、一般競争入札の結果として、同社が受
注することになったとの答弁がありました。
　次に、医療資器材車を導入するに当たり、特殊運転
資格者や危険物等を扱うような特定技能者を常勤で配
備する必要があるのかとの質疑がありました。
　これに対し、緊急対応用の訓練を受けた常勤職員が
対応することになるとの答弁がありました。
  次に、乙第９号議案「訴えの提起について」は、県
営住宅の家賃を長期にわたって滞納し、または高額所
得者として認定され県営住宅の明け渡しの期限が到来
した入居者等に対し、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、高額所得者として認定され、近傍同種
の家賃額の２倍相当額の損害賠償金を払い続けてまで
退去しない理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、何度か面談も行い、居住支援協議会と
も連携し、民間のアパートも紹介しているが、気に
入った物件がないということなどで退去してもらえて
ないとの答弁がありました。
　次に、短期滞納者の時点で相談員がかかわれるよう
な体制にするため、専門相談員を増員していく考えは
あるかとの質疑がありました。
　これに対し、平成27年度に２名を配置し、昨年度
は２名増員し４名になっている。今年度の様子を見て、
滞納件数がふえるような状況があれば増員も検討する
との答弁がありました。
　そのほか、家賃の減免措置申請者に対する実際の免
除割合等について質疑がありました。
　次に、乙第11号議案「車両損傷事故に関する和解等
について」は、車両損傷事故について和解をし、損害
賠償額を定めるため、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、浦添市役所の立体駐車場において職員
が運転する公用車を駐車した際、降車のために開けた
ドアが突風にあおられ、公用車の隣に駐車していた車
両のドアを損傷させたため、県は相手方に損害賠償金
として９万6000円を支払うものであるとの説明があ
りました。
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　本案に関し、今回の事故は、台風の強風による自然
災害の事故だが、事故発生時は勤務中だったのかとの
質疑がありました。
　これに対し、業務調整のため浦添市役所へ行ったも
のであり、業務中であったとの答弁がありました。
　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４号議案から乙第９号議案ま
で及び乙第11号議案の議決議案７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４号議案から乙第９号議案まで及び乙
第11号議案の７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７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４号議案から乙第９号議案まで及び乙
第11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11　平成30年第６回
議会甲第１号議案及び甲第１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（予算）　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
なりました平成30年第６回議会甲第１号議案及び本
定例会に付託された甲第１号議案の予算議案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。
　なお、平成30年第６回議会甲第１号議案は、平成
30年第６回議会臨時会に提案され、付託されたもの
でありますが、慎重に審査する必要があることから継

続審査となっていたものであります。
　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。
　まず平成30年第６回議会甲第１号議案「平成30年
度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」は、辺野古米
軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例
による県民投票の実施に要する経費である。補正予算
案は、歳入歳出ともに５億5139万4000円で、補正後
の改予算額は、7315億9939万4000円である。
　歳入の内容は繰越金、歳出の内容は、県民投票の実
施に係る経費で、時間外勤務手当などの人件費や広報
のための物件費及び市町村交付金の補助費等であると
の説明がありました。
　本案に関し、平成29年度の決算により生じた剰余
金を決算が認定される前に、平成30年度の補正予算
の財源として活用できるのか、また、過去にも今回と
同様に決算剰余金を活用した実績があるのかとの質疑
がありました。
　これに対し、決算剰余金については、地方財政法第
７条の規定に基づき、その２分の１以上の額を財政調
整基金に積み立てることを義務づけられているが、そ
れ以外については、翌年度の補正予算の財源として活
用することができる。これまでも９月定例会等に提出
する補正予算の財源として活用しているとの答弁があ
りました。
　次に、県民投票事務の経費として市町村へ交付する
交付金を、仮に市町村が受け取らないことになった場
合どうするのか、また、罰則などのペナルティーはあ
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、条例案の事務処理の特例の規定によ
り、各市町村の事務とした場合には、市町村は県民投
票条例に基づく投票事務などを行う義務が生じること
になるが、仮に市町村の議会で予算案が否決された場
合には、当該市町村において、県民投票の事務に必要
な予算の執行が行えなくなると考える。また、当該市
町村に対してペナルティーを課すなどの考えはない。
丁寧に協議して市町村の理解を得るように努めていき
たいとの答弁がありました。
　そのほか、地方自治法第233条に規定される決算の
手続、県民投票事務に係る市町村交付金の積算基準の
内容、公職選挙法に基づく一般選挙と県民投票との経
費内容の違い、県民投票における違反とその取り締ま
りの有無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
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すが、採決に先立ち、平成30年第６回議会甲第１号
議案に関して、沖縄・自民党所属委員から反対する旨、
社民・社大・結連合所属委員から賛成する旨、維新の
会所属委員から退席する旨の意見表明がそれぞれあり
ました。
　採決の結果、平成30年第６回議会甲第１号議案に
ついては、賛成多数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。
　次に、甲第１号議案「平成30年度沖縄県一般会計
補正予算（第２号）」は、当初予算成立後の事情変更
により緊急に対応を要する事業のほか、沖縄振興特別
推進交付金を活用した事業等について必要な予算を措
置するものである。
　補正予算案は、歳入歳出ともに28億9422万8000
円で、補正後の改予算額は、7339億4222万8000円と
なる。
　歳入の主な内容は、沖縄振興特別推進交付金等の国
庫補助金、平成29年度決算剰余金の一部を活用する
繰越金、金融機関への貸付金に係る元金収入や雑入等
の諸収入などである。
　歳出の主な内容は、県税の過誤納に伴う県税還付金
に要する経費、児童扶養手当の支給に要する経費、農
業水利施設の補修・更新に要する経費、県内中小企業
の事業活動に必要な資金の融資に要する経費の増額、
若年者等の正社員雇用を行う企業への助成に要する経
費の事業内容見直しに伴う減額、県営住宅の安全対策
工事に要する経費の増額、県営住宅建てかえに係る国
庫内示に伴う減額、県立学校施設及び警察施設のブ
ロック塀改修に要する経費の増額などである。
　また、繰越明許費補正は、予算成立後の事由によ
り、年度内に完了が見込めない無電柱化推進事業など
６事業について、適正な工期を確保し、契約を早期に
締結するため計上するものである。
　さらに、債務負担行為補正は、都市モノレール建設
推進費及びヘリコプター維持費について追加し、住宅
市街地総合整備費など３事項について変更するもので
あるとの説明がありました。
　本案に対し、雇用対策推進費に係る正社員雇用拡大
助成金事業の内容は何か、また、約１億6000万円を
減額する理由や国との調整の経緯、減額補正後の事業
展開はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、当該事業は、若年者の正規雇用を促進
するため、若年者を正社員として雇用し、３カ月間の
定着につながる取り組みを行う企業に対し助成金を支
給し、正社員就職機会の創出と職場定着の推進を図る
ものである。沖縄振興一括交付金事業として調整して

きたところであるが、沖縄の抱える全国一高い非正規
雇用率等の特殊事情については、国の理解が得られた
ものの、交付要綱上、原則として対象外となる法人の
負担に充当する事業、いわゆる現金給付に該当するも
のとされ、事業スキームの見直し等を求められたもの
である。助成金の支給により正規雇用を推進すること
は、沖縄振興のためにも必要である旨を繰り返し説明
したものの交付決定を見送られたことから、当初事業
費の県単部分の4000万円を活用し、事業期間と規模
を見直した上で実証事業として実施するものであると
の答弁がありました。
　次に、教育財産管理費の県立学校施設のブロック塀
を改修する経費として約5000万円を増額する経緯と
対応状況はどうなっているか、また、市町村が管理し
ている小学校・中学校の対応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、大阪北部地震によるブロック塀の倒壊
事故を受けて各学校のブロック塀の実態調査を行った
ところ、建築基準法に適合しないと考えられるブロッ
ク塀が、県立高校で45校、特別支援学校で９校確認
されており、これらのブロック塀については早急な安
全対策が必要だと考えている。今回の補正は、当該ブ
ロック塀のうち劣化が著しいものや通学路沿い等で緊
急に安全対策が必要な箇所を年度内で撤去・改修を行
うものである。事業箇所としては県立高校６校の14カ
所で716メートルを予定している。また、市町村に対
しては小中学校等のブロック塀について、安全点検や
安全対策を適切に行うよう働きかけていきたいとの答
弁がありました。
　そのほか、中小企業振興資金貸付金の仕組みと融資
実績の前年同月との比較、県営住宅の安全対策工事の
対象箇所数と工事内容、県営住宅建てかえに伴う空き
部屋の共益費等に係る費用負担の考え方、貿易対策費
の事業内容と増額補正の主な要因、埋蔵文化財発掘調
査事業の財源と対象箇所数、海岸漂着物処理推進事業
の対象範囲と来年度の予算化見通し、学校建設費に係
る国庫支出金減額内示の内容、食鳥処理施設建築の進
捗状況、優良乳用牛生産育成供給事業における支援メ
ニューと取り組み状況、中小企業金融対策費における
債権回収不能に至った割合と損失補償の状況、都市モ
ノレールＰＣ軌道桁製作場設備の売却額とその内訳、
移住定住促進事業の内容と成果、農業支援外国人の受
け入れに伴う人権保護等の取り組み状況、がん医療水
準向上事業の内容と減額補正の理由などについて質疑
がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
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すが、採決の結果、甲第１号議案については、全会一
致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたし
ました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　これより討論に入ります。
　平成30年第６回議会甲第１号議案に対する討論の
通告がありますので、順次発言を許します。
　又吉清義君。
　　　〔又吉清義君登壇〕
〇又吉　清義君　自民党の沖縄県議会議員、又吉で
す。
　まず、討論いたしたいと思います。
　平成30年第６回議会甲第１号議案「平成30年度沖
縄県一般会計補正予算（第１号）」に反対する立場か
ら討論をいたします。
　甲第１号議案は、辺野古米軍基地建設のための埋立
ての賛否を問う県民投票条例に伴う補正予算でありま
す。
　この条例の目的である第１条に、「米軍基地建設の
ための埋立に対し、県民の意思を的確に反映させるこ
とを目的とする。」とありますが、県民の意思は私が
知る限りでもさまざまであり、１つ目に、ＳＡＣＯ合
意から20年経過しても町のど真ん中にあり、非常に
危険な状態である今日までの状態を考えると、その状
態を回避するためには一日も早い移設・返還をするた
めに埋め立てはいたし方ないと断腸の思いで解決に向
けた埋め立ては当然と認めている県民、２つ目に、基
地の過重負担を軽減し整理縮小につながる最善の方法
で受け入れ先が政府の押しつけでなく容認であるな
らば認めるべきであると判断をしている県民、３つ
目に、宜野湾９万5000市民の命と安全を一日も早く
確保するためやむなく賛成する県民、４つ目に、受け
入れ条件と政府の対応により判断をする県民、５つ目
に、どちらでもよいとする県民、６つ目に、国防のた
めとはいえやむを得ないならば政府の対応により判断
する県民、７つ目に、基地問題の原点は関係なく埋め
立てに反対の県民等、145万県民の埋め立てに対する
根本的な考え方や意思はそれぞれ、多種多様でありま

す。
　それをただ、埋め立てだけの賛否を問うだけの県民
投票では、多種多様な考え方がある中での県民の意思
を的確に反映させることを目的とするということは無
理なことであります。
　それと、本来は基地の危険性除去と過重負担を軽減
し、整理縮小のために埋め立てが行われることが原点
であるはずの事実が、完全に蚊帳の外になり、埋め立
て反対の方々の意思だけを示す偏った情報の発信にな
ります。
　またそればかりではなく、あと９年以内に普天間飛
行場が宜野湾市から完全に撤退されるラストチャンス
を逃がし、基地の永久的な固定化につながりはしない
かと危惧します。それはなぜかと申し上げますと、埋
め立て反対派で構成する皆様方からいつまでに解決を
するという明確な誠意ある解決策の答弁はＳＡＣＯ合
意から20年以上も経過した今日、新聞で見たことも
聞いたことも一切ありません。目にするのは反対だけ
に固執した県民をあおるだけの空虚論だけです。そう
でないならば、提案者の皆さん、どなたか本日明確に
示してください。
　以上、条例の中身と経緯を何点か御説明申し上げま
したが、条例を付託された米軍基地関係特別委員会で
は、全会一致の意見の一致を見ることなく採決に踏み
切られました。このような経緯の中で条例制定が行わ
れ、その条例の予算５億5139万4000円についてであ
りますが、まず、予算は執行させることを前提に執行
部は議会に計上していると理解をいたします。
　今回の補正予算の条例は石垣市議会において既に反
対決議がなされ、その予算は既に未執行になると十分
予測されます。義務であれ、今回の条例は公職選挙法
に該当するものではありませんので、その結果は何の
拘束力もなく履行しなければならない法的根拠や罰則
規定も一切自治体には発生しません。担当部局の説明
によると、６自治体が意思を保留しているとのことで
あり、石垣市同様予算が未執行になる可能性があるそ
の額は約１億3000万円も含んだままの理解しがたい
補正予算です。
　県民の税金５億5139万4000円を投入して実施され
る県民投票は、一部の方々の意思を反映させるものだ
けになりかわり、県民の意思を的確に反映させること
には大変厳しいと言わざるを得ない、ほど遠いものと
なります。
　よって、平成30年第６回議会甲第１号議案「平成30
年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」には反対とい
たします。
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　結びに、再度お尋ねをしますが、ＳＡＣＯ合意から
20年以上も経過する今日、基地の整理縮小、過重負
担の解決に向けた具体的な案もない今日までの取り組
みは、いつまでに解決できるのか明確なお答えなど一
切ない現状は、基地問題で一番苦しむ宜野湾市民をな
いがしろにした差別化した実現性のあり得ない空虚論
だけになっておりませんか。基地の過重負担と整理縮
小に何の解決策も見当たらない条例を実現するための
未執行予算額が一部含まれている可能性がある平成
30年第６回議会甲第１号議案「平成30年度沖縄県一
般会計補正予算（第１号）」には、改めて反対といた
します。
　議員諸侯の良識ある判断を心からお願い申し上げ、
反対討論といたします。
　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　私は、日本共産党会派を代表いたし
まして、平成30年度第６回議会甲第１号議案「平成
30年度沖縄県一般会計補正予算（第１号）」に賛成の
立場から討論を行います。
　ただいま議題となっている補正予算案は、先ほど成
立いたしました辺野古米軍基地建設のための埋立ての
賛否を問う県民投票条例に基づき、市町村が県民投票
を実施するための予算が計上されているものでありま
す。主権者である県民一人一人の大切な投票権を保障
し、地方自治の本旨を守る立場から賛成をするもので
す。
　討論に入る前に、先ほど県民投票条例案の反対討論
の中で、仮に県民投票で埋め立て反対の結果が出たな
ら、沖縄は普天間基地の移設を望んでいないとの誤っ
たメッセージを送る、そうした懸念を示す旨の意見が
ございました。また、具体的な解決案を示せとの意見
もありました。本来であれば、政府はことし８月31日
に沖縄県が行った埋立承認撤回これに従い、辺野古の
新基地建設工事を断念すべきであります。そして、こ
とし２月21日、ここ沖縄県議会におきましては、与
野党皆さん全会一致で決議を採択しております。その
項目には米軍普天間飛行場を直ちに運用停止すること
を私たちは決議しております。また、2013年１月28
日、41の市町村みんなが賛成をし安倍総理に手渡し
た建白書には、米軍普天間基地を閉鎖・撤去し県内移
設を断念すること、このことをまさにオール沖縄で提
案をしたわけであります。
　この沖縄県民が示した解決策、民意に政府は応える
べきであります。今回実施されるであろう県民投票の

結果を日米両政府は見誤らないように、真摯に受けと
めることを求めるものであります。
　さて、８月31日、沖縄県は政府が強行してきた辺
野古新基地建設について、違法な工事を放置できない
との立場から、仲井眞元知事が行った辺野古埋立承認
の撤回を行いました。また、９月30日の県知事選挙で
は、翁長雄志前知事の遺志を継ぎ、辺野古新基地建設
反対を公約に掲げた玉城デニー候補が、史上最多得票
となる39万6632票を獲得し、安倍政権が全面支援し
た相手候補に８万票差をつけて勝利をおさめました。
　玉城デニー新知事は就任後、安倍首相に会い、辺野
古新基地建設に反対することを明確に伝え、同時に対
話の場を設けてほしいと要望しましたが、そのわずか
５日後、行政不服審査法を用いて国が私人に成り済ま
し、沖縄県が行った埋立承認撤回の効力停止を求める
対抗措置をとり始めました。知事選挙の結果を真摯に
受けとめる、県民の気持ちに寄り添う、総理はそう言
いながら沖縄との対話を拒絶し、問答無用で工事再開
を強行することは、沖縄の尊厳とこの国の民主主義を
踏みにじるものであり、絶対に許されるものではあり
ません。
　今回の県民投票条例は、県知事提案でもなく、県議
会提案でもなく、地方自治法に基づき県民が署名を集
め知事に直接求めて実現をいたしました。県民投票条
例の制定を請求するに当たり、有権者の50分の１に
当たる約２万3000人分の署名が必要でしたが、法定
数を大きく上回って９万2848筆が有効署名として集
まっています。主権者である県民による直接請求に
よって成立したこの県民投票条例は、最大限尊重され
なければなりません。
　県民投票条例の目的、第１条に「この条例は、普天
間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画し
ている米軍基地建設のための埋立に対し、県民の意思
を的確に反映させることを目的とする。」、こう書かれ
ております。このように、今回の県民投票は、米軍の
基地建設のために辺野古の海を埋め立てるのか、埋め
立てないのか、市町村や議会の意思ではなく、県民の
意思を確認するために行われるものであります。ま
た、本補正予算案が成立すれば、県民投票に係る市町
村の財政負担は１円もかかりません。不利益は生じな
いわけです。県民の直接請求により、県内各市町村の
多数の住民の署名によって県民投票条例は制定されま
した。住民の代表である市町村長や議会が、この県民
投票に協力しない理由はないはずであります。
　辺野古の埋め立てをめぐってはさまざまな県民意見
があることは当然のことです。県民投票条例では、条
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例の交付の日から６カ月以内の実施を定め、第10条
では「知事は、県民が賛否を判断するために必要な広
報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければな
らない。」、また「前項の広報活動及び情報の提供に際
しては、本件埋立についての賛否両論を公平に扱わな
ければならない。」と定めています。ただいま議題と
なっている補正予算案では、そのための広報費も含ま
れております。
　県民投票で重要なのは、投票によって辺野古埋め立
ての賛否を明確に示すこと、そして同時にこの県民投
票を通じて県民が辺野古問題を議論することにありま
す。対話を通してみずからの意見を明確に示していく
こと、この過程こそが民主主義を実践していく県民投
票の大きな意義であると考えます。
　県民投票の実施にかかる経費５億5000万円への反
対意見もありました。しかし、主権者である県民が、
法定数を大きく上回る９万2848筆を集め、地方自治
法に基づき直接請求したこの県民投票条例は、民主主
義の実践そして成熟をさせるための予算であり、金額
だけでその意義を図れるものではありません。
　各市町村は、地方自治法第252条の規定により、知
事から委任された県民投票実施に係る事務を処理する
義務が、すなわち県民投票を実施する義務が生じま
す。県民がみずからの地域の課題について直接意思を
示し、政治に参加をする権利を保障する県民投票は民
主主義の根幹をなす大事な制度です。県民投票実施の
態度を保留している６つの市が、地方自治を尊重し、
民主主義を支える立場から、県民投票に協力すること
に期待をするものであります。
　最後になりましたが、米軍占領下時代、私たちの沖
縄は、沖縄の自治は神話だと高等弁務官に言い放たれ
ました。しかし、私たちの先達は決して諦めず、自治
権獲得のために歩み続けてきました。その歴史は私た
ちに自治は決して神話ではないこと、みずから立ち上
がりかち取っていくものだということを教えてくれて
いると思います。
　今回の県民投票が、沖縄の自己決定権、地方自治を
体現していくことを確信を持つものであります。
　よって、ただいま議題となっております平成30年
第６回議会甲第１号議案「平成30年度沖縄県一般会
計補正予算（第１号）」に賛成をするものです。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。　
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。
　休憩いたします。

　　　午前11時52分休憩
　　　午前11時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより平成30年第６回議会甲第１号議案及び甲
第１号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず平成30年第６回議会甲第１号議
案を採決いたします。
　本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
　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、平成30年第６回議会甲第１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11時53分休憩
　　　午前11時54分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　次に、甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第12　甲第２号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長狩俣信子さん。

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

――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　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甲第２
号議案の予算議案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、保健医療部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　甲第２号議案「平成30年度沖縄県国民健康保険事業
特別会計補正予算（第１号）」は、沖縄県版糖尿病性
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腎症重症化予防プログラムに基づく取り組みを支援す
るため予算を計上するものである。
　補正予算の総額は、歳入及び歳出ともに569万
7000円で、補正後の改予算額は1566億4470万3000
円となる。歳入の内容は国庫補助金である。歳出の内
容は沖縄県国民健康保険団体連合会が行う、特定健診
データとレセプトデータの照合、集計を行うプログラ
ムの開発に要する経費に対して、県が支援を行うもの
であるとの説明がありました。
　本案に関し、国民健康保険事業特別会計の既決予算
の中で同支援を行うことはできないのかとの質疑があ
りました。
　これに対し、近年糖尿病の重症化の予防及び人工透
析への移行を防止することが求められていることか
ら、これに必要となる新たな取り組みについて国及び
県が支援するものであるとの答弁がありました。
　そのほか、国庫補助率とこれに対する県費負担の有
無、市町村における国民健康保険保健事業の活動状況
などについて質疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、甲第２号議案は、全会一致をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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11時58分休憩
　　　午前11時59分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより甲第２号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２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）　日程第13　議員提出議案第２
号　子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書を

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２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２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、子ども医療費助成制度の拡充等につい
て関係要路に要請するためであります。
　議員提出議案第２号を朗読いたします。
　　　〔 子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見

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を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２号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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２号
「子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書」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２号は、原案のとおり可決
されました。
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―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第14　請願１件及び陳情
１件を議題といたします。
　請願及び陳情に関し、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１件及び陳情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請願１件及
び陳情１件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
  請願及び陳情は、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１件及び陳情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15　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７回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後０時７分閉会
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