令和元年度沖縄県高校生議会
記録集

沖縄県議会

はじめに
沖縄県議会では、議会改革の一環として、県内の高校から選出された高校生議
員が、本会議さながらに知事等へ質問・発言を行うことで、政治がより身近なも
のであると感じていただくことを目的に、議会 110 年の節目でもある令和元年
に 10 年ぶり２回目となる高校生議会を開催いたしました。
今回の高校生議会には、県下 18 校 56 名の高校生に御参加いただき、交通、教
育、環境、福祉、米軍基地などさまざまな分野について、ご家族や友人との意見
交換、担当教諭からの助言などをもとにみずから作成した質問がなされました。
また、参加校の半数となる９校が再質問を行い、写真パネルを用いて説明した高
校や開催直前に火災で焼け落ちた首里城の再建に向けた質問を行った高校もあ
りました。これに対し、知事をはじめ各部局長からも具体例を交えた分かりやす
く丁寧な御答弁いただくなど、本会議と同様、真摯にご対応いただきました。
この記録集には、高校生議会の概要や当日の写真及び会議録、高校生議員や引
率教諭の事後アンケートなどを掲載しております。
このたびの高校生議会を契機として、学校現場やご家庭などにおいて身近な
問題を多面的・多角的にとらえ考えることや、話し合いを通じて県政や県議会に
対する一層の関心と知識を深めるためにお役立ていただければ幸いです。
最後に、沖縄県高校生議会の開催にあたり、各学校や保護者、県執行部などご
協力をいただきました関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
令和２年３月
沖縄県議会議長

新里

米吉
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開催概要

令和元年度沖縄県高校生議会

開催概要

１ 開催概要
⑴ 趣旨
開かれた県議会を実現するため、県内各地域の高校から選出された沖縄県高校生議
会議員が、議場で知事等へ質問・発言を行うことで、県政及び県議会の運営等につい
て知識を深めるとともに、多くの高校生を含む若者に将来の主権者としての政治参加
意識の醸成・普及啓発を図る。
⑵開催日時
令和元年 11 月７日（木）10:40〜16:33
⑶ 参加校・人数
18 校、56 人の高校生
⑷ 高校生議会議員の選定方法
県内の高校(公立、私立(通信制を除く)）を対象に、教育委員会等の協力を得て全県
から公募し選定した。また、公募の際には、県議会議員の定数や選挙区数等を基本と
して学校数及び生徒数を選定すること、１校からの参加は２〜４人を基本とし、質問
は学校単位で行うこと等を予め示した。
⑸ 事前準備
北部・中部・南部・宮古・八重山地区で事前説明会を開催し、高校生議員達は、県
議会の仕組み等について学ぶとともに、他校の生徒達と意見交換を行った。また、議
長校３校は開催直前のリハーサルを行い、議事運営について事前に理解を深めた。
⑹ 質問・発言の時間数
１校あたり、質問時間は 3 分をめどに、質問・答弁を含めた全体の時間は 15 分以内
とした。15 分の時間内であれば再質問も行えることとした。
⑺ 質問・発言の分野
高校生が、日頃の生活で感じ考えてきたこと等をもとに、交通、教育、環境、福
祉、医療、基地など、様々な分野で質問を行った。
⑻ 高校生議長による運営
参加校のうち３校が議長校となり、議長としてそれぞれ午前、午後の前半、午後の
後半の議事運営を担った。

２

タイムスケジュール
時間
内容
9:00
受付
〜9:55
9:55
リハーサル
〜10:25
・当日のスケジュール説明
・本会議場の説明、注意事項等
・質問方法等の実演
10:25
記念集合撮影（知事、議長と共に）
〜10:30
10:30
休憩
〜10:40
10:40
本会議１
〜11:37
・沖縄県議会議長あいさつ
・質問
１番目 西原高校
２番目 本部高校
３番目 北谷高校
４番目 豊見城南高校
11:37
休憩（昼食）
〜13:00
・議会庁舎内図書室・議長応接室見学（15 分程度、希望者対象）
13:00
〜14:28

14:28
〜14:48
14:48
〜16:32

16:33

本会議２
・質問
５番目 八重山高校
７番目 南風原高校・支援学校
９番目 沖縄尚学高校
11 番目 宮古高校
休憩

６番目 名護高校
８番目 那覇高校
10 番目 糸満高校
12 番目 南部工業高校

本会議３
・質問
13 番目 宜野座高校
14 番目 開邦高校
15 番目 沖縄工業学校
16 番目 沖縄カトリック高校
17 番目 首里高校
18 番目 那覇国際高校
・沖縄県知事あいさつ
・高校生議員代表あいさつ（宜野座高校）
・沖縄県議会副議長あいさつ
終了

２
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高校生議会議員

一覧

高校生議会議員一覧
質問
順番

学校名

参加生徒名

西原高校

稲福

明李

（※ 議長校 ２）

知念

鈴

幸地

玲奈

1

渡慶次
2

本部高校

大城

3

由人

西里

凜

宮國

優乃佳

島袋

暁矢

宮里

璃玖斗

果央

宇座

愛翔

宜野座高校

島田

ひまり

13 （※ 生徒代表
挨拶）

仲地

彩葉

仲本

妃那

七虹

田渕

鈴夏

袴田

颯介

開邦高校
14

東

小恵

池間

はな

波照間

早希

久場

悠生

座間味

潤也

加蘭

太一

山城

勇樹

真座

勇気

新垣

大輔

玉城

郁弥

仲里

萌子

親川

光

南風原高校・支援
学校

山田

泰正

新垣

向日葵

（※議長校 ３）

新里

楓

大城

優衣

大城

史芳子

川上

莉央

又吉

晴

糸満高校

ジョージ

伊禮

錢

長嶺

真知
葵

15

沖縄カトリック
16 高校

ラザフォード ライアン ノボル

久志

17

18

元之輔

諸見里

沖縄工業高校

首里高校

意凝

國仲
10

鈴木

重悟

八重山高校

沖縄尚学高校

義愛

仲間

愛里

8

瑞慶山

織衣

新垣

那覇高校

12

参加生徒名

脇田

豊見城南高校

6

9

南部工業高校

由美

名護高校

7

11

富村

5

宮古高校

琉

具志堅

4

学校名

莉枝

仲宗根
北谷高校

質問
順番

渡久山

香己乃
健

石川

ひなの

友寄

英翔

那覇国際高校

久志

顕介

（※ 議長校 １）

赤嶺

天良

金城

実李

川村

梨紗

参加 18校

56人
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沖縄県高校生議会

質問通告書

高校生議会 質問通告書
学

校

名 西原高等学校

順位
質問者

1

学

年

（ ふ り が な ）

氏

名

質

２年

２年

２年

いなふく

あかり

ちねん

すず

稲福

明李

知念

鈴

問

項

目

・

要

旨

こうち

幸地

２年

れな

とけし

玲奈

渡慶次

まりえ

莉枝

等

（分野名） 子どもの未来応援
（質問項目）個人で子ども食堂を行っている方に対しての助成金の援助について
（質問要旨）
１

私たちの近所で、個人で子ども食堂を行っている方がいてお話を聞くことができまし
た。そこは企業や個人から食材の寄付で材料を賄っていますが、毎回の食堂を開くため
の安定した財源は得られていないと伺いました。そこで行政が行っている子どもの未来
応援に関する助成金はどのようなものがあるかお聞きします。

（分野名） 子どもの未来応援
（質問項目）子ども食堂を支援するに当たっての予算について
（質問要旨）
２

子ども食堂を行うに当たって助成金の給付額はどれぐらいですか。また、県の予算は
どれほどでしょうか。

（分野名） 子どもの未来応援
（質問項目）子ども食堂に関する広報活動について
（質問要旨）
先ほど紹介した、子ども食堂の運営をなさっている方に今の課題を尋ねたところ、子
３ 供がなかなか来ない現状があり、広報活動に課題を抱えていると伺いました。県として
の子ども食堂の広報活動はどのようなことが行われていますか。

この質問に関する会議録は32ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 本部高等学校

順位
質問者

学

年

（ ふ り が な ）

2

氏

名

質

２年
おおしろ

大城

問

項

２年

ゆずる

なかそね

琉

仲宗根

目

・

ゆうと

由人

要

旨

等

（分野名） 土木環境
（質問項目）海岸への赤土流出における対策について
（質問要旨）
大雨が降ると赤土流出の被害が出ています。赤土流出防止のためにグリーンベルトを
１ 行っていると聞いています。本部町では、どのような場所でグリーンベルトを行ってい
ますか。
またそれによって、赤土防止の効果は出ていますか。

（分野名） 土木環境
（質問項目）海岸への赤土流出における対策について
（質問要旨）
海岸に推積した赤土は台風などで波が荒れると濁らせる原因となっている。海岸に推
２ 積した赤土の処理対応はどのように行っていますか。
また、処理をした赤土はどのようにしているのですか。

（分野名）
（質問項目）
（質問要旨）
３

この質問に関する会議録は33ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 北谷高等学校

順位
質問者

3

学

年

２年

１年

（ ふ り が な ）

わきだ

おりえ

氏

脇田

織衣

名

質

問

項

目

いれい

伊禮

・

要

１年

かお

ぐしけん

果央

具志堅

旨

ななこ

七虹

１年
とみむら

富村

ゆみ

由美

等

（分野名） 文教厚生
（質問項目）教育費の割合の減少について
（質問要旨）
１

沖縄県は高等学校や大学への進学率は年々上がってきていますが、全国との差はまだ
あり、全国最下位となっています。また、教育費の割合が前回調査と比べ全国順位を落
としていますが、これらの要因と県の対策について意見をお聞かせください。

（分野名） 文教厚生
（質問項目）国際交流事業の機会均等について
（質問要旨）
沖縄県はビジネスの分野においてアジア・太平洋地域とのネットワーク構築を進めて
２ おり、将来沖縄で働く私たち高校生には、国際的視野でコミュニケーションや外交する
力が求められると考えています。県では中高生を他国に派遣する短期・長期留学プログ
ラムなどがありますが、人数や費用の関係で参加することができない中高校生もいま
す。そこで、海外の人たちを、離島を含む沖縄に幅広く迎え入れ、交流体験をする招致
事業などがあると、より多くの中高生たちに機会を与えられるのではないかと考えてい
ます。県内への招致事業への取り組みと国際交流事業の機会均等について意見をお聞か
せください。
（分野名） 子どもの未来応援
（質問項目）若者の自殺防止対策について
（質問要旨）
沖縄県の自殺による死亡数は全国平均を上回っており、全国順位も前回調査よりも上
３ がっています。全国調査では、10代の死因の２位は自殺となっており、同年代の人が自
殺によって命を落していることに衝撃を受けました。県や市町村では、相談窓口やウェ
ブサイト、フリーダイヤル、SNS、ゲートキーパーなどの取り組みがなされていますが、
どの取り組みも10代の若者の認知度が低いように感じます。これらの自殺防止対策への
効果はどのように検証されているのかお聞かせください。

この質問に関する会議録は34ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 豊見城南高等学校

順位
質問者

4

学

年

３年

（ ふ り が な ）

あらかき

あいり

氏

新垣

愛里

名

質

問

項

目

・

要

旨

等

（分野名） 経済労働
（質問項目）文化遺産としての沖縄空手の普及・振興について
（質問要旨）
2020年東京オリンピックの公式種目決定などを受け、注目が高まってきている空手で
すが、発祥の地である沖縄県の果たす役割も大きくなってくると思われます。例えば、
１ 空手を文化観光資源の一つと位置づけ、国内外の多くの愛好家を迎える際の受け入れ体
制やユネスコ文化遺産登録に向けた関係諸団体との連携、広報活動等空手振興に向けた
沖縄県の取り組み状況を伺います。
また、2017年に開館した沖縄空手会館の活動状況や課題への取り組みについても伺い
ます。
さらに、施設等のハード面は整備され、空手発祥の地にふさわしい研さんの場とし
て、今後の発展が期待されるところですが、課題となる入館者数の増加をどのように
図っていかれるのか、県民の財産としてどのように保存・発展させていくのか、県の見
解を伺います。
（分野名）
（質問項目）
２

（質問要旨）

（分野名）
（質問項目）
３

（質問要旨）

この質問に関する会議録は36ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 八重山高等学校

順位
質問者

5

学

年

２年

２年

２年

（ ふ り が な ）

たぶち

すずか

はかまた

さすけ

氏

田渕

鈴夏

袴田

颯介

名

質

問

項

目

・

要

旨

はてるま

波照間

さき

早希

等

（分野名） 文教厚生・子どもの未来応援
（質問項目）離島における派遣費補助について
（質問要旨）
沖縄21世紀ビジョン基本計画及び同実施計画に、克服すべき沖縄の固有課題として、
１ 離島の条件不利性克服が挙げられていますが、離島に住む私たちの現状として、部活動
に所属している生徒は、市からの補助金があるとはいえ、島外への遠征費や派遣費の負
担が重く、費用の捻出に苦心している生徒がいるのが現状です。これに起因する勉学へ
の影響など、さまざまな問題の解決のためにも、遠征費や派遣費の補助が必要だと感じ
ますが、県からの補助は可能なのでしょうか。

（分野名） 総務企画
（質問項目）観光客のマナーについて
（質問要旨）
沖縄県は、観光客の増加を推進していますが、それに伴って発生する観光客によるポ
２ イ捨てなどのマナーの悪さについて、県としてはどのような対策をお考えですか。

（分野名）
（質問項目）
（質問要旨）
３

この質問に関する会議録は37ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 名護高等学校

順位
質問者

6

学

年

（ ふ り が な ）

氏

３年
ざまみ

名

座間味

質

問

２年

じゅんや

項

潤也

目

２年

２年

たまき

いくや

なかざと

もえこ

おやかわ

玉城

郁弥

仲里

萌子

親川

・

要

旨

ひかる

光

等

（分野名） 公共交通ネットワーク
（質問項目）鉄軌道の建設について
（質問要旨）
１

２年前に実施されたアンケートで鉄軌道のルートについて検討されたと思いますが、
現在はどのように進んでいるのでしょうか。鉄軌道の建設が実現すれば北部地域の発展
につながると思い質問します。

（分野名） 公共交通ネットワーク
（質問項目）通学で利用するバスについて
（質問要旨）
２

名護高校は広範囲の地域から生徒が通学しています。通学の際にバスを利用する生徒
も多いですが、地域によってはバスの本数が少なくルートも学校の前を通らないなどの
状況があります。バスの本数をふやしたり、ルートの見直しについては、人材不足など
の課題もあると思いますが、公共交通であるバスを充実させる取り組みは現在どのよう
なものがありますか。
（分野名） 土木環境
（質問項目）ごみに関すること。環境保護について
（質問要旨）

３

北部地域の海で、大量のペットボトルやプラスチックなどのごみが捨てられていた
り、漂着している場所があります。地域で清掃活動などを行っていても難しい状況があ
ります。観光産業が伸びている本県では環境保護の対策も重要になると思いますが、環
境保護についてどのような取り組みが行われていますか。

この質問に関する会議録は38ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 南風原高校・高等支援学校

順位
質問者

7

学

年

２年

２年

（ ふ り が な ）

やまだ

たいせい

氏

山田

泰正

名

質

問

項

目

あらかき

新垣

・

１年

ひまり

向日葵

要

旨

しんざと

新里

かえで

楓

１年
おおしろ

大城

ゆい

優衣

等

（分野名） 公共交通ネットワーク
（質問項目）バスの運行について
（質問要旨）
私たちは、校内で沖縄県に対する要望についてのアンケートを実施しました。その結
１ 果、バスの運行に関しての要望が多くありました。
その中でも、運賃の高さ、乗りかえの不便さ、本数の少なさなどの問題点が挙がりま
した。
これらの問題について、県としてどのような解決策があるとお考えか教えてくださ
い。

（分野名） 土木環境
（質問項目）歩道の設備について
（質問要旨）
私たち学生は、歩道を日常的に利用しています。しかし、大きな道路から一歩細い道
２ に入ると、街灯が少ない暗い道や道路の幅が狭く、その上草木が生い茂っている道が多
くあります。アルバイトや部活の帰宅途中に不審者に声をかけられたりなど危険な目に
遭うことがあります。また、走行中の車から歩行者が見えづらいために事故が起こった
ケースもあります。そのことから、幅が狭く暗い道路にも街灯の設置を検討してほしい
と考えています。
それについて、県の御意見を伺います。
（分野名） 土木環境
（質問項目）観光と環境について
（質問要旨）
３

沖縄県は現在県外からの観光収入を多く得ています。観光の大きな一つの目的として
「沖縄の自然環境」が挙げられます。その一方で、ホテルなどの建造物を自然を壊して
までたくさんつくられてしまっていることについて、沖縄県としてどう考えています
か。

この質問に関する会議録は39ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 那覇高等学校

順位
質問者

8

学

年

（ ふ り が な ）

氏

２年
おおしろ

名 大城

質

問

２年

しほこ

史芳子

項

目

かわかみ

川上

・

要

２年
りお

またよし

はる

莉央

又吉

晴

旨

等

（分野名） 文教厚生
（質問項目）歩行者信号の青点灯時間について
（質問要旨）
横断歩道の信号機の青点灯の長さは毎秒１メートルで計算されているが、加齢によっ
１ て筋力やバランス感覚が低下している高齢者や、何らかの運動障害を持つ人々にとっ
て、それは酷なものである。また、時間内で渡り切らなければならないという焦りから
転倒してしまう可能性もある。近年、青延長用押しボタンつき信号機が普及してきてい
るが、沖縄県は整備がまだ不十分である。よって、青延長用押ボタンつき信号機をふや
すべきではないだろうかと考えています。それについて、県の考えを聞かせてくださ
い。
（分野名） 文教厚生
（質問項目）高齢者のバス料金について
（質問要旨）
調べてみると2020年には、沖縄の人口の４人に１人が高齢者であるという。また、最
２ 近では高齢者による交通事故が多発しており、高齢者に対して迅速な免許返納を求める
声が多くなっている。しかし、バスは料金が高いということから返納したがらない人が
多いと聞いています。そこで、高齢者のバスの運賃を割引するのは可能だろうか。それ
について、県の考えを聞かせてください。

（分野名） 文教厚生
（質問項目）高齢者のバス利用について
（質問要旨）
２と同様な理由により、バスは時刻表が見づらいことや、行き先、時間表の見方が分
３ からないことも免許返納をためらう理由である。また、高齢者はスマートフォンを持っ
ている人が少ないため、調べることもできない。よって、那覇バスターミナルにある
「路線バス乗り換え案内」や「デジタル時刻表」をもっと普及すべきではないだろう
か。それについて、県の考えを聞かせてください。

この質問に関する会議録は40ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 沖縄尚学高等学校

順位
質問者

学

年

（ ふ り が な ）

9

氏

名

質

１年
ちぇん

錢

問

２年

いにん

意凝

項

目

くになか

げんのすけ

國仲

元之輔

・

要

旨

等

（分野名） 文教厚生
（質問項目）海外経験を豊富にもつ人材の重要性について
（質問要旨）
沖縄21世紀ビジョンの将来像IV、「世界に開かれた交流と共生の島」の達成のため沖
１ 縄県では「国際性と個性の涵養」と題し、グローバルリーダー育成海外短期研修を初め
とする短期留学プログラムを実施してきた。しかし、これらのプログラムで可能な留学
期間は長くても10カ月など長期的かつ豊富な海外経験を積めるものであるとは必ずしも
言えないと思われる。沖縄県としては、将来像IVの達成において海外大学、大学院、も
しくは海外での社会経験を積んだ人材の必要性についてはどういった考えを持っている
のか。もし重要であると考えるならば、どのような施策が行えるのか、それについての
県の意見を聞かせてください。
（分野名） 文教厚生
（質問項目）医師不足と高齢化社会への対応について
（質問要旨）
2018年に突入した少子高齢化により沖縄県は、高齢者福祉及び医療などの需要が増加
２ している。高齢者に対する福祉には「後期高齢者医療制度」や介護ケア、高齢者向け住
宅など、多岐にわたるものがあるが病院の「医師不足」は離島や僻地という立地もあ
り、他県と比べ深刻である。これに対し、沖縄県における医師などの医療に従事する人
材を育成するための取り組み、対策にはどのようなものがあるか。また、両者の需要が
年々高まる中、双方の均衡をどのように保っていくのか、県の意見を聞かせてくださ
い。
（分野名）
（質問項目）
（質問要旨）
３

この質問に関する会議録は41ページを御覧ください。
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（分野名） 土木環境
（質問項目）沖縄の河川環境について
（質問要旨）
私の家の近くにある糸満市の報得川は水が汚く、川に流れ込む排水が泡立っているこ
１ ともあります。県としてどのような対策をとっているのか教えてください。

（分野名） 子ども未来応援
（質問項目）貧困家庭に対する支援について
（質問要旨）
沖縄は貧困家庭が多く、子供が満足に学問に集中できない状況にあります。県として
２ はこの問題に対しどのような対策を行っているのか教えてください。

（分野名）
（質問項目）
（質問要旨）
３

この質問に関する会議録は42ページを御覧ください。
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（分野名） 公共交通
（質問項目）公共交通の確保について
（質問要旨）
１

宮古島市内に住む高齢者が病院に行くための手段としてタクシーが多く利用されてい
るが、観光客の増加によりタクシーの確保が難しい状況になってきている。この現状に
対して、県としての考えを聞かせてください。特に、クルーズ船で観光客が来る際に
は、ほぼ全てのタクシーが出払ってしまい、病院に行くことのできない高齢者が多い。
そのため、高齢者が集まる地域と病院を往復する高齢者に負担のないバリアフリーのバ
ス等を運行させてください。

（分野名） 土木環境
（質問項目）台風でも停電しないインフラ整備について
（質問要旨）
２

沖縄県では、毎年発生する台風の影響により多くの被害を受けている。特に、山や高
い建物がない宮古島では、飛来物が電柱に絡みやすく、台風が来襲するたびに広範囲で
の停電被害が起こっている。復旧にも多くの時間を要し、島民の生活に大きな影響を及
ぼしている。沖縄県の電線の地中化計画はどのようになっているか教えてほしい。ま
た、離島地域の無電柱化を優先することはできないのか。

（分野名） 土木環境
（質問項目）不法投棄ごみ問題について
（質問要旨）
３

宮古島には処理し切れていない不法投棄ごみが多くあることが問題になっている。過
去には、処理したごみの量を偽るニュースもあり、エコアイランドを宣言している宮古
島としては解決しなければいけない問題である。現在、実際に回収されている不法投棄
ごみの量はどのくらいあるのか調査をお願いしたい。また、その不法投棄ごみを撤去す
ることは可能であるのか県の見解を聞きたい。

この質問に関する会議録は43ページを御覧ください。
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（分野名） 文教厚生
（質問項目）文化財の保護について
（質問要旨）
世界遺産となっている首里城には、多くの国内外の観光客が訪れていました。先週、
１ 首里城の正殿など主な建物が焼け落ちてしまいましたが、再建が必要だと思います。再
建に向けてどう取り組むのか聞かせてください。また、琉潭池を含む首里城周辺の整備
計画を今後どうしていくのか、聞かせてください。

（分野名） 総務企画
（質問項目）不発弾対策について
（質問要旨）
南部工業高校は、昨年体育館を改築しました。整備している際、野球部が放課後、古
２ い体育館跡地の石拾いをしましたが、そのときに、不発弾が見つかりました。沖縄県は
いまだに不発弾が毎年見つかっていますが、県の不発弾撤去の取り組み状況を聞かせて
ほしい。また、撤去までに後どれくらいの年月がかかるのかを試算されているか、聞か
せてください。

（分野名） 公共交通ネットワーク
（質問項目）バスについて
（質問要旨）
南部は、モノレールもなく交通手段が那覇市に比べると不便であることから、通学に
３ はバスが必要です。南部地区の中学・高校を回る循環バスや、バスの本数をふやす等、
バス会社に対しての協力依頼など、県はどのような支援を行っているのか、お聞かせく
ださい。

この質問に関する会議録は45ページを御覧ください。
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（分野名） 経済労働
（質問項目）就職率について
（質問要旨）
１

現在、本県では新規高校卒業者と新規大学卒業者の無業者比率が全国１位となってい
ます。私たちは、その原因が無業者に対するサポート体制が不十分なことにあると考
え、サポートする体制を早急に整えるべきだと考えます。このことに関して、御意見を
お聞かせください。

（分野名） 経済労働
（質問項目）大人の学び直しの制度について
（質問要旨）
２

これからの時代、ＡＩ（人工知能）が発達し、大きな社会変動予測されると同時に現
在ある仕事の内容も大きく変わり、その中で、今まで身につけた知識や技能では、新し
い社会変化や仕事に対応できなくなる状況も想定されます。そうすると、一旦社会に出
た後に、新しい知識・技能を身につけるための学び直しが必要になってくると考えま
す。そのようなもう一度学び直したいと考える人たちのためにどのような制度、環境整
備を考えていらっしゃるのかお聞かせください。

（分野名） 子どもの未来応援
（質問項目）貧困対策について
（質問要旨）
３

沖縄県は離婚率が高いことから、シングルファザー、シングルマザーが多く、それに
伴い貧困率も30％近くに上り、全国の2.2倍と高い状況にあります。その影響のため、貧
困の中にある子供たちが夢や希望も捨て、高校や大学への進学を諦めてしまうこともあ
ります。その結果、所得の低い仕事にしかつくことができず、このことがさらには将来
の子供たちにまで負の連鎖が続くことになりかねません。このような悪循環を脱するた
めに、県としてどのような取り組みを行っているか具体的に教えてください。

この質問に関する会議録は46ページを御覧ください。
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（分野名） 米軍基地関係
（質問項目）
県外における基地問題の認識について
（質問要旨）
ことしの２月に行われた普天間基地の辺野古移設に関する県民投票では、過半数が反
１ 対という結果となりましたが、しかし、現在も移設工事は進行しています。このことに
ついて、私たち県民が興味を持ちかかわっていくのはもちろんのことですが、県外では
どのように捉えられているのでしょうか。一部では「沖縄県の基地負担は少ないのでは
ないか」という意見も聞いたことがあります。基地問題は、沖縄県だけでなく日本が抱
える問題であることを県外の人に知ってもらうためにも、私たちは基地問題について全
国にもっと発信していくべきだと考えます。
（分野名） 経済労働
（質問項目）
最低賃金の向上について
（質問要旨）
沖縄県ではことし10月以降、最低賃金が762円から790円へと28円引き上げられます。
現在沖縄の最低賃金は全国的にも低水準であり、そのような中、最低賃金が引き上げら
れるというのはいいことだと思います。しかしながら、全国平均で見てもことしの最低
２
賃金の引き上げ額は28円と同じであり、また今回の賃上げで最低賃金が1000円を超える
東京都においても、上げ額は27円と沖縄とほとんど差がありません。このままでは、今
存在している最低賃金の差がこれからもなかなか減っていかないと思います。この差を
縮めるには、全国のどの地域でも行われていない沖縄の独自の賃上げ対策をとるべきだ
と思います。そして、沖縄において独自の対策となり得るのは、返還された米軍基地の
跡地に大工事を誘致するなどして、跡地を活用した将来性のある産業を育てること等が
あると考えましたが、そのような沖縄独自の賃上げ対策は何か考えている、または行っ
ているものはありますか。
（分野名） 公共交通ネットワーク
（質問項目）
鉄軌道計画について
（質問要旨）
鉄軌道計画について、特に恩納村などのリゾート地の近くにおいてトンネルを掘って
３
つくる地域では、赤土が海に流出する恐れがあります。恩納村は、リゾート地として有
名ですが、土砂によってそれらの地域の海が汚染されるおそれがあります。このような
問題には、具体的にどのような取り組みをする予定か教えてください。
また、ルートに普天間基地の返還跡地は入っているのですか。どのようにしてこの問
題に取り組む予定でしょうか。
この質問に関する会議録は48ページを御覧ください。
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（分野名） 公共交通ネットワーク
（質問項目）鉄軌道の建設について
（質問要旨）
鉄軌道の建設において、沖縄の観光という観点に着目すると、鉄軌道の整備は観光、
１ 生活においての最重要課題だと思う。具体的には、海が一望できる鉄道の開発など、新
しい観光の仕方を売りにできるのではないだろうかと考えている。それについて県の考
えを聞かせてください。

（分野名） 子どもの未来応援
（質問項目）教育について
（質問要旨）
沖縄県は全国的に見ても、学力に課題があり、背景には低所得や母子家庭など、社会
２ 的に弱い立場の人たちの学習環境が整っていないことが挙げられる。そこで、教育やそ
の他の支援サービスにもっとお金をかけてもよいのではと考える。沖縄県の経済は成長
しているが、全国最低の所得の状況で、子供のサポートや母子家庭への支援をもっと手
厚くするには、どのような政策を検討しているのか県の考えを聞かせてください。

（分野名） 文教厚生
（質問項目）沖縄の情報教育について
（質問要旨）
来年度から小学校で「プログラミング教育」が必修化される。しかし、「機械やネッ
３ トワーク環境の不足」や「県、市、教育委員会の支援」、「学習、研修時間の不足」、
「教育教材の不足」等の多くの課題があると感じる。このような状況の中で、障害のあ
る子供に対する情報教育はどのようにしていくのか県の考えを聞かせてください。

この質問に関する会議録は50ページを御覧ください。
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（分野名） 文教厚生
（質問項目）「こども医療費助成事業」の全県統一について
（質問要旨）
１

現在沖縄県では、「こども医療費助成事業」が行われていますが、支援内容が各市町
村によって異なっています。例えば支援内容については、自動償還か現物給付なのか、
自己負担の有り、なしや、入院か通院か、でも内容が異なっています。対象年齢につい
ても、未就学児から中学生までは全ての市町村で対象とされていますが、高校生までを
支援対象としている市町村は限られています。沖縄県の貧困率が高いことを考えると、
対象年齢を高校生までとし、さらに制度の内容をすべての市町村で統一したほうがいい
のではないかと考えます。沖縄県としてのお考えをお聞かせください。
（分野名） 文教厚生
（質問項目）特別支援教育について
（質問要旨）

２

沖縄県では特別支援を必要とする子供たちに十分な支援が行われていないと感じてい
ます。また教員や親の負担が大きく、家庭や学校では疲弊も進んでいます。特別支援学
校へ医療専門職の配置を行い、障害を持つ子やその親、教員の負担を軽減する必要があ
ると考えます。文部科学省によると特別支援学校において、専門家などの外部人材を配
置・活用した教育活動を実践するとありますが、沖縄県としてその取り組みを行ってい
るのか、行っているのであればその内容を教えていただきたいです。
（分野名） 土木環境
（質問項目）サンゴを守る取り組みについて
（質問要旨）

３

近年、日焼けどめに含まれる成分が、サンゴなどに悪影響を及ぼすとの研究結果が示
されています。沖縄と同じくサンゴが貴重な観光資源となっているパラオやハワイなど
では、サンゴに有害な日焼けどめの販売を禁止する法律が制定され、2021年までには施
行されます。沖縄のサンゴ礁も、その美しさは世界でも有数のものであり、とても貴重
な観光資源となっているのと同時にその保全が必要です。環境保護と観光との両立を考
えていくために、沖縄県においてもパラオやハワイのようなサンゴを守る取り組みを
行っているのか、行っているのであればその内容を教えていただきたいです。

この質問に関する会議録は52ページを御覧ください。
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（分野名） 米軍基地
（質問項目）日米地位協定について
（質問要旨）
沖縄県は欧州に職員を派遣するなどして日米地位協定と欧州における米軍と受け入れ
１ 国との地位協定を比較する調査を行いましたが、今後も欧州のみならず、他国の米軍受
け入れ国に職員を派遣するなどして比較調査を行う計画はあるのでしょうか。
また、調査を基に日米両政府に改定案などを提言する計画はあるのでしょうか。

（分野名） 土木環境
（質問項目）沖縄県北部の世界自然遺産登録について
（質問要旨）
現在、沖縄県北部のヤンバルの森を世界自然遺産に登録しようとする動きがあります
２ が、仮に実現した場合、さらなる観光客増による宿泊施設の増加やごみ問題の増加など
が懸念されていますが、それに対処するプランなどは県などで計画されていますか。
また、世界自然遺産登録に向けて、県としてはどのような活動を行う予定ですか。

（分野名） 子どもの未来応援・公共交通ネットワーク
（質問項目）バス通学無料化について
（質問要旨）
玉城知事が公約に掲げていたバス通学の無料化ですが、この政策はいつごろ実現でき
３ るのでしょうか。また、仮に実現した時に、財源はどこから持ってくるのでしょうか。
（振興予算からなのか、自主財源からなのか等）

この質問に関する会議録は53ページを御覧ください。

高校生議会 質問通告書
学

校

名 那覇国際高等学校

順位
質問者

18

学

年

１年

（ ふ り が な ）

くし

氏

久志

名

質

問

１年

けんすけ

項

顕介

目

１年

あかみね

あまら

赤嶺

天良

・

要

旨

きんじょう

金城

１年
みり

実李

かわむら

川村

りさ

梨紗

等

（分野名） 文教厚生
（質問項目）県立図書館の自主学習スペース設置について
（質問要旨）
県立図書館のホームページによると県立・市町村立図書館を含めた沖縄県内の図書館
は39館あり、そのうち自習スペースを設けている図書館は私たちが調べた範囲で31館あ
１ りました。県立図書館はバスターミナルが併設されており、生徒にとって利用しやすい
場所にあります。多くの高校生は自主学習を目的として県立図書館を利用したいと考え
ていますが、県立図書館では持ち込み学習が禁止されており、自主学習スペースも設け
られていません。沖縄県生涯学習計画では、「潤いと生きがいのある生涯学習社会の現
実」を掲げており、県民の学習ニーズに応える学習機会の充実を推進しています。以上
で述べたことより、県立図書館の館内に自主学習スペースを設置してみてはいかがで
しょうか。それについて県の見解を聞かせてください。
（分野名） 公共交通ネットワーク
（質問項目）バス停やバス車内の表示の明瞭化と多言語化について
（質問要旨）
内閣府沖縄総合事務局が行った観光ニーズ調査（H29）によると、那覇空港案内所に寄
せられた問い合わせ内容は国内線、国外線ともに交通機関に関する問い合わせが８割を
２ 超えています。その中でも、バスに関する問い合わせ件数が最も多くなっています。ま
た、沖縄県は観光業が盛んであり、那覇空港国際線ターミナルからもバスが多く出てい
るため、外国人観光客もホテルまでの移動などにバスを利用している姿をよく見かけま
す。しかし、バス停やバスの車内の表記は日本語表記のみにとどまっているものが多
く、外国人観光客にとっては利用しにくいのではないかと思いました。バスをもっと利
用しやすくするために、ピクトグラムや、外国人向けのサービスとして多言語での表記
などの導入を検討してほしいと考えています。それについて県の意見を聞かせてくださ
い。
（分野名）
（質問項目）
３ （質問要旨）

この質問に関する会議録は55ページを御覧ください。
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私 たちの 近所 で、個 人で子 供食 堂を 行ってい
る方 がいて お話 を聞く ことが でき まし た。そこ
は企 業や個 人か ら食材 の寄附 で材 料を 賄ってい
ます が、毎 回の 食堂を 開くた めの 安定 した財源
は得 られて いな いと伺 いまし た。 そこ で行政が
行っ ている 子ど もの未 来応援 に関 する 助成金は
どのようなものがあるかお聞きします。
○知 念 鈴 さん 西原 高等学 校２ 年の 知念鈴で
す。よろしくお願いいたします。
次 に、質 問項 目２、 子供食 堂を 支援 するに当
たっての予算について質問いたします。
子 供食堂 を行 うに当 たって 助成 金の 給付額は
どれ ぐらい です か。ま た、県 の予 算は どれほど
でしょうか。
○幸 地 玲 奈さ ん 西 原高等 学校 ２年 の幸地玲
奈です。よろしくお願いいたします。
次 に、質 問項 目３、 子供食 堂に 関す る広報活
動について質問いたします。
先 ほど紹 介し た、子 供食堂 の運 営を なさって
いる 方に今 の課 題を尋 ねたと ころ 、子 供がなか
なか 来ない 現状 があり 、広報 活動 に課 題を抱え
てい ると伺 いま した。 県とし ての 子供 食堂の広
報活 動はど のよ うなこ とが行 われ てい ますか。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○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。
沖縄県知事の玉城デニーです。
高 校生議 会、 真摯な 答弁に 努め てま いります
のでどうぞよろしくお願いいたします。
西原高校の御質問にお答えいたします。
個 人で子 供食 堂を行 ってい る方 に対 しての助
成金 の援助 につ いての １、子 供食 堂に 対する行
政の支援についてお答えいたします。
沖 縄県の 子供 たちの ３人に １人 が経 済的に厳
しい 生活状 況の 中にい て、将 来の 夢や 希望を失
った り、食 料を 買えな い経験 をし てい ることな
どが 県の調 査で 明らか となり まし た。 子供食堂
など の子供 の居 場所は 、周囲 の人 との つながり
を生 み、子 供た ちの学 習意欲 を高 める などの効
果が ありま す。 このた め、国 ・県 ・市 町村が連
携し 、地域 で子 供たち のため に食 事支 援や学習
支援 などの 子供 の居場 所を運 営し てい る方を支
援し ている とこ ろです 。沖縄 県と して も、子供
たち が地域 で生 き生き と暮ら して いけ るよう、
子供 食堂や 子供 の居場 所を開 設し 、子 供たちの
ため に御尽 力い ただい ている 方々 をし っかりと
サポートしてまいります。
そ の他の 質問 につき まして は、 部局 長から答
弁をさせていただきます。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 子 ども 生活 福祉部長

大城玲子さん。
〔子ども生活福祉部長 大城玲子さん登壇〕
○子ど も生 活福祉 部長（ 大城 玲子さ ん） おは
ようございます。
西原 高校 の御質 問の中 の２ 、子供 食堂に 関す
る予算についてお答えいたします。
子供 の居 場所へ の運営 支援 につい ては、 市町
村ごと で、 居場所 の開所 日数 や支援 内容な どに
よって 金額 が異な ってい ます 。西原 町の場 合、
食事支 援な どを月 １回以 上行 う自治 会やＮ ＰＯ
法人、 ボラ ンティ ア団体 等が 補助金 の対象 とな
り、補 助金 の限度 額は年12万円になる との こと
です。 県に おいて は、子 供食 堂等の 運営を 支援
する市 町村 に対し 、子供 食堂 の開設 に伴う 備品
購入費 や開 設後の 修繕に かか る費用 など、 １件
当たり 数十 万円を 交付し てい るとこ ろです 。な
お、今 年度 、国の 補助金 を活 用した 県と市 町村
の子供の居場所 関連予算は全体 で約８億7000万
円となっています。
次に ３、 子供食 堂に関 する 広報活 動につ いて
お答えいたします。
現在 、沖 縄県内 に子供 の居 場所や 子供食 堂は
約 170カ 所 開 設 さ れ て い ま す が 、 認 知 度 が 低 い
ことも課題の一つであります。居場所の中には、
学校と 協力 してチ ラシを 配布 し、地 域の子 供た
ちの利用を広く呼びかけているところもあれば、
個別支 援を 行って いるた め情 報を公 開して いな
いとこ ろも ありま す。こ のた め、居 場所等 の周
知に当 たっ ては、 施設の 特性 や規模 、運営 者の
意向等 を確 認する 必要が あり ますの で、毎 年１
回、公 表を 希望す る居場 所等 の調査 を行い 、県
のホー ムペ ージで 所在地 や活 動内容 などの 情報
を公表 して います 。県と しま しては 、公表 を希
望する 居場 所等の 情報に つい ては、 市町村 や学
校と連 携し 、学校 訪問や 市町 村の支 援員等 を通
じて広めるなど、周知に努めてまいります。
以上でございます。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 西 原高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔西原高等学校一同登壇〕
○稲福 明 李さん 西原 高等 学校２ 年の稲 福明
李です 。御 答弁あ りがと うご ざいま した。 再質
問させていただきます。
先ほ どの 答弁で 広報活 動で 広く広 めてい くと
いうこ とで 、支援 員など や県 ホーム ページ 等の
例を挙 げて くださ ったの です が、ほ かに何 か県
として のパ ンフレ ットな どそ ういう ものが あれ
ば教えていただきたいと思います。
再質 問は 以上で す。御 答弁 よろし くお願 いい
たします。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 子 ども生 活福祉 部長
大城玲子さん。
〔子ども生活福祉部長 大城玲子さん登壇〕

○子 ども生 活福 祉部長 （大城 玲子 さん ） 再質
問ありがとうございます。
子 供食堂 の広 報につ きまし ては 、先 ほど答弁
しま したと おり ホーム ページ や支 援員 を通じて
今行 ってい ると ころで ござい ます 。そ のほかに
も、 子供の 貧困 対策に ついて は子 ども 未来県民
会議 という もの を県の 知事を 中心 につ くってお
りま して、 その 中で円 卓会議 など もや っており
ます 。そう いう 県民の 理解を 得る ため の場での
周知にも努めているところでございます。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 西 原高 等学 校の皆さ
ん、御登壇願います。
〔西原高等学校一同登壇〕
○稲 福 明 李さ ん 再 質問の 御答 弁あ りがとう
ございました。
今 の沖縄 県は 、先ほ ど玉城 デニ ー知 事もおっ
しゃ ってい たと おり３ 人に１ 人が 貧困 という状
態を 抱えて いま す。そ の３人 に１ 人と いう人に
対し 、助成 を受 けて子 供食堂 及び 子供 の居場所
を 運 営 し て い る 場 所 が 170カ 所 と と て も 非 常 に
少な い状況 が続 いてお ります 。な ので 県には支
援を 提供す る場 をもっ ともっ とふ やし ていただ
き、 そして もっ と助成 が受け られ るよ うな環境
を少 しずつ でも 、多く の方々 にで きる ようにし
てほしいと思います。
ありがとうございました。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 質 問に お答 えいたし
ます。
先 ほどあ りま したよ うに、 沖縄 県は ３人に１
人の 子供た ちが 非常に 厳しい 生活 環境 の中に置
かれ ていま す。 県とし まして も、 先ほ どの子供
食堂 の支援 のほ か、さ まざま な角 度か ら子供た
ちの 実態調 査に 即した 支援体 制を とっ ていきた
いと 思いま す。 沖縄県 の最重 要施 策で ある子供
の貧 困問題 の解 決は子 供だけ の問 題で はありま
せん 。社会 全体 で所得 の向上 や非 正規 から正規
職に 転換を させ ていく など、 実は 大人 の環境、
雇用 環境な どを 改善し ていく こと も子 供の貧困
を解 消して いく ことに つなが ると いう ことから
も、 県とし ては 全庁的 に取り 組み を進 めていま
す。 どうぞ その 点など も御理 解を いた だきなが
ら、 さらに 県と しての 施策を 進め てい きたいと
思い ますの で、 御協力 よろし くお 願い いたしま
す。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 本 部高 等学 校の皆さ
ん、御登壇願います。
〔本部高等学校一同登壇〕
○仲 宗根 由人 君 本 部高等 学校 ２年 の仲宗根
由人です。よろしくお願いいたします。
質 問項目 １、 海岸へ の赤土 流出 対策 について
質問いたします。

本部 町海 岸では 大雨が 降る と赤土 流出の 被害
が出て いま す。赤 土流出 防止 のため にグリ ーン
ベルト を行 ってい ると聞 いて います 。本部 町で
は、ど のよ うな場 所でグ リー ンベル トを行 って
います か。 またそ れによ って 、赤土 防止の 効果
は出ていますか。
○大城 琉君 本部高等学校２年の大城琉です。
よろしくお願いいたします。
次に 、質 問項目 ２、海 岸へ の赤土 流出に おけ
る対策について質問いたします。
まず 初め に、こ ちらの パネ ル写真 をごら んく
だ さ い 。（ パ ネ ル を 掲 示 ） こ れ は ９ 月 22日 に
本部港 付近 で撮影 した海 岸で す。写 真向か って
右 側 に は 国 道 449号 と 八 重 岳 に 向 か う 道 が あ り
ます。 台風 接近前 の様子 です が、既 に赤土 が海
岸に流 れ液 状化し ている 様子 がはっ きりと わか
ります 。海 岸に堆 積した 赤土 は台風 などで 波が
荒れる と濁 らせる 原因と なり ます。 海岸に 推積
した赤 土の 処理対 応はど のよ うに行 ってい ます
か。ま た、 処理を した赤 土は どのよ うにし てい
るのですか。
質問 は以 上です 。御答 弁よ ろしく お願い いた
します。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 本 部高校 の御質 問に
お答えいたします。
海岸への赤土流出における対策についての１、
本部町 での グリー ンベル トの 設置状 況や赤 土流
出防止効果についてお答えいたします。
沖縄 県で は平成 25年に 策定した沖縄 県赤 土等
流出防 止対 策基本 計画に 基づ き、赤 土流出 防止
対策に 取り 組んで おりま す。 本部町 の赤土 等流
出防止営農対策 地域協議会にお いては、平成 28
年度か ら30年度 までに、 赤土流出が多 いサ トウ
キビ等の圃場周 囲に月桃を植栽するなど、6086
メートルのグリーンベルトを設置しております。
赤土流 出防 止対策 につい ては 、グリ ーンベ ルト
設置の ほか 、緑肥 作物の 種を まく等 、営農 面の
対策を 実施 してお ります 。こ れらの 取り組 みに
より、 本部 大橋周 辺を含 む本 部半島 西海域 にお
ける赤 土等 の堆積 量が減 少し てきて おりま す。
その結 果、 赤土等 の堆積 指標 は、９ ランク に分
類され るう ちの７ から６ に改 善され てきて おり
ます。 沖縄 県とし まして は、 引き続 き、本 部町
と連携 して 、赤土 等流出 防止 対策に 取り組 んで
まいります。
その ほか の御質 問につ きま しては 、部局 長か
ら答弁させていただきます。
○議長（赤嶺天良さん） 環境部長棚原憲実君。
〔環境部長 棚原憲実君登壇〕
○環境 部長 （棚原 憲実君 ） ２、海 岸に堆 積し
た赤土 等の 対策に ついて の御 質問に お答え しま

す。
県 では、 陸域 におい て赤土 等流 出防 止対策を
実施 し、赤 土な どの海 への流 出を 抑え ることが
より 重要と 考え 、平成 ７年に 赤土 等流 出防止条
例を制定 し、1000平 方メートル以上 の土地にお
いて 、掘削 や盛 土等を 行う場 合に は、 沈殿池の
設置 等の対 策を 義務化 しまし た。 これ により全
体の 赤土等 流出 量は、 条例施 行前 と比 較して約
５割 削減し てお ります 。海岸 に堆 積し た赤土等
のし ゅんせ つに ついて は、底 生生 物へ の影響や
海水 汚濁が 発生 するお それが ある こと から、専
門家 の意見 を聞 くなど した上 で、 慎重 に検討し
てまいります。
以上でございます。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 本 部高 等学 校の皆さ
ん、御登壇願います。
〔本部高等学校一同登壇〕
○大城 琉君 本部高等学校２年の大城琉です。
御答弁ありがとうございました。
再 質問さ せて いただ きます 。先 ほど の答弁で
赤土 流出対 策を これか らもし てい くと ありまし
たが 、予算 はど のくら いをめ どに 考え ています
か。
再 質問は 以上 です。 御答弁 よろ しく お願いい
たします。
○議長（赤嶺天良さん） 環境部長棚原憲実君。
〔環境部長 棚原憲実君登壇〕
○環 境部長 （棚 原憲実 君） 再質 問に お答えし
ます。
予 算につ きま しては 、関係 部局 でそ れぞれ対
応 し て お り ま す の で ､私 ど も の い る 環 境 部 と し
まし ては沖 縄県 全域、 離島も 含め てモ ニタリン
グで すね、 赤土 の汚染 の状況 とか そう いう状況
を調査し ています。その 予算が大体6000万円く
らい。6000万円から 、全県的な大が かりな調査
の場合は 9000万円く らいかかったり もします。
その ほか農 林水 産部局 におい ては 、勾 配修正で
すと かグリ ーン ベルト の対策 です とか そういう
こと をやっ てお ります が、そ れぞ れの 部局にお
いて 取り組 んで おりま すので 、県 全体 としては
申し わけあ りま せんが 、今即 答は いた しかねる
状況にあります。
以上です。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 農 林水 産部 長長嶺
豊君。
〔農林水産部長 長嶺 豊君登壇〕
○農 林水産 部長 （長嶺 豊君 ） 再質 問にお答
えいたします。
農 林水産 部で は赤土 等流出 防止 営農 対策事業
を実 施して おり ます。 今年度 の予 算に つきまし
ては、１ 億7287万3000円の予算を計上しており
まし て、市 町村 関係協 議会補 助金 とし て約１億
円を 助成し てい るとこ ろであ りま す。 事業の内

容とい たし まして は、農 業環 境コー ディネ ータ
ーを関 係市 町村に 配置を いた しまし て赤土 防止
対策の 活動 支援を 行って おり ます。 それか ら具
体的な 対策 といた しまし てグ リーン ベルト の設
置、そ れか ら緑肥 の種を まく カバー クロッ クの
設置等、あと研修会等を実施しております。
以上でございます。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 本 部高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔本部高等学校一同登壇〕
○大城 琉君 本部高等学校２年の大城琉です。
御答弁ありがとうございました。
今後、観光客が増加することが予想されます。
本部町 では クルー ズ船が 運航 する計 画があ るた
め、赤 土対 策に取 り組ん でい ただけ るよう お願
いして 質問 を終え させて いた だきま す。本 日は
貴重な 経験 をさせ ていた だき まして 大変あ りが
とうございました。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 北 谷高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔北谷高等学校一同登壇〕
○伊禮 果 央さん 北谷 高等 学校１ 年の伊 禮果
央です。よろしくお願いいたします。
質問 項目 １、教 育費の 割合 の減少 につい て質
問いたします。
沖縄 県は 高等学 校や大 学へ の進学 率は年 々上
がって きて います が、全 国と の差は まだあ り、
全国最 下位 となっ ていま す。 また、 教育費 の割
合が前 回調 査と比 べ全国 順位 を落と してい ます
が、こ れら の要因 と県の 対策 につい て意見 をお
聞かせください。
○富村 由 美さん 北谷 高等 学校１ 年の富 村由
美です。よろしくお願いいたします。
次に 、質 問項目 ２、国 際交 流事業 の機会 均等
について質問いたします。
沖縄 県は ビジネ スの分 野に おいて アジア ・太
平洋地 域と のネッ トワー ク構 築を進 めてお り、
将来沖 縄で 働く私 たち高 校生 には、 国際的 視野
でコミ ュニ ケーシ ョンや 外交 する力 が求め られ
ると考 えて います 。県で は中 高生を 他国に 派遣
する短 期・ 長期留 学プロ グラ ムなど があり ます
が、人 数や 費用の 関係で 参加 するこ とがで きな
い中高 生も います 。そこ で、 海外の 人たち を、
離島を 含む 沖縄に 幅広く 迎え 入れ、 交流体 験を
する招 致事 業など がある と、 より多 くの中 高生
たちに 機会 を与え られる ので はない かと考 えて
います 。県 内への 招致事 業へ の取り 組みと 国際
交流事 業の 機会均 等につ いて 意見を お聞か せく
ださい。
○具志 堅 七虹さ ん 北 谷高 等学校 １年の 具志
堅七虹です。よろしくお願いいたします。
次に 、質 問項目 ３、若 者の 自殺防 止対策 につ
いて質問いたします。

沖 縄県の 自殺 による 死亡数 は全 国平 均を上回
って おり、 全国 順位も 前回調 査よ りも 上がって
いま す。全 国調 査では 、10代の死因 の２位は自
殺と なって おり 、同年 代の人 が自 殺に よって命
を落 として いる ことに 衝撃を 受け まし た。県や
市町 村では 、相 談窓口 やウエ ブサ イト 、フリー
ダイ ヤル、 ＳＮ Ｓ、ゲ ートキ ーパ ーな どの取り
組み がなさ れて います が、どの取り 組みも10代
の若 者の認 知度 が低い ように 感じ ます 。これら
の自 殺防止 対策 への効 果はど のよ うに 検証され
ているのかお聞かせください。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 北 谷高 校の 御質問に
お答えいたします。
国 際交流 事業 の機会 均等に つい ての ２、国際
交流 事業の 機会 の均等 及び招 致事 業の 取り組み
についてお答えいたします。
沖縄県 では、13歳か ら19歳の海外 県系子弟を
沖縄 に招致 し、 県内外 の中高 生と １週 間程度交
流を 行うウ チナ ージュ ニアス タデ ィ事 業を平成
13年度か ら実施 して おります。これ までに海外
か ら 375名 、 県 内 外 か ら 397名 の 合 計 772名 が 当
該事 業に参 加し ていま す。本 事業 につ いては、
本島 ・離島 の別 なく各 学校へ 参加 者募 集に係る
通知 を行っ てお ります 。また 、外 国青 年招致事
業（ ＪＥＴ プロ グラム ）によ り、 ４人 の国際交
流員 を米国 、中 国、韓 国、ペ ルー から 任用し、
県民の異文化理解促進の交流活動の一環として、
離島 を含む 県内 の小・ 中・高 校等 へ出 前授業を
実施 してお りま す。沖 縄県と しま して は、今後
もこ ういっ た招 致事業 につい て、 各学 校等を通
じ周知を図るとともに、出前授業などを活用し、
中高 生に国 際交 流へ関 心を持 って いた だけるよ
う取り組んでまいります。
そ のほか の質 問につ きまし ては 、部 局長から
答弁をさせていただきます。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 教 育長 平敷 昭人君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教 育長（ 平敷 昭人君 ） そ れで は、 北谷高校
の１、教育費の割合の減少についての御質問で、
高校 や大学 への 進学率 と教育 費の 割合 について
お答えします。
沖 縄県の 高校 進学率 が全国 に比 べて 低い要因
については、さまざまな要因が考えられますが、
学ぶ 意義や 楽し さを実 感する 授業 づく り、生徒
が自分自身の将来に向け具体的に考え、計画し、
行動 できる よう にする ための 進路 指導 の充実に
課題 がある ので はない かと考 えて おり ます。ま
た、 沖縄県 の大 学進学 率が全 国に 比べ て低い要
因に ついて は、 大学を 希望す る生 徒に 将来の生

き方、 働き 方につ いての 目的 意識を 早い段 階で
持たせ 、大 学進学 に向け て取 り組ま せるキ ャリ
ア教育 の充 実等に 課題が ある のでは ないか と考
えております。
高校 進学 に向け た取り 組み としま しては 、生
徒の主 体性 を育む 授業づ くり 、生徒 の自立 に向
かうキ ャリ ア教育 の充実 に努 めてま いりま す。
また 、大 学進学 に向け た取 り組み としま して
は、給 付型 奨学金 制度の 創設 や進学 力グレ ード
アップ 推進 事業等 により 、生 徒の支 援や教 師の
指導力向上に努めております。
次に 、教 育費の 割合に つい てです が、御 質問
の 指 標 は 、 平 成 29年 版 100の 指 標 か ら 見 た 沖 縄
県のす がた の中の 家計支 出に 占める 教育費 の割
合で、 その 数値の 増減に はさ まざま な要因 があ
るもの と考 えられ ます。 御参 考まで に、県 教育
委員会の予算に ついて申し上げ ますと、平成 29
年度は 前年 度に比 べ減額 とな ってい ますが 、そ
の後２ カ年 増額と なって おり 、令和 元年度 の当
初予算額は1691億3000万円で、平成28年度と比
べますと約94億3800万円の増となっております。
県教 育委 員会と しまし ては 、今後 とも教 育・
人材育 成に 関する 施策の 展開 ・拡充 に努め てま
いります。
以上でございます。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 保 健医療 部長砂 川
靖君。
〔保健医療部長 砂川 靖君登壇〕
○保健 医療 部長（ 砂川 靖君 ） そ れでは 北谷
高校の 若者 の自殺 防止対 策に ついて の御質 問の
中の本 県の 自殺防 止対策 の効 果の検 証につ いて
お答えします。
県における20歳未満の自殺 者数は、平成 29年
は３名 でご ざいま したが、平 成30年は ０名 とな
ってお りま す。ま た人口10万人当たり の自 殺者
数を示 す自 殺死亡 率で見てみ ますと、平成 29年
は全国の16.5に比べ県内は17.2と高い状況でご
ざいましたが、 平成30年は全 国16.2に比べ県内
は14.6と下 回っており、 県全体におい て減 少し
ているところであります。
さて 、自 殺防止 対策の 効果 の検証 でござ いま
すが、 県は これま で毎年 自殺 対策連 絡協議 会等
で自殺 対策 事業の 実施及 び進 捗状況 につい て確
認を行 って 、自殺 死亡率 の推 移を検 証して いる
ところ でご ざいま す。平成30年度には 第２ 次沖
縄県自 殺総 合対策 行動計 画を 策定し 、雇用 、教
育、保 健な どさま ざまな 分野 で自殺 対策に つな
がる施 策を 実施す ること とし ており 、今後 は認
知度の 改善 に向け た検討 も行 ってい きたい と考
えております。
以上でございます。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 北 谷高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。

〔北谷高等学校一同登壇〕
○脇 田 織 衣さ ん 北 谷高等 学校 ２年 の脇田織
衣です。御答弁ありがとうございました。
再 質問さ せて いただ きます 。先 ほど の答弁で
キャリア教育についてお話しされていましたが、
具体的にどのようなことに今後取り組みますか。
再 質問は 以上 です。 御答弁 よろ しく お願いい
たします。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 教 育長 平敷 昭人君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教 育長（ 平敷 昭人君 ） 再 質問 にお 答えいた
します。
キ ャリア 教育 につい て具体 的に どの ようなこ
とに 取り組 むか という ことで ござ いま した。キ
ャリ ア教育 とい います とよく 思い 浮か べるのは
職場 体験と かで すね、 そうい うも のか と思いま
すが 、実は キャ リア教 育とい いま すの は日々学
んで いるこ とと 自分の 将来に つい てつ なぎなが
ら、 将来を 見据 えなが ら社会 との つな がり等を
意識しながら学ぶということが大事であります。
そう いうこ とで 今教育 委員会 の中 では 自分を見
詰め ながら 将来 の目標 、夢等 を意 識し ながら頑
張っ ていこ うと いうこ とでキ ャリ アパ スポート
とい うもの をつ くって 、日々 それ を意 識しなが
ら頑 張って いく ように しよう とい うふ うに、そ
れを 進める とい うこと で考え てお りま す。今、
いろ いろ調 査も 踏まえ ながら 、ま た具 体的に各
学校 で取り 組ん でいた だこう と思 って おります
けど 、やは り日 々勉強 、スポ ーツ もそ うですけ
ど、 いろい ろな ことに 頑張る ため には 自分がど
うい うふう にな りたい かとい う目 標を 明確にし
たほ うが頑 張る 力が湧 いてく るだ ろう というふ
うに 考えて おり ます。 よく頑 張っ てい るスポー
ツ選手でも具体的に金メダルをとりたいとか
― 例 えば 大谷翔 平投 手なん かは 、81の升をつ
くっ てです ね、 真ん中 にプロ から 何球 団から指
名１位で採るという目標のために、スピード160
キロ 出すと か、 そのた めには 体の 柔軟 性を保つ
とか いろん な自 分で目 標を立 てて 、そ のために
何を したら いい かとい うこと を考 えて やってい
るわ けです ね。 そうい うこと でい ろい ろな、全
ての 生徒が 自分 の将来 を、目 標を 明確 に持って
じゃ あその ため にはど んなこ とを 頑張 ればいい
か。 これは 勉強 だけで はなく てい ろい ろなこと
につ いてで すね 、そう いう姿 勢を 持っ て頑張っ
てい ただく よう なこと をキャ リア 教育 として考
えているところです。
以上でございます。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 豊 見城 南高 等学校新
垣愛里さん、御登壇願います。
〔豊 見城 南高等 学校新 垣愛 里さ ん登壇〕
○新 垣 愛 里さ ん 豊 見城南 高校 ３年 の新垣愛
里です。よろしくお願いいたします。

質問 項目 １、文 化遺産 とし ての沖 縄空手 の普
及・振興について質問いたします。
2020年東 京オリンピッ クの公式種目 決定 など
を受け 、注 目が高 まって きて いる空 手です が、
発祥の 地で ある沖 縄県の 果た す役割 も大き くな
ってく ると 思われ ます。 例え ば、空 手を文 化観
光資源 の一 つと位 置づけ 、国 内外の 多くの 愛好
家を迎 える 際の受 け入れ 体制 やユネ スコ文 化遺
産登録 に向 けた関 係諸団 体と の連携 、広報 活動
等空手 振興 に向け た沖縄 県の 取り組 み状況 を伺
います。
また、2017年に開館し た沖縄空手会 館の 活動
状況や 課題 への取 り組み につ いても 伺いま す。
さら に、 施設等 のハー ド面 は整備 され、 空手
発祥の 地に ふさわ しい研 さん の場と して、 今後
の発展 が期 待され るとこ ろで すが、 課題と なる
入館者 数の 増加を どのよ うに 図って いかれ るの
か、県 民の 財産と してど のよ うに保 存・発 展さ
せていくのか、県の見解を伺います。
質問 は以 上です 。御答 弁よ ろしく お願い いた
します。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー） 豊見 城南高 校の御 質問
にお答えいたします。
文化 遺産 として の沖縄 空手 の普及 ・振興 につ
いての １、 ユネス コ無形 文化 遺産登 録に向 けた
取り組み状況についてお答えいたします。
沖縄 県で は、沖 縄の大 切な 伝統文 化であ る空
手を次 世代 に正し く受け 継い でいく ととも に、
空手発 祥の 地・沖 縄を国 内外 に広く 発信す るた
め、ユ ネス コ無形 文化遺 産へ の登録 を推進 して
おりま す。 このた め、空 手関 係団体 等との 連携
のもと 、空 手の日 記念演 武祭 や昨年 ８月の 第１
回沖縄 空手 国際大 会の開 催等 を通じ て、県 民機
運の醸 成に 取り組 んでま いり ました 。こと し９
月には 、空 手関係 者、有 識者 、行政 関係者 によ
るユネ スコ 無形文 化遺産 登録 推進検 討委員 会と
流派別 の流 派研究 連絡会 を設 置し、 沖縄空 手の
神髄で ある 各流派 の型や 歴史 に関す る学術 研究
を深め 、登 録に必 要な内 容の 検討を 進めて いる
ところです。
その ほか の質問 につき まし ては、 部局長 から
答弁させていただきます。
○議長 （赤 嶺天良 さん） 文 化観光 スポー ツ部
長新垣健一君。
〔文化観光スポーツ部長 新垣健一君登壇〕
○文化 観光 スポー ツ部長 （新 垣健一 君） それ
では豊 見城 南高校 の御質 問で １、文 化施設 とし
ての沖 縄空 手の普 及・振 興に ついて の御質 問の
うち、 空手 振興に 向けた 取り 組み状 況につ いて
お答えをいたします。
県で は、 沖縄空 手を保 存・ 継承・ 発展さ せる

ため 、目指 すべ き将来 像を描 く沖 縄空 手振興ビ
ジョ ンとそ の具 体的な 工程等 とな る沖 縄空手振
興ビ ジョン ロー ドマッ プに基 づき 、施 策を展開
して おりま す。 具体的 には、 国内 外の 空手愛好
家か らの問 い合 わせに 多言語 で対 応す る沖縄空
手案 内セン ター の設置 や空手 の日 記念 演武祭、
国際 セミナ ーの 開催、 国内外 への 指導 者派遣事
業等を実施しているところです。
同 じく、 沖縄 空手会 館の現 状と 課題 について
お答えをいたします。
昨 年８月 に開 催した 第１回 沖縄 空手 国際大会
等の大型催事や施設の周知が進んだこともあり、
一般 県民を 含む 平成30年度の道場施 設利用者数
は 10万 6160人 で 前 年 度 比 208.1％ と 増 加 し て お
ります。一方、同年度の資料室観覧者数は
1万 3980人 で 前 年 度 比 86.3％ と 減 少 し て お り 、
課題 となっ てお ります 。県と しま して は、沖縄
空手 の保存 ・継 承・発 展を図 るた め策 定した沖
縄空 手振興 ビジ ョン及 び同ロ ード マッ プに基づ
き、 沖縄空 手会 館を拠 点に空 手発 祥の 地・沖縄
をＳ ＮＳ等 を活 用して 強力に 発信 しつ つ、世界
中の 空手愛 好家 の受け 入れ体 制の 強化 と交流拡
大を図ってまいります。
以上でございます。
○議 長（赤 嶺天 良さん ） 豊 見城 南高 等学校新
垣愛里さん、御登壇願います。
〔豊 見城 南高等 学校新 垣愛 里さ ん登壇〕
○新 垣 愛 里さ ん 豊 見城南 高等 学校 ３年の新
垣愛 里です 。御 答弁あ りがと うご ざい ました。
今後 とも、 沖縄 県が空 手魅力 の発 信の 先頭に立
って 、県民 とと もに取 り組ま れて いか れること
に御期待申し上げ、私からの質問を終わります。
○議長（赤嶺天良さん） 休憩いたします。
午後の会議は、午後１時から再開いたします。
午前11時37分休憩
午後１時０分再開
○議長（稲福明李さん） 再開いたします。
午 後の前 半の 議長を 務めさ せて いた だきます
西原 高等学 校の 稲福明 李と申 しま す。 よろしく
お願いいたします。
午前に引き続き、質問を行います。
八 重山高 等学 校の皆 さん、 御登 壇願 います。
〔八重山高等学校一同登壇〕
○田 渕 鈴 夏さ ん 八 重山高 等学 校２ 年の田渕
鈴夏です。
○波 照間 早希 さん 波照間 早希 です 。よろし
くお願いいたします。
○田 渕 鈴 夏さ ん ま ずは質 問項 目１ 、離島に
おける派遣費補助について質問いたします。
沖 縄21世紀ビ ジョ ン基本計画及び 同実施計画
に、 克服す べき 沖縄の 固有課 題と して 、離島の
条件 不利性 克服 が挙げ られて いま すが 、離島に
住む 私たち の現 状とし て、部 活動 に所 属してい

る生徒 は、 市から の補助 金が あると はいえ 、島
外への 遠征 費や派 遣費の 負担 が重く 、費用 の捻
出に苦心している生徒も少なくありません。
○波照 間 早希さ ん 例 えば 、本校 の野球 部の
場合、 県大 会だけ でも年間15万円かか り、 合宿
などの 遠征 費を含 めると年間 30万円以 上か かり
ます。 その ため野 球部で は、 派遣費 の負担 を少
しでも 和ら げるた め、全 員で 集団バ イトを する
期間がありますが、貴重な練習時間を削っても、
１大会 分の 派遣費 ほどに しか なりま せん。 ほか
の部活 でも 、派遣 費を支 払う ために アルバ イト
をし、 勉学 がおろ そかに なっ てしま う生徒 や、
家庭の 経済 的事情 により 退部 してし まう生 徒も
います。
○田渕 鈴 夏さん 市か らの 補助は 県内派 遣で
１人当たり5000円から8000円おりますが、それ
でも飛 行機 代や移 動費、 宿泊 費やそ れに伴 う食
費など を加 味する と、本 島で 行われ る大会 に参
加する 本島 の高校 の負担 額と 比べ、 非常に 大き
な負担 とな ってい ます。 離島 の生徒 でも金 銭面
で気兼 ねす ること なく、 日ご ろの成 果を発 揮で
きる環 境に 近づけ るため に、 かかる 負担を 少し
でも減 らす 必要が あると 切に 感じて います 。県
からの補助は可能なのでしょうか。
○袴田 颯 介君 八重山 高校 ２年の 袴田颯 介で
す。よろしくお願いいします。
次に、観 光客のマナーに ついて質問いたしま
す。沖 縄県 は、観 光客の 増加 を推進 してい ます
が、そ れに 伴って 発生す る観 光客に よるポ イ捨
てなど のマ ナーの 悪さに つい て、県 として はど
のような対策をお考えですか。
質問は以上です。
御答弁よろしくお願いいたします。
○議長 （稲 福明李 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 八 重山高 校の御 質問
にお答えいたします。
観光 客の マナー につい ての ２、県 として の対
策、観 光客 のマナ ー啓発 に係 る取り 組みに つい
てお答えいたします。
沖縄 県で は、住 んでよ し、 訪れて よし、 受け
入れて よし の観光 地を目 指し ており 、観光 客、
観光事 業者 、そし て県民 それ ぞれの 満足度 を高
めるこ とが 必要と 認識し てお ります 。しか しな
がら、 近年 、県民 生活や 自然 環境に 影響を 与え
る諸問 題が 生じつ つあり 、県 民や観 光客の 満足
度が低 下し ないよ う対応 を進 めてい るとこ ろで
す。こ の諸 問題に は、観 光客 のごみ 捨ても 含ま
れてお り、 沖縄県 では、 外国 人観光 客向け に、
日常的 なマ ナーや 沖縄の 風習 などに ついて 、ウ
エブサ イト におい て多言 語で 発信し たり、 ホテ
ルなど の観 光施設 でマナ ー啓 発ブッ クを配 布す
るなど 、マ ナーの 周知、 啓発 に取り 組んで いる

とこ ろです 。な おこれ からは 、県 も取 り組んで
まい ります ＳＤ Ｇｓな どの理 念や 計画 などと合
わせ るよう な啓 発も進 めてい くこ とが 大切だろ
うと思っています。
沖 縄県と しま しては 、観光 資源 の適 切な活用
と保全の両立を目指し、今後とも、情報を収集、
整理 し、地 域と 連携を 図りつ つ、 対応 を検討し
ていきたいと思います。
そ のほか の質 問につ きまし ては 、部 局長から
答弁をさせていただきます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 教 育長 平敷 昭人君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教 育長（ 平敷 昭人君 ） そ れで は八 重山高校
の御質問にお答えします。
１ の離島 にお ける派 遣費補 助に つい てお答え
いたします。
県 教育委 員会 では、 本島で 開催 され る県大会
に参 加する 離島 の高校 生、ま た、 九州 大会や全
国大 会に参 加す る高校 生に対 して 、高 等学校体
育連 盟、高 等学 校文化 連盟を 通し て派 遣費を助
成し ており ます 。今年 度は、 離島 から 本島への
派遣 費の助 成を 増額し たとこ ろで あり ます。今
後と も、派 遣費 の助成 を継続 する とと もに、離
島地 域の生 徒の 負担軽 減が図 られ るよ う努めて
まいります。
以上でございます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 八 重山 高等 学校の皆
さん、御登壇願います。
〔八重山高等学校一同登壇〕
○袴 田 颯 介君 八重 山高等 学校 ２年 の袴田颯
介です。御答弁ありがとうございました。
本 日は貴 重な 経験を させて いた だき まして、
大変ありがとうございました。
○議 長（稲 福明 李さん ） 名 護高 等学 校の皆さ
ん、御登壇願います。
〔名護高等学校一同登壇〕
○玉 城 郁 弥君 名護 高等学 校２ 年の 玉城郁弥
です。よろしくお願いいたします。
質問 項目１、鉄軌道 の建設について質問いた
します。
２年 前に実施された アンケートで鉄軌道のル
ート につい て検 討され たと思 いま すが 、現在は
どの ように 進ん でいる のでし ょう か。 鉄軌道の
建設 が実現 すれ ば北部 地域の 発展 につ ながると
思い質問します。
○親 川 光 君 名護高 校２年 の親 川光 です。よ
ろしくお願いいたします。
次に 、質問項目２、 通学で利用するバスにつ
いて質問いたします。
名護 高校は広範囲の 地域から生徒が通学して
いま す。通 学の 際にバ スを利 用す る生 徒も多い
です が、地 域に よって はバス の本 数が 少なくル
ート も学校 の前 を通ら ないな どの 状況 がありま

す。バ スの 本数を ふやし たり 、ルー トの見 直し
につい ては 、人材 不足な どの 課題も あると 思い
ますが 、公 共交通 である バス を充実 させる 取り
組みは現在どのようなものがありますか。
○座間 味 潤也君 名護 高校 ３年の 座間味 潤也
です。よろしくお願いいたします。
次に、質 問項目３、ごみ 問題及び環境保護に
ついて質問いたします。
北部地域 の海で、大量の ペットボトルやプラ
スチッ クな どのご みが捨 てら れてい たり、 漂着
してい たり する場 所があ りま す。地 域で清 掃活
動など を行 ってい ても難 しい 状況が ありま す。
観光産 業が 伸びて いる本 県で は環境 保護の 対策
も重要 にな ると思 います が、 環境保 護につ いて
どのような取り組みが行われていますか。
質問は以上です。
御答弁よろしくお願いします。
○議長 （稲 福明李 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 名 護高校 の御質 問に
お答えいたします。
鉄軌 道の 建設に ついて の１ 、鉄軌 道導入 の取
り組み状況についてお答えいたします。
沖縄 県で は、那 覇と名 護を １時間 で結ぶ 鉄軌
道の導入に向け 、平成26年10月から沖 縄鉄 軌道
の構想 段階 におけ る計画 案づ くりに 取り組 みま
した。 計画 案づく りにお いて は、県 内の高 校・
専門学校などの 学生の皆さん約 ２万5000人 を含
む、延べ６万2000人の方 々から意見が 寄せ られ
ました 。こ れら意 見など も踏 まえな がら検 討を
行い、 平成 30年 ５月に那 覇市から浦添 市、 宜野
湾市、 北谷 町、沖 縄市、 うる ま市、 恩納村 を経
由し、 名護 市を結 ぶおお むね のルー ト案を 取り
まとめ た沖 縄鉄軌 道の構 想段 階にお ける計 画書
を策定 した ところ です。 現在 は、鉄 軌道の 早期
導入に 向け て、国 から示 され ている 費用対 効果
や採算 性な どの課 題につ いて 検討を 行って いる
ところであります。
その ほか の質問 につき まし ては、 部局長 から
答弁をさせていただきます。
○議長（稲福明李さん） 企画部長宮城 力君。
〔企画部長 宮城 力君登壇〕
○企画 部長 （宮城 力君 ） 質問項 目２、 通学
で利用 する バス、 そのバ スを 充実さ せる取 り組
みについてお答えいたします。
県は 、段 差のな いノン ステ ップバ スやＩ Ｃカ
ード乗 車券 ＯＫＩ ＣＡの 導入 など、 バス事 業者
が行う 利便 性向上 に関す る取 り組み に対し 補助
を行っ てき ました 。また 、那 覇市か ら沖縄 市ま
での基 幹区 間を走 行する 、速 度が速 くて本 数が
多く定 時性 が高い 基幹バ スと 、基幹 区間内 の主
要拠点 から 、県内 各地へ アク セスす る支線 バス
にバス 路線 を再編 するた め、 バス事 業者と 連携

し取 り組ん でお ります 。この 取り 組み により、
基幹 区間を 走行 するバ スの効 率化 を図 り、限ら
れた 車両や 運転 手等を 支線区 間に 投入 すること
によ り、北 部地 域を含 めた県 内各 地域 の利便性
向上 を目指 して まいり ます。 また 、県 は、高齢
の方 や障害 のあ る方な ど、い わゆ る交 通弱者の
日常 生活の 足を 確保す るため 、運 行収 入だけで
は維 持が困 難な 北部地 域を含む39の バス路線に
対し 、国、 市町 村と連 携して 補助 を行 うことに
より 、バス 路線 の確保 維持に 努め てお ります。
以上でございます。
○議長（稲福明李さん） 環境部長棚原憲実君。
〔環境部長 棚原憲実君登壇〕
○環 境部長 （棚 原憲実 君） 質問 項目 ３、ごみ
に関 するこ と、 環境保 護につ いて の御 質問に関
連し て、本 件の 海岸漂 着ごみ 対策 につ いてお答
えします。
プ ラスチ ック ごみに よる海 洋汚 染は 世界的な
問題 となっ てお り、こ とし開 催さ れた Ｇ７サミ
ット やＧ20サミ ット で排出抑制に向 けた話し合
いが 行われ まし た。ま た、国 連で 採択 された持
続可 能な開 発目 標いわ ゆるＳＤＧｓ の17ある目
標の うち14番目 の海 洋と海洋資源の 保全として
プラ スチッ クご みによ る海洋 汚染 の対 策が位置
づけ られて おり ます。 そのた め県 では 、ＳＤＧ
ｓの 理念に 沿っ て、国 の補助 金を 活用 し、プラ
スチ ックご みに よる海 域生態 系へ の影 響等を調
査す るとと もに 、市町 村等と 連携 し海 岸漂着ご
みの 回収、 処理 に取り 組んで おり ます 。引き続
き、 回収、 処理 を強化 すると とも に、 海岸漂着
ごみ に関す る影 響調査 や発生 を減 らす ための環
境教育等を推進してまいります。
以上でございます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 名 護高 等学 校の皆さ
ん、御登壇願います。
〔名護高等学校一同登壇〕
○仲 里 萌 子さ ん 名 護高等 学校 ２年 の仲里萌
子です。御答弁ありがとうございました。
本 日は貴 重な 経験を させて いた だき まして、
大変ありがとうございました。
○議 長（稲 福明 李さん ） 南 風原 高等 学校の皆
さん、御登壇願います。
〔南 風原 高等学 校・支 援学 校一 同登壇〕
○山 田 泰 正君 南風 原高等 学校 ２年 の山田泰
正です。よろしくお願いいたします。
質問 項目１、バスの 運行について質問いたし
ます。
私た ちは、南風原高 等学校、南風原高等支援
学校 で沖縄 県に 対する 要望に つい ての アンケー
トを 実施し まし た。そ の結果 、バ スの 運行に関
して の要望 が多 くあり ました 。そ の中 でも、運
賃の 高さ、 乗り かえの 不便さ 、本 数の 少なさな
どの 問題点 が挙 がりま した。 これ らの 問題につ

いて、 県と してど のよう な解 決策が あると お考
えかを教えてください。
○新里 楓さん 南風原高校１年の新里楓です。
よろしくお願いいたします。
次に、質 問項目２、歩道 の設備について質問
いたします。
私たち学 生は、歩道を日 常的に利用していま
す。し かし 、大き な道路 から 一歩細 い道に 入る
と、街 灯が 少ない 暗い道 や道 路の幅 が狭く 、そ
の上草 木が 生い茂 ってい る道 が多く ありま す。
アルバ イト や部活 の帰宅 途中 に不審 者に声 をか
けられたりなど危険な目に遭うことがあります。
また、 走行 中の車 から歩 行者 が見え づらい ため
に事故 が起 こった ケース もあ ります 。その こと
から、 幅が 狭く暗 い道路 にも 街灯の 設置を 検討
してほ しい と考え ていま す。 それに ついて 、県
の御意見を伺います。
○新垣 向 日葵さ ん 南 風原 高校２ 年の新 垣向
日葵です。よろしくお願いいたします。
次に、質 問項目３、観光 と環境について質問
いたします。
沖縄県は 現在県外からの 観光収入を多く得て
います 。観 光の大 きな一 つの 目的と して沖 縄県
の自然 環境 が挙げ られま す。 その一 方で、 ホテ
ルなど の建 造物を 自然を 壊し てまで たくさ んつ
くって しま ってい ること につ いて、 沖縄県 とし
てどう考えていますか。
質問は以上です。
御答弁よろしくお願いいたします。
○議長 （稲 福明李 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 南 風原高 校・支 援学
校の御 質問 にお答 えいた しま す。観 光と環 境に
ついて の３ 、ホテ ルなど の建 設と自 然環境 との
かかわりについてお答えいたします。
観光 は、 沖縄県 経済の 成長 を牽引 するリ ーデ
ィング 産業 であり 、世界 的に も広く 認知さ れ、
評価さ れる 世界水 準の観 光リ ゾート 地の形 成の
ために は、 宿泊施 設など の観 光関連 施設が 一定
程度集 積す ること も必要 だと 考えて います 。一
方で、 行っ てみた いと思 う観 光地で あるた めに
は、豊 かな 自然環 境や地 域の 文化と いった 本来
の沖縄 の魅 力を守 りなが ら、 地域の 景観に 配慮
するな ど、 観光地 のマネ ジメ ントが 大切に なっ
てまい りま す。沖 縄なら では の観光 地を目 指す
のであ れば 、よそ のまね をす るので はなく 、沖
縄だか らこ そ行き たいと いう そうい う観光 地の
形成を 目指 してい くべき だと いうふ うに考 えて
います。
この ため 沖縄県 では、 自然 環境や 地域文 化に
配慮し 、国 連の目 標であ るＳ ＤＧｓ に根差 した
持続的 な観 光振興 、持続 可能 な開発 に基づ く観
光振興 など が実現 される よう 、県内 関係団 体、

事業 者や県 民の 皆さん への普 及啓 発活 動などに
取り組んでいきたいと考えております。
そのほ かの質 問に つきましては、 部局長から
答弁させていただきます。
○議長（稲福明李さん） 企画部長宮城 力君。
〔企画部長 宮城 力君登壇〕
○企 画部長 （宮 城 力 君） 質問 項目 １、バス
の運 行、バ スの 問題点 に関す る県 の解 決策につ
いてお答えいたします。
バ ス運賃 の低 減につ いては 、子 ども 生活福祉
部に おいて 沖縄 県ひと り親高 校生 等通 学サポー
ト実 証事業 が行 われ、 ひとり 親家 庭に おける通
学費 の負担 軽減 が図ら れてい るほ か、 県教育委
員会において、中高生のバス通学費支援に向け、
現在、通学実態調査が行われているところです。
また 県は、 那覇 市から 沖縄市 まで の基 幹区間を
走行 する、 速度 が速く て本数 が多 く定 時性が高
い基 幹バス と、 基幹区 間内に 主要 拠点 から県内
各地 へアク セス する支 線バス にバ ス路 線を再編
する ため、 バス 事業者 と連携 し取 り組 んでおり
ます 。この 取り 組みに より、 基幹 区間 を走行す
るバ スの効 率化 を図り 、限ら れた 車両 や運転手
等を 支線区 間に 投入す ること によ り、 県内各地
域の利便性向上を目指してまいります。
以上でございます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 教 育長 平敷 昭人君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教 育長（ 平敷 昭人君 ） そ れで は、 南風原高
校・ 南風原 支援 学校の 御質問 で、 ２の 歩道の整
備・ 設備に つい ての御 質問で 、通 学路 等におけ
る街灯の設置についてお答えいたします。
県 教育委 員会 では、 交通安 全教 室等 を通して
通学 路等に おけ る児童 生徒の 危険 回避 能力の育
成を 図ると とも に、不 審者情 報に 関し ては市町
村教 育委員 会や 警察な どと連 携し 、児 童生徒の
安全 ・安心 の確 保に努 めてお りま す。 道路に設
置さ れてい る照 明には 、交通 事故 防止 のため、
道路 管理者 であ る国、 県、市 町村 など が、交差
点な どの危 険な 箇所に 設置す る道 路照 明と、防
犯を 目的に 市町 村や自 治会な どが 通学 路等の生
活道路に設置する防犯灯などがあります。なお、
学校 側から の要 望によ り、街 灯が 設置 された事
例も あるこ とか ら、学 校との 意見 交換 を通して
取り組んでまいります。
以上でございます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 南 風原 高等 学校の皆
さん、御登壇願います。
〔南 風原 高等学 校・支 援学 校一 同登壇〕
○山 田 泰 正君 南風 原高等 学校 ２年 の山田泰
正です。御答弁ありがとうございました。
本 日は貴 重な 経験を させて いた だき 、大変あ
りがとうございました。
○議 長（稲 福明 李さん ） 那 覇高 等学 校の皆さ

ん、御登壇願います。
〔那覇高等学校一同登壇〕
○川上 莉 央さん 那覇 高等 学校２ 年の川 上莉
央です。よろしくお願いいたします。
質問項目 １、歩行者信号 の青点灯時間につい
て質問いたします。
横断歩道 の信号機の青点 灯の長さは毎秒１メ
ートル で計 算され ていま すが 、高齢 者や何 らか
の運動 障害 を持つ 人々に とっ て、そ れは酷 なも
のだと 考え ます。 また、 時間 内で渡 り切ら なけ
ればな らな いとい う焦り から 転倒し てしま う可
能性も あり ます。 近年、 青延 長用押 しボタ ンつ
き信号 機が 普及し てきて いま すが、 沖縄県 は整
備がま だ不 十分で す。よ って 、青延 長用押 ボタ
ンつき 信号 機をふ やすべ きで はない だろう かと
考えて いま す。そ れにつ いて 、県の 考えを お聞
かせください。
○又吉 晴 さん 那覇高 等学 校２年 の又吉 晴で
す。よろしくお願いいたします。
次に、質 問項目２、高齢 者のバス料金につい
て質問いたします。
調べてみると2020年には、沖縄の人口の４人
に１人 が高 齢者で あると いい ます。 また、 最近
では高 齢者 による 交通事 故が 多発し ており 、高
齢者に 対し て迅速 な免許 返納 を求め る声が 多く
なって いま す。し かし、 バス は料金 が高い とい
うこと から 返納し たがら ない 人が多 いと聞 いて
います 。そ こで、 高齢者 のバ スの運 賃を割 引す
るのは 可能 でしょ うか。 それ につい て、県 の考
えをお聞かせください。
○大城 史 芳子さ ん 那 覇高 等学校 ２年の 大城
史芳子です。よろしくお願いいたします。
次に、質 問項目３、高齢 者のバス利用につい
て質問いたします。
免許返納 をためらう理由 はそのほかに、バス
は時刻 表が 見づら いこと や、 行き先 、時間 表の
見方がわからないことが挙げられると思います。
また、 高齢 者はス マート フォ ンを持 ってい る人
が少な いた め、調 べるこ とも できま せん。 よっ
て、那 覇バ スター ミナル にあ る路線 バス乗 りか
え案内 やデ ジタル 時刻表 をも っと普 及すべ きで
はない でし ょうか 。それ につ いて、 県の考 えを
お聞かせください。
質問は以上です。
御答弁よろしくお願いいたします。
○議長 （稲 福明李 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 那 覇高校 の御質 問に
お答えいたします。
高齢 者の バス利 用につ いて の質問 で、那 覇バ
スター ミナ ルにあ る路線 バス 乗りか え案内 や、
デジタ ル時 刻表を もっと 普及 すべき ではな いか
など、 路線 バスの 乗りか え案 内等の 普及に つい

てお答えいたします。
沖 縄県で は、 バス停 や行き 先表 示を 改善する
ため 、バス 停標 識のサ イズを 拡大 し、 経路別に
色分 けした 系統 図や時 刻表を 表示 した バス停標
識の 導入や ― こ れは 51基 です が、ま た、バス
の行 き先方 向を 色で区 分する 行き 先電 光表示機
の 導 入 な ど ― こ れ は 241台 で す が 、 バ ス 事 業
者が 行う取 り組 みを支 援して まい りま した。ま
た、 国にお いて も、農 林中金 前と ライ カム周辺
の比 嘉西原 の２ カ所に 高機能 バス 停を 設置して
いま す。県 とし ては引 き続き 、バ ス事 業者と連
携し 、お年 寄り も利用 しやす いよ うバ スの利便
性の向上に努めてまいります。
そ のほか の質 問につ きまし ては 、部 局長から
答弁させていただきます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 警 察本 部警 務部長岡
本慎一郎君。
〔警察本部警務部長 岡本慎一郎君登壇〕
○警 察本部 警務 部長（ 岡本慎 一郎 君） 質問項
目の １、歩 行者 信号の 青点灯 時間 につ いての中
の、 青延長 用押 ボタン つき信 号機 の拡 充につい
てお答えいたします。
青 延長用 押し ボタン つき信 号機 、す なわち高
齢者 等感応 式信 号機は 、白い 押し ボタ ン箱のボ
タン を押す こと により 、歩行 者用 青信 号の時間
が通常より約30％長くなる信号機でありまして、
県内には 本年10月末現 在で54基が整 備されてお
りま す。成 人の 歩行速 度は平 均で １秒 間におお
むね １メー トル 進むと 考えら れて おり ますが、
県警 察にお きま しては 、歩行 者用 青信 号の時間
を設 定する に当 たって は、横 断歩 道の 実際の長
さ に さ ら に 1.5を 掛 け て 時 間 を 算 出 す る こ と と
して おりま して 、これ により 横断 歩行 者の安全
面に より配 慮し た時間 を確保 する こと を基本と
して おりま す。 その上 で、歩 行者 用青 信号の時
間延 長要望 があ った場 合は、 その 必要 性や延長
した 場合の 他の 交通に 対する 影響 など を勘案し
た上 で、個 別に 延長設 定を行 って いる ところで
ござ います 。県 警察と いたし まし ても 、高齢者
や障 害者等 のい わゆる 交通弱 者の ため の取り組
みと して、 高齢 者等感 応式信 号機 の必 要性をし
っかりと認識しておりますので、高齢者施設や、
障害 者施設 の付 近など 、その ニー ズ、 需要に応
じた 整備を 今後 とも進 めてま いり たい と考えて
おります。
以上でございます。
○議長（稲福明李さん） 企画部長宮城 力君。
〔企画部長 宮城 力君登壇〕
○企 画部長 （宮 城 力 君） 質問 項目 ２、高齢
者の バス料 金、 高齢者 のバス 運賃 割引 について
お答 えいた しま す。沖 縄県警 察本 部に おいて、
高齢 者が運 転免 許証を 返納し やす くす るための
環境 づくり とし て、運 転免許 証の 返納 時に取得

できる 運転 経歴証 明書を 提示 するこ とによ り受
けられる優遇措置の拡大が推進されております。
本制度の沖縄本島における現時点の優遇措置は、
路線バ ス４ 社及び 沖縄都 市モ ノレー ルで通 常運
賃より ５割 引き、 タクシ ーで １割引 きとな って
おりま す。 このほ か、那 覇バ スにお いて、 沖縄
県内在住の満65歳以上の方は、１カ月6000円で、
那覇バ スの 那覇市 内区間 全線 が１カ 月乗り 放題
となる 割引 制度が 実施さ れる など、 一部の 事業
者にお いて も高齢 者に対 する 割引が 実施さ れて
いるところです。
以上でございます。
○議長 （稲 福明李 さん） 那 覇高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔那覇高等学校一同登壇〕
○川上 莉 央さん 那覇 高等 学校２ 年の川 上莉
央です。御答弁ありがとうございました。
高齢 者が 住みや すい社 会は 、私た ち高校 生も
含めて 全て の人々 が住み やす い社会 でもあ りま
す。今 後も 沖縄の 人々の 暮ら しがさ らによ くな
るよう な取 り組み をよろ しく お願い します 。本
日は貴 重な 経験を させて いた だきま して、 あり
がとうございました。
○議長 （稲 福明李 さん） 沖 縄尚学 高等学 校の
皆さん、御登壇願います。
〔沖縄尚学高等学校一同登壇〕
○國仲 元之 輔君 沖縄尚 学高 等学校 ２年の 國仲
元之輔です。よろしくお願いいたします。
質問 項目 １、海 外経験 を豊 富に持 つ人材 の重
要性について質問いたします。
沖縄21世紀ビ ジョンの将来 像IV、世 界に 開か
れた交 流と 共生の 島の達 成の ため、 沖縄県 では
国際性 と個 性の涵 養と題 し、 グロー バルリ ーダ
ー育成 海外 短期研 修を初 めと する短 期留学 プロ
グラム を実 施して きまし た。 しかし 、これ らの
プログ ラム で可能 な留学期間 は、長くても 10カ
月など 長期 的かつ 豊富な 海外 経験を 積める もの
である とは 必ずし も言え ない と思わ れます 。沖
縄県と して は、将 来像IVの達成におい て海 外大
学、大 学院 、もし くは海 外で の社会 経験を 積ん
だ人材 の必 要性に ついて は、 どうい った考 えを
持って いる でしょ うか。 もし 重要で あると 考え
るなら ば、 どのよ うな施 策が 行える のか、 それ
につい ての 県の意 見を聞 かせ ていた だきた いで
す。
○錢 意凝 さん 沖縄尚 学高 等学校 １年の 錢意
凝です。よろしくお願いします。
次に 質問 項目２ 、医師 不足 と高齢 化社会 への
対応について質問いたします。
2018年に 突入した少子 高齢化により 、沖 縄県
は高齢 者福 祉及び 医療な どの 需要が 増加し てい
ます。 高齢 者に対 する福 祉に は、後 期高齢 者医
療制度 や介 護ケア 、高齢 者向 け住宅 など、 多岐

にわ たるも のが ありま すが、 病院 の医 師不足は
離島 や僻地 とい う立地 もあり 、他 県と 比べ深刻
です 。これ に対 し、沖 縄県に おけ る、 医師など
の医 療に従 事す る人材 の育成 のた めの 取り組み
など の対策 には どのよ うなも のが ある のでしょ
うか 。また 、両 者の需 要が年 々高 まる 中、双方
の均 衡をど のよ うに保 ってい くの か、 県の意見
を聞かせていただきたいです。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（稲 福明 李さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 沖 縄尚 学高 校の御質
問にお答えします。
海 外経験 を豊 富に持 つ人材 の重 要性 について
の、 海外で の社 会経験 を積ん だ人 材育 成につい
てお答えします。
世 界に開 かれ た交流 と共生 の島 を目 指し、グ
ロー バルに 活躍 できる 人材を 育成 する ことは、
極め て重要 であ ると考 えてお りま す。 沖縄県で
は、 21世 紀の万 国津 梁にふさわしい 国際性と個
性の涵養 を図るため、平 成24年度か ら平成30年
度まで、 海外短期研修事 業で1470名 及び、長期
留 学 事 業 で 644名 を 海 外 に 派 遣 し て い ま す 。 平
成 30年 度 は 、 短 期 研 修 事 業 で 215名 を 欧 米 、 中
国等 に派遣 し、 長期留 学事業では85名を欧米、
アジ ア、南 米諸 国へ１ 年間派 遣し てい ます。本
事業 は、広 く世 界に目 を向け るた めの きっかけ
づく りも一 つの 目的と してお り、 派遣 された方
の中 には海 外大 学への 留学や 大学 卒業 後はパイ
ロッ ト、総 領事 館職員 など、 国際 的に 活躍して
いる 方もい ます 。また 、大学 生等 を中 心に海外
企業 でのイ ンタ ーンシ ップ等 を実 施し 、グロー
バル な職業 観の 育成を 図ると とも に、 社会人等
につ いては ハワ イ大学 の大学 院等 への 留学支援
を行 ってい ます 。なお 、期間 の延 長等 さらなる
支援 の拡充 につ いては 今後研 究し てい きたいと
考えております。
そ の他の 質問 につき まして は、 部局 長から答
弁をさせていただきます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 保 健医 療部 長砂川
靖君。
〔保健医療部長 砂川 靖君登壇〕
○保 健医療 部長 （砂川 靖君 ） それ では、沖
縄尚 学高校 の医 師不足 と高齢 化社 会へ の対応に
ついての御質問にお答えします。
県 は、平 成30年度 、医師を確保す るため、総
額 約 17億 円 で 20の 事 業 を 実 施 し 、 延 べ 138名 の
医 師 を 確 保 し た と こ ろ で あ り 、 そ の う ち 122名
は北 部地域 及び 離島で 勤務す る医 師と なってお
りま す。具 体的 には、 自治医 科大 学、 琉球大学
医学 部地域 枠及 び県立 病院に おい て離 島及び僻
地に 派遣す る医 師を養 成する ほか 、県 内外の大

学病院 など から、 短期的 に医 師の派 遣を行 うな
ど、離 島及 び僻地 で勤務 する 医師の 確保に 取り
組んで いる ところ であり ます 。本県 の医師 数は
着実に ふえ ており ますが 、県 としま しては 、引
き続き 高齢 化に伴 う県内 の医 療需要 の動向 など
を踏ま えつ つ、医 師の養 成及 び確保 を図っ てい
きたいと考えております。
以上でございます。
○議長 （稲 福明李 さん） 沖 縄尚学 高等学 校の
皆さん、御登壇願います。
〔沖縄尚学高等学校一同登壇〕
○國仲 元之 輔君 沖縄尚 学高 等学校 ２年の 國仲
元之輔 です 。御答 弁あり がと うござ いまし た。
再質問をさせていただきます。
質問 項目 １、海 外経験 を豊 富に持 つ人材 の重
要性に つい ての再 質問な ので すが、 先ほど 大学
生には イン ターン シップ 、ま た社会 人に対 して
はハワ イ大 学など への留 学プ ログラ ムなど とお
っしゃ って いまし たが、 例え ば大学 進学を 機に
海外に 留学 を希望 する生 徒に 対して の、奨 学金
等とい った 支援の プログ ラム などに ついて はど
ういっ た考 えをお 持ちで いら っしゃ るでし ょう
か。よろしくお願いいたします。
再質問は以上です。
○議長 （稲 福明李 さん） 教 育長平 敷昭人 君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教育 長（ 平敷昭 人君） 再 質問に お答え しま
す。
大学 生の 奨学金 という こと でござ います が、
現在の 奨学 金は確 かに国 内の 奨学金 になっ てお
ります 。実 は各大 学には 大学 独自の 留学の 奨学
金であ りま すとか 、日本 学生 支援機 構の奨 学金
という のが ござい ます。 今県 独自で 新たな 海外
留学の ため の奨学 金とい うの は具体 的には ござ
いませ ん。 御質問 の國仲 議員 の海外 に広く 目を
向けて 頑張 りたい という 気持 ちは非 常に熱 いも
のがあ ると 思いま すが、 これ につい ては、 県と
しては 今後 どのよ うなこ とが できる のかと いう
のは、 知事 からも 御答弁 あり ました けど、 さま
ざまな 観点 から、 ほかの 事業 との兼 ね合い も見
ながら、研究してまいりたいと思っております。
以上です。
○議長 （稲 福明李 さん） 沖 縄尚学 高等学 校の
皆さん、再質問はありますか。
〔「再質問なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 （稲 福明李 さん） 糸 満高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔糸満高等学校一同登壇〕
○諸見 里真 知君 糸満高 等学 校２年 の諸見 里真
知です。よろしくお願いいたします。
質問 項目 １、沖 縄の河 川環 境につ いて質 問い
たします。
沖縄 の海 は独特 の生態 系を 持って おり、 サン

ゴ礁 の広が る海 は観光 資源に なっ てい ます。そ
れに 伴って 海に 直接水 が流入 する 河川 の環境も
沖縄 の資源 であ ると考 えられ ます 。し かし、私
の住 む糸満 市に ある報 得川は 、川 の水 が泡立つ
ほど 水が汚 れて います 。これ では 、沖 縄の海へ
悪影 響があ ると 考えら れます 。県 とし て河川の
環境 につい て、 どのよ うな対 策を 行っ ているの
か教えてください。
○長 嶺 葵 さん 糸満 高等学 校２ 年の 長嶺葵で
す。よろしくお願いします。
次 に、質 問項 目２の 貧困家 庭に 対す る支援に
ついての質問です。
沖 縄の大 きな 問題と して子 供の 貧困 が挙げら
れま す。沖 縄は 貧困家 庭が多 く、 その ため子供
たち が満足 に学 問に集 中でき ない 状況 がありま
す。 また、 私は 現在高 校２年 生で 進路 学習を行
って います が、 多くの 生徒が 進学 費用 などの問
題を 抱え、 希望 進路を 諦め、 進路 変更 を余儀な
くさ れる生 徒も います 。県と して はこ のような
問題 に対し 、ど のよう な対策 を行 って いるのか
教えてください。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（稲 福明 李さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 糸 満高 校の 御質問に
お答えいたします。
貧 困家庭 に対 する学 習支援 につ いて お答えい
たし ます。 経済 的な要 因で学 習環 境が 整わず、
学習 のおく れか ら不登 校にな った り、 学校を退
学し たり、 ある いは進 学を諦 めた りな ど就学が
不十 分なま ま社 会に出 ること によ って 、結果的
に本 人も経 済的 に困窮 すると いっ た貧 困の連鎖
を、 何とし ても 絶たな ければ なら ない と私は考
えて おりま す。 このた め沖縄県では 平成24年度
より 、低所 得世 帯の児 童生徒 に対 して 無料塾に
よる 学習支 援を 実施し ていま す。 現在 小中学生
教室が県 内17町村21教室、高校生教室が10市町
11教室、合計で25の市町村で32教室、約1000人
の児 童生徒 を支 援して いると ころ です 。経済的
な事 情にか かわ らず、 全ての 子供 たち が夢や希
望を持って成長していける社会を実現するため、
無料 塾を初 め、 子供の 居場所 の設 置や 子育て環
境の 整備な ど、 総合的 な子供 の貧 困対 策に、し
っかりと取り組んでまいります。
そ の他の 質問 につき まして は、 部局 長より答
弁をさせていただきます。
○議長（稲福明李さん） 環境部長棚原憲美君。
〔環境部長 棚原憲実君登壇〕
○環 境部長 （棚 原憲美 君） 質問 項目 １、沖縄
の河 川環境 につ いてに 関連し た報 得川 の排水対
策についてお答えします。
河 川の浄 化に は、生 活排水 や事 業所 排水の適

切な対 策が 必要で す。そ のた め、糸 満市は 平成
10年 に糸満 市水 環境保全 ・生活排水対 策推 進計
画を策 定し 、小型 合併処 理浄 化槽や 公共下 水道
の整備 等の 対策を 進めて おり ます。 また、 県で
は、河 川・ 海域で 全県的 な監 視を行 ってお り、
報得川 でも ３地点 で水質 の常 時監視 を行う とと
もに、 畜舎 などか らの不 適切 な排水 が行わ れな
いよう パト ロール を実施 して います 。こう した
取り組 みに より、 報得川 では 河川の 汚濁度 を示
す指標 であ るＢＯ Ｄ値が、20年前の４ 分の １以
下にまで減少しております。
県と しま しては 、糸満 市と 連携し て引き 続き
報得川の環境浄化に努めてまいります。
以上でございます。
○議長 （稲 福明李 さん） 糸 満高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔糸満高等学校一同登壇〕
○長嶺 葵 さん 糸満高 等学 校の長 嶺葵で す。
土木 環境 や子供 の未来 など 、私た ちの身 の回
りにあ る事 柄につ いてこ れか らも目 を向け 、関
心を高めていきたいと思います。
今回 は貴 重な体 験をさ せて いただ きあり がと
うございました。
○議長 （稲 福明李 さん） 宮 古高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔宮古高等学校一同登壇〕
○西里 凜 さん 宮古高 等学 校１年 の西里 凜で
す。よろしくお願いします。
質問 項目 １、宮 古島市 内に 住む高 齢者の 病院
までの送迎手段の確保について質問いたします。
宮古 島市 に住む 高齢者 が病 院に行 くため の手
段とし てタ クシー が多く 利用 されて います が、
観光客 の増 加によ りタク シー の確保 が難し い状
況にな って います 。例と して 、ほぼ 毎日ク ルー
ズ船が来港した ときは、宮古島 のタクシー約 20
0台 が ほ ぼ 全 て 出 払 う た め 高 齢 者 の 移 動 手 段 が
なくな り、 病院に 行けな い高 齢者が ふえて いる
現状が あり ます。 市の取り組 みとして65歳 以上
で協力的な親族 がいない方に、年間36枚から72
枚のタ クシ ーの割 引チケ ット が配布 されて いま
すが、タクシーが出払ってしまっているために、
この問 題は 解決で きてい ませ ん。そ のため 病院
と高齢 者が 集まる 地域を 往復 する、 高齢者 に負
担のな いバ リアフ リーの バス などを 設置し てほ
しいで す。 このよ うな事 態に 対して の県と して
の考えをお聞かせください。
○鈴木 ジョ ージ君 宮古 高等 学校２ 年の鈴 木ジ
ョージです。よろしくお願いいたします。
質問 項目 ２、台 風でも 停電 しない インフ ラ整
備について質問いたします。
沖縄 県で は、毎 年発生 する 台風の 影響に より
多くの 被害 を受け ていま す。 特に、 山や高 い建
物がな い宮 古島で は、飛 来物 が電柱 に絡み やす

く、 台風が 来襲 する都 度に、 広範 囲で の停電被
害が 起こっ てい ます。 一部の アパ ート やマンシ
ョン では電 気で 水をく み上げ てい るた め、断水
状態 になっ てい ます。 また、 小中 学校 では給食
をつくれず休校になってしまうこともあります。
ほか にも信 号機 が点灯 しない ため に、 交通渋滞
が起 こった り、 営業で きない スー パー やガソリ
ンス タンド が多 数ある ため、 台風 通過 後の生活
にも 深刻な 影響 を及ぼ してい ます 。ま た復旧に
も多 くの時 間を 要して おり、 こと しで すと復旧
に最 大５日 間を 要した 地域も あり ます 。このこ
とか ら、山 など の風を 避ける よう な地 形でない
宮古 島は、 特に 電線の 地中化 を迅 速に 行う必要
があ ると言 えま す。そ こで沖 縄県 の電 線の地中
化計 画はど のよ うにな ってい るの か教 えてほし
いで す。ま た、 これら の問題 をな くし ていくた
めの 宮古島 市の 無電柱 化を優 先す るこ とはでき
ないでしょうか。
○瑞 慶山義 愛君 宮古 高等学 校２ 年の 瑞慶山義
愛です。
質 問項目 ３、 不法投 棄ごみ 問題 につ いて質問
させていただきます。
現 在、宮 古島 市では 、処理 し切 れな い不法投
棄ご みが多 くあ ること が問題 にな って います。
過去 には処 理し たごみ の誤っ た量 を報 告したと
いう ニュー スや 、処理 する前 のご みの 量の調査
が間 違って いた など、 宮古島 から ごみ をなくす
ため の働き はあ ります が、実 際に は解 決されて
いま せん。 現在 、宮古 島には 観光 客や 移住者が
ふえ ており 、エ コアイ ランド を宣 言し ている宮
古島 として は、 解決し なけれ ばな らな い問題だ
と考 えます 。そ こで回 収され てい ない 不法投棄
ごみ の量は 、ど のくら いある のか 調査 をお願い
した いです 。ま た、不 法投棄 ごみ の撤 去は可能
であるのか県の見解を聞かせてください。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（稲 福明 李さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 宮 古高 校の 御質問に
お答えいたします。
台風でも停電しないインフラ整備についての、
電線 類地中 化等 の計画 につい てお 答え いたしま
す。
電 線類地 中化 は、道 路の防 災性 の向 上や安全
で快 適な通 行空 間の確 保、良 好な 景観 の形成等
を目 的とし 、マ クラム 通り線 など 、離 島を含む
県全 域の緊 急輸 送道路 や幹線 道路 など を優先に
整備 を進め てい ます。 県は沖縄21世 紀ビジョン
実施 計画に おい て、令 和３年 度ま での 整備目標
を 約 173キ ロ メ ー ト ル と し て お り 、 平 成 30年 度
末 ま で に 約 155キ ロ メ ー ト ル の 整 備 が 完 了 し 、
全国 では10位、 九州 では１位の無電 柱化率とな

ってお りま す。引 き続き 電線 管理者 など関 係者
との合 意の 形成に 努め、 離島 を含め た電線 類の
地中化 を推 進して いきた いと 考えて おりま す。
その 他の 質問に つきま して は、部 局長か ら答
弁をさせていただきます。
○議長（稲福明李さん） 企画部長宮城 力君。
〔企画部長 宮城 力君登壇〕
○企画 部長 （宮城 力君 ） 質問項 目１の 公共
交通の 確保 、高齢 者のた めの 公共交 通の確 保に
ついてお答えいたします。
宮古 島に おいて クルー ズ船 の入港 時にタ クシ
ーが利 用し づらい 状況が ある ことは 認識し てお
り、タ クシ ーの人 手不足 等の 問題に ついて 、タ
クシー 協会 等と協 議を行 って いると ころで す。
また、 県で はお年 寄りや 障害 のある 方を含 む全
ての利 用者 にとっ て、乗 りお りしや すいノ ンス
ッテッ プバ スの導 入に取 り組 んでき たとこ ろで
あり、 宮古 地域に おいては平 成29年度 に宮 古共
栄バス ３台 、今年 度は共 和バ ス１台 の導入 に対
して補 助を 行って おりま す。 今後と も宮古 地域
へのノ ンス テップ バス導 入に 向け、 バス事 業者
と連携し取り組んでまいります。
一方 、交 通空白 地域や 不便 地域の 解消等 を図
るため には コミュ ニティ ーバ スやデ マンド 交通
の活用 が有 効であ り、こ れら につい ては市 町村
が主体的に担うこととなっております。
以上でございます。
○議長（稲福明李さん） 環境部長棚原憲美君。
〔環境部長 棚原憲実君登壇〕
○環境 部長 （棚原 憲美君 ） 質問項 目３、 不法
投棄ご み問 題に関 連しま して 宮古島 の不法 投棄
量の調査と撤去についてお答えします。
県で は１ カ所で の合計 数が １トン 以上の 不法
投棄事 案に ついて 、毎年 不法 投棄実 態調査 を実
施しており、宮 古島市の報告に よると、平成 29
年 度 は ６ 件 、 合 計 234.8ト ン を 確 認 し て お り ま
す 。 そ の う ち ５ 件 203.8ト ン に つ い て は 、 宮 古
島市が 同年 度にお いて撤 去し ており ますが 、い
まだ新 たな 不法投 棄が確 認さ れてい る状況 があ
ります 。こ のため 県では 、宮 古保健 所に沖 縄県
廃棄物 監視 指導員 を配置 し、 宮古島 と協力 して
不法投 棄防 止パト ロール を実 施する ととも に、
その撤 去に ついて も宮古 島市 と連携 して取 り組
んでまいります。
以上でございます。
○議長 （稲 福明李 さん） 宮 古高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔宮古高等学校一同登壇〕
○宮國 優乃 佳さん 宮古 高等 学校１ 年の宮 國優
乃佳です。
御答 弁あ りがと うござ いま した。 宮古島 では
台風災 害に ある停 電や公 共交 通の確 保、不 法投
棄ごみ の問 題につ いて質 問さ せてい ただき まし

た。
本 日は貴 重な 経験を させて いた だき まして、
大変ありがとうございました。
○議 長（稲 福明 李さん ） 南 部工 業高 等学校の
皆さん、御登壇願います。
〔南部工業高等学校一同登壇〕
○仲 間重悟 君 南部工 業高等 学校 ２年 の仲間重
悟です。よろしくお願いいたします。
質 問項目 １、 文化財 の保護 につ いて 質問いた
します。
世 界遺産 とな ってい る首里 城に は、 多くの国
内外 の観光 客が 訪れて いまし た。 先週 、首里城
の正 殿など 主な 建物が 焼け落 ちて しま いました
が、 再建が 必要 だと思 います 。再 建に 向けてど
う取 り組む のか 聞かせ てくだ さい 。ま た、龍潭
池を 含む首 里城 周辺の 整備計 画を 今後 どうして
いくのか、聞かせてください。
○宇 座愛翔 君 南部工 業高等 学校 ２年 の宇座愛
翔です。よろしくお願いいたします。
次 に質問 項目 ２の不 発弾対 策に つい て質問い
たします。
南 部工業 高校 は昨年 体育館 を改 築し ました。
整備 してい る際 、野球 部が放 課後 古い 体育館の
跡地 の石拾 いを しまし たが、 その とき に不発弾
が見 つかり まし た。沖 縄県は いま だに 不発弾が
毎年 見つか って います が、県 の不 発弾 撤去の取
り組 み状況 を聞 かせて ほしい 。ま た、 撤去まで
にあ とどれ くら いの年 月がか かる のか を試算さ
れているか、聞かせてください。
○島 袋暁矢 君 南部 工業高等学校２ 年の島袋暁
矢です。よろしくお願いいたします。
次 に質問 項目 ３、バ スにつ いて 質問 いたしま
す。
南 部は、 モノ レール もなく 交通 手段 が那覇市
に比べると不便です。通学にはバスが必要です。
南部 地区の 中学 ・高校 を回る 循環 バス や、バス
の本 数をふ やす 等、バ ス会社 に対 して の協力依
頼など、県はどのような支援を行っていますか。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（稲 福明 李さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 南 部工 業高 校の御質
問にお答えします。
文 化財の 保護 につい ての首 里城 の再 建及び首
里城周辺の整備計画についてお答えいたします。
首 里城の 正殿 等が火 災によ り焼 失し たのを目
の当 たりに し、 県民を 初め、 多く の皆 様が大変
ショ ックを 受け ていま す。私 自身 も現 場を視察
した ときに は、 本当に 言葉に 言い あら わすこと
がで きない 、大 きなも のを失 った とい うそうい
う感 覚に襲 われ 、胸が 痛む思 いで いっ ぱいでし
た。 と同時 に、 琉球王 国の象 徴で あり 、県民の

心のよ りど ころで もあり 、歴 史と文 化の心 に彩
られた 首里 城を必 ず復元 させ なけれ ばなら ない
という 強い 思いも 湧き上 がり ました 。実は きょ
うのお 昼に 、知事 メッセ ージ として 発表し まし
た項目 があ ります 。沖縄 県と して、 県庁内 に首
里城復 興戦 略チー ム及び 首里 城火災 対策等 本部
設置要 綱第 ６条に 基づき 、関 係課長 等で構 成す
る首里 城復 旧ワー キング グル ープを 設置す ると
いうこ とで ありま す。こ れは 首里城 の復旧 ・復
興に向 けた ロード マップ の策 定など 、全庁 的な
取り組 みを 迅速に 進める とと もに、 国とも 連携
しなが ら、 一日も 早い首 里城 の復旧 ・復興 に取
り組んでいくことを目的とするものであります。
また、 首里 城周辺 の整備 計画 につき まして は、
龍潭の 外周 園路、 松崎馬 場、 円覚寺 及び中 城御
殿の整備等を検討する予定であります。
その 他の 質問に つきま して は、部 局長か ら答
弁をさせていただきます。
○議長 （稲 福明李 さん） 知 事公室 長池田 竹州
君。
〔知事公室長 池田竹州君登壇〕
○知事 公室 長（池 田竹州 君） 質問 項目２ 、不
発弾対 策に 関しま して不 発弾 処理の 取り組 みと
期間についてお答えいたします。
工事や磁気探査等により発見された不発弾は、
自衛隊 によ り爆発 しない よう 安全処 理が行 われ
ます。 県に おいて は、事 故を 起こさ ないよ う磁
気探査 を行 ったり 、安全 処理 された 不発弾 の保
管施設 管理 、また 、不発 弾を 発見し た際に は、
さわら ず、 警察に 連絡す るよ う周知 活動を 行っ
ております。沖 縄戦で使用され た弾薬量は約 20
万トン と推 定され ており 、そ の約５ ％の１ 万ト
ンが爆 発せ ずに不 発弾と して 残され たもの と推
定され てお ります 。復帰 まで に住民 や米軍 など
によっ て処 理され たもの 、復 帰後自 衛隊に よっ
て処理されたも の等を踏まえる と、2018年 度に
おける推定残量は約1942トンと見積もられます。
戦後74年が 経過 し、近年 では、不発弾 の発 見及
び処理 量が 減少傾 向にあ るこ とから 、その 処理
には長期間を要するものと考えております。
以上でございます。
○議長（稲福明李さん） 企画部長宮城 力君。
〔企画部長 宮城 力君登壇〕
○企画 部長 （宮城 力君 ） 質問項 目３の バス
につい ての 、バス 会社へ の支 援につ いてお 答え
いたします。
県は 、高 齢の方 や障害 のあ る方な ど、い わゆ
る交通 弱者 の日常 生活の 足を 確保す るため 、運
行収入 だけ では維 持が困 難な 、南部 地域を 含む
39の バス路 線に 対し、国 、市町村と連 携し て補
助を行 うこ とによ り、バ ス路 線の確 保・維 持に
努めて おり ます。 また、 昨今 、運転 手不足 を原
因とす る路 線バス の減便 が発 生して いるこ とか

ら、 県はバ ス事 業者が 行う運 転手 確保 に係る取
り組 みを支 援す ること として おり ます 。あわせ
て、 県から 沖縄 県バス 協会に 対し 、路 線バスの
ダイ ヤ改正 の際 には、 県民生 活に 配慮 するよう
申し 入れた ほか 、運送 事業に つい ての 許認可及
び指 導監督 等を 行う、 国の沖 縄総 合事 務局運輸
部に 対して も、 県と歩 調を合 わせ て、 指導を行
って いただ くよ う依頼 したと ころ です 。一方、
交通 空白地 域や 不便地 域の解 消等 を図 るために
は、 コミュ ニテ ィーバ スやデ マン ド交 通の活用
が有 効であ り、 これら につい ては 、市 町村が主
体的に担うこととなっております。
以上でございます。
○議 長（稲 福明 李さん ） 南 部工 業高 等学校の
皆さん、御登壇願います。
〔南部工業高等学校一同登壇〕
○宮 里璃玖 斗君 南部 工業高 等学 校２ 年の宮里
璃玖 斗です 。御 答弁あ りがと うご ざい ました。
再質問させていただきます。
先 ほどの 御答 弁で、 文化財 の保 護に ついて、
龍潭 池を含 む首 里城周 辺の整 備計 画の 今後をど
うし ていく のか を、も う少し 具体 的に 御答弁を
よろしくお願いいたします。
○議 長（稲 福明 李さん ） 土 木建 築部 長上原国
定君。
〔土木建築部長 上原国定君登壇〕
○土 木建築 部長 （上原 国定君） 南 部工業高校
の再質問にお答えいたします。
龍 潭周辺 の整 備の詳 細につ いて とい うことで
ござ います が、 基本的 に龍潭 その もの の整備は
おお むね完 了し ており ます。 ただ 龍潭 周辺の遊
歩道 の整備 につ いては いまだ 一部 石積 みが崩落
して いると ころ もあり ますし 、園 路が つながっ
てい ない部 分も ござい ますの で、 そう いったと
ころ を今後 しっ かりと 整備し てい く予 定になっ
てお ります し、 松崎馬 場とい うこ とで 浦添方面
につ ながる 西海 道があ ったと いう ふう にされて
おり ます。 そう いった ところ の発 掘調 査も行い
ながら園路整備を行う予定でございます。あと、
過去 に県立 博物 館があ った中 城御 殿跡 につきま
して は、発 掘調 査を行 ってお り、 その 調査結果
を整 理した のち 、中城 御殿と いう のは 琉球王朝
時代 世継ぎ の住 居でご ざいま した 。そ ういった
こと の復元 整備 につい ても取 り組 んで いきたい
と考えております。
以上です。
○議 長（稲 福明 李さん ） 南 部工 業高 等学校の
皆さん、よろしいですか。
〔「再質問なし」と呼ぶ者あり〕
○議 長（稲 福明 李さん ） それでは 20分間休憩
いたします。
午後２時28分休憩
午後２時48分再開

○議長（大城優衣さん） 再開いたします。
午後 の後 半の議 長を務 めさ せてい ただき ます
南風原高等学校の大城優衣と申します。
よろしくお願いいたします。
休憩前に引き続き質問を行います。
宜野 座高 等学校 の皆さ ん、 御登壇 願いま す。
〔宜野座高等学校一同登壇〕
○島田 ひ まりさ ん 宜 野座 高等学 校１年 の島
田ひまりです。よろしくお願いいたします。
質問項目１、就職率について質問いたします。
現在 、本 県では 新規高 校卒 業者と 新規大 学卒
業者の 無業 者比率 が全国 １位 となっ ていま す。
私たち は、 その原 因が無 業者 に対す るサポ ート
体制が 不十 分なこ とにあ ると 考え、 サポー トす
る体制 を早 急に整 えるべ きだ と考え ます。 この
ことに関して、御意見をお聞かせください。
○仲地 彩 葉さん 宜野 座高 等学校 １年の 仲地
彩葉です。よろしくお願いいたします。
次に 、質 問項目 ２、大 人の 学び直 しの制 度に
ついて質問いたします。
これ から の時代 、人工 知能 が発達 し、大 きな
社会変 動が 予測さ れると 同時 に、現 在ある 仕事
の内容 も大 きく変 わり、 その 中で、 今まで 身に
つけて きた 知識や 技能で は、 新しい 社会変 化や
仕事に 対応 できな くなる 状況 も想定 されま す。
そうす ると 、一旦 社会に 出た 後に、 新しい 知識
・技能 を身 につけ るため の学 び直し が必要 にな
ってく ると 考えま す。そ のよ うなも う一度 学び
直した いと 考える 人たち のた めにど のよう な政
策、環 境整 備を考 えてい らっ しゃる のかお 聞か
せください。
○仲本 妃 那さん 宜野 座高 等学校 １年の 仲本
妃那です。よろしくお願いいたします。
次に 、質 問項目 ３、貧 困対 策につ いて質 問い
たします。
沖縄 県は 離婚率 が高い こと から、 シング ルフ
ァザー 、シ ングル マザー が多 く、そ れに伴 い貧
困 率 も 30％ 近 く に 上 り 、 全 国 の 2.2倍 と 高 い 状
況にあ りま す。そ の影響 のた め、貧 困の中 にあ
る子供 たち が夢や 希望も 捨て 、高校 や大学 への
進学を諦めてしまうこともあります。その結果、
所得の 低い 仕事に しかつ くこ とがで きず、 この
ことが さら には将 来の子 供た ちにま で負の 連鎖
が続く こと になり かねま せん 。この ような 悪循
環を脱 する ために 、県と して どのよ うな取 り組
みを行っているか具体的に教えてください。
質問 は以 上です 。御答 弁よ ろしく お願い いた
します。
○議長 （大 城優衣 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 宜 野座高 校の御 質問
にお答えいたします。
貧困 対策 につい ての、 貧困 の連鎖 を断つ ため

の対策についてお答えいたします。
沖 縄県で は、 経済的 困窮に よる 子供 の学習の
おく れが、 その 後の貧 困へと つな がる 貧困の連
鎖を 防止す るた め、平 成24年度より 、低所得世
帯の 児童生 徒に 対して 無料塾 によ る学 習支援を
実施 してい ます 。当初 、１町 １教 室か らスター
トして、 現在では、25市町村32教室で約1000名
の児 童生徒 に学 習支援 を実施 して いま す。学習
支援 を続け てい く中で 、生徒 の中 から もっと勉
強し たい、 難関 高校や 大学に 進学 した い、とい
った 声が出 てき ていま す。こ のた め、 沖縄県で
は、 従来の 学習 習慣の 定着な どを 目的 とした無
料塾 に加え て、 新たな 学習支 援と して 、進学意
欲が ある中 高生 を対象 に合格 実績 のあ る民間の
進学 塾で学 んで いただ くこと で、 より 高い目標
へチャレンジできる取り組みを始めました。
私 は、子 供た ちの将 来が生 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 社会の 実現を 目指 し、 無料塾な
どの 学習支 援を 初め、 さまざ まな 対策 に全力で
取り組んでまいります。
そ の他の 質問 につき まして は、 部局 長から答
弁をさせていただきます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 商 工労 働部 長嘉数登
君。
〔商工労働部長 嘉数 登君登壇〕
○商 工労働 部長 （嘉数 登君 ） 宜野 座高校議
員か らの就 職率 につい ての御 質問 のう ち、新規
学卒 無業者 への サポー ト体制 につ いて お答えい
たします。
学 卒無業 者の 改善に 向けて は、 在学 中から職
業観 の育成 や就 業意識 の向上 を図 るこ とが重要
であ ると考 えて おりま す。こ のた め、 教育庁や
大学 等と連 携し ながら キャリ ア教 育や インター
ンシ ップ、 各種 セミナ ーなど を実 施し ておりま
す。 また、 若年 者の就 職を総 合的 に支 援する機
関と して設 置さ れた、 沖縄県 キャ リア センター
にお いては 、企 業情報 を発信 し、 求職 者と企業
を結 びつけ るた めの支 援を行 うと とも に、専門
のキ ャリア コー チによ る就職 相談 を行 うなど、
職業 観の育 成か ら就職 まで一 貫し て支 援を行っ
ております。
次 に、大 人の 学び直 しの制 度に つい ての御質
問の うち、 社会 人の学 び直し の制 度と 環境整備
についてお答えいたします。
社 会人の 学び 直し、 いわゆ るリ カレ ント教育
につ きまし ては 、ライ フスタ イル 、ラ イフステ
ージ に応じ た職 業能力 の開発 ・向 上を 支援する
こと で、何 歳に なって も学び 直し 、キ ャリアア
ップ 、職場 復帰 、転職 が可能 とな る社 会をつく
り出 すこと は重 要であ ると認 識し てお ります。
国 におい ては 、リカ レント 教育 の普 及を図る
ため 、電気 機械 、電子 技術な どの 専門 学校等に

おける 社会 人向け 講座の 認定 、受講 料等の 教育
訓練給 付金 や企業 の長期 教育 訓練休 暇制度 への
助成等 の支 援を行 ってお りま す。県 では、 県立
職業能 力開 発校に おいて 、ウ エブ制 作や情 報処
理技術 を習 得する 情報シ ステ ム科な どを設 置し
て職業訓練を実施し、 職業に必要な知識・技
能を習 得さ せ、職 業の安 定と 地位の 向上を 図っ
ております。
以上でございます。
○議長 （大 城優衣 さん） 宜 野座高 等学校 の皆
さん、御登壇願います。
〔宜野座高等学校一同登壇〕
○島田 ひ まりさ ん 宜 野座 高等学 校１年 の島
田ひまりです。
御答弁ありがとうございました。
再質問をさせていただきます。
まず 、質 問項目 １につ いて 、イン ターン シッ
プは重 要だ と考え ますが 、中 学校で 体験し てみ
て、な かな か希望 する場 所に 行けず 、イン ター
ンシッ プ体 験に意 義を感 じな かった とする 同級
生も少 なか らずお りまし た。 こうし たミス マッ
チング の状 況に対 する改 善策 につい て、ど のよ
うにお考えか教えてください。
例え ば、 宜野座 高校で は今 年度か ら、イ ンタ
ーンシ ップ 先探し を生徒 自身 が行う 取り組 みに
チャレ ンジ してい ます。 こう した取 り組み への
サポートなどについても教えてください。
○仲地 彩葉 さん 宜野座 高等 学校１ 年の仲 地彩
葉です。
質問 項目 ２の学 び直し の制 度につ いて、 職業
能力開 発校 以外に も、大 学や 専門学 校等に おけ
る学び 直し に対す るサポ ート 等や施 策など があ
れば教えてください。
再質 問は 以上で す。御 答弁 よろし くお願 いい
たします。
○議長 （大 城優衣 さん） 教 育長平 敷昭人 君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教育 長（ 平敷昭 人君） 宜 野座高 校の再 質問
で、イ ンタ ーンシ ップに つい ての御 質問に お答
えいたします。
イン ター ンシッ プ先に つい てミス マッチ 等も
あり、 なか なか意 識が高 まら ないと いう趣 旨の
御質問 がご ざいま したが 、イ ンター ンシッ プ先
につき まし ては、 学校、 教育 委員会 として も、
引き続 き受 け入れ 先につ いて さまざ まな方 法で
開拓に 努め てまい りたい と考 えてお ります 。ま
た、そ のミ スマッ チとい うの も、生 徒の皆 さん
が希望 する 就職先 と企業 が合 ってい るのが 、確
かにイ ンタ ーンシ ップで もそ うです し、実 際の
就職の 場で もミス マッチ とい うのが 起こっ てお
ります 。そ の辺は なかな か構 造的な 問題も ござ
います が、 早い段 階から です ね、生 徒の皆 さん
の希望 する 、職業 観も確 立し ながら 、どう いう

仕事 をやり たい かとい うもの をよ く考 えていた
だき ながら 、そ こに行 くため には どう いうこと
を一 生懸命 頑張 ればい いかと いう こと も、生徒
の就 職先の 進路 指導と いう意 味で 、指 導も強化
しな がら、 教育 委員会 として も取 り組 んでまい
りたいと思います。
ま た、教 育委 員会で 現在就 職希 望者 に対して
は、 さまざ まな 内定に 向けた 宿泊 研修 でありま
した り、社 会人 になる 自覚を 促す ため の研修と
か、 また、 就職 希望者 の多い 学校 には 、就職支
援員 を配置 しま して、 就職の 相談 や就 職試験に
向け た支援 など 細かな 就職指 導も 行っ ておりま
すの で、引 き続 き、進 路指導 等に つい てさまざ
まな 観点で 生徒 の皆さ んの意 見も 伺い ながら頑
張ってまいりたいと思います。
以上でございます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 文 化観 光ス ポーツ部
長新垣健一君。
〔文化観光スポーツ部長 新垣健一君登壇〕
○文 化観光 スポ ーツ部 長（新 垣健 一君 ） 宜野
座高 校の再 質問 でです ね、職 業能 力開 発校以外
の機 関がな いか という 再質問 の一 部に お答えい
たします。
私 どもの ほう で、沖 縄県立 芸術 大学 というの
がご ざいま して 、沖縄 県立芸 術大 学で は、社会
人の 学び直 しの ために 、音楽 学部 の琉 球芸能専
攻に おいて 社会 人選抜 を導入 をし てお ります。
これ は社会 人と して４ 年以上経過し た22歳以上
の方 を対象 に入 学試験 を行っ てい るも のでござ
います。
も う一点 です が、来 年度に 導入 する こととし
てお ります が、 県立芸 術大学 の大 学院 におきま
して 、 標準 の修 業 年限を 超え て２年 の― 例え
ば修 士課程 を３ 年とか ４年と か、 そう いった長
期に 認める とい う長期 履修学 生制 度を 来年導入
する という こと にして おりま す。 長期 履修制度
につ きまし ては 、職業 を有し てい るな どの事情
によ って、 標準 の修業 期間で 履修 が困 難な学生
を対 象に、 長期 に延ば すこと によ って 教育課程
を履修しやすいようにする仕組みでございます。
そ れぞれ のこ の社会 人選抜 、あ るい は長期履
修学 生制度 を利 用する ことに よっ て、 学び直し
をし たい社 会人 であり ますと か、 そう いった方
々に 門戸を 広く 開き、 学びや すい 環境 を整える
とと もに、 沖縄 の芸術 文化の 継承 と創 造発展に
今後も寄与していきたいと考えております。
以上でございます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 商 工労 働部 長、嘉数
登君。
〔商工労働部長 嘉数 登君登壇〕
○商 工労働 部長 （嘉数 登君 ） 再質 問にお答
えいたします。
県 立職業 能力 開発校 以外で のリ カレ ント教育

の実施 につ いてと いう趣 旨の 御質問 だった と思
います が、 令和元 年８月 現在 ですね 、沖縄 県内
におい ては 、38の指定講 座が用意され てお りま
す。例 えば 、介護 福祉士 でい えば沖 縄リハ ビリ
テーシ ョン 福祉学 院、そ れか ら沖縄 アカデ ミー
専門学 校、 この機 関にお いて 介護福 祉士の 指定
講座が 設け られて おりま す。 それか ら、看 護師
に関し てい うと、 那覇市 医師 会那覇 看護専 門学
校、それから沖縄看護専門学校、浦添看護学校、
ぐしか わ看 護専門 学校、 さら に北部 地区医 師会
の北部 看護 学校で 同指定 講座 が用意 されて おり
まして、全部で38の指定講座が用意されており、
国にお いて もリカ レント 教育 の普及 に努め てい
るところでございます。
以上でございます。
○議長 （大 城優衣 さん） 宜 野座高 等学校 の皆
さん、よろしいですか。
〔「再質問なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 （大 城優衣 さん） 開 邦高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔開邦高等学校一同登壇〕
○池間 は なさん 開邦 高等 学校１ 年の池 間は
なです。よろしくお願いいたします。
質問 項目 １、県 外にお ける 基地問 題の認 識に
ついて質問いたします。
こと しの ２月に 行われ た普 天間基 地の辺 野古
移設に 関す る県民 投票で は、 過半数 が反対 とい
う結果 とな りまし たが、 しか し、現 在も移 設工
事は進 行し ていま す。こ のこ とにつ いて、 私た
ち県民 が興 味を持 ちかか わっ ていく のはも ちろ
んのこ とで すが、 県外で はど のよう に捉え られ
ている ので しょう か。一 部で は沖縄 県の基 地負
担は少 ない のでは ないか とい う意見 も聞い たこ
とがあ りま す。基 地問題 は、 沖縄県 だけで なく
日本が 抱え る問題 である こと を県外 の人に 知っ
てもら うた めにも 、私た ちは 基地問 題につ いて
全国に もっ と発信 してい くべ きだと 考えま す。
このこ とに 関して 、県が 考え ている 、また は行
っている取り組みはありますか。
○加蘭 太 一君 開邦高 等学 校１年 の加蘭 太一
と
○久場 悠生君 久場悠生です。
○加蘭 太 一君・ 久場 悠生 君 よ ろしく お願
いいたします。
○加蘭 太 一君 次に、 質問 項目２ 、最低 賃金
の向上について質問いたします。
沖 縄 県 で は こ と し 10月 以 降 、 最 低 賃 金 が 762
円から790円へと28円引き上げられます。現在、
沖縄の 最低 賃金は 全国的 にも 低水準 であり 、そ
のよう な中 、最低 賃金が 引き 上げら れると いう
のはい いこ とだと 思いま す。 しかし ながら 、全
国平均 で見 てもこ としの 最低 賃金の 引き上 げ額
は28円と同 じで あり、ま た今回の賃上 げで 最低

賃金が1000円を超え る東京都におい ても、上げ
額は 27円 と沖縄 とほ とんど差があり ません。こ
のま までは 、今 存在し ている 最低 賃金 の差がこ
れか らもな かな か減っ ていか ない と思 います。
○久 場 悠 生君 この 差を縮 める には 、全国の
どの 地域で も行 われて いない 沖縄 の独 自の賃上
げ対 策をと るべ きだと 思いま す。 そし て、沖縄
にお いて独 自の 対策と なり得 るの は、 返還され
た米軍基地の跡地に大工事を誘致するなどして、
跡地 を活用 した 将来性 のある 産業 を育 てること
等が あると 考え ました が、そ のよ うな 沖縄独自
の賃 上げ対 策は 何か考 えてい る、 また は行って
いるものはありますか。
○東 小恵 さん 開邦 高等学 校１ 年の 東小恵で
す。よろしくお願いいたします。
次 に、質 問項 目３、 鉄軌道 計画 につ いて質問
いたします。
鉄 軌道計 画に ついて 、特に 恩納 村な どのリゾ
ート 地の近 くに おいて トンネ ルを 掘っ てつくる
地域 では、 赤土 が海に 流出す るお それ がありま
す。 恩納村 は、 リゾー ト地と して 有名 ですが、
土砂 によっ てそ れらの 地域の 海が 汚染 されるお
それ があり ます 。この ような 問題 には 、具体的
にど のよう な取 り組み をする 予定 か教 えてくだ
さい 。また 、ル ートに 普天間 基地 の返 還跡地は
入っ ている ので すか。 どのよ うに して この問題
に取り組む予定でしょうか。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（大 城優 衣さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 開 邦高 校の 御質問に
お答えいたします。
県 外にお ける 基地問 題の認 識に つい て、辺野
古新 基地建 設問 題に係 る県外 での 認識 と情報発
信などについてお答えいたします。
政 府が埋 立工 事を進 める中 で行 われ た、こと
し２月の 県民投票では、 投票者の71.7％に当た
る43万4273人の方が 辺野古埋め立てに反対する
とい う圧倒 的多 数の県 民の民 意が 明確 に示され
てい ます。 その 後、行 われた 全国 世論 調査にお
いて は、県 民投 票結果 を政府 は尊 重す べきだと
した回答 が68.7％と なっており、辺 野古移設に
反対 する県 民の 思いは 、本土 の方 々に も伝わっ
ているものと考えております。
また、国土面積の約0.6％しかない沖縄県に、
米軍専用 施設面積の約70.3％が集中 していると
述べ ている こと に対し て、沖 縄の 基地 負担は少
ない という 意見 もあり ますが 、こ れは 、自衛隊
との 共同使 用施 設を含 む米軍 施設 面積 の占める
割合 が約19％で ある ことを捉えたも のと認識し
ておりま す。しかしその 場合でも、面 積で約37
倍も ある北 海道 に次い で沖縄 は第 ２位 となって

おり、 決し て少な い割合 では ないと 考えて おり
ます。 ちな みに、 全国で の基 地負担 の割合 を見
ると、沖縄が70.3％で第 １位。２位の 青森 は９
％弱、 ３位 の神奈 川県で も５ ％弱し かあり ませ
ん。そ のこ とから も、沖 縄が いかに 米軍基 地の
専用施 設面 積を負 担し続 けて いるか という こと
について明らかになっています。
こう した 誤解を 解くた め、 沖縄県 では、 議員
の皆様 にも お配り させて いた だいた と思い ます
が、こ のよ うに米 軍基地 問題 に関す るＱ＆ Ａパ
ンフレ ット を作成 し、これま で約12万 部を 配布
し、沖 縄県 のホー ムペー ジで も公開 するな ど、
正確な 情報 発信に 努めて おり ます。 さらに 、全
国の皆様に基地問題を沖縄だけの問題ではなく、
日本と アメ リカの 同盟関 係の 中にお ける自 分ご
ととし て考 えてい ただく ため に、こ のよう なＱ
＆Ａの パン フレッ トなど を参 考資料 として いた
だきな がら 、私自 身が全 国各 地を訪 れて、 直接
その問 題に ついて 考えて いた だくた めのト ーク
キャラバンを実施しているところでもあります。
その 他の 御質問 につき まし ては、 部局長 から
答弁をさせていただきます。
○議長 （大 城優衣 さん） 商 工労働 部長嘉 数
登君。
〔商工労働部長 嘉数 登君登壇〕
○商工 労働 部長（ 嘉数 登君 ） 開 邦高校 議員
からの最低賃金の向上についての御質問の中の、
沖縄独 自の 賃上げ 対策と 取り 組みに ついて お答
えいたします。
地域別の最低賃金について、最低賃金法では、
地域に おけ る労働 者の生 計費 及び賃 金並び に通
常の事 業の 賃金支 払い能 力を 考慮し て定め るこ
ととさ れて おりま す。そ のた め、県 では、 最低
賃金の 向上 につい て、県 内中 小企業 等の経 営革
新や経 営基 盤の強 化、半 導体 製造業 等の誘 致や
バイオ ・医 療等の 高付加 価値 産業の 創出に よる
県内企 業へ の波及 等に向 けた 取り組 みを推 進し
ている とこ ろであ ります 。こ うした 取り組 みに
加え、 農林 水産、 観光、 商工 分野に よる連 携体
制を構 築し 、産業 横断的 なマ ーケテ ィング 力を
強化す るな ど、企 業の稼 ぐ力 に資す る取り 組み
を積極 的に 推進し 、企業 所得 を向上 させ、 その
成果を 働く 人々に 分配す る経 済の好 循環を 生み
出すこ とで 、賃金 の上昇 につ なげて まいり たい
と考え てお ります 。また 、今 後返還 が予定 され
ている 嘉手 納飛行 場より 南の 駐留軍 用地の 跡地
利用に つい ては、 中南部 都市 圏駐留 軍用地 跡地
利用広 域構 想にお いてさ まざ まな産 業・機 能の
導入が示されております。
以上でございます。
○議長（大城優衣さん） 企画部長宮城 力君。
〔企画部長 宮城 力君登壇〕
○企画 部長 （宮城 力君 ） 質問項 目の３ 、鉄

軌道 計画の 鉄軌 道導入 に伴う 環境 対策 等につい
てお答えいたします。
県 では、 多く の県民 等から 寄せ られ た意見も
踏ま え、平 成30年５ 月に沖縄鉄軌道 の構想段階
にお ける計 画書 を策定 したと ころ です 。当該計
画書 では、 那覇 市から 浦添市 、宜 野湾 市、北谷
町、 沖縄市 、う るま市 、恩納 村を 経由 し、名護
市を 結ぶル ート を概略 計画と して 決定 し、主な
構造 を、市 街地 部は地 下トン ネル や高 架橋、郊
外部 は山岳 トン ネルや 高架橋 とし て想 定したと
ころ です。 宜野 湾市へ の導入 を初 めと した具体
的な ルート や駅 位置、 構造、 施工 方法 等につい
ては 、構想 段階 の次の 計画段 階に おい て、まち
づく りへの 効果 や事業 費等の コス ト等 に加え、
赤土 流出防 止等 、自然 環境に つい ても 影響が生
じな いよう 十分 に配慮 しなが ら検 討さ れること
になります。
な お、公 共交 通は、 普天間 を含 む駐 留軍用地
跡地 の開発 及び 活性化 を図る 上で 、人 や物の流
れ等 を支え る重 要なイ ンフラ であ るこ とから、
鉄軌道の具体的なルート等の検討に当たっては、
これら開発の効果を高めることも考慮しながら、
検討を行っていくこととしております。
以上でございます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 開 邦高 等学 校の皆さ
ん、御登壇願います。
〔開邦高等学校一同登壇〕
○加 蘭 太 一君 開邦 高等学 校１ 年の 加蘭太一
です。
御答弁ありがとうございました。
再質問させていただきます。
先 ほど、 質問 １、県 外にお ける 基地 問題の認
識に ついて の質 問で、 県民投 票で 圧倒 的な民意
が示 された にも かかわ らず、 政府 は尊 重すると
申し 上げた だけ で、何 も開発 をと める ことには
至っ ていま せん 。沖縄 県は、 どの よう にして、
この 県民投 票の 拘束力 がない こと を、 どうやっ
て乗 り越え てい くおつ もりで すか 。よ ろしくお
願いします。
以上です。
○議 長（大 城優 衣さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 再 質問 にお 答えいた
します。
ま ず私は 、か ねてか らこの 基地 問題 について
は、全国の皆さんが沖縄の問題としてではなく、
国民 全ての 問題 として 捉えて いた だき たいとい
うこ とを、 全国 の皆さ んに理 解と 協力 をしてい
ただ くため に、 今年度 は全国 キャ ラバ ンで、こ
の沖 縄にお ける 基地負 担の現 状と 、そ して日米
地位 協定と いう 、日本 とアメ リカ にお ける米軍
基地に関するその取り決めについても、抜本的、
根本 的に見 直し をする 必要が ある とい うことと

あわせて、自分ごととして考えていただくよう、
世論が その 政治に 影響し てい るとい うこと を、
現況の 政治 体制か ら踏ま えて 、その ことに つい
て国民 の皆 さんに 理解を 呼び かけて いるも ので
あります。
そし て、 政府に 対して は、 この普 天間基 地の
移設の 問題 は辺野 古移設 あり きで進 めるの では
なく、 対話 によっ てその 根本 的な問 題を解 決し
ていき まし ょうと いうこ とで の問題 解決を 呼び
かけて いる ところ ですが 、先 ほど再 質問に もあ
りまし たと おり、 県民投 票で 圧倒的 な反対 の民
意が示 され たにも かかわ らず 、依然 として 政府
は工事 を進 めてい ます。 しか し、私 たちは 、昨
年この 埋立 工事に ついて の承 認は撤 回をし 、現
在国が その 撤回を 違法な 状態 で工事 を進め てい
ること から 、裁判 でその こと につい ての是 非を
争って いる ことも また事 実で す。私 たちの 主張
が認め られ れば、 当然工 事は とめら れるこ とに
なり、この辺野古建設、辺野古移設については、
もう一 度政 府も県 と協議 をし なけれ ばいけ ない
という 場面 を迎え ること も想 定され ていま す。
しか し、 いずれ にいた しま しても 、私た ちは
一つ一 つの 手だて を講じ て、 行政の とれる 手段
はしっ かり と講じ ていき ます が、政 府にお いて
は真摯 に沖 縄県と 話し合 い、 根本的 にこの 米軍
基地の 問題 、沖縄 におけ る過 重な基 地負担 の軽
減につ いて 、胸襟 を開い て話 し合い をする 中で
解決策 を見 つけて いただ きた いと、 そのよ うに
私たち は問 題の解 決のた めの 具体的 な方法 につ
いての 要求 を、求 めをさ せて いただ いてい ると
ころで あり ます。 いずれ にし まして も、そ のよ
うな一 つ一 つ丁寧 な取り 組み を進め 、多く の国
民の皆さんに理解をしていただくことによって、
真に対 等な 日本と アメリ カの 良好な 関係に つな
がるよ う、 そのこ とも念 頭に 置きな がら、 しっ
かりと進めていきたいと思います。
以上です。
○議長 （大 城優衣 さん） 沖 縄工業 高等学 校の
皆さん、御登壇願います。
〔沖縄工業高等学校一同登壇〕
○山城 勇 樹君 沖縄工 業高 等学校 ３年の 山城
勇樹です。
よろしくお願いいたします。
質問 項目 １、鉄 軌道の 建設 につい て質問 いた
します。
鉄軌 道の 建設に おいて 、沖 縄の観 光とい う観
点に着 目す ると、 鉄軌道 の整 備は観 光、生 活に
おいて の最 重要課 題だと 思い ました 。具体 的に
は、海 が一 望でき る鉄道 の開 発など 、新し い観
光の仕 方を 売りに できる ので はない かと思 いま
した。 それ につい て県の 考え を聞か せてく ださ
い。
○新垣 大 輔君 こんに ちは 。沖縄 工業高 等学

校３年の新垣大輔です。
質 問項目 ２の 、教育 につい てを 質問 させてい
ただきます。
沖縄県は全国的に見ても、学力に課題があり、
背景 には低 所得 や母子 家庭な ど、 社会 的に弱い
立場 の人た ちの 学習環 境が整 って いな いことが
挙げ られま す。 そこで 、教育 やそ の他 の支援サ
ービ スにも っと お金を かけて もよ いの ではと考
えています。沖縄県の経済は成長していますが、
全国 最低の 所得 の状況 で、子 供の サポ ートや母
子家 庭への 支援 をもっ と手厚 くす るに は、どの
よう な政策 を検 討して いるの か県 の考 えをお聞
かせください。
○真 座 勇 気君 こん にちは 。沖 縄工 業高等学
校３年の真座勇気です。よろしくお願いします。
次 に、質 問項 目３、 沖縄の 情報 教育 について
質問いたします。
来 年度か ら小 学校で プログ ラミ ング 教育が必
修化 されま す。 しかし 、機械 やネ ット ワーク環
境の 不足、 県、 市、教 育委員 会の 支援 、学習、
研修 時間の 不足 、教育 教材の 不足 等の 多くの課
題が 出てく ると 想定さ れます 。こ のよ うな状況
の中 で、ど のよ うな対 策をと って いく のか、ま
た、 障害の ある 子供に 対する 情報 教育 はどのよ
うにしていくのか県の考えをお聞かせください。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いしま
す。
○議 長（大 城優 衣さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 沖 縄工 業高 校の御質
問にお答えいたします。
教 育につ いて の子供 や母子 家庭 への 支援策に
ついてお答えいたします。
沖 縄県で は、 子供の 貧困対 策を 県政 の最重要
政策 に掲げ 、全 力を挙 げて取 り組 んで いるとこ
ろ で す 。 子 供 へ の 支 援 と し て は 、 県 内 の 約 170
カ所 で子供 の居 場所や 子供食 堂が 設置 されてお
り、夜間 19時以降も開 所している居場所も約70
カ所 設置さ れて います 。また 、貧 困の 連鎖を防
止す るため 、低 所得世 帯の児 童生 徒に 対する無
料塾による学習支援も32教室で実施しています。
母 子家庭 等ひ とり親 家庭に 対す る支 援として
は、 高校生 に対 するバ ス通学 定期 券の 半額補助
や、 親子の 健康 保持を 図るた め医 療費 の一部助
成を 行って いま す。さ らに、 労働 条件 のよい仕
事に つける よう 資格取 得のた めの 講座 や就労相
談な ど就労 支援 を行う ととも に、 ひと り親家庭
が地 域の中 で自 立した 生活を 営む こと ができる
よう 、民間 アパ ートを 借り上 げる など の支援を
行っています。
私 は、沖 縄の 未来を 担う子 供た ちが 、夢や希
望を 持って 成長 してい くこと を願 って います。
引き 続き、 子供 を取り 巻く貧 困問 題へ の対策を

強力に 推進 し、誰 一人取 り残 すこと のない 、沖
縄らし い優 しい社 会を築 いて いくた めに、 全力
で取り組んでいきます。
その ほか の質問 につき まし ては、 部局長 から
答弁をさせていただきます。
○議長 （大 城優衣 さん） 企 画部長 宮城力 君。
〔企画部長 宮城 力君登壇〕
○企画 部長 （宮城 力君 ） 質問項 目１、 鉄軌
道の建設と観光振興についてお答えいたします。
平成 26年 度か ら取り組 んだ沖縄鉄軌 道の 構想
段階に おけ る計画 案づく りに おいて は、地 形図
等から 把握 できる 範囲で 、地 下トン ネルや 高架
橋等の 構造 を想定 したと ころ です。 構造の 具体
的な検 討に ついて は、構 想段 階の次 の計画 段階
において、地域の状況等を詳細に把握した上で、
コスト や環 境面に 加え、 車窓 からの 眺め等 、観
光の視 点も 踏まえ ながら 、幅 広く検 討して いく
こととしております。
以上でございます。
○議長 （大 城優衣 さん） 教 育長平 敷昭人 君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教育 長（ 平敷昭 人君） 沖 縄工業 高校の 御質
問にお答えいたします。
３の 情報 教育に ついて の御 質問で す。ま た、
障害の ある 子供に 対する 情報 教育に ついて お答
えいたします。
新学 習指 導要領 におい ては 、障害 のある 児童
生徒に つい ても、 コンピ ュー ター等 の情報 機器
に触れ たり 、活用 する指 導の 充実を 図るこ とが
示され てお ります 。御質 問の 中で、 プログ ラム
教育に つい ての支 援につ いて はあり ました が、
ＩＣＴ 機器 の活用 につい ては 、各学 校でＩ ＣＴ
機器活用に関する研修を行っております。また、
県立総 合教 育セン ターの 短期 研修に おいて 、教
員の指 導力 向上に も努め てい るとこ ろでご ざい
ます。
本県 の特 別支援 学校に おき まして は、全 国に
先駆け て、 平成22年度か らタブレット 端末 など
のＩＣ Ｔ機 器を導 入して おり まして 、お金 の計
算がで きる アプリ ケーシ ョン 等の開 発を行 い、
これら の機 器を活 用した 情報 教育に 取り組 んで
おりま す。 県教育 委員会 とし まして は、今 後と
も障害 のあ る児童 生徒を 含め たＩＣ Ｔ機器 の活
用能力 育成 や情報 モラル の理 解向上 など、 情報
教育の一層の充実に努めてまいります。
以上でございます。
○議長 （大 城優衣 さん） 沖 縄工業 高等学 校の
皆さん、御登壇願います。
〔沖縄工業高等学校一同登壇〕
○山城 勇 樹君 沖縄工 業高 等学校 ３年の 山城
勇樹です。
御答弁ありがとうございました。
産業 、教 育とい う観点 から 、沖縄 のより よい

暮ら しを考 える 、この ような いい 機会 を設けら
れま したこ と、 知事及 び各部 局長 、感 謝してい
ます 。本日 は貴 重な経 験をさ せて いた だきまし
て、大変ありがとうございました。
○議 長（大 城優 衣さん ） 沖 縄カ トリ ック高等
学校の皆さん、御登壇願います。
〔沖縄カトリック高等学校一同登壇〕
○ラ ザフォ ード ライ アン ノボ ル君 沖縄カ
トリ ック高 等学 校２年 のラザ フォ ード ライアン
ノボルです。
よろしくお願いいたします。
質 問項目 １、 こども 医療費 助成 事業 の全県統
一について質問いたします。
現 在、沖 縄県 では、 こども 医療 費助 成事業が
行わ れてい ます が、支 援内容 が各 市町 村によっ
て異なっています。例えば支援内容については、
自動 償還か 現物 給付な のか、 自己 負担 のあり、
なし や、入 院か 通院か でも内 容が 異な ってきて
いま す。対 象年 齢につ いても 、未 就学 児から中
学生 までは 全て の市町 村で対 象と され ています
が、 高校生 まで を支援 対象と して いる 市町村は
限ら れてい ます 。沖縄 県の貧 困率 が高 いことを
考え ると、 対象 年齢を 高校生 まで とし 、さらに
制度 の内容 を全 ての市 町村で 統一 した ほうがい
いの ではな いか と考え ます。 沖縄 県と してのお
考えをお聞かせください。
○久 志 香 己乃 さん 沖縄カ トリ ック 高等学校
２年の久志香己乃です。
よろしくお願いいたします。
次 に、質 問項 目２、 特別支 援教 育に ついて質
問いたします。
沖 縄県で は特 別支援 を必要 とす る子 供たちに
十分 な支援 が行 われて いない と感 じて います。
また 教員や 親の 負担が 大きく 、家 庭や 学校では
疲弊 も進ん でい ます。 特別支 援学 校へ 医療専門
職の 配置を 行い 、障害 を持つ 子や その 親、教員
の負 担を軽 減す る必要 がある と考 えま す。文部
科学 省によ ると 特別支 援学校 にお いて 、専門家
など の外部 人材 を配置 ・活用 した 教育 活動を実
践す るとあ りま すが、 沖縄県 とし てそ の取り組
みを 行って いる のか、 行って いる ので あればそ
の内容を教えていただきたいです。
○ラ ザフォ ード ライ アン ノボ ル君 沖縄カ
トリ ック高 等学 校２年 のラザ フォ ード ライアン
ノボルです。
よろしくお願いいたします。
次 に、質 問項 目３、 サンゴ を守 る取 り組みに
ついて質問いたします。
近 年、日 焼け どめに 含まれ る成 分が 、サンゴ
など に悪影 響を 及ぼす との研 究結 果が 示されて
いま す。沖 縄と 同じく サンゴ が貴 重な 観光資源
とな ってい るパ ラオや ハワイ など では 、サンゴ
に有 害な日 焼け どめの 販売を 禁止 する 法律が制

定され、2021年までには 施行されます 。沖 縄の
サンゴ 礁も 、その 美しさ は世 界でも 有数の もの
であり 、と ても貴 重な観 光資 源とな ってい るの
と同時 にそ の保全 が必要 です 。環境 保護と 観光
との両 立を 考えて いくた めに 、沖縄 県にお いて
もパラ オや ハワイ のよう なサ ンゴを 守る取 り組
みを行 って いるの か、行 って いるの であれ ばそ
の内容を教えていただきたいです。
質問 は以 上です 。御答 弁よ ろしく お願い いた
します。
○議長 （大 城優衣 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 沖 縄カト リック 高校
の御質問にお答えいたします。
サン ゴを 守る取 り組み につ いての 、県の 取り
組みについてお答えいたします。
沖縄県では、サンゴ礁保全のため、これまで、
約15万本のサン ゴを約3.42ヘクタールの海域へ
植えつ けた ほか、 サンゴ の遺 伝子解 析やサ ンゴ
礁保全 活動 を実施 する県内76団体に支 援を 行っ
ています。現在、恩納村及び久米島町において、
サンゴ の植 えつけ などの サン ゴ礁保 全活動 を継
続して 行う ととも に、沖 縄科 学技術 大学院 大学
や琉球 大学 を初め とした 研究 機関と 連携し 、植
えつけるサンゴの低コスト化ですとか白化対策、
オニヒ トデ の駆除 方法に 関す る調査 研究を 実施
してお りま す。ま た、県 内で もサン ゴに配 慮し
た日焼 けど め剤の 販売に 取り 組んで いる企 業も
あり、 その 普及に ついて 専門 家の皆 さんの 意見
も聞き なが ら、引 き続き 沖縄 の美し いサン ゴ礁
の保全に取り組んでまいります。
その ほか の質問 につき まし ては、 部局長 から
答弁をさせていただきます。
○議長 （大 城優衣 さん） 保 健医療 部長砂 川
靖君。
〔保健医療部長 砂川 靖君登壇〕
○保健 医療 部長（ 砂川 靖君 ） そ れでは 、沖
縄カト リッ ク高校 の、こ ども 医療費 助成事 業の
全県統一についての御質問にお答えいたします。
こど も医 療費助 成事業 につ きまし て、県 は、
通院は 未就 学児ま で、入 院は 中学校 卒業ま でを
対象と し、 市町村 が助成 した 経費の ２分の １以
内の補 助を してお ります 。県 は、市 町村を 包括
する広 域の 地方公 共団体 とし て、制 度の統 一性
を図る 観点 から可 能な限 り多 くの市 町村が 実施
できる 内容 で基準 を設定 する 必要が あると 考え
ており ます 。県と しまし ては 、県内 のどの 市町
村にお いて も同様 なサー ビス の提供 が受け られ
るよう 、通 院対象 年齢の 中学 校卒業 までの 拡大
を視野 に入 れなが ら市町 村と 協議を 進めて いく
こととしており、高校生までの拡大については、
その後の課題と考えております。
以上でございます。

○議 長（大 城優 衣さん ） 教 育長 平敷 昭人君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教 育長（ 平敷 昭人君 ） そ れで は、 沖縄カト
リック高校の御質問に、特別支援教育の質問の、
外部 専門家 の配 置活用 につい てお 答え いたしま
す。
本 県では 、県 立特別 支援学 校に おい て、これ
まで 医療的 ケア の必要 な児童 生徒 の学 習保障や
保護 者の負 担軽 減のた め、看 護師 を配 置してき
まし た。ま た、 障害の ある生 徒や 保護 者等の心
のケ アに当 たる ため、 スクー ルカ ウン セラーを
配置 してお りま す。さ らに、 教員 の指 導力向上
や障 害のあ る乳 幼児の 早期支 援及 び保 護者の相
談体 制の強 化を 図る目 的で、平成30年度から、
視能 訓練士 、言 語聴覚 士を配 置し てお り、専門
的な 見地か らの 助言を 受けて おり ます 。県教育
委員 会とし まし ては、 今後と も外 部専 門家を活
用し 、幼児 ・児 童生徒 の支援 の充 実に 努めてま
いります。
以上でございます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 沖 縄カ トリ ック高等
学校の皆さん、御登壇願います。
〔沖縄カトリック高等学校一同登壇〕
○ラ ザフォ ード ライ アン ノボ ル君 御答弁
ありがとうございました。
再質問をさせていただきます。
先 ほど玉 城知 事がお っしゃ った とお り、環境
の維 持とそ の改 善とい うのは とて も重 要なんで
すが、環境問題と観光との両立を考える上では、
観光 客など が実 際にそ の環境 を知 るこ とが重要
だと 思うん です 。それ で、例 とし て美 しいサン
ゴ礁 をグリ ーン ベルト 等で残 せて も、 そのサン
ゴ礁 の存在 を観 光客が 知らな けれ ば、 環境問題
の解 決だけ で終 わって しまっ て、 観光 につなが
らな いとい うこ とが起 きてし まう ので はないか
と思 います 。な ので、 沖縄本 来の 自然 を守るだ
けで はなく 、見 せる取 り組み につ いて も伺いた
いです。
よろしくお願いします。
○議 長（大 城優 衣さん ） 文 化観 光ス ポーツ部
長新垣健一君。
〔文化観光スポーツ部長 新垣健一君登壇〕
○文 化観光 スポ ーツ部 長（新 垣健 一君 ） 沖縄
カト リック 高等 学校の 再質問 にお 答え をいたし
ます。
沖 縄カト リッ ク高等 学校の 皆さ んが 御指摘の
よう にです ね、 本県の 観光に とり まし て、青い
海、 白い砂 浜、 それか ら美し い海 岸線 、サンゴ
礁な ど、ま さに 誇るべ き自然 とい うの が、あと
豊か な自然 とい うのを 活用し 、ま た保 全しなが
ら、 大事に やっ ていく という のが 本県 の重要な
観光 資源で ある と。ま た観光 施策 で重 要なこと
だというふうに考えております。

もち ろん 、これ までも サン ゴ礁に つきま して
は、い ろん な民間 事業者 さん も含め て、い ろい
ろと観 光客 の方に グラス ボー トを使 ったり 、見
ていた だく という ような 観光 が広く 行われ てい
るとこ ろで ござい ます。 また 、私ど もとし まし
ても、 その サンゴ 礁です ね、 大事に してい きな
がら観 光に つなげ るとい うと ころか ら、例 えば
一つの 事例 として は、観 光に 来てい ただく 、あ
るいは 会議 や学会 、ある いは 企業の 皆様の 報奨
旅行と いう のがご ざいま す。 いろん な会社 の中
で今年 度の 売り上 げがよ かっ た方々 が、沖 縄に
来て、 よく 頑張っ たねと いう ような 旅行な どが
ありま す。 そうい った旅 行と いわゆ るサン ゴ礁
の保全 の体 験を組 み合わ せる ような プログ ラム
という のも ござい まして 、例 えばそ れの商 品化
に向け ての 助成事 業など も行 ってお りまし て、
また実 際に それが 民間の 商品 として 自走化 して
いる、 実際 に売り 出され てい るとい うよう な事
例もございます。
また あわ せまし て、い わゆ るエコ ツーリ ズム
の推進 とい うのが 大事で ござ います ので、 その
中での 、人 材育成 である とか 、研修 事業、 ある
いはメ ニュ ーづく りなど を支 援しま して、 そう
いった 取り 組みを 、県と して も推進 すると とも
に、事 業者 様を含 め、そ うい った活 動に対 する
助成な どを 行って いると ころ でござ います 。引
き続き 、沖 縄の景 観、自 然保 護を大 事にし てい
きなが ら、 また、 観光を より 発展さ せるた めに
もどう いう 取り組 みがで きる かとい うのを 今後
も検討してまいりたいと思います。
以上です。
○議長 （大 城優衣 さん） 沖 縄カト リック 高等
学校の皆さんよろしいですか。
〔「再質問なし」と呼ぶ者あり〕
○議長 （大 城優衣 さん） 首 里高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔首里高等学校一同登壇〕
○渡久 山 健君 首里高 等学 校２年 の渡久 山
健です。よろしくお願いいたします。
質問 項目 １、日 米地位 協定 につい て質問 させ
ていただきます。
これ まで 沖縄県 は欧州 に職 員を派 遣する など
して日 米地 位協定 と、欧 州に おける 米軍と 受け
入れ国 との 地位協 定を比 較す る調査 を行い まし
たが、 今後 も欧州 のみな らず 、他国 の米軍 受け
入れ国 、例 えば韓 国ある いは 中東の サウジ アラ
ビアと いっ た国に 職員を 派遣 するな どして 、協
定の比 較調 査を行 う計画 はあ るので しょう か。
また、 今ま での調 査をも とに 、日米 両政府 に改
定案な どを 提言す る計画 はこ れから もある ので
しょうか。
○石川 ひ なのさ ん 首 里高 等学校 ２年の 石川
ひなのです。

よろしくお願いいたします。
次 に、質 問項 目２、 沖縄県 北部 の世 界自然遺
産登録について質問いたします。
現 在、沖 縄県 北部の ヤンバ ルの 森並 びに西表
島、 奄美を 含め た自然 を世界 自然 遺産 に登録し
よう とする 動き があり ますが 、仮 に実 現した場
合、 さらな る観 光客増 加によ る宿 泊施 設の増加
やご み問題 の増 加など が懸念 され てい ますが、
それ に対処 する プラン などは 県な どで 計画され
ていますか。また、世界自然遺産登録に向けて、
県と しては どの ような 活動を 行う 予定 ですか。
○友 寄 英 翔君 首里 高等学 校２ 年の 友寄英翔
です。
よろしくお願いいたします。
次 に、質 問項 目３、 バス通 学無 料化 について
質問いたします。
玉 城知事 が公 約に掲 げてい たバ ス通 学の無料
化で すが、 この 政策は いつご ろ実 現で きるので
しょ うか。 また 、仮に 実現し たと きに 、財源は
どこから持ってくるのでしょうか。
質 問は以 上で す。御 答弁よ ろし くお 願いいた
します。
○議 長（大 城優 衣さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 首 里高 校の 御質問に
お答えいたします。
日 米地位 協定 につい ての他 国地 位協 定調査に
ついてお答えいたします。
沖 縄県が 行っ たこれ までの 調査 で、 ドイツ・
イタ リア・ ベル ギー・ イギリ スな ど米 軍基地の
ある ヨーロ ッパ 各国で は、自 分の 国の 法律、つ
まり 米軍を 受け 入れて いる国 の法 律や 規則を米
軍にも適用させることで自国の主権を確立させ、
米軍 の活動 をコ ントロ ールし てい るこ とがわか
りま した。 この 調査結 果につ いて は、 去る７月
に47都道 府県知 事で 構成する全国知 事会の会議
で私 から報 告を 行いま した。 その 後、 オースト
ラリ アで調 査を 行った ところ 、ヨ ーロ ッパと同
様の 状況で あり ました 。今後 は、 フィ リピン・
韓国 で調査 を行 い、調 査結果 をＳ ＮＳ やパンフ
レッ トなど 国民 の皆様 にもわ かり やす い形で示
していきたいと考えています。
沖 縄県で は、 平成29年に日米地位 協定の抜本
的な 見直し を政 府に要 望した とこ ろで す。全国
知事 会にお いて は、平 成28年に沖縄 県からの提
案に より米 軍基 地負担 に関す る研 究会 を設置し
てい ただき 、平 成30年には米軍基地 負担に関す
る提 言を全 会一 致で取 りまと め、 日米 地位協定
の抜本的な見直しを初めて政府に提言しました。
沖縄 県とし ては 提言の 実現に 向け 、全 国知事会
とも 連携し なが ら、取 り組ん でま いり たいと考
えております。
そ のほか の質 問につ きまし ては 、部 局長から

答弁をさせていただきます。
○議長（大城優衣さん） 環境部長棚原憲実君。
〔環境部長 棚原憲実君登壇〕
○環境 部長 （棚原 憲実君 ） 質問項 目２、 沖縄
県北部 の世 界自然 遺産登 録に ついて の、登 録に
向けた 県の 取り組 みにつ いて 回答い たしま す。
沖縄 島北 部のヤ ンバル の森 につい ては、 奄美
大島、 徳之 島及び 西表島 とと もに世 界自然 遺産
登録を 目指 し、各 種取り 組み を進め ている とこ
ろです 。県 では、 遺産登 録後 の観光 客増加 を見
据え、 観光 による 自然環 境の 過剰利 用が生 じな
いよう 、地 元３村 と連携 し、 自然環 境の保 全と
適切な 観光 利用の 両立を 図る ための 基本計 画の
策定に 取り 組んで おりま す。 また、 遺産価 値で
ある豊 かな 自然環 境の保 全を 図るた め、沖 縄県
希少野 生動 植物保 護条例 を制 定し、 マング ース
等の外 来種 対策や 希少種 の密 猟防止 対策等 をよ
り強化することとしております。
県と しま しては 、引き 続き 、国や 地元関 係団
体等と緊密に連 携しながら、2020年の 確実 な登
録を目指して取り組んでまいります。
以上でございます。
○議長 （大 城優衣 さん） 教 育長平 敷昭人 君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教育長（平敷昭人君） 首里高校の御質問で、
３、バス通学無料化についてお答えいたします。
バス 通学 無料化 につい ては 、教育 委員会 にお
いて通 学の 実態調 査を行 い、 現在、 分析を 行っ
ている とこ ろです 。その 結果 を踏ま え、将 来に
わたっ て継 続可能 な支援 のあ り方を 検討し 、次
年度開 始も 含め、 可能な 限り 早期に 実施で きる
よう取 り組 んでい るとこ ろで す。ま た、財 源に
ついて 、現 時点に おいて は、 振興予 算では なく
県税などの一般財源を想定しているところです。
○議長 （大 城優衣 さん） 首 里高等 学校の 皆さ
ん、御登壇願います。
〔首里高等学校一同登壇〕
○渡久 山 健君 首里高 等学 校２年 の渡久 山
健です。御答弁ありがとうございました。
再質問をさせていただきます。
先ほ どバ ス通学 無料化 につ いて、 今現在 県主
体でや って いると 答弁を いた だきま した。 あと
もう一つ、もしこの制度が実現した場合ですが、
補助制 度の 対象範 囲とい うの は明確 に決ま って
いるのでしょうか。
御答弁よろしくお願いいたします。
再質問は以上です。
○議長 （大 城優衣 さん） 教 育長平 敷昭人 君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教育 長（ 平敷昭 人君） 再 質問に お答え いた
します。
先 ほ ど 答 弁 の 中 で 、「 将 来 に わ た っ て 継 続 可
能 な 支 援 の あ り 方 を 検 討 し 、」 と い う ふ う に 申

し上 げまし た。 現在で すね、 その 調査 を踏まえ
て、 その規 模感 も含め て検討 して おり ます。い
ずれ にしま して も、こ の家庭 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 という こと であり まして 、現 在家 庭の経済
状況 が厳し く、 バス通 学費用 に充 てる ためアル
バイ トで勉 強す る時間 が削ら れて いる 生徒がい
るこ と、ま た、 貧困対 策とし ての 観点 、将来に
わた って継 続可 能な支 援がで きる かど うかとい
うも の、そ うい うもの を踏ま えて 、支 援対象を
どう するか 、支 援内容 をどう する かと いうこと
で検 討して いる ところ でござ いま して 、現在は
決ま ってい るわ けでは ござい ませ ん。 検討を進
めているところでございます。
以上でございます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 知 事玉 城デ ニー君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知 事（玉 城デ ニー君 ） 再 質問 にお 答えさせ
ていただきます。
具 体的な 検討 状況に ついて は先 ほど 教育長が
答弁をさせていただいたとおりでございますが、
私は 知事公 約に 掲げた その一 つ一 つを 丁寧に実
現するために、それぞれの部局においての調査、
検討 、判断 など につい て丁寧 に進 めさ せていた
だい ており ます 。バス 通学の 無料 化に 当たって
は、 当然で すが バス事 業者と の協 議な ど、これ
から もまた 精緻 に詰め ていく こと もあ りますの
で、 そのよ うな ことを 積み重 ねて いき ながら、
特に 貧困問 題対 策など 、一丁 目一 番地 の子供の
貧困 につい て取 り組み を前進 させ てい くという
県の 姿勢と も重 ねなが ら、し っか り検 討して実
現し ていき たい と思い ますの で、 どう ぞよろし
くお願いします。
○議 長（大 城優 衣さん ） 首 里高 等学 校の皆さ
ん、よろしいですか。
〔「再質問なし」と呼ぶ者あり〕
○議 長（大 城優 衣さん ） 那 覇国 際高 等学校の
皆さん、御登壇願います。
〔那覇国際高等学校一同登壇〕
○金 城 実 李さ ん 那 覇国際 高等 学校 １年の金
城実李です。
よろしくお願いいたします。
質問 項目１、県立図 書館の自主学習スペース
設置について質問いたします。
県 立図書 館の ホーム ページ によ ると 県立・市
町村 立図書 館を 含めた 沖縄県内の図 書館は39館
あり 、その うち 自習ス ペース を設 けて いる図書
館は 私たち が調 べた範 囲で31館あり ました。県
立図 書館は バス ターミ ナルが 併設 され ており、
生徒 にとっ て利 用しや すい場 所に あり ます。多
くの 高校生 は自 主学習 を目的 とし て県 立図書館
を利 用した いと 考えて います が、 県立 図書館で
は持 ち込み 学習 が禁止 されて おり 、自 主学習ス

ペース も設 けられ ていま せん 。沖縄 県生涯 学習
計画で は、 潤いと 生きが いの ある生 涯学習 社会
の実現 を掲 げてお り、県 民の 学習ニ ーズに 応え
る学習 機会 の充実 を推進 して います 。以上 で述
べたこ とよ り、県 立図書 館の 館内に 自主学 習ス
ペース を設 置して みては いか がでし ょうか 。そ
れについて県の見解を聞かせてください。
○川村 梨 紗さん 那覇 国際 高等学 校１年 の川
村梨紗です。
よろしくお願いいたします。
次に、質 問項目２、バス 停やバス車内の表示
の明瞭 化と 多言語 化につ いて 質問い たしま す。
内閣府沖縄総合事務局が行った平成29年観光
ニーズ 調査 による と、那 覇空 港案内 所に寄 せら
れた問 い合 わせ内 容は、 国内 線、国 外線と もに
交通機 関に 関する 問い合 わせ が８割 を超え てい
ます。 その 中でも 、バス に関 する問 い合わ せ件
数が最 も多 くなっ ていま す。 また、 沖縄県 は観
光業が 盛ん であり 、那覇 空港 国際線 ターミ ナル
からも バス が多く 出てい るた め、外 国人観 光客
もホテ ルま での移 動など にバ スを利 用して いる
姿をよく見かけます。
しかし、 バス停やバスの 車内の表記には日本
語表記 のみ にとど まって いる ものが 多く、 外国
人観光 客に とって は利用 しに くいの ではな いか
と考え まし た。バ スをも っと 利用し やすく する
ために 、ピ クトグ ラムや 、外 国人向 けのサ ービ
スとし て多 言語で の表記 など の導入 を検討 して
ほしい と考 えてい ます。 それ につい て県の 意見
を聞かせてください。
質問は以 上です。御答弁 よろしくお願いいた
します。
○議長 （大 城優衣 さん） 知 事玉城 デニー 君。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○知事 （玉 城デニ ー君） 那 覇国際 高校の 御質
問にお答えいたします。
バス 停や バス車 内の表 示の 明瞭化 と多言 語化
につい ての 、外国 人向け の他 言語表 記など の導
入についてお答えいたします。
沖縄 県で は、外 国人観 光客 を含む 利用者 への
案内を 充実 させる ため、 バス 車内に 、日本 語の
ほか英 語、 中国語 、韓国 語で バス停 情報を 表示
する案内表示器の導入を支援してまいりました。
このほ かに も、バ ス停標 識の サイズ を拡大 し、
経由地 別に 色分け した英 語併 記の系 統図を 掲載
するな ど、 バス事 業者が 行う バスの 利便性 の向
上に関する取り組みを支援してきたところです。
また、 県で は、観 光客の 利便 性及び 満足度 の向
上を図 るた め、大 手検索 サイ トで公 共交通 の乗
りかえ 検索 が実現 できる よう 取り組 んでい ると
ころです。
県としては、引き続き、バス事業者と連携し、
県民及 び外 国人を 含めた 観光 客の移 動利便 性の

向上に努めてまいりたいと考えております。
そ のほか の質 問につ きまし ては 、部 局長から
答弁をさせていただきます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 教 育長 平敷 昭人君。
〔教育長 平敷昭人君登壇〕
○教 育長（ 平敷 昭人君 ） 那 覇国 際高 校の御質
問で 、質問 項目 １の県 立図書 館の 自主 学習スペ
ース設置についてお答えいたします。
図 書 館 法 に お い て 図 書 館 は 、「 図 書 、 記 録 そ
の他 必要な 資料 を収集 し、整 理し 、保 有して、
一般 公衆の 利用 に供し 、その 教養 、調 査研究、
レク リエー シヨ ン等に 資する こと を目 的とする
施設 」と位 置づ けられ ており 、基 本的 には、図
書館 資料を 利用 した読 書や調 査研 究を 支援する
施設 である と考 えてお ります 。自 主学 習スペー
スに ついて は、 先に述 べた本 来の 目的 で訪れて
いる 方の利 用に 支障を 来さな い範 囲内 で確保す
る方 策がな いか 検討し たいと 考え てお ります。
今後 も、利 用す る全て の皆様 に気 持ち よく利用
して いただ ける よう、 適切な 運営 を図 ってまい
りた いと考 えて おりま すので 、皆 様の 御理解と
御協力をお願いいたします。
以上でございます。
○議 長（大 城優 衣さん ） 那 覇国 際高 等学校の
皆さん、御登壇願います。
〔那覇国際高等学校一同登壇〕
○久 志 顕 介さ ん 那 覇国際 高校 １年 の久志顕
介です。
御答弁ありがとうございました。
こ のたび は、 今回こ のよう な貴 重な 体験をさ
せて いただ き、 心より 感謝い たし ます 。また、
今回 この高 校生 議会に 参加し た我 々那 覇国際高
校は もちろ ん、 ほか17校の皆さんか ら、あすの
沖縄 を想像 し、 明るい 将来を 構築 し、 美ら島沖
縄を 守り続 ける 、そう いった 強い 信念 を沖縄全
土へ 広げる こと ができ ればと 思う こと ができま
した 。愛す る郷 土、こ の沖縄 とい う地 を、何百
年、 何千年 、何 万年と 次世代 に受 け継 ぎ、歴史
を伝 え文化 を継 承し、 今後の 沖縄 をよ り一層発
展さ せてい きた いとい うかた い決 意の もと、感
謝の言葉とさせていただきます。
こ のたび は本 当にあ りがと うご ざい ました。
以上です。
○議 長（大 城優 衣さん ） 商 工労 働部 長から発
言の申し出がありますので、これを許可します。
商工労働部長嘉数 登君。
〔商工労働部長 嘉数 登君登壇〕
○商 工労働 部長 （嘉数 登君 ） 先ほ どの宜野
座高 校議員 から の大人 の学び 直し の制 度に関連
して 、県立 職業 能力開 発校以 外で の対 応につい
ての 御質問 につ いてで すけど も、 先ほ ど、民間
の専 門学校 等で 、指定 講座に つい ての 答弁をさ
せて いただ きま した。 実は県 内に は県 が運営す

る県立 職業 能力開 発校２ 校の ほか、 国が運 営す
るポリ テク センタ ー沖縄 、そ れから 沖縄ポ リテ
クカレ ッジ という 、合計 ４校 の公共 職業訓 練施
設がご ざい ます。 また、 ポリ テクセ ンター 沖縄
ですけ れど も、中 小企業 等の 在職者 を対象 に、
職業に 必要 な高度 な技能 及び 知識を 習得す る職
業訓練 です とか、 離職者 を対 象に企 業の実 態に
即した 職業 訓練に より、 早期 の再就 職を支 援し
ており ます 。在職 者訓練 、そ れから 離職者 訓練
といったものを実施しております。
それ から 、沖縄 ポリテ クカ レッジ 。こち らは
より高 度な 訓練内 容とな る専 門課程 、２年 です
ね。そ れか ら応用 課程と して 、専門 課程プ ラス
２年の 高度 な職業 訓練を 実施 してお ります 。専
門課程 がそ の生産 技術で すと か、電 気情報 技術
課、そ れか ら応用 課程で は、 生産電 子情報 シス
テム課 等々 が用意 されて おり ます。 両校と も非
常に高い就職率を誇っております。
県と しま しては 、国と も連 携しな がら、 時代
の要請 を踏 まえた 効果的 な職 業訓練 を実施 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。
○議長 （大 城優衣 さん） 以 上をも って、 高校
生議会議員質問は終わりました。
日程第３、沖縄県知事挨拶を行います。
玉城デニー沖縄県知事、御登壇願います。
〔知事 玉城デニー君登壇〕
○ 知 事 （ 玉 城 デ ニ ー 君 ） 県 議 会 110周 年 を 記
念して 行わ れまし た高校生議 会、56名 の高 校生
議員の皆さん、大変お疲れさまでした。
皆さんが実際に登壇し、質問を行ったことで、
県議会 がど のよう な状況 で行 われて いるか 等、
肌身に 感じ ること ができ たこ とは、 大変貴 重な
経験に なっ たと思 います 。今 回皆さ んから 通学
で利用 する バスに 関する 身近 な問題 や、教 育、
基地関 係、 環境、 医療、 福祉 、観光 、文化 の振
興、子 供の 貧困、 人材育 成な ど、沖 縄県が 抱え
る多く の課 題に対 して、 多岐 にわた る質問 をい
ただき まし た。私 自身、 皆さ んの社 会を見 る視
野の広さに、本当に感服いたしました。
私か らの お願い とすれ ば、 今回の 議会で のや
りとり を、 ぜひ、 できる だけ 覚えて いる間 、い
ろんな こと をメモ をして 、持 って帰 った後 、友
人や部 活の 仲間や 、そし ても ちろん 学校の みん
なや家 族の 皆さん と、共 有を してい ただき たい
と思い ます 。どう すれば 問題 を解決 するこ とが
できる のか 。一人 一人が 考え る意識 を持ち 、協
働して ある いは連 携して いく その姿 勢をつ くっ
ていく こと で、今 の沖縄 県を よりよ くして いく
ことができると思います。
また 、き ょうの 高校生 議会 を通し て、高 校生
の皆さ んか ら、私 は大き な励 ましも いただ いた
と思っ てお ります 。今後 、県 民一人 一人が かか

わる 新たな 時代 に対応 した、 沖縄 の発 展を目指
した ＳＤＧ ｓを 推進し 、一段 と皆 さん の期待に
応え ていけ るよ うに、 執行部 を挙 げて より一層
努力 してい かな ければ いけな いと いう 決意も、
新た にさせ てい ただき ました 。県 の執 行部と県
議会 は、地 方自 治を支 え合う 者同 士で 、お互い
に連 携を図 りつ つ、そ れぞれ の役 割を 果たして
いく ことが 重要 である と考え てい ます 。本日の
高校 生議会 をき っかけ として 、県 の行 政や議会
活動 にも関 心を 持って いただ き、 沖縄 県をよく
する ために 何が できる のかを 、皆 さん なりにお
一人 お一人 が日 ごろか ら考え てく れる と、私も
本当 にきょ うの 議会が 、皆さ んの 経験 に必ず生
かさ れると 思い ますし 、その 一つ 一つ の積み重
ねが 、将来 の沖 縄県を よくし てい くた めの、皆
さん の将来 にも しっか りつな がっ てい くと、私
はそのように思います。
18歳か らは選 挙権 を持つことにな ります。皆
さん が自分 で考 え、政 治に希 望を 託す ための投
票を するこ と。 自分の 意思を 選挙 で示 すこと。
それ が皆さ んの 未来を つくり 、沖 縄の 未来をつ
くり 、民主 主義 を育て ること にも なる んです。
一番 大事な こと は、今 やるべ きこ と、 やれるこ
とを 一人一 人が 意識し 、考え なが ら取 り組んで
いく ことだ と思 います 。一歩 ずつ でも 構いませ
ん、 半歩ず つで も構い ません 。自 分で 考え、自
分で アクシ ョン してい くこと 。こ れが 最も大切
な、 自分な りの 生き方 につな がっ てい くと思い
ます。
も ちろん 、人 生にお いては 、時 には 失敗する
こと もある かと 思いま す。で も、 失敗 を糧にし
て、 また一 生懸 命頑張 り続け るこ とで 道は開け
てき ますし 、一 生懸命 できる こと に取 り組むこ
とで 、将来 の夢 や希望 が実現 する こと ができま
す。
私 も実は 皆さ んの年 ごろに は、 政治 の道に進
むと いうこ とは 全く想 像して いま せん でした。
しか し、人 生を 歩んで いく中 で、 たく さんの方
々か ら、い ろい ろなこ とを教 えて いた だき、学
ばせ ていた だき 、考え ること によ って 、自分自
身の 人生を どの ように 生きて いく かと いうこと
が、私の今の仕事につながっていると思います。
です から、 その 自分で 考え自 分で 取り 組むこと
を、 私も皆 さん と同じ ように 一生 懸命 取り組ん
でいきたいと思います。
皆 さん、 高校 生は、 将来の 沖縄 県の 発展の宝
です 。きょ うの 質問に もありました が、10代の
自殺 につい ての 質問が ありま した 。私 は、皆さ
ん一 人一人 、か けがえ のない 存在 だと いうふう
に強く思います。今後の、皆さんが自分で考え、
自分 が何が でき るかに よって 、世 の中 が変わっ
ていくということを、ぜひ皆さんが人生の中で、
これ からも 体験 してい ってく ださ い。 そして、

より多くの友人や仲間たち、御家族の皆さんと、
一つ一 つの 物事に ついて 語り 合いな がら、 自分
自身の 心も また育 ててい って いただ ければ と思
います。
最後 に、 先日首 里城が 焼失 いたし ました 。こ
の状況 を目 の当た りにし 、き ょうの 答弁で もお
答えい たし ました が、私 も首 里城の 焼失の 現場
を見た とき には、 本当に 言葉 を失っ たよう な、
心に大 きな 穴があ いたよ うな 、そう いう大 きな
ものを 失っ たとい う思い にか られま したが 、同
時に、 これ から私 たちが また 未来に 向かっ てし
っかり立ち上がらなくてはいけない、首里城を、
ウチナ ーン チュの 心とし て、 歴史、 文化の 象徴
として 再建 、復興 させな けれ ばいけ ないと いう
思いも 強く いたし ました 。ぜ ひ、皆 さんと 力を
合わせ て、 これか らも沖 縄の 未来に 向かっ て全
力で取 り組 んでい きたい と思 います 。皆さ んお
一人お 一人 も、毎 日の自 分の 時間を 大切に 、こ
れから も有 意義に 学生生 活を 送って くださ い。
そして 、将 来に向 かって 皆さ んが大 きく羽 ばた
くこと を祈 念いた しまし て、 挨拶と させて いた
だきます。
沖縄県知事、玉城デニーでした。
イッ ペー ニフ ェーデ ービ タン。 お疲れ さま
でした。ありがとうございました。
○議長 （大 城優衣 さん） 玉 城知事 ありが とう
ございました。
日程 第４ 、高校 生議員 代表 挨拶を 行いま す。
宜野 座高 等学校 の皆さ ん、 御登壇 願いま す。
〔宜野座高等学校一同登壇〕
○仲本 妃 那さん 宜野 座高 等学校 の仲本 妃那
です。
本日 は、 令和元 年度高 校生 議会を 開催し てい
ただき まし て本当 にあり がと うござ いまし た。
私た ち宜 野座高 校では 、日 ごろ、 現代社 会の
授業な どで 新聞記 事を通 して 社会的 課題や 問題
に関し てア プロー チして おり 、自分 たちな りに
社会の こと につい て考え てい るつも りでは あり
ました が、 今回参 加し多 くの 高校か ら出さ れた
質問内 容と それに 対する 答弁 を伺う ことで 、地
域のこ とに 関して まだま だ知 らない ことが 多い
ことを 知り ました 。今ま で以 上に地 域や沖 縄の
ことに つい て、学 ばなけ れば ならな いと強 く思
いました。
また 、事 前の興 味・関 心を もとに 調べ、 今回
の疑問 ・質 問を提 出させ てい ただき ました が、
見識も 狭く 、力不 足の部 分も あり、 質問内 容に
拙い部 分も あった と思い ます 。しか し、玉 城デ
ニー県 知事 を初め 各部局 の皆 様から 、丁寧 に御
回答をいただき心から感謝申し上げます。また、
この高 校生 議会を 開催し てい ただい た新里 米吉
県議会 議長 を初め とする 県議 会議員 の皆様 方、
事前研 修か ら細か なサポ ート をして いただ きま

した 県議会 事務 局の皆 様方、 本当 にあ りがとう
ございました。
今 回の高 校生 議会へ の参加 に当 たっ て、私た
ちは 、就職 率、 大人の 学び直 しの 制度 、貧困対
策に ついて 質問 させて いただ きま した が、県と
教育 庁、大 学等 との連 携によ るキ ャリ ア教育や
イン ターン シッ プ制度 、リカ レン ト教 育として
の県 立職業 能力 開発校 におけ る取 り組 み、子供
たち の将来 が生 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 会の実 現を 目指し た積極 的な 施策 について
知ることができました。
今 回の経 験を もとに 、さら に学 びを 深めて、
受け 身で待 つの ではな く、私 たち の沖 縄を私た
ちの 手で積 極的 ・主体 的によ くし てい くための
学び を深め 、行 動に移 してい きた いと 強く思い
まし た。一 人の 主権者 として 、責 任を 持って政
治に 積極的 に参 加でき る人に なり たい と思いま
す。 このよ うに 思えた のも、 今回 のこ の高校生
議会に参加できたことがきっかけとなりました。
今回 学んだ こと をでき るだけ 多く の場 で伝える
努力 をして 、ぜ ひ、こ の高校 生議 会の 場をもっ
と多 くの高 校生 に知っ てもら える 努力 をしてい
きた いです 。そ して、 私たち 若者 世代 がともに
手を とりつ なが り合い 、安心 で住 みよ い、元気
の出 るまち づく り、沖 縄県づ くり の主 体者にな
り、 多くの 県民 が誇れ る沖縄 県づ くり に取り組
んで いくこ とを 決意し 、御挨 拶と させ ていただ
きます。
本日は、ありがとうございました。
○議 長（大 城優 衣さん ） 宜 野座 高等 学校の皆
さん、ありがとうございました。
日程第５、沖縄県議会副議長挨拶を行います。
赤嶺 昇沖縄県議会副議長、御登壇願います。
〔沖 縄県 議会副 議長 赤嶺 昇 君登壇〕
○沖 縄県議 会副 議長（ 赤嶺 昇君 ） 皆さんこ
んにちは。
高 校生の 皆さ ん、長 時間に わた り活 発な議論
をい ただき まこ とにあ りがと うご ざい ました。
また 、きょ うは 朝早く から引 率さ れた 学校関係
者の 皆さん も、 大変お 世話に なり まし た。県議
会を代表して、厚くお礼を申し上げます。また、
玉城 知事を 初め 執行部 の皆様 には 、忙 しい中御
出席 をいた だき 、丁寧 な答弁 をい ただ きまして
ありがとうございました。
今 回の高 校生 議会２ 回目、10年ぶ りというこ
とな んです けれ ども、 私の感 想を 述べ させてい
ただ くと、 これ は10年に一遍じゃな くて、もっ
と数 をふや した ほうが いいん じゃ ない かなとす
ら思 いまし た。 皆様方 の、特 にバ ス利 用とか、
そう いう自 分た ちに直 結する 課題 を積 極的に質
問さ れてお りま したの で、ま さに ここ 県議会は
議論 の府で ござ いまし て、沖 縄県 にお ける最高

議決機 関な んです ね。で すか ら、皆 さんの 生活
に直結 する いろん なこと がこ ちらで 決まっ てい
きます 。し たがっ て、き ょう 皆様が 取り上 げた
質問等 につ いても ですね 、や はりい ろんな 議論
の中で 決ま ってい きます から 、皆様 方の意 見が
もっと 反映 できる ように 私た ち県議 会議員 も考
えてい かな いとい けない んじ ゃない かなと 思い
ました。
きょ う、 緊張し た皆さ んは 手を挙 げても らっ
ていいですか。
大丈 夫で すか。 緊張し た人 。向こ うから 見る
と、皆 さん 大変朝 、非常 にで すね、 表情に 出て
おりました。私は、先ほど教育長に言ったのは、
あと１ 回か ２回や ったら 、皆 さん再 質問も もっ
と鋭く なる んじゃ ないか なと 思いま した。 そう
したら 教育 長が、 なれた ら困 るなと いうこ とも
言っておりましたので、きょうが初めてなので、
これが 中に は、自 分もう 少し 再質問 考えれ ばよ
かった なと いうこ とも含 めて 、きょ うの経 験は
持ち帰 って 、こう いう質 問の 仕方は よかっ たん
じゃな いか な、も う少し やっ てもよ かった なと
いうこ とを 意識を 持つと いう ことは 大変大 事だ
と思っております。
本 県議 会 は、 毎議 会― 年に４ 回や るんで す
けれど も、 インタ ーネッ ト等 でも見 ること がで
きるん です ね。で すから 、い ろんな 議員が どの
ような 質問 をする という こと も、ぜ ひとも 関心
を持っ てい ただい て、こ んな ことが 質問さ れる
んだな とい うこと を見て 、自 分だっ たらこ うい
う角度から質問をしたいなということも含めて、
意識を持っていただきたいなと思っております。
そうす ると 、自分 であれ ばこ ういう ふうに 考え
るとい うこ とを、 皆さん きょ う一回 経験し てお
ります から 、それ をまず はや ってい ただい てで
すね、
友達同 士で も話を すると いう ことは とても 大事
じゃないのかなと思っております。
この 議場 に来て 、将来 自分 議員や ってみ たい
なと思った人いますか。
まだ いな いんで すね。 ちょ っと残 念です ね。
私とし ては 、ぜひ とも半 分く らいは 手を挙 げて
ほしい なと 思った んです けれ ども、 これか らの
沖縄の 将来 はです ね、私 たち は、見 本にま だな
ってい ない なとい うこと をち ょっと 反省を しな
がら、 将来 皆さん の中か ら、 ぜひと も、県 議会
議員と言わず、政治の道に進んでいただければ、
あのと き高 校生議 会に出 たメ ンバー から政 治家
が誕生 した なとい うこと が言 えるよ うな、 きょ
うの高 校生 議会が そうい うふ うにつ ながっ てい
ければなと思っております。
結びになりますが、皆様方がまたこれからも、
沖縄県 の発 展のた めに、 そし てきょ うの経 験を
さらに 生か してい ただき ます ようお 願い申 し上

げて、私の挨拶にかえさせていただきます。
きょうは本当にお疲れさまでした。
○議 長（大 城優 衣さん ） 赤 嶺副 議長 、ありが
とうございました。
以 上をも って 、本日 の日程 は全 部終 了いたし
ました。
こ れをも って 、令和 元年度 沖縄 県高 校生議会
は閉 会とな りま すが、 県内の 各地 区か ら参集し
まし た高校 生議 員各位 には、 長時 間熱 心な御審

議をい ただ き、高 校生議 長と して感 謝申し 上げ
ます。
私たちは、今回の貴重な体験を生かし、将来、
我が沖縄県を背負っていく人材となり得るよう、
今後努力していきたいと思います。
以上をもって本日の議会を閉じます。
これ をも って、 令和元 年度 沖縄県 高校生 議会
を閉会いたします。
ありがとうございました。

