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１．日程第７　乙第９号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案　�　378
１．委員長報告（文教厚生委員長）　���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　378
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　380
１．日程第８　乙第８号議案、乙第10号議案、乙第11号議案、乙第18号議案から乙第27号
　　　　　　　議案まで及び乙第31号議案から乙第33号議案まで　������������������������������������������������������������� 　380
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１．委員長報告（土木環境委員長）　���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　380
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　381
１．日程第９　甲第１号議案　������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　382
１．委員長報告（総務企画委員長）　���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　382
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　383
１．日程第10　甲第２号議案及び甲第３号議案　������������������������������������������������������������������������������������������� 　383
１．委員長報告（土木環境委員長）　���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　383
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　384
　　　　　　　　日程第11　議員提出議案第６号　金武町における照明弾落下事故に関する

１．一括議題
　　����������������　　　　　　　　　　意見書

　　　　　　　　日程第12　議員提出議案第７号　金武町における照明弾落下事故に関する　　　
�����������

　384

　　　　　　　　　　　　　�　　　　　　　　　　抗議決議
１．仲宗根　悟君の提案理由説明　������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 　384
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　384
１．議員派遣　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　384
１．日程第13　請願第４号、陳情平成29年第71号、陳情平成30年第104号、同第111号、
　　　　　　　�陳情第38号、第39号及び第123号の２　������������������������������������������������������������������������������� 　385
１．委員長報告（文教厚生委員長）　���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　385
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　385
１．日程第14　陳情平成29年第11号、同第69号及び陳情平成30年第17号　����������������������������������������������� 　385
１．委員長報告（土木環境委員長）　���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　385
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　385
１．日程第15　陳情第17号、第18号、第55号、第67号、第83号、第113号及び第114号　���������������������� 　385
１．委員長報告（米軍基地関係特別委員長）　������������������������������������������������������������������������������������������������� 　385
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　385
１．日程第16　閉会中の継続審査の件　���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　386
１．採　　決　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　386
１．閉　　会　��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　386

〇巻末掲載文書

１．知事提出議案　�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 　389
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令和元年第６回沖縄県議会（定例会）会期日程
会期24日間　　自　令和元年11月27日至　令和元年12月20日　　　

月　日 曜日 日　　　　　　　　　　　　　程 備　　　　　考

１ 11月27日 水

　　　　　（会議録署名議員の指名）
　　　　　（会期の決定）

本 会 議
　（決算特別委員長報告、採決）

　　　　　（知事提出議案の説明）
　　　　　（議員提出議案の説明、採決）
　　　　　（議員派遣の件）

請願・陳情付託

２ 28日 木 議案研究
３ 29日 金 議案研究 代表質問通告締切（正午）
４ 30日 ㊏ 休　　会
５ 12月１日 ㊐ 休　　会
６ ２日 月 議案研究 一般質問通告締切（正午）
７ ３日 火 議案研究 請願・陳情提出期限
８ ４日 水 本 会 議　（代表質問）
９ ５日 木 本 会 議　（代表質問）
10 ６日 金 本 会 議　（一般質問）
11 ７日 ㊏ 休　　会
12 ８日 ㊐ 休　　会
13 ９日 月 本 会 議　（一般質問）
14 10日 火 本 会 議　（一般質問） 請願・陳情付託（常任委）

15 11日 水
本 会 議　（一般質問）
委 員 会　（常任委員会、特別委員会）

議案付託
請願・陳情付託（特別委）

16 12日 木 委 員 会　（常任委員会）
17 13日 金 委 員 会　（常任委員会）
18 14日 ㊏ 休　　会
19 15日 ㊐ 休　　会
20 16日 月 委 員 会　（常任委員会）
21 17日 火 委 員 会　（特別委員会）
22 18日 水 休　　会　（予備日）

23 19日 木
議案整理
委 員 会　（議会運営委員会）

24 20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

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

�





令和元年11月27日

令 和 元 年
第　６　回　沖縄県議会（定例会）会議録

（第 １ 号）
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令和元年
第 ６ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第１号）

令和元年11月27日（水曜日）午前10時開会 　　     

議　　事　　日　　程　第１号
令和元年11月27日（水曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　令和元年第５回議会乙第27号議案及び同乙第28号議案（決算特別委員長報告）
第４　令和元年第５回議会認定第１号から同認定第24号まで（決算特別委員長報告）
第５　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで（知事説明）
第６　米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関する意見書
 仲宗根　悟君　　山川　典二君
 花城　大輔君　　末松　文信君
 照屋　守之君　　宮城　一郎君
 照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第１号
 新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
 渡久地　修君　　金城　　勉君
 當間　盛夫君　　山内　末子さん
第７　米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関する抗議決議
 仲宗根　悟君　　山川　典二君
 花城　大輔君　　末松　文信君
 照屋　守之君　　宮城　一郎君
 照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第２号
 新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
 渡久地　修君　　金城　　勉君
 當間　盛夫君　　山内　末子さん
第８　嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓練に関する意見書　　
 仲宗根　悟君　　山川　典二君
 花城　大輔君　　末松　文信君
 照屋　守之君　　宮城　一郎君
 照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第３号
 新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
 渡久地　修君　　金城　　勉君
 當間　盛夫君　　山内　末子さん　
第９　嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓練に関する抗議決議
 仲宗根　悟君　　山川　典二君
 花城　大輔君　　末松　文信君
 照屋　守之君　　宮城　一郎君
 照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第４号
 新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
 渡久地　修君　　金城　　勉君
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 當間　盛夫君　　山内　末子さん　
第10　陳情第113号及び第114号の付託の件
第11　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー）

 
　  本日の会議に付した事件　 　

日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　令和元年第５回議会乙第27号議案及び同乙第28号議案

乙第27号議案　平成30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28号議案　平成30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

日程第４　令和元年第５回議会認定第１号から同認定第24号まで
認 定 第 １ 号　平成30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30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30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30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30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30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30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30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30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30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30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30年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定
　　　　　　　 について
認 定 第 13 号　平成30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30年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定につい

て
認 定 第 15 号　平成30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30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30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30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30年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の認定

について
認 定 第 20 号　平成30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30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計決算の認定について
認 定 第 22 号　平成30年度沖縄県病院事業会計決算の認定について
認 定 第 23 号　平成30年度沖縄県水道事業会計決算の認定について
認 定 第 24 号　平成30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５　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで
甲第１号議案　令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）
甲第２号議案　令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県立自然公園条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
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乙第５号議案　沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　財産を出資の目的とすることについて
乙第９号議案　財産の取得について
乙第10号議案　訴えの提起について
乙第11号議案　土地所有権確認請求事件の和解について
乙第12号議案　指定管理者の指定について
乙第13号議案　指定管理者の指定について
乙第14号議案　指定管理者の指定について
乙第15号議案　指定管理者の指定について
乙第16号議案　指定管理者の指定について
乙第17号議案　指定管理者の指定について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　指定管理者の指定について
乙第26号議案　指定管理者の指定について
乙第27号議案　指定管理者の指定について
乙第28号議案　指定管理者の指定について
乙第29号議案　指定管理者の指定について
乙第30号議案　当せん金付証票の発売について
乙第31号議案　中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第32号議案　中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第33号議案　中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第34号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について

日程第６　米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関する意見書
日程第７　米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関する抗議
　　　　　決議
日程第８　嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓練に関する意見書
日程第９　嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓練に関する抗議決議
日程第10　陳情第113号及び第114号の付託の件
日程第11　議員派遣の件（九州各県議会議員交流セミナー）

 
  出　席　議　員（46名）　　

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

欠　　　　　員（２名）　　
 

説明のため出席した者の職、氏名　
知　　　　　事　　玉　城　デニー　君 土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君
副　　知　　事　　富　川　盛　武　君 企　業　局　長　　金　城　　　武　君
副　　知　　事　　謝　花　喜一郎　君 病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君 会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
知 事 公 室 長　　池　田　竹　州　君 知　事　公　室
総　務　部　長　　金　城　弘　昌　君 秘書防災統括監　　

前　原　正　人　君

企　画　部　長　　宮　城　　　力　君 総　　務　　部
環　境　部　長　　棚　原　憲　実　君 財 政 統 括 監　　

金　城　　　賢　君

子 ど も 生 活 敎　　育　　長　　平　敷　昭　人　君
福　祉　部　長　　

大　城　玲　子　さん 
公安委員会委員　　與　儀　弘　子　さ ん

保 健 医 療 部 長　　砂　川　　　靖　君 警 察 本 部 長　　筒　井　洋　樹　君
農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君 労働委員会会長　　藤　田　広　美　君
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君 人 事 委 員 会
文　化　観　光 委　　員　　長　　

島　袋　秀　勝　君

ス ポ ー ツ 部 長　　
新　垣　健　一　君 

代 表 監 査 委 員　　當　間　秀　史　君
 

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　務　局　長　　平　田　善　則　君 主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
次　　　　　長　　勝　連　盛　博　君 政 務 調 査 課 長　　前　田　　　敦　君
議　事　課　長　　平　良　　　潤　君 副　　参　　事　　上　原　貴　志　君
課　長　補　佐　　佐久田　　　隆　君 主　　　　　幹　　城　間　　　旬　君
主　　　　　査　　嘉　陽　　　孝　君 主　　　　　幹　　下　地　広　道　君

 
〇議長（新里米吉君）　ただいまより令和元年第６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報告いたします。
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の規定により
　　　11番　新　垣　　　新　君　及び
　　　41番　狩　俣　信　子　さん
を指名いたします。

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期定例会の会期は、本日から12月20日までの24
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12月20日までの24日間
と決定いたしました。

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　この際、日程第３　令和元年
第５回議会乙第27号議案及び同乙第28号議案及び日
程第４　令和元年第５回議会認定第１号から同認定第
24号までを一括議題といたします。
　各議案及び各決算に関し、委員長の報告を求めま
す。
　決算特別委員長玉城武光君。

 
　　　〔委員会審査報告書（議決事件及び決算）　巻
　　　　末に掲載〕

 
　　　〔決算特別委員長　玉城武光君登壇〕
〇決算特別委員長（玉城武光君）　ただいま議題とな
りました令和元年第５回議会乙第27号議案及び同乙
第28号議案並びに、令和元年第５回議会認定第１号
から同認定第24号までについて、決算特別委員会に
おける審査の経過及び結果を一括して御報告申し上げ
ます。
　これらの議案等は、令和元年第５回議会において付
託されたもので、決算特別委員会は、所管の常任委員
会に調査を依頼し、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、令和元年第５回議会乙第27号議案「平成30
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」は、平成30年度決算における未処分利益剰余
金の処分について、地方公営企業法第32条第２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、剰余金３億9791万576円について、

　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案
37件並びに今期定例会提出補正予算説明書、令和元
年10月末現在の令和元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、本日、仲宗根悟君外13人から、議員提出議
案第１号「米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下
事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関する意
見書」、議員提出議案第２号「米軍ＭＣ130Ｊ特殊作
戦機からの部品落下事故及び相次ぐ米軍人・軍属等
による事件に関する抗議決議」、議員提出議案第３号
「嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓練に関
する意見書」及び議員提出議案第４号「嘉手納飛行場
等におけるパラシュート降下訓練に関する抗議決議」
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21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、12月４日から
６日まで及び９日から11日までの会議に出席できな
い旨の届け出がありましたので、その代理として本
日、12月５日、９日及び11日の会議に同委員会委員
與儀弘子さん、12月４日、６日及び10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。
　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、申し上げます。
　去る10月31日の第164回全国都道府県議会議長会
定例総会において、本県議会議員新里米吉君が在職
20年以上、仲田弘毅君、照屋守之君、當間盛夫君及
び赤嶺昇君が在職15年以上、山内末子さんが在職10
年以上の自治功労者として表彰されました。
　また、本日、仲田弘毅君、照屋守之君、當間盛夫君
及び赤嶺昇君は、沖縄県議会議員表彰内規に基づき在
職15年以上の永年勤続者として表彰いたします。
　休憩いたします。
　　　午前10時４分休憩
　　　午前10時12分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第１　会議録署名議員の指名を行います。
　今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第121条
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今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積立金に
積み立てるものであるとの説明がありました。
　次に、令和元年第５回議会乙第28号議案「平成30
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」は、平成30年度決算における未処分利
益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第
２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、剰余金1706万8685円について、今後
の建設改良費に充てるため、全額を建設改良積立金に
積み立てるものであるとの説明がありました。
　以上が土木環境委員会における説明の概要でありま
すが、調査報告を受けた決算特別委員会における採決
の結果、令和元年第５回議会乙第27号議案及び同乙
第28号議案の２件は、全会一致をもって可決すべき
ものと決定いたしました。
　次に、令和元年第５回議会認定第１号から同認定第
24号までの決算24件について、決算特別委員会にお
ける審査の経過及び結果について御報告申し上げま
す。
　これらの決算は、令和元年第５回議会において付託
されたもので、決算特別委員会は、各常任委員会に対
し、所管の決算事項について調査を依頼し、平成30
年度会計予算が議決の趣旨に沿って適正に合理的かつ
効率的に執行され、所期の目的が十分に達成されてい
るかどうかについて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、不発弾対策事業の不用額の発生要因及び不用
額縮減に向けどのような取り組みを行っているかとの
質疑がありました。
　これに対し、不用額の発生要因としては、市町村支
援事業においては、設計変更による磁気探査の数量
減、住宅等開発磁気探査支援事業は、建築設計の変更
に伴う磁気探査の数量減、広域探査発掘加速化事業
は、探査中に岩盤が露出し掘削困難になるなどの数量
減によるものである。
　不用額縮減に向けては、事前に各市町村から今後の
申請見込み件数等をとるなど状況を把握し、申請が年
度後半に集中して予算が足りなくなることがないよう
に調整を図っている。特に規模が大きい広域探査発掘
加速化事業と住宅等開発磁気探査支援事業について
は、年度前半の申請状況を見ながら、例えば９月ごろ
に申請が多いところに予算を振り分けるという対応を
行っている。広域探査発掘加速化事業は繰り越しが認
められている部分もあるので、そういったところで何

とか対応できないか、それぞれの事業をやりくりして
不用額の縮減に努めているとの答弁がありました。
　次に、県税収入がふえているようだが、何年連続で
増加し、額と率でどれくらいの変化があったのか、ま
た、税収の伸びにより自主財源比率は改善している
が、経常収支比率が改善しない理由は何かとの質疑が
ありました。
　これに対し、県税収入は、平成24年度から７年連
続で増加しており、増加する前の年と平成30年度を
比較すると額で403億9542万円、率で44.6％増加し
ている。今後の経済状況等にもよるが、今の状況から
すると経済が順調に推移していると言われているの
で、県税収入も当分伸びていくものと考えている。
　また、経常収支比率の算定方法は、地方税や交付税
を中心とした経常的な一般財源、それに対する人件費
や経費等の経常的な経費に対する割合という形になっ
ており、平成30年度の経常収支比率は95.7％になっ
ている。地方税がふえると逆に交付税は減になり、そ
れに対して分母は社会保障費が増となることから、経
常収支比率が大きく改善するということには、なかな
かならないと考えるとの答弁がありました。
　次に、離島航路補助事業に関し、当初予算の額が
３億2000万円、決算額が8000万円余り、14航路の
欠損額に対する補助予定が５航路への補助となってい
る。予算額や補助予定航路の数が大分減っているが、
その背景及び今後の見通しはどうなっているかとの質
疑がありました。
　これに対し、前年度後半に減額補正を行ったことも
あり、決算額がかなり違う状況にあるが、理由として
は燃料単価の減により、各航路の収支が当初予定して
いたものより非常に改善したという状況がある。その
ことから、補助対象航路がかなり減るとともに、計画
していた14航路のうち10航路が赤字であったが、そ
のうちの５航路は国の補助のみで欠損を埋めることが
でき、結局、県と市町村で補助をすべき対象が５航路
まで減ったことなど、各航路の経営がかなり改善した
ことが最大の理由である。
　今後の見通しとしては、基本的に計画段階では赤字
の可能性があるが、航路に対しての収支が一番影響す
るものが燃料費であることから、価格の上がり下がり
ぐあいによってかなり影響を受けるものと考えてい
る。今後、どのような形で収支が出てくるのか、現時
点では不透明であるとの答弁がありました。
　次に、沖縄県の国際化に対応する警察基盤整備事業
の内容と効果はどのようなものか、また、外国人観光
客に対する警察官の現場での対応はどのように行われ



−17−

ているかとの質疑がありました。
　これに対し、沖縄県を訪れる外国人観光客に対して
満足していただける質の高い行政サービスの提供を目
的とし、県警察の部内通訳人の育成、災害発生時の避
難誘導などの案内が英語、中国語、韓国語等の多言語
で収録された拡声器の整備、外国語で標記された交番
員不在連絡板や水難事故防止の看板などの設置の取り
組みを行っている。現在、県警察内には７言語89人
の通訳人がおり、語学研修によってさらに語学力を強
化する取り組みを行っている。
　また、現場での対応としては、交番に勤務する地域
警察官などには翻訳機能アプリが活用できる携帯端末
機の整備、あるいは警察署の会計課に翻訳機を配付し
て外国人に対応しているとの答弁がありました。
　次に、地産地消推進体制づくり事業について、実際
に、例えばホテルや居酒屋へ県産品使用率の調査をし
たことがあるのか、また、学校給食における県産品の
使用率について、現状と改善点、本来あるべき使用比
率について聞きたいとの質疑がありました。
　これに対し、県では、地産地消推進に係る各種施策
を効果的に実施するため、県産農林水産物の学校給食
や県内ホテルでの利用状況を調査している。平成29
年度の学校給食での県産食材利用率は30.6％で、県
内ホテルでの利用率は32.4％となっており、いずれ
もここ数年は３割程度で推移している。これらのこと
を踏まえ、ことし３月に策定した第４次沖縄県地産地
消推進計画における５年後の目標値として、学校給食
での利用率を34％、ホテルにおける利用率を36％と
設定している。
　また、同利用状況調査によると、県産農林水産物の
利用上の主な課題として、価格が不安定であること
や、生産の端境期の品目の種類や量の不足など安定供
給上の課題に加え、学校給食調理場での人手不足によ
る下処理等が挙げられている。第４次の計画でこれら
の課題を解決すべく、これから取り組む段階となると
の答弁がありました。
　次に、全国特産品流通拠点化推進事業の航空コンテ
ナ借り上げに係る物流支援の決算はどうなっているか
との質疑がありました。
　これに対し、全国特産品流通拠点化推進事業の平成
30年度当初予算は、１億4762万1000円で、このう
ち航空コンテナ借り上げに係る予算は、平成29年度
の当初予算と同額の3320万円であった。しかしなが
ら、シンガポールにおいて日本の大型小売店が２店舗
オープンし、輸出量が当初予算を大幅に上回ったた
め、増額補正を行った結果、航空コンテナ借り上げ事

業の決算は１億9614万6000円、全国特産品流通拠点
化推進事業全体では、２億9830万3000円となってい
るとの答弁がありました。
　次に、ＭＩＣＥ事業に関しては国の強力な支援体制
が不可欠な事業だが、見通しが極めて難しい状況にあ
る中で、どういうポイントでこの事業を継続していく
考えかとの質疑がありました。
　これに対し、大型ＭＩＣＥ施設の整備については、
今年度この整備に向けて課題となっている整備財源の
確保策を中心に、事業のあり方について再検討を行
い、今後の進め方を整理しているところである。
　現在、民間資金を活用する官民連携の手法につい
て、国内外の事例調査など各種情報の収集に努めてお
り、今後その調査の一環として、専門家委員会を立ち
上げ、議論を深めていくこととしている。県として
は、大型ＭＩＣＥ施設の早期整備に向けて、引き続き
関係機関と連携しながら取り組んでいきたいと考えて
いるとの答弁がありました。
　次に、待機児童解消について、現時点の待機児童の
数はどれくらいか、また、保育士不足が要因の一つだ
と思うが、処遇改善に向けてどのように取り組んでい
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、待機児童数は、４年連続で減少してい
るものの、現時点においても1702名の児童が待機し
ている状況である。待機児童については、保育士の確
保が一番大きな課題であるが、その処遇改善に向けて
は、これまで国によって毎年公定価格の改定が行わ
れ、平成24年度から平成30年度までに約12％の改善
が図られ、今年度はさらに１％の上乗せを行っている
ところである。
　また、平成29年度から保育士の技能・経験に応じ
て月額5000円以上４万円以下の処遇改善を行ってい
る。さらに県独自の施策として、保育士の正規雇用化
事業、一括交付金を活用した年休取得、休憩取得及び
産休取得など、さまざまな事業で支援し、保育士の処
遇改善に努めているとの答弁がありました。
　次に、組織的意思決定を欠いた不適正な会計処理が
行われ、内部統制が機能しなかったため国庫補助金の
受け入れがなされなかったとのことだが、具体的内容
はどのようなものか、また、不適正な会計処理が発覚
した後、どのように対応したのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、本案件には２つの補助金が関係して
おり、１つ目は、感染症指定医療機関運営費補助金
で、国に対する請求期限である３月末までに国庫補助
金の概算払いの請求を行わないまま、県補助金676万
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4000円の支出命令を行ったことによるものである。
２つ目は、感染症外来協力医療機関補助金で、購入費
補助の対象である施設設備が年度内に納品されないと
判断し、当該補助事業分を実績報告書から除外したこ
とにより、国庫補助金52万6000円の受け入れができ
なかったものである。
　今回の不適正な会計処理の発生要因は、保健医療部
長以下の管理監督者による予算経理事務の進捗管理の
不徹底、公印管理及び審査体制の不備、担当職員の意
識の問題である。
　対応策としては、予算執行の進捗管理に万全を期す
ため、管理監督者による歳入整理表及び予算及び支出
負担行為整理簿を活用した定期的な執行管理を行うこ
と、国庫補助金等の歳入については独自の帳簿も活用
して定期的に執行の確認を行うことであり、これにつ
いては、８月28日付で通知したところである。また、
公印の管理等については、公印の意義、審査及び使用
方法について改めて職員へ周知を図ること、原則とし
て起案者の押印は認めないこと、公印管理主任及び公
印取扱主任が直接押印を行うことを原則とするように
改めたところであり、９月１日から実施しているとの
答弁がありました。
　次に、県立病院全体の運営状況と今後の課題、平成
30年度の経営改善の取り組み、労働基準監督署の是
正勧告を受けて時間外勤務手当を支払ったことが病院
経営に与えた影響について聞きたいとの質疑がありま
した。
　これに対し、平成30年度の沖縄県病院事業会計の
決算については、医業収益は前年度に比べて約17億
3300万円増加する一方、医業損失は前年度に比べて
約16億4800万円縮減しており、経営成績は改善して
いるが、純損失を約４億7824万円計上しており、累
積欠損金は前年度繰越欠損金の約88億4800万円か
ら、約93億2600万円まで拡大している。また、現金
預金残高についても、前年度末時点で約46億円だっ
たのに対して、平成30年度末は約32億円にまで減少
しており、手元流動性でも非常に厳しい局面に直面し
ている状況である。これについては、監査委員から非
常に厳しい指摘があり、その課題要素を解決するに
は、医師を初めとする医療人材の確保、適切な事務処
理に向けた事務職員の確保と養成、長期的な経営状況
を踏まえた各種設備投資の実施など、幾つかの取り組
むべき事項があるものと考えている。
　なお、平成28年度に労働基準監督署から是正勧告
を受け、平成29年度において、平成27年度及び平
成28年度の医師の時間外勤務手当の支払いを行った

結果、累積欠損金は拡大しているが、平成30年度決
算における時間外勤務手当の影響は明らかではない
が、今後の時間外勤務手当については、毎年度約８億
6000万円が増加すると見込んでいるとの答弁があり
ました。
　次に、2018年度における公立学校職員に対する懲
戒処分等の件数、内容と改善策等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30年度の公立学校職員に対する
懲戒処分件数は17件であり、その内訳は飲酒運転が
７件、体罰が５件、交通事故が２件、窃盗が１件、情
報漏えいが１件、飲酒後酩酊し住居侵入した事案が１
件となっている。
　県教育委員会としては、コンプライアンスリーダー
による職場研修、管理職を初めとする各階層別研修な
ど、あらゆる機会に服務規律の確保と綱紀粛正を求め
てきたところであり、また、懲戒処分を行った際に
は、各学校や関係機関に対して非違行為に係る通知を
行っているが、その際に概要や処分内容等をできるだ
け示し、改めて綱紀粛正について呼びかけているとこ
ろである。
　今後は、これまでの取り組みに加え、民間企業の取
り組みを参考にするなど、さまざまな観点からより実
効性のある再発防止策を検討していきたいと考えてい
るとの答弁がありました。
　次に、平成29年度と比較して土木費の決算額が
191億円の大幅減となっているが、予算減額の影響に
よるものか、また、繰り越しの原因と予算減額との関
係はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、決算額は前年度からの繰越金も含めた
額であり、平成29年度は執行率が上がったことや、
沖縄都市モノレール延長事業の終了に伴ってハード交
付金の予算が減ってきていることもあり、決算額の大
幅な減となっている。今後、減額の影響を最小限にと
どめられるよう、事業効果を早期に発現できる箇所へ
の予算の張りつけや翌債等を活用した事業費の確保に
努め、市町村への配分についても要望に沿えるよう
しっかりと協議しながら取り組んでいく。
　また、繰り越しの主な要因は、計画変更によるもの
が約40％、関係機関との調整のおくれが約25％、用
地取得難などで約９％となっている。また、繰り越し
は、予定していた工事が用地交渉等の状況により次年
度に持ち越さざるを得ない場合の手続であり、基本的
に予算の減額により繰り越しがふえることはないとの
答弁がありました。
　次に、赤土等の流出防止対策の実績等はどうなって
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いるか、また、根本的な対策として農林水産部や土木
建築部との連携が大事だと考えるがどのように取り組
んでいるかとの質疑がありました。
　これに対し、沖縄県赤土等流出防止対策基本計画に
おいては、76の監視海域で、令和３年までに赤土等
流出量を約９万3000トン削減することを目標として
いるが、平成28年に行った中間評価の調査結果では、
推定量として約２万7000トン、29.4％の削減となっ
ている。
　また、関係部局との連携については、各部長を委員
とする沖縄県赤土等流出防止対策協議会等を設置し、
その下部組織として各課長を委員とする幹事会やワー
キングチーム会議等を関係部局課と設置しており、関
係各課から取り組み状況の報告を受けたり、環境部か
らは陸域調査で確認された流出源情報及び流域別に有
効とされている対策等について情報を共有する等連携
を図っているとの答弁がありました。
　次に、工業用水及び水道用水の施設老朽化に関し、
今後大量に更新時期を迎えるとのことだが、どのよう
な内容か、また、水道の民営化への考えや民間委託の
状況について聞きたいとの質疑がありました。
　これに対し、企業局が所有する管路の総延長は約
767キロメートルであり、このうち法定耐用年数を
超えている管路が約224キロメートル、割合として約
29％となっている。これまでの実績である年間約５
キロメートルのペースで更新していくと、管路全てを
更新するには153年かかる試算となるが、将来にわた
り安定的に水道水を供給するために、財源を確保し適
切に更新していきたいと考えている。
　また、水道の民営化に関し、企業局としては公営企
業として中長期の20年計画をつくっており、経営基
盤の強化を図りながら引き続き安全な水道水を安定的
に供給していきたいと考えている。民間委託について
は、平成23年度の石川浄水場を初め名護、西原、久
志の各浄水場において、夜間、休日の運転管理業務を
民間に委託しており、これまでの委託の状況を踏まえ
ながら、今後も総合的に検討していきたいと考えてい
るとの答弁がありました。
　そのほか、消防防災ヘリ導入検討事業の調査検討開
始時期及び費用、行財政改革の推進におけるこれまで
との違い、鉄軌道導入に向けた検討ルートが国と異な
る理由、那覇空港の機能拡張等の調査内容及びその後
の展開、飲酒運転による検挙件数と根絶対策に向けた
取り組み、６次産業化人材育成活性化事業の具体的な
効果と課題内容、全国的な豚コレラの発生状況及び県
内への影響と対策、生涯現役スキル活用型雇用推進事

業を取り入れた業種と助成金の内容、日韓関係の影響
における韓国人観光客の直近の状況、生活困窮者住居
確保給付金事業の内容及び実績、母子健康包括支援セ
ンターの役割と設置状況及び今後の展開、医師確保対
策事業の成果及び課題、スクールカウンセラー・ス
クールソーシャルワーカー等配置事業の成果と課題、
入札の不調・不落等の状況と原因及び対策、中城湾港
整備の進捗状況、世界自然遺産登録推進事業の概要及
びＩＵＣＮの調査状況などについて質疑がありまし
た。
　なお、各常任委員会から提出された決算調査報告書
を決算特別委員に配付したところ、１名の委員から文
教厚生委員長に対し質疑の通告があり、当該委員長の
出席を求め質疑が行われました。
　また、各常任委員会の調査の過程で提起された要調
査事項は、１項目の報告がありましたが、協議及び採
決の結果、総括質疑は行わないこととなりました。
　以上が各常任委員会及び決算特別委員会における説
明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、令和
元年第５回議会認定第１号については、自民党所属委
員から認定できない旨の意見表明がありました。
　採決の結果、令和元年第５回議会認定第１号は、可
否同数となり、委員長裁決により認定すべきものと
決定し、同認定第２号から同認定第24号までの23件
は、全会一致をもって認定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。
　令和元年第５回議会認定第１号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。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
〇照屋　守之君　おはようございます。
　平成30年度一般会計決算について、反対の立場か
ら討論を行います。
　決算の認定については、ただいま決算委員長から報
告のとおりであります。可否同数で委員長が裁決をし
たというそのような結果になっております。
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　私は、平成30年度一般会計の決算については、保
健医療部の感染症指定医療機関運営費補助金に係る県
の対応が不適切であることが反対の主な理由でありま
す。
　この件については、県の代表監査から補助金適正化
法違反やあるいはまた、有印公文書偽造の疑いが指摘
されているにもかかわらず、県の対応に大きな疑問が
あるわけであります。
　私も委員会で、決算に係る文厚委員会――この議事
録も今持っておりますけれども、あるいはまた保健医
療部からの関係する資料のチェックをさせていただい
ております。そのことも含めて後ほど申し上げたいと
思っておりますけれども、この件について県は、国に
対して運営補助金の請求をすべきであったが、それを
怠って一般財源で補塡をした。２つ目に、予算執行に
必要な決裁を受けずに担当職員が独断で書類を作成
し、組織として見抜けなかったというふうなことであ
ります。そのことについては、部長も委員会で表明を
しておりますけれども、このことは委員会の中で令和
元年５月の初めには発覚をしていたようであります。
しかしながら、それを改善せずに決算後に県の監査か
ら指摘を受けて公になっているわけであります。今、
県の自己財源が厳しい中で国庫請求を怠って、729万
円を県の一般財源から支出したことによる責任の所在
も明らかにされておりません。このことも疑問であり
ます。国からもらえる補助金をもらわずに、自己財源
で充てる。まさに、補助金適正化法に反する行為だと
考えているわけでございます。
　この問題を整理しますと、県の説明では、先ほどか
ら申し上げていますように、１つ目に、国からの補助
金729万円の請求を怠った、２つ目に、担当者が国庫
補助金の請求期間を逃し、請求できなかった、３つ目
に、令和元年７月に厚労省と調整をしましたが、補助
金の支出は不可能、４つ目に、国庫補助金分729万円
は一般財源で充てた、５つ目に、概算払い請求してい
なかったので、国の補助金が入らないとのことで、５
月14日に歳入の調定、838万8000円をゼロにする減
額変更をしているわけでありますとのことでありま
す。
　私は、決算の文教厚生委員会でこの問題を取り上げ
ると同時に、保健医療部から提出された文書を確認い
たしますと、４月10日に国に提出された文書に契印・
割り印があることなど、これまでの県の説明と異なる
ことから、決算特別委員会にぜひ、知事、副知事の出
席と説明を求めたわけでありますけれども、この知
事、副知事の出席についても可否同数の上で委員長裁

決で、知事、副知事の出席が実現できなかったことを
残念に思っております。私は、もっと県議会に対して
丁寧に説明すべきであったと考えているわけでありま
す。
　また、保健医療部から提出された文書によります
と、１つ目に、平成30年12月20日に、県から国に国
庫補助金838万8000円の交付申請が出されて、２つ
目に、国はそれに基づいて平成31年１月25日に交付
決定を行い県に通知を行う、３つ目に、平成31年４
月10日に県は国に対して、実績報告書を提出してい
るわけであります。
　補助金をもらっていない県が、決算書の抄本を添付
して676万4000円の感染症運営費の歳入・歳出決算
を国に提出しているわけであります。これまでの説明
とは大きく異なると思います。国からの補助金がもら
えないので、一般会計から補塡をしたということであ
りました。ところが、実際は国から補助をもらい、そ
の実績を４月10日の文書で報告をしていたことにな
ると考えております。
　４月10日の沖縄県知事から厚生労働省大臣宛ての
実績報告書の文書は、執行部から説明があったよう
に、偽造の文書ではなくて正式に決裁を受けての文書
であることから、国に対しては何ら問題はないと考え
ているわけであります。県内では有印公文書偽造と言
い、国に対しては正式な手続、それに基づいた文書を
送る。なぜ、このようなことが起こっているのか、理
解できないわけであります。いずれにしても、国から
の補助金の676万4000円はどうなったのか、これが
非常に不思議であります。
　先ほども申し上げましたように、県内では国からも
らえなくて一般財源で対応したとの説明。一方では、
国に対しては正式な手続をして国の補助金を受けて対
応した、その報告がなされている。これは、県民に対
しても国に対しても非常に不可解なことであります。
　次に、不可解なことは、４月10日の国への提出文
書には契印・割り印があり、起案文書はないとのこと
でした。しかしながら、保健医療部が提出した文書を
調べてみますと、４月10日、地域保健課の決裁印が
あるわけであります。さらに、担当職員や班長、課長
の決裁印もある。これもまた、県の説明とは異なるわ
けであります。県は、正式な手続を経て、決裁を受け
て国に文書が送られた、このように考えているわけで
あります。
　さらに不思議なことは、４月10日の厚生労働大臣
宛ての県知事の印鑑であります。ここにそのコピーが
ありますけれども、（資料を掲示）　この印鑑は、県知
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事から厚労大臣に宛てる印鑑、沖縄県知事の印鑑で
す。これははかってみますと、32ミリあります。県
の公印規程では、県知事の印鑑は30ミリと規定され
ております。保健医療部からさまざまな資料を取り寄
せて、そこに県知事の印鑑が押されておりますけれ
ども、全て30ミリの印鑑です。ところが、この４月
10日の印鑑だけ32ミリになっております。これが非
常に不思議なことで、先ほど申し上げましたように、
県の代表監査は有印公文書偽造という指摘をしており
ますけれども、これは公文書の偽造ではなくて印鑑そ
のもの自体が違うわけですから、公印偽造という、そ
ういうふうな絡みもあるのではないかと考えておりま
す。
　先ほどから申し上げておりますように、平成31年
４月10日の県から国への実績報告からいたします
と、沖縄県は国から補助金をもらったことになり、そ
の実績が報告をされております。これもその写しを
持っておりますけれども、決算の抄本も含めて実績報
告書には、国からの補助金はゼロにはなっておりませ
ん。本来は、国から補助金をもらっていないというこ
とですから、本来はゼロということになると思います
けれども、676万4000円の決算が行われてその抄本
もついているわけであります。
　さらに、４月10日の県知事の印鑑、なぜ32ミリな
のか。公印規程は30ミリであります。このことも含
めて、国からの補助金の行方、676万4000円、これ
はやっぱり真相究明が必要だと考えております。
　さらには、この国の補助金と県知事の32ミリの印
鑑との関係、ここもしっかり解明されるべきでありま
す。いずれにしても、これらの真相究明については県
議会の権限を越えるものであるというふうに考えてお
ります。その記載された数字や金額、この決算も含め
て、県民の信頼たる信憑性のあるものにはなっていな
い。私は、このように考えております。
　以上の観点から反対をいたしますけれども、先ほど
から申し上げておりますように、県は国からの補助金
をもらっていないという説明でしたけれども、この実
績報告書にある676万4000円、国からの補助金、こ
れがどうなっているのか。このことも含めて、先ほど
の印鑑の問題も改めてしっかり説明をすべきだろうと
いうふうに思っております。
　以上で反対の討論といたします。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
　　　〔亀濱玲子さん登壇〕
〇亀濱　玲子さん　皆さん、おはようございます。
　ただいま議題となっています認定第１号「平成30

年度沖縄県一般会計決算の認定について」、賛成の立
場から討論を行います。
　報告については、委員長から細かいことは報告をし
ていただきましたけれども、平成30年度は、この予
算について沖縄21世紀ビジョンに掲げた諸施策を推
進するため、前年度29年度に策定した実施計画に基
づいて、沖縄が抱えている明らかになった課題や社会
情勢の変化によって重要性を増した課題への改善ある
いは解消など、これに取り組んで、沖縄らしい優しい
社会の構築、さらにアジア経済の活力を取り込んで沖
縄の経済全体の活性化を図り、安定的に発展する循環
をつくるということに取り組んだ平成30年度であっ
ただろうというふうに評価をいたしております。
　30年度予算の執行においては、とりわけ子供の貧
困対策、医療や子育て支援等々の県民の福祉の向上、
沖縄の発展を担う人材育成、農業や漁業、離島の定住
条件の整備、情報通信産業や国際物流拠点の形成な
ど、県民ニーズへの対応と沖縄振興に寄与したものだ
というふうに評価をいたしております。
　そして、平成30年度一般会計決算についてであり
ますけれども、その状況については一般会計歳入歳出
予算が、予算現額7977億9015万322円に対して、歳
入決算額が7346億1062万2416円となっておりまし
て、歳出決算額は7245億4139万8618円となってお
ります。
　国庫支出金の減額などによって、歳入歳出ともに前
年と比較すると減少いたしておりますけれども、県
経済が好調と言われるように、県税の収入が1310億
6772万2622円で過去最高額を達成したというような
内容になってございます。自主財源が前年度に比べて
１億3000万円増、歳入全体に占める割合が33.6％と
微増ながら上回っているというのが状況であります。
　また、歳入未済額についても前年比で2.9％、１億
258万2764円の減となっておりまして、このことは、
数値目標の設定や滞納処分の強化、あるいは各部局に
おいて債権の管理マニュアル等の活用などにおいて、
未収金削減の取り組みが改善につながったというふう
に評価をしているところであります。とりわけ、平成
30年度の県税収入率は99.1％で、収入率が全国で第
３位という報告でした。これは、取り組みを評価した
いというふうに思います。
　加えて、不用額ですが、前年比で13.8％、23億
9441万6844円の減少ということで、これは予算編成
の際の事業の熟度や必要額の精査などを行うことに
よって達成をした内容であるというふうに考えており
ます。
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　このような平成30年度の一般会計の決算の状況に
関して、監査委員の決算審査意見書においては、予算
の執行、収入及び支出に関する事務については、おお
むね適正に処理されていることが認められている報告
書となっております。
　なお、歳入歳出決算意見書において監査委員から指
摘のありました保健医療部における不適正な会計処理
に関する件につきましては、常任委員会、決算特別委
員会におきまして質疑が行われ、担当部長からも何度
も繰り返し説明を受けてきたところであります。
　不適正な会計処理が発生したというこの要因につい
て、結果、国庫補助金の受けられなかったまま、県補
助金の支出命令を行ったという内容になるわけであり
ますが、その発生した要因として、管理職員等におい
て内部統制が機能しなかったというのが１点。２点目
は、組織的な意思決定を欠いた不適切な会計処理とい
うふうに言われ指摘されました。３点目、業務の進捗
管理を徹底することが県の監査委員からも具体的に指
摘されている内容になってございます。
　予算のその説明の後に、これは常任委員会でも決算
特別委員会でも質疑の中ではっきりしたことですけれ
ども、先ほど委員長も報告されましたけれども、その
後の対応についてということが大事だろうというふう
に思っております。その再発防止対策の取り組みにつ
いて、具体的にすぐに対応をいたしまして、予算執行
の進捗管理に万全を期すため、歳入整理表や予算及び
支出負担行為整理簿を活用して、国庫補助金等の歳入
については独自の帳簿も活用するなど、管理監督者に
よる定期的な執行管理を行うということがもう既に始
まっているということ。
　２点目、公印の管理については、公印の意義、審査
及び使用方法について、改めて職員への周知を図ると
ともに、原則として起案者の押印は認めないこと、公
印管理主任及び公印取扱主任が直接押印することを原
則とするよう改めていること、再発防止に向けた対策
が既に９月１日からとられ、実施されていることが報
告されております。
　今回の件については関係部局のみならず、県民の信
頼に応えるため各部各職員が襟を正して一つ一つの事
業の効率的なそして実効性のある進捗を図り、沖縄の
持つ優位性や潜在力を生かす施策を展開し、持続可能
な発展と県政の目指す、誰ひとり取り残さない社会へ
取り組んでいくことを期待したいというふうに思いま
す。
　以上、認定第１号「平成30年度沖縄県一般会計決
算の認定について」、賛成の立場から討論を行いまし

た。
　議員の皆様におかれましては、賛同を賜りますよう
お願いを申し上げまして討論を終わらせていただきま
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９分休憩
　　　午前11時10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより令和元年第５回議会乙第27号議案、同乙
第28号議案及び令和元年第５回議会認定第１号から
同認定第24号までの採決に入ります。
　議題のうち、まず、令和元年第５回議会乙第27号
議案及び同乙第28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、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、令和元年第５回議会乙第27号議案及び同
乙第28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）　次に、令和元年第５回議会認
定第２号から同認定第24号までの23件を一括して採
決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの決算23件は、委員長の報告のとおり認
定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、令和元年第５回議会認定第２号から同認定
第24号までは、委員長の報告のとおり認定されまし
た。

 
〇議長（新里米吉君）　次に、令和元年第５回議会認
定第１号を採決いたします。
　本決算に対する委員長の報告は、認定すべきである
とするものであります。
　お諮りいたします。
　本決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛
成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
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〇議長（新里米吉君）　起立多数であります。
　よって、令和元年第５回議会認定第１号は、委員長
の報告のとおり認定されました。

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第５　甲第１号議案から
甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議
案までを議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　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）　まず、本日、自治功労及び
永年勤続で表彰の栄に浴されました議員各位におかれ
ましては、これからの御健勝、御活躍を御祈念申し上
げます。
　ハイサイ　グスーヨー　チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　令和元年第６回沖縄県議会（定例会）の開会に当た
り、提出いたしました議案の御説明の前に、首里城火
災について一言申し上げます。
　平成４年に復元された首里城は、沖縄の歴史・文化
の象徴として、また、沖縄県民のアイデンティティー
のよりどころとして県民はもとより、多くの観光客に
も親しまれてまいりました。
　その首里城の正殿等が今回火災により全焼したのを
目の当たりにし、県民を初め、本当に多くの皆様が大
変なショックを受けられたことと思います。
　私自身も、言葉に言いあらわすことのできない喪失
感に包まれ、本当に胸が痛む思いでいっぱいでありま
す。
　一方で、県民はもとより、国内外の大変多くの皆様
からお見舞いの言葉やチムグクルからの御支援を多数
いただいていることは、首里城の復旧・復興を願う全
ての人の大きな励みになっております。
　沖縄県としましては、県民の皆様の声をしっかりと
受けとめ、首里城の復旧・復興の早期実現に向け迅速
に体制を整えつつ、県議会の皆様とも思いを一つにし
て全力で取り組んでまいります。より一層の御理解と
御協力をよろしくお願い申し上げます。
　それでは、提出いたしました議案について、その概
要及び提案理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案３件、条例
議案７件、議決議案26件、同意議案１件の合計37件
であります。

　まず初めに、甲第１号議案から甲第３号議案までの
予算議案について御説明申し上げます。
　甲第１号議案「令和元年度沖縄県一般会計補正予算
（第３号)」は、当初予算成立後の事情変更に伴い総
額３億1744万3000円を計上しております。
　これを既決予算額7361億8753万1000円に加えた
改予算額は、7365億497万4000円となります。
　甲第２号議案及び甲第３号議案は、下地島空港特別
会計及び下水道事業特別会計について、それぞれ所要
の補正を行うものであります。
　次に、乙第１号議案から乙第７号議案までの条例議
案７件のうち、その主なものについて御説明申し上げ
ます。
　乙第１号議案「沖縄県税条例の一部を改正する条
例」は、法人県民税の法人税割の税率の特例につい
て、その特例により得られる収入を引き続き社会福祉
の充実及び中小企業の育成に要する経費の財源に充て
るために、その適用期限を延長する等の必要があるた
め条例を改正するものであります。
　乙第４号議案「沖縄県港湾管理条例の一部を改正す
る条例」は、本部港に新たに立体駐車場を整備するこ
とに伴い、その使用料の徴収根拠を定めるとともに、
管理に関する事務の一部を権限移譲の協議が調った伊
江村が処理することとするため条例を改正するもので
あります。
　乙第６号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」は、県立病院における分娩
介助料、新生児入院料及び乳児入院料の額の適正化を
図る等の必要があるため条例を改正するものでありま
す。
　次に、乙第８号議案から乙第33号議案までの議決
議案26件は、財産の出資や取得、土地所有権確認請
求事件の和解、公の施設の指定管理者の指定、負担金
の改定などについて議会の議決を求めるものでありま
す。
　最後に、乙第34号議案の同意議案は、沖縄県教育
委員会委員５人中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。
　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
フェーデービタン。
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。
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　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　この際、日程第６　議員提出
議案第１号　米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落
下事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関する
意見書、日程第７　議員提出議案第２号　米軍ＭＣ
130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事故及び相次ぐ米軍
人・軍属等による事件に関する抗議決議、日程第８　
議員提出議案第３号　嘉手納飛行場等におけるパラ
シュート降下訓練に関する意見書及び日程第９　議員
提出議案第４号　嘉手納飛行場等におけるパラシュー
ト降下訓練に関する抗議決議を一括議題といたしま
す。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　仲宗根　悟君。

 
　　　〔議員提出議案第１号から第４号　巻末に掲載〕

 
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕
〇仲宗根　悟君　おはようございます。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号から
第４号までの４件につきまして、11月８日に開催し
た米軍基地関係特別委員会の委員により協議した結
果、議員提出議案として提出することに意見の一致を
見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申
し上げます。
　提案理由は、議員提出議案第１号及び第２号につき
ましては、米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下
事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件について関
係要路に要請するためであります。
　また、議員提出議案第３号及び第４号につきまして
は、嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓練に
ついて関係要路に要請するためであります。
　次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。

 〔米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事
　故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関
　する意見書朗読〕

　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。

〔米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事
　故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関
　する抗議決議の宛先朗読〕

　次に、議員提出議案第３号を朗読いたします。
〔嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓
　練に関する意見書朗読〕

　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。

〔嘉手納飛行場等におけるパラシュート降下訓
　練に関する抗議決議の宛先朗読〕

　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、議員提出議案第１号及び第３号の意見書の宛
先で、県内所在関係機関、同第２号及び同第４号の抗
議決議の宛先で、在日米軍沖縄地域調整官、第18航
空団司令官及び在沖米国総領事につきましては、議会
棟においてその趣旨を直接要請することを含め、米軍
基地関係特別委員会委員を派遣する必要があるとの意
見の一致を見ておりますので、議長におかれましては
しかるべく取り計らっていただきますようお願い申し
上げます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　  〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕 
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
から第４号までについては、会議規則第37条第３項
の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、各議案については、委員会の付託を省略す
ることに決定いたしました。

 
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第１号
「米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機からの部品落下事故及び
相次ぐ米軍人・軍属等による事件に関する意見書」、
議員提出議案第２号「米軍ＭＣ130Ｊ特殊作戦機から
の部品落下事故及び相次ぐ米軍人・軍属等による事件
に関する抗議決議」、議員提出議案第３号「嘉手納飛
行場等におけるパラシュート降下訓練に関する意見
書」及び議員提出議案第４号「嘉手納飛行場等におけ
るパラシュート降下訓練に関する抗議決議」の４件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、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〕 
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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号から第４号までは、原
案のとおり可決されました。

 
〇議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第１号から第４号までについては、提案理由
説明の際、提出者から県内の関係要路については議会
棟においてその趣旨を直接要請することを含め、米軍
基地関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要
望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号から第４号の趣旨を県内の関係
要路に要請するため、議会棟における直接要請を含
め、米軍基地関係特別委員会委員を派遣することと
し、その期間及び人選については、議長に一任するこ
とに御異議ありませんか。
　　　  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第10　陳情第113号及び
第114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２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）　日程第11　議員派遣の件を議
題といたします。

 

　　　〔議員派遣の件　巻末に掲載〕
 

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

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

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
　議案研究のため、明11月28日から12月３日までの
６日間休会といたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、明11月28日から12月３日までの６日間休
会とすることに決定いたしました。

 
〇議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　次会は、12月４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11時33分散会
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令和元年
第 ６ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第２号）

令和元年12月４日（水曜日）午前10時１分開議 　　     

議　　事　　日　　程　第２号
令和元年12月４日（水曜日）

午前10時開議
第１　沖縄県議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

島袋　　大君　　照屋　大河君
瑞慶覧　功君　　渡久地　修君　　

提出　議員提出議案第５号
糸洲　朝則君　　當間　盛夫君
山内　末子さん

第２　代表質問
 

　  本日の会議に付した事件　 　
日程第１　沖縄県議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
日程第２　代表質問

 
  出　席　議　員（46名）　　

議　長　　新　里　米　吉　君 22　番　　花　城　大　輔　君
副議長　　赤　嶺　　　昇　君 23　番　　又　吉　清　義　君
 １　番　　瀬　長　美佐雄　君 24　番　　山　内　末　子　さん
 ２　番　　玉　城　武　光　君 25　番　　渡久地　　　修　君
 ３　番　　親　川　　　敬　君 26　番　　玉　城　　　満　君
 ４　番　　新　垣　光　栄　君 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
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欠　　　　　員（２名）　　
 

説明のため出席した者の職、氏名　
知　　　　　事　　玉　城　デニー　君 企　業　局　長　　金　城　　　武　君
副　　知　　事　　富　川　盛　武　君 病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
副　　知　　事　　謝　花　喜一郎　君 会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君 知　事　公　室
知 事 公 室 長　　池　田　竹　州　君 秘書防災統括監　　

前　原　正　人　君

総　務　部　長　　金　城　弘　昌　君 総　　務　　部
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君 財 政 統 括 監　　

金　城　　　賢　君

環　境　部　長　　棚　原　憲　実　君 敎　　育　　長　　平　敷　昭　人　君
子 ど も 生 活 公安委員会委員　　與　儀　弘　子　さん
福　祉　部　長　　

大　城　玲　子　さん 
警 察 本 部 長　　筒　井　洋　樹　君

保 健 医 療 部 長　　砂　川　　　靖　君 労 働 委 員 会
農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君 事　務　局　長　　

金　良　多恵子　さん

商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君 人 事 委 員 会
文　化　観　光 事　務　局　長　　

池　田　克　紀　君

ス ポ ー ツ 部 長　　
新　垣　健　一　君 

代 表 監 査 委 員　　當　間　秀　史　君
土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君

 
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事　務　局　長　　平　田　善　則　君 主　　　　　査　　嘉　陽　　　孝　君
次　　　　　長　　勝　連　盛　博　君 主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君
議　事　課　長　　平　良　　　潤　君 総 務 課 副 参 事
課　長　補　佐　　佐久田　　　隆　君 兼 課 長 補 佐　　

奥　野　英　明　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。
　12月２日、島袋大君外６人から、議員提出議案第
５号「沖縄県議会議員の議員報酬の臨時特例に関する
条例」の提出がありました。
　次に、説明員として出席を求めた人事委員会委員長
島袋秀勝君及び労働委員会会長藤田広美君は、所用の
ため本日から６日まで及び９日から11日までの会議
に出席できない旨の届け出がありましたので、その代
理として、人事委員会事務局長池田克紀君及び労働委
員会事務局長金良多恵子さんの出席を求めました。
　また、公安委員会委員長の代理として、本日及び５
日の会議に出席を求めた同委員会委員に変更がある旨
の届け出がありましたので、改めて本日の会議に同委
員会委員與儀弘子さん、５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。

 
〇議長（新里米吉君）　日程第１　議員提出議案第５
号　沖縄県議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条

例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。
　島袋　大君。

 
　　　〔議員提出議案第５号　巻末に掲載〕

 
　　　〔島袋　大君登壇〕
〇島袋　　大君　ただいま議題となりました議員提出
議案第５号「沖縄県議会議員の議員報酬の臨時特例に
関する条例」につきまして、提出者を代表して提案理
由を御説明いたします。
　提案理由は、首里城の復旧・復興を推進する必要性
に鑑み、議員報酬の削減について、臨時の特例を定め
る必要があるためであります。
　次に、本条例を提出するに至った経緯について申し
上げます。
　皆様御承知のとおり、去る10月31日の未明に首里
城の火災が発生いたしました。燃えさかる炎の中、正
殿が崩れ落ち、延焼する姿に、沖縄県民は言葉になら
ないほどの衝撃を受け、喪失感に包まれました。
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　首里城は沖縄の歴史・文化の象徴であり、いかに県
民の心のよりどころとなっていたのかを痛感した次第
であります。
　このような大きな火災にもかかわらず、人的被害や
周辺地域への延焼がなかったのは、火災消火のため懸
命に消火活動に当たった消防関係者や地域住民の協力
のおかげであり、深く感謝を申し上げます。
  この状況に際し、沖縄県民のみならず、国内外の多
くの方々からの首里城の復旧・復興に向けた励ましの
お言葉や寄附金等多大なる支援が寄せられておりま
す。
  沖縄県議会としては、４常任委員会を開催するとと
もに、全議員を対象とした首里城火災に関する説明会
を開催し、火災調査の状況や今後の対応、観光客等へ
の対応について県の考え方を聴取いたしました。
　そのような中、本県議会としても首里城の復旧・復
興に向けた支援に取り組むべく、公職選挙法で禁止さ
れている寄附行為にかわる支援について、11月22日
及び27日に各派代表者会を開催し、協議を行いまし
た。その結果、沖縄県民にとってかけがえのない存在
である首里城の復旧・復興に向けた議員全員の思いを
形としてあらわすため、議員報酬を削減する特例条例
を提出することに意見の一致を見たものであります。
  なお、協議の際、本県議会は、首里城の復旧・復興
に全力を尽くすとともに、今後二度とこのようなこと
がないようにするためにも引き続き火災原因の究明と
再発防止に向け取り組むことが不可欠であるとの認識
を確認いたしたところであります。
　それでは、条例案について御説明をいたします。
　本条例は、令和２年１月１日から同年６月24日ま
での間における沖縄県議会議員の議員報酬を月額２万
円減額するものであります。
　ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬
の月額は減額されません。
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
〇議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第５号
については、会議規則第37条第３項の規定により委

員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

 
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第５号
「沖縄県議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条
例」を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第５号は、原案のとおり可決
されました。

 
〇議長（新里米吉君）　この際、念のため申し上げま
す。
　本日から６日まで及び９日から11日までの６日間
にわたって行われます代表質問並びに一般質問及び議
案に対する質疑につきましては、議会運営委員会にお
いて決定されました質問要綱に従って行うことにいた
します。

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第２　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。
　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
〇仲田　弘毅君　おはようございます。
　沖縄・自民党の仲田でございます。
　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であります。
　(1)、県政運営のあり方について。
　玉城知事が就任してはや１カ年が経過いたしまし
た。その間、４月の衆議院３区補欠選、７月の参議院
議員選挙とオール沖縄候補が連勝し、まさに県内政局
は辺野古移設反対一色の様相を呈しているようであり
ます。
　知事はこの１年を振り返って、公約に掲げた施策は
全て芽出しや実現したとしておりますが、知事の最大
の公約、県民との約束は、辺野古移設阻止であったは
ずであります。残念ながら移設問題を含む基地問題で
は、何ら成果を上げたとは言えません。
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　また、知事の普天間飛行場の早期返還に関する発言
は、翁長前知事と違い、理解に苦しんでおります。辺
野古移設に反対するなら代替案を提示すべきとの指摘
に対し、翁長前知事は代替案を出せというのは理不
尽、政府が考えるべきこととしてきました。玉城知事
は同様の質問に対し、普天間飛行場の具体的代替案に
ついて、国会だけの議論ではなく、国民を主体とした
国民的議論によって決定すべきとしております。知事
のこの発言、考えからは国民的議論をどう行うか、代
替案を受け入れる県をどのように決めるのか、また期
限を決めて受け入れる県をいつまでに決めるのか、具
体性のない無責任な答弁と言わざるを得ません。
　そのほかにも中国公船がパトロールとの擁護発言、
中国政府の提唱する広域経済圏構想いわゆる一帯一路
の沖縄活用の発言、また大阪でのトークキャラバン
で、沖縄県民も県外に引き取ってほしいと望んでいる
わけではないなどの問題発言がありました。全国的に
注目されている県政トップとしての沖縄県知事の発言
は、責任を伴う重いものであり、軽率な発言、行動は
極力慎まなければなりません。
　そこで伺います。
　ア、玉城知事就任１年が経過し、選挙公約に掲げた
施策は全て芽出しや実現したとしています。最大の公
約である辺野古移設問題についてはどうか、また、こ
の１年の県政運営について率直な感想を伺いたい。
　イ、知事は、普天間飛行場の具体的な代替案につい
て、国会の議論だけではなく、国民を主体とした国民
的議論によって決定すべきとしている。この知事の考
えからは、事実上、辺野古移設以外に代替案はないと
いう結論になるが、見解を伺いたい。
　ウ、辺野古移設以外の普天間飛行場の代替案を困難
視しながら、普天間飛行場の一日も早い運用停止を政
府に求めるのは矛盾しないか。辺野古移設が一日も早
い運用停止につながるのではないか伺いたい。
　エ、知事は、那覇軍港の浦添移設は新基地ではなく
あくまでも代替施設であり、県内移設でもなく那覇港
湾区域内の移動である。埋立行為そのものは若干の自
然破壊を伴うが、やむを得ないと発言しています。辺
野古移設も全く同様であるが、なぜ対応が違うのか、
明確な答弁を伺いたい。
　オ、知事に影響を与える支持者の中には、沖縄は日
本の一県になることはあり得ない。歴史的、地政学的
から考えても、沖縄は独自だと述べている。沖縄独立
論につながると考えるが、知事の見解を伺いたい。
　カ、万国津梁会議設置の支援業務をめぐる不適切な
県の対応について、いまだ知事は明確な説明責任を果

たしていない。これまでの経緯と県の基本的な認識を
伺いたい。
　(2)、首里城火災について。
　首里城は沖縄のシンボルであり県民の誇りでありま
す。我が自民党も早期復興を目指し、党本部、沖縄振
興調査会及び美ら島議連に、政府と一体となった取り
組みを要請し、内閣府も国の責任において実現に向け
取り組むとしております。
　首里城の復元・復興は必ずなし遂げなければなりま
せん。しかしながら、無念の首里城火災において、知
事の行動、発言が指摘されていることは残念でありま
す。出火原因の検証さえままならない翌日には、官
邸を訪れ、菅官房長官に早期再建の支援を要請し、
2022年までに首里城の再建計画を策定すると明言を
しております。県は首里城の管理責任者であります。
その立場から最初にやるべきことは、火災の原因究明
など検証に専念することであり、その結果等をいち早
く県民に対し説明することではないでしょうか。県は
そのことを受け、その上で国に対し火災の原因や検証
の結果等を説明し、その後に復興・復元の要請や財政
支援等を行うのが筋ではないかと考えます。さらに理
解に苦しむことは、首里城の所有権移転についてであ
ります。火災原因もいまだ解決されない中、復元・復
興のあり方や役割分担の協議もなされていない段階
で、所有権の話をすべきではないと考えております。
県がやるべきことは、復元・復興に向けた県としての
基本的な考えを示すことであります。
　そこで伺います。
　ア、沖縄県民の誇りでありシンボルでもある首里城
が焼失した。これまでの経緯と火災発生後の県の対応
について伺いたい。
　イ、知事は、2022年までの首里城再建計画の策定
を明言し、国は国主導で取り組むことを表明した。復
興再建計画の策定は、どこが主導し主体となるのか伺
いたい。
　ウ、知事は、首里城復興戦略チームを発足させ、復
旧・復興のロードマップ策定をするとしている。ま
た、国も復興再建計画を策定するとしているが、国と
の事前調整はできているのか伺いたい。
　エ、首相官邸で開かれた首里城再建関係閣僚会議の
実務者レベルの幹事会で、国の責任で復元を進めるこ
とが確認されました。知事は、沖縄独自での復興再建
や所有権移転等について断念したと考えてよいのか伺
いたい。
　オ、今後、国主導で首里城再建が進められるが、再
建に向けた県の基本方針を示すべきではないか。ま
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た、国の再建計画に県の考えをどう反映させるか伺い
たい。
　カ、被害は、国宝級の工芸品や県指定有形文化財も
含まれているが、首里城は観光施設でもあり、今後の
文化財の保管のあり方も検討すべきではないか伺いた
い。
　キ、首里城は多くの観光客が訪れる本県最大の観光
資源である。今後、本県観光への影響をどのように考
え、どのような対策を講じていくか伺いたい。
　ク、首里城の復興再建を優先すべきであるが、同時
に火災の原因究明や再発防止策を示すことが県の責務
である。見解を伺いたい。
　２、沖縄振興策の推進について。
　2012年（平成24年）から10年間の期限で実施さ
れてきた、沖縄21世紀ビジョン基本計画は、2022年
（令和４年）３月に終了します。同時に沖縄振興策の
根拠法である沖縄振興特別措置法も期限切れとなりま
す。
　残り３年を切った振興計画及び特別措置法のさらな
る延長に向け、県においては取り組みが進められてお
りますが、復帰後から21世紀ビジョン基本計画終了
までの50年間、半世紀にわたり国の全面的な支援が
実施されてきております。さらに新たな10年間の支
援策を求めることは、これまで以上に相当な理由づけ
と理論武装が必要と考えます。県は経済の自立を図る
上で、観光産業に続く中核産業の創出育成の必要性や
アジアを見据えた長期的な視点からの沖縄将来像の形
成など、さらなる振興計画、振興予算及び高率補助等
の継続は不可欠としております。その一方で、知事支
援者の中には振興予算や高率補助不要論を唱える方々
がおり、2020年（令和２年）度沖縄振興予算、特に
一括交付金等の大幅減額に影響してなかったか検証す
べきであります。これまで述べたとおり、沖縄振興予
算や高率補助制度は県や市町村財政に大きく貢献して
おり、一括交付金と同様に欠かせないものでありま
す。
　そこで伺います。
　(1)、2022年３月で沖縄21世紀ビジョン基本計画
が終了する。県においては新たな振興計画策定に向け
議論が進められているが、沖縄振興の根拠である沖縄
振興特別措置法も失効する。同法の延長について、国
の理解は得られているか伺いたい。
　(2)、国の３次30年の沖縄振興開発計画と２次20年
の民間主導自立型経済の構築を目指した振興計画、そ
して21世紀ビジョン基本計画等については、それぞ
れのビジョンがありました。新たな振興計画はどのよ

うなビジョンを描くか伺いたい。
　(3)、高率補助制度や一括交付金制度の拡充は、子
供たちの教育や福祉分野の充実のおくれにつながって
いるとか、振興予算要求に影響するとの指摘につい
て、県の見解を伺いたい。
　(4)、高率補助が打ち切られた場合の影響と復帰後
から現在までの高率補助の効果、そして補助率が全国
並みになった場合の比較について、県はどのように算
出をしているか伺いたい。
　(5)、県経済の問題で、沖縄振興に関する予算を県
外企業が４割も受注しているとの指摘もあり、新たな
振興計画ではどのように打開策を打ち出していくか伺
いたい。
　(6)、これまで５次にわたる振興計画が実施され
ながら、本県の２次産業のものづくりは、復帰時の
22％から現在の15％へ、製造業は9.7％から4.5％ま
で落ち込んでいる。その要因と県経済の自立に向け、
どう取り組んでいくか伺いたい。
　３、離島・過疎地域の振興について。
　(1)、県離島振興計画に基づく離島観光の推進につ
いて、宮古・八重山以外の小規模離島においては、観
光の定着が進んでいないとの指摘があります。これら
の離島の観光推進と人材育成・確保の取り組みと課題
等について伺いたい。
　(2)、離島の定住条件整備に向け、船舶・航空路線
等への運航補助や航路及び航空路線の確保が必要であ
る。これまでの成果と今後の取り組みについて伺いた
い。
　(3)、離島・過疎地域においては、教育環境や就労
の場の不足、若者の慢性的な流出、産業振興のおくれ
など、いまだ多くの課題を抱えている。残り少ない離
島振興計画に基づく課題解決は可能か。また、今後ど
のような取り組みを考えているか伺いたい。
　(4)、離島・過疎地域の定住条件を図る上で、医療
体制の整備は不可欠である。取り組みの現状と解決す
べき課題等について伺いたい。
　(5)、離島・僻地における、安全・安心して子供が
産める分娩施設の整備と妊婦の経済的負担の軽減につ
いて、県の考えを伺いたい。
　４、農林水産業の振興について。
　(1)、ＴＰＰ11やＥＵとのＥＰＡなど、県内農水産
業への影響が懸念される中、農水産業の振興を図るた
めの沖縄振興特別交付金等農業振興予算の確保につい
て伺いたい。
　(2)、高齢化による農業就業人口の減少が進んでい
る。新規就農事業への取り組みの強化と青年農業者の
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就農定着への支援対策等について伺いたい。
　(3)、県内畜産業の振興に向けた取り組みが進めら
れているが、生産基盤の近代化は依然おくれており、
環境面で多くの課題を抱えている。抜本的な改善策に
ついて、県の考えを伺いたい。
　(4)、本県は、毎年のように台風など自然災害によ
り、農林水産業に深刻な影響があることから、災害に
強い品目づくりや施設整備等を進めている。台風の規
模や被害は地球温暖化の影響もあり、県はこのような
状況を想定しての取り組みを行っているか伺いたい。
　(5)、日台漁業協定取り決めの2019年度以降の操業
ルールのあり方について、県の考え方と取り組みにつ
いて伺いたい。
　５、雇用失業問題について。
　(1)、県内は好景気と言われる反面、企業は人手不
足が深刻度を増している。特にバスの運転手不足は厳
しく、主要４社の路線バスは10.5％も減少している。
その要因の一つに待遇問題があるが、改善方策につい
て県の取り組みを伺いたい。
　(2)、好況な県経済にあって有効求人倍率も好調な
中、全国一高い非正規雇用から正規雇用への拡大をい
かに図るかが県政の大きな課題になっている。県の認
識と対策を伺いたい。
　(3)、県内企業の採用意欲が高い中で、依然３年以
内の離職率の高さは全国平均を上回っている。県のミ
スマッチ改善対策の具体的な内容と改善が難しい背景
について伺いたい。
　(4)、改正入管難民法が施行され外国人労働者の受
け入れが拡大されるが、本県における受け入れ業種、
外国人との共生に向けた意識改革をどのように図る
か。また、相談体制等の整備について伺いたい。
　(5)、有効求人倍率が１倍を超える中で、人手不足
が深刻化している。その一方で若年無業者が増加し、
その比率は著しく大学卒や高卒で全国の２倍と言われ
ております。その要因と県の対策について伺いたい。
　最後になりますが、教育と文化の振興について。
　少子化の急速な進行や情報の迅速化など、児童生徒
を取り巻く環境は大きく変化してまいりました。
　このような時代の中、教育のあり方も集団型から子
供一人一人の個性を重視した教育の必要性が求められ
てきております。このため、児童生徒が自立し、みず
からを律し、他との協調心や生涯を切り開く力を身に
つけることに、現在の教育方針は重点を置くように
なってきております。このような教育を推進する上
で、児童生徒にじかに接する教師の資質向上や健全な
心身の保持は不可欠であります。働きやすい教育現場

の構築は最も重要であると考えております。このよう
な時代の要請を受け、政府による働き方改革の推進
は、教育現場においても強く求められております。教
師の本業は教えることであります。現場の実情は日々
の授業や教材研究を初め、部活や生活指導、いじめや
不登校問題への対応など長時間労働や休日出勤等が慢
性化し、苛酷な労働環境が指摘されております。この
ことは本県でも同様な調査報告がなされており、教育
委員会のなお一層の取り組みを期待するものでありま
す。
　そこで伺います。
　(1)、教職員の過重勤務の軽減に向け調査提出物の
簡素化、縮減や年次有給休暇取得の促進など、県も取
り組みを進めている。教職員の定数増なしで実効性あ
る取り組みは可能か伺いたい。
　(2)、政府は、教員の長時間労働を改善するため、
勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制の導入を
進めており、その導入の判断は自治体に任される。県
教育委員会の考えを伺いたい。
　(3)、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の
世界自然遺産登録に向け、国際自然保護連合の調査が
行われました。結果と今後の見通しについて伺いた
い。
　(4)、復帰50年を迎える2022年に第37回国民文化
祭が本県で開催されることが決定した。文化祭の概要
と開催までのスケジュールについて伺いたい。
　(5)、2018年度児童生徒の問題行動・不登校調査に
よると、本県の不登校者数は過去最多となり、小学・
高校は全国最多で中学も全国で３番目と高くなってい
る。なぜ本県が高いのか、その背景とこれまでの不登
校改善策について効果が見られない理由を伺いたい。
　(6)、高校中退率について、本県は全国平均の２倍
近くになり最多であります。理由として進路変更が多
く本県特有の事情があるのか、また中退後の追跡調査
は実施されているか伺いたい。
　(7)、いじめ認知件数は、小・中・高校・特別支援
学校の合計１万2799件で過去最多となっている。い
じめ防止対策推進法に基づいた取り組み、解消に向け
た地域を含めた連携のあり方について伺いたい。
　(8)、文科省の調査で、全国の国公私立校や外国人
学校に通っていない子供が約２万人との報告がある。
改正入管難民法の施行で一層の増加が危惧されるが、
本県における状況について伺いたい。
　(9)、知事は中高校生のバス通学無料化について、
2020年度実施を明言したが、バス通学の定義や対象
人数、運賃補助方法、財源等について伺いたい。
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　(10)、中高一貫校推進の必要性とこれまでの取り組
みの進捗状況、今後の推進に向けた工程表について伺
いたい。
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）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　今議会も真摯な答弁を心がけてまいりたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　仲田弘毅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の御質問の中の、この１年
の県政運営の感想についてお答えいたします。
　私は、昨年10月の知事就任以来、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つの視点から施策を展開してまいりました。新時代
沖縄の到来では、県経済の発展と県民所得の向上に向
け、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画に基づく諸施
策を推進しているところであります。誇りある豊かさ
では、日米地位協定の問題点をさらに明確化していく
他国地位協定調査を実施するとともに、平和につなが
る身近な社会貢献活動に取り組む個人や団体等を表彰
するちゅらうちなー草の根平和貢献賞を創設したとこ
ろです。沖縄らしい優しい社会の構築では、子供の貧
困対策を最重要施策と位置づけ、諸施策を展開してお
ります。また、去る11月には、沖縄県ＳＤＧｓ推進
本部を設置し、沖縄県ＳＤＧｓ推進方針を決定いたし
ました。今後はこの方針に基づき、全庁一丸となっ
て、国、市町村を初め、企業、各種団体等と連携した
ＳＤＧｓの取り組みを促進してまいります。
　私は、経済や文化、教育、福祉、保健医療、基地問
題など、全ての分野の課題に今後とも全身全霊で取り
組んでまいります。
　次に、１の(2)のイ及び１の(2)のオ、再建計画の策
定等についてお答えいたします。１の(2)のイ及び１
の(2)のオは関連しますので、恐縮ですが一括してお
答えいたします。
　12月２日に開催されました首里城復元のための関
係閣僚会議において、菅官房長官より、前回復元時の
基本方針等に沿いつつ、首里城をしっかり再現してい
くことが重要であること、前回復元時と同様、沖縄総
合事務局に技術的な検討を行う場を設けること、また
沖縄県や地元の方々の御意見を伺いながら取り組んで
いくなどの発言とともに、国においても首里城復元に
向けた基本的な方針を速やかにまとめていく旨の発言
がありました。首里城復旧・復興に関しましては、多
くの県民の声をしっかり反映させていくことが重要で

あることから、その声をしっかりと踏まえ沖縄県とし
ての基本方針を取りまとめてまいります。
　県としても、国との役割分担を確認しながらスピー
ド感を持ってさまざまな提案を行ってまいりたいと考
えております。
　次に、教育・文化・スポーツの振興についての御質
問の中の６の(4)、国民文化祭の概要と開催までのス
ケジュールについてお答えいたします。
　国民文化祭とは、各種文化活動を全国的な規模で発
表する場を提供すること等により、文化活動への参加
の意欲を喚起し地方文化の発展に寄与すること等を目
的に開催するもので、令和４年度の第37回国民文化
祭開催地に沖縄県が内定いたしました。本県開催に当
たり、令和２年度は実行委員会を立ち上げて基本構想
を定め、令和３年度に事業構成などを定める実施計画
を策定することとしております。
　沖縄県としましては、地域の伝統文化や芸能、音
楽、食を初めとする生活文化など多様な沖縄の文化芸
術を県内外に発信する絶好の機会と捉え、新時代沖縄
の幕開けとなる復帰50周年の節目にふさわしい国民
文化祭を目指して、準備を進めてまいりたいと考えて
おります。
　そのほかの御質問につきましては、部局長から答弁
をさせていただきます。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　おはようございます。
　政策調整監、島袋と申します。
　初めての議会答弁ということで、今後いろんなテー
マについて誠意を持ってお答えしたいと思っています
ので、よろしくお願いいたします。
　まずは、仲田弘毅議員の代表質問、知事の政治姿勢
について、質問要旨１の(2)のウでございます。復旧・
復興のロードマップの策定に係る国との調整について
お答えします。
　去る12月２日に開催されました首里城復元のため
の関係閣僚会議において、国及び県が緊密に連携を図
りながら、復旧・復興に向けて全力で早期に取り組ん
でいくことが確認されました。そのため、県といたし
ましては、国との調整の場においてしっかり議論を重
ねていきながら、国との役割分担について確認の上、
沖縄県としてのロードマップの策定にスピード感を
持って対応をしてまいります。
　次に、同じく知事の政治姿勢についての質問要旨１
の(2)のエであります。首里城の復興再建や所有権移
転等についてお答えします。
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　首里城の復旧・復興に向けては、県民の皆様の思い
をしっかりと受けとめた上で、国と県との役割分担を
確認しながら取り組んでいく必要があります。そのた
め、首里城復旧・復興に関しましては、多くの県民の
思いをしっかり反映させていくことが重要なことか
ら、今後、沖縄県からさまざまな提案を行ってまいり
たいと考えております。また、これまで、首里城の城
郭内については国営公園として整備が行われ、城郭外
は県営公園として整備を行ってきていることから、城
郭内にある正殿等は一義的には国が復元を行うものと
考えております。したがって、所有権移転の協議を行
うことは考えておりません。
　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(1)のア、知事の公約である辺野古移設問題
についてお答えします。
　辺野古移設問題について、県は、かねてより政府に
対し対話による解決を求めているところですが、違法
な工事が強行されていることから、関与取消訴訟及び
抗告訴訟を提起し、県の主張が認められるよう全力を
尽くしているところです。また、問題解決に向けた機
運を醸成するため、全国各地でトークキャラバンを実
施したほか、米国でも、米国市民を初め米国政府や連
邦議会議員にももう一方の当事者として考えていただ
くよう直接訴えたところです。
　県としては、今後も知事公約の実現に向けて取り組
んでいく考えであります。
　次に１の(1)のイ、普天間飛行場の代替案について
お答えします。
　辺野古移設については軟弱地盤等の問題もあり、唯
一の解決策とする政府の説明にそごが生じているとこ
ろですが、市民団体から、代替施設が必要か否か当事
者意識を持った国民的議論を行うこと等を求める意見
書が全国の地方議会に提出され、これまでに約30の
地方議会で意見書が可決または採択されていると承知
しております。
　県としては、トークキャラバンやインターネット等
を活用した情報発信を通じ、今後もより一層、国民的
な議論を促してまいりたいと考えております。また、
政府に対し、同飛行場の県外、国外への移設及び速や
かな運用停止について、対話による解決を求めてまい
ります。
　次に１の(1)のウ、普天間飛行場の運用停止につい
てお答えします。

　辺野古移設は、埋立承認から５年が経過しても全て
の実施設計すらできておらず、軟弱地盤等の問題もあ
り、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつな
がらないと考えているところです。普天間飛行場の一
日も早い運用停止を含む危険性の除去は喫緊の課題で
あり、県はこれまでも政府に対し、普天間飛行場所属
機の長期ローテーション配備など、速やかな運用停止
と県外・国外移設を求めているところであります。
　次に１の(1)のエ、那覇港湾施設の移設と辺野古新
基地建設の違いについてお答えします。
　那覇港湾施設の代替施設については、現有の那覇港
湾施設が有する機能を確保することを目的としている
ことが、移設協議会において確認されてきたところで
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ます。一方、政府が
推進する辺野古新基地建設計画においては、弾薬搭載
エリア、係船機能つき護岸、２本の滑走路の新設な
ど、現在の普天間飛行場と異なる機能等を備えること
とされており、単純な代替施設ではないと認識してお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)のオ、沖縄の独立論についてお答えいたし
ます。
　沖縄の将来を展望するに当たり、さまざまな意見が
あるものと承知しております。
　県としましては、東アジアの中心に位置する本県の
地理的優位性を生かし、成長著しいアジアの活力を取
り込むことにより、我が国の発展に寄与する地域とな
れるよう、引き続き沖縄21世紀ビジョン基本計画に
基づく各種施策の推進に努めてまいります。
　次に、２の沖縄振興策の推進について(1)及び(2)、
沖縄振興特別措置法の延長と新たな振興計画につい
て、２の(1)と２の(2)は関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　県では、沖縄振興特別措置法等に基づく特別措置を
活用して、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。同法に基づく
沖縄振興交付金など各種の特別措置は、沖縄が抱える
特殊事情から生ずる政策課題に対応するための制度で
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あることから、これらの政策課題が解消されるまでの
間は継続される必要があるものと考えております。現
在、県では、沖縄振興のための各種施策や特別措置等
について、総点検作業を行っているところでありま
す。次年度以降、これらの検証結果や新沖縄発展戦略
を踏まえ、新たな振興のあり方等を総合的に検討しな
がら国との調整等を進めてまいりたいと考えておりま
す。
　同じく２の(3)、高率補助制度等に対する指摘につ
いてお答えいたします。
　沖縄振興に関する予算や各種制度について、多様な
意見があることは承知しております。
　沖縄県としましては、高率補助制度等を活用し、道
路や港湾、福祉、教育施設等、社会資本のあらゆる分
野における整備を推進し、本土との格差を是正してま
いりました。しかしながら、いまだ格差が残る分野も
あり、その解消が図られるまでの間は、高率補助制度
等を継続する必要があると考えております。また、高
率補助のほか一括交付金、沖縄振興税制及び政策金融
の４つの制度を活用した施策の展開などにより県経済
は好況を維持しております。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。また、離島の条件不利性、米
軍基地問題などの沖縄の特殊事情から派生する固有課
題や子供の貧困の問題、雇用の質の改善などの重要性
を増した課題もあります。
　沖縄県としましては、引き続きこれらの課題の解決
に向けて取り組むこととしております。
　同じく２の(4)、高率補助の影響額等についてお答
えいたします。
　沖縄振興特別措置法に基づく高率補助制度のもと、
県や市町村の負担の軽減が図られ、生活基盤や産業基
盤の整備に大きな成果を上げてきました。高率補助が
打ち切られた場合の影響について、昭和47年度から
平成29年度までの各年度決算における事業費に占め
る国庫支出金の構成割合を全国平均に置きかえて試算
すると、公共事業関係で沖縄県へ交付された国庫支出
金の累計額は、約3.8兆円から約2.5兆円と約1.3兆円
の減となります。また、補助率が全国並みとなった場
合、同じ県負担額で道路事業を実施すると事業規模が
約４分の１に縮減することとなります。
　同じく２の(5)、県内企業の受注についてお答えい
たします。
　沖縄県では、県内企業の受注機会の確保に取り組ん
でおり、県が発注する公共工事の県内企業受注率は約
９割となっております。一方で、国が発注する公共工

事について県外企業への発注額が多いことは承知をし
ております。
　県としましては、県内企業で提供可能な商品・サー
ビスは可能な限り県内企業で対応していくことが重要
であり、地域内で経済が循環することで経済波及効果
が高まり、結果として県民所得向上にも寄与すると考
えております。このため、今年度、県経済の循環構造
や県外への所得流出の状況を調査するとともに、域内
循環を拡大する方策について、新たな振興計画に盛り
込んでいきたいと考えております。
　同じく２の(6)、第２次産業の構成比と県経済の自
立についてお答えいたします。
　第２次産業の名目総生産は昭和47年度の1280億円
から平成28年度は6531億円と約5000億円増加して
おりますが、第３次産業が大きく伸びたため、産業構
成比では27.9％から15.3％と相対的に割合が低下し
ております。製造業については、復帰以降、加工交易
型産業の集積を目指し、工業団地や企業誘致の受け皿
施設の整備等に取り組んできましたが、本土経済圏か
らの遠隔性や市場規模の狭隘さなど、製造業を振興す
る上で多くの不利性を抱えておりました。近年、アジ
アに近い沖縄の優位性等が評価され、半導体や医療機
器等の高付加価値型製造業の新規立地の動きもあり、
製造業総生産は、実質で平成24年度の1790億円から
平成28年度には2013億円と12％増加しております。
　県としましては、製造業を含めた産業の高付加価値
化を実現し、企業の稼ぐ力を強化することで、雇用の
創出、所得・税収の増加を図り、自立型経済の構築に
取り組んでまいります。
　次に３、離島・過疎地域の振興についての(2)、離
島における航路及び航空路線の確保についてお答えい
たします。
　県では、離島の定住条件の整備を図るため、国及び
関係市町村と協調して赤字の航路及び航空路線に対し
て運航費補助を行い、その確保に努めております。ま
た、老朽化した船舶、航空機の更新に要する費用につ
いても補助を行っており、大型化による就航率の改善
や積載量の増加、バリアフリー化による利便性の向上
等が図られております。
　県としましては、これらの取り組みを継続して実施
することが重要と考えており、引き続き離島における
航路及び航空路の確保・維持に努めてまいります。
　同じく３の(3)、離島振興計画に基づく課題解決と
今後の取り組みについてお答えいたします。
　県では、これまで、住みよく魅力ある島づくり計画
に基づき、さまざまな施策に取り組んでまいりまし
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た。これまでの成果としましては、運賃を低減した航
路・航空路の利用者数や、超高速ブロードバンドサー
ビスの基盤整備率など、成果目標の約７割の指標が基
準値を改善しており、順調に推移しております。一方
で、観光人材や農業の担い手といった離島を支える人
材の確保、海岸漂着ごみを含む廃棄物処理など、重要
性を増した課題もあります。
　県としましては、次年度以降、令和４年を始期とす
る新たな離島振興計画の策定に取り組むこととしてお
り、引き続き離島・島嶼地域の振興を県政の最重要課
題と位置づけ、さらなる振興・発展に取り組んでまい
ります。
　次に５、雇用失業問題についての(1)、バスの運転
手不足についてお答えいたします。
　路線バスの運転手不足は、大都市圏の黒字路線にお
いても減便が発生するなど、全国的に深刻な課題と
なっており、県内においても、地域公共交通の確保・
維持に支障を来す状況となっております。このため、
県では、バス事業者が行う求人広告や、大型二種免許
を持たない新規採用者の免許取得期間及び社内研修期
間の賃金への支援を実施することとしております。ま
た、運転手の確保とあわせて、バス事業者における人
材定着の取り組みも重要であると認識しております。
このため、県としては、路線バス運転手の退職要因な
どの調査を実施し、今後の効果的な取り組みの検討に
つなげ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　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　１、知事の
政治姿勢についての御質問のうち(1)のカ、万国津梁
会議設置等支援業務に係る経緯と基本的な認識につい
てお答えいたします。
　万国津梁会議設置等支援業務委託に係る委託先選定
に当たっては、広く公募を行い、プロポーザル方式に
よって選定した県外企業１社、県内企業３社から成る
コンソーシアムである万国津梁会議設置等支援業務ス
タートチームと、令和元年５月24日に契約を締結し
ているところであり、当該業務委託に係る契約手続
は、公正かつ適正に行われたものと認識しておりま
す。また、委託業者においては、これまで、万国津梁
会議を５回、さらに、円卓会議の運営等についても円
滑に実施しているところであります。知事が会食した
件につきましては、県議会の本会議並びに各委員会に
おいて、丁寧かつ真摯に説明をさせていただいている
ところです。また、知事は、議会本会議において、

「みずから襟を正し、県民の疑惑や不信を招くことの
ないよう、客観的かつ公正な県政運営を心がけ、公務
に対する信頼を確保してまいりたい」と答弁しており
ます。
　同じく１の(2)のキ、首里城火災の観光への影響と
対策についてお答えをいたします。
　旅行会社や航空会社へのヒアリングを行ったとこ
ろ、首里城火災の影響と思われる沖縄旅行キャンセル
等の動きは見られないものの、首里城への観光客の減
少により周辺の観光関連事業者に影響があることか
ら、首里城周辺への観光誘客や滞在時間の延伸等が課
題であると認識しております。現在、首里城公園の県
営区域については、入園可能となるエリアが拡大され
たところです。
　県としましては、那覇市、沖縄観光コンベンション
ビューロー、美ら島財団等と連携しながら、首里城周
辺地域への経済的影響にも配慮しつつ、入園可能なエ
リアの多言語情報発信に努めるとともに、観光誘客に
つながる観光コンテンツの開発支援、世界遺産に登録
されているその他の遺産と連動したプロモーション等
に取り組んでまいりたいと考えております。
　次に３、離島・過疎地域の振興についての御質問の
うち(1)、小規模離島における観光の推進と人材の育
成・確保の取り組みと課題についてお答えいたしま
す。
　県では、県外の旅行博等への出展や、雑誌、イン
ターネット等を活用した情報発信、旅行社等の招聘を
実施し、離島への誘客に取り組んでおります。小規模
離島は、県外での認知度が十分ではないという課題が
あるため、引き続き情報発信に努めていきたいと考え
ております。また、人材の育成・確保の取り組みとし
て、企業研修への支援、集合型研修、海外就職相談会
を小規模離島も含め実施しているところであります。
小規模離島における観光の課題については、観光まち
づくりアドバイザーを派遣するなど、引き続き取り組
んでいきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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)のア、経緯と火災発生後
の県の対応についてお答えいたします。
　首里城火災の経緯としては、10月31日午前２時40
分ごろに火災が発生し、２時48分に消防が到着、13
時30分に鎮火しました。県の対応としては、３時27
分に県職員が緊急連絡体制に基づいた緊急報告を受け
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現場へ急行し、情報収集に当たっております。その
後、８時30分に副知事を含む庁内緊急部局長会議を
開催、14時30分に首里城火災対策等本部会議を開催
しております。また、11月７日に首里城復旧ワーキ
ンググループを設置、11月18日には首里城復興戦略
チームを発足しております。
　次に１の(2)のカ、収蔵品の保管のあり方について
お答えいたします。
　現在、警察及び消防において、火災の発生原因等の
究明を行っているところであります。
　県としては、今回の火災の検証結果を踏まえ、施設
や収蔵品に係る管理体制等について、今後、関係機関
と連携し、取り組んでまいります。
　次に１の(2)のク、火災の原因究明や再発防止策に
おける県の見解についてお答えいたします。
　現在、火災発生の原因究明のため、消防による現場
検証が続いております。県としても、管理体制が十分
であったかについてしっかりと検証してまいります。
その上で、見直すべきところは見直していけるよう、
関係機関と調整を進め、再発防止に努めていきたいと
考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　おはようございます。
　それでは３の離島・過疎地域の振興についての御質
問の中の(4)、離島の医療提供体制についての御質問
にお答えします。
　県は、離島の医療提供体制を確保するため、離島で
勤務する医師の養成、代診医の派遣、僻地診療所の整
備費や運営費の支援、急患搬送体制の構築、専門医に
よる巡回診療、離島住民に対する島外への通院費の助
成など各種支援を行っており、引き続き離島の医療提
供体制の充実強化に取り組んでいきたいと考えており
ます。なお、課題としましては、離島診療所におい
て、安定的に医師を確保することであり、引き続きそ
の安定的な確保に取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　次に、(5)の離島・僻地の妊婦についての御質問に
お答えします。
　県内には、現在、37カ所の分娩施設が整備されて
おり、そのうち、離島・僻地の分娩施設は３施設と
なっております。また、県は平成29年度から、妊産
婦が島外の医療機関へ通院する場合の交通費及び宿泊
費への助成を実施し、経済的負担の軽減を図っている
ところであります。

　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　４、農林水産業の振
興についての御質問の中の４の(1)、農林水産業の振
興を図るための予算確保についてお答えします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、
持続的な農林水産業の振興を図るため、各種施策・事
業を展開しているところであります。着実な農林水産
業の振興を図るためには、一括交付金及び農業農村整
備事業等の予算の確保が重要であります。このため、
令和２年度の農林水産業振興関係予算の確保に向け、
去る８月５日から６日にかけて、知事を先頭に内閣府
沖縄担当大臣や農林水産大臣に要請を行ったところで
あります。
　同じく４の(2)、新規就農者への支援対策と農業労
働力の確保についてお答えします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、
新規就農者を年間300名育成することを目標に、一括
交付金等を活用して沖縄県新規就農一貫支援事業や農
業次世代人材投資事業による就農相談体制の充実、農
業施設・機械等の整備や資金の交付等を実施しており
ます。また、農業労働力の確保に向け、平成30年６
月14日に国家戦略特別区域法に基づき農業支援外国
人受入事業に係る計画について国から認定を受けてお
り、今年11月末現在、特定機関３社において農業支
援外国人材93名が雇用され、35経営体へ派遣されて
おります。
　同じく４の(3)、畜産業の振興対策についてお答え
します。
　本県の畜産業は、産出額が457億円と農業産出額の
約45％を占めるなど、好調に推移しております。畜
産業の振興を図る上での課題として、１、高齢化に伴
う離農や担い手不足、２、畜舎等の施設の老朽化、
３、畜産環境対策等があります。そのため県では、遊
休農地等を活用した草地造成や牛舎、機械整備等が一
体的に行える畜産担い手育成総合整備事業を推進する
とともに、畜産クラスター事業、沖縄離島型畜産活性
化事業等を活用した畜舎等の生産基盤や家畜排せつ物
処理施設の整備等にも積極的に取り組んでおります。
　県としましては、引き続き地域の実情に即した各種
事業を推進し、畜産業のさらなる振興に向けて取り組
んでまいります。
　同じく４の(4)、台風等、自然災害に強い農林水産
業の振興についてお答えします。
　本県は、台風の常襲地域であり、施設整備等による
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被害軽減対策や農業共済等による被害救済対策が重要
であると考えております。そのため、県では、一括交
付金等を活用し、災害に強い栽培施設の整備や防風・
防潮林などの生産基盤整備、農業・漁業共済への加入
促進の強化のほか、台風等の影響を受けにくい品種の
開発・普及、魚類等の陸上養殖技術の導入など各種施
策に取り組んでいるところであります。
　県としましては、引き続き農林水産物の安定生産、
農林漁業経営の安定化に向け、台風等の自然災害に強
い農林水産業の振興に取り組んでまいります。
　同じく４の(5)、日台漁業取り決めの操業ルールに
関する県の取り組みについてお答えします。
　日台漁業取り決めに関する操業ルール等について
は、毎年度、日台漁業委員会において協議されており
ます。今年度の操業ルールについては、今年３月から
４月にかけて開催された委員会において、水産庁を初
め、本県漁業関係者等が台湾側と協議し、前年度の操
業ルールを継続することで合意しましたが、本県漁業
者が納得する内容とはなっておりません。
　県としましては、今後とも漁業関係団体と連携し、
沖縄漁船のルールで操業できる水域の拡大等、次年度
以降の操業ルールの見直しについて、台湾側と粘り強
く協議するよう国に対し強く求めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　５、雇用失業問題に
ついての御質問の中の(2)、正規雇用拡大に向けた認
識と対策についてお答えいたします。
　県としましては、県民の雇用を安定させる観点か
ら、正規雇用の拡大は重要であると認識しておりま
す。そのため県では、正社員転換を要件とした研修費
補助や専門家派遣等の支援に加え、若年者の正社員雇
用と定着に対して助成する実証事業を実施しており、
その効果検証を踏まえ、さらなる正規雇用の拡大に向
けた施策・事業の検討を進めてまいりたいと考えてお
ります。
　同じく５の(3)、離職率が高い要因とミスマッチ対
策についてお答えいたします。
　離職率が高い主な要因としては、就職活動において
業界研究が十分でないケースもあることや、企業側に
おいては、若者にとって魅力ある求人内容の提示が十
分でないなど、従業員と企業の間においてミスマッチ
が生じているものと考えております。そのため、県に
おいては、関係機関との連携を図りながら、職業観の
醸成や就業意識の向上を目的としたキャリア教育やイ

ンターンシップ、企業理解を促す各種セミナーを実施
するとともに、人材育成企業認証制度などの働きがい
のある職場づくりや、従業員のキャリア形成の取り組
みへの支援を行うなど、ミスマッチ解消に取り組んで
いるところであります。
　同じく５の(4)、外国人労働者の受け入れ業種等に
ついてお答えいたします。
　県内では、新たな在留資格である特定技能の農業分
野において、本年10月から６人の受け入れが開始さ
れており、八重瀬町で、菊・ゴーヤー・オクラなどの
耕種農業に従事しております。県では、外国人労働者
の雇用について、国と連携しながら、制度改正に係る
説明会や雇用管理セミナー等を通じて、事業者等への
周知・啓発を行っております。また、外国人との共生
に向けては、シンポジウム等を通じて県民の意識啓発
等に取り組んでいるほか、公益財団法人沖縄県国際交
流・人材育成財団が相談窓口を設置し、多言語による
生活相談、弁護士会と協働した相談を実施していると
ころです。
　同じく５の(5)、学卒無業者の要因と対策について
お答えいたします。
　学卒無業者の要因としては、職業観の形成、進路決
定が遅いことに加え、企業側の求人票の提出が遅いこ
となどが考えられます。そのため、教育機関等と連携
しながら、キャリア教育やインターンシップなどを実
施するとともに、経済団体に対し求人票の早期提出の
要請を行っております。また、若年無業者の対策とし
て、国においては地域若者サポートステーションを設
置し、生活から就労までの幅広い相談や支援を行って
おります。
　県においても、国と緊密に連携し、情報共有や周知
等を図るとともに、知識・技能習得及び実践能力習得
などの若年無業者職業基礎訓練を実施し、職業的自立
を図っております。
　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）　６の教育・文化・スポーツ
の振興についての御質問で(1)、教職員の長時間勤務
縮減の取り組みについてお答えいたします。
　県教育委員会では、教職員の勤務の実態等を踏ま
え、ことし３月に沖縄県教職員働き方改革推進プラン
を策定し、各学校の実情に応じた行事や会議等の見直
し、合理的でかつ効率的・効果的な部活動の推進、定
時退勤日や学校閉庁日の設定等に加え、部活動指導員
やスクール・サポート・スタッフの配置等の取り組み
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を進めております。引き続き実効性のある取り組みを
推進し、教職員の長時間勤務の縮減に努めてまいりま
す。
　次に同じく６の(2)、変形労働時間制の導入につい
ての御質問にお答えいたします。
　現在、国会において、審議が行われている変形労働
時間制は、令和３年度から、地方公共団体の判断によ
り、学期中の教員の勤務時間をふやし、かわりに児童
生徒の夏休み期間中等に、休日のまとめ取りが可能と
なる内容であります。今後、同制度の導入について
は、国の動向や他都道府県の状況等の情報収集を行
い、本県公立学校教職員の勤務実態や関係機関の意見
等を踏まえ、慎重に検討してまいります。
　次に同じく６の(5)、不登校についての御質問にお
答えいたします。
　不登校には、不安傾向、無気力傾向等さまざまな要
因があります。不登校児童生徒数は、全国でも同様に
増加傾向にありますが、児童生徒の状態に応じて休養
させる等の義務教育の段階における普通教育に相当す
る教育の機会の確保等に関する法律の趣旨の浸透も一
つの側面であると考えております。なお、学校におけ
る早期対応・スクールカウンセラー等の活用により、
登校復帰する児童生徒もおり、90日以上長期にわた
り欠席した割合は全国平均を下回っております。
　県教育委員会としましては、児童生徒一人一人の要
因を的確に把握し、個に応じた対応をより一層充実さ
せていく必要があると考えております。
　次に６の(6)、高校の中途退学率についての御質問
にお答えいたします。
　平成30年度の沖縄県における高校の中途退学率
は、2.2％となっており、全国平均1.4％と比較すると
高い状況にあります。そのうち、県立高校の中途退学
率については、平成30年度1.8％となっており、全国
平均と比較すると0.4ポイント高い状況にあります。
その主な理由としましては、進路変更が最も多く、そ
のうち本県においては、就職を希望する者の割合が全
国と比べ顕著となっており、高校で学習する意義を見
出せない生徒が多いと考えられます。中途退学者に係
る平成29年度末の実態調査においては、約６割が就
職またはアルバイトに従事している結果となっており
ます。その後の本人の動向については、把握が難しい
状況にありますが、退学に際しましては、個々の生徒
の希望に応じた進路相談を丁寧に行っております。
　県教育委員会としましては、中途退学の減少に向け
て、引き続きスクールカウンセラーや教育相談・就学
支援員及び中途退学対策担当教員等を配置し、支援・

指導を行ってまいります。
　同じく６の(7)、いじめについての御質問にお答え
いたします。
　いじめ認知件数の増加は、児童生徒、教師、保護者
ともに、ささいないじめも見逃さず積極的に把握し、
学校が早期発見・早期解決に努めた結果であると捉え
ており、全国でも同様に増加傾向にあります。いじめ
防止対策推進法では、国、県、市町村教育委員会、学
校、地域住民、家庭、その他の関係者の連携のもと、
社会総がかりでいじめに対峙することが必要とされて
おります。学校と地域との連携のあり方については、
学校ホームページによる学校いじめ防止基本方針を発
信しているほか、ＰＴＡ総会や民生委員・児童委員な
ども参加する地域教育懇談会、学校評議員会等におい
て学校のいじめの現状と課題などの情報共有を行い、
いじめの防止や解消に努めているところであります。
　県教育委員会としましては、引き続き市町村教育委
員会や地域と連携しながら、県全体でいじめ防止に取
り組んでまいります。
　同じく６の(8)、外国籍の子供の就学状況について
の御質問にお答えいたします。
　本年５月の文部科学省の調査によると、県内におけ
る外国籍の子供たちのうち、調査時に不在で就学状況
が確認できなかった事例を含めて、就学していない可
能性があるのは174人となっております。県教育委員
会では、就学の機会の確保に向け、公立小中学校に日
本語指導教員を配置するとともに、市町村教育委員会
に対して、就学案内の徹底や就学状況の把握、学校へ
の円滑な受け入れ等を依頼しているところでありま
す。
　次に６の(9)、中高生のバス通学無料化についての
御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では、中高生のバス通学費支援に向け
通学実態調査を行い、調査結果をもとに制度設計を進
めております。検討中の制度では、路線バスを利用し
て通学する生徒を対象とし、次年度は、これまでのひ
とり親家庭高校生等通学サポート実証事業の対象者に
加え、住民税所得割非課税世帯の高校生へも支援を拡
充することを軸に検討しており、対象者は約5400人
を見込んでおります。支援方法については、支援の割
合等も含め関係機関と調整を行っているところであ
り、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。なお、財源については一般財源を想定し
ております。
　次に６の(10)、中高一貫校についての御質問にお答
えいたします。
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　中高一貫教育は、中学校と高等学校を接続し、６年
間の教育を計画的・継続的に行うものであり、ゆとり
のある学校生活の中で、生徒の個性や能力を伸ばすこ
とを目的としております。本県では、併設型の中高一
貫校として、平成19年度に与勝緑が丘中学校、平成
28年度に開邦中学校及び球陽中学校を開校したとこ
ろであります。今年度、県教育委員会では、北部地域
の人材育成、教育環境の整備等の観点から、中高一貫
教育校の設置や地域の中学校へ与える影響などについ
て、有識者やＰＴＡ、学校関係者等から、幅広く意見
を伺うための懇話会を開催したところであります。現
在、課題の整理等に取り組んでいるところであり、引
き続き北部地域への中高一貫教育校の設置に向けて取
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　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　おはようございます。
　６、教育・文化・スポーツの振興についての御質問
中の(3)、ＩＵＣＮ現地調査の結果と今後の見通しに
ついてお答えします。
　世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮによる現地調査に
つきましては、去る10月に実施され、推薦地域の自
然環境の状況や保護の取り組み等についての視察及び
地域との意見交換が行われたところです。
　県におきましては、ヤンバル地域及び西表島におけ
る希少種の保護対策、外来種対策、エコツーリズム推
進体制の構築、さまざまな関係者との協力体制など、
県の取り組みについて、しっかりと説明できたものと
考えております。今後は、現地調査の結果等を踏ま
え、来年夏ごろに登録の可否が決定されることとなっ
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、来年の確実な登録に向け取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
〇仲田　弘毅君　執行部の皆さん、御答弁ありがとう
ございました。
　沖縄振興について再質問をさせていただきます。
　担当部長から、高率補助が打ち切られた場合の影響
とこれまでの効果、そして補助率が全国並みであった
場合の影響について答弁がありました。その中でまず
は復帰後やがて50年になりますが、その間の道路、
学校整備事業について北海道から鹿児島まで、それと

本県との補助率の違い、どの程度違うのかそのことを
まずは県民に訴えていただきたい。
　２番目に、沖縄振興予算は一括計上方式と言われま
すが、そのメリットが何であるのか、そして他府県と
どういうふうに違うのか、そのことについてお答えを
願いたい。
　３点目でありますが、質問をいたしました県外企業
４割というものがあります。このことについては、こ
れまで沖縄振興のための予算でありながら、県外企業
がその恩恵にあずかっているということに対して、ざ
る法ではないかという指摘もありました。そのことに
ついて今後県がどういうふうにするのか、どう対応し
ていくのか、それとざると言われた要因と背景につい
てお答えをお願いいたします。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時31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　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　再質問にお答えいたしま
す。
　まず高率補助の影響の質問の関連で、補助率の違い
についての御質問がございました。例えば道路で申し
上げると、沖縄の直轄国道の場合は、沖縄県の場合
10分の9.5になります。それに対し、本土では３分の
２、あと補助国道においては、沖縄県は10分の９に
対しまして、本土の場合は10分の5.5ということにな
ります。そしてほか、例えば空港においても地方管理
空港におきましては、沖縄の場合が10分の９、本土
の場合は10分の５ということで補助率に差異がござ
います。
　それから一括計上のメリット、他府県との違いとい
うことでございます。
　沖縄振興予算については、内閣府の沖縄担当部局に
おいて一括計上されておりますので、予算総額が示さ
れておりますことから総額ベースで議論することが可
能となっておりますし、年末の政府予算案の決定を受
けてすぐに県の予算編成に反映させやすいというメ
リットがございます。一括計上ではなく、例えば各省
計上となった場合については、全国分として確保され
た予算が、事業ヒアリング等を通じて箇所づけされて
いく仕組みとなっておりまして、沖縄分として予算が
確保されているものではないことから、沖縄振興目的
に一括して予算計上する現在の仕組みに比べて予算の
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確保は難しくなることが考えられます。他方、他県に
はない独自の仕組みであることから、県内外の方々に
沖縄県が優遇されている、特別な予算措置がされてい
るのではないかとの誤解を生じさせている面もござい
ます。
　それから３点目、ざる経済ではないかという御指摘
で、今後どうしていくかということでございます。
　県の公共工事の発注につきましては、県内企業が９
割受注しているということでございますけれども、県
においては国に対して、県内企業の優先発注というこ
とを引き続き要望してまいりたいと考えております。
さらに答弁の中で申し上げましたけれども、今年度沖
縄における経済循環の構造把握調査というのを実施し
て、沖縄県の経済循環図の作成、主要産業ごとの取り
引きや所得の流出入を可視化、県外への所得流出の現
状把握、要因分析等々の調査を実施した上で新たな沖
縄振興計画の中で方向性を明らかにしていきたいと考
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）　山川典二君。
　　　〔山川典二君登壇〕
〇山川　典二君　こんにちは。
　沖縄・自民党の山川典二でございます。
　質問の前にお悔やみを申し上げたいと思っておりま
す。
　玉城知事のお母様が昨日御逝去なされたという連絡
がありました。謹んで心より哀悼の意を表します。
　それでは、令和元年最後の定例会の代表質問、沖
縄・自民党を代表して質問をいたします。
　１、米軍基地問題について。
　名護市辺野古移設をめぐる県の国への姿勢は玉城知
事就任１年が経過してなお、改善に向かう兆しは見え
ておりません。
　去る10月30日、県の埋立承認撤回を取り消した国
土交通相の裁決を違法な国の関与として、県が取り消
しを求めた関与取消訴訟で、県は最高裁判所に上告し
ており、早ければ年内にも判決が下される見通しと言
われております。県は、８月７日にも別の抗告訴訟を
那覇地裁に提起しております。
　国と県との辺野古移設埋立承認に関連する訴訟はこ
れまで８件あり、そのうち、訴えの取り下げで終結し
た事案が４件、県が敗訴した事案が２件となっており
ます。
　そして、現在２件が係争中であり、これほど裁判を
起こし続ける県政も珍しいと言えば、極めて珍しいの
であります。

　関与取消訴訟で福岡高裁那覇支部は、県の主張をこ
とごとく退け訴えを却下しており、その判決内容から
最高裁が高裁判決に誤りがあるとの判断をするとは到
底思えないのであります。
　最高裁で仮に県の上告が却下されれば、その判決は
今後同様な裁判における裁判所の判断に大きく影響
し、いわゆる判例となるのであります。
　玉城知事は、今後の米軍基地問題に対する対応を考
え、判例にするわけにはいかないとして上告断念とい
う選択肢はなかったのかと思うのであります。
　普天間飛行場代替施設の辺野古崎移設を新基地建設
とし、その阻止を掲げ知事となった以上、その姿勢を
貫くのは仕方がないことと考えますが、翁長知事から
玉城知事へと５年もたっていまだに裁判闘争を続ける
というのはまさに異常であります。
　法治国家、民主国家における国と自治体との平等の
原則や対応に問題があるとして裁判で争うにしても、
裁判の結果が出たらこれに従うというのが、知事が
常々口にする民主主義のもとでの知事のあり方ではな
いでしょうか。
　少なくとも辺野古崎での埋立工事は県の承認を得て
進められているのであり、適正な手続のもとで行われ
ております。
　翁長県政及び玉城県政も県の埋立承認は違法でない
と認めながら、あえて撤回という最後の切り札を切っ
て裁判闘争を続ける一方で、話し合いで解決したいと
県内外に向け発信する、知事の言う話し合いが何を意
味しているかが透けて見え、国が相手にするわけがあ
りません。
　玉城県政には、辺野古移設をめぐる国との対立のそ
の先をどのように見据え、どのような展望を描いてい
るのか全く見えず、対立のための対立を続けているだ
けであり、問題であります。
　以上を述べ、質問をいたします。
　(1)、普天間飛行場の早期返還問題について。
　ア、辺野古移設問題に関し、県が提起した違法な国
の関与取消訴訟は、福岡高裁那覇支部で県の訴えは却
下され、それを不服として県は、最高裁に上告した。
最高裁に上告するとなれば負けを覚悟でというのは許
されない。勝てるとの根拠は何か伺いたい。
　イ、今回の上告で県が敗訴すれば、その判決は判例
となり、今後同様な訴訟に影響するが、今後の沖縄の
基地問題をめぐる闘いに禍根を残さないか。上告断念
との選択肢はなかったのか伺いたい。
　ウ、知事は、アメリカ連邦議会議員の沖縄招聘を検
討するとしているが、招聘に要する費用は県が負担す
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ることとなる。県の財政が厳しい状況にある中で費用
対効果をどう見るか伺いたい。
　エ、知事は、宜野湾市議会が普天間飛行場の名護市
辺野古移設促進を求める意見書を可決したことの見解
を問われ、辺野古移設に固執することは普天間飛行場
を固定化することにほかならないと述べている。その
根拠は何か伺いたい。
　オ、知事は、在沖海兵隊のグアム移転については、
普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離され
ているとしているが、辺野古移設が確実に進展するこ
とが根底にあって、その上でグアム移転を早めるとし
て切り離しが決定されたのではないか。全く無関係で
あるか伺いたい。
　カ、県は、大浦湾側の埋立予定海域のサンゴの移植
を訴訟が終わるまで認めないとしている。最高裁の判
断が出れば移植を認めるのか伺いたい。
　キ、沖縄防衛局の採捕許可申請は、レッドリストで
はなく、一般サンゴの申請である。従前からさまざま
な事業で行われている採捕申請と、一般サンゴの申請
と何が違うのか伺いたい。
　(2)、米軍基地から派生する諸問題について。
　ア、米軍嘉手納基地でのパラシュート訓練が地域住
民の反発を招いている。2007年の日米合同委員会の
合意を根拠としているようだが、県として例外規定の
撤廃を求める取り組みについて伺いたい。
　イ、全国知事会と連携して日米地位協定の抜本的な
見直しを求めるとしているが、県独自での見直しも
行っており、要請事項・内容について、統一・整合性
を図るべきではないか伺いたい。
　２、県内社会資本の整備について。
　多くの離島から成る島嶼県である本県において、社
会資本の整備は将来の自立型経済の構築を目指す上で
必要不可欠であります。
　21世紀ビジョン基本計画においても、45の主な社
会基盤の整備を掲げており、このうち、那覇空港の滑
走路増設や大型客船ターミナルの整備、沖縄西海岸道
路、那覇港総合物流センターの供用開始など整備が順
調に進められております。
　離島県である本県において、物流輸送は県経済の骨
格をなすものであり、そのため港湾は、国内外との物
流や交流拠点として欠かせないことから、利便性の高
い港湾の整備拡充を図ることが重要であります。
　そのため、那覇空港や那覇港、中城湾港などを中心
とし、東アジアの中継拠点を目指し、航空物流機能や
海上物流機能の強化が進められております。
　そのためには、県内事業者等による海外展開や輸出

拡大を促進するなど、海外展開に向けた体力の強化、
経営基盤の飛躍的な拡大が求められます。
　他方、現下の県内景気の好調さもあり、県経済は旺
盛な産業活動が続いており、県内企業は全国一元気が
いいと言われ、担い手不足に悩まされるまでになって
おります。
　そこで伺います。
　(1)、土木・建築事業の推進について。
　ア、地球温暖化の影響もあり、多発する台風や異常
な大雨により、全国的に甚大な被害が起き、特に停電
による生活への影響は深刻である。そのため、無電柱
化の促進が必要であるが、達成率は低い状況にある。
県として目標達成時期を設定し短期及び中長期整備計
画を示す考えはないか伺いたい。
　イ、那覇軍港の早期移設により、返還後の跡地利用
の促進、那覇空港自動車道や西海岸道路の一体的整備
が求められているが、県の考えと取り組みを伺いた
い。
　ウ、県道24号線バイパス整備事業は、当初の完成
予定年度から大幅なおくれとなっている。土地調査の
ための立ち入りを米軍が拒否しているとしているが、
当初事業計画を決定するに当たって、米軍への立入調
査について国と協議は調っていたか、県と国及び米軍
の間で認識の違いがあるのではないか伺いたい。
　エ、県が管理する公共施設のインフラ施設や建築物
など、公共施設全体に係る修繕、更新費用は、県の試
算で2065年までの50年間で３兆8828億円に達し、
年平均で約776億円が必要となるとしている。国の振
興策がある間に集中的に実施する必要があるが、県の
考えを伺いたい。
　オ、県内における交通渋滞の解消は喫緊の課題と
なっている。そのため、主要交差点に高架橋を整備す
ることで解消につながるが、県の考えとその計画があ
るか伺いたい。
　カ、那覇空港第２滑走路の供用開始に伴う空港施設
の整備について伺いたい。
　(2)、県内建設産業の支援策について。
　ア、国直轄事業における共同企業体の県内建設企
業の出資比率を、那覇空港滑走路増設事業と同様に
25％に拡大することについて、県の考えと国への要
請について伺いたい。
　イ、県経済が好調に推移している中、県内建設業界
は担い手の確保・育成が喫緊の課題となっている。業
界は人材の掘り起こしなど取り組みを進めているが、
県においても総合的・抜本的な支援策が必要である。
県の考え、基本方針を伺いたい。



−43−

　ウ、県内産業における人材確保に向け、高等学校に
おいて、土木・建築科の増設や宮古・八重山地域にお
ける建築科コースの設置について、県の考えを伺いた
い。
　エ、土木・建築関係の強化の観点から、教科、工業
の土木基礎力学、土木構造設計、建築構造、建築構造
設計及び建築施工などの土木・建築に関係する科目
を、学校が教育課程に編成することは可能であるか伺
いたい。
　オ、県内における建設産業の人材育成は工業高校が
担っているが、グローバル化の進展に伴いより質の高
い教育の確保が求められている。そのため、教育現場
で培われた技術の継承を図る上で、土木・建築専科の
正規教員の採用拡大が必要である。県の考えを伺いた
い。
　３、観光振興について。
　県は毎年ビジットおきなわ計画を出し、観光客数の
目標を設定しています。
　観光が主産業である本県において、観光客数の増減
は県経済に直結することから重要な問題であります
が、県経済の底上げ、ほかの産業の経営力を上げる上
で、産業の柱である観光産業の安定化が必要でありま
す。そのため、これまでの数の重視からの質的転換を
図ることが求められております。
　我が会派は、毎回本会議で本県観光の観光客数だけ
に目を向けず、滞在日数の増加や１人当たりの消費額
の向上に特化した観光施策の展開、いわゆる観光の質
的転換の必要性を訴えてきました。
　そこで伺います。
　(1)、本県観光は、少子化の影響による修学旅行の
減少や韓国からの観光客の大幅減など外的要因も見ら
れる。今後も自然災害や外的要因による影響があるこ
とを考慮し、本県観光のあり方を検証する必要があ
る。県の対外要因等に影響されない観光の質的転換に
ついて県の考えを伺いたい。
　(2)、長期滞在が見込まれる欧米等からの富裕層の
誘致について、国内外の航空会社と連携した取り組み
等を行うとしているが、これまで効果は出ていない。
県が目指すドイツやイギリス、オーストラリア等から
の誘客を現地旅行会社等との連携や業務委託など発想
の転換が必要ではないか伺いたい。
　(3)、無許可宿泊施設やオーバーツーリズムなどで、
地域住民生活への影響が問題となっている。県は、貸
し切りバス専用乗降場の設置などの取り組みを進めて
いるようだが、地域住民の生活に直接かかわることで
あり、地域住民への迷惑や住環境の安全に配慮した住

民主体の対策が必要ではないか伺いたい。
　(4)、2018年度の県の調査で観光関連産業の１事業
所当たりの従業員数はふえ、外国人従業員が在籍して
いる企業の割合も48.5％とふえたようであるが、外
国人従業員の平均給与は日本人より低い状況にある。
働き方改革や改正入管法の趣旨から問題はないか伺い
たい。
　(5)、県が国内外に発信しているBe.Okinawaにつ
いて、これまでどのような方法で発信し、沖縄観光ブ
ランド認知度の向上や新規需要の獲得に効果があった
のかその成果を伺いたい。
　(6)、県は、2018年度の観光客数を当初発表の
1000万人割れから1000万人を超える数字に修正し
た。事実の把握から修正まで時間がかかった理由と、
集計のあり方に問題はなかったか伺いたい。
　４、県内産業の振興について。
　復帰後、沖縄振興開発計画や沖縄振興計画により、
著しくおくれた産業の振興・育成を図るため、さまざ
まな施策・事業が実施されてまいりました。特に、観
光・リゾート産業や情報通信関連産業の振興及び立地
が着実に促進され、成長発展を見ております。
　県においては、特区制度等を活用した製造業関連
を、国際物流特区やうるま地区に88社を誘致・立地
し、また、情報通信関連は454社の立地を見ておりま
す。
　一方で、離島県であることで、島嶼経済特有の輸送
コストの高さの不利性、競争力の弱さから、産業全体
としては依然道半ばの状況にあり、失業率の高さ、雇
用吸収力のある中堅製造業の誘致・立地など、残され
た課題も山積しております。
　そこで伺います。
　(1)、県経済の好調な推移に伴い、県外からの企業
の進出も増加しているが、進出状況と占める割合、業
種等について伺いたい。
　(2)、県内企業の振興・育成を推進し、製造業の集
積を図る上で、金型技術の開発は重要であるが、本県
における研究開発の現状と成果等について伺いたい。
　(3)、産業技術総合研究機関（産総研）のサテライ
ト誘致について、県の基本的な考えや方針と産総研、
沖縄総合事務局及び県の３者での検討の進捗状況につ
いて伺いたい。
　(4)、泡盛の総出荷量の減がとまらない。官民一体
となった海外輸出プロジェクトの取り組みも効果を上
げていない。行動計画の改定も行ったようだが、新た
な取り組みについて伺いたい。
　(5)、新たな大型商業施設の開業など県内小売業の
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相次ぐ出店で、地域の経済効果が期待されている一
方、県全体で見ると過度な競争も危惧される。県経済
の将来展望の観点から、県はどのように考えているか
伺いたい。
　(6)、県は、中小企業・小規模事業所の経営基盤や
競争力を強化するため、支援計画を策定し支援に取り
組んでいるが、具体的な支援策と成果等について伺い
たい。
　５、子ども・子育て支援について。
　幼児教育・保育の無償化が去る10月１日スタート
した。少子化対策の一環として３歳児から５歳児がい
る認可外施設は、５年間の経過措置が設けられてお
り、子供を抱える世帯の負担の軽減を図り、根本的な
待機児童解消につなげようとするものであります。
　国は1994年以降、全国の待機児童数の調査や保育
園の増設など、保育の受け皿拡大を促進し、2020年
度末までに待機児童ゼロを掲げております。
　本県においても、2017年度に待機児童解消目標計
画を見直し、2019年度末までに待機児童解消を図る
としておりますが、行政の思惑どおりにはいかない厳
しい現実が待っていました。
　そこで伺います。
　(1)、待機児童の解消に向け、認可保育園の増設や
認可外の認可化など取り組みが進められている中、県
は2019年度末までの待機児童ゼロを断念し、2021年
度に先送りした。国との整合性は必要ないか。また、
２年後ゼロとする根拠は示せるか伺いたい。
　(2)、本県は学童保育の待機児童が全国でも高い状
況にある。共働きやひとり親の割合が高く、子供が入
園できず離職を余儀なくされる場合もあり、根本的な
解決が求められている。現状と取り組みにおける課題
等について伺いたい。
　(3)、幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園
や認可外保育園で保育料の引き上げなど便乗値上げが
問題となっているが、本県における状況について伺い
たい。
　(4)、2018年度の賃金構造基本統計調査で、県内保
育士の月収は全国平均を大きく下回っているが、九州
平均との比較と県の保育士の処遇改善策、また、潜在
保育士の現場復帰を促す対策について伺いたい。
　(5)、ことし４月時点で、待機児童数は全国２番
目に多い1702人に対し、県内の142の認可保育園で
314人の保育士が不足しているようだが、その背景と
県の取り組みを伺いたい。
　(6)、本県は、出生率全国１位で待機児童率も高く、
子供の貧困率も全国平均２倍の状況にあることから、

保育特区の制定を求める要請があるが、県の考えを伺
いたい。
　(7)、子供の権利全般を保障する条例制定について、
基本理念、対策の内容及び範囲、また他県における制
定状況等について伺いたい。
　(8)、知事は、こども医療費助成制度について、中
学校卒業まで拡大するとしている。実施年度と必要と
なる財源をどう捻出するか伺いたい。
　６、地域福祉・医療の充実強化について。
　我が国は、世界に類を見ない速度で少子高齢化が進
行し、総人口に占める高齢者の割合が高まり、若者の
減少に歯どめがかからない状況が続いております。
　本県においても、2018年に高齢者の占める割合が
総人口の21％を超え、超高齢社会に突入したと言わ
れております。
　本県は、21世紀ビジョン基本計画で、心豊かで、
安全・安心に暮らせる島の実現を目指すとしておりま
すが、島嶼県で多くの離島を抱えており、特に離島に
おける人口減少や高齢化は歯どめがかからず、地域福
祉・医療の充実強化を図ることは容易ではありませ
ん。
　そこで伺います。
　(1)、本県は、県立病院が地域医療の中核を担って
おり、医師の適正確保が求められているが、現状と欠
員状況、また、医師定数の増員枠が156人と言われる
が現実問題として確保は可能か、そのための財源確保
は心配ないか伺いたい。
　(2)、国の推計で2025年には最大27万人の看護職
員が不足するとしている。本県における見通しと現在
の看護職員の充足率、また、特に訪問看護や介護の分
野は今後需要が高まると言われるが、対応はできてい
るか伺いたい。
　(3)、北部基幹病院の整備に関し北部地域住民の間
では、現在の県立病院における医師確保に苦慮してい
る状況から、基幹病院移行後安定した医師確保ができ
るか懸念されているが、県は十分可能と考えているか
伺いたい。
　(4)、介護職については、人材確保が難しく労働環
境の改善が求められているが、全国との比較で本県は
どの位置にあるか。また、労働改善に向けた県の取り
組みについて伺いたい。
　(5)、障害者差別解消支援地域協議会の設置に関し、
市町村においては未設置が多いようだが、その理由と
県の指導等対応について伺いたい。
　(6)、40歳から64歳までのひきこもりに関する調査
で、全国で当該年齢人口の1.45％がひきこもり状態
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にあり、本県でも約7000人がひきこもりと推計して
いる。若者のひきこもりも多いことから、県として早
急な対策が必要ではないか伺いたい。
　(7)、県内の介護支援専門員（ケアマネジャー）の
資格を取るための受験者が激減しているようだが、そ
の背景に何があるか。また、県の受験者増と合格率を
上げるための具体的な取り組みを伺いたい。
　(8)、妊産婦ケアの充実と自己負担金の一律化につ
いて、産婦が安心して産後ケアを受けられる施設の整
備と、市町村によって異なる自己負担金の一律化につ
いて、県の考えと対策について伺いたい。
　(9)、看護職の大半は女性であり、結婚、妊娠を機
会に退職せざるを得ない看護師も多い。看護師確保の
観点から院内保育・学童保育の充実を求める要請があ
るが、現状と県の取り組みについて伺いたい。
　(10)、県立病院の運営改善策を進めている中、妊産
婦分娩費の値上げを県は検討しているようだが、弱者
への負担増につながらないか伺いたい。
〇議長（新里米吉君）　ただいまの山川典二君の質問
に対する答弁は、時間の都合もありますので午後に回
したいと思います。
　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後１時21分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前の山川典二君の質問に対する答弁を願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　山川典二議員の御質問にお
答えいたします。
　米軍基地問題についての御質問の中の質問要旨１の
(2)のイ、全国知事会と連携した地位協定の見直し要
請についてお答えいたします。
　昨年７月に全国知事会において取りまとめられた米
軍基地負担に関する提言では、日米地位協定の抜本的
見直しを初め、低空飛行訓練等の速やかな情報提供や
事件・事故の防止策の提示等を求めております。一
方、沖縄県が平成29年に日米両政府へ行った日米地
位協定の見直しに関する要請は、関係条文ごとに整理
し、11項目28事項にわたるものであります。いずれ
も地位協定の抜本的な見直しを求めるものであり、沖
縄県としましては、今後とも全国知事会や渉外知事会
等と連携を図り、同協定の抜本的な見直しにつなげて
まいりたいと考えております。
　次に、観光振興についての御質問の中の３の(1)、
外的要因等に影響されない観光の質的転換についてお

答えいたします。
　沖縄県では、沖縄観光の持続的な発展を目指すた
め、市場の多様化や観光危機管理体制の強化を図って
いく必要があると考えております。そのため、沖縄県
としましては、引き続き国際的な沖縄観光ブランドの
確立による欧米リゾート需要の獲得など、特定地域に
偏らない誘客に取り組むとともに、国内外の富裕層の
誘致を図ってまいります。また、リゾートウエディン
グやＭＩＣＥなどの付加価値の高い観光商品の造成、
スポーツコンベンションの推進、離島周遊観光の促
進、観光人材の育成・確保等に加え、災害に強い安
全・安心な観光地の形成を図ることで、沖縄観光の質
的転換を目指してまいります。
　次に、子ども・子育て支援についての御質問の中の
５の(7)、子供の権利を守るための条例についてお答
えいたします。
　沖縄県では、子供の権利を尊重し、虐待から守る社
会づくりを目指して、万国津梁会議の意見や児童の権
利に関する条約等を踏まえ、先行する15都道府県の
条例を参考に、条例の制定に向け取り組みを進めてお
ります。同条例では、子供の尊厳が重んぜられ、子供
の利益が最大限考慮されること及び子供の人権への著
しい侵害である児童虐待は、決して許されないもので
あることなどを基本理念として検討しております。そ
のため、県の責務として、虐待防止施策や子供の貧困
対策計画、子育て支援計画などを整合性を持って効果
的に実施することや関係機関との連携などを明記した
いと考えております。子供は未来を担う大いなる可能
性を秘めた社会の宝であり、子供の権利が尊重され、
子供が健やかに成長することができる社会の実現に向
け、全力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、部局長から答弁を
させていただきます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　１、米軍基地問題につ
いての(1)のア及びイ、関与取消訴訟の上告について
お答えいたします。１(1)のアと１(1)のイは関連しま
すので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　県は、去る４月５日の国土交通大臣の裁決に係る６
月の国地方係争処理委員会の決定を受けて、その決定
理由の問題点を具体的に指摘して主張を充実させ、関
与取消訴訟に臨んだところです。高裁判決は、同委員
会の決定と同様の理由で県の訴えを却下しましたが、
県としては、沖縄防衛局長の審査請求が違法であるこ
とや、国土交通大臣の裁決が違法であることについ
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て、当該判決の判断に誤りがあると考えております。
そのため、高裁判決には、法令の解釈に関する重要な
事項が含まれており、これを不服として上告受理申し
立てを行ったところです。
　なお、関与取消訴訟の判決は確定しておりませんの
で、仮定の御質問につきましては、予断を持ってお答
えすることは差し控えさせていただきます。
　次に１(1)のウ、米連邦議会議員の沖縄招聘につい
てお答えします。
　基地問題の解決に向けた米連邦議員の沖縄視察につ
いては、連邦議員の海外公式訪問の一環として実施さ
れる訪日出張の行程に沖縄を盛り込んでいただくよ
う、これまでの知事訪米及びワシントン駐在員活動に
おいて働きかけを行っております。連邦議員に直接本
県の基地の現状を見ていただくことは、沖縄の基地問
題の解決促進に向けた米国側の理解と協力を促す上で
大変有意義であると考えております。なお、県の費用
により招聘することについては、現在米国の法令の確
認を行っているところでございます。
　次に１(1)のエ、辺野古移設が普天間飛行場を固定
化させることについてお答えします。
　辺野古移設は、埋立承認から５年が経過しても全て
の実施設計すらできておらず、軟弱地盤への対応によ
り工期が延びることは明らかとなっております。ま
た、普天間飛行場の返還については、平成25年４月
の統合計画に定められた辺野古移設を含む８つの返還
条件の全てを満たす必要があることが当時の稲田防衛
大臣の国会答弁から明らかとなっており、県として
は、辺野古移設に固執することは同飛行場を長期間に
わたって固定化することにほかならず、普天間飛行場
の一日も早い危険性の除去にはつながらないものと考
えているところです。
　次に１(1)のオ、在沖米海兵隊のグアム移転と辺野
古移設問題についてお答えします。
　在沖海兵隊のグアム移転については、平成24年４
月の日米安全保障協議委員会２プラス２共同発表に
おいて、在沖海兵隊約9000人のグアムを含む国外移
転が合意され、2020年代前半には沖縄から約4000人
がグアムへ、約5000人がハワイ等へ移転することに
なっております。また、在沖海兵隊のグアム移転につ
いては、同２プラス２において、普天間飛行場の代替
施設に関する進展から切り離すことが決定されてお
り、県としては、国外移転を確実に実施するよう政府
に強く要望しているところです。
　次に１(2)のア、嘉手納飛行場でのパラシュート降
下訓練についてお答えします。

　嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練は、周
辺住民を初め県民に多大な不安を与えるものであり、
断じて許すことはできないと考えております。
　県としては、パラシュート降下訓練は沖縄県民の基
地負担の軽減を図るというＳＡＣＯ最終報告の趣旨に
沿って厳格に運用されるべきであると考えており、こ
とし６月に外務大臣に対して、９月に防衛大臣に対し
て嘉手納飛行場でパラシュート降下訓練を実施しない
ことについて米側と協議を行うよう要請したほか、
11月に軍転協を通じて、関係大臣に対して同様の要
請をしております。
　次に２、県内社会資本の整備についての(1)のイ、
那覇港湾施設の移設についてお答えします。
　11月26日に開かれた第26回移設協議会において
は、第25回移設協議会以降の取り組みが報告され、
その上で、浦添ふ頭地区調整検討会議において、事務
的、技術的な検討をスケジュール感を持って行い、民
港港湾計画の方向性を速やかに導き出すことなどが確
認されたところです。
　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、これまでの経緯を踏まえつつ、
移設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。
　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　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　１、米軍基地問題に
ついての御質問の中の１の(1)のカ、サンゴの特別採
捕許可申請についてお答えします。
　県は、公有水面埋立承認を前提とする沖縄防衛局か
らの小型サンゴの特別採捕許可申請については、平成
30年８月に県が行った公有水面埋立承認取り消しを
取り消した国土交通大臣の裁決について係争中である
ことから、関与取消訴訟に係る司法の最終判断を受け
て、その内容を確認して対応することとしておりま
す。
　同じく１の(1)のキ、他の事業の特別採捕許可申請
との違いについてお答えします。
　沖縄防衛局からの小型サンゴの特別採捕許可申請
は、申請の前提となる事業の実施に必要な公有水面埋
立承認の効力について、県と事業者との間で争いがあ
ることが他の事業の特別採捕許可申請と異なっていま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
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　　　〔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、県内社会資本の
整備についての御質問のうち(1)のア、電線類地中化
の整備計画についてお答えいたします。
　平成29年度末における県の無電柱化率は、全国平
均の約１％に対し、約1.6％となっており、全国10
位、九州では１位となっております。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キロメートルが完了しております。
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。
　次に２の(1)のウ、県道24号線バイパスの当初計画
時の協議等についてお答えいたします。
　県道24号線バイパスは、北谷町桑江から沖縄市山
里までの延長3140メートル、幅員32メートルの都市
計画道路であります。当該道路については、那覇防衛
施設局から、基本的に異存ない旨の回答を得るととも
に、住民説明会、計画案の公告縦覧、沖縄県都市計画
審議会の答申を経て、平成14年に都市計画決定を行っ
ております。
　県としては、現計画のとおり事業を行いたいと考え
ており、引き続き沖縄防衛局を通して米軍と調整を進
め、早期に立入調査が実施できるよう取り組んでまい
ります。
　次に２の(1)のオ、交通渋滞対策についてお答えい
たします。
　那覇市内の平日混雑時の平均旅行速度は、約16キ
ロメートルと全国最低の水準であり、交通渋滞が慢性
化している状況であります。新たな交通網の整備によ
る抜本的な対策として、立体交差も含めて、２環状７
放射道路やハシゴ道路ネットワークの整備を、国と連
携して推進しております。また、早期に事業効果を発
現させるため、短期対策として、右折帯設置や公安委
員会との調整による信号現示の変更などの渋滞ボトル
ネック対策に取り組んでおり、引き続き交通渋滞緩和
に資するハード対策に取り組んでまいります。
　次に２の(2)のア、国直轄事業への県内企業受注拡
大の要請についてお答えいたします。
　県では、毎年度、沖縄総合事務局等に対して県内企
業への優先発注及び県産品の優先使用基本方針に基づ
き、県内建設業者への受注拡大、県内中小企業者への
受注機会の確保等を要請しております。この要請を受
けて、沖縄総合事務局においては、那覇空港滑走路増

設事業に係る共同企業体構成員の最低出資比率の引き
上げを行い、また、発注ランクの緩和、分離・分割発
注等の県内企業の受注拡大に努めているとのことであ
ります。
　県としては、今後とも県内企業のさらなる受注拡大
について要請してまいります。
　次に２の(2)のイ、建設業における担い手の確保・
育成についてお答えいたします。
　県では、平成20年に沖縄県建設産業ビジョンを策
定し、各種施策に取り組んできたところであり、さら
なる取り組みを推進するため、平成30年に沖縄県建
設産業ビジョン2018を策定したところであります。
本ビジョンにおいて、人材の確保・育成を最重要課題
と位置づけ、建設企業、業界団体、行政機関の各主体
が取り組むべき施策を策定し、官民一体となって推進
することとしております。県は、建設現場体験親子バ
スツアー等の魅力発信、相談窓口の設置等による経営
基盤強化等に取り組んでいるところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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、県内社会資本の整備
についての御質問の中の(1)のエ、公共施設の修繕・
更新における沖縄振興予算等の活用についてお答えし
ます。
　県では、現在、沖縄県公共施設等総合管理計画に基
づく施設ごとの個別施設計画の策定を進める中で、公
共施設マネジメントの取り組みを推進しております。
公共施設の修繕・更新に当たっては、沖縄振興公共投
資交付金のほか、各省庁における国庫補助、県債等を
活用しながら、計画的な長寿命化や更新等により財政
負担の軽減・平準化に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　２、県内社会資本の整備
についての(1)のカ、第２滑走路供用に伴う空港施設
の整備についてお答えいたします。
　那覇空港においては、第２滑走路の供用開始後、さ
らなる航空需要の増大が見込まれております。
　県としましては、短期的には、駐機スポットや地上
ハンドリング体制の確保、旅客ターミナルの利便性向
上を促進し、中長期的には、空港エリアの拡張による
機能強化など、那覇空港の将来のあり方について、各
方面から意見を伺い、検討してまいりたいと考えてお
ります。
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　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　２、県内社会資本の整備に
ついての御質問で(2)のウ、高等学校における土木・
建築科の増設等についてお答えいたします。
　県立高校の学科等については、地域の生徒数の動
向、生徒・保護者のニーズ、地域の実情を考慮して設
置しております。現在、本島内の５校の工業高校に土
木建築系学科を設置しておりますが、定員を満たして
いない学校もあり、定員確保に向け、魅力ある学校づ
くりに努めているところであります。宮古・八重山地
域においては、現在、中学生及び保護者に対し、建築
科に関するニーズ等の調査を実施しているところであ
ります。
　次に同じく２の(2)のエ、高等学校における教育課
程の編成についての御質問にお答えいたします。
　専門高校の各学科の教育課程については、普通科目
に加え、学科の目標を達成するため、当該学科の専門
科目で教育課程を編成することが義務づけられており
ます。工業高校において、土木建築系学科以外の学科
に土木・建築に関する科目を設定することは、制度上
可能ではあります。しかしながら、各学校において
は、限られた授業時数の中で学科の専門性をより高め
るため創意工夫し、教育課程を編成していることか
ら、例えば自動車科の生徒に当該専門分野とは別の建
築の専門科目を学ばせることは課題が多いものと考え
ております。
　次に同じく２の(2)のオ、土木・建築科の教員の採
用についての御質問にお答えいたします。
　土木・建築系学科の教員については、現在の学科の
入学定員等を踏まえ、適正に配置しているところであ
ります。土木・建築科の教員の採用拡大については、
生徒・保護者のニーズや地域の実情等を踏まえて、学
科の新設や入学定員の拡大等を行う際に検討する必要
があると考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　３、観光振
興についての御質問のうち(2)、富裕層誘致に向けた
現地旅行会社等との連携等についてお答えいたしま
す。
　県では、消費単価が高い欧米・豪・露からの誘客に
ついて、航空会社と連携して取り組んでおり、昨年度
はドイツとオーストラリアからの送客実績が前年度に

比べ増加いたしました。また、今年度より、海外富裕
層向けプロモーション事業を立ち上げ、欧米の富裕層
を扱う旅行会社の招聘や富裕層に特化したバイヤーが
集う、世界的な商談会への出展等を実施しています。
さらに、ドイツ、英国、オーストラリア等において情
報収集業務等を現地機関へ委託するとともに、現地旅
行会社との連携を強化した誘客活動を展開していま
す。
　県としましては、このような活動を継続すること
で、富裕層の沖縄への誘客につなげてまいりたいと考
えております。
　同じく３の(3)、地域住民に影響を及ぼす諸問題へ
の対策についてお答えいたします。
　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不可欠と認識
しております。地域住民が迷惑に感じ、住環境の安全
等に影響を及ぼすような諸問題については、ごみ捨て
や騒音等が報告されており、県はその対策として、外
国人観光客向けのマナー啓発ブックの配布などの取り
組みを実施してきたところです。
　県としましては、市町村や観光協会等からの情報を
収集・整理し、地域と連携を図りつつ対応を検討して
まいります。
　同じく３の(4)、外国人材の給与水準についてお答
えをいたします。
　平成30年度沖縄県観光産業実態調査によれば、観
光産業における日本人、外国人それぞれの平均月額給
与は21万3000円、16万4000円となっています。観
光産業実態調査は、同一事業所を継続調査することに
より、日本人、外国人それぞれの全体的な給与水準等
の年間推移を把握する目的での調査であります。この
ため、正規雇用やパートタイム、アルバイト等のさま
ざまな雇用形態が反映された平均月額給与について
は、単純な比較ができないことから、直ちに外国人の
給与が低いとは言えないものと考えております。な
お、新設された特定技能の報酬については、日本人と
同等以上であることが基準とされており、適切な報酬
が支払われない場合、受け入れ機関は出入国在留管理
庁から指導、改善命令等を受けることとなっていま
す。
　同じく３の(5)、Be.Okinawaの発信と成果につい
てお答えいたします。
　沖縄観光ブランドBe.Okinawaの国内向けの取り
組みとしましては、新規需要を意識し、新たな分野を
含むターゲット層を設定したブランディング動画の配
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信やテレビ番組の放映、アートと連携したグラフィッ
クの展示等を実施しています。海外向けには、動画の
配信やポスター等の屋外広告、旅行博等でのブランド
小冊子等の配布、欧州のニュースネットワークを活用
した発信を行っています。これらの取り組みにより、
沖縄観光のブランドイメージは向上しており、今後も
継続して取り組むことで、デスティネーションブラン
ディングに努め、沖縄観光の質の向上に寄与してまい
りたいと考えております。
　同じく３の(6)、平成30年度入域観光客数の修正に
ついてお答えいたします。
　県では、去る11月26日に、平成30年度の入域観
光客数を、当初発表の999万9000人から、1000万
4300人に修正し発表を行いました。当該修正は、航
空会社から昨年提供いただいた数値に一部報告漏れが
判明したことによるものであり、８月中旬に本年７月
分の旅客輸送実績の報告を受けた際に疑義が生じてお
りました。その後の航空会社からの再報告及び数値の
確認作業に時間を要したことが、修正発表が遅くなっ
た原因であります。関係者の皆様に御迷惑をおかけし
たことをおわび申し上げます。
　今後このような事案が生じないよう、関係各所との
協力体制及び公表値のチェック体制強化に努めてまい
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　４、県内産業の振興
についての御質問の中の(1)、県外企業の進出状況と
割合、業種等についてお答えいたします。
　令和元年11月１日現在、国際物流拠点産業集積地
域うるま・沖縄地区及び那覇地区に立地している臨
空・臨港型産業98社のうち、県外から進出した企業
は67社、割合は68.4％となっております。主な業種
としましては、半導体製造装置や医療機器等の製造業
になっております。また、情報通信関連産業につき
ましては、平成31年１月１日現在、県内の情報通信
関連企業894社のうち、県外から立地した企業は470
社、割合は52.5％となっております。主な業種とし
ましては、ソフトウエア開発やコンテンツ制作となっ
ております。
　同じく４の(2)、金型の研究開発の現状と成果につ
いてお答えいたします。
　県では、ものづくり産業を振興するため、金型技術
研究センターを中心に、より複雑な形状の加工が迅速
にできる５軸加工や、金属３Ｄプリンターを活用した

新たな金型加工技術の研究開発に取り組んでおりま
す。その結果、これまで対応できなかった樹脂やアル
ミ成形の金型が県内企業で製作され、県内でも電動車
などさまざまな新製品開発が可能となっております。
　県としましては、引き続き金型技術開発を推進し、
県内製造業の振興に努めてまいります。
　同じく４の(3)、産総研サテライト誘致の進捗状況
についてお答えいたします。
　国立研究開発法人産業技術総合研究所、通称産総研
は、つくば市を初め全国10カ所に拠点があり、さま
ざまな研究を行うとともに、高度な技術を有してお
り、産総研のサテライト誘致は、県内企業の技術課題
の解決や高度化に寄与するものと考えております。現
在、沖縄総合事務局、工業技術センターも含め、県と
産総研が連携するに当たってのニーズや課題の整理、
バイオやエネルギー分野など、連携テーマを調整して
いるところであり、引き続きサテライト誘致を含めた
産総研との連携強化に向けて調整を進めてまいりま
す。
　同じく４の(4)、泡盛振興の新たな取り組みについ
てお答えいたします。
　国、沖縄県及び業界団体等が参画する琉球泡盛海外
輸出プロジェクトにおいて、県では行動計画に基づく
新たな取り組みとして、泡盛の魅力を国内外の観光客
にＰＲするため、タイエキスポOkinawa2019におけ
る泡盛プロモーションの実施や、琉球王国時代から連
綿と続く沖縄の伝統的な琉球料理と泡盛、そして芸能
を日本遺産へ申請し、ことし５月に認定されました。
　県としましては、今後とも泡盛業界が実施するプロ
モーションへの支援や日本遺産の活用を図るととも
に、引き続き国と連携し、泡盛産業の振興に取り組ん
でまいります。
　同じく４の(5)、大型商業施設の開業等に対する将
来展望についてお答えいたします。
　本県経済は、観光需要の増加や堅調な個人消費等に
より景気拡大が続いているものの、大型商業施設の開
業等による過度な競争は、既存商店街等へ影響を与え
ることが懸念され、今後の動向を注視する必要がある
と考えております。
　県としましては、大型商業施設と連携して、着実に
増加している国内外観光客のさらなる需要を効果的に
取り込むことが重要であると認識しており、既存商店
街等の魅力を発信し、地域特産品の販路拡大や地産地
消を推進することにより、域内の経済循環や地域活性
化に結びつけてまいりたいと考えております。
　同じく４の(6)、中小企業等に対する具体的な支援
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策と成果等についてお答えいたします。
　県では、県内の中小企業関係団体等の提言等を施策
に反映した中小企業支援計画を毎年度策定しており、
平成30年度においては、各支援機関等との連携を図
りながら計61の事業を実施したところであります。
主な取り組み例として、中小企業等の新たな取り組み
を経営革新計画として承認し、その達成に向けて各種
専門家の派遣等の支援を行う中小企業経営革新強化支
援事業や、さまざまな事業者や商工会、市町村等の連
携体による地域ぐるみの取り組みを支援する地域ビジ
ネス力育成強化事業などがあります。当該事業の実施
により生産性及び収益力の向上、新商品開発、新規の
販路開拓などのさまざまな成果があらわれてきている
ものと考えており、引き続きＩＴ導入に対する支援を
含め、中小企業等の経営基盤強化に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　５、子ど
も・子育て支援についての御質問の中の(1)、待機児
童の解消時期についてお答えいたします。
　国の子育て安心プランは、令和２年度末を目標年次
として、教育・保育施設等を整備することを目指して
おります。県では、令和２年度から６年度を計画期間
とする第二期黄金っ子応援プランの策定に向けて、各
市町村における量の見込み、提供体制の確保方策等を
取りまとめているところです。幼児教育・保育無償化
の影響や女性就業率の向上、潜在需要の掘り起こしに
よる保育ニーズの高まり等により、多くの市町村にお
いては、令和２年度末を待機児童解消時期としており
ますが、一部市町村においては、やむを得ない事情に
より、令和３年度末までの解消を見込んでおります。
　県としましては、沖縄振興特別推進交付金、沖縄県
待機児童解消支援基金等を活用し、施設整備や保育士
確保に取り組むとともに、計画の前倒しも視野に入れ
ながら、可能な限り早期の待機児童解消に向けて、引
き続き市町村と連携し取り組んでまいります。
　同じく５の(2)、放課後児童クラブの待機児童の現
状と課題についてお答えいたします。
　令和元年５月１日現在の放課後児童クラブの登録児
童数は２万961人、登録できなかった児童数は670人
となっており、前年度と比較して90人減少しており
ます。また、放課後児童クラブ数は501カ所で、前年
度と比較して49カ所増加しており、そのうち県は、
公的施設活用クラブ８カ所の整備を支援したところで

あります。放課後児童クラブ数は順調に増加している
ものの、利用ニーズの高まり等により登録できない多
くの児童が存在することが課題となっております。
　県は、引き続き市町村が行う公的施設活用クラブの
施設整備や運営費等に対する支援を行い、登録できな
い児童の解消に取り組んでまいります。
　同じく５の(3)、幼児教育・保育の無償化に伴う便
乗値上げについてお答えいたします。
　幼児教育・保育の無償化を契機とした質の向上を伴
わない理由のない保育料等の引き上げは、あってはな
らないことだと考えており、県ではその旨周知を図っ
ております。私立幼稚園については、該当するような
事案はありませんが、市町村によると、認可外保育施
設については、２施設の確認が必要な状況となってお
り、今後市町村と連携し対応してまいります。
　同じく５の(4)、保育士の処遇改善及び潜在保育士
の現場復帰についてお答えいたします。
　平成30年賃金構造基本統計調査によると、本県の
保育士平均給与は月額20万8000円となっており、
九州平均月額22万8800円と比較して２万800円低く
なっております。保育士の処遇改善については、国に
おける公定価格の改定のほか、県独自の施策として保
育士の正規雇用化促進事業などに取り組んでいるとこ
ろであります。潜在保育士の復職支援については、沖
縄県保育士・保育所総合支援センターにおける就労
あっせんや研修等の支援のほか、一定期間就業すれば
全額が返還免除となる修学準備金や未就学児の保育料
の貸し付け等を行っております。
　同じく５の(5)、保育士不足の背景と県の取り組み
についてお答えいたします。
　県では、平成29年度に保育士の離職理由について
ハローワークと連携してアンケートを実施したとこ
ろ、時間外勤務が多い、休みがとれない、人間関係、
給与が低いなどの回答が挙げられております。
　県においては、修学資金等の貸し付けや市町村が行
う保育士試験対策講座の費用補助、また潜在保育士に
対する復職支援などにより保育士の確保に努めており
ます。また、国における公定価格の改定や、県独自の
施策として保育士の正規雇用化や年休取得等の支援事
業などの処遇改善にも努めております。さらに、市町
村長との意見交換や待機児童対策協議会等における市
町村間の情報共有等を行い、保育士の確保に取り組ん
でいるところであります。
　同じく５の(6)、保育特区の制定についてお答えい
たします。
　県におきましては、沖縄21世紀ビジョンで示した
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心豊かで安心・安全に暮らせる島を目指し、子育てし
やすい社会の実現に向けて、待機児童の解消、保育士
の確保と処遇改善等に取り組んでおります。特区制度
については、平成27年度に国家戦略特別区域限定保
育士試験を実施したところであります。今後とも地域
の実情に応じた課題の解決を図るため、特区を含めた
施策の検討について市町村と意見交換を行ってまいり
ます。
　次に６、地域福祉・医療の充実強化についての御質
問の中の(4)、介護職の人材確保の状況及び労働改善
の取り組みについてお答えいたします。
　平成30年度介護労働実態調査によると、調査に回
答した事業者のうち介護職員の不足を感じていると回
答した事業者は、全国69.2％に対し沖縄県も69.3％
とほぼ同程度となっており、全国同様、介護人材の確
保は課題であると認識しております。
　県としましては、介護職員等特定処遇改善加算の取
得促進に努めるとともに、施設経営者向けセミナーの
開催や介護ロボットの導入を支援するなど、引き続き
処遇及び労働環境の改善に向けた取り組みを推進して
まいります。
　同じく６の(5)、障害者差別解消支援地域協議会に
ついてお答えいたします。
　障害者差別解消支援地域協議会は、障害者差別解消
法により、各地方公共団体が組織できるものとされて
おります。平成31年４月時点の設置状況は、既に設
置済みまたは既存の組織を同協議会として位置づけ、
活動実績があるものが９市町村、設置予定が４市町と
なっております。未設置の理由としては、既存の組織
に位置づけているものの具体的な協議事項がないこと
や、設置方法を検討中であることが挙げられておりま
す。
　県としましては、積極的な設置を検討するよう各市
町村に通知したところであり、引き続き障害者施策に
係る事業説明会等において働きかけてまいります。
　同じく６の(7)、介護支援専門員の受験者数減の背
景と取り組みについてお答えいたします。
　介護支援専門員の資質や専門性の向上を図るため、
受験要件を法定資格保有者に限定するなど、国におい
て受験要件が厳格化され、受験者数が大幅に減少した
ところであります。
　県としましては、介護支援専門員を含めた介護職の
魅力を発信することで、介護職員の確保・定着を図る
とともに、介護支援専門員を見据えたキャリアパス、
スキルアップを目的とした研修を実施することで合格
率の上昇につながると考えており、今後、関係機関等

と連携しながら取り組みを進めてまいりたいと考えて
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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）　それではまず初め
に、５の子ども・子育て支援についての中の(8)、こ
ども医療費助成制度についての御質問にお答えしま
す。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢の拡大につき
ましては、中学卒業までを視野に入れながら市町村と
協議を進めていきたいと考えており、実施年度につい
ては、知事の任期を踏まえつつ協議の中で検討してい
きたいと考えております。事業費につきましては、現
時点での試算では、自動償還方式で小学校６年まで引
き上げた場合、約７億円増の約24億円、また、中学
３年まで引き上げた場合、約10億円増の約27億円を
見込んでおります。なお、当該事業は県の単独事業と
して実施する必要がありますので、必要となる財源に
ついては、一般財源の中で捻出する必要があると考え
ております。
　次に６の地域福祉・医療の充実強化についての御質
問の中の(2)、看護職員の充足率等についてお答えし
ます。
　国は、本年11月に看護職員の需給推計を公表し、
2025年時点で看護職員が約６万人から27万人不足す
ると見込んでおりますが、このうち沖縄県の不足数は
1045人から2841人となっております。現在の看護職
員の充足率につきましては、第７次看護職員需給見通
しが平成27年で終了したため把握することができま
せんが、沖縄県ナースセンターの調査によりますと、
平成30年４月時点での採用計画数1517人に対し、
６月１日までの採用数は1048人、採用率は69.1％と
なっております。また、県は、訪問看護師の人材育成
やナースセンターを活用した就業支援を行うことによ
り、訪問看護や介護分野における看護職の確保に取り
組んでいるところであります。
　次に同じく６の(3)、北部基幹病院についての御質
問にお答えします。
　基幹病院は、医師確保の面において、現状の２病院
体制よりも３つの点で優位性があると考えておりま
す。
　まず１つ目に、400床規模の基幹病院の医師数は、
現行の２病院それぞれと比べて倍以上になりますが、
医師数の増加は、若手医師がキャリア形成のための病
院を選ぶ際に重視する指導体制を充実させることにな
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ります。２つ目に、400床規模の基幹病院では、症例
数やその多様さも増加しますので、医師のキャリア形
成に必要な条件の充足度を高め、将来基幹病院で勤務
したいと思う研修医や専攻医を引きつける効果を高め
るほか、基幹病院のリーダーとして将来基幹病院を支
える医師の育成・確保にもつながります。３つ目に、
医学生や若手医師が地域医療を現場で学ぶセンターの
設置など、現状の２病院体制では困難であった琉球大
学との新たな連携を構築することも可能になり、若手
医師やその指導医を派遣しやすい環境をつくることが
できると考えております。
　次に(6)のひきこもりの対策についての御質問にお
答えします。
　県は、平成28年10月より、ひきこもり専門支援セ
ンターにおいて本人・家族などに対し相談、訪問など
の支援を継続して行っているところであります。ひき
こもり状態にある方及びその家族に対する個別具体的
な支援につきましては、その前提となる実態調査を含
めて、県だけで効果的に行うことは困難でありますの
で、市町村と連携しながら効果的な調査や支援が行え
るよう、その体制づくりに取り組まなければならない
と考えております。
　次に(8)の産後ケア事業についての御質問にお答え
します。
　県内における産後ケア事業は、令和元年11月５日
現在、病院、診療所、助産院など20カ所で実施可能
となっております。産後ケア事業は、市町村の努力義
務化に向けた法改正が予定されていることから、県と
しましても市町村に対し、同事業実施機関の確保につ
いて働きかけていきたいと考えております。また、自
己負担金につきましては、市町村の裁量において設定
されていることから、一律に料金を設定することは困
難でありますが、自己負担金の均衡が図られるよう、
市町村及び医療機関に対し情報を提供していきたいと
考えております。
　次に(9)の院内保育の現状と県の取り組みについて
お答えします。
　県は、平成27年度から医療従事者の離職防止及び
再就職の促進を図ることを目的として、院内保育所を
運営する医療施設に対し、その運営費の補助を行っ
ております。令和元年度は、２医療施設に対し208万
7000円の補助を行うことを計画しております。この
ほか、内閣府、沖縄労働局及び市町村が事業所内保育
所を有する医療施設に対する支援を実施しており、平
成30年度は15医療施設が活用しているとのことであ
ります。

　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　我那覇　仁君登壇〕
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　６、地域福祉・医
療の充実強化についての御質問の中の(1)、県立病院
における医師の配置状況等についての御質問にお答え
いたします。
　平成30年２月議会で増員した医師定数156は、医
師の時間外勤務を縮減するための定数であります。当
該定数は、当直勤務を正規の勤務時間で対応する医師
の配置計画が確認できた診療科に配分することとして
おり、ことし11月１日現在、配分した定数10名に対
し５名を採用したところです。当該定数を除く医師定
数は407名で、15名の欠員となっております。
　医師確保については、県内外の大学病院等への医師
派遣要請や就業希望医師への視察ツアーの実施等に取
り組み、その必要な財源について病院収益で確保した
いと考えております。
　次に(10)、県立病院の妊産婦の分娩費についての御
質問にお答えいたします。
　現在、県立病院において妊婦が出産する場合、実際
の分娩に要する費用は、妊婦が支払う分娩介助料の額
を上回っていることから、分娩介助料の額の見直しが
必要となっております。分娩介助料の改定額は、他の
医療機関との均衡を図りつつ、県立病院で出産した妊
婦が負担する総額が出産に伴い保険者から支給される
出産育児一時金の額、42万円の範囲内となることを
基本としております。また、分娩介助料の額の改定に
当たっても妊婦の経済的負担を緩和するため、段階的
な額の改定となるよう措置したところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
　　　〔山川典二君登壇〕
〇山川　典二君　交通渋滞解消策について、知事に伺
います。
　部長答弁の内容では、永遠に渋滞率全国ワーストワ
ンの汚名を挽回することはできません。よくわかりま
した。
　県内約40の主要交差点のうち、15カ所ぐらいを立
体交差で整備すれば、かなり交通渋滞の緩和ができる
という話もあります。来春には那覇空港の第２滑走路
がオープンします。渋滞が予測されます。そして、沖
縄経済の阻害要因にもなっております。ぜひ、知事に
おかれましては、この主要交差点の整備をして、沖縄
経済発展のために取り組んでいただきたいというふう
に思います。
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〇議長（新里米吉君）　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。
　抜本的な交通渋滞対策のために、高架橋の整備とい
うことでございますけれども、高架橋の整備に当たっ
ても、現況の交差点の中で高架橋を整備することは困
難でございまして、新たな用地買収等を伴います。で
すから、先ほど答弁しましたように、新たな交通網整
備による抜本的な対策として、２環状７放射道路やハ
シゴ道路ネットワークといったネットワークの中で高
架橋の整備も行いながら、対策を行っているというと
ころでございます。確かに、長期的な時間を要する面
もありますけれども、そういったこととあわせまし
て、短期的対策として右折帯――既存の道路敷地内で
の右折帯の設置や、信号現示の変更などによる渋滞ボ
トルネック対策もあわせて行っているというところで
ございます。
　これから鋭意整備に取り組みまして、一日も早い交
通渋滞の解消に向けて取り組んでいきたいと考えてお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
〇崎山　嗣幸君　皆さん、こんにちは。
　社民・社大・結連合を代表しまして、代表質問を行
いたいと思います。
　よろしくお願いします。
　では、早速ではありますが、平和行政についてであ
ります。
　(1)点目、首里城焼失と復元についてであります。
　10月31日未明、首里城正殿など主要な建造物７棟
から８棟が焼失し、県民に大きな衝撃を与えました。
琉球王国時代の絵画、漆器、染織などの所蔵資料等
400点が焼失しております。歴史、文化、平和のシン
ボルとしての首里城再建へ県民の思いが広がっており
ます。首里城は琉球王国時代から苦難な歴史の中で、
1879年には日本政府の武力を背景に琉球処分され首
里城は明け渡されました。そして、太平洋戦争末期に
は、首里城地下には大規模な第32軍司令部壕がつく
られ艦砲射撃を受け首里城は灰じんと化しました。沖
縄の本土復帰後1992年、首里城正殿は復元をされ、
県民の歴史・文化の象徴として、また、観光拠点とし
て輝きを示してきております。
　今回の首里城焼失は、県民の落胆と、また復元への
熱意がこもっております。県は、主体的に計画を策定

し、県民主導の再建を果たすべきではないか。
　以下、伺いたいと思います。
　ア、首里城は、さきの戦争から復興の象徴として再
建をされました。今回は、戦後75年の節目を迎える
中で、平和を創造する理念を確立すべきではないか伺
いたいと思います。
　イ、首里城の地下にある第32軍司令部壕跡は、米
軍の砲撃により崩落が激しく、閉鎖されております。
崩落を防止し、壕内を調査・復元し、歴史の遺跡とし
て公開すべきではないか伺いたいと思います。
　ウ、首里城は、琉球王国国王の居城で、日本と中国
の築城文化を融合した独自の城郭や石組みが評価され
首里城跡として世界遺産登録をされております。正殿
は焼失しても、首里城正殿復元までの復興過程を県
民、観光客に積極的に公開すべきではないか伺いたい
と思います。
　エ、法令に定める防火設備は十分だったとしており
ますが、延焼を防ぐことはできませんでした。危機管
理意識と防災対策のマニュアルを強化して、再発防止
策を講ずるべきではないか伺いたいと思います。
　オ、首里城復興戦略チームの目的と内容を伺いま
す。
　カ、国から県への所有権移転の問題点と課題は何か
伺いたいと思います。
　キ、10月31日を首里城再建誓いの日として制定
し、再建に寄せる県民の思いを喚起、継続させる取り
組みを実施したらどうか伺いたいと思います。
　ク、琉球王国時代の首里城は、赤が特徴できらびや
かさを放ってなかったと考えます。再建は、往時をし
のばせる歴史観のある首里城正殿にしたらどうか伺い
たいと思います。
　(2)番、太平洋戦争・沖縄戦終結75周年事業につい
て。
　来年は、太平洋戦争1941年から1945年、沖縄戦終
結から75年の節目を迎えます。特に、沖縄戦は、艦
砲射撃や地上戦が展開され、二十数万人の犠牲者を出
し、県民の４分の１が亡くなっております。本土防衛
の捨て石にされ、熾烈な組織的戦争が終結しておりま
す。大田元知事は、戦後50年の節目に平和の礎モニュ
メント事業を達成させております。玉城デニー知事も
沖縄21世紀ビジョンの基本理念の中に、平和で豊か
な美ら島おきなわを創造すると力強く打ち出しており
ます。来年の75年の歴史的節目は、平和を創造する
事業を企画し、県民や全国に力強く発信する事業に取
り組むべきではないか。
　以下、伺いたいと思います。
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　ア、これまでの歴代知事の節目の事業と変遷と特徴
を伺います。
　イ、平和の礎事業は、戦没者の実態調査をして、氏
名を刻銘する難事業を達成しております。この事業を
さらに継承する上でも、このデータを広く活用し、県
民に公開していくべきではないか伺いたいと思いま
す。
　ウ、万国津梁会議は人権・平和のテーマもあり、沖
縄の平和の発信力とするとしております。当然、75
年事業に反映させるべきではないかと思いますが伺い
たいと思います。
　エ、70年事業では、沖縄の心を世界に発信する取
り組みがなされており、この75年事業での平和を創
造する取り組みは何を考えているか伺いたいと思いま
す。
　(3)番、戦争被害調査について。
　玉城デニー知事も所信表明で、沖縄戦の惨禍を後世
に伝えるため国と連携して戦災の記録を確実に残すよ
う取り組むとしており、その取り組みの決意を伺いた
いと思います。
　(4)番、不発弾等対策事業について。
　実績と対策を伺いたいと思います。
　２番、基地問題について。
　(1)、牧港補給基地の無条件返還について。
　この統合計画はまさしく機能再編であり、無条件返
還を求めるべきであります。この牧港補給基地の７年
以内全面返還の進捗を伺いたいと思います。
　(2)番、騒音監視測定システムについて。
　嘉手納飛行場の騒音監視測定システムに、風向、風
速の測定や無人カメラによる監視ができるよう取り組
みを伺いたいと思います。
　３番、環境問題について。
　(1)、ヤンバルの森の保全について。
　以下、伺いたいと思います。
　ア、前回世界遺産登録見送りとなったが、今般のＩ
ＵＣＮの視察における課題解消と登録に向けた手応え
を伺いたいと思います。
　イ、返還後も返還地での訓練の継続や、本当に原状
回復がなされたのか疑わしく、毒性の廃棄物が見つか
り、また、返還地にヘリが着陸するなど、このような
中での世界自然遺産登録は適切なのか疑念が残るが、
県の考えを伺いたいと思います。
　ウ、知事の主要施策やんばるの森・いのちの水基金
の創設の取り組みを伺います。
　エ、県は、森林保全の観点から伐採事業など政策転
換を図るべきではないか伺いたいと思います。

　(2)、ジュゴン保護対策事業について。
　ジュゴンの最良の餌場である辺野古・大浦湾海域で
埋立工事が始まり、ジュゴン３頭が行方不明となり、
そのうち１頭が2019年３月今帰仁村運天港に漂着、
死亡しております。残り２頭の消息はどうなっている
か伺いたいと思います。
　４番、公共交通について。
　(1)、那覇市へのＬＲＴ導入について伺います。
　那覇市の慢性的な交通渋滞は、全国の中でも最悪で
あります。那覇市は公共交通網形成計画の中で、中心
市街地、真和志地域、新都心の３つを結ぶルートを想
定し、ＬＲＴ導入の検討を開始しております。
　以下、伺います。
　目的、区域、実施時期、財源等、県の関与を伺いま
す。
　５番、水産業について。
　(1)、泊漁港の整備について。
　那覇市泊魚市場は、消費地市場としての機能や新た
な荷さばき施設の整備を構想しております。マグロの
町として、那覇市の水産振興を目指すこれまでの取り
組みと今後の具体的な計画を伺います。
　(2)、日台漁業協定について。
　日台漁業協定は、日本政府によって、尖閣諸島近海
の好漁場を沖縄県民の頭越しに一方的に締結されまし
た。この背景には、日中が尖閣諸島の領有権をめぐ
り、激しく対立しており、台湾と中国が連携すること
を警戒した日本が台湾に大幅に譲歩する形で日本の排
他的経済水域での操業を認めたとされております。こ
の大幅譲歩に漁業者の怒りの声も広がり、県知事は抗
議談話、県議会は抗議決議をしました。現在も、操業
ルールをめぐって、緊迫した交渉を強いられていま
す。
　以下、伺います。
　ア、現在、操業ルールの見直しは何を求めているか
伺います。
　イ、クロマグロの漁獲量の推移を伺います。
　ウ、沖縄漁業基金の活用と成果を伺います。
　エ、台湾漁船の実数と漁獲量を伺います。
　オ、排他的経済水域（ＥＥＺ）を譲ったことは、漁
業権益を損なうことではないか、伺いたいと思いま
す。
　(3)、日中漁業協定について。
　日中漁業協定は、中国漁船が北緯27度以南の沖縄
近海で操業が認められております。しかも小渕書簡で
日本の関係法令を適用しないことを表明しており、中
国漁船は隻数や漁獲量の制限を受けず自由操業ができ
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ることになっております。これは明らかに、日本政府
が海底資源や水産資源を守る排他的経済水域を放棄
し、中間線までも解決できず尖閣諸島近海まで中国漁
船の操業を許しているからではないでしょうか。
　以下、伺います。
　ア、なぜ、沖縄近海で沖縄の漁業者が不利益になる
協定を結んだのか伺います。
　イ、水産庁は、かつて沖縄本島、宮古島海域で海底
やサンゴの生育状況調査をして、サンゴの破損は中国
漁船の違法操業と確認しながら、取り締まりはできな
かった。尖閣諸島近海を含む暫定水域で中国漁船の違
法操業を取り締まる権限は日本政府にはないのか伺い
ます。
　ウ、中国漁船の隻数、魚種と漁獲量を伺います。
　エ、沖縄の漁船の安全操業を脅かしているのは漁業
権益を譲った日本政府の責任ではないか伺います。
　オ、日中漁業協定の破棄か見直しを求めるべきでは
ないか伺いたいと思います。
　６番、道路行政について。
　(1)、電線類地中化について。
　これまでの実績と課題と計画を伺います。
　７番、観光行政について。
　(1)、宿泊税の導入について。
　目的、内容、導入時期等を伺いたいと思います。
　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）　崎山嗣幸議員の御質問にお
答えいたします。
　平和行政についての御質問の中の１の(1)のウ、復
興過程の積極的な公開についてお答えいたします。
　首里城正殿等は、沖縄の誇れる文化遺産であり、琉
球・沖縄が歩んできた歴史・文化の象徴として、ま
た、ウチナーンチュのアイデンティティーのよりどこ
ろとして、県民はもとより、多くの観光客にも親しま
れてまいりました。今回、火災により焼失してしまっ
たことはまことに残念でありますが、今後の復興過程
については、国との役割分担を踏まえつつ、関係機関
と調整の上、可能な限り積極的な公開を進めていきた
いと考えております。
　次に１の(2)のウ、万国津梁会議における意見の反
映についてお答えいたします。
　万国津梁会議の人権・平和分野については、現在、
米軍基地問題に関する議論を行っております。その議
論の根底に流れているのは、あの凄惨な沖縄戦で、戦
争の不条理と残酷さを身をもって体験した沖縄県民

が、戦後ひたすら願い続けてきた心、平和を希求する
沖縄の心であります。
　私としましては、この平和への思いを国内外に発信
するため、第10回を迎える沖縄平和賞の贈賞、シン
ポジウムや巡回平和展の開催、さらに、沖縄戦の実相
を語り継いでこられた体験者の表彰など、各会及び各
分野の事業と連携し取り組むなど、戦後75年事業と
して力強く取り組んでまいります。
　次に、環境問題についての御質問の中の３の(1)の
ア、ＩＵＣＮ現地調査と登録に向けた手応えについて
お答えいたします。
　世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮによる現地調査に
つきましては、去る10月に実施され、推薦地域の自
然環境の状況や保護の取り組み等についての視察及び
地域との意見交換が行われたところです。その際、昨
年の登録延期勧告において示された課題である北部訓
練場返還地の大部分を推薦地に統合するなど区域設定
の見直しや、希少種の保護対策及び外来種対策の強
化、エコツーリズム推進体制の構築等の対応について
しっかりと説明できたものと考えております。
　沖縄県としましては、世界的にも貴重でまれな沖縄
の自然をうまんちゅの宝として次の世代につなげてい
けるよう、県民の皆様と一緒になって、来年の確実な
登録に向け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）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　１、平和行政について
の質問のうち１の(1)のオ、復興戦略チームの目的と
内容についてお答えします。
　首里城復興戦略チームは、首里城の復旧・復興に向
け、多くの県民の声を取りまとめ、国とも連携の上、
全庁を挙げて取り組んでいくことを目的として発足し
ました。そのため、首里城復旧ワーキンググループと
連携の上庁内の情報を集約し、国を含め、関係団体等
との意見交換や情報収集などを行い、部局横断的な取
り組みを進めてまいります。
　次に(1)のキ、首里城再建誓いの日の制定について
お答えします。
　10月31日は、首里城正殿等が焼失し、県民を含め
多くの皆様に大きな衝撃を与えました。しかしなが
ら、その直後から多くの皆様から復旧・復興に向けた
気持ちが寄せられております。
　御提案いただきました趣旨については、貴重な御意
見として受けとめさせていただきます。
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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）　１、平和行
政についての御質問の中の(1)のア、戦後75年に平和
創造の理念を確立することについてお答えいたしま
す。
　74年前の沖縄戦で、多くのとうとい命とともに、
首里城を初めとする貴重な文化遺産が失われました。
戦後、県民を初め多くの人々の復興へのたゆまぬ努力
の結晶として首里城は復元され、琉球・沖縄が歩んで
きた歴史・文化や平和の象徴として、また沖縄県民の
アイデンティティーのよりどころとして親しまれてき
たものと認識しております。
　県としましては、戦後75年の節目を迎えるに当た
り、平和のシンボルでもあった首里城の復旧・復興と
ともに、平和の発信事業に取り組んでまいります。
　同じく(1)のイ、第32軍司令部壕の公開についてお
答えいたします。
　沖縄県では、平成９年に第32軍司令部壕保存・公
開基本計画を策定しておりますが、絶対的な安全性の
確保が前提とされております。その後、公開に向けて
壕内の補修に取り組んでまいりましたが、平成13年
度には芸大キャンパス内で陥没が発生するなど、補修
は厳しい状況にあったことから、平成24年度に地質
学などの専門家による調査を行いました。調査の結
果、壕内の全区間において、現状のままでの一般公開
は不可能であることや、壕内の環境を把握するために
基礎データの収集及び経年変化状況を把握することが
望ましい等の提言がなされました。これを受けて、平
成24年度以降、経年変化状況の調査を毎年１回時期
を定めて実施しておりますが、壕内は依然として岩塊
の崩落、酸素の欠乏や雨季による出水などが発生して
おり、安全確保の観点から、現状においては、一般公
開は困難なものと考えております。
　同じく１の(2)のア、歴代知事が実施した事業につ
いてお答えいたします。
　戦後50年となる平成７年度の大田県政において
は、県民一人一人が平和のとうとさを再確認し、平和
な県づくりの契機とするため、太平洋戦争・沖縄戦
終結50周年事業を実施し、平和の礎除幕式典開催等
の戦後記念事業を総合的に実施しております。また、
戦後60年となる平成17年度の稲嶺県政では、疎開関
係者交流事業を実施し、戦時中の疎開にかかわった関
係者との交流や疎開体験の継承等に取り組んでおりま
す。そして、戦後70年となる平成27年度の翁長県政

においては、平和を希求する沖縄の心を次の世代に継
承することをテーマに、合唱を通じて児童生徒が参加
した沖縄全戦没者追悼式や学徒隊の悲惨な記憶を追体
験し、平和を希求する心を育む沖縄戦継承事業等を実
施しております。
　同じく１の(2)のイ、平和の礎のデータの活用につ
いてお答えいたします。
　平和の礎は、世界の恒久平和を願い、国籍や軍人、
民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた全ての
人々の氏名を刻銘する記念碑として、太平洋戦争・沖
縄戦終結50年を記念して建設されました。刻銘に当
たっては、聞き取りによる調査などに基づき実施して
おり、戦没した日や場所などが不明であっても、戦没
したことにつながる情報があれば、広く刻銘しており
ます。現在、平和の礎の案内コーナーにおいて、戦没
者の氏名や戦没場所等の５項目について検索すること
ができますが、不明な項目も多数含まれております。
　県としましては、当該情報の範囲内においてどのよ
うな公表方法ができるか検討したいと考えておりま
す。
　同じく１の(2)のエ、戦後75年事業についてお答え
いたします。
　令和２年度は、終戦75周年・平和の礎建設25周
年・新平和祈念資料館開館20周年・沖縄平和賞贈賞
10回目となる節目の年であります。このため県では、
戦争被爆地である広島・長崎の平和記念式典と本県の
全戦没者追悼式における相互参列、沖縄戦の実相を語
り継いでこられた体験者の表彰、沖縄戦と平和をテー
マとした県内外におけるワークショップやシンポジウ
ムの開催を検討しているところであります。さらに、
各地における平和展の実施など、戦後75年事業とし
て位置づけ、国内外に平和を希求する沖縄の心を発信
していきたいと考えております。
　同じく１の(3)、沖縄戦の記録を確実に残すための
国と連携した取り組みについてお答えいたします。
　国が発行した太平洋戦争による我が国の被害総合報
告書及び全国戦災史実調査報告書には沖縄県に関する
記載がなく、特に総務省が作成した全国戦災史実調査
報告書は日本復帰した昭和47年以降に取りまとめら
れたにもかかわらず、本県は対象外となっておりま
す。本来、戦災に関する記録は、戦争の惨禍を正しく
後世に伝えるため、全国各地の状況を漏れなく残すべ
きと考えております。
　県としましては、沖縄戦の被害状況について、国の
責任において図書による記録を残すよう、再度要請を
行うため、現在、総務省と調整を行っているところで
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あります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、平和行政につい
ての御質問のうち(1)のエ、再発防止策についてお答
えいたします。
　県としては、今回の火災を踏まえ、管理体制が十分
であったかについてしっかりと検証してまいります。
その上で、見直すべきところは見直していけるよう、
関係機関と調整を進め、再発防止に努めていきたいと
考えております。
　次に１の(1)のカ、所有権移転の問題点等について
お答えいたします。
　これまで首里城の城郭内については国営公園として
整備が行われ、城郭外は県営公園として整備を行って
きていることから、城郭内にある正殿等は一義的には
国が復元を行うものと考えており、所有権移転の協議
を行うことは考えておりません。
　県としては、多くの県民の皆様の声を集約しなが
ら、国と県の役割分担に関する協議を進め、復旧・復
興に向けて積極的に取り組んでいきたいと考えており
ます。
　次に１の(1)のク、歴史観のある首里城正殿の復元
についてお答えいたします。
　前回の復元は、1715年に再建された首里城を念頭
に、厳正に復元されております。有識者からは、早期
復元には、前回復元時の基本的な考えを踏襲すること
が必要不可欠との見解が示されております。
　県としては、多くの県民の皆様の声を集約しなが
ら、国と県の役割分担に関する協議を進め、首里城の
復旧・復興に向けて積極的に取り組んでいきたいと考
えております。
　次に６、道路行政についての御質問のうち(1)、電
線類地中化の実績等についてお答えいたします。
　平成29年度末における県の無電柱化率は、全国平
均の約１％に対し、約1.6％となっており、全国10
位、九州では１位となっております。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キロメートルが完了しております。
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）　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、平和行政について
の(4)、不発弾等対策事業の実績と対策についてお答
えいたします。
　沖縄戦の埋没不発弾は、復帰後から平成30年度ま
でに2058トンが処理されており、そのうち昭和49年
度から開始された知事公室所管の不発弾等処理事業に
おける処理量は、126.7トンとなっております。当該
事業の予算については、昭和49年度の当初予算額は
約1400万円でしたが、平成21年１月に発生した糸満
市での爆発事故を契機に大幅に増額され、令和元年度
は約32億2600万円となっております。一方で、近年
においては、埋没情報や発見の減少などから年間の不
発弾処理量は減少傾向となっております。このため、
不発弾発見の多い地域における磁気探査の重点的な実
施を行うなど、今後とも不発弾等処理事業の推進に取
り組んでまいります。
　次に２、基地問題についての(1)、牧港補給地区の
返還の進捗についてお答えします。
　牧港補給地区の返還については、移設先となってい
るトリイ通信施設、嘉手納弾薬庫知花地区、キャン
プ・ハンセン、キャンプ瑞慶覧のマスタープランが日
米合同委員会において合意され、それぞれの施設で移
設に向けて作業が進められており、これまでに北側進
入路や第５ゲート付近区域等の合計約６ヘクタールが
返還されております。
　県としましては、嘉手納飛行場より南の施設・区域
の返還は、沖縄の過重な基地負担の軽減及び振興・発
展につながるものであり、牧港補給地区の返還は、統
合計画を前倒しし、確実に実施されるよう、引き続き
政府に強く求めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　２、基地問題についての
御質問の中の(2)、嘉手納飛行場周辺における航空機
騒音監視測定システムについてお答えします。
　県では、今年度一括交付金を活用し、住宅地上空の
飛行状況の確認など監視機能の強化を図るため、嘉手
納飛行場周辺４地点に航空機映像自動撮影カメラを設
置する事業を、地元自治体の意見を聞きながら進めて
いるところであります。これにより得られた客観的な
データをもとに、航空機騒音の軽減について米軍等関
係機関に強く求めてまいりたいと考えております。な
お、風向・風速については、気象台のデータを活用し
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把握しております。
　同じく３、環境問題についての御質問の中の(1)の
イ、ヤンバルの森の世界自然遺産登録についてお答え
します。
　北部訓練場返還地を初めとするヤンバルの森は、イ
タジイに代表される亜熱帯照葉樹林が広がり、ヤンバ
ルクイナなど世界的に見ても貴重な希少種や固有種が
多く生息するなど、生物多様性の保全上重要な地域で
あり、世界自然遺産の価値があるものと認識しており
ます。北部訓練場返還地において廃棄物等が新たに発
見された場合には、国において関係機関等と調整し、
適切に対応することとなっております。また、返還地
への米軍ヘリ着陸事案につきましては、あってはなら
ないことであり、再発防止と安全管理の徹底を求めた
ところであります。
　県としましては、引き続き国に対して、返還地にお
ける廃棄物の撤去など対策の徹底を求めてまいりま
す。
　３、環境問題についての御質問の(2)、残り２頭の
ジュゴンの消息についてお答えします。
　沖縄防衛局では、普天間飛行場代替施設建設事業に
伴うジュゴンの生息状況調査の一つとして、航空機調
査を定期的に実施しております。沖縄防衛局の環境監
視等委員会の資料によりますと、嘉陽沖や古宇利島沖
において３頭のジュゴンが確認されていましたが、死
亡した個体を除く２頭のうち、１頭のジュゴンは平成
27年６月24日を最後に、もう１頭は平成30年９月11
日を最後に、それ以降確認されていないことが報告さ
れております。沖縄防衛局において、航空機調査の調
査範囲を広げて、引き続きジュゴンの生息状況調査を
実施するものと聞いております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　３、環境問題についての
(1)のウ、やんばるの森・いのちの水基金の創設につ
いてお答えいたします。
　県では、森や水及び水源地域に対する理解の促進と
地域の振興を図るため、昨年度まで実施してきた北部
地域の水源涵養機能維持を目的とする1000万円の事
業に加え、本年度からヤンバルの環境保全対策や水源
地域の振興に関する事業を新設し、やんばるの森・い
のちの水事業として、総額3000万円の助成事業を実
施しております。
　次に４、公共交通についての(1)、那覇市のＬＲＴ
導入についてお答えいたします。

　那覇市においては現在、ＬＲＴ等をモノレールと並
ぶまちづくりと連携した市内の基幹交通軸として位置
づけた、那覇市地域公共交通網形成計画の年度内策定
に向け取り組みが進められております。当該計画で
は、中心市街地と新都心地域、真和志地域の３地域を
結ぶルートを想定しており、2020年から2024年まで
の計画期間内に、今後の整備及びサービスレベルの検
討に向けた関係機関との協議や、整備に伴う自動車や
路線バスへの影響などについて検証を行っていくこと
とされております。当該取り組みは、計画主体である
那覇市において主体的に取り組まれることになりま
す。国や県においては、現在進められている計画策定
に向けた検討において、那覇市都市交通協議会の委員
として参画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）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　３、環境問題につい
ての御質問の中の３の(1)のエ、伐採事業の見直しに
ついてお答えします。
　森林・林業の振興は、地形が急峻で平地が少ないヤ
ンバル地域において、林業従事者の定住化、地域雇用
の維持・増進など、地域振興を図る上で必要と考えて
おります。一方、ヤンバル地域の森林については、希
少な野生動植物が多く生息・生育していることから、
自然度の高い場所では林業を行わないなど、森林の利
用区分を設定したところであります。森林の伐採につ
いては、ヤンバルの貴重な生態系に配慮し、大面積の
伐採を避け、伐採区域の縮小、分散化に取り組むとと
もに択伐についても検討し、引き続き環境保全に配慮
した森林施業の推進に努めてまいります。
　次に５、水産業についての御質問の中の(1)、泊漁
港の整備についてお答えします。
　県では、泊漁港は那覇市を中心とする消費地市場と
しての機能を有していることから、市民や観光客など
の消費者ニーズに対応した漁港整備を進める計画であ
ります。現在、泊漁港の再整備に向けては、那覇市と
役割分担等について協議を行い、市が生産団体及び流
通団体から要望を聞き取り、取りまとめを行っている
ところであります。
　県としましては、今後取りまとめられた案をもと
に、市や関係団体と漁港利用や施設の配置等を整理
し、漁港の再整備について連携して取り組んでまいり
ます。
　同じく５の(2)ア、日台漁業取り決めの操業ルール
見直しについてお答えします。
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　今年３月から４月にかけて開催された委員会におい
て、水産庁を初め本県漁業関係者等が台湾側と操業
ルールの見直しを協議し、日本側は沖縄漁船のルール
で操業できる水域の拡大等を求めました。しかしなが
ら、台湾側の強硬な反対もあり、前年度の操業ルール
を継続することで合意し、本県漁業者が納得する内容
とはなっておりません。
　次に５の(2)のイ、クロマグロの漁獲量の推移につ
いてお答えします。
　日台漁業取り決めが締結された平成25年における
本県のクロマグロ漁獲量は、沖縄農林水産統計年報に
よると約115トンであります。平成26年、27年は80
トン台まで減少しましたが、平成28年以降は増加傾
向にあり、平成30年の漁獲量は約229トンとなって
おります。
　同じく５の(2)のウ、沖縄漁業基金の活用と成果に
ついてお答えします。
　沖縄漁業基金は、平成25年５月に発効した日台漁
業取り決めの影響緩和等を目的として、公益財団法人
沖縄県漁業振興基金に設置され、外国漁船操業等調
査・監視事業や漁業経営安定対策事業などが実施され
ております。同基金の活用により、操業機会の確保及
び水産物の安定供給などにつながっているものと考え
ております。
　県としましては、引き続き沖縄漁業基金の安定的か
つ継続的な予算措置等を国に対し求めてまいります。
　次に５の(2)のエ、台湾漁船の実数と漁獲量につい
てお答えします。
　台湾側の操業隻数等については、操業ルール等の交
渉にも関係することから、詳細な数字は控えさせてい
ただきますが、ここ数年は漁場の場所が変わったとい
う理由で減少傾向にあると聞いております。しかしな
がら、小型の本県漁船は、大型の台湾漁船との操業ト
ラブルを常に危惧しております。
　県としましては、漁業関係団体と連携し、本県漁船
が安心して操業できる水域を確保するよう、国に対し
台湾側と粘り強く協議することを求めてまいります。
　次に５の(2)のオ、ＥＥＺを譲ったことに対する県
の考えについてお答えします。
　平成25年５月に発効した日台漁業取り決めは、沖
縄県漁業関係者の意向が尊重されることなく、八重山
北方の三角水域や久米島西側の特別協力水域が設定さ
れるなど、台湾側に大幅に譲歩した内容となっており
ます。
　県としましては、本県漁業者の漁業権益を確保する
ため、今後とも漁業関係団体と連携し、日台漁業取り

決めの見直し等について、国に対し強く求めてまいり
ます。
　次に５の(3)のア、日中漁業協定の締結と問題点等
についてお答えします。
　日中漁業協定は、両国の主張する排他的経済水域に
おいて双方で資源状況を考慮し、隻数や漁獲量の操業
条件等を定めた上で操業する、相互に漁場を利用する
ための協定とされております。
　県としましては、本県周辺水域を含む北緯27度以
南の協定水域では、我が国の漁業関係法令を適用しな
いとされており、中国漁船が自由に操業できる内容と
なっている点が問題と考えております。
　次に５の(3)のイ、中国漁船の違法操業に対する取
り締まりについてお答えします。
　日中漁業協定及び外務大臣書簡により、尖閣諸島周
辺水域を含む北緯27度以南の協定水域においては、
我が国の漁業関係法令を適用しないとされており、違
法操業を行う中国漁船に対し、日本側は取り締まるこ
とができない状況にあります。
　次に５の(3)のウ、中国漁船の隻数、魚種と漁獲量
についてお答えします。
　本県周辺の北緯27度以南の協定水域においては、
北緯27度付近から尖閣諸島北側の水域で、中国漁船
の操業が確認されております。主にアジやサバ類を対
象に、巻き網漁業等を行っていると考えられますが、
隻数や漁獲量の情報は把握しておりません。
　次に５の(3)のエ、日中漁業協定と日本政府の責任
についてお答えします。
　本県周辺水域では、中国サンゴ網漁船による違法操
業や、投棄された網による操業トラブル等がたびたび
発生しております。
　県としましては、国の責任のもとで、本県漁船の安
全で安心な操業を確保するよう求めております。
　次に５の(3)のオ、日中漁業協定の破棄及び見直し
についてお答えします。
　県では、漁業関係団体と連携し、日中漁業協定の見
直しや外務大臣書簡の破棄について、国への要請を重
ねてきたところであります。また、本年８月21日に
も、農林水産省、外務省等に対し要請を行っておりま
す。
　県としましては、今後とも漁業関係団体と連携し、
日中漁業協定の見直し等につい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）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
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〇総務部長（金城弘昌君）　７、観光行政についての
御質問の中の(1)、宿泊税の導入についてお答えしま
す。
　近年、観光客の増加に伴い多様化するニーズへの対
応を初め、県民生活への負荷や環境への影響等、受け
入れ対応を中心としたさまざまな課題が顕在化してき
ております。
　県としましては、これらの課題に的確に対応し、沖
縄が世界に誇れる観光・リゾート地として発展してい
くことを目指すとともに、県民生活と調和した持続的
な観光振興を図る観点から、宿泊税の導入に向けた検
討を進めております。導入時期につきましては、沖縄
県行政運営プログラムの重点実施項目として、令和３
年度までの導入に向けて取り組んでいるところであり
ますが、本県を取り巻くさまざまな状況の変化等を踏
まえ適切に対応したいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時２分休憩
　　　午後３時３分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　崎山嗣幸君。
　　　〔崎山嗣幸君登壇〕
〇崎山　嗣幸君　再質問をいたします。
　まず首里城の問題については、32軍壕の公開は困
難であるということとか、所有権のものについては消
極的な感もいたしますが、継続してこの問題について
は取り上げさせてもらいます。
　１点だけ再質問をします。
　平和行政の沖縄戦終結75周年の中のイで、平和の
礎の件でありますが、答弁の中では方法を検討して案
内コーナーで５項目、その不明等についても検討して
いくという答弁をいただきました。これは平和の礎の
事業については答弁ありましたように、案内コーナー
は一件一件タッチパネルで検索するということで、一
覧にして全体が見られないということです。これデー
タベース化して公開したらどうかということで答弁を
この間いただいておりますが、今回これを検討してい
くという内容であります。データベース化はされてい
るけれども、これを一覧表にしてホームページ等で公
開をするということで受けとめていいのか、答弁をお
願いしたいというふうに思います。
　こういった意味では、手引書の中にも書かれており
ますが、戦没者名簿を内外に公表するとありますし、
また、翁長前知事もデータベース化するということを
述べられておりました。沖縄戦戦没者数は援護課の資

料で、今まで推計値だったという意味で平和の礎の調
査、先ほどもありましたように全戸調査をなされてい
ます。極めて価値がある実態調査の資料でありますの
で、ぜひとも全面公開をお願いしたいというふうに思
います。
　先ほどの答弁の内容でありますが、５項目はまず出
身地と、それから戦没場所と身分、兵隊だったとか防
衛隊だったのか学徒隊だったのか。それから４番、戦
没の状況、被弾されたのか栄養失調だったのかその項
目。それから５点目は戦没の時期であります。どの時
期なのかということで５項目入っております。この５
項目を先ほどの答弁ではこれを公開していくというこ
とで受けとめたいと思いますが、そのとおりなのか再
答弁をお願いしたいと思います。
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）　再質問にお
答えいたします。
　まず平和の礎の刻銘者のデータ、５項目についてで
ございますが、これは氏名、生年月日、出身地、戦没
場所、戦没年月日となっております。これにつきまし
ても、全てがそろっているわけではなくて、一部不明
になっている方も多数いらっしゃるというところでご
ざいます。そのようなデータではございますが、先ほ
ど申し上げましたとおり、公表の手法についてはデー
タベース一覧で見られるような方法で、例えばホーム
ページなどでというところも含めて、個人情報の問題
もございますけれども、そういったところもちゃんと
確認をしまして手法を検討してまいりたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時８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。
　休憩前に引き続き代表質問を行います。
　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　チャー元気
でいらっしゃいますでしょうか。
　社民・社大・結連合の宮城一郎でございます。
　山川議員のほうからもありましたけれども、私も冒
頭、玉城知事の御母堂の急逝に触れまして、御冥福を
お祈りしたいと思います。
　それでは早速、質問のほうに入らせていただきま
す。
　１、知事の政治姿勢について。
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　(1)、辺野古埋立承認撤回にかかわる２つの訴訟に
ついて。
　ア、辺野古埋立承認撤回を取り消した国交相の関与
取消訴訟における、福岡高裁那覇支部の訴え却下につ
いて、県の考えを伺います。
　イ、抗告訴訟についての争点を伺います。
　(2)、10月14日から実施された玉城知事の訪米につ
いて。
　ア、どのような方々と面談がかなったのか伺いま
す。
　イ、国防権限法案審議について得られた情報を教え
てください。
　(3)、10月30日から実施された玉城知事の訪韓につ
いて。
　入域観光客落ち込み解消、それから民間交流促進、
物流活性化など、課題項目ごとの成果をお伺いいたし
ます。
　(4)、安倍首相の普天間基地の米国への提供は適法
発言について。
　10月９日、参院本会議において、安倍晋三首相は
普天間基地の米国への提供は適法と答弁されました。
県の所感を伺います。
　(5)、石垣陸上自衛隊配備の賛否を問う住民投票実
施義務づけ訴訟について。
　ア、争点をお伺いします。
　イ、県は常々、自衛隊の島嶼配備については必ずし
も十分に住民合意が得られているとは言いがたいと
おっしゃられています。本件住民投票は、地元の理解
の度合いをはかるバロメーターとして有益と考えるの
かどうかお伺いします。
　２、米軍基地問題について。
　(1)、11月24日、子供たちが安心して遊べる、学べ
る、安全な空を願うことりフェスが開催されました。
緑ヶ丘保育園の落下物事故から２年が経過しました
が、原因究明もなされない中で、米軍機、米軍ヘリが
保育園上空を飛び続けております。県警の調査の進捗
並びに県の対応をお伺いします。
　(2)、頻発する米軍基地あるがゆえの事件・事故、
犯罪等について。
　ア、10月18日、嘉手納基地所属機のＭＣ130Ｊ特
殊作戦機が起こした部品落下と通報のおくれについ
て。
　イ、10月21日のＣＨ53、10月26日のＡＨ１と普
天間基地所属ヘリが立て続けに種子島空港に緊急着陸
した件について。
　ウ、10月29日に強行されたＳＡＣＯ合意違反の嘉

手納基地パラシュート降下訓練について。
　エ、10月29、30日両日行われました伊江島パラ
シュート降下訓練において伊江島空港や周辺の畑など
民間地に着地した件について。
　オ、10月23日、那覇市内でサンディエゴ海軍基地
所属の海兵隊員が暴行容疑で逮捕された事件及び10
月27日、ハワイ州海軍所属の海軍兵３名が石川署の
パトカーを破損して現行犯逮捕された事件について。
　以上アからオまで、県の対応、考えをお伺いしま
す。
　(3)、那覇軍港の浦添移設について。
　ア、米軍那覇港湾施設返還の経緯、代替施設の浦添
埠頭地区内への移設の経緯、嘉手納以南の６施設の返
還計画表明、これらの流れについてお伺いします。
　イ、米軍那覇港湾施設の代替施設の移設先が、浦添
埠頭地区内でなければならなかった合理的理由をお伺
いします。
　(4)、辺野古沖で見つかった軟弱地盤と普天間基地
返還８条件について。
　ア、沖縄における在日米軍施設・区域における統合
計画に記された普天間返還８条件の中の施設の完全な
運用上の能力の取得について、その意味するところは
明確に判明したのかお伺いします。
　イ、国は水深90メートルに及ぶ軟弱地盤に70メー
トルの砂ぐいを打つことで補強できるとしているが、
米国政府はどのような見解を持っているのかお伺いし
ます。
　3、地域振興・活性化、財政政策について。
　(1)、北部振興。
　ア、名護市と沖縄振興開発金融公庫は本年８月に名
護湾沿岸基本構想推進のため、助言協定を結びまし
た。概要をお伺いします。
　イ、一方、名護・国頭郡エリアの東西格差の解消に
ついて、県の振興の取り組みを伺います。
　(2)、移住定住促進事業と税収増による地域活力向
上について。
　ア、移住定住促進事業のその目的を鑑みたとき、効
果測定が伴っていないと考えます。何をもって達成な
のかお伺いします。
　イ、企画部市町村課、総務部税務課は、地域活力強
化に最も顕著なバロメーターである自治体税収の増に
ついて、この移住定住促進事業とどのような連携を
図っているのかお伺いします。
　ウ、県の税収増に移住者がどれほど貢献しているの
か、将来的に調査する考えがあるか伺います。
　４、公共交通政策について。
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　(1)、沖縄県総合交通体系基本計画における鉄軌道
計画の進捗について。
　ア、鉄軌道の導入に向けた進捗状況について伺いま
す。
　イ、鉄軌道に期待される具体的な効果を伺う。ま
た、それはＬＲＴに期待される効果とは異なるものな
のか、あわせてお伺いします。
　ウ、慢性的な交通渋滞の一因にもなっているレンタ
カー台数の増加に対し、鉄軌道がその解決に効果的に
作用する可能性についてお伺いします。
　エ、鉄軌道の導入に向けた県民の関心について、県
の所感をお伺いします。
　(2)、路線バス事業について。
　ア、過去、路線バス事業者の事業統合について、こ
れまで県はどのようなかかわり方をしてきたのか伺
う。
　イ、公営サービス化について、これまで県において
議論が行われた履歴があるのかあわせてお伺いしま
す。
　５、平和発信事業について。
　(1)、平和の発信基地となる国連機関の誘致につい
て。
　ア、国内国連機関の自治体財政負担の調査状況をお
伺いします。
　イ、沖縄県への誘致効果の検証結果を伺います。
　ウ、国との誘致方針共有のために行ったアクション
を伺います。
　エ、仲井眞県政時に答弁された、沖縄をアジア・太
平洋地域の災害援助拠点としての位置づけにするとい
う構想、これに向けた具体的な中身を詰めているとい
うものについて、どのような中身になったのか伺いま
す。
　オ、今後の展望を伺います。
　６、保健医療政策について。
　(1)、長寿県復活について。
　健康長寿おきなわ復活県民会議の構成メンバーある
いは団体及び現在各構成団体が推進するロードマップ
について、最も成果を上げている団体と数値の御紹介
をお願いします。
　７、水道行政について。
　(1)、北谷浄水場におけるＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ、Ｐ
ＦＨｘＳの水質混入について。
　ア、問題となっている水源からの取水をストップし
たとき、北谷浄水場に融通が可能な管路を持つ浄水場
は存在するのかお伺いします。
　イ、北谷浄水場の問題となっている水源からの取水

をストップしたと仮定します。不足分を融通可能な浄
水場が北谷浄水場に融通した場合、これら浄水場は現
状の実質送水量に対して何％減の運用を迫られるのか
伺います。
　(2)、平成25年度の調査費計上から予算化されてい
る名護浄水場、及び久志地区送水施設の拡張事業費に
ついて。
　ア、事業概要、目的を伺います。
　イ、拡張規模の算出根拠となる需要水量について御
説明をお願いいたします。
　以上、御答弁を伺いまして、再質問をまたさせてい
ただきたいと思います。
　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）　宮城一郎議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(2)の
ア、知事訪米時の面談相手についてお答えいたしま
す。
　今回の訪米では、国防権限法案に関する協議が行わ
れている時期に、大変多くの連邦議会議員、政府関係
者及び有識者の皆様と面談や意見交換する機会をいた
だき、沖縄の基地問題の実情を発信することができた
と思います。具体的には、ペリー元国防長官、アマコ
スト元駐日大使やルース元駐日大使などの有識者に加
え、ブラックバーン上院議員やモールトン下院議員な
ど国防権限法案の上下両院案を一本化する両院協議会
の委員を含む10名の連邦議員の皆様方と面談するこ
とができました。
　次に１の(3)、知事の訪韓についてお答えいたしま
す。
　私は、韓国との市民間、地域間の交流を推進するた
め、10月30日から１泊２日の日程でソウルを訪問い
たしました。しかし、２日目の朝、つまり10月31日
の未明、首里城火災の報告を受け、急遽以降の日程を
キャンセルし緊急帰国したことから、結果的には初日
の１カ所のみの訪問となりました。しかし、面談した
社団法人韓日経済協会の金会長は、国家間の政治環境
が厳しい中でも、市民間、地域間の交流を進め、日韓
交流の礎をしっかりと守っていきたいとの私の思いに
共感され、双方でしっかりと取り組んでいくことで一
致しております。今後の企業と地域との取り組みにつ
いては、これは確かにきずなを深めることができるな
という実感を伴った面談を行うことができたのは幸い
だったと思っております。
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　沖縄県としましては、引き続き情報収集に努め、業
界関係者と連携し、時期を逸することなく適切なプロ
モーション等を実施するとともに、県産品の販路拡大
等に取り組んでまいりたいと考えております。
　次に、公共交通政策についての御質問の中の、鉄軌
道に期待される効果についてお答えいたします。
　路面を走行するＬＲＴは、乗りおりの容易性や快適
性にすぐれるものの、平均走行速度は時速20キロ程
度と、バスレーンを走行する路線バスと同等となって
おり、主に都市内交通として利用されています。一
方、沖縄県では、広域交流拠点の那覇と北部圏域の中
心都市である名護を１時間で結ぶ県域構造の構築を図
るという観点から、最高速度100キロ以上の高速性を
備えた鉄軌道の導入に向け取り組んでいるところで
す。この鉄軌道の導入により、那覇市から沖縄市まで
24分程度、うるま市までを30分程度で移動すること
が可能となり、県民及び観光客の移動利便性が向上す
るとともに、居住地・通学地の選択肢拡大などに資す
るものと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
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、関与取消訴訟の高裁判決について
お答えします。
　県は、去る４月５日の国土交通大臣の裁決に係る６
月の国地方係争処理委員会の決定を受けて、その決定
理由の問題点を具体的に指摘して主張を充実させ、関
与取消訴訟に臨んだところです。高裁判決は、同委員
会の決定と同様の理由で県の訴えを却下しましたが、
県としては、沖縄防衛局長の審査請求が違法であるこ
とや、国土交通大臣の裁決が違法であることについ
て、当該判決の判断に誤りがあると考えております。
裁判所は、県が充実させた主張に正面から向き合い判
断すべきであり、高裁判決の内容に不服があることか
ら、10月30日、最高裁判所に上告受理の申し立てを
行ったところです。
　次に１の(1)のイ、抗告訴訟の争点についてお答え
します。
　県としては、去る４月５日の国土交通大臣の裁決は
違法・無効であり、承認取り消しは有効であると考え
ていることから、当該裁決の取り消しを求め、行政事
件訴訟法に基づく抗告訴訟を提起したところです。本
件訴訟では、沖縄防衛局長が私人の権利利益の救済制
度である行政不服審査制度を用いて審査請求を行うこ

との違法性や、国土交通大臣の裁決の違法性など関与
取消訴訟における争点に加え、県が行った承認取り消
しの適法性が争点になっており、裁判所に県の主張が
認められるよう、今後も取り組んでまいります。
　次に１の(2)のイ、知事訪米時に得られた国防権限
法案の情報についてお答えします。
　今回の訪米では、国防権限法案の上下両院案を一本
化する両院協議会の委員等に対して、沖縄県の過重な
基地負担の現状のほか、普天間飛行場の辺野古移設計
画について、軟弱地盤による工期等の問題、環境等に
与える影響の評価、基地としての運用の問題等を訴
え、国防総省及び会計検査院による精緻な調査と費用
の検証を求めるよう働きかけを行いました。国防権限
法案については、両院での一本化に向けた協議が行わ
れている時期でもあり、その取り扱いについての具体
的な言及はありませんでしたが、引き続きワシントン
駐在を通して、情報収集に努めていきたいと考えてお
ります。
　次に１の(4)、安倍総理大臣の普天間基地に関する
答弁についてお答えいたします。
　去る10月９日の参議院本会議における安倍総理大
臣の答弁は、普天間飛行場等の沖縄の米軍施設・区域
が、昭和47年の沖縄の本土復帰以降、日米地位協定
に基づいて提供されていることについて、従来の政府
答弁と同様に適法と述べたものと認識しております。
他方、沖縄の米軍基地の形成過程については、米軍の
占領がそのまま戦闘行為終了後の軍用地の使用、接収
に引き継がれていったものであり、このような基地建
設の法的根拠については、ハーグ陸戦法規への抵触の
有無などに関してさまざまな説があるものと承知して
おります。
　次に１の(5)のア、住民投票実施義務づけ訴訟の争
点についてお答えいたします。
　９月19日に石垣市住民投票を求める会が提起し
た、石垣市に住民投票実施を命じるよう求める訴訟に
おいては、石垣市の自治基本条例の解釈などが争点に
なるものと考えております。
　次に１の(5)のイ、住民投票の意義についてお答え
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、整備予定地周辺の
自治会や公民館が反対決議を行うなど、現状は必ずし
も十分に住民合意が得られているとは言いがたい状況



−64−

にあると考えております。住民投票は、地方自治法第
74条に規定されており、間接民主主義の欠陥を補強
し、住民自治の徹底を期するものと考えられ、住民の
基本的権利として直接発案することが認められている
意義は大きいものと考えております。
　次に２、米軍基地問題についての(1)、緑ヶ丘保育
園の事案への県の対応についてお答えします。
　緑ヶ丘保育園の事案については、事案発生の翌日に
富川副知事が外務省特命全権大使沖縄担当及び沖縄防
衛局長に対し、事故原因の究明等を要請したほか、翁
長前知事及び玉城知事が同園を視察しております。普
天間飛行場の周辺においては、できる限り学校、病院
を含む人口稠密地域上空の飛行を避けるよう規定され
ております。
　県は、これまであらゆる機会を通じ、航空機騒音規
制措置の厳格な運用について日米両政府に対し要請し
てきたところであり、去る６月に外務大臣に対し、９
月に防衛大臣に対し、米軍機は学校や病院等の上空を
飛行しないこと等の要請を行ったところであります。
　次に２の(2)のア、ＭＣ130Ｊの部品落下事故の対
応についてお答えします。
　県としては、部品落下を初め航空機関連事故は一歩
間違えば人命にかかわる重大な事故につながりかね
ず、あってはならないものと考えております。また、
今回の事故が発生してから１週間以上、米軍から情報
提供がなかったことは大変遺憾であります。
　このため県としては、米軍及び日米両政府に対し、
徹底した原因究明及び実効性のある再発防止策を講じ
ることを求めるとともに、事故時の迅速な通報体制に
ついて日米合同委員会で検証、改善を行い、その内容
を公表することを強く要請したところでございます。
　次に２の(2)のイ、普天間飛行場所属ヘリの緊急着
陸等についてお答えします。
　普天間飛行場所属機については、10月21日にＣＨ
53Ｅが種子島空港に着陸した後、離陸できなくなっ
た事案や、同月26日にＡＨ１が旧種子島空港に緊急
着陸する事案が相次いで発生しております。このよう
な事案は、米軍の航空機整備、安全対策等に大きな疑
念と不信感を抱かせるものであり、県は外務省沖縄事
務所及び沖縄防衛局に対し、徹底した原因究明及び実
効性のある再発防止策を講じることを米軍に対して働
きかけるよう要請したところであります。
　次に２の(2)のウ、嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練についてお答えします。
　県は、パラシュート降下訓練は、沖縄県民の基地負
担の軽減を図るというＳＡＣＯ最終報告の趣旨に沿っ

て厳格に運用されるべきであると考えており、これま
で幾度となく嘉手納飛行場で同訓練を実施しないよう
強く要請してきましたが、今年はＳＡＣＯ合意後最多
となる４回目の訓練が10月29日に実施されました。
これは、同飛行場におけるパラシュート降下訓練が常
態化しているものと言わざるを得ず、強い憤りを禁じ
得ません。
　県は、４回目の訓練実施後、米軍及び日米両政府に
対し、嘉手納飛行場においてパラシュート降下訓練を
実施しないよう強く要請したところです。
　次に２の(2)のエ、伊江島補助飛行場におけるパラ
シュート降下訓練時の事故についてお答えします。
　10月29日及び30日に、伊江島補助飛行場でのパラ
シュート降下訓練について提供施設外に降下する事故
が発生しました。県としては、米軍の訓練等により、
県民に被害や不安を与えることがあってはならず、県
民の生命、生活及び財産へ十分に配慮すべきであると
考えており、外務省沖縄事務所及び沖縄防衛局に対
し、原因究明及び再発防止策を講じ、訓練時の安全管
理体制に万全を期すよう要請したところです。
　次に２の(2)のオ、米軍人による事件についてお答
えします。
　米軍人等による事件は、日常的に米軍基地と隣り合
わせの生活を余儀なくされている県民に大きな不安を
与えるものです。特に、恩納村における事件について
は、パトカーのフロントガラスを破壊する等極めて悪
質な事件であると考えております。また、今回の事件
は、在沖米軍人の事件ではありませんが、かかる事件
は在沖米軍の運用そのものにも悪影響を与えるもので
あると考えております。
　県としましては、米本国から一時的に派遣される米
軍人等についても、安全対策、綱紀粛正及び教育の徹
底を図るよう米軍及び日米両政府に対して強く要請を
行ったところです。
　次に２の(3)のア及びイ、那覇港湾施設の浦添移設
についてお答えします。２の(3)アと２の(3)イは関連
しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　那覇港湾施設については、昭和49年に移設条件つ
き全部返還が合意されましたが、移設先を探す調整が
難航し、長年にわたりその返還が見通せずにいまし
た。平成７年の日米合同委員会及び平成８年のＳＡＣ
Ｏ最終報告により、浦添埠頭地区への移設方針が示さ
れ、平成13年に当時の儀間浦添市長が受け入れを表
明し、移設協議会等が設置されました。その後、平成
18年の再編実施のための日米ロードマップで牧港補
給地区の返還が示され、また、平成25年には、那覇
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港湾施設及び牧港補給地区を含む、嘉手納飛行場より
南の６施設・区域の返還区域、時期、手順を示す統合
計画が公表され現在に至っております。
　県としては、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２の(4)のア、普天間飛行場の返還条件につい
てお答えします。
　ことし９月４日に開催された第10回普天間飛行場
負担軽減推進会議の作業部会において、施設の完全な
運用上の能力の取得について政府に確認したところ、
普天間飛行場代替施設の運用開始に先立ち、飛行場の
安全性を確認するため米国政府機関による検査を受け
る必要があり、米国政府による飛行場認定を指すもの
であるとの説明がありました。
　次に２の(4)のイ、地盤改良工事に係る米国政府の
見解についてお答えします。
　辺野古・大浦湾の軟弱地盤の問題に関する米国政府
の公式見解は現在のところ示されておりませんが、本
年１月に政府が軟弱地盤の存在を初めて認めた後の４
月に開催された日米安全保障協議委員会２プラス２共
同発表において、辺野古移設が普天間飛行場の継続的
な使用を回避するための唯一の解決策であることが再
確認され、同計画を可能な限り早期に完了するとの強
い決意が示されたものと認識しております。
　次に５、平和発信事業についての(1)のエ、災害援
助拠点構想についてお答えします。
　仲井眞県政時の国際的な災害援助拠点構想について
は、当時、調査を行ったところ、国際緊急援助のニー
ズ、常設コスト面での課題等が確認されております。
また、その後、候補地とされていた下地島空港につい
て、利活用促進事業が進展したこともあり、沖縄21
世紀ビジョン基本計画の改定に当たっては、基本的な
考え方を災害援助拠点の形成から、災害援助活動の推
進に見直し、国際消防救助隊の登録に向けた関係機関
との連携・協力などに取り組んでいるところでありま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　筒井洋樹君登壇〕
〇警察本部長（筒井洋樹君）　２、米軍基地問題につ
いての御質問のうち(1)、緑ヶ丘保育園の事案の県警
の調査状況についてお答えをいたします。
　県警察におきましては、平成29年12月７日の事案

発生時、直ちに所轄の宜野湾署員が現場に赴き、発見
状況の確認、関係者からの事情聴取等を行ったほか、
関係機関と連携し必要な事実確認を行っているところ
でありますが、当該部品が米軍機またはその他の航空
機からの落下物であるか否かについて確認はできてお
らず、現時点、刑罰法令に該当する事実は確認されて
おりません。
　県警察といたしましては、引き続き関係機関とも連
携し、必要な調査を継続してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　３、地域振興・活性化、
財政政策についての(1)のア、名護市と沖縄振興開発
金融公庫の助言協定についてお答えいたします。
　沖縄振興開発金融公庫では、市町村が推進する地域
開発プロジェクトに対し、専門的な助言を行う助言協
定を複数の市町村と締結しております。名護市とは、
ことし８月に協定を締結しており、今後、同市が本年
度の策定を目指している名護湾沿岸基本構想等、さま
ざまな施策展開に対して、金融のノウハウなどを生か
した助言や情報提供等の支援が行われることとなって
おります。
　同じく３の(1)のイ、名護・国頭郡エリアの振興に
ついてお答えいたします。
　北部振興については、県土の均衡ある発展を図る観
点から、名護市の情報通信関連施設であるみらい館や
東村の総合農産加工施設の整備を初め、道路、港湾、
住宅などの社会資本整備や生活環境の整備などが北部
振興事業により進められております。
　沖縄県としましては、今後とも、北部12市町村と
連携し、産業振興のための基盤整備や定住条件の整備
を進めていきたいと考えております。
　同じく３の(2)のア、移住定住促進事業についてお
答えいたします。
　県では、離島・過疎地域の活性化や県全体でバラン
スのとれた人口の維持・増加を目的に、移住定住促進
事業を実施し、移住希望者に対して住宅や仕事、教育
環境等の情報提供を行っております。移住希望者は、
県の移住相談会やウエブサイト、その他民間等が行っ
ているさまざまな情報から総合的に判断し、移住を決
定していると思われ、個人情報保護の観点からも沖縄
への移住者の正確な数の把握は困難な状況でありま
す。
　このため、県としましては、移住に係る相談件数、
ウエブサイトのアクセス数、移住を手助けする中間支
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援組織養成講座への参加団体数を通して効果を測定し
ております。
　同じく３の(2)のイ、自治体税収の増加に関する移
住定住促進事業との連携についてお答えいたします。
　地方税法において、住民税は原則市町村内に住所を
有する個人等に課税することとなっていることから、
県においては、総務省通知に基づき、就職・転勤・入
学等に伴い住所の異動がある者に対し、正確な住所変
更の届け出を促すよう、市町村に対して適宜通知文を
発出し、周知を図っております。移住定住促進事業の
実施に当たっては、移住の際、適切に住所変更の届け
出を行うよう周知・啓発を行ってまいります。
　同じく３の(2)のウ、税収増に対する移住者の貢献
に関する調査についてお答えいたします。
　住民税等の県内の税収増につきましては、景気の拡
大による就業者数や所得の増加等、さまざまな要因が
影響していることに加え、沖縄への移住者を特定する
ことは困難であることから、県の税収増に対する移住
者の貢献に関する調査は難しいものと考えておりま
す。
　県としましては、住民税が県及び市町村の重要な一
般財源であることから、移住の際、適切に住所変更の
届け出を行うよう周知・啓発を行ってまいります。
　次に４、公共交通政策についての(1)のア、鉄軌道
の導入に向けた進捗状況についてお答えいたします。
　県では、鉄軌道の導入に向け、現在、国から示され
ている費用便益分析等の諸課題について、鉄軌道導入
による利用者への効果・影響等に関し、より詳細な調
査を行っているところです。その結果については、年
内をめどに取りまとめ、早急に国と調整を進めていく
こととしております。
　同じく４の(1)のウ、レンタカー増加に伴う交通渋
滞への効果についてお答えいたします。
　平成30年度の観光要覧及び外国人観光客実態調査
報告書によると、国内観光客の約６割、外国人観光客
の約３割がレンタカーを利用しており、那覇空港周辺
にはレンタカー営業所が集中し、空港では送迎バスに
よる混雑などが課題となっております。定時性、速達
性を備えた鉄軌道が導入されることにより、多くの観
光客が訪れる中部や北部へのアクセスが容易になりま
す。これにより、各駅の周辺にレンタカー営業所の立
地が進むことが期待され、空港周辺の混雑緩和に資す
るものと考えております。
　同じく４の(1)のエ、鉄軌道導入に向けた県民の関
心についてお答えいたします。
　鉄軌道導入に向けた取り組みの推進に当たっては、

県民の理解と協力が不可欠であることから、鉄軌道の
導入効果等について、広く県民に周知を図り、関心を
持っていただくことが重要であると考えております。
このため、県では、年度内にシンポジウムを開催し、
鉄軌道導入に向けた機運醸成を図っていくこととして
おります。
　同じく４の(2)のア及び(2)のイ、路線バス事業統合
への県のかかわりと公営サービス化の議論について。
４の(2)のアと４の(2)のイは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えいたします。
　路線バスの統合については、平成９年に１、長年の
懸案であった乗客の減少やバス事業者が深刻な経営難
にあったこと、２、将来的なバス事業の参入に係る規
制緩和、３、モノレール開業に伴うバス路線再編の必
要性などを背景に、バス会社４社が企業統合に関する
合意書を締結し、経営の効率化を目指した経緯があり
ます。当時、県においては、バス事業の公共性や経営
環境の変化を踏まえ、一定条件のもとに出資を検討し
ておりました。また、本県では、路線バス事業が民間
事業者により運営されてきたこと、全国的に公営バス
の民営化や民間譲渡が進められてきたことなどから、
これまで県において公営化を検討したことはございま
せん。
　次に５、平和発信事業についての(1)のア、自治体
の財政負担についてお答えいたします。
　県では、沖縄の特性を考慮した国際貢献機能や誘致
のプロセス等について検討するため、他県における国
際機関の誘致事例について調査しております。同調査
において、地域主体で誘致を行った場合、その国連機
関の設置及び運営に係る拠出金について、地域の負担
が生じる事例を確認しております。
　同じく５の(1)のイ、国連機関の誘致効果について
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おいて、
世界との交流ネットワークの形成や国際協力・貢献活
動の推進の施策を位置づけております。これまでの調
査等を踏まえ、国連機関の誘致は、沖縄の特性を生か
した交流ネットワークの構築、グローバル人材の育
成、多文化共生型社会の構築を促進するものと考えて
おります。また、亜熱帯・島嶼性の地域に適合した本
県の技術協力の推進やアジア・太平洋地域の課題解決
に資する研究交流・共同研究などの技術貢献などを促
進する効果も期待できると考えております。
　同じく５(1)のウ、国との誘致方針の共有について
お答えいたします。
　国際機関等の誘致については、国と地方自治体が誘
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致の方針を共有することが必要であると考えておりま
す。沖縄21世紀ビジョン基本計画では、アジア・太
平洋地域の平和を希求する沖縄が、国際的な安全保障
会議や平和外交交渉等の開催拠点として貢献するた
め、国際機関等の誘致に努めることとしております。
　県では、平和協力外交地域の形成やアジア地域の持
続的発展安定に貢献することを目的とした平和・人権
問題研究所の設置等について、国へ要望し、県の方針
を伝えてきたところです。
　同じく５の(1)のオ、今後の展望についてお答えい
たします。
　2015年９月の国連総会において持続可能な開発の
ための2030アジェンダが採択されたことから、さま
ざまな国連機関において、ＳＤＧｓの達成に向けた取
り組みが展開されております。一方、沖縄県において
は、11月29日に沖縄県ＳＤＧｓ推進方針を決定し、
全庁的な取り組みを進めており、今後、国連との連携
についても検討していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、保健医療
政策についての御質問の中の６の(1)、健康長寿おき
なわ復活県民会議についての御質問にお答えします。
　健康長寿おきなわ復活県民会議は、経済団体18団
体、保健・医療・福祉関係団体15団体、医療保険者
３団体、学校関係８団体、労働団体２団体、マスコミ
８団体、行政・議会10団体、市民団体等７団体の計
71団体で構成されております。県民会議のロードマッ
プにおいては、15の目標及び指標を設定しておりま
すが、そのうち、特定健診やがん検診の受診勧奨、健
康づくりイベント等他団体と連携して取り組んでいる
市町村の割合については、基準値である平成26年度
においては61％、25市町村でありましたが、平成30
年度は90％、37市町村となっており、市町村が最も
成果を上げた団体となっております。
　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）　７、水道行政についての
御質問の中の(1)ア、北谷浄水場に融通可能な浄水場
についてお答えいたします。
　企業局の各浄水場や送水管は、給水対象とする地域
の需要に対応する施設能力で整備されております。一
方、地震等の災害や漏水等の事故発生時に対応するた
め、緊急時に一時的な相互融通が可能となるよう各浄

水場間の連絡管を整備しております。北谷浄水場への
連絡管は、石川浄水場系統から美里―山内送水管、西
原浄水場系統から石嶺―大名送水管が整備されており
ます。
　次に(1)のイ、北谷浄水場へ融通した場合の影響に
ついてお答えいたします。
　北谷浄水場の水源である比謝川、長田川、嘉手納井
戸群及び天願川からの合計の取水量は、平成30年度
実績で１日約６万立方メートルであります。この約
６万立方メートルを石川浄水場及び西原浄水場でそれ
ぞれ３万立方メートルずつ融通すると仮定した場合、
平成30年度の平均送水量で試算すると、石川浄水場
で約22％、西原浄水場で約25％に相当します。北谷
浄水場の減量分を他の浄水場から短期的に融通するこ
とは可能でありますが、各浄水場の施設能力や安定供
給の面から継続的に融通することは困難であります。
　次に(2)のア、名護浄水場整備等の事業概要及び目
的についてお答えいたします。
　名護浄水場の整備については、施設の老朽化や水源
水質などに対応するため、設備の更新、施設の耐震化
及び粉末活性炭処理施設の新設を行う計画となってお
ります。また、久志地区への送水に伴う水需要の増加
に対応するため、浄水能力を２万7000立方メートル
から３万6300立方メートルに拡張する計画となって
おります。事業期間は、平成25年度から令和７年度
までとなっております。久志地区送水施設について
は、名護市の辺野古浄水場が廃止されることに伴い、
企業局が水道用水を供給するため、送水管や増圧ポン
プ場の施設を整備するものであります。事業期間は、
平成25年度から令和４年度までとなっております。
　次に(2)のイ、名護浄水場整備等の算出根拠となる
需要水量についてお答えいたします。
　平成22年度に策定した事業認可計画における久志
地区の需要水量は、生活用水量、開発水量及び基地用
水量を見込んだ１日当たり最大１万220立方メートル
としております。現在実施している久志地区送水施設
整備事業については、名護市の久志地区の給水実績水
量が約4000立方メートルであることから、同水量に
見合う規模で整備を進めております。なお、名護浄水
場は既存の浄水能力に余力があるため、現在の施設能
力を維持し、設備の更新や施設の耐震化等の整備を進
めております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　宮城一郎君。
　　　〔宮城一郎君登壇〕
〇宮城　一郎君　御答弁ありがとうございました。
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　それでは再質問のほうをさせていただきます。
　まず２の米軍基地問題について、その中の(3)、那
覇軍港の浦添移設についてでございます。
　合理的理由というところをお尋ねさせていただきま
したけれども、私のほうでいろいろと調査といいます
か勉強したところ、1995年の玉沢防衛庁長官と大田
知事との会談で、軍港は本島中部の既存施設・区域を
利用し最小限の施設整備との記録があります。いわゆ
るキャンプ・キンザーという既存施設・区域であれ
ば、最小限の施設整備で済む。だからキンザーなので
あります。しかし、その後2013年に嘉手納以南の６
施設の返還計画でキンザーも返還されることになりま
した。キンザーあるがゆえに最小限で済むという合理
的理由は今となっては溶けてなくなってしまったので
はないかと考えます。現在県が現実的というワードを
よく使用されますけれども、これは合理性はなくなっ
た事業であることを認知しながら現実的に進めてい
く、その解釈でよろしいのか、御答弁のほうをお願い
します。
　続いて(4)、返還８条件の部分ですね。今回、与党
県議団の訪米で旅程をコーディネートしてくださった
シンクタンクが、多くの研究者あるいは政府関係者と
の小さな車座的な意見交換の場をたくさんつくってく
れました。この場で、水深90メートルに及ぶ軟弱地
盤に70メートルの砂ぐいを打つことで補強できると
する日本政府の説明を、アメリカの皆さんは信じてい
らっしゃるんですかというお尋ねを私のほうからさせ
ていただいた際に、ほとんどの研究者が苦笑いかある
いは失笑されていらっしゃいました。信じているとい
う方は、それに近いものについては、一人だけ政府関
係者の方が信じるしかないとそういうふうな形でお話
しされていたのを強く記憶しております。
　さらに、普天間返還８条件にある施設の完全な運用
上の能力の取得を満たさないのではないか――この軟
弱地盤の90メートルに対する70メートルの施工で―
―という懸念について、いや、大丈夫ですよとおっ
しゃる研究者は一人もいらっしゃいませんでした。い
よいよ私はこの辺野古が完成しても普天間は返還され
ない。元防衛大臣の御答弁、この疑念がますます深
まっているのではないかというふうに今回の訪米で成
果として得たものというふうに考えております。これ
についての県のお考えをいま一度お聞かせいただけた
らと思います。
　続いて７の水道行政、この(2)ですね。イのほうで
今企業局長のほうから、算出根拠等を教えていただき
ました。この中に需要水量の算出根拠に、米軍基地用

水量、既存施設の水量に加えて、今シュワブのほうに
新しい基地をつくろうとしていることに伴って、移転
してくる兵員、要員、このための水量も１日当たり
1292立方メートル、算出根拠として記録として残っ
ております。平成22年の第４四半期、３月期に発表
された認可計画なんですけれども、22年は秋に県知
事選がありまして、仲井眞県政が２期目に入ったとこ
ろでございます。それまで１期目は条件つき移設をさ
れていた仲井眞知事が秋に県内移設反対で当選された
後にも移転要員の算出根拠をもって水量を計算してい
る。非常に私にとってすとんと落ちないような時間軸
の流れでございます。この件について、今、日時が過
ぎてしまいましたけれども、沖縄県は承認撤回をして
辺野古につくらせないとしている現在、この認可計画
を――この計画について兵員の移転による1292立方
メートル、これを削除・修正する必要があるのではな
いかと私は考えるのですけれども、これについての企
業局の御答弁をお願いしたいと思います。
　再質問は以上でございます。
　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４時23分休憩
　　　午後４時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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、まず那
覇港湾施設の浦添移設の合理性につきましてお答えい
たします。
　当初、那覇軍港を浦添に移設する際には、議員御指
摘のとおり集積機能、荷さばき機能などにつきまして
は、キンザーの牧港補給地区内に移設するというふう
な形になっておりました。その後、ロードマップにお
きまして、牧港補給基地全体が返還されるということ
で、その地区に確保するとされていた倉庫や荷さばき
場などを移設される代替施設内に確保するというふう
になったものと考えております。この18年の公表を
受けまして、当時の儀間浦添市長は追加の集積場につ
きまして、牧港補給地区の全面返還を担保するための
やむを得ない措置であったと政府から説明を受けてお
り、牧港補給地区の全面返還を実現するための政府の
努力は了としたいというふうに発言されております。
　県としましては、繰り返しになりますけれども、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取り組みを進めていくことが現実
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的と考えております。
　続きまして、普天間飛行場の返還８条件あるいは軟
弱地盤等の問題についてでございます。
　県としましても現在、埋立承認の取り消しにつきま
して２つの裁判をやっておりますが、知事の訪米など
におきましても、仮に埋め立てが終了しても軟弱地盤
あるいは埠頭沈下等が発生する可能性があり、米軍基
地としての運用、そしてその維持に対して相当な疑念
があるというふうに思っております。このため、米軍
基地、普天間飛行場の辺野古移設につきましては、決
して普天間飛行場の早期の危険性の除去につながるも
のではな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）　企業局長。
　　　〔企業局長　金城　武君登壇〕
〇企業局長（金城　武君）　それでは、平成22年度の
認可計画における需要水量に盛り込まれている、兵員
の移転に伴う基地水量分は計画から削除すべきでない
かという趣旨の再質問にお答えをいたします。
　水道法第30条において、変更認可を受ける要件と
して、給水対象の増加、給水量の増加、水源の種別の
変更、取水地点の変更、浄水方法の変更となっており
ます。このため、御質問の認可計画における基地水量
の変更については変更認可の要件には該当しません。
なお、現在企業局が進めている名護浄水場整備や、久
志地区送水施設整備事業は名護市の辺野古浄水場廃止
に伴い、名護市からの受水要請を受け国の認可を受け
て実施している事業でございます。また、名護市も辺
野古浄水場を廃止し、その代替は企業局から水道用水
の供給を受ける計画で国の認可を受けております。そ
のため今後名護市からの受水増量要請があれば、企業
局はそれに対応する必要があります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
　　　〔亀濱玲子さん登壇〕
〇亀濱　玲子さん　皆さん、こんにちは。
　社民・社大・結連合の亀濱でございます。
　通告に従いまして、所見を交えて代表質問をさせて
いただきます。
　初めに、知事の政治姿勢についてお伺いいたしま
す。
　玉城県政の本格的な予算編成となった今年度の所信
表明において、知事は、本年を全ての人の尊厳を守
り、誰ひとり取り残すことのない社会づくりのスター
トの年にとその決意を語り、山積する課題に対応しつ
つ、沖縄らしい優しい社会の構築等、沖縄振興への取

り組みに力を入れております。
　そこでお伺いいたします。
　(1)点目、沖縄21世紀ビジョンで示す施策の実現へ
向けて、令和２年度沖縄振興予算の概算要求額の満額
確保並びに沖縄振興一括交付金の概算要求額以上の確
保に係る今般の国庫要請についての取り組みをお伺い
をいたします。
　(2)点目、令和２年度税制改正に係る沖縄振興税制
の中で、令和元年度末に措置期限となる５制度につい
て現状と課題、適応延長への取り組み等、県の対応を
伺います。
　２点目です。宮古・石垣の自衛隊基地・弾薬庫建設
について伺います。
　(1)、宮古島保良鉱山への自衛隊弾薬庫建設の造成
工事の準備作業が10月７日から開始されました。住
民合意のない強引な建設について、県から防衛省へ工
事中止を申し入れたということもあります。しかしな
がら、作業は強行されている状況にあります。さらな
る強い申し入れをするべきではないかというふうに思
います。県の対応について伺います。
　(2)、石垣への陸上自衛隊配備、弾薬庫建設につい
て、住民は反対の強い意思を示しています。周辺に
は、守るべき豊かな自然や高校の実習地が隣接をして
いることもあり、工事の中止をさらに求めるべきだと
考えますが、県の対応を伺います。
　(3)、沖縄防衛局に県が照会し、ことし2019年８月
28日に回答が来ました。これには保良鉱山第１級火
薬庫・弾薬庫について答えがありました。それにはそ
れぞれの集落までの保安距離が答えられていません。
経済産業省に問い合わせているところということで答
えられておりませんが、それは一体どうなっているの
か。防衛局へ確認をされているのか伺います。
　(4)点目、保良弾薬庫敷地内に予定されている訓練
場が、この８月28日の回答に添付された資料の中で
明らかになりました。施設の概要には書かれていませ
んが、地図に落とされています。これは石垣、平得、
大俣も一緒です。それについて県は把握されている
か。これは何のための訓練であるか。どういう訓練か
ということは確認されているか、内容について伺いま
す。
　(5)点目です。現在行われている土の投入について、
県の条例に基づく赤土流出対策が適正に行われている
か、県は調査をすべきだと思いますが、その実施につ
いて伺います。
　(6)点目、県の改正環境影響評価条例について、保
良弾薬庫建設に関し県の対応について伺います。
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　３点目、福祉行政について伺います。
　沖縄県におけるひきこもり状態の40歳から64歳が
約7000名との推定の報道があります。高齢化・長期
化の課題について、2016年に関係団体から調査ある
いは居場所についての支援の陳情が県議会にも上が
り、採択されたところでございますけれども、改めて
お伺いいたします。
　(1)点目、県内のひきこもりの実態と県の対応につ
いてお聞きいたします。
　(2)点目、県が待機児童ゼロの目標年を2019年度末
から2021年度末へ方針を変えました。これについて
お伺いいたします。
　県は黄金っ子応援プランで施設整備を進めてきたは
ずですが、ここに来て厳しい状況になっていることが
報道されています。
　ア、沖縄県待機児童ゼロの目標年の再度の先送りの
要因について伺います。
　イ、全国でワーストの待機児童率と改善への課題に
ついて伺います。
　ウ、41市町村の保育需要、保育所整備率の状況と
県の役割、取り組みについて伺います。
　重ねて、10月スタートの幼児教育・保育の無償化
後の課題について伺います。
　ア、保育士不足への対応、新規の保育士確保、潜在
保育士の確保、処遇改善、労働環境の整備等々、県の
取り組みについて伺います。
　イ、食材料費に係る課題と県の取り組みについて伺
います。
　４点目、教育行政について伺います。
　(1)、学校における働き方改革に関する取り組みに
ついて。
　ア、教職員の長時間労働が深刻な状況にあることが
指摘されております。県下の県立高校、小中学校にお
ける教員の残業時間の状況について伺います。加え
て、実態把握のための調査をするべきではないかとい
うふうに思いますので伺います。
　イ、部活動指導員の配置状況と促進への取り組みに
ついて伺います。
　ウ、給特法について、変形勤務導入に現場の教職員
から反対の声が上がっています。県の見解を伺いま
す。
　(2)、離島赴任の教職員の住宅確保の困難な状況と
家賃高騰の実態、引っ越し費用の過重な負担等々、特
に宮古島市、石垣市が厳しい状況にあることについ
て、さきの議会でも伺いましたけれども、現在の取り
組み状況がどうなっているかお聞きしたいと思いま

す。
　(3)、全国ワーストとなっております、沖縄県教職
員の精神疾患による病休率と県の対応について伺いま
す。
　(4)、学校統廃合は住民合意のない強引な進め方を
しないよう、市町村へ働きかけていただきたい。見解
を伺います。
　(5)、県内高校における定員内不合格について、係
る課題と取り組みについて伺います。
　ア、県内高校における過去５年間の定員内不合格者
数について伺います。
　イ、定員内不合格を出さない他県の取り組みと実施
に当たっての県の課題について伺います。
　ウ、中学卒業後の進路未決定者、中学校で不登校
だった生徒の調査等について伺います。
　エ、障害のある生徒の受検の対応についてお伺いい
たします。
　５、離島の振興について。
　(1)、知事は、離島力の向上を今年度の施策に掲げ
ておりますが――これ、公約でもありますね。島々へ
の視察について積極的に実施していただきたい。お考
えを伺います。
　(2)、離島における航空運賃の負担軽減、ガソリン
価格、生活コストの軽減等格差是正について伺いま
す。
　(3)、離島の児童生徒の派遣費用等々、支援の拡充
についてお伺いをいたします。
　(4)、離島の難病患者等へ,*の渡航費・宿泊費支援
のさらなる拡充が求められています。それについてお
伺いいたします。
　６点目、農林水産業の振興について。
　(1)、ツマジロクサヨトウの被害が県内に広がりつ
つあります。蔓延を防ぐための対策を伺います。
　(2)、在庫となっております黒糖の商品化に向けて
の取り組み、開発、販路拡大等県の積極的な取り組み
について伺います。
　(3)、県営圃場整備事業における赤土流出対策につ
いて、現状と課題、取り組みについて伺います。
　(4)、サトウキビ農家支援について、ハーベスタ利
用料金の負担軽減について、県の取り組みをお伺いい
たします。
　７点目、医療行政について。
　(1)、北部基幹病院の整備について、課題の解決に、
経営の自由度、迅速性、そして健全性、医師の確保、
看護師の確保、雇用問題等がありますが、より優先度
が高い解決すべき課題は何かお伺いいたします。
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　(2)、医師会病院側から新しい経営に引き継がれる
という負債について、医師会病院において債権者側に
対し債権の放棄や減免などの努力は鋭意進められてい
るのか伺います。
　お答えを伺いましてから、再度質問をさせていただ
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）　亀濱玲子議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(1)、
令和２年度沖縄振興予算の満額確保に係る国庫要請に
ついてお答えいたします。
　内閣府は、８月末に、総額3190億円の令和２年度
沖縄振興予算の概算要求を行っています。沖縄県とし
ては、国が実施する直轄事業と県及び市町村の自主性
を発揮させる沖縄振興一括交付金など地方向け補助金
の双方を確保し、効果的に施策を展開したいと考えて
おります。そのため、去る９月には、就任後初来県し
た衛藤沖縄担当大臣に対し、また11月21日には、衛
藤大臣や県選出国会議員など関係要路に対して、概算
要求の満額確保及び沖縄振興一括交付金の概算要求額
以上の確保を要請してまいりました。今後も機会を捉
え、沖縄振興予算の確保に向けて取り組んでまいりま
す。
　次に、離島の振興についての御質問の中の質問要旨
５の(1)、知事の離島視察についてお答えいたします。
　沖縄県は、広大な海域に37の有人離島が点在する
島嶼県であり、それぞれ個性豊かな自然環境や文化を
有しています。一方で、遠隔性、狭小性、散在性など
からさまざまな課題を抱えており、その実態を把握す
るため、直接、現地に足を運ぶことが重要であると考
えております。そのため、知事就任後、行政視察とし
ては、伊是名村、伊平屋村、久米島町、与那国町及び
座間味村の５町村を訪問いたしました。そして式典出
席などでは、宮古島市、北大東村、伊江村及び石垣市
の４市村を訪れており、県内15離島市町村のうち合
計９市町村を訪問しております。今後もあらゆる機会
を捉えて多くの離島を訪問し、皆様からさまざまな御
意見を伺ってまいりたいと思っております。
　次に５の(4)、離島の難病患者等への支援について
お答えいたします。
　県は、平成29年度から、がん治療、難病、特定疾
患、小児慢性特定疾病、特定不妊治療、子宮頸がん予
防ワクチンの副反応疑い及び妊産婦が島外の医療機関
へ通院する場合の交通費及び宿泊費への助成を行う市

町村に対し補助を行っております。同事業につきまし
ては、毎年度、市町村への要望調査や意見交換を行
い、充実・改善に向けて取り組んでいるところであり
ますが、議員御指摘の難病患者等への支援の拡充につ
きましては、離島市町村や住民の要望も踏まえなが
ら、その拡充に向けて検討してまいりたいと考えてお
ります。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
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　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(2)、令和２年度税制改正についてお答えいた
します。
　令和２年に措置期限を迎える５制度は、産業の振興
や県民生活の向上を図る上で重要な役割を担っており
ます。内閣府の税制改正要望には、県の要望どおり、
５制度の２年間延長が盛り込まれました。県では、
去る11月５日に改めて知事を先頭とした要望活動を
行ったところであり、税制改正大綱の決定まで引き続
き関係団体と連携して取り組んでまいります。
　次に５、離島の振興についての(2)、離島における
航空運賃の負担軽減、ガソリン価格、生活コスト低減
の課題と格差是正についてお答えいたします。
　県では、離島住民の交通コストの負担軽減を図るた
め、航空運賃を約４割低減する事業を実施しており、
同事業を安定的かつ継続的に実施することが重要であ
ると考えております。ガソリン価格については、本島
から県内離島に輸送される石油製品の輸送経費等に対
し補助を行っておりますが、依然として本島との価格
差があることから、その縮小に向けて、価格差の状況
の住民への周知及び適正な競争環境の醸成に取り組ん
でまいります。生活コストのうち、食品・日用品など
の生活必需品の価格については、ことし３月に公表し
た離島住民を対象とした県民意識調査において、今後
重点的に取り組むべき項目で最も上位となっているこ
とから、県としてどのような取り組みができるか検討
しているところでございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　２、宮古・石垣の自衛
隊基地・弾薬庫建設についての(1)及び(2)、工事中止
等の県の対応についてお答えします。２の(1)と２の
(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えし
ます。
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　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、現状は必ずしも十
分に住民合意が得られているとは言いがたい状況にあ
ります。そのため、11月14日に私から沖縄防衛局企
画部長に対し、11月27日に基地対策統括監から防衛
省施設計画課長に対し、工事を一旦とめて説明会を開
催するなど、住民の理解を得ながら取り組みを進める
よう申し入れを行ったところです。
　県としては、政府に対して、地元の理解と協力が得
られるよう、十分な情報開示を行うなど、より一層丁
寧に説明を行うとともに、配備スケジュールありきで
物事を進めることがないよう、引き続き求めてまいり
ます。
　次に２の(3)、火薬庫の保安距離、保安物件につい
てお答えします。
　防衛省の資料によると、保安距離は、付近の保安物
件に対する安全距離で、対象物件の種類及び貯蔵爆薬
量に応じて定められております。宮古島駐屯地の直近
家屋は、第３種保安物件に該当するとのことですが、
保良鉱山地区及び石垣島に計画している火薬庫につい
ては、現在設計中とのことであり、今後、経済産業省
への火薬庫設置申請手続の中で、第何種保安物件に該
当するか確認されるとのことです。
　県としましては、引き続き情報収集に努めてまいり
ます。
　次に２の(4)、保良鉱山地区の訓練場についてお答
えします。
　防衛省の説明によると、保良鉱山地区の施設配置案
に示されている訓練場については、建物や道路などの
施設建設を行わない敷地であり、体育訓練、人命救助
訓練、警備訓練、テントなどの展開訓練を行う予定と
のことです。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　２、宮古・石垣の自衛隊
基地・弾薬庫建設についての御質問の中の(5)、自衛
隊基地建設工事の赤土等流出防止対策についてお答え
します。
　県では、宮古島市保良で行われている陸自宮古島訓
練場地区造成工事について、土のう積み、植生工及び
浸透池等の対策計画が、赤土等流出防止条例に基づく
施設基準に適合していることを確認しております。さ

らに、区域外への赤土等の流出がないことをパトロー
ルにより確認しており、今後は、立入調査を行い、流
出防止対策の実施状況を確認してまいります。
　同じく２の(6)、保良弾薬庫建設に対する改正環境
影響評価条例の適用についてお答えします。
　改正後の沖縄県環境影響評価条例では、施行区域の
面積が20ヘクタール以上で土地の造成を伴う事業に
該当する場合、条例の対象事業となります。そのた
め、県では、沖縄防衛局に対し、宮古島保良地区への
陸上自衛隊配備計画に係る施行区域の面積等について
照会したところ、想定される施行区域は、最大でも取
得範囲の約19ヘクタールとなりますとの回答を得て
いることから、条例適用の対象とはなりません。しか
しながら、県としましては、事業者みずから環境調査
を行い、地元の理解が得られるよう環境に配慮した事
業を実施する必要があると考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　ではまず初めに、福
祉行政についての御質問の中の３の(1)、ひきこもり
の実態と対策についての御質問にお答えします。
　国が行ったひきこもりに関する実態調査から推計し
ますと、県内のひきこもり者数は、約１万3800人と
なります。県は、平成28年10月より、ひきこもり専
門支援センターにおいて本人・家族などに対し相談、
訪問などの支援を行っております。ひきこもり状態に
ある方及びその家族に対する個別具体的な支援につき
ましては、その前提となる実態調査を含めて、県だけ
で効果的に行うことは困難でありますので、市町村と
連携しながら効果的な調査や支援が行えるよう、その
体制づくりに取り組まなければならないと考えており
ます。
　次に７の医療行政についての御質問の中の(1)、北
部基幹病院についての御質問にお答えします。
　協議会の資料において示された経営の自由度、迅速
性、健全性、医師確保、看護師の確保、雇用問題と
いった項目は、経営システムごとのメリット・デメ
リットを議論するための論点として設定した項目であ
り、北部基幹病院を整備する上で解決する必要のある
課題として整理したものではありません。なお、北部
基幹病院に関する現時点での最大の課題は、基本構想
の策定など次の段階に進むため、いかにして基幹病院
の基本的枠組みに関する合意を形成していくかである
と考えております。
　次に(2)、医師会病院の負債についての御質問にお
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答えします。
　北部地区医師会病院の長期借入金は、平成30年度
末時点で約24億円となっており、毎年度、計画どお
り１億5000万円ずつ返済されているところであり、
債権者に対する債権の放棄や減免の必要はないと考え
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）　３、福祉行
政についての御質問の中の(2)のア、待機児童の解消
時期についてお答えいたします。
　県では、令和２年度から６年度を計画期間とする第
二期黄金っ子応援プランの策定に向けて、各市町村に
おける量の見込み、提供体制の確保方策等を取りまと
めているところです。幼児教育・保育無償化の影響や
女性就業率の向上、潜在需要の掘り起こしによる保育
ニーズの高まり等により、多くの市町村においては、
令和２年度末を待機児童解消時期としておりますが、
一部市町村においては、やむを得ない事情により、令
和３年度末までの解消を見込んでおります。
　同じく３の(2)のイ、待機児童の課題についてお答
えいたします。
　本県の待機児童率は、平成31年４月１日時点で
2.8％となっており、全国で一番高い数値となってお
ります。待機児童解消の課題としては、保育ニーズの
高まりによる保育所等の受け皿整備、保育士の確保と
処遇改善、地域別・年齢別ニーズとのミスマッチによ
る定員割れなどがあると認識しており、これらの課題
解決に向けて、引き続き市町村と連携し、待機児童の
解消に取り組んでまいります。
　同じく３の(2)のウ、保育需要と保育所整備率等に
ついてお答えいたします。
　現在取りまとめ中の第二期黄金っ子応援プランで
は、待機児童解消年度である令和３年度において保育
需要がピークとなり、見込み数は６万1758人、同年
度における保育所整備等、保育の受け皿を示す確保方
策は６万6283人となっております。
　県としましては、沖縄振興特別推進交付金、沖縄県
待機児童解消支援基金等を活用し、施設整備や保育士
確保に取り組むとともに、計画の前倒しも視野に入れ
ながら、可能な限り早期の待機児童解消に向けて、引
き続き市町村と連携し取り組んでまいります。
　同じく３の(3)のア、保育士不足に対する取り組み
についてお答えいたします。
　県では、新規保育士を確保するため、修学資金の貸

し付けや市町村が行う保育士試験対策講座の実施費用
を補助しており、潜在保育士に対しては、就職準備金
の貸し付け等の復職支援を行っております。また、国
における公定価格の改定や、県独自の施策として保育
士の正規雇用化や年休取得等の支援事業などの処遇改
善にも努めております。さらに、保育士・保育所総合
支援センターにおいて、社会保険労務士等の専門家を
派遣し、施設の課題やその改善策を提案するフォロー
アップ事業や労働環境改善セミナーを実施し、保育士
が働きやすい環境づくりを支援しております。
　同じく３の(3)のイ、無償化後の食材料費に係る課
題等についてお答えいたします。
　幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の課題につ
いては、主食費の見直しにより、一部の市町村で保護
者の負担増となる事例が生じていることや、徴収事務
に係る施設側の事務負担が増加していることなどが挙
げられます。保護者の負担軽減については、市町村に
対して、無償化により軽減された市町村独自予算の活
用によるさらなる支援策を働きかけております。施設
の負担軽減については、九州各県保健医療福祉主管部
長会議を通して、保育所における事務職員雇い上げ加
算の拡充等について国へ要望しているところであり、
引き続き同課題について九州各県と意見交換してまい
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)のア、教員の勤務実態についてお答えいた
します。
　県立学校における時間外勤務が月80時間以上の長
時間勤務者数は、平成29年度は延べ3506人、平成30
年度は延べ3078人となり、428人の減、率にしまし
て12.2％の縮減となっております。今年度は、全県
立学校で勤務管理システムが稼働しており、現時点に
おいて改善傾向が見られます。市町村立小中学校にお
ける教職員の出退勤時間管理等の勤務実態の把握につ
いては、服務監督者である市町村教育委員会で適切に
行われるべきものと理解しております。令和元年６月
に調査したところ、ＩＣカードやタイムカード等を活
用した出退勤管理が23市町村において実施されてお
り、昨年８月の調査より２市町村増加しています。ま
た、５市町村が今年度中に導入予定としており、適切
な勤務時間管理の取り組みが広がりつつあります。
　次に同じく４の(1)のイ、部活動指導員の配置状況
と促進についての御質問にお答えいたします。
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　県教育委員会では、部活動顧問の負担軽減及び多忙
化解消のため、令和元年度から部活動指導員を県立高
校に38名、県立中学校に３名、市町村立中学校に52
名配置しております。今後とも、関係部局及び市町村
教育委員会等と連携を図りながら、教職員の負担軽減
に努めてまいりたいと考えております。
　次に同じく４の(1)のウ、変形労働時間制の導入に
ついての御質問にお答えいたします。
　本日、午前中ですけれども、公立の義務教育諸学校
等の教職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正
する法律が成立いたしました。改正により導入された
変形労働時間制は、令和３年度から、地方公共団体の
判断により、学期中の教員の勤務時間をふやし、かわ
りに児童生徒の夏休み期間中等に休日のまとめ取りが
可能となる内容であります。今後、同制度の導入につ
いては、国の動向や他都道府県の状況等の情報収集を
行い、本県公立学校教職員の勤務実態や関係機関の意
見等を踏まえ、慎重に検討してまいります。
　次に同じく４の(2)、離島赴任の教職員の住宅確保
についての御質問にお答えいたします。
　近年、宮古島市・石垣市の住宅事情が厳しい状況に
あることから、県教育委員会では、両市への教職員の
人事異動に際して、学校、教育事務所、地元教育委員
会等、関係者が連携して民間賃貸物件の情報収集や所
有者への協力依頼を行う等の支援を行っております。
また、知事部局と連携して、平成31年度県立学校教
職員の赴任旅費のうち、着後手当の増額支給を行った
ところです。さらに、赴任に係る負担が大きい臨時的
任用職員に対しては、令和２年度から、一定戸数の民
間賃貸住宅を借り上げることについて検討を行ってい
るところです。
　県教育委員会としましては、引き続き関係機関と連
携し、円滑な人事異動ができるよう取り組んでまいり
ます。
　次に同じく４の(3)、教職員の病気休職者の状況及
び対策等についての御質問にお答えいたします。
　本県における精神疾患による病気休職者の在職者に
占める割合は、比較可能な平成29年度において、全
国0.55％に対し1.13％となっており高い状況にあり
ます。
　県教育委員会としては、教職員が心身の健康を維持
し、教育活動に専念できる労働環境を確保する上で、
メンタルヘルス対策は重要であると認識しておりま
す。そのため、学校現場の業務改善に向けた取り組み
を推進するとともに、職員の健康管理や職場点検等、
学校の安全衛生対策のための体制整備や相談窓口の活

用について周知するほか、各種研修会を開催するな
ど、教職員の健康管理に努めております。
　次に同じく４の(4)、市町村立学校の統廃合につい
ての御質問にお答えいたします。
　市町村立小中学校の統廃合は、当該地域の実情や児
童生徒の教育的効果等の観点から、当該地域の児童生
徒の教育に責任を有する市町村教育委員会が主体的に
判断するものと考えております。
　次に４の(5)、県立高校の定員内不合格についての
御質問にお答えいたします。４の(5)のアと４の(5)の
イは関連いたしますので一括してお答えをさせていた
だきます。
　県立高等学校入学者選抜における定員割れのあった
高校での不合格者数については、平成27年度192名、
28年 度195名、29年 度167名、30年 度174名、31年
度111名と減少傾向にあります。
　次に、定員内不合格については、文部科学省の調査
によりますと、原則不合格は出さないこととしている
都道府県は15都府県、定員内でも不合格にする可能
性がある都道府県は本県を含め32道府県となってお
ります。なお、原則不合格を出さないこととしている
ほとんどの県は、志願倍率が１倍を超える状況にあ
り、結果として、定員内不合格者が出にくい状況と
なっていることが考えられます。
　高校の入学に当たっては、各高校・学科の教育課程
を履修修得できる資質・能力を備えていることが求め
られております。
　教育委員会としましては、各学校において、高校の
教育課程の履修修得が期待できる生徒については、引
き続き可能な限り入学を認めるよう求めてまいりま
す。
　次に同じく４の(5)のウ、進路未決定者等について
の御質問にお答えいたします。
　平成30年度学校基本調査によりますと、本県にお
ける中学校卒業後に進学も就職もしていない者は275
名で、卒業者総数に占める割合は1.7％となっており
ます。各中学校では、不登校生徒か否かにかかわら
ず、全ての生徒に対して、進学・就職等の進路指導に
取り組んでおります。中学校卒業後の動向について
は、連絡をとることが難しい卒業生もいることなどか
ら、現在、調査等は実施していないところです。な
お、各中学校においては、卒業後の進路未決定者から
求めがあれば、進路相談や必要な情報の提供などの支
援を行っております。
　次に４の(5)のエ、障害のある生徒の受検について
の御質問にお答えいたします。



−75−

　県立高等学校入学者選抜においては、他の受検生と
の公平性を確保しつつ、障害の特性に応じて、別室で
の受検や問題用紙の拡大、時間の延長、代筆、代読
等、合理的配慮のもと学力検査を行っております。
　次に５の離島の振興についての御質問の(3)、離島
の児童生徒の派遣費用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
する離島の中高校生、また、九州大会や全国大会に参
加する中高校生に対して、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。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　６、農林水産業の振
興についての御質問の中の６の(1)、ツマジロクサヨ
トウの蔓延防止対策についてお答えします。
　ツマジロクサヨトウは、今年11月末現在、県内14
市町村において、トウモロコシ類やサトウキビで発生
が確認されております。そのため県では、１、毎月
80カ所以上の地点で発生確認調査の実施、２、発生
が確認された場合、速やかな防除の実施、３、生産農
家に対し、講習会や巡回指導、市町村広報誌等で情報
提供等を実施しているところであります。なお、防除
に対する生産農家の負担軽減支援策として、さとうき
び増産基金事業、粗飼料確保緊急対策事業等が活用可
能であります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携して早期
発見・早期防除に努め、蔓延防止対策に取り組んでま
いります。
　次に６の(2)、黒糖の商品開発や販路拡大等に関す
る県の取り組みについてお答えします。
　県産黒糖については、国内の砂糖消費の低迷や、サ
トウキビの生産量が不安定なことから輸入黒糖との競
合などを背景に販売面での課題があります。このた
め、県では関係機関で構成する沖縄県含みつ糖対策協
議会において、５月10日を黒糖の日と制定し、消費
拡大のためのイベントの開催、トップセールスの実
施、また、県内外の大手量販店に対する販売促進キャ
ラバンも行っているところであります。
　県としましては、引き続き関係機関等と連携し、消
費者ニーズに対応した魅力ある商品の開発など、販売
促進及び消費拡大に取り組んでまいります。
　次に６の(3)、圃場整備事業における赤土流出対策

についてお答えします。
　農地からの赤土流出防止対策については、営農対策
と土木対策の両面から取り組むことが重要だと考えて
おります。圃場整備事業等が完了した農地において
も、降雨の状況等によって、赤土等の流出が確認され
る場合があり、対策が必要な農地については、水質保
全対策事業を活用して圃場勾配の抑制、沈砂池、排水
路等の整備に取り組んでいるところであります。同事
業については、施設の整備に伴い、用地を取得する必
要があることから、農家の協力が不可欠であります。
　県としましては、市町村等と連携を図り、赤土等流
出防止対策の推進に取り組んでまいります。
　次に６の(4)、ハーベスタ利用料金の負担軽減につ
いてお答えいたします。
　平成30・31年期は県内全域で、計454台のハーベ
スタが稼働し、収穫面積におけるハーベスタ収穫の割
合は、県全体で76.9％となっております。ハーベス
タ導入に当たっては、国及び県で導入経費を助成し、
利用者の負担軽減等を図っているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　亀濱玲子さん。
　　　〔亀濱玲子さん登壇〕
〇亀濱　玲子さん　お答えいただきましたので、質問
をちょっとランダムにしたいと思います。
　今お答えいただきました県営圃場事業についての赤
土流出防止が――前回も見ていただいたんですけど、
これ２枚ちょっと抽出しました。（資料を掲示）　この
上にあるのが、県営圃場整備事業。この左手は池間大
橋のモズク養殖場まで赤く染まっているという状況が
続いています。大雨のときに、これが何度も何度も繰
り返し続いてきている。団体営に関しては、アーサの
養殖のところなどもあるんですけど、今回は県営につ
いて言うと、これは取り組んでいきますと言いました
が、具体的にいつからどうするかというのを答えてい
ただきたいと思います。
　続いてはハーベスタについては、これは独禁法の問
題も指摘されました。なので、県はもう少し各関係行
政と取り組んで、どうすることが本当に農家の皆さん
が納得する利用料金かというのがあるはずです。これ
は減価償却もそんなに長くないんですよ。ですから、
もっと安くなるはずだというのが私の考えです。ぜ
ひ、各関係行政と一緒に取り組んでいただきたいと思
います。
　それと忘れないうちに知事に、北部基幹病院につい
ての確認を１つさせていただきたいと思うんです。知
事は、これまで公約の中で北部基幹病院の早期の実現
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というのを掲げていらっしゃいます。一方で、あわせ
て県立病院の経営形態を維持する、そして機能強化を
図るということが県立病院の役割であるというふうに
考えるならば、これは北部病院も同じように県立病院
の堅持というふうに捉えるべきだというふうに私は思
いますが、知事のお考えをお聞かせください。
　あとは、教育委員会なんですが、たくさんあるんで
すけれども、これは宮古の高校の先生方が独自で調べ
たアンケートなんですけど、（資料を掲示）　転勤に当
たって赴任に当たってとても困った、「とてもそう思
う」、「そう思う」はもう90％を超えています。これ
は、皆さんも御存じだと思いますけど、高い家賃で
入らざるを得ないだとか、20万から50万ぐらいまで
引っ越し費用がとてもかかるだとか、そういったこと
を９月議会で取り上げたときに、狩俣信子議員の質問
に対する答えもそうだったんですけど、教育長は、知
事部局と状況を確認しながら進めるというふうに言っ
たと思うんです。これについてお答えいただきたいと
思います。
　それと、保健部長。石垣からけがで緊急搬送された
方で家族がずっと付き添わなきゃいけないという状況
があったそうなんですよ。それについて、この難病、
がん患者プラス、そういったことについても付き添い
支援ができないかということについて、お答えいただ
きたいと思います。
　続いて、石垣・宮古の弾薬庫の問題なんですけど、
これについての……
〇議長（新里米吉君）　時間です。
〇亀濱　玲子さん　わかりました。じゃ、これはまた
続いて。
　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５時19分休憩
　　　午後５時21分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　それでは、赤土等流
出防止対策に関する再質問にお答えします。
　先ほど写真で示された箇所につきましては、大雨時
に海域まで流れているということは、私のほうも認識
をしております。
　あのような流出対策が必要な箇所につきましては、
先ほども答弁いたしましたが、ハード対策として水質
保全対策事業が活用できると考えております。この事
業の実施に当たっては、関係する市町村が策定する農

業農村整備事業管理計画という計画に位置づける必要
がありますので、そういった計画策定の働きかけ等も
進めながら対応していかなければいけないと考えてお
ります。
　それから、効果的に防止対策を実施するためには、
やはり地域特性を十分調べていかなければいけないと
いう状況もあると考えております。
　県としましては、関係する市町村とともに現地調
査、それから農家からの聞き取り等、地域の特性に配
慮した対策を進めていきたいと考えております。
　あともう１点、ハーベスタ利用料金の負担軽減につ
いての再質問にお答えしたいと思います。
　まず、ハーベスタを利用した収穫作業が持続的に実
施していけるように生産者の実質的な負担軽減、それ
から作業受託者――実際ハーベスタを動かしていく作
業受託者の体制の充実等も総合的に考えていく必要が
あると考えています。これまで同様に、ハーベスタの
導入支援を通した利用料金の抑制は引き続き行ってま
いりますが、一方で、既に導入されているハーベスタ
の長寿命化、それから受託組織の経営改善に向けた支
援も必要であると考えております。こういった対策も
進めながら、負担軽減に向けた取り組みを行っていき
たいと考えております。また、ハーベスタ利用料金に
つきましては、地元の関係者とも意見交換する場も、
どういった形がいいのかも含め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）　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、北部基幹病院
に関する再質問にお答えしたいと思います。
　知事の公約は、まず主要政策として、「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。」と。次に、実施政策とし
て、「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。」、
それから、「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。」でありま
す。今現在の基本合意書案が示しております、県及び
北部12市町村で構成する一部事務組合が北部基幹病
院を設置し、公立病院として北部基幹病院を運営する
ことは、知事公約を実現するための経営システムであ
ると考えております。
　次に、離島患者等支援事業に関する再質問にお答え
しますが、現在、その難病の患者というのは指定難病
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に限定しておりますが、仮にこの指定難病に含まれて
いなくても、これと同等に扱う必要があるというよう
なもの、それとその疾病が島内の医療施設で診ること
ができないというようなことがあれば、これはその均
衡から言っても補助対象としていくことが成否を実現
する上で必要ではないかというふうに考えております
ので、いずれにせよ関係市町村と意見交換を行い、こ
の補助対象の妥当性については検討していきたいとい
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）　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。
　御質問は、転勤で多額の引っ越し費用に困ったとい
う質問でございました。
　これは、帰住旅費の件かなというふうに理解をして
おりますけど、現在これにつきましては、知事部局と
協議する必要がございますので、その協議内容を整理
しながら協議を行い、令和２年３月退職者から支給で
きるように努め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）　以上で本日の代表質問は終わ
りました。
  この際、報告いたします。
　先ほど知事からあすの本会議を欠席する旨の届け出
がありました。
　これに関して知事から発言の申し出がありますの
で、これを許可します。

　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　あす５日の本会議を私が欠
席することについて御説明をいたします。
　私ごとではありますが、身内に不幸があり弔事のた
め、本会議を欠席させていただく旨の届け出を議長に
提出いたしました。
　３日の午前２時１分に、病気療養中であった母の容
態が急変し、息を引き取りました。それから、いろい
ろな方々と調整をさせていただきまして、きょうが本
通夜で、あすだびに付さねばならず、そして６日を置
いて７日に告別式をとり行い、９日に初七日と七七忌
の法要をとり行うというそのような手続になるという
ことになり、私が本人の息子として喪主を務めさせて
いただくという事情もありまして、やむなく明日本会
議を欠席せざるを得ないということで、届け出をさせ
ていただきました。
　多くの重要な議案の審議をお願いしているこの県議
会を欠席することにつきましては、大変心苦しく思っ
ております。議員の皆様方にはそのような事情を御賢
察の上、どうぞ御理解を賜りますようよろしくお願い
いたします。
〇議長（新里米吉君）　本日の日程はこれで全部終了
いたしました。
　次会は、明５日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時28分散会
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21　番　　山　川　典　二　君 47　番　　仲　田　弘　毅　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
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〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１　代表質問を行います。
　質問の通告がありますので、順次発言を許します。
　上原正次君。
　　　〔上原正次君登壇〕
〇上原　正次君　おはようございます。
　会派おきなわを代表して、通告に従い代表質問を行
います。
　件名１、首里城焼失について。
　首里城焼失を伝える報道を、台湾で知ることになり
ました。火にまかれ柱だけが残った城が無残に崩れ落
ちる場面があり、そのときウチナーンチュの心のより
どころが一緒に崩れ落ちるように目に映り、県議会議
員として一刻も早い再建のため、そして県民の失意を
取り戻すために最大限の努力を惜しまないと誓いを新
たにしたところであります。
　さて首里城再建を力強く推進するためには、多角的
な取り組みが必要であります。
　その点を踏まえ質問しますので、当局の誠意ある御
答弁をよろしくお願いいたします。
　(1)、焼失前の首里城建設にどの程度の費用を要し
たか。ただ以前と比べ建設コストは上昇しているた
め、どの程度の整備費用が必要と試算しているのか、
あわせてお聞かせください。
　(2)、琉球王国の歴史や文化を今に伝える首里城は
色鮮やかな漆で彩られた木造建築物で、宮大工や漆職
人、瓦事業者など多くの技術者がかかわりました。そ

の方々のお力添えが首里城再建に必要となることは明
らかです。特に人材及び資材に関する情報等がありま
したらお聞かせください。
　(3)、1989年から約30年もの時間をかけて首里城
の復元がなされたにもかかわらず、出火から11時間
で沖縄の象徴が灰になりました。首里城は文化財保護
法の文化財に指定されておらず、スプリンクラー設置
の義務づけがないことや、焼失を防ぐドレンチャーが
うまく機能しなかったこと、当時は強い北風が吹いて
いたことなどもあり、正殿から周囲の建物に次々と延
焼したと考えられます。復元に当たっては、火災の発
生や延焼拡大の原因を特定した上で防火対策などを慎
重に議論する必要があります。その点に関して現在の
考えをお聞かせください。
　(4)、首里城の火災により焼失した文化財の点数、
修復可能なもの、難を逃れたものそれぞれの点数をお
聞かせください。また、焼失した文化財や焼け瓦等の
再利用について今後どのような対応を考えているのか
あわせてお聞かせください。
　(5)、今回の火災の教訓を施設管理や文化財保護に
どのように生かしていきたいか、現在の見解をお聞か
せください。
　(6)、那覇市には８億円近い支援の思いが寄せられ
ております。沖縄県を含め県内自治体にはどの程度の
寄附が集まっているかわかる範囲でお聞かせくださ
い。
　(7)、多様な施設に寄附が寄せられています。浄財
に込められた思いは首里城の早期再建です。その思い
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を実現するにはどのようなシステムを早期に示すこと
が必要であると認識しているか、当局の考えをお聞か
せください。
　(8)、年間280万人が訪れる首里城の焼損は、沖縄
の観光業にとって大きな痛手であります。再建に向け
た焼失後の首里城を観光資源として公開し、一部規制
は解かれました。経営状態が厳しくなると想定される
首里城周辺企業の支援策についてお聞かせください。
　(9)、首里城復元・復興県民会議（仮称）を立ち上
げるとあります。構成団体や人選についてのお考えを
お聞かせください。
　件名２、防災行政について。
　地方公共団体レベルにおける危機管理防災上の問題
点が指摘される中、各都道府県知事宛てに「「地域防
災マネージャー」制度の創設について」が平成27年
10月30日に発出されました。制度の概要と全国都道
府県と沖縄県、市町村の配置の人数についてお聞かせ
ください。
　件名３、医療行政について。
　(1)、北部基幹病院の進捗について。
　前回９月議会で我が会派の平良昭一議員の質問に
おいて、「それぞれの市町村が全員協議会などを通じ
て、市町村議会と協議し、それぞれの市町村としての
考え方を整理しているところであります。」との答弁
がありました。そこでその後の進捗について伺いま
す。
　ア、市町村議会と協議を終えた市町村とその内容に
ついて伺います。また、協議を終えていない市町村に
対して沖縄県はどのように取り組むお考えなのかを伺
います。
　イ、沖縄県として基本的枠組みの合意形成の時期の
めどをどのように考えているのか伺います。
　(2)、メディカルツーリズム、医療観光の概要と沖
縄県の現状と取り組みについて伺います。
　４、事務の共同処理（広域連携）について。
　事務の効率化、事務の専門性の確保等の観点から、
県並びに市町村の広域連携に向けた取り組みは重要で
あります。また、専門性の高い環境を確保することで
行政の最大の目的である、県民生活の向上につながる
ものであります。県として市町村間の橋渡し役を担っ
ているものと考えますが、現時点での事務の共同処理
に向けた取り組み状況を確認させていただきたいと思
います。
　(1)、市町村間の広域連携の意向はどのようになっ
ているか。
　(2)、市町村間の広域連携で希望する事務分野はど

のようになっているか。
　(3)、県と市町村間での広域連携に向けた取り組み
状況はどのようになっているのか。
　(4)、私の地元糸満市から、県との広域連携が必要
ではないかと指摘のあるひとり親家庭生活支援モデル
事業について質問します。
　県と福祉事務所と糸満市やほかの市でも同様な取り
組みがあるようです。事業内容としてさまざまな課題
を抱えて困窮しているひとり親家庭に対し、民間ア
パート等を活用し、母子保護の実施に準じた支援等を
行い、地域の中で自立した生活力の向上を図る取り組
みであります。
　そこで伺います。
　県母子家庭生活支援モデル事業では、他の福祉事務
所所管の住民を受け入れることは可能でしょうか。
　(5)、県内で実施している同事業の受託先は把握し
ていますか。
　件名５、農林水産業の振興について。
　(1)、糸満漁港北地区への地方卸売市場機能移転及
び高度衛生管理型荷さばき施設の整備の進捗状況につ
いて伺います。
　(2)、農林水産省は、日本で開発された果物など農
作物の新品種が海外流出するのを防ぐ新たな保護策を
決めたとある。県内で育成された優良な農作物の品種
及び優良な肉牛、アグー豚などの遺伝資源の流出を防
止する措置を強化することの取り組み状況を伺いま
す。
　(3)、2020年の東京五輪・パラリンピックに向け
て、県は選手や競技関係者らに提供される料理の食材
として本県農水産物の売り込みに取り組んでいるもの
と思います。現状についてお聞かせください。
　６、環境部関連について。
　沖縄県希少野生動植物保護条例が９月議会で可決さ
れました。国指定天然記念物で絶滅危惧種の希少亀の
大量盗難があり、施設管理者の危機意識の薄さが指摘
されています。盗難の調査状況と県の密輸・転売目的
の防止策、規制について伺います。
　７、大型ＭＩＣＥ施設整備事業及び周辺整備につい
て。
　与那原町、西原町、中城村、北中城村で構成する東
海岸地域サンライズ推進協議会からの要請で、大型Ｍ
ＩＣＥエリア振興に関する協議会が開催されました。
その協議の中でどのようなことが話し合われたか。ま
た、大型ＭＩＣＥ施設の着手や関連事業の課題、スケ
ジュールについて伺います。
　８、那覇空港について。
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　那覇空港第２滑走路の供用が2020年３月に始ま
る。アジア諸国、ベトナム・フィリピンへの直行便運
航についての見解と運航路線の増便計画について伺い
ます。
　９、公共交通について。
　県内唯一の大量輸送交通であるゆいレールの延伸か
ら２カ月が過ぎました。10月の一月当たりの利用者
は約６万2000人と月間過去最多とあります。
　そこで伺います。
　(1)、利用者の急増によりモノレールは混雑が常態
化する課題が見えてきました。その対策について伺い
ます。
　(2)、新駅での自動車から乗りかえるパーク・アン
ド・ライドの推進において、有料駐車の契約も約200
台と目標の800台にまだ届いてないとあります。利便
性が課題だと思いますが、対策について伺います。
　(3)、ゆいレールの輸送力増強について。
　なぜ、車内の混雑に対応するための積み残し対策か
ら輸送力増強方針に転換したのか伺います。
　10、教育関連について。
　(1)、文科省の調査によると、沖縄県内に300人以
上の日本語支援が必要な子供がいると発表されていま
す。公立学校の日本語教室の現状と支援の取り組みに
ついて伺います。
　(2)、南洋戦、フィリピン戦から75年の歳月がた
つ。沖縄戦の前年1944年に多くの県出身者が地獄の
戦争に巻き込まれていく壮絶な戦いは、その後の沖縄
戦を予感させるもう一つの沖縄戦と言われています。
そのことを学び、次世代への継承に積極的に取り組む
べきと思うが県の見解を伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
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）　おはようございます。
　代表質問にお答えする前に、昨日、ペシャワール会
中村哲医師の御逝去の悲報に接し、御遺族並びに御関
係者の方々に心から哀悼の意を表します。
　中村先生は、非暴力を旨として幾多の困難を乗り越
えて活動を続けてこられました。
　平和を希求する沖縄の心を世界に発信するととも
に、国際平和の創造に貢献することを目的として創設
した沖縄平和賞の第１回の受賞者として、中村先生の
御活躍はその後の同賞の礎となっております。余りに
も突然このような形で命を落とされたことは沈痛のき
わみであります。
　沖縄県民を代表して、謹んで御冥福をお祈り申し上

げます。
　それでは、上原正次議員の御質問にお答えをいたし
ます。
　５、農林水産業の振興についての、県内で育成した
遺伝資源の流出防止に関する取り組みについてでござ
います。
　沖縄県では、競争力のある農林水産業の振興を図る
ため、貴重な遺伝資源を活用した試験研究を推進して
おります。沖縄県で育成した品種については、種苗法
に基づいた品種登録を行い育成者権を取得すること
で、知的財産の保護を図っております。また、肉用牛
については凍結精液や受精卵の適正な流通管理を徹底
するため、説明会の開催や家畜人工授精所への立入検
査など取り組みの強化を図っております。さらに、沖
縄アグー豚については県外への流出を防止するため、
遺伝子解析技術を活用したアグー豚登録制度を整備し
たところであります。今後とも国や他県の動向などに
ついて情報収集を行うなど、沖縄県の貴重な遺伝資源
の保護に努め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）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　１、首里城焼失について
の御質問の中の(7)、寄附金に込められた思いを反映
させるシステムについてお答えいたします。
　このたびの首里城における火災につきましては、大
変多くの皆様からのお見舞いの言葉、また、復旧・復
興支援のための多くの寄附金等が寄せられており、心
から感謝申し上げます。寄附や募金の活用方法等につ
いては、御寄附いただきました皆様の思いに応えるべ
く、今後幅広く意見を伺い、検討してまいりたいと考
えております。
　次に10、教育関連についての御質問の中の(2)、南
洋戦等の次世代への継承についての御質問にお答えい
たします。
　戦前、南洋群島及びフィリピンには、沖縄から多く
の人が移り住み、さまざまな分野で活躍し、現地の地
域振興にも大きく貢献いたしました。しかしながら、
さきの大戦で苛烈な戦場と化し、肉親や友人・知人の
とうとい命や、労苦の末に築き上げた多くの大切な財
産が一瞬にして失われました。戦場の最前線となった
南洋群島やフィリピンは、住民を巻き込んだ凄惨な地
上戦の末に陥落し、その後の壮絶な沖縄戦に続く歴史
があります。
　沖縄県としましては、望郷の念を募らせながら異国
の地で亡くなられた方々に思いをいたし、今後とも南
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洋群島やフィリピンの戦争の実相と教訓を次世代に伝
える取り組みを力強く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）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　１、首里城焼失につい
て１の(9)をお答えします。首里城復旧・復興県民会
議（仮称）についてでございます。
　首里城の復旧・復興に向けては行政のみならず、さ
まざまな関係機関や関係団体のほか、首里城の復元に
携わられた有識者の方々など、多くの方のお力とお知
恵が必要であると考えております。今後、首里城復
旧・復興県民会議（仮称）については、民間主体によ
る設立を視野に入れて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、首里城焼失につ
いての御質問のうち(1)、首里城建設に係る整備費用
についてお答えいたします。
　施設の所有者である沖縄総合事務局によると、焼失
した首里城の施設整備に要した当時の費用は約73億
円とのことであります。再整備に要する費用について
は、今後、復元の方針等に沿って明らかになるものと
考えております。
　次に１の(2)、人材及び資材に関する情報について
お答えいたします。
　県においては、人材育成の観点から、工芸振興セン
ターにおいて漆工技術者の育成のほか、工業技術セン
ターにおいては、企業に対し瓦に関する技術指導を
行っているところであります。また、資材について
は、沖縄県赤瓦事業協同組合から聞き取りを行うな
ど、情報収集を行っているところであります。
　県としては、引き続き関係機関等と連携し、人材や
資材に関する情報の収集等に努めてまいります。
　次に１の(3)、復元に当たっての防火対策について
お答えいたします。
　現在、警察及び消防において、火災の発生原因等の
究明を行っているところであります。今後、県として
も管理体制の検証を行った上で、復元に向けて、スプ
リンクラー等防火設備の設置も含めて見直すべきとこ
ろは見直していけるよう、国等関係機関と調整を進め
ていきたいと考えております。
　次に１の(4)、焼失した収蔵品の点数及び瓦等の再
利用についてお答えいたします。

　指定管理者からは、今回の火災により所有及び借用
していた収蔵品等1524点のうち、現存が確認できた
ものが1124点、確認できていないものが400点と報
告を受けております。なお、現存が確認できた収蔵品
等については、現在、被災状況等を確認しているとこ
ろであります。被災した収蔵品の修復等や瓦等を再利
用することについては、今後、関係機関と調整してい
きたいと考えております。
　次に１の(5)、施設管理及び収蔵品保護についてお
答えいたします。
　現在、警察及び消防において、火災の発生原因等の
究明を行っているところであります。
　県としては、今回の火災の検証結果を踏まえ、施設
や収蔵品に係る管理体制のあり方等について、今後、
関係機関と連携し取り組んでまいります。
　次に１の(6)、寄附金の状況についてお答えいたし
ます。
　県及び公表されている那覇市及び豊見城市の寄附
金については、12月４日時点で、合計14億5253万
7533円となっております。
　次に１の(8)、焼失後の首里城の公開についてお答
えいたします。
　国及び指定管理者と調整の上、現在、県営公園区域
は一部を除いて規制解除を行い、供用を再開しており
ます。国営公園のうち県が管理を行っている有料区域
については、今後、水道、電気等のインフラ復旧及び
復元の進捗状況等を勘案するとともに、利用者の安全
確保について国及び指定管理者と調整し、一部開園等
についても検討を進めていきたいと考えております。
　次に９、公共交通についての御質問のうち(1)、沖
縄都市モノレールの混雑対策についてお答えいたしま
す。
　浦添区間の開業後、平日の便数を258本から276本
に18本増便するとともに、首里折り返し便を朝の７
時台から８時台の間に５便設けており、混雑緩和に対
応しております。また、令和２年度に２両２編成の車
両を追加し、合計21編成で混雑緩和を図ることとし
ております。
　次に９の(2)、パーク・アンド・ライド駐車場の契
約促進の対策についてお答えいたします。
　浦添区間の開業と同時に供用開始したパーク・アン
ド・ライドの定期利用の契約者は、12月３日現在、
233台の契約となっており、今後も増加が見込まれて
おります。契約者の増加を図るため、指定管理者がラ
ジオやポスター、チラシ等において募集活動を行って
いるところであり、今後はモノレール沿線の企業に対
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し営業活動を行うこととしております。
　県としても、ホームページ等を通じて広報活動を行
い、契約者の増加に取り組んでおります。
　次に９の(3)、沖縄都市モノレールの車内混雑への
対応についてお答えいたします。
　平成15年度の既存区間の開業当初、平日の便数
については12編成202本の本数で運行してきました
が、現在19編成276本まで本数をふやし混雑緩和を
図っております。しかしながら、今後とも乗客数の
増加が見込まれることから、平成30年度に実施した
需要予測では、2030年度の１日当たりの利用客数を
７万5000人と予測し、中長期輸送力増強検討会議に
おいて検討を行っております。その結果、経済性、利
便性から輸送力を強化する３両化の意見を取りまと
め、令和２年度からの事業化に取り組んでいるところ
であります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　１、首里城焼失につ
いての御質問の中の(8)、首里城周辺企業の支援策に
ついてお答えいたします。
　県では、首里城火災の影響により、観光関係事業者
等の業績悪化が懸念されることから、県単融資制度の
中小企業セーフティネット資金の融資対象を拡充して
首里城周辺等の事業者への金融支援を行うため、今回
の火災を知事認定災害とし、金利の低減、保証料の免
除を図ったところであります。また、首里城火災の影
響を受ける小規模事業者等の経営支援を目的として、
那覇商工会議所内に、巡回相談にも対応する特別相談
窓口を設置しております。さらに、特別相談窓口とは
別途に、県、那覇市、那覇商工会議所、沖縄振興開発
金融公庫ほか関係機関が連携し、12月９日から３日
間の日程で首里公民館において、首里城周辺事業者を
対象とした個別相談会を実施する予定としておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　２、防災行政について
の(1)、地域防災マネージャー制度についてお答えし
ます。
　地域防災マネージャー制度とは、地方公共団体が防
災の専門性を有する外部人材を危機管理監等として採
用・配置するに当たり、これに必要となる知識・経
験等を有する者を内閣府が証明するもので、平成27

年度に創設された制度であります。地域防災マネー
ジャーに認証された人数について内閣府に確認したと
ころ、令和元年11月末現在、1237人となっておりま
すが、各自治体への配置人数の状況などについては、
公表されておりません。なお、沖縄県では１市で配置
があると聞いております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　おはようございます。
　まず初めに、医療行政についての御質問の中の３の
(1)のア、市町村議会と市町村の協議状況についての
御質問にお答えします。
　北部12市町村の執行部と議会の協議内容について
は把握しておりませんが、全ての市町村で全員協議会
などを開催し、議会に対して基本合意書案の説明を
行っていると聞いております。
　次に、同じく医療行政についての御質問の中の３の
(1)のイ、基本的枠組みの合意形成の時期についての
御質問にお答えします。
　県は、現在、基本合意書案に対する市町村からの意
見を踏まえ、修正案の検討を行っているところであり
ます。基本構想の策定など次の段階に進むためにも、
速やかな合意形成に努め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　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　それでは
３、医療行政についての御質問のうち(2)、医療ツー
リズムの概要と沖縄県の現状及び取り組みについてお
答えいたします。
　医療ツーリズムとは、一般的に、治療や検診等を目
的として他国へ渡航することとされております。県で
は、医療ツーリズムから、健康増進、疾病予防等も含
めたウエルネスツーリズムへと広げ、国内外でのプロ
モーションや事業者への支援などの施策を展開してま
いりました。
　県としましては、今後、沖縄の強みである豊かな自
然、温暖な気候、伝統的な食文化等を活用したウエル
ネスツーリズムを推進し、観光誘客及び１人当たり消
費額の向上につなげてまいりたいと考えております。
　次に７、大型ＭＩＣＥ施設整備事業及び周辺整備に
ついての(1)、大型ＭＩＣＥエリア振興に関する協議
会の協議内容及び施設整備の課題等についてお答えを
いたします。
　去る10月に開催した大型ＭＩＣＥエリア振興に関
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する協議会において、県は大型ＭＩＣＥ施設を整備す
る考えに変わりはないことを改めて表明した上で、今
年度の調査事業の内容や今後の進め方について説明
し、共有を図っております。大型ＭＩＣＥ施設につい
ては、財源の確保策や利用者の利便性向上等が課題と
認識しており、関係機関とも連携しながら取り組んで
いるところであります。また、今後のスケジュールに
ついては、今年度調査の結果を踏まえ整理することと
しております。
　次に８、那覇空港についての(1)、アジアへの直行
便就航と増便計画についてお答えいたします。
　現在、那覇空港への就航を希望している航空会社
は、中国等東アジアを中心に複数あり、直近では令和
２年１月にクアラルンプール発、台北経由の路線の就
航が決定しております。直行便就航の前段階である
チャーター便については、ベトナムから今年度にこれ
まで２回実施され、さらに２回が予定されているほ
か、フィリピンからのチャーター便も計画されており
ます。また、シンガポール路線が就航時の週３便から
ことし10月には週５便になるなど、既存便の増便も
進んでおります。
　県としましては、引き続き海外事務所や、ＯＣＶＢ
等関係機関と連携し、路線誘致に取り組んでまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　４、事務の共同処理につ
いての(1)、市町村間の広域連携の意向についてお答
えいたします。
　国においては、人口減少社会において行政サービス
を安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供するため
に、地方公共団体間の広域連携を推進しております。
市町村においても、事務の効率化や事務の専門性の確
保が図られることから、広域連携に取り組んでいると
ころです。
　同じく４の(2)、広域連携で希望する事務分野につ
いてお答えいたします。
　県では、本年９月に広域連携に関する市町村アン
ケート調査を実施しました。調査の結果は、介護従事
者育成や税の滞納整理等について、広域連携を希望す
るとなっております。
　同じく４の(3)、県と市町村間の広域連携の状況に
ついてお答えいたします。
　沖縄県においては、地方公共団体がその事務の一部
を共同して処理するために設ける一部事務組合が24

団体設置されており、ごみ処理や消防・救急に関する
事務等の処理を行っているところです。そのうち、県
と市町村で構成される団体が２団体となっており、沖
縄県と久米島町で構成される沖縄県離島医療組合にお
いては、病院の管理運営等を行っております。また、
沖縄県と那覇市、浦添市で構成される那覇港管理組合
においては、那覇港の管理運営を行っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　４、事務の
共同処理（広域連携）についての御質問の中の(4)、
ひとり親家庭生活支援モデル事業の対象者についてお
答えいたします。
　県のひとり親家庭生活支援モデル事業では、北部・
中部・南部の３圏域に拠点事務所を設置し、民間ア
パートを活用した生活支援を中心に、就労や子育て支
援等の総合的な支援を行っています。児童福祉法によ
り、母子保護の実施主体は、市部は各市、福祉事務所
のない町村部は県とされており、それぞれの役割分担
のもと、実施すべきものと考えています。このため、
県としましては、未実施の各市に対し、近隣市との連
携も含め、ノウハウの提供等、県と同様の事業の実施
を働きかけているところであります。
　同じく４の(5)、県内各市で実施しているひとり親
家庭生活支援モデル事業の受託先についてお答えいた
します。
　沖縄県では、母子生活支援施設を設置していない市
に対して、県の事業と同様の事業の実施を働きかけて
きたところ、これまでにうるま市、宜野湾市、糸満
市、石垣市が一括交付金を活用した事業を実施してい
るところです。受託先としましては、うるま市と糸満
市の事業が公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会、
宜野湾市が株式会社レキオス、石垣市が一般社団法人
石垣市ひとり親家庭福祉会となっています。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　５、農林水産業の振
興についての御質問の中の５の(1)、糸満漁港北地区
の整備計画の概要と進捗状況についてお答えします。
　県では、今年度より国の水産流通基盤整備事業を活
用し、糸満漁港において高度衛生管理型荷さばき施設
等の整備に着手したところであります。具体的には、
総事業費約42億円、事業期間は令和元年度から８年
度までの８年間を予定しており、荷さばき施設のほ
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か、安全係留を可能とする防風柵や、加工場の集積に
対応した排水施設等の整備を行う計画であります。こ
のうち、荷さばき施設については今年度に実施設計を
行い、令和２年度、３年度で施設整備をし、４年度の
新市場開設を目指して取り組んでまいります。
　次に５の(3)、東京五輪・パラリンピックにおける
県産農林水産物の提供についてお答えします。
　東京オリンピック・パラリンピックで提供される食
材については、大会組織委員会が定めた持続可能性に
配慮した調達基準を満たす必要があります。具体的に
は、農畜産物においては、農業生産工程管理の認証取
得、水産物では、水産エコラベル認証等の取得が要件
となっております。なお、食材の供給に向けた動きと
しては、本年５月に国からの意向調査があり、供給可
能な農水産物として、パイナップルやマグロ、ソデイ
カ、モズク等について報告したところであります。
　県としましては、これらの食材の供給や大会期間中
に開催されるイベント等を通して、本県の農林水産物
の認知度の向上に努めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　６、環境部関連の御質問
の中の(1)、希少亀の盗難状況と県の密輸等防止策に
ついてお答えします。
　沖縄こどもの国で飼育していた国指定天然記念物の
亀64匹が盗難にあった事案につきましては、10月31
日に同園から環境省及び県教育庁に報告がされてお
り、11月６日には警察に被害届が提出されておりま
す。同園では、10月28日に行方不明が発覚した後、
残りの亀を建物内へ移動し、盗難防止を図るほか、今
後、金網での展示や防犯カメラの設置などの対策を講
ずると聞いております。また、密輸防止対策について
は、本年１月、国、県、運輸・通信事業者等で構成す
る密猟・密輸対策連絡会議を設置し、連絡体制を整備
するとともに、航空会社向けの密輸防止研修会の実
施、希少種識別アプリの活用など、官民連携してその
強化を図っているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　10の教育関連についての中
の(1)、公立学校の日本語学級についての御質問にお
答えいたします。
　平成30年度文部科学省調査において、県内では日
本語指導が必要な児童生徒が332人いることがわかっ

ております。県教育委員会では、日本語指導が必要な
児童生徒の支援として、これまで公立小中学校へ日本
語指導教員を配置し、対象児童生徒への必要な指導を
行っております。また、市町村によっては、独自に日
本語支援員等の派遣を行っている教育委員会もありま
す。引き続き市町村教育委員会と連携しながら、日本
語指導・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）　上原正次君。
　　　〔上原正次君登壇〕
〇上原　正次君　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。
　まず首里城焼失についてですが、（資料を掲示）　こ
の新聞を見ていただきたい。私たち県議会が台湾視察
のときに首里城火災があり、その翌日の新聞なんです
ね。これはもう、台湾の各新聞で一面にこういった形
で首里城火災の状況報告が新聞一面に載っておりま
す。蔡総統もテレビ出演し首里城焼失に際して本当に
残念ということで、また沖縄県民に対しても喪失感は
大変なものがあるのではないかということがありまし
た。
　そういった状況でまず質問になりますけど、1992
年に正殿復元でタイワンヒノキの木を入手して、木材
確保の課題を解決した経緯があります。これまでの厚
意に対してまずは台湾政府の蔡英文総統への首里城火
災の――現時点でのまだ原因究明はなされていないん
ですが――説明と国民を挙げて首里城再建への思いに
対して感謝のお礼と、そしてタイワンヒノキを焼失さ
せたおわびにすぐにでも私は遅いのではないかと思っ
ておりまして、知事が行けたら一番いいんですけど、
それに関しての県の考え方をお聞かせください。
　もう一点です。
　私が首里城を思うとき、遠く海を渡って来る人たち
を迎えるための城として、波濤を越えて世界と交易し
た琉球の民を見守った城として、そしてイクサヌ世、
アメリカ世、ヤマトゥヌ世など幾多の世がわりを見詰
めてきた高台に位置し、戦後復興の象徴として再建さ
れた城であるから、ウチナーンチュのアイデンティ
ティーを反映した建物だと認識しています。このよう
な首里城に歴史的な背景があることから、人々の心を
打ち、多くの観光客を引きつける施設としての役割を
あわせ持つものと考えます。
　質問ですが、首里城再建の意義について県の認識を
お聞かせください。
　続きまして、防災行政です。
　先ほど公室長からお話がありました。全国で地域防



−87−

災マネージャーが配置されてないのは沖縄県だけなん
ですね。令和元年、1237名の防災マネージャーが配
置されている中、沖縄県の市町村では豊見城だけなん
ですよ。そういった状況も踏まえて７月だったと思い
ますが、公室長とお話した経緯がありました。県では
危機管理監は知事公室長が行っていますが、危機管理
監の位置づけと役割についてお聞かせください。そし
て、多種多様な災害が起こっている中で、やっぱり防
衛省、自衛隊ＯＢ、消防ＯＢの実務経験のある方々が
配置されております。沖縄県も改めて早目に配置して
ほしいと思いますがいかがですか。
　答弁をよろしくお願いします。
　５、農林水産業の再質問です。
　糸満漁港について、移転後の市場開設に当たり運営
主体について、県は糸満市、沖縄県漁連、糸満漁業協
同組合とどのような協議を行っているのかお聞かせく
ださい。
　以上です。
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51分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　上原正次議員の再質問に
お答えいたします。
　上原議員は、台湾にその日いらっしゃっていて、翌
日の台湾の新聞にも大きく首里城のことが掲載されて
いたと。そのときに蔡総統からもいろいろお見舞いの
言葉などがあったと。さきの首里城の再建に当たって
は台湾当局からの多大な御厚意によって木材等が供給
されていたと。そういった中において首里城が焼失し
てしまったことについて、まずはお見舞いに対するお
礼とそしておわびをしてはいかがかというような御質
問だったと思います。
　このことにつきましては、まさしく上原議員の御指
摘のとおりだと考えております。やはり首里城の再建
に当たりましては、木材の供給等が重要な課題となっ
ております。さきの閣僚会議においても農林水産大臣
から発言があったところで、やはり木材の供給につい
てはいろんな観点から国内外の知見を総動員して対応
しなければならないだろうと思っています。
　台湾総統への訪問、お礼とおわびのことにつきまし
ては、上原議員の御指摘を踏まえて玉城知事とも三役
交えてしっかりと検討し対応してまいりたいと考えて
おります。

　それから首里城再建の意義についてでございます。
　本当にこれも御指摘のとおりでございまして、まさ
しく首里城はウチナーンチュのアイデンティティーの
よりどころ、県民の心のよりどころということで、ま
さしく沖縄県民だけではなく、また多くの観光客にも
親しまれた施設でございました。首里城は、我々、琉
球王国時代のいわゆる祖先から引き継いできた極めて
重要な財産でございますので、そういった首里城につ
いては一日も早い復旧・復興、それに取り組むことが
極めて重要だろうと思っております。
　県として全庁挙げて国と連携し取り組んでまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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、まず危
機管理監――今は知事公室長が兼ねております――に
つきましてですが、県の組織見直しの際に知事公室を
筆頭部とする改正がございました。その際に全庁を総
括するという形で危機管理監を知事公室長の兼務とし
たというふうに聞いております。また、各県におきま
して各都道府県ですか――自衛隊ＯＢの採用がされて
いるということは私ども承知しております。その中、
各県と意見交換しますと、例えば自衛隊と顔の見える
関係を築けたというような話もございます。私ども自
衛隊のほうとはかなり連携をしておりまして、私自
身、各隊の隊長さんなどとは日常的にいろいろと意見
交換できる関係もございます。
　危機管理体制のあり方も含めまして、今後その点に
ついては検討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）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　糸満新市場に関連い
たしまして、移転後の市場運営についての再質問にお
答えします。
　県では移転後の市場運営を円滑に進めるために、新
市場開設スタートアップ事業により行政それから既存
市場関係者、有識者等で構成いたします糸満新市場運
営準備協議会を設置しております。当協議会におきま
して、新市場開設者それから卸売事業者等を含む、市
場運営に係る必要な事項の整理、決定を進めていく予
定であります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
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　　　〔新垣清涼君登壇〕
〇新垣　清涼君　おはようございます。
　質問に入ります前に、先ほど富川副知事からもあり
ましたけれども、けさの新聞報道で中村哲さんがお亡
くなりになられたことを聞いて、大変残念な思いをし
ている一人であります。第１回沖縄平和賞も受賞され
た方ですし、彼は貧困を解消するために、農業用水の
開発にも力強く取り組んでおられました。平和を望む
心をああいう形で狙撃されるということは、非常に残
念な思いをしております。
　それでは、代表質問に入らせていただきます。
　ハイサイ　グスーヨー　チューウガナビラ。
　私たち沖縄県民は、日本政府により多くの米軍基地
の負担を押しつけられ、多くの犠牲を強いられていま
す。米軍基地あるがゆえに起こる事件・事故に対し、
県議会は幾度となく抗議決議や意見書を可決し関係機
関に要請をしてきました。空からは、普天間第二小学
校や浦西中学校に部品が落下し、米軍機の墜落、陸上
では米軍人等による飲酒絡みの事件、暴行や住居侵入
などが頻発、殺人事件も起こりました。このような状
況に対し、米軍人・軍属の綱紀粛正と再発防止に向け
た実効性のある処置を求めるたびに、安倍総理や政府
関係者は県民に寄り添うと発言され、あたかも沖縄県
民の要請を受け入れているかのような発言を国民に向
けて発しています。県民が望まない辺野古への新基地
建設は、沖縄県軽視であり県民差別です。安倍総理の
発言は、県民に爆音被害と部品落下の恐怖を与え続け
ている米軍関係者のよき隣人発言と同じであり、沖縄
県民以外の国民に対する発信と沖縄県民に対する姿勢
は全く違う、逆の対応であると感じているのは私だけ
でしょうか。
　それでは１番目に、玉城知事就任１年が過ぎまし
た。これまでの県政運営を振り返って、その感想と今
後の決意を伺います。 
　２、県人口の今後の予想と減少に転ずる予想年、問
題に対する取り組みを伺います。
　国立社会保障・人口問題研究所は、2030年には全
ての都道府県で人口が減少すると発表しています。県
の予想とその対策、取り組みを伺います。
　３、県庁舎や県議会棟の障害者に対する優しい施設
整備について。車椅子利用者や障害者が利用できるト
イレなどの施設は十分整備されているのか、案内表示
等は十分か伺います。
　４、沖縄・奄美の世界自然遺産登録について。政府
は、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島の世界
自然遺産登録の推奨を取り下げました。その理由とそ

の後の国、県の取り組み、進捗状況を伺います。
　５番目に、犬・猫の殺処分ゼロを目指して取り組ま
れていることと思いますが、目標年度を設定した取り
組みが求められています。犬・猫殺処分の現状と殺処
分ゼロに向けた新たな取り組み、目標年度を伺いま
す。
　６、女性活躍推進策について。
　2015年、大企業や国、地方自治体に女性の登用目
標など策定を義務づけた女性活躍推進法が成立しまし
た。
　(1)、政府による女性活躍推進法の目標と現状、県
の取り組みを伺います。
　(2)、政治分野の男女共同参画推進法の目標と県の
取り組みを伺います。
　女性の活躍が日本で進まないのは、その背景には国
や地方で政策を推進する政治家に女性が少ない状況が
影響していると言われています。
　(3)、県内各市町村の女性議員の比率を伺います。
　(4)、市町村議員選挙でのクオータ制度導入につい
て伺います。 
　７、未婚のシングルマザーへの寡婦控除拡大への政
府と県の取り組みを伺います。 
　2019年度税制改革では見送りになったが、次年度
に向けた取り組みはどうなっているか伺います。
　８、子育て支援について。
　(1)、政府の子育て安心プランの待機児童ゼロの取
り組みと県の取り組みを伺います。
　(2)、保育士を確保するための取り組みを伺います。
　９、児童虐待防止について県の取り組みを伺いま
す。児童虐待に関する万国津梁会議の意見書を受け
て、今後の県の取り組みと知事の決意を伺います。
　10、県立学校教職員の長時間勤務の状況とその対
策を伺います。 
　業務削減を含めて常態化している長時間勤務を改善
しない限り、教員は体力的・精神的にも余裕がない中
で、教育保障ができないとの指摘があります。県の取
り組みを伺います。
　11、高校生議会について。
　先ごろ高校生議会が開かれました。若者たちの視
点、質問からその成果と課題を伺います。
　12、交通政策について。
　(1)、本島南北をつなぐ鉄軌道や路面電車の導入計
画とバス路線の再編成計画を伺います。
　(2)、路線バスの減便による生徒や県民生活への影
響とその対策を伺います。
　(3)、高齢者の運転免許証返納者と免許証不所持者
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へのバス運賃などの優遇措置を伺います。
　(4)、県はバス利用者の生活の足を確保するために、
バス会社へ支援を行っていると思います。どのような
支援でどのような効果、成果が出たか伺います。
　13、沖縄観光の現状と今後の取り組みを伺います。
　(1)、入域観光客数の推移を伺います。国内客と外
国客。
　(2)、個人消費額の推移を伺います。国内客と外国
客、あるいは空路客と海路客など。
　(3)、韓国からの観光客減少の実態とその対策を伺
います。
　(4)、観光客の増加による県民生活への影響と今後
の対策、課題を伺います。
　14、沖縄大交易会開催の成果、課題を伺います。
　15、農業政策について。
　(1)、県内耕作放棄地の実態とその対策を伺います。
　(2)、新たな害虫発生による農作物への影響の実態
とその対策を伺います。
　(3)、種子条例制定を求める活動が県内であります。
その背景と県の取り組みを伺います。 
　16、米軍基地から派生する環境問題について。
　(1)、米軍機からの落下物が多発していることにつ
いて県の見解を伺います。
　(2)、辺野古新基地建設について。
　ア、新基地建設の費用と期間を伺います。
　イ、新基地建設の埋立用材は何か、環境への影響は
どうか伺います。
　ウ、琉球セメントが使用している安和の港は適正に
使われているか伺います。
　エ、赤土まじりの用材での環境破壊はないか、確認
と指導を伺います。
　(3)、米軍基地から派生する爆音、飛行形態につい
て。
　私が住んでいる宜野湾市喜友名では、朝早くから夜
遅くまで爆音がやみません。よその県でもそうなのか
なと思ってこの質問を出しています。
　ア、県内の米軍基地と県外基地、国外基地の住民地
域との距離はどうなっているか伺います。
　イ、爆音、飛行高度の他府県との違いはどうなって
いるか伺います。 
　17、有機フッ素化合物による飲料水汚染について。
　(1)、有機フッ素化合物の発生源はどこか伺います。
　(2)、有機フッ素化合物の入った飲料水の配水地域
と人数を伺います。 
　(3)、有機フッ素化合物の入った取水量と全配水量
の何割かを伺います。

　(4)、県民の安全のためにその取水はやめるべきと
考えています。県の対応を伺います。 
　18、座間味村における浄水場建設予定地について、
現在の進捗状況と課題を伺います。
　よろしくお願いします。
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）　新垣清涼議員の御質問にお
答えいたします。
　１、知事就任後の県政運営についての(1)、県政運
営の感想と今後の決意についてお答えいたします。
　県としては、知事が公約に掲げた新時代沖縄の到
来、誇りある豊かさ、沖縄らしい優しい社会の構築の
３つの視点から施策を展開してまいりました。新時代
沖縄の到来では、県経済の発展と県民所得の向上に向
け、沖縄県アジア経済戦略構想推進計画に基づく諸施
策を推進しているところであります。誇りある豊かさ
では、日米地位協定の問題点をさらに明確化していく
他国地位協定調査を実施するとともに、平和につなが
る身近な社会貢献活動に取り組む個人や団体等を表彰
するちゅらうちなー草の根平和貢献賞を創設したとこ
ろであります。沖縄らしい優しい社会の構築では、子
供の貧困対策を最重要施策と位置づけ、諸施策を展開
しております。また、去る11月に沖縄県ＳＤＧｓ推
進本部を設置し、沖縄県ＳＤＧｓ推進方針を決定しま
した。今後、同方針に基づき全庁一丸となって、国、
市町村を初め、企業、各種団体等と連携したＳＤＧｓ
の取り組みを推進してまいります。
　県としましては、経済や文化、教育、福祉、保健医
療、基地問題など、全ての分野の課題に今後とも全力
で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）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　９、児童虐待防止につい
ての御質問の中の、万国津梁会議の意見を受けての取
り組みについてお答えいたします。
　児童虐待に関する万国津梁会議からは、子供は大人
と対等で、権利が尊重されなければならない一人の人
間であり、体罰によらない子育てを社会全体で培って
いくことなど大変貴重な意見をいただきました。これ
らの意見につきましては、現在制定を検討している条
例や施策に反映させるなど、本県の児童福祉に関する
取り組みの大きな方向性を示すものとして活用したい
と考えております。子供は、未来を担う大いなる可能
性を秘めた社会の宝であり、子供の権利が尊重され、
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子供が健やかに成長することができる社会の実現に向
け、全力で取り組んでまいります。
　次に11、高校生議会についての御質問にお答えい
たします。
　高校生議会は、県議会110周年を記念して、県内
18校から56名の生徒が参加して行われました。議会
では、高校生議員から、日常的に通学で利用するバス
に関する問題や教育、文化、離島、環境、子供の貧困
など沖縄県が抱える多くの課題に関して多岐にわたる
質問をいただき、答弁に当たってはわかりやすい説明
を心がけたところです。高校生議員の社会を見る視野
の広さに大変感激するとともに、さらに、その期待に
応えていくため、県としても新たな時代に対応した持
続的な沖縄の発展を目指し、ＳＤＧｓを推進するな
ど、より一層努力していく決意を新たにしたところで
あります。
　高校生議員の皆さんが、この経験をきっかけとし
て、沖縄県をよくするために何ができるのかを日ごろ
から考え、今やるべきこと、やれることを一人一人が
意識し、一生懸命取り組んでいくことで、将来の沖縄
県をよくしていくことにつなげ、みずからの夢や希望
を実現することを期待しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　２、県人口の今後の予測
等についてお答えいたします。
　国立社会保障・人口問題研究所の推計によります
と、本県の総人口は、2030年前後にピークを迎え、
それ以降、減少に転じることが見込まれております。
人口減少社会の影響として、社会保障システムの維持
や地域社会を支える活動の維持が困難となること、経
済活力の低下などが懸念されます。このため、県で
は、沖縄県まち・ひと・しごと創生総合戦略におい
て、自然増の拡大に向けた未婚者に対する交流や出会
いの機会の提供、社会増の拡大に向けた移住体験ツ
アーなどＵＪＩターンの促進等に取り組むとともに、
離島観光の活性化による雇用の創出や交通コストの低
減など離島・過疎地域の定住条件の整備に取り組んで
おります。このことにより、県全域でバランスのとれ
た持続的な社会の実現を図ってまいります。
　次に12、交通政策についての(1)、鉄軌道や路面電
車の導入計画等についてお答えいたします。
　県では、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、今後は鉄軌道とフィーダー交
通が連携する公共交通ネットワークの構築に向けて、

さまざまな観点から検討を行っていくこととしており
ます。フィーダー交通については、沖縄本島を北・
中・南部の各圏域ごとに議論の場を設け、公共交通の
充実に向けて、市町村と協働で検討を進めることとし
ております。その取り組みの中で、ＬＲＴ等のさまざ
まなシステムや路線バスの再編等についても幅広く検
討を行っていくことになると考えております。
　同じく12の(2)のうち、路線バス減便の影響と対策
についてお答えいたします。
　路線バスの運転手不足は、大都市圏の黒字路線にお
いても減便が発生するなど全国的に深刻な課題となっ
ております。また、県内における路線バスの減便にお
いても、最終便の運行時刻繰り上げなどの影響が生じ
ております。一方、本島の路線バス事業者４社では、
昨今の沖縄観光の好調を受けた貸し切りバス事業者へ
の運転手の転籍や定年等により、毎年100名程度の退
職者が見込まれるなど、バス事業者の自助努力だけで
は、必要な運転手の確保を図ることが困難な状況にあ
ります。
　このため、県としましては、バス事業者が行う運転
手確保の取り組みを支援することにより、県民生活に
必要な路線の確保維持に取り組んでまいりたいと考え
ております。
　同じく12の(3)、高齢者のバス運賃の優遇措置につ
いてお答えいたします。
　高齢者等の運転免許証返納者については、沖縄本島
内の路線バス４社及び沖縄都市モノレールで、通常運
賃よりも５割引、タクシーで１割引となる優遇措置が
実施されております。また、運転免許を所有していな
かった方を含む高齢者については、沖縄県内在住の
65歳以上の方を対象に、那覇バスの通常１カ月8400
円の市内区間フリー定期券が6000円に割引されま
す。このほか、那覇市、浦添市、沖縄都市モノレール
株式会社が協力し、両市在住の70歳以上の方を対象
に、通常800円のモノレール一日乗車券が300円に割
引されるなど、高齢者に対する割引が実施されている
ところです。
　同じく12の(4)、バス会社への支援とその効果につ
いてお答えいたします。
　県は、バス利用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、県民及び外
国人を含めた観光客の移動利便性向上に資するため、
平成30年度までに51基のバス停上屋や552台の車内
案内表示器を設置するとともに、高齢者や障害のある
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方を含む全ての利用者の乗降性にすぐれるノンステッ
プバス215台の導入などに対して支援を行っており、
快適性や利便性の向上が図られていると認識しており
ます。このほかにもバスレーンの延長や基幹急行バス
の導入などを進めてきた結果、バスの定時・速達性の
向上が図られ、利用者の利便性向上につながっている
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）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　３、県庁舎や県議会棟
の障害者に優しい施設整備についての御質問の中の
(1)、県庁舎等における車椅子使用者用トイレや案内
表示等の整備についてお答えします。
　本庁舎及び議会棟の車椅子使用者用トイレやその案
内表示等については、沖縄県福祉のまちづくり条例に
おける、車椅子使用者の方が安全かつ快適に利用でき
るようにするための整備基準を満たしております。
　県としましては、引き続き障害者の方などに優しい
施設整備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）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　４、沖縄・奄美の世界自
然遺産登録についての御質問の中の(1)、登録に向け
た取り組みについてお答えします。
　昨年５月、ユネスコの諮問機関であるＩＵＣＮから
登録の延期勧告を受け、推薦書の内容の見直しや強化
を行い、本年２月、国において推薦書を再提出したと
ころであります。勧告への主な対応として、国におい
て、北部訓練場返還地の大部分を推薦地に統合するな
ど区域設定の見直しを行い、また、県や地元自治体に
おいては、フィールドの適正利用など実効性のある観
光管理の仕組みづくりに向け取り組んでいるところで
あります。本年10月にＩＵＣＮの専門家による現地
調査が行われ、推薦地における取り組みについてしっ
かりと説明できたものと考えております。
　県としましては、引き続き国や地元関係団体等と連
携しながら、来年の確実な登録に向けて取り組んでま
いります。
　続きまして５、犬・猫殺処分についての御質問の中
の(1)、犬・猫殺処分ゼロの取り組みと目標年度につ
いてお答えします。
　県では、平成26年度に沖縄県動物愛護管理推進計
画を策定し、犬・猫の引き取り数の削減、返還数及び
譲渡数の向上のための各施策に取り組んでいるところ

であります。同推進計画における犬・猫殺処分数の当
初目標は既に達成し、平成30年度の暫定目標である
1500頭に対して平成30年度の速報値は、898頭で達
成しております。
　県としましては、犬・猫殺処分ゼロから廃止に向
け、さらなる譲渡数の向上のため、従来の取り組みに
加え、不妊去勢手術やワクチン接種を拡充するほか、
譲渡機会をふやすための拠点施設の整備などにも取り
組んでいるところであります。このような状況を踏ま
え、令和２年度に改定する予定の同推進計画において
これまでの取り組みについての評価を行った上で、目
標値を設定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）　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）　６、女性活
躍推進策についての御質問の中の(1)、女性の職業生
活における活躍の推進に関する法律の目標等について
お答えいたします。
　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
は、みずからの意思によって職業生活を営み、または
営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮され、女
性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある
社会の実現を図ることを目的としております。国にお
いては、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
や、女性活躍に関する情報公表の強化、特例認定制度
の創設など取り組みの強化が図られているところで
す。
　県としましては、第５次沖縄県男女共同参画計画及
び特定事業主行動計画を定め、県の審議会等委員に占
める女性の割合や男性の育児休業等の取得率など、そ
れぞれの計画に定めた目標の達成に努めているところ
です。
　同じく６の(2)、政治分野における男女共同参画の
推進に関する法律の目標等についてお答えいたしま
す。
　政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男
女の候補者の数ができる限り均等となることを目指す
ことなどを基本原則としています。また、国・地方公
共団体の責務や、政党等においては所属する男女のそ
れぞれの公職の候補者の数について目標を定めるな
ど、自主的に取り組むよう努めることなどを定めてい
ます。県においては、定期的に男女共同参画に関する
県民意識調査等を実施するほか、県内の女性議員の状
況を把握するとともに県民に向けて発信し、政治分野
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における男女共同参画の推進に資するよう努めている
ところです。
　同じく６の(3)、県内各市町村議会の女性議員の比
率についてお答えいたします。
　平成30年12月末時点における県内の市議会の女
性議員の比率は11.6％となっており、町村議会の女
性議員の比率は7.9％となっております。県内市町
村では北谷町の26.3％が最も高く、次いで那覇市
22.5％、中城村18.8％、竹富町16.7％となっており
ます。
　同じく６の(4)、市町村議員選挙でのクオータ制導
入についてお答えいたします。
　クオータ制は、男女共同参画の観点から、さまざま
な分野で性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる
手法であるものと認識しており、諸外国で導入されて
いるところであります。
　県としましては、同制度に関する情報収集を行うと
ともに、市町村と連携しながら研究していきたいと考
えております。
　次に７、未婚のシングルマザーへの寡婦控除拡大に
ついての御質問の中の(1)、未婚のひとり親に対する
寡婦控除についてお答えいたします。
　県では、全てのひとり親家庭の自立及び子供の健や
かな成長を支援する観点から、九州各県と連携し、未
婚のひとり親を所得税法及び地方税法上の寡婦控除の
対象とするよう、国に要請してまいりました。国にお
いては、未婚のひとり親の税負担を軽減する制度の創
設について、今後、税制調査会での議論を経て税制大
綱に結論を反映させるとしております。
　県としましては、国の動向を注視しながら、関係機
関と連携し対応していきたいと考えております。
　次に８、子育て支援についての御質問の中の(1)、
待機児童解消の取り組みについてお答えいたします。
　国の子育て安心プランは、令和２年度末を目標年次
として、教育・保育施設等を整備することを目指して
おります。県では、令和２年度から６年度を計画期間
とする第二期黄金っ子応援プランの策定に向けて、各
市町村における量の見込み、提供体制の確保方策等を
取りまとめているところです。幼児教育・保育無償化
の影響や女性就業率の向上、潜在需要の掘り起こしに
よる保育ニーズの高まり等により、多くの市町村にお
いては、令和２年度末を待機児童解消時期としており
ますが、一部市町村においては、やむを得ない事情に
より令和３年度末までの解消を見込んでおります。
　県としましては、沖縄振興特別推進交付金、沖縄県
待機児童解消支援基金等を活用し、施設整備や保育士

確保に取り組むとともに、計画の前倒しも視野に入れ
ながら、可能な限り早期の待機児童解消に向けて、引
き続き市町村と連携し取り組んでまいります。
　同じく８の(2)、保育士確保の取り組みについてお
答えいたします。
　県では、新規保育士を確保するため、修学資金の貸
し付けや市町村が行う保育士試験対策講座の実施費用
を補助しており、潜在保育士に対しては、就職準備金
や未就学児の保育料の貸し付け等の復職支援を行って
おります。また、国における公定価格の改定や、県独
自の施策として保育士の正規雇用化や年休取得、休憩
取得及び産休取得の支援事業などの処遇改善にも努め
ております。さらに、市町村長との意見交換や待機児
童対策協議会等における市町村間の情報共有等を行
い、保育士の確保に取り組んでいるところでありま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　10の県立学校教職員の長時
間勤務についての御質問にお答えいたします。
　県立学校における時間外勤務が月80時間以上の長
時間勤務者数は、平成29年度は延べ3506人、平成30
年度は延べ3078人となり、428人の減、率にいたし
まして12.2％の縮減となっております。今年度は、
全県立学校で勤務管理システムが稼働しており、現時
点において改善傾向が見られます。長時間勤務の主な
理由は、部活動指導が最も多く、次いで事務・報告書
作成、授業準備となっております。県教育委員会で
は、ことし３月に沖縄県教職員働き方改革推進プラン
を策定し、各学校の実情に応じた行事や会議等の見直
し、合理的でかつ効率的・効果的な部活動の推進、定
時退勤日や学校閉庁日の設定等に加え、部活動指導員
やスクール・サポート・スタッフの配置等の取り組み
を進めております。引き続き実効性のある取り組みを
推進し、教職員の長時間勤務の縮減に努めてまいりま
す。
　次に12の交通政策についての御質問の(2)、路線バ
スの減便による生徒への影響等についてお答えいたし
ます。
　路線バス減便に伴い、定時制課程に通う一部の生徒
が帰宅時の交通手段が確保できず、授業を早退せざる
を得ないという状況が生じておりました。現在は、学
校の時間割の工夫や保護者等による送迎により、授業
を早退せざるを得ないという状況は回避されておりま
す。また、保護者等による送迎が厳しい場合は、同窓
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会の支援による送迎を計画していると聞いておりま
す。
　県教育委員会としましては、今後の動向も注視しつ
つ、引き続き生徒の学習権が保障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　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　13、沖縄観
光の現状と今後の取り組みについての御質問のうち
(1)、入域観光客数の推移についてお答えをいたしま
す。
　平成30年度の入域観光客数は1000万4300人で、
対前年度比42万4400人、率にして4.4％の増となり、
６年連続で過去最高を記録しました。これは、過去
10年で約1.7倍の伸びとなっております。平成30年
度の国内客については、対前年度比1.7％増の700万
3500人となり、６年連続で過去最高、また、外国客
についても11.5％増の300万800人となり、11年連
続で過去最高を記録するなど、好調に推移しておりま
す。
　同じく(2)、１人当たり観光消費額の推移について
お答えいたします。
　１人当たり観光消費額について、国内客は平成22
年度が７万1435円に対し、景気低迷などで平成25年
度には６万7323円まで減少しましたが、その後は増
加傾向で、平成30年度は７万6759円となっておりま
す。外国空路客は、平成22年度が８万2711円に対
し、平成27年度には10万7302円と増加傾向でした
が、近年はやや減少し平成30年度は９万119円となっ
ております。外国海路客は、平成22年度が２万65円
に対し、平成28年度には３万3656円と増加傾向でし
たが、平成30年度はやや減少し２万8343円となって
おります。
　同じく(3)、韓国からの観光客減少の実態と対策に
ついてお答えいたします。
　昨今の日韓関係の影響を受け、沖縄と韓国との間の
定期航空路線は、ことし７月末時点の３都市計週73
便が、11月末現在では１都市週23便へと減少してお
ります。また、10月の韓国からの入域観光客数は、
前年同月比で80.9％減少しております。県では、こ
れまでに地域間交流を呼びかける知事メッセージの発
信や旅行会社等を対象としたセミナーや商談会の開
催、旅行会社の招聘等を実施してまいりました。
　県としましては、引き続き情報収集に努めるととも
に業界関係者と連携し、時期を逸することなく適切な

プロモーション等を実施してまいります。
　同じく(4)、観光客の増加により県民生活に影響を
及ぼす諸問題の現況と今後の対策についてお答えいた
します。
　県民生活や自然環境に影響を及ぼす諸問題について
は、市町村や観光協会への意見聴取を行い、現状把握
に努めております。その中で、レンタカーによる混雑
や貸し切りバスの違法駐停車、ごみ捨てなど、県民生
活に直接影響がある事案が報告されております。
　県としましては、オープンデータ活用によるレンタ
カーから公共交通への利用促進、貸し切りバスの専用
乗降場の設置、外国人観光客向けのマナー啓発ブック
の配布などの取り組みを実施しております。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　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　14、沖縄大交易会に
ついての御質問の中の(1)、沖縄大交易会の成果、課
題についてお答えいたします。
　第７回目の開催となる沖縄大交易会は、国内最大級
の個別マッチング型国際食品商談会であり、全国47
都道府県及び17の国と地域から、サプライヤー 342
社、バイヤー 301社の合計643社が参加し、3218件
の個別商談が行われております。今回は、参加企業数
や商談件数、商談成約額ともに過去最高となるなど、
回を重ねるごとに着実に成長しております。一方、多
言語対応のさらなる充実や県内企業の参加拡大などの
課題もあることから、企業へのヒアリングやアンケー
ト調査等を行い対応策を講じるなど、より魅力的な商
談会となるよう、官民連携のもと取り組んでまいりた
いと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　15、農業政策につい
ての御質問の中の15の(1)、耕作放棄地の実態とその
対策についてお答えします。
　平成30年の耕作放棄地面積は、3760ヘクタールと
なっており、29年と比較して67ヘクタールの減少と
なっております。耕作放棄地解消の課題としては、
１、資産保有意識が強く、貸したがらないこと、２、
不在地主が多く、権利者調整が複雑なこと、３、圃場
条件が悪いことなどが挙げられます。このため、県で
は、農地耕作条件改善事業等の活用や、農業委員会の
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利用意向調査等により農地の再生・利活用を支援して
おり、年間約400ヘクタールが解消されております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、農地
中間管理機構が農地を借り受け、担い手等へ貸し付け
る農地中間管理事業等を活用し、耕作放棄地解消に取
り組んでまいります。
　次に15の(2)、新害虫ツマジロクサヨトウの農作物
への影響と対策についてお答えします。
　ツマジロクサヨトウは、今年11月末現在、県内14
市町村において、トウモロコシ類やサトウキビで発生
が確認され、いずれも圃場の一部において梢頭部付近
等の食害が確認されております。そのため県では、
１、毎月80カ所以上の地点で発生確認調査の実施、
２、発生が確認された場合、速やかな防除の実施、
３、生産農家に対し、講習会や巡回指導、市町村広報
誌等で情報提供等を実施しているところであります。
なお、防除に対する生産農家の負担軽減支援策とし
て、さとうきび増産基金事業、粗飼料確保緊急対策事
業等が活用可能であります。
　県としましては、引き続き関係機関と連携して早期
発見・早期防除に努め、蔓延防止対策に取り組んでま
いります。
　次に15の(3)、種子条例制定を求める背景と県の取
り組みについてお答えします。
　国・都道府県が主導して、主要農作物である稲・
麦・大豆の優良な種子の生産・普及を進めるため、優
良な品種の決定や種子の生産・供給などを都道府県に
義務づけた主要農作物種子法が平成30年４月１日を
もって廃止されました。県では、主要農作物種子法の
廃止に対応するため、平成30年４月に沖縄県主要農
作物種子生産取扱基本要綱などを定め、優良な種子生
産体制を維持しているところであります。
　県としましては、引き続き関係団体等と意見交換を
行い、優良な種子生産体制の構築を図ってまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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）　16、米軍基地から派生
する環境問題についての(1)、米軍機からの部品落下
事故についてお答えします。
　ことしに入ってからの米軍機による部品落下事故と
しては、６月にＣＨ53Ｅから浦西中にブレードテー
プが、８月に同型機から窓が、10月にＭＣ130Ｊか
ら主脚の部品が落下する事故が発生しております。部
品落下事故を初め航空機に関連する事故は、県民に大

きな不安を与え、米軍の航空機整備、安全対策等に大
きな疑念と不信感を抱かせるものであります。
　県としては、米軍に起因する事故は一件たりとも
あってはならないと考えており、米軍機による事故が
発生するたびに、航空機整備、安全管理の徹底等を米
軍及び日米両政府に強く申し入れているところです。
　次に16の(3)のア、米軍基地と住民地域との距離に
ついてお答えいたします。
　嘉手納飛行場や普天間飛行場を初め、本島中部の基
地は住宅地域に隣接しており、特に普天間飛行場は市
街地の中心に位置しております。一方、県外において
は、厚木飛行場や横田飛行場は住宅地域に隣接してお
りますが、岩国飛行場や三沢飛行場など、市街地から
離れた場所に所在している基地もあるものと承知して
おります。また、県が行った他国調査で訪問したヨー
ロッパの米軍基地は、市街地から離れた場所に所在し
ておりました。
　次に16の(3)のイ、爆音、飛行高度の他府県との違
いについてお答えします。
　在日米軍には、航空法等国内法の適用がなく、また
騒音規制措置の厳格な運用もなされておりません。こ
のため嘉手納飛行場では、昼夜を問わない訓練やエン
ジン調整等が行われており、また、普天間飛行場で
は、ヘリコプターが住宅地上空を旋回し、ことし５月
には普天間飛行場における騒音測定値の最大値である
124.5デシベルが観測されるなど、負担軽減と逆行す
る状況であると言わざるを得ません。県外では、厚木
飛行場周辺において、今年度115.1デシベルが観測さ
れているほか、横田基地や厚木基地周辺住民による騒
音訴訟が提起されています。また、去る７月の全国知
事会議では、複数の県の知事から、米軍機の低空飛行
による事例が報告されており、他県においても基地か
ら派生する騒音被害等が発生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）　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）　16、米軍基地から派
生する環境問題についての御質問のうち(2)のア、普
天間飛行場代替施設建設事業に係る費用と期間につい
てお答えいたします。
　平成26年９月３日に沖縄防衛局から提出された公
有水面埋立変更承認申請書によると、埋め立てに要す
る期間は５年、費用は2355億1000万円となっており
ます。
　次に16の(2)のイと16の(2)のエ、埋立土砂等の種
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類及び赤土まじり土砂等による環境影響についてお答
えいたします。16の(2)のイと16の(2)のエは関連し
ますので、一括してお答えさせていただきます。
　普天間飛行場代替施設建設事業公有水面埋立承認願
書において、埋め立てに用いる土砂等としては、海
砂、岩ズリ、山土が記載されております。沖縄防衛局
から提出された岩ズリの試験結果等について重大な疑
義が生じていることから、県では、複数回にわたり文
書で土砂の性状の確認及び土砂の投入を中止するよう
行政指導を行っているところであります。
　次に16の(2)のウ、安和桟橋についてお答えいたし
ます。
　琉球セメント株式会社が使用している安和桟橋につ
いては、県から公共用財産の使用許可を得て設置され
ております。県におけるこれまでの立入調査等におい
ては、申請書どおりに桟橋が使用されていることが確
認されております。
　県としては、今後とも、安和桟橋の使用状況等を確
認し、国有財産法及び沖縄県国土交通省所管公共用財
産管理規則に基づき適正に対応していきたいと考えて
おります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
　　　〔企業局長　金城　武君登壇〕
〇企業局長（金城　武君）　17、有機フッ素化合物に
よる飲料水汚染についての御質問の中で(1)、有機フッ
素化合物の発生源についてお答えをいたします。
　企業局では、平成26年２月から浄水場及び水源に
おいて有機フッ素化合物ＰＦＯＳ等の検査を行ってお
り、嘉手納基地に隣接する比謝川、嘉手納基地内の井
戸群及び嘉手納基地から流出する大工廻川から、高濃
度のＰＦＯＳ等が検出されています。このことから、
企業局水源におけるＰＦＯＳ等の発生源は嘉手納基地
の可能性が高いと考えております。
　企業局としては、立入調査による原因究明がこの問
題の解決につながると考えていることから、平成28
年６月に在沖米軍に対し基地内での採水のための立入
調査を申請しております。また、関係部局と連携し
て、本年６月に防衛大臣等に対して要請を行ったとこ
ろです。
　次に(2)、有機フッ素化合物の入った飲料水の地域
と人数についてお答えをいたします。
　比謝川及び長田川、嘉手納井戸群及び天願川を水源
とする北谷浄水場の供給先は、北谷町及び宜野湾市の
全域と、沖縄市、北中城村、中城村、浦添市、那覇市
の一部地域となっております。また、平成29年度の

配水地域の人口は、約44万9000人と推定されます。
　次に(3)、有機フッ素化合物の入った取水量と全配
水量との割合についてお答えをいたします。
　北谷浄水場の水源である比謝川、長田川、嘉手納
井戸群及び天願川からの平成30年度の取水量は、合
計１日約６万立方メートルで、同浄水場取水量の約
40％、企業局総取水量の約14％となっております。
なお、例年水事情が良好な状況においては、他の水源
を優先的に活用する取り組みを行っており、本年６月
から10月までの比謝川等からの取水量は合計で１日
約３万2000立方メートルと、平成30年度の半分程度
となっております。
　次に(4)、有機フッ素化合物に対する県の対応につ
いてお答えをいたします。
　企業局では、国内法で目標値の設定がないＰＦＯＳ
等について、米国環境保護庁の飲料水の生涯健康勧告
値１リットル当たり70ナノグラムを参考に水質管理
を行っております。同勧告値は、最も感受性の高い人
口集団である胎児または母乳を与えられている乳児を
健康上の有害影響から保護する観点から設定されたも
のであります。北谷浄水場の浄水のＰＦＯＳとＰＦＯ
Ａの合計は、平成30年度の平均で１リットル当たり
29ナノグラムと同勧告値より低いレベルにあること
から、水道水の安全性は担保されているものと考えて
おります。企業局としては、引き続き、水源及び浄水
場における水質管理や定期的にＰＦＯＳ等の吸着効果
がある粒状活性炭への入れかえを行うとともに、より
吸着効果の高い粒状活性炭の選定や、水源におけるＰ
ＦＯＳ等の低減を図る方策などさまざまな検討を行
い、さらなる低減化に向けて取り組んでまいります。
　次に18、座間味村における浄水場建設予定地につ
いてお答えをいたします。(1)、建設予定地の進捗状
況と課題についてお答えをいたします。
　座間味島に建設する浄水場の予定地については、津
波被害を受けない高台への変更を求める住民からの要
望を受けて、再検討を行っております。具体的には、
高台にある阿真チジ、旧ごみ捨て場及び高月山の既存
浄水場隣接地について調査業務を行っており、現在、
環境省との調整を進めながら、測量結果をもとにした
施設配置の検討などを行っているところです。高台候
補地は国立公園第３種特別地域であるため、浄水場建
設には環境省の許可が必要であり、土地造成、森林伐
採等による環境や景観への影響を最小限にする施設配
置とすることが求められています。また、座間味村の
協力や住民の理解を得ながら進めていく必要がありま
す。なお、建設予定地については、施設配置の検討に
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時間を要し、目標としていた年内での選定は難しい状
況ではありますが、可能な限り早期に選定したいと考
えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
〇新垣　清涼君　答弁ありがとうございました。
　二、三再質問させてください。
　世界自然遺産登録についてなんですが、新聞報道に
よりますと、米軍北部訓練場跡地から空包やドラム缶
などの廃棄物が見つかっていると。政府は返還時に現
場の調査や確認はされたのか、疑問が残るわけです
ね。こういうふうに米軍へ提供して使い捨てというよ
うな形では、返還されては困るなと思います。県の取
り組みを伺います。
　それから、同じ件なんですけれども、奄美大島の日
本自然保護協会は、11月22日にユネスコ諮問機関の
国際自然保護連合に対して、緩衝地帯の外の管理徹底
や住民との丁重な対話を日本政府に促すよう求めたと
あります。先ほどの件について、沖縄県による地域住
民の理解を得るための説明会などの取り組みを伺いま
す。
　それから、次に８の子育て支援の保育士確保ですけ
れども、保育士を確保するために保育士にいろいろな
支援をして、勉強しやすい、免許を取得しやすいよう
にという支援をされているようですが、現実には免許
を持っていても保育士に応募しない、行かないという
皆さんがいるようなんですね。それはやっぱり待遇的
に非正規が多いということだと思うんです。そういう
実態、正規と非正規の割合、それから給与の差など待
遇の違いを伺いたいと思います。
　あと、児童虐待防止についてですが、新聞報道によ
りますと、児童虐待法の施行が早いアメリカでは、虐
待後の処置強化ではなく、妊産婦が医療従事者や助産
婦のサポートを受けられる方法に切りかえて、虐待防
止に効果を上げたとあります。県でもぜひ研究してほ
しいなと、これ要望しておきます。
　それから、座間味浄水場、３案で進んでいるという
ことです。大変、地域住民の皆さんはこういう報道で
喜ぶだろうと思っています。選定が少しおくれている
ようですが、環境省との協議も進めているということ
ですので、しっかりと協議を進めていただいて、地域
住民の希望に沿うように取り組んでいただきたいなと
思います。
　最後に、11月の13、14日に知事の視察が行われて
いるようですが、村民は知事との交流を大変期待をし

ておられました。それができなくて残念がっていまし
た。きょう知事いらっしゃらないので見解は伺えませ
んが、以上で再質問と希望を申し上げて終わります。
　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。
　　　午前11時56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。
　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　再質問にお答えします。
　北部訓練場返還地から廃棄物等が見つかった件につ
きましてお答えします。
　北部訓練場の返還に当たりましては、沖縄防衛局に
おいて返還実施計画を作成して、その後返還手続が進
められていました。その際に、県からの意見としまし
て、万が一引き渡し後に埋設廃棄物等何らかの支障が
認められた場合は、国が調査、対策等を講ずることと
いうことを求めております。それに対しまして沖縄防
衛局からは、当局としては、土地引き渡し前の支障除
去に万全を尽くしてまいりますが、土地の所有者及び
関係機関と調整して返還後に廃棄物等が見つかった場
合には、適切に対応してまいりますという回答をいた
だいています。さらに、沖縄防衛局は国有林の所有者
である沖縄森林管理署とも、不発弾や廃棄物が発見さ
れた場合は、森林管理署長が引き渡し前から存在して
いたと認めたものに限り、沖縄防衛局が撤去や原状回
復をするというような協定を結んでおりまして、現在
新たに発見されました廃棄物等については、沖縄防衛
局のほうが関係機関と調整の上、撤去を行っていると
いう状況にあります。
　もう一点の御質問で、奄美大島において世界自然遺
産登録に向けた手続等についての御意見が住民から寄
せられているということに関しましては、世界自然遺
産登録に向けては住民の理解が非常に重要なことだと
我々も思っておりますので、沖縄県としましては、沖
縄島のヤンバルと西表島、それぞれ状況が違いますの
で環境とか、それぞれの市町村も含めて住民も含めて
丁寧に説明をして、もう複数回、毎回のように行っ
て、それぞれの市町村からの要望も踏まえながら、世
界自然遺産に向けての理解を一生懸命それぞれ合意の
上で進めていきたいと考えております。
　以上です。
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）　再質問の保
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育士の確保に関しての御質問にお答えいたします。
　保育士の資格を持っていてもなかなか職場に復帰で
きないという方々に対しては、潜在保育士を掘り起こ
すための、復帰のための支援ということで貸し付けな
どを行っているところでございます。
　非正規の割合が多いということも問題ではないかと
いうこともございましたので、それにつきましては、
県内の私立保育所の正規雇用率が平成27年４月時点
で56.1％から、31年４月で72.2％に増加していると
いうところがございます。これは、県独自で取り組ん
でおります正規雇用化のための事業などが影響してい
ることと考えております。
　給与の格差につきましては、保育士の平均給与が
20万8000円を超えるというところではございます。
九州と比較しても低いところではございますが、非正
規と正規の比較というところでは、非正規の部分が勤
務形態が複雑ということもございまして、比べた資料
はちょっと持ち合わせていないところでございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時３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。
　瀬長美佐雄君。
　　　〔瀬長美佐雄君登壇〕
〇瀬長　美佐雄君　始まる前に、修正があります。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時16分休憩
　　　午後１時17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇瀬長　美佐雄君　ハイサイ　グスーヨー　チューウ
ガナビラ。
　皆様、こんにちは。瀬長美佐雄です。
　所見を述べさせていただきます。
　首里城が焼失して県民のみならず、世界中に悲しみ
と衝撃が広がりました。同時に、首里城を必ず再建
するとの知事の決意が、県民及び世界のウチナーン
チュ、同胞に勇気を与えたことを評価します。
　日本共産党県議団は、11月７日、首里城復旧・復
元を政府に要請しました。県民ぐるみ、世界のウチ
ナーンチュネットワーク、首里城や沖縄を愛する全て
の力で、一日でも早い復旧・復興の実現に取り組んで
いきましょう。
　桜を見る会問題が国政を揺るがしています。安倍総
理が国民の税金を私物化した問題です。桜を見る会
は、叙勲受章者など、社会的功績・功労を慰労するこ

とが目的です。新宿御苑で飲酒が特別に認められ、無
料で飲食物が提供され、お土産も配られる。ことし
の招待者は、安倍総理の推薦枠1000名、副総理や官
房長官の推薦枠1000名、自民党枠6000名との報告に
は、証明する名簿がなく、過少報告だとの疑惑もあり
ます。
　ことしの参加者名簿を国会議員が請求すると、その
１時間後にシュレッダーにかけ、廃棄しています。各
省庁には招待者名簿が保存され、総理や長官、政権与
党の推薦者名簿だけが廃棄され、廃棄した職員は障害
者雇用者だとの総理の弁明に怒りの声が上がっていま
す。データが残っているのに文書がないとうその答弁
も国会軽視も信じられません。
　安倍政治の７年間、公文書が隠され、改ざんされ、
廃棄され、今回は税金の私物化です。日本の民主主義
の危機と言わなければなりません。
　消費税を２度も増税し、年金、介護、医療の社会保
障制度改悪で国民を苦しめる政治、辺野古反対、自衛
隊先島配備に反対する民意を踏みにじる強権政治に終
止符を打つため、市民と国政野党の共同の力で、政権
交代に全力を尽くす決意を述べ、日本共産党を代表し
て質問を行います。
　１、首里城復旧・復興への知事の基本姿勢と決意に
ついて。
　(1)、首里城が焼失して県民の悲しみ、衝撃ははか
り知れないものがある。それは、首里城が廃藩置県、
沖縄戦で米軍の猛攻撃を受けての焼失など、首里城の
歴史は県民の苦難の歴史を体現したものであり、復元
された首里城が県民の心のよりどころ、ウチナーン
チュのアイデンティティー、平和のシンボルとしての
中心的存在だったからだと思うが見解を伺います。
　(2)、今、大事なのは、悲しみを乗り越え、県民の
誇り、平和のシンボルとして、県民が心を一つに、県
民の力で、県民と県が主体となって必ずよみがえらせ
ることである。県民の心と力を一つにする先頭に知事
と県が立つべきであると思うが見解を伺います。
　(3)、これから復旧される首里城は、県民の力で復
旧させたと誇れるようなものにすべきである。そのた
めにも、小学生から大人まで、全県民が参加できる首
里城復旧・復興県民会議（仮称）を結成するなど、全
県民、全世代参加型の復旧運動にすべきではないか。
また、全県、全国、全世界に広く支援と寄附を呼びか
け、集まった寄附は、正殿などの復旧に活用すべきで
はないか伺います。
　(4)、首里城の復旧・復興は県民の力、県民と県が
主体となり、国にはそれを全面的に支援してもらいた
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いと思うが県の見解を伺います。
　(5)、首里城火災の原因究明について進捗状況を問
う。また、スプリンクラーが設置されていなかった問
題等、しっかりと検証を行うと同時に、これから復旧
される首里城などの防火体制に生かすべきであるが見
解を伺います。
　(6)、焼失した収蔵品の価値と今後の文化財の収集、
収蔵、保管、展示のあり方について伺います。
　(7)、首里城焼失に伴う、観光と雇用への影響が心
配されるが、観光客減を食いとめる対策と、雇用対策
について問う。また、西のアザナなど入場制限の早期
解除が必要です。復旧に向かう過程の正殿なども見て
もらうことも検討すべきではないか伺います。
　２、新たな沖縄振興計画について。
　(1)、沖縄振興の原点は、沖縄戦、そして27年に及
ぶ異民族支配という苦難の歴史を歩んできた沖縄への
償いの心であり、辺野古新基地建設と振興予算・事業
をリンクすることが当然だと言わんばかりの発言は
あってはならないし、許してはなりません。県の見解
を伺います。
　(2)、我が党は、福祉施策や教育の充実が雇用拡大
につながるとその拡充を求めてきました。誰ひとり取
り残さない視点と貧困の連鎖を断ち切り、雇用の拡大
と所得向上を求める立場から、この間の雇用環境の改
善、所得の推移、教職員や保育士、放課後支援員など
雇用拡大の成果、実績を伺います。
　(3)、新たな沖縄振興計画では持続可能な開発目標
ＳＤＧｓの観点が重要です。沖縄らしい優しい社会の
構築についての方向性を伺います。
　(4)、新たな沖縄振興計画では、振興予算が本土に
還流する仕組みから脱却し、県内で循環し蓄積される
仕組みが必要です。強くしなやかな自立型経済の構築
についての方向性を伺います。
　(5)、来年度の沖縄振興予算について、党県議団は、
政府に対し、県が求める大幅な増額の要請を行ってき
ました。一括交付金の減額に伴う道路整備や校舎建て
かえなど、ハード事業への影響について、具体的な影
響、実態を伺います。増額実現への取り組みも伺いま
す。
　３、建白書実現、県民投票後の取り組みについて。
　(1)、知事訪米の成果、今後の方針、課題を伺いま
す。
　(2)、私は与党県議団６人の一員として、11月11日
から17日までの日程でニューヨークの国連本部、ワ
シントンの国務省ビルや米国議会議事堂、連邦議会議
員会館に行き、県民投票で示された県民の民意尊重を

求めた３月の県議会決議を、直接、中満泉国連事務次
長や米国務省と米国防総省の日本担当副部長、ペロ
シー下院議長補佐官らと面談し届けてきました。民主
党のサンダース上院議員など、３名の大統領候補の補
佐官、マーク・タカノ下院議員など16名の議員・補
佐官らと面談ができました。ジョージワシントン大学
のマイク・モチヅキ教授や国務省職員、安全保障の研
究者、ＡＰＡＬＡという米国労働組合、ニューヨーク
県人会の皆さんとも意見交換し、訪米の目的は達成し
たと確信しています。
　県民投票では、辺野古反対72％の圧倒的な民意が
示され、４月と７月の国政選挙でも、辺野古反対の候
補が圧勝しており、民主主義を自認する米国の民主主
義が問われていること、新基地に反対する沖縄県民の
民意とともに、軟弱地盤によって基地建設が何年かか
るか、完成するのかも見通せないことなどを伝え、米
国連邦議会調査局の報告なども議会議員事務所として
調べることなども要請してきました。
　渡久地訪米団団長による、普天間第二小学校の上空
を飛ぶヘリやオスプレイの動画を含めた沖縄からの報
告で、普天間基地の危険な日常の実態に驚き、涙する
米国市民もいました。沖縄の基地の実態、真実をリア
ルに伝える重要性を感じました。沖縄に理解を示すＡ
ＰＡＬＡや米国市民の良識と運動の発展で、辺野古新
基地建設はとめることができると確信しました。知事
の見解を伺います。
　(3)、辺野古抗告訴訟は、日本の法治主義、地方自
治を取り戻す重要な裁判です。
　この裁判の意義、争点について。また、全国キャラ
バンの総括、課題を伺います。
　４、日米地位協定改定への取り組み。
　(1)、全国知事会の提言を実現させる取り組み状況
と課題を伺います。
　(2)、オーストラリアでの他国地位協定調査におけ
る調査結果（概要）を伺います。
　(3)、日米合同委員会の取り決めがブラックボック
スになり、日本の主権が侵害されています。全国知事
会で、この日米合同委員会の役割に関し問題提起を求
めるものであります。
　５、米軍基地問題への取り組み。
　(1)、相次ぐ米軍、米兵、軍属の事件・事故が多発
し、県や市町村議会でも抗議決議を可決しています。
重大事件・事故の件数、原因究明、報告を当局に求め
た件数、そこからの報告が届いた件数などを伺いま
す。
　(2)、飛行時間、パラシュート降下訓練、通報など、
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日米合意・協定が守られていない。実態を伺います。
　(3)、普天間基地の運用停止、閉鎖・撤去の取り組
み状況。
　(4)、ＰＦＯＳなど有機フッ素化合物汚染問題の解
決に向けた取り組み状況を伺います。
　(5)、北部訓練場返還地から、銃弾など廃棄物が多
く発見されております。環境汚染の浄化など日米両政
府に対応させるべきではないか伺います。
　６、先島自衛隊基地、ミサイル部隊配備は平和外交
に逆行します。
　(1)、自衛隊配備や機能強化が進められていること
に住民の不安は大きいものがあります。軍事的緊張を
高める自衛隊配備は反対すべきです。
　(2)、尖閣諸島が歴史的にも国際法上も日本固有の
領土であることは明確です。中国公船等による接続水
域の航行や領海侵入は許せません。これを利用した自
衛隊配備は軍事的緊張を高め、相互不信を助長しま
す。冷静かつ平和的な話し合い外交でこそ解決すべき
だと思います。見解を伺います。
　７、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇、
法王が来日し、長崎市と広島市を訪れ、核兵器につい
てのメッセージを発表しました。核兵器廃絶及び核兵
器禁止条約実現への不退転の決意と、核抑止力論を否
定しています。武器の製造、改良で破壊的となってい
る現実に対してはテロ行為だと断じています。この
メッセージは、唯一の被爆国として、また、北東アジ
アの平和構築に関して重要な提起だと受けとめるべき
だと思います。ところが、日本政府は核兵器禁止条約
に反対の立場を堅持するなど残念な対応と思います
が、いかがでしょうか。メッセージへの所感及び核兵
器禁止条約の実現、軍縮問題に関する知事の見解を伺
います。
　８、平和構築・平和事業の推進について。
　(1)、2020年は、戦後75年目を迎えます。６・23
慰霊の日など学校、地域での平和学習など多彩な平和
事業の展開が期待されています。計画を伺います。
　(2)、さきの議会で、６月23日慰霊の日、全戦没者
追悼式典に広島市長と長崎市長を御案内し、広島市と
長崎市には、デニー知事が両市の式典に参加して、核
兵器廃絶と恒久平和を祈念する重要性を、渡久地修党
県議団長が提起し、調整する旨答えています。進捗状
況を伺います。
　(3)、県議会与党訪米団が国連本部で中満泉国連事
務次長兼軍縮担当上級代表と面談した際に、全戦没者
追悼式典への参加を呼びかけたところ、中満氏は、沖
縄訪問の意向を示されました。歴史的な節目の式典に

国連代表を招待することは有意義だと思います。対
応、準備方を伺います。
　９、10月に消費税が10％に増税され、暮らしを守
る施策が必要です。
　(1)、増税の影響で、全国の小売業の販売額が、前
年同月比較で7.1％も落ち込み、既に廃業した業者も
います。沖縄県内の中小企業への影響について伺いま
す。
　(2)、先日、政権与党の税制調査会が開かれ、大企
業など、研究に関する減税を検討する意向が明らかに
されました。一方、高齢者の医療費の自己負担を１割
から２割へ引き上げることを厚労省は検討していま
す。庶民いじめの負担増に怒りが広がっています。逆
進性の高い消費税は廃止すべきであり、日本共産党は
当面５％に戻す減税を求めています。担税力に応じた
課税が本来の税制の原則ではないか見解を伺います。
　10、国民健康保険の財政問題について。
　次に、日本共産党県議団は11月７日に政府要請を
行い、首里城の復旧・復元、建白書の実現、日米地位
協定の抜本改定、米軍北部訓練場全面返還、宮古・石
垣への自衛隊配備計画の中止、沖縄振興予算の増額、
国民健康保険への財政支援など７つの要請を行ってき
ました。
　そこで、国民健康保険制度について伺います。
　厚労省と内閣府は、日本共産党県議団の政府要請に
対し、沖縄県の国保財政悪化の要因には、前期高齢者
交付金が全国に比べて極端に少ないこと、またその原
因には沖縄戦の影響によって前期高齢者人口割合が少
ない、沖縄独自の特殊事情があることを認めました。
県も政府に対して、国民健康保険への沖縄独自の特殊
事情を正面に据えた財政支援を求めるべきでありま
す。見解を伺います。
　11、北部地域において救急医療や不採算医療を担
い、医療体制を安定確保するために、県立北部基幹病
院として早期に実現すべきです。進捗状況、今後の取
り組みを伺います。
　12、医療費助成事業の拡充について。
　(1)、中学校卒業までの窓口完全無料化の実施を求
めるものです。取り組み状況を伺います。
　(2)、全国的な実施状況を伺います。
　13、県内大学への薬学部新設について。
　(1)、地域医療の中で薬剤師の果たす役割について
伺います。
　(2)、離島や本島北部を含む県内薬剤師数の現状に
ついて伺います。
　(3)、県民医療水準の向上のために県内大学への薬
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学部を新設すべきです。見解を伺います。
　14、福祉分野について。
　(1)、保育所待機児童解消について。
　ア、黄金っ子プランで、待機児童解消のために実施
した施設整備、保育定数枠の拡大や、保育士の待遇改
善などの取り組み、その内容など、５年前との比較を
伺います。
　イ、待機児童解消計画の達成目標年度を２年間先送
りする理由を伺います。
　(2)、学童保育事業の拡充を求めます。
　ア、保育料など保護者の負担軽減を求めてきまし
た。改善されているのか伺います。
　イ、ひとり親世帯などの保育料負担軽減を学童クラ
ブが独自に実施している状況があります。制度とし
て、ひとり親世帯の負担軽減の事業の構築、どうなっ
ているのか伺います。
　ウ、家賃補助などの実施状況を伺います。
　エ、学童保育施設整備の状況、公的施設内の学童ク
ラブ数の推移を伺います。
　15、子供の貧困対策事業の拡充を求めるものです。
　(1)、子供の貧困率の推移を伺います。事業実施の
状況と成果を伺います。
　(2)、子供の貧困対策は継続して行うべきと思いま
す。今後の取り組みを伺います。
　16、給付型奨学金の拡充について、県内の学生、
そして海外で学ぶ県内の学生にも多くの学生が利用で
きるよう拡充することを求めるものです。見解を伺い
ます。
　17、高校生の通学費支援の次年度実施を求めます。
実施に向けた進捗状況を伺います。
　18、教職への応募減少が続いている調査結果が発
表されました。抜本的な教師の多忙化解消が必要では
ないでしょうか。部活の対応改善など、対応策を伺い
ます。
　19、ＳＤＧｓの計画策定への取り組み、既に実践
している分野の状況を伺います。特に、地球温暖化防
止対策の強化を急ぐべきと考えます。
　ＣＯＰ25――第25回国連気候変動枠組条約締約国
会議――が開会しています。９月の国連の気候行動サ
ミットで、安倍総理が発言を申請しましたが、美しい
演説より具体的な計画をと言われ断られたのが日本の
世界からの評価であります。沖縄から、地球温暖化防
止対策に取り組む具体的な計画が期待されています。
答弁を求めます。
　20、観光振興について。
　(1)、観光客1000万人突破は朗報です。ことしの見

通しを伺います。
　(2)、韓国からの観光客が大幅に減少しています。
民間交流の活性化など必要と思います。対策状況を伺
います。
　(3)、オーバーツーリズムの課題にどう取り組むの
か伺います。
　21、離島振興について。
　割高な船賃及び航空運賃を低減する沖縄離島住民等
交通コスト負担軽減事業は、離島住民から高く評価さ
れています。事業を拡充し継続すべきです。見解を伺
います。
　22、浦添市へのモノレール延長に伴う利用状況及
び３両化に向けた計画、進捗状況を伺います。また、
名護までの公共交通、鉄軌道整備に向けた国との協議
状況を伺います。
　23、農水産業の振興について。
　(1)、農業生産量の増加傾向を農家所得向上に結び
つける必要があります。農家所得などの統計指標によ
る分析と今後の対策を伺います。
　(2)、食料自給率の目標と直近の到達、県外に頼る
現状認識及び今後の対策を伺います。
　(3)、地産地消、６次産業化を推進すべきと求めて
きました。取り組み状況と成果について伺います。
　(4)、ＴＰＰ11協定及び日ＥＵ・ＥＰＡ発効による
沖縄の農林水産業への影響が懸念されます。現状はど
うか。新たな輸入枠拡大を許さない姿勢を示すべきで
はないか伺います。
　24、世界のウチナーンチュネットワーク構築の取
り組みについて。
　(1)、首里城消失で、世界中の同胞の関心が高まっ
ていく中で迎える２年後の世界のウチナーンチュ大会
の取り組み状況を伺います。
　(2)、ネットワーク構築の状況と、世界のウチナー
ンチュセンター（仮称）ですが、世界のウチナーン
チュの中心になるセンター的機能を求め続けてまいり
ました。その協議状況を伺います。
　以上、答弁を求めます。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　１、首里城復旧・復興へ
の知事の基本姿勢と決意についての御質問の中の、首
里城焼失に係る見解についてお答えいたします。
　首里城火災から約１カ月がたちましたが、あのとき
の衝撃を思い起こすと今でも本当に胸が痛み、言葉に
言いあらわすことのできない喪失感に包まれます。首
里城は、ウチナーンチュのアイデンティティーのより
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どころとして、県民はもとより、多くの観光客にも親
しまれてまいりました。幾多の世がわりを経験した沖
縄県にとって、首里城は琉球王国時代の祖先（ウヤ
ファーフジ）から引き継いできた大切な財産であると
ともに、私たちの魂とも言えるそんな存在でありまし
た。今後、一日も早い首里城の復旧・復興に向け、全
力で取り組んでまいります。
　次に(2)、知事と県が先頭に立つべきとの見解につ
いてお答えいたします。
　首里城火災の衝撃やその喪失感など国内外から多く
の悲しみの声が寄せられたと同時に、火災直後から多
くのお見舞いの言葉や寄附金などが寄せられており、
復旧・復興を願う全ての人の大きな励みとなっていま
す。玉城知事も首里城は琉球王国の象徴であり、歴史
と文化に彩られた首里城を必ず復旧・復興させなけれ
ばならないという強い使命感を持って取り組んでいく
と発言しております。
　県としましては、多くの県民の皆様の声を取りまと
め、その願いを実現するために復旧・復興に向け全庁
体制で取り組んでまいります。
　次に３、建白書実現、県民投票後の取り組みについ
ての御質問の中の(1)、知事訪米の成果等についてお
答えいたします。
　今回の訪米では、国防権限法案に関する協議が行わ
れている時期に、大変多くの連邦議会議員、政府関係
者及び有識者の皆様と面談や意見交換をする機会をい
ただき、沖縄の基地問題の実情を発信することができ
ました。国防権限法案の上下両院案を一本化する両院
協議会の委員に対して、国防総省及び会計検査院によ
る精緻な調査と費用の検証の必要性などを面談して直
接伝えられたことや、ことし２月の県民投票の結果を
もとに、普天間飛行場の辺野古移設に反対する民意を
丁寧に、そしてより明確に伝えられたことは大変意義
があったと考えております。今後、面談した連邦議会
議員との継続的な意見交換やネットワークを構築する
ことが重要と考えており、ワシントン駐在によるフォ
ローアップ等に取り組んでまいります。
　次に８、平和構築・平和事業の推進についての御質
問の中の(2)、沖縄全戦没者追悼式及び広島市、長崎
市平和記念式典への相互参列に向けた進捗状況につい
てお答えいたします。
　沖縄県はさきの大戦において、一般住民を巻き込ん
だ苛烈な地上戦の場となり、20万人余りのとうとい
命を失いました。また、広島市及び長崎市には原子爆
弾が投下され、一瞬にして多くの住民が犠牲となりま
した。このように悲惨な戦争の惨禍をこうむった３者

が平和への強い思いを発信することは、大変意義深い
ものであります。来年は戦後75年の節目の年に当た
ることから、恒久平和の実現に向け、沖縄全戦没者追
悼式及び広島市、長崎市の平和記念式典への相互参列
が実現するよう、調整を進めているところでありま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　１、首里城復旧・復
興への知事の基本姿勢と決意についての質問のうち
(3)、全県民参加型の復旧と寄附金の活用方法につい
てお答えします。
　首里城の復旧・復興に向けては行政のみならず、さ
まざまな関係機関や関係団体のほか、首里城の復元に
携わってこられた有識者の方々など、多くの方のお力
と知恵が必要であると考えております。そのため、多
くの県民が参加できるような仕組みや寄附金の活用方
法を検討してまいります。
　次に(4)、県民と県が主体となり、国が全面的に支
援することについてお答えします。
　国からは国営公園事業として、首里城復元に向け
て、政府としても責任を持って取り組んでいくという
発言がありました。さらに地元の方々の意見も踏ま
え、国と県が力を結集して復元に当たるという趣旨の
方針が示されました。
　首里城復旧・復興に関しましては、多くの県民の声
をしっかり反映させていくことが重要であり、県とい
たしましても国との役割分担を確認しながらスピード
感を持ってさまざまな提案を行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）　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、首里城復旧・復
興への知事の基本姿勢と決意についての御質問のうち
(5)、復旧される首里城の防火体制についてお答えい
たします。
　現在、警察及び消防において、火災の発生原因等の
究明を行っているところであります。今後、県として
も管理体制の検証を行った上で、復元に向けて、スプ
リンクラー等防火設備の設置も含めて見直すべきとこ
ろは見直していけるよう、国等関係機関と調整を進め
ていきたいと考えております。
　次に１の(6)、収蔵品の価値と保管等のあり方につ
いてお答えいたします。
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　指定管理者からは、今回の火災により、所有及び借
用していた収蔵品等1524点のうち、現存が確認でき
たものが1124点、確認できていないものが400点と
報告を受けております。なお、現存が確認できた収蔵
品等については、現在、被災状況等を確認していると
ころであります。
　県としては、今回の火災を踏まえ、施設や収蔵品に
係る管理体制のあり方等について、今後、関係機関と
連携し取り組んでまいります。
　次に１の(7)、入場制限の早期解除と復旧過程の公
開についてお答えいたします。
　国及び指定管理者と調整の上、現在、県営公園区域
は一部を除いて規制解除を行い、供用を再開しており
ます。西のアザナを含む国が管理している国営公園の
区域については、県の管理区域ではありませんが、関
係機関との連携及び情報共有を図っていきたいと考え
ております。国営公園のうち県が管理を行っている有
料区域については、今後、水道、電気等のインフラ復
旧及び復元の進捗状況等を勘案するとともに、利用者
の安全確保について国及び指定管理者と調整し、一部
開園等についても検討を進めていきたいと考えており
ます。
　次に22、モノレール延長についての(1)、沖縄都市
モノレールの延長に伴う利用状況及び３両化について
お答えいたします。
　浦添区間の開業後、10月の１日当たり平均乗客数
は６万2388人となっており、対前年比で約9000人の
増となっております。３両化については、３両編成車
両の新造を４編成進め、その後、現在の２両編成を３
両編成とする改造を５編成行うこととしており、９編
成の３両化車両を導入する計画となっております。令
和２年度に事業に着手し、令和４年度中に３両化車両
の２編成を完成させる工程となっております。
　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　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　１、首里城
復旧・復興への知事の基本姿勢と決意についての御質
問のうち(7)、首里城焼失に伴う観光客減への対策に
ついてお答えいたします。
　首里城への観光客の減少により首里城周辺の観光関
連事業者に影響があるものと認識しております。
　県としましては、那覇市、沖縄観光コンベンション
ビューロー、美ら島財団等と連携し、首里城公園で現
在入園が可能となっているエリアの多言語での情報発
信に努めるとともに、首里城周辺の新たなにぎわいの

創出に向けた観光コンテンツの開発支援や、世界遺産
に登録されているその他の遺産と連動したプロモー
ションの実施、民間事業者等の取り組みとも連携した
機運醸成を図り、観光誘客を推進していきたいと考え
ております。
　次に20、観光振興についての御質問のうち(1)、入
域観光客数のことしの見通しについてお答えいたしま
す。
　県では、令和元年度入域観光客数の目標を1030万
人と設定しております。本年10月までの累計では、
日韓情勢に伴う韓国客の減少等の影響により、外国人
観光客数が対前年度同期比で4.3％減となっているも
のの、国内客が5.6％増と引き続き堅調に推移してお
り、入域観光客全体では2.4％増となっております。
　県としましては、目標の達成に向け、引き続き誘客
及び受け入れに関する各種施策に取り組んでまいりま
す。
　同じく(2)、韓国との民間交流の活性化についてお
答えいたします。
　昨今の日韓関係の影響を受け、韓国からの観光客数
が10月には前年同月比で80.9％減少するなど、さま
ざまな交流が大幅に縮小している中、県では、観光交
流の活性化に向けた取り組みを続けております。これ
までに地域間交流を呼びかける知事メッセージの発信
や旅行会社等を対象としたセミナー・商談会の開催、
旅行会社の招聘等を実施してまいりました。
　県としましては、引き続き情報収集に努めるととも
に業界関係者と連携し、時期を逸することなく適切な
プロモーション等を実施してまいります。
　同じく(3)、オーバーツーリズムへの取り組みにつ
いてお答えいたします。
　県民生活や自然環境に影響を及ぼす諸問題について
は、市町村や観光協会への意見聴取を行い、現状把握
に努めております。その中で、レンタカーによる混雑
や貸し切りバスの違法駐停車、ごみ捨てなど、県民生
活に直接影響がある事案が報告されております。
　県としましては、オープンデータ活用によるレンタ
カーから公共交通への利用促進、貸し切りバスの専用
乗降場の設置、外国人観光客向けのマナー啓発ブック
の配布などの取り組みを実施しております。今後と
も、情報を収集、整理し、地域や関連業界と連携を図
りつつ、対応を検討してまいります。
　次に24、世界のウチナーンチュネットワーク構築
の取り組みについての御質問のうち(1)、世界のウチ
ナーンチュ大会の取り組みについてお答えいたしま
す。
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　首里城の復旧・復興支援につきましては、県人会等
の世界のウチナーンチュの皆様からも、お見舞いの言
葉や再建に向けた御支援をいただいております。世界
のウチナーンチュ大会につきましては、令和３年の第
７回大会の開催に向け、大会事務局立ち上げ準備やプ
レイベントの検討を進めているところです。本大会
が、世界のウチナーンチュの心を一つにし、沖縄のチ
ムグクルを世界に発信する契機となり、ウチナーネッ
トワークのさらなる継承・拡大につながるよう、鋭意
取り組んでまいります。
　同じく(2)、ネットワーク構築の状況と世界のウチ
ナーンチュセンターの協議状況についてお答えいたし
ます。
　県では、10月30日の世界のウチナーンチュの日の
時期を中心に、移民の歴史啓発に係る各種取り組みを
実施しております。これらの取り組みに連動して、海
外県人会や県内市町村等でも自主的な取り組みが年々
増加しており、ウチナーネットワークの継承・拡大に
つながっているものと認識しております。平成30年
８月に設置要請のあった世界のウチナーンチュセン
ターにつきましては、要請内容のうち緊急性が高い移
民資料の情報収集等について、要請団体と意見交換等
を行っているところです。
　県としましては、意見交換等を継続しながら、既存
施設等の活用の可能性も含め、慎重に対応を検討して
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　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　１、首里城復旧・復
興への知事の基本姿勢と決意についての御質問の中の
(7)、首里城焼失に伴う雇用対策についてお答えいた
します。
　一般財団法人沖縄美ら島財団に確認したところ、首
里城公園の従業員について、雇用を継続していくこと
としております。
　商工労働部では、今後も財団を所管している土木建
築部と情報を共有するとともに、周辺事業者も含め離
職者が出た場合には、沖縄労働局と連携し必要な支援
を実施することで、県内の雇用情勢に影響を及ぼさな
いよう対応してまいります。
　次に２、新たな沖縄振興計画についての御質問の中
の(2)、雇用環境の改善に関する取り組みと実績につ
いてお答えいたします。
　県では、企業誘致や各種産業振興施策の実施及び正
規雇用の拡大や働きやすい環境づくりなど雇用環境の

改善等に向けて取り組んでおります。主な取り組みに
かかる最新のデータと平成25年度を比較すると、誘
致した製造業等は、国際物流特区那覇地区及びうるま
地区への立地企業が87社となり32社の増加、誘致し
た情報通信関連産業は470社となり169社の増加、そ
の結果、沖縄県全体の年平均の雇用者数は58万6000
人となり５万4000人の増加、正規雇用者数は35万
9000人となり４万2000人の増加となるなど、雇用環
境は着実に改善されております。今後とも、雇用の質
の改善を図り、労働者における安定的な就労や技能等
の向上、企業における人材育成・定着・確保を支援
し、労働生産性を高め、賃金の上昇につなげてまいり
たいと考えております。
　次に９、消費税増税についての御質問の中の(1)、
消費税増税による県内中小企業への影響についてお答
えいたします。
　経済産業省が11月28日付で発表した商業動態統計
速報によると、2019年10月の全国の小売業販売額
は、前年同月比で7.1％の減少となっております。ま
た、全国においては、消費税増税対応のレジシステム
等、設備投資額の負担増を理由に、事業継続を断念し
た事例等があることも報道により承知しております。
　県としましては、今後発表される県内各機関の10
月以降の景況判断や経済指標等の情報を引き続き注視
しつつ、中小企業等の売り上げ及び収益の向上に向け
て商工会等の関係機関と連携し、ポイント還元事業等
の各種支援施策の活用促進、ＩＴ導入等による生産性
向上など中小企業等の総合的な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）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　２、新たな沖縄振興計画
についての(1)、基地問題とのリンクについてお答え
いたします。
　沖縄振興の根拠法である沖縄振興特別措置法の立法
目的について、国は戦後我が国の施政権の外にあった
歴史的事情等、沖縄の４つの特殊事情に鑑み、総合的
かつ計画的に講ずるものであると説明されておりま
す。
　県としましても、基地問題と沖縄振興は別と認識し
ております。
　同じく２の(2)のうち県民所得の推移についてお答
えいたします。
　１人当たり県民所得は、復帰直後の昭和47年度の
44万円から県経済の拡大とともに増加し、沖縄21
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世紀ビジョン基本計画初年度である平成24年度には
198万円、最新の平成28年度には227万円となってお
ります。
　同じく２の(3)、沖縄らしい優しい社会の構築につ
いてお答えいたします。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画においては、各施策
に通底する基軸的な考えとして、沖縄らしい優しい社
会の構築と強くしなやかな自立型経済の構築を掲げ、
施策の連携を図ることとしております。沖縄らしい優
しい社会は、県民に安らぎと活力をもたらし、強くし
なやかな経済の発展を支え、同時に自立型経済の構築
によって生み出された利益は優しい社会の構築にも寄
与します。このような社会と経済の好循環関係が沖縄
の自立的・持続的な発展をもたらす原動力になると考
えております。新たな沖縄振興のあり方については、
現在作業中の総点検の結果や新沖縄発展戦略を踏まえ
るとともに、ＳＤＧｓの理念を盛り込み、次年度に新
たな振興計画の骨子案を取りまとめ、市町村や経済団
体等から広く御意見を伺いながら検討してまいりま
す。
　同じく２の(4)、自立型経済の構築についてお答え
いたします。
　沖縄県が目指す自立型経済とは、移輸出型産業にお
いて県外及び海外から獲得した資本が域内に投下さ
れ、域内産業を活性化させることにより、雇用の創出
や所得・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を実現することであると考え
ております。このため、成長著しいアジアの活力を取
り込むとともに、本県の持つソフトパワーを生かし、
世界水準の観光・リゾート地の形成や情報通信関連産
業の高度化・多様化、国際物流拠点の形成等に取り組
んでおります。また、今年度より、県経済の循環構造
や県外への所得流出の状況を調査するとともに、域内
循環を拡大する方策について検討することとしており
ます。
　次に19、ＳＤＧｓについてのうちＳＤＧｓの計画
策定及び実施している分野についてお答えいたしま
す。
　県では、11月29日に、知事を本部長とする沖縄県
ＳＤＧｓ推進本部を設置し、沖縄県ＳＤＧｓ推進方針
を決定しました。同方針では、沖縄21世紀ビジョン
の将来像の実現に向けて、ＳＤＧｓを推進し、新たな
時代に対応した持続可能な沖縄の発展を目指すことと
しております。実施している分野につきましては、沖
縄21世紀ビジョン基本計画とＳＤＧｓのマトリクス
整理の結果によると、本県において、17のゴールの

全てに対応し、総合的に施策が展開されております。
　県としましては、今後、同方針に基づき、全庁一丸
となって、国、市町村を初め、企業、各種団体等と連
携したＳＤＧｓの取り組みを促進してまいります。
　次に21、離島振興についての(1)、離島住民等交通
コスト負担軽減事業についてお答えいたします。
　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30年度に実施した離島住民
特別調査において、離島住民からの評価が高くかつ今
後重点的に取り組むべき離島振興施策の項目として島
外に出る際の交通運賃が上位に挙げられております。
　県としましては、これらの調査結果等も踏まえ、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負担軽
減に取り組んでまいります。
　22、モノレール延長について(1)のうち鉄軌道整備
に向けた国との協議状況についてお答えいたします。
　県では、鉄軌道の導入に向け、本年８月に国に対
し、全国新幹線鉄道整備法を参考とした特例制度の創
設に向けた取り組みの加速、国による事業実施に向け
た取り組みの早期着手を要請したところです。また、
現在、国から示されている費用便益分析等の諸課題に
ついて、より詳細な調査を行っているところであり、
その結果を年内をめどに取りまとめ、早急に国と調整
を進めていくこととしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　２の新たな沖縄振興計画に
ついての御質問で(2)、教職員の雇用拡大についてお
答えいたします。
　県教育委員会では、平成23年度以降、正規教員の
採用者数をふやす取り組みを実施しており、新たな沖
縄振興計画期間の平成24年度から令和元年度までの
８年間で、公立小中学校で2630人を採用しておりま
す。引き続き正規率の向上に向けて新規採用者の確保
に努めてまいります。
　次に16の、給付型奨学金の拡充についての御質問
にお答えいたします。
　県の給付型奨学金は、能力があるにもかかわらず経
済的な理由で県外難関大学等への進学が困難な生徒を
支援し、グローバル社会において活躍していく人材育
成を目的として実施しております。一方、国の修学支
援新制度においては、県内大学等への進学者も含め
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て、給付型奨学金の対象者や給付額を拡充するほか、
新たに授業料減免制度を創設する内容となっておりま
す。なお、海外留学に対する支援制度としては、日本
学生支援機構の海外留学支援制度や各大学の留学支援
制度等があります。県の給付型奨学金の拡充について
は、国の修学支援新制度による支援状況等を注視しな
がら検討してまいりたいと考えております。
　次に17の、高校生の通学費支援についてお答えい
たします。
　高校生の通学費支援については、通学実態調査を行
い、調査結果をもとに制度設計を進めております。次
年度は、これまでのひとり親家庭高校生等通学サポー
ト実証事業の対象者に加え、住民税所得割非課税世帯
の高校生へも支援を拡充することを軸に検討してお
り、対象者は約5400人を見込んでおります。支援方
法については、支援の割合等も含め関係機関と調整を
行っているところであり、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。
　次に18、教職への応募減少についての御質問で、
教師の多忙化解消についてお答えいたします。
　県教育委員会では、教職員の勤務の実態等を踏ま
え、ことし３月に沖縄県教職員働き方改革推進プラン
を策定し、各学校の実情に応じた行事や会議等の見直
し、学校閉庁日及びリフレッシュウイークの設定、ス
クール・サポート・スタッフの配置等の取り組みを進
めております。また、部活動については、県の方針に
基づき活動時間の適正な設定や、教職員の負担軽減の
ための部活動指導員の配置等の取り組みを進めている
ところであります。引き続き実効性のある取り組みを
推進し、教職員の多忙化解消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）　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、新たな
沖縄振興計画についての御質問の中の(2)のうち保育
士等の雇用拡大の成果についてお答えいたします。
　保育士及び放課後児童支援員等については、平成
24年度から30年度までの７年間の施設整備や処遇改
善等により、保育士5038人、放課後児童支援員等
1276人の雇用を図ったところであります。
　県としましては、引き続き国や市町村と連携し、保
育士等の雇用拡大を図ってまいります。
　次に７、フランシスコ教皇による核兵器についての
メッセージについての御質問の中の同メッセージに対
する所感等についてお答えいたします。
　先月24日に長崎を訪問したローマ教皇が発せられ

た核兵器についてのメッセージは、宗教や国境を越え
て、平和を愛する全世界の人々の心に深く刻まれたも
のと思います。悲惨な地上戦を体験した沖縄県としま
しては、恒久平和を願っており、平和を脅かす核兵器
の廃絶に向けた議論は重要であると考えております。
このため、核兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを
全ての国に求めるヒバクシャ国際署名に、沖縄県知事
も署名しております。今回のローマ教皇のメッセージ
が、国民の間に、真の平和を願い、核兵器廃絶に向け
た大きな力につながるものと考えております。
　次に８、平和構築・平和事業の推進についての御質
問の中の(1)、戦後75年事業についてお答えいたしま
す。
　令和２年度は、終戦75周年・平和の礎建設25周
年・新平和祈念資料館開館20周年・沖縄平和賞贈賞
10回目となる節目の年であります。このため県では、
戦争被爆地である広島・長崎の平和記念式典と本県の
全戦没者追悼式における相互参列、沖縄戦の実相を語
り継いでこられた体験者の表彰、沖縄戦と平和をテー
マとしたシンポジウムや学生向けワークショップの開
催を検討しているところであります。さらに、各地に
おける平和展の実施など、戦後75年事業として位置
づけ、国内外に平和を希求する沖縄の心を発信してい
きたいと考えております。
　同じく８の(3)、沖縄全戦没者追悼式に国連代表を
招待することについてお答えいたします。
　沖縄全戦没者追悼式は、戦没者のみたまを慰めると
ともに、世界の恒久平和を願う沖縄の心を発信し、沖
縄戦の歴史的教訓を正しく伝え、次世代の子供たちに
平和のとうとさを継承することを目的としておりま
す。
　県としましては、戦後75年の節目の年に、国際の
平和及び安全を維持することを目的の一つとする国際
連合の代表に参列いただくことは有意義なことと考え
ますので、その実現可能性について、関係機関と調整
してまいりたいと考えております。
　次に14、福祉分野についての御質問の中の(1)の
ア、待機児童解消の取り組みの成果についてお答えい
たします。
　県は、平成27年度を始期とする、黄金っ子応援プ
ランに基づき沖縄振興特別推進交付金、沖縄県待機児
童解消支援基金等を活用し、施設整備や保育士確保
に取り組んでいるところであります。平成27年４月
から平成31年４月までの取り組みの成果としては、
保育施設数は、433施設から805施設で372施設の
増加、保育定員数は、３万9017人から６万375人で
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２万1358人の増加、保育従事者数は、6960人から
１万185人で3225人の増加となっております。現在、
県は第二期黄金っ子応援プランの策定に取り組んでい
るところであり、引き続き市町村と連携し、待機児童
解消に向けて取り組んでまいります。
　同じく14の(1)のイ、待機児童の解消時期について
お答えいたします。
　県では、令和２年度から６年度を計画期間とする第
二期黄金っ子応援プランの策定に向けて、各市町村に
おける量の見込み、提供体制の確保方策等を取りまと
めているところです。幼児教育・保育無償化の影響や
女性就業率の向上、潜在需要の掘り起こしによる保育
ニーズの高まり等により、多くの市町村においては、
令和２年度末を待機児童解消時期としておりますが、
一部市町村においては、やむを得ない事情により、令
和３年度末までの解消を見込んでおります。
　県としましては、沖縄振興特別推進交付金、沖縄県
待機児童解消支援基金等を活用し、施設整備や保育士
確保に取り組むとともに、計画の前倒しも視野に入れ
ながら、可能な限り早期の待機児童解消に向けて、引
き続き市町村と連携し、取り組んでまいります。
　同じく14の(2)のア、放課後児童クラブの保育料の
負担軽減についてお答えいたします。
　県におきましては、利用料の低減を図るため、市町
村が行う公的施設活用クラブの施設整備や運営費等に
対する支援を行っており、県内クラブの月額平均利用
料は、平成24年度の１万711円から、30年度は9169
円に低減しております。
　同じく14の(2)のイ、放課後児童クラブに係るひと
り親世帯等の負担軽減についてお答えいたします。
　県におきましては、沖縄県子どもの貧困対策推進基
金を活用し、ひとり親世帯等を対象に負担を軽減す
る市町村に対して交付金を交付しており、平成30年
度の実績は、14市町村1721人となっております。ま
た、利用料の軽減については、九州各県保健医療福祉
主管部長会議を通して、放課後児童クラブの利用料の
無償化を国へ要望しているところです。
　同じく14の(2)のウ、放課後児童クラブへの家賃補
助についてお答えいたします。
　放課後児童クラブについては、放課後児童クラブ運
営支援事業において家賃補助を行っており、平成30
年度は８市町村45クラブ、令和元年度は10市町村95
クラブに対し支援を予定しております。当該事業で
は、平成27年度以降に設置されたクラブが補助の対
象となっていることから、九州各県保健医療福祉主管
部長会議を通じて国へ補助対象を拡大するよう要望を

行っており、去る７月には県独自で厚生労働省へ要請
を行ってきたところです。
　県におきましては、引き続き市町村と連携し、放課
後児童クラブに対する支援に努めてまいります。
　同じく14の(2)のエ、放課後児童クラブの整備状況
についてお答えいたします。
　令和元年５月１日現在の放課後児童クラブ数は501
カ所であり、そのうち公的施設活用クラブは169カ所
となっております。
　県におきましては、平成24年度から30年度まで
に、公的施設活用クラブ26カ所の整備を支援したと
ころであり、令和元年度は22カ所の整備支援に取り
組んでおります。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15、子供の貧困対策事業の拡充についての御
質問の中の(1)、子供の貧困率の推移、事業実施の状
況と成果についてお答えいたします。
　沖縄県子どもの貧困対策計画では、ライフステージ
ごとの困窮世帯の割合を成果指標とし、その改善を
図っているところです。平成30年度の小中学生調査
では、困窮世帯の割合は25.0％となり、平成27年度
調査と比較して4.9ポイント改善したものの、依然と
して高い水準を示しており、県内の子育て家庭の生活
実態は大変厳しい状況にあります。これまで、子供の
居場所の設置や貧困対策支援員の配置に取り組み、居
場所が26市町村に139カ所設置され、貧困対策支援
員が29市町村に117人配置されております。また、
沖縄県子どもの貧困対策推進基金を活用し、33市町
村において就学援助の拡充等が図られております。さ
らに、沖縄子どもの未来県民会議においては、県民か
らの寄附金を財源として、３年間で児童養護施設等を
退所する子供たち累計40人の進学を支援しておりま
す。
　同じく15の(2)、子供の貧困対策の今後の取り組み
についてお答えいたします。
　県では、平成28年度を貧困対策元年と位置づけ、
国や市町村、関係団体等と連携して各種施策を推進し
てきました。これらの取り組みにより、支援を受けた
子供たちの対人関係や自己肯定感に改善傾向が見ら
れ、保護者は周囲に相談できる相手がふえるなどの効
果もあらわれてきました。しかし、依然として困窮状
態にある世帯は多く、子供や保護者を取り巻く環境は
厳しい状況であり、全小学校区の約６割で子供の居場
所が設置されていないなどの課題も残っております。
　県としましては、子供の貧困の連鎖を断ち切るため
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には、対策を一過性のものとせず、県として全庁的に
取り組むとともに、県民一体となって継続的に推進し
ていくことが重要であると考えておりますので、今後
とも県政の最重要政策としてしっかり取り組んでまい
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、新たな沖縄振興計画
についての御質問の中の(5)、沖縄振興公共投資交付
金の減額による影響と増額の取り組みについてお答え
します。
　県や市町村においては、沖縄振興公共投資交付金を
活用して、道路や下水道等の社会資本整備、教室や体
育館等の学校施設環境改善等を実施しているところで
あります。しかしながら、近年、同交付金の減額によ
り、インフラ整備などの一部事業で進捗がおくれ、事
業効果の発現が予定より遅くなるなどの影響が生じて
おります。このため、県では、令和２年度の沖縄振興
予算の確保に向けて、沖縄振興一括交付金の重要性や
増額の必要性について関係要路に御理解いただくた
め、新たにハード交付金の予算減額の影響事例等に関
する資料を作成し、丁寧に説明してまいりました。ま
た、去る９月には、就任後初来県した衛藤沖縄担当大
臣に対し、11月21日には、衛藤大臣や県選出国会議
員など関係要路に対し、概算要求の満額確保及び沖縄
振興一括交付金の概算要求額以上の確保を要請してお
ります。今後も機会を捉え、沖縄振興予算の確保に向
け取り組んでまいります。
　次に９、消費税増税についての御質問の中の(2)、
逆進性の高い消費税の廃止についてお答えします。
　消費税は、社会保障制度を支える安定的な財源であ
りますが、低所得者層ほど税負担が重くなる逆進性が
指摘されております。国においては、軽減税率制度の
実施や、低所得者・子育て世帯向けプレミアムつき商
品券の発行など、さまざまな施策を展開しております
が、消費生活に影響を及ぼさないよう、引き続き配慮
を行っていただきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　３、建白書実現、県民
投票後の取り組みについての(2)、与党県議団の訪米
活動についてお答えいたします。
　与党県議団が訪米し、米国政府や連邦議会、国連本
部等の多くの方々に、直接、辺野古沿岸部の埋立工事

を中止し、新基地建設を断念することなどを求めた県
議会決議の内容を伝えたことについては、大変意義が
あると考えております。
　県としても、引き続きワシントン駐在を活用し、
ネットワークづくりなどに取り組んでまいります。
　次に３(3)のア及びイ、抗告訴訟の意義及び争点に
ついてお答えします。３(3)のアと３(3)のイは関連し
ますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　沖縄防衛局は、国土交通大臣の裁決を受けて現在も
工事を進めておりますが、県としては、当該裁決は違
法・無効であると考えていることから、裁決の取り消
しを求め、抗告訴訟を提起したところです。国がみず
からの意向を地方に押し通すために、私人の権利利益
の救済制度である行政不服審査制度を用いる手法が認
められれば地方自治は保障されなくなるのであり、本
件訴訟は、辺野古埋立工事をとめるためだけではな
く、我が国の法治主義や地方自治の観点からも意義が
あるものと考えております。本件訴訟では、沖縄防衛
局長が審査請求を行うことの違法性や、裁決の違法性
など関与取消訴訟における争点に加え、県が行った承
認取り消しの適法性が争点になっており、裁判所に県
の主張が認められるよう、今後も取り組んでまいりま
す。
　次に３の(4)、トークキャラバンの総括と課題につ
いてお答えします。
　県は、基地負担の現状や普天間飛行場返還問題・辺
野古新基地建設問題及び日米地位協定の問題につい
て、広く周知を図り、問題解決に向けた国民的議論の
機運醸成を目的として、６月に東京で、８月に名古屋
で、９月に大阪で、11月に札幌でトークキャラバン
を行ったところであり、いずれも満席の会場となりま
した。知事講演会のほか、現地でのメディア取材等に
より辺野古新基地建設問題等について広く発信するこ
とができたと考えておりますが、今後もより効果的に
全国の皆様に情報発信を行っていく必要があると考え
ております。
　次に４、日米地位協定改定への取り組みについての
(1)、全国知事会の提言実現に向けた取り組みと課題
についてお答えします。
　県では、日米地位協定の抜本的見直しを初めとする
提言の実現に向けて、７月と11月の全国知事会議に
おいて、玉城知事から他国地位協定調査の結果を報告
し、各知事に連携を呼びかけました。それを受けて、
飯泉会長からは関係者で国の地位協定の運用改善の状
況などを確認し、精査をした上で検討をしていきたい
との発言がありました。今後、各知事への理解をさら



−108−

に広げていくことが必要であることから、フィリピ
ン・韓国において調査を行い、結果を全国知事会と共
有するとともに、渉外知事会等との連携も図り、提言
実現に向けて取り組んでまいります。
　次に４(2)、オーストラリアでの調査結果について
お答えします。
　県では、去る８月にオーストラリアにおいて現地調
査を行いました。オーストラリアでは、米軍に検疫に
関する法や軍の航空規則などの国内法を適用させてお
り、米軍は、オーストラリア国内にＣＨ53Ｅを配備
する際、20日もかけて解体・洗浄し、オーストラリ
ア検疫当局の検査を受けていることがわかりました。
また、米海兵隊がローテーション配備されているダー
ウィン基地では、オーストラリア側が飛行経路を厳し
く規制しているため、住宅地上空の飛行や騒音問題は
ほとんどない状況でございました。空域についても、
ヨーロッパと同様に自国の空域は自国で管理し、横田
空域のように外国が管理する空域は存在していません
でした。
　次に４の(3)、全国知事会で合同委員会の役割に係
る問題提起を求めることについてお答えします。
　政府は、日米合同委員会の協議内容について、国会
に報告する必要はなく、その合意内容について国会の
承認を得る必要はないとしております。県としては、
このような合同委員会のあり方が、国民生活より米軍
の論理が優先されている状況を生み出している要因で
あり、日米合同委員会の合意事項の公表は重要である
と考えております。このため、平成29年に行った日
米地位協定の見直しに関する要請において、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
とを求めております。今後とも全国知事会や渉外知事
会等と連携を図り、日米地位協定の抜本的な見直しに
つなげてまいりたいと考えております。
　次に５、米軍基地問題への取り組みについての(1)、
米軍人等による重大事件・重大事故の件数等について
お答えします。
　県が把握している直近５年の殺人、強盗等凶悪犯罪
の発生件数は、平成27年から平成29年は各２件、平
成30年ゼロ件、令和元年は11月末までで１件となっ
ております。同じく飲酒運転の検挙件数は、平成27
年40件、平成28年31件、平成29年18件、平成30年
25件、令和元年33件となっております。同じく米軍
の演習等に関連する墜落等の重大事故は、平成27年
１件、平成28年２件、平成29年１件、平成30年２
件、令和元年ゼロ件となっております。県では、航空
機関連事故が発生するたびに原因究明及び再発防止を

求めており、直近５年に県内で発生した重大事故６件
のうち、５件の事故について事故調査報告書の提供を
受けております。
　次に５(2)、日米合意の遵守の実態についてお答え
します。
　県は、嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空
機騒音規制措置の厳格な運用を求めているところです
が、夜間、早朝の訓練がたびたび行われております。
また、嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついては、県や三連協等の再三の抗議にもかかわら
ず、今年はＳＡＣＯ合意後最多となる４回実施されて
おります。さらに、航空機事故等については、地元自
治体等に適切に通報されない事案が発生しておりま
す。
　県としては、米軍の訓練や事故時の通報が必ずしも
日米間の合意に基づき行われていない実態は、到底容
認できるものではなく、機会あるごとに日米両政府に
対し、日米間の合意の遵守を求めているところです。
　次に５の(3)、普天間飛行場の運用停止に向けた取
り組みについてお答えします。
　県は、これまで普天間飛行場の危険性除去につい
て、普天間飛行場負担軽減推進会議及び同作業部会に
おいて、政府と協議を行い、オスプレイ12機程度の
県外拠点配備など具体的な取り組みを求めてまいりま
した。その結果、政府においては、ＫＣ130空中給油
機の岩国飛行場への移転や、県外における一時的な訓
練の実施、普天間飛行場所属の全機種を対象とした離
着陸回数調査を実施しております。しかしながら、十
分とは言えない状況であるため、長期ローテーション
配備等による速やかな運用停止を求めているところで
す。
　次に６、先島自衛隊基地、ミサイル部隊配備につい
ての(1)、自衛隊の島嶼配備についてお答えします。
　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、現状は必ずしも十
分に住民合意が得られているとは言いがたい状況にあ
ります。
　県としては、政府に対して地元の理解と協力が得ら
れるよう、十分な情報開示を行うなど、より一層丁寧
に説明を行うとともに、配備スケジュールありきで物
事を進めることがないよう、引き続き求めてまいりま
す。
　次に６(2)、尖閣諸島をめぐる問題への対応につい
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てお答えします。
　日本政府は、尖閣諸島が我が国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ます。
　尖閣諸島をめぐる問題については、平和的な外交・
対話を通じて、一日も早い解決が図られるよう、日
本、中国の両政府に全力を尽くしてもらいたいと考え
ております。このため、去る９月29日に河野防衛大
臣に対し、尖閣諸島周辺の安全確保、中国との関係改
善等について要請をしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　５、米軍基地問題への取
り組みについての御質問の中の(4)、有機フッ素化合
物汚染問題解決の取り組み状況についてお答えしま
す。
　有機フッ素化合物であるＰＦＯＳ等が高濃度で検出
される問題に関して、県では、本年６月に防衛大臣等
に対し、基準値等の設定、原因究明と対策の実施など
を要請し、さらに、米軍基地内で使用しないこと、県
職員の軍施設・区域への立入許可を米軍に対し求める
ことなどをあわせて要請しております。また、従来か
ら高濃度で検出された地点に加え、補正予算を計上
し、範囲を拡大して調査を実施しているところです。
　県としましては、今後も引き続き河川等のＰＦＯＳ
等の残留状況を把握するとともに、原因の究明に努め
てまいります。
　同じく５の(5)、北部訓練場返還地の廃棄物につい
てお答えします。
　北部訓練場返還地で発見された廃棄物については、
返還時に沖縄防衛局が策定した返還実施計画に対する
県知事意見及び沖縄森林管理署との協定に基づき、沖
縄防衛局が除去を行っております。
　県としては、今後とも廃棄物等が発見された場合
は、沖縄防衛局が土地の所有者及び関係機関と調整
し、適切に対応するよう求めてまいります。
　19、ＳＤＧｓについての御質問の中の(1)、地球温
暖化防止対策の強化についてお答えします。
　県では、ＳＤＧｓの13番目の目標である気候変動
及びその影響を軽減するための緊急対策を講じること
について、削減目標を定め、地球温暖化対策に取り組
んでおります。具体的には、2020年度の温室効果ガ

スの排出量を2000年度と同レベルに削減することを
目標としています。最新データである2016年度の温
室効果ガスの排出量は、1271万トンで、基準年度の
2000年度と比較して35万トン、2.8％上回っており
ます。
　県としましては、削減目標の達成に向けて、他の化
石燃料と比較して、よりクリーンな液化天然ガスの導
入促進や観光施設の省エネ化、普及啓発など、温室効
果ガス排出削減に向けた取り組みを強化してまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　まず初めに、国民健
康保険の財政問題についての御質問の中の10の(1)、
沖縄の特殊事情に基づく財政支援についてお答えしま
す。
　国保における前期高齢者の加入割合が低いのは、本
県の場合、子供の割合が高いことなどに加え、昭和
20年から昭和21年生まれの人口がその前後の年代と
比べて少ないという、沖縄戦に起因する事情があった
ものと考えております。
　県では、これまで市町村及び国保連合会と連携し
て、国に対し、本県の特殊事情に配慮した特段の財政
支援を要請してきたところであり、引き続き市町村及
び国保連合会と連携し、要請していきたいと考えてお
ります。
　次に北部基幹病院についての御質問の中の11の
(1)、北部基幹病院の進捗状況についてお答えします。
　北部基幹病院については、現在、北部12市町村か
らそれぞれ基本合意書案に対する意見が提出されたと
ころであり、県は、これらの意見を踏まえ、修正案の
検討を行っているところでございます。
　県としましては、修正案を整理した上で、適宜、市
町村と調整していきたいと考えております。
　次に医療費助成事業の拡充についての御質問の中の
12の(1)、(2)、窓口無料化の実施についてお答えしま
す。12の(1)と12の(2)は関連しますので、一括して
お答えします。
　都道府県のこども医療費助成制度において、平成
31年４月１日現在、通院について窓口無料化を実施
している団体は６団体となっており、このうち就学前
までが４団体、中学校卒業までが１団体、その他１団
体となっております。また、入院について窓口無料化
を実施している団体は７団体となっており、このうち
就学前までが５団体、中学卒業までが２団体となって
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おります。対象年齢の拡大につきましては、今年度５
月に市町村の意向調査を行ったところであり、その調
査結果を踏まえ、中学卒業までを視野に入れながら市
町村と協議を進めていきたいと考えております。
　次に13、県内大学への薬学部新設についての御質
問の中の13の(1)、薬剤師の果たす役割についてお答
えします。
　病院薬剤師は、チーム医療の一員として、入院患者
の医薬品の処方提案や適正使用の促進など重要な役割
を果たしております。また、薬局薬剤師は、かかりつ
け薬局・かかりつけ薬剤師として、在宅患者の服薬情
報の一元的・継続的把握などにより、多剤・重複投与
の防止や残薬解消、薬物療法の安全性・有効性の向上
など地域医療において重要な役割を果たしておりま
す。
　次に、県内薬剤師数及び薬学部設置についての御質
問にお答えします。13の(2)と13の(3)は関連します
ので一括してお答えします。
　厚生労働省の平成28年薬剤師数調査によります
と、人口10万人当たりの薬局・医療施設に従事する
薬剤師数は、全国平均の181人に対し、沖縄県は134
人であり、全国最下位となっております。また、圏域
別に見た場合、北部は110人、宮古は82人、八重山
は108人となっております。県内の国公立大学に薬学
部を設置することは、薬剤師不足を解消するための有
効な方策の一つであると考えております。
　県は、これまで薬剤師会と連携し、県内の国公立大
学と意見交換を行ってきたところでありますが、今後
設置の必要性及び実現可能性についての調査を行って
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）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　23、農水産業の振興
についての御質問の中の23の(1)、農家所得の向上対
策についてお答えします。
　本県の平成29年の農業産出額は、平成23年の800
億円から205億円増加となる1005億円となってお
ります。また、平成29年の生産農業所得については
498億円と増加傾向にあるものの、全国と比較すると
低い状況にあり、引き続き農家所得の向上対策を強化
する必要があります。具体的には、１、災害に強い栽
培施設の導入による園芸品目の安定生産、２、農林水
産物の流通コストの低減、３、サトウキビの収穫作業
等の機械化の推進、４、農林水産物の加工や施設整備
に対する支援などの各種施策に取り組み、生産農家の

所得向上を図ってまいります。
　次に23の(2)、食料自給率の現状と対策についてお
答えします。
　県では、令和３年度の食料自給率の目標値をカロ
リーベースで45％と設定し、各種施策に取り組んで
いるところであり、28年度の食料自給率の確定値は、
カロリーベースで36％、生産額ベースで57％となっ
ております。県内の食料供給の現状は、県外からの移
入の割合が高い状況にありますが、近年のインバウン
ド需要の高まり等も踏まえ、各品目における生産拡大
の強化に取り組む必要があると考えております。
　県としましては、引き続き災害に強い栽培施設の整
備や、かんがい施設等の生産基盤整備の促進などに取
り組み、食料自給率の向上に取り組んでまいります。
　次に23の(3)、地産地消及び６次産業化の取り組み
と成果についてお答えします。
　県では、県産食材を積極的に活用する飲食店等をお
きなわ食材の店として登録、情報発信するなど地産地
消推進に取り組むとともに、６次産業化推進のため、
商品開発支援や、施設整備補助金等の支援に取り組ん
でおります。これらの結果、おきなわ食材の店は今年
度新たに34店舗登録し、313店舗となっており、県
内における平成29年度の６次産業関連事業の販売額
は261億3000万円で、増加傾向で推移しております。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、地産
地消及び６次産業化を推進してまいります。
　次に23(4)、ＴＰＰ11等の農林水産業への影響の現
状と新たな輸入枠拡大への認識についてお答えしま
す。
　ＴＰＰ11等経済連携協定の影響については、現時
点では見込みがたいものの、牛肉や豚肉等の輸入量が
増加するなど、貿易の自由化の進展は、本県の農林水
産業に対し、中長期的にさまざまな影響が懸念される
ところであります。そのため、県では８月と９月に、
国に対しＴＰＰ11及び日ＥＵ・ＥＰＡの両協定を上
回る水準や新たな輸入枠の設定について、要求があっ
ても断固拒否することなどについて要請してまいりま
した。
　県としましては、引き続き国の動向を注視しなが
ら、時期を逸しないよう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）　糸洲朝則君。
　　　〔糸洲朝則君登壇〕
〇糸洲　朝則君　皆さん、こんにちは。
　今議会の代表質問も私で終わりでございますから、
どうぞもうしばらくよろしくお願いします。
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　きょうは玉城知事がお母さんの葬儀だということで
出席をしておりませんが、心から御冥福をお祈りした
いと思います。
　また、昨日はアフガニスタンにおいてペシャワール
会中村哲医師が銃撃に倒れ亡くなっております。大変
痛ましい、また残念な結果でございまして、中村医
師、ペシャワール会については、稲嶺県政で最初の沖
縄平和賞の第１回目の受賞者であるということを考え
ても、沖縄と大変ゆかりの深い方を亡くして大変残念
に思っております。
　それでは、公明党会派を代表いたしまして、代表質
問をいたします。
　まず１点目に、首里城火災について伺います。
　沖縄のシンボル、魂である首里城が焼失したこと
は、沖縄県民はもとより、全国、否、世界中の人々が
大きな衝撃を受けております。残念で悲しみが広がっ
ております。玉城知事は11月１日、首相官邸で菅官
房長官や安倍晋三総理に首里城火災の状況報告と再建
をお願いしたと報道されております。
　私はその前に県は管理者としての責任をどう感じら
れたのか、このことをまず知事に伺いたい。これだけ
の首里城火災を防止できなかった県の責任は重いと考
えます。首里城は沖縄の魂であり、誇りであると思っ
ている県民、また所有者である国に対して申しわけな
いとのおわびが先ではないかと思うが、そこらあたり
の報道が見られないのは残念であり、知事の所見を伺
いたいと思います。
　(2)、首里城火災について、第三者委員会いわゆる
事故調査委員会を早急に立ち上げて、原因究明と新た
な防火・防災対策を検討すべきであると考えます。そ
れから再建が始まるわけで、第三者委員会の設置を提
案をいたします。知事の所見を伺います。第三者委員
会の構成員は、国、県、財団関係者は外し、外部の専
門家、有識者等で構成し、①、火災の因果関係、責任
の所在を明確にする、②、防火・防災体制の検証と再
発防止策の検討を行う、③、全国の文化遺産施設を守
る防火・防災対策を提言できるぐらいの取り組みを行
う。このことを提案し、知事の所見を伺います。
　(3)、次に首里城再建、復元について伺います。
　ア、27年前に復元事業に携わった方たちがまだた
くさんおられると聞いております。この方たちに集
まっていただいて、再建、復元への検討会議からス
タートし、それぞれの各分野の取り組みを初め、県民
や各専門家の意見を聞く県民会議の設置を提案し、知
事の所見を伺います。
　イ、今度、再建、復元の際に、円覚寺、中城御殿、

御茶屋御殿等も国営公園整備事業の一環として取り組
めないか、知事の所見を伺います。
　ウ、知事直轄の首里城復興戦略チームの位置づけと
役割について伺います。
　エ、知事は官邸で、復帰50周年を迎える2022年ま
でに、焼失した首里城の再建計画を策定する考えを示
されました。取り組みと展望について伺います。
　オ、政府は地下倉庫を整備する方向で検討に入った
との報道がありますが、リスクの分散を考えると別の
場所に建てたほうがよいと考えるが、県の所見を伺い
ます。
　(4)、首里城周辺の売店や地域の商店街の復興対策
について伺います。
　観光客の激減によって、首里城周辺の売店や商店街
は、大きな打撃を受けております。対策として、首里
城内に観光客が入れるエリアを段階的に拡大すると
か、周辺地域への観光客の誘導とか、何か対策が必要
だと思います。かりゆし観光事業団など首里城周辺の
事業者の皆さんは、沖縄観光中止の抑制や滞在時間の
延長のため、西のアザナなど人気エリアの早期開放を
求める要請をする考えを示しております。これらの要
請は首里城管理者である県が受けるべきだと考え、以
下伺います。
　ア、修学旅行やクルーズ船の団体客のキャンセルを
減らす対策を実施できないか。
　イ、その団体客の滞在時間をふやす対策の実施を求
めます。
　ウ、木曳門や人気のある西のアザナいわゆる展望台
などの無料開放の実施はできないか。
　エ、首里城再建の状況を見られるような例えば見学
展望台や見学ルート等の設置ができないかについて伺
います。
　２番、次期沖縄振興計画の策定について伺います。
　(1)、沖縄21世紀ビジョン基本計画の総点検作業を
初めとする一連の事業の進捗状況及び今行っている沖
縄県振興審議会、専門部会９部門の審議状況等につい
て御説明をお願いします。
　(2)、これまでの振興計画の主要な関連制度、いわ
ゆる高率補助制度、沖縄振興税制、沖縄振興交付金制
度、政策金融等々、これらの制度への対応について継
続が必要だと考えるが、県の所見を伺います。
　３番目に、保健医療行政について伺います。
　(1)、遺伝子を解析し、最適ながん治療を行うがん
ゲノム医療について伺います。
　ア、沖縄県におけるがんゲノム医療の状況について
伺います。
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　イ、政府は19年度中に、検査と治療方針の決定を
担う拠点病院を30カ所程度指定し、中核拠点病院11
カ所と合わせ、合計40カ所程度の検査体制を目指し
ておりますが、沖縄県におけるゲノム医療体制につい
て伺います。
　次に、脳脊髄液減少症対策について伺います。
　脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷等の身
体への強い衝撃が原因で脳脊髄液が漏れ、減少するこ
とによって頭痛、目まい、耳鳴り、倦怠感、鬱症状な
ど多種多様な症状が複合的にあらわれる特徴を持った
疾病でございます。厚生労働省研究班の研究が2007
年度から開始され、2012年に脳脊髄液露出症画像判
定基準、画像診断基準が完成し、2016年にはブラッ
ドパッチ療法が保険適用となっております。今も研究
は進められておりますが、本疾病の知名度の低さや専
門医の不足等で課題も多々あります。
　そこで伺います。
　脳脊髄液減少症の検査及び治療体制が十分でないた
め、県外の医療機関に通院せざるを得ない状況にあり
ます。県外の専門医療機関と県立病院等で提携した医
療体制はできないか県の考えを伺います。
　(3)、ここ数年の大規模災害では、医療機関の被害
が多く見られました。沖縄県における大規模災害を予
測した対策は万全か伺います。
　ア、災害拠点病院の指定について、現状と今後の取
り組みについて伺います。
　イ、厚生労働省の調査によりますと、震度６強以上
を想定した耐震基準を満たす災害拠点病院と救命救急
センターは89.4％、全病院に広げると72.9％にとど
まっております。県内の病院や医療機関の耐震化率は
どれくらいか伺います。
　ウ、非常電源やスプリンクラーの設置状況等につい
ても伺います。
　４、観光産業について伺います。
　国土交通省は、那覇空港第２滑走路の供用開始を
2020年３月26日とすると発表しました。大変うれ
しい限りであります。総事業費2074億円で７年かか
るとされていた工期が５年10カ月で完成をいたしま
す。これには次のようなエピソードがありました。先
日、首里城を視察した太田昭宏元国土交通大臣が懇談
の折、次のように話しておりました。太田元大臣就任
の前日に当時の仲井眞県知事が来られて、７年では長
いので何とか５年ぐらいでできないかとの話があり、
太田（当時）大臣は就任後、全国の空港関連予算をか
き集め、那覇空港第２滑走路を優先したと語っておら
れました。したがって来年３月26日運用開始は仲井

眞元知事の熱意が大臣を初め国土交通省を動かしたも
のと考えます。太田元大臣、仲井眞元知事に感謝した
いと思います。
　そこで伺います。
　(1)、那覇空港第２滑走路供用開始は今後観光産業
を初め、沖縄の経済発展に大きく寄与するものと考え
ます。供用開始に伴う今後の活用や波及効果等につい
て伺います。また、今後課題であろうターミナル機能
の拡充や２次交通の整備などについても伺います。
　(2)、２次交通の１つであるモノレール車両の３両
編成への取り組みについて、進捗状況及び今後の工程
について伺います。
　(3)、入域観光客数の修正や報告漏れが問題になっ
ております。なぜ、報告漏れがあったのか。修正に時
間がかかった理由等々、今後の観光客の統計方法等に
ついて伺います。
　(4)、2019年の入域観光客数の動向が気になりま
す。日韓の問題、首里城火災等の影響、一方、那覇空
港第２滑走路の供用開始が来年３月26日に決まるな
どプラス要因もあるので、入域観光客数1000万人超
へ向けて取り組んでいただきたい。県の取り組みと入
域観光客数の予測について伺います。
　５、那覇港湾施設、那覇軍港の浦添移設について。
　(1)、那覇港管理組合は、那覇港湾施設いわゆる那
覇軍港の浦添移設をめぐり、軍港の配置を含めた港湾
計画をまとめる考えを示しております。県の考えと取
り組み、今後の工程について伺います。
　(2)、国を交えた移設協議会での議論は進んでいる
のか伺います。
　６、教育行政について伺います。
　学校におけるスポーツ外傷等による脳脊髄液減少症
の対応について伺います。文部科学省はその都度通達
を出しておりますが、学校現場における脳脊髄液減少
症への認識が足りず適切な対応がなされているのかど
うか伺います。
　(1)、2012年９月、文部科学省より、「学校におけ
るスポーツ外傷等による脳脊髄液減少症への適切な対
応について」が全国の教育機関に出されました。また
2007年５月にも同様なものが出されております。こ
れについて、現場での運用状況について伺います。
　(3)、県立図書館の運用状況について伺います。
　先日県立図書館を視察してまいりました。館長と職
員による説明を受けた後、館内を視察いたしました。
自動化書庫など大変立派な施設で立地条件もよく、ま
さに琉球・沖縄の知と心、文化創造のランドマークの
キャッチフレーズのとおりだと感じました。ただ利用
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者の数が少ない感じもしました。今後は多くの県民に
利用しやすい仕組みが必要かとも思います。また、モ
ノレール旭橋駅、バスターミナルも隣接しており、観
光客等も立ち寄れるような工夫と情報発信の拠点とし
ても活用可能ではないかといろいろ思いをめぐらせる
施設でございました。県立図書館の運用状況について
伺います。
　以上、あとは答弁を聞きまして再質問をさせていた
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）　糸洲朝則議員の御質問にお
答えいたします。
　２、次期沖縄振興計画の策定について(1)、沖縄21
世紀ビジョン基本計画に係る総点検及び振興審議会の
審議状況についてお答えします。
　県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため総
点検作業を行っております。本年７月16日に知事か
ら沖縄県振興審議会会長に、沖縄21世紀ビジョン基
本計画等総点検報告書（素案）について諮問したとこ
ろであります。７月から11月にかけて、９つの部会
で各５回の審議を行ったところであり、来月に予定し
ている沖縄県振興審議会からの答申を踏まえ、今年度
中に総点検報告書として取りまとめることとしており
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
　　　〔副知事　謝花喜一郎君登壇〕
〇副知事（謝花喜一郎君）　１、首里城火災について
の御質問の中の(1)、管理者の責任についてお答えし
ます。
　今回の火災により近隣住民、沖縄県民及び関係各所
に多大な御迷惑をおかけし、施設の管理者として大変
申しわけなく思っております。今後、管理体制の検証
を行っていくとともに、県民の思いを踏まえつつ、一
日でも早く復元できるよう、国等の関係機関と連携し
て取り組んでまいります。
　次に(3)のエ、再建計画の取り組みと展望について
お答えいたします。
　首里城復元に関しましては、国からは国営公園事業
として、首里城復元に向けて政府として責任を持って
取り組んでいくという発言とともに、地元の方々の意
見も踏まえ、国と県が力を結集して復元に当たってい
く旨の発言がありました。首里城の復旧・復興に関し

ましては、多くの県民の声をしっかりと反映させてい
くことが重要であり、県がその声を踏まえ基本方針と
して取りまとめてまいります。その上で復帰50周年
となる2022年に復旧・復興をスタートできるよう取
り組んで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）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　１、首里城火災につい
ての質問から(3)のア、県民会議の設置についてお答
えを申し上げます。
　首里城の復旧・復興に向けては行政のみならず、さ
まざまな関係機関や関係団体のほか、首里城の復元に
携わった有識者の方々など、多くの方のお力と知恵が
必要であると考えております。今後、首里城復旧・復
興県民会議（仮称）については、民間主体による設立
を視野に入れて検討したいと考えております。
　次に、(3)のウでございます。復興戦略チームの位
置づけと役割についてお答えします。
　首里城復興戦略チームは、首里城の復旧・復興に向
け、県民のさまざまな思いを知事自身がしっかり受け
とめ、部局横断的にスピード感を持って対応するため
発足しました。そのため、首里城復旧ワーキンググ
ループと連携の上、庁内の情報を集約し、国との役割
分担を踏まえ、関係団体等との意見交換や情報収集な
どを行い、部局横断的に復旧・復興に向け取り組みを
進めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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、首里城火災につ
いての御質問のうち(2)、第三者委員会の設置につい
てお答えいたします。
　現在、警察及び消防による火災の原因究明作業が続
いている状況にあります。県としてもその検証結果を
踏まえ、再発防止の観点から、第三者委員会の設置に
ついても検討していきたいと考えております。
　次に１の(3)のイ、円覚寺、中城御殿、御茶屋御殿
の国営公園整備についてお答えいたします。
　円覚寺及び中城御殿の復元等については、県営公園
区域内にあり、現在、県事業として取り組んでいると
ころであります。御茶屋御殿の復元等については、現
在、国、県、那覇市の間でワーキンググループを開催
しており、整備主体も含め、引き続き検討が必要であ
ると考えております。
　次に１の(3)のオ、収蔵品の保管についてお答えい
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たします。
　地下倉庫の整備について、報道されていることは承
知しておりますが、詳細については、把握しておりま
せん。
　県としては、今回の火災の検証結果を踏まえ、施設
や収蔵品に係る管理体制のあり方等について、今後、
関係機関と連携し取り組んでまいります。
　次に１の(4)のイ、団体客に対する滞在時間の増加
対策についてお答えいたします。
　国及び指定管理者と調整の上、現在、県営無料区域
は一部を除いて規制解除を行い、供用を再開している
ところであり、今後は首里城の歴史・文化の展示等に
ついても検討していきたいと考えております。また、
国営公園のうち県が管理を行っている有料区域の一部
開園等については、滞在時間増加に向け、今後、イン
フラ復旧及び復元の進捗状況等を勘案するとともに、
利用者の安全確保について国及び指定管理者と調整
し、検討していきたいと考えております。
　次に１の(4)のウ、木曳門等の無料開放についてお
答えいたします。
　木曳門や西のアザナ等を含む、国が管理している国
営公園の区域については、県の管理区域ではありませ
んが、関係機関との連携及び情報共有を図っていきた
いと考えております。
　次に１の(4)のエ、首里城再建の公開手法等につい
てお答えいたします。
　県としては、公開手法について、正殿等の再建の進
捗状況を勘案しながら、国との役割分担を踏まえつ
つ、関係機関と調整の上、検討していきたいと考えて
おります。
　次に４、観光産業についての御質問のうち(2)、沖
縄都市モノレール３両化の進捗状況及び工程について
お答えいたします。
　３両化については、３両編成車両の新造を４編成進
め、その後、現在の２両編成を３両編成とする改造を
５編成行うこととしており、９編成の３両化車両を導
入する計画となっております。令和２年度に事業に着
手し、令和４年度中に３両化車両の２編成を完成させ
る工程となっております。
　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　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　１、首里城
火災についての御質問のうち(4)のア、修学旅行やク
ルーズ船の団体客のキャンセルを減らす対策について
お答えいたします。

　首里城火災を受けて修学旅行やクルーズ船による沖
縄への来訪がキャンセルされたとの情報は、現時点で
入っておりませんが、首里城への訪問が減少したこと
により、首里城周辺の観光関連事業者に影響があるも
のと認識しております。
　県としましては、那覇市、沖縄観光コンベンション
ビューロー、美ら島財団等と連携し、首里城公園で現
在入園が可能となっているエリアの多言語での情報発
信に努めるとともに、首里城周辺の新たなにぎわいの
創出に向けた観光コンテンツの開発支援や、世界遺産
に登録されているその他の遺産と連動したプロモー
ションの実施、民間事業者等の取り組みとも連携した
機運醸成を図り、観光誘客を推進していきたいと考え
ております。
　次に４、観光産業についての御質問のうち(3)、入
域観光客数の修正理由と今後の観光統計についてにお
答えいたします。
　県では、去る11月26日に平成30年度の入域観光客
数を、当初発表の999万9000人から1000万4300人
に修正し、発表を行いました。当該修正は、航空会社
から昨年提供いただいた数値に一部報告漏れが判明し
たことによるものであり、８月中旬に本年７月分の旅
客輸送実績の報告を受けた際に疑義が生じておりまし
た。その後の航空会社からの再報告及び数値の確認作
業に時間を要したことが、修正発表が遅くなった原因
であります。関係者の皆様に御迷惑をおかけしたこと
をおわびするとともに、今後このような事案が生じな
いよう、関係各所との協力体制及び公表値のチェック
体制強化に努めてまいります。
　同じく４の(4)、入域観光客数1000万人超に向けた
取り組み等についてにお答えいたします。
　県では、令和元年度入域観光客数の目標を1030万
人と設定しております。本年10月までの累計では、
日韓情勢に伴う韓国客の減少等の影響により、外国人
観光客数が対前年度同期比で4.3％減となっているも
のの、国内客が5.6％増と引き続き堅調に推移してお
り、入域観光客全体で2.4％増となっております。
　県としましては、引き続き那覇空港第２滑走路の供
用開始を見据えた国内市場及び海外市場の多様化やク
ルーズの振興に取り組むとともに、首里城等に関する
適切な情報発信や、受け入れ体制の強化を行うなど、
各種施策に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　２、次期沖縄振興計画の
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策定についての(2)、沖縄振興のための特例制度の継
続についてお答えいたします。
　沖縄振興特別措置法に基づく沖縄振興交付金など各
種の特別措置は、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の制度であることから、これら
の政策課題が解消されるまでの間は継続される必要が
あるものと考えております。県では、沖縄振興のため
の各種施策や特別措置等について総点検作業を行って
いるところであります。次年度以降、これらの検証結
果や新沖縄発展戦略を踏まえ、新たな振興のあり方等
を総合的に検討しながら国との調整等を進めてまいり
たいと考えております。
　次に４、観光産業についての(1)、那覇空港の第２
滑走路の活用等についてお答えいたします。
　那覇空港においては、第２滑走路の供用開始後、さ
らなる航空需要の増大が見込まれていることから、利
用客の増加による観光産業等への波及効果を期待して
おります。また、ターミナル機能の拡充等の課題解決
に向け、国においては、高架道路の延伸など、混雑緩
和に取り組んでいるほか、沖縄都市モノレール株式会
社においても３両化が計画されるなど、２次交通の整
備が進められております。
　県としましては、短期的には、駐機スポットや地上
ハンドリング体制の確保、旅客ビルの利便性向上を促
進し、中長期的には、空港エリアの拡張による機能強
化など、那覇空港の将来のあり方について、各方面か
ら意見を伺い、検討してまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　まず初めに、保健医
療行政についての御質問の中のがんゲノム医療につい
てお答えします。３の(1)のア及び３の(1)のイは関連
しますので、一括してお答えします。
　沖縄県では、琉球大学医学部附属病院が、がんゲノ
ム医療中核拠点病院である九州大学病院と連携するが
んゲノム医療連携病院となっております。同病院で
は平成31年２月からがんゲノム医療相談外来を開設
し、がん遺伝子パネル検査に関する情報提供を行って
おり、今後、同病院でもがん遺伝子パネル検査が実施
できるよう、体制を整備しているとうかがっておりま
す。
　次に３の(2)、脳脊髄液減少症の医療体制について
の御質問にお答えします。
　県は、脳脊髄液減少症の治療体制について、平成

21年度に調査し、県民に対し情報提供したところで
ありますが、ブラッドパッチ療法が平成28年度から
保険適用となったことを踏まえ、改めて、検査及び治
療体制についての調査を行いたいと考えております。
また、県外の専門医療機関と県内の医療機関との連携
した医療提供体制につきましては、関係機関及び関係
医療機関と協議しながら、連携体制の構築の可能性に
ついて検討していきたいと考えております。
　次に３の(3)、災害拠点病院等の耐震化率について
の御質問にお答えします。３の(3)のアと３の(3)のイ
は関連しますので一括してお答えします。
　県は、本県における大規模災害に備えるため、基幹
病院１、地域拠点病院12の合わせて13病院を災害拠
点病院として指定しております。県は、災害拠点病院
が災害時に診療機能を維持できるよう、必要な施設及
び設備の整備に対して支援を行っております。また、
災害拠点病院の耐震化率は84.6％、災害拠点病院以
外の病院の耐震化率は79.5％となっております。
　県としましては、全ての病院が耐震化を達成できる
よう取り組んでいきたいと考えております。
　次に３の(3)のウ、非常用電源及びスプリンクラー
の設置状況についての御質問にお答えします。
　非常用電源につきましては、令和元年11月現在、
全ての病院で設置されております。また、スプリンク
ラーにつきましては、令和元年11月現在、県内91病
院のうち、86病院で設置されており、県としまして
は、全ての病院でスプリンクラーが設置されるよう支
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）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　５、那覇港湾施設、那
覇軍港の浦添移設についての(1)及び(2)、県の考えと
取り組み、今後の工程及び移設協議会についてお答え
します。５の(1)と５の(2)は関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えします。
　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つつ、
移設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。４月に開催された第25回移設協議会に
おいて、事務的、技術的な検討を進めて論点を整理
し、方向性を導き出すことが確認されて以降、那覇港
管理組合を中心に、その検討作業が進められてきまし
た。11月26日に開かれた第26回移設協議会において
は、第25回移設協議会以降の取り組みが報告され、
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那覇港管理組合からは、浦添埠頭地区の技術的な検討
に当たり、民港部分の浦添埠頭地区施設配置案を複数
作成し、防衛省において代替施設の配置を作成してい
ただく必要があることを浦添ふ頭地区調整検討会議で
確認したとの発言がありました。その上で、第26回
移設協議会では、浦添ふ頭地区調整検討会議におい
て、事務的、技術的な検討をスケジュール感を持って
行い、港湾計画の方向性を速やかに導き出すことなど
が確認されたところです。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　６の教育行政についての御
質問で、学校におけるスポーツ外傷による脳脊髄液減
少症への対応等についてお答えいたします。６の(1)
と６の(2)は関連いたしますので、一括してお答えを
させていただきます。
　文部科学省から、「学校におけるスポーツ外傷等に
よる脳脊髄液減少症への適切な対応について」等の通
知文が、2007年、2012年及び2017年に発出されて
おります。
　県教育委員会としましては、国からの通知を市町村
教育委員会や県立学校等に送付し周知を図っておりま
す。また、毎年実施している養護教諭研修会において
も、事故後の後遺症により通常の学校生活を送ること
に支障が生じないよう配慮するなど、同疾患への適切
な対応について説明を行っているところであります。
引き続き同疾患の早期発見・早期対応につながるよう
関係部局等と連携してまいりたいと考えております。
　次に同じく６の(3)、県立図書館の運用状況につい
ての御質問にお答えいたします。
　新県立図書館は、フロア面積が１万3085平方メー
トルで旧館の約２倍、蔵書収容能力は最大216万冊で
約３倍となっております。また、ビジネスエリアや多
文化資料エリアなどを新設・拡充し、さまざまなニー
ズに対応するとともに、開館時間の延長、開館日数の
増加によるサービスの向上に努めております。
　開館後の利用状況についてでありますが、先ほど糸
洲議員のほうからは利用者が少ないように感じたとい
うふうな視察の感想でありましたが、時間帯により多
少差があるかもしれません。令和元年９月末時点で１
日の平均入館者数が2395人で約２倍、平均貸し出し
冊数が1601冊で約1.3倍となっており、多くの県民に
利用いただいております。また、移動図書館や市町村
の学校・団体等への館外貸し出し冊数の増加、遠隔地
返却サービスの拡充など、全ての県民に対する読書

サービスの充実にも努めております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　糸洲朝則君。
　　　〔糸洲朝則君登壇〕
〇糸洲　朝則君　時間がありませんので、１点だけ質
問させてください。保健医療部長と教育長にでござい
ます。
　脳脊髄液減少症につきましては、2019年７月５日
に、厚労省記者クラブにおける、国立研究開発法人日
本医療研究開発機構における記者会見が行われまし
た。ここでは、「脳脊髄液減少症の非典型例及び小児
例の診断あるいは治療法開拓に関する研究」というこ
とで発表をしております。先ほど部長に読んでいただ
くように提案、お上げしましたが、読んでみました
か。まずこれについてかなり研究が進んでいる状態で
ございまして、部長も読まれてこれについての認識は
深められたと思うんですが、まず感想を伺いたいと思
います。
　次は、この中に、気になる記事がございます。実は
朝日新聞の山梨県版で、高校球児が授業中に何度も何
度も倒れ、運ばれていくが県内の主要病院どこへ行っ
ても異常はないということで、最終的にやはり子供の
専門医、熱海病院の篠永先生のところに行きブラッド
パッチをして、今練習もできるようになりました。ま
さしく今の沖縄と同じような状態で、この脳脊髄液減
少症のしっかりした体制をとらない限り、沖縄の児童
生徒そしてまた高校生も含めて大変急がれることじゃ
ないかと思います。
　したがって改めて保健医療部長と教育長に、この脳
脊髄液減少症にかかわる対応について答弁をお願いい
たします。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　再質問にお答えしま
す。
　この脳脊髄液減少症については県も平成25年の３
月に、専門医による研修会というのを行って治療方法
等の周知に努めたことはございます。新たに診療指針
というのが今後公表されると思います。この中で先ほ
ど読んだところ、ブラッドパッチ療法で９割程度は寛
解するというようなこともございますので、県としま
しても改めてこの研究班による診療指針が策定された
ということを踏まえまして、医師会と連携しながら研
修会を実施し、この治療方法、診断方法について、改
めて周知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。
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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）　再質問にお答えいたします。
　御質問の脳脊髄液減少症、スポーツ外傷や交通事故
などの強い衝撃によって脳脊髄液が漏れると、そして
減少することによってさまざまな症状を呈するという
ことであります。その症状についてはなかなかほかの
疾患というかそれと間違われる可能性もありますし、
診断がなかなか難しいということで、議員の御質問の
ように県外に行かれる方もいらっしゃると聞いており
ます。
　教育委員会としては、国からの通知も踏まえて学校
等に通知をして養護教諭の研修会等でもやっているわ

けなんですが、引き続きその辺の理解を深めながらそ
の疾患を早期発見するということに引き続き取り組ん
でいくのが一番大事だと考えておりますので、その辺
を強化してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　以上をもって代表質問は終わ
りました。
　本日の日程はこれで終了いたしました。
　次会は、明６日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後３時32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　　　新　垣　　　新

会議録署名議員　　　狩　俣　信　子



令和元年12月６日

令 和 元 年
第　６　回　沖縄県議会（定例会）会議録

（第 ４ 号）





−119−

令和元年
第 ６ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第４号）

令和元年12月６日（金曜日）午前10時13分開議 　　     

議　　事　　日　　程　第４号
令和元年12月６日（金曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで（質疑）

 
　  本日の会議に付した事件　 　

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで

甲第１号議案　令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）
甲第２号議案　令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県立自然公園条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　財産を出資の目的とすることについて
乙第９号議案　財産の取得について
乙第10号議案　訴えの提起について
乙第11号議案　土地所有権確認請求事件の和解について
乙第12号議案　指定管理者の指定について
乙第13号議案　指定管理者の指定について
乙第14号議案　指定管理者の指定について
乙第15号議案　指定管理者の指定について
乙第16号議案　指定管理者の指定について
乙第17号議案　指定管理者の指定について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　指定管理者の指定について
乙第26号議案　指定管理者の指定について
乙第27号議案　指定管理者の指定について



−120−

乙第28号議案　指定管理者の指定について
乙第29号議案　指定管理者の指定について
乙第30号議案　当せん金付証票の発売について
乙第31号議案　中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第32号議案　中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第33号議案　中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第34号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
 

  出　席　議　員（46名）　　
議　長　　新　里　米　吉　君 22　番　　花　城　大　輔　君
副議長　　赤　嶺　　　昇　君 23　番　　又　吉　清　義　君
 １　番　　瀬　長　美佐雄　君 24　番　　山　内　末　子　さん
 ２　番　　玉　城　武　光　君 25　番　　渡久地　　　修　君
 ３　番　　親　川　　　敬　君 26　番　　玉　城　　　満　君
 ４　番　　新　垣　光　栄　君 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
 

欠　　　　　員（２名）　　
 

説明のため出席した者の職、氏名　
知　　　　　事　　玉　城　デニー　君 保 健 医 療 部 長　　砂　川　　　靖　君
副　　知　　事　　富　川　盛　武　君 農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
副　　知　　事　　謝　花　喜一郎　君 商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君 文　化　観　光
知 事 公 室 長　　池　田　竹　州　君 ス ポ ー ツ 部 長　　

新　垣　健　一　君

総　務　部　長　　金　城　弘　昌　君 土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君 企　業　局　長　　金　城　　　武　君
環　境　部　長　　棚　原　憲　実　君 病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
子 ど も 生 活 会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
福　祉　部　長　　

大　城　玲　子　さん
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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号議案から甲第３号議案まで及び
乙第１号議案から乙第34号議案までを議題とし、質
疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　島袋　大君。
〇島袋　　大君　沖縄・自民党の島袋大です。
　９月議会において私が取り上げた、契約前の業者と
知事による会食問題について県民から大きな反響があ
りました。しかし、疑惑の解明は依然として進んでお
りません。契約を翌日に控えた業者と発注権者の最高
責任者である知事が会食をすることなど、言語道断で
あります。それだけ疑惑を招くことであり、絶対に
あってはならないことであります。
　改めてお聞きします。
　そのあたり知事はどう反省しているんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は10月10日の会見でその
ことに関しましては、みずからの襟を正し、県民の疑
惑や不信を招くことのないよう、客観的かつ公正な県
政運営を心がけ公務に対する信頼を確保してまいりた
いというふうに答弁をしております。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　疑惑はそれにとどまりません。その
会食に参加したメンバー全てが、その業者が受注した
事業に関係してくるんですよ、知事。
　この鈴木氏は受注した山形の法人事務所の所長であ
ります、代表者。こちらの徳森氏は知事も親しい受注
業者の沖縄事務所の所長であります。しかも、その沖
縄事務所はペーパーカンパニーで疑惑が出たら即座に
沖縄事務所の所長をやめて、マスコミの取材にも応じ

ず、海外に出たというふうにも聞いております。こち
らの島袋教授は、受注した事業のＳＤＧｓの委員長で
あります。こちらの野添准教授は夫婦で基地問題の委
員、この２人の職員はこの会食の後、打ち合わせをし
たかのように万国津梁会議のワーキングチームメン
バーになります。
　どうですか、皆さん。この会食の全てのメンバーが
事業の始まる前、受注される前に集まっているんです
よ。これは世間一般に談合していたんじゃないかと疑
われても仕方のないことですよ、知事。
　さて、いつまでたっても疑惑解明が進まない中、我
が沖縄・自民党はプロジェクトチームを設置して、調
査分析を進めてまいりました。このプロジェクトチー
ムの調査によって明らかになった客観的事実に基づい
て私は質問します。もちろん、全て調査の上での質問
であります。答弁によっては知事が虚偽答弁に問われ
ることになりますので、知事の倫理観に基づいた正式
な答弁を期待したいと思っております。
　質問に入る前にこちらのボードをごらんください。
（パネルを掲示）　本当は動画で皆さんに紹介したい
んですけれども、それが無理なので議事録を読み上げ
ます。平成30年５月25日、衆議院内閣委員会におい
ての質疑であります。
　「安倍総理大臣は、なかったことがあったことを証
明しなさいというのは悪魔の証明だと言いました。し
かし、あったことをなかったことと言うのは悪魔の所
業です。」、このように国会で質問をしているんです
よ。
　知事、これ誰の質問ですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　正確に確認はしておりませ
んが、私の発言だったろうと思います。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　そうです、あなたの質問でありま
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す。
　これは皆さん御存じのとおり、安倍総理のモリカケ
問題に関するやりとりです。知事、あなたこの質問を
改めて聞いてどう思いますか。ウチアタイしません
か。これを世間ではブーメランというんですよ。どう
思いますか皆さん。
　先ほどのあなたの質問、あったことをなかったこと
と言うこと、それは悪魔の所業だと厳しく安倍総理を
批判していますね。翻って知事、あなた、あの会食で
先ほど述べた疑惑の会食メンバーと万国津梁会議につ
いて一言も話をしてないと述べておりますけれども、
もう一度確認します。
　９月議会であの会食について述べていましたけれど
も、万国津梁会議について後にこの事業にかかわる方
がそろっているのに、一言もそれについて意見交換な
かったんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　前回の議会でもお答えした
と思いますが、私は途中から１時間ほど参加をし、音
楽の話ですとか、知事は忙しいですよねというよう
な、そういう世間話をしたというふうに記憶していま
す。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　知事、本当にそうですか。万国津梁
会議の関係者しかいないあの会食で、一言も万国津梁
会議について話題が出なかったということは、一般的
に考えてあり得ないと思いますよ。恐らくあの会食で
は、万国津梁会議が話題だったはずなんですよ。出席
者から考えてもそうとしか考えられません。それをあ
なたはその会話はなかったと言い張っている。これこ
そまさに悪魔の所業じゃないですか。皆さんどう思い
ますか。あなたその後の質問で、子供にあったことを
なかったと言うことはうそつきだと教えているとまで
発言しているんですよ、知事は。そこまで言う知事で
すから、これから我が党のメンバーから疑惑について
厳しい質問が出ると思っております。知事、副知事や
部長たちに答弁させるこそくなまねはやめてくださ
い。あなたが答えるべき質問、あなたしか答えられな
い質問はしっかりと答えてください。よろしいです
か。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時22分休憩
　　　午前10時22分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇島袋　　大君　それでは、事実関係についてお聞き
します。

　知事、前にもボードを使いましたけれども、このア
パートわかりますよね。（パネルを掲示）　このアパー
トわかりますよね。そして、表札前ポスト覚えてます
か、どうですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　９月議会でもたしか同じ写真を見たというふうに覚
えておりますが、いわゆる万国津梁会議の受託者の一
つでございます、一般社団法人子ども被災者支援基金
の沖縄事務所の住所のところに建っている建物でござ
います。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　部長、我々前回質問しましたが、そ
の後からこの事務所訪問しましたか。実態どうなって
いますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　その後、訪問しておりません。
〇島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時23分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　私も今回の
委託につきましては、県外事業者１社、県内事業者３
社から成るコンソーシアムと契約をしたということで
ございまして、沖縄事務所そのものと契約をしたこと
ではないことから、特にその場の確認は必要ないとい
うふうに判断をしているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　沖縄事務所はコンソーシアムがある
から別にいいと。じゃ、契約した本店の山形の被災者
基金の住所の場所見ていますか。
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（新垣健一君）　確認はして
おりません。ただ当然契約に当たっては提示された書
類など、その会社の存在が証明されているところでご
ざいまして、それについて全てのいわゆる現場を確認
するということはしておりません。
〇島袋　　大君　議長、ちょっと休憩お願いします。
（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　休憩いたします。
　　　午前10時24分休憩
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　　　午前10時25分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　いわゆる応
募に当たっての資料提出の際に、そういった必要な書
類でいわゆる法人の存在を確認しているということか
ら、実際の現場を見てはいないというふうに答弁して
いるところでございます。（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　島袋　大君。
〇島袋　　大君　これが県の事業で、2400万入れた
山形の法人の沖縄事務所です。沖縄県が場所は見たけ
れども実態を把握してない事務所です。表札もない幽
霊会社、ペーパーカンパニー、間違いありませんか。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　９月の質疑でも議論になりましたけれども、建物と
いうよりは、事務所の機能があればそれは事務所とい
うことで私のほうで答弁させていただいたところでご
ざいます。また、応募要件につきましては、沖縄事務
所そのものが要件とはなっていないということで、そ
れは必要ないというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　沖縄県は本社が山形であれ、コン
ソーシアムであれ、事業を仕切っていた徳森氏が沖縄
事務所の所長をしていたペーパーカンパニーである事
務所に、県民の税金である2400万を入れた事実があ
るんですよ。事実がある。法的に合法でもこの幽霊会
社は道義的に正しいということですか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　徳森氏の名前が出ておりますが、彼女一人でこの業
務を受託しているわけではございません。先ほど申し
上げましたように、これは４社から成るコンソーシア
ムで受託をしておりまして、実際にこれまで円滑に
我々の委託業務が進んでいるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　じゃ、この委託した事業者の職員は
何名ですか。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　４社コンソーシアムで、８名で業務に当たるという
ことにされております。
〇島袋　　大君　休憩。

〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時28分休憩
　　　午前10時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　ＮＰＯ法人
は４名で業務に当たっております。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　少し質問変えます。
　この幽霊会社が法的に問題ないのであれば、過去に
このようないろんな部署でペーパーカンパニーがあっ
た事例があるんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　申しわけご
ざいません。
　何をもってペーパーカンパニーとおっしゃっている
のか少し私の理解が足りないのかもしれませんけれど
も、私どもは先ほど申し上げましたように４社のコン
ソーシアムと契約をいたしまして、実際業務は円滑に
進んでいるというところでございます。
〇島袋　　大君　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29分休憩
　　　午前10時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の受注に当たりましては、それぞれの構成する
団体のこれまでの実績は確認をしているところでござ
います。一般社団法人子ども被災者支援基金につきま
しては、県内での実績はございませんが、拠点として
おります山形を含めた東北地方でいろんな実績がある
こと、それからその他の県内企業の３つの団体につき
ましては、県内においていわゆる地方公共団体等から
の実績があるというところを確認したところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　我々議員はこの質問続けますので、
ぜひともしっかりと答弁お願いします。その内容は調
べてきょうじゅうに資料が出せるんだったら出してく
ださい。
　そもそも何でコンソーシアムにしたんですか。沖縄
県で実績のない山形の法人に、その法人の沖縄事務所
所長である徳森氏に事業をさせるためにコンソーシア
ムにしたんじゃないですか。コンソーシアムでなけれ
ばならない理由について説明してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
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　　　午前10時31分休憩
　　　午前10時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の万国津梁会議の支援業務についてですが、ま
ず万国津梁会議につきましては、沖縄21世紀ビジョ
ンの基本理念及び５つの将来像の実現を促進し、新時
代沖縄の構築を図っていくため万国津梁会議を設置し
同会議での議論を踏まえてさらなる政策の推進につな
げていくということで設置をいたしました。その支援
業務に当たりましては、会場の確保、運営、整理ある
いは各委員との日程調整や、会議の進行補助、また外
国語を含めた情報収集や資料作成あるいは議事録作
成、それから委員への報酬や旅費の支払い、あるいは
必要な場合の委員の旅行手配、それから会議に係るお
茶等準備、運営資料の作成、それから会議にかかる経
費の支払い等を支援業務の委託の内容としておりまし
て、それが広くできるというところで今回は公募を
行ってプロポーザル方式を採用したところでございま
す。いわゆるそれら支援業務を幅広くやっていただ
く、あるいは海外または国内のいわゆる知見のすぐれ
た方に委員になっていただくというところの調整も踏
まえまして、それぞれの項目に必要なところを網羅す
るというところでコンソーシアムでの提案も認めてい
るといいますか、そういうのを求めたところでござい
ます。
〇島袋　　大君　ちょっと休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時34分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　特定の事業体がとることを想定してそういった応募
要件を定めたものではございません。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　部長、ぜひともこのとられた山形の
ＮＰＯ団体の実績資料、すぐ後で出してください。こ
れから月曜日まで一般質問続きますから、出してくだ
さい。それと、この事業をとったものの内容に、県の
職員は全く入ってないということで理解していいです
よね。今の答弁はこのとった団体がしっかりと運営し
ているという答弁ですよ。県の職員は誰一人も入って
ないってことで理解していいですよね、運営に。確認

ですよ。まあいいよ。　
　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35分休憩
　　　午前10時35分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　私が質問の
趣旨を理解しているかどうかわかりませんが、いわゆ
るそれぞれ児童虐待でありますとか、基地問題であり
ますとか、ＳＤＧｓの３つのテーマについて今年度会
議をスタートさせているところでございます。その中
で、会議の実施に当たりましては、それぞれの部局と
の調整がございますので、そういった意味で調整をし
ながら業務を進めているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　ぜひとも山形の団体の実績を早急に
きょうで出してください。
　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36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。
〇島袋　　大君　この問題については、我が党のメン
バーがさらに追及しますので、しっかりと答弁を願い
たいと思います。
　次に、５月23日の会食の出席者についてお伺いし
ます。
　琉球大学の島袋教授は知事と長いおつき合いだった
と言っておりますが、いつからのおつき合いですか知
事、そのきっかけは何ですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　記憶が定かではありません
が、恐らく1990年代の終わりごろか2000年代の初め
ごろにいろいろな会合で参加をして顔見知りになった
ということです。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　さすがですね知事。島袋教授は知事
が市議になる前からのつき合いできっかけは勉強会だ
と言っております。これまさしく動画でもそういうふ
うに言っております。これは間違いないですよね。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　どこの記憶が整合するかわ
かりませんが、そのような内容だと思います。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　知事は島袋教授と徳森氏が島ぐるみ
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会議のメンバーとして翁長前知事の国連演説の設定、
調整を行ったことを知っていますか。この２人がユー
チューブで述べているんですよ。どうですか、知事。
知っていますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　ユーチューブは拝見したこ
とはありませんが、そのような経緯があるということ
は承知しております。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　この２人が翁長前知事の国連演説を
実現したと言っている動画はネット上で存在している
わけであります。
　その島袋教授は2018年６月に沖縄エンパワーメン
トという報告書を発表しております。高率補助、一括
交付金、一括計上廃止など現在の沖縄振興体制を転換
しなければならないと主張しております。この主張は
最近の講演会でも行っており、新聞でも多数取り上げ
ています。もちろん知事も知ってますよね。こういう
新聞記事が載っていましたけれども。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　お示しの資料を見ますと、
2018年５月10日付の新聞の報告会というふうになっ
ておりますが、この日の新聞を私は読んだかどうかは
記憶にありません。しかし、そのような経緯での発言
をしたであろうということの経緯については知ってお
ります。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　知事は島袋教授が県内では有数のＳ
ＤＧｓの推進者だという認識のもとで、万国津梁会議
のＳＤＧｓの委員長に起用したんですよね。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　委員には推薦をいたしまし
たが、委員長は互選によるものでありますので、私は
関与しておりません。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　また、知事選挙の政策発表記者会見
では、補助金頼みの県政の予算づくりではない、自分
たちでみずからの資源、原資を獲得していく、その方
向性で沖縄の新時代をつくっていくというふうに述べ
ているんですよ。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）　それは自立型経済の構築に
向けた考えの一端を述べたものと御理解ください。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　少し質問を変えますけれども、知事
は徳森氏といつ知り合いましたか。きっかけは何です

か。これも彼女本人がユーチューブで語っています
よ。覚えていませんか。
　じゃ、もうちょっとかみ砕いてやります。僕がやり
ます。質問続けましょう。
　徳森氏はオール沖縄陣営が知事選挙の候補の人選に
ついて難航しているときに、自分たちが玉城デニー氏
を候補に推薦したとネットの動画で述べています。知
事選の応援を通じて親しくなったと講演会でも徳森氏
は言っております。そういうことでいいんですよね。
彼女がうそついてるなら、うそだと言ってください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は徳森氏の動画やユー
チューブなどあるいはネットの配信などは熟知してお
りませんが、選挙で応援をしていただいたということ
は確かです。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　前回の議会の私の質問で、知事は徳
森氏について選挙のときに応援していただいて以降、
いろいろな若い方々と個人的によく飲み会をしている
うちの一人ですと、若い人たちのグループの一人とい
うふうに答えております。知事選の応援において徳森
氏は特別な存在だったのではないですか。徳森氏は
ネット上で玉城デニー知事誕生の立役者として紹介さ
れ、みずから講演している動画が存在します。この動
画を見ると彼女と知事の親密さがわかります。相当親
しかったんじゃないですか、知事。
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）　特別な存在であるかどう
か、徳森さんがどのような発言をしているかについて
は徳森さんの意思を知る由はありませんが、私は友人
の一人であるという認識です。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　徳森氏は問題発覚のその日の９月
30日に退職しております。それと同時に、知事との
たくさんの写真が掲載されたフェイスブックのアカウ
ントを削除しているんですよ。この事実を知事は知っ
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）　今、議員の質問によって初
めて知りました。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　知事との関係が問題なければ堂々と
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していればいいのに、わざわざフェイスブックのアカ
ウントまで削除してるんですよ。それでは、これはそ
のフェイスブックに掲載されていた写真であります。
（パネルを掲示）　衆議院補欠選挙で知事と徳森氏が
屋良氏を応援している写真です。どうですか、知事で
すよね。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　掲載されている経緯は私は
存じ上げませんが、私が載っている写真です。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　ここは大事ですから、よく思い出し
てくださいよ。この写真を撮影した時点で徳森氏はも
う山形の法人の沖縄事務所の所長になっているんです
よ。これについては知ってたんじゃないですか。徳森
氏から沖縄事務所の所長の名刺とかをもらったんじゃ
ないですか。一般的に考えるとこれだけ親しかったら
徳森氏本人から、ねえ知事、私この沖縄事務所の所長
になりましたよ。ひとつ御協力お願いしますよという
一言があると思うんですけどどうですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私はそのような記憶はあり
ません。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　本当ですか知事。
　会食に参加した辺野古課の職員は、島袋教授から会
食に誘われたと言っており、地方自治に関する勉強会
での関係だと証言しております。これは会食に参加し
た広報課職員のフェイスブックに掲載されていた写真
です。（パネルを掲示）　フェイスブックの文章には若
者には明るい沖縄の未来を語ってくれたと文章が添え
られています。この日付が１月11日となっているん
ですよ、11日。山形の法人の沖縄事務所の設置が１
月14日でほぼ同時期であります。この写真からうか
がえる親密さを考えると、ここでも徳森氏はこの県職
員に対して、山形の法人の沖縄事務所を立ち上げて、
事務所の所長になりましたと報告をして、もしくは相
談を受けて、どのようなことをしたらいいですかねと
いうふうに相談したと思うんですよ。
　この見方は知事、どう思いますか。
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54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）　どのような内容で会話が行
われたのかは想像の域を超えません。

〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　ところで知事はこの広報課の職員と
も随分親しいと思っております。知らないとうそつか
ないでくださいよ、確証もあって聞いてますから。
　前回の経済労働委員会で文化観光スポーツ部長に、
誰が万国津梁会議の委員を選定したのかと私は質問し
ております。部長は知事が選定した、報酬もろもろ知
事の権限で選定したと答弁しております。間違いあり
ませんね、部長。議事録ありますけれども、はいかい
いえでいいですよ。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　10月の経済労働委員会でいわゆるその万国津梁会
議の委員につきましては、知事のほうが推薦があると
いうふうにお答えをいたしました。
〇島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時55分休憩
　　　午前10時57分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　いわゆるメンバーにつきましては、私も含めまして
担当課長のほうからも――知事を含めて三役が決定を
したということについてそのとおりだというふうに答
弁をしております。
　また、先ほどちょっとはっきり聞き取れなかったん
ですが、報酬についての質問につきましては、三役が
決めてということについては、そういうふうな答えは
していないということでございます。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　なぜ、知事はお友達ばかり委員に選
定してるんですか。例えば米軍基地問題の委員にはＮ
Ｄの評議員である柳澤氏、マイク・モチヅキ氏、野添
准教授、山本章子氏を起用しております。野添准教授
と山本章子氏は夫婦です。そもそもなぜ夫婦で起用し
たんですか。その山本章子氏は2019年３月に出版し
た著書の後書きで衆議院議員の屋良さんには公私にわ
たってお世話になったと書いております。その屋良さ
んもＮＤの評議員であります。つまり、万国津梁会議
の米軍問題委員会は、ＮＤの評議員もしくは評議員の
お友達なんですよ、知事。知事のお友達。まさにＮＤ
一色であります。知事、これがあなたの言う客観的か
つ公正な県政運営なんですか。あなたのお友達ばかり
じゃないですか。なぜ、知事はＮＤ関係者だけを委員
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に選定しているんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　議員の発言は私が一人で全
部決めているかのような誤解を招くことがあるのであ
えてお答えいたしますが、この万国津梁会議のメン
バーを決定するに当たっての経緯は全て推薦を上げて
いただいて、三役で話し合いをし、その人物のこれま
での業績でありますとか、あるいは上梓していらっ
しゃる著書でありますとかあるいは論文でありますと
か、いろんな角度からその問題について今回万国津梁
会議でお願いをする問題について議論をしていただ
く、意見を付していただくにふさわしいということを
協議の上決定をしているということで御理解をいただ
きたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　ですから、この推薦とかそういった
問題出てくるから、次からうちの議員が質問していき
ますので、ちゃんと答弁してください。
　次に、島袋教授についてお聞きします。
　彼は知事の当選直後に、万国津梁会議のつくり方と
いう提言をしたと言っております。これは事実です
か。言っておきますが、資料もありますけれどもどう
ですか、知事。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　そういう提案もあって議論しましたけれども、万国
津梁会議に見識の高い内外の識者を集めるということ
で、これは県の原案をもって提案をして三役でもんで
やりました。
〇島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時１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）　今お示しの資料の日付は
2018年10月12日となっておりますので、私が知事に
当選をした後であろうというふうに思いますけれど
も、さまざまな政策についていろいろな権威ある方々
から私に対する提案をいただいていることは事実で
す。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　知事、うそは言わないでください
よ。島袋教授から知事はこの万国津梁会議のつくり方
をもらっています。そして知事はもらった後に、担当
部署に行ってこれを参考にしなさいと言っているんだ

よ。確認事項、裏もとれてる。そこどうなんですか、
知事。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時２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）　万国津梁会議の設立につき
ましては……（発言する者多し）
〇議長（新里米吉君）　ちょっと待ってください。静
粛に願います。
　答弁が……（発言する者多し）
　静粛に願います。
　答弁中に騒いだり、不規則発言をすると答弁が聞こ
えなくなります。
〇副知事（富川盛武君）　万国津梁会議の設立につき
ましては、私のほうでいろんな意見を聞きながら、ま
とめてきました。そのことに関しましてはさっき申し
上げたとおり、内外の識者、見識の高い方を集めると
いうことで、そういうことを基準に検討してまいりま
した。その手順につきましては、専門分野とかそうい
うものも参考にしながらいろんな学問的功績も含めて
資料を提供して三役で決定をしております。
　以上です。
〇島袋　　大君　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３分休憩
　　　午前11時４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）　万国津梁会議の進め方につ
いては、ただいま富川副知事から申し上げたとおり、
その基本的な考え方があります。そして、その万国津
梁会議というのを私もさまざまな方々から意見、提言
をいただいておりますが、島袋先生からもそのような
提言をいただいた事実はあります。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　そこですよ。そこを聞きたかったん
ですよ。
　そこで次ですよ。これがその提言書であります。
（パネルを掲示）　島袋教授はこの提言の中で、知事
の公約を必ずしも行政が実現するように動くとは限ら
ないと言っている。換骨奪胎、面従腹背、いんぎん無
礼と県職員は知事の言うことを聞くとは限らないと主
張しているんですよ。
　県職員の皆さん、テレビで見ていますか。知事の看
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板政策を担うこの島袋教授は、あなたたちをいんぎん
無礼とまで言い放つんですよ。僕が職員だったらこん
な人を任命するなとテーブル、机をたたいて抗議しま
すよ。知事、この提言を受けたことあるんですよね、
言っていましたから。島袋教授は提言したと言ってい
ますけれども、どうですか。
　三役でもんだんだから三役で答えてください。知
事、両副知事。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　万国津梁会議も含めて政策
決定につきましては、いろんな意見、いろんな議論が
あるというのは承知しております。しかしながら、最
終的には三役で多角的にいろんなことを吟味しながら
決定をしておりますので、この責任は三役にあると思
います。（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　島袋純教授からの提言は私も承知はしておりますけ
れども、今先ほど富川副知事そして知事からもありま
したように、こちらにもありますように重要政策の実
現のためのトップマネジメント、そういったものにつ
いては県政としてはまずとり得ないだろうというよう
な議論を行いました。そして、万国津梁会議の役割と
してあくまでも提言であって、そこの民間人を含めた
方々があたかも県政の政策を決める、そういったこと
はおかしいだろうということで、今の万国津梁会議の
形になったということでございます。
〇島袋　　大君　知事、三役で決めたと言いますか
ら、今両副知事の意見は聞きました。知事。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　両副知事がお答えしたとお
りであります。
〇島袋　　大君　議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時８分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　万国津梁会議は知事の公
約の一つです。その公約の中で先ほど知事からもあり
ましたが、いろんな方々の提言がある。島袋先生の提
言もその中の一つだと。ただ我々その島袋先生の提言
も見ましたけれども、こちらに書いてあるように県職
員は当てにならないから民間がトップだと、こういっ
たものはとり得ないというようなことを判断して、今

現在の万国津梁会議の形をつくったという説明でござ
います。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。（発言する者多
し）
　静粛に願います。
〇島袋　　大君　島袋教授を委員に任命したのは誰で
すか、じゃ。私はさっきも聞きましたよ。（発言する
者あり）　
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　三役もちゃんと答弁していますので、不規則発言を
して議事妨害にならないようにしてください。
　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　ＳＤＧｓに関する委員会も
含めて今３つ走っておりますが、それにつきましては
先ほども申し上げたとおり、いろんな専門分野、学会
の報告等々、たくさんの資料を集めて適任かどうかを
判断してお願いをしております。最終的には三役の合
意で委員を決めてそれを知事がお願いするという形に
なっております。
〇島袋　　大君　休憩、休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時10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）　もちろん、最終的な決定は
私にあります。
〇議長（新里米吉君）　島袋　大君。
〇島袋　　大君　これまで多くの事実確認をさせてい
ただきました。知事の看板政策がいかに怪しいものか
を多くの県民に認識していただいたと思っています。
　それでは改めてこれまでの客観的事実を時系列でま
とめています。（パネルを掲示）　これテレビカメラ、
アップにしたほうがいいよこれ、重要ですから。１項
目から18項目まであります。これが時系列で述べた
客観的な事実です。紛れもない客観的事実なんです
よ、知事。知事、本来であれば沖縄県職員でもできる
委託事業を、沖縄県職員でもできる委託事業を、わざ
わざお友達の会社に委託して、お友達の会社にね。会
社に委託をし、お友達を委員にして政策参与並みの委
員報酬を払う。これからわかることは、沖縄県政で知
事の取り巻き、お友達最優先の縁故主義がまかり通
り、官製談合の疑惑が深まるばかりだということです
よ。
　県民の皆さん方に聞きたいです。こんな縁故主義が
まかり通るデニー県政で本当にいいんですか。我々自
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民党はきょうからいろんな形でこの質問をスタートし
ております。まさしくこの疑惑の会食のこれが根本で
すよ。これを解明するんだったら、堂々と答弁してく
ださい。我々も２カ月かけていろんな調査してきまし
た。だからこそ議会ですよ。これをしっかりときょう
は知事にいろんな面で答弁をしていただきましたか
ら、これからこれ我々自民党のメンバーからも知事に
対して質疑があると思っております。どうぞ、県民に
わかりやすく、県民が理解できるように、今、玉城デ
ニー県政がやっている運営をしっかり知らせるべきだ
と思っていますから、何も我々は追及だけのものでは
ありません。しっかり県民のためにどういう位置づけ
でできるかというのが、この議会での大きな課題だと
思っていますから、それを理解していただいて、月曜
日まで我々自民党一般質問しますので、ひとつデニー
知事もお力添えをお願いしたいと思って、私はきょう
終わります。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩
　　　午前11時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　末松文信君。
〇末松　文信君　おはようございます。
　沖縄・自民党、末松文信、一般質問を行います。
　先ほど大議員からも、この万国津梁会議についての
質問がたくさんありましたけれども、その議論を聞い
ている中でも大変残念なのは、ここにある会食のとき
のこの写真。（パネルを掲示）　これが全ての根源に
なっています。これについてこれから少し確認してい
きたいというふうに思っております。
　まず初めに、万国津梁会議の設置について。設置の
目的について、知事のほうから御答弁いただきたいと
思います。知事にお願いしたいんですが。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず、万国津梁会議には設置要綱を定めておりま
す。沖縄21世紀ビジョン、５つの将来像を実現し、
新時代沖縄を構築するためにさらなる政策の推進が必
要であり、有識者等から意見を聞くため万国津梁会議
を設置することとしております。同要綱によりまし
て、１つ目に人権・平和、２つ目に情報・ネットワー
ク・行政、３つ目に経済・財政、４つ目に人材育成・
教育・福祉・女性、５つ目に自然・文化・スポーツの
５つの分野から定められております。今年度は人権・
平和の分野として米軍基地問題の関係、それから情

報・ネットワーク・行政の分野としてＳＤＧｓの関
係、それから人材育成・教育・福祉・女性の分野とし
て児童虐待の３つの分野について先行して進めている
ところでございます。
　県としましては、同会議での議論の状況を踏まえな
がら、適宜、県の政策等に広範的、建設的な意見等を
含めて反映させてまいりたいというふうに考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　議長、ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時17分休憩
　　　午前11時17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇末松　文信君　次に、今、部長の答弁がありました
ように、この万国津梁会議は、知事の一丁目一番地の
大変重要な政策だと私は思っておりまして、相当期待
していたわけでありますけれども、しかし、今までの
皆さんの行動を見てみますと、とてもじゃないけどそ
ういうふうには感じられません。
　そういうことでこれから少しお尋ねしますけれど
も、この大事な万国津梁会議を所管するところですけ
れども、これなぜ企画部ではないんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　万国津梁会議につきましては、知事の公約を受け
て、実現のために設置するとされたものでございま
す。知事の公約については、いわゆるアジアを含めて
沖縄県がこれまで培った交流であるとか、そういった
ところをさらに広げようというスタンスがございまし
たので、まずは文化観光スポーツ部が所管することと
なったものでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　いや、私が聞いているのは、この万
国津梁会議の行く先は21世紀ビジョンの実現に向け
てそれに新しい沖縄の形成を目指しているという、こ
ういうことだから、何で企画部じゃないのと聞いてい
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（新垣健一君）　少し今の繰
り返しも含めてで恐縮でございますが、先ほども申し
上げましたように、知事公約を踏まえて設置するもの
でございます。知事公約では、県に万国津梁会議（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、教育人事交流を促進しますということが公
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約でうたわれているところでございます。そうしたこ
とを踏まえまして、万国津梁会議につきましては、国
際交流の観点からスタートするということにまずはな
りまして、私ども文化観光スポーツ部で所管をするこ
とになった次第でございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　そういうことだから、余り期待でき
ないなというふうに申し上げているわけであります。
　それから、この後この委託業務の経緯について
ちょっと確認していきたいと思いますが、（パネルを
掲示）　まずこの公募ですけれども、これは４月12
日、プロポーザル方式で公募しています。それから４
月15日、予定価格が設定されています。これが2407
万7000円。次に４月17日、公募説明会。これは参加
社が６社いたと言うんですけれども、このことについ
ては後で聞きたいと思います。それから令和元年５月
10日、これ応募締め切りがここになっている。これ
までの期間が約１カ月間。続きまして、内定通知を出
したのが５月17日、もうここまでは１週間。次に５
月23日、契約前夜の知事の会食ですけれども、これ
までも１週間。それから業務委託の契約ですけれど、
これ随意契約、2407万7000円、予定価格と同額であ
ります。この契約が５月24日。この応募期限から契
約まで２週間。次に実施計画の提出ですけれども、こ
れが６月１日、それから６月10日に第１回の支払い
がされている。８月６日に第２回の支払い、９月４日
に第３回目の支払いがされております。これについて
は事実かどうか確認したいですが、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時25分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お時間をと
らせてどうも済みません。
　４月12日の公募から９月４日の３回の支払いま
で、この日付で予定価格調書、公募説明会等、この日
付のとおりでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　ありがとうございます。
　それでは続けて、このまず応募期限があるけれど
も、この今の受託者から応募を受領したのはいつです
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（新垣健一君）　お答えいた
します。

　５月10日でございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　５月10日に受領したと言うんです
けれども、このときは既にコンソーシアムを組織して
提出されたんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　そのとおり
でございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　それでは、その日かどうかわかりま
せんが、プレゼンを受けた日はいつですか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　５月17日でございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前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。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　プレゼンが
行われた５月17日、プレゼンテーション終了後審査
会が行われまして、内定通知を発したところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　これ審査は誰がやったんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　平成31年度万国津梁会議設置等支援業務企画提案
公募審査委員会が行いました。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　そのメンバーをちょっと教えてくだ
さい。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　文化観光スポーツ部文化スポーツ統括監、それから
文化観光スポーツ部交流推進課長、それから知事公室
基地対策課長、それから企画部企画調整課長、それか
ら子ども生活福祉部青少年・子ども家庭課長で組織さ
れております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　じゃこれは、県の職員で構成されて
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いるという理解でよろしいですね。
　それから、この審査した結果についてどういう決裁
をされたんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　当該審査の結果を踏まえまして、いわゆる事務の決
裁が行われておりますが、それにつきましては統括監
決裁というところで決裁が行われているところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　通常、こういう審査した結果をき
ちっとまとめて報告をする。そのときに起案をした上
で決裁をするというのが普通だと思いますけれども、
その起案書を出していただけますか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　決裁につきましては、提出をさせていただきたいと
思います。ただ、その審査の過程がございますので、
その分内容の吟味をさせていただければというふうに
思います。
〇末松　文信君　ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　末松文信君。
〇末松　文信君　じゃあわせてお願いしておきたいん
ですけれども、この内定通知、17日に出したという
ことについて、これも起案書と同時に出してくださ
い。
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（新垣健一君）　あわせて提
出するようにしたいというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　次に、随意契約について。なぜその
必要があったのか、この根拠を教えてください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の業務委託の選定に当たりましては、いわゆ
る地方自治法第234条第２項及び地方自治法施行令第
167条の２、第１項第２号に基づいて随意契約をした
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。

〇末松　文信君　いや、なぜ必要だったのかを聞いて
いるんですよ。法律のことは聞いていない。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の万国津梁会議につきましては、先ほどから申
し上げておりますように、いわゆる幅広い高度な識見
をお持ちの方々からその会議を運営するということが
ございます。その実施に当たりましては、県内外、海
外で活躍する方々からの意見を聴取する会議でござい
ますので、外国語対応を含む連絡調整や日程調整を初
め幅広いテーマにおける海外の先進事例等の情報収集
でありますとか、会議に係る資料作成等を行う必要が
あるということがございます。同会議を効率的・効果
的に運営して事業目的を達成するために、私どもとし
ては委託先選定に当たっては、広く公募を行いプロ
ポーザル方式を選定したというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　普通は随意契約というのは、しなけ
ればならない事情がそこにあって、あるいは短期間だ
からやらなければならないということがあるんです
が、皆さんのこのスケジュールを見ていると、とても
そうは思えないですね。こんな短期間でこれだけの仕
事をどうしてやったのかと不思議なぐらいです。これ
があれですか、随意契約の根拠なんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　先ほど、今
回の随意契約はプロポーザル方式を採用したことに伴
う随意契約ということで、根拠法令を申し上げたとこ
ろでございます。４月12日から公募を行いまして、
応募期間は一月とっているということもございます。
その後の事務処理につきましては、適切に実施をして
いるところでございまして、その期間が短いとかとい
うところには当たらないのかというふうに考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　時間もありませんので次行きますけ
れども、この公募説明会に参加した企業の名前を教え
てください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　これまで説明会に６社が参加したということを、９
月議会から答弁させていただいているところでござい
ます。参加企業につきましては、私も事業説明会にお
いて公表前提に案内したものではないということか
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ら、公表を差し控えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　公表できないというのは、その契約
が済むまでは、そういう決定がされるまでは情報が出
ては大変だと思うんですけれども、しかし、契約が済
んでいる今の状況でこれ出せないというのは、私は
ちょっと理解できないんですが。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私どもは公表を前提に案内したものではないという
ことがございますので、公表は差し控えたいというと
ころでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　差し控えたいというのはわかります
けれども、私は出しなさいと言っているんですよ。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほどの島袋大議員の休憩中でのお答えのときに申
し上げました。当該資料につきましては、これまで私
どものほうから先ほど申し上げましたように公表を前
提にしていないというところから、公表をしないとい
う対応をしているところでございます。
　なお、今般開示請求のありました当該公文書につい
て、開示等を決定をしたところでございます。当該公
文書には、第三者に関する情報が記録されておりまし
たので、条例第16条に基づきまして、開示決定等す
るに当たって当該第三者に対して意見照会を行ったと
ころでございます。当該第三者から当該公文書の開示
に反対の意思を表示した意見書の提出があったため、
開示を決定するときは同条第３項に基づき、開示決定
のときは少なくとも２週間を置いて開示を実施するこ
ととしております。私ども開示をするということを決
定したところでございますが、所定の期間を置いてそ
の後、速やかに提出ができる状況になるかなというふ
うに考えております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　参加者からのその開示拒否の申し出
というのは、これ誰がやったんですか。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　休憩お願い
します。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時38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。

　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　いわゆる、先ほど申し上げました第三者というの
は、参加した企業の方ということでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　これも後でじゃ提出できますか。
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（新垣健一君）　私どもが、
今の開示をしようとしているのは、説明会へどこどこ
が参加したかということを答弁をさせていただいてい
るところでございます。
　今、議員のほうからその反対の意思を示した文書を
開示せよということだというふうに理解をしましたけ
れども、それにつきましてはまた別の観点からの審査
が必要だというふうに考えておりますので、すぐに開
示するかどうかにつきましては、お答えできないとい
うところでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　これまでいろいろ要求したら、これ
開示できないというふうに言っているんですけれど
も、これ今までもそういった事例はあるんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　私どもが基
本的に、今回沖縄・自民党の皆様からあった資料につ
きましては、すぐに提出できる分は提出しております
し、また個人情報や法人等の秘密条項に当たって相手
の不利益になる分について開示できない分は開示でき
ない。あるいは情報公開条例に基づいて判断した後
に、開示できる分は開示をするということをお答えを
させていただいております。それぞれの文書あるいは
県の持つ情報につきましては、情報提供や文書公開の
条例に基づく手続等いろんな開示でありますとか公表
でありますとか、提供であるということがあろうかと
思いますが、それぞれの事象、状況によってそれぞれ
で判断がなされているというふうに考えます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　それでは部長、今説明会に来た企業
の名簿も出せない。我々は議会人としてそれをきちっ
と知る必要がある。県民に説明する必要がある。そう
すると、じゃその権利はどうするんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　先ほどの繰
り返しになって大変恐縮でございますが、我々として
は公表を前提としたものでないことから、これまで公
表できないとお答えをしてきたところでございます。
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情報公開条例に基づきまして開示の請求がございまし
て、審査したところ開示するという決定をしたところ
でございます。今、司法手続をとっておりまして、そ
の経過後速やかに提出をするというところで考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　それでは、ぜひ開示できるという話
があるものは、これは開示していただきたいと。次々
うちの会派から質問が出ますので、それに対応してい
ただきたいというふうに思っております。
　それでは尋ねますけれども、土建部長、部長のとこ
ろで入札結果、これ建設新聞なんかにも公表されてい
ますよね。こういったこととの関係で言えば、皆さん
のところも開示できないところがあるんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時43分休憩
　　　午前11時45分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　公募なり一般競争な
りこういった契約事務をするに当たって、入札結果と
いうのはしっかり公表されているものだと思います。
その途中段階でどういった企業がそれに参加している
かとか、そういった企業の利益、不利益につながるよ
うな場合は、取り扱いについては一概にどうしている
というのが私どもとしては、今ちょっと答えにくいと
いうか、一般論としてどうなっているかということに
ついてお答えすることが困難な状況です。ちょっと調
べさせていただきたいと思います。
〇末松　文信君　ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時55分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　土木建築部で行っている業務について、基本的に電
子入札で行っております。ですから、その入札結果等
につきましては、そのシステムの中で公表されるとい
うことになっております。ただ、その事前の説明会等
については、基本的に公告なりそういうものも全てシ
ステム上で行っておりますので、事前の説明会という
のは実施していないというのが実態でございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　説明会は一つの条件ですけれども、
この結果等々について公表しているという土建部長の
答弁であります。どうして、文化観光スポーツ部長は

公表できないと言うんでしょうか。
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（新垣健一君）　私も今回の
随意契約の結果について公表できないと申し上げてい
るところではございません。御質問のあったように、
説明会にどこどこが参加したかということにつきまし
ては、公表を前提にせず作業を進めていることから、
公表はできないとこれまでお答えしてきたところでご
ざいますが、今般の情報開示の情報公開条例に基づい
て、公開するほうで今諸手続を進めているというとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　部長、今回はそういった条件も入れ
ているかもしれない。これは前例があったんですか。
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58分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回私どもいわゆる企画のプロポーザル方式で契約
を進めているところでございます。その募集要領の作
成につきましては、そういった発注をする業務によっ
て、それぞれで取り扱いが検討されているものだとい
うふうに認識をしております。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　今、地方自治体、国も含めてそうで
すけれども、ほとんどがプロポーザル方式ですよ。そ
れは国においても公表できないようになっているんで
すか。それとも、皆さんが初めてと言うんだったら、
どうして初めてなのか。その経緯を説明してくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時59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。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　全てを調査したわけではございませんが、私どもが
初めてではないというふうに理解をしております。私
ども今回プロポーザルということもあって、非公表と
いうことを前提に進めてきたところでございます。先
ほど申し上げましたように、結果につきましては当然
公表いたしますが、その過程につきましては公表しな
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いという前提で作業を進めていたところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　ですから、私が聞いているのは、な
ぜそうしなければならなかったのか。その事情を聞き
たいんですよ。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　議員御指摘のとおり、当然私ども行政との契約でご
ざいますから、結果につきましてはしっかり公表をす
る必要があるというふうな認識でございますが、過程
につきましては、例えば提案内容につきましては企業
のそれぞれノウハウなどもございます。また、そう
いったところでいわゆる法人なり企業なりの権利利益
を害する場合があるということがございまして、当初
から公表を前提にしない作業を進めていたものでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　これ以上やっても進みませんので次
に移りますけれども、次に、仕様書のことについて
ちょっとお尋ねしますけれども……。
　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０時１分休憩
　　　午後０時１分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇末松　文信君　この仕様書ですけれども、（パネル
を掲示）　ごらんいただきたいと思うんですが、至る
ところに、これは企画提案のために提示するものであ
り、決定事項ではないというふうにあります。これ、
そのとおりでいいですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後０時２分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の企画提案を募集するに当たって、その企画内
容を当然応募する方が積算なりに使用するために、私
どもの基本的な考えを示したのが仕様書でございま
す。当然これは企画提案のための提示でございますの
で、その万国津梁会議を運営することにつきまして、
変更する場合があるということであらかじめ記したも
のでございます。

〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　皆さんのこの仕様書、非常に全てに
わたってファジーになっている。
　もう一つ聞くと、会議の種類が５種類。沖縄県が
提案した仕様書はこうなっている。（パネルを掲示）
　会議の回数も２回、５種10回。会議の構成員５名
で、５会議ですから25名。担当者をそれぞれ配置す
るということで５人。経歴書も出してくださいとあり
ます。受託者からはどういうふうに出ているかという
と、複数ということで３つの会議しか出ていません。
それから会議の回数も、これは一緒ですね。こっちの
担当者、これも３名しか計上していません。提案の明
記もない、提出もされていない。この経歴書がです
ね。なぜこういうふうに５名から３名に変わってい
る。これはどういう調整をしてそういう結果になって
いるんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時４分休憩
　　　午後０時５分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほど企画提案仕様書の説明をさせていただきまし
た。当然、企画提案をいただくからには、我々が当初
想定をしていた回数であり人数でありはあらかじめ示
す必要があることから、仕様書で提示したところでご
ざいます。また、その企画提案仕様書につきまして
は、当然契約後県との調整により変わる場合があると
いうことで、決定事項ではない旨の留意事項を記した
ところでございます。
　先ほど議員からございました件につきましては、契
約後にその事業者側のほうから、いわゆる県と調整の
上、事業計画を出すということになっておりまして、
それが今走っている３テーマについての回数でありま
す。それからまた、会議ごとに担当者を配置するとい
うことも、私ども複数配置するということを求めてお
りますので、その複数人を配置しているというところ
でございます。この万国津梁会議につきましては、５
つの分野から成り立っております。現在３つの分野に
ついて実際に会議等が走り、いわゆる児童虐待につい
ても既に終了しているわけでありますが、今後もいろ
んな別の分野での立ち上がりなどもございます。その
際には改めて業者と調整の上、事業計画の見直しなど
を行っていくということでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。



−135−

〇末松　文信君　私はだから先ほど、非常にファジー
になっているのがこれ不思議なんでねと。もしそうい
うふうに新しい提案が出たんだったら、これ皆さんが
積算したときの数値であったり単価であったり、それ
は変わっているはずなんです。これをどう精算したか
聞いているんですよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時７分休憩
　　　午後０時８分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　いわゆる企画提案をした、仕様書を示した際、それ
から契約をする際は当然いわゆる５つのテーマについ
て、それぞれ所要の回数を実施するものとして契約を
したところでございます。それに基づいて契約はいた
しました。その後、実際に走る中で、実施計画の中で
は当面３つのテーマで進めるということがございまし
たので、それに基づいた事業計画の提案を受けたとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　部長、皆さんの仕様書の２ページ、
(2)の担当者の配置というところをごらんいただけま
すか。
　ちょっと休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時９分休憩
　　　午後０時９分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇末松　文信君　その(2)の担当者の配置というとこ
ろに、会議ごとに担当者を配置すること（企画提案で
は５つの会議を想定している）、その想定しているも
のが積算の根拠になっているはずなんですよ。何で３
つで、どう概算払いしたのか聞いているんですよ。
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（新垣健一君）　企画提案で
は、会議ごとに担当者を配置すること。５つの会議を
想定というところでございます。ですので、契約自体
は５つの会議を想定して私ども契約をしたというとこ
ろでございます。ただ、今のところ３つのテーマの分
野が走っているというところから、その事業計画に当
たりましては、走っている３つの分野について事業計
画を出してもらっているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　そうすると、部長。2407万7000

円、皆さんが提案した予定価格。この中に５回分入っ
ているわけですよね。受託者からは３回分のもので同
じ金額が入っている。これどう説明するんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時10分休憩
　　　午後０時10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　あくまで先ほど申し上げていますように、契約は５
分野について10回行うというところで契約を行って
いるところでございます。ですので、実際に少ない回
数であるというようなことがございましたら、精算で
その辺はしっかりと処理することとしたいと考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　既に――後で出てきますけれども、
この４カ月足らずで90％、2166万円が支払われてい
るんですよ。これは成果品も何も確認しないで支払っ
たんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　当初５つの分野で走るという、テーマについてそれ
ぞれ会議を行うというところで契約をしたところでご
ざいます。その会議を円滑に行う必要があるというこ
と、それから、幅広く知見をいただくというところ
で、いろいろな調査研究があるというところから支払
い計画に基づきまして、概算払いを行ったものでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　議長、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０時12分休憩
　　　午後０時12分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　事業計画につきましては、５つの分野のうち既に
走っている３つの分野が開催を記しているほか、ほか
の２つの分野でありますとか、例えば実際に走ってお
りました３つの分野につきましても、我々が想定する
以上の回数があるということが想定されないというこ
ともございますので、そういった対応をしているとこ
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ろでございます。ちなみに、概算払いというのは債権
者が確定していますけれども、債務金額が未確定の場
合においてもあらかじめ一定の金額をその債権者に交
付し、後日債務額の確定月に精算する制度というふう
に理解をしております。我々は業務が円滑に実施をさ
れているということ、それから、契約当初に全体の日
程がまだ決まっていないということ、それから、日程
は委員と調整して決定する必要があるということ、そ
れから、開催頻度や回数が委員長決定のため予測がで
きないということ、それから、幅広いテーマの議論の
ため情報収集の必要があるということ、それから、先
ほど申し上げましたように、この先行３テーマ以外に
新たな会議の立ち上げの可能性があるということか
ら、柔軟な対応が必要であるというところで概算払い
を行ったところでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　部長……（発言する者多し）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　今、質問しますので、静粛にしてください。
〇末松　文信君　部長、時間もないんだけど。あん
た、こんないいかげんなこと言わないで。概算払いと
いうのはそういうものですか。
　土建部長、概算払いはこんなしてやってるのか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時14分休憩
　　　午後０時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。（発言する
者多し）
〇議長（新里米吉君）　静粛に。
〇総務部長（金城弘昌君）　文化観光スポーツ部長か
ら、今回の契約に係る概算払いについては、地方自治
法施行令とか財務規則により事務の取り扱いに支障を
及ぼさないという趣旨で交わした契約に基づいて行わ
れたというふうに認識をしているところでございま
す。
　今やりとりの中で、しっかり文化観光スポーツ部の
ほうにおいて、それについては適切に対応していくと
いうふうに考えています。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　総務部長、あんたもいいかげんなこ
と言わないで。こんな公金を支払いするのに成果品も
確認せずに公金払いますか。これ誰が決裁したんです
か。決裁した人説明してください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私どもは先ほどの理由で、事務が円滑に行えるとい
うところで概算払いを行ったところでございます。
　先ほど来議員からいろんな御指摘があるところでご
ざいます。我々契約に基づいて対応しておりますの
で、その辺の契約書等を踏まえまして、しっかり今後
につきまして検討してまいりたいというふうに思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　じゃきょうは監査委員、誰か来てい
ますか。これ、今の当局の業務委託費の支払いの経緯
について、監査委員としてそれは認めるんですか。
〇議長（新里米吉君）　代表監査委員。
〇代表監査委員（當間秀史君）　今具体的な話で聞か
れておりますので、それについては今後かかわる証憑
等確認しない限りは言えないところではございますけ
れども、一般論としては土木で行われているのは出来
高払いとかいうようなことはされているかと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　今、代表監査のほうから話がありま
したように、成果品に基づいた出来高払いが概算払い
なんですよ。そんないいかげんなこと――総務部長も
観光部長も、もう一遍答弁してください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私ども法律や施行令、規則に基づいて概算払いがで
きる規定に委託料があるというところがございますの
で、その制度に基づいて概算払いを行ったところでご
ざいます。土建部の請負等の工事等の出来高払いとは
異なりまして、私ども契約書の中で委託事業の進捗度
合いに応じて、業務委託の10分の９に相当する額を
お支払いするということで相手方と契約を結んでいる
ところでございます。その進捗度合いにつきまして私
どもとしては、先ほど申し上げましたように既にいろ
んな委員との調整であるとか、そういったところで全
体日程が決まっていない等々がございまして、その業
務が円滑に進められるように10分の９の概算払いを
行ったところでございますが、先ほど来議員からいろ
んな疑義がございますので、その辺につきましては改
めて契約書も含めましていろんな検討をさせていただ
きたいというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　先ほどの……（発言する者多し）
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〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　今、質問します。
〇末松　文信君　ちょっと済みません。
　部長、そういったいいかげんな答弁はしないよう
に、ちゃんと成果品も確認した上で、その決裁手続も
済ませて。これ、出納ですよ、出納。公金の出し入れ
ですよ。これ、こんないいかげんにやったら困ります
よ。これ監査請求ものですよ。それ指摘しておきま
す。
　それから、今４社のコンソーシアムで構成していま
すけれども、この４社とも説明会には来ていたんです
か。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　４社全てが
参加していたわけではございません。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　じゃ何社が参加していましたか、社
名はいいですから。
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（新垣健一君）　４つのうち
の３社が参加しておりました。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　これも土建部長に聞いたほうがいい
かな。この説明会に参加して辞退した中で、新しい組
織に参加して委託を受けるというのは、これは普通あ
り得るんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時20分休憩
　　　午後０時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　先ほども申し上げま
したけれども、今土木建築部で行っている業務は、電
子入札とシステムを用いてやっていますので、こう
いった事前の説明会等を開催していないということで
ございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　なぜ私がそういうことを聞くかとい
うと、普通、入札に参加してくださいねと言ったとき
に、皆一応参加の意欲を持って説明会に来ます。説明
会に来たけれども、これは自分たちでは応札できない
なということで辞退します。辞退した後に、ある代表
企業がいて、そこに一緒にやらんかと声をかけられ
る。これは談合の構図なんですよ。こういったことが
あってはならないし、今部長聞いたら、４社のうち３
社は参加している。そういうことからすると、事前に

談合をされてコンソーシアムを形成したと。こういう
ふうに言われても仕方がないんではないかというふう
に思いますが、どうですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　説明会に参加された企業様がどういった形で――単
独で出られるのか、あるいはコンソーシアムで組まれ
るかというのは、私どもは承知をしていないところで
ございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　じゃ次に、これまでいろいろ議論は
してまいりましたけれども、私が思うには１つには応
募期限を恣意的に、超短期的に設定されているのが１
つ。仕様書を契約時に変更する。そもそも仕様書は
あってないようなもので、そういう仕様書になってい
る。予定価格と契約額が一致している。ぴったんこ、
１円も変わらない。知事と受託者及び関係職員並びに
関係者との夕食会があったと。（「契約前夜です」と
呼ぶ者あり）　契約前夜にですね。この会食が指摘さ
れると同時に、受託したＮＰＯの重要人物が退職して
行方不明になっている。６番目に、委員会への参考人
招致もいまだに実現していない。出席を拒否してい
る。こういったことからすると、事前にこの業務は打
ち合わせされていて、いろいろ経過を踏まえると、こ
れは官製談合の疑惑があると言われても仕方がない。
こんな状況だと思いますけれども、知事の所見を聞き
たいと思います。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私ども委託先の選定に当たりましては、先ほども申
し上げました。広く公募を行いまして、約１カ月間の
企画提案を募集したところでございます。ですので、
そういった期間を設けていることから、公募方法は適
切であったというふうに考えているところでございま
す。
　その他、議員から御指摘のあるもろもろの件につき
ましてですが、沖縄事務所長の退職でありますとかそ
ういうところは、企業様の都合でございまして、私ど
ものあずかり知らないところでございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　いずれにいたしましても、これ県民
から非常に疑惑を持たれている。このことについての
知事の所見をぜひ伺いたいと思っていますけれども、
その前に先ほどの架空の請求ですけれども、これにつ
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いてちゃんと支払いをしたということは、これは一般
的に言うと重罪に値するということが言われておりま
す。これは部長、どういうふうに今後処理されます
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほどの答弁の繰り返しになって恐縮でございます
が、私どもとしては業務を円滑に進めるということが
ございましたので、委託に伴って契約に基づきまし
て、概算払いを行ったところでございます。現在、い
わゆる児童虐待につきましては２回きっちり終わりま
して、報告書のような形で出て、提言書のような形で
出ておりますし、米軍基地につきましても複数回会議
が開催されておりまして、ＳＤＧｓにつきましても会
議や円卓会議などが行われているところから、業務自
体はスムーズに行われているというふうに考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　部長、それについての今お話があっ
た成果について後で提出してください。
　それから、後の方々に申しわけありませんが、最後
に総務部長、依命通達の運用課題について伺います。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　末松議員の依命通達、こ
れは平成27年６月の依命通達ということでお答えを
させていただきますが、この依命通達は平成27年６
月１日付で、辺野古新基地建設問題に関する事務を一
元的に管理、執行するため、当分の間、当該事務に関
する決裁を知事決裁とする旨の内容のものでございま
す。事案の内容が特に重要な場合等に、上司の決裁を
受けることは沖縄県事務決裁規程に基づく手続がござ
いまして、これまでこのような取り扱いによって課題
等が生じているというふうな報告は受けておりませ
ん。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
〇末松　文信君　部長、その課題を聞いているんです
よ。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　繰り返しになりますが、
事案の内容が特に重要な場合等に上司の決裁を受ける
ということは、これは事務決裁規程で定めておりま
す。これまでこのような取り扱いによって課題等が生
じているというふうな報告は受けておりません。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。

〇末松　文信君　部長の説明にあるように、この依命
通達は辺野古埋め立てに関してとありますけれども、
これ県庁全体として辺野古に限らず大きな影響を受け
ているんではないかと心配しているんですよ。例え
ば、サンゴの移植のために採捕許可が必要だというと
きに、那覇空港の滑走路はオーケー。しかし、同じ空
港である辺野古はだめ。岩礁破砕についても土砂の投
入についてもそうですけれども、皆さんは二重行政を
しっかりやっている。そういう中では、職員としても
上級官庁との調整あるいは下級官庁との調整、これを
やるに当たって二重行政だからなかなか自分の意思が
働かない。そういう中で……
〇議長（新里米吉君）　まとめてください。
〇末松　文信君　大変モチベーションが下がっている
んではないかと、上がらないんではないかと、こうい
うふうに心配している。このことについて知事、どう
受けとめますか。
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。
　モチベーションが下がっているとかという話でござ
いますけれども、決裁権の留保、または文書の合い議
については、事案の重要性、また他部局との関連性に
応じ従来から行われております。このことで、職員の
士気の低下とか悪影響を及ぼすというふうなことは考
えておりません。
〇末松　文信君　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29分休憩
　　　午後１時42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。
　座波　一君。
〇座波　　一君　午前中の質疑の中で、疑惑の内容が
明らかになったわけでございますが、知事はそのこと
は十分認識して、苦しい答弁を続ける部下の方に答弁
をなるべくさせないで、みずから答える努力をすべき
だと思います。
　改めて申し上げますが、知事の虚偽答弁は絶対に許
されないのであります。
　もう一度確認しますが、徳森氏から電話連絡があっ
て、何の会合か、参加者が誰なのかわからないまま
行ったということでいいのですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　前回の議会でもお答えしま
したとおり、あくまでもプライベートな会合に１時間
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ほど参加をしたという認識です。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　午前中のあれだけの議論の後に、ま
だそんなことを言っているんですか。これこそ虚偽答
弁じゃないですか。
　知事はまさにみずから放ったブーメランが自分自身
に戻ってきて、自分自身の言葉のとおり自分が悪魔に
なってしまった。うそつきになってしまったわけです
よ。
　知事は何が問題であるかをしっかりと受けとめても
らわないと本当に困るんです。
　謝罪会見をしたわけですが、この謝罪会見の理由は
何だったんですか。どういう説明をしたんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　このような私的な会合に参
加したことによって県民に大きな誤解を招いてしまう
ような行動をしたことについては、しっかりと猛省を
して、今後襟を正し、公務の信頼を確保していきたい
と思いますと、そのように答えました。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　軽率な行動で済まされるような問題
じゃないんですよ。軽率な行動だからそれで県民に迷
惑をかけたと、そのレベルの問題じゃないということ
はもう十分に午前中の議論からもおわかりだと思いま
す。我々自民党プロジェクトチームも、徹底して調査
をした結果、本当に驚くような内容に展開してきてい
るわけです。県の幹部の皆さんも、知事をしっかり守
るためにも全容を把握しているはずなんです。そうだ
と思いますよ。この参加メンバーのほうも、一人一人
確認があったと思いますけれども、あえてここでは確
認はしませんけれども、これで全員なんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時47分休憩
　　　午後１時47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）　私の参加していたときには
このメンバーでした。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　写真を撮った時点で、全員ですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　繰り返しますが、私が参加
していた時間帯の参加メンバーです。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　この写真はじゃどなたが撮ったかと
いうことは覚えていますか。

〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　前回の答弁に準じますが、
同じ答弁になりますが、お店の方が撮ったのではない
かと思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　いろんな情報がありまして、私たち
のところに来る情報にはもうこの議論からもわかった
とおり、関係性から言って本当はあと１人か２人はい
るべきはずのメンバーが写真には写っていないのでは
ないかという疑惑があるわけです。逆に、これだけの
メンバーがそろうと、いなければいけない人もいたは
ずだということであります。これは間違っていたら申
しわけないんですが、そういうもう疑わざるを得ない
状況まで来ているということなんです。
　先ほどありました事業説明会に４社のうち３社が参
加したということと、この問題は重なってくるわけで
す。そういうメンバーが仮にこの場所にいたとした
ら、それこそこの問題の重要性が増してくるというこ
とをわかってもらいたいと考えています。
　この問題はこのように核心に迫ってきているわけで
すけれども、ある意味この場で明らかにできなくても
ぜひ参考人招致などを通しまして、我々が明らかにし
ていかなければいけない問題だと思っております。
　あと、飲食費の精算方法についてですが、県は調べ
ましたでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時49分休憩
　　　午後１時50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。
　プライベートな会合ということで、それぞれ割り勘
で支払ったというふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　割り勘ということは知事からも答弁
がありましたが、県としては、これだけの県民が関心
を持つ問題になっているわけですので、当然裏をとる
ような調査はやっていると思います、独自で。本当に
これ確認できているんですか、割り勘というのは。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　この件に関しましては、
10月25日に、自民党の会派長のほうから照会があり
ました関係で、職員のほうに、会食費の支払いという
御質問がありましたのでそこにお答えさせていただき
ますが、3000円程度支払ったということを確認して
いるところでございます。
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〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　割り勘というのを証明するには、そ
の総額と参加人数がわかってこそ割り勘を証明できる
わけです。金額も、この3000円というものも。
　これ、領収書示して明らかにできますか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　プライベートな会合とい
うこともありまして、職員にもそういうふうな確認し
ましたけど、領収書等のものはなかったということを
確認しています。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　ちなみに私も３度ほど行ったんです
が、この店は割と高くて、一人3000円でとまったこ
とないんです。ちょっと不思議な金額ではあります
が、特別に知事にだけ安くしたのかもしれません。そ
れも問題ですよ。
　次に、この店の店主が、お店に県職員から電話が
あったということを明かしたんです、その後。私たち
が場所を特定した後です。なぜ電話がかかったんで
しょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時51分休憩
　　　午後１時51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。
　さきの議会でお店の名前を公表するようにというよ
うなリクエストがあったかと思います。それは私ども
の判断だけでやると、お店のほうに迷惑かけることも
可能性として考えられますので、その確認をしたもの
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　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時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。
〇座波　　一君　これは今議会でその店のことを答弁
していいかという、公表していいかということの確認
をしたということですか。どういうことですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　たしか本会議ではなく
て委員会のほうでお店はどこだったかというような御
質問があって、その時点で私ども公室の職員が参加し
ていて、その公室の職員から聞き取りでお店は一応確
認したところですが、いわゆる私どもの判断で公表す

るとその場合にはお店のほうに不測の影響を与える可
能性があるということで、お店のほうにその辺を確認
した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　公表というのは何ですか、公表とい
うのは。何を公表するの。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　さきの議会では、最初
に確認したときには私どもの職員もどこのお店だった
か、大体の場所はわかるけれどもちょっと覚えていな
いという話でございました。その後、お店について議
会でのお尋ねがあり、その後お店を確認したというこ
とでその店の名前といいますか、公表について確認を
したところだと思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　こんな答弁やっていいんですか。知
事が答弁で覚えていないって言ったんだけど、秘書も
いるんですよ。県職員もいるんですよ。明らかにこの
お店は覚えていますよ。確認のために電話なんてあり
得ないでしょう。何かの意図があって電話しているん
ですよ。知事公室長の指示なんですか、それは。電話
して何かするようにというのは、あなたの指示です
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。
　私ども担当課の職員のほうから――担当課の職員な
のか、その担当課のほうから連絡したというふうに聞
いております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　担当課が、指示があれば、知事公室
の指示じゃなくて担当課みずから電話したのかと思い
ますけれども、その目的が何なのかが問題なんです。
この状況に及んではもう本当に怪しくなってきます。
証拠隠滅なのか、領収書改ざんなのかわかりません
が、そういうことにまで疑いは発展してきたというこ
となんです。
　休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時56分休憩
　　　午後１時57分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇座波　　一君　この問題は、今知事公室長答弁しま
したけれども、質問の趣旨はわかっていると思いま
す。その後に何のあれもなく、電話があったというこ
とはあり得ませんから、その後の飲み会の予約でもな
かったということですので。その趣旨がわからないん
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です。それを聞いているわけです。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　10月４日、総務企画委員会におきまして、中川委
員から会食場所の報告について求めがありました。そ
こでお店のほうにも確認した上で取り扱いについては
改めて委員長に相談させていただきたいと答弁してお
ります。会食の場所についてはその後職員が当時の記
憶をもとに歩いて、５月23日の場所とお店と思われ
る店舗を確認し、県としては10月８日に当該職員が
店舗を訪れ、その場所を確認して特定したところで
す。
　ただし、委員会の報告につきましては、このお店の
名前については差し控えさせていただきたいというこ
とで、総務企画委員会の渡久地委員長のほうに報告し
たところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　もうここまでの議論になっています
ので、それはもうしっかり説明できるようにしておい
たほうがいいと思いますよ。
　次に移ります。
　先ほどからありますコンソーシアムとの随契なんで
すが、その経緯の中で参加した３社の名前を公表しな
いというこの理由。土建部では通常であれば当然に公
表するのが当たり前であって、それでこそ公平性を示
しているわけです。文化観光スポーツ部長は、この発
注業務というものを知らないんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私ども契約に至った業者名については、公表をさせ
ていただいております。その過程でございますが、今
回公表を前提としないというところで公募していると
ころから、説明会への参加者については公表しないと
いう対応をしてまいりました。
　午前中も答弁申し上げましたように今般、県の個人
情報保護条例に基づいて請求がございまして、その審
査の過程で開示するということを決定しております
が、第三者から反対の意見もあったことから、それに
ついて所要の手続期間を経て開示をしたいというふう
に考えております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　まともに業務をする上では、これは
当然のようにやるべき事務だと思いますよ。ですの
で、そこはしっかりと後ほどでもよろしいですので明
らかにしてもらいたいと思っております。これが正常

なルールですのでよろしくお願いしたいと思っており
ます。
　次に、徳森氏が業務の中途であるこの段階で辞職を
いたしました。その後、その業務の実施に支障が出ま
したか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　徳森氏が９月30日付で一般社団法人子ども被災者
支援基金を退職したという報告がございました。その
後につきましては今、業務は円滑に進んでいるところ
でございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　円滑だと。何か問題があるんじゃな
いですか。影響がないというのはおかしいと思うんで
すよ。徳森氏が所属する団体をトップにコンソーシア
ムを組みました。必要性があるからトップに置いてい
たわけですよ。いなくなっても順調に進む。これはそ
の存在が必要なかったということになりませんか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回のコンソーシアムにつきましては、いわゆる４
社のコンソーシアムでございます。当然、役割分担が
ございますが、その中で今回徳森氏が途中でやめられ
ても徳森氏のかわりにほかの職員がそれを代行してい
るということもございます。また、コンソーシアム全
体でそういった部分をフォローし合うという体制に
なっておりますので、徳森氏退職後も万国津梁会議や
そういった事務については今滞りなく進んでいるとい
うところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　徳森氏にかわる人にかわったという
ことですので、これはこの団体から、受注団体から出
たんですか。職員は一人しかいなかったと思いますけ
れども。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　子ども被災者支援基金につきましては、午前中答弁
申し上げましたように、４人で対応していたというこ
ともございます。ですので、主担当は徳森氏であった
部分も副担当もおりましたし、その後ほかの職員で代
行しまして、私どもとの今業務につきましては円滑に
実施しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
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〇座波　　一君　徳森さんの存在がなくてこの業務を
継続できたということですので、そこら辺は間違いな
く誰かがかわっているということは明らかなんです。
この団体からかわったんですか。沖縄事務所からか
わったんですか。それとも……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時４分休憩
　　　午後２時４分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　今子ども被災者支援基金のほうで徳森氏にかわる業
務を実施をしているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　先ほどの議論からもまた仕様内容が
変わってきたということです。会議の回数やら、契約
金額は変わらないけど、この業務条件が緩和された状
態で実行されているということ。この仕様内容を変更
するときの決裁者は誰なんですか。誰が決めたんです
か。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時５分休憩
　　　午後２時５分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　企画提案の際に示した仕様書自体に変更があるとい
うわけではございません。ですので、それはいわゆる
企画提案に際してこういった仕様書をもとに提案をし
てほしいということを示したものでございます。ただ
し、契約した後に状況によって変わる場合があるとい
うのを留意事項で記していたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　もちろん企画した時点の仕様書が
あって、実施段階の仕様があるわけですよ。実施段階
の仕様を明記しなかったんですか、今の話は。勝手に
変わっていったということですか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　契約に基づく仕様書につきましては、当然企画段階
と、そういった留意事項も含めまして全くイコールと
いうことではございません。ただ、その契約書の仕様
書につきましては契約書の起案、決裁の段階でそう

いった仕様書にしているというところでございます。
〇座波　　一君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時７分休憩
　　　午後２時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　整理をいた
しますと、企画提案の募集の際の仕様書がございま
す。それに基づいて企画提案をしてほしいということ
を我々としては公募で挙げました。企画提案の終わっ
た後、決定をして契約に至るわけですが、契約の際に
また仕様書がございます。その企画提案の際の仕様書
と契約の際の仕様書は基本的な考えは同じでございま
す。その際に、契約書に基づいて実施計画書というも
のを作成する必要がございます。その実施計画書をつ
くる際には我々が最初仕様書で求めていた５つの分野
の、いわゆる万国津梁会議というところから実際に
走っている３つのテーマの万国津梁会議プラス、残り
につきましては未定ということがございますので、少
しニュートラルな感じで実施計画書は作成していると
いうところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　今のお話はその時点で、もう90％
の仕事は終わったと判断して払ったということになり
ますよ。いいんですね。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　当初の支払い計画と申しますか、概算払いする際に
支払い計画をつくるわけですが、それは５回、５つの
分野で走るというところを基本的な考えに置いて作成
をいたしました。
　実際には実施計画書の段階では３つのテーマを先行
して走らせていて、残りにつきましてはその後、県の
ほうで新たな万国津梁会議を立ち上げるといったとこ
ろも含めて動きがあれば柔軟に対応できる必要がござ
いました。そういったところを含めて支払い計画のと
おり概算払いを行ったものでございますが、午前中の
審議でもございましたように末松議員からの御指摘等
もございましたので、契約に基づいて当然業務は行っ
ておりますので、そういった契約等の状況等も踏まえ
ながら取り扱い等について検討してまいりたいという
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　ちゃんと事業内容をしっかり検証し
て支払ったというような答弁なんですけど、決してこ
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れ架空請求に応じてないと断言できるわけですね。
　証明できますか。非常にこれは重い事態ですよ。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　概算払いにつきましては、いわゆる支払いの際に、
何回かの会議が円滑に行われているというところは確
認をしております。
　もう一つ、先ほど申しましたようにいろんな委員に
おける調査研究でありますとか、例えば円卓会議のよ
うないろんな資料収集の方法でありますとか、そう
いったところも考えられることから、業務が円滑に実
施されることに支障がないようにというところも含め
まして概算払いを行ったというところでございます。
（発言する者あり）
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　概算払いにつきましては、債権が未確定の際に支払
う制度となっております。最終的には精算ということ
が当然必要になってまいりますので、しっかり精算す
る必要がございます。そういったところも含めまし
て、午前中の議論も踏まえまして、その取り扱いにつ
いて検討して申し上げたいというところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　この問題について……（発言する者
多し）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　質問中です。
〇座波　　一君　知事、副知事、何か意見ございませ
んか。この問題について。
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。
　概算払いの支払いのことということで、９割払われ
ているんじゃないかということでございます。
　当然ながら委託契約に基づいて、自治法施行令です
とか財務規則に沿って、事務の取り扱いに支障を及ぼ
さないという趣旨を踏まえて支払っているというとこ
ろでございますが、先ほど文化観光スポーツ部長から
もございましたので、その契約の内容ですとかそう
いったことの取り扱いについて検討していくというこ
とでございますので、そこについてはしっかり総務部
としても確認して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　この問題を私なりにまとめてみまし

た。
　まず、会食問題に端を発したこの問題の経緯は、玉
城知事が信頼を置く政策提言メンバーにこの受託団体
があり、翁長知事時代からオール沖縄を支援する立場
で県政にかかわってきた玉城県政時代の立て役者でも
あります。玉城県政誕生後、積極的な政策提言で県事
業に関与し、万国津梁会議、ＳＤＧｓあるいは全国
トークキャラバン、新沖縄発展戦略など県の政策にす
り込んできたわけです。
　そして沖縄県はこれらの提言を県基地対策課が窓口
となり、事業の企画案を立案し、所管部につけかえ、
それをそんたくした職員によりこのメンバーが関係す
る団体に有利になるような事務処理がなされていると
考えられるわけです。これは知事の政策シンクタンク
が政策提言を政策にすり込み、それを受注するという
流れになっており、ここに公金が流れる仕組みとなっ
ているわけです。これはまさに玉城県知事を取り巻く
補助金獲得のシステムであります。そういう指摘をす
る専門家がいるわけでございますが、本当にそのよう
な状況になっているということを懸念するものであり
ます。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時14分休憩
　　　午後２時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇座波　　一君　首里城問題は、私は出火原因と延焼
原因を分けて考えるべきだと考えております。出火原
因をこの場で特定することは難しいというのはわかっ
ております。しかし、その可能性を追求することが大
切なんです。
　そこでこの写真ですが、（パネルを掲示）　この延長
コードが使われた理由というのを説明してもらえませ
んか、この白い延長コード。
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17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　首里城正殿の後ろ部分――後之御庭と申しますけれ
ども、後之御庭部分に歩行者を誘導するためにＬＥＤ
スタンド２台と送風機をつける必要がございまして、
そのために延長コードを利用したということでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。



−144−

〇座波　　一君　この使い方は適切だったかどうか、
どうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時18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。
　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。
　ＬＥＤスタンド２台の消費電力は、合わせて40ワッ
トでございます。延長コードはＪＩＳ規格適合品でご
ざいます。工事も奨励の適合範囲内ということで、適
切なものであった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　部長、これ残念だけど、この延長
コードをこういうところで使うというのはあり得ない
話だということなんですよ。専門家から言ったらなぜ
ここにこういう市販にも見える延長コードが使われる
のかということです。
　延長コードというのは本当に被覆が薄くて、これ長
い場合は長時間使用が危険と言われているものなんで
す。こういった認識はなかったんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時19分休憩
　　　午後２時19分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今回使用されていました延長コードは、電気の専門
業者が製作したものでございます。適切なものであっ
た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　この電気の専門業者がつくったか
ら、このような延長コードが適切だったということが
ちょっと信じられません。
　後でもう少ししっかり検証していきますけど、いず
れにしてもこの電気の配線というのはしっかりとした
ケーブルによって工作されて、コンセントをつけて、
これにスイッチを入れるのが普通のやり方なんです
ね。そうすれば何時間使っても安全なんですけれど
も、何かうわさによると沖縄県に移管後、財団が最近
非常に経費節減をしてきたというようなことがあっ
て、ひょっとしたらその工事費もけちったのでこうい
う市販のケーブルを使うことになったのではないかと
いう話もありますが、それはどうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。

　２月１日から沖縄県が管理許可を受けまして県の管
理ということになってございますけれども、こういっ
た管理の内容につきましては、従前からあった仕様を
そのまま引き継いだような形で行っておりますので、
経費節減のために何らかの変化があったということで
はございません。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　じゃ、延長コードは従前から引き継
いだということですね。
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）　先ほど説明いたしま
した延長コードにつきましても２月１日以前、従前か
らあったものでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　出火が有力視されている場所がこの
場所とほぼ一致するということもありまして、この可
能性を今探っているんですけれども、さらに電源を落
とした、落とさないの問題がこれには大分影響してい
るんですね。電源を落とす、落とさないの説明が一転
二転したんですよ。当初１時何分かに電源を切ったと
言っていながら、後での説明は９時30分ごろに自動
的に遮断されたということですので、要は何が言いた
いかというと、こういうコードがある以上は、コンセ
ントからプラグを抜かない限り通電状態にあるわけで
すね。その状態に置くと危険になるということなんで
す、この延長コードは。ですから、この電源を切った
か切らなかったかというのは大きな問題ですが、その
ところはどうなんでしょうか。電源が切られていた、
あるいは切ったのか。どういうことかということで
す。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時23分休憩
　　　午後２時23分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　先ほど説明しました
つながれておりましたＬＥＤの照明２機につきまして
は、閉館後に本体のスイッチを切っておりましたの
で、延長コード内の通電はそのままあったという状況
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23分休憩
　　　午後２時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
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〇座波　　一君　ブレーカー全体の電源を切ったか切
らなかったかを今聞いているんです。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　ブレーカーが切られ
ていた状態ではございません。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　そうなりますと、９時半に自動的に
電源が切られたという証言があります。これとの整合
性はどうなるんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時25分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　正殿の中で、９時30
分に自動的にブレーカーが切れる部分と、24時間通
電する部分がございます。１階、２階の電灯ですと
か、コンセントにつきましては、９時30分にブレー
カーが切れます。ただ、監視カメラですとか、そのそ
ばにあるリフト等、あと非常用の照明等については
24時間通電していたということでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　通電状態であるというのはわかりま
した。
　専門家から言うと、この電源、この延長コードの使
用というのはもう原因究明以前の問題だと、これ基本
的な問題ですよと嘆いていました。
　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26分休憩
　　　午後２時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇座波　　一君　次に、延焼が防げなかった原因なん
ですけれども、もう端的に聞きます。
　この放水銃が、この初期の段階で十分に予定どおり
使えたかどうか。消防活動報告書もあったと思います
けれども、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26分休憩
　　　午後２時27分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　放水銃の１基が使えなかった状態であるということ
でございまして、正殿裏手の放水銃をおさめておりま
したピットのふたが専用工具を取りつけて持ち上げる

仕様であったということでございます。専用工具は監
視員が詰める奉神門の２階のモニター室に保管してい
たということで、火災発生時には監視員が専用工具を
用いてピットのふたをあけるという運用としておりま
したけれども、当日監視員は初期消火に当たっており
まして、ふたをあける作業には至らなかったというこ
とでございます。
〇座波　　一君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時29分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　放水銃は、正殿の周辺に４基ございまして、今確認
できておりますのはその１基が使える状況ではなかっ
たということでございますが、残り３基については、
使ったかどうかというのは我々のほうではちょっと正
確に申し上げかねますけれども、使える状態ではあっ
たということでございます。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　御庭の部分の放水銃が使えたかどう
かというのもこれ重要な部分です。これ初期消火の段
階においては非常に重要な部分だと言われております
ので、私が申し上げたいのは、イベントの工作物との
関係で邪魔になっていなかったかどうかというのが今
問題なんですね。ですからそこは後ほどの委員会でも
また聞きますけれども、しっかりとそこは調べておい
てほしいと思っております。
　ちょっと休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時30分休憩
　　　午後２時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇座波　　一君　知事、副知事、あるいは――きの
う、副知事からくしくも謝罪の言葉がありました。し
かしながら、県が主体となって言うような――何て言
いますか、この管理者としての謝罪にはなっていない
ような気がいたします。
　改めてお聞きします。
　原因究明をする体制はつくる予定がありますか。そ
の責任も感じていますか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　出火元などは、今座波議員からもありましたように
警察、消防とも正殿北東部だという見解になってござ
います。出火原因ということについても、今座波議員
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からございましたように電気設備周辺が有力とされて
いるということでございます。その内容等について、
県警ですとかそれから消防においても、消防研究セン
ター等で鑑定というような議論がされていると思いま
すが、ただ電気系統以外のまたあらゆる可能性も含め
て今現在検討中だというように聞いてございます。
　ただいずれにしましても、県としては管理者として
しっかりこの原因究明そして再発防止、これは行わね
ばならないだろうと思っております。このことにつき
ましては、多くの方々に御迷惑もおかけしましたこと
改めて申しわけなく思っておりますが、県としまして
も原因究明、そして再発防止をしっかり財団等とも連
携しながら、そしてまた県警、消防にも協力しながら
取り組んでまいりたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　今の副知事の言葉をしっかり受けと
めました。原因究明をしっかりして、再建に向かって
ほしいと思います。
　そして、知事が首里城再建と首里城公園の所有権に
ついて言及しました。その真意をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　一昨日ですか、所有権に
ついての質問で検討していないということでしたが、
現時点でやはり県民にとって一番大事なことは何かと
いうことを我々考えましたときに、首里城の復旧・復
興の一日も早い実現ということだと思っております。
これまでの正殿の国との関係等もございますので、今
はその所有権の議論を行うよりもまずは復旧・復興に
向けて国と連携して取り組んでいくことが重要だろう
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）　座波　一君。
〇座波　　一君　知事が消火後の翌日早々に政府に支
援を働きかけた行動、そしてまた所有権に言及した問
題は、非常に私も含めて非難の多いことであります。
　知事、もう一度そのことについて、今の状態の中で
真意をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私ども県の考えは、ただい
ま謝花副知事から述べさせていただいたとおりであり
ます。私も火災の翌日、関係要路に対して沖縄県も
しっかりと復元に向けて取り組んでいくということを
申し述べ、そして意見交換をさせていただきました。
何よりも今回の火災により県民の皆様、関係各所の皆
様そして火災により御心配をおかけした近隣住民の
方々に大変申しわけなく思っております。ですから、
今後この管理体制の検証をしっかりと踏まえつつ、先

ほどありましたとおり再発防止に向けてそして一日で
も早く復元できるよう全身全霊で取り組んでいきたい
ということを改めて申し上げておきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　座波　一君。
〇座波　　一君　原因究明と再建は一体的に取り組ま
ないといけないと思います。私、何度も申し上げます
が、災害から教訓を得てきたわけですから、我々は。
それをしっかりまた教訓として生かして立派な首里城
の再建につなげていきたいと思っておりますのでよろ
しくお願いします。
　時間になりました。
　どうもありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　一般質問をさせていただきます。
　まず、万国津梁会議設置等支援業務の契約前の知事
の会食問題についてなんですが、まずこのように多く
の写真また多くの議員諸公から指摘をされておりま
す。（パネルを掲示）　それについて知事にお伺いいた
しますが、まず写真についてなんですが、知事、選挙
のときの知事とこの方ですね、知事と非常に――この
万国津梁会議の沖縄所長だった徳森さんです。もう既
に選挙のときから知事と非常によく写真に写ってい
る。次はまた同じく徳森さん、屋良さんの補欠選挙で
もしっかりと写っている。これは１回どころじゃなく
て、２回もこのように多くの方々とともに、我が県議
会議員の方もいらっしゃいますが、そしてこの徳森さ
ん相変わらず赤い帽子で写っている。
　そして、知事にこの写真でもう一つお伺いしたいの
は、まずこの写真について記憶ございますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　恐らく私の選挙期間中に
撮ったものの一枚であろうと思います。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　この写真は、記憶にございません
か。できたら記憶にあったほうが非常にわかりやすい
んですが、本当に記憶にございませんか。なかなかあ
れですよ、めったにない写真ですよ、これ。
　さらになおかつこの写真は、後でこのように仲むつ
まじくよく写っている写真です。この場所と日付と、
知事は覚えているかと私は思いますが、全く覚えてま
せんか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　一連の写真は大勢の仲間の
皆さんですとか、いろんな場所で写してあるものなど
があり、そのＴＰＯについて私が一つ一つ確認をして
いるということは非常に難しいと思います。
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〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　百歩これ譲っておきますよ。これは
知事が、徳森さんが京都で講演会をするとき、　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　ですから知事は――お伺いしますけれども、前回の
大議員のお話で、余り認識はないとおっしゃっており
ま す が、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　今の発言は非常に看過でき
ない御発言だと思います。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　大勢の支援者の中のお一人だとい
う認識です。
　そのことに関しましては、私は非常に　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　遺憾に感ずる次第で
す。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　大変済みません。表現がまずかった
んですが、私は知事がよくお知り合いだということを
言いたかっただけです。お知り合いですね。　　　　
　　　　　　　　　　知事がお知り合いだからこそ信
頼する方だからこそ　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　ということを言いたかっただけですから、
ちょっと誤解が生ずることはおわび申し上げますが、
　　　　　　知事もよく知っている方なんですよ。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　知事、知事はこれ、ないということなんですが、そ
してもう一つ、この会食問題、この会食についてなん
ですが、知事はこの事業の打ち合わせ、こういうのは
一切お仕事の話はなかったというんですが、この10
月１日タイムスの記事で、参加をしておられる鈴木代
表は、会食は業務の打ち合わせの延長とのコメントで
ありますと、新聞に載っていたのは御存じですよね。
まずそれからお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時42分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　地元紙にそ
ういった記事が掲載されたのは見たことがございま
す。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　これは知事本人が一番よくおわかり
だと思います。ですから、あなたの真正面にいる鈴木
さん、業務の打ち合わせなんですよ。業務の打ち合わ

せ。ずっとじゃないじゃないと言っておりますが、そ
こで知事にお伺いいたします。知事はこの席でソフト
ドリンクをいただいたのか、それともお酒をいただい
たのか、記憶にあれば御答弁ください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　生ビールを１杯から２杯ぐ
らいいただきました。その対価として割り勘でお金を
払いました。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　それはそれでよろしいかと思いま
す。私はこの写真を見て、非常に不可解な点がありま
す。知事はこちらに関係者が４名、こちらに５名おり
ます。私はどうもおかしいなということで、うんと調
査をしてみました。知事、あと１人いるということは
記憶にありませんか、本当に。あと１人いた、それも
コンソーシアムのメンバーが１人いた。知事、本当に
記憶にないんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私はそのような記憶はあり
ません。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　記憶にあるかないかはこれ、じゃ行
く行くこれからはっきりさせますので、ここにちゃん
と違う人のお皿もある、割り箸もある。あと１人いる
からなんです。どうしても不可解です。このお互い対
立する図面見た場合はここにあと１人いないといけな
い。この方が写真を撮っている、この方が。ですから
そういうのは知事はもし私の調べていることをしっか
り調べた結果、あと１人こういう方がわかれば私は名
前も全部発表いたしますので、そのときに知事は虚偽
答弁になるかもしれませんけど、私はこの疑惑の会食
というのは本当に信じられないなと思っておりますの
で、あえてこれを今通告をしておきます。
　そして次、同じくこの会食会議についてなんです
が、この平成31年度万国津梁会議設置等支援業務委
託企画提案仕様書と同じく平成31年度万国津梁会議
設置等支援業務委託仕様書、この２つについて、非常
に私は理解に苦しんでおりますが、まずこの企画提案
書にないものがこの業務委託仕様書に入っています。
このような内容になっている契約書については御存じ
でしょうか。
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。
　文化観光スポーツ部長。
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〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　企画提案仕様書といわゆる業務委託の仕様書でござ
いますが、基本的には項目別に見ると同じだという認
識でございます。少しわかりやすく構成などは変えて
いるかなというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　部長の皆さん、職員の皆さん、わか
らないのも無理ないと思いますよ。だって皆さん、こ
の仕様書、企画提案書、皆さん携わってないんだか
ら。ほとんど職員の方はこれに携わってないっていう
情報です。どなたがこの企画提案書を主につくったか
です。これは徳森さんだから何ですよ。皆さんその中
身知るわけないですよ。そして、具体的にもう一度言
いますよ。このお互い企画提案書とこの委託仕様書、
これができた年月日はどのようになっているかという
ことをまずお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時49分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　企画提案につきましては、31年４月３日付の予算
の執行伺いへ添付している資料でございます。その際
にこの予算の執行に当たって企画提案の募集の考え方
でありますとか、その仕様書を添付しておりますが、
その際にできたものでございます。先ほど県職員以外
が作成ということがございましたけれども、この仕様
書につきましては当方のほうで作成しているというと
ころでございます。
〇又吉　清義君　ですからこれはいつできましたか。
上のものは４月３日、もう一つはいつできましたか。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　４月３日付の起案でございます。当然事務処理でご
ざいますので、その日あるいはその少し前には作成し
ているというところでございます。
〇又吉　清義君　休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。

　いわゆる契約に添付される仕様書につきましては会
計処理の関係でいいますと、支出負担行為を行うとき
に添付書類として案がございます。この支出負担行為
は５月24日の起案でございます。
〇又吉　清義君　私が言ってるのは、仕様書に企画提
案仕様書１つ……
〇議長（新里米吉君）　休憩なら休憩お願いしますと
……
〇又吉　清義君　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51分休憩
　　　午後２時51分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私は議員の質問にお答えをしているつもりでござい
ますが、いわゆる業務委託の仕様書につきましては、
支出負担行為の際になされますので５月24日付の支
出負担行為の際に契約書の案とあわせて、その業務委
託の仕様書というところでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　いいですよ。じゃ、もう一度お伺い
しますが、平成31年度万国津梁会議設置等支援業務
委託仕様書これについてはじゃ皆さん決裁を受けてい
るということで確認を受けてできたということでよろ
しいですね。
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（新垣健一君）　支出負担行
為の中で、決裁を受けているというところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　じゃ、このできた委託仕様書が決裁
を受けてありますので資料として後で提出いただきた
いんですが、大丈夫でしょうか部長。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　支出負担行
為にかかる資料につきましては、提出いたします。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　次、概算払いについてちょっとお伺
いいたします。
　この概算払いについて私も非常に疑問なんですが、
まず契約書に明記されている概算払いについてほぼ同
じ種類の委託契約書であるトークキャラバンの契約書
と比較検討をして、担当部署としてその中身について
概算払いの確認をしたことありますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
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〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　比較はして
おりません。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　これは総務部長にお伺いいたします
けど、大体似たような委託業務です。同じ委託業務で
一月以内にできた委託業務です。中身が違うのを皆さ
ん信じられますか、概算払いで。沖縄県庁って概算払
いというのはつくるところによって全部ばらばらなん
ですか。行政というのは普通一緒じゃないですか。ど
うですか、総務部長。
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。
　概算払いのほうですけど、午前でも答弁させていた
だきましたが、基本的には地方自治法施行令、財務規
則に沿って概算払いができるというふうになっていま
して、概算払いは債務金額が確定しない場合に債権者
に対し、概算により一定の金額を交付する支払いのこ
とを言っているところでございます。概算払いにすれ
ば委託料も当然にこれができるようになっているとこ
ろでございます。
　概算払いの考え方でございますけど、いわゆる委託
料については概算をもって支払わなければ事務の取り
扱いに支障を及ぼす場合には契約金額の範囲内で、概
算払いができるというふうになっています。それぞれ
部局においては業務の中身が違いますので、その業務
によって事務の取り扱いによって概算払いの取り決め
を決めているというところでございます。
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２時55分休憩
　　　午後２時55分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　又吉清義君。
〇又吉　清義君　確かに、部長が言ったように若干の
違いはある程度私も認めます。中身がこんなに違って
いいのかなと。今、概算払いでこの万国津梁会議設置
等支援事業、第16条があります。そして、そこには
(2)というのが入っております。次、トークキャラバ
ンです。この(2)は一切入っておりません、概算払い
は。そして、４と５という皆様方が委託業務するとき
の従来からある中身が入っております。この４と５の
中身、残念だけど万国津梁会議の中には入っておりま
せん。大幅な違いですが、お手元にこういう資料持っ
てないんですか。私はきのう担当に持ってきて準備す
るように言っておりましたが、これなしでは前に進め
ませんよと言いましたが確認してください。

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58分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇又吉　清義君　トークキャラバンのほうからお伺い
いたします。
　トークキャラバンの概算払い、18条２、３、４、
５とあります。４、５の項目、これは万国津梁会議に
入っておりませんが、どのような中身になっているん
でしょうか。ぜひちょっと読み上げて知らせていただ
きたいんですが。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　４と５でよろしいです
か。
　４、乙は業務委託料が著しく減額された場合におい
ては受領済みの金額が減額後の業務委託料の10分の
４を超えるときは、乙は業務委託料が減額された日
から30日以内にその超過額を返還しなければならな
い。５、甲は乙が第４項の期間内に超過額を返還しな
かったときはその未返還額につき同項の期間を経過し
た日から返還をする日までの期間について、その日数
に応じ、年に2.7％の割合で計算した額の遅延利息の
支払いを請求することができる。
　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　このような内容が万国津梁会議のほ
うには入ってないかと思います。しかし、トークキャ
ラバンに入ってない内容がこの概算払い、第16条に
どのような内容が入っているかというと、(2)という
のが入っております。この(2)はトークキャラバンに
ないと思いますが、(2)というのはどのような内容に
なっておりますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず16条の本文から読み上げます。乙は前条の規
定にかかわらず次の各号に掲げる区分に応じ、当該各
号に定める額を上限として、業務委託料の概算払いを
甲に請求することができるものとするでありまして、
２号のほうで委託事業の進捗度合いに応じて業務委託
料の10分の９に相当する額という規定でございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　そうですよね。トークキャラバンに
はそういうのはないです。同じ概算払いでも。しか
し、これだけは特別にこういうのがある。そして、超
過し減額になった場合に、払い戻し要綱がうたわれて
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いない。皆さん、こういった契約書でいいんですかと
いうことを私は言いたい。同じ自治体、同じ沖縄県庁
内でどうしてこんなより分けしないといけないんです
か。このより分けした理由は何でしょうか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほど総務部長からございましたように、まず概算
払いとは債権者が確定していれば債務金額が未確定の
場合においてもあらかじめ一定の金額を債権者に交付
し、後日精算額が確定したときに精算する制度という
ことが前提にございます。今回は私どものほうで３回
にわたって概算払いをしているわけでございますが、
業務が万国津梁会議の実施などが行われているという
確認をした後、全体として契約当初に全体日程が決
まっていないであるとか、開催頻度や回数が委員長の
決定のため予測ができない、幅広いテーマの議論のた
め情報収集の必要がある、あるいは先行したテーマ以
外に新たな会議の立ち上げの可能性があるというとこ
ろで柔軟に対応できるように概算払いを進めていたも
のでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　じゃ概算払いで具体的に幾らの金額
をまずお支払いになったか、もう一度お答えくださ
い。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　令和元年の６月10日に722万円をまずお支払いし
ております。それから２回目に８月６日に722万円、
それから３回目に９月４日に722万円でございまし
て、現在支払いの累計は2166万円となっております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　この概算払いを支払った段階、きょ
う現在で会議はどのような会議が何回置かれ、トータ
ルで何回の会議が終わりましたか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず米軍基地問題に関する万国津梁会議でございま
すが、第１回会議を５月30日にそれから第２回会議
を８月８日に開催しておりまして、今年度末までに計
４回程度の開催予定だと聞いております。それから児
童虐待に関する会議につきましては、第１回会議を７
月25日にそれから第２回会議を10月10日に開催して
おりまして、11月８日に委員長のほうから知事に意

見が手交されているところでございます。それからＳ
ＤＧｓに関する会議につきましては、第１回会議を８
月６日にそれから円卓会議を９月28日に開催してい
る状況でございます。
〇又吉　清義君　休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時４分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　会議として
は先ほど申し上げた回数でございまして、米軍基地が
２回、児童虐待が２回、ＳＤＧｓが会議１回に円卓会
議が１回でございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから、この会議を図にしてみる
と、非常に私疑問でなりません。（パネルを掲示）　
この2100万余りの会議、６回です、トータルで。１
会議当たり350万の会議です、単価が。皆さん、信じ
られますか。１会議350万のコストがかかっている会
議、一体どんな会議なんですか。今、急遽部長はあと
２会議やるような話しておりますが、理解できますか
部長。お答えください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　万国津梁会議につきましては、いわゆるすぐれた識
見をお持ちの方に委員になっていただいて、幅広い意
見を出していただこうという目的で会議を設置してお
ります。当然委員の方についても、海外からというこ
とも想定がございました。またいろんな形での研究が
なされるということも想定をしていたところでござい
ます。そういった意味でこの会議につきましては、５
テーマ２回を基本にして積算をしたところでござい
まして、その委託に当たっての積算をいたしますと
2400万というところでございます。ですので、いろ
んな形でそういったところで取り組んでおります。ま
た業務委託につきましてはいわゆるそういったのとあ
わせまして会場の確保・運営でありますとか、整理で
ありますとか、日程調整、それから当然外国語対応も
含めた会議運営や議事録の作成、委員の報酬等もろも
ろの業務含めまして、実施するということがございま
したので、そういった2400万という予算となってい
るところでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから、この委員の支払いの予算
は結構です。私はどうのこうの言いません。支払う金
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額の中身を皆さん御存じですかと、本当にその金額で
いいんですかと。一例申し上げましょう。10回の会
議で皆さん会場使用料10万円ついております。その
今６回行われたうちの中で、既に何回が公共施設であ
る県庁で行われましたか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　米軍基地の２回につきましては、県庁で実施されて
おります。それから児童虐待に関する万国津梁会議に
つきましては、２回のうち１回がホテル、それから２
回目を公共的な施設で行われております。ＳＤＧｓに
つきましては、１回行われておりますが、いわゆる民
間のホテルで実施されております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　このように皆さん、会議を行われる
中で、県庁で行われているにもかかわらず、予算を
しっかり皆さん出してますよね。おかしいと思いませ
んか。もっとおかしいと思うのは、事業計画。徳森さ
んは６月１日に皆さんに提出いたしましたよね。５月
30日に事業計画前に、そして５月24日に契約してお
ります。アメリカからすぐに来て５月30日に会議が
できるなんてジェット機乗ってきたんですか。こんな
にすごいスピードで、皆さん疑問持ちませんか。御存
じですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時９分休憩
　　　午後３時９分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　確かに５月24日に契約して第１回の米軍基地問題
に関する万国津梁会議が５月30日でございました。
それで１週間ほど調整する時間はあったのかなという
ふうに理解をしております。
〇又吉　清義君　休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　５月24日は

金曜日となっております。約１週間後の５月30日に
第１回会議が行われたというところで、その契約後の
開始であることから特段問題ない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）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　部長、もっと真剣に考えたほうがい
いですよ。大学の先生方そんなに暇ですか。アメリカ
から来る人も、県外から来る人も、皆さん早くて月曜
日にしか連絡できないのよ。大丈夫ですか。そんなに
暇な皆さんの集まりなの、これ。私は違うと思います
よ。皆さん明確に言っておりますよ、有識者。やるの
がなくて困ってる皆さんのお集まりなんですか、これ
は。ですからこれはどう見たって最初から仕組まれて
しまっている、皆さん。契約書もとる側が有利になっ
ている。いろんな中身を見れば見るほど本当に私は悲
しいです。県庁よ、もうちょいしっかりしてくれと言
いたい。しっかりしてくれと言いたい。こんな行政で
は沖縄県民、みんな不幸になるよ。不幸になるよ。
　そしてもう一度お尋ねいたしますよ。この徳森さん
から出たこの支援業務スタートチームの事業計画です
よ、人件費が８つあります。この８つの人件費という
のは皆さん、どなたが受け持つか御説明受けました
か。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時12分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず、１つ目でございますが、まず徳森さんがつ
くった契約書ではございません。これは私どもが事務
的に作成した契約書でございます。
　それから２つ目に、徳森さんから出た事業計画書で
ございますが、これもいわゆるコンソーシアムとして
提出した事業計画でございます。
　それからその８名分の人件費につきましては当然誰
の分ということは聞いておりますが、個人名は差し控
えさせていただきたいというふうに思います。
〇又吉　清義君　ちょっと休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時13分休憩
　　　午後３時13分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　又吉清義君。
〇又吉　清義君　別の角度でお伺いします。
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　じゃ、平成31年度万国津梁会議設置等支援業務委
託積算内訳、これはどなたがつくりましたか。
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（新垣健一君）　予算執行伺
いの積算内訳は当然、県職員のほうで作成をしている
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　県の皆様が同じ積算内訳書、そして
業務スタートチームの事業計画を立てて、どうしてこ
んなに金額が違うんですか。すごい金額ですよ。積算
内訳書は１日の手当５万2700円ですよ。皆さん、次
皆さんがつくったと言われるこの事業計画書、人件
費、時給3800円ですよ。どうしたんですか。どこで
心変わりしたんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　議員のお聞きになっていることと、私の答弁がちぐ
はぐなのは違う書類を今見てたからだなというふうに
思いました。当初私ども予算執行伺いでの積算を私ど
もでやったというのは先ほど答弁したとおりでござい
ます。それが会議日当であるとかというところで総括
責任者５万2700円、専門Ａは３万7900円というとこ
ろでいわゆる県の積算基準に基づいて作成したところ
でございます。契約に当たりましては、業者のほうで
積算をいたしまして、１時間当たり3800円という単
価で提出があったところでございます。
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３時15分休憩
　　　午後３時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　ですので、先ほどの私の答弁は、いわゆる当初の予
算執行伺いの積算資料を私どもが作成したという理解
で答弁を差し上げたところですが、もう一度繰り返し
で恐縮ですが、予算執行伺い上、県がどれだけの予算
を使うかというのは私どもで当然作成をいたします。
それから契約に当たりまして、それに必要な積算につ
いては業者のほうで積算をしているというところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから積算する中で皆さん、この
人件費等説明受けると思うんですよ。だって誰が責任
者かスタッフかわからん中でこんな事業わからないで

やるんですか。別にＡさん、Ｂさんでもいいんです
よ。本当にこういうのも誰が責任者かもわからずに皆
さん公表もできないんですか。おかしいと思いません
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（新垣健一君）　いわゆるコ
ンソーシアムの中でしっかり業務を進めていただくと
いうところで人件費を――どなたがそういった役割を
担ってどういった積算になるということを確認をして
いるというところでございます。
〇又吉　清義君　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。
　又吉清義君。
〇又吉　清義君　時間がなくて、余り聞けなくて大変
申しわけないですが、本当にこの事業計画10回の会
議だけど、皆さん実際は６回しかやってない。この中
で、しかし皆さんはこれを既にお支払いしている。そ
して単価も非常に高い。県庁を使うのにその費用も
入っている。コストは高くなっている。
　その中で総務部長にお伺いいたします。皆さんの総
務部財政課の委託料の各種事業、調査業務の外部委託
について、(2)にどのように明記されていますか。委
託をするからにはこれをちゃんと守りなさいと書かれ
ております。どういうふうに明記されていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時18分休憩
　　　午後３時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　大変失礼いたしました。
　委託料のほうで各種事業、調査業務の外部への委託
という項目の中で、外部への委託は次のいずれかに該
当する場合に限ることとするということで、議員の
おっしゃっている(2)のほうですけど、これは外部に
委託することにより事業の効率化やコスト縮減が図れ
る等、合理的理由がある場合というふうな形で定めて
いるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　ですから部長、これコスト低減に
なっていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩
　　　午後３時21分再開
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〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　失礼いたしました。
　ちょっと説明が足りませんでした。外部委託する場
合の考え方ですけど、済みません、私は(2)だけ読ん
でしまいましたけど、これは外部委託は次のいずれか
に該当する場合ということで、(1)のほうもございま
す。高度または専門的な知識・技能を必要とし、県で
直接実施することが困難な場合ということがございま
して、このいずれかに該当する場合には外部委託とい
うことになっております。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　その中で、県で主催する６つの会
議、何回開きますか。具体的に。県で主催してできる
会議ですね。県内の方々だけが集まってできる会議、
幾つありましたか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時22分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　いわゆる万国津梁会議は幅広い知見をお持ちのお方
に委員になっていただいて、その中の会議を運営する
という支援の委託でございます。ですので会場確保、
設営や資料整理、日程調整それから会議の進行補助、
通訳手配等から成る会議の運営業務、それから外国語
対応を含めた情報収集及び資料作成、議事録作成、そ
れから報酬や旅費の支払いや必要な場合の旅行手配な
ど、幅広い業務を委託しているものでございまして、
私どもとしてはそういったことから委託になじむもの
というふうにして委託で実施したものでございます。
〇議長（新里米吉君）　又吉清義君。
〇又吉　清義君　もう時間となって締めるんですが、
これ県自身でできる業務が余りにも多過ぎる。その中
で皆さんしっかりとコスト面もはかってやるのが、私
は当然だと思います。しかし皆さん、こういうのは一
切なされてない……
〇議長（新里米吉君）　まとめてください。
〇又吉　清義君　そして、10回の会議なんですが、
６回しかやらないのに関して既にお支払いがされてい
る。そして、概算払いの４、５にあります……
〇議長（新里米吉君）　もう時間過ぎてます。
〇又吉　清義君　減額の場合は払い戻しもしないとい
けない。

〇議長（新里米吉君）　時間過ぎています。
〇又吉　清義君　皆さんそれも一切やらない。だから
問題あるということなんですよ皆さん。そういうのを
……
〇議長（新里米吉君）　時間過ぎています。
〇又吉　清義君　ぜひ、大事にしてやらないとこの契
約書、県の職員がたまったものじゃないし、大切な
我々沖縄県民の税金がこういうふうに使われて……
〇議長（新里米吉君）　時間もうとっくに過ぎていま
す。
〇又吉　清義君　いるということで私は非常に疑問が
生じております。
　ありがとうございました。ちょっと時間過ぎて、あ
りがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時47分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　会派沖縄・自民党の西銘です。
　よろしくお願いします。
　知事におかれましては、いろいろ大変だと思います
が、真摯な答弁をお願いしたいと思います。
　まず初めに、両副知事にちょっとお伺いしたいんで
すけれども、副知事在職中、今までの間でこういう会
食の場に何回か出たことがあると思うんですけれど
も、そういう契約前の方々とか、それにかかわる方々
と会食をしたことがおありかどうか、御答弁お願いし
ます。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　私はどちらかというと管
理部門が多かったものですから、職員同士というのは
よくあったと思うんですが、あとは契約ということで
はなくして、ハブ事業の関連でその副社長とか来たと
き、これは当然割り勘の中でですが、そういったのは
一、二回あったかもしれません。後はほとんど職員間
の懇親会だったと思っています。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　私もとより余りこういう会
合がないわけですから、私の記憶の限り業者と一緒に
同席をして会食した記憶はございません。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　もう一度同じく両副知事にお伺い
しますけれども、仮に部下や他人から誘われた場合
に、そこに誰がいるか、どういう目的かというのは確
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認するかしないか、どういうお考えか教えてくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　一般的な話として、誰が
参加してるのかというような話は聞くことは聞くと思
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）　たまに友達から来るときは
ありますが、誰が一緒なのかというのは多分聞いてい
ると思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　きょう午前中からずっと会食問題
のいろんな指摘があります。私もさきの議会でも知事
に李下に冠を正さずということも提言を申し上げまし
た。要は今回のこの一連の流れ、全てここから始ま
り、いろんなことがこう不信感につながっているわけ
ですね。ですから、知事の会食したことがプライベー
トだったのでという一言だけでは片づけられないと私
思っているんですよ。知事がどのようにお考えか、受
けとめていらっしゃるかはあれですが。要はそのぐら
い重たいことだと、知事みずからがお感じにならない
と。ましてや副知事も今同じような、要は相当重たい
というふうに思っていると私は今理解をしました。で
すから、覆水盆に返らず、元に戻すことはできないに
しても、いずれにしてもこの真相を解明すべきだと
思っています。本当に何もないんであれば、何もな
かったことをしっかり説明をする。または参考人招致
でお二人が来てこの身の潔白も含めて話すことが私は
県民に対する責任だと思います。
　これについては、また後ほどいろんな議員も触れる
と思うので、早速通告に従い質問に入りたいと思いま
す。
　１番、万国津梁会議とシンポジウムの入札方法につ
いて、(1)、入札方式は主に一般競争契約、指名競争
契約、随意契約があると思いますけれども、今回、万
国津梁会議、シンポジウム両方が随意契約（プロポー
ザル方式）となった理由について伺います。
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（新垣健一君）　万国津梁会
議についてお答えをいたします。
　本委託業務の実施に際しましては、県内外・海外で
活躍する識見の高い有識者等との外国語対応を含む連
絡調整や日程等の調整、幅広いテーマにおける海外の
先進事例等の情報収集や会議に係る資料作成等を行う
とともに、幅広いテーマに対応する高い能力を有する
担当者を複数配置することが求められており、会議を

効率・効果的に運営して事業目的を達成するために
は、広く公募を行いプロポーザル方式によって選定し
た業者というところで、それに伴う随意契約をするこ
とが必要だというふうに判断したことによるものでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　シンポジウムとトーク
キャラバンのことについてお答えいたします。
　地方自治体の契約は、地方自治法第234条により、
一般競争入札が原則となっておりますが、その性質・
目的が競争入札に適さないものをするときは、地方自
治法施行令第167条の２により、随意契約ができるこ
ととされております。本委託事業につきましては、マ
スコミを活用した広報や、普天間・辺野古新基地建設
の問題を国民的議論につなげる機運の醸成を図るた
め、効果的な普及啓発活動を行う必要があり、また全
国で行う事業であることから、広く公募を行い、プロ
ポーザル方式によって選定した業者と随意契約をする
ことが必要と判断したものでございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　今、両部長も随意契約は１号から
９号までできる場合があるというふうに私は理解して
おりますが、その中の２号というふうにお答えいただ
いたと思います。この性質または目的が競争入札に適
しないものなんでしょうか。それについてお考えをお
聞かせください。
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（新垣健一君）　先ほどの答
弁とは半ば少し重複するところもございますが、当該
業務に際しましては先ほど申し上げましたように、識
見の高い有識者等との連絡調整やいろんな先進事例等
の情報収集などが必要だということがございます。そ
ういう意味で会議を効率・効果的に運営して事業目的
を達成するためには、そのためのいろんな提案がなさ
れるというところが必要かというところで広く公募を
行うプロポーザル方式を採用したものでございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　シンポジウムにつきま
しても、いわゆる全国で行う事業でございます。そう
いった面で応募者の過去の実績など、そしてその提案
内容をきちんと精査する必要があるということでプロ
ポーザル方式をとった次第でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　通常プロポーザルというのは２社
以上からというふうに書かれています。１社でも随意
契約やっているケースは各県内部署――全部調べてみ
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ました、出ていました。ただ、じゃその中で随意契約
のメリット・デメリットについては両部長はどのよう
に考えているかお答えください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の随意契約は、いわゆる少額随契や特命随契と
は違って、プロポーザルの随契でございます。その観
点から申し上げたいと思いますが、いわゆるプロポー
ザル方式による随意契約は、契約の目的を達成するた
めに、主に価格以外の条件を重視することができる
と、それから業務内容に係る企画を提案させ、提案者
の中から契約目的に最も適した者と契約する場合に適
することが、一般的にメリットだと考えられておりま
す。一方で、最も効果的な提案をした者を選定するこ
とから、よりよい提案をするためには、必要経費の削
減が余りなされないというところで、経費削減の面で
は競争入札よりは不利になるかなというデメリットが
あるというふうに認識をしているところでございま
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）　文化観光スポーツ部長
と基本的に同一でございます。業務内容に係る企画を
提案させ、最も適した者と契約する場合に適するもの
と考えております。一方で経費削減の効果が余り働か
ず、経費節減の面では競争入札より不利になるものと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　デメリットについてはコスト削減
できないような話がありましたけれども、普通、行政
職員と業者の癒着の原因になるということが言われて
いますよね。全てが全てそうじゃないにしても、やは
り一般競争入札で価格の競争をして費用を下げる努力
をする。プロポーザルについては企画提案の内容、金
額ではなくて内容を重視してやる。比較して決める。
しかし今回、１社ずつじゃないですか、両方が。比較
のしようがないですよね、提案については。それで、
今回、両方とも１社ずつになったという理由はどのよ
うにお考えでしょうか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私ども公募を行いまして、公募期間は４月12日か
ら５月10日までの約１カ月間公募を行ったところで
ございます。そういった公募期間に応募があったのは
１社のみであったというところでございます。

〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　委託業者の選定に当
たりましては、県の他の事業と同様に沖縄県ホーム
ページの公募入札情報の欄に掲載しまして、ことし４
月19日から５月２日まで企画提案を募集いたしまし
た。結果として１社になっておりますが、基地問題を
テーマとしたシンポジウムやトークキャラバンのよう
なものを行う事業は全国的にも余り例がないことなど
から応募者が少なかったのではないかと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　後ほど資料をもとにいろんな説明
をしたいと思いますが、先に２番のほうに進みたいと
思います。
　(1)の万国津梁会議設置要綱について、起案部署、
起案日・決裁日、決裁者、施行日、概要について伺い
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず万国津梁会議設置要綱の起案部署は文化観光ス
ポーツ部交流推進課でございます。起案日は平成31
年４月２日、決裁日は平成31年４月５日、決裁者は
知事でございます。施行日は平成31年４月５日となっ
ております。
〇西銘　啓史郎君　概要について。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　失礼いたし
ました。
　同要綱では、万国津梁会議の設置目的、それから所
掌事務、組織、委員等に定めを置いているところでご
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　ちょっと確認ですけれども、万国
津梁会議の設置要綱というのは知事決裁であるんでと
ても重たいもの、大事なものだと思うんですね。予算
執行伺いについては、先ほど来説明で４月の何日でし
たっけ、日にちが多分決裁がおりる前に上がっている
んですが、予算執行伺いというもののそこに書いてい
ます支出負担行為、支出調書の目的と役割について伺
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず予算執行伺いでございますが、部局等において
予算を執行しようとするとき、その理由、金額、配当
予算額その他必要な事項を記載した書類を作成し、決
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裁を求めるものでございます。
　次に、支出負担行為でございますが、地方公共団体
の支出の原因となるべき契約その他の行為のことで、
物品の購入契約や補助金の交付決定などの行為を指し
ております。支出負担行為は、予算執行の第一段階の
行為で、全ての支出の原因となります。
　次に、支出調書ですが、支出調書は経費の支出をす
るときは、支出命令者は、出納機関に対して支出を命
令しなければならず、支出命令は、当該支出調書に支
出命令者が押印して行うこととなっております。
　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　では、文化観光スポーツ部にお聞
きしますけれども、予算執行伺い、手元にあるんです
が、その５のところ読み上げてもらっていいですか。
契約の相手方のところです。
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（新垣健一君）　予算執行伺
いの５、契約の相手方、プロポーザル方式で業者を選
定、随意契約の適応基準５の(2)の⑥のア、公表対象
と記載してございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　公表対象というのはどういう意味
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（新垣健一君）　いわゆるプ
ロポーザル方式によって随意契約をした後、その業者
名等を公表するという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　この適応基準探せなかったんです
けれども、公表する内容は限定されているんですか。
ここだけとか、業者名だけとか、それをお答えいただ
けますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時２分休憩
　　　午後４時２分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　実は、随意契約につきましては沖縄県全体で各部局
ごとではございますが、その状況をホームページで公
表をしているところでございます。いわゆる契約の日
時でありますとか、契約の相手方、それから契約の業
務、もちろん金額です。そういったものを公表してい
るという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　次に、支出負担行為書ですけれど
も、概算払いと記載されても支払いしないケースとい
うのは普通にあるものなのかお答えください。これは
知事公室長、お願いします。シンポジウムの件なん
で。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　シンポジウム、私ども
は18条ですか、概算払いができることになっており
ます。ただその概算払いは事業者からの請求に基づく
場合でございます。シンポジウムにつきましては受託
事業者から請求がないため支払いは行われておりませ
ん。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ということはシンポジウムについ
ては概算払いの計上はしたものの乙業者が受託者から
来なかったんで支払いをしなかったと。逆に言うと万
国津梁のほうは16条でしたっけ――基づいて支払い
をしたと。この16条にはマックスですよね。要は支
払わなければならないという、16条のところもう一
度読んでもらっていいですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時４分休憩
　　　午後４時４分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　16条、概算払いでございます。乙は前条にかかわ
らず次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める
額を上限として業務委託料の概算払いを甲に請求する
ことができるものとすると記載されております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ですから、上限としてと、請求者
が上限まで持ってきたらこれは支払うんでしょうけれ
ども、この大事なことは先ほど来言っている進捗度合
いに応じているかどうかだと思うんです。これはやは
り全然チェックできていないというふうに僕は理解し
ているんです。
　実は子ども生活福祉部の児童虐待。私２回目の現場
行って見てきました。４名のスタッフ、多分これはス
タートチームだと思うんですけれども、やっていたこ
とはお茶の出し入れだけです。そばに左側に執行部が
いて、執行部というか部長以下がいて委員長がいて、
奥に島袋さんもいました。あれ見ているとほとんど進
行も子ども生活福祉部、恐らく資料もそうじゃないか
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と思ったんですが、実際にはその仕分けというか何対
何くらいの業務でしたか。この２日間で。しかももう
意見書提出しておりますよね。何対何の比率ですか、
仕事として。
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）　子ども生活
福祉部では、児童虐待の防止に関するテーマで万国津
梁会議にかかわらせていただきました。会議としまし
ては２回でございますが、その内容としましては、県
の取り組みに関するものが主でありましたので、県の
ほうで資料を作成し、進行をさせていただいておりま
す。会場の確保であったり、委員との日程の調整で
あったり、また委員への報酬とか旅費の支払いであっ
たりというようなことは当部では行っておりませんの
で、それ以外の運営費、運営の状況と何対何であるか
というところはちょっと把握しておりません。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　これにまとめましたけれども、確
かに２回、しかも２時間ぐらいの会議でした。ちょっ
と済みませんけれども……（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
〇西銘　啓史郎君　こういう内容でした。その中で
２万7000円の価格も後ほど聞きますけれども、私は
非常に不審に思いました。
　それともう一つ、今の話だと多分ほとんどこの業務
は青少年・子ども家庭課でやられていると僕は理解し
ています。この進捗状況を現場で部長が見て、ああこ
れは８割、２割がチームだなと受託業者だと思えばそ
の対価は払い過ぎだと僕は思うんですよ。これは後ほ
どゆっくりやります。
　それともう一つ、先ほどの受託者からの概算要求あ
りましたけれども、応募要領、万国津梁会議の７番の
(1)、それから(4)を読み上げてください。頭から読ん
でもらっていいですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　まず(1)でございます。
〇西銘　啓史郎君　その前にその前の２行も……
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　参加資格で
ございますが、この手続に参加できる者は次に掲げる
要件全て満たすものであること。コンソーシアムでの
場合は構成員の全てが(4)から(10)までに掲げる要件
を満たすこと。そのうちの(1)でございます。当該委
託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有
し、かつ資金等について十分な管理能力を有している

こと。それから(4)でございますが、県内において業
務進捗状況または業務内容に関する打ち合わせに対し
て迅速に対応できる体制を有していることでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　まず(1)ですけれども、当該業務
を円滑に遂行するための必要な経営基盤と書いてあり
ます。先ほどの基金の方々、実際に請求して銀行に振
り込んだのはどこなのかちょっとお答えいただきたい
のですが、概算払いはどの口座、何県に振り込んだの
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　振込先は山形県の銀行でございます。山形県内の銀
行でございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　この読み方なんですが、参加資格
の中で経営基盤ということは、概算払いをもらえなく
ても運営できる経営力があるべきだというふうに読み
取れるんですね。それと(4)ですけれども、今おっしゃ
いました。迅速に対応できる体制を有していると書い
ておりますけれども、基金の方４名は県外にいらっ
しゃると私は確認しているんですが間違いないでしょ
うか。
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８分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　４人の方は本土と沖縄を行ったり来たりというふう
に聞いております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　であると、参加資格に私はこれ要
件を満たしていないと理解するんです。４人が県外に
いてしかも口座も県外ですよ。会議はこっちでやる。
お金をおろすときに山形の口座どこの銀行か知りませ
んけれども、那覇でおろせますか。その辺は確認して
いるのでしょうか。
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10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
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〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　いわゆる業
務の内容に関する打ち合わせ等に関して迅速に対応で
きる体制ということがございます。今現在の業務にか
かわっていただいているメンバーには必要に応じて当
然県内に来て業務をしてもらっておりますし、先ほど
銀行のキャッシュの話もございましたけれども、それ
はいろんな対応が考えられる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　要は県外のほうに口座を持ち、県
外に主たる事業所があり、沖縄事務所には、本来であ
れば僕は４人が沖縄に駐在していたら私は理解できま
すよ。常にいて常に県内のコンソーシアムと話をして
お金もすぐおろせて。そうであれば理解します。参加
要件として満たしているというふうにおっしゃるんで
あれば。そうじゃないですよね。行ったり来たりはす
る。口座は多分、どこの銀行か教えてくれないのであ
れですけれども、本当に那覇でおろせる口座なんです
か。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず１点目は、業務は当然必要に応じて県内で実施
をしていただいているということと、もう１点はコン
ソーシアムの中で当然有機的な連携が図られていると
いうことでございます。あと例えば現金については支
払い等は、振り込みという手もあるでしょうし、一定
程度お持ちになるということもあるでしょうし、いろ
んな対応は考えられるというふうに申し上げていると
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　済みません。
　振り込みか現金での支払いかも確認してないんです
か。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　私どもでそ
の確認はしておりません。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　だから進捗度合いを把握できてい
ない。現場の事務所も見ない。山形の事務所もわから
ない。一つの住所は自宅ですよ、ある方の。もう一つ
はビルありますけれども、これしかし契約書には入っ
てきていません。そんなことを契約する段階でしっか
りチェックし、支払いはどんなふうにしているのか。
言われたままにお金だけ振り込む。後は知りません
と。それじゃやっぱり県としてどうかと僕は思います
ね。県民もやっぱりおかしいというふうに思っている

と思いますよ。何かあればどうぞ。
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（新垣健一君）　私どもは契
約に際していわゆる４社コンソーシアムから成る各社
からの法人概要であるとか、類似事業に係る実績書、
定款、納税証明書が提出されており、そういったとこ
ろで十分な管理能力はあるというふうには考えている
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　実は議長の許可を得て副知事、知
事とあと部長にはこれ配ったと思います。（資料を掲
示）　私も全部契約書見まして、並列的に並べてみま
した。万国津梁会議の契約とシンポジウム。幾つか疑
問があるんです。
　まず、伺いますけれども、募集期間、万国は何日間
でしたっけ。土日、祝祭日除いて。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　４月12日金曜日から５月10日金曜日まででござい
ます。土日といわゆるゴールデンウイーク等の連休を
除きまして15日と、数えてみると15日になるという
ふうに思います。
〇西銘　啓史郎君　私、間違いですね。18日と書い
てある。どうぞ、知事公室長お願いします。
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。
　募集期間は４月19日から５月２日で、土日、祝祭
日、公休日を除きますと６日間になろうかと思いま
す。
〇西銘　啓史郎君　７日。
〇知事公室長（池田竹州君）　６日です。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　土建部長。いろんな契約があると
思うんですが、こういう随意契約またはプロポーザル
のやつで６日間、15日間という期間は、一般的で結
構です、長いか短いかお答えいただけますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時18分休憩
　　　午後４時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
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〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　建設業法で金額によって公告から参加表明までの提
出期限が決まっておりまして、5000万以上が15日、
500万以上5000万未満が10日ということになってご
ざいます。プロポーザル方式につきましては、工事に
準じて同様な日数で行っているという状況でございま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　そういう意味では両部長にお伺い
しますけれども、この15日間、６日間については法
的に違法ではないというふうに理解してよろしいんで
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（新垣健一君）　私ども公募
期間は適切であったというふうに理解しております。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　私どもも同様に考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　その結果が１社しかなかった。先
ほど来話をしておりますけれども。応募説明会も、シ
ンポジウムのほうは開催せずというふうに聞いていま
すが、それ間違いないでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　そうでございます。
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、まずシンポジウムに関
していうと、募集公告を見て実質６日間でエントリー
をして審査を皆さんがやったということですよね。非
常に無理があるように私感じるんですけれども、ある
意味もう確定していないとできないんじゃないかと思
うくらい、私は普通には感じません。皆さん、十分だ
というふうに今おっしゃいましたけれども、これが本
当に県民の皆さんにそう見えるのかどうか。そこら辺
をもっと明確にしてほしいと思います。
　それともう一つ、３番の応募資格のところですけれ
ども、今、支援業務について話しました。シンポジウ
ムについて(5)のところ読み上げてもらえますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　(5)、過去３年間に国
（独立行政法人、公社及び公団を含む。）、地方公共団
体または公共的団体が行った自然保護関連の会議開催
などの同種または類似業務の実績があることという形
になります。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　今のエントリーしたＮＤはそれの

どの実績があるんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時22分休憩
　　　午後４時23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）　お答えいたします。
　幾つか過去に環境関係のシンポジウムなどを開催し
ている実績がございます。例えば、シンポジウムとし
て再処理政策の経済性を問う。そして、日米原子力協
定に関する訪米活動の企画、そういったさまざまな講
演などを実施しているものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　これは国、地方公共団体または公
共的団体が行ったものでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　認定特定非営利活動法人などが行っているものでご
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　この(5)の中にそれは含まれるん
ですか。私の見方では国かまたは地方公共団体のとい
うふうに読めるんですけれども、自分たちが主催した
シンポジウムの経験があるからということでよろしい
ですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時24分休憩
　　　午後４時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　国または地方公共団体
または公共的団体ということで、一応ＮＰＯもそう
いった団体、公共的な団体にはなろうかと思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　これは後でしっかり弁護士とも確
認したいと思いますが、続いて15番の契約保証金の
件について伺います。
　シンポジウムは免除していますが、万国津梁会議は
保証金をとっています。万国津梁会議について納付
日、納付者。納付日時もお願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時25分休憩
　　　午後４時25分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
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します。
　納付日は５月24日、納付者は万国津梁会議設置等
支援業務スタートチーム、代表者は子ども被災者支援
基金でございます。
〇西銘　啓史郎君　理由、理由。
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。
　新外交イニシアチブにおきましては、過去３カ年の
間に公共的機関などから複数件のシンポジウムなどを
受託しており、当該委託についても履行しないことと
なるおそれがないと考えられることなどから、財務規
則101条の２(10)に該当すると認められるため、免除
したものでございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　今、シンポジウム、キャラバンは
年度内何回予定して、何回実施できていますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　シンポジウムは、キッ
クオフシンポジウムが１回、そしてキャラバンを５回
予定して、合計６回を想定しております。そのうち
今、札幌までで４回終わっ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　これ予定どおりに進行していると
理解していますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　当初の予定では、たし
か年内に全て終わらせるという計画だったと思います
ので、当初よりはおくれているものというふうに考え
ています。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ということは、契約どおりに履行
できないケースもありますよね。１月から３月にはも
う資料のまとめで提出になっていますよ、業務計画書
を見ると。年内に全て、あと残っているのが仙台と福
岡だと思います。12月中にやらなきゃいけないです
よ。できますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　残りの開催につきまし
ては、知事の行政視察など離島を検討しています。そ
の辺の日程の中で検討してまいりたいと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　何が言いたいかというと、契約不
履行のおそれがあるわけですよ。そのために、財務規
則で保証金は免除されていますね。契約不履行の場合
は、甲からの解除権もありますよね。契約上、うたっ

ていますよね。私が何を言いたいかというと、全て出
来レースになっていて――言葉の表現余りよくないで
すね。全て審査もやったんでしょうけど、無理なこと
を寛大に許して、例えば本来厳しくすべきところを寛
大に許して、逆に本来県民が見ておかしいと思ういろ
んなことは、いや、おかしくありませんと言っている
ふうにしか聞こえないんですね。今の執行部の答えだ
と。
　ですから、質問のほうに戻りますけれども、例えば
この有識者への金額ですけれども、シンポジウムの登
壇者の謝金は幾らになっていますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　謝金につきましては、契約締結に当たり専門家につ
いては２万7000円、トークセッションの登壇者につ
いては１万円を基準に個別に調整して支払いを行って
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、どこの決済に入っています
か、この金額。どの決済の中に入っていますか、この
２万7000円というのは。仕様書でもいいですよ。シ
ンポジウムは一切入っていませんよ。県の決済の中で
すよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時29分休憩
　　　午後４時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。　
　県の見積もり積算時におきましては、謝金について
はこれまで実施したシンポジウムの講師謝礼金の実績
額３万円をもとに積算しております。今回、受託業者
から提出された２万7000円の見積額は妥当というふ
うに判断しております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　これ、たまたま２万7000円が合
致しているんですか。万国津梁会議は２万7000円、
県から出している。シンポジウムも同じように２万
7000円を出している。その２万7000円の根拠は政策
参与と一緒で、広大にいろんなことを調べるから、シ
ンポジウムは広大に何か調べていますか。本当におか
しいですよ、この契約の仕方。そこに疑惑が発生する
んですよ。どうですか公室長、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）　県のいわゆる講師謝礼
金支払い基準などでは、県外大学教授の時給が１万
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1000円となっております。そしてシンポジウム、今
回基本的に打ち合わせなども含みますと、有識者を約
４時間ぐらい拘束していると。そうすると４万4000
円になりますので、それからすると、必ずしも高額な
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）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　総務部長、総務部長、伺います。
　平成18年３月31日の審議会等の構成員に対する謝
礼金支払い基準について通知、総務部長名で発せらて
いますが、これはまだ生きているんでしょうか。それ
とも、改定されていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　特に改定はございません。
〇西銘　啓史郎君　違う、違う。この通知は有効
……。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時32分休憩
　　　午後４時33分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇総務部長（金城弘昌君）　審議会等構成員に対する
謝礼金支払い基準というのは、平成18年３月31日の
通知のことでありましたら、それは有効でございま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　その４と、それから用語の定義の
会合のところを読み上げてください。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　「「会合」の構成員に対
する謝礼金の日額は「8,400円」とし、平成18年４月
１日から適用する。」また、「４の基準によりがたい場
合は、財政課長に協議して定めるものとする。」と規
定しています。
〇西銘　啓史郎君　会合のところ読んでください。用
語の定義の会合とは何かについて。
〇総務部長（金城弘昌君）　失礼いたしました。
　会合の定義でございますけど、「有識者等の意見を
聴取し、当該意見を県の行政上の意思決定に参考とす
ることを主たる目的として、要綱等に基づき開催され
る連絡会、懇談会その他会合（協議会、委員会、連絡
会、懇話会、研究会等の名称の如何にかかわらず、当
該目的の下に開催される会合をいう。）」というふうに
しています。

〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　それからすると、２万7000円の
根拠というのは、私全く見えないんですよ。この４の
会合の適用、それから今、「４の基準によりがたい場
合は、財政課長に協議して定めるものとする。」とあ
ります。
　両部長、私確認しましたけれども、財政課長は相談
されていないとお聞きしましたけど、総務部長どうで
すか。これ、確認できますか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。　
　今回の万国津梁会議、シンポジウムの謝金の件でご
ざいますけど、総務部に協議すべきだったのではない
かということでございます。先ほど申し上げましたよ
うに、要綱等に基づき開催される会合の構成員に対す
る謝金、報奨金につきましては、総務部長通知により
日額8400円の基準額を設定しております。これによ
りがたい場合は、総務部に協議して金額を定めること
ができるとしております。ただ、一方この件につきま
しては、委託料からの支出でございます。委託料から
支払われる謝金であることから、通知に基づく総務部
協議の対象外、対象とはなっておりません。
　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　これ、全て税金ですよ。直接県
が払うから8400円、委託料だから２万7000円がオー
ケーということはあり得ないと思います。業務に対す
る対価ですよね。もう出来レースのような感じがし
て、本当に私、県民は理解できないと思います。
　次に行きます。
　池田公室長に伺いますけれども、９月の議会のとき
に徳森さんのことをどのように答えたかちょっと、ど
ういう役割かを聞いたときに答えたことを覚えていれ
ばお願いします。シンポジウムの件で。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時36分休憩
　　　午後４時36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）　当該シンポジウム、
キャラバンの受託の契約者は東京に所在している新外
交イニシアチブでございます。企画提案書によります
と、新外交イニシアチブには、ほかに沖縄県外、国内
外で20名以上のスタッフが在籍しており、沖縄事務
所は従たる事務所として存在し、企画提案書には沖縄
スタッフの方の記載がございます。
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〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　前回そういうふうに答えていない
んですけれども、シンポジウムの開催に当たりまして
は、提案書において沖縄スタッフとして徳森さんの名
前が掲載されているということでしたが、それでよろ
しいんでしょうか。シンポジウムのスタッフとして。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　シンポジウム、キャラ
バンの契約書になっていますので、基本的にはそれで
構わないと思います。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ということは、徳森さんは万国津
梁会議のメンバーでもあり――９月でやめましたけれ
ど――シンポジウム、キャラバンのスタッフでもある
と。要は、２つから手当をもらっているという理解で
よろしいんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　当初、ＮＤさんは沖縄でも全国キャラバンの活動が
あるというふうに考えてそのように記載したと伺って
おります。しかし、このトークキャラバンキックオフ
シンポジウムを含めまして全て県外での事業でござい
ます。ですから、結果として沖縄スタッフは一切関与
していないという形になっております。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　ちょっと休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時38分休憩
　　　午後４時38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　シンポジウムのスタッフの中に３
名ぐらいいると思うんですよ。その中の１人というこ
とはないんですね、じゃ。別に３人東京にいらっしゃ
るということでよろしいですか。猿田さん入れて、残
り２人ですかね。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　議員のおっしゃるとおりでございます。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　総務部長にお伺いしますけれど
も、財務規約というか規則というか、例えば今回決裁
者一つ見ても契約者一つ見ても、何かばらばらなんで
すね。例えば、フォーマットがあって普通はＡならＡ
のパターンの契約書があり、全てこうやっていくと僕
は思ったんですけど、今回見てるとほとんど共通事項
がなかったり、いろんなのがあるんですけど、この

フォーマットというのは県としてはどのように考えて
いるんですか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　いわゆる業務委託契約の中身ということでございま
すが、当然ながらその業務委託の内容によって、やは
り中身はいろいろ変わってくるかと思います。一方、
共通的な部分が当然ございますので、そういった共通
的な部分を押さえつつ、事業によってはその事業に応
じた契約内容となりますので、そういったところで部
局それぞれで少し違う部分が出てくるのかなと思って
います。
　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　万国津梁会議については最後にし
たいと思うんですけれども、先ほど部長のほうから、
説明会には３社が来たと。その中に山形が入っている
かどうかはわかりませんけれども、この山形の鈴木さ
んが弁護士を通してつくった文書の中にこう書かれて
います。
　令和元年に入り万国津梁会議が発足し、沖縄県がそ
の事務局を運営する業者を公募していることを知りま
したと。ということは、彼女が知ったのは令和元年な
んですね。５月１日以降なんですよ。それまで知らな
かったということなんです。これについては、どうい
う説明になりますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　多分、私ど
もが公募をしたのを見て知ったということをお伝えし
たんだ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　お答えできないというのが先ほど
からあるんで、要は、彼女は５月まで一切この存在を
知らなかったとすると、公募に来た方々とどこかで話
をして、じゃあなたが所長をしなさいと、代表者にな
りなさいと、私は見えるんですね彼女のあれを見る
と。わずか十何日間でコンソーシアムを組んで、どう
のこうのとは事前に何かやらなきゃできないと思いま
す。これ、シンポジウムも一緒です。全体的にスケ
ジュール感に非常に無理なものがあり、その中であえ
て決めた。でなければ、事前に決めている。私はその
ようにしか見えません。恐らく県民もそうだと思いま
す。
　では、残り時間がないので、辺野古基金について伺
いたいと思います。県として辺野古基金の活用につい
て把握していれば伺いたいと思います。
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〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　県としては直接辺野古
基金を把握するものではありませんが、辺野古基金の
ホームページで確認したところ、同基金につきまし
ては、令和元年11月30日までの約４年７カ月で７億
2451万円を超す寄附金が寄せられており、県内外か
ら多くの寄附が寄せられているものと認識しておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　時間がないので、決算等について
は把握されているということなんで、私も見てびっく
りしましたけれども、いずれにしても知事、知事の海
外出張ですけれども、県民の100％がこの辺野古に反
対しているんであれば、公費を使うのもわかるんです
が、そうじゃないという方が私の周りにも何名かいま
す。本来は県費を使うべきではないんではないかと。
もし仮に本当に行くんであれば、そういった辺野古基
金を活用したりとか、そういったものに使うべきでは
ないかという声がありますが、知事はどのようにお考
えになりますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は公務として、正しくそ
の職務に専念をするということにおいて、支出をして
いただいているものというふうに認識をしておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　最後になりますけれども、例えば
自衛隊の反対、知事の公約にたしか入れていたかと思
うんですが、今、石垣・宮古のことに関しても、これ
をもしキャラバンやろうと思ったらできると思うんで
すが、そういう考えはあるんでしょうか。
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44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）　離島における自衛隊の配備
については、さまざまな意見があるものと承知をして
おりますが、そのことを何かキャラバンをするなどの
計画は今のところございません。
〇議長（新里米吉君）　西銘啓史郎君。
〇西銘　啓史郎君　最後になりますが、まだ疑惑の解
明は不十分だと思います。この後も我々の会派の人間
が追及しますので、真摯なお答えをぜひよろしくお願
いします。
　ありがとうございました。

〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　沖縄・自民党、花城大輔です。
　知事におかれましては悲しみの中で、朝から大変な
思いをされていると思いますけれども、あと２人よろ
しくお願いしたいと思います。
　午前中の島袋大県議の質問と重複する部分がありま
すけれども、引き続きおつき合いいただきたいと思い
ます。
　まず、万国津梁会議について伺います。
　委員選定について。
　これメンバーのうち、ＮＤのメンバーが多いという
ことがありました。また、ＮＤのメンバーだけではな
くて、ＮＤの評議員でもある屋良氏がお世話した方が
夫婦で入っている。これ文化観光スポーツ部長がおっ
しゃっていましたけれども、知事が選定したんですよ
ね。
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（新垣健一君）　委員につき
ましては、各会議の内容等によってすぐれた識見を有
する方々を、その上梓された著書でありますとか発表
された論文、意見などをもとに知事を含めた三役のほ
うで決定しているというところでございます。
〇花城　大輔君　議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時47分休憩
　　　午後４時47分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　花城大輔君。
〇花城　大輔君　知事とＮＤのメンバーが親しいとい
うことは大体の人が知っていると思います。これ普通
に考えて、その中でＮＤのメンバーが多いのは何か問
題があるんじゃないかとか、屋良氏と親交の深い人が
夫婦で入っているのはおかしいんじゃないかとか、そ
ういった話は出てこなかったんですか。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　お答えします。
　万国津梁会議の各委員のメンバーにつきましては、
先ほど申し上げましたように、学会のホームページ、
専門の著書等々、それからその人の意見等々総合的に
判断してリストアップをいたしました。ですからその
結果、夫婦であるということもその後に知ったんです
が、それは専門領域の知識を我々は求めているわけで
すから、夫婦であろうと何であろうと関係ないという
ことになりまして、それを審議の三役の議論の中で最
終的に案を出しまして、それを知事が決定したという
ことでございます。
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〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　これ県内紙の報道でも、「沖縄県政
でも取り巻き優先の「縁故主義」が頭をもたげつつあ
るのだとすれば由々しき事態だ。」というふうに断じ
られております。
　それについて何かコメントありますか。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　先ほど申し上げましたよう
に、万国津梁会議は高度な識見を有する内外の識者か
ら意見を聞きながら県政に資すると。その目的は先ほ
ど来申し上げていますように、沖縄21世紀ビジョン
に書かれている将来像を実現するためということに
なっております。それぞれの専門領域というのはたく
さんございますが、先ほど申し上げたように学会とか
出版した本とかその専門領域とかそういうことを客観
的にリストアップして、もちろんその中でお引き受け
できなかった方もおられるんですが、それを選別して
いって総合的に判断をした結果、我々がこの人はいか
がですかということで議論に上げて最終的に知事が判
断をしているということでございまして、議員がおっ
しゃられるようなことはありません。そのようなこと
は一切ございません。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　だから、この三役会議の中でＮＤの
メンバーの比率が高いんじゃないかとか、夫婦で入っ
ているのは大丈夫なのかという議論はなかったんです
か。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　先ほど来申し上げています
ように、その人の著書とか学会での発表、学会のホー
ムページをあけまして、その領域の専門家という視点
から我々は選別をしております。その結果、私も候補
に挙げた後にそれが夫婦であるということを認識しま
して、それを選別する前は夫婦というふうなことは
我々は知りませんでした。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　それでは、三役メモを公開するつも
りはありませんか。三役メモ、三役会議のメモです。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　資料を集めるときのホーム
ページの検索とか学会の発表とか著書等々の資料を私
のほうで多分厚くなるかもしれませんけど、その内容
を具体的に固有名詞を上げましたけど、専門領域も私
説明しましたけど、その資料というのはほとんど口頭
でそういうことで上がってきたということで、公式の
記録は残っておりません。

〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　三役会議というものは職員の方が後
ろについてきれいにメモをとっていて、この県政運営
や意思決定のあり方について後々評価をするという役
割もあるというふうに聞いてますけれども、本当に存
在しないんですか。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　これは人事に関することで
ございますので、先ほどから申し上げたような選出方
法で議論をして、一応そのときの資料はあったかと思
いますけど、それは公式に残している記録ではござい
ません。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　シュレッダーがなかっただけいいの
かもしれませんけれども、非常に――私だけじゃない
んですよ。知事の縁故主義じゃないかと言っているの
は。それはこのような形で質問をしても答えられなく
て、そのまままた残っていくわけですよ。これは県民
誰もが納得できる答弁もしくは先ほどの三役メモ、必
要だと私は思っております。
　それでは次の質問に移りますけれども、知事の会食
問題です。
　やはりこれ私、最初の知事答弁が初動を誤ったんで
はないかなと思っております。誰がいるかもわからな
かった、そして行ったお店の記憶もない。そして、万
国津梁会議の話題は出なかった。そういうことはない
ですよ。西銘議員も言っていましたけれども、秘書が
ついているんですよ。秘書に電話があって、知事をよ
こしてほしいと。何というお店に何時に行きますとい
うやりとりあったはずですよ。そして知事にこういう
場所に行きますというお伺いを立てる前に、こういう
場所に連れて行っていいかどうかの判断は当然秘書と
してやるべきだと思っています。それを知事が知らな
かった、そういう話はしていない。否定したところか
らここに知られてはいけない多くのことがあるんだろ
うということで我々調査を始めたわけであります。
　非常に今県民からこういったことを聞いてほしいと
いうものが出ておりますので、知事におかれましては
多少事実とは異なる部分もあるかもしれませんけれど
も、それを否定することによって自分の身の潔白を示
していただきたいと思います。
　では、この食事会の参加者である徳森氏との関係性
を幾つか聞いてみたいと思います。
　国会議員時代も含めて、秘書または公設秘書や私設
秘書ありますけれども、また後援会の何らかの役職、
または政治団体の何らかの役職に徳森氏がついていた
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ことはありますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　一切ありません。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　徳森氏やその関係者から献金を受け
たこと、またはパーティー券などの購入はありました
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）　それは私が衆議院時代のこ
とであれば、事務所が法にのっとって適正に処理をし
ているものと思います。
　私個人は受け取ったことはありません。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　今のはあったとしたら、事務所で適
正に処理されているということだったというふうに今
理解しましたけれども、寄附行為やパーティー券の購
入はあったということ。
　じゃ、もう一回答弁されたほうがいいと思います
よ。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　そのような何らかのパー
ティー券を買っていただいたということは、私に報告
はありませんので私は承知しておりません。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　徳森氏の県庁職員としての採用の期
間はあったか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　いろいろ確認させていただきましたが、在籍したと
いう記録はないことは確認しています。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　県庁内への出入り、そして職員との
接触はあったか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時55分休憩
　　　午後４時55分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　職員として勤務してきた
記録はございませんが、県庁の中身は公の場でござい
ますのでどなたが来てもいいようなことになっている
ものですから、そこまでは確認できないところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　知事公舎への出入りはあったか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。

〇知事（玉城デニー君）　勉強会はやったことがあり
ますので、何回かあります。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　記憶にある限りで構わないので回数
と、今の勉強会なら勉強会、もし別の目的があれば別
の目的、答えられる範囲でお願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　恐らくその研究の内容が沖
縄の振興計画に関するさまざまなことで、いろんな分
野にわたる意見交換を行ったというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　この知事公舎への出入りに関して
は、月曜日の朝一発目、大浜議員がやります。しっか
りと答弁を準備していただきたいと思います。
　そして、この会食の際、フジロックの話題に触れた
というふうに前回の議会で答弁がありました。この徳
森さんがフジロックへの出演の橋渡しをした方ではな
いかというようなうわさもあるんです。それについて
はいかがですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　そのような経緯はございま
せん。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　では、１個だけちょっと個人的に納
得したいので確認をしたいんですけれども、知事がフ
ジロックの出演を依頼されたのはいつですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　５月17日に、フジロック
フェスティバル・ザ・アトミックカフェ関係者の
方々、そのほか合計３名で、ザ・アトミックカフェへ
のライブアンドトークの出演依頼ということで表敬を
受けています。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　ごめんなさい。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時58分休憩
　　　午後４時59分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇花城　大輔君　非常に今、県民の間でため息が漏れ
ているのは、知事にすごい人気が高まっているのはそ
の爽やかさとそれに対する期待だというふうに言って
いました。それがこの会食問題をきっかけに非常にお
かしなことがどんどんどんどん出てきていて、部長の
答弁が非常に苦しい。これでは県民のための本当の仕
事ができる状態とは思っていません。この後も我々自
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民党会派の質問はどんどん続きますけれども、もう月
曜日を最後にしてしっかりと県民のための仕事ができ
るような体制をつくっていただきたいというふうに私
は思っております。もう苦しいことは早目に解決し
て、本来のあり方になっていただきたいというふうに
思っております。
　次に移ります。
　ちょっと順不同で進めさせていただきます。
　ＩＳＣＯについてです。これ前回の議会でもさせて
いただきました。
　まず、ＩＳＣＯの出捐金について。出捐金比率につ
いて改めて説明お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時１分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　３億5500万円のうち、県が42％というふうになっ
ております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　失礼しました、部長。最初の質問は
ＩＳＣＯの現状についてお聞かせくださいということ
でありました。お願いします。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　11月26日に開催されたＩＳＣＯの理事会及び評議
委員会において、次期理事長を年度内に公募・選考す
ることが承認されまして、12月４日より公募を開始
したとの報告を受けております。
　それからＩＳＣＯの現状についてですけれども、会
員数が９月時点の165団体から178団体へと13団体の
増、それからＭＯＵ締結先も県内・海外含め17団体
から20団体へと３団体の増と順調に推移しているほ
か、実行委員会事務局を務めるリゾテックおきなわ国
際ＩＴ見本市では、目標とした協賛金や出展者数を超
える見込みとなっており、順調に準備が進められてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　ＩＳＣＯについては、出捐金比率が
民間が６、那覇市と沖縄県が４ということで６対４
で、ＩＴ業界でイノベーションを起こすという観点か
ら民間主導であるべきだというふうに私は思っており
ます。
　しかしながら現在、沖縄県から出向している職員が
理事長を務めている。これは沖縄県の指示によって出

向している方が理事長になっているわけです。私は前
回の質問の中で、何かこれ問題がありませんかと。ま
ずはこの民間主導であるべきだという観点からの問
題、そして公務員法に照らして問題がないかという２
つの質問に対して、県は問題がないというふうに答弁
をしました。そして今、新しい候補を立てて、数カ月
しかたっていない問題のない理事長を変えようとして
いるわけです。なぜですか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　まず、９月18日に開
催された理事会ですけれども、前理事長の解職に伴い
新たな理事長の選任が審議事項となったが、理事長の
推薦がなかったため、当時ＩＳＣＯ事務局の責任者で
ある常務理事が次期理事長を選任するまでの暫定的な
理事長として承認されております。
　それからＩＳＣＯの理事長は、理事会で承認された
ＩＳＣＯの中長期的な方針――これは経営戦略と言っ
ておりますけれども、公募により採用されるというふ
うになっております。このため先ほど答弁したよう
に、11月26日に開催された理事会、評議委員会にお
いて、次期理事長候補の募集について審議し承認を受
け、12月４日より募集を開始したものでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　今の状態は問題はないと言っても問
題はあると思うんですよ。発注者が県ですよね。受注
者は県の職員がなっている理事長が判断する組織に
なっているわけです。だからこそ理事長を早目に変え
る必要があるんじゃないですか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　まず、当該職員は派
遣条例において派遣をされておりまして、当該派遣条
例で派遣された職員――役職員を充実させるというこ
とで派遣されております。そういう観点から特に問題
はございません。
　それから今契約の話がございました。これ民法に係
るかと思うんですけれども、同一の法律行為について
当事者双方の代理人となることはできないとする双方
代理の禁止が規定されておりますけれども、ＩＳＣＯ
と県の契約は双方代理の禁止事項には該当していない
と。それから県からＩＳＣＯへの委託ですけれども、
これは当然その公募要領とか審査要領、県の財務規則
などに基づき適切に決議を行い、契約を締結しており
ます。
　以上のことにより、県職員が代表を務めるＩＳＣＯ
との業務委託の契約を締結することは問題ないという
ふうに考えております。
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〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　だったら理事長を変える必要ない
じゃないですか。
　では次に、前理事長の解職理由について伺います。
　前理事長、中島理事長は、日経新聞の編集委員を経
て慶應大学の教授、全国ソフトウエア協同組合連合会
会長という経歴で、まさにＩＴの専門家、ＩＳＣＯの
理事長にふさわしい人物だというふうに聞いておりま
す。また、先日評議委員会が行われました。その中で
評議員から、この中島理事長の解職はそこまでに至ら
ないのではないかということ、または不当であるとい
うそのような意見が出てきたそうであります。そして
中島理事長を一回理事長に再任させるべきだという意
見まで出たそうであります。要は、一回再任をさせ
て、名誉を回復させた後に自己退職してもらうという
ことでやってほしいというような意見が出たそうであ
ります。それについてはどう考えていますか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　済みません、ちょっ
と休憩です。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時６分休憩
　　　午後５時６分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　評議員の一人からそのような提案があったというこ
とについては報告を受けております。それと理事長の
解職は、理事会において２時間に及ぶ慎重な審議の
上、出された結果でありまして尊重すべきであるとい
うふうに考えておりますが、評議員からの提案はＩＳ
ＣＯの定款等に基づき、ＩＳＣＯの理事会及び評議委
員会において適切に対応すべきものというふうに考え
ております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　これ今現在、中島理事長がいまだに
自身の解職理由をわかっていないという現状、わかっ
ていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時７分休憩
　　　午後５時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　前理事長の解職提案理由については、ＩＳＣＯ事務
局から前理事長に開示されておりまして、11月26日
に開催された理事会においては、開示された解職提案

理由に基づき双方に説明の機会が再度設けられたとい
うふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　そうはなっていないですね。本人は
目の前で解職理由を読み上げられただけで、それで自
分がなぜ解職されたかというのをよくわかっていない
ということでありました。
　また、前回の山川議員の質疑の中で、本人が情報を
公開してもいいと許可を出しているのに公開しません
でしたよね。これ公開できない理由があるんですか。
前は条例ということでありましたけれども、本人が公
開を求めているんです。自分がなぜ解職されたのかを
知りたいわけです。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　前の議会で私が答弁した際に、条例ということでは
なくて、ＩＳＣＯの情報公開規定においては個人に関
する情報はみだりに公開されることのないよう最大限
の配慮をしなければならないというふうに規定されて
おると。このため５つの解職提案理由の公表について
は個人に関する情報に該当するため公表はしないとい
うふうに聞いています。
　それからＩＳＣＯが具体的な解職提案理由の公表に
ついて弁護士に確認したところ、名誉を毀損する行為
に当たる可能性があるとの助言を受けており、このこ
とからも公表はしないというふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　本人は現状のほうが名誉を毀損され
る可能性が非常に高いというふうに感じていますよ。
解職された理由が明らかにされていないんですよ。し
かも、県は個人情報保護法を盾に守っているような発
言をしますけれども、守っていないじゃないですか。
部長、答弁では中島氏が非常勤であったものを常勤を
求めた守銭奴であるかのようなイメージを持たすよう
な発言されていましたよ。そして、本当の解職理由で
ある５項目については言わない。私はこれ絶対公開を
して、本人にも反論する機会を与えないと余りにも残
酷だと思います。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（嘉数　登君）　繰り返しになります
けれども、前理事長の解職提案理由についてはＩＳＣ
Ｏ事務局から前理事長に開示されておりまして、11
月26日に開催された理事会において開示された解職
提案理由に基づき、双方に説明の機会が再度設けられ
たというふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
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〇花城　大輔君　それと非常に素朴な疑問なんですけ
れども、ＩＳＣＯは今誰が動かしているんですか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　理事会、それから評
議委員会だというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　私は今まさしく官の組織になってい
ると思いますね。先日の評議委員会で中島理事長を復
職させてほしいというような話が出た際に、現理事長
は県と相談して決めますという言葉に終始していたら
しいんですよ。中島理事長を一回復職をさせて、名誉
の回復を図って、そのあとまた進退考えていただくと
いう話をしたときに、県と相談して決めますと言った
んですよ。でも前回の質問の中では、ＩＳＣＯは独立
した組織なのでそれを尊重するというような言い方で
したけれども、現場ではそうなっていないじゃないで
すか。そういう意味で聞いているんです。誰が動かし
ているんですか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　今議員が御指摘に
なったようなことについては、承知しておりません。
　そのＩＳＣＯ自身のことについては当然先ほど申し
上げたようにＩＳＣＯの理事会、それから評議委員会
に諮って決めるべきものであるというふうに考えてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　部長も副知事も県と相談して決めま
すと言うときには誰が県なのかわかっているはずで
す。
　それでは次の質問に移ります。
　Society5.0の事業報告書についてとありますけれ
ども、これはあるマスコミが情報公開制度を使って県
に資料請求をしたという情報が入っていて、何かしら
そこに中島氏解職の理由があるのではないかと思った
ので、いろいろと読んでみました。その中で職員の方
と話をしていきながら、私はこういう質問をしまし
た。当初、このSociety5.0の事業の中でやると予定
されているものでやられていないものはありますか
と。それは若干ありますという答弁でした。では、や
るという予定でやられていないものが何件あって、幾
らの予算だったのか。逆にやらない予定のものを追加
されてやったことが幾つあって、予算は幾らだったの
か。
　これ答弁お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時13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。
　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　沖縄型Society5.0実現化支援事業に係る主な変更
点とはということでございます。
　３点ございます。
　まず、事業着手前ということで公募時に調査候補地
として提案のありましたシンガポール、これは取りや
めにしました。取りやめにした理由としましては、本
県のモデルとするには社会的な条件が大きく異なって
いるということから受託者と協議の上、調査対象から
外しております。これは事業着手前です。
　それから次に追加です。調査対象地にラトビアを追
加しております。追加理由としましては、これはＩＳ
ＣＯからの提案と。エストニアの隣国で欧州でも５Ｇ
を最初に導入する国の一つでもあって、ＩＣＴ分野で
先駆的な取り組みを行っているということで追加した
というふうに聞いております。
　次にもう一点。これは取りやめになった案件ですけ
れども、沖縄型Society5.0に係るセミナーを中止し
ております。これは同じく予定しておりましたシンポ
ジウムに予算を回すためセミナーを中止しまして、シ
ンポジウムのみ開催しました。
　以上であります。３点です。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　これ以外にはありませんね。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　現時点で私が把握し
ているところはこの３点でございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　現時点で把握しているのはこの３点
でございますということではなくて、これしかありま
せんねと聞いているんです。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　主な変更点としては
この３点です。
〇花城　大輔君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時15分休憩
　　　午後５時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　花城大輔君。
〇花城　大輔君　きのうの夕方にいろいろと情報提供
をされる方がありました。いろいろと私も考えるとこ
ろがあって、きょうはこれ以上は言うつもりはありま
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せんけれども。私はここに闇が潜んでいると思ってい
ます。闇が潜んでいると思っています。
　当初、ひょっとしたら県は中島理事長は看板的な役
割で、その人脈の広さと能力の高さだけがあればいい
と思っていたのかもしれません。でも、中島理事長も
自分の名のもとで業務が遂行されていくわけですから
その内容を管理したい、チェックをしたいという思い
があったかと思います。まさにそこが中島理事長に
やってほしくない仕事であったんだろうと。これが解
職の本当の理由だろうと私は思っております。これ、
できれば来年の２月まで引っ張りたくはありませんの
で、私は引き続き中島理事長の名誉の回復とＩＳＣＯ
の運営がしっかりとできるような状態を望みたいと
思っていますけど、副知事いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　花城議員のその御指摘、それから御懸念、御心配、
そういったことを踏まえて、県としてはＩＳＣＯとの
適切なパートナーシップを構築するとともにＩＳＣＯ
並びに関係企業等とも協力しながら県内産業の課題解
決や生産性向上など、ＩＳＣＯの求められる役割を果
たしていけるよう取り組んでいきたいというふうに考
えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　繰り返し申し上げます。
　これは２月にまで引っ張りたくありませんので、
しっかりとした対応をお願いして次の質問に移りたい
というふうに思います。
　それでは我が党関連の質問に移りたいというふうに
思います。
　１の(1)のエ、那覇軍港の移設問題について。
　知事は那覇軍港の浦添移設はあくまでも那覇港湾区
域内の移動であると。そして埋立問題は自然破壊を伴
うけれどもこれはやむを得ないとしています。知事は
宮古と石垣の自衛隊の問題は住民に対してしっかりと
合意を得られるように丁寧に説明してほしいというふ
うに終始言っておりますけれども、浦添市民には住民
の合意が得られるような努力は今なされているので
しょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　那覇港湾施設の移設に関しましては、これまで移設
協議会の枠組みで協議を行ってまいりましたが、那覇
市、浦添市の副市長も構成員となっており、地域住
民の声も踏まえた発言ができるものと考えておりま
す。また、浦添市では、平成26年８月より市民ワー

クショップや市民討論会、市民アンケート調査結果を
もとに、学識経験者や有識者等で構成する那覇港浦添
ふ頭地区長期整備構想検討委員会を立ち上げ、西海岸
開発に係る浦添市素案を策定してきたと承知しており
ます。地元の合意形成に向けては、こうした移設協議
会での議論や市の取り組みに加え、政府における地元
への丁寧な説明と地元の意向への配慮が重要であると
いうふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　浦添市民に対する説明も国がやるん
ですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　浦添市長というか、移
設協議会が合意されて立ち上がってきておりまして、
それに基づいてそれぞれの大きな動きがあるときに協
議会としてそれぞれが持ち帰って説明をしているもの
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　知事は先ほども申し上げましたけれ
ども、施設内の移設なんで何も問題ないと。自然破壊
もあるけれどもやむを得ないというふうに公の場で
言っているわけですよね。これに対して、浦添市民に
対してのコメントはないですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　今、議員御指摘の御発
言は、知事、那覇市長、浦添市長３者面談の際に浦添
市長がお持ちになったメモに書かれていたものでござ
います。
　その際、知事からは埋め立てについてはアセスなど
きちんと環境に配慮して進めていくべきが当然である
というふうに知事のほうは答えております。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　前回も言いましたけれども、大切な
ことは何も言わない。そのような姿勢ではおかしいと
思いますよ。
　続いて１の(1)のアの県政運営のあり方についてで
す。辺野古問題については、どういうふうになったか
というような代表質問がありました。先ほどのものも
今のものも仲田議員の代表質問であります。
　知事は就任してから本日まで、辺野古の埋立工事が
どれぐらい進んだというふうに把握していますか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　埋立工事の進捗状況
ということでございますが、県としては、埋立承認撤
回は有効との立場であり、全ての埋立工事を停止する
よう求めております。仮に埋立土砂量から進捗率を換
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算するため、沖縄防衛局に照会したところ、ことし
10月末時点において、埋立区域②―１については、
必要となる土量に対して約７割、埋立区域②について
は約１割となっているとの回答がありました。当該回
答に基づき、県において埋立承認願書の埋立土量等で
試算したところ、事業全体の埋立土砂等約2062万立
方メートルに対して、埋め立てられた土量の割合は、
約１％と推定されます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　１％進んだということですね。
　私、前回の質問の中でも言いましたけれども、知事
は国と対話をしたいと言っている。でもその対話に向
かうボールは政府が持っていると言っていたわけで
す。私はそのボールはお互いの真ん中に落ちているん
じゃないですかと。これ、拾わなければどんどんどん
どん工事が進んでいって、県がもっともっと立場が悪
くなりますよという話をしました。この間２カ月ほど
ありましたけれども、知事、何かアクション起こしま
したか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　辺野古新基地建設問題
につきましては、政府の対話と並行して国民的な議論
を喚起することが重要だと考えております。先月は札
幌でキャラバンも実施して、札幌のほうでいろいろと
情報発信等に努めてきたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　そういうことをしている間に、工事
はどんどん進んでいくんですよと言っているんです
よ。そしてそれに対して何か手は打っているんですか
と言っているんですけれども、答弁できる内容がない
ようです。
　そして次、１の(1)のオであります。
　これ沖縄独立論についての質問なんですけど、代表
質問での答弁が、我が国の発展に寄与する地域になれ
るように、21世紀ビジョンを進めていくというふう
な内容の答弁がありました。これは独立論を否定する
というふうな理解でよろしいですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　沖縄のありようについて
さまざまな意見があるということは承知しております
が、沖縄県において独立について検討したことはござ
いません。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　花城大輔君。
〇花城　大輔君　検討もしていないから、否定もしな

いというような内容だと思いますけれども、今回の一
般質問で、知事のお仲間のメンバー、ほとんど独立論
者だというふうに思います。そんな中でこのような答
弁があったのは、めずらしいなと思って質問をしたわ
けでありますけれども、今回の一般質問の中で知事の
変化を幾つか感じています。例えば、マスコミの中で
首里城の所有権について盛り上がっているときに、県
は考えていないとかですね。知事の仲間が独立論者が
いっぱいいる中で、これを否定はしていないという話
でしたけれども、これにかかわるような発言は一切し
ない。こんな中で、知事がこれからどのように一般質
問に向かっていくのか私は非常に注視していきたいと
いうふうに思っております。
　ぜひ我が会派の質問に真摯に向き合って、開会冒頭
でもおっしゃっていましたので、真摯に向き合って答
弁していただきたいと思います。
　終わります。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時59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。
　新垣　新君。
〇新垣　　新君　知事、一般質問１日目の最後の質問
ですのでよろしくお願いいたします。
　まず、知事、ＮＤのトークキャラバン事業の受注に
ついて伺います。知事、ＮＤとのおつき合い、出会い
はいつごろから始まりましたか、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）　記憶が定かではありません
が、私が衆議院議員に当選してからだと思います。
　時期はいつごろかというのははっきり覚えておりま
せん。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　知事公室長に質問します。
　トークキャラバンの募集はどのように行っています
か、伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　トークキャラバンの募集については、受託団体であ
るＮＤが申し込みを行っております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　この問題において、ＮＤにおいて、
沖縄県のホームページ、そして知事公室辺野古新基地
建設問題対策課、これクリックして下にいくと外部サ
イトになり、すぐこの県のホームページからＮＤの
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ホームページになります。ここに、「入会・寄付のご
案内」、そして「ＮＤのご利用案内」があります。そ
こに沖縄県が本当にあってはならないと思うんですけ
ど、寄附の個人寄附１万2000円、特別会員６万円、
団体会員12万円、沖縄県のホームページがこれを誘
導しているんですね。それを指示したのは、知事です
か、知事公室長なんですか。お答え願いたいと思うん
ですよ。これはあってはならない行為だと思うんです
よ。これはどの都道府県調べてもこのような行為はあ
りません。バナー広告はわかりますけど、推奨はして
ないんですけど。一ＮＰＯ団体の利益を誘導している
んです。だからこの問題において事実確認します。
　知事からまず答えてください。知事が指示し、……
知事に聞いているんです、これ。お伺いします。
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。
　キャラバンの申し込みについてはＮＤが窓口になっ
ているため、先ほどお答えしたとおり、県の辺野古課
のホームページ、例えば札幌キャラバンの申し込みに
ついては、下記リンクを押してくださいと。そのリン
ク先には当然ながら最初に表示されるのはそのキャラ
バンの申し込み案内でございます。
　今議員御指摘のところはそれを一番下までスクロー
ルしていくと、もともとＮＤさんのホームページの中
に飛ぶような形になっていますので、そういうＮＤの
ホームページのフレームの一番下にあるということに
なっております。県としてその入会・寄附を求めるよ
うなものを推しているものではございません。
〇新垣　　新君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時４分休憩
　　　午後６時５分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　県のホームページからリンクをたどっていくと、
真っ先に表示されるのはそのトークキャラバンの申し
込みページでございます。その申し込みページがＮＤ
さんのフレームの中にあるということでそれを一番下
にスクロールしていって、さらに申し込みページの部
分をクリックすれば確かに議員御指摘のところが出ま
すが、私どもホームページからすぐ飛ぶようにしてい
るのはあくまでもキャラバンの導入の部分でございま
す。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　会食問題と同じようにこれ非常に脇
が甘いですね。一ＮＰＯ団体の利益を推奨していると

しか言わざるを得ません。この問題において、総務部
長、公務員倫理に大きく逸脱していませんか。これ、
沖縄県がやったんですよ。寄附をこうやってやったん
ですよ。全国はないんですよ、他都道府県調べてきて
このような事例が。幾ら基地反対と言ってもこのよう
な行為はあってはならないって他都道府県認識がある
んですよ。公務員倫理に対して抵触してないかとそこ
を伺います。総務部長、全国同じ回答でしたよ。認識
あるのかと。
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。
　これは業務の一環で、募集のページということです
けど、公務員倫理というのは公務員の倫理でございま
す。業務のことを説いているわけではございませんの
で、それは抵触するかどうかといったそういう判断に
はないと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　法的にというんじゃなくて、道義的
に倫理としてこれはもうおかしいという形で、これ
ホームページから切り離して、外すべきではありませ
んか。公室長、総務部長、答えていただけませんか、
伺います。これもうあってはならないんですよ、こ
れ。個人一人１万2000円、特別会員６万円、団体12
万円。沖縄県のホームページですよ。ホームページか
らこうやって誘導しているんですよ。
　伺います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時８分休憩
　　　午後６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）　沖縄県から外部リンク
ということで、ＮＤのものに飛ぶような形になってお
ります。県のホームページでこの入会申し込みを直接
やっているものではございません。
　ただ、議員御指摘のようにそのホームページをさら
に下まで――入会申し込みのところからさらに下のほ
うにスクロールしていってさらにクリックすると今議
員御指摘の画面が出てくると。
　そこら辺まできちっと管理する必要があるという議
員の御指摘につきましては、検討して対応していきた
いと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　検討じゃなくて、きょうから即時に
これを外すんです。全国の笑い物なんですこれ。あり
得ないこと。調べたら。我が党のプロジェクトチーム
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で、私も調べましたよ、あり得ないと。だから即時切
り離してホームページはホームページ、民間は民間の
ＮＰＯ団体に切り離すべきじゃないかと。やりますか
やりませんか、はいかいいえで答えてください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　議員御指摘の点も踏ま
えて早急に検討してまいります。
〇新垣　　新君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時９分休憩
　　　午後６時９分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　新垣　新君。
〇新垣　　新君　もう一点伺います。
　この外部サイト、ここに戻りますが、この両方ク
リックして、名前は言いません、県会議員の顔写真、
前国会議員の顔写真、知事の顔写真、これ合意のもと
でこういった形になってるんですか、伺います。市会
議員の顔もあります。
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10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇新垣　　新君　沖縄県のホームページで、下にスク
ロールすると外部サイトに現職県会議員の顔、現職市
会議員の顔、知事の顔、誘導してるんですよ。これ合
意得てますかと、沖縄県のホームページだから私言っ
てるんですよ。おかしくないかって言ってるんですよ
これ。これ全国調べてもこんなのあり得ないって言っ
ているんですよ。選挙運動の一環と誤解されると、だ
から言ってるんですよ。伺います。そういった認識で
即時にこれは切り離してほしいってことを強く、再度
答弁求めます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになる部分も
ございますが、キャラバンの申し込みのためにＮＤの
ほうに申し込みのページをつくってリンクを張ったも
のでございます。ただ、そうやってスクロールをして
いくと、本来ＮＤのホームページ全体のフレームの中
にそのページがあるということで誤解を招きかねない
という議員の御指摘もございますので、それについて
は速やかに対応していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ＮＤさんと本当ずぶずぶで仲がい
い、信頼関係がある。でもこれやり過ぎですよ。沖縄
県のホームページからこうやって誘導するっていうの

は、異常ですよ。全国から笑われているんですよ、こ
の状況は。ぜひ反省していただきたいと次に移りま
す。
　続きまして、基地問題に移ります。
　世界一危険な普天間飛行場の辺野古移設について着
地点及び落としどころが見えないが知事の見解を求め
ます。これは知事です。伺います。落としどころ、こ
れ一番大きな――知事ですから、知事に答えていただ
きたい。
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。
　辺野古移設問題につきましては、県は違法な工事が
強行されていることから関与取消訴訟及び抗告訴訟を
提起し、県の主張が認められるよう全力を尽くしてい
るところです。また、問題解決に向けた機運を醸成す
るため、全国各地でトークキャラバンを実施したほ
か、米国でも米国市民を初め米国政府や連邦議会議員
に対しても直接訴えたところでございます。
　県としましては、普天間飛行場の危険性を放置する
ことは許されないと考えており、同飛行場所属機の長
期ローテーション配備など具体的な対応も求めている
ところですが、今後もより一層国内外に理解と協力を
促すとともに、引き続き政府に対し、対話による解決
を求めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　もう幾ら辺野古反対と言っても石や
土砂が入っています。反対って言っても工事は進んで
いるんですね。そして、裁判もこれから最高裁にな
る、勝てますか、勝てるんだったらいいんですよ。負
けたら県民の税金何なのってなるんですよ、負け戦
に。これお答えくださいよ、勝てますか。はいかいい
えで言ってください。伺います。（発言する者あり）　
　議長、ちょっと休憩。ちょっと静かにさせてくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　現在、提起している訴
訟につきましては、例えば関与取消訴訟でございます
と、私ども国地方係争処理委員会の決定の後、その指
摘事項なども踏まえ主張について補強したところでご
ざいます。残念ながら高裁裁決においては、国地方係
争処理委員会と同様の内容で判決を出されております
ので、私どもその点につきましては、不服があるとし
て最高裁に上告しているところでございます。また抗
告訴訟につきましても、関与取消訴訟の主張に加えま
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して、埋立承認の取り消しの理由そのものの正当性に
ついて争っているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　平成29年の最高裁で敗れて全て知
事権限、この問題において県は負けています、敗訴し
ています。もう逆に落としどころを考えて基地がある
から事件・事故が絶えない。さらなる負担軽減ってい
う形で私は世界一危険な普天間を辺野古に移設して、
その海兵隊がグアムに行くと。これ負担軽減だと私は
評価しているんです。翁長知事も最初は賛成だったん
だけど、後で変わってしまったという問題もあって、
びっくりしているんですよ実は。だけど、さらなる負
担軽減考えてほしいんですね。
　知事に提言します。副知事、謝花さんで、どちらか
でも構わないんで。キャンプ・シュワブも嘉手納基地
もホワイト・ビーチも、自分の国は自分で守るんだ
と、負担軽減に向けて自衛隊と共同使用という形で、
自分の国は守れないから、アメリカに守ってもらうか
ら事件・事故、沖縄が犠牲になっていると。今度は自
分たちの国を守ろうと沖縄県民も考えて、守っていこ
うと、事件・事故は減らそうと、そういう形で提言し
たいんですけど。嘉手納基地もホワイト・ビーチもこ
のキャンプ・シュワブも自衛隊のその自分の国を守
るって機能も強化もしながら、事件・事故を防ぐため
に、どうですか知事。伺います。落としどころとして
考えてくれませんかと。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　共同使用の形には２種
類あるというふうに思っております。今議員御指摘の
ものは訓練場の共同使用ではなくて、日本側が主導権
をとるような形での共同使用なのかなと、いわば自衛
隊基地に変えた上で米軍がやるような形かと思いま
す。それにつきましては、そのような話を私ども防衛
省あるいは外務省とも定期的に意見交換をしています
が、そういったお話は今まで伺ったことは具体的にあ
りません。そういった面がもしありましたら、どう
いったメリット・デメリットがあるかについてはきち
んと検証してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　メリットありますよ。メリットは管
理権ですよ。事故を防ぐんですよ。共同使用すること
によって、海兵隊、海外に行ってくださいと。自衛隊
の機能を強くしていけばいいじゃないですか。
　伺います、知事。知事は日米安保を支持する立場で
すか、１点目。
　２点目、知事。自衛隊は賛成なんですか、反対なん

ですか。まず伺います。
　保守中道という知事の発言がありますので、再度確
認して次の展開に質問するものですから、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）　類似の質問に対しては、こ
れまでも誠意を持って答弁をさせていただいておりま
す。
　私は日米同盟を認めている立場であり、憲法の専守
防衛の範囲内における自衛隊の組織としての存在を認
めております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　沖縄の事件・事故を防ぐために、先
ほども提言しましたが、知事は日米安保も支持、自衛
隊も支持している立場。じゃ、憲法９条の改正に向け
て、知事、賛成ですか、反対ですか。私は沖縄から事
件・事故をなくすために賛成の立場なんですね。戦争
をしない国が日本なんです。でも自分の国は自分で守
れないからアメリカに守ってもらうから沖縄は犠牲に
なっているんです。だから、知事、憲法９条賛成です
か反対ですか、伺います。改正に向けて。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は憲法の改正議論が国民
の中でどれだけ高まっているかということについて
は、まだまだそのような状況にはないというふうな認
識を持っております。他方、沖縄にとっては日米地位
協定の抜本的な改定は喫緊の課題であります。そのこ
とを全国キャラバンを通じて、国民の皆さんにも自分
ごととして考えていただくよう呼びかけている次第で
す。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　知事、一言言います。
　もうこんな対立はうんざりなんですね、沖縄県民み
んなうんざりっていう声がふえてきています今。です
から、落としどころをしっかり考えていただきたいん
ですね。友党の公明党議員も同じこと言っています。
もう落としどころですよ、ぜひ考えていただきたいと
強く申し入れをいたします。
　続きまして、海底鉱物資源の開発及び生産につい
て。
　県及び国の取り組みはどうなっていますか、伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　国は伊是名島や久米島等の沖縄近海において、海底
熱水鉱床の探査を行っているところですが、商業化に
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向けては、より経済性の高い鉱床の発見や技術開発
等、さまざまな課題があるというふうに聞いており
ます。国では、こうした調査結果等も踏まえつつ、
2020年代後半までに民間企業が参画する商業化を目
指したプロジェクトを開始するという計画に沿って、
さらなる資源量の把握に向けた調査等を行っていると
ころです。県では、海洋資源関連産業の形成に向けた
可能性調査、広報活動及び人材育成等を行っていると
ころであり、引き続き国や関係機関等と連携しなが
ら、将来の海底資源を活用した新たな産業の創出に向
けて取り組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）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ありがとうございます。
　日本プロジェクト産業協議会が海底鉱物資源の経済
波及効果及び新規雇用者をどのように商工部長、受け
とめていますか。伺います。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えします。
　日本プロジェクト産業協議会が公表している経済効
果、それから新規雇用ともに大きな数値であり、海底
鉱物資源の可能性を示しているものと受けとめており
ます。一方、平成30年10月に資源エネルギー庁が公
表した海底熱水鉱床開発総合評価結果においては、亜
鉛主体で経済性を検討した結果として、20年間では
収支はマイナスとの試算もありますが、国は商業化を
目指して調査を継続するとしております。
　県としましては、今後も国や関係機関等と連携しな
がら、将来の海底資源を活用した新たな産業の創出に
向けて取り組んでまいります。
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。
　この問題において、今沖縄の経済は基地、観光、公
共土木、ＩＴと現在の沖縄経済は４Ｋと言われます
が、この海底鉱物資源を開発及び生産に取り組んだ場
合、５Ｋという新しい産業を築いていただければ、こ
れ試算も一応お渡ししましたが、最低でも300兆円以
上の経済効果があると。青山総合研究所の調べはメタ
ンハイドレードもなくなった後に石油が出るとそうい
う説明も500兆円以上の産業と専門家でも言われてい
るんですね。本当にこれ現実化した場合、沖縄が変
わっていくと雇用も。失業率もさらに減っていくと。
　その問題において伺います。富川副知事に伺いま
す。
　新沖縄発展戦略に――以前花城大輔議員も質問しま
したが、この海底鉱物資源等を育んで次期沖振計で育

んで国と連携を図っていきたいという策定はどのよう
に今検討して進んでいますか、それから。伺います。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　島嶼県沖縄にとって海洋政策は非常に重要な政策だ
というふうに認識をしております。海洋資源の開発拠
点形成は、新沖縄発展戦略の中で、次の振計に盛り込
むべき申し送り事項として記されております。県では
海洋資源開発産業の形成に向けて各種事業を展開して
おり、今後も引き続き国や関係機関と連携しながら、
将来の海底資源を活用した新たな産業の創出に向けて
取り組んでまいります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　もうぜひ、これを次期沖振計で育ん
で頑張るという決意を伺いました。
　じゃ知事にも伺います。知事、今富川副知事のお話
を聞いて２年後に新しい振興計画、知事も国とこれを
交渉して新しい産業を築くんだという知事の決意と意
欲をお聞かせ願いたいんですが、知事、答弁できる範
囲で構いませんのでお願いしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　周辺海域における開発はそ
れぞれその埋蔵の鉱物でありますとか、熱水鉱床の探
査などさまざまな形で行われていると思います。それ
らを活用する方策及び企業との連携等々も含めて、持
続可能な開発につながるものであるかということもこ
れからの将来においては非常に重要な観点になると思
いますので、そのことなども含めて沖縄の振興にどの
ように資することができるのかということについては
しっかり協議をしていきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ぜひ、新しい産業に向けて、知事、
頑張っていただきたいと思います。この新しい産業を
築くために今沖縄の海洋資源が沖縄の財産が大変なこ
とになっています。特に中国です。沖縄の海域で中国
が海底鉱物資源やサンゴ等を無許可で採取している問
題をどう考えていますか、見解を求めます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　外務省が平成27年８月３日に公表した資料による
と、東シナ海における資源開発に関する我が国の公的
立場として、境界が未確定の水域は少なくとも中間線
から日本側の水域において我が国の主権的権利及び管
轄権を行使できるとの見解を示しております。また令
和元年９月27日に公表した資料によると東シナ海の
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排他的経済水域などの境界はいまだ確定していないこ
とから、中国に対して一方的な開発行為を中止すると
ともに、東シナ海の資源開発に関する日中間の協力交
渉の再開に応じるよう強く求めているとのことでござ
います。
　県としましても、同様の認識のもとこうした国の対
応を注視しつつ情報把握に努めてまいります。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　この10年間で沖縄県にサンゴ、
2013年に３件、石垣と宮古島の間と糸満市沖と南城
市沖に2013年にサンゴを盗みに来ています。とって
いっています。そして、2014年にも宮古・石垣のと
ころでも１件とっていっています。無許可でメタンハ
イドレード、海洋資源鉱物等を2010年２件、2011年
７件、2012年に３件、2013年に４件、2014年に８
件、2015年20件、2016年９件、2017年８件、2018
年４件、2019年に２件、人の財産、勝手にとって
いっているんですよ。この報道でも平成29年にも明
らかに堂々と動画でも撮られて、とっていっているん
ですよ。
　知事、この件に関して県議会でも中国に抗議――与
党議員の理解が得られなかったんですけど、改めて知
事、アメリカには知事の一定の評価しますよ――が
あって言うと沖縄の立場を。沖縄の立場も今度中国が
こうやって物を盗んでいっているという抗議をすべき
ではありませんか。
　知事、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（長嶺　豊君）　サンゴに関する考え
方ということでお答えしたいと思います。
　まず沖縄周辺水域では、中国サンゴ網漁船による違
法操業、それから投棄された網による操業トラブルが
たびたび発生しております。そのため県では違法操業
を行う外国漁船の取り締まり強化につきまして、国へ
の要請を重ねてきたところであります。本年８月21
日にも農林水産省それから国土交通省等に対しまして
要請を行っております。
　県としましては、今後とも漁業関係団体と連携して
国に対して、中国漁船による違法操業の取り締まり強
化等を求めてまいりたいと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ちょっと抗議すべきでないかと、中
国にということで。答弁求めます。
　中国に対して抗議すべきじゃないか知事って言った
んですよ。答弁になってないですよ、部長。

〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時27分休憩
　　　午後６時28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（長嶺　豊君）　お答えします。
　日中漁業協定に基づきまして、いわゆる日本の関係
法令では取り締まりできない海域があります。県はそ
ういうことも含めまして、日中漁業協定の見直し含め
て、あと漁業者が安心して操業できるように国に対し
ては、これまでも機会あるたびに要請を行っていると
ころでございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　これ先ほど――部長、認識強く持っ
てほしいんですけど、富川副知事も、新しく沖振計こ
れ入れていくと海底鉱物資源を。そのためには抑止
力、国防がないと中国が盗んでいくんですね。毎日の
ように領海・領空侵犯をしている。
　知事に伺いますよ。中国に対し海洋パトロールを刺
激するな、中国に対する一帯一路を支持する立場、南
西諸島における自衛隊の配備計画で宮古島市長、石垣
市長選でも配備計画反対派の市長を応援している。沖
振計で進めるって言いながら、実態はこの国防に理解
のない候補を応援したり、物を盗む中国を支持するっ
て言ったり、そして海洋パトロール刺激するなって
言ったり、これで沖振計が前に進むのかっていうこと
を私伺いたいんですよ。沖縄をもっとよくしてほしい
んですよ。だから国防を持たないといつまでたっても
中国にこんなにとられていきますよ。沖縄は琉球って
言っているんですから。伺います。知事、これ知事で
すよ、知事が発言したんですから。一帯一路まで。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　質問の趣旨に明確に答えら
れるかわかりませんが、沖縄のアジアにおけるポテン
シャルを高めていくために、周辺諸国と日本国との連
携の中において沖縄が資するための役割、沖縄の振
興・発展が日本全体の経済に寄与するための取り組み
というものを我々は前向きに取り組んでいくというこ
とでいろいろな考え方を述べさせていただいていると
いうことで御理解をいただければと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ぜひこれ知事、もう先ほども言いま
したが、これ国防なくして沖縄の新しい発展に進まな
いっていうこともぜひ力添え、知事のリーダーシップ
を期待したいと思います。
　次に移らせていただきます。
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　教育振興並びに担い手不足解消について、沖縄水産
高校本科並びに専攻科への海洋技術科をおのおのクラ
ス１増を行うべきだと考えますが、教育長と農林水産
部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）　お答えします。
　県立高校、一般的に申しますと入学定員につきまし
ては、生徒の動向また生徒・保護者のニーズ、地域の
実情等を考慮して適正な設定ということに努めている
わけなんですが、現在沖縄水産高校の海洋技術科の
ほうは、海技士養成課程である船長・機関長コース
で30名、そのほかにコーストマリンコースというの
が10名で、合計40名の１クラスとなってます。専攻
科のほうが漁業科10名、機関科10名また無線通信科
15名ということで合計35名となっておりますけれど
も、現在、大型実習船海邦丸五世の代船建造に合わせ
て、沖縄水産高校の学科改編を検討しているところで
あります。海洋技術科に関しては船長・機関長コース
のいわゆる海技士養成課程の定員を現在の30名から
40名へ増員するということで予定しております。専
攻科は、現状の漁業科・機関科については、現状の
20名の予定となっております。これについてはこの
代船の建造に合わせて沖縄水産のほうから学科改編の
申請が出ておりまして、それを踏まえて今検討してい
るところでございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　検討はわかるんですけど、今沖縄県
の足であるバスの運転手がいないと。この船舶業界も
離島に食料も運ぶことができない、物も荷物も運ぶこ
ともできない。こういう事態が到来してくるんです
ね。ちょっとデリケートなんですが、ちょっとここで
言いにくいんですよ。大体三十五、六でやめていくん
ですよ、１級持っている関係者。ちょっと言いにくい
んです、デリケートな問題。だから一度に１クラスふ
やして、担い手不足の解消も日本全国困らないように
沖縄県が、離島も、考えていくべきだと思うんですけ
ど、早期またこの海洋技術科の形でまず高校入試で専
攻科入試の倍率、まずどうなっていますかお伺いしま
す。
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33分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　海洋技術科の31年の倍率が1.39倍であります。専

攻科のほうが31年は漁業科が2.17倍で機関科が1.57
倍となっております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ニーズは高いですよね。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　専攻科のほうは漁業科のほ
うが2.17倍でありますけれども、海洋技術科のほう
は1.39倍というと１クラスふやすような状況ではま
だないのか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　これふえればふえます。自信がなく
て避けているという子供たちもいるっていう情報も聞
いてます。
　特に教育長と農林水産部長にお願いしたいんです
が、両方答弁求めますけど、船舶関連企業との連携と
知恵をあわせるこの協議会を設置して担い手不足の解
消や船舶が県民の荷物や食料を運べるように、そう
いった体制は今やらないと手おくれになると。海邦丸
五世を待っていたら遅くなります。民間は協力するっ
て言っています。琉球海運もそういった事業等におい
ても、実習においても。だから協議会を設置してくれ
ということなんですけど、教育長の見解と農林水産部
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）　御質問の趣旨は、海技士養
成に民間の船を活用してはどうかということかと思い
ます。
　実は海技士養成には資格といいますか、海技士を養
成する過程の中では遠洋航海というのが義務づけられ
ているようでありまして、実は県内の民間企業では遠
洋航海という形の船がないのではないかということ
と、あとは指導教官の指導のもとでの実習が必要にな
りますので、その人材を確保する必要があります。そ
ういうことで今すぐこの民間船を活用してやるのは、
課題があるのかなと。ただこれまでも海洋技術科の生
徒が県内の民間の船でインターンシップという形で乗
り込んで関係団体と連携していただいて、養成のため
のインターンシップという形でやっています。ただ、
養成の実習という形ではできないんですが、そういう
形での連携は引き続きさせていただきたいなと思って
います。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　まず沖縄水産高校のクラスのあり方につきまして
は、教育庁のほうで検討されると考えておりますが、
農林水産部といたしましては、沖縄水産高校が沖縄県
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の水産業を振興する上で重要な教育機関であるとまず
認識をしております。そのため連携につきましても、
糸満漁業協同組合それから沖縄水産高校と連携し、先
ほどインターンシップということがございましたが、
高校生を対象に一本釣りそれからパヤオ漁業等、漁業
体験実習も行っております。27年から関係の事業を
展開しておりますが、今年度までに５年間で74名の
生徒の参加がありました。引き続き水産高校と連携し
て水産業の担い手確保、育成に努めていきたいと考え
ております。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　この件に関して、最後に結びたいと
思いますが、あらゆる船舶関連企業、団体がこの子供
たちがすぐ資格が取れるようにさまざまな支援をして
いくと、実習においてもですね。ぜひ、農林水産部と
教育委員会の強い連携で県民が安心して荷物も運べる
食料も運べるっていうことを強く申し入れをしておき
ます。お願いいたします。
　続きまして、南部観光振興について。
　フリーＷｉ－Ｆｉについて、平和祈念公園並びにひ
めゆりの塔におけるＷｉ－Ｆｉ設置及び導入すべきだ
と考えますが、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（新垣健一君）　まず、県が
取り組んでいるＷｉ－Ｆｉについてお答えしたいと思
います。
　県が取り組んでおりますBe.OkinawaフリーＷｉ
－Ｆｉは民設民営のフリーＷｉ－Ｆｉとして民間事業
者はアクセスポイントの無償提供やエリア拡大を、県
は認知度向上の広報やサービス仕様の決定などを官民
で役割を分担して進めております。
　近年、観光地のフリーＷｉ－Ｆｉは情報収集だけで
なく、情報発信にも利用され口コミ等による誘客にも
つながるなど大きな波及効果があることから重要な
サービスであると考えております。
　県としましては、フリーＷｉ－Ｆｉ環境のさらなる
充実とともに、各観光施設に対して整備を促し世界水
準の観光・リゾート地の形成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）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ちょっと休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時39分休憩
　　　午後６時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。

〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず県が取り組んでいるフリーＷｉ－Ｆｉについて
の説明をさせていただきました。私どもが進めており
ます、Be.OkinawaのフリーＷｉ－Ｆｉにつきまして
は、各施設等のＷｉ－Ｆｉの設置導入は民設民営でご
ざいますので、まずそれぞれの各管理者の判断によっ
てＷｉ－Ｆｉが導入されるものだという説明をさせて
いただいたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　じゃ、県としての支援は何もやらな
いっていうことなんですか。これだけ今、首里城が焼
けて災害みたいな形になって通信不能になっているん
ですよ。この平和祈念公園もひめゆりの塔も人がふえ
過ぎて通信ができないんですよ。だから今私こうやっ
て――観光スポットに普通、都道府県全部こういった
動きやってるけど沖縄県の取り組みが遅いからこう
いった質問してるんです。県としての支援策というの
はないんですか。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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　いわゆるフリーＷｉ－Ｆｉの機材とかの支援につき
ましては、以前実施をしていたことがございますが、
これは各施設の資産形成につながるというところか
ら、事業が廃止をされたところでございます。ですの
で、先ほど申し上げましたように私どもは民設民営の
フリーＷｉ－Ｆｉとしていわゆる民間事業者がアクセ
スポイントの無償提供エリア拡大を実施しております
し、それとあわせまして私どもは認知度向上の広報や
サービスの決定などを実施をしているところでござい
ます。ですので、各施設の各管理者の判断によって、
フリーＷｉ－Ｆｉが設置されるということでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　時間がありませんので、次移りま
す。
　新糸満市場におけるフリーＷｉ－Ｆｉ設置を導入す
べきだと思いますが、農林水産部長の見解を求めま
す。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　県では今年度より国の水産流通基盤整備事業を活用
いたしまして、糸満漁港において高度衛生管理型荷さ
ばき施設の整備等に着手しているところであります。
新市場につきましては、円滑な業務運営を支援するた
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めに市場関係者を対象といたしまして、タブレットの
導入、それからＷｉ－Ｆｉの整備によりまして、衛生
管理に加えて入船情報それから鮮魚取り扱い記録等の
一元化に向けたＩＣＴ導入を検討しているところであ
ります。フリーＷｉ－Ｆｉの導入につきましては、今
後設置を予定しております、市場の運営委員会等があ
りますが、そこで議論していき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　ぜひ議論して進めていただきたいと
期待をしたいと思います。
　次に移ります。
　障害者施設支援について、障害者施設整備に係る開
設準備資金の補助支援等を全国知事会で議論を深めて
国に対し働きかけていただきたいんですが、見解を求
めます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　障害者施設
整備につきましては、社会福祉施設等施設整備費国庫
補助事業によりまして、創設の場合や増改築等に要す
る経費の一部は補助しているところでございます。し
かしながら、備品購入費それから人件費等の開設準備
経費につきましては、国庫補助メニューがないところ
でございまして、県としましてもその開設準備資金の
支援について九州各県とも意見交換をしてどのような
対応ができるか考えていきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ぜひこの問題、知事、もう本当に障
害者施設の現場がアップアップなんです。もう本当に
手持ちで出しているっていう状況なんですよ。ぜひ新

しい補助メニューを全国知事会から国に働きかけてい
ただきたいんですけど、知事の見解を求めます。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　このような共通した課題に
対する取り組みは九州知事会を初め各県との意見交換
を積極的に行っていきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
〇新垣　　新君　ぜひ知事、この障害者の支援の形、
頑張っていただきたいと思います。
　続きまして、申し入れで終わります。
　糸満フィッシャリーナ内にある県有地約6000坪の
土地をホテル建設誘致に向けた取り組みについて。今
第２滑走路の影響で資材置き場になっています。その
問題において県有地のこの6000坪にホテルができる
ようにぜひ次年度頑張っていただきたいと強く申し入
れと、もう一点……
〇議長（新里米吉君）　時間です。
〇新垣　　新君　令和元年９月定例会でも質問しまし
たが、糸満漁港における違法放置艇の解決はどうなっ
ていますか。この件においても一日も早くこの違法放
置艇が解決できるように農林水産部の努力を期待して
質問を終わりたいと思います。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、12月９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44分散会
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令和元年
第 ６ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第５号）

令和元年12月９日（月曜日）午前10時１分開議 　　     

議　　事　　日　　程　第５号
令和元年12月９日（月曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで（質疑）

 
　  本日の会議に付した事件　 　

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案

甲第１号議案　令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）
甲第２号議案　令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県立自然公園条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　財産を出資の目的とすることについて
乙第９号議案　財産の取得について
乙第10号議案　訴えの提起について
乙第11号議案　土地所有権確認請求事件の和解について
乙第12号議案　指定管理者の指定について
乙第13号議案　指定管理者の指定について
乙第14号議案　指定管理者の指定について
乙第15号議案　指定管理者の指定について
乙第16号議案　指定管理者の指定について
乙第17号議案　指定管理者の指定について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　指定管理者の指定について
乙第26号議案　指定管理者の指定について
乙第27号議案　指定管理者の指定について
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乙第28号議案　指定管理者の指定について
乙第29号議案　指定管理者の指定について
乙第30号議案　当せん金付証票の発売について
乙第31号議案　中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第32号議案　中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第33号議案　中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第34号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
 

  出　席　議　員（46名）　　
議　長　　新　里　米　吉　君 22　番　　花　城　大　輔　君
副議長　　赤　嶺　　　昇　君 23　番　　又　吉　清　義　君
 １　番　　瀬　長　美佐雄　君 24　番　　山　内　末　子　さん
 ２　番　　玉　城　武　光　君 25　番　　渡久地　　　修　君
 ３　番　　親　川　　　敬　君 26　番　　玉　城　　　満　君
 ４　番　　新　垣　光　栄　君 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
 

欠　　　　　員（２名）　　
 

説明のため出席した者の職、氏名　
知　　　　　事　　玉　城　デニー　君 保 健 医 療 部 長　　砂　川　　　靖　君
副　　知　　事　　富　川　盛　武　君 農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
副　　知　　事　　謝　花　喜一郎　君 商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君 文　化　観　光
知 事 公 室 長　　池　田　竹　州　君 ス ポ ー ツ 部 長　　

新　垣　健　一　君

総　務　部　長　　金　城　弘　昌　君 土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君 企　業　局　長　　金　城　　　武　君
環　境　部　長　　棚　原　憲　実　君 病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
子 ど も 生 活 会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
福　祉　部　長　　

大　城　玲　子　さん
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知　事　公　室 労 働 委 員 会　
秘書防災統括監　　

前　原　正　人　君
 事　務　局　長　　

金　良　多恵子　さん

総　　務　　部 人 事 委 員 会
財 政 統 括 監　　

金　城　　　賢　君
 事　務　局　長　　

池　田　克　紀　君

教　　育　　長　　平　敷　昭　人　君 代 表 監 査 委 員　　當　間　秀　史　君
公安委員会委員　　與　儀　弘　子　さん 選挙管理委員会
警 察 本 部 長　　筒　井　洋　樹　君

 委　　員　　長　　
当　山　尚　幸　君

 
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事　務　局　長　　平　田　善　則　君 課　長　補　佐　　佐久田　　　隆　君
次　　　　　長　　勝　連　盛　博　君 主　　　　　査　　嘉　陽　　　孝　君
議　事　課　長　　平　良　　　潤　君 主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

 
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、又吉清義君から発言取り消しの申し出があり
ました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

 
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

 
〇議長（新里米吉君）　この際、又吉清義君から発言
を求められておりますので、これを許可します。
　又吉清義君。
　　　〔又吉清義君登壇〕
〇又吉　清義君　おはようございます。
　議長のお許しをいただいて発言をさせていただきま
す。
　去る12月６日の私の一般質問中、発言内容に事実
と異なること、また不適切な発言がありましたことを
知事を初め、議場におられる皆様に対しおわび申し上
げます。大変失礼いたしました。どうも知事、大変申
しわけございませんでした。
　私の発言のうち、事実と異なる箇所についての取り
消しと不適切な部分の削除について申し出るものであ
ります。議長におかれましては、適切な措置を講じて
いただきますようよろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　この際、お諮りいたします。
　又吉清義君から、12月６日の会議における発言に
ついて、お手元に配付の発言取り消し申出書に記載し
た部分を取り消したい旨の申し出がありました。
　この取り消しを許可することに御異議ありません
か。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、又吉清義君からの発言取り消し申し出を許
可することに決定いたしました。

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　なお、又吉清義君の発言に関
連する知事の発言のうち、取り消す必要のある部分に
つきましては、議長において後刻記録を調査の上、適
切な措置を講ずることにいたします。
　この際、申し上げます。
　議会は言論の府であり、自由闊達な議論が展開され
ることは論を待たないところでありますが、一方、県
民の負託を受けた議員の発言は議会の品位を重んじ、
権威を保持するべきことも当然求められております。
　よって、議会における発言については、今後慎重に
行われるよう、議長として注意を喚起いたします。

 
〇議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号
議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　それでは、一般質問に入らせていた
だきます。
　県議会で経済労働委員会での参考人招致などについ
てお伺いします。
　先週から一般質問においても、会食の件や受託業務
における経緯について県政の疑義が取り沙汰されてい
る状況の中において、知事の看板政策の支援事業受託
者である当事者が、疑義の事実解明のための県議会委
員会における参考人招致を出席拒否と回答するのは、
正直な態度とは言えません。極めて無礼です。今回、
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この状況を知事の政治姿勢としてお聞きするのは、県
議会の案件とはいえ知事がこのような状況を放置して
おくことは、総じて今後の知事の県政ガバナンス、姿
勢に対して疑義が生まれるのではないかと大きく危惧
するからです。
　さて、お尋ねします。
　知事は経済労働委員会での参考人招致が、徳森、鈴
木参考人から委員会の出席拒否の文書が提出され、参
考人招致が行われていないことは知事は御存じでした
か。もしくは、いつごろお知りになりましたか。お願
いします。（「知事に聞いているんだよ」と呼ぶ者あ
り）　知事に聞いているんですけど。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　経済労働委員会の参考人招致につきましては、県議
会事務局によりますと、両氏から出席しない旨の回答
があったものと私ども一応伺っているところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　知事に聞いているんです。政治姿勢
ですから、知事に聞いているんです。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　その件に関しましては、11
月27日に議会事務局から報告説明がありました。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　ところで再確認ですが、徳森さんは
勉強会などで知事公舎に伺ったと先週の花城議員の問
いに知事が答弁されましたが、これまで何回程度勉強
会は開催されましたか。確認させてください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時８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。
　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　一、二回程度勉強会に参加
していたと思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　勉強会の内容というのはどのような
ものでしたか。確認します。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　有識者の方々から国際情勢
に関すること、あるいは私のあらゆる政策に関しての
こと、それから子供の貧困、若い方々の社会に対する
考え方などなど幅広い意見を聞かせていただきまし
た。

〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　それじゃ複数でお訪ねになって勉強
会されたという認識でありますか。どのようなメン
バーでしたか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　島袋先生を初め、数人いた
と思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　徳森さんは、鈴木さんと連れ立って
知事公舎を訪ねたことはありますか。
　いいですか、休憩中に。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時９分休憩
　　　午前10時９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）　そのようなことはなかった
と思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　知事公舎への来訪者記録は、記録さ
れておりますよね。確認します。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　知事公舎への訪問者のチェックでございますけど、
基本的には事前に報告いただいて記録しているのとあ
わせて、ほかに別途急遽といいますか、連絡があった
場合には確認した上で、秘書課であったりとか知事に
確認した上で入室を許可しているところでございま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　それでは、来訪者記録をペーパーで
いただくことはできますか。確認します。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　個人情報の関係もござい
ますけど、そこはしっかり確認した上で、提供できる
分については提供したいと思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　議長、休憩してください。
　出せますかって聞いているんですよ。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　個人情報の条例等しっか
り加味した上で、確認の上、提供したいと思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　知事公舎への出入りはチェックもさ
れているし、個人情報といえども我々は閲覧すること
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は公のことだと思いますよ。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　個人情報上、個人の氏名
といったことについては、いわゆる秘密の情報、いわ
ゆる守らないといけない情報に当たる可能性もござい
ますので、そこは確認した上で提供させていただきま
す。
〇大浜　一郎君　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10時12分休憩
　　　午前10時12分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　できるだけ速やかに閲覧ができるよ
うな資料を提出してください。よろしいですか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　関係法令等、確認の上で
提供したいと思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　これも確認ですが、前回の定例会で
西銘県議の問いについて、知事は鈴木さんとお知り合
いになったのは、受託業者になった後一、二回程度の
面識、また国会議員の時代は知らないとの答弁でした
が、それに間違いありませんか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13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）　そのようであったと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　であるのであれば、23日の会食時
は初対面となりますが、その認識でよろしいですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時13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）　お会いしたことはあるかも
しれませんが、いつ、どこでということは定かではあ
りません。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　議長、ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時14分休憩

　　　午前10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）　質問の趣旨を私なりに理解
すると、いわゆる仕事を通じてその業務についてお互
いが了解をしながら会っているかというふうなことも
含めると、私は前回会った記憶がいつどこで会ったの
かが定かではないので、恐らく確たることは言えない
のではないかと思いますが、仕事の面で会ったという
ことはないと思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　それでは当日23日、多分に名刺交
換もされたのかもわかりません。どうしてこの場に鈴
木さんいらっしゃるんですかなどという話題になる、
ごく当たり前の風景です。鈴木さんも会食、打ち合わ
せの延長だったと話されておりますし、知事が１時間
も滞在されていたんであれば、契約の話が出ても何ら
不思議ではありません。24日が契約日なのは、知事
に会食を呼びかけた徳森さんやその上司の鈴木さんを
初め全員が知っているはずですから。改めてお聞きし
ますが、契約の件、万国津梁会議のあり方など全く話
題にもならなかったんですか。ほとんど会議の関係者
ですけど、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）　これまでも部長から答弁を
させていただいておりますが、万国津梁会議の業務委
託に係る契約手続は担当部局の統括監専決事項となっ
ており、私はこれらの事務について一切指示をしてお
らず関与しておりません。これまで担当部局が説明し
てきたとおり、委託先の選定に当たっては広く公募を
行い、審査委員会の審議を経るなど、契約手続は公正
かつ適正に行われたと認識しております。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　私は、１時間もいたのでありますか
ら、全くそういった話題にもならなかったのですかと
お聞きしているんです。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私はこれまでも答えており
ますが、あくまでもプライベートな会合として参加し
たものであります。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　じゃ全くそういう話もなく世間話で
終わったという認識でいいんですか。そういう答弁さ
れますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　これも答弁させていただい
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ておりますが、多分そのときの会話の内容は、フジ
ロックの内容ですとか音楽の話ですとか、ごくごく一
般的な内容だったと思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　ちょっと不思議ですけれども、質問
を変えます。さて、今般の委員会参考人招致の出席拒
否の理由、知事は承知されていますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇大浜　一郎君　知事に聞いているんですけど。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほど申し上げましたように、私ども県議会事務局
から両氏が出席しない旨の回答があったことは聞いて
おりますが、なぜ出席しないかについては全体を把握
しているというわけではございません。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は、参加できないという
報告を議会事務局から受けております。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　それでは、徳森、鈴木両名から委員
会の参考人招致出席拒否について、知事への報告はあ
りませんでしたか。知事への報告は直接ありませんで
したか。
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）　そのような連絡はありませ
んでした。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　それでは、知事の最側近と言われて
おります徳森さんが９月30日付で業務委託の職をや
めていること、徳森さんから知事に報告はありました
か。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　やめたことの報告は、御迷
惑をおかけしましたということでメールで連絡があり
ました。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　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10時19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。
　文化観光スポーツ部長。

〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　徳森氏がその団体をおやめになったと、９月30日
付で退職したと。退職の手続が終了したということ
が、10月８日私どもに報告があったということでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　それでは、その日以前に知事はお聞
きになっていたと、直接お電話があったという理解で
いいですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　いえ、私はその報告を受け
て後のことだというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　徳森、鈴木氏両氏の参考人招致の出
席拒否の理由文書を拝見しましたが、鈴木さんは弁護
士と相談した結果として、事務所、自宅への嫌がらせ
を警察へ相談している状況を出席拒否の理由としてい
ます。また、会食についても誰が参加するか知らな
かった。誰が参加するか把握すべきだったとも回答さ
れています。とはいえ、参考人招致の出席拒否の理由
にはならないと思います。また、徳森さんは出席拒否
理由文書で、徳森さんが知事を23日の会食に誘った
ことについて知事の答弁で確認をしておりますが、そ
の件について一言の所感もなく、それでいて契約締結
は適正で違法性がない。これまで参考人に対して風評
の流布や損害の危険性が生じる事態が発生している。
参考人招致に応じることで、その危険性がより高まる
ことが予見されるということを出席拒否の理由として
おりますが、全く意味不明です。逆に潔白を証明する
ために、参考人招致を受けるべきだと思いませんか。
知事、そう思いませんか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　参考人招致については、それぞれ両氏において判断
がなされるものというふうには理解をしているところ
です。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　休憩してください。
　僕は部長の答弁を求めているんではありません。知
事のガバナンスとして、僕は知事の政治姿勢として聞
いているんですから。知事がどう思うかということを
聞いているんです。これは部長答弁しないでくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
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〇知事（玉城デニー君）　委員会の事項につきまして
は、委員会の進行にお任せをすべきであると思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　先週の一般質問で、沖縄事務所の責
任者であった徳森さんが退職後も、事業は円滑に進行
しているので問題はないという答弁がございました。
しかしながら、鈴木さんからは今後は受託業者のチー
ムの一員として、徳森さんの位置づけを他のチームの
メンバーと協議をしているという回答をしておりまし
た。何を一体協議しているのか、担当部局から答弁を
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　徳森さんは９月30日付でやめられました。その後
は、コンソーシアム全体で業務を担っているというと
ころから、業務は円滑に行われていると私のほうで答
弁をさせていただいているところでございます。
　徳森さんの今後につきましては、まだこのチームの
中でどういったかかわりができるかというところを、
そのコンソーシアム全体の中で話し合われているもの
というふうに理解をしている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　支障がない、円滑に回っている。や
めた徳森さんを再度チームの中に入れて、メンバーと
して迎え入れる協議をしているということ自体が不思
議なんですが、それについて部局としてどう考えてい
るんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　コンソーシアム内での業務が全体でフォローしなが
ら進んでいるというところでございますが、その中で
今後どうするかについてはコンソーシアム全体の中で
話し合われるべきことだというふうに理解をしている
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　よろしいですか。知事の肝いり事業
の支援業務委託事業において、沖縄事務所の責任者と
しての立場を９月30日付で途中放棄し退職をした。
その後、音信不通になった人物をどうして公金を使う
県事業に今後もかかわらせることができるんですか。
こんな無節操なことについて、知事に相談でもしたん
ですか。このような事態を放置することは県政のガバ
ナンスの姿勢に疑義を生む重大な問題であり、これは

知事の政治姿勢の問題です。知事、そのようなことに
ついてどう思いますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇大浜　一郎君　知事に聞いているんですが。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　まず、お答
えをいたします。
　この件について、私から知事に報告はしておりませ
ん。
　もう一点ですが、現在、鈴木さんにお伺いしたらそ
ういったところをコンソーシアムの中で協議をしてい
るというふうには伺っておりますが、具体的にどんな
形でどういうかかわりがあるというのはまだ伺ってお
りませんので、そういった報告があれば、また私ども
としては検討してまいりたいというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　これはもう本当に相当なそんたくが
発生しているとしか言いようがありません。知事、こ
の件に関してどう思いますか。再度お聞きします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は都度必要であれば、そ
の業務の内容についての報告を受けることはあります
が、事務についてはその担当部局のほうで円滑に進め
ているということで信頼を持って任せております。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　この際、一言申し上げたいと思いま
す。
　このような参考人による県議会軽視の状況を鑑みれ
ば、議長、改めて徳森、鈴木参考人への委員会への出
席を再度促すように対処をお願いしたいと思います。
それが未解決の場合は、必要な場所へ出向いて参考人
に直接聞き取りをすることも視野に入れるべきです。
さもなければ、招致のレベルを上げることも視野に入
れなければならない。知事におかれても、県議会の問
題だと斜に構えるのではなく、疑義の持たれる事柄に
ついて正直に委員会で質問に答弁されるように、徳
森、鈴木両人に促していただきたいと思います。これ
は、知事の政治姿勢の問題だと思います。答弁は結構
です。
　休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時26分休憩
　　　午前10時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇大浜　一郎君　これからちょっと地域のこともお聞
きしないといけませんので、よろしくお願いします。
　八重山地域の離島振興についてですが、ちょっと順
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を変更してお聞きします。ゴルフ場を含むリゾート施
設建設の対処方針についてお伺いします。
　国内外の観光客に向けた観光インフラの整備とし
て、さらに地域の健康増進としても有意義な計画であ
ると思います。また、新空港をつくってからゴルフ場
がなくなって随分たちました。今回経産省の地域未来
投資促進法に基づいて事業計画がされているというよ
うに思います。県においても、部局間の横断的な作業
調整を速やかに進めていただきたいなという希望がご
ざいますが、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業
の生み出す経済的波及効果に着目し、これを最大化し
ようとする地方公共団体の取り組みを支援するもので
ございます。現在、県では、当該法律に基づく石垣市
からのリゾート施設建設を含めた基本計画（案）に対
して、土地利用等の上位計画との整合性や関連法令と
の適合性など、さまざまな観点から意見調整を行って
いるところでございます。
　県としましては、地域の計画的な取り組みを踏ま
え、国の基本計画同意に向けて適切に調整を行ってま
いります。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　答弁ありがとうございました。
　次に、八重山地域の医療の問題。特に、緊急搬送用
ヘリポートの設置、またヘリ添事業の実施要領の添乗
者についての規定の見直しの要請についてです。こ
れ、石垣市議会、八重山広域市町村圏事務組合議会か
ら要請がありましたが、それについての対処方針をも
う一度確認します。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　八重山病院に関するヘ
リポートにつきましては、広域組合のほうから私ど
も、そして保健医療部のほうで要請を受けておりま
す。隣接するヘリポートで行われている救急患者搬送
につきましては、石垣市新庁舎建設工事の影響によ
り、12月６日以降は新石垣空港で行われております。
県から石垣市に対し、継続使用や代替施設に係る対応
について、これまで同市を含め関係者との調整を行っ
てきたところですが、引き続き都市計画の変更の可能
性を含め意見交換を行ってまいりたいと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　離島医療は、政策医療であるという
位置づけにおいては、本来離島地域における緊急搬送

等の広域行政は県が担うべきである。このことを深く
考慮すべきだと思います。第７次沖縄県医療計画第５
章の医療施策においても、医療機関にヘリポートを整
備する必要があると明記されており、搬送時間の短
縮、救急患者の救命率向上、後遺症の軽減を図るため
に救急病院のヘリポート整備を推進すると述べられて
いる。したがって、新たなヘリポートは県が主導的に
行うべきだというのが私の認識です。また、ヘリポー
トの設置には石垣市の都市計画が先行するのではなく
て、設置管理者の県が必要に応じて石垣市に見直しを
求めればいいこと。また、県は常設ヘリポートの代替
としてランデブーポイントの設置を提言しているよう
ですが、これは使用頻度とか夜間運用の考慮を全くし
ていないのではないかとそのように思います。また、
ヘリ添事業については救急救命士、研修を含める規定
を見直して、医療従事者の負担軽減を図ることへの対
処としては僕は有効だと思います。それどう思います
か。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時30分休憩
　　　午前10時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　急患搬送用ヘリポート
につきましては、消防組織法の原則から一義的には石
垣市において整備するものというふうに考えておりま
す。ただ、整備主体にかかわらず隣接地にヘリポート
を設置するためには、都市計画の見直しがやはり必要
となってくるかと思います。その一定の課題につきま
しては、今後石垣市を含め私ども意見交換を行ってま
いりたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　よろしくお願いします。
　それでは、八重山地域の振興についてのオ、西表島
の北岸エリアの通信電波障害の対処方針についてお願
いをいたします。
　あのあたり約10キロ四方は全く通信ができない状
況になっているということで、非常に緊急時の対応で
大変苦慮されている。実は、地域の消防団の人もけが
を負った人を搬送するのに物すごく大変な思いをした
ということであります。この辺の対処方針についてお
願いします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　携帯電話につきまして
は、無線通信事業者が全県的に基地局を整備し、不感
地帯を解消するためサービスエリアの拡大に努めてい
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るところです。しかしながら、西表島北岸エリアで
は、住居や事業所がないことから、無線通信事業者に
よる基地局の整備が進んでおらず、不感地帯が発生し
ております。
　沖縄県としましては、竹富町と連携し、同町が計画
している国の携帯電話等エリア整備事業を活用した基
地局の増設などについて検討を進めているところで
す。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　検討ではなくて、すぐに整備の方向
に動いていただきたいと考えます。
　それと(1)キです。波照間漁港の施設整備の改善に
ついてです。運航業者から数々の改善要求が出ている
と思いますが、今現在優先的にやっている改善の取り
組みについてお伺いします。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　波照間漁港では、平成29年より就航した大型高速
船において、干潮時の乗客の乗りおりに支障を来して
おり、竹富町からも改善の要望があります。県では、
平成30年度に海運会社から漁港内での操船などの情
報収集をいたしまして、改善案の検討に係る調査を
行っております。現在、検討した改善案で操船に支障
がないか海運会社に確認を依頼しているところであり
ます。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、利用
者の利便性、安全性の向上を図るため施設整備につい
て検討してまいります。なお、竹富町におきまして
は、乗降用タラップの設置が容易となるよう、暫定的
な対策を講じ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）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　これは漁港という位置づけだから、
整備にいろいろ問題があるのか。普通港湾というんで
しょうか、そういった漁港でないほうが整備が進んで
いくのか。その辺のちょっとニュアンスを教えていた
だけますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時35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（長嶺　豊君）　お答えします。
　漁港につきましても、定期船等が就航している漁港
につきましては、このような整備が可能であります
し、現在整備に向けて昨年度調査した案で就航に支障

がないかというのを直接海運会社に照会をして、それ
に支障がなければその案でまた事業化に向けて調整を
進めていくという状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　ありがとうございました。
　仲間港の台風時浸水状況の把握と再整備の方向性、
あと仲間港、小浜港の駐車場の拡大整備の対処方針を
お願いします。
　相当な浸水が起きてコンテナが随分流されて、車も
浸水したりしていたと。港が全く海みたいになってい
るというのは非常にこれおかしい。それとまた、世界
自然遺産登録後の入域客のことも考え、それと駐車場
はやはり明らかに狭いというのが私の感想でもありま
す。その辺の再整備方向をちょっと教えてください。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　台風時の浸水対策、あと駐車場整備についてでござ
いますが、仲間港の浸水状況につきましては、台風
18号の接近と大潮の満潮時が重なったことによる高
潮によりまして旅客ターミナルの浸水、貨物用コンテ
ナや車両が流されたことを確認しております。仲間港
は西表島の拠点となる重要な港湾でありますので、浸
水対策につきましては今後、町と調整しながら改善に
向けて検討していきたいと考えております。
　次に、駐車場についてでございますが、仲間港では
駐車位置の偏りが見られることから、適正利用につい
て地元と十分調整していきたいというふうに考えてお
ります。また小浜港では、駐車場の利用状況を踏ま
え、整備の必要性について検討していきたいと考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　ありがとうございます。よろしくお
願いを申し上げたいと思います。
　次に、一般県道石垣空港線の進捗状況について、次
年度予算規模、進捗のパーセントについてお伺いしま
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。
　石垣空港線の平成30年度末の進捗率は、事業費ベー
スで約42％、用地取得面積ベースで約79％となって
おります。平成30年３月には平得交差点から市道タ
ナドー線交差点までの1.8キロメートルについて、暫
定２車線で供用を開始しており、新八重山病院へのア
クセスが向上しております。現在、新石垣空港から石
垣市道の産業道路までの約２キロメートルについて、
重点的に整備しており、令和２年度末の供用を予定し
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ているところであります。引き続き、令和４年度末の
全線供用に向け取り組んでまいります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　大分事業実施がおくれているのはも
う数年と思いますが、１年くらい前倒しして整備しよ
うという何か方針転換でも少し考えたらどうですか。
随分おくれていますよね。その辺について、１年ぐら
いでも前倒ししてやろうじゃないかという気はありま
せんか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　今、鋭意整備を進め
ております。橋梁箇所がありまして、橋梁の工事で若
干時間がかかっておりますし、また用地買収がまだ全
て整っている状況ではないということで今、最短で頑
張って令和４年度末の全線供用を目指しているという
ところでございます。鋭意取り組んでいきたいと考え
ております。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　じゃよろしくお願いします。
　石垣空港国際線ターミナルの改築の対処方針につい
てですが、入札不調が続いて全然前に進まない。抜本
的な対策が急務ではないかと思いますが、その辺につ
いての対処方針をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　新石垣空港国際線旅客施設の増改築工事でございま
すが、現在、事業主体である石垣空港ターミナル株式
会社において入札説明会に参加した業者と随意契約に
向けた調整を行っているところであります。
　県としては、早期の工事着手及び供用開始に向け、
同ターミナル社と連携を密にし、国際線旅客施設増改
築等の整備のための支援を行っていきたいと考えてお
ります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　石垣空港の滑走路延長要請について
の対処方針ですが、県に石垣市のほうから800メート
ル程度延ばすことについての要請があったというふう
に思います。これについては、国のほうにも直接要請
もしているようでありますけれども、基本的に県が管
理する空港ですから、需要を喚起するためにはインフ
ラ整備というのは僕は必要だと思っています。こうい
う需要も確実にあると我々踏んでいます。その辺につ
いての滑走路延長についての対処方針についてお伺い
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。
　新石垣空港の滑走路の延長でございますが、滑走路
の延長整備につきましては、航空会社の意向確認や整
備に伴う技術上及び環境上の課題、空港用地拡張に対
する住民合意など、解決すべき課題が多いことから、
今後の検討課題であると考えております。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　この件に関しては石垣市がもう要請
をしているんですから、しっかりと具体的な問題につ
いて話を進めていただきたいというように思うんです
が、この辺はどうですか。これからの検討ではなく、
具体的に進めていくという方向で。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えをいたします。
　先ほども申し上げましたけれども、航空会社の意向
確認ですとか、あと技術上、環境上の課題、住民の合
意、さまざまな課題があるということから、直ちに取
り組むことが困難な状況ではないかなというふうに考
えておりますので、その課題の解決の見通しが立った
段階で具体的な検討に入っていくものだということ
で、直ちに取り組むというよりも今後の検討課題であ
ろう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）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　ありがとうございました。
　与那国田原川の整備を含む大雨被害後の復旧整備の
進捗状況、対処方針についてお願いします。実は、地
域から一向に前に進んでいないんじゃないかという声
が寄せられていますが、今どういう状況になっていま
すか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　田原川の整備、あと災害復旧についてでございます
が、田原川につきましては、浸水被害の軽減や周辺環
境に配慮した河川整備に向け、平成30年度から事業
に着手しております。現在、下流部の護岸設計等に取
り組んでいるところでございます。一方、去る５月の
豪雨により被災しました田原川の災害復旧工事につき
ましては、早急に行いたいということで、今年度令和
元年８月に入札を実施しましたけれども、作業員の確
保が困難といった理由から入札不調となっておりま
す。現在、再入札の準備を行っているところでござい
まして、年内の契約に向けて取り組んでいるところで
ございます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。



−191−

〇大浜　一郎君　じゃもう前向きに進めていただきた
いと思います。
　次に、与那国島の県道217号線の整備の進捗状況に
ついて再度お伺いします。
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。
　県道与那国港線の進捗状況でございますが、与那国
港線道路改築事業は、祖納港から与那国島線との交差
点までの延長約300メートルの区間につきまして、平
成27年度から事業に着手しております。平成30年度
末の進捗率は、事業費ベースで約６％となっており、
現在、早期整備に向け用地取得に取り組んでいるとこ
ろであります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大浜一郎君。
〇大浜　一郎君　よろしくお願いします。
　それでは、旧八重山病院跡地に民間病院を移設する
要望が、石垣市のほうからも意見書として出されてお
りますが、その辺の対処方針についてお伺いします。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　旧八重山病院の跡地につきましては、かりゆし病院
の上善会から、使用について昨年の５月に私のほうに
依頼がありました。最近では石垣市議会におきまし
て、かりゆし病院による跡地利用について検討してい
ただきたいと申し入れがあったと思います。事業局と
しましては、跡地利用の方法につきましては、公有地
の土地管理に従いまして、まず部局の中での希望はな
いか、続きまして市町村に利用の計画はないか問いま
して、もしなければ一般入札というように公募にする
ことになると思います。
　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　これ１次医療と２次医療、３次医療
と言って、やはりすみ分けをきちっとしていこう、場
所もちょっと遠くて――私も現場見ましたけど、物す
ごく老朽化が激しい。建てかえもしなければいけない
んだけれども、やはり場所的にはあの場所が一番ベス
トなのではないかと。やはり離島医療のための位置づ
けとしては、八重山病院からも近くなりますから非常
にいいのではないかと思いますので、できるだけ市と
意見交換をして、しっかりと前向きに進めていただき
たいと思います。よろしくお願いします。
　ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩

　　　午前10時47分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇大浜　一郎君　西表西部診療所の常駐医師の配置等
についてです。新聞等々でも地域の皆さんが非常にお
困りになっているような感想を持っています。地域医
療体制のあり方については先ほど言いましたが、基本
的にはもう政策医療だという位置づけで私たちは認識
しています。そうあるべきだと思っています。地域の
格差の問題は離島医療のあり方、そのあり方によると
言えると思います。常駐医師の確保はもとより、代診
医師の確保は離島医療のかなめです。この前部長も行
かれたと、新聞でも拝見をいたしました。離島に配置
するというのは非常に難しいということは私たちも
重々わかっていますが、やはり離島医療は政策医療で
あるということについてしっかりと認識をしていただ
いて、今後の対策について前向きな対処方針を少しお
伺いをしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　離島医療をどうす
るかという御質問なんですけど、報道にもありました
ように、10月14日に突然の急病によって診療体制が
変わったとそういうことになりまして、八重山病院と
それから離島の診療所、県、どういうふうに対応する
かということを検討しました。これは急な病気だった
ものですから、11月までは八重山病院の医師が交代
で診療を行いました。12月からは常勤の医師を配置
して、１週間のうちの５日、月・火・水・金は常勤の
医師を配置しまして、水曜日に関してはこれまで舟浮
とか鳩間とか、それから老健の施設を午後とかやって
いたんですけど、それを木曜日に集中してやろうと。
11月はその緊急に対する医師の配置が不十分だった
んですが、木曜日にも一応医師は配置すると。また夜
間も輪番制をとって、輪番担当じゃない医師も基本的
には緊急の患者さんに対して対応ができるように12
月から配置しております。これは来年の３月までこう
いう体制をとりますが、来年の４月からはきちっとし
た離島医師を配置する予定でございます。離島医療に
かかわる医師、これは沖縄県の特徴で16の離島の診
療所がございますが、これまできちっと対応はしてき
たという経緯がございます。最近になってそういう医
療をする医師の確保が難しくなっていることは事実な
んですけど、特に自治医科大学の出身者、それからプ
ライマリーコースというのが中部病院と南部医療セン
ターにあります。それから、最近では琉球大学から地
域枠という医師がそういった地域のほうに行きまし
て、診療をするというふうな体制を整えてきていると



−192−

思います。しかしながら、今西部診療所の内情を話し
ますと、やはり人口が非常に多くて外来の患者さんも
多いということで、やっぱりそこら辺はもう医師の疲
弊を少なくするために、複数で交代交代で輪番制をす
るとかというのも一つの対応策ではないかと。それ
と、ほかの県立病院の協力を得まして、八重山地区に
は４つの診療所があるんですけど、そういったところ
の代診も行うとそういうふうな予定でございます。
　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　ありがとうございました。
　地域としても医師の皆さんが、快適に過ごせるよう
に協力していくというのは、私たちは当たり前にしっ
かりとやっていくつもりでありますので、離島医療の
充実のためにぜひ今後ともよろしくお願いを申し上げ
たいと思います。
　結びに、先週からの一般質問において、いろんな疑
義について今質問がありますけど、これは総じて先ほ
ど申し上げましたように、知事の県政におけるガバナ
ンスの問題、そして、ひいては知事の政治姿勢の問題
としてこれは大きくクローズアップされていく問題で
ありますので、しっかりとこの県議会においてその疑
義を晴らすために、そして何が問題だったのかという
のを明確にする。それがないと、またこれは引き続き
２月まで引きずっていくということになりますから、
これからも我が党の議員が質問すると思いますが、
しっかり真摯な真摯なお答えをぜひよろしくお願いし
たいと思います。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　沖縄・自民党の具志堅透でございま
す。
　通告に従い一般質問をしたいと思います。
　１点目に知事と友人、仲間たちとの会食問題につい
てでございます。
　それにあわせて我が党代表質問関連で、仲田弘毅
議員の１の知事の政治姿勢(1)のカについてもあわせ
て、質問取りのときに通告してありますのでよろしく
お願いします。
　まず１点、知事、もう見たくも聞きたくもないかも
しれませんが、会食問題、この写真ですね。（資料を
掲示）　これまで知事は答弁で、会食の連絡・案内は
徳森氏から受けたということでございますが間違いあ
りませんか。電話連絡であったということで。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私に直接ではなく、私の秘

書に連絡があったということです。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　秘書も直接であるんだろうという認
識でございます。
　そのときにどうしてもやっぱり考えられないのが、
その目的だとか、誰々が参加するのかという確認をし
なかったのか。場合によっては２人の会食だったのか
と疑われても仕方がないですね。せんだって質問の中
で両副知事も答弁しているとおり、誰が考えても誰が
参加するのか、どういう目的なのかという趣旨等々に
関しては、先方に確認せよと秘書に言わなかったんで
すか。そこがどうも本当に疑問なんですね。どうなん
ですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　これも前に答弁をさせてい
ただいたと思いますが、特に私は確認をしませんでし
た。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　それは例えば、友人である、仲間で
ある徳森氏から秘書を通じて知事に連絡があった。そ
のことは２人だけの会食だったかもしれませんよ。そ
う言われても仕方ないですよ。そして、なぜ確認しな
いで参加できたのか。それはやはり、知事の認識の中
にその仲間内が集まるんだということを察知してた。
内々薄々感じていたということが、わかっていたとい
うことで確認もせずに、はいはい行きましょうという
ことで行ったとしか考えられないですね。その辺のと
ころどうですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　ぱっと行って顔を出してす
ぐ帰るつもりでしたので、特に確認はしなかったとい
うことです。
〇具志堅　透君　特に何、済みません、もう一回。聞
き漏らしたので申しわけないです。済みません。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10時56分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　それは沖縄県知事、沖縄県民を代表
する県知事としてとるべき行動じゃないですよ。あな
た、危機管理上どうするんですか。誰がいるのかわか
らないところに飲みに行く、会食に行く。そこに誰が
いるかわからないですよ。危なっかしくてしようがな
いですね。そういったことは厳に慎むというか、これ
はもうわかっていたとしか言えないですね。
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　そして、鈴木さんは記者のぶら下がりの中で、契約
を翌日に控え、飲み会前にコンソーシアムに関する打
ち合わせをしていたと言っているんです。そして業務
の打ち合わせの延長線上で、その会食があったと言っ
ております。まさに契約を翌日に控えて、業務打ち合
わせ。そして祝杯を上げる目的での会食であったと言
わざるを得ないんですよ。それに知事を案内して、お
礼の一言でも述べようと思ったのではないかと思うん
ですね。どうですか、それは。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　これも答弁をさせていただ
いておりますが、私はその翌日が契約の日であるとい
うことは、全く知りませんでした。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　知事がどんなにそう答弁しても、も
う信じがたい話です。
　次に移ります。
　鈴木さんは、そのコンソーシアムの打ち合わせをし
ていたということなんですが、その日に県の職員と打
ち合わせをしておりますか。翌日の契約等々に関して
でもいいんですが。
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（新垣健一君）　議長、済み
ません。
　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。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　今、手元に細かいのがないのであれですが、５月
23日に私どもと打ち合わせ自体は行っております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　総務部長、部長は契約前の会食につ
いて、仲間内、友人のプライベートな会であったとい
うことで地公法に抵触しないとしている。それは間違
いないですか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　職員倫理規程ですね、定めるところには抵触しない
と。プライベートな集まりということで確認いたしま
したので、そういうふうに回答させていただきまし
た。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　私はそれは逆なんだろうと思ってい

ます。知事を中心とした――これ徳森さんかもしれま
せん。彼女が全部連絡してますから。仲間内の飲み会
だからこそ、問われる問題であるんですね。だから
2400万円の受注契約の前祝いと疑われても仕方がな
いことなんです。
　それでは伺いますが、現在、このメンバー、万国津
梁会議、ＳＤＧｓあるいは米軍関係に関係していない
方はいますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時０分休憩
　　　午前11時０分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　会食のメンバーがどういう関係性があるかというこ
とについては、個人的なこともございますので、回答
は差し控えさせていただきます。
〇具志堅　透君　関係性、何でよ。質問は今この……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時２分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　この５月23日の時点で、この参加者というのは自
民党のほうの会派長からの照会で、知事、特別秘書、
一般職員ほかと確認しております。
　ただ、氏名――またこの会食と業務は直接的な関係
はございませんので、それについては回答を控えさせ
ていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　もう一度聞きます、伺います。
　業務に支障はないですよ。ここにいるメンバー、
23日には関係していないと言っていましたよね。今
現在、関係していない人はいますか。僕は全員が関係
していると思っているんですよ。そこを答えてくださ
い。秘書、特別秘書以外ですよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時２分休憩
　　　午前11時３分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　万国津梁会議のその業務については関係している職
員はいません。
〇具志堅　透君　僕は、万国津梁会議、米軍基地問
題、ＳＤＧｓと言いました、質問は。
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〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時３分休憩
　　　午前11時４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（宮城　力君）　この会合のメンバーの中
に、ＳＤＧｓに係るワーキングチームの職員がお二人
おります。万国津梁会議の委託業務契約は５月24日、
ワーキングチームの……
〇具志堅　透君　部長、いいよいいよ。それじゃなく
て、今現在の話だから。
〇企画部長（宮城　力君）　ワーキングチームは委託
契約後に設置されていることから、委託契約の締結業
務にはかかわっておりません。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今、聞いたとおりです。答弁のとお
りです。
　今現在は、全員がその事業にかかわっている、関連
する事業に。それが疑問を持たれる、疑惑を持たれる
要因だと僕は思っています。皆さんは当時――今も企
画部長がるる言いわけをしておりますが、それが関係
をしているからこそ疑惑を持たれるんです。そのこと
を申し上げておきます。県民の皆さんに。
　それでは次に、金曜日の答弁の中で、５月24日に
契約をし、その後初めての会議が６日後の30日に行
われたと答弁しています。間違いありませんか。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　金曜日に基地関係の万国津梁会議が５月――その１
週間後の５月30日に行われたと私のほうで答弁した
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　それも僕は不思議で――じゃ言いま
す。米軍関係の会議が行われておりますが、この選任
はいつ、誰が決定をし、そのメンバーと任期はいつま
でか伺います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時８分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　失礼いたし
ました。
　まず、万国津梁会議の委員の就任依頼につきまして

は、令和元年の５月14日付の起案で、決裁は５月15
日でございます。これは文化観光スポーツ部統括監決
裁となっております。委員につきましては、５名の皆
様については、令和元年５月29日から令和３年４月
30日まで。お一人の委員につきましては、令和元年
８月１日から令和３年４月30日まで。さらにその後
一人追加になりまして、現在もう一人の方は、令和元
年10月１日から令和３年４月30日まででございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　ということは、この万国津梁会議設
置業務を受託したコンソーシアム４社が行ってはいな
いということでいいですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　金曜日来、
答弁させていただいておりますように、委員につきま
しては、専門的な高度な識見をお持ちの方をこれまで
の論文でありますとか著書でありますとか、そういっ
たところを踏まえまして三役で総合的に検討して、知
事のほうで最終的に判断されているというところでご
ざいます。
　その後、事務手続につきましては、私ども文化観光
スポーツ部のほうで行っておりまして、先ほど申し上
げた日付で事務手続を行っているところでございま
す。ですので、いわゆる支援チームがかかわっている
ということではございません。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　私が言っているのは、例えば会議日
程の決定だとか、調整だとか、そういったコンソーシ
アムが受ける委託事業がありますよね。その作業をし
ていないということでいいんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　いわゆる会議につきましては、委員長を中心に、委
員の中で決められたものでございますが、その調整に
つきましては当然担当課であるとか、それから支援
チームと調整をしながら進めていくというところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　部長、ちょっといいかげんな答弁と
いうか、何を言っているのあなた。
　金曜日に我が会派の島袋大議員に何て言いました。
これ念を押して確認までしてありますよ。答弁をころ
ころ変えるなよ。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　休憩してく
ださい。
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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13分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　議員御指摘のとおり、島袋大議員の御質問の中で、
この事業をとった内容に県の職員は全く入っていない
と理解していいですかと。今の答弁はとった団体が
しっかりと運営していくという答弁ですよと。県の職
員誰一人入っていないということでよろしいですよ
ね、運営にということにつきまして、私のほうが質問
の趣旨を理解しているかどうかわかりませんが、それ
ぞれ児童虐待とか基地問題でありますとかＳＤＧｓの
３つのテーマについて今年度会議をスタートしている
ところでございますと。その中で会議の実施に当たり
ましては、それぞれの部局との調整がありますので、
そういった意味で調整をしながら業務を進めていると
ころでございますというふうに答弁をしたところでご
ざいます。
　しかし、私の説明がもしかしたら舌足らずだったの
かもしれませんが、今回は会議を回すための支援業務
を委託して、彼らに受託してもらっているわけです。
それを当然別の議員のときには申し上げましたけれど
も、開示のロジから始めていわゆる委員との日程調
整、会場の手配等さまざまな業務を委託しているとこ
ろでございます。
　それで先ほど具志堅議員の質問は、日程調整などは
どうしているのかということが質問の趣旨であったと
いうふうに理解しているんですが、そういったことは
当然担当課も交えまして、委員の皆様とその会議受託
者の中で調整が行われているという旨の答弁をしてい
ることでございまして、趣旨としては金曜日に申し上
げたことと変わりないということです。もし金曜日の
私の答弁が少し舌足らずのところがありましたら、
きょう申し上げたとおりというところでございます。
〇具志堅　透君　議長、ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時15分休憩
　　　午前11時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　今回の業務につきましては、まさに業務の運営等に
つきましては、委託しておりますのでいわゆる事業者

のほうでやっていただくと。それから委員との日程調
整や業務に関しては当然担当課のほうにもかかわって
もらうというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　答弁を都合のいいようにころころ変
えないでください。我々はしっかりと真剣に取り組ん
でおりますのでよろしくお願いします。
　それでは、そこで業務の内容について伺いたいと思
います。仕様書に書かれている業務委託内容をちょっ
と読み上げてください。
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（新垣健一君）　御質問の趣
旨は、支援業務委託の仕様書だというふうに理解して
おりますが、まず業務の内容でございますが、１、会
議等の運営支援。その中で会議の運営業務、いわゆる
会場の確保及び運営、それから資料整理……
〇具志堅　透君　設営でしょう。運営じゃなくて。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　失礼しまし
た。会場の確保及び設営、それから資料整理、各委員
の日程等連絡調整、それから会議進行及び補助、それ
から通訳手配等――必要な場合ですね。それから２つ
目として、会議の内容に関する情報収集及び資料作
成、外国語対応含む。それから３つ目に議事録作成。
４つ目に委員への報償費及び旅費の支払い。５つ目に
委員の旅行手配――必要な場合。６点目に会議に係る
お茶等準備、運営資料作成・準備等。それから７つ目
に会議運営等に係る経費の支払い。それから８点目に
はその他会議の運営等に必要なことというふうに記載
をしております。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時18分休憩
　　　午前11時18分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　少しだけ私の発言訂正させてくださ
い。
　全ての方が今現在かかわっていると言ったんです
が、２人ほど――当然、知事特別秘書ですが、含めて
もう一人かかわってないようでございます。残りの多
数がかかわっているということに訂正します。ごめん
なさい。
　今の説明の中でありました業務内容、皆さん主担
当、副担当と決めてありますね。その中で県の職員が
やることどれだけありますか。そして、そのコンソー
シアムがやる事業、何々ですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
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　　　午前11時19分休憩
　　　午前11時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私どもの契約に基づきまして、業務実施計画書の提
出がございます。その中においては、それぞれのテー
マごと、分野ごとに主担当、副担当というのを定めて
おります。あわせましてその受託業務の中につきまし
ては、さらにはコンソーシアムの中でそれぞれそう
いった会議運営等や打ち合わせ等に関する事務を定め
ております。それぞれ今年度、今３つの分野について
会議が行われたわけでございますが、それぞれ会議の
分野ごとによってそれぞれ所管部局と調整をしながら
その業務を行っているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　部長、あなたはそのコンソーシアム
が重要な役割を担っていると説明をしております。
我々数えました。県職員が主担当であるのが29個、
そしてコンソーシアムが主であるのが22個、県職員
のほうが多いんです。いいですか。その中で重要とさ
れる会議の資料収集、会議録作成、資料作成、全てに
おいて県の職員が主たる担当なんです。それをどう説
明するんですか、あなた方。コンソーシアムは何を
やっているの。彼らにしかできない仕事って言ってい
るんだよ、あんた。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　それぞれ児童虐待、それらの基地問題、ＳＤＧｓ、
それぞれにつきまして、当然部局のほうで提供する資
料もあると思います。それぞれ分野においてそういっ
た役割分担がなされているものというふうに理解をし
ております。
〇具志堅　透君　何を言っているの。役割分担を聞い
ているんじゃない、主たる業務は……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時21分休憩
　　　午前11時24分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　米軍基地問題に関する
万国津梁会議の状況についてお答えします。
　これまで２回開催しておりますが、そのいずれにお
きましても委員から作成された資料あるいはレポート

などをテーマに、委員相互で意見交換を行うなどとい
う形でやっております。
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）　虐待に関す
る万国津梁会議２回につきましても、行政から出る資
料については私どものほうでつくっておりますが、専
門家の委員から資料もいただいて、その議論の中心に
なったところでございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　ＳＤＧｓに係る万国津梁
会議は１回、８月６日に開催されております。その際
にも県のほうで収集した資料等をもとに、あるいは有
識者の先生方と委託業者のほうで調整しながら資料を
作成しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　私が聞いているのはそこじゃないん
ですよ。担当部長が全てをそのコンソーシアムがやっ
ていると言うから、違うでしょうと言っている、これ
契約違反じゃないのと言っているんですよ。今言う米
軍基地に関しては12項目ある中の２つだけですよ、
彼らがやっているのは。残りの10は全て県がやって
いるんですよ、県職員が。どう説明するの。
　それと子ども生活福祉部長、ちょっと答弁変えちゃ
だめですよ。あなた金曜日に児童虐待関連の資料は全
て県が作成しているという答弁していますよ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時26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。
　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）　万国津梁会
議の際に、行政側の説明としてつくった配付資料は全
て子ども生活福祉部でつくりましたという意味で答弁
申し上げました。今先ほど申し上げたものは、その会
議の中で専門家である委員からいただいた資料もあり
まして、それはその会議の中で提供されているところ
でございます。
〇具志堅　透君　どう説明するの。契約違反じゃない
の、これ。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほど申し上げましたように委託業者につきまして
は、会場の確保・設営と会場運営、ロジ全般を、それ
から委員等の日程等連絡調整。それから会議進行、会
議の内容に関する情報収集及び資料作成、通訳・翻
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訳。議事録作成、議事概要等の作成。それから会議運
営に係る経費等の支援、次年度の会議のあり方の提案
などいわゆる会議をより効率的、円滑に行うための業
務を委託したところでございます。先ほど申し上げま
したように、それぞれのテーマによって会議の持ち方
などにつきましては、テーマの所管課と調整をしなが
ら進めておりまして、その中で説明資料として行政が
必要な資料などについては所管課の中においても作成
がなされている状況があるというところでございまし
て、これでもって必ずしも契約違反になるというふう
には捉えておりません。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　私が言っているのは、これだけある
項目の中のほとんどが県の職員が重要な部分を占め
て、29対22なんですよ。そのことを言っているんで
す。2407万7000円という金額が妥当だったかという
ことを言っているんですよ。どうですか。外部発注し
なくてもよかったんじゃないの。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時28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。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　これ金曜日
に申し上げたのかもしれませんが、万国津梁会議は県
内外・海外で活躍する識見のすぐれた方々からの意見
を抽出する会議であり、その実施に当たっては外国語
対応を含む連絡調整、日程の調整を初め幅広いテーマ
における海外の先進事例等の情報収集や会議に係る資
料作成を行う必要があるということから、同会議を効
率的・効果的に運営する目的として委託したものでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　席を立たないでください。
　休憩いたします。
　　　午前11時29分休憩
　　　午前11時29分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　子ども生活福祉部長、ちょっとお伺
いしますが、専門委員が出す資料というのを提出願え
ますか。
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。
　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）　専門員の先
生から出された資料がございますが、先生から公表し
ていいかどうかの確認はとっていないところでござい
ますので、それ確認してから対応させていただきたい
と思います。
〇具志堅　透君　これじゃちょっと、この児童虐待に
関する問題を我々審議できませんよ。専門委がどう考
えて、どういう考えを持って……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時31分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　先生が書い
た資料につきましては先生の著作権の問題等もござい
ますので、提出できるかどうかというのは確認が必要
だと思いますけれども、行われた議論につきましては
議事録を公表しておりますのでその中で虐待に関する
議論については御確認できる内容となっております。
〇具志堅　透君　今会議録の話をしているんじゃない
よ。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時31分休憩
　　　午前11時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　先生から出
された意見書については――意見書というか資料につ
きましては、やっぱり先生に出していいかどうかの確
認は必要だと思いますので、それを確認した上で対応
させていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　そういうことで逃げるんであれば、
この児童虐待というこの会議自体、何の説明もできな
いですよ。我々議会はどういう先生がどういう考えを
持って児童虐待に対する問題にどう取り組んでいくか
ということを知る必要があるんです。県民に知らせる
必要がありますよ。それでこういった考え方を持った
先生たちを選抜したんだと。それを答えられないでど
う審議するの。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時33分休憩
　　　午前11時33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）　内容につき
まして議事録で詳細に公開しているところでございま
すので、その議論の行方についてはもちろん来ていた
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だいた方もそうですけれども、その後に見られるよう
にもしているところでございます。先ほどから申し上
げていますとおり先生から出された資料につきまして
は、先生に確認してからということでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　会議の経過を報告するのは当然。し
かし、この先生方が就任する上でどういう考えを持っ
ていたかという、これＳＤＧｓは出されていますよ、
資料、企画は。基地も。子どもだけが出てないんです
よ。なぜそんなこと言うんですか。
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35分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　済みません。
　再度今、担当職員に確認しましたところ、第１回目
の会議のときに私のほうでは委員のほうだけに配った
のかなと思いましたけれども、マスコミにも配ったそ
うですので提供させていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　部長、この問題集中的に我々２カ月
もかけて、ＰＴもつくってしっかりやってきました。
今のような答弁では到底納得がいかないところがある
んです。出すところは出す、出さないところは出さな
いということでしっかりやっていただきたい。僕はこ
の部分を見ても、これは外注するような案件じゃな
い。これは県の職員が立派に完結できるような事業だ
と思っています。そして2400万に値しない。既に９
割を支払っているという。僕はこれは明らかな不当支
出だと思っています。これは監査請求ものでもありま
すね。
　ちょっと休憩してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時37分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇具志堅　透君　それでは次に、９割支払いについて
伺います。その経緯、いつ、幾ら、何回に分けて金額
を支払ったのか伺います。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　金曜日来、御質問がございますが、まず概算払いを
いたしました。
　概算払いとは、債権者が確定しているが債務金額が

未確定の場合において、あらかじめ一定の金額をその
債権者に対し交付し、後日債務額が確定したときに精
算する制度でございます。ですので、後日の精算を考
えておりました。
　概算払いをした主な理由としましては、私どもとし
ては業務が円滑に実施されている状況を確認した上
で、契約当初の全体日程が決まっていない、それから
日程は委員等と調整し決定する必要がある、それから
開催頻度や回数が委員長決定のため予測ができない、
幅広いテーマ議論のため情報収集の必要がある、それ
から先行３テーマ以外に新たな会議の立ち上げの可能
性があるということで、柔軟な対応が必要だというと
ころで概算払いを行ったものでございます。
　支払い日につきましては、まず第１回目を令和元年
６月10日に722万円、２回目を令和元年８月６日に
同額の722万円、それから３回目を令和元年９月４日
に同額の722万円、合計2166万円を概算払いしてい
るところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　部長、今概算払いの話をしておりま
したが、それは概算払い計画に基づいて支払ったとい
うことでよろしいですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　支出負担行
為の際の支払い計画に基づいて支出したところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　総務部長、ちょっと伺いますが――
総務部長なのか企画なのかわかりませんが、総務部長
だと思います。
　官公庁の支払いの原則はどうなっていますか。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　事業によっていろいろ違
うと思いますけれども、基本的には精算払いが原則
で、概算払い、または前金払いとかそういったことも
できるようになっています。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　原則として後払いなんです。例外で
前金払いと概算払いがあるんですね。もし先に代金を
支払ってしまった後に相手が契約の内容を履行できな
かったときに損害をこうむってしまう、それが理由で
す。そのリスクを防止するため、後払いという原則に
なっているのではないかということであります。
　なぜ、概算払いの方法をとったんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　概算払いの
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理由につきましては、先ほど述べたようなところでご
ざいまして、私どもとしては、相手方の請求に基づ
き、支払い計画等もございます。業務が円滑に実施さ
れている状況を確認した上で、先ほど述べたような柔
軟な対応が必要というところで概算払いを行ったもの
でございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　総務部長、そこで概算払いができる
範囲は限定されていますね。それをちょっとお願いし
ます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　まず、地方自治法施行令ございますけど、そちらの
ほうでできる項目がございます。旅費、官公署に対し
て支払う経費、補助金、負担金、交付金、社会保険診
療報酬支払い基金、または国民健康保険団体連合会に
対して支払う診療報酬、訴訟に要する経費、この５つ
以外に各号に掲げるもののほか、経費の性質上、概算
をもって支払わなければ事務の取り扱いに支障を及ぼ
すような経費で、普通公共団体の規則で定めるという
ことで財務規則で定めておりまして、その中で財務規
則の65条にございますけど、１項として独立行政法
人、公社または公団に支払う経費、２としまして、予
納金、保証金及びこれに類する経費、３としまして、
特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づく就学
奨励に要する経費、４としまして、児童福祉法に基づ
く措置費、５としまして、交通事故に係る損害賠償
金、６としまして、沖縄県補助金等の交付に関する規
則第２条第１項第４号に規定する給付金、７としまし
て、委託費ということ、こちらのほうの委託費が委託
事業に係るものという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）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　予算決算及び会計令というのがあり
ますね。それの58条ちょっと読んでみてもらえます
か。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時42分休憩
　　　午前11時44分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　国のほうの予算決算及び会計令の第58条ですけ
ど、ちょっとこれ直接県の財務と関係するか確認を要
しますけれども、58条には「会計法第22条の規定に
より概算払をすることができるのは、次に掲げる経費

に限る。」としております。「ただし、第３号から第６
号までに掲げる経費について概算払をする場合におい
ては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要
する。」というふうに書いておりまして、その中で１
としまして先ほどと類似しますけれども、旅費、それ
と２は――これは地方自治法施行令と一緒でございま
すけれども、官公署に対して支払う経費、３としまし
て――ここのほうが地方自治法では補助金、負担金、
交付金となっていますが、ここのほうには委託費とい
うふうになっていまして、この委託費がいわゆる委託
料の費用に該当するのかなということでございます。
ちょっとその辺直接国を縛っているような法のようで
すので、そこは少し確認が必要かなと思っていますけ
ど、私どものほうとしては地方自治法の施行令の162
条の第６号を踏まえて財務規則で定めている観点で概
算払いをしているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今述べてもらったとおり、国のほう
ではかなり厳しくこの概算払いを制約されておりま
す。旅費あるいは官公署に対して支払う経費のみが認
められて、それ以外は認められないとなっているんで
す。もし支払う場合は、財務大臣と協議をしなさいと
いうことになっているんですが、それは沖縄県庁とは
違うということですので、ただそこまで慎重な概算払
いということになっております。
　その中で、土曜日の沖縄タイムスさんの記事に、概
算払いは最後に確認をして、契約に相違があれば返還
してもらう性質のものであると当局が述べていると
言っているが、間違いないですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　概算払いの性質につきましては、先ほど申し上げま
したように、債権者が確定しておりますけれども、債
務金額が未確定な場合においてあらかじめ一定の金額
をその債権者に交付し、後日債務額の……
〇具志堅　透君　それを聞いているんじゃない。僕は
今、タイムスに掲載されていることを確認しているん
だ。間違いないかだけ聞いているんだから。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　精算される
制度でございまして、全てが終わった後に関係証憑な
どを確認して精算するという内容のことを報道機関に
対して申し上げたものでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　もう一度聞きます。概算払いは最後
に確認して、契約に相違があれば返還してもらう性質
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のものだと言ったんですか。イエスかノーでいいよ。
記事に書いてあるんですよ。
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（新垣健一君）　ですので、
後日債務額の確定したときに精算する制度である旨の
説明をしたというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　部長、あなたは会議の開催頻度や回
数確認さっきも答弁されましたが、予測できないこと
や幅広い云々、情報収集が必要なことから柔軟な対応
が必要だと判断し、概算払いしたと言っています。こ
れも間違いないですね。
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（新垣健一君）　先ほどの答
弁のとおりでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　この柔軟な対応というのは何です
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（新垣健一君）　まず、契約
の当初我々が想定しておりました５つの分野について
ではなくて、まずは３つの分野から先行して走るとい
うことがございました。そういうこともございました
ので、先ほど申し上げましたように新たな会議の立ち
上げの可能性もございますし、全体の日程が決まって
いないということもございます。また日程につきまし
ては、委員等と調整して決定する必要があるというこ
とや、開催頻度、回数等についても複数回変更する場
合があるということ等もございますので、そういった
柔軟な対応が必要になるというところで行ったもので
ございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　これは契約に基づかなく、柔軟に対
応するということですか。
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（新垣健一君）　仕様書の中
で、いわゆるそういったことの可能性がある旨を記し
ているものでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　部長、９割支払われていますよ。そ
の根拠は何ですか。
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。
　文化観光スポーツ部長。

〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほど総務部長からございましたように、基本的に
は精算払いということでございますが、概算払いが自
治法や規則等に基づいて特例が認められているところ
でございます。
　そういった中で、今回委託契約書において概算払い
の上限額を定めておりまして、それを９割としたとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　これは進捗に応じて、実績に応じ
て、請求があって、10分の９まで支払われるという
ことになっているんじゃないですか。請求があったん
ですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　受託者側の
請求に基づいて支出をしております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　それでは皆さんはその請求に基づい
て９割の実績があると認めたんですね。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　確かに16条第２項において、進捗度合いに応じて
というふうに記載がされているところでございます。
私どもとしましては、そのときの進捗度合いというこ
とにつきましては、実際会議が行われている、あるい
は会議の準備が進められているということはもちろん
のこと、今後想定される事業の進捗見合いなども勘案
しながらそういった進捗見合いと考えたところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　９割、10分の９の進捗に値したと
考えたんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　先ほど来申
し上げていますように、そのときの会議が開催されて
いる、円滑に進んでいるという状況を確認しつつ、今
後の業務の準備等も踏まえて９割の概算を払ったとこ
ろでございます。一方、金曜日今回の概算払いに対し
て議員の方からいろんな御意見を頂戴しているところ
でございます。改めて現状を踏まえまして、今後契約
書など法令等も確認しながら取り扱いについて検討さ
せていただきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　部長、実績じゃなく今後の業務も勘
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案しながら支払うんですか。進捗もないのに。
　そしてもう一つ。議員から指摘を受けたから考え直
します。こんないいかげんな仕様の契約があるんです
かあなた方。どうなんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　契約書及び
仕様書について、適正になされたものと理解をしてお
ります。ただ、今回の万国津梁会議につきましては、
５つの分野で走るということはございましたけれど
も、当初は３つの分野から先行して走るというところ
がございました。ですので、今後新たな分野について
も立ち上がる等々踏まえまして、あるいはまた回数等
についても柔軟に対応するというところで支払い計画
も含めて作成し、それに基づいて支払いをしたところ
でございます。ただ一方、先ほど申し上げましたよう
に今回の概算払いに対してもいろんな御意見をいただ
いているところから、今後契約書あるいは法令等に基
づきまして検討させていただきたいと、金曜日も含め
て答弁をさせていただいたところです。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　あなたですね、その受託業者から請
求されて、その請求の実績を見て支払った。その中
で、10分の９に値する９割に値する事業の完結だと。
そして今後の業務も勘案してと言っている。そして議
員から指摘を受けたらそこを精算で見直すと言ってい
る。こんなばかな話がありますか。我々はこの件、行
政に精通した専門の弁護士に相談したんですよ。これ
は明らかに不当な支出に当たると言っているんです
よ。明らかに不当な支出。これまであなたは一貫して
問題がないと言っている。問題がないと言っている。
しかし、それを業者へ自主返納なんてさせないでくだ
さいよ。そのままにしてくださいよ。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　今回は県と受託事業者との間の委託契約に基づいて
行われているものでございますので、基本的な事務の
取り扱いについては、契約書に沿って進める必要があ
ると考えております。
　自主返納か何かにつきましては、そういったお話等
も私ども今ないわけでございますが、先ほど申し上げ
ましたように、現状を踏まえまして今後の取り扱いに
ついて検討させていただきたいというところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えいたします。

　総務部のほうにおいても、執行等管理しております
ので、先ほど文化観光スポーツ部長からもございまし
たけど、契約書その辺の中身を確認の上、受託事業者
と執行状況等当然精査して、相手方と協議が必要だと
思いますけど、そこを適切に対応していくものという
ことをしっかり総務部としても確認したいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　文化観光スポーツ部長、５つの会議
で今は３つしかできていません。今後やる予定あるん
ですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　今後どのよ
うな会議が行われるかというのは、また庁内でいろい
ろと調整をして確認してまいりたいというふうに思い
ます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　万国津梁会議支援業務の委託年数
は、何年から何年までですか。
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（新垣健一君）　今年度いっ
ぱいでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　今年度いっぱい、もう12月終わろ
うとしています。１月、２月、３月であと２つ立ち上
げられますか。
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（新垣健一君）　今後につき
ましては、また改めて庁内でいろんなところで確認を
させていただきたいというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　ずさんな運営、明らかにある特定の
業者にこれだけ発注して2400万、お手盛りでやった
ような気がします。それを示すところをもう一つ聞き
ます。
　募集の説明会のときの仕様書。仕様書の中で担当者
の配置では、５つのテーマと言っているんですよ、皆
さん。そして会議ごとに配置すると示され、各会議ご
との担当について経歴・実績を含めて提示することと
なっている。いいですか。それが随契の契約時の仕様
書では、与党の皆さんも聞いてくださいよ。担当者の
数も少なく、経歴・実績も求めないことを条件に大幅
に緩和されているんですよ。いいですか。６社が来て
いる、６社が。そこの中の全員が引いて１社、４つの
コンソーシアムになった。来た人の３カ所が組んだ。
それは僕は談合に値すると思うけれど、次の人がやり
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ますが、プロポーザル方式云々とやっているんです
が、我々自民党で単独にちょっと調査いたしました。
応募説明会に出席した業者をある程度特定しているん
ですよ。その業者から確認をいたしました。なぜ応募
しなかったのかと、説明会に参加したのにということ
で尋ねました。理由が、５つのテーマの会議ごとに担
当者を配置することは厳しいと。これはかなりハード
ル上げているんですね、説明会では。いいですか。そ
れを聞いても仕様書を変更したことが問題ではなかっ
たんですか。あなた仕様書、随意契約のときには５つ
が３つになっているんですよ。何でまたあと２つやる
なんて言うの。詭弁、いいかげんな答弁、決まっても
いない会議ですよ。あと３カ月でできるんですか。そ
して説明会のときは５つとしてハードル上げておい
て、それを随意契約１社に、４つのコンソーシアム１
社に絞られたから、ハードル下げているんですよ。な
ぜなんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　まず１点目
に、今回仕様書に――契約書がございまして仕様書が
ございます。その中であくまでも私どもは５つの分野
についてということを前提に契約をしております。そ
の契約書に基づいて実施計画書が出されております
が、先行する３つの分野プラス今後予定される別の分
野にというところで、全てというところで５つを網羅
しているものでございます。もう一つは企画提案仕様
書は、企画提案を募集するための仕様書でございま
す。それから業務委託仕様書につきましては契約書に
付随する仕様書となっております。基本的に両者、委
託業務の目的に基づいた業務の内容を示してある基本
的な内容は同じだという理解をしております。
　担当者の配置の記載について違うのではないかとい
う御指摘でございますが、万国津梁会議は複数の会議
の設置を前提としており、場合によっては複数の会議
が同時期に開催されることも想定されていたことか
ら、会議運営に支障がないよう複数の担当者を求める
趣旨で会議ごとに担当者を配置することを記載したと
ころでございます。
　契約に当たっての業務委託仕様書につきましては、
そのことをより明確にするためにそういった表現に改
めたものでございます。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　だらだらと説明しておりますが、こ
の問題も含めて県の職員がほとんど重要なものをやっ
ている。委託事業、委託業者が軽微なもの、数も少な
い。これは本当に2400万で外注する必要があったの

か。我々も行政専門の弁護士に相談した。確かにプロ
ポーザル方式においては契約候補者と仕様書等につい
て協議して決定することはありますと言っています。
しかしながら、委託費の根幹にかかわる部分について
の変更は行わないとなっていると言っているんです。
なぜかと言うと、委託手続の正当性に疑念を招くこと
があるからと。全く皆さん疑念を招いているんです
よ。わかりますか。根幹の部分を全部変更して、ハー
ドルを下げて、この１社にさせる目的だったんじゃな
いかという疑念が持たれているんですよ。知事のお仲
間である、友人であるこの方々にとらせるための説明
会、委託契約だったんじゃないかということなんです
よ。どうですか、知事。そこまで疑われているんです
が。
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（新垣健一君）　今回のプロ
ポーザルの公募におきましては、いわゆる１カ月ほど
の公募期間を設けて募集を行い、その提案のあった事
業者に対してプロポーザルを行い、審査会において審
議を経て候補者として決定されているところでござい
まして、この特定の事業者というところでの手続を進
めてきたものではございません。
〇議長（新里米吉君）　具志堅　透君。
〇具志堅　透君　知事、ここまで疑念を招いておりま
す。何らかのコメントはありませんか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　繰り返しの答弁で申しわけ
ありませんが、万国津梁会議の業務委託に係る契約手
続は担当部局の統括監専決事項となっており、私はこ
れらの事務については一切指示をしておらず、関与も
しておりません。かかる会食からこのような県民の疑
惑や不信を招いたことに対しては、心からおわびを申
し上げ、みずからの襟を正して客観的かつ公正な県政
運営を心がけ公務に対する信頼を確保してまいりたい
と思います。
〇具志堅　透君　最後に言いわけ、一つ。
　済みません。通告したもの全てできませんでした、
次の機会に。答弁を準備してくれた職員の皆さんには
御苦労さんと言いたいと思います。
　以上で終わります。
　ありがとうございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後１時21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。
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　照屋守之君。
〇照屋　守之君　よろしくお願いします。
　２点目の感染症対策補助金については削除をさせて
いただきます。
　まず１点目の首里城火災についてであります。
　首里城火災の原因究明、災害対策及び再発防止につ
いては管理責任者である県の責任で明確にする必要が
あると考えております。見解を問います。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　現在、警察及び消防において火災の発生原因等の究
明を行っているところであり、県は指定管理者と連携
しながら監視カメラの映像や図面等の情報提供ととも
に現場検証を円滑に進めるための立入規制などを行っ
ているところであります。今後、県としましても管理
体制が十分であったかについてしっかりと検証し、見
直すべきところは見直していけるよう関係機関と調整
を進め、再発防止に努めていきたいと考えておりま
す。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　首里城火災については管理責任者で
ある沖縄県の責任である。それでいいですね。
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）　今回の火災により近
隣住民、沖縄県民及び関係各所に多大な御迷惑をおか
けし、施設の管理者として大変申しわけなく思ってお
ります。今後、管理体制の検証を行うとともに、県民
の思いを踏まえつつ一日でも早く復元できるよう国等
の関係機関と連携して取り組んでまいります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　再度確認します。
　沖縄県の責任であるという、この認識でいいんです
ね。首里城火災。
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）　お答えします。
　現在、警察及び消防において火災の発生原因等の究
明を行っているところであります。今後協力しながら
しっかりと検証を行っていき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）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　今の始末も含めてそうですけど、
やっぱり責任があるという自覚のもとでそれに対応し
ておりますし、責任があるから知事がすぐ上京して国
に対しても要請したんじゃないですか。これ、沖縄県

がしっかり責任を持って対応するということは責任が
あるということで理解をしております。
　今、美ら島財団が重要な情報のミスがあってマスコ
ミから説明を求められております。今管理上の問題が
指摘されているのにこの問題は本来は県が対応すべき
じゃありませんか。どうしてやらないんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時27分休憩
　　　午後１時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県としましては、管理者として都市公園法第５条に
基づく管理許可を得まして管理を行っているという管
理者としての責任は十分認識して対応しているという
ところでございます。また指定管理者として現在沖縄
美ら島財団が対応を行っておりますし、また文化財の
所有者としても適宜記者会見等行いながら対応を行っ
ているという状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　だから、何のために対策本部を立ち
上げたかという話なんですよ。こういうことも含めて
全て対策本部で一元化して対応するから対策本部の意
味があるんですよ。県に責任はありながら、そういう
ふうなことも対応しない、美ら島財団に丸投げで任せ
ていく。だからちぐはぐになるんですよ。県民に対し
て説明ができないんですよ。
　なぜ県は首里城火災の対策本部を正殿を初め全て焼
失した後に、火事が鎮火して10月31日の午後２時半
に設置したか、その説明をお願いできませんか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　県としましては、首里城は危機管理事象としまして
10月31日午前４時には沖縄県危機管理指針に基づく
情報収集体制を立ち上げ、那覇市との連絡調整や支援
体制構築に努めたところです。災害対策本部の設置に
ついても検討しましたが、これにつきましては那覇市
のほうから３次出動を行って近隣８消防への応援も含
めとり得る消防活動が行われていること、そして死傷
者や住家への延焼がないことなどを総合的に勘案しま
して災害対策基本法に基づく災害対策本部の設置は行
わない判断をしたところです。その後８時30分に開
催しました、副知事を含む庁内緊急部局長会議におき
まして、復旧・復興を含む、今後の諸課題に対応する
ため、これは新たに首里城火災対策等本部設置要綱を
策定いたしまして、その後本部会議を知事の首里城現
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地確認後に実施する方針を決定したところです。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　対策本部は、火災発生後すぐに設置
するから対策をするために意味があるんです。対策本
部の責任は火事、火災を抑えること、被害を最小限に
抑えること。そうではありませんか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになりますけ
れども、私どものところに来たのが３時37分ぐらい
だったと思います。その後対応を検討いたしました
が、那覇市におきましてとり得る防火、消火体制は３
次出動を含め近隣応援全てとっているということ、そ
して災害対策本部の設置要綱で大規模な火事、爆発、
その他これらに類する事項により県の全域または一部
の地域に重大な被害が発生したときという項目がござ
います。これにつきましては、那覇市の――先ほどか
ら繰り返していますけれども、消防体制がとり得る限
りとられていること、そして死傷者や住家への延焼が
ないことなどを総合的に判断し災害対策の本部の設置
は行わなかったものであります。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　那覇市の消防本部は火事を防ぐのに
一生懸命頑張るのはそれは那覇市ですから当然やりま
すよ。管理責任者は県でしょう。県が対策本部を立ち
上げたんですよね。立ち上げたんですけど、11時間
火災があって、全部焼失した後に12時間後に対策本
部が立ち上がる。これ意味ないでしょう。防火、防災
の意味は。そういうふうなことをやっている、県民は
みんなそう思ってますよ。火災があってちゃんとき
ちっと対策本部を立ち上げて、県も一生懸命やったと
いうふうにみんな思っていますよ。こういう災害です
から。国民もそう思ってますよ、国もそう思ってます
よ。実際やってないんでしょう。災害対策本部を立ち
上げるのが12時間おくれたわけでしょう。これ責任
大きいんじゃないですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになりますけ
れども、災害対策基本法に基づく災害対策本部は災害
時の応急対応のために設置するものでございます。私
どもは災害対策基本法とは別にその後の復旧・復興を
見据えて新たな要綱を独自に策定してつくったのが首
里城火災対策等本部設置要綱を定めて行ったもので
す。議員御指摘のような災対法に基づく本部を立ち上
げているわけではございません。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　いずれにしても災害対策本部を立ち

上げる必要性は認めて、法律に書かれていようが書か
れていまいが災害対策本部を立ち上げたら防火、防
災、これ常識ですよ。ましてや先ほどありましたよう
に、災害対策基本法もあり、それに対して県の条例も
あり、要綱もあって具体的な項目もある。それは災害
対策基本法の災害ではない。しかしながら、鎮火した
後に12時間後に災害対策本部を立ち上げる、この意
味は県民理解できないと思いますよ。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになりますけ
ども、災害対策基本法に基づく災害対策本部は設置し
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　ですからいずれにしても災害対策本
部を立ち上げるというのは火事を防ぐ、被害を防ぐ、
この意味がある。ですから皆様方３時過ぎに通報があ
ればすぐにそこで災害本部を立ち上げる。それで防火
対策をするという、それが管理責任者の県の立場です
よ。県には防災危機管理課がありますね。日常的にそ
ういうふうな災害とかの対応を行っているわけでしょ
う。特に先ほど言いました法律とかそういうふうな取
り組みが示されているにもかかわらず、火災発生後
12時間後に焼失した後に対策本部を設置する。改め
て何のために防災危機管理課があるかというふうなも
のを見詰め直して反省すべきじゃないですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになりますけ
れども、災害対策基本法に基づく災害対策本部につき
ましては、那覇市消防からの情報なども踏まえ、災害
対策本部の設置は必要ないというふうに判断したとこ
ろでございます。その朝の８時半の時点では首里城正
殿等は既に残念ながら焼失していたということで、早
急な復旧・復興に向けた取り組みが必要になるという
ことで基本法とは異なる復旧・復興を見据えた本部を
新たに要綱を策定して立ち上げたものでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　余り繰り返しの答弁はいいですから
ね。私が聞いているのは防災危機管理課があって、日
常的にそういうふうな対策ができる立場にありなが
ら、いざ災害が起こったときに対応してないじゃない
ですか。
　ところで玉城知事はこの首里城火災の報告を何時に
受けていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時36分休憩
　　　午後１時36分再開
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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）　５時ごろの電話によって、
連絡を受けたと思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　何でこんなに遅く知事に報告するん
ですか。連絡体制どうなっていますか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　私が連絡を防災危機管
理課のほうから受けたのが３時37分でございます。
その当時知事は海外に出張中ということもありまし
て、まず両副知事への連絡そして情報交換等、相次い
で行っていたところでございます。知事につきまして
は、両副知事に連絡がついた後に連絡を差し上げたも
のでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから危機管理体制がなってませ
んね。３時37分に知事公室長がわかった、そして知
事に報告したのが５時。何ですかこの１時間半のタイ
ムラグは。その間ずっと燃えてますよ。何で知事に１
時間半後にしか報告行かないんですか、どういうこと
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）　未明という時間もあり
ます。両副知事につきましても、何度か着信を入れさ
せていただいて、実際に連絡がとれたのがその時間と
いうことでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　だって、韓国に行っていてもホテル
には連絡できるでしょう。連絡を受けて知事はどうい
うふうに指示をしたんですか。玉城知事はどういうふ
うに指示をしたんですか。玉城知事ですよ、玉城知事
はこの連絡を受けてどうしたんですかと。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　私どものほうに、朝連
絡がありまして、朝の７時半に出張メンバーで現地で
対応を協議すると、基本的に直ちになるべく早い便で
沖縄に戻るというふうな連絡がございました。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ちょっと待ってください。５時に連
絡をして、火災があって知事からは早目に県で対策本
部立ち上げて対応してくれと、普通こういう指示で
しょう。それやってないんですか知事。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　対策本部につきまして
は、先ほど来繰り返し述べておりますが、災対法に基

づく私どもの設置要綱、大規模な火事、爆発、その他
これらに類する事項により県の全域または一部の地域
に重大な被害が発生したときというふうになっており
ます。これにつきましては、那覇市からの情報に基づ
き３次出動そして８消防本部からの応援態勢をとって
いること、そして死傷者あるいは近隣住家への延焼が
ないことなどから、災対本部の設置要綱には合致しな
いということを私どもその間副知事などとも調整しな
がら判断し、知事から当連絡がとられたときにはそう
いったことを私のほうから報告した、そういう形で了
承をとったものでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　大災害が起こって首里城が燃えてま
すよと報告して。それを韓国で出張先で知事は受けま
したと。それで知事は何も指示出さないんですか。管
理最高責任者で県民のよりどころの首里城って言っ
て、火災が起こって大変な状況になっている、５時に
しか連絡は来ない、７時半に帰るというふうなこと。
それは連絡ですぐできるでしょう。副知事を中心に対
策本部をつくってとにかく火事を防げと被害を最小限
に防げとその対策をやりなさいという指示は当然知
事、玉城知事、やってますよね。玉城知事にお伺いし
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）　お答えいたします。
　先ほど来公室長と照屋議員のやりとりを聞きまして
ちょっと食い違いがあるのかなと思いますのは、照屋
議員はあくまでも災害対策基本法に基づく災害対策本
部の設置のあり方を質問しているようでございます。
ただ公室長のほうから何度も災害対策基本法に基づく
災害対策本部、これには該当しないということを説明
していると思います。県のほうの災害対策については
２段階ございます。災害警戒本部と災害対策本部で
す。災害警戒本部というのは各課長クラスで構成する
ものですが、災害対策本部は知事を本部長とするもの
です。これ要件がございます。例えばアからオまであ
りまして、全部読むと大変時間かかりますから、アだ
け読みますけど、県の全域または一部の地域に気象情
報に基づく暴風、大雨洪水また高潮の警報が発表され
かつ重大な災害が発生するおそれがあると、大体みん
な全てアからオまで重大な災害が発生する。具体的な
事案としては、風速で言うと、台風で言うと風速70
メートル以上です。この建物のあれでも……。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時42分休憩
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　　　午後１時42分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇副知事（謝花喜一郎君）　市町村における住宅の被
害世帯数が10世帯以上、県内の被害世帯数が100世
帯以上というようないわゆる県としての基準がそう
いったことに照らしたとき、先ほど公室長も言ってい
ましたが、これに該当するかどうかというのを私も３
時43分に受けましたけれども、議論いたしました。
当然この防災危機管理課の職員もいていろいろ条項等
もチェックしましたが、那覇市の動き等を勘案したと
きにこれには該当しないだろうということでその旨を
知事のほうには伝えた。知事はやっぱり県民の財産で
あります、心のよりどころである首里城の火災につい
ては重く見て日程を繰り上げて帰るということを我々
に伝えた。我々は８時半には参集しまして両副知事と
関係部長集まって首里城の復旧・復興に向けた新たな
要綱を設置して、県としての全庁的な対応をやるべき
であろうということで先ほど来公室長が答弁している
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　知事、大変残念ですね。私は法律
云々言っているわけじゃありませんよ。２時40分に
通報があって、火は燃えています。ずっと燃え続けて
います。知事公室長が察知をして３時37分。５時に
連絡ある、７時半。ずっと燃えているんですよ、燃え
続けているんですよ。心のよりどころの首里城燃えて
いるんですよ。そのときに知事は法律云々ではなくて
とにかく防火対策、防災対策をやってくれと、私も早
く帰るからという先に電話で連絡、そういうふうな指
示は当然やるべきじゃないですか。それがやられてな
いとしたらこれ大変な問題ですよ。普通当たり前にや
るでしょう。そして非常に不思議なのは何でまた午前
６時に文化観光スポーツ部は対策本部を立ち上げてい
るんですか。そこが防災とか防火とかという活動に
なったんですか。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　防火等については私どもが所管しているわけではご
ざいません。観光の危機管理の対策本部につきまして
は、まさに災害等によって観光に重大な危機が来てい
る、あるいは危機が訪れる可能性があるという場合に
所管しています、私を含めて本部を設置するのは決定
することにしております。10月31日の前夜、私ども
はいわゆる組踊300周年記念事業の準備というところ
で、11月２日、３日にそのイベントを予定しており

ました。また翌週の５日、６日でしたか、要は週明け
の火曜日、水曜日には、島嶼観光政策フォーラムＩＴ
ＯＰの会議ということで、７つの国や地域から集まる
会議が控えておりました。あわせて首里城が焼けると
いうことは280万人もの観光客が訪れていて、甚大な
影響があるのではないかなというところも含めまし
て、私が出勤したのが５時前でございましたが、関係
する課長を集めて６時に設置をいたしまして、今後の
対応を話し合おう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　大変残念ですね。いつから文化観光
スポーツ部は県の危機管理を担う立場になったんです
か。午前６時ですよね。午前６時に文化観光、一部署
が対策本部を立ち上げる。その８時間後に県が対策本
部を立ち上げる。おかしいでしょう。今再建に向けて
は市民、県民、全て協力してまた国も一生懸命やろう
としている。当然県も原因究明などそういう再発防止
を含めて整理をしないといけないということが起こっ
ているんですよ。あの火災のときに瞬時に一つ一つを
対応していけばその被害の状況だって変わってきた
じゃないですか。今の件も本当に残念ですね。知事が
そういうふうな対応をしていたというのが改めてわか
るとやっぱりこれはもう集中的にこの問題、原因究明
あるいは県の対応あるいはまた再発防止、これ議会で
しっかり確認する委員会をつくってやったほうがいい
んじゃないですか。それを提案してこの件は終わりま
すけれども、非常に残念な答弁です。
　次に、玉城知事の契約前夜の受託者との会食及び万
国津梁会議の委託についてであります。
　玉城知事は10月10日の会見で癒着疑惑について猛
省し、わびていると思いますけれども、2400万の公
金支出にかかる問題であります。玉城知事はどのよう
に責任を感じているのかを伺います。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　知事の会食の件につきましては、県議会の本会議並
びに各委員会におきまして丁寧かつ真摯に説明をさせ
ていただいているところでございます。また知事は議
会本会議においてみずからの襟を正し県民の疑惑や不
信を招くことのないよう、客観的かつ公正な県政運営
を心がけ公務に対する信頼を確保してまいりたいと答
弁しているところでございます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　この会食問題ですけれども、江上琉
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大・早大名誉教授が、以前からの知り合いが県の業務
を受託し玉城デニー知事がその契約以前に会食してい
るとなれば癒着を疑われるのは当然で、余りにも不用
意だと。知事は会食時、契約について知らなかったと
答弁しているが、親しい知り合いで翌日が県事業の契
約だとすれば会食中にその話が出ると考えるのが必然
で疑われても仕方がないという江上先生のコメントで
すね。知事どう思いますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　繰り返しお話をさせていた
だいておりますが、今回この５月の会食は私的な会合
として参加したものであり、これによって多くの県民
に多大な御不安、心配をおかけしたことはおわび申し
上げたいと思います。みずからの襟を正して県民の疑
惑や不信を招くことのないよう客観的かつ公正に県政
運営を心がけ公務に対する信頼を確保してまいりたい
と思いますが、この万国津梁会議の業務委託に係る契
約手続は担当部局の統括監専決事項となっており、私
はこれらの事務について一切指示しておらず関与もし
ていないところであります。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから今のように、こういう癒
着、この癒着、行為そのもの自体が要因で今のことが
進められている。今知事、何て言いましたか、統括監
以下職員に任せている。こんなことが今沖縄県政で起
こっているんですよね。部長たちは苦労しています
よ、この答弁するのに。ですからこれは知事はおわび
もしておりますから、2166万支払いしましたよね。
あれは一旦知事が県に返してもらって2400万チャラ
にしないとこの問題解決できないと思いますよ、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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　万国津梁会議につきましては知事の重要施策でござ
いますので、いわゆる万国津梁会議の設置要綱につき
ましては知事と調整をしまして、知事決裁でその要綱
を定めたものでございますが、いわゆる委託の事務に
つきましては県庁内部の事務処理規程に基づきまして
私も文化観光スポーツ部の文化スポーツ統括監、決裁
の事務として処理したものでございます。また９割の
概算払いをしているところでございますが、その概算
払いにつきましては、午前中も答弁差し上げていると
おり、自治法や条例等に基づいて概算払いを行ったも
のでございますが、現在の状況なんかも勘案しながら
契約に基づき今後どのような対応ができるかについて

は検討させていただきたいというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　概算払いですね。仕事もしてないの
に、請求によって支払いをした。地方財政法違反です
よ。法律違反ですよ部長、今やっているのは。これ契
約に関することも含めてそういう契約に関しても違法
行為があるんじゃないですか。
　知事にお尋ねします、この会食参加者（パネルを掲
示）　この人はどういう立場ですか。知事、この人。
いや、知事が一緒に参加したんでしょう。どういう立
場の人ですか、説明してください。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　午前からお話させていた
だいていますが、この会食自体はプライベートなこと
であるということで、職員も職務とかかわりのないと
ころでの会合でございますので、それについては回答
はできないということであります。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　いや、知事に聞いているんですよ。
まさか自分の県の職員をわからないっていうことはな
いでしょう。知事、この人、万国津梁会議のワーキン
グチームの職員でしょう。この人は、知事。この人
は、知事説明してください。知事に聞いていますよ。
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54分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　照屋守之議員がお示しした右側の一番奥の方ですけ
ど、――名前は伏せさせていただきますけど、ＳＤＧ
ｓワーキンググループのメンバーの一人でございま
す。
〇照屋　守之君　休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時54分休憩
　　　午後１時55分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇総務部長（金城弘昌君）　失礼しました。
　一番奥の県職員のほうですね、右側の奥の県職員の
ことを今話したところでございます。
〇照屋　守之君　休憩願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
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　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　ボードにありますとおり、
万国津梁会議の委員のお一人だと思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　基地問題の委員ですね。この人、こ
の人。受託者でしょう、この人は。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時55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）　後になってわかったことで
すが、この事業の受託をされた方のお一人だと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　済みません。後になってわかったん
ですか。これ偽証ではありませんか。だって目の前に
いて――受託業者ですよ。後になって――県民誰も信
用しませんよ。こんな質問をして、後でわかったって
ここにいるときにそれわかっているじゃないですか。
この人はどなたですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は５月23日のこの時点で
は、まだ受託をされたということについては承知して
おりませんでした。そのことを先ほどは答弁をさせて
いただいた次第です。そして今議員がお示しになった
方は、ボードにあるとおり県の職員、私の特別秘書で
あると思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　すごいですね。特別秘書っていうの
はこういう形で知事とか全部受託者、県の職員とこう
いうふうにやる立場ですかね。どういう関係なんです
か。じゃ、この人は。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時57分休憩
　　　午後１時57分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　先ほどの県職員と同じですが、ＳＤＧｓのワーキン
グチームのメンバーの一人でございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　この人は、知事。この人は覚えてな
いと言わんでしょうね。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　受託をされた方のメンバー

の一人です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　この人は、万国津梁。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　万国津梁委員のメンバーの
一人です。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　そうですよね。もっと不思議なこと
は知事の隣に、これ徳森さんでしょう。これ鈴木さん
でしょう、島袋純先生じゃないですか、委員長。この
３名が座って、この写真は先ほど江上先生からあった
ようにもう癒着そのものの証拠じゃないですか。発注
者と受託者がこういう形で隣に座って、デニってるん
ですよ。これあしたの契約に対して前祝いでそういう
ふうな業務の打ち合わせをしていませんか。全部同じ
万国津梁会議の関係者ですよ。これで話がなかったっ
ていうのは知事、誰も信用しませんよ、県民は。おか
しくないですか、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）　この会合に私が参加したこ
とによって、県民に多大な不安、不信を与えてしまっ
たことについては深くおわび申し上げますが、私は先
ほども答弁させていただいたとおり、この時点でこの
方々が事業を受託したということを存じておりません
でした。しかも、会合の途中で参加をして、１時間ほ
ど参加をさせていただいた後、翌日の業務に支障を来
さないように早目に帰宅をさせていただきました。し
かし、その間、私たちが会話をしたのはたわいもない
一般的な会話で、音楽の話などそういう本当にたわい
のない内容でした。
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。
　職員のうちのお二人、ＳＤＧｓのワーキングチーム
ですが、このＳＤＧｓのワーキングチームといいます
のは、今般つくりましたＳＤＧｓの推進本部、これ今
の沖縄振興計画にある意味匹敵するくらいの各部局横
断的な内容となっております。17項目にわたる項目
で、それでこの推進本部を立ち上げるに当たってどの
ような形でこのＳＤＧｓのものを沖縄振興計画と関連
させていくかなどの勉強会のために、県が独自でつ
くった組織でございまして、万国津梁会議とは直接関
係ないものでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　受託者のこの鈴木さんは、万国津梁
会議の延長だって言っているんですよ。でも知事は知
らなかった。でもこのほかのメンバーは万国津梁会議
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のそういうものだから、当然話があるっていうのがこ
れが常識じゃないですか。おかしな話ですね。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　そういう方がそんな話を
したというのはあったとしても、今私が申し上げまし
た職員の点については、万国津梁会議の契約とは直接
関係のない職員だということでこれは自民党の会派か
らの要求にもお答えしているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですから先ほど言いましたでしょ
う。江上先生――会食時に契約を知らなかったと答弁
してるけど、知事は。知事の知り合いだ、知り合いど
ころじゃないですよ、これは。翌日が県事業の契約と
すれば、会食中にその話が出たと考えるのが必然で疑
われてもしようがない。県民もみんなそう思ってます
よ。これデニってるって言ってるんでしょう。契約お
めでとうじゃないですか、そのお祝いじゃないです
か。これみんな笑顔ですよ。これ通常の発注者と受託
者の関係じゃないですよ。これ相当深く万国津梁会議
にかかわった、純先生、そうじゃないですか。だから
今中央にこの３名がいるじゃないですか。この席見て
くださいよ。この写真が全てですよ。癒着なんでしょ
う。いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時１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。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　万国津梁会議につきましては、重要性から設置要綱
につきましては、知事と調整をして、知事決裁を得た
ところでございますが、その後の事務につきましては
私ども文化観光スポーツ部のほうで処理をしていると
ころでございます。また、９月議会でも申し上げまし
たとおり、私のほうからこの契約に関する事務につい
て知事のほうに報告したことはなく、また知事のほう
からこの契約に係る指示はなかったところでございま
す。また、公募をいたしまして、審査委員会に基づき
選定されたものでございまして、私ども契約につきま
しては、適正、公正になされたものということで理解
をしております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　残念ですね。もう江上先生が、誰が
考えてもこの万国津梁会議の話が出たというふうなこ
とで――知事は認めていませんけれども、そうであれ

ばここにいらっしゃる全員、全員、委員会で参考人招
致やりましょう。全員、一人一人。委員会、ぜひお願
いしますよ、議会で。そうしないと、こんなの誰が見
ても、万国津梁会議の話が出たって言ってるのに、知
事からなければそれぞれ聞くしかないじゃないです
か。その確認をしましょう。ぜひ参考人招致、議長よ
ろしくお願いします。
　もう一つ、実はここのテーブルこれ準備されてます
ね。ほかに誰か関係者が参加者にいたんじゃないです
か。（「いますよ」と呼ぶ者あり）　いますよね、どう
ですか。知事、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）　私の記憶ではほかには参加
者はいなかったと思います。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　記憶ではでしょう。我々いろんな情
報をとったら、やっぱり誰かいるんですよ。知事の記
憶間違っているかもしれませんよ。これ、この人がも
しかしたら写真撮ったんじゃないですか。そういう可
能性ありますね。確かにそこに参加したというそうい
う情報があるんですよ。いかがですか。ないって断言
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）　これまでも答弁させていた
だいておりますが、恐らくこの写真はお店の方が撮ら
れたのではなかったかと記憶しております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　ですからこの件も含めて、知事の記
憶がなければ、それぞれに聞いてみましょう。参考人
招致です。ここにセットされてますよこれ。ぜひ参考
人招致で、あと一人そこにいたかもしれないことがあ
りますから、これは議会で参考人招致、取り計らいお
願いします。
　それと、鈴木さんは業務の延長だって言っておりま
すから、もう既に万国津梁会議スタートしてますよ
ね。５月30日に第１回の基地問題の会合あるじゃな
いですか。それはこの契約前からいろいろ準備をしな
いとできませんね。万国津梁会議スタートしていま
す。ですから、この鈴木さんはもうスタートしてその
延長線上でそこに参加してるっていうことですが、こ
れはもしかしたら万国津梁会議の会議費で予算をおさ
めたんじゃないですか、支払い。そうじゃないです
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）　その件につきましても、私
が参加した際には私は自分の飲食の代金として割り勘
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分2000円でしたか、3000円でしたか金額は定かでは
ありませんが、割り勘分ということでお支払いをさせ
ていただいております。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
〇照屋　守之君　割り勘分って言って、知事は総額幾
らかわからないでしょう。ですからこの人たちはトー
タルで幾らだったかわかりませんよ。ですからそこ
は、この鈴木さんに万国津梁会議の経費で会議費とし
てやったんでしょうと。領収書も確認する、そういう
手続が必要ですよと。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）　これも繰り返し申し上げて
おりますが、あくまでもプライベートな会合というこ
とで参加をさせていただきました。通常私たちプライ
ベートな会合で参加するときには誰かがかわって払う
ということではなく、それぞれが応分の飲食費を割り
勘でお支払いをする。しかし、個人的に割り勘で払っ
てお店にまとめて払いますので、一人一人別々に領収
書をとるかどうかは個々人の判断だと思いますが、私
は普段から領収書を余りとりませんので、そのときも
その割り勘のお金を渡してお店を後にしました。
〇照屋　守之君　議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時７分休憩
　　　午後２時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　照屋守之君。
〇照屋　守之君　総額がわからないで割り勘っていう
今の説明はおかしいですね。これはやっぱり領収書が
ないでしょう。これ確認する必要ありますよ。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委員で
すからね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　今客観的に見て委員ですよ。委員の先生方
が万国津梁会議の中でやりますよね。そうするとこの
経費で払うというそういうことになりませんか。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　時間になっています。
〇照屋　守之君　失礼します。いや、こうなりません
かという話です。ですからそういうこともありますか
ら領収書も含めて確認する必要があるんじゃないです
かということです。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　
〇議長（新里米吉君）　もう時間過ぎています。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　まず契約前
の行為については、当然ないわけでございます。ま

た、こういった類いのことにつきましては、当然請求
がないものでございます。
〇照屋　守之君　ですから確認をする……
〇議長（新里米吉君）　もう終わっています。時間は
とっくに過ぎています。
〇照屋　守之君　参考人招致で、こういう支払いとか
もやっぱり鈴木代表に、委員会の会議費としてやった
かどうかという確認を……
〇議長（新里米吉君）　終わっています。
〇照屋　守之君　やる必要がありますねということで
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　休憩していいですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時10分休憩
　　　午後２時10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　よろしくお願いします。
　ちょっと順不同になりますけれども、３番の下地島
空港残地利用の件について質問しますが、関連します
ので３つあわせて質問させていただきます。
　まず、県有地の無償農業利用者の実数とこれからの
対応についてお願いします。
　それから、未登記の県有地面積、筆数、それから今
回提起されておりますことで全て解決となるのか。
　３番としましては、業者５社選定されているけれど
も、基本合意がおくれている。これに対して今後の見
通しを含めてお願いします。
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）　下地島空港の残地に
つきましてお答えいたします。
　まず県有地の農業利用者の実数等でございますが、
下地島空港周辺の県有地約304ヘクタールにおきまし
て、無償で農業利用している耕作者数は、令和元年
11月末現在144名であり、耕作地の面積は約192ヘク
タールとなっております。これらの耕作者との間で
は、県が土地を使用するときは速やかに土地を明け渡
すこととする内容の確約書を交わしております。現
在、下地島での利活用事業を推進するため、土地の明
け渡しを求めているところでありますが、継続して農
業利用を希望する耕作者もいることから、宮古島市と
協力しながら、円滑な土地の明け渡しに向けて取り組
んでいるところであります。
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　次に、そのうち未登記県有地の面積、筆数等につ
いてでございますが、下地島空港周辺の未登記県有
地は、令和元年11月末現在で68筆、面積は約９ヘク
タールとなっております。
　県としては、昭和46年に、地元住民からの要求に
応じて、当時の琉球政府と伊良部村下地島地主会との
間で交わした合意を踏まえ、適切に対応してまいりま
す。
　次に、下地島空港残地の利活用につきまして基本合
意書締結の見通しについてでございますが、下地島空
港及び周辺用地の利活用については、平成29年度に
第２期事業提案を公募し、平成30年３月に、リゾー
ト関連、航空機関連、航空人材育成関連等の事業を利
活用候補事業として選定しております。現在、提案者
との早期の基本合意書締結を目指して条件協議を行っ
ているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　ありがとうございます。
　今回は裁判でもけりがつくということであります
が、１点目は農林水産部との連携が大変大きゅうござ
いまして、農水部長、今答弁があったように下地島
で今農業しているのが144名、192ヘクタールが使わ
れていまして、ここでの生産額、農業生産額が２億
5000から３億あると聞いているんですよ。それが、
返還されると農業生産額が大きく落ちていく。その辺
は土建部長がおっしゃったように、市との連携でその
農業者がしっかりと今後とも営農できるように連携と
りながら調整していただきたいんですけれどもどうで
すか。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　現在下地島では、サトウキビを中心に園芸作物のカ
ボチャなどが栽培をされておりまして、農林水産部と
いたしましても現在農業的利用のゾーン外で耕作され
ていますけれども、今後営農を希望する耕作者の農地
確保等については宮古島市、それから関係部局とも連
携をとりながら対応していきた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　よろしくお願いします。
　次、４番の宮古広域県営公園の実施計画についてで
すが、全域で広域県営公園がないのは宮古だけであり
まして、環境アセスの準備書も相整ったというような
ことを聞いておりますから、いよいよ31年度から実
施設計に入るのかなと、着工なのかなというふうに思
いますし、またこのクルーズ船が来て東洋一と言われ

る前浜、非常に県営公園のウエートが大きくなってい
る。速やかな対応をお願いしたいと思うんですが、土
建部長、前向きな答弁をお願いしたいんですが。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　宮古広域公園につきましては、令和２年度に事業に
着手することとしております。初年度は用地測量等の
調査・設計及び用地取得に着手しまして、令和３年度
以降の工事実施を目指す予定でございます。全体の供
用開始につきましては、事業開始から10年程度を要
する見込みでありますが、段階的に供用を行うなど早
期の事業効果発現に取り組んでまいります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　政治姿勢の１に入ります。知事の
会食問題、疑惑問題についてでありますが、あの事業
参加公募に６社が参加した。５社が辞退した。この辺
については、どういうふうにお考えですか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　金曜日の私の答弁で申し上げましたように６社ござ
いますが、現在のコンソーシアムに参加している企業
がその中に複数含まれているということですので、５
社が辞退したというわけではまずないということが一
つございます。あとは説明会を実施しまして、実際に
１カ月間の公募の間に１つのコンソーシアムの提出が
あったというところで、それにつきましては参加され
た企業様の御判断だというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　企業の判断だと言うんだけれど
も、事業参加を希望しました。辞退して４社でコン
ソーシアムを組みました。極めてあってはならない
し、この後ろで何があったのかという企業間の談合と
いうものが浮かんできます。これは大変重要な問題で
あります。その前にもう一つだけ、沖縄ツーリストさ
んとワブペディアさんがこの４社の中に入っておるん
ですが、この親子会社という表現をされたり、関連企
業というような言い方もされているんですが、沖縄
ツーリストの国際部なんですが、コンソーシアムにな
ぜ親子会社が入らないといけないのか。これは、極め
て常識から逸脱していると思っているんだけれども、
それについてはどういうふうにお考えですか。
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（新垣健一君）　今回につき
ましては、県内に本店がある支店があるというところ
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が、いわゆる参加の要件となっておりまして、どう
いった形でコンソーシアムを組まれるのかというのは
先ほど申し上げましたように、いわゆる企業の自由意
思に基づくものだというふうに理解をしております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　部長は、業者から氏名等について
は公表しないでくれというような文書があったという
ようなことが答弁であったと思うんですが、そのとお
りですか。
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（新垣健一君）　今般提出の
ございました、情報公開条例に基づきいわゆる説明会
への参加、企業名等について公表するに当たって、い
わゆる第三者であるそういった方々に意見をお聞きし
て、反対される事業者様があったということを金曜日
に答弁をさせていただいたところです。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これ文書で届いたと言うんですけ
れども、文書をちょっと提出してください。私の調査
によりますと、県から参加業者に関しては一切公表し
ないようにというような話もあったと聞いております
から、本当にこれは県から言ったことなのか、業者か
ら言ったことなのか。これ今後大変重要なことになり
ますので、ちょっと資料の提出をお願いします。
　それから、やっぱり今回ですね……。
　ああどうぞ。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　文書公開条例に基づきまして、私どもはいわゆる第
三者に意見照会をして、反対の意見の提出があったと
ころでございます。それにつきましては金曜日にも申
し上げましたように、いわゆる現在その参加企業名に
つきましては公表する形で諸手続を進めさせていただ
いておりまして、そういった諸手続が完了した後に企
業名については公表したいと考えておりますが、第三
者の反対意見について、これを公開するに当たっては
また改めて検討が必要というところで、すぐの提出に
ついては今お答えできない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　この業者間でも少し雲行きがグ
レーだなと思っているんですけれども、６社から１社
になった――我々の調査では（資料を掲示）　公募の
ときの担当者の配置、５つごとにしっかりとした担当
者をつけなさいと言っているんだけれども、契約時の
仕様では複数担当者の配置ということが一点、もう一

点、各会議に経歴実績を含めて提示することとなって
いるのが削除されている。聞いたらやはりこの体制、
人員の配置というのが重くて辞退したという調査の資
料を私は持っているんですよ。それについて、意図的
に県が６社から１社に減る方向での仕様の変更があっ
たという重大な問題じゃないかと思っております。
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（新垣健一君）　私どもはあ
えて１社のコンソーシアムになるようにというところ
を意図したものでは決してございません。今回の応募
要領につきましては、単独での応募にプラス、コン
ソーシアムでの提案も参加資格としているところでご
ざいます。また企画提案の仕様書につきましては、
おっしゃるように企画提案の募集をするための仕様書
でございます。業務委託仕様書につきましては、契約
書に付随する仕様書となっておりまして、業務内容を
示しておりまして、基本的な内容は同じでございま
す。担当者の配置につきましては、万国津梁会議が複
数の会議の設置を前提としており、場合によっては複
数の会議が同時期に開催されることも想定されること
から、会議運営に支障がないよう複数の担当者を求め
る趣旨で、会議ごとに担当者を配置することと記載し
たものでございます。契約に係る業務委託契約仕様書
につきましては、そのことをより明確にするために表
現を改めたものでございます。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　なぜ、なぜ、この根本的な組織に
係ること、金目に係ることの条件を変更している。本
来であれば競争の公平を期すんであれば、公募のやり
直しをしなければならない条件なんです、これは。な
ぜしなかったんですか、何千万も金が違うんです。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　先ほど申し上げましたように担当者の配置につきま
しては、複数の会議が同時に開催されることを踏ま
え、想定されることから、会議運営に支障がないよう
複数の担当者を求める趣旨でそういうふうに記載をし
たところでございます。今回の契約に当たりまして
は、そのことをより明確にするということで表現を改
めたという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　この件は大変重要なことでありま
して、県があえてこの１社に焦点を絞り込むために、
操作をしたとしか言えない。官側がつくった１社の談
合契約というような疑いが出ているんですこれ。しか
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も、私の調査では６社のうち県内の有力なシンクタン
クが２社入っている。間違いありませんか。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　これは先ほど答弁させていただきましたけれども、
近々、情報公開条例に基づき諸手続を終えて公表する
ことにしております。現在の議員からの質問にはお答
えできないという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　そういうところで逃げてもしよう
がないと思うんですよ。県の発注の仕方が間違ってい
るし、県がこれを守れば守るほど問題が深くなる。
　ちょっと移りますけれども、実態としてはあの優秀
なシンクタンクもいたのに、この４社コンソーシア
ム、その企業が一体どういう実績があるかというよう
なことが大きく問題になってくるんですよ。選考委員
会の話に移りますけれども、なぜ業者選考委員会に客
観的なレベルの高い――万国津梁会議であれば、なぜ
外部を入れた選考委員会をしなかったのか、不思議で
ならない。それについて、ちょっと統括監がトップで
課長さんが選考委員になっているんだけれども、そう
いう大事な仕事になぜ外部を入れなかったのか。その
辺どうですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　私どもこれ
までも外部へ業務を委託する場合がございますが、主
に庁内の委員で組織する選考委員会で選考をしている
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　じゃこの中で、適合性、実効性、
具体性、妥当性、総合評価を審査の基準としているん
だけれども、選考委員会でのそれぞれの評価と点数を
示してください。
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（新垣健一君）　選考の過程
につきましては、これは公表をしないということにし
ております。
〇座喜味　一幸君　ちょっと休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時29分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　選考委員会
の結果につきましては、これは公表をさせていただい
ているところでございます。

〇座喜味　一幸君　もう一回。よく意味がわかりませ
ん。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　これまでも選考の結果、例えば総合で何点中何点と
いう公表をしているというふうに理解をしております
が、細かいところまでは公表はしていないというふう
に理解しております。
〇座喜味　一幸君　あるから言っているんだけど、各
項目に点数が全部出て評価があって各業者のポイント
が全部出るんですよ。何言ってるんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　例えば、私
どもでも指定管理者の選定に当たりまして、指定管理
者選考委員会の結果につきましてはたしか項目ごとに
点数の公表、いわゆる結果の公表はしておりますが、
その他のいわゆる委託事業のプロポーザルに対して、
その細かい内容まで公表はしていないというふうに理
解をしております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　じゃ最後に結論のほう行きましょ
う。じゃこの４社のコンソーシアム、そのレベルの高
い万国津梁会議を推進するに当たって、それぞれの社
でどれだけの人員がいて、どれだけの有資格者がい
て、その委託を受けるにふさわしい社であるという、
数字で具体的に説明願います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時31分休憩
　　　午後２時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　今回の公募に当たりまして、それぞれのコンソーシ
アムあるいは企業体の職員の資格要件を定めていると
いうことではございません。また、今回万国津梁会議
につきましては、委員の皆様についてはいわゆる見識
の高い方々というところでその選考をしているところ
でございます。今回、私ども業者の選定に当たりまし
ては、いわゆる業務の進捗状況また業務内容に関する
打ち合わせに対してその対応できる体制があるという
こととか、そういったこれまでの委託機関において業
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務内容を遂行する能力があるというところでございま
したので、提出のあった資料に基づきまして、各種会
議の受託実績などを勘案して要件を満たしていると判
断した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　ここに経歴実績を示している。
（資料を掲示）　今、実績等から判断したと言うんだ
けれども、これはコンサルタントの業務なんだよ。そ
うすると、皆さん方は――後でもちょっと触れるんだ
けれども、技師相当の高い５万円近い日当を払ったよ
うなスタッフがそろっていないといかないわけなんで
すよ。５部門少なくとも。そういう中で、実績がない
のに業者を選ぶわけにはいかないんだけれども、今
言ったその４社の実績とは何ですか。この万国津梁会
議に係る実績、代表的な実績を示してください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時33分休憩
　　　午後２時35分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　この契約審査に当たりましては、当該法人から出さ
れました会社概要書などによりまして、主要業務など
あるいは実績などについて確認をしているところでご
ざいます。これにつきましては、先般沖縄・自民党か
ら資料要求のあったことにつきまして、墨塗りで提出
をさせていただいたところでございますが、少しだけ
申し上げますと、子ども被災者支援基金につきまして
は山形県及び近隣の東北地方を中心に、いわゆる公益
団体等からの受託事業実績がございますし、みらい
ファンドにつきましても県内での各種地域住民の課題
を共有したいろんな事業を自治体からの受託実績があ
るということがございます。また、ツーリストにつき
ましては当然旅行業法に基づくいろんな業務を行って
おりますし、ワブペディアにつきましてもその業務に
応じた実績があるというところでございます。細かい
内容につきましては、先日申し上げましたように情報
公開条例に基づく手続を今進めておりまして、その手
続の完了後、また資料を提出したいと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　大変ですね。私が調べたところで
は、一体何をしているのか。この万国津梁会議の国際
的な知見を持った実績というのが見当たりません。あ
る意味では、先ほど来ずっとありますペーパーカンパ

ニーなんですよ、沖縄営業所。そういうような体制も
実績も全くないようなところがコンソーシアムを組ん
でいるというふうに思っているんです。じゃもう具体
的に入りたいんですが、お金の払い方の問題です。財
務規則、僕も見たら精算払いが原則となっております
けれども、前金の３割もらおうが出来高払いを選択し
ようがいいんですけれども、いずれにしても出来高が
ないといけない。出来高を添えて積算書を添えてお金
を払うはずなんですが、それについて第３回の支払わ
れた際の実績について御説明ください。出来高です。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　午前中も申し上げましたけれども、概算払いという
のは債権者が確定しているが債務金額が未確定の場合
において、あらかじめ一定の金額を債権者に交付し、
後日債務額の確定が出たときに精算をする制度となっ
ております。そういうところで、私ども契約に基づき
まして概算払いをしたというところでございまして、
いわゆる出来高払いとは違う制度をもとに支払ったと
いう理解でございます。
〇座喜味　一幸君　そんな制度ってないよ。まず、出
来高はあるのかないのかをじゃ言ってくださいよ。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　16条第１項
第２号によりまして、委託事業の進捗度合いに応じて
業務委託料に相当する額を請求に基づき支払ったもの
でございます。概算払いをした理由でございますが、
その概算払いをしたときに万国津梁会議が実施あるい
は運用状況が確認できたということ。さらにもう一点
は、契約当初は全体の日程が決まっていないであると
か、開催頻度や開催延長の決定のために予測できな
い、あるいは幅広いテーマの議論のため情報収集の必
要がある、先行テーマ以外に新たな会議を立ち上げる
可能性があったことから、その柔軟な対応が必要であ
るというところを勘案しまして概算払いを支払ったも
のでございます。
〇座喜味　一幸君　説明になっていないんですよ全
く。聞いているのと違うんだけどな。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これはコンサルタントの業務なん
だけれども、実績を添付しないで、実績を出来高の積
算根拠を示さないで、お金を払うということは財務規
則上あり得ない話なんです。それを聞いているんで
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（新垣健一君）　概算払いと
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いうところで債務金額が未確定の場合において、その
一定の金額を支払い計画に基づいて、相手の請求に基
づきまして支払ったものでございます。
〇座喜味　一幸君　総務部長、これ制度上、今の答弁
当たってるの。これいいかげんな答弁をしたらだめで
すよ。コンサルタントの業務なんだよこれ。何言って
るんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時40分休憩
　　　午後２時41分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　業務上の進
捗度合いというのはこの万国津梁会議が走っている
と、あるいはその準備が進められているというそれを
確認した上で、なおかつ今後のことも含めまして柔軟
な対応が必要というところで支払ったところでござい
ます。
　今回の概算払いに対しては、いろんな御意見をいた
だいているところでございますので、現状を踏まえて
確認して今後について、契約書に基づいてどのような
対応が可能かということについて検討させていただき
たいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　現に2400万円の９割、2166万支
払われているんですよ。いずれにしても、もうこれが
支払われている。５つのうち３つしかやっていないの
に、４割残した状態で９割を払っているんですよ。
1000万が過払いなんですよ。何か今後、県はこれを
精算払いで設計変更して払うというようなことを考え
たんだろうけれども、こんなの知事の会食問題でみん
なやってみると談合に近いんじゃないか。これは、民
間業者に言わせれば、やっていない４割――４割残っ
ているのに、９割の請求をしたという架空請求に当た
るんです。これを認めてください。
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（新垣健一君）　２点お答え
いたします。
　まず談合ということがございましたけれども、談合
は国や地方自治体の公共事業など契約の入札の際に、
入札業者が……
〇座喜味　一幸君　架空請求です。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　事前に話し
合って落札させる業者を決め、その業者が落札できる
ように入札内容を調整して決めることというふうに言
われております。今回の件はプロポーザルでございま
して、いわゆる企画内容の提案でございます。価格以

外の条件を重視することができるということから、そ
ういうところには当たらないというふうに考えており
ます。
　もう一方、今契約につきましては、当然精算という
ことがございます。本契約が完了したときには、契約
書の第14条の第２項の規定に基づき検査を行い、証
憑書類を確認し契約額を確定して、当然そのときに精
算ということが仕組みでございます。先ほどから申し
上げておりますように、現在の状況を勘案しまして、
踏まえて今後契約書上どういう取り扱いができるかに
つきまして検討をさせて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）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これは将来を見ると、コンソーシ
アムは県が認めたから請求したという言いわけが立つ
んです。県がそれを認めたから請求したということに
なるんですよ。片や、もしコンソーシアムと県が裁判
問題になったとき、県が今の発言を認めるんだったら
コンソーシアムが勝つんですよ。行政はもう少しまと
もな財務規則に基づく説明をしておかないとまずいと
思いますよ。最低でも出来高の確認をしてからじゃな
いと９割の概算払いができない。これだけは認めてく
ださい。
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（新垣健一君）　いわゆる契
約に基づいて、私ども委託業者に業務をお願いしてい
るところでございます。この契約に基づきまして、ど
ういう取り扱いができるかを検討させてあるいは調整
させて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）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　これからの問題はいいんですよ。
これから変更するとか、精算払いをするというのは別
の話。金を払ってしまっているという――極端な話を
するとやってもない仕事でお金をもらったか、泥棒し
てしまったから後で返しますという話につながるんで
す。これは行政ではあってはならないことなんです
よ。
　ちょっと話を進めます。このお金の払い方につい
て、これは行政の担当者が出来高の積算書で持ってお
金の請求書の支払い行為をするわけだけれども、この
仕事もしていないのに９割概算払いをするということ
を組織として認めたのか、職員がそれを隠して決裁を
とったのか、全組織としてそれを認知して９割を払っ
たのか、その辺だけはっきりしておかないと大きな問
題になるんです。文書偽造という話まで入るんですよ
この問題。
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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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の支払い方法につきましては、いわゆる地方自
治法施行令第162条第６号及び……
〇座喜味　一幸君　だめだってそれは。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　沖縄県財務
規則65条による概算払いでございます。また支払い
計画は、契約書案の第16条によって、支払い計画を
しているところでございまして、それに基づいた概算
払いが行われたという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　このことは、今ここで言い逃れよ
うとしても、多分県費の県民への損害ということでの
住民監査だとか、あるいは告発だとかいろんな話が出
てくるんです。ですから、この問題はしっかり整理を
しておかないといけないと思うんですけれども、決裁
はもう統括監の範囲で終わりかと思ったら、これ会計
課まで全部決裁とっているんでしょう、支払い。組織
としてそれを今文化観光スポーツ部長の答弁を各部納
得しているのか。みんなちょっと今話して答弁してく
ださい。組織ぐるみの判断であれば、判断でいいんで
す。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48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）　お答えします。
　まず今回の概算払いの理由ですが、先ほど――先週
の金曜日からいろいろ各議員から御質問が出ていると
ころでございます。基本、この文化観光スポーツ部長
が答弁している概算払いをした大きな理由は２つで
す。一つは、業務が円滑に実施されている、もう一つ
は柔軟な対応が必要、こういったものがこの万国津梁
会議のある意味特殊性といいましょうか、初めて今回
やったものの中で議論が出たと思っております。一方
で、この契約16条の２項にございます、委託事業の
進捗度合いに応じて委託業務の委託料の10分の９に
相当するというようなものについては、今ずっと各議
員から質問が出ていると思います。この進捗度合いの
考え方が、今私もずっとお聞きしておりまして、やは
り出来高というような部分で数量的に見るものなの
か、それともある意味柔軟に将来のものを見据えてや
るのかというところで意見の食い違いがあると思いま
す。この部分につきましてはいずれにしましても、契

約の条項に基づきまして、今後部局によって適切に対
応されるものと思いますし、また総務部においても
しっかりこの部分については文化観光スポーツ部のほ
うに適切なアドバイス等がなされる必要があるだろう
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）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　副知事もこんないいかげんな答弁
をしたらだめですよ。積算内訳があって、これに基づ
いて出来高というのをチェックしないといけない。そ
れから、直接人件費、間接経費、旅費等に関しても、
各項目で流用がきかない項目とかあって、財務規則で
みんなルールがあるんだよ。こういうことをないがし
ろにして、あり得ない。特例としてこれを契約したん
だったら――これは特例として契約したんですか。ど
うなんですか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　特例として契約したとい
うことではなかったと考えております。ただ、この条
項の16条の２項の解釈のほうで、先ほども説明しま
した業務の円滑な実施がなされているということです
とか、また柔軟な対応の必要性、そういった大きな観
点から部局によってそのような判断がなされて支払い
が行われたと……
〇座喜味　一幸君　あり得ない。
〇副知事（謝花喜一郎君）　ということだと思います
が、ただ、この分についてはいずれにしましても、契
約条項の中に基づいてしっかりと適切な対応が今後必
要になるだろう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）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　ほかのところに飛ばす気はないん
だけれども、僕はほとんど――農水部、土建部、こう
いうコンサルタント業務で出来高の確認もしない金の
概算払いというのが、そういう事例があるのか。土建
部長と農水部長、ちょっと事例としてコンサルタント
業務にそういうことがあるのか、ちょっと御説明くだ
さい。一般論です。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　土木建築部が発注いたします工事に係る業務委託等
につきまして、前金払いの支払いができることとなっ
ております。請負金額の３割をまず支払うと。それ以
降、出来高に応じて部分払いができるということで、
上限は９割までとなっております。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　農林水産部において
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は、同様な考え方で事務を執行しております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　その際に、出来高の積算書をつく
ると思います。出来高の確認は、当初設計書としっか
り対峙して、出来高の積算をしてその金額をはじき出
すと思っておりますが、そのとおりですか。部長、土
建部長です。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　当然、部分払いの支払いに当たって企業からの請求
に基づくというところでございまして、当然積算の内
訳書がついてくると思います。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　同様な取り扱いで事
務を進めております。
〇議長（新里米吉君）　座喜味一幸君。
〇座喜味　一幸君　誰が聞いてもそのとおりでありま
して、コンサルタント業務において当初設計書と入札
額の類似の中で、出来高を確認しないで公費を支出す
るということはあってはならない違反だと僕は思って
おりますから、これは決裁を持ち回ったほうがその事
実を隠して決裁をとったのか。あるいは、業者のほう
が架空の出来高でもって請求をしたのか。この大きな
問題があることを指摘をしておきたいと思います。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　私ども概算払いというところで説明をしてきたとこ
ろでございます。概算払いと部分払いは根拠法が違う
というふうに理解をしております。部分払いにおきま
しては、契約に定めるところにより契約の相手方に対
し、工事もしくは製造その他について請負契約に係る
既済部分または物件の買い入れ契約に係る既納部分に
ついて、完成前にその部分の代価の一部を支払うこと
ができるものでございます。私どもは、概算払いとい
うことで債務の履行期限前に未確定の債務金額を概算
をもって支払うことでございまして、当該債務が確定
後、証憑書類を確認して精算するもので、部分払いと
は異なる制度であるという認識のもとに事務を行った
ところでございます。
　つきましては、契約書あるいは法令等確認してどの
ような対応が今後適切であるかも含めまして検討させ
ていただきたい旨をこれまでお答えさせていただいて
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　業務の内容、財務会計規則等々の

とり違いがあると思っていて、公益法人であるとか、
普通のいろんな金の出し方と間違っているんじゃない
かなと思って、少なくともこれコンサルタント業務で
ありますから、これは監査も含めて住民監査等も上
がってくるでしょうし、いろんなことから今後課題に
なってくると思いますので、この辺は今後またしっか
りとやっていきたいと思っております。
　最後に、この全体の話を見るとこの万国津梁会議と
いうのは知事公約の肝いりの事業だけれども、全体像
が見えない。そして、どう進めていくのかというのが
見えなくて、いろんな問題が出てきているように思う
んですが、まず基地問題の委員の選任。これは知事の
決裁ですね。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　委員の就任依頼につきましては、私ども文化観光ス
ポーツ部交流推進課で行っておりまして、文化観光ス
ポーツ部統括監決裁となっているところでございま
す。またその決裁の際に、関係課に合い議をしている
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　委員の選任は知事がなっているん
だけれども、知事からはこの委員の選任については、
いつ、何日付で出ているんですか。
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。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　金曜日来申し上げておりますが、委員につきまして
は、高度な識見をお持ちの方を、実績でありますとか
著書でありますとか講演でありますとか、そういった
活動内容を勘案しながら三役でいろんな協議がなされ
知事のほうで最終的な決定をされております。その後
の事務手続について、その結果に基づきまして、私ど
ものほうで事務手続を進めているというところでござ
います。
〇座喜味　一幸君　通知はいつかと聞いたんだけど、
通知はいつしたのと。委員の選任の通知はいつしたの
と。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　確認してよ
ろしいですか。私どもから委員に対する通知ですか。
〇座喜味　一幸君　どこからでもいいんだけれども、
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委員に対して。決裁がいつとれて、委員にいつ言った
かということで。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時59分休憩
　　　午後２時59分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　それぞれ分野ごと、委員ごとに異なりますが、いわ
ゆる米軍基地問題でいいますと、５名の方については
５月15日付で就任依頼を行っております。お一人の
方については、７月22日に就任依頼しております。
それから、もう一人のお方は元年の９月17日に就任
依頼を行ったところでございます。それから、ＳＤＧ
ｓに関する委員につきましては、５名全員６月20日
付で委員の就任依頼をしております。それから、児童
虐待の委員につきましては、６名の皆様全員、元年の
６月19日付で就任依頼を行った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　知事は委員の選任を５月15日に
既にもう決めてあるから、事務方が送ったんです。
（資料を掲示）　５月15日に決めたということは、会
食が23日であります。その選任委員というのはもう
既にほぼそのときには案として決まっているんです。
さあ困りました。したがって、この会、委員が決まっ
ていたということは、もう契約前にはこれらの人たち
は知っていたということであります。そういう意味
で、この知事が全く知らなかったという会食も、そう
いう手続上の委員の選任と含めて見ると、知事は全く
知らなかったとは言えないスケジュールになっている
ということだけを申し上げます。
　それでもう終わりますが、この業務が……
〇議長（新里米吉君）　時間です。
〇座喜味　一幸君　少なくとも公正公平に委託がされ
ているかということが、今後大分大きな問題となって
刑事問題にも発展しかねない状態にありますので、そ
の辺についてはしっかりと対応をしたほうがいいと
思っておりまして、私の質問を終わります。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　沖縄・自民党会派の中川京貴でござ
います。
　一般質問を通告しております。
　質問したいと思います。
　１の知事の政治姿勢についてでありますが、ア、

イ、ウとありますが、ただいまアの万国津梁会議につ
いて、座喜味議員の質問との関係もありますので、確
認をしてから質問に入りたいと思っています。
　万国津梁会議について、先に会計管理者に伺いま
す。
　先ほど、座喜味議員の質問の中で、支出調書の中で
進捗度合いを確認して支出をしたのかと。これ、会計
管理者はそれ確認して支出したかの確認だけお願いし
ます。進捗度合いですね。
〇議長（新里米吉君）　会計管理者。
〇会計管理者（伊川秀樹君）　お答えをいたします。
　まず、お答えの前に少し概算払い制度をもう一度確
認をしてみたいと思います。
　文化観光スポーツ部長等るる説明しておりますけれ
ども、債権者が確定はしておりますけれども、支払い
時期が未到来で債務金額が確定していない場合に当該
債権者に概算により、今回の場合には３割を支払っ
て、最高限度額９割までを支払うことが可能だという
制度が概算払いになっております。
　最終的には債務金額が確定をした時点で精算をする
というのが概算払い制度でございまして、今回は地方
自治法施行令、県の沖縄県財務会計規則にのっとって
概算払いができるということで支出負担行為というこ
とでやっておりますけれども、今回会計課のほうで支
出をする際の添付書類としましては、委託料と契約の
場合には支払い計画とあとは請求書等、関係書類が今
回整っておりますので、その書類を確認をして支出を
行ったということになっております。
　制度にのっとって支出されたものと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　答弁は、責任を持ってしていただき
たいと思っております。
　じゃ会計責任者として、今回の支出は何ら問題がな
い、進捗状況にも問題なかったということでよろしい
ですか。
〇議長（新里米吉君）　会計管理者。
〇会計管理者（伊川秀樹君）　ここら辺は知事部局、
執行機関と出納機関ということでの役割分担になりま
すけれども、まず予算執行伺いと支出負担行為、今回
の契約等含めた支出負担行為ですね。その場合には執
行機関――今回は文化観光スポーツ部になりますけれ
ども、そちらのほうで確認をしてそれが契約等にのっ
とって進捗状況も確認をした上で今回支出命令をし
て、出納事務局会計課長、会計管理者はその支出命令
にのっとって支出をしたということになります。
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〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　何か会計管理者には責任のないよう
な答弁の仕方ですが、先ほど土建部長も農林水産部長
もこれまで一般論としては各部署ではそれはあり得な
いです。やはりこれはあくまでも９割払えるというこ
との話であって、実際はそんな適切な処理ではないと
いうことでのこれまでの質問だと思っています。責任
を持って何ら問題なかったと答えられますか。
〇議長（新里米吉君）　会計管理者。
〇会計管理者（伊川秀樹君）　済みません。ちょっと
確認でございますけれども、最後のほうはちょっと聞
き取りにくかったので……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇会計管理者（伊川秀樹君）　済みません。
　先ほどもお話しましたけれども、制度の違いでござ
いまして、出納機関と執行機関ということで制度の牽
制的な立場にある出納機関におきましては、進捗状況
等を確認して支出するか、進捗状況を確認して支出に
至るかどうかという支出負担行為も含めての決定行為
は執行機関にあります。出納機関といたしましては、
それらを含めて支出命令を受けてその支出命令に添付
された支出調書、請求書が整っておりましたので、う
ちとしては支出したということでございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事、実はこの疑惑の会食から始
まって、我々沖縄・自民党はこの疑惑を追及するプロ
ジェクトチームをつくり、皆さんから出してもらった
100ページ以上の資料を一枚一枚分析して、この疑惑
を暴いております。
　受注者の沖縄事務所がペーパーカンパニーにもかか
わらず、公金2400万を支出したことが始まりです。
受託業者に言われるがままに2400万の９割の支出を
行っている。これについては我々の末松議員の指摘で
明らかになりました。部長、この不当な支出は必ず住
民監査請求が起きると私は思っています。ですから先
ほども会計管理者、責任者の責任も問われますよとい
う質問をしました。
　そしてもう一つは、徳森氏が知事公舎で勉強会をし
ていることに我々そして県庁職員も驚いていると思い
ます。こういった一般の方々が知事公舎で安易に勉強
会もしながら、そしてそういった事業が受託できると
いうことであれば、疑われても仕方がないと思ってい
ます。

　それと知事、その疑惑の中心の徳森氏が参考人招致
に応じていない。議会軽視ではないですか。知事が９
月議会、11月議会からずっと話しているとおり、こ
の会食に何ら問題がなければ知事みずから与党の議員
と相談して特別委員会、百条委員会で自分で明らかに
すべきではないでしょうか。
　知事いかがでしょうか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　議会からの参考人招致につきましては、それぞれの
お二方の判断によるものだというふうに思っておりま
す。
　これまで私自身はこの業務の関係で徳森氏にお会い
したことはございませんが、業務の遂行を確認すると
いうことで１度だけ鈴木氏にお会いしたことがござい
ます。その際は私ども受託者、委託者の関係でござい
ますので、当然私のほうから参考人招致に出るべきで
あるとか出る必要はないということは申し上げられな
いわけでございまして、そういう話をしているわけで
はございませんが、参考人招致は議会においてそう
いったところで進められておりますので十分議会側と
調整されてはいかがでしょうかとか、そういったお話
を少しさせていただいたことではございます。ですの
で、最終的に両氏の判断によって今回出席がなされな
かったものだというふうに思っております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　部長、私はあなたに聞いておりませ
ん。今知事に聞いているのは、そもそもこの契約前日
に会食があったことに対して知事は知らなかったと
言っているんですよ。そうであるならば――ずっとそ
れを答弁してきました。その結果、翌日その業者が委
託業務を受けたことになって、今問題になっているん
ですよ。知事が自分の名誉を回復し、また多くの方々
に支援していただきました。新聞やマスコミでもいろ
んな方々の投書があったとおり、その疑惑を解明する
ために知事みずから与党の議員と相談をして、百条委
員会、特別委員会を設置して明らかにするほうがいい
と。知事の見解を聞いているんです。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　これまで真摯に答弁をさせ
ていただいておりますが、……（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に。
〇知事（玉城デニー君）　私は今回のこの５月23日の
会食にはプライベートな会合として参加したものであ
ります。この件については、県議会の本会議で丁寧か
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つ真摯に説明をさせていただいておりますし、委員会
においては各担当部局からも真摯に説明をさせていた
だいているところです。ですから重ねて申しますが、
多くの県民の皆さんに不信と不安を招いたことにはお
わびを申し上げて、襟を正してこれからも客観的かつ
公正な県政運営を心がけて公務に対する信頼を確保し
ていくよう努力したいと思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事、知事は多くの県民に迷惑をか
けたと言う。私はある意味では県職員に迷惑をかけて
いると思っています。県職員は知事から恐らく内部で
はいろんな話があったでしょう。それをしっかり理論
武装して、正当化をするために各部局の皆さん方が苦
労していると僕は思っています。これは後々、こう
いったものは実はああだこうだと出てくるんです。僕
は住民監査請求も出ると思っていますよ。訴訟になる
可能性もある。そうなったらこの県職員の皆さん方、
誰が守るんですか。自分の身は自分で守らないといけ
ないんです。過去に識名トンネルで県職員が訴訟で、
その裁判で負われるということもあったんです。これ
もまだ解決していません。知事はみずから襟を正して
と言いますけれども、まず職員に対して襟を正すべき
ではないでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私は公務を執行するに当
たっては、各部局の職員の皆さんを信頼してその務め
を果たしていただいているというふうに思っておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　これまでの関連のことに対して、こ
の会食疑惑に対して９月議会、11月議会で部長、職
員が一生懸命答弁していますが、これについて知事ど
う思いますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　真摯に誠実に答弁をしてい
ただいているものと思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事の政治姿勢については、９月定
例会一般質問、代表質問、そして知事の会食疑惑問題
については、知事はもちろん担当部長も県の職員も同
席していながら利害関係者はいなかったと。倫理的に
も道理的にも何ら問題はないとの答弁の繰り返しでし
た。会食疑惑の説明責任は果たされておりません。
我々は、自民党会派全議員によるプロジェクトチーム
をつくり、本定例会において入札前の会食問題につい
て追及しております。その結果、県の万国津梁会議の

設置支援業務をめぐり、県が受注者に対し５分野の会
議のうち３分野しか実施されていない段階での業務委
託、約2407万円の９割を支払っていたことがわかり
ました。業務委託の支払いのあり方については、見解
を求められた県の監査委員は、土木事業の例を挙げ、
一般としては出来高払いだと述べるなど事務的不適切
処理が行われております。その結果、まだまだ疑惑は
解明されておりません。本定例会の中で、テレビやイ
ンターネット、マスコミ報道等で疑問に感じた県民か
ら必ず住民監査請求が起こると思っております。県行
政に対し不服申し立てが出て、行政訴訟が起きるかも
しれません。そのときに県職員の責任問題も出てきま
す。先ほども話しましたが、識名トンネルのような行
政訴訟が起き、職員の責任が問われる場合もありま
す。我々自民党会派は、県民を代表してこの会食疑惑
問題を引き続き調査・解明していく。
　最後に知事を初め、担当部長に再度お聞きします
が、きょうまで自民党全員で質疑してまいりました。
それでも皆さんは県職員として倫理的にも道義的にも
何ら問題がないと言えますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　倫理については、私これまで委員会では当部の職員
がいなかったということを答弁させていただいたこと
ろでございます。
　あと契約問題につきましては、９月、11月議会に
かけて私どもの万国津梁会議の重要性であるとかその
契約に至る手続について説明をさせていただいている
ところでございまして、その契約に至る手続関係につ
いては、公平公正に事務を執行してきたものというこ
とでございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　アの質問終わりますけれども、これ
は必ず２月定例会に向けてまた我々も疑惑解明してい
きたいと思っています。
　イのトークキャラバン事業について。
　名古屋トークキャラバンについての内容と経費、実
績について伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　名古屋に関してという
ことでよろしいですか。
　名古屋につきましては、８月に開かれております。
約780名の来場者がございましたほか、名古屋テレ
ビ、東海テレビ、中日新聞、東海ラジオ、岐阜新聞な
ど５社のメディアから個別取材を受け、経費は272万
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円となっております。
〇中川　京貴君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時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。
　中川京貴君。
〇中川　京貴君　済みません。５社、再度確認したい
と思います。もう一回お願いします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　個別取材を受けたの
が、名古屋テレビ、東海テレビ、中日新聞、東海ラジ
オ、岐阜新聞の５社というふうになっております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　しんぶん赤旗には行っていないとい
うことで理解していいですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　赤旗につきましては、
会場ですか現地で依頼を受けて取材には応じたという
ふうに聞いております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事公室長、なぜ自身の自信を答え
ないんですか。あえてこれ外して答弁することに何か
疑問を感じるんですが、なぜそれをしっかり答えない
んですか。私の質問に対して。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　いわゆるマスメディア
という形では今答えた５社というのが一般的な答えに
なろうかと思います。いわゆる赤旗につきましては、
政党関係の新聞であるということで同列に数に含める
ということはちょっと控えたところでございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　質問にきちっと書いてあるんですけ
ど、こんな答弁の仕方で、あえて何でしんぶん赤旗を
外す理由があるんですか。知事、どう思いますか。
ちゃんと答えたらいいのに、何で外す理由ないでしょ
う。知事、答えてください。外す理由ないですよね。
外す理由ないと思う。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　いわゆる一般にメディ
アと言った場合には全国メディアあるいは地方メディ
アという形で、いわゆる政党的な新聞というのは含ま
ないというふうに私ども理解したからでございます。
〇中川　京貴君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時20分休憩

　　　午後３時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事公室長、しんぶん赤旗に対して
失礼だと思います。この辺はメディアとして扱ってい
ないというようになって、ちょっと理解できませんけ
れども、しっかりとこういうのははっきりと。資料は
出したんですから、皆さんに。それに沿って質問して
いるのに、それ答えないというのはおかしいと思いま
すよ。どうですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　一般的にメディアとい
うことで先ほどお答えしたとおりですが、全ての媒体
ということであれば赤旗新聞さんを含めて６社という
ことになろうかと思います。
〇中川　京貴君　議長、休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時21分休憩
　　　午後３時22分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇知事公室長（池田竹州君）　繰り返しになるかもし
れませんが、しんぶん赤旗につきまして、政党の機関
紙ということで県のいわゆる記者クラブにも入ってい
ないというふうに聞いております。そういうことで、
一般的にメディアと聞かれた場合には赤旗新聞さんに
ついては入れていないという形でお答えした次第でご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　次の質問に移ります。
　ウの埋立環境問題について、知事は那覇軍港の浦添
移設は新基地ではなく、あくまでも代替施設であり、
県内移設でなく那覇港湾区域内の移動である。埋立行
為そのものは自然破壊を伴うが、やむを得ないと言っ
ている。辺野古移設も全く同じであるが、なぜ対応が
違うのか伺いたい。
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。
　那覇港湾施設の代替施設につきましては、現有の那
覇港湾施設が有する機能を確保することを目的として
いることが、これまで移設協議会において確認されて
きたところでございます。また、儀間元浦添市長は、
那覇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されてお
ります。一方、政府が推進する辺野古新基地建設計画
におきましては、弾薬搭載エリア、係船機能つき護
岸、２本の滑走路の新設など、現在の普天間基地とは
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異なる機能等を備えることとされており、単純な代替
施設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）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　土建部長にお伺いしますが、那覇空
港の滑走路の埋め立ても、東部海浜公園の埋め立て
も、辺野古の埋め立ても浦添も、土建部としてはこれ
違いがあるんですか。埋め立てに関して違いがありま
すか。埋立法に違いがありますかということです。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　公有水面埋立法に基づく埋め立てということで同一
であると考えております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　このように知事、法律は那覇空港の
埋め立ても東部海浜公園の埋め立ても、浦添も辺野古
も、法的には何ら問題はない、一緒だと思っていま
す。ただ、上物に基地ができるか民間空港であるの
か、または商業地域であるかの違いだと思っています
が、なぜ知事は辺野古だけを反対するんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　辺野古への埋め立て、普天間飛行場の移設につきま
しては、知事の公約として反対している面がございま
す。私どもが先ほど述べましたのは、普天間飛行場と
那覇港湾施設の違いということでございましたので、
そういった係船機能つき護岸や弾薬搭載など、今の普
天間基地にない機能があるということで単純な代替施
設ではないというふうにお答えしたものでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　那覇港湾と辺野古の違い
ですが、先ほど上原部長が言ったように、両方とも公
有水面埋立法に基づくものでございます。ただ、那覇
港湾のほうにつきましては、那覇空港もそうなんです
が、いわゆる公有水面埋立法に基づくものですが、こ
の辺野古のほうにつきましては埋立承認が撤回されて
おりまして、その承認の効力について沖縄県としては
疑義があるというようなことも一つの理由となってご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　ただいま副知事の答弁がありました
ので、あえてお聞きしますが、じゃ最高裁で法的にこ
れが埋め立てできるとなった場合には法律に従うんで
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）　お答えします。

　御案内のようにさきの埋立承認取り消しの取り消し
がなされて、県はその後、承認を有効としてございま
した。ただ、その後の沖縄防衛局の工事のあり方、そ
れから軟弱地盤が見つかったこと、高さ制限、それか
ら返還条件もろもろがその後に見つかったということ
で、昨年の８月末に撤回してございます。そういった
ことで現在、係争中でございます。
　議員御質問の関与取消訴訟についての最高裁の話だ
と思いますが、今まだ県は係争中でございます。それ
から抗告訴訟もございます。そういったことで今この
件については仮定の質問ということで、答弁は差し控
えさせていただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事にお伺いいたします。
　先ほど土木建築部長の答弁では、那覇空港、東部海
浜公園、浦添、辺野古、法的には問題ないと。そして
知事にお伺いしたいのは、最高裁で最終的にこの辺野
古の埋め立ての決着がついたときは、知事は法律に従
うんでしょうか。知事の政治姿勢の中でしっかり答え
ていただきたい。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　辺野古につきましては、埋
立承認を撤回しているという立場は我々は適法に判断
されたものと思っております。ですからただいま係争
中の段階にあってその結果以降についてのコメントは
差し控えたいと思いますが、先ほどの土木建築部長は
その法律によって認められているということですが、
しかし軟弱地盤の問題、高さ制限の問題、それから普
天間飛行場の返還条件の問題などなどほかの２つの埋
め立てとは明らかに違う状況も明白になっているとい
うことも踏まえまして、私はかねてからの私の政治姿
勢を貫いているということでございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　いろんな理由がありますけど、再度
確認です。
　知事は法律を守るか、守らないかです。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　真摯に遵法の方針を守って
いきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　きょう確認とれたのでよかったと
思っています。
　２番目は、米軍基地問題について。この米軍基地問
題については、議長の了解も得ておりますし、執行部
の了解もとっております。
　実は、５日に金武町伊芸の民間地で米海兵隊の照明
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弾落下事故が起きました。これについて県が把握して
いる範囲内で答弁していただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　令和元年12月５日午後、キャンプ・ハンセンから
隣接する金武町伊芸区の農地等に米軍の照明弾が３個
落下する事故が発生しました。
　照明弾が落下した場所は、直近の民家までは約50
メートルしか離れていないほか、周辺には沖縄自動車
道の高架や高圧線鉄塔があり、一歩間違えれば県民の
生命財産に被害を及ぼす重大な事故につながりかね
ず、極めて遺憾でございます。
　キャンプ・ハンセンにおきましては、これまで実弾
射撃訓練に伴う原野火災がたびたび発生しているほ
か、施設外への被弾、つり下げ訓練中に物資が落下す
る事故などが発生しており、日常的に米軍基地と隣り
合わせの生活を余儀なくされている県民に大きな不安
を与えております。
　県としては、米軍及び日米両政府に対し、今回の事
故の発生に厳重に抗議し事故の原因究明及び実効性の
ある再発防止策を講じること等強く求めていきたいと
考えております。なお、外務省特命全権大使及び沖縄
防衛局長への抗議につきましては、今、あす行う方向
で調整しているところでございます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事、実はこの金武町においては過
去にも銃弾が民間地域に入ったという事件が発生して
おりましたし、軍特委員会でも現場視察してまいりま
した。こういったものは早速行動して、再発防止に取
り組むべきだと思っています。
　知事、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　先ほど公室長から答弁があ
りましたとおり、私のほうからも緊急に対応するよう
指示をしたところであります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　それでは嘉手納基地、普天間基地か
ら発生する騒音、悪臭被害について、今後どのように
して解決していくかお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　県と関係市町村で実施し
た平成30年度の航空機騒音測定結果によりますと、
嘉手納飛行場周辺では、21測定局中８局で、普天間
飛行場周辺では、15測定局中２局で環境基準値を超
過しております。また、嘉手納飛行場の悪臭について

は、嘉手納町と連携して実態調査を実施し、原因物質
の特定に向けて取り組んでおります。
　県としましては、その結果を踏まえ、騒音と悪臭の
軽減について、米軍等関係機関に対し、引き続き要請
してまいります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事、今平成30年度の調査が出て
おりましたけれども、知事、過去に平成７年から10
年まで、４年間かけて県はその悪臭環境調査を行って
おります。たしか予算も１億円以上かかったと思うん
ですが、４年かけてですね。そこでいろんな実態調査
が出ております。環境部長、それ目を通したことあり
ますか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　嘉手納基地周辺で行われ
た、騒音による健康調査のことだと理解しておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　そのころは、やはりもうそれから約
二十数年たっております。私はその場限りの調査では
なくて、１年、２年かけて実態調査、悪臭、また地域
の環境調査、子供たちにそういった障害が出ていない
のか、また発達障害も含めて、多くなっているのかど
うかも含めて調査すべきだと思いますが、知事いかが
でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　議員がおっしゃった当時
実施しました健康調査については、騒音とか医学です
とかそういう専門家を集めて当時できる限りの調査を
実施しています。当時の騒音に対する人への影響とい
うデータについては、今でも十分に有効だと思いま
す。ただ、今現在問題になっているのは特に夜間騒音
について、睡眠障害ですとか、欧州ＷＨＯにおいても
規制が変わってまいりましたので、そこら辺の最新の
知見を踏まえた騒音による睡眠障害への影響とかそう
いうものについての影響については今後実施していき
たいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　今後実施していきたいということ
は、過去の平成７年から10年にやったような形での
調査なんでしょうか。もう二十数年もたつとコンター
の見直し等も今全国的にされていながら、県の調査が
おくれていると思いますがいかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　先ほど言いましたよう
に、当時行われた調査の結果につきましては、今でも
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科学的には十分有効であろうと理解しております。当
時に比べて変わってきたというのは改めて先ほど言い
ました、ＷＨＯの夜間騒音による影響等の基準等も科
学的データも改正されてきましたので、そういう最新
の知見に基づいた人への影響を統計上の処理とかを含
めて検討しているということで、当時行われたような
直接アンケート調査ですとか、そういうものについて
は今現在は予定しておりませんが、統計処理上の新た
な基準に対応した人への影響については次年度から検
討してまいる予定です。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　(2)番目の、米軍嘉手納基地での
パラシュート訓練が地域住民の反発を招いている。
2007年の日米合同委員会の合意を根拠としているよ
うだが、県としての例外規定の撤廃を求める取り組み
について伺いたい。
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。
　嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練は、周
辺住民を初め県民に多大な不安を与えているものであ
り、断じて許すことはできないと考えております。
　県としましては、パラシュート降下訓練は沖縄県民
の基地負担の軽減を図るというＳＡＣＯ最終報告の趣
旨に沿って厳格に運用されるべきであると考えてお
り、ことし６月に外務大臣に対して、９月に防衛大臣
に対して、嘉手納飛行場のパラシュート降下訓練を実
施しないことについて米側と協議を行うよう要請した
ほか、11月に軍転協を通じて、関係大臣に対しても
同様の要請をしております。引き続き、嘉手納町ある
いは三連協と連携して取り組んでいきたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事は過去に、訪米で沖縄の基地問
題を取り上げてきたという答弁をしておりましたが、
私が嘉手納飛行場から発生するパラシュート訓練や基
地被害についても要請しましたかと質問したら、個別
のことはしていないという答弁でありました。次の訪
米では具体的に普天間の問題、嘉手納の問題、パラ
シュートの問題、具体的に要請すべきだと思います
が、知事いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　訪米における要請の内容に
ついては、その都度、重要な点を踏まえてテーマを設
定していきたいというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　(3)番目、本土復帰後、沖縄県の基

地の整理縮小・返還に伴い、実績と結果（返還日・返
還地・面積）、今後の対策について伺いたい。
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。
　復帰から平成30年度末までの主な米軍基地の返還
実績としましては、昭和56年12月のキャンプ瑞慶覧
のハンビー地区約38ヘクタールや昭和62年５月の牧
港住宅地区約167ヘクタール、平成28年12月の北部
訓練場の過半の土地約4010ヘクタールなど、これま
でに約１万188ヘクタールが返還されております。米
軍基地の整理縮小を実現するためには、ＳＡＣＯ合意
の内容とは異なる現在の辺野古新基地建設を除き、既
に日米両政府で合意されたＳＡＣＯ最終報告及び再編
に基づく統合計画で示された基地の整理縮小を着実に
進める必要があると考えております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事、今知事公室長が答弁したとお
り、このハンビー飛行場、牧港、これ自民党政権だか
らこの基地の整理縮小できたと思っております。この
ハンビーに今の普天間のヘリ部隊があったのを知事は
御存じでしょうか。普天間部隊がハンビーにあって、
ハンビーから県内移設をして普天間に、そして返還さ
れて、今、町になっております。そういった意味では
具体的に段階的に県内移設、統合しながら基地の整理
縮小になったと思っています。知事いかがでしょう
か。そのことについてどう思いますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　先ほど公室長が答弁させて
いただいたとおり、既に日米両政府で合意されたＳＡ
ＣＯ最終報告及び再編に基づく統合計画で示された基
地の整理縮小を現在の辺野古新基地建設の状況を除い
て着実に進める必要があると考えております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　(4)番目の質問は割愛して、(5)番目
の軍用地料及び基地関連収入について伺います。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　軍用地料等の基地関連収
入は、県民経済計算において軍関係受け取りとして
推計しております。平成28年度の軍関係受け取りは
2416億円、うち軍用地料は858億円となっておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　(6)番目の日米地位協定改定につい
て、県の取り組みと対応について伺います。
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。
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　県におきましては、平成29年９月に日米両政府へ
日米地位協定の見直しに関する要請を行っておりま
す。また、他国地位協定調査を通して日米地位協定の
問題点をさらに明確化し、調査結果をパンフレットな
ど一般国民にもわかりやすい形で示すことで、同協定
の見直しの必要性に対する理解を広げ、トークキャラ
バンや講演会におきまして、日米地位協定の問題を自
分ごととして考えるよう訴えていくこと等により、国
民的な議論の喚起を図りたいと考えております。
　県としましては、全国知事会、渉外知事会、各政
党、各種団体等とも連携を深め、日米地位協定の抜本
的な見直しの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）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　我々自民党会派もその都度政府に対
して、日米地位協定の見直しをしなければ県民の生命
や安全は守れないという立場から、その都度要請をし
ております。それはやっぱり知事も――これはもう県
議会としてしっかり要請すべきだと思っていますが、
知事いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　そのように思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　(7)番目、(8)番目は一緒に質問した
いと思います。
　在日米軍人・軍属、契約従業員の数と予算について
伺います。
　(8)番目の在沖米軍人・軍属、契約従業員の数と予
算についてお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　まず、在日のほうから
お答えします。
　国防人員データ・センターが公表している統計に
よりますと、平成31年３月末時点の在日米軍人数は
５万6118人で、外務省の資料によりますと、平成30
年10月末時点の軍属の人数は１万1857人となってお
ります。また、防衛省の資料によりますと、平成31
年３月末時点の在日米軍施設・区域における駐留軍等
労働者数は２万5842人となっており、平成31年度予
算においては、在日米軍駐留経費は1974億円で、そ
のうち労務費は1539億円となっております。
　次に、在沖についてでございます。
　米軍によりますと、平成23年６月末時点の在沖米
軍人数は２万5843人、軍属は1994人となっており、
それ以降はデータが公表されておりません。また、沖
縄防衛局によりますと、平成31年３月末時点の在沖

米軍従業員数は、8936人となっており、平成31年度
予算については、沖縄関係の在日米軍駐留経費は563
億円で、そのうち基地従業員関係に係る費用は481億
円となっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事にお伺いしたいと思っていま
す。
　我々自民党は、段階的な基地の整理縮小、これは県
民の願いであり総意なんですよ。基地があるほうがい
いかないほうがいいかって、ないほうがいいという
県民は多くいます。しかしながらこれだけの方々、
8000人余りの方々が働いている、そして481億円の
雇用を生んでいる。基地の整理縮小に伴ってこの方々
の雇用を知事はどう考えておりますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　かねてから私もこの基地従
業員の方々の雇用については、絶対に首切りがあって
はならないということで衆議院議員時代にも要請活動
にも同行させていただきましたし、また国の責任にお
いて職業転換の場合の職業訓練などを責任を持って行
うことということも求めております。ですから、この
ように働いている方々の生活に絶対影響がないという
ことは国の責任において果たすべき役割であり責任で
あると思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　知事も記憶に新しいと思いますが、
知事が民主党政権にいたころ、たしか我々沖縄県議会
の――軍特委員会でしたか、仕分け作業の中で政府が
沖縄の駐留軍で働く従業員の給料をカットするという
ときに、たしか知事がエスコートして当時の官房長官
に我々要請行った経緯があります。そのときに政府が
何て言ったか覚えていますか。沖縄で働くこの雇用者
の皆さん方は国家公務員じゃありませんよと。試験を
――国家公務員ではないですよというような話をした
のは、知事、記憶に新しいですよね。覚えています
か。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　そのような細かい点につい
ては申しわけありませんが、ちょっと記憶にございま
せん。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　そのとき我々は基地で働いている
方々は国家公務員的な仕事をしているんだと。そこで
国も認めて、その取り扱いをしているのに、政権が変
わるたびに仕分け作業でそれが入れられるということ
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はよくないということで、我々そのときは自民党から
照屋守之議員、私、たしか山内末子議員と共産党から
も玉城ノブ子さんがいたと思っています。私の記憶で
は。そういった方々がみんなで協力して政府に要請を
しながらそれを現状維持、下げることのないように努
力してきた経緯がありますが、そういった意味では使
い捨てのないように政府との交渉が必要だと思ってい
ます。知事いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　議員御懸念の状況が起こる
ことのないように私としてもしっかり努めてまいりた
いと思います。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　ぜひお願いしたいと思っています。
　３、沖縄振興について。
　なぜこの質問したかと言うと、この沖縄振興を継続
できなければどのような影響があるかということでの
質問でありますので、ア、イ、ウ、エ、オまで読み上
げてトータルで答弁していただきたいなと思っていま
す。
　ア、沖縄振興税制の措置期限について伺いたい。
　イ、沖縄型特定免税店制度について伺いたい。
　ウ、航空機燃料税の軽減措置について伺いたい。
　エ、電気の安定的かつ適正な供給の確保に係る措置
について伺いたい。
　オ、揮発油税及び地方揮発油税の軽減措置について
伺いたい。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時46分休憩
　　　午後３時46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（宮城　力君）　４つの法律に基づく13の
沖縄振興税制のうち、航空機燃料税の軽減措置を初め
とする４つの制度が、令和２年３月31日に、揮発油
税の軽減措置が令和２年５月14日にそれぞれ措置期
限を迎えます。
　県としましては、産業の振興や県民生活の向上を図
る上で重要な役割を担っているこれら制度の延長に向
けて、国や関係機関等と連携して取り組んでいるとこ
ろでございます。
　ちなみにこの軽減措置がなければどういう影響が生
ずるかというところですけれども、平成29年度の沖
縄振興税制の適用総額が255億円、そのうち――国税
ベースですけれども、今回期限を迎えるこれらの制度
の国税ベースの影響額が206億円ということで単年度

当たりでこのぐらいの影響額が出てくるということで
産業の振興、県民生活の向上に非常に大きく寄与して
いるというふうに認識しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　ぜひ、この税制改正が継続できるよ
うに我々も努力してまいりますので一緒に取り組んで
いきたいと思っています。
　４番目、犬・猫殺処分ゼロについて。
　(1)、令和２年度に向けて、犬・猫殺処分ゼロにす
るための課題と今後の取り組み、目標数値について伺
いたい。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　県では、平成26年度に沖
縄県動物愛護管理推進計画を策定し、引き取り数の削
減、返還数及び譲渡数の向上のための各施策に取り組
んでいるところであります。同推進計画における犬・
猫殺処分数の当初目標は既に達成し、平成30年度の
暫定目標である1500頭に対して平成30年度の速報値
は898頭で達成しております。
　県としましては、犬・猫殺処分ゼロから廃止に向け
ては、野良猫の引き取りが多いことや新たな飼い主の
確保が課題であることから、従来の取り組みに加え、
メディア等による適正飼養の啓発を実施しておりま
す。また、さらなる譲渡数の向上のため、譲渡用犬・
猫の不妊去勢手術やワクチン接種の拡充、譲渡機会を
ふやすための拠点施設の整備などに取り組んでいると
ころであります。このような状況を踏まえて、令和２
年度に改定する予定の同推進計画において、これまで
の取り組みについての評価を行った上で、目標値を設
定することとしております。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　(2)番目の質問は取り下げたいと
思っています。
　(3)番目の愛護センターと愛護団体との協力体制強
化について伺います。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　お答えします。
　動物愛護管理センターでは、毎年度当初に動物愛護
団体の代表者等との意見交換会を行っているほか、随
時、動物愛護団体からの相談対応や必要な情報提供を
行っております。今後とも動物愛護団体と連携し、譲
渡ボランティア制度を推進するなど、犬・猫殺処分ゼ
ロに向けて取り組んでまいります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　これ(6)番目の質問とも絡みますの
でここで同じ質問しますが、動物愛護団体に対する支
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援です。知事、実は愛護センターと動物愛護団体との
協力体制は答弁ありましたけれども、この動物愛護団
体に対する支援体制について今どのようになっていま
すか。支援。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　県では、動物愛護団体か
らの要望を受け、令和元年度から動物愛護管理セン
ター等において譲渡犬に対する原則全頭へのワクチン
接種や、不妊去勢手術の支援頭数を拡大することによ
り、動物愛護団体の負担軽減を図っているところであ
ります。今後とも他県の状況等を参考にしながら、さ
らなる支援の実施について検討してまいります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　これまで知事、殺処分する動物はワ
クチン接種がされていませんでした。ここ議会で、県
議会で取り上げて今全頭ワクチンが接種されていると
思っています。しかしながら動物愛護団体はそういっ
た意味でも、自腹で餌や電気・水道も含めてやってい
ます。ぜひ、そういった餌とかこの犬・猫に対する支
援体制をしていただきたいと思いますが、いかがで
しょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　議員おっしゃるように、
ボランティア団体は各種の活動について自己負担等が
大きいというお話も伺っています。我々としまして
は、いろんなボランティアがある中でどのような支援
ができるか、多方面から検討してまいりたいと考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　中川京貴君。
〇中川　京貴君　済みません。社会資本について、も
う(1)、(2)はカットして、(3)番目の県内におけるタ
クシー会社の数と従業員数・雇用体制等、県からの支
援について伺います。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　全国ハイヤー・タクシー
連合会の資料によりますと、平成30年３月末現在、
県内の法人事業所数は142社、従業員数は6945名と
なっております。また、沖縄県ハイヤー・タクシー協
会によると、従業員のほとんどは正規雇用であり、多
くの事業者では、65歳を超えて継続的に雇用されて
いる方が存在するとのことであります。現状のまま、
運転手の高齢化が進むと、将来的な人手不足が懸念さ
れることから、タクシー業界においては、今後、若年
者や女性の採用が課題になると聞いております。
　県としましては、人手不足の対応について、タク
シー協会等と協議を重ねながら、効果的な取り組みを

検討していきたいと考えているところでございます。
〇中川　京貴君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時53分休憩
　　　午後３時53分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇企画部長（宮城　力君）　タクシー協会と協議を重
ねておりますけれども、具体的にどの程度人が足りな
くなっているのか等々について今、タクシー協会のほ
うにその回答を求めているところでございます。特に
この要望ということではなくて、人手不足がどの程度
深刻なのか、それが客観的にわかるようなデータ等に
ついて今要求しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時54分休憩
　　　午後３時54分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　中川京貴君。
〇中川　京貴君　ぜひ、タクシー協会から要望とかあ
りましたらそれに沿って対応していただきたいと思っ
ています。
　(4)番目、北谷町県道24号線のバイパス整備事業
は、当初の完成予定年度から大幅なおくれとなってい
る。土地調査のための立ち入りを米軍が拒否している
としている。当初事業計画を決定するに当たって、米
軍への立入調査について国との協議は調っていたか。
県と国及び米軍の間で認識の違いがあるのではない
か。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　県道24号線バイパス
の当初計画時の協議についてでございますが、県道
24号線バイパスは、北谷町桑江から沖縄市山里まで
の延長3140メートル、幅員32メートルの都市計画道
路であります。当該道路については、那覇防衛施設局
から基本的に異存ない旨の回答を得るとともに、住民
説明会、計画案の公告縦覧、沖縄県都市計画審議会の
答申を経て、平成14年に都市計画決定を行っており
ます。
　県としては、現計画のとおり事業を行いたいと考え
ており、引き続き沖縄防衛局を通して米軍と調整を進
め、早期に立入調査が実施できるよう取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後３時56分休憩
　　　午後４時14分再開
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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。
　金城　勉君。
　　　〔金城　勉君登壇〕
〇金城　　勉君　皆さん、こんにちは。
　お疲れさまでございます。
　では、一般質問をさせていただきます。
　今議会は、知事みずからの軽率な行動によって自分
の看板政策が泥を塗られたような状況に至っており、
極めて残念であります。同時に執行部、担当部局の委
託費の概算の仕方にもずさんなところがあり、厳しく
その責任が問われます。厳しく今後も襟を正して事業
執行に当たっていただきたいと思います。
　それでは質問に移ります。
　まず１点目、首里城火災及び再建に向けての取り組
みを伺います。
　(1)、火災の原因究明について、取り組み状況と今
後の見通しを伺います。
　(2)、今最も困っている方々は首里城周辺で業を営
んでいらっしゃる観光事業者の皆さんであります。社
員の生活もあり、一日も早い復興が待たれておりま
す。現場検証やさまざまな調整も進めながら観光客を
迎え入れられるような体制づくりが急務であります。
そのためにもスケジュールを明示する必要があります
けれども、いかがでしょうか。
　(3)、再建に向けて県内、県外、国外からも毎日の
ように支援金が寄せられております。その支援金の取
り扱い方について県はどのように検討されているか。
　(4)、再建計画案策定に向け、国、県の役割、取り
組みを伺います。
　２、次期沖縄振興計画について。
　(1)、県振興審議会で21世紀ビジョンの成果と課題
について検証作業がなされておりますが、取りまとめ
の時期と検証内容の公表時期について伺います。
　(2)、2022年度以降の次期振興計画策定について、
考え方はどうか。
　(3)、基地問題で厳しい関係にある国、県の現状で、
予算や税制などが伴う次期振興計画について、建設的
な協議ができるかどうか懸念の声がありますがどう克
服するか。
　３、次年度予算の取り組みについて。
　(1)、沖縄振興一括交付金が年々減額されてきまし
た。次年度予算の確保の見通しはどうか。
　(2)、一括交付金減額による市町村事業への影響を
把握しているか、また、どのように対応しているか。
　４、観光振興について。

　(1)、2018年度の入域観光客数が県の発表で999万
9000人から1000万人を超えていたとの訂正がありま
した。その誤報の原因と影響について伺います。
　(2)、第２滑走路完成後の那覇空港の離発着回数が
24万回に増加すると言われておりますが、嘉手納ラ
プコンの運用と飛行調整の日米協議が調ったのか伺い
ます。
　５、経済振興について。
　(1)、観光産業などが活況を呈し、人手不足が叫ば
れる状況にありながらも、県民所得は全国で最下位と
いう厳しい位置にあります。その克服の戦略はあるか
伺います。
　(2)、生産性の現状と、向上への取り組みをいかに
図るか。県の役割、責任をどう考えるか伺います。
　６、雇用問題。
　(1)、バブル経済が崩壊した1990年代前半から
2000年代前半に学校卒業時期を迎えた就職氷河期世
代が、非正規など不安定な就労環境に陥っていること
から、政府は、官民協議会を設置して国が先頭になっ
て就労支援の取り組みを始めました。国家公務員への
採用や地方自治体、民間企業への協力依頼など積極的
に動き出しております。沖縄県としても就職氷河期世
代への就労支援の取り組みが求められております。県
内における実態と対応について伺います。
　(2)、教員の超過勤務や過重労働の改善が進んでい
ないとの指摘があります。その原因は何か、また、次
年度に向けた改善策はどうか。
　(3)、県内高校生の就職内定率が低い状況にありま
す。実態と対策を伺います。
　７、ひきこもり対策について。
　(1)、ひきこもりの問題が深刻な社会問題として注
目を集めております。8050問題として県内でも注目
を集め、約7000人の中高年のひきこもりがいるとさ
れております。マスコミ報道によると、県は2017年
度に実態調査を実施しましたが中途半端に終わり、調
査結果の公表もなされないまま放置されたとのことで
あります。予算をかけて調査したにもかかわらず調査
結果が生かされない理由は何か。また、ひきこもり問
題に対する今後の県の対応を伺います。
　(2)、高齢者の親とひきこもりの子供が同居する家
庭の状況を放置することで予想される問題は何か。
　(3)、ひきこもり専門支援センターの活動実績と支
援状況を伺います。
　８、福祉問題について。
　(1)、幼保無償化について。
　ア、10月１日から幼保無償化がスタートしました。
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その反響、課題をどのように把握しておりますか。
　イ、保育士の処遇改善について、国は平成24年度
から毎年改定を重ねてきました。また、技能・経験に
応じた処遇改善も実施しております。さらに、県も独
自の支援事業に取り組んでおりますが、保育現場から
は、まだまだ保育士の賃金が低いとの声があるようで
す。県の現状分析と対策を伺います。
　ウ、ＩＣＴ活用など保育現場の効率化、省力化が求
められておりますが、県内の現状と対策はどうか。
　(2)、子供医療費無料化を中３まで拡大することに
ついて、市町村との調整や実施時期の検討状況はどう
か。
　(3)、県内における養育費不払いの実態と対策はど
うか。
　(4)、障害者支援について。
　ア、パーキングパーミット制度導入について、県は
これまで国の動向を注視しながら検討を進めてきまし
た。県内での早期導入が求められております。対応を
伺います。
　イ、県は国の取りまとめを踏まえて市町村や障害者
団体との意見交換をしながら検討していくとしており
ますが、もう実施段階に来ていると考えます。いかが
ですか。
　ウ、ＩＣＴ活用による障害者の在宅就労支援につい
て県の取り組みを伺います。
　９、防災・減災対策について。
　(1)、ことしも台風15号や19号が甚大な被害をもた
らしました。千葉県や福島県、長野県など各地域で避
難生活を余儀なくされた人々が出ました。その際問題
になったのは、災害避難所の環境問題であります。避
難所は体育館や公民館などの公共施設で受け入れてお
りますが、プライバシー保護や防寒対策などに大きな
課題が指摘されております。沖縄も台風来襲の頻度は
高い場所であります。県内の避難所の環境整備につい
て県の考えを伺います。
　(2)、災害時のホームレス対策の考え方を伺います。
　10、基地問題についてでありますけれども、この
件については12月５日、６日金武町で発生した照明
弾の落下事故がありましたけれども、これについて我
が公明党県本部としてけさ開会前に朝一番で沖縄防衛
局そして午後３時には外務省沖縄事務所にその抗議を
申し入れをしてまいりました。このようなことが頻発
するようなことがあってはなりません。ぜひ県も防衛
局と連携をとりながら対策をお願いしたいと思いま
す。
　この質問の(1)、(2)については今回は取り下げます。

　11、沖縄における各種選挙で違法ポスター、違法
のぼり、違法看板等々、法令違反のみならず観光立県
の立場からも看過できない実態が選挙のたびに起こっ
ております。明年は県議会議員選挙があります。その
県議会議員選挙でクリーンな選挙を実施するための課
題と対策を伺います。
　以上、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）　金城勉議員の御質問にお答
えいたします。
　次期沖縄振興計画についての御質問の中の２の
(2)、新たな振興計画の考え方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実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種の制度について、成果や課題等を検証するため
総点検作業を行っているところであり、沖縄県振興審
議会における審議を経て、今年度中に総点検報告書と
して取りまとめることとしております。総点検の結果
や新沖縄発展戦略を踏まえ、新たな沖縄振興のあり方
については、次年度に新たな振興計画の骨子案を取り
まとめ、市町村や経済団体等から広く御意見を伺い、
国と連携を図りながら検討してまいりたいと考えてお
ります。
　その他の御質問につきましては、部局長等から答弁
をさせていただきます。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　１、首里城再建に向け
ての質問のうち(3)、再建のための支援金の取り扱い
についてお答えします。
　このたびの首里城における火災におきましては、大
変多くの皆様からお見舞いの言葉、また、復旧・復興
支援のための多くの寄附金等が寄せられております。
心から感謝申し上げます。寄附や募金の活用方法につ
いては、御寄附いただいた皆様の思いに応えるべく、
今後幅広く意見をうかがい、検討してまいりたいと考
えております。
　次に(4)、再建計画案策定に向けた国、県の役割、
取り組みについてお答えします。
　去る12月２日に開催されました首里城復元に関す
る関係閣僚会議において、国及び県が緊密に連携をと
りながら、復旧・復興に向けて全力で早期に取り組ん
でいくことが確認されました。首里城復旧・復興に関
しましては、多くの県民の声をしっかり反映させてい
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くことが重要であることから、その声を踏まえ沖縄県
としての基本的な考え方を取りまとめてまいります。
　県としましても、国との役割分担を確認しながらさ
まざまな提案を行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）　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、首里城再建に向
けての御質問のうち(1)、原因究明の取り組み状況と
今後の見通しについてお答えいたします。
　11月１日から７日まで消防、警察による合同現場
検証が行われておりました。現在は消防による現場検
証が断続的に行われておりますが、火災の原因の特定
には至っていないとのことであります。今後の見通し
については、引き続き那覇市消防局等の情報を確認し
てまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　１、首里城再建に向
けての御質問の中の(2)、首里城周辺の事業者への対
応についてお答えいたします。
　県では、首里城火災の影響により、観光関係事業者
等の業績悪化が懸念されることから、県単融資制度の
中小企業セーフティネット資金の融資対象を拡充し
て、首里城周辺等の事業者への金融支援を行うため、
今回の火災を知事認定災害とし、金利の低減、保証料
の免除を図ったところであります。また、首里城火災
の影響を受ける小規模事業者等の経営支援を目的とし
て、那覇商工会議所内に、巡回相談にも対応する特別
相談窓口を設置しております。
　県としましては、引き続き事業者への影響が最小限
となるよう支援してまいります。
　次に６、雇用問題についての御質問の中の(1)、県
内における就職氷河期世代の実態と対応についてお答
えいたします。
　国においては、就職氷河期世代を、おおむね平成５
年から平成16年に学校卒業期を迎えた、現在30代半
ばから40代半ばの雇用環境が厳しい時代に就職活動
を行った世代としております。沖縄労働局が、平成
29年の就業構造基本調査に基づき公表したところに
よると、県内の就職氷河期世代とされる約20万人の
うち、不安定な就労状態にある方は約8400人、長期
にわたり無業の状態にある方は約5400人となってお
ります。
　県においては、非正規雇用労働者の正規雇用化を促

進するとともに、就職困難者等に対して専門の相談員
による個別的・継続的な就労支援を実施するなど、就
職氷河期世代にかかわらず、きめ細やかな支援に取り
組んでいるところであります。今後とも、沖縄労働局
等関係機関との連携を強化しつつ、より一層効果的な
取り組みにつなげ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）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　２、次期沖縄振興計画に
ついての(1)、沖縄21世紀ビジョン基本計画等の総点
検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実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため総
点検作業を行っております。本年７月16日に知事か
ら沖縄県振興審議会会長に、沖縄21世紀ビジョン基
本計画等総点検報告書（素案）について諮問したとこ
ろです。７月から11月にかけて、９つの部会でそれ
ぞれ５回の審議を行ったところであり、来月に予定し
ている沖縄県振興審議会からの答申を踏まえ、今年度
中に総点検報告書として取りまとめ公表することとし
ております。
　同じく２の(3)、新たな振興計画に係る国との協議
についてお答えいたします。
　沖縄振興の根拠法である沖縄振興特別措置法の立法
目的について、国は戦後我が国の施政権の外にあった
歴史的事情等、沖縄の４つの特殊事情に鑑み、総合的
かつ計画的に講ずるものであると説明されておりま
す。
　県としましても、基地問題と沖縄振興は別と認識し
ております。また、沖縄振興特別措置法に基づく沖縄
振興交付金や税制など各種の特別措置は、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の制度
であることから、これらの政策課題が解消されるまで
の間は継続される必要があるものと考えております。
現在、国においても、沖縄振興の総点検作業を行って
いるところであり、県と連携・協力して作業が進めら
れているところであります。
　次に４、観光振興についての(2)、第２滑走路完成
後の管制運用についてお答えいたします。
　国土交通省においては、令和２年３月26日に、第
２滑走路を供用開始するとしており、年間を通して安
定的に運用可能な発着回数を24万回に増加させるこ
とが可能と発表しております。この24万回の発着に
ついては、米軍の飛行場運用に影響を与えない空域で
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の管制運用になると聞いております。
　次に５、経済振興についての(1)及び(2)、県民所得
や労働生産性向上の取り組みについて、５の(1)と５
の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答え
いたします。
　本県は、比較優位性のある付加価値の高い産業が十
分育っておらず、産業全体の労働生産性が全国よりも
低いことなどから、１人当たり県民所得は全国最下位
で推移しております。しかし近年は、好調な経済を背
景に、県内景気は拡大を続けており、１人当たり県民
所得は４年連続で増加し、平成28年度は227万3000
円となり、全国との差は着実に縮小しております。
　県としましては、この好調な経済の恩恵を離島を初
め県内全域に浸透させ、企業のさらなる収益増や県民
所得の底上げを図っていくことが重要と考えておりま
す。このため、県内企業の経営革新や技術力の強化、
ＩＴ化の促進等に取り組むとともに、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ていきたいと考えており
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
　　　〔総務部長　金城弘昌君登壇〕
〇総務部長（金城弘昌君）　３、次年度予算の取り組
みの御質問の中の(1)及び(2)、一括交付金の減額によ
る市町村への影響及び令和２年度予算の確保について
お答えします。３の(1)と３の(2)は関連いたしますの
で、恐縮ですが一括してお答えします。
　県や市町村においては、沖縄振興一括交付金を活用
して、社会資本や農業生産基盤の整備、離島振興や教
育・福祉の充実などさまざまな施策を実施していると
ころであります。しかしながら、同交付金が３年連続
で減額となっていることから、あらゆる分野で計画的
な事業展開に影響が出ているとの声が市町村からも寄
せられており、同交付金の増額は本県及び市町村の切
実な要望であります。このため、一括交付金の重要性
や増額の必要性について、内閣府を初め関係要路に資
料を用いて丁寧に説明してまいりました。また、去る
11月21日には、島袋市長会会長及び新垣町村会会長
とともに一括交付金の概算要求額以上の確保につい
て、衛藤沖縄担当大臣を初め関係要路へ要請したとこ
ろであります。
　県としましても、今後も機会を捉え、沖縄振興一括
交付金の確保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）　文化観光スポーツ部長。

　　　〔文化観光スポーツ部長　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　４、観光振
興についての御質問のうち(1)、2018年度入域観光客
数の修正の原因と影響についてお答えいたします。
　県では、去る11月26日に、平成30年度の入域観
光客数を、当初発表の999万9000人から、1000万
4300人に修正し発表を行いました。当該修正は、航
空会社から昨年提供いただいた数値に一部報告漏れが
判明したことによるものであります。修正に伴い関係
者の皆様に御迷惑をおかけしたことをおわびするとと
もに、統計の信頼性確保に向けて、今後このような事
案が生じないよう、関係各所との協力体制及び公表値
のチェック体制強化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）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　６の雇用問題についての御
質問で(2)、教師の超過勤務の改善についてお答えい
たします。
　県立学校における時間外勤務が月80時間以上の長
時間勤務者数は、平成29年度は延べ3506人、平成30
年度は延べ3078人となり、428人の減、率にいたし
まして12.2％の縮減となっております。今年度は、
全県立学校で勤務管理システムが稼働しており、現時
点において改善傾向が見られます。長時間勤務の主な
理由は、部活動指導が最も多く、次いで事務・報告書
作成、授業準備となっております。県教育委員会で
は、ことし３月に沖縄県教職員働き方改革推進プラン
を策定し、各学校の実情に応じた行事や会議等の見直
し、合理的でかつ効率的・効果的な部活動の推進、定
時退勤日や学校閉庁日の設定等に加え、部活動指導員
やスクール・サポート・スタッフの配置等の取り組み
を進めております。引き続き実効性のある取り組みを
推進し、教職員の長時間勤務の縮減に努めてまいりま
す。
　次に同じく６の(3)、高校生の就職内定状況と対策
についての御質問にお答えいたします。
　本県の令和２年３月卒業予定者の就職内定率は、厚
生労働省の調査によりますと、令和元年９月末現在で
28％となっており、前年の同時期に比べ、3.6ポイン
ト上回っております。しかしながら、全国平均64％
と比べ、依然として36ポイントの差があり、就業に
対する意識の低さや就職活動のおくれなどが指摘され
ております。その対策として、県教育委員会では、就
職支援員の配置や宿泊研修等を実施しており、各学校
においても、インターンシップや応募前企業見学及び
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マナー講座等に取り組んでおります。今後とも、関係
機関と連携し、職業観の醸成や就業意識の向上を目的
としたキャリア教育を推進し、高校生の就職内定率の
改善に努めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは７のひきこ
もり対策の御質問の中の調査及び今後の県の対応につ
いての御質問にお答えします。７の(1)と７の(2)は関
連しますので一括してお答えします。
　平成29年度に実施したアンケート調査は、回答数
が７件ということで、実態調査としての統計的意義が
達成できたとは言えないため、結果を公表することは
しておりません。しかし、回答いただいた７件全てに
経済的不安があるとの意見があったため、当該調査結
果を平成30年度のひきこもる子供の未来を考える家
計相談と題し、ファイナンシャルプランナーによる経
済的な問題を考える機会としての講演会につなげたと
ころであります。ひきこもり状態にある方の高齢化及
び長期化は、同居する親が亡くなった後に残されたひ
きこもり状態にある方のその後の生活が大きな問題に
なると考えております。ひきこもり状態にある方及び
その家族に対する個別具体的な支援につきましては、
その前提となる実態調査を含めて、県だけで効果的に
行うことは困難でありますので、市町村と連携しなが
ら効果的な調査や支援が行えるよう、その体制づくり
に取り組んでいきたいと考えております。
　次に同じく７の(3)、ひきこもり専門支援センター
についての御質問にお答えします。
　同センターでは、電話、来所相談及び訪問支援など
の活動を行っており、平成29年度の相談件数は延べ
1479件、平成30年度は延べ2018件となっておりま
す。このほか同センターでは関係機関との連携及び支
援体制の整備を目的に、ひきこもり支援地域連絡協議
会の開催、支援者の技術向上のための研修会や事例検
討会を行っているほか家族の支援として、家族教室や
家族向けの講演会を開催しているところであります。
　次に８の福祉医療問題についての御質問の中の
(2)、こども医療費助成制度についての御質問にお答
えします。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢の拡大につき
ましては、中学卒業までを視野に入れながら市町村と
協議を進めていきたいと考えており、実施年度につい
ては、知事の任期を踏まえつつ、協議の中で検討して
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）　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）　８、福祉医
療問題についての御質問の中の(1)のア、幼児教育・
保育無償化の反響と課題についてお答えいたします。
　幼児教育・保育の無償化は、子育て世帯から負担軽
減が図られたとの意見が多いものと承知しておりま
す。無償化の課題については、保育ニーズの高まりに
よる待機児童への影響や保育の質の確保、食材料費の
実費徴収に伴う施設側の事務負担の増加などが挙げら
れます。
　同じく８の(1)のイ、保育士給与の現状分析等につ
いてお答えいたします。
　本県の保育士給与は、平成30年賃金構造基本統計
調査によると、月額20万8000円、年額319万2500円
となっており、平成24年と比較すると月額３万1700
円、年額63万7700円の増となっております。保育士
の処遇改善については、国における公定価格の改定の
ほか、県独自の施策として保育士の正規雇用化促進事
業などに取り組んでいるところであります。保育士給
与の改善については、全国的な課題となっていること
から、県は、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通
し、現行の職員配置基準よりも多くの保育士を配置し
た場合の新たな加算制度の創設等について、国へ要望
しております。また、全国知事会においても、保育士
の処遇改善や保育の質を確保するための研修体制整備
への支援等について国へ要望しているところでありま
す。
　同じく８の(1)のウ、保育現場の効率化等について
お答えいたします。
　保育士は、保育の実施のほか、保育の指導計画作
成、子供たちの登園などの管理、保護者との連絡な
ど、さまざまな業務を行っております。このため、国
は保育所等におけるＩＣＴ化推進事業により、情報シ
ステムを活用した業務の効率化を支援しております。
本県では、これまで19市町村、186施設で同補助金
を活用したシステムの導入に取り組んでおり、今年度
は、６市町村33施設で導入を予定しております。
　県としましては、同事業の周知等に取り組んでいる
ところであり、引き続き市町村と連携し、保育士の業
務負担軽減に取り組んでまいります。
　同じく８の(3)、養育費不払いの実態と対策につい
てお答えいたします。
　昨年度、県が実施した沖縄県ひとり親世帯等実態調
査結果によると、養育費を受け取ったことがある母子
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世帯は28.3％、父子世帯は７％、全く受け取ったこ
とがない母子世帯は68.2％、父子世帯は92.1％となっ
ております。平成28年度の全国調査結果と比較する
と、養育費を受け取ったことがない割合は、母子世帯
は12.2ポイント、父子世帯は6.1ポイントともに全国
より高い状況にあります。県では、養育費に関するパ
ンフレットの作成・配布による周知・広報を行うとと
もに、養育費相談や弁護士による法律相談を無料で実
施しております。養育費の支払いは、親として子に対
する最低の義務であること等、養育費に関する周知に
努めるとともに、引き続きひとり親家庭に対する支援
に取り組んでまいります。
　同じく８の(4)のア、パーキングパーミット制度に
ついてお答えいたします。
　パーキングパーミット制度につきましては、国の検
討会における協議結果によると、導入済み他府県にお
いては、必要区画数の不足、利用証の不適正利用、制
度対象者が駐車区画に駐車できない問題が解決しない
こと等が課題として挙げられております。直近で同制
度を導入した他県の状況を確認したところ、一定の駐
車区画を確保するためには、民間事業者の協力が重要
とのことから、民間事業者、有識者等の意見を伺うた
め、協議の場を設置したいと考えております。また、
県としては、不適正利用を防止する取り組みも必要と
考えており、障害者等用駐車場の適正利用の促進に向
けて継続して取り組んでまいります。
　同じく８の(4)のイ、ＩＴを活用した障害者の在宅
就労支援についてお答えいたします。
　障害者に対するＩＴを活用した在宅就労支援につい
ては、県内７カ所の事業所において取り組みを進めて
いるところです。県では、障害者のＩＴスキルの向上
並びに在宅就労の促進等を目的に、昨年８月に、沖縄
県障害者ＩＴサポートセンターを設置しております。
同センターでは、就労支援事業所と連携し、在宅就労
の創出に向けたセミナー等の開催、必要なスキルや周
辺機器等に関する情報提供を行っております。
　県としましては、引き続きＩＴを活用した障害者の
在宅就労の支援に取り組んでまいります。
　次に９、防災・減災対策についての御質問の中の
(1)、避難所の生活環境の整備についてお答えいたし
ます。
　県においては、毎年６月に災害救助法等に関する市
町村担当者会議を開催しております。その中で、避難
所の生活環境の整備に関して、プライバシー保護のた
めの間仕切り設備や、暑さ対策としての扇風機の活用
等に取り組むよう促しているところです。

　県としましては、引き続き市町村と連携し、避難所
における生活環境が良好となるよう支援に取り組んで
いきたいと考えております。
　同じく９の(2)、災害時のホームレス対応について
お答えいたします。
　避難所は、被災者の生命、身体等を保護するため被
災地に設置されたものであり、住民以外の者であって
も受け入れることが望ましいと考えております。
　県としましては、避難所を設置する市町村と連携を
図りながら適切に対応していきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　選挙管理委員会委員長。
　　　〔選挙管理委員会委員長　当山尚幸君登壇〕
〇選挙管理委員会委員長（当山尚幸君）　それでは質
問11、来年の県議会議員選挙でクリーンな選挙を実
施するため課題と対策について聞きたいという御質問
にお答えいたします。
　選挙運動用ポスター、看板等に関しましては、公職
選挙法により規制されております。当委員会では、各
選挙につき、選挙の立候補予定者を対象とした説明会
等で違法な文書について説明し、法の趣旨に沿って適
正にポスター等を掲示するよう周知を図っているとこ
ろでございますが、依然として違法なポスター等が多
く見られる状況にございます。
　そこで当委員会では、来年の県議選に向けて、引き
続き説明会等で法令遵守を呼びかけるとともに、県警
察本部、道路管理者とも連携を図り、法令に違反する
行為がないよう、候補者及び政治団体関係者等の選挙
及び政治に関する意識の高揚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）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　それでは再質問をさせていただきま
す。
　まず幼児教育・保育の無償化についての再質問であ
りますけれども、10月１日からこの制度がスタート
いたしました。それで、いろんな声が寄せられてまい
りまして、公明党として、党を挙げて今全国のアン
ケート調査を実施しております。これは12月20日ま
で約１カ月間かけて、その実態調査を今調査中であり
ますけれども、二、三日前に中間報告がまとまりまし
て、公明新聞でも発表されました。その中で特にこの
声としてあるのは、まず利用者の皆さん方は大変喜ん
でいらっしゃる、もう90％以上の皆さん方が歓迎し
ているということであります。そして、事業者の皆さ
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ん方についても評価する声も多々ある中で、一方で課
題の指摘もありました。それは１つには保育士の処遇
改善、２番目には保育士のスキルアップ、３番目には
保育士の働き方、配置の改善などとそしてまた休暇の
とり方等々そういう声が寄せられておりました。制度
の定着についてはそういう課題を今後克服し、また改
善しながらしっかりしたそういう事業所にも喜んでい
ただき、当然利用者の皆さん方も喜んでいただける。
これは日本の国家として画期的な幼保無償化という制
度を導入したわけですから、それは定着させていきた
いと思います。県としてもその課題を克服しながらそ
の制度が定着するように努力する必要があると思うん
ですけれども、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　幼保無償化
に伴いまして、議員おっしゃるとおりいろんな声がご
ざいます。
　県としましては、待機児童解消もまだ道半ばでござ
いますので、そのためには保育士の確保はやはり重要
な課題だと認識しております。そのため、国等では、
公定価格の改定など行われているところではございま
すが、県としましても正規化を進めるための事業で
あったり、それから年休取得、休憩取得をするための
保育士配置であったりというようなことに取り組んで
まいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　ぜひ市町村とも連携を図りながら、
そうした環境整備の中で制度がしっかりと定着し、利
用者もまた事業者の皆さん方も喜んでいただけるよう
なそういう制度に磨いていきたいなと思っておりま
す。
　次に、養育費の不払い問題であります。県もその調
査をして、先ほど部長からも答弁がありましたよう
に、大変厳しい状況であるということがわかりまし
た。68％の母子家庭の皆さん方が養育費を受け取っ
たことがないということがあって、その対策はこの貧
困問題とも直結するテーマでありますから、速やかな
対策が求められておりますけれども、それを具体的に
改善する手だてというのは検討しておりませんか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時０分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　県としまし
ては、県内のひとり親世帯を対象とした支援策という

のは幾つか打っているところではございますが、養育
費に特化してということではなかなか今難しい状況に
ございます。ただし、ひとり親世帯等に対して、相談
窓口を置いたりというふうなことで対応しているとこ
ろでございます。また沖縄県の特徴としまして、養育
費をもらっていないという率が非常に高いというとこ
ろもございます。その要因としましては、相手に経済
力がないというところも大きいかと思いますので、雇
用対策に対しても就労支援としても必要な施策を打っ
ていければというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　経済的な問題ということもあるかと
思いますけれども、しかし子供ができて、それを育て
ていくのはやはり両親の責任でありますから、両親の
そういう離婚や別居等々の都合で子供にしわ寄せがい
くようなことは極力避けなければならないと思いま
す。それでパンフレットの配布や弁護士相談なども
やっておりますけれども、それを具体的に成果あらし
めるためには、今、明石市で取り組みがされようとし
ているその条例を制定することによって具体的に法の
規制でもって進めていくということは検討されません
か。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　明石市にお
いてそういう条例化の取り組みが検討されているとい
うことは新聞等で承知しているところではございます
が、今考えられている制度は養育費を行政が立てかえ
てその養育費を払わない相手方から過料で徴収して、
それを充てるというような内容になっていると思いま
すので、多々課題も多いと思われます。ですので、明
石市の議論を注視しながら、県としても研究が必要か
というふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　ぜひお願いします。やはり沖縄の場
合には経済的な課題というのは他府県以上に厳しいも
のがありますから、特に母子家庭の経済状況というも
のを支えていくためにもこのことは検討に値すること
ではないかと思いますので、よろしくお願いします。
　次に、在宅就労支援のあり方についてお伺いいたし
ます。
　現在、沖縄県内においてまずは障害者の皆さん方で
在宅就労を希望するその実態の調査というのはやった
ことありますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時４分再開
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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）　障害者の在
宅就労についての希望調査というようなものは県とし
ては統一的にやったことはございませんけれども、在
宅就労が必要な人がいるかどうかというところは、
個々の相談に応じて拾っているというような状況でご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　ぜひ実態調査もしていただきたいと
思うんですけれども、やはり移動手段が厳しいとか、
仕事をする意欲はあるけれども、なかなかどういうふ
うにしてその仕事に接触するかとかそういうものが
あったり、あるいはまた出かけていっての仕事は人間
関係の問題とかでできないけれども、在宅でだったら
できるとかそういう声はもう月々、年々広まってきて
いるんですね。ですからそういう実態を把握した上
で、その在宅就労を希望する方々のスキルアップ、職
業訓練そしてまた企業の採用の開拓等々、お互いに
マッチングできるような仕組みをやっぱり積極的に
もっともっと推進すべきだと思うんです。ですからそ
のことによって在宅でも仕事ができる、場所とは関係
なく仕事ができるというそういう成功事例というもの
が今出てきつつありますから、それをもっともっと県
が積極的にその事業者とも連携を図りながら、そして
またそのニーズも吸い上げながら、そして企業へのそ
の呼びかけも協力ももっともっと開拓をしながら、そ
うすることで就職にたどり着ける人たちというのが
もっとふえるん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）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　県としまし
ては、平成30年の８月に障害者ＩＴサポートセンター
というものを立ち上げまして、議員おっしゃるように
障害者からの相談でありますとか、企業とのマッチン
グ、それからＩＴサポート支援者の要請などに今取り
組んでいるところでございまして、引き続きそのＩＴ
サポートセンターを活用した取り組みを拡充してまい
りたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　知事、この在宅就労支援については
今大分県で非常に先駆的な取り組みが始まっておりま
して、県知事が旗振り役になって、そして今部長がお
話しするような形でその就労を求める人たちとそして
必要とする企業、そしてスキルアップしながらマッチ
ングをしていくという、そうした仕組みを県知事が

リード役になって進めている状況があるんですけれど
も、沖縄県においても知事の理念にもかなうことです
から、積極的に踏み込んでいただきたいと思うんです
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）　これからさまざまな状況等
を検討しながら全ての方々の就労に結びつけるような
そういうサポートをしっかりと行ってまいりたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　大分県の実態調査を、これ部長ぜひ
連携とってその状況、そして情報収集に当たっていた
だきたいんですがどうですか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　大分県が先
進地だということでございますので、県としましても
情報収集してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　選管委員長、今御答弁いただきまし
たように、沖縄の場合は選挙のたびにもう御存じのよ
うに本当に景観を汚し、違法行為がまかり通ってこれ
でいいのかということを、私は県外の友人からもう再
三厳しい注文を受けております。その実態をなぜこん
なに長年にわたって放置するんですか。これは県警本
部長、両方から見解をいただきたい。
〇議長（新里米吉君）　選挙管理委員会委員長。
〇選挙管理委員会委員長（当山尚幸君）　済みませ
ん。再質問あると思わなかったのでちょっとお待ちく
ださい。
〇金城　　勉君　これはもう当然あることとして
……。
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。
　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　それでは私のほうから
お答えをさせていただきます。
　議員おっしゃったとおり、違法ポスター、違法のぼ
り旗、違法看板等があるということは我々も認識をし
ておりまして、選挙管理委員会、道路管理者、それか
ら各種電力会社等々と連携をして警告などによりまし
て、違法状態の早期是正と続発防止に努めておりま
す。ちなみに前回平成28年の県議会議員選挙におき
ましては361件の警告を実施しておりまして、我々は
決して野放しにしているということはなくて、しっか
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りと違法なポスター等々については警告をしたり、あ
るいはこの警告以外にも選管等々と連携をして撤去さ
せたりをしておりまして、６月の県議会議員選挙にお
いてもしっかりと対応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）　選挙管理委員会委員長。
〇選挙管理委員会委員長（当山尚幸君）　お待たせし
ました。大変失礼いたしました。
　今県警本部長からもお話ありましたように、選挙管
理委員会として決して野放しにしているつもりはござ
いません。違法なポスターがあると必ず警告文を発送
して、撤去命令を出しております。それを県警とそれ
から道路管理者と連携をしながら、違反行為について
は候補者あるいは政治団体関係者とその皆さんに注意
を喚起しながらやっておりますので、今後も同じよう
にやっていきたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　金城　勉君。
〇金城　　勉君　県警本部長、選管委員長、４年前に
も私は同じ質問をして、同じ答弁をいただきました。
実態は変わっておりません。なぜ他府県でできること
が沖縄県でできないのか、このことを……
〇議長（新里米吉君）　まとめてください。
〇金城　　勉君　厳しく対応を考えて実効あらしめる
ことをやっていただきたい。
　見ております。よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時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。
　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
〇上原　　章君　通告に基づいて質問を行いたいと思
います。
　まず初めに、保育行政についてお尋ねします。
　県は当初、待機児童を2017年度末までに解消する
目標を打ち出しましたが、2019年度末に変更し、先
送りしています。今回その2019年から2021年度末ま
でにまた変更すると２度目の先送りとなります。
　そこで質問です。
　(1)、待機児童ゼロの目標達成を断念した経緯と今
後の取り組みを伺います。
　(2)、保育士の確保、処遇改善は喫緊の課題です。
保育士資格を持つ潜在保育士の復職サポート及び処遇
改善の取り組み、効果を伺います。
　(3)、近年、保育現場の実態という観点から保育士
の配置基準を緩和しようという取り組みが進んでいま

す。当然、保育の質を落とさないという前提ですが県
の対応を伺います。
　(4)、知事の公約でもある幼児教育・保育の無償化
について評価を伺います。
　次に、県立病院における分娩介助料の費用について
お尋ねします。
　(1)、今回、県立病院は出産に係る費用分娩介助料
を１人につき３万4000円値上げするとのことだが、
これは現行12万6000円から約27％値上げし16万円
にするということになります。国は出産育児一時金を
拡充し少子化対策に取り組んでいるのですが、今回の
料金改定は子育て支援から大きく逆行していると思う
が、知事の見解、真意を伺います。
　(2)、分娩介助料を改定した場合の全国の県立病院
との比較を伺います。
　次に、介護職員等特定処遇改善加算が創設され、
10月より運用が始まりました。介護福祉士の処遇改
善、介護人材の確保に向け意義は大きいと思います。
内容と県内の取り組みを伺います。
　次に、国は経済的に厳しい状況に置かれがちな未婚
のひとり親に対し、今年度の臨時・特別措置として給
付金の支給を決めました。重要な取り組みと思うが内
容と県内の取り組み、評価を伺います。
　５、ドクターヘリ、防災ヘリについて。
　(1)、南部医療センター・こども医療センターの敷
地内にヘリポートの設置が必要と思うが見解を伺いま
す。
　(2)、防災ヘリ導入に伴う、運航安全管理官の配置、
自主運航体制及び先島諸島・南北大東島等を無給油で
飛行できるヘリ導入について見解を伺います。
　６、雇用行政について伺います。
　(1)、国が推進する業務改善助成金、キャリアアッ
プ助成金の内容と県内の取り組み、効果を伺います。
　(2)、県独自の正規雇用化対策の取り組み、効果を
伺います。
　(3)は取り下げます。
　次に、教育行政についてお尋ねします。
　(1)、県外進学大学生奨学金及び専修学校奨学金給
付事業の取り組み、効果を伺います。
　(2)、大学入学共通テストの実施に伴う英語民間試
験の延期について。
　ア、国は抜本的な見直しを行った上で、2024年度
から新たな制度で実施するとのこと。見解を伺いま
す。
　イ、民間試験の導入は、英語の読む・聞く・話す・
書くの４技能をはかることを目的としていたもので



−237−

す。大学入試で４技能を評価することの重要性につい
て伺います。
　ウ、中高生の英語力を底上げするために実用英語技
能検定等の推進は重要と考えます。県は21世紀ビジョ
ンにも指標を掲げているが、取り組み及び公平な教育
機会の享受の観点から検定料の助成を検討できないか
伺います。
　以上、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）　上原章議員の御質問にお答
えいたします。
　保育行政についての御質問の中の１の(2)、潜在保
育士の復職支援と保育士の処遇改善についてお答えい
たします。
　沖縄の未来を担う子供たちの健やかな育ちと子育て
を支えるには、待機児童の早期解消を図ることが重要
となっております。保育士の処遇改善については、毎
年、公定価格の改定が行われたほか、県独自の施策と
して保育士の正規雇用化に取り組み、これまで1059
人の正規化の支援を行ったところであります。さら
に、潜在保育士の職場復帰のため、就労あっせんや研
修等のほか、就職準備金等の貸し付けを実施してお
り、平成30年度は延べ480人の復職を支援しており
ます。
　県としては、待機児童の解消を図るため、引き続き
保育所の整備と潜在保育士を含む保育士の確保に全力
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、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、保育行
政についての御質問の中の(1)、待機児童解消時期見
直しの経緯と今後の取り組みについてお答えします。
　県では、令和２年度から６年度を計画期間とする第
二期黄金っ子応援プランの策定に向けて、各市町村に
おける量の見込み、提供体制の確保方策等を取りまと
めているところです。幼児教育・保育無償化の影響や
女性就業率の向上、潜在需要の掘り起こしによる保育
ニーズの高まり等により、多くの市町村においては、
令和２年度末を待機児童解消時期としておりますが、
一部市町村においては、やむを得ない事情により、令
和３年度末までの解消を見込んでおります。
　県としましては、沖縄振興特別推進交付金、沖縄県
待機児童解消支援基金等を活用し、施設整備や保育士

確保に取り組むとともに、計画の前倒しも視野に入れ
ながら、可能な限り早期の待機児童解消に向けて、引
き続き市町村と連携し取り組んでまいります。
　同じく１の(3)、保育士配置基準の緩和についてお
答えいたします。
　県では、保育士の確保が困難な状況を踏まえ、県が
実施する子育て支援員研修の修了者等を一定の要件を
満たす場合に限り、保育士の代替として配置すること
も特例的に認めています。また、国においては、子ど
も・子育て支援新制度移行に関する全般的な課題検討
の中で、子供が全員帰宅した後の保育士の業務負担軽
減について議論されているところです。
　県としましては、国の動向を注視しながら、保育の
質の確保に留意し適切に対応してまいります。
　同じく１の(4)、幼児教育・保育無償化についてお
答えいたします。
　幼児教育は生涯にわたる人格形成や教育の基礎を培
う重要なものであり、幼児教育・保育の無償化は、多
くの子供の育ちによい影響を与えるとともに、子育て
世帯の負担軽減につながるものと考えております。そ
の一方で、保育ニーズの高まりによる待機児童への影
響や保育の質の確保などの課題も生じていることか
ら、県としましては、引き続き市町村と連携して、保
育所の整備や保育士の確保等に取り組むとともに、質
の高い幼児教育・保育の提供に取り組んでまいりま
す。
　次に３、介護人材の確保についての御質問の中の
(1)、介護職員等特定処遇改善加算についてお答えい
たします。
　介護職員等特定処遇改善加算は介護人材確保のため
の取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある
職員に重点化を図りながら、さらなる処遇改善を進め
ることを目的に、令和元年10月に創設されました。
具体的には、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし
た経験・技能のある介護職員の処遇改善を行いつつ、
他の介護職員などの処遇改善にも充当できるよう柔軟
に運用することも可能となっております。
　沖縄県における10月開始時点の取得事業所は516
事業所となっており、引き続き特定処遇改善加算の取
得促進に努めてまいります。
　次に４の(1)、未婚の児童扶養手当受給者に対する
臨時・特別給付金についてお答えします。
　本給付金は、児童扶養手当の受給者のうち、未婚の
ひとり親の方に対し、臨時・特別の措置として、１人
当たり１万7500円を支給するものです。県では、本
給付金に関する周知広報を行った結果、10月31日時
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点の申請件数は、県全体で約1900人となっておりま
す。本制度は、子供の貧困対策の観点から、婚姻の有
無による税負担の差に対する臨時的措置として実施さ
れるものであり、未婚のひとり親家庭の経済的負担の
軽減に寄与するものと考えております。
　県としましては、引き続きひとり親家庭等に対する
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）　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）　２、県立病院にお
ける分娩介助料の費用についての御質問の中の、分娩
介助料と少子化対策の関係についての御質問にお答え
します。
　現在、県立病院において妊婦が出産する場合、実際
の分娩に要する費用は、妊婦が支払う分娩介助料の額
を上回っていることから、分娩介助料の額の見直しが
必要となっています。分娩介助料の改定額は、他の医
療機関との均衡を図りつつ、県立病院で出産した妊婦
が負担する総額が、出産に伴い保険者から支給される
出産育児一時金の額42万円の範囲内となることを基
本としております。また、分娩介助料の額の改定に当
たっても、妊婦の経済的負担を緩和するため、段階的
な額の改定となるよう措置したところであります。
　次に(2)、分娩介助料の全国比較についての御質問
にお答えします。
　病院事業局が令和元年７月に各都道府県等を対象に
行った分娩介助料等に関する調査では、回答を得た
15団体中、最も高い額が20万1000円、最も低い額が
９万5000円、平均額は15万1942円となっておりま
す。本県の改定後の分娩介助料の額、16万円を上回
る団体は15団体中７団体、下回る団体は８団体となっ
ております。
　次に、ドクターヘリ、防災ヘリについての御質問の
中の南部医療センター・こども医療センターへのヘリ
ポート設置についての御質問にお答えします。
　現在、南部医療センター・こども医療センターにヘ
リポートはなく、航空機を利用する救急搬送について
は、同センター周辺の病害虫防除技術センターに整備
されているヘリポートを利用しております。
　同センターは、免震構造となっていることから、建
物の上に設置することができない状況となっておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕

〇知事公室長（池田竹州君）　５、ドクターヘリ、防
災ヘリについての(2)、防災ヘリ導入に関する見解に
ついてお答えします。
　平成29年度に県が取りまとめた調査検討報告書に
おいては、運航については多くの道県で導入している
民間委託が現実的であること、ヘリの機体については
県全域を活動範囲とするため、本島から先島・大東地
域まで約400キロメートルの距離を踏まえた飛行性能
を有している機体が必要などの報告がなされておりま
す。
　現在、県では防災ヘリ導入に向けて市町村の合意形
成を図っているところであり、合意・導入が進む場合
には、消防庁が定めた運航に関する基準についても検
討が必要であると考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　６、雇用行政につい
ての御質問の中の(1)、 国の業務改善助成金、キャリ
アアップ助成金の内容と県内の取り組み、効果につい
てお答えします。
　業務改善助成金は、生産性向上により労働者の賃金
引き上げを図るため、設備投資等を行い、企業内の最
低賃金を30円以上引き上げた場合、その設備投資等
にかかる経費の一部を助成する制度であり、県内にお
ける平成30年度実績は、14社となっております。ま
た、キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の企
業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化等
の取り組みを実施した事業主に対し助成する制度であ
り、県内における正規雇用化に係る平成30年度実績
は、1003人となっております。
　県においては、沖縄労働局と連携し、雇用に関する
助成金制度の概要を取りまとめた冊子を作成して、市
町村や経済団体などへ配布するとともに、グッジョブ
センターおきなわ内での相談窓口の設置や巡回相談を
実施するなど、雇用関連助成金制度の周知と活用促進
を図っております。
　同じく６の(2)、正規雇用化の取り組みと効果につ
いてお答えいたします。
　県としましては、県民の雇用を安定させる観点か
ら、正規雇用化の促進は重要であると認識しておりま
す。そのため県では、正社員転換を要件として研修に
係る費用の一部を助成し、従業員の人材育成を支援す
る正規雇用化企業応援事業や正社員転換を検討してい
る企業に対して中小企業診断士等の専門家を派遣し、
財務面等に関するアドバイスなどを行うことで経営改
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善を促す正規雇用化サポート事業に加え、若年者を正
社員として雇用し、定着を図る取り組みを行う企業に
助成し、正社員雇用機会の創出と職場定着の推進を図
る正社員雇用拡大助成金事業を実施しております。こ
れらの取り組みにより、平成30年度は146人、平成
26年度からの累計では533人の正規雇用の拡大が図
られております。
　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）　７の教育行政についての御
質問で(1)、給付型奨学金についてお答えします。
　県外進学大学生奨学金は、平成28年度の創設以来、
毎年25人を採用し、平成28年度は25人に対し約724
万円、平成29年度は50人に約2631万円、平成30年
度は75人に対して約4741万円を給付しております。
今年度も25名程度の採用を予定しており、４学年が
そろう令和２年度には100名となる見込みでありま
す。事業の効果としては、能力があるにもかかわらず
経済的な理由で県外難関大学等への進学が困難な生徒
への支援が図られたものと認識しております。また、
平成30年度に内閣府が創設しました沖縄独自の給付
型奨学金は、沖縄県国際交流・人材育成財団において
専修学校奨学金給付事業として実施されており、今年
度は、209名が採用されております。事業の効果とし
ましては、沖縄の子供たちが家庭の経済状況に左右さ
れずに進学の機会を得られるとともに、沖縄のリー
ディング産業である観光や情報通信産業の人材育成が
図られるものと認識しております。
　次に、同じく７の(2)のア、英語民間試験について
の御質問にお答えします。
　令和２年度から実施を予定していた大学共通テスト
における英語民間試験の活用は、経済的負担や受験機
会均等などに課題があることから導入が見送られてお
ります。今後のグローバル社会において、子供たちの
英語の習得は必要とされていることから、令和６年度
実施予定の入試制度においても、読む・聞く・話す・
書くの英語４技能が適切に評価される仕組みのあり方
について検討されるものと考えております。今後とも
国の動向を注視しつつ、あらゆる機会を通して学校へ
情報提供を図るなど、受験生が不利益をこうむらない
よう努めてまいります。
　同じく７の(2)のイ、大学入試で英語の４技能を評
価することについての御質問にお答えいたします。
　グローバル化が急速に進展し、外国語によるコミュ
ニケーション能力がさまざまな場面で必要とされる

中、学校においては、読む・聞く・話す・書くの４技
能を統合的に活用できる英語力の育成に努めておりま
す。大学入学者選抜試験に４技能の評価が導入される
ことにより、英語の授業における４技能の総合的な指
導が充実し、コミュニケーション能力のさらなる向上
につながるものと考えております。
　次に同じく７の(2)のウ、実用英語技能検定料等の
助成についての御質問にお答えいたします。
　児童生徒の英語力向上のために、外部検定試験等を
利用し、学習意欲を高めることは教育的にも効果的で
あると捉えており、県教育委員会では中学２年生と県
立高校２年生を対象に英語能力判定テストを実施して
おります。検定料については、基本的には受益者負担
であると考えておりますが、国の動向を注視しなが
ら、公費補助のあり方等も含め研究してまいります。
　以上でございます。
〇上原　　章君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時36分休憩
　　　午後５時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えさせていただきます。
　ビジョンには目標値を掲げさせていただいておりま
すが、現在、文部科学省による平成29年度の調査な
んですけれども、英語実施状況調査における高校卒業
時の英検準２級以上相当の英語力を有する生徒の割合
は、まだ44.3％で目標には達しておりませんが、全
国７位となっており、その前の年度からの14位から
改善はしておりますけれども、まだまだ引き続きまた
中学校のほうの課題がございます。引き続き英語立県
沖縄の各種事業で子供たちの英語能力の向上に努めて
まいりたいと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　御答弁ありがとうございました。
　幾つか再質問させていただきます。
　まず、待機児童ゼロの先送りについてですが、今回
２回目、あと２年後にまたゼロを目指すということだ
と思うんですが、実際見通しが甘かったんじゃないか
という声もあります。
　今、県内には待機児童として登録されている数と、
それから隠れ待機児童というちょっと言葉はあれなん
ですけれども、そういったことを見据えて皆さんは各
市町村と連携をとってしっかりした対策を練って解消
を目指すということを私は認識しているんですが、２
年後間違いなく解消ができるということでよろしいで
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しょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　来年度から
の黄金っ子応援プランに向けて、今年度市町村におい
てはニーズ調査を実施しているところでございます
が、今回の調査においては無償化などの政策の変更な
ども踏まえたニーズ調査を行っておりますので、確保
できる見込みでございます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　先ほども金城県議からもありました
けれども、人手不足、保育士不足、それから現場では
社会的な背景で働く親御さんがふえる、預けるニーズ
がふえていく。また、一方でエリアによっては保育所
の偏在等もあるといろんな課題があるんですよね。で
すから、市町村と連携をとって、今回また見直した待
機児童ゼロの取り組みにしっかりした見通しを持って
やっていただきたいと、一人一人の対策に全力で取り
組んでいただきたいと思います。
　もう一点、保育士の復職サポートについてですが、
結婚または出産後も仕事を継続できるような支援、代
替者の確保、この代替職員の支援、いろいろ必要だと
思うんですが、なかなか今産休、育休を取得しやすい
環境にはなっていないという声もございます。そう
いった意味では、この復職サポート、しっかりやって
いただきたいと思うんですが、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　保育士の確
保につきましては、やはり保育士の処遇改善が喫緊の
課題であると認識しております。各種休暇がとりやす
いように保育士の配置でありますとか、また議員が
おっしゃいますとおり、今は働いていないけれどもと
いう潜在保育士の皆さんをどうにか掘り起こすという
意味もございまして、復職サポートとしまして一定期
間保育士として就労しましたら、返還が免除される貸
付金なども用意してございますので、それらを活用し
て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　今の貸付金制度、実際どのくらいの
方が利用されていますか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　先ほど知事
が答弁いたしましたとおり、平成30年度は潜在保育
士に対する貸付金が延べ480人となっておりまして、
復職を支援しております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　わかりました。よろしくお願いしま

す。
　あと保育園の配置基準の緩和についてなんですが、
国は都市部において特例措置で緩和する制度もスター
トしております。
　県内もいろいろ取り組んでいると思うんですが、特
に現場で子育て支援員の方を基準の中で評価してほし
いという声があります。現状どうですか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　今県の配置
基準の中で緩和しているところが、朝夕で児童が少な
くなる時間帯において知事が認める者ということで子
育て支援員等のことを言うんですけれども、そのよう
な方々を保育士にかえて配置することもできるという
ふうな取り組みを行っております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　看護師さんもそういう形で認めてい
ると聞いているんですが、県内で看護師、それから子
育て支援員をそのような配置基準にしている現状とい
うのは何名ぐらいいらっしゃるんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時45分休憩
　　　午後５時48分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　今の配置基
準を緩和してやっている人数につきましては、ちょっ
と把握しておりません。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　ぜひこの現状、現場をもう少ししっ
かり確認をして、もっともっと支援員の体制の必要性
があるのかないのか、今現場の保育士確保では大変皆
さん苦労しています。それと配置基準で相当壁が高い
という現状もありますので、よろしくお願いします。
　あと分娩介助料について、局長、もう本当に残念で
なりません。先ほど分娩介助料の値上げについて、県
内医療機関もしくは県内民間医療機関との適正化を図
るというような目的にもちょっと聞こえました。実
際、今県内の民間医療機関というのはどのぐらいの費
用なんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時48分休憩
　　　午後５時48分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　県内の医療機関、
急性期の医療機関の調査をしました。各病院名を公表
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することは控えさせていただきますけれども、県内で
は平均の介助料が16万9000円となっております。そ
れから公的な医療機関、これが16万円とそういうふ
うになっております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　先ほど局長の答弁では今現在、出産
一時金が42万、それを超えないようにしていきたい
という話でしたけれども、現実には今回の改正で例え
ば正常分娩で時間外また深夜等々があります。そう
いった場合は分娩介助料は19万2000円、深夜・休日
の出産の場合22万4000円となるんですね。そういう
意味では、トータルして妊婦さんのこの出産に45万、
48万と先ほどの42万を超えることが想定されている
んです。その点はいかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　お答えします。
　平成30年度の県立病院における総分娩数は2261件
でありますが、そのうち約８割は異常分娩であり、
これらの異常分娩については保険医療の対象となる
ため、出産育児一時金の42万円の額を超えることは
ございません。また県立病院における分娩件数の約
88％は、出産育児一時金の42万円の額の範囲内であ
ります。子育て世代への支援については、本県におい
てもさまざまな施策が実施されていると認識しており
ますが、今般の分娩介助料の額の改定は、あくまでも
実際の分娩に要する経費が妊婦が支払う分娩介助料の
額を上回っていることから、分娩介助料の額を見直
し、適正化を図ろうとするものでございます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　局長、それから知事、確かに今病院
改革は必要です。私も何度か議会で取り上げてきまし
た。だからといって、この分娩費用に手を入れるとい
うのは、私は非常に納得できないですね。今回６年
ぶりの改定なんですけど、その前は16年。歴代の知
事は16年この分娩介助料で一生懸命頑張ってきたの
に、今回６年たって３万4000円上げるということ。
この出産一時金は私が議員になったとき実は30万で
した。出産一時金ですね、国がやっている。30万、
35万、38万、現在42万まで国は出産育児一時金をし
てきているんですね。これは、多くの子供たちを安心
して産んでいただきたい。少子化対策にこれはどうし
ても必要だということで、私たち公明党は50万目指
してマニフェストに掲げております。お子さんは産ん
で、はい終わりじゃなくて、産んだ後もおむつやミル
ク等、落ちつくまではどうしても50万必要なんだと
いう思いでやっております。しかも、この出産一時金

の中は、この病院に支払っておつりが来るものを、ま
たしっかりそういった出産後にもお使いになっていた
だきたいということで上げてきているんですね。です
から先ほど、県立病院の使命は、費用対効果でなかな
か推しはかれないところに県立病院の使命があるとい
うことで、確かに異常分娩も保険の中では十分対応で
きる。これは病院の理屈であって、この出産にかかる
残ったお金を、またお父さん、お母さんに届けるとい
うようにしてきたのが実はこの一時金なんです。そう
いう中で、６年たって今回３万4000円を上げるとい
うのは私は理解できないんです。知事は子育て支援を
しっかりやっていくと、子供たちに寄り添うと掲げて
いるんですが、今回６年たって値上げするというのは
私はもう一度検討したほうがいいと思うんですが、い
かがですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　分娩介助料の前々
回の改正をしたのは平成12年、その後が平成26年と
今回は６年ぶりと。前回の改正のときはたしか改定
率は31％、今回27％というふうになろうかと思いま
す。沖縄県の分娩は非常に異常分娩が多い。それは帝
王切開とか、それからやっぱり若年者の多さ、それか
ら妊娠合併症とかいろいろな問題、それから胎児の異
常、そういった非常に異常な分娩を扱うのが県立病院
の役割であり使命であると考えています。県立では、
本島には中部とセンターに総合周産期母子医療セン
ター、それから離島は宮古・八重山、北部には地域周
産期母子医療センターと、沖縄県の女性の分娩に関し
ては、非常に手厚く管理しているというふうに認識し
ます。分娩の――その段階的にどうしても、前回は一
度に３万円というふうな改定はしたんですが、今回は
そういったことを緩和する、２年にわたって適正化す
るとそういうふうな方向でありますので、御理解をい
ただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　局長、私は確かに評価はしていま
す。でも、その県立病院が一生懸命やっていること
は、お母さん方をどう守るか、子供さんをどう守るか
というのは、当然だと私は思うんですよね。だから、
今回上げるというのはおかしいなと思っております。
緩和したと言っても、１回その途中で段階的に上げる
と言っても、結局は３万4000円上げるわけです。確
かに多くの県民が県立病院にしていただいている異常
分娩は42万でおさまるというけれども――確かに保
険が適用されておさまる、これは理解しますけど、こ
ういった方々にも値上げをしなければちゃんとその分
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届くんですよね。だけど、今回異常分娩も正常分娩も
全部３万4000円上げると。当然これは保険がきく、
きかないは別にしても、お母さん方がいただくその
分――３万4000円一律上がるというのが現実ですの
で、知事もう一度この件は検討していただきたいと私
は思います。
　次に、もう一点。
　ちょっと休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時56分休憩
　　　午後５時56分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇上原　　章君　未婚のひとり親給付金ですが、１万
7500円。先ほど、県内に現時点で1900人いらっしゃ
ると聞きました。実は今月で締め切る自治体もあっ
て、来月、１月の児童扶養手当の支給日に同じよう
に支給するということを聞いていますが、この1900
人、これは県内の未婚のひとり親の数とほぼ一緒でい
いんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時57分休憩
　　　午後５時58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）　未婚のひと
り親につきましては、統計上のしっかりとした数字は
ないんですけれども、この制度の周知に当たって、市
町村に対して県のほうがどの程度見込みがあるかとい
う調査をしたところ、その時点では2800ぐらいの見
込みだという形になっておりました。ただ、今回10
月31日時点で1900でございますので、そこにちょっ
と乖離があるなというところも県はちょっと危惧して
おりまして、市町村に確認しましたところ、市町村の
ほうでは拾い方の問題で児童扶養手当の確認の際に、
未婚という部分とそれからその他というところも拾っ
たとか、あと中には本人に申請の意思がないとか、そ
れから申請書の添付書類の不備があるとかというよう
なことで、今現在1900人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　未婚のひとり親の方で、児童扶養手
当をもらっている人は今何名ですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時０分休憩
　　　午後６時０分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。

〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　先ほど答弁
しましたとおり、2800というのが児童扶養手当をも
らっている人のうちの理由が、未婚とその他というと
ころを拾ったということでございますので、未婚だけ
の数字というのがなかなか難しいというところではご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　わかりました。いずれもちょっと乖
離が相当あるなと思いますので、本当に知らなくても
らわなかったということがないように、市町村と連携
をとって、市町村によっては１月支給なんだけれど
も、申請ごとに追加支給すると決めている市町村もあ
るんですよ。これ市町村による裁量になっていますの
で、ぜひ12月締め切りでもうだめというふうな形に
ならないように、県のほうから御指導をお願いしたい
と思います。
　次に、南部医療センターのヘリポートについてです
が、過去設置計画があったと聞いているんですが、い
かがですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　南部医療センター
のヘリポートに関しては、まず建物は御存じだと思い
ますけど、その耐震・免震構造でありまして、あの上
にまずヘリポートをつくることが難しいと。それか
ら、敷地内のことに関するヘリポートの設置になりま
すが、これは以前そういうことも検討してみようとい
う話がございましたけど、実際設置するには費用的に
４億円かかります。それから駐車場、ダウンウオッ
シュとか周りの建物の影響もあることから、設置につ
いては今後とも必要性や経済性を整理しながら検討し
てまいりたいとそういうふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　過去、南部医療センターの敷地内に
ヘリポートをつくると。しかし今は、利用者や職員の
駐車場になっているということも聞いたんですけど、
じゃそれはないということでいいですね。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在のところ、駐
車場にヘリポートをつくる計画はございません。
〇上原　　章君　休憩。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後６時３分休憩
　　　午後６時４分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在駐車場がある
ところにヘリポートをとの御質問なんですけど、特定
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の場所にヘリポートをつくるというふうな話はござい
ませんでした。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　何でこの質問をしたかというと、現
在このドクターヘリが飛んで来て、患者さんを乗せ病
害虫駆除センターに着陸して、救急車でこの患者さん
を南部医療センターにお連れするんですけど、お医者
さんが必ず乗っていないといけないということです
よ。そうなると、南部医療センターで今現在働いてい
るお医者さんが誰か１人その都度この救急車に乗っ
て、またそこに行って、その救急車の患者さんを運ん
でまた病院に連れていくと。そういったことが今現場
で起きているんで、できればこの敷地内にしっかりし
たヘリポートが必要じゃないかというのがあるんです
が、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　病院事業局長。
〇病院事業局長（我那覇　仁君）　現在その病害虫の
近隣のヘリの到着時間は、大体５分から６分ぐらいと
いうふうになります。医師の添乗については、ドク
ターヘリを使うときには、これはどうしても医師が添
乗するということになります。日中におきましては、
通常は県から委託しているドクターヘリが患者を運ん
で近くの病害虫センターのほうに行って、そこから救
急車まで行って患者さんを運ぶと大体５分から６分く
らいかかると。夜間に関しては、そこのヘリポートは
使えなくて、自衛隊の飛行機を使ってドクターがそこ
に行って、患者さんを病院に搬送するというふうなシ
ステムでございます。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　緊急を要するこういう状況のとき
に、ぜひ私は敷地内にしっかりしたヘリポートを準備
すべきじゃないかなと思っております。
　もう一点、先ほど自主運航の防災と民間委託という
話しました。全国では自主運航しているところという
のは幾つぐらいありますか。これ防災ヘリです、済み
ません。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　平成29年度に県が作成

しました調査検討報告書によりますと、同県消防防災
ヘリの89％が民間委託方式となっております。自主
運航を行っているのは秋田県、岐阜県、兵庫県、高知
県となっております。
〇議長（新里米吉君）　上原　章君。
〇上原　　章君　自主運航の必要性というのは、離島
をこれだけ抱えている沖縄県にとっては、例えば400
キロ想定と言われると、この先島等にヘリが行って
も、そこがもし災害が起きていたら着陸できないんで
すよ。今回県が出した調査の中に――これ多分民間が
つくった調査だと思うんですけれども、これは本来万
が一そこで災害が起きても無給油で飛べるヘリを、私
たち沖縄県は自主運航でしっかりやらないと。民間に
委託すると、民間の事情で400キロのヘリでいいなと
かになるんですよ。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）　消防防災ヘリを導入す
るに際して、基本的に県のほうで決定している形にな
ろうかと思います。今、全国で４つの機種で９割ぐら
いの消防防災ヘリが導入されていますが、いずれも標
準仕様で航続距離が700キロから800キロぐらいござ
います。当然大型のタンクにすれば、それは大幅に航
続距離は延ばせますので、その辺はきちんと県のほう
で導入する場合には検討していきたいと思っておりま
す。
〇上原　　章君　終わります。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　休憩いたします。
　　　午後６時９分休憩
　　　午後６時９分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明10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９分散会



−244−

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　　　新　垣　　　新

会議録署名議員　　　狩　俣　信　子
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令和元年
第 ６ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

令和元年12月10日（火曜日）午前10時２分開議 　　     

議　　事　　日　　程　第６号
令和元年12月10日（火曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで（質疑）

 
　  本日の会議に付した事件　 　

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで

甲第１号議案　令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）
甲第２号議案　令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県立自然公園条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　財産を出資の目的とすることについて
乙第９号議案　財産の取得について
乙第10号議案　訴えの提起について
乙第11号議案　土地所有権確認請求事件の和解について
乙第12号議案　指定管理者の指定について
乙第13号議案　指定管理者の指定について
乙第14号議案　指定管理者の指定について
乙第15号議案　指定管理者の指定について
乙第16号議案　指定管理者の指定について
乙第17号議案　指定管理者の指定について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　指定管理者の指定について
乙第26号議案　指定管理者の指定について
乙第27号議案　指定管理者の指定について
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乙第28号議案　指定管理者の指定について
乙第29号議案　指定管理者の指定について
乙第30号議案　当せん金付証票の発売について
乙第31号議案　中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第32号議案　中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第33号議案　中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第34号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
 

  出　席　議　員（46名）　　
議　長　　新　里　米　吉　君 22　番　　花　城　大　輔　君
副議長　　赤　嶺　　　昇　君 23　番　　又　吉　清　義　君
 １　番　　瀬　長　美佐雄　君 24　番　　山　内　末　子　さん
 ２　番　　玉　城　武　光　君 25　番　　渡久地　　　修　君
 ３　番　　親　川　　　敬　君 26　番　　玉　城　　　満　君
 ４　番　　新　垣　光　栄　君 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
 

欠　　　　　員（２名）　　
 

説明のため出席した者の職、氏名　
知　　　　　事　　玉　城　デニー　君 保 健 医 療 部 長　　砂　川　　　靖　君
副　　知　　事　　富　川　盛　武　君 農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
副　　知　　事　　謝　花　喜一郎　君 商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君 文　化　観　光
知 事 公 室 長　　池　田　竹　州　君 ス ポ ー ツ 部 長　　

新　垣　健　一　君

総　務　部　長　　金　城　弘　昌　君 土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君 企　業　局　長　　金　城　　　武　君
環　境　部　長　　棚　原　憲　実　君 病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君
子 ど も 生 活 会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君
福　祉　部　長　　

大　城　玲　子　さん
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知　事　公　室 警 察 本 部 長　　筒　井　洋　樹　君
秘書防災統括監　　

前　原　正　人　君
 労 働 委 員 会

総　　務　　部 事　務　局　長　　
金　良　多恵子　さん

財 政 統 括 監　　
金　城　　　賢　君

 人 事 委 員 会
教　　育　　長　　平　敷　昭　人　君 事　務　局　長　　

池　田　克　紀　君

公安委員会委員　　知　念　公　男　君 代 表 監 査 委 員　　當　間　秀　史　君
 

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事　務　局　長　　平　田　善　則　君 課　長　補　佐　　佐久田　　　隆　君
次　　　　　長　　勝　連　盛　博　君 主　　　　　査　　嘉　陽　　　孝　君
議　事　課　長　　平　良　　　潤　君 主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

 
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　11月21日から12月３日までに受理いたしました陳
情10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。

 
　　　〔陳情文書表　巻末に掲載〕

 
〇議長（新里米吉君）　日程第１及び日程第２を一括
し、これより直ちに一般質問を行い、甲第１号議案か
ら甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号
議案までを議題とし、質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　金城泰邦君。
　　　〔金城泰邦君登壇〕
〇金城　泰邦君　皆さん、おはようございます。
　朝一でいろいろありましたけれども、気持ちをまた
切りかえて一般質問スタートしていきたいと思いま
す。
　公明党会派、金城泰邦です。よろしくお願いいたし
ます。
　始まる前にちょっと文言の修正をしたいと思いま
す。
　３番の湾岸道路という文言、臨港道路に改めたいと
思いますので、修正方よろしくお願いいたします。
　それでは１、首里城火災について。
　(1)、首里城火災問題で火災を起こした責任はどこ
にあるか、まずはそれを明確にしなければ、今後の適
切な再発防止策を講じることはできないと考えるが県
の見解を伺う。
　今回の火災につきましては、全国また世界からさま
ざまな支援の声が上がっております。逆にまた現場の

ほうでは今回の火災、ことし県が国から移管されて起
きた火災であると。やはり知事が先頭に立ってまずは
陳謝からスタートするべきではないかと、そういう声
が私のもとには多く届いています。知事にはぜひそこ
からしっかりと改めてスタートしていただきたいと思
います。
　(2)、今後の原因究明については、第三者委員会の
ような客観的な立場から調査できる方法を検討すべき
と考えるが県の見解を伺う。
　(3)、再建に当たっては、資材の確保に課題がある
と言われている。資材の確保については、県外・国外
からの資材の寄附を募ることも検討できないか県の見
解を伺う。
　２、西海岸開発事業の進捗状況について。
　これまでも西海岸開発については何度か質問させて
いただいておりますが、沖縄県は沖縄21世紀ビジョ
ンにおいて、西海岸地域は世界水準の観光地を目指す
と位置づけています。浦添西海岸における世界水準の
観光地のイメージとは具体的にどのような観光地を指
すのか、一度伺ってみたいと思います。
　そこで(1)、第２ステージの事業着手は観光振興を
図る上で重要である。県の見解を伺う。
　３、臨港道路(西海岸道路)の整備状況について。
　(1)、浦添北道路Ⅱ期線の事業化の状況について伺
う。
　(2)、なうら橋周辺の渋滞解消策について伺う。
　４、北部基幹病院の進捗状況について。
　(1)、北部12市町村との調整の進捗状況について伺
う。
　(2)、国との調整を今後どう取り組んでいくのか伺
う。
　(3)、医師不足の解消のため魅力ある病院が必要で
あり、その意味でも基幹病院が必要であると考えるが
県の見解を伺う。
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　５、福祉行政施策について。
　(1)、医療的ケア児に対応できるデイサービスは県
内にどの程度整備されているか伺う。
　(2)、おむつ代の支給について、排せつに介助が必
要な身体障害者へのおむつ代は支給の対象となってい
るが、同様に介助が必要な重度知的障害児は支給の対
象になっていない。介助が必要な重度知的障害児にも
おむつ代の支給ができないか伺う。
　６、公共交通施策について。
　(1)、高校生通学実態調査の結果から次年度の事業
展開に向けて県の方針がどうなっているか伺う。
　これは玉城知事の公約にもある中高生のバス通学無
料化にかかわることですので、しっかりと前向きな答
弁があることを期待しております。
　(2)、路線廃止、便数の縮小などで通学に支障を来
している高校生への県の支援策はどうなっているか伺
う。
　(3)、タクシーを活用したデマンド交通を各市町村
と連携して展開することで、路線バスが走っていない
地域の交通網を補完し、交通弱者を支援する施策を展
開することについて県の見解を伺う。
　７、防災士の免許取得のための試験及び講習会を沖
縄県内で実施して、防災士をふやし、防災・減災対策
を強化する取り組みが必要と考えるが県の見解を伺
う。
　８、知事の公約である犬・猫殺処分ゼロを目指す取
り組みについて、神奈川県のようなＴＮＲのチケット
の補助を県として取り組む必要があると考えるが県の
見解を伺う。
　９、我が党の代表質問との関連について。
　糸洲朝則県議の質問の那覇軍港の浦添移設について
であります。さきの答弁では移設協議会の議論におい
て最終的に国が移設案を提示するとの趣旨の答弁だっ
たと思いますが、国に対してどのような案にまとめる
べきか、県がリードして地元の意向をしっかりと踏ま
えた移設案にする必要があると考えます。県の見解を
伺います。
　以上、答弁よろしくお願いいたします。
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）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　きょうも一般質問、各議員の皆様からの質問に真摯
に答えていきたいと思います。
　金城泰邦議員の御質問にお答えいたします。
　北部基幹病院の進捗状況についての御質問の中の４

の(3)、医師不足の解消と基幹病院についてお答えい
たします。
　北部医療圏の最大の問題は、慢性的な医師不足によ
る診療制限、診療休止及び患者の圏外流出であると認
識しております。医師不足の問題を抜本的に解決する
ためには、充実した指導体制、豊富な症例数など、医
師のキャリア形成の場としての機能及び魅力のある病
院を整備する必要があり、そのためには、現在の両病
院を統合し、基幹病院を整備する必要があると考えて
おります。また、医学生や若手医師が地域医療を現場
で学ぶセンターの設置など、現状の２病院体制では困
難であった琉球大学との新たな連携を構築することも
可能となります。若手医師やその指導医を派遣しやす
い環境をつくることができるものと考えております。
　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
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、首里城火災につ
いての御質問のうち(1)、火災の責任及び再発防止策
についてお答えいたします。
　火災発生の原因究明のため、11月１日から７日ま
で消防、警察による合同現場検証が行われておりまし
た。現在は消防による現場検証が断続的に行われてお
りますが、県としても、管理体制が十分であったかに
ついてしっかりと検証してまいります。その上で、見
直すべきところは見直していけるよう、関係機関と調
整を進め、再発防止に努めていきたいと考えておりま
す。
　次に１の(2)、第三者委員会による調査についてお
答えいたします。
　現在、警察及び消防による火災の原因究明作業が続
いている状況にあります。県としても、その検証結果
を踏まえ、再発防止の観点から、第三者委員会の設置
についても検討していきたいと考えております。
　次に１の(3)、資材の寄附の受け入れについてお答
えいたします。
　首里城の復元に向けては行政のみならず、多くの
方々の御協力が必要であると考えております。今後、
復元に向けた資材の確保も含め、県民の皆様の声を
しっかりと受けとめた上で、国と県との役割分担の協
議を進め、取り組んでいきたいと考えております。
　次に２、西海岸開発事業の進捗状況についての御質
問のうち(1)、那覇港浦添埠頭地区の整備についてお
答えいたします。
　浦添埠頭地区については、那覇港港湾計画において
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国際流通港湾機能ゾーン及びコースタルリゾートゾー
ン等が位置づけられております。同地区については、
浦添市から港湾施設配置の見直し案が提示されたこと
から、現在、県、那覇市、浦添市及び那覇港管理組合
で構成する浦添ふ頭地区調整検討会議を設置し、事務
的、技術的検討を進めているところであります。
　県としては、沖縄21世紀ビジョン基本計画や沖縄
県アジア経済戦略構想に基づき、港湾計画の方向性が
導き出せるよう取り組んでまいります。
　次に３、臨港道路、沖縄西海岸道路の整備状況につ
いての御質問のうち(1)、浦添北道路Ⅱ期線の事業化
についてお答えいたします。
　沖縄西海岸道路の浦添北道路は、宜野湾市宇地泊か
ら浦添市港川に至る延長約２キロメ－トルの路線であ
り、国道58号の渋滞緩和や物流の効率化等を目的と
して、国において整備が進められております。２車
線整備のⅠ期線が平成30年３月に暫定供用されてお
り、４車線拡幅のⅡ期線が令和元年度に事業着手され
ております。
　県としては、今後とも関係市町村と連携し、当該道
路を含めた沖縄西海岸道路の整備促進を国に要請して
いきたいと考えております。
　次に３の(2)、なうら橋周辺の渋滞対策についてお
答えいたします。
　那覇港管理組合においては、渋滞緩和策として、今
年度、なうら橋交差点の右折帯延伸工事を行ったとこ
ろであります。さらに、国等の関係機関と連携し、な
うら橋交差点における右折車線の増設等に関する検討
を行っており、今後も交通混雑の緩和に努めていきた
い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）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　おはようございます。
　それでは北部基幹病院の進捗状況についての御質問
の中の４の(1)、北部市町村との調整状況についてお
答えします。
　現在、北部12市町村からそれぞれ基本合意書案に
対する意見が提出されたところであり、県はこれらの
意見を踏まえ、修正案の検討を行っているところでご
ざいます。
　県としましては、修正案を整理した上で、適宜、市
町村と調整していきたいと考えております。
　次に４の(2)、国との調整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当たっては、国の財政支援が

必要になると考えますが、その調整につきましては、
基本的枠組みの合意形成後、市町村と連携し、取り組
むこととしております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　５、福祉行
政施策についての御質問の中の(1)、医療的ケア児に
対応できる通所支援事業所についてお答えいたしま
す。
　児童発達支援や放課後等デイサービス等を行う障害
児通所支援事業所のうち、医療的ケア児に対応する事
業所については、児童指導員または保育士等に加え
て、嘱託医と看護師の配置が必要となっております。
令和元年10月１日現在、県内において医療的ケア児
の受け入れが可能な事業所は、32カ所となっており
ます。
　同じく５の(2)、重度知的障害児へのおむつ代支給
についてお答えいたします。
　紙おむつの支給等については、市町村の日常生活用
具給付等事業において実施されており、同事業は、地
域の実情や利用者の状況に応じて、給付対象者等を市
町村が定めることとなっております。県内市町村で
は、排せつ管理に支援を要する直腸機能障害等を対象
として実施されており、重度知的障害児を対象として
いるところはない状況です。
　県としましては、市町村と連携を図りながら、必要
な情報の提供等に努めてまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　６の公共交通施策について
の御質問で(1)、高校生の通学費支援についてお答え
いたします。
　高校生の通学費支援については、通学実態調査を行
い、調査結果をもとに制度設計を進めております。次
年度は、これまでのひとり親家庭高校生等通学サポー
ト実証事業の対象者に加え、住民税所得割非課税世帯
の高校生へも支援を拡充することを軸に検討してお
り、対象者は約5400人を見込んでおります。支援方
法については、支援の割合等も含め関係機関と調整を
行っているところであり、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。
　次に同じく６の(2)、路線バスの減便による高校生
への支援についての御質問にお答えいたします。



−250−

　路線バス減便に伴い、定時制課程に通う一部の生徒
が、帰宅時の交通手段が確保できず、授業を早退せざ
るを得ないという状況が生じておりました。県教育委
員会では、学校に対し、時間割や教育課程の見直しに
ついて提案を行うと同時に、送迎については保護者を
含めた学校関係者の協力が得られないか等、意見交換
を重ねてまいりました。その結果、現在、授業を早退
せざるを得ないという状況は回避されております。
　県教育委員会としましては、今後の動向も注視しつ
つ、引き続き生徒の学習権が保障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　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　６、公共交通施策につい
ての(3)、タクシーを活用したデマンド交通について
お答えいたします。
　タクシーなどを活用したデマンド交通については、
予約型の運行形態で、ドア・ツー・ドアのサービス提
供も可能であるなど、柔軟性にすぐれた交通手段と
なっております。また、近年は高齢者や車椅子利用者
など、誰もが利用しやすいユニバーサルデザインタク
シーの導入も進んでおります。このため、定時定路線
で運行される路線バス等を補完する役割が期待される
ものと考えております。デマンド交通の活用について
は、地域の移動ニーズを踏まえた検討が必要であるこ
とから、県としては、まず市町村における主体的な取
り組みが重要にな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）　７、防災・減災対策の
強化についての(1)、防災士免許取得のための試験等
についてお答えします。
　防災士とは、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認定する
民間資格であります。今年度の防災士の免許取得のた
めの試験及び講習会については、ことし７月に豊見城
市で開催されており、来年２月には那覇市で開催予定
となっております。
　県としても、これらの開催により、防災リーダーと
なる人材がふえ、地域防災力の強化につながるものと
考えております。
　次に９、我が党の代表質問関連についての(1)、那
覇港湾施設移設についてお答えします。
　11月26日に開かれた第26回移設協議会において
は、浦添ふ頭地区調整検討会議において、事務的、技

術的な検討をスケジュール感を持って行い、港湾計画
の方向性を速やかに導き出すことなどが確認されたと
ころであります。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、まずは民港の港湾計画の方向性を導き
出すことを優先すべきと考えており、浦添ふ頭地区調
整検討会議において、しっかりと議論を行う必要があ
ると考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　おはようございます。
　８、犬・猫殺処分ゼロを目指す取り組みについての
御質問の中の(1)、野良猫へのＴＮＲの取り組みにつ
いてお答えします。
　県では犬・猫殺処分ゼロから廃止に向け、収容数の
削減、返還数及び譲渡数の向上の各種施策に取り組ん
でおります。野良猫に関しては、飼い猫の遺棄や繁殖
が増加の原因の一つとなっているため、飼い主に対し
て室内飼育や不妊去勢手術、迷子札の着用など適正飼
養の普及啓発を行っております。また、既にいる野良
猫に対しては、不妊去勢手術だけではなく、地域にお
いて飼育管理を明確化し、対象の猫の把握、餌や排せ
つ物などを適切に管理することによって野良猫を減ら
していく地域猫活動を推進しており、動物愛護管理セ
ンターでは不妊去勢手術の支援を行っております。こ
れらの取り組みによって殺処分される野良猫の削減に
つなげたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　御答弁ありがとうございました。
　何点か再質問をさせていただきたいと思います。
　再質問の前に、先ほど首里城火災の(1)番の件につ
きまして、やはり先日我が会派の代表質問で糸洲朝則
県議の、しっかりとした県の陳謝が必要だということ
に対し、副知事に陳謝をしていただきました。当日は
知事が欠席ということもあったと思いますが、県の責
任者として知事のしっかりとした陳謝というものをま
だ目にしたことがないので、知事、それは必要だと思
います。改めてどうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　首里城の火災に関しては本
当に多くの皆様がショックを受けられたことと思いま
すし、私も言葉を失うほどの強い衝撃を受けました。
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そして、それはまた同時に管理者としての責任を痛感
したことでもあり、事実その火災によって首里城を焼
失してしまったことについては、深くおわびを申し上
げたいと思います。
　しかし、他方で警察・消防の原因究明がまだ解明さ
れていないという状況の中にあって私どもがどのよう
な原因究明ができるのか、そのことについても真摯に
検討を進めていき、そして再発防止にしっかり取り組
んでいけるよう体制を含めて整えていきたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　知事、どうもありがとうございまし
た。
　現場を回っていますと、皆様からはこの後原因が究
明されたときに下手するとこの管理を受けているとこ
ろだとか、その下請を受けているところだとか、そう
いったところに責任が回されて終わってしまうんじゃ
ないかということを危惧する声もあるものですから、
まずは最初に最高責任者として知事のそういった陳謝
が必要であり、それを受けてそれをしっかり支援して
いこうという声もさらに高まっていくと私は思ってい
ます。その後の復興はしっかりと力を合わせて頑張っ
ていきたいと思っております。
　続きまして――ちょっと飛ばします。
　３番の臨港道路につきまして、我々公明会派として
も今年度国交大臣にも直接、浦添市長とともにⅡ期線
実現に向けて要望してまいりました。県も速やかに国
に対して――交通渋滞解消のために行動を早めていた
だけると思います。なうら橋につきましては、やはり
問題は南に行く浦添方面から那覇に行くところの曙の
あの交差点に直線が一本しかないという現状が、一番
ネックになっているんじゃないかなと思っているんで
すよ。そういったところはピンポイントで対策する必
要も視野に入れてほしいと思うんですがどうでしょう
か。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　臨港道路でございまして、那覇港管理組合のほうで
しっかりと検討を行っているというところでございま
す。そのなうら橋の交差点につきましても、直進車線
の不足もございますが、右折車線の増設についても検
討を行っているということでございます。
　今後も交通渋滞の緩和に努めていくということでご
ざいますので、県としても協力できることはしっかり
協力しながらやっていきたいと思っております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。

〇金城　泰邦君　よろしくお願いいたします。
　４番の北部基幹病院の進捗につきましては、先ほど
保健医療部長から市町村からの要望も承っているとい
うような話があったと思います。その要望の中身につ
きまして、もしよかったらちょっとここで御説明いた
だけませんでしょうか。
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）　要望というより行為
者に対する意見ですね。こういうように修正したほう
がいいんじゃないかというような意見を承っていると
いうことでございます。
　調整途上でございますので、個々具体的については
申しませんけれども、概括的に申し上げますならば、
例えば市町村の財政負担の規定、この分について書い
てある以上の負担が起こらないように、その辺の規定
を明確にしてほしいということ等です。経営システム
に関しては財団の設立に市町村が参画する必要がある
のかという消極的なことが２つほどございました。そ
れと現状よりも医療機能が向上するということも明確
にすべきじゃないかと、こういった意見が出されたと
いうことでございます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　ある自治体からは、26項目にわたっ
て質問ということで出ているかと思います。それに対
しても県は既に回答をということで出ているというふ
うに認識をしているんです。それを見る限りは市町村
に新たな負担というものがない形で県が責任を持って
地方交付税の対応等にしてもやっていくということが
回答にあるというふうに私は認識しているんですが、
やはり地元のさらなる新たな負担はないということは
改めてここで認識していいということでしょうか。
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）　もともとの合意書案
でも市町村の負担というのは規定されているわけで
す。これは整備費用だとかあるいは組合に対する負担
金、あと指定管理料だとか、財団を設立する場合の財
産の拠出と、場合によっては人の派遣というのもある
わけですけれども、こういったことについてより市町
村の負担はこれまでこれだけですよというのを明確に
してほしいという趣旨の意見でございましたので、そ
の方向にあわせて修正したと。市町村の負担が全くな
いというような形でうたっているわけではございませ
んということでございます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　全くないということではなく、新た
な負担が生じないだろうという認識は持っているとこ
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ろでございます。
　今後しっかりと国との調整もしていきながら、早期
の実現に向けて頑張っていただきたいと思っておりま
す。
　５番の医療的ケア児の対応、デイサービスを探して
もなかなか――人工呼吸器とかをつけているお子さん
をお持ちの親御さんから場所をなかなか知らないとい
う情報もありましたんで、ぜひ関係者の方に周知をす
る取り組みまでお願いしたいんですが、いかがです
か。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　現在32カ所
で行っているというところは先ほど答弁をさしあげた
ところです。県としましては、現在、県のホームペー
ジで公表しているところではございますが、市町村に
対して医療的ケア児がどのくらいいるかという調査も
行っておりますので、その中で周知するようにという
ようなことを市町村と意見交換してまいりたいと思い
ます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　まず、ホームページということもあ
りましたけれども、申請主義的な対応で終わってほし
くないなと私は思っております。寄り添う形で取り組
んでほしいと思いますので、よろしくお願いいたしま
す。
　６番の公共交通施策につきまして、知事は公約に中
高生のバス通学無料化というのを掲げておりました。
今回、5400人の方を対象に非課税世帯を軸にやると
いうことで、これは知事の公約との整合性はどうなる
んでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　確かに公約では、無料化というふうに書いておりま
す。私どもは実態調査を踏まえまして、まず次年度と
にかく早い時期にスタートさせたいということで、必
要額、予算規模とかあとは公約の中で貧困対策とし
て、経済状況にかかわらずというのがございますの
で、それの部分も踏まえて、まず現在実施しているひ
とり親家庭高校生等通学サポート実証事業の対象者に
加えてまず横に拡充しようかというふうに考えており
ます。また後は事業を実施する際にはバス事業者との
いろんな調整――現在支援が動いていますので、それ
との絡みでバス事業者にとってどのような課題がある
かというのも調整していく必要がございます。
　そういうことで、まずはひとり親家庭プラスの非課
税世帯に広げることを軸にして、あとは予算規模等も

踏まえながら全体の予算の兼ね合いもあると思います
ので、今調整をさせていただいているところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　なかなか対象者もたくさんいる。
ゼロから100ということはなかなか難しいということ
だろうと思います。対象者の人数に対しての次年度
5400人ということであると思います。これパーセン
テージにすると何％補うことができるのか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時36分休憩
　　　午前10時39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）　失礼しました。
　実態調査によりますと、現在バスを利用している方
に加えて流入が見込まれる。この補助事業を始めると
バスを使うようになりますという方も加えますと――
この数字、確定的ではありませんけれども、回答数
から逆に回答率から100に割り戻ししますと、約１万
9000人ほどがバスを利用しているだろうと。そして
そのうち非課税世帯という方も含めて今回考えたのが
5400名ほどということになります。ちょっとパーセ
ントが今出ていないんですけれども、済みません。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　今県の調査で流入を含む回答数とし
ての１万9000人が対象になるであろうという人数の
報告だと思います。よろしいですかそれで。
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。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　流入も含めて１万9000人ほ
どがバスを使うというというふうに見込まれるという
ことでございます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　ありがとうございました。
　同じく(2)番、(3)番につきましては、やはりこう
いった路線廃止、便数の縮小によって交通弱者が発生
することが起こっております。ですので、そのデマン
ド交通ということで交通弱者を支援するということに
つきましては、市町村の主体的な取り組みは当然必要
であると思いますが、県のほうでもそれがスムーズに
いくような取り組みとかも検討していただきたい。例
えばデマンド交通の車両の確保、一括交付金等々で確



−253−

保ができないか等々こういったこともあるかと思いま
す。そういった部分をしっかりとサポートしてほしい
というふうに思っているんですね。いかがでしょう
か。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　デマンド交通については
導入を予定している市町村もあると聞いております。
交通空白地域、これの解消に向けて有効な手段と考え
ておりますので、市町村から相談がある場合は前向き
に検討していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　ありがとうございました。
　よろしくお願いいたします。
　７番の防災士については、ちょっと確認ですが、豊
見城、那覇で行ったのは講習会でしょうか。もう一度
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。
　７月に豊見城市で、そして２月に那覇市で、それぞ
れの市町村主催で防災士養成講座の講習が行われてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　養成講座ですね。あと防災士の資格
を取得する試験が沖縄県では行われていないというこ
とがあるかと思っているんです。それは正しいでしょ
うか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　講習は２日間の日程で行われまして、講習修了後２
日目の最後の時間に試験が行われているというふうに
聞いております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　では、試験も沖縄県内で受けられる
という状況であるということなんですね。沖縄県の防
災士の認証者数というのが実は全国で最下位の状況で
あります。トップが東京都１万5378人、２位が愛媛
県１万3789人、３位が大分県１万543人、沖縄県が
763人ということで、やはりしっかりと養成していく
取り組みが必要と思っています。強化していくことを
求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　沖縄県自主防災組織についても組織率が全国で最下
位となっております。
　県としてはこのため地域防災リーダー研修などを
やっておりますし、市町村と連携して少しでも地域の

防災力向上のために取り組んでいきたいと考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　ありがとうございます。
　ＴＮＲ、８番の犬・猫殺処分ゼロ、地域猫活動に取
り組んでいるということが大事だと。それであればＴ
ＮＲをしている取り組みに対して補助、避妊手術の補
助もそういったものが根拠としてあれば補助もできる
ということでよろしいんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　今現在、民間団体による
野良猫へのＴＮＲ活動については県内各地で実施され
ておりまして、繁殖の抑制で一定の効果があるものだ
と理解しております。一方で、ＴＮＲ実施後に地域で
の管理が不十分な場合は、そこへの新たな猫の流入が
生じてまた野良猫がふえてしまうということが起きる
課題があります。そのため県ではＴＮＲを実施してい
ただくことに加えて地域猫活動として住民も一緒に協
力してやっていくような施策を推進しています。そう
いう活動をする自治体に対しては区でもいいんですけ
れども、県の動物愛護センターのほうが協力してその
野良猫の避妊去勢手術の支援をするという形で県とし
ては取り組んでいるところです。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　しっかりとしたやっぱりアフターケ
アが大事だということだと思います。避妊手術をして
その後地域でしっかりとその猫を見ていけるところが
補助を受けられるということで認識したいと思いま
す。ありがとうございます。
　ちょっと戻りまして、２番の西海岸開発に関してで
すが、沖縄県は21世紀ビジョンの中で世界水準の観
光・リゾート地の形成を目指していくというふうにあ
りまして、沖縄の豊かな自然環境との共生が図られた
エコリゾートアイランドや歴史・文化・スポーツなど
多様で魅力ある資源を活用した観光プログラムを戦略
的に展開するというふうにあります。課題としまして
もその開発と自然環境との観光振興との持続的な両立
をさせるための取り組みというものが、不可欠である
ということが21世紀ビジョンで描かれております。
その部分を県としてのイメージ、どういうふうに描か
れているのかなというものがまだちょっと見えてこな
いものですから、その辺は例えば事例としてどういっ
たものがあるんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　浦添埠頭地区につきましては、先ほども答弁いたし
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ましたが、浦添ふ頭地区調整検討会議を設置しまし
て、事務的、技術的な検討を進めているところであり
ます。県としては港湾計画の方向性が導き出せるよう
に取り組んでいきたいというふうに考えております
が、現在のところ、今後整備する施設としまして、や
はり西向きのビーチですとかマリーナ、クルーズ岸
壁、あと環境保全ゾーンもございます。そういった一
連の海岸線をしっかりと機能の分離をしながら整備計
画、方向性を導き出していきたいというふうに考えて
おりまして、その調整会議の中でおおむね形が見えて
くるのだろうというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　この西海岸、特に私は第２ステージ
をいかに早く進めていくか、また中身のあるものを進
めていくかということが大事だと思っております。第
３ステージの議論ばかりが先行しがちでありますが、
第２ステージの絵をどう描くか。ここ大事だと思って
おりまして、そのコンセプトとしては、沖縄県が知事
を先頭に取り組んでいくＳＤＧｓ、この考え方が非常
に重要だと思っています。持続可能な開発、これを視
野に置いて今後西海岸第２ステージの展開を図ってい
ただくべきではないかと思っております。
　具体的な事例として私は非常にいいなと思ったもの
がパラオ共和国。沖縄県もマグロのはえ縄漁業の件
で、自民党県連さん非常に頑張ってパラオとの取り組
みをやって、今マグロがとれるような状況が続いてお
ります。このパラオ共和国は観光客数至上主義ではな
くて、しっかりとした観光それを打破する取り組みに
今取り組んでおりまして、一時期このパラオにも韓国
や日本などから観光客が非常に多くふえた時期もあっ
たそうです。しかしながら、地元ではやっぱり観光客
がふえることによって観光公害というものが問題視さ
れてきたと。そういったものを受けて、パラオではレ
スポンシブルツーリズム（責任ある観光）やサステー
ナブルツーリズム（持続可能な観光）といったコンセ
プトを取り組んで今やっているそうでございます。パ
ラオに観光客が入る際には、環境を汚さない、海を汚
さない、そういったものを約束するような署名をして
――パラオ誓約と呼ばれるものらしいんですが、これ
は2017年に導入されたものです。パラオに入国する
際に自然文化を守るということを誓う署名をするそう
です。これは観光客のみならず地元の人もそれに署名
をしているそうです。その取り組みによって例えば日
焼けどめの禁止法とかもつくったりして、日焼けどめ
を塗って海に入ってはいけませんとか、そういったも
のに取り組んでいるということが今世界にどんどん情

報発信をされていて、そういうことに関心のある自分
たちも努力をしながら観光をしにいきたいと。それが
パラオらしい観光ということで非常に今注目をされて
いるそうです。そういった取り組みを参考にしていい
んではないかと思いますが、いかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　議員御提案のとおり、今県では沖縄独自の自然や文
化、人などのソフトパワーを発揮するとともに、安
全・安心・快適な洗練された品質を確保することによ
り、世界中に広く認知され評価される観光地を目指し
ているところでございます。現在、多くの方に訪れて
いただいておりますが、今後沖縄の観光産業が持続的
に発展するためにはそういった自然などとの調和を
図っていく必要があるというふうに考えております。
　先月行われました島嶼観光政策フォーラム（ＩＴＯ
Ｐ）、今年度私どもがホスト国といいますかホスト地
域でございましたけれども、今年度のテーマがいわゆ
るＳＤＧｓによる観光の振興ということで各地域と意
見交換をさせていただきました。その中で今後、そう
いったそれぞれ島嶼性の持つ自然の脆弱性であると
か、そういったところを踏まえて、観光振興をするこ
とが重要であるということをお互い共通認識として
持ったところでございます。今後県のＳＤＧｓに対す
る取り組み方針、そういったところも踏まえまして、
今後どういった観光振興、持続的な観光のあり方が出
るかというところはしっかりと検討していく必要があ
るというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　2019年、世界最大の観光見本市Ｉ
ＴＢベルリンで、今持続可能な観光地ランキングとし
てこのパラオ共和国、１位だそうです、世界一。そう
いった持続可能な観光地の取り組みをしっかりと参考
にしていただきたいと思います。このパラオは、私も
大好きなアントニオ猪木が猪木アイランドという島を
持っているんです。日本人も多く行っていると、必ず
赤いタオルを持ってその島に渡っていくということも
聞いております。そういった非常におもしろい取り組
みも参考にしていけばいいと思いますし、ＳＤＧｓに
取り組んでいる玉城知事にもぜひその件、コメントい
ただきたいと思います。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）　ありがとうございます。
　先ほど文化観光スポーツ部長からお答えさせていた
だきました。我々もやはり高い理念と目標を持って沖
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縄の真に豊かな県民とともにある観光振興とはどうい
うことなのかということを常にテーマ性を掲げて取り
組んでいきたいと思いますし、今議員がおっしゃるよ
うに、これからのキーワードはＳＤＧｓです。先ほど
の猫の話もそうですが、猫たちに避妊手術をしてその
地域に戻してあげるという場合には、地域の皆さんが
猫たちがいる環境をつくるということが大事だと思う
んですね。ですから、一つ一つが持続可能性のある取
り組み、ＳＤＧｓの目標はこれから先の将来、今ある
形をどう残していくか、あるいは豊かにしていくかと
いう観点がありますから、例えば今までのブルーツー
リズム、グリーンツーリズムという言葉に加えて、エ
シカルツーリズムという言葉も最近はこの旅行におい
て特に重要視されています。エシカルというのは倫理
上とかそういう高い理念性を持ってその場所を訪れる
ということですから、観光に訪れる方々がその地域に
ある種の貢献をする。例えばちりを拾って帰るとか、
あるいは無駄なところに立ち入らないとか、そういう
感覚を持ってそこの場所を訪れるといったことが沖縄
県にとっても当然必要であると思います。なぜなら久
高島でも聖域に無断で立ち入るという、そういう方々
がふえているという非常に残念なニュースが報道され
ておりました。ですから、沖縄県はＳＤＧｓをテーマ
にして、どのような持続可能性のある社会、観光そし
て経済と社会と環境が成り立っていく仕組みをつくり
上げていくか。そのことが私たちにとっての将来にか
かる大きなテーマになっていくと思います。
〇議長（新里米吉君）　金城泰邦君。
〇金城　泰邦君　今、知事の言葉にもありましたよう
に、ぜひこの西海岸開発におきましても、そこにかか
わる我々全てがそこに責任を持って取り組んでいく。
パラオ誓約のようなこともひとつ参考にしていただき
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　よろしくお願いします。
　維新の会の大城憲幸です。
　本日は、企画部関連１点、教育委員会関連１点、そ
して農林水産関連２点の４点の議論を行いたいと思い
ますので、おつき合いのほどをよろしくお願いいたし
ます。
　１点目は、海上運輸の環境規制についてでございま
す。
　海の2020年問題とかってよく言われますけれど
も、来年１月より船舶燃料の環境規制が大幅に強化さ
れることに伴い、県経済及び県民生活への影響を懸念

する声があります。
　そこで(1)、関係機関はどう対応し、どの程度のコ
ストアップが見込まれるのか伺います。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　今回の船舶燃料の国際的
な環境規制は、海洋汚染防止条約の2008年改正によ
り、船舶から排出される硫黄酸化物いわゆるＳＯｘの
低減化となっています。
　議員おっしゃるように、当該規制の内容は、来年１
月から硫黄分濃度を現行の3.5％から0.5％へ引き下げ
るものであります。今回の規制を受けて、国において
対応策の検討を行った結果、規制に適合する燃料につ
いて、国内の石油元売事業者の増産により、海運業界
が必要とする量の供給が可能であると、ことしの３
月、国において確認したとのことであります。また、
国によると、規制に適合する低濃度硫黄Ｃ重油は、現
行の高濃度Ｃ重油と比較し、価格が２割程度上昇する
ことが想定されるとのことであります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　続いてお伺いします。
　物流経費増に伴う県経済への影響についてお願いし
ます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　大型貨物船などは、規制
対象となる高濃度の硫黄のＣ重油を使用していること
から、当該貨物船を運航する事業者については、燃料
調達コストが増加すると考えられますが、関係事業者
によりますと、通常の燃料価格の変動に伴う範囲内に
とどまったと認識しているとのことであります。本規
制による県経済への影響については、今後、関係事業
者や国等関係機関と連携し、状況の把握に努めたいと
考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　範囲内ということですけれども、実
際現状で比べると２割ぐらい上がるんじゃないかって
いう話があったり、仕組みについてこれまでの燃料
代っていうよりは航空機の燃料サーチャージみたいな
新たな仕組みで転化していくっていうことを検討して
るっていう話もあるんですけれども、その辺について
はどうですか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　国においては燃料サー
チャージで対応していくというガイドラインを作成し
ていると聞いております。燃料について先ほどお話し
しましたけれども、例えば燃料代で申し上げるとこの
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５年以内でＣ重油については、１キロリットル当たり
の最大価格が７万8000円、最小値が３万1000円程度
ということで、原油価格の相場に応じて非常に高く
なったり安くなったりということがありますので、２
割程度の範囲内であればどうにか対応できるんじゃな
いかということで、事業者さんの声として聞いている
というところでございます。また国においてもいろい
ろ試算をしておりまして、国交省の見解によりますと
社会全体のコスト負担は限定的で、国内ＧＤＰへの極
端な悪影響は想定しにくいという考えを示していると
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　(3)、離島航路の運賃への影響につ
いてお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　国によりますと、県内離
島の旅客定期航路で運航しているフェリーや高速船に
ついては、規制の対象となるＣ重油ではなくて、対象
外のＡ重油や軽油を使用していることから、今回の規
制の対象とはならず運賃への影響は生じないとのこと
であります。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　(4)、県の対応策と今後の方針につ
いてお願いします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　今回の国際的な環境規制
に対する対応は、国が主体となって全国的な施策とし
て取り組まれるものだと考えているところでございま
す。
　県としましては、物資の安定的な輸送は重要である
と考えており、国による燃料安定供給や設備投資支援
等の各種対応、国内他地域の状況等を注視するととも
に、県内関係事業者と意見交換等を通じて状況の把握
に努めていきたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　企画から答弁いただきましたけれど
も、今の話は県内経済への影響は限定的だと、余り大
きくはないというような判断です。ただ私は非常に危
惧しております。特に、県内で少人数で頑張っている
中小とか零細の皆さん、沖縄のすばらしいものを県外
に出していこうという皆さんからすると今危機感持っ
ている皆さんが多いんですね。ちょっと商工部長、通
告してないんですけれども、その辺についてこの規制
の影響がそういう零細、沖縄の企業に対して影響ある
のかという議論が内部であるのかないのか。なければ
ないでいいですのでお願いします。

〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　議員御指摘のように資材の移輸入、商品の移輸出、
県外との貨物輸送の多くを海輸に頼っている県内企
業、海上輸送コストという点では、少なからず影響が
あるのかなというふうに考えておりますが、この燃料
費価格上昇による県内企業への影響については実際ど
れくらい影響を受けるかというところについては、現
時点では把握しておりません。また具体的な意見交換
はしておりますけれども、商工労働部としましてはこ
の物流コストの低減に向けて例えば物流の高度化、効
率化というようなところを事業として支援していきた
いというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　まだちょっと具体的になくて、私が
いろいろちまたで聞く――危機感持っている皆さんも
案外多いんですよね。その辺と少し温度差を感じるん
ですね。少し副知事からもコメントいただけたらあり
がたいんですけれども、さっき言ったやっぱり10名、
20名ぐらいで製造して出している皆さんからすると
――来年の１月からこの規制が始まります。これは日
本だけ、沖縄だけでもない、世界の部分ですから、
やっぱり特にディーゼル、軽油なんかを従来のＣ重油
に薄めてやるという手法が何か一般的らしくて、そう
していくと世界的に軽油の相場にも影響があるんじゃ
ないかと。そしてそれに基づいてまた灯油にも影響が
あると、いろんな意見があるわけですね。そういう中
でこの沖縄の業者の皆さんからは大体この海上運賃の
相場というのは関東から始まって関西、九州、沖縄に
来るらしくて、やっぱり１月から始まるけれども、
三、四カ月から半年くらいのタイムラグがあると。た
だやっぱり関係者の中では今と比べて２割燃料代が上
がると言われてるんですけれども、先ほど企画部長か
ら話があったように、今ただでさえ３万から７万くら
いの相場の変動があるので、そんなに大きくないです
よって見方もできるんですけれども、確実に今使って
るＣ重油よりは２割前後上がるんじゃないかと言われ
ているわけですね。その影響が今ちょうど陸送の部分
も含めて人件費が厳しいというものもあるものですか
ら、やっぱり一気に最低でも15％くらい上がるんじゃ
ないかっていうような議論もあるわけですね、零細の
皆さんの話で。だからそういう意味で、離島県である
我々は県経済への影響も含めて特にこの10名、20名
で頑張っている小さな製造業の皆さんに含めてやっぱ
りこれはこの問題は注視をして、場合によってはき
ちっと先手を打つ。あるいは何か政策を議論する必要
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があるんじゃないかっていうふうに思って、きょう質
問取り上げましたけれども、副知事の所見をお願いい
たします。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　議員の御質問にお答えいた
します。
　ただいま情報の確認をしているところでございまし
て、議員御指摘の懸念があるのであれば、調査するこ
とも検討してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　その辺は先ほど企画部長も商工部長
も現場の声を聞きながらやっていくという旨の発言を
していますので、その辺を基本にして、ぜひ先手先手
で、農業なんかであれば今不利性解消事業ということ
で鹿児島までの運賃を補助してますけれども、場合に
よってはそういう仕組みも必要なのかって、これを
きっかけにちょっと仕組みをつくってもらえたらあり
がたいなというふうに思いますので、よろしくお願い
します。
　２番目の質問に行きます。
　県内就学援助の状況と今後の取り組みについて
(1)、就学援助率の県内市町村の状況と全体の推移に
ついてお願いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　まず就学援助制度ですが、これは経済的理由によっ
て就学が困難な児童生徒の保護者に対しまして、学用
品費、医療費、給食費等を援助する制度となっており
ます。この制度は、市町村の実情に応じて実施されて
おりまして、援助率についても異なっている状況でご
ざいます。県内全市町村の就学援助率の推移でござい
ますが、まず平成28年度が21.52％、平成29年度が
23.59％、平成30年度が24.79％と増加傾向にありま
す。さまざまな要因がありますけれども、またこれに
ついては教育委員会や市町村によりまして、この制度
を知らないで利用していないという方を防ぐという意
味で周知に努めたということの効果もあらわれている
のではないかというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　この数年、年々過去最高を記録して
いるわけですけれども、前から議論がある、援助率が
低い市町村と高い市町村との差が問題になるんですけ
れども、その辺はどのように把握して、どう考えてい
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。

　援助率が高い市町村と低い市町村のその差というの
は、要因はいろいろあるかと思います。その家計の状
況、地域によって違う可能性もありますし、あとは考
えられますのはこの就学援助の基準の違いというのも
先ほど市町村の実情に応じてと申しましたけれども、
この就学援助制度は国庫補助事業として従来は行って
おりました。三位一体の改革がありまして、就学援助
のうち、要保護は従来どおり国庫はあるんですけれど
も、準要保護っていうのが一般財源化されまして当然
一般財源の対応になりますので、市町村が独自にやる
ということでまた財源措置も交付税措置という形です
けれども、これも単位表とか細かい話になります。先
ほど申しましたけれども、教育委員会のほうで援助の
対象でありながら知らない家庭があったということで
28年度からテレビ・ラジオ広報をやったり全児童生
徒へのリーフレットの配布等々を行ってきたところで
あります。これについて、国でも市町村が就学援助を
行えるように十分な財源措置を講じることを教育長協
議会等を通して要望をしているところであります。あ
とはまたその市町村のさまざまな取り組み状況がござ
いますので、採択基準の状況とか、就学前の支援開始
とかその辺も情報提供、担当者会等で行いながら適切
に実施していただくように努めているところです。
〇大城　憲幸君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時10分休憩
　　　午前11時10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇教育長（平敷昭人君）　就学援助率、ちょっと一覧
で見ていますので正確かどうかわかりませんが、高い
市町村は35％ほどのところがございます。あと小規
模離島はゼロというのもございますけれども、例えば
本島ではなくて離島ですけど８％台とか、あとは十
数％台ということで差があるという状況になっており
ます。あとは……
〇大城　憲幸君　市町村名言ったらまずいの。
〇教育長（平敷昭人君）　なるべく今申し上げないで
おこうかと思っております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　市町村名言ってもいいと思うんです
けれども、おっしゃるように最高が35％。30％を超
える市町村が５市町村になっているんですね。本島内
で一番低いのが14％台があるんです。やっぱり相変
わらず倍ぐらい率に差がある。これは同じ沖縄の子供
でいろんな事情があるっていうのはわかります。そし
て市町村の財政事情っていうのが一番大きいんでしょ
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う。ただやっぱり14％と35％の差っていうのは非常
に問題だと思うんですけれども、その辺について、今
後どのようにできますか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　この就学援助につきまして
は、この採択基準の見直しとか、そういう支援の充実
について取りかかっていただくために、県のほうの例
の貧困対策の基金等を活用して市町村は取り組んでい
るところでございます。それは当然一般財源の貸与で
実情に応じてやるっていう原則で市町村の役割であり
ますけれども、基本はその部分の取っかかりという意
味で支援をやっているということでございます。それ
についてその市町村の状況、充実等々についてはこの
一覧、市町村ごとは申し上げませんでしたけれども、
その状況を市町村に情報提供しながら適切な対応をお
願い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　ごめんなさいね、次の質問に移って
いく感じがありますけれども、ちょっともう一点、
30年度の数字で24.7％台ですけれども、直近ってい
うの私いろいろ聞いてみるとやっぱり去年よりもさら
に上がっていて25％は超えるかなと思うんですけれ
ども、教育委員会のほうではどう考えてますか。どう
把握してますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午前11時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　この30年度の数字以外の速
報値的なもの、今把握はしておりません。ただ市町村
によっては就学前の支援のスタートとかそういうこと
で支援の充実に努めているということと、あとは引き
続き周知に努めているということで教育委員会として
は――県としてはですけど、就学援助制度を知らな
かったという方はゼロにしたいということで取り組ん
で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　先ほど教育長から話があったよう
に、ＣＭの影響が特に大きいみたいですね。市町村に
聞き取りをしても、ここまで率が上がってきたという
のは市町村の基準の見直しもあるんですけれども、
やっぱり全体的に上がってる、数％ずつ毎年上がって
るっていうのは県民に大分周知されてきたっていうの
が大きいと。それでやっぱり各市町村上がってますの
で、平成27年に５人に１人と言われてた就学援助の

数ですけれども、もう25％を直近は超えてくるのか
なと４人に１人になってきたのかなというふうに私は
把握をしております。
　(2)、財源を含めこれまでの取り組みと今後の方針
についてお願いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　この答弁先ほど一部触れて
しまいましたけれども、就学援助制度は、先ほど申し
上げたとおりに国庫補助事業でやってたのが、三位一
体改革によって、特に準要保護については、17年度
から一般財源化されているということでございます。
県教育委員会では、制度を知らなかった家庭があった
ことなどから、先ほど申し上げたようにテレビ、ラジ
オ広報などのほか、リーフレットの全生徒への配布等
行っております。市町村が必要な就学援助を行えるよ
うに、国に対して十分な財源措置を講じることを、全
国都道府県教育長協議会等を通して要請をするととも
に、市町村と連携を図りながら、制度の効果的な実施
を促していきたいと考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　やっぱり財源が大きいんですよね。
子ども生活福祉部長、この大きな財源として県が支援
している沖縄県子どもの貧困対策推進基金があります
けれども、その辺についてどの程度――どの程度とい
うか、この財政が大きく就学援助に向けられてると思
うんですけど、その辺の状況を説明願えますか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　沖縄県子ど
もの貧困対策推進基金は30億円の県単独の予算を投
じてつくった基金でございまして、その基金を市町村
に今27億円配分しまして、就学援助の拡充を図る、
充実を図る市町村、それから放課後児童クラブの利用
料負担軽減などに充ててもらっているところでござい
ます。
　今基金の状況につきましては、今年度末の基金残高
が大体11億円程度になると見込んでおりまして、今
のところ順調に執行しているというところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　ここまで市町村が援助率を上げてき
たというのはこの財源が非常に大きいと思います。そ
う評価をする声が高い。ただ同時に気になるのが令和
３年までの６年の基金の計画ですけれども、市町村に
よっては申しわけないけれども、ちょっと計画性がな
いというかもう既にことしあたりで多くの財源を使っ
てしまって、来年以降財源がなかなかつくれないと厳
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しいというような声が聞こえてきているわけですね。
その辺の状況は皆さんのほうで把握していますか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　先ほど市町
村に対し27億円を配分していると申し上げましたけ
れども、当初は24億円を配分して３億円は調整用と
して残しておりまして、その辺の市町村の動向も踏ま
えて３億円の追加配分を行ったところでございまし
て、この期間中においては、市町村のほうで計画的に
使って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）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　この事業は令和３年まではこの30
億っていうのは決まっているわけですけれども、今の
答弁はその後はもう市町村で自分たちでやりなさいと
いうことなんですか。この基金のその次というのは議
論はどうなってるんですか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　子供の貧困
対策につきましては、ずっと議論されているところで
一過性で終わらせてはならないという、ある程度長期
スパンで考えないといけないところでございます。で
すので、次期計画をどうするかという議論はこれから
やらなければならない重要なことだと考えておりま
す。それに伴いましてこれまで行ってきたこの基金事
業のあり方についても、一緒に検討する必要があると
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　知事、今議論にあったように、本当
に県の取り組み、市町村の頑張りでここまで貧困対策
としての就学援助率というのは上がってきました。３
名も、４名も子だくさんの家庭からすると何十万の援
助になるものですから、給食費とか修学旅行っていう
のは安心して行けるっていう意味で支える仕組みにな
りました。ただ今も課題として挙げたように、14％
の市もあれば35％の町村もあるというようなこの
差、あるいは県の支援によって県民へ周知が広がった
ことによって県民に広がったけれども、30％以上の
市町村がもう５市町村になってきた。そして財源がこ
の基金がなければもう逆に縮小せざるを得ない、基準
を逆にまた戻して厳しくしないといけないというよう
な声が市町村から漏れているわけですけれども、その
辺については、令和３年までは計画的に使いなさい。
これを使い果たしてしまった市町村は努力しないとい
けませんけれども、この令和３年以降について、ある
いは今のうち次に関して指針を示してあげないと、去
年西原町さんがこの厳格化を一度発表して反響が大き

過ぎて撤回した経過があります。そういうような声が
どんどん出かねないと思うんですけれども、その辺に
ついてぜひ早急な議論をするという取り組みが必要
じゃないでしょうか。お願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　やはり子供の貧困これがベースにあると思います。
先ほど大城部長からありましたように子供の貧困の問
題については一過性のものに終わらせないということ
が極めて重要だと思います。ただ一方で、やはり財源
というものは限りがあるわけでございまして、そこは
今まさしく次期沖縄振興計画の絡みの中で、さまざま
な御意見から一過性に終わらせないというような流れ
になると思いますけれども、そういった限りのある財
源を先も見据えていかに計画的に事業を執行するか、
また市町村にも求められていると思います。こういっ
た部分について県としてもしっかり市町村との調整、
話し合いもした上で次期のネクストの話を進めていく
ことが重要であろうと。まずは市町村としっかりと―
―広げるっていうのも重要ですけれども、ちゃんと先
を見据えて対応するということについて意見交換を
やってまいりたいと思っております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　やっぱり市町村が努力するべきとこ
ろもたくさんあると思います。そしてまた、中には子
供が携帯を持って毎年旅行に行ってるみたいだけれど
も、何か援助をもらってるみたいよみたいな話も少し
は聞こえてきたりもします。ただやっぱりそれは本当
に一部だと思いますので、そういう話でこの仕組みが
縮小してもいけない。ただやっぱり本当に困っている
家庭、困っている子供たちに家庭もしっかり頑張って
もらう、そして市町村も頑張ってもらう。ただやっぱ
り県がリーダーシップをとる必要があると思いますの
で、今言ったように議論をしっかりお願いしていただ
きたいと思います。
　ちょっと休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時23分休憩
　　　午前11時23分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇大城　憲幸君　３番、農林水産振興について(1)、
中央卸売市場青果市場の状況と市場法の改正につい
て。
　ア、市場の状況と活性化の取り組み状況を伺う。お
願いします。
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〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えいたします。
　沖縄県中央卸売市場青果部の平成30年度における
取扱量は、５万5574トンで、前年比3.4％の減となっ
ております。取り扱い金額につきましては、125億
4000万円で、対前年比7.7％の減となっております。
県では、中央卸売市場の活性化を図るため、平成25
年度に低温売場、27年度に冷蔵配送センター、それ
から28年度に花卉冷蔵施設を整備してきたところで
あります。29年度には、沖縄県中央卸売市場経営展
望を策定し、30年度から同経営展望に掲げられた取
り組みを推進するため、市場関係者と意見交換を行っ
ているところでございます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　30年度で5.5万トンですけれども、
直近、令和元年はどれぐらいになるかっていう情報は
ありますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時24分休憩
　　　午前11時25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（長嶺　豊君）　大変恐縮ですけれど
も、今年度の取り扱いについてはちょっとまだ把握し
てない状況でございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　市場関係者と意見交換すると、やっ
ぱり1000トン、2000トン減るんじゃないかというこ
とで、さらに５万5000トンから減るという話もあり
ます。部長、前年比で言いますけれども、平成10年
前後と比べると量で６割。４割ぐらい減っています。
金額で約３割ぐらい減っています。だから、今施策い
ろいろやっていますよって話はするんですけれども、
やっぱり全体的に見ると施設が老朽化していると、そ
してなかなかコールドチェーンが結べない、物が集ま
らない。そして物がないから購買者あるいは買参人な
んかがなかなか集まらない。そういうような悪循環に
もなってるような気がするんです。
　そこで伺いますけれども、改めて今私は市場の建て
かえを議論もしていますけれども、この市場の重要
性、必要性についてはどう認識していますか、部長。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　まず中央卸売市場に
つきましては、県内生産で申し上げますと生産農家で
つくられた青果物が、中央卸売市場で集荷されて、そ

れを県内の消費者にまた配分していくという大きい集
荷・分荷機能があると思っています。消費者の皆様に
安定的に食料を提供する一つの大きい機能がありま
す。それから価格形成機能もあります。そういうこと
で中央卸売市場として大きい青果物を拠点として現
在、県中央卸売市場があるわけですけれども、やはり
そういった県民への安全・安心な食料を提供するとい
う意味では大きい役割を果たしていると考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　次、イ、改正卸売市場法に対応する
条例改正の取り組みとスケジュールについてお願いし
ます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　改正卸売市場法につきましては、平成30年６月に
公布されまして、令和２年６月に施行されます。同改
正法では、これまで規制をされていました事項の見直
しが行われておりまして、遵守すべき事項以外の取引
ルールについては、市場独自のルールが設定できるこ
ととなっております。これまで県では、卸売業者を初
めとする取引参加者への説明会、それから沖縄県中央
卸売市場取引委員会において意見聴取を行い、新たな
取引ルールについて調整を行ってきたところでありま
す。引き続き今後は、沖縄県中央卸売市場運営協議会
において審議を行い、来年２月議会に改正条例案を上
程する予定で作業を進めているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　この条例改正については、２月議会
で本格的な議論になりますけれども、ウ、条例改正の
主な論点と方向性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（長嶺　豊君）　お答えします。
　改正卸売市場法では、これまで規制されておりまし
た事項の見直しが行われます。見直された主な規制事
項といたしまして、１、商物一致の原則、それから
２、第三者販売の原則禁止、３の直荷引きの原則禁止
などがあります。
　県中央卸売市場条例の改正を検討するに当たりまし
ては、これまで市場関係者や学識経験者、生産者等を
委員とした沖縄県中央卸売市場取引委員会を４回開催
し、今後は沖縄県中央卸売市場運営協議会の場で議論
を深めていく予定でございます。
〇大城　憲幸君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
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　　　午前11時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　まず商物一致の原則
についてですが、これは市場の取引については市場に
物があり、その物に基づいて取引が行われるというこ
とで、そういう意味での商物一致という原則でありま
す。それから第三者販売の原則禁止、これにつきまし
ては、中央卸売市場では、卸売事業者の販売する相手
は現行仲卸市場に店舗を構える仲卸業者、それから市
場外で店舗を構える売買参加者に限られているという
ことでございます。あともう一点、直荷引きの原則禁
止につきましては、市場に店舗を構える仲卸業者は原
則として、卸売からの卸から物を買い取ると。市場外
からの物の買い取りが禁止されているという原則でご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　少しわかりにくいと思いますけれど
も、今あったように３つの原則をこれまで法律で規制
をしていました。それを法律では規制しませんよと市
場でやってくださいと、判断してくださいというよう
な話になります。
　この３点について私は１番はいいと思うんですけれ
ども、２番、３番については本当にこれが先ほどあっ
た沖縄の中央卸売市場の活性化につながるのかなとい
う部分では疑問を持っております。全国では７割の市
場が法律に基づいて、この原則を撤廃すると。その流
れで沖縄もということですけれども、私はやっぱり今
まであった卸、卸はやっぱり生産者と連携をしながら
その市場の流通それの活性化を図る。そして仲卸は小
売飲食店等分配の役割分担ができていたわけです。こ
れを卸は生産者から買いなさいじゃなくて、仲卸、買
参に売りなさいじゃなくて、この卸業者が直接量販店
にでも小売りにでも誰にでも売れるよみたいな話にも
なる。あるいは仲卸も市場以外からもどんどん自由に
買っていいですよっていうふうになる。だから、流通
の多様化の中で、この原則を外すことは特に大都市の
市場ではいいんでしょうけれども、事沖縄のように卸
が１社しかない、競合相手がいない。あるいは農家の
生産地が脆弱である。そういうような事情を考えたと
きには、やっぱりこの全国に倣ってこの原則を撤廃す
るっていうものについては私疑問があるっていうのが
一つ。
　もう一つは今先ほども言いましたけれども、大きな
流れの中で今市場の建てかえあるいは仕組みを変えな
ければいけないっていう中にある。だからこそ私は卸
会社は今ビッグデータの活用、例えば卸会社がもっと

もっと生産者と密になって生産状況をもっと把握す
る。そして、市場でこの時期何が売れているのか、ど
ういうようなものが今後売れるのか、そういうような
ものもいわゆるデジタルテクノロジーとして情報も入
るわけですね。だからそういうような活用をすること
によって私はこの卸業者っていうのは生産者に強い、
新たな価値を生み出すと思っているんですよ。だから
こういう流れの中でこの市場を運営する、今競りを
行っている１社しかない卸業者さんが自分でどんどん
直接販売もできますよっていうような部分になること
は、私は市場の中での信頼関係、悪影響のほうが大き
いんじゃないかというふうに思っているんです。そう
いう意味では、部長この辺、これまでの３原則をその
まま外す流れになっているようですけれども、卸、仲
卸、あるいは買参の市場関係者からの聞き取りという
のは十分と考えているんですか。お願いします。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　これまで、先ほども申し上げましたが、取引委員会
でも関係者と議論を深めながら方向性を検討してきた
ところです。その後、それぞれの仲卸であったり売買
参加者であったりといった関係者への説明をしてきて
おります。
　先ほど議員からそういう指摘があった件につきまし
ても、いわゆる場外に店舗を置く売買参加者の皆さん
からはそういう完全緩和というのは今後経営等に懸念
があるというお話は聞いております。それぞれの３原
則の緩和につきましては、やはり市場に今なかなか産
直であったり量販店が直接利を引く流通体系が以前と
相当異なってきていると。あるいはそれが急速に進ん
でいるという状況も踏まえながら、先ほど申し上げま
した市場に多くの荷が集まってそれを消費者の皆さん
に集荷・分荷していくという機能もありますので、そ
ういった機能も踏まえながら、それから今後予定して
おります取引運営協議会での議論も踏まえてしっかり
ここは方向性を見出していきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　京都ですけれども、ここは――向こ
うも個性的な市場なんですけれども、関係者への聞き
取りは30回以上やって、そして結果としてこの３つ
の原則を維持すると。ただし、やっぱり自由な競争は
あんまり邪魔しないように特例を設ける。今でも申請
をすれば第三者販売とか直荷引きってできるんですけ
れども、その辺をやっぱりやりやすい方向に持ってい
くとかっていう議論もありますので、京都や札幌はそ
の原則をそのまま維持するというようなことですか
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ら、やっぱり沖縄においても沖縄の特殊性を鑑みなが
ら本当に市場の活性化に何がいいのかというのをもっ
と丁寧にやってほしいなと思います。要望します。
　次、お願いします。
　(2)、低卵価が続く養鶏産業の状況と取り組みにつ
いて。
　ア、卵価の状況と今後の見通しを伺う。お願いしま
す。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　今年１月の沖縄県におきます卵価卸売価格は、前年
から続いております全国での生産過剰などにより、キ
ログラム当たり113円と前年の160円と比較して低い
水準となっておりました。その後、国の生産抑制事業
の発動それから採卵鶏の主産地での台風被害による
生産量の減少などによりまして、11月の卸売価格は
208円と回復基調で推移をしております。今後の見通
しにつきましては、主な採卵鶏の産地におきます生産
の回復が今後見込まれることから、大きな価格上昇は
見込みにくいと想定をしております。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　それでは県内採卵鶏生産の状況につ
いてお願いします。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　本県における平成30年12月末現在の採卵鶏飼養羽
数は、136万9000羽、飼養戸数については297戸、
それぞれ減少傾向にあります。また、鶏卵生産量は、
平成30年に１万8518トンと横ばいの傾向で推移をし
ているところでございます。
〇大城　憲幸君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時39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。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　戸数についてはその
とおりでございます。
　それから先ほど卵価のほうで113円とお答えいたし
ました。131円の間違いですので訂正をさせていただ
きます。
〇議長（新里米吉君）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　非常に厳しくて、少し手数料もあり
ますから、大体今生産原価ってのが200円以上220円
くらいの販売単価だと言われてます。これから手数料
とか引かれて農家の手取りが190円くらいになります
から。そういう意味ではさっき言った130円とか160

円とか180円というのは、本当につくればつくるほど
今農家は赤字を抱えているというような状況になりま
す。全国的にも消費量ふえてるんですよ。そして、県
内も当然わかるように人口もふえてるし、観光客もふ
えてるわけですからふえてる。ところが、卵価が上が
らない、そして生産量が伸びない。何かっていうと
やっぱり全国的に沖縄全体で130万羽って言いました
けれども、全国では１戸の生産者で1000万羽ってい
うような養鶏場がどんどん出てくる中で、なかなか今
養鶏産業が成り立たない状況になっているんですね。
やっぱりこれ本当に行政として何とか応援してあげな
いといけないんじゃないかなというふうに思うんです
けれども、ウの県内生産基盤維持に向けた取り組みに
ついてどう考えているかお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　県では、採卵養鶏産業の安定化を図るため、平成
28年度には強い農業づくり交付金を活用いたしまし
て、鶏卵処理施設を整備しております。また、29、
30年度には畜産クラスター事業により、ホイルロー
ダーなどの７件の機械導入支援、それから鶏卵生産者
安定対策事業による価格差補塡など生産基盤の強化、
経営安定化に努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）　大城憲幸君。
〇大城　憲幸君　時間なくなりましたからもう締めま
すけれども、県内の養鶏農家の平均飼養羽数が２万と
か３万とかそれぐらいですよ。全国ではもう大規模生
産者はさっき言ったように1000万羽以上、中規模で
も500万羽以上というようなところと競争しなさいっ
て言ってもなかなか難しいです。だからやっぱり今、
先ほど畜産クラスター事業の話もありましたけれど
も、なかなか従来のものだけでは難しい。私が考えて
るのはやっぱり県内消費のインセンティブ、今どんど
んほかの量販店が県外からも継続的に卵とか牛乳を入
れるような流れが進んでますので、消費にもう一度県
産品を使ってもらうっていう県民へのアピール、それ
をやる必要がある。それからやっぱり原価に餌代が占
める割合が大きいですから餌代の低減、そしてあとは
前にも話したんですけれども、毎日県内で鶏ふんが
100トン以上出てますから、それのバイオ発電への活
用を支援するとか、そういうような今かかってる経費
をできるだけ抑えるような努力をしてあげないと養鶏
産業はもたないと思いますので、一層の取り組みをお
願いします。
　部長、最後に決意をお願いします。



−263−

〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　先ほど、議員からの御指摘もありましたが、近年養
鶏企業の大規模化それから低コスト化が進展しており
まして、卵価へも影響を及ぼしている状況にありま
す。それから配合飼料の価格の高どまりというとこ
ろ、それから混住化という進展に伴いまして、環境問
題など対応する課題が大変大きいと考えております。
県ではそうした課題に対応するために今年９月に生産
者、それから関係機関・団体、有識者等で構成いたし
ます沖縄県採卵養鶏振興協議会を設置したところであ
ります。まず先ほど御指摘ありました地産地消の推
進、それから安定供給体制に向けた構築、それからふ
ん尿処理対策など諸課題の解決に向けて連携して取り
組んでいきたいと考えております。引き続き関係機関
との意見も交換しながら養鶏産業の振興に努めていき
たいと考えております。
〇大城　憲幸君　よろしくお願いします。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午後１時10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。
　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　ありがとうございます。
　知事、お母さん、どうもお悔やみ申し上げます。
　お母さんも天国のほうから、康裕頑張れよというこ
とで見守っているというふうに思っております。知事
も沖縄県のリーダーであるわけですから、これからま
た元気を出して、沖縄県をぜひまた引っ張っていただ
きたいなというふうにも思っております。
　それでは、まず首里城再建のほうからお聞きいたし
ますが、今回の首里城火災、いろいろと各議員のほう
からもあるんですが、県としての責任を知事はどのよ
うにお考えになっているのかをお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　県の責任に係る知事の見解
についての御質問ですが、今回の火災により、沖縄県
民及び関係各所それから近隣の住民を含めて多大な御
迷惑をおかけしたことについては、施設の管理者とし
て本当に大変申しわけなく思っております。今後、管
理体制の検証を行うとともに、県民の思いをしっかり
と受けとめそれを踏まえつつ、一日でも早く復元でき
るよう、国等の関係機関等と連携して取り組んでまい
ります。当然、再発防止に向けても徹底して、そうい

うことも含めて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）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　国と連携するということは、国の所
有ですから私は当然のことだなというふうに思うんで
すが、知事、10月31日に首里城が火災に遭い、知事
はその翌日11月１日にはすぐ上京をされているんで
すよね。状況報告だということであるらしいんです
が、知事これは何か予定でも入っていたんですか。そ
の状況報告、沖縄県の方針だとかいろんなことが何も
決まらない中で、閣僚の皆さんに会うということは、
どういう状況で行かれたんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　状況というよりも、私はと
にかくもう必ず首里城を復元したいというその思いを
真っ先にまずお伝えしたい。その上で、今後あらゆる
状況が想定されるので、その際には県と十分な話し合
いをぜひ行っていただきたいということも含めて、自
分の思いを伝えに行ってまいりました。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　そのときには、全面的に国が予算を
含めてやっていただきたいというような要望もされた
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）　そういう具体的な話はほと
んどなかったと思います。ただ、本当にこの首里城と
いうのは県民の心のよりどころであると、私は必ず復
元したいと思いますと。そのことにおいて、国と県で
協力するところを含めてぜひ話し合いをさせていただ
きながら進めていきたいと、その際にはよろしくお願
いしますということを申し上げました。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　知事、その中でいろいろと知事も否
定、削除したりしているんですけど、所有権の議論、
所有権の議論、何で知事しないんですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　今後さまざまな話し合いの
状況が生まれてくれば、それを私は頭から否定するも
のではありません。ただ、初めから所有権の移転云々
で物事を進めるということは、非常に私は事故の原因
究明等々含めて、まず必要なお互いの協議、あるいは
国、県それぞれの取り組みというものをスタートさせ
なければいけないという状況においては、今の段階で
は所有権についての協議をするということは考えにな
いということでございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
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〇當間　盛夫君　知事、もう一つ、我々は一日でも早
く復興・再建、その分でのものを県民も願っているん
です。知事は2022年５月までに再建計画を出すとい
うことなんですけど、これ一日でも早くというのがあ
ると思うんですけど、どうして2022年５月までにと
いう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）　もちろん一日でも早くその
再建に向けた取り組みが始まるということを、私はそ
れについては全く異論ありません。ただ、あのときに
知事としては、いつまでに始めようというお考えで
すかということを報道関係に問われましたので、で
きれば2022年の復帰50周年までにはその再建のスケ
ジュールや計画をまとめられればいいなという私の願
いをお伝えした次第です。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　知事、せんだってこの首里城のこと
含めての２回目の閣議にも出られたというような報道
があるんですが――この中で、報道でですよ。国は建
物をやる、県は文化財をやるんだというような報道が
あるんですが、そういう何か取り決めが閣議の中で
あったんですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　12月２日に開催されました関係閣僚会議におい
て、国から政府として引き続き沖縄県や地元の方々の
御意見を伺いながら、国営公園事業である首里城の復
元に向けて、責任を持って取り組んでいくということ
の発言がございました。ですから、首里城正殿等に関
しては国が復元を行うものというふうに考えておりま
す。
　県としては、多くの県民の皆様の声を集約しなが
ら、国と県の役割分担に関する協議を進め、県として
も復旧・復興に向けて積極的に取り組んでいきたいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　多くの個人の皆さん、そして企業の
皆さんから寄附金、義援金をいただいております。最
近、県の方向性が見えないと。国がやるんであれば、
県にその分の寄附金を出す意味合いというのがどうな
のかというような形をおっしゃる皆さんも結構いらっ
しゃいます。やはりそういった面からすると、我々沖
縄県は今回の首里城再建に向けて、沖縄県としてどう
いうようなことをするんだということを、明確に早急
に示すべきだと思うんですがどうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。

〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　多くの県民の皆様の声を集約しなければならないと
いうふうに考えております。今後、県民会議等、県民
の声を受けとめる組織等を検討していきたいというこ
とでございまして、今後、国との協議をしっかり進め
ながら役割分担等県としての協力のあり方について検
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）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　今回我々県議会としても、指定管理
を美ら島にやったという責任の一端の中で、来年の１
月から６月まで議員報酬の削減をするということにな
りましたが、知事含め三役はどのようになさいます
か。
〇議長（新里米吉君）　総務部長。
〇総務部長（金城弘昌君）　お答えします。
　県としましては、いわゆる復旧・復興に向けてしっ
かり取り組んでいくという中で、どういうことができ
るか等も含めて今後検討していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　今後検討をよろしくお願いいたしま
す。
　では(2)番目、指定管理者の沖縄美ら島財団の責任
と、首里城基金の県の認識をお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　現在、警察及び消防
において火災の発生原因等の究明を行っているところ
でありますが、現場の管理を行っている沖縄美ら島財
団においては、これまで数回開催しました説明会等に
おいて、今回の火災について深くおわびを行っている
ところであります。
　首里城基金につきましては、これまでに漆器、染
織、絵画、書籍等、琉球王朝時代の文化遺産を610
件、1113点を購入または復元しており、先人たちが
残してくれた貴重な遺産を収集し広く紹介すること
は、大きな意義があるものと考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　財団も責任を感じているということ
であれば、その財団の皆さんの――皆さんというか財
団の役員の報酬、そして基本財産の資料提供を求めた
んですが、これは資料提供できるんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　美ら島財団は一般財団法人でありまして、一般社団
法人及び一般財団法人に関する法律に基づきまして、
貸借対照表の公表をしなければならないということに
なっておりますので、同財団においてはホームページ
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により公表しているところでございます。一方、財団
の収支等につきまして、同財団の経営に関する情報で
ありますので公表されておりません。県としても、お
答えすることはできない状況でございます。また、同
財団からはその寄附金等についてのお話がございます
が、役員及び管理職の報酬及び職員の賞与の一部を減
額し、首里城の復旧・復興のために寄附することを検
討しているというような報告も受けております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　財団の貸借表を見ると、正味財産で
約125億ということと現金預金で約21億なんですよ
ね。固定資産、この定期預金、投資有価証券を見ても
32億という数字的なものもあるわけですよ。やはり
財団はこういうような部分でのあり方で責任を感じて
いるということであれば、寄附金云々ということでは
なくて、役員の報酬をどうするのかということは何も
示されていないんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　現在、役員の報酬等
につきましては、どういった対応をするというような
ことの情報は得ておりません。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　謝花副知事、謝花副知事も県の代表
として役員に理事として入られていますよね。どう考
えられますか。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　御指摘のとおり私のほう
も理事として理事会に出席し、同法人の事業計画書と
か支出予算書、そういったものについて審議をすると
いう立場にございます。理事会は毎年３月に開催され
て、今言った事業計画などについて審議がなされるも
のと思います。その中において今回の議員御指摘の役
員報酬について、事務局と言いましょうか財団側のほ
うから理事のほうに、理事会のほうに示されるかどう
か今ちょっと注視しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　今後の指定管理はどういたします
か、部長。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時24分休憩
　　　午後１時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　指定管理者としての責任をということに関連するの
かと思いますが、現在消防及び警察の現場検証が続い

ていると、消防による現場検証が断続的に続いておる
という状況でございまして、火災の要因が明らかでは
ないということもございます。現在、引き続きその指
定管理者としての役割もあるということで考えており
ますので、現時点で指定管理を取り消すというような
ことですとか、そういった取り扱いを検討するという
段階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）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　それでは、(3)番目の沖縄関連文化
財に関する対応と、今後の流出文化財の対応策をお伺
いいたします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　沖縄関連の文化財と
流出している文化財についての御質問ですけれども、
首里城の復旧・復興に向けては焼失した建築物・文化
財の復元のほか、国内外に散逸した文化財の収集等、
さまざまな課題があるものと認識しております。今
後、文化財の復元、収集等を含めて、関係機関とも調
整を行っていきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　教育長にお伺いしますが、在米国沖
縄関連文化財調査報告書というのは平成８年に出され
ております。その後の対応はどうなっているんでしょ
うか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　その後の対応ということで
したが、まず経緯から申し上げますと、県教育委員会
では平成２年度から６年度までの５年間、米国を対象
にしまして沖縄関連文化財の調査を行いました。34
の施設において、1041点の資料を確認をしたところ
であります。今回の首里城火災で、琉球王国関係の美
術工芸品等が多数焼失したと考えられる中で、在外文
化財の存在は大きくなってきていると考えておりま
す。
　県教育委員会としましては、関係者や関係機関と意
見交換をしつつ在外の文化財調査の可能性、または体
制についてちょっと研究してまいりたいと考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　これ、でも、美術館との情報交流だ
とか研究だとかということで――これ平成８年なんで
すよね。その間、そういう流出した文化財を県として
返還してもらったのか。または、買い戻したというよ
うなことがどれくらいあるのかということをちょっと
示してもらえますか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
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〇教育長（平敷昭人君）　教育委員会でそういう買い
戻したということはございません。また、具体的に取
り戻したというよりは、調査を行ったという状況でご
ざいます。特に沖縄戦において、県内の多くの貴重な
文化財が破壊、散逸したほか、一部は国外に持ち出さ
れたものもございます。教育委員会では、在外文化財
調査において国外に所在する文化財を調査いたしまし
たけれども、不法に持ち出されたものというのは確認
をすることはできておりません。流出文化財というの
は、その経緯とか所在が隠蔽、隠匿される傾向にあ
るために把握は極めて困難な状況でありまして、今
ちょっと御質問の趣旨とは違うかもしれませんが、関
係機関等、関係者等と意見交換しながら、情報収集に
努めて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）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　富川副知事、この部分でも琉米歴史
研究会さんのほうが大きな役割を果たしたんですよ
ね。富川副知事として、この琉米歴史研究会というこ
のＮＰＯ法人、どういうふうな認識をお持ちでしょう
か。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　名前は聞いたことがありま
すが、具体的に内容がわからないのでちょっと質問に
答えかねますが、具体的な今の文化財の流出との関係
がちょっと答えにくい状況にあります。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　副知事、だめよ。29年の３月に博
物館にその琉米歴史研究会が寄贈した旧大聖禅寺鐘、
富川副知事も一緒に出たこの分での寄贈があるわけで
すよ。琉米歴史研究会の喜舎場理事長いらっしゃるん
ですけど、物すごくそういう流出した文化財だとか、
この平成８年のそのアメリカ政府がこの沖縄の、この
教育長が示したものも、その琉米さんが動いての話な
んですよ。そして平成10年には、その流出した文化
財をどういうような形でこれから調査して返還を求め
ていくかということを、平成８年にやったわけですか
ら、今回こういう形で教育庁を含めて今文化振興がど
ういうかかわりをするかわからないんですけど、首里
城の文化財の３分の１が焼失したということを考える
と、もう一度流出した文化財の調査をどうするのか
と、返還をどうするのかということを真剣にやるべき
だというふうに思うんですが、どうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　先ほどの件は失礼しまし
た。確かに文化財が返還されて私も立ち会ったことを
今思い出しました。

　ただいま御指摘の流出した琉球関係の文化財につき
ましては、先ほど教育長からもありましたように、こ
れからそういうものをちゃんと調査して、どういう経
緯で流れていったかということも踏まえた上で、検討
していきたいと思います。また、買い戻すほうにつき
ましても、どこの部署がいいのか財源も含めて大事な
ことと思いますので、これから研究していきたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　首里城基金、首里城基金でやるのは
全部美ら島財団に行くわけです。美ら島財団がその分
で収集したものは、美ら島財団の財産になるというこ
とになるわけですから、美ら島財団、今この焼失した
部分での寄附金求めていますよ。首里城基金に寄附し
てくださいということ。そういうことではなくて、や
はり先ほどの指定管理どうするのかという話がありま
したけど、美ら島財団がこれだけの首里城の文化財を
持っているということであれば、首里城の指定管理は
美ら島財団を外せないということになるわけですよ。
文化財は全部美ら島が持っているわけですから。そう
いった面を考えると、この文化財を首里城基金で持っ
ているあり方もどうするのかということも今やらない
といけないです。その返還の部分でＮＰＯ琉米歴史研
究会の皆さんとどう連携をとって、この文化財を取り
戻すか、返還させるかと、調査をするかということが
大事だと思うんですけど、その辺ちょっとお答えくだ
さい。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　先ほど来お答えしていますように、流出の経緯とか
所有権等々もいろいろあると思いますので、そこも含
めた上でまずはリストアップをしてどういうふうな買
い戻し、あるいはそのまま返還してもらう方法等々た
くさん課題があると思いますので、これは議員御指摘
のとおり、この課題について研究してまいりたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　それじゃ次に寄附等の個人、企業
版、ふるさと納税がありますが、県としてのこれから
の対応策をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　寄附制度での企業版ふる
さと納税制度について御説明いたします。
　地方の活性化策として、地方への新たな資金の流れ
をつくるために創設された企業版のふるさと納税。こ
れについては県が事業主体となって寄附を募る場合
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に、県外に本社がある企業からの寄附が税額控除の適
用対象となっております。ただし、当該制度の活用に
当たっては、具体的な事業や予算を記載した計画を策
定し、国の認定を得た後、事業期間内に寄附を受け入
れる必要があります。
　県としましては、首里城の復旧・復興に係る国との
役割分担のもと、寄附受け入れへの企業版ふるさと納
税の活用を関係部局と連携し、取り組んでいきたいと
考えているところでございます。
〇當間　盛夫君　やるやらない、何。
〇企画部長（宮城　力君）　国との役割分担をしっか
りして、役割分担のもと企業版ふるさと納税の活用に
取り組んでいきたいと考えているところです。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　言うように、県外に本社がある皆さ
んが対象なんですよね。県内の事業者に対するそう
いった寄附金のその税の控除ということをどう考えて
いきますか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　今、ふるさと納税制度は
県内に本社がある企業は対象になりません。もし仮
に、県内も適用対象にするという制度が適用されれ
ば、逆に県の基幹的な税目である法人事業税等が一方
で減少するという事態に陥りますので、そのあたりに
ついては慎重に検討する必要があると考えます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　県民一体となって企業も個人も含め
て一体となってやっていく。この企業版のふるさと納
税、次年度５年延長されて、今６割その税の軽減が
あったものを９割にするという形で国は方針を出して
いるわけですね、今度。そういった面の活用も、今度
の首里城の部分で大変大事。ところが、県内の企業も
そういう思いはある。そういった部分に対して、沖縄
県もしっかりと県内の企業が寄附金のその企業の分が
あるときには、県もしっかりと対応するというような
ことをぜひこれはもう提言として、やれということで
はなくて申し上げたいと思いますので、よろしくお願
いをいたします。
　申しわけございません。(5)番はちょっと取り下げ
をしたいと思います。
　(6)番、周辺商店街、テナント事業者への融資以外
の支援策をお伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　県では、那覇商工会議所と調整の上、首里城火災の
影響を受ける小規模事業者等の経営支援を目的とし

て、同会議所内に巡回相談にも対応する特別相談窓口
を設置しております。また、特別相談窓口とは別個
に、県、那覇市、那覇商工会議所、沖縄振興開発金融
公庫など関係機関が連携して、12月９日から３日間
首里公民館において、首里城周辺の事業者等を対象と
する個別相談会を実施しております。なお、那覇商工
会議所においては、首里城周辺の事業者向けに、業況
の影響調査として適宜の間隔でアンケート調査を実施
する予定としていることから、県としましては、アン
ケート結果も踏まえ、より効果的な支援策を検討して
まいりたいというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　融資の支援策、でもお客さんが来な
いから、それで融資を受けてもというような皆さんが
結構いらっしゃるんですよ。それからすると、いろん
な支援策を持つべきだと思うんですけど、今融資以外
のことしか僕は聞いていなかったんで、そのほか何か
ありましたか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　まずはその現状及び今後の経営上の課題の把握が重
要と考えておって、金融支援とか相談会ということで
申し上げたんですけども、それに加えて新商品開発、
新サービスの提供など中小企業の新たな取り組みを支
援する中小企業経営革新支援事業による補助事業の活
用、さらに事業者及び商工会との連携体が実施する地
域支援の活用や、地域課題の解決型のビジネスを支援
する地域ビジネス育成強化事業、さらには商店街、通
り会等の活性化等に向けた取り組みを支援する商店街
等活性化支援事業などの支援事業も活用しまして、売
り上げ減少等により業績悪化が懸念される首里城周辺
事業者の事業活動を支援してまいりたいというふうに
考えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　土建部長、県所有のものは、その分
での開放が始まってきている。ところが、城壁の中で
国が管理しているものはまだ開放がないというんです
けど、この木曳門の開放はいつごろになるんですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県営区域につきましては、一部を除いて規制が解除
されております。また、歴史・文化等の説明会等の展
示につきましても、今、自主事業として再開している
ところでございます。国営区域のほうの城壁の中につ
いてはまだこれからインフラの復旧ですとか、さまざ
まな安全確保のための状況、動線の整理が必要でござ
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いますが、国営区域の中の無料区域、木曳門ですと
か、西のアザナなどを含む部分につきましては、今現
在関係機関と連携して情報共有し、開園に向けて検討
を行っているところでございまして、なるべく早く供
用できるように取り組んでいきたいというふうに考え
ているところでございます。
〇當間　盛夫君　だから、いつ。早くじゃなくて、早
くというのはあしたなのか、年内なのか。
〇土木建築部長（上原国定君）　国営区域の部分でご
ざいますので、県のほうから発表するということがな
かなかできないところでございますが……
〇當間　盛夫君　年内。
〇土木建築部長（上原国定君）　国営区域でございま
すのでお答え……。
〇當間　盛夫君　大事なことだよ。
〇土木建築部長（上原国定君）　することが困難であ
りますけれども、早急に開園されるというふうに、開
園されることを検討しているというふうには聞いてお
ります。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　観光客の数は――韓国は別にして、
観光客の数は減っていない。しかし、首里城にそのツ
アーを含めてそのことがほかに行っているという現状
がその周辺のテナント事業者に対しての影響も出てい
るということですので、やっぱりその辺は早目にやっ
て、首里城のその正殿の分は別にしても首里城の開放
を、木曳門を含めた開場を早急に、できたらあしたに
でもという形をぜひ願いますのでよろしくお願いいた
します。
　それでは次、警察行政についてでありますが、まず
(1)で、観光客増加での遺失・拾得物取り扱いの現状
と課題について、本部長よろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　観光客の増加や大型商業施設の開業等に伴いまし
て、拾得物の取り扱い件数は年々増加しております。
平成30年度で申し上げますと、10年前と比較して約
2.2倍の16万8000件となっております。本年も、10
月末現在で対前年同月比１万4000件余りの増加とい
うふうになっております。
　これから那覇空港の第２滑走路も供用開始されます
ので、この増加ペースというのは変わらないだろうと
いうふうに思っております中で、課題といたしまして
は、こういった拾得物の業務に関しては一般職員が対
応させていただいているんですけれども、非常に体制
的に不足をしているという状況がありまして、時間外

勤務ですとかあるいは休日出勤というようなことを行
うなど、大変厳しい状況にあるということがございま
す。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　皆さんからいただいた資料で、豊見
城署で16.7倍の増加ということであるんですが、那
覇空港の割合が大きいと思うんですけど、この豊見城
署の拾得物、遺失物の空港の割合というのは、皆さん
わかりますか。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　おおむね90％。豊見城
署の扱いの約90％が空港関連でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　空港関係でちょっとこれからまた質
問させてもらう。(2)番目の特例施設占有者制度の活
用状況と課題についてお答えください。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　特例施設占有者制度と申しますのは、遺失物法に定
められた制度であります。一定の公共交通機関であり
ますとか、落とし物が多い施設で公安委員会から指定
を受けた事業者が、２週間以内に拾得物件に関する事
項を警察署長に届けたときは、その拾得物をみずから
保管管理それから返還、処分等することができるとい
う制度であります。
　県内では、この制度を活用していただいているのは
沖縄都市モノレール株式会社１社でありますが、全国
的に見ますと106施設ございまして、空港ビルでいい
ますと鹿児島空港が同制度を活用しているというふう
に聞いております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　県警として、この那覇空港――ター
ミナルビルさんになると思うんですけど、要請状況、
どういう形で皆さん要請されているんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　私どもとしては、やはり那覇空港ビルディングが非
常に扱いが多いということで、これまで何回もこの制
度の活用についてお願いをしております。この制度を
活用していただきますと、観光客の皆さんが、返還し
てもらうために空港ではなくて豊見城署までわざわざ
足を運んで、また空港まで戻るとか、あるいは観光
ルートに戻るというそういう非常に手間のかかること
をしなくてよくなりますので、非常に観光客の利便性
に資する面がありますし、ひいては、沖縄の観光立県
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としてのイメージ向上にもつながるんじゃないかとい
うことで、活用していただけないかということをお願
いしております。
　他方で、これを活用していただきますと、保管ス
ペースを確保していただくとか、返還、処分とかそう
いった事務負担、そういったものがふえるということ
もこれはまた事実でありまして、その辺のところでま
だお受けいただいてないんですが、先般も私自身が那
覇空港ビルディングの社長のほうとお話をして、本件
についてお話をさせていただいたところであります。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　企画の交通政策が那覇空港の管轄で
あるというふうに思いますが、この空港ビルディング
はこの特例占有施設についてどのようにお話しされて
いますか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　先ほど答弁がありました
県警からの要請で、これまで遺失物の保管１日間だっ
たんですけれども、今月の１日からビル内での保管期
間を３日間に延長し、警察への引き渡し件数の減少に
協力しているとのことであります。那覇空港ビルディ
ング株式会社によりますと、特例施設占有者制度を活
用するには保管スペースや対応人員をふやす必要があ
るため、当面の導入は困難とのことであります。
　県としても、引き続き那覇空港ビルディング株式会
社に対し、拾得物の適切な管理方法について協議して
いきたいと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　じゃこれも引き続き関連して、(3)
番目の那覇空港警備派出所の賃貸借状況と他府県との
比較について、本部長、お聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　那覇空港の中の警察施設の賃借状況につきましては
３施設ございます。国内線の警備派出所と国際線の警
備派出所と保安検査用の詰め所、この３つがありまし
て、合計270平米ぐらいの施設をお借りしております
が、この料金が年額で2247万円――税込みなんです
けれども――というふうになっております。それから
駐車スペースについては、２台分は無償で提供を受け
ておりますが、それ以外に３台分、年間約40万円程
度お支払いをしてお借りしているということになって
おります。
　他府県との比較なんですが、国内線の警備派出所の
賃借料について申しますと、平米単価で比較した場

合、福岡空港の約1.3倍、宮崎空港の約1.6倍の割高と
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）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　いじわるな質問をするんですけど、
那覇空港ビルディングの当期の純利益を教えてくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時50分休憩
　　　午後１時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇當間　盛夫君　持ってないならいいんですけど、
28億なんですよね。28億、当期純利益が。知事、空
港の安全・安心を守る警察の交番、派出所が、知事、
我々税金の2200万余りがこの那覇空港ビルディング
にこれ、家賃として支払いしないといけないわけです
よ。派出所は何か収益事業でも上がるんですか。それ
がないのに、2000万余りも空港ビルディングは派出
所のその家賃として取る。28億も利益を上げる。知
事、この辺の兼ね合いをどう考えますか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　那覇空港ビルディング株
式会社は、空港法の規定により国土交通大臣から空港
機能施設事業者の指定を受けておりますけれども、空
港ビルについてはみずから建設し、また大阪航空局に
対して国有地の使用料も支払っているところでござい
ます。このため、受益者となる入居者には公平公正に
必要な賃料を負担してもらう必要があると考えており
ますけれども、警察の派出所については民間事業者に
比べて３割程度安く賃料を設定しているとのことで、
負担軽減に御協力いただいているものと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　先ほど豊見城署の拾得物の９割は那
覇空港というお話。特例施設はじゃサービスの一環と
して、那覇空港でその特例施設占有者制度、特例の施
設をやるべきだというようなお話をしたら、保管ス
ペースがない、人員がいない。保管スペースがないっ
て言って連結したターミナルに空港ビルディングは
移っている。真新しい事務所になっている。受付だけ
で派出所の大きさぐらいある、ビルディングの受付だ
けで。それを考えても、じゃあいたスペース、空きス
ペースがあるはずなんだよ、空港ビルディングにも。
その辺を全く考えていないとしか思わないわけです。
観光客はこれだけ来て、３月には第２滑走路ができ
る。いろんな意味でもっと観光客の利便性をやらない
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といけないと言いながら、ずっとそういったものは県
警に任せる。本当にその体質でビルディングはいいん
でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　那覇空港ビルディング株
式会社については先ほども申し上げたとおり、必要な
スペースがない、あるいは人員確保が難しいというこ
とですけれども、これらについては引き続き適切な管
理方法について協議していくこととなりますが、いず
れにしてもその特例施設占有者制度を受け入れるかど
うか、あるいは賃料をどの水準までにするかというの
は、那覇空港ビルディングのまさしく経営判断による
ところになると思いますので、そのあたりを踏まえな
がら協議していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　じゃ次に移りますけれども、本部
長、済みません、(4)番は取り下げをいたします。
　(5)番の県警一般職員の定数の現状と課題をちょっ
とお答えください。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　一般職員の定員につき
ましては、現在301人というふうになっております。
　これは過去の経緯を見ますと、増員については昭和
59年度に増員されたのを最後に現在まで増員がござ
いません。
　むしろ、平成19年度から平成22年度までは４人削
減されて、その間若干の出入りはあるんですけれど
も、現在は301人というふうになっております。
　課題につきましては、先ほど申し上げましたとお
り、非常に一般職員の業務負担が重くなっておりまし
て、豊見城警察署の拾得物もふえているんですけれど
も、県全体としてほかの警察署も拾得物がふえており
ます。
　それから、通訳業務でありますとか、いろいろと証
拠品の管理でありますとかの業務もございますので、
大変人手不足で、その結果休日出勤だとか時間外勤務
がふえて、大変負担が重くなっているというのが課題
であります。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　時間外勤務、休日だとか時間外の増
加、そしてまた交番勤務の皆さん、駐在の皆さんがこ
の遺失物のシステムの入力作業――本来、交番だとか
派出所にいるその皆さんというのは、ほかの市民の安
全を守るための業務があるはずなんですよ。ところ
が、この入力作業をしているということ。これ、どれ
ぐらいの割合でやっているんですか。

〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　全体の勤務時間の中で、何割ぐらいその業務をやっ
ているかということを定量的に申し上げるのはなかな
か難しいんですが、拾得物を受け取りますと、受け
取った拾得物をシステムに登録をし、その登録もかな
り正確にいろいろやらないといけないところがありま
すのと、登録した後、落とし物をされた方からの問い
合わせへの対応、それから拾得物の返還、それ以外に
受取人があらわれない場合に処分をするというような
業務がありまして、かなりの時間を割かれているとい
う状況にございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　知事、本部長からも知事に直接この
一般職員の増員の要請はあったというふうにも思いま
すが、これからこの警察一般職員の定数のものを知事
としてどのように対応していきますか。知事と言って
いるのに。
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。
　警察職員の一般職の増員につきましては、29年度
に一度あってそのときにいろいろ課題等整理ができな
くて、増員といいますかそこの議論まで至らなかった
んですが、先月実は県警本部のほうから、いわゆる拾
得物の増加等に伴う業務量の増加等ということで、一
般職の増員の要求があったところでございます。知事
部局においては、各任命権者のいわゆる定員の管理に
ついてもしっかり総合調整権でやっているところでご
ざいます。当然のことながら、増員する一人一人の業
務量、必要性、それと配置する所属の現体制への課
題、そういったことを精査する必要があるということ
で、現在県警本部と調整をさせていただいているとこ
ろでございます。当然のことながら、知事部局は毎年
度総務部、各部局において業務の見直し、それとＩＴ
活用による業務の効率化、民間委託等で可能な限り基
本的には削減に取り組んで、それで増員の場合にはス
クラップ・アンド・ビルドというのが基本的なスタン
スでございます。そういった状況をしっかり県警本部
のほうでも検討していただいて、その増員に対する必
要性等をしっかり吟味した上で対応していきたいと
思っています。
〇當間　盛夫君　知事、これ知事に聞いている。知事
は本部長から直接受けているはずでしょうから。知事
はどうされますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　人員の増減については、総
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務部のほうにその検討をさせております。せんだって
は、県警本部から26人の増員の要請を受けましたが、
そのことについてはどのように図られていくのか、先
ほど答弁があったように、スクラップ・アンド・ビル
ドあるいは適正な人員配置等々を含めて今検討を重ね
ている段階でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　体制のいろんな形で――本部長から
もあったんですが、スクラップ・アンド・ビルドでそ
の分でのものは、もういっぱいいっぱいの状態が今職
員にあるわけですよ。皆さん、働き方改革と言いなが
ら県警は別なんだと。警察だとか消防というのは団結
権とかそういったものがないから、別にどうでもいい
というようなことにはならないと思うわけですよ、そ
の辺は。県民のその安全・安心を守る警察の増員は国
がしっかりとやっているわけですよ、このことは。と
ころが、その一般職の県がやるべきことは全くやら
ない。305名でも少ないと言っているのに、21年か
らまた４名も減らして301名にするというようなこと
は、僕は決してあってはいけないと思うんですよね。
そういうことがあるのに、全くその特例施設のことも
やらない。モノレール１社しかやらない。そういった
ことで沖縄の観光のあり方ということ。皆さんが、沖
縄はリーディング産業に観光をやっていますというこ
とを自信を持って本当に言えるのかというようなこと
が僕はあると思うんですよね。しかるにその特例施設
に関しても、その県警の一般職員に対しても、皆さ
ん、次年度令和２年にはこういう形になりましたとい
うことを我々にしっかりと示せるように、また対応を
よろしくお願いをしたいと思います。
　じゃ次に、離島振興に関してでありますが、時間的
にないんですが、離島での処理できない廃棄物の処
理・回収ルートの構築についての対応をお伺いいたし
ます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　県では平成29年度から離
島廃棄物適正処理促進事業を実施しており、効率的な
処理によるコスト削減、適正処理の促進に必要な方策
を検討しているところであります。今年度の検討の結
果、離島で処理困難となっている廃棄物を対象に、島
内処理に向けた小型焼却炉の設置や分別による処理費
用の削減を目的として、次年度３町村でモデル事業を
実施する計画をしております。引き続き離島市町村と
連携を図りながら、廃棄物の適正処理推進に取り組ん
でまいります。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。

〇當間　盛夫君　ありがとうございます。
　次に、我々離島県、海に囲まれた沖縄県であります
ので、その海岸漂着物の現状と県の処理対策をお聞か
せください。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　県が、平成29年度から平
成30年度にかけて行った現存量調査では、県全体で
6871立方メートルの海岸漂着ごみが確認されており
ます。その内訳としましては沖縄島で949立方メート
ル、沖縄島周辺離島で1401立方メートル、宮古地域
で1052立方メートル、八重山地域で3464立方メート
ルの海岸漂着ごみが確認され、特に八重山地域では県
全体の約半分を占めております。そのため、県では、
国の補助制度を活用し、海岸管理者による海岸漂着ご
みの回収・処理を実施するほか、市町村が実施する回
収・処理の事業についても事業費の９割を補助してお
ります。引き続き、回収・処理体制の強化を図るとと
もに、海岸漂着ごみに関する影響調査や発生を減らす
ための普及啓発等の取り組みを推進してまいります。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　今、漂着ごみの回収の量とかの答弁
をしていただいたんですが、実際に今どれだけ――こ
れだけ6000だとかいう話をするんですけど、どれだ
けまだあって、これからどういう形で進めていこうと
しているのかをちょっとお答えできますか。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　ちょっと細かいデータは
今手元にないんですが、先ほど言った6000余りは、
その時点でどれぐらいあるかという量です。毎年、年
によって変動はありますが、多くの漂着ごみが海外、
国内、沖縄島を含めて海岸に寄せられている状況があ
りますので、これについては今現在世界的にも問題に
なっておりまして、国も国同士で対策を今強化してい
るところです。
　県としましては、毎年このように流れてくるものに
対しては、引き続き継続して市町村と連携しながら、
継続した回収・処理をやっていく必要があると思って
おりますので、国庫の要請とかそういうものに一生懸
命取り組んでいきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　この国の地域環境保全対策費の補助
で環境省全体として、来年約41億予算組みをしよう
ということがあるんですけど、我々県がその分でとっ
ている実績というのは、今年度で約１億5000万なん
ですよね。少なくないですか。
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〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　各県によって状況は違う
と思うんですが、沖縄の場合は、仮にペットボトルで
すと中国産が多いとかそういう状況があります。他県
では韓国産が多いとかその県によって違うと思うん
ですが、今議員おっしゃったように昨年ですと１億
5000万弱の予算をいただいておりますが、我々とし
てはやはり市町村の要望を毎年お聞きしまして、必要
な額を積み上げた中で国に対して要求しておりますの
で、その確保について引き続き尽力していきたいと考
えております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　我々県のほうは、デニー知事の公約
である辺野古の分へ重点的に職員が配分されているん
ですけど、まさに沖縄の観光を担うそういう海岸の漂
着ごみというのは、予算的にも、県の環境部の環境整
備課のその人員的なものもしっかり確保しないと、
我々沖縄県は何を目指しているのかというふうな言わ
れ方をするというふうに思っておりますので、ぜひそ
の辺はまた頑張ってください。
　最後になりますけど、周辺離島の土木・建築・農林
の公共事業の発注状況と落札をお聞かせください。
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。
　平成30年度土木建築部における那覇周辺離島の工
事の発注状況については、土木工事が契約件数23件、
金額約９億7000万円、平均落札率は94.2％であり、
建築工事が４件、約２億4000万円、平均落札率は
98％となっております。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　農林は。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　お答えします。
　平成30年度の農林水産部における那覇周辺離島の
工事発注状況については、契約件数22件、金額約18
億4700万円、平均落札率96.3％となっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　當間盛夫君。
〇當間　盛夫君　何か私たちが認識している落札だと
かそういったものと違うんですけど、知事、次期振興
計画はその離島振興をなくして沖縄の振興はないとい
うことを常々言われております。この公共工事を含め
て、やはりそういった分で離島のあり方、沖縄県の中
心として、もっと次期振興計画に練り込んでもらいた
いなというふうにも思っております。
　ありがとうございました。

〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　こんにちは。
　よろしくお願いいたします。
　まず、知事の政治姿勢からお聞かせください。
　ひやみかせ首里城再建についてですけど、連日世界
中に激励や支援の輪が広がっております。この小さな
島、琉球から小さな船で世界へ飛び出していった先人
たちのその勇気やその歴史を本当に改めて私は今誇り
に思っているところです。だからこそ復興には人々の
その思いや、そしてその魂のこもった首里城に再建し
ていかなければならない、そういう思いで皆さん頑
張っていただきたいと思いますし、私たちも頑張って
いきたいと思っています。
　それでその知事の政治姿勢についてお尋ねいたしま
す。
　先ほども少しありましたけれども、知事が出席をい
たしました首里城再建閣僚会議、沖縄県の閣僚会議参
加の背景とその会議の内容についてお聞かせくださ
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。
　12月２日に開催されました首里城復元のための関
係閣僚会議におきまして、県の取り組み状況等を報告
するために、玉城知事が出席をいたしております。会
議におきまして、国が設置する技術検討委員会に協力
委員として、県からも参加することになり、国及び県
が緊密に連携を図りながら、首里城の復旧・復興に向
けて取り組んでいくことが確認できたと考えておりま
す。
　県としては、今後、国等関係機関との役割分担や協
力のあり方など、県民の皆様の声をしっかりと受けと
め、一日も早い復旧・復興に向けて、全力で取り組ん
でいきたいと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　この会議は定例化していくんで
しょうか、今後。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時11分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　必要に応じて適宜、
開催されるものだというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　沖縄県が復興戦略チームというも
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のをつくっております。それから国にはワーキンググ
ループというものが位置づけられていると思います
が、その役割、そして連携についてお尋ねいたしま
す。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
〇政策調整監（島袋芳敬君）　お答えします。
　ワーキンググループというのは、沖縄県庁内に設置
されているグループでございます。
　ちょっとお答えします。
　去る11月25日の関係閣僚会議の幹事会におきまし
て、国からは国営事業として首里城復興に向けて政府
として責務を持って取り組んでいくという発言ととも
に、その際、沖縄県の声を聞いて進めるというふうな
ことがございました。
　12月２日については、これは関係閣僚会議でござ
います。知事が出席されておりますが、その中で国と
県が連携してその事業を進めるということが確認され
ました。私ども県庁内にできております首里城復興戦
略チームにつきましては、県庁内のワーキンググルー
プとともに力を合わせて部局横断的に取り組むという
ことで戦略チームをつくっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　これから県民の意思を結集をする
というようなお話もありました。そのために県民会議
をつくるんだと。その県民の意思を本当に結集してい
く、そしてそれをどういうふうな形で国の戦略的な部
分と連携していくのか、その部分はどこが担っていく
のか。その辺の枠組みがまだちょっと見えていないん
ですけど、その枠組みについてこれからの方向性を少
しお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
〇政策調整監（島袋芳敬君）　枠組みにつきまして
は、首里城復元につきましては、国営公園事業として
国が取り組むということについては、国のほうから示
されております。
　今、県のほうで取り組むことについては、これまで
沖縄県に寄せられている県民の声として、やはり国と
県と一緒になって最善を尽くしてほしいということ
と、それから取り組みについては官民一体となって取
り組んでほしいと。それからその際、建物だけの復元
ではなくて今多くの県民それから海外含めて国民から
も寄せられている大きな期待の声があります。それに
対して沖縄県として基本方針を策定して、国のほうと
調整をしながら進めていくというふうな手続になろう
かと思っています。そのための一つの例として、県民

会議も必要だろうということで思っています。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　さまざまな課題がありますので、
それを集約していくためにはやはりこの県民会議の設
立を急がなければならないのかなというふうに思いま
すが、そのめどについてはどうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
〇政策調整監（島袋芳敬君）　県民会議につきまして
は、前回も民間主導ということでお答えしています。
これにつきましては、水面下で早急に進める方向で今
調整をしているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　できればいつごろまでにというふ
うに答えていただければいいんですけど、まだ決まっ
ていなければよろしいです。
　とにかくもう県民がまた県内外から、そして世界か
らこの件については大変注目しておりますので、どう
ぞ皆さん、私たちもそうですけど一緒になってすばら
しい首里城復元に向けて頑張っていただきたいと思い
ます。
　それでは続きまして、戦後75年・平和事業につい
て伺います。
　ア、６月23日慰霊の日に向けまして、国連事務総
長・事務次長を招聘することへの知事の見解を伺いま
す。
　この件につきましては、代表質問で共産党さんから
もございました。せんだって訪米をした際に、中満国
連事務次長のほうからはぜひとも沖縄のほうに行きた
いという強い思いもございましたので、ぜひ早急に取
り組んでいただきたいなということも含めてよろしく
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）　毎年、慰霊
の日に実施しております沖縄全戦没者追悼式は、戦没
者のみたまを慰めるとともに、世界の恒久平和を願う
沖縄の心を発信しまして、沖縄戦の歴史的教訓を正し
く伝え、平和のとうとさを継承することを目的として
おります。
　県としましては、来年度は戦後75年の節目の年に
当たりますので、国際平和及び安全を維持することを
目的としております国際連合の代表に参列いただくこ
とは、大変有意義なことと考えております。その実現
可能性について、関係機関と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）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　ぜひ実現できるようお願いをいた
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したいと思います。
　同じく慰霊の日にですけど、南洋諸島、知事もせん
だって参拝をしておりますけど、その地域――例えば
サイパン、テニアン、フィリピン、そういうところで
はそこの国の皆さんたちが本当に沖縄県の慰霊の碑を
守り、そしてその慰霊祭をしっかりと行いながら沖縄
の心に寄り添いながら私たち沖縄県と一緒になってそ
のみたまを慰めている。このことを75年の節目にそ
の慰霊の日に招聘するということも、また一つの事業
の中ではないかということがありますので、ぜひその
件について計画をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　太平洋戦争
中に、戦前に南洋諸島それからフィリピンに移民とし
て移り住んだ県人が戦争に巻き込まれて、多くのとう
とい命が失われております。県では、そのみたまを慰
めるために、サイパン島及びフィリピンに慰霊塔を建
立しまして、その清掃管理を、マリアナ政府観光局や
フィリピン日系人会にお願いしているところでござい
ます。長年にわたり、御遺族や現地関係者の皆様の御
努力により、慰霊祭が開催されてまいりました。
　来年が戦後75年の節目の年に当たりますので、沖
縄全戦没者追悼式に関係者を招聘するということにつ
きましては、その実現可能性を検討してまいりたいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　同じく、そのサイパン、テニア
ン、そしてフィリピンの皆さんたち、帰還者会の皆さ
んたちが御存命です。この皆さんたちがいてこそ、そ
こでの慰霊祭がきちんと毎年行われていたというこ
と。それも自分たちの力だけでやっております。そう
いう意味ではその皆さんたち、しっかりと平和のとう
とさをずっと発信してきたこの方々に対して、75年
の節目に向けて何らかのたたえる事業が行えないのか
その辺少しお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　議員御質問
のとおり、南洋諸島それからフィリピンでの慰霊祭に
ついては、御遺族や現地関係者の御努力によって長年
開催されてきておりまして、心から敬意を表するもの
でございます。
　県としましては、長年海外慰霊祭開催等に御尽力さ
れた方々に対し、謝意をあらわすことが重要であると
いうふうに考えておりまして、今後その方法について
検討してまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。

〇山内　末子さん　ぜひ、形にあらわしていただきた
いと思います。よろしくお願いいたします。
　それからエは、沖縄県を平和の緩衝地帯と位置づけ
るその作業を玉城デニー知事が前回もその思いを込め
ておっしゃっておりましたけど、その作業は進んでい
るのかどうか伺います。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　県としましては、沖縄のソフトパワーを生かした国
際交流や国際貢献を通じて、国際機関が集積し国際協
調の場として機能しているジュネーブのような平和の
緩衝地帯の形成を目指すこととしております。今後、
万国津梁会議における議論や提言も踏まえ、アジア・
太平洋諸国等との信頼関係の醸成の場として、文化、
経済、環境など多様な安全保障を創造していく場とし
て、地域特性を発揮してまいりたいと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　具体的に何か事業を考えておりま
すでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　今、個別具体の事業と
いいますよりは津梁会議でアジア地域の安全保障も踏
まえた議論を――米軍基地関係をお願いしているとこ
ろでございます。そういったところも踏まえて、今後
具体化できる事業があれば取り組んでいきたいという
ふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　これもしっかり万国津梁会議の中
の部門のほうでぜひ議論をしていただきたいと思いま
す。
　続きまして、沖縄県ＬＧＢＴ宣言。これも知事の公
約として大きく取り上げてきましたので、具体的な事
業について進捗状況をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　県では、差
別のない社会の実現に向けまして人権問題に関する正
しい認識を広めるために、性的指向を理由とする偏見
や差別をなくすこと、それから性自認を理由とする偏
見や差別をなくすことなどを含む17項目の人権問題
につきまして、啓発活動に取り組んでいるところでご
ざいます。今年度は、誰もが生きやすい社会を目指し
たピンクドット沖縄2019の後援を行ったほか、人権
啓発講演会の実施を予定しております。次年度実施を
予定しております男女共同参画社会に関する調査の中
で、ＬＧＢＴ等の性的マイノリティーについての項目
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を追加しまして、県民意識の把握に努め、全ての県民
の尊厳を等しく守り、互いに尊重し合う共生の社会づ
くりを推進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）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　沖縄県はこの件につきましてはや
はり少しまだ弱い部分があります。ちゃんとそういっ
た宣言という形を知事の公約として出しておりますの
で、具体的な作業を――例えば条例を制定するんであ
れば、いつまでに条例を制定するとかそういった計画
をしっかり持ってその具体的な宣言に向けての事業を
していただきたいと思いますけど、その件につきまし
て知事、どうでしょうか。知事の公約でもありますの
で、その辺のところはしっかりとやるべきです。
　よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私の公約は、基本的に自立
と共生と多様性をテーマにして、そして包摂性、お互
いが包み込んでいくという広い心とそしてそれを受け
とめる寛容性、穏やかで深い心がこの社会づくりに
とって最も大切だと思っています。その中にあっては
男女共同参画はあくまでもベースにして、その上の人
権啓発は非常に重要だと思っております。これはもう
国際基準で考えて、そのような誰もが生きやすい社会
をつくっていくという本当に根本的な人権尊重の考え
方に立ったＬＧＢＴ宣言、あるいはそれにつながるよ
うな条例やあるいはそのほかのさまざまな方針などに
ついても、万国津梁会議でもそのようなことをテーマ
にして話し合っていただくのも一つの方向性が見えて
くる方法になるというふうに検討しております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　そういうふうにしっかりとした作
業を進めていくこと。今ありましたので、万国津梁会
議について進めていきたいと思っておりますが、今の
３部門の進捗状況についてお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　米軍基地問題に関する
万国津梁会議の進捗状況についてお答えします。
　米軍基地問題に関する万国津梁会議におきまして
は、沖縄の置かれている厳しい状況や国際情勢の変化
を踏まえた上で、在日米軍の駐留のあり方、在沖米軍
の駐留の必要性等を再点検する中で、在沖米軍基地の
整理縮小に向けた議論をお願いしております。会議
は、これまで２度開催しており、日本を取り巻く安全
保障環境の変化や、アメリカの戦略の変化、海兵隊の
運用の見直しなどについてさまざまな意見が出されて

おります。なお、第３回会議につきましては、12月
18日に開催を予定しております。今後、同会議から
出される提言や意見については、知事・副知事による
調整を経た上で、県の政策や取り組みに反映させてま
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）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　ＳＤＧｓに関する万国津
梁会議については、沖縄らしいＳＤＧｓをテーマとし
て、幅広い視点から議論をいただくこととしておりま
す。８月６日に開催した第１回会議では、気候変動対
策、平和、海洋、健康、パートナーシップ、普及啓発
など、さまざまな視点から活発な議論が行われまし
た。また、ステークホルダーや県民の意見収集を目的
とした円卓会議の提案があり、９月28日にＳＤＧｓ
普及推進のための県民円卓会議を開催したところで
す。第２回の万国津梁会議については、年内の開催を
予定しており、沖縄らしいＳＤＧｓについて議論を深
めることとしております。
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）　児童虐待に
関する万国津梁会議につきましては、７月と10月に
開催し、専門的な視点から幅広く議論を行っていただ
き、その主な意見が取りまとめられました。11月８
日には、委員長から児童虐待に関する万国津梁会議の
意見として、知事に手交されたところです。これらの
意見については、現在制定を検討しております条例や
施策に反映させるなど、本県の児童福祉に関する取り
組みの大きな方向性を示すものとして活用したいと考
えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　代表質問や一般質問等で、自民党
の皆さんたち、野党の皆さんたちからこの運営や委員
の選定のあり方そして予算の使い方、その点について
いろいろ意見がございました。副知事のほうからは、
とてもこの会議自体がやはり特殊なものであるという
ことで、これまでの事業との違いが相当あるように感
じております。そういった意味で新しいこの事業のあ
り方で、私はそういった意見が出てきたのは少し急ぎ
過ぎたのかなと。もう少し丁寧さがあってしかりだっ
たかなというふうに思いますけれども、その辺のもっ
と詰めた形での運営、あるいは少し県の議論が足りな
かったんじゃないかというふうに思いますが、その件
についてどなたかお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
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　　　午後２時29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）　虐待に関す
る万国津梁会議につきましては、２回で取りまとめて
いるというところもございまして、議員の今の御質問
かと思いますけれども、これに関しましては虐待に関
する条例を制定するということで県も進めておりまし
て、そのような状況も委員に対してはお話ししたとこ
ろでございまして、委員の皆様からそういう方向も含
めて２回で結論を出していただいたというところでご
ざいます。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　この会議自体は本当にいろんなと
ころに多岐多様なことをしっかりと理念を捉えなが
ら、この県の政策に入れていくということですので、
難しい部分がとてもあると思うんですよね。そういう
意味でつくるのが目的ではありませんので、結果を
しっかりと出していく。これからこの最後の結果、結
論に向けて本当にもう尽力していただきたいと思いま
すが、その結果がこの会議の皆さんの評価につながっ
ていくということで、ぜひこれは職員の皆さんたちも
大変厳しいことを言われたりもして、私大変苦しいと
思っております。そういう意味ではぜひ皆さん一緒に
なって、この会議の結論をしっかりとしたものにつな
げていただきたいと思います。その件については知
事、ぜひお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　万国津梁会議を設置した意
義そのものについては、さまざまなその県の政策に対
してより広範な方々からの意見をボトムアップ型で吸
い上げていきたいということがまずその第一の目的で
す。ですから、５つの分野における中で今現在は３つ
の分野ですが、私はできればその一つ一つが丁寧に県
の施策に反映されていくということが一番大事だと
思っています。そのために職員の皆さんも一生懸命取
り組んでいて、私はそれは信頼を持ってお任せしてい
るところでありますから、その意見を丁寧に丁寧に県
民に還元していくための施策に邁進していきたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　丁寧な作業をぜひよろしくお願い
します。（発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
〇山内　末子さん　それでは、経済振興について伺い
ます。

　富川副知事が欧州経済の視察を行っておりますが、
この成果と県経済にどのように連携していくのかその
展望についてお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　富川副知事。
〇副知事（富川盛武君）　お答えいたします。
　県では、新たな沖縄振興計画において、中長期的な
重要課題となる事項を調査検討しており、その一環と
しまして、先月オーバーツーリズム対策の先進地であ
るイタリアのサルデーニャや、欧州の最先端物流拠点
であるオランダのロッテルダム港などの調査を行いま
した。オーバーツーリズムを内包した実務的観光指標
ＳＴＩ、サステーナブル・ツーリズム・インディケー
ターといいますが、その権威であられるカリアリ大学
のモディカ教授と意見交換したことは大変意義深いも
のだったと考えております。また港湾の低炭素型の管
理運営や物流のＩＴ化等について、州政府、市、港湾
局、物流企業等と意見交換を行ってまいりました。今
回の先進地調査を踏まえ、新沖縄発展戦略を拡充し、
現在、作業中の総点検の結果とあわせて、次年度に新
たな振興計画の骨子案を取りまとめ、市町村や経済団
体等から広く御意見を伺い、新たな振興計画に盛り込
んでいきたいと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　今沖縄の経済はアジアということ
ではあるんですけど、やっぱりこれを世界に広げてい
くというそういう意味ではこの副知事の視察について
も次年度大変期待をしておりますので、頑張っていた
だきたいと思います。
　続きまして、韓国の観光客がやっぱり減少しており
ます。その減少や、例えば首里城火災による観光への
影響、関連企業の衰退等、本県の経済に対して今後ど
のような見通しになっていくのか、どのように捉えて
いるのかお聞かせください。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　日韓情勢の影響等によりまして、本年４月から10
月までの韓国からの観光客数は、対前年度同期比
30.6％減の21万2300人となっております。また、11
月末時点の韓国路線数は、昨年の３都市・週82便に
対し、本年は１都市・週23便となっており、厳しい
状況が続いているところでございます。一方、首里城
火災による観光への影響につきましては、現時点では
観光客数の減少には至っておりませんが、代替施設へ
の振り分けでございますとか周辺地域の周遊促進等が
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課題になっているというふうに認識をしているところ
でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　県経済の見通しの観点か
ら答弁いたします。
　今、文化観光スポーツ部長が答弁したとおり、韓国
からの観光客数が減少しております。また、首里城火
災については､ 那覇商工会議所の調査等により、周辺
で売り上げが大きく減少した事業所があると聞いてお
ります。これらが県経済に与える影響については、今
後公表される各種統計データを踏まえ分析することに
なりますが、現在の状況が長期化すれば、少なからず
県経済への影響が懸念されるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　韓国だけではなく、観光だけでは
なく、やっぱり沖縄の経済、大変好調と言われてはお
りますけれども、ざる経済だとも言われていますよ
ね。お金入っては来るけれども、外に出てしまう。そ
の辺の部分もやっぱりそこはしっかりとこの沖縄県が
力の強い、足腰の強い経済ということをぜひ考えてい
ただきたいなというふうに思っております。この件に
ついては以上です。
　続きまして、本県の市場のキャッシュレス化。その
現状と課題を伺います。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　経済産業省の商業統計調査をもとにキャッシュ
レス比率を算出いたしますと、平成26年の県内の
キャッシュレス比率は14.1％となっており、全国平
均16.1％と比べると、2.0ポイント低くなっておりま
す。令和元年10月１日の消費税率引き上げに伴い、
国では事前に登録した事業者を対象に、キャッシュレ
ス決済へのポイント還元等支援事業を行っており、
県内の登録加盟店数は、９月25日時点で4987店、12
月２日時点で9691店となっていることから、県内の
キャッシュレス決済は増加傾向にあるものと考えてお
ります。キャッシュレス決済の普及により、外国人観
光客の消費拡大やレジ業務の短縮化・効率化、さらに
は決済データを活用したマーケティングなどが可能と
なりますが、小規模零細事業者が多い本県におきまし
ては、手数料や端末導入等のコストが高いこと、入金
までに時間がかかることなどが、キャッシュレス化が
進みにくい要因であるというふうに考えております。
　県としましては、各商工会など関係団体や関係部局
と連携しまして、キャッシュレス化の普及に努めてま
いりたいというふうに考えております。

〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　今本当にキャッシュレス化という
のは私たちの周りで大変話題となってくるところです
けど、観光客もそうですよね。観光客の購買意欲を上
げていくにはどうしても、今中国や台湾とかほとんど
皆さんキャッシュレスを使っていますので、現金じゃ
ない観光、こういうことをぜひ考えていただきたいと
思っております。その辺の推進について事業の推進策
をよろしくお願いいたしたいと思います。
　続きまして、教育・福祉政策について伺います。
　児童生徒のＳＮＳ利用の実態と被害状況、対策の取
り組み状況を伺います。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　まず県教育委員会が平成28年度ですけれども、小
中学生を対象に実施した調査によりますと、スマー
トフォンを含む携帯電話等の所持率は小学５年生が
35.2％、中学２年生が57.2％となっております。ま
た、年度は違いますが、平成30年度ですが、高校生
を対象とした調査では、携帯電話等スマートフォン含
む所持率は94.7％となっております。これ県警さん
の数字ですけれども、平成30年度のＳＮＳを利用し
た性犯罪などの被害に遭った中高生は26人というふ
うになっております。その対策として、各学校では、
技術家庭科でありますとか道徳等の教育活動の時間を
通して、児童生徒が犯罪に巻き込まれないように情報
モラルの教育でありますとか、適切なＳＮＳ利用の指
導を行っているところであります。また、県教育委員
会では、警察と連携した安全学習支援隊という形です
けれども――によります出前授業でありますとか、あ
と高校生問題行動等防止フォーラムというのがありま
すけれども、これを行いまして、いわゆる危険回避能
力の向上と被害の未然防止に努めているところであり
ます。引き続き、児童生徒がＳＮＳによる被害に巻き
込まれないように関係団体・機関等と連携を強化して
まいりたいと考えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　もうＳＮＳ、利用するなとかそう
いう時代ではないですよね。うまくそれを活用しなが
ら、便利性と危険性をしっかりと捉えていくというこ
とが大事だと思っておりますので、その辺をしっかり
教育委員会のほうでも御指導お願いしたいと思いま
す。
　県警本部長にお伺いいたしますが、沖縄県の今の青
少年のＳＮＳを使った犯罪とか、あと沖縄県の特徴と
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いうんですか、その辺についてお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　警察本部長。
〇警察本部長（筒井洋樹君）　お答えをいたします。
　件数につきましては、先ほど教育長からもお話が
ありましたが、令和元年の10月末現在では41件、20
名。これが青少年被害に係る事件の検挙件数と被害児
童数でございます。これ若干、昨年よりも減っており
ますが、内訳として特徴的なのは、沖縄県青少年保護
育成条例違反、これが30件であります。これはどう
いうことかといいますと、青少年とのみだらな性行為
を禁止した条例なんですけれども、これの違反がかな
り多うございます。それから次に多いのが、児童買
春・児童ポルノ禁止法違反、これが11件となってお
りまして、児童の内訳といたしましては、ことしにつ
いて申し上げますと、中学生が９名、高校生が８名、
無職少年２名、有職少年１名の合計20名となってお
ります。
　全国との比較なんですけれども、やはり全国・県内
ともに先ほど申し上げた青少年保護育成条例違反と児
童買春・児童ポルノ禁止法違反が多くなっておりま
す。それから被害児童の内訳につきましては、平成
30年の数字で見てみますと、一番多いのは高校生、
続いて中学生でありまして、これも県内・全国ともに
同じような傾向という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）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　子供たちを本当に犯罪から守って
いくためには、官民一体で教育現場も含めて頑張って
いかなければならないなというふうに思っておりま
す。よろしくお願いいたします。
　次に、特定不妊治療事業の利用実態、成果、課題に
ついてお聞かせください。
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）　当該事業につきまし
ては、平成17年度の開始以来9449組の夫婦が利用し
ており、1750人の子供が出生したものと推計してお
ります。当該事業につきましては、特段の課題はござ
いませんが、特定不妊治療やこれから妊娠を望む夫婦
に対し、安心・安全な妊娠、出産に関する知識を普及
啓発していくことが必要だと考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　成功率、もう一度お願いいたしま
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）　確実な数値を把握
しているわけではございませんが、推計値として、

1750人の子供が出生したのではないかというふうに
推計しているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　部長、今の沖縄の出生率、そして
今後の予想についてお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時46分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　保健医療部長。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　人口10万人当たりの
出生率は11.02、それから合計特殊出生率では1.94と
なっております。
〇山内　末子さん　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46分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　特段、今後の出生
率、出生数、10万人当たりの出生率について推計し
たことはございませんけれども、今の流れからいって
漸減していくのではないかというふうには考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　部長、済みません。
　沖縄県の男女の結婚をしない未婚率、状況をお聞か
せください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時47分休憩
　　　午後２時47分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇山内　末子さん　ちょっと私が調べたところ、沖縄
県50歳未満の結婚しない率が全国１位。男性１位、
女性が６位なんです。そのことを考えると出生率は確
かに今全国１位ですけど、どんどんどんどん結婚しな
い、晩婚。そういう意味で出産をしたいけれどできな
い状況の皆さんたち、その皆さんたちをやっぱりもっ
ともっと行政のほうで支援していくべきではないかと
いうふうに思っています。国の中で43歳以上が今、
支援が受けられなくなっております。そういう意味で
は、全国ではそれ以上の皆さんたちに対してもそれぞ
れの県で地方で支援をしております。沖縄県は出生率
が高いからこそ経済に対しても全国がここに注目をし
ているというこの今の現状。これがどんどんどんどん
これから先、悪くなる状況というのが目に見えている
んですよね。そういう意味では、もっと子供が欲しい
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という人たちにはもっと厚い支援があってしかりだと
思いますけど、その辺についてお聞かせください。
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）　御質問の背景という
のは、特定不妊治療事業において43歳以上の方を対
象外としていることについて、何らかの措置を行うべ
きじゃないかというふうなことで捉えておりますけれ
ども、この対象者の年齢を43歳未満とするというの
はこれは別に財源的な要請で行われているものではご
ざいません。最新の医学的知見も踏まえまして、本人
とか家族の精神的負担の軽減とか、より大事なのは安
心・安全な妊娠・出産をするという観点からこの43
歳未満というのが設定されているというところでござ
いますので、県としては、これについては守っていく
必要があるだろうというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　それを踏まえての私の提言でござ
います。よろしくお願いいたします。
　続きまして、公営住宅管理基準条例改正（入居に際
し保証人を不要とする）に関する県の姿勢を伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県では、平成29年に県営住宅連帯保証人取扱要綱
を制定しております。その中で連帯保証人の取り扱い
について定めております。県としては、入居者の家賃
等の長期滞納未然防止策のみならず、緊急連絡先とし
て、連帯保証人の果たす役割は重要であると考えてお
ります。しかしながら、入居を希望する者の努力にも
かかわらず、特別な事情により連帯保証人が見つから
ない場合には、金銭債務を負担しない身元引受人を届
け出ることで連帯保証人を免除しております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　規定の中で公営住宅への入居に関
しての取り扱い、連絡先を削除するというようなとこ
ろもあります。沖縄県の実態は母子家庭、父子家庭、
困窮世帯の人たちの多くが県営住宅への入居を希望し
ております。そういう意味での、その皆さんたちの保
証人に対しては、ぜひ相談窓口もあると思いますので
実施の方向へ向けて全県でその取り扱いについて協議
をしていただきたいと思います。
　どうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど言いましたように、既にもう連帯保証人取扱

要綱でもって、連帯保証人が見つからない場合の取り
扱いを定めておりますし、相談窓口もしっかり整えて
おりますので、そういったことから対応していきたい
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　続きまして、ＯＩＳＴにおけるパ
ワハラ、雇用問題についてです。
　この問題、大変慎重に質問したいと思ってましたけ
ど、ぜひお願いいたします。
　学内クリニック診療実態の県の調査結果についてお
聞かせください。
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）　調査結果でござい
ますが、県は、平成31年３月14日に、ＯＩＳＴクリ
ニックに対して医療法に基づく立入検査を実施しまし
て、平成30年10月の診療所再開以降、医師による診
療が行われているということを確認しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　この問題、とてもシビアなところ
がありまして、今報道関係者とＯＩＳＴさんとの訴訟
問題にもつながっております。私は何が言いたいかと
いうと、ＯＩＳＴというところはやっぱり私たち沖縄
県の振興費も入っておりますし、本当に世界水準の高
レベルな教育機関でもありますので、そういう職場環
境の中で、こういった事情が、いろんな不満が出てく
るというのはやはりちょっと県のチェック体制が少し
弱いんじゃないかということで、２点目の雇いどめや
解雇問題でのパワハラ問題等職場環境の不満が噴出し
ているようだが、県の監視指導体制はどのように行っ
ているのか伺うという、これにつなげていきたいと
思っております。お答えください。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　本年２月以降、ＯＩＳＴ
と元ＯＩＳＴ職員との間で雇用契約等に係る案件が発
生していることは承知しております。ＯＩＳＴは、プ
ライバシー保護のため、個別の人事案件にはコメント
しないとしているものの、いかなる形でのハラスメン
トも許容しないとして、職務や教育上の不安を抱える
職員を支援するため、中立性・独立性の高い相談窓口
を新たに６月から設置しているところでございます。
沖縄県は、ＯＩＳＴ評議員会を通して、コンプライア
ンスの徹底に努めるよう求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）　山内末子さん。
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〇山内　末子さん　外国の研究者や教員が大変多いと
ころですし、環境的にもほかの学校とはやっぱり違い
ますので、県の慎重なる対応と、慎重なる指導体制を
確立していただきたいと思っています。
　済みません。途中を削除いたしまして、８の辺野古
新基地建設について伺います。
　(1)の、埋立予定海域の軟弱地盤対策についての技
術検討会におきまして、その場所が液状化しないとい
う報告があったようですけど、県の認識とは大きくず
れがあります。見解を伺います。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　液状化についてでご
ざいますが、県としては、埋立承認撤回は有効との立
場であり、全ての埋立工事を停止するよう求めており
ます。
　第２回普天間飛行場代替施設建設事業に係る技術検
討会において、沖縄防衛局が地盤は液状化しないとの
見解を示したことについては、新聞、報道等により承
知しております。なお、地盤に係る液状化について
は、沖縄防衛局から具体的な内容について説明を受け
ておらず、お答えすることが困難でありますが、事業
者や、公表する資料等から情報の収集に努めたいと考
えております。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　その検討委員会の中で、実はとっ
てもびっくりするようなことが出ております。その対
策として、発泡スチロールあるいは発泡ウレタン等、
そういうものが埋立材料として使われているような報
告もあります。そういう意味で、ぜひここはちゃんと
早目にこの検討委員会の内容を皆さんしっかりと捉え
て検討していただきたいと思いますがどうでしょう
か。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　今後、そういった情
報が収集でき次第、内容の確認等に努めていきたいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　２点目の辺野古側埋め立ての進捗
状況と埋立総土量に対する割合をお聞かせください。
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）　辺野古の工事の進捗
状況でございますが、県としては、埋立承認撤回は有
効との立場であり、全ての埋立工事を停止するよう求
めております。仮に埋立土砂量から進捗率を換算する
ため、沖縄防衛局に照会しましたところ、ことし10

月末時点において、埋立区域②―１については、必要
となる土量に対して約７割、埋立区域②については約
１割となっているとの回答がありました。当該回答に
基づき、県において埋立承認願書の埋立土量等で試
算したところ、事業全体の埋立土砂等約2062万立方
メートルに対して、埋め立てられた土量の割合は、約
１％と推定されます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　続きまして、せんだって辺野古・
大浦湾一帯が世界のホープスポット、これは最も重要
な海域だということで選ばれております。
　その件について県の見解を伺います。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
〇環境部長（棚原憲実君）　辺野古・大浦湾は、県の
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、国が日本の重要湿地
500、重要海域に選定し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考えております。今回、
海外ＮＧＯ団体によりホープスポットに認定されたこ
とは、辺野古・大浦湾の豊かな自然環境が海外からも
評価されたものと理解しており、さらに必要な情報収
集に努めた上で活用のあり方について検討してまいり
たいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　山内末子さん。
〇山内　末子さん　このことを発言しております世界
の海洋学者、シルビア・アール博士、大変環境的に世
界的には有名な方で、この方はぜひこの辺野古の海は
どんなことがあっても埋め立ててはいけないというそ
ういう強い思いを持っております。その方を沖縄に招
きたいというようなそういう声もありますが、そうい
う事業について次年度いろいろ計画を立てられないの
かどうか、その件について謝花副知事よろしくお願い
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）　今議員御提案のシルビ
ア・アール博士の招聘につきましては、今後検討して
まいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　時間です。
〇山内　末子さん　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
　　　〔瑞慶覧　功君登壇〕
〇瑞慶覧　功君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　会派おきなわの瑞慶覧功です。
　一般質問を行います。
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　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
　１、知事の政治姿勢について。
　戦後、日本政府が行った全国被害調査で47都道府
県中、唯一沖縄だけが調査されていないということが
わかり、これまで仲村未央さん、崎山嗣幸議員が県議
会で取り上げてきました。2015年には、政府に社民
党会派が調査の申し入れをしています。なぜ沖縄県だ
け調査対象外なのかの問いに政府見解として当時の行
政文書が残っていないことから不明であるとし、国と
して沖縄戦の調査を行ったことはない、今後も調査の
予定はないとしています。国内で唯一地上戦が行わ
れ、最も多くの犠牲者を出した沖縄県が調査から除外
されているのは到底納得、理解できません。これでは
犠牲になられた方々は浮かばれません。
　(1)、来年は沖縄戦終結75周年になります。しかし
今日まで国による全国戦災調査報告書で沖縄県だけが
調査されてないという現実があります。日本国民とし
て国による戦災史実調査を強く求める必要がありま
す。知事の見解を伺います。
　(2)、米軍基地が原因とされる有機フッ素化合物汚
染問題で、知事は基地への立入調査や米軍が独自に実
施した調査資料の提供等を国に求めましたが、進展が
見られません。訪米して直接訴えるべきではないか見
解を伺います。
　２、水道行政について。
　県民の命にかかわる水道水が汚染され、大きな不安
が持たれています。この問題は北谷浄水場から給水を
受ける７市町村だけの問題ではありません。全県民の
問題として認識する必要があります。
　(1)、北谷浄水場の有機フッ素化合物による汚染問
題について。
　ア、県が実施した調査結果と今後の調査方針を伺
う。
　イ、健康調査を実施する必要があると思うが見解を
伺う。
　ウ、水源について高濃度で汚染された井戸や川から
の取水を停止してダムなど別の水源からの取水の要望
が強い。対応について伺う。
　エ、現状においてより安心・安全な水を得るにはど
うすればよいか見解を伺う。
　３、土木・環境行政について。
　去る11月22日の夜、大雨により白比川が氾濫し、
これまでにない大きな被害が発生しました。地域住民
は長年、台風や大雨による洪水に悩まされ続け、県に
再三被害防止対策の要請を行ってきました。平成13
年度から改修工事がスタートしましたが、河口先にあ

る米軍施設がネックとなり工事がおくれています。地
域住民の不安を解消するため、一日も早い整備が必要
です。
　(1)、県２級河川白比川問題について。
　ア、11月22日夜、大雨により白比川が氾濫した被
害状況を伺う。
　イ、氾濫原因と今後の対応策を伺う。
　ウ、白比川改修事業の進捗状況と今後の事業計画を
伺う。
　(2)、県道・国道の維持管理について。
　県道・国道の維持管理に関連する過去５年分の県議
会での質問状況を見ると、19名が質問し、16名が雑
草の除草に関連する質問でした。議員各位がいかに道
路の雑草を問題視しているかわかります。執行部の答
弁の変化も見られます。長年使われてきた観光立県の
文言が昨年から世界水準の観光地に変わっています。
　ことし、私は香港、深圳、台湾を視察しました。道
路に雑草がほとんど見られませんでした。沖縄と同じ
亜熱帯地域でありながら、この違いは何なのでしょう
か。外国人観光客は言うそうです。日本は先進国だと
思ったが道路が管理されていない。大変失望したと。
世界水準の観光地を目指すのであれば、見苦しい雑草
対策を早急に徹底して取り組むべきだと思います。
　ア、年間の除草作業回数と予算額を伺う。
　イ、年間の除草作業の時期、スケジュールを伺う。
　ウ、世界水準の観光地にふさわしい沿道景観を形成
するためには国や市町村との連携が不可欠である。協
議会等を設置しているか伺う。
　(3)、首里城の復旧・復興について。
　ア、現在までの受け入れごとの寄附金額と合計金額
を伺う。
　イ、寄附金の受け入れ先の一元化を図るべきではな
いか見解を伺う。
　ウ、焼失した首里城に使われた木材の主な樹種と
量、産出先を伺う。
　エ、タイワンヒノキが今後、台湾からの入手が困難
とされる理由を伺う。
　オ、復旧・復興・復元・再建等異なる文言が使われ
ています。統一すべきと思うがその見解と、県が復
旧・復興の文言を使う理由を伺う。
　４、文化観光・スポーツ行政について。
　(1)、観光行政について。
　ア、2018年度県内入域観光客1000万人超の修正に
ついて伺う。
　イは取り下げます。
　ウ、香港の民主化運動、デモ等による影響について
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伺う。
　エ、韓国、香港との県の対応について伺う。
　(2)、文化・スポーツ行政について。
　ア、沖縄伝統空手のユネスコ文化遺産登録に向けて
の計画、進捗状況について伺う。
　イ、伝統空手とスポーツ空手の違いについて伺う。
　ウ、空手会館の活用状況、実績について伺う。
　以上、答弁をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　ただいまの瑞慶覧功君の質問
及び質疑に対する答弁は、時間の都合上休憩後に回し
たいと思います。
　15分間休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前の瑞慶覧功君の質問及び質疑に対する答弁を
願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　瑞慶覧功議員の御質問にお
答えいたします。
　文化観光・スポーツ行政についての御質問の中の４
の(2)のア、沖縄伝統空手のユネスコ登録についてお
答えいたします。
　沖縄県では、沖縄が世界に誇る伝統文化である空手
を次世代に正しく保存・継承し、空手発祥の地沖縄を
国内外に広く発信するため、ことし３月に策定した沖
縄空手振興ビジョンロードマップに基づき、空手関係
団体等と連携を図り、県民機運の醸成や登録に向けた
検討に取り組んでいるところです。ことし９月、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を設置するとともに、10月
からは、一般県民も対象として専門家等が研究成果の
発表を行う沖縄空手アカデミーを開催し、沖縄空手の
真髄である各流派の型や歴史に関する学術研究を深め
ているところであります。私も沖縄県伝統空手道振興
会の会長を担っておりますので、微力ではあります
が、ユネスコ登録に向けてもしっかり取り組んでいき
たいと思います。
　その他の御質問につきましては、部局長等から答弁
をさせていただきます。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　３、土木・環境行政に
ついての質問のうち、(3)のオ、県が復旧・復興を使
用する理由についてお答えいたします。

　まず一般論として、復旧、復元、再建はもとどおり
にすること、もとの状態にすること、復興は再び盛ん
にすることとされております。
　沖縄県としましては、首里城をもとの姿にもどす復
旧はもちろんのこと、首里城に象徴される沖縄県の歴
史、文化の価値を再認識し、その復興を図っていきた
いという意味で、復旧・復興という言葉を使用してお
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、知事の
政治姿勢についての御質問の中の(1)、戦災史実調査
を国へ求めることについてお答えいたします。
　国が発行した全国戦災史実調査報告書については、
本県が日本復帰した昭和47年以降に取りまとめられ
たにもかかわらず、本県は調査対象外となっておりま
す。本来、戦災に関する記録は、戦争の惨禍を正しく
後世に伝えるため、全国各地の状況を漏れなく残すべ
きと考えております。
　県としましては、沖縄戦の被害状況について、国の
責任において図書による記録を残すよう、再度要請を
行うため、現在、当該調査を所管している総務省と調
整を行っているところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　１、知事の政治姿勢につ
いての御質問の中の(2)、有機フッ素化合物汚染問題
を訪米して直接訴えることについてお答えします。
　県がこれまでに実施した調査の結果、普天間飛行場
及び嘉手納飛行場周辺の河川や湧水等で有機フッ素化
合物であるＰＦＯＳ等が検出されており、その汚染源
はこれらの飛行場である蓋然性が高いと考えておりま
す。そのため、本年６月に知事が、在日米軍司令官に
対し、県職員が米軍施設へ立ち入り、調査することを
認めるよう要請するとともに、防衛大臣に対しても米
軍へ働きかけることを要請したところです。また、本
年10月の知事訪米の際に、スタンフォード大学にお
ける講演を初め、有識者との面談及び現地マスコミの
取材に対し、本県のＰＦＯＳ等汚染問題について説明
しております。
　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）　２、水道行政についての
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御質問の中の(1)のア、ＰＦＯＳ等調査の結果と今後
の方針についてお答えいたします。
　企業局では、平成26年２月から浄水場及び水源に
おいてＰＦＯＳ等の検査を行っており、嘉手納基地に
隣接する比謝川、嘉手納基地内の井戸群及び嘉手納基
地から流出する大工廻川から、高濃度のＰＦＯＳ等が
検出されています。また、平成29年度から平成30年
度にかけて嘉手納基地周辺で行った地下水調査業務委
託において、高濃度のＰＦＯＳ等が確認されていま
す。これらのことから、企業局では、発生源は嘉手納
基地の可能性が高いと考えております。
　企業局としては、立入調査による原因究明がこの問
題の解決につながると考えていることから、平成28
年６月に在沖米軍に対し立入調査を申請したほか、関
係部局と連携し、本年６月に防衛大臣等に対して立入
調査を米軍に働きかけるよう要請を行ったところで
す。今後とも引き続き、立入調査の実現に向けて取り
組んでまいりたいと考えております。
　次に(1)のウ、水源変更要望への対応についてお答
えをいたします。
　企業局では、国内法で目標値の設定がないＰＦＯＳ
等について、米国環境保護庁の飲料水の生涯健康勧告
値１リットル当たり70ナノグラムを参考に水質管理
を行っております。同勧告値は、最も感受性の高い人
口集団である胎児または母乳を与えられている乳児を
健康上の有害影響から保護する観点から設定されたも
のであります。北谷浄水場の浄水のＰＦＯＳとＰＦＯ
Ａの合計は、平成30年度の平均で１リットル当たり
29ナノグラムと同勧告値より低いレベルにあること
から、水道水の安全性は担保されているものと考えて
おります。
　企業局としては、引き続きＰＦＯＳ等のさらなる低
減化に取り組んでまいります。
　次に(1)のエ、安心・安全な水の供給の方策につい
てお答えをいたします。
　企業局では、安全な水の供給について、水源及び浄
水場における水質管理や定期的にＰＦＯＳ等の吸着効
果がある粒状活性炭の入れかえを行うなど低減化に取
り組んでおります。また、例年水事情が良好な状況に
おいては、他の水源を優先的に活用する取り組みを
行っており、本年６月から10月までの比謝川等の取
水量は合計で１日３万2000立方メートルと、平成30
年度の半分程度となっております。
　企業局としては、ＰＦＯＳ等のさらなる低減化に向
けて、ＰＦＯＳ等の吸着効果のより高い粒状活性炭の
選定や、水源におけるＰＦＯＳ等の低減を図る方策な

どさまざまな検討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）　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２の水道行
政についての御質問の中の(1)のイ、健康調査の実施
についての御質問にお答えします。
　国においては、健康影響等を踏まえた水道水質基準
の設定について検討しているところであり、県としま
しては、その結果を見ながら、健康調査の必要性につ
いて検討したいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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、土木・環境行政
についての御質問のうち(1)のアと(1)のイ、白比川の
氾濫による被害状況、原因、今後の対応策についてお
答えいたします。３の(1)のアと３の(1)のイは関連し
ますので一括してお答えさせていただきます。
　去る11月22日、沖縄本島中部管内において、時間
当たり雨量が89ミリメートルの記録的な豪雨が確認
されております。白比川においては、集中豪雨による
流入の影響により未改修区間から氾濫し、周辺の吉原
地区では、家屋の床上浸水４戸、床下浸水13戸、故
障車両12台の被害が発生しております。
　県としては、当該河川の抜本的な整備着手までの暫
定的な対応策として、堆積土砂の撤去に取り組んでい
きたいと考えております。
　次に３の(1)のウ、白比川改修事業の進捗状況と今
後の事業計画についてお答えいたします。
　白比川は、国道58号白比橋から上流の約１キロメー
トル区間について、平成13年度から事業に着手して
おります。国道58号から上流約100メートルの区間
については、共同使用の許可を得て、平成28年度に
工事を完了しております。また、未改修区間について
は、令和元年度末の基地返還に向け、沖縄防衛局にお
いて手続を行っているとのことであります。
　県としては、引き続き沖縄防衛局と協議を行い、返
還後の早期整備に向け、北谷町と連携し、取り組んで
いきたいと考えております。
　次に３の(2)のア、県道、国道の除草回数等につい
てお答えいたします。
　県管理道路においては、近年、除草等に係る予算を
増額し、年２回から４回程度の除草を実施しておりま
す。国管理道路については、年２回から３回程度の除
草を実施しているとのことであります。また、植栽
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管理に係る県の予算は、平成27年度約５億円、平成
28、29年度約６億円、平成30年、令和元年度約６億
5000万円となっております。
　県としては、良好な道路景観の創出・向上に向け
て、必要な予算額の確保に努めてまいります。
　次に３の(2)のイ、県道、国道の除草時期について
お答えいたします。
　国・県管理道路の除草については、春期、梅雨期、
夏期、秋期を基本に、イベントの日程、雑草の繁茂状
況及び道路パトロールや住民からの情報を勘案し、効
果的に除草時期を決めております。引き続き計画的か
つ適切に維持管理し、良好な道路景観の創出･向上に
努めてまいります。
　次に３の(2)のウ、除草作業における国や市町村と
の連携についてお答えいたします。
　観光地周辺道路の植栽管理については、各道路管理
者で重点的に取り組んでおり、県、市町村において
は、ソフト交付金を活用した花木等による修景を実施
しております。除草の実施については、イベント等に
合わせて連携して行っているほか、道路防草対策検討
会や、沖縄の道路緑化のあり方に関する検討会等で、
技術的な情報提供や意見交換等を行いながら、各道路
管理者で連携して取り組んでいるところであります。
今後とも、国や市町村と連携し、世界水準の観光地に
ふさわしい良好な沿道景観の形成に努めていきたいと
考えております。
　次に３の(3)のア、寄附金の状況についてお答えい
たします。
　県で受け入れている寄附金については、12月９日
時点で、寄附金申込書によるものが２億5301万3127
円、口座振り込みによるものが２億5300万5718円、
ふるさと納税によるものが1613万8500円、募金箱に
よるものが643万9550円となっており、合計で５億
2859万6895円となっております。
　次に３の(3)のイ、寄附金の一元化についてお答え
いたします。
　今後、首里城の復旧・復興に向けた寄附金の活用と
いう観点から、受け入れ先等も含めて一本化していく
必要があることから、基金条例の制定等を検討してい
きたいと考えております。
　次に３の(3)のウ、前回復元時の木材についてお答
えいたします。
　前回の首里城正殿等の復元整備に当たって使用され
た木材の産出先の詳細については把握しておりません
が、国が公表した資料によると、タイワンヒノキ153
本、イヌマキ８本、オキナワウラジロガシ６本のほ

か、ニホンヒノキ、ヒノキアスナロ、杉等が使用され
ているとのことであります。
　次に３の(3)のエ、タイワンヒノキが入手困難な理
由についてお答えいたします。
　タイワンヒノキについては、台湾において伐採及び
輸出が禁止されております。
　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　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　４、文化観
光・スポーツ行政についての御質問のうち(1)のア、
2018年度入域観光客数の修正についてお答えいたし
ます。
　県では、去る11月26日に、平成30年度の入域観
光客数を、当初発表の999万9000人から、1000万
4300人に修正し発表を行いました。当該修正は、航
空会社から昨年提供いただいた数値に一部報告漏れが
判明したことによるものであり、８月中旬に本年７月
分の旅客輸送実績の報告を受けた際に疑義が生じてお
りました。その後の航空会社からの再報告及び数値の
確認作業に時間を要したことが、修正発表が遅くなっ
た原因であります。関係者の皆様に御迷惑をおかけし
たことをおわびするとともに、今後このような事案が
生じないよう、関係各所との協力体制及び公表値の
チェック体制強化に努めてまいります。
　同じく(1)のウ、香港の民主化運動、デモ等の影響
についてお答えいたします。
　ことし６月から10月までの香港から沖縄への入域
観光客数は、前年同期比で６％程度増加しており、現
時点では、民主化運動、デモ等の大きな影響はないも
のと考えておりますが、県としましては、引き続き状
況を注視してまいります。
　同じく(1)のエ、韓国及び香港への県の対応につい
てお答えいたします。
　県では、那覇空港において韓国を含む海外からの観
光客に対する歓迎セレモニーの開催のほか、知事によ
る韓国との地域間交流を呼びかけるメッセージの発信
や、ソウルにおける沖縄セミナー、商談会の実施、韓
国航空会社や旅行会社の招聘等を実施し、韓国からの
観光客数の回復に向けた取り組みを行ってまいりまし
た。
　県としましては、引き続きソウル事務所を中心に情
報収集に努め、適切な時期にプロモーション等を実施
してまいります。また、香港については、香港事務所
を通じ情報収集しつつ、旅行博等の出展、それからプ
ロモーション等を実施してまいります。
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　同じく(2)のイ、伝統空手とスポーツ空手について
お答えいたします。
　県では、沖縄空手の保存・継承・発展を図るため、
沖縄空手振興ビジョンを昨年３月に策定しており、そ
の中で、伝統空手については、生涯にわたる心身の鍛
練により人格形成を図る護身のすべとして、沖縄の先
人が育み継承してきたもので、その真髄である型に秘
められた精緻なわざと平和を希求する精神性を特徴と
する沖縄の代表的文化の一つであるとしております。
一方、スポーツ空手は、沖縄空手を源流としつつ、一
定のルールのもと、勝つことを目的として、獲得した
点数や審判の採点等により組手や型の優劣を競うもの
で、空手の普及とともに、国内外の関係団体の大会等
を通じ体系化されてきたものと認識しております。
　同じく(2)のウ、沖縄空手会館の活用状況と実績に
ついてお答えいたします。
　沖縄空手会館の一般県民を含む平成30年度の道場
施設利用者数は10万5160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、課題となっ
ております。
　県としましては、企画展示の充実等の取り組みによ
り観覧者数の増加を図るとともに、引き続き沖縄空手
会館を拠点に空手発祥の地沖縄を発信してまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　御答弁ありがとうございました。
　再質問したいと思います。
　戦災史実調査についてですけれども、これまでこの
社民党会派そして翁長知事も政府に調査申し入れをし
てきております。その後の政府の対応はどうなってい
るのか伺います。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　平成27年11
月に総務大臣に対しまして、沖縄県の被害実相を記録
することについて県知事から要請を行ったところでご
ざいます。それを受けまして総務省からは、平成28
年１月に戦災状況に係る情報提供の依頼がございまし
て、それを受けて県から各市町村に資料の提供を呼び
かけまして、平成30年１月には、県及び情報提供の
あった市町村の分の戦争被害状況について総務省の
ホームページに新たに追加されたところでございま
す。しかしながら、県としましてはこの記録が日本復
帰した昭和47年以降に取りまとめられたにもかかわ
らず記載されていないということになっておりますの

で、国の責任において図書による記録を残すようにと
いうことで再度の要請を検討しておりまして、現在担
当者を派遣するなどして事務調整を進めているところ
でございます。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　この問題は県民の名誉と尊厳にかか
わる問題だと思います。それこそ党派を超えてこの県
議会一丸となって政府に調査を求めていくべきだと思
います。
　伺います。
　多くの県出身者が戦争に巻き込まれ、犠牲になった
南洋諸島そしてフィリピンなど海外の調査も同時に求
めるべきだと私は思います。先ほど福祉部長のほうか
らそういう内容の話がありましたけれども、見解を求
めます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　沖縄県の被
害実相に関する記録につきましてこれまで要請してき
ておりまして、再度の要請についてもそのような内容
で今調整しているところではございます。ただ国にお
きましては、例えば遺骨収集について、海外で亡くな
られた方なども含めて有識者による検討会議なども開
催されておりますので、県としましてはその結果も注
視してまいりたいと考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　県としてこれまで南洋諸島やこの
フィリピンなど戦争被害についての調査はされていま
すか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時52分休憩
　　　午後３時52分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　本県の戦没
者のうち、南洋群島等の戦没者については県としてま
とめたものはございませんけれども、戦時遭難船舶犠
牲者問題研究会というところの報告書がございまし
て、それにより数字を捕まえておりまして、平和祈念
資料館で掲示しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　次に水道水の汚染問題ですけれど
も、命にかかわるこの水を汚していながらこの汚染源
とされる基地内――米軍は基地内の調査を拒否して、
独自で調査したとされるこの資料も開示しない。日本
政府にはしたという話もあるんですけれども、それに
追随して日本政府そのものからはまだ県に開示されて
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ないと。これはやはり理不尽だと思います。知事、今
の安倍政権のもとでは不平等なこの日米地位協定の改
定も私は望めないと思います。県民の健康、命を守る
上からこの嘉手納基地の撤去を求めるべきではないで
しょうか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　沖縄県では、県内の米軍基地の負担軽減を図るため
に、ＳＡＣＯ合意の内容とは異なる普天間飛行場の辺
野古施設を除き、ＳＡＣＯの合意そして統合計画で示
された移設計画を着実に推進していくことがまず必要
だ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）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　次に環境基準、これを抑えるために
県がいろいろと頑張っていることは評価しますが、住
民が求めているのは、この名護や石川、西原浄水場と
同じように安心して飲める水です。汚染されている河
川や井戸から取水をやめてそのダムからとると、３年
から４年でダムが枯渇するおそれがあるとの説明を受
けましたけれども、これはあくまで想定だと思いま
す。天気にも左右されることだと思います。給水制限
も覚悟の上でやはり対応すべきだと思うんですけれど
も、見解を伺います。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　お答えをいたします。
　先ほども答弁いたしましたが、企業局としては、水
道水の安全性は担保されているものと考えておりま
す。北谷浄水場の水源であるこの比謝川を含む中部河
川等からの平成30年取水量が同浄水場の取水割合の
約40％ということでございまして、この比謝川等の
取水を長期間停止した場合にはやはりダム水位の顕著
な低下が予想されておりまして、安定的な給水に影響
があると考えております。このために中部河川等の取
水停止はなかなか現実的に難しいところでございます
が、企業局としては、水事情が良好な場合の他水源の
優先活用あるいはＰＦＯＳ等の吸着効果のより高い粒
状活性炭の選定、それから水源におけるＰＦＯＳ等の
低減を図る方策などさまざまな検討を行いまして、さ
らなる低減化に取り組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）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　次に、土木環境問題ですけれども、
白比川の氾濫です。先ほど部長は吉原地域と言ってた
んですけど、北谷町は吉原地域が大体３分の１ぐら
い、広いんですよね。多くの行政区にもまたがってい

ますし。この地域は宇地原区といいますので、今後は
地域あれする場合は宇地原区と言ったほうが、――宇
地原区ですね。宇地原区、玉上区、地域になります。
白比川の氾濫で先ほど緊急対応策として川のしゅんせ
つの話もございましたけれども、今、川を横断する形
で樹木が茂っているんですね、大きな枝が。アコウの
木とかイヌビワとか、そういったのが枝を張っていま
す。これ川の水位が上がるとそれにごみとかそういう
のがあれして、氾濫する原因になると思いますのでぜ
ひ枝を切っていただきたい。これは要望です。
　そして今回、避難中にグレーチングのふたがあちこ
ち外れたみたいですね、後で見たら。避難しようとし
た女性がこの溝に落ちて、首までつかったそうです。
子供は待たせてあったんであれなんですけど、もしこ
れに子供が落ちていたら本当に大変なことになってい
たと思いますんで、これは大変深刻な問題だと思いま
す。地域住民は町や県による住民説明会の早期開催を
強く求めております。中部土木の管轄ではあるんです
けれども、ぜひ土建部長には出席していただきたいと
思いますけど、部長どうですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　白比川につきましては、緊急に整備をしていく必要
があるものだと考えております。今年度末に米軍基地
の返還ができまして、その後沖縄防衛局がやる作業も
ございますので、直ちに工事に着手できるわけではご
ざいませんが、しっかり沖縄防衛局と調整を踏まえま
して河川整備に向けたスケジュール等も整えて北谷町
と連携しながら早期に住民説明会が開催できるように
努めてまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　よろしくお願いします。
　次に県道、国道の管理についてですけれども、予算
額については単費で県単で植栽管理費について平成
27年度約５億から令和元年には６億5000万、５年間
で１億5000万ふえているんですね。しかし、この植
栽管理費になっているものですから、この植栽管理費
というのは作業項目はどうなっているか、そしてその
うち除草の作業に使う金額ですね、割合は幾らになっ
ているのか伺います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時０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。
　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。
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　先ほど説明しました予算額につきましては、植栽管
理ということで、街路樹の剪定あるいは除草も含めて
でございます。各年度の状況によって、作業の内容、
配分が異なるということで除草のみの費用の集計とい
うのが非常に困難な状況ですけれども、この県単予算
しっかり確保しながらできる限りの良好な環境という
のを確保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）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　そうですね。やはり皆さん関心があ
るのはこれまで議会でいろいろ質問してきて、話がか
み合わない。多くの議員はこの雑草対策について聞い
てるんだけど、答えるのは維持管理全般でいろいろ答
えるものだからなかなかかみ合ってないような感じす
るんですね、見ていくと。そういう意味で先ほど県は
２回から４回という話でしたけれども、やっぱり目に
つくのは特に夏場ですね。同じように４回、３カ月置
きとかではなくて、時期的にも差があると思うんです
ね。やっぱり今の状況だと余りにも見苦しいと言いま
すか、もっとふやしていくべきだろうと思いますんで
よろしくお願いします。それとことし香港、台湾、深
圳など見てきたんですけど、同じ亜熱帯の地域ですけ
ど、本当にきれいなんですね、草が全然生えていない
んですよ。だからそういった意味からすると先進地だ
と思います。同じ亜熱帯気候ですので、県の関連部署
の職員、ぜひ視察に行かれたほうがいいと思いますけ
ど、どうでしょうか。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　深圳は行ったことございませんが、香港、台湾には
出張等で訪れたことございます。議員おっしゃるよう
に道路の雑草等につきましては、非常にきれいに管理
されてるなという感じがいたしました。私どもも世界
水準の観光地を目指すというところから、そういった
ところを目指していければなというふうに思っており
ます。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　観光客からすると国道も県道も目に
つくわけですね。国道と県道という差はないんです
よ。わからないというか、同じ道路と感じるものです
から、やはりそういった主要道路っていうのはきれい
にしていくべきだと思います。そしてさっき県が２回
から４回、国は２回から３回と差がありますよね。同
じ道路ですのでやっぱり連携をもっと図って、管理を
して、除草なりもきれいにやっていくということが求
められると思うんですね。そういった意味で市町村も

そうですけど、連携を強化するために県が中心になっ
て意見交換会、先ほど何かのイベントのときに二、三
回あるというような話があったんですけれども、やっ
ぱりちゃんとした協議会を立ち上げてそういう対策を
とっていくということが必要だと思います。どうで
しょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　我々、今、国・県・市町村連携してやっているとい
うふうなつもりでございますが、検討会等で技術的な
情報提供や意見交換を行っております。確かに道路管
理者によって管理の頻度にもばらつきがございます
し、濃淡があるのかなという感じもいたします。しっ
かり連携しながら世界水準の観光地にふさわしいとい
ううたい文句で頑張っておりますので、今後ともしっ
かり取り組みたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　瑞慶覧　功君。
〇瑞慶覧　功君　ありがとうございました。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時６分休憩
　　　午後４時７分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　新垣光栄君。
　　　〔新垣光栄君登壇〕
〇新垣　光栄君　４番、新垣光栄、一般質問を行いま
す。
　よろしくお願いいたします。
　１、玉城知事の政治姿勢・公約について。
　去る10月31日未明の火災で、首里城正殿等が全焼
いたしました。あの焼けて崩れていく首里城の姿を見
て、身内を失ったような言葉では言いあらわすことの
できない喪失感を抱いたものです。そのような中、県
内外だけでなく国外の皆様からも多くの励ましの言
葉、御支援をいただきました。このような思いに応え
ていくためにも、私たちには早期の復興再建を果たさ
なければならない責務があると思っております。
　そこで、(1)、首里城の復興再建について伺います。
　ア、今後の復興再建計画について知事の所見を伺
う。
　イ、再建主体、予算措置、所有権移転等に係る課題
を伺います。
　(2)、次期沖縄振興策について。
　ア、次期振興計画の進捗状況と課題について伺いま
す。
　イ、新沖縄発展戦略の政策事項である東海岸サンラ
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イズベルト構想の進捗状況を伺います。
　ウ、県と中城湾地域振興協議会との総合的政策調整
状況及び課題について伺います。
　(3)、中高校生のバス通学無料化について。
　ア、中高校生のバス通学無料化のアンケート、実態
調査の結果、どのような方向性で進めていくのか。ま
た、課題を伺う。
　イ、バス通学無料化に伴う、交通渋滞対策、バス路
線確保対策としての組織横断的な協議の状況と課題に
ついて伺います。
　大枠の２、農業振興について。
　(1)、本県の地産地消について伺います。
　ア、本県の地産地消率とその内訳をお伺いします。
　イ、地産地消の取り組み状況と課題について伺いま
す。
　ウ、地元農産物の学校給食への供給状況と県配置の
栄養士のかかわりについて伺います。
　エ、地元農産物の種子、種苗の供給状況と今後の取
り組みについて伺います。
　(2)、農業基盤整備について。
　ア、農振農用地における農業用ハウスの整備状況を
伺います。
　イ、農振地域における農業用水（かんがい用水等）
の施設の整備状況について伺います。
　大枠の３、土地利用計画と社会基盤整備について。
　(1)、那覇広域都市計画区域における区域区分検討
委員会について協議の進捗状況と論点課題について伺
います。
　(2)、モノレールの延伸要望とまちづくりに係る県
の役割について伺います。
　そこで、ア、大型ＭＩＣＥ施設予定地への延伸要望
と西原町のまちづくりについて所見を伺います。
　イ、豊見城市への延伸要望とまちづくりについて所
見を伺います。
　そして(3)、市街化地域では、歩いても、住んでも
楽しいまちづくりの実現に向けて、町をデザインし、
統一的、一体的なまちづくりの演出が重要であり、公
共空間（道路・公園等）、民有地の活用と景観――こ
れは条例になっているんですけれども景観で訂正お願
いします――の整合性が必要である。県の取り組み状
況と課題を伺います。
　先ほどうちの会派長からもありましたように、今、
アジアナンバーワンの雑草の観光地と言われるぐら
い、道路行政から、観光立県沖縄の県道・国道・各市
町村道の緑化、維持管理の現状と課題について伺いま
す。

　４、福祉行政について。
　(1)、障害者等の専用駐車場を難病患者、妊婦の方
が気兼ねなく利用するためのパーキングパーミット制
度の導入に係る取り組み状況と課題について伺いま
す。
　介護施設等の高齢者施設には、県の事業で施設整備
費が計上されているが、障害者施設への整備には補助
メニューがなく、県として今後設備の老朽化に伴って
課題が生じてくるため、設備の整備支援及び整備の機
能支援に早急に取り組む必要があります。
　そこで、(2)、障害者施設への施設、設備支援事業
及び補助金制度の現状と取り組み状況、課題について
伺います。
　５、県のチョウ（蝶）の制定について。
　(1)、沖縄県の県チョウ制定に検討委員会は、オオ
ゴマダラの推薦を決定した。制定の進捗状況と制定後
の方向性、取り組みについて伺います。
　(2)、県知事の裁決で制定するが、周知啓発活動の
取り組みについて、私は周知活動の予算を計上すべき
だと思っておりますけれども、知事の所見を伺いま
す。
　６、基地問題について。
　(1)、有機フッ素化合物汚染ＰＦＯＳ等の対策状況
と課題について伺います。
　(2)、外人住宅地から派生する野良犬・猫等の対策
（保護・支援体制）と課題について伺います。
　大枠の７、我が会派の代表質問との関連から、去る
５日、知事不在で答弁が得られなかったのですが、座
間味村の浄水場予定地の再質問から関連質問を行いま
す。
　知事は11月13日、14日、座間味村への視察を行っ
たようですが、知事の面談を大変期待していた座間味
村の皆様となぜ交流ができなかったのか、お忍びの視
察であったように感じられます。
　以上、これで終わります。
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）　新垣光栄議員の御質問にお
答えいたします。
　県のチョウ（蝶）――バタフライですね――の制定
についての御質問の中の、周知啓発活動の取り組みに
ついてお答えいたします。
　沖縄県のシンボルとして、新たに県のチョウを制定
することについては、県民一人一人が生き物とかかわ
りを持ち、沖縄が持つ自然の豊かさへの理解を深める
ことにもつながるものと考えております。
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　沖縄県としましては、県のチョウを制定した後に
は、県民に末長く愛され親しまれるよう関係団体とも
連携し、県の広報誌への掲載や各種イベントによるア
ピールなど、周知啓発に取り組んでまいりたいと考え
ています。
　今現在、その県のチョウの制定についてさまざまな
御意見もいただきながらということですが、その事前
のＰＲ等について何か必要なことがあれば、検討して
それに必要な予算の措置についてもまた検討に加えて
いきたいというふうに考えておりますので、よろしく
お願いいたします。
　その他の御質問につきましては、部局長等から答弁
をさせていただきます。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　１、玉城知事の政治姿
勢・公約についての質問のうち(1)のア、復興再建計
画についてにお答えいたします。
　首里城復元に関しまして、国からは国営公園事業と
して首里城復元に向けて、政府として責任を持って取
り組んでいくという発言とともに、地元の方々の意見
も踏まえ、国と県が力を結集して復元に当たっていく
旨の発言がありました。首里城復旧・復興に関しまし
ては、多くの県民の声をしっかり反映させていくとい
うことが重要であり、県がその声を踏まえ基本方針と
して取りまとめ、復旧・復興に向けて取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、玉城知事の政治
姿勢・公約についての御質問のうち(1)のイ、再建主
体及び予算措置等についてお答えいたします。
　12月２日に開催された関係閣僚会議において、国
から、政府として、引き続き沖縄県や地元の方々の御
意見を伺いながら、国営公園事業である首里城の復元
に向けて、責任を持って取り組んでいくとの発言が
あったことから、首里城正殿等に関しては国が復元を
行うものと考えており、所有権移転の協議を行うこと
は考えておりません。
　県としては、多くの県民の皆様の声を集約しなが
ら、国と県の役割分担に関する協議を進めるとともに
必要な予算措置も行いながら、復旧・復興に向けて積
極的に取り組んでいきたいと考えております。
　次に３、土地利用計画と社会基盤整備についての御
質問のうちの(1)、区域区分検討協議会の進捗と課題

についてお答えいたします。
　県では、去る８月に那覇広域都市計画区域における
区域区分検討協議会を設置し、県土の均衡ある発展や
市町村が描くまちづくりの実現に向け、第１回委員会
開催後、２回の幹事会や作業部会等を重ねてきたとこ
ろであります。同協議会では、区域区分の必要性を含
めた望ましいあり方を検討する上での論点として、市
街化調整区域における開発需要への対応や農業振興と
の調和、自然環境の保全等が挙げられております。今
後、市町村や関係部局と連携し、年度内を目途に一定
の方向性を示すこととしております。
　次に３の(3)、市街地の景観や屋外広告物について
お答えいたします。
　県では、良好な景観形成等を図るため、沖縄県屋外
広告物条例に基づき、屋外広告物の規制を行っており
ます。近年、観光案内板の設置や町の魅力向上を促進
するため、国のガイドラインが改正され、公益施設に
民間広告を表示し広告収入を施設管理費用などに充て
ることや、地域の公共的な取り組みの費用捻出のため
設置される広告物で一定の条件を満たすものについ
て、禁止地域でも設置許可ができることとなっており
ます。
　県としては、公共施設や地域の要望に応じ、条例改
正の必要性について検討してまいります。
　次に３の(4)、道路の維持管理の現状等についてお
答えいたします。
　県管理道路においては、近年、除草等に係る予算を
増額し、年２回から４回程度の除草を実施しており、
観光地へアクセスする道路においては、沖縄フラワー
クリエイション事業を活用した花木等による修景を
行っております。また、道路ボランティア団体への支
援など、民間も活用した効果的な管理に努めていると
ころであります。宮古・八重山地方においては、道路
の維持管理を担う現業職員の退職に伴い、道路のパト
ロールや除草などを包括した業務委託を今年度から実
施するなど、道路の効果的・効率的な維持管理に向
け、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）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢・公
約についての(2)のア、新たな振興計画の検討状況と
課題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実
施してきた各種施策や沖縄振興特別措置法等に規定す
る各種制度について、成果や課題等を検証するため総
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点検作業を行っているところであり、沖縄県振興審議
会における審議を経て、今年度中に総点検報告書とし
て取りまとめることとしております。総点検の結果や
新沖縄発展戦略を踏まえ、新たな沖縄振興のあり方に
ついては、次年度に新たな振興計画の骨子案を取りま
とめ、市町村や経済団体等から広く御意見を伺い、国
と連携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１の(2)のイ、東海岸サンライズベルト構想
の進捗状況についてお答えいたします。
　県では、東海岸に、もう一つの南北に伸びる経済の
背骨を形成するため、大型ＭＩＣＥ施設を核としたに
ぎわいを東海岸一帯に連鎖させ、強固な経済基盤を構
築する必要があると考えております。現在、東海岸サ
ンライズベルト構想の策定に向け、現状等の把握や今
後の方向性の整理などの委託調査を実施しておりま
す。今後、関係市町村の意向、課題等のヒアリング調
査の実施などを予定しております。
　次に３、土地利用計画と社会基盤整備についての
(2)のア、大型ＭＩＣＥ施設予定地への延伸と西原町
のまちづくりについてお答えいたします。
　平成30年11月に、西原町まちづくり推進協議会よ
り、東海岸地域自治体の活力あるまちづくりに資する
観点から、大型ＭＩＣＥ施設が立地される東海岸への
モノレール延伸について要請がありました。モノレー
ル等のフィーダー交通は、まちづくりと密接に関連し
ており、需要確保等の観点からも、まずは地元市町村
においてまちづくりについて検討を行うことが重要で
あります。大型ＭＩＣＥ施設については、今年度、文
化観光スポーツ部において、周辺地域との一体開発も
視野に入れた民間資金の活用可能性等について検討し
ております。このため、今後は当該検討結果や西原町
等において検討されるまちづくり計画も踏まえつつ、
ＭＩＣＥエリアのまちづくりに対応する都市交通につ
いて、関係市町村等と連携して検討を行うものと考え
ております。
　同じく３の(2)のイ、豊見城市への延伸とまちづく
りについてお答えいたします。
　令和元年５月に、豊見城市長より、市内各地で発生
する交通渋滞の緩和や公共交通の利便性向上を図る観
点から、モノレールの延伸について要請がありまし
た。
　県においては、今後、鉄軌道とフィーダー交通が連
携する公共交通ネットワークの構築を見据え、各地域
における公共交通の充実について、各圏域ごとに議論
の場を設け、市町村と協働で検討を進めることとして

おります。その取り組みの中で、豊見城市において検
討されるまちづくり計画も踏まえながら、幅広く検討
していく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）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　１、知事の
政治姿勢・公約についての御質問のうち(2)のウ、中
城湾地域振興協議会との調整状況及び課題についてお
答えいたします。
　中城湾地域振興協議会は、沖縄21世紀ビジョンに
位置づけられた東海岸地域の開発促進に当たり、中城
湾地域の魅力あるまちづくりを推進し、地域活性化の
拠点として個性とにぎわいのある町の形成を促進する
ことを目的に設置されております。県においては、東
海岸地域の地域資源を生かしながら、大型ＭＩＣＥ施
設を核としたにぎわいを東海岸一帯につなげていくこ
とが重要との考えから、同協議会の設立総会に参加
し、大型ＭＩＣＥ施設整備への理解と協力を求めてお
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施設の早期整備に向け、引き続き関係機関と
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）　教育長。
　　　〔教育長　平敷昭人君登壇〕
〇教育長（平敷昭人君）　１、知事の政治姿勢・公約
についての御質問で(3)のア、バス通学無料化の方向
性等についてお答えいたします。
　県教育委員会では、中高生のバス通学費支援に向け
通学実態調査を行い、調査結果をもとに制度設計を進
めております。次年度は、これまでのひとり親家庭高
校生等通学サポート実証事業の対象者に加え、住民税
所得割非課税世帯の高校生へも支援を拡充することを
軸に検討しており、対象者は約5400人を見込んでお
ります。対象者が拡大するため、新たな支援スキーム
を検討しているところであり、交通事業者等と連携
し、可能な限り早期に実施できるよう努めてまいりま
す。
　次に同じく１の(3)のイ、バス通学無料化に関する
組織横断的な協議の状況等についての御質問にお答え
いたします。
　中高生のバス通学無料化については、通学実態調査
の段階から関係部局と意見交換を行っており、課題と
して考えられることは、運転手の不足により、バス運
行本数が減少しているため、支援の効果が十分に発揮
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できない可能性があるということが挙げられます。一
方、バス通学費支援により、保護者等による送迎か
ら、バス通学へ切りかえる生徒がある程度見込まれる
ことから、一部交通渋滞の緩和も図られると考えてお
ります。
　県教育委員会としましては、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ことができる
環境整備を図るため、関係部局等と連携を図り、バス
通学費支援の実施に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　２、農業振興につい
ての御質問の中の、県産青果物の割合とその内訳につ
いてお答えいたします。
　本県における県産青果物の割合につきましては、沖
縄県中央卸売市場の平成30年青果物取扱量によりま
すと県内産、県外産、外国産の割合は、野菜がそれぞ
れ40.2％、51.2％、8.3％となっており、果実がそれ
ぞれ23％、30.2％、46.8％となっております。青果
物全体の県内産、県外産、外国産の割合は、それぞれ
37.3％、48％、14.7％となっており、ここ数年の県
産青果物の割合は、３割台後半で推移しております。
　次に２の(1)のイ、地産地消の取り組み状況と課題
についてお答えいたします。
　県では、県産食材を積極的に活用している飲食店等
をおきなわ食材の店として登録、情報発信するなど、
地産地消を推進する各種施策に取り組んでおります。
畜産物については、県産食肉等消費拡大推進協議会に
よるいい肉の日キャンペーンを実施しており、青果物
については、ゴーヤーの日などに関連行事の実施や、
各地域での販売促進活動等に取り組んでいるところで
あります。課題としましては、生産端境期や気象災害
等による供給上の課題等が挙げられます。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、地産
地消推進に取り組んでまいります。
　次に２の(1)のウ、学校給食への供給状況と栄養士
のかかわりについてお答えいたします。
　学校給食における県産食材の利用状況は、重量ベー
スで、平成29年度が30.6％となっており、ここ数年
は３割台で推移しております。このため、県では、学
校給食における県産食材の利用促進のため、栄養教諭
等に対する県産食材の産地研修実施や、翌月出荷予定
農産物情報の提供など、産地情報を共有するととも
に、県産食材サンプルを提供するなど、栄養教諭等と
連携した県産食材の利用率向上に取り組んでおりま

す。
　県としましては、引き続き関係機関と連携し、県産
食材の学校給食での利用促進に取り組んでまいりま
す。
　次に２の(1)のエ、種子、種苗の供給状況と今後の
取り組みについてお答えいたします。
　島ニンジン、島大根等島野菜の種子は、主に生産者
の自家採種により、地域伝統野菜として維持されてお
ります。県では、農業研究センターを中心に、地域
で受け継がれている伝統野菜23科75種152系統の収
集・保存を行っております。また、本県で開発した
ゴーヤー、トウガン、パイナップル、カンショなどの
品種については、優良種苗取扱要領等を定め、品種管
理を行っております。開発品種の種子・種苗供給は、
県指定の種苗事業者等を通じて行われております。
　県では、引き続き遺伝資源の維持・保存、オリジナ
ル品種の開発と優良種苗の安定供給に努めてまいりま
す。
　次に２の(2)のア、農業用ハウスの整備状況につい
てお答えいたします。
　県では、自然災害等に左右されず、高品質で安定的
な園芸産地の生産供給体制を強化するため、一括交付
金等を活用し、農業用ハウスの整備を実施しておりま
す。平成24年度から30年度までの７年間で、強化型
パイプハウス等を258地区、182ヘクタール整備して
おり、地域別では、北部地域70ヘクタール、中部地
域28ヘクタール、南部地域66ヘクタール、宮古地域
10ヘクタール、八重山地域８ヘクタールとなってお
ります。
　県としましては、引き続き市町村等と連携し、農業
用ハウスの整備を促進してまいります。　
　次に２の(2)のイ、農業用水の施設の整備状況につ
いてお答えします。
　県では、水利施設整備事業等により、農業用水源
やかんがい施設等の整備を推進しております。平成
30年度の県全体の水源施設整備面積は２万4133ヘク
タール、整備率は63％となっており、また、かんが
い施設の整備面積は１万8942ヘクタール、整備率は
49％となっております。これら農業用水利施設の整
備により、農業用水の安定供給が図られ、作物の安定
生産や品質の向上、生産コスト節減や高収益作物導入
などの効果が見込まれます。
　県としましては、今後とも農産物の安定生産を図る
ため、農業用水利施設の整備に取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
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〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　４、福祉行
政についての御質問の中の(1)、パーキングパーミッ
ト制度の取り組み状況と課題についてお答えいたしま
す。
　パーキングパーミット制度につきましては、国の検
討会における協議結果によると、導入済み他府県にお
いては、必要区画数の不足、利用証の不適正利用、制
度対象者が駐車区画に駐車できない問題が解決しない
ことなどが課題として挙げられております。直近で同
制度を導入した他県の状況を確認したところ、一定の
駐車区画を確保するためには、民間事業者の協力が重
要とのことから、民間事業者、有識者等の意見を伺う
ため、協議の場を設置したいと考えております。
　また、県としては、不適正利用を防止する取り組み
も必要と考えており、障害者等用駐車場の適正利用の
促進に向けて継続して取り組んでまいります。　
　同じく４の(2)、障害者支援施設整備等への補助に
ついてお答えいたします。
　障害者施設の整備につきましては、社会福祉施設等
施設整備費国庫補助事業により、創設や増改築等に要
する経費の一部を補助しております。当該補助事業に
おいては、直近５年間で計47施設等への支援を行っ
てきたところであります。一方、備品購入費や人件費
等の開設準備経費については、国庫補助の対象となっ
ていないことから、九州各県等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）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　５、県のチョウ（蝶）制
定についての御質問の中の(1)、県チョウ制定の進捗
状況と制定後の取り組み等についてお答えします。
　県チョウの制定については、生物の専門家で構成す
る検討委員会において候補種の推薦を受けたところで
あります。現在、庁内意見照会とパブリックコメント
を実施しており、その後は、沖縄県自然環境保全審議
会における審議を行い、知事決裁を経て年度内の制定
を目指しております。
　県としましては、制定を機に、沖縄の自然環境を守
り育てる意識の向上につなげるための普及啓発に取り
組んでまいります。
　６、基地問題についての御質問の中の(1)、ＰＦＯ
Ｓ等の対策状況と課題についてお答えします。
　ＰＦＯＳ等有機フッ素化合物については、国内で基

準値の設定がないこと、県職員が米軍施設に立入調査
できていないことなどが課題であると認識しており、
県では、本年６月に関係大臣等に対し、基準値の設定
などについて要請しております。現在、県では、従来
から高濃度で検出された河川や湧水に加え、調査範囲
を拡大し、新たに40地点の調査を実施しているとこ
ろです。また、水道水におけるＰＦＯＳ等のさらなる
低減化に向けた検討を行うこととしております。
　同じく６、基地問題についての御質問の中の(2)、
外国人住宅地から派生する野良犬・猫等の対策と課題
についてお答えします。
　動物の遺棄・虐待については、動物の愛護及び管理
に関する法律で禁じられており、基地の外での米軍関
係者の行為等にも適用されます。そのため、県や基地
所在市町村では、英文によるチラシ等を作成し、米軍
関係者への周知を図っております。米軍関係者による
犬・猫の放置や不適切な飼養の状況については、関係
市町村とも連携して情報収集し、実態を把握した上で
課題を整理していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　７、我が会派の代表質
問との関連についての(1)、座間味村の視察について
お答えします。
　11月13日及び14日に知事が座間味村を訪問したの
は、行政視察を目的としたものであります。行政視察
では、地元自治体を初め地域や各種団体の代表者が参
加する意見交換会や県関連事業、教育、福祉、産業な
どの現場を視察しております。今回の行政視察でも、
これまでと同様に県関連の事業箇所等の現場視察や地
元と意見交換を行ったところであります。座間味浄水
場建設に関しましては、地元住民からの要望を受け、
現在、調査を行っている阿真チジ、旧ごみ捨て場及び
高月山の既設浄水場隣接地についても視察を行うとと
もに、その状況について企業局から説明を受けたとこ
ろです。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　それでは、順序が前後しますけれど
も、再質問させていただきます。
　最初に、福祉行政のパーキングパーミット制度につ
いて。
　先ほど説明がありましたけれども、その課題点をも
う一度よろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
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〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　先ほど御答
弁申し上げましたけれども、導入済み他府県に確認し
ましたところ、やはり必要区画数の不足であるとか、
あと利用証の不適正な利用――不適正に利用するとい
うことであるとか、あと制度対象者が駐車区画に駐車
できない問題などが解決しないというようなことなど
が挙げられておりまして、直近の課題としましては、
やっぱり民間事業者の御協力が必要かというところも
ございますので、そういうことが課題かと思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　他府県に聞くのではなくて、今那覇
市で行われているわけですよ、このように。（資料を
掲示）　駐車場の確保が問題と言っているんですけれ
ども、沖縄県で一番駐車場の確保が厳しい那覇市で行
われているんで、それは理由にならないと思っており
ますし、３年前からずっと取り組んできて、協議会を
立ち上げるということだったんですけれども、協議会
は何回行われたのでしょうか。よろしくお願いしま
す。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　これまでは
国の検討結果でありますとか、あと障害者団体との意
見交換でありますとかということで検討してまいりま
した。今回、直近で導入した他県に意見を聞いたとこ
ろでございます。那覇市にも参りまして、意見交換を
行っております。ただ、先ほどの課題もございますの
で民間事業者も含めて、協議の場をこれから立ち上げ
たいと考えているところです。
〇新垣　光栄君　早目にですね……
〇議長（新里米吉君）　手を挙げてちゃんとやってく
ださい。
　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　早目に那覇市と協議をしながら、進
めていただきたいと思います。よろしくお願いいたし
ます。
　それでは次に、企画部のほうですね。土地利用計画
と社会基盤整備について。今、西原町や豊見城市にお
いてモノレールの延伸を要望しておりますけれども、
そのほかに南風原町、那覇市ではＬＲＴの導入等に向
けた調査を実施しております。私といたしましては、
このように南部広域、中部広域からの要望があるので
あれば、ループ化をしたほうがまちづくりの形成から
しても効率がいいのではないかと思っておりますけれ
ども、どのようにお考えでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　今、ループ化というお話

です。那覇市内におきましては、公共交通の一番の担
い手である路線バスのほとんどが那覇を起点・終点と
しております。モノレールのループ化ということにな
りますと、那覇を周回する西原であったり与那原、南
風原、豊見城市等も路線に入ってくるということだと
思いますけれども、このバス事業者さんとの連結とい
いますか、一番流入してくる那覇市を起点にしますの
で、そのあたりこの周辺市町村のまちづくりを含めて
なんですけれども、より広域的な観点からフィーダー
交通のあり方というのを検討しなければならないとい
うふうに考えます。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　今、都市部においては慢性化してい
る交通渋滞の対策は待ったなしの状況であり、沖縄県
も今おっしゃったように早目に連携して、公共交通の
充実に関して指導的な立場に立って取り組みを進めて
いただくことが望まれると思いますので、早急にいろ
んな観点から話し合いを進めていただきたいと思いま
す。
　続きまして、屋外広告物の条例等に関してお伺いい
たします。
　先ほど部長の答弁で、屋外広告物の条例改正を検討
するとの答弁をいただきました。那覇市、沖縄市、沖
縄県の屋外広告物条例の制約があると思いますが、沖
縄市や那覇市でモデル的にデザインを統一した楽しい
まちづくりを実現できるように、早急に県の屋外広告
物条例の改正に取り組んでいただきたいと思いますけ
れども、部長の見解をお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほども答弁しましたけれども、国のガイドライン
も改正されております。屋外広告物につきまして、改
めて地域の要望等も踏まえながら、その条例改正の必
要性について検討してまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　ぜひ、早急に取り組んでいただきた
いと思います。
　それでは、次に大枠の３の(4)から道路行政。
　先ほどうちの会派長からも質問がありましたけれど
も、年の２回から４回の除草はもう除草対策にならな
いということで、これ先ほど――（資料を掲示）　パ
ネルがあればよかったんですけれども、自民党さんか
らお借りしようかなと思ったんですけれども、今でき
なくて――本当に道路の雑草が出ていて街路樹はもう
背丈より雑草が高くなっていて、そして管理するとき
にはまたこれ国道なんですけれども、アカギですね。
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本当に丸裸にされて管理されている。そして、雑草の
ところには廃棄物がごみが捨てられるという悪循環が
あるんですよ。それを見ていると、本当に世界水準を
目指す観光地かなと疑いたくなるほどであります。こ
の実態を鑑みて知事の見解はどのような意見があるの
かお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたしま
す。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　先ほど部長から、定期的な
管理を行い、国、県と協議、検討会を持ちながら進め
ているということですが、確かに議員おっしゃるとお
り、沖縄におけるいわゆる雑草の管理の周期やあるい
はメーンストリートを重点地域としてそこをまめに
やってくれないかとか、さまざまな御意見があるとい
うことは普段から拝聴している次第であります。しか
も、この街路樹の管理については、ある一定に生育し
た街路樹と電線やあるいはＮＴＴなどの配線関係との
また接触なども問題になっており、そのことについて
も検討しながら対応しているということもまた聞いて
いるところであります。
　県としましては、そのような現状をつぶさに、話し
合いを通じてどのように対策を、早急に講じていく必
要性とそして重点的に取り組んでいくエリア、ゾーン
などについての検討も含めて行っていかなければなら
ないというふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　先ほど会派長からもお話があったよ
うに、もう台湾ではどんなに小さな道路でも雑草が見
当たらないという状況であります。ぜひ、しっかり対
応していただきたい。そして先ほど新たな対策をやっ
ているということで、包括維持管理業務ということが
ありましたけれども、その業務はどのような業務かお
伺いいたします。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　先行して、宮古・八
重山地域で今行っておりますけれども、包括維持管理
業務ということで、効果的・効率的な維持管理を行う
ために道路パトロールや除草、街路樹の剪定、路面清
掃、舗装や附属物等の簡易的な修繕、あと道路照明等
の取りかえ等、道路の維持管理に係る業務を包括して
民間事業者へ委託するということを取り組んでいると
ころでございます。その宮古・八重山地域での先行実
施を行いまして、課題等を点検しながら有効な手だて
というふうに持っていきたいと思っておりますが、そ
れも沖縄本島にも順次広げていくということも考えて
いきたいということで検討しております。

　以上です。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　その包括維持管理業務のメリット・
デメリットがあると思いますけれども、部長としてど
ういうふうなお考えでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　包括維持管理業務のメリット・デメリットでござい
ますが、メリットは、道路パトロールと連携して迅速
な維持管理業務を実施することが可能となるというこ
とや、複数の企業で結成された企業体等で受注すると
いうことになりますので、人や資機材等の面において
も機動的、機能的な対応が可能となるというふうに考
えております。また、業務や業務間の創意工夫により
まして、効果的・効率的な道路維持管理につながって
いくものだろうと、そういうふうに考えております。
　デメリットにつきましては、今年度から取り組みを
始めたばかりであることから、今後課題を抽出、整理
して検討していきたいというところでございます。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　今のお話を聞くと、私がデメリット
のほうで特定の業者が継続受注するのではないか。そ
の受注機会の確保が配慮できないと、この方式も失敗
するのではないかと思っておりますので、そういう特
定の業者が受注をして――受注の機会の確保をどのよ
うに担保していくとお考えでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今、宮古・八重山地域で先行して行いますけれど
も、その課題をしっかり抽出しまして分析したいと
思っております。それを踏まえまして沖縄本島で実施
する場合においても、その土木事務所管内のエリアの
分割ですとか、委託の内容、あと期間の設定そういっ
たこと、発注方法についても工夫しながらしっかり偏
りのないような受注機会の確保に配慮していきたいと
いうふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　ぜひ配慮していただいて、組合方
式、適格ＪＶ方式等いろいろあると思いますので、ぜ
ひ考えていただきたいと思います。
　沖縄県の本島内でも今考えられていると思うんです
けれども、いつごろになりそうですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　今、直接現業職である土木整備員がおりまして、土



−295−

木整備員の退職等そういったことがあれば、また順次
そういった包括維持管理業務に移行するということも
考えております。沖縄本島におきましては、令和４年
度以降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）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　この道路の維持管理、雑草の管理に
関して、たまたま現業職員の人手不足によってこうい
うのが実施されるんでありますけれども、限られた予
算の中で年中通して良好な道路の景観を維持するため
に、私はこれは新たな仕組みになると思います。何ら
かのこのシステムを使って、年中良好な街路樹の確保
をするために、この新たなシステムと組み合わせて、
何らかの仕組みをつくらないといけないと思っていま
す。それを発展させていただきたいと思いますけれど
も、部長どう思っておりますでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時０分休憩
　　　午後５時０分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　ありがとうございま
す。
　まだ今年度取り組みを始めたばかりでございまし
て、今後課題等抽出しながらしっかりと分析していき
たいと思いますが、経費的な意味で言えばコストがか
かる場合もございますし、このほうがメリットがある
のではないかなと我々も考えているところでございま
す。どういった形で広げていくことができるのか、
しっかりと分析しながらより観光立県沖縄の道路管理
として、望ましい方向に持っていけるかということを
しっかり研究していきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　世界水準の観光地を目指す上で、県
民も管理業界も含めて全体で考えなければならないと
いうことを基本に、この雑草問題をしっかり抜本的な
対策として国や各市町村、関係団体と連携しながら、
早急に具体的な取り組みをしていただきたいと思いま
す。副知事、知事、どちらからでもよろしいですけれ
ども、所見をお願いします。
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。
　先ほど瑞慶覧議員からも、そして今新垣議員から
も、この道路の街路樹の件でお話がございました。私
自身も日ごろから感じているところですが、世界最高
水準の観光地という割にはそういった除草等について

まだまだ十分な対応ができていないだろうと。その要
因の一つとして、予算というのがあるかと思います。
一応、県のほうも５億から６億5000万とふやしては
いるようですけれども、この一括交付金、平成24年
にできたときに多くの市町村からは、この草ぼうぼう
の除草をこれ一括交付金でできないかというような声
などもあったところです。一定程度は着手されている
と思いますけれども、やはり亜熱帯海洋性気候のこの
沖縄で、年３回から４回というような形ではなかなか
十分ではないだろうと。そういった中において、やは
り各道路管理者でいろいろ検討会もなされているよう
ですが、高いレベルで、これはもう少し高いレベルで
議論を行って、次期の沖縄振興計画のあり方の中でも
十分議論をし、ある一定程度の予算を配分、そしてま
た今先ほど部長からもありましたけれども、新たなシ
ステム、そういったものも結集して、冒頭で議員が
おっしゃっていたような草ぼうぼうの観光地と言われ
ないように、しっかり対応する必要があるだろうと
思っております。しっかりこれは国に対しても求めて
まいりたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　私は、予算あるなしの問題ではなく
て、これシステムの新たな展開の問題だと思っていま
すので、しっかり現場の意見を聞きながら、住民の意
見を聞きながらやることによって予算の問題ではなく
て、新たなシステムを構築すればこれ問題は解決する
のではないかなと思っておりますので、ぜひ検討をよ
ろしくお願いいたします。
　続きまして、時間がないので、サンライズ協議会に
ついてですけれども、サインライズベルト構想の戦略
の目的をもう一度お願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　新沖縄発展戦略におい
て、東海岸サンライズベルトの発展については、東海
岸にもう一つの南北に伸びる経済の背骨を形成するこ
とで、強固な経済基盤の形成を目指す必要がある。大
型ＭＩＣＥ施設を核としたにぎわいを東海岸一帯に連
鎖させることが重要であり、広域的な観光展開や魅力
ある観光まちづくり等の東海岸地域の活性化に向けた
発展戦略について、検討を行う必要があるとしており
ます。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　続きまして、中城湾地域振興協議会
の設立目的をもう一度答弁お願いできませんでしょう
か。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
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〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　中城湾地域振興協議会設置規約第１条によります
と、沖縄21世紀ビジョンに位置づけられた東海岸地
域の開発促進に当たり、中城湾地域の魅力あるまちづ
くりを推進し、地域活性化の拠点として個性とにぎわ
いのある町の形成を促進するために、中城湾地域振興
協議会を設置するとうたわれております。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　この両方とも、私は目的一緒ではな
いかなと。そこで気になるのが、大型ＭＩＣＥ施設の
早期着工ではないかなと思っておりますけれども、こ
の東側のにぎわいを集めて東海岸の発展に資するため
には、ぜひＭＩＣＥ施設の早期着工が重要なポイント
になると思います。富川副知事、このＭＩＣＥ施設の
早期着工に向けて所見を伺いたいと思いますけれど
も、よろしくお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　ＭＩＣＥ振興は非常に重要であるということ、その
大型ＭＩＣＥを振興するに当たって、大型ＭＩＣＥ施
設の整備は東海岸のマリンタウン地区に整備をすると
いう県の意思は変えておりません。今年度におきまし
ては、主に財源等が課題になっていることから、そう
いったところの確保策も含めて今検討を進めていると
ころでございます。今年度の検討状況を踏まえまし
て、またしっかり大型ＭＩＣＥ施設の整備に向けて取
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）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　しっかりよろしくお願いいたしま
す。
　バス通学無料化についてですけれども、総額どれぐ
らいの予算を今考えていますでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　額については、まだ仕組み
を調整中ですので、今明言できる数字はございませ
ん。
〇議長（新里米吉君）　新垣光栄君。
〇新垣　光栄君　私は前から言っているんですけど、
貧困対策の通学費の措置はされていると。今後、総合
的な政策になるように、本当に交通渋滞対策も含めて
本来であればこれは企画が持つべき事業でないかな
と。もう所管がえをしたほうがいいのではないかなと
思うほどでありますので、実際バス業者との打ち合わ
せも今まで企画がやっているわけですから、その辺を

密に調整をしていただきたいと思います。
　最後に答弁をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　実施に当たりましては、バ
ス事業者ともよく調整をしてやりたいと思いますし、
当然企画の交通部門、企画部ともさまざまな連携をし
ながら、効果的な事業を行ってまいりたいと思いま
す。
〇新垣　光栄君　企画部長もお願いいたします。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
〇企画部長（宮城　力君）　必要に応じて、教育庁と
バス事業者さんとの調整に同席するなど連携して取り
組んでいきたいと思います。
〇新垣　光栄君　以上です。
〇議長（新里米吉君）　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
〇照屋　大河君　社民・社大・結連合、照屋大河で
す。
　一般質問を始める前に、知事におかれましては、こ
のたびのお母様の御逝去に対して心よりのお悔やみを
申し上げたいというふうに思います。
　知事選の投票に車椅子を押していく姿、お母さんが
知事の当選を喜んでいたと、そしてその後の活躍を喜
んでいたというふうにお聞きしておりますが、改めて
御冥福を心よりお祈り申し上げます。
　では、通告に従い一般質問を行います。
　大きい１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、安倍首相の在職日数が、戦前の桂太郎氏を抜
いて憲政史上歴代１位となりました。辺野古新基地建
設の強行、戦争法の強行成立、在任中の憲法改正を公
言してはばからないなど民意無視の政治を行っていま
す。モリカケ問題や桜を見る会の問題で公私混同との
批判を浴び、相次ぐ閣僚辞任で任命責任を問われるな
ど長期政権の緩みも甚だしい。知事は、衆議院議員の
当時、安倍首相と沖縄の基地問題の解決あるいは沖縄
の振興・発展など直接議論を交わされたというふうに
思いますが、安倍首相在職１位をどのように受けとめ
ているか、認識を伺います。
　(2)、全国首長９条の会について。
　憲法９条改憲に反対する自治体の現職首長や首長経
験者ら約130人が、去る11月17日、全国首長９条の
会を結成しております。共同代表の一人に稲嶺進前名
護市長が選ばれたほか、沖縄からは伊波洋一参議院議
員（元宜野湾市長）、大濱長照元石垣市長、山内徳信
元読谷村長、新川秀清元沖縄市長の５人の皆さんが名
を連ねております。
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　ア、結成集会では、憲法と地方自治を踏みにじる行
為に反対する。住民と力を合わせて運動を進めるとの
アピールを採択し、当面の活動方針として９条改憲反
対の署名運動強化や普天間飛行場の辺野古移設阻止な
どを決めているが、知事の受けとめを伺う。
　(3)、緊迫する東アジアの国際情勢について。
　ア、香港区議会議員選挙で民主派が圧勝した。選挙
前にはデモ参加者の１人が死亡したことなどをめぐ
り、デモ隊と警官隊が激しく衝突する場面もあった。
香港における一連の動きは、辺野古新基地建設に反対
する県民が各種選挙や県民投票で示してきた民意、
キャンプ・シュワブゲート前で辺野古新基地建設に反
対し、非暴力の座り込み闘争を続ける人々への県警や
機動隊などによる弾圧と重なって映るが、知事の所見
を伺う。
　イ、日韓の軍事情報包括保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）
の失効が直前になって回避された。韓国政府が当分の
協定維持を決めたと発表した。暫定的であり先行きは
不透明だが、仮に失効していたら日米韓の協力体制や
東アジアの安全保障体制を揺るがし、在沖米軍基地が
集中する沖縄への影響も危惧される事態だった。ＧＳ
ＯＭＩＡの失効回避と国交正常化以来、最悪と言われ
る日韓関係に対する知事の所見を伺います。
　(4)、沖縄関係予算について。
　年末の予算取りまとめに向けた秋の国庫要請では初
めて、知事と県市長会長、県町村会長の３者共同で取
り組んだことを高く評価いたします。来年度の沖縄関
係予算について、沖縄側は内閣府が求めた概算要求額
3190億円の満額確保を要望し、一括交付金も要求額
の1188億円以上を確保するよう求めているが、要請
を終えての手応え、感触について知事に伺います。
　(5)、首里城再建のあり方について。
　首里城の火災発生から１カ月以上が経過しました。
正殿が無残に焼け落ちてしまう光景は、県民に大きな
衝撃と悲しみと喪失感を与えたというふうに思いま
す。しかし１カ月がたち、多くの人が自分に何ができ
るのかを考え、再建に向けた募金活動を始めていま
す。去る日曜日にはうるま市において若い人たち、地
域の青年会を中心に募金を集めるイベントが開催され
ましたし、きょうの新聞報道によれば９歳の男の子が
９年間ためたお年玉を全額寄附するという記事にも接
しています。ウチナーンチュの温かさ、強さ、前に進
もうとする姿勢を今感じております。これまで首里城
に対する答弁については、県民から寄せられた思いを
しっかり受けとめて集めて、再建に全力で取り組むと
いうことですので、改めて私も一緒になって頑張る決

意を申し上げて伺います。
　まず、首里城再建をめぐり、所有権移転に関する知
事の発言が波紋を呼んでいる。知事は所有権のあり方
についてどのように考えているのか、真意を説明して
ほしい。
　大きい２番、基地問題について。
　(1)、パラシュート降下訓練について。
　ア、嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練は、
防衛省が例外規定の撤廃を米軍に求める姿勢に転じな
い限り、今後も間違いなく繰り返される。伊江島での
降下訓練も民間地への着地が散見され、危険極まりな
い。津堅沖でのパラシュート降下訓練も地元うるま市
やうるま市議会の反対の声を無視して強行され続け、
ことしだけで既に８回と常態化しています。きょう、
あす、あさっての日程で津堅沖での訓練のノータム
が発出されているという状況です。狭い沖縄でパラ
シュート降下訓練を行うこと自体が危険で、過重な基
地負担の象徴の一つとなっています。抜本的な解決策
を講じるためにも、県として県内におけるパラシュー
ト降下訓練の全面禁止、県外移転を求めていくべきで
はないか。知事の見解を伺います。
　(2)、辺野古新基地と環境保護について。
　ア、辺野古新基地建設でジュゴンが確認されなく
なったことを受け、沖縄防衛局が第22回環境監視等
委員会で沖縄防衛局が航空調査の範囲を拡大する考え
を示したが、県の評価を伺う。
　イ、第22回環境監視等委員会では、防衛局の事後
調査に対する県からの環境保全措置要求への回答案が
了承されているが、県に提出はありましたか。回答内
容とそれに対する県の評価を伺います。
　ウ、米環境ＮＧＯから辺野古・大浦湾一帯がホープ
スポット（希望の海）に認定されました。辺野古新基
地建設阻止に追い風となる動きと歓迎しているが、県
の受けとめを伺います。
　大きい３番、子育て支援について。
　(1)、待機児童について。
　ア、県は本年度末としていた待機児童ゼロの目標達
成を２年先送りし、2021年度とすることを決めた。
延期を判断した背景と経緯について伺う。
　イ、保育の現場や保護者からは、2021年度末の達
成も難しいのではという懸念や、安心して子育てでき
る環境をと不安の声が寄せられている。昨年の知事選
で待機児童ゼロの実現を公約とした知事は、延期を厳
しく受けとめるべきであります。目標達成について知
事の決意を伺います。
　(2)、幼保無償化について。
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　10月にスタートした国の幼児教育・保育の無償化
制度で、今年度分の財源が数百億円程度不足する見通
しとなりました。単価の高い保育所利用者が想定より
も多かったことが主因のようだが、沖縄における需給
バランスは県の想定どおりか。財源確保のほかにも問
題は生じているか等、本県における幼保無償化の実施
状況について伺います。
　４番、教育行政について。
　(1)、教員と働き方について。
　ア、県教育庁がまとめた県立学校教職員の2018年
度の勤務実態調査で、残業時間が月100時間を超えた
人数が延べ1314人、過労死ラインの月80時間を超え
た人数も合わせると延べ3078人となった。教職員の
激務常態化が可視化された格好で、実効性を伴った働
き方改革が急を要する。県の受けとめと事態改善に向
けた取り組みについて伺います。
　イ、県立高校や公立小中学校などの教員志願者数が
８年連続で減少するなど、この10年で約30％減少し
ています。人材流出を防ぐための県の対策について伺
います。
　(2)、文科大臣の身の丈発言で社会問題となった大
学入学共通テストへの英語民間試験の2020年度導入
が見送られました。この身の丈発言ですが、大臣自身
に弱者は切り捨てても構わないという発想が根底にあ
るのではないか。教育格差を容認する発言であり、決
して許されない発言だというふうに思います。英語試
験の延期に加えて、国語と数学の記述式問題等の導入
も見送られました。全国高等学校長協会などはかねて
より僻地や離島で暮らしていたり、家計の苦しかった
受験生への救済策が乏しいなどと指摘をし、導入の延
期を求めてきています。離島・僻地、まさに沖縄で
す。そして、貧困の状況も全国の倍というふうな沖縄
の状況にありますので、この大学受験については教育
庁も生徒の立場を第一に考え、公正公平を確保するよ
うにと強く大臣に、国に要請をしていただきたいとい
うふうに思います。家庭の経済力や居住地が成績を左
右しかねない仕組みで、制度の欠陥は以前から指摘さ
れていた。そのまま実施された場合、多くの有人離島
を抱える沖縄では、どのような影響があったと想定さ
れるか。県の認識と導入見送りに対する受けとめを伺
う。
　５、福祉・医療行政について。
　(1)、ハンセン病問題について。
　ア、ハンセン病元患者家族に最大180万円を支給す
る補償法と、名誉回復を図る改正ハンセン病問題基本
法が成立した。熊本地裁が認めていなかった米国統治

下の沖縄の被害も認められた一方、長年にわたり差別
を受けた経験から名乗り出ない人もいると見られる。
啓発活動などの対策が急がれるが、知事の受けとめと
今後の県の取り組みについて伺う。
　イ、全国の13の国立ハンセン病療養所を退所後、
療養所に戻った元患者が、過去10年間で延べ129人
に上ることがわかった。うち沖縄愛楽園に13人、宮
古南静園に12人が再入所している。高齢化している
元患者がいまだ社会から置き去りにされる実情が浮き
彫りになったが、県はいかなる支援策を講じている
か、県の取り組みについて伺います。
　(2)、公立病院の統廃合問題について。
　９月に厚労省が全国424の公的病院に統廃合を含め
た再編の検討を求め、大きな社会問題となっている。
対象病院は地方を中心に全体の約３割に上るにもかか
わらず、沖縄だけは対象病院がなかったのはなぜか、
県の分析とあわせて伺う。
　６、観光行政について。
　(1)、国土交通省は建設中の那覇空港第２滑走路を、
2020年３月26日に供用開始すると発表した。
　ア、さらなる観光振興につながると期待する声があ
る一方で、観光業界からは航空路線の大幅な増便や新
規路線就航が見込めないなど、先行きを懸念する声も
あるようだが、路線拡大に関する県の見解について伺
います。
　イ、沖縄国際物流ハブの活用強化や取扱貨物量の増
加が期待されるが、県の取り組みについて伺います。
　(2)、観光客数1000万人の突破は修正報告の形で発
表されました。1000万人達成の評価と統計の信頼性
に対する県の見解について伺います。
　７番については、取り下げます。
　以上、よろしくお願いします。
〇議長（新里米吉君）　ただいまの照屋大河君の質問
及び質疑に対する答弁は、時間の都合上休憩後に回し
たいと思います。
　15分間休憩いたします。
　　　午後５時24分休憩
　　　午後５時41分再開 
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前の照屋大河君の質問及び質疑に対する答弁を
願います。
　玉城知事。
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
〇知事（玉城デニー君）　照屋大河議員の御質問にお
答えいたします。
　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(4)、
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令和２年度沖縄振興予算の満額確保に係る国庫要請に
ついてお答えいたします。
　令和２年度沖縄振興予算の確保に向けては、去る
11月21日、衛藤沖縄担当大臣や県選出国会議員など
関係要路に対し要請を行ってまいりました。今回、政
府予算案決定に向けた秋の要請としては初めて、市長
会及び町村会と連携した要請活動を展開したところで
あります。要請に対し、衛藤大臣からは、概算要求の
満額確保に向けて取り組む旨の発言がございました。
また、今般の首里城の復元に向けてでございますが、
その復元に向けた費用等に関しては振興予算とは別枠
で設けていただくよう、そのような要請も重ねて行っ
た次第であります。
　沖縄県としては、今後も、機会を捉え、沖縄振興予
算の確保に向け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)、安倍首相在職１位についてお答えしま
す。
　安倍首相の在職日数が憲政史上歴代１位となったこ
とにつきましては、さまざまな立場から、さまざまな
御意見があるものと承知しております。安倍首相にお
かれましては、普天間飛行場の辺野古移設に反対する
県民の民意に寄り添い、対話によって解決策を求める
民主主義の姿勢を示していただくとともに、県民生活
の向上や基地負担の軽減など、沖縄の抱えるさまざま
な課題の解決に向けて、積極的に取り組まれることを
期待しております。
　次に１(3)のア、辺野古新基地建設に反対する人々
への県警等の対応についてお答えします。
　香港での民主化を求める動きは、警官隊との衝突や
地下鉄など交通機関への影響など、混乱が続いている
ものと考えております。辺野古新基地建設問題をめぐ
る動きは、香港の状況とは異なりますが、県として
は、辺野古移設では、普天間飛行場の一日も早い危険
性の除去にはつながらないものと考えており、今後も
政府に対し、同飛行場の速やかな運用停止と県外、国
外への移設を求めてまいります。
　次に１(3)のイ、ＧＳＯＭＩＡと日韓関係について
お答えします。
　日韓秘密軍事情報保護協定（ＧＳＯＭＩＡ）は、相
手国から提供された軍事機密の保護を義務づける枠組
みであり、去る11月22日に、韓国政府から日本政府

へ同協定の終了通告を停止する旨の通知があったとの
ことです。日韓関係については、国民生活に影響がな
いように冷静かつ平和的な外交・対話を通じて、一日
も早い関係改善が図られるよう、日本、韓国の両政府
に全力を尽くしていただきたいと考えております。
　次に２、基地問題についての(1)のア、パラシュー
ト降下訓練についてお答えします。
　パラシュート降下訓練は、沖縄県民の基地負担の軽
減を図るというＳＡＣＯ最終報告の趣旨に沿って厳格
に運用されるべきであると考えております。また、津
堅島訓練場水域におけるパラシュート降下訓練につい
ても、同水域が定期船や漁船等が航行する水域となっ
ていることから、訓練を実施するべきではないと考え
ております。いずれにしましても、パラシュート降下
訓練については、過去にさまざまな事故があったこと
から、安全に最大限配慮し、必要最小限の訓練にとど
める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）　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)のア、全国首長
９条の会の活動についてお答えいたします。
　日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和
主義を基本理念とし、広く国民に浸透し、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
たものと考えております。憲法については、平和主義
の理念が将来にわたって堅持されるよう、主権者であ
る国民の間で十分に議論されることが重要であると考
えております。
　次に３、子育て支援についての御質問の中の(1)の
ア、待機児童の解消時期と目標達成の決意について。
３の(1)アと３の(1)イは関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えいたします。
　県では、令和２年度から６年度を計画期間とする第
二期黄金っ子応援プランの策定に向けて、各市町村に
おける量の見込み、提供体制の確保方策等を取りまと
めているところであり、多くの市町村においては、令
和２年度末を待機児童解消時期としておりますが、一
部市町村においては、やむを得ない事情により、令和
３年度末までの解消を見込んでおります。幼児教育・
保育無償化の影響や女性就業率の向上、潜在需要の掘
り起こしによる保育ニーズの高まり等により、待機児
童解消時期を見直さざるを得ない状況にありますが、
県としましても、待機児童解消時期の見直しを重く受
けとめており、計画の前倒しも視野に入れながら、可
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能な限り早期の待機児童解消に向けて、引き続き市町
村と連携し取り組んでまいります。
　同じく３の(2)、幼児教育・保育無償化に係る財源
等についてお答えいたします。
　幼児教育・保育無償化の財源については、今年度は
全額国費による臨時交付金が交付されることとされて
おり、国においては、無償化実施に伴い不足する財源
を補正予算で計上する方向で検討を行っていると伺っ
ております。県においては、現在、現行予算で対応し
ておりますが、今後、無償化の影響を踏まえた市町村
の執行予定額を集約の上、補正予算で対応するなど、
必要な財源確保に取り組んでまいります。無償化の課
題については、保育ニーズの高まりによる待機児童へ
の影響や保育の質の確保などがあることから、県とし
ましては、引き続き市町村と連携して、保育所の整備
や保育士の確保等に取り組むとともに、質の高い幼児
教育・保育の提供に取り組んでまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問のうち(5)のア、所有権のあり方に
ついてお答えいたします。
　12月２日に開催された、関係閣僚会議において、
国から、政府として、引き続き沖縄県や地元の方々の
御意見を伺いながら、国営公園事業である首里城の復
元に向けて、責任を持って取り組んでいくとの発言が
あったことから、首里城正殿等に関しては国が復元を
行うものと考えており、所有権移転の協議を行うこと
は考えておりません。
　県としては、多くの県民の皆様の声を集約しなが
ら、国と県の役割分担に関する協議を進め、県として
も復旧・復興に向けて積極的に取り組んでいきたいと
考えております。
　次に２、基地問題についての御質問のうち(2)のア、
ジュゴンの航空調査の範囲拡大についてお答えいたし
ます。
　第22回環境監視等委員会資料には、航空機調査の
調査範囲を広げて、引き続きジュゴンの生息状況調査
を実施すると記載されております。しかしながら県と
しては、Ｋ－９護岸及びＫ－８護岸を桟橋として利用
し、土砂の搬出・搬入を継続すること等がジュゴンに
重大な影響を及ぼす可能性があることから、令和元年
６月11日付文書において、土砂の運搬及び海上搬入
を停止するよう求めており、直ちに工事を中止する必
要があると考えております。

　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　２、基地問題についての
御質問の中の(2)のイ、環境保全措置要求に対する沖
縄防衛局の回答の内容及びその評価についてお答えし
ます。
　県が沖縄防衛局に対して行った、平成29年度普天
間飛行場代替施設建設事業に係る事後調査報告書等に
対する環境保全措置要求について、去る11月25日に
沖縄防衛局から回答が提出されたところです。回答内
容では、工事計画の変更に伴う環境保全措置の検討結
果が示されていないことや、水の濁りの調査地点が追
加されていないことなど、不十分な点があることか
ら、県としましては、現在審査中の平成30年度の事
後調査報告書等とあわせて審査し、環境の保全につい
ての適正な措置を講ずるよう求めてまいりたいと考え
ております。
　同じく２、基地問題についての(2)のウ、辺野古・
大浦湾のホープスポット認定についてお答えします。
　辺野古・大浦湾は、県の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、国が日本の重要湿地500、重要海域に選定してい
ることなどから、自然環境豊かな重要な地域であると
考えております。今回、海外ＮＧＯ団体によりホープ
スポットに認定されたことは、辺野古・大浦湾の豊か
な自然環境が海外からも評価されたものと理解してお
り、さらに必要な情報収集に努めた上で活用のあり方
について検討してまいりたいと考えております。
　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)のア、教職員の働き方改革に関する取り組
みについてお答えいたします。
　県立学校における時間外勤務が月80時間以上の長
時間勤務者数は、平成29年度は延べ3506人、平成30
年度は延べ3078人となり、428人の減、率にしまし
て12.2％の縮減となっております。今年度は、全県
立学校で勤務管理システムが稼働しており、現時点に
おいて改善傾向が見られます。長時間勤務の主な理由
は、部活動指導が最も多く、次いで事務・報告書作
成、授業準備となっております。県教育委員会では、
ことし３月に沖縄県教職員働き方改革推進プランを策
定し、各学校の実情に応じた行事や会議等の見直し、
合理的でかつ効率的・効果的な部活動の推進、定時退
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勤日や学校閉庁日の設定等に加え、部活動指導員やス
クール・サポート・スタッフの配置等の取り組みを進
めております。引き続き実効性のある取り組みを推進
し、教職員の長時間勤務の縮減に努めてまいります。
　次に同じく４の(1)のイで、教員志願者の減少対策
についての御質問にお答えいたします。
　沖縄県の教員候補者選考試験の今年度の受験者数
は3394人となっており、これは10年前の平成21年度
の4894人と比較して、人数にして1500人、率にして
30.6％の減となっております。受験者数が減少して
いる理由としては、景気拡大による他業種への流出
や、長時間労働など教職イメージの低下、正規率改善
に向けた採用者数の拡大などが考えられます。
　県教育委員会としましては、学校現場の業務改善へ
の取り組みを推進するとともに、県内外の大学におい
て沖縄県の教職の魅力を発信するための説明会を開催
するなどして、志ある優秀な人材の確保に取り組んで
まいります。
　次に同じく４の(2)で、英語民間試験についての御
質問にお答えいたします。
　文部科学省は大学入学共通テストにおける英語民間
試験の活用について、経済的な状況や居住している地
域にかかわらず、ひとしく安心して試験を受けられる
ようなシステムになっていないなどの理由から導入を
見送っております。
　御質問で、民間試験が実施されたときに考えられる
影響等についてでありますけれども、家庭の経済状況
によって受験できる回数が異なるとか、あとは検定会
場の設定状況によっては、離島から本島への渡航費用
の負担が考えられると。あとは沖縄県内で実施されて
いない英語検定試験等が挙げられます。新たなシステ
ムの導入に当たりましては、本県は島嶼県であること
から、受験機会の均等、経済的な負担軽減の観点から
検討されることが必要であると考えております。
　県教育委員会としましては、今後とも国の動向を注
視しつつ、あらゆる機会を通して学校へ情報提供を図
るなど、受験生が不利益をこうむらないよう努めてま
いります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは、福祉・医
療行政についての御質問の中の５の(1)のア、ハンセ
ン病元患者家族補償法についての御質問にお答えしま
す。
　ハンセン病元患者家族の皆様におかれましては、長

年にわたり偏見や差別の中で、多大な苦痛と苦難を強
いられてきたことと思います。今回、ハンセン病元患
者家族に対する補償金の支給等に関する法律が制定さ
れたことにより、これまでにこうむった精神的な苦痛
が少しでも軽減されることを期待したいと思います。
　県としましては、引き続きハンセン病元患者及び御
家族の皆様が、地域で安心して生活していくことがで
きるよう、偏見や差別の解消、ハンセン病に関する正
しい知識の普及啓発により一層努めていきたいと考え
ております。
　次に(1)のイ、元患者に対する県の取り組みについ
ての御質問にお答えします。
　元患者のハンセン病療養所への再入所につきまして
は、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第８条
により、元入所者及び非入所者は、必要な療養を受け
るために入所できることとされております。
　県としましては、地域で安心して生活が続けられる
よう、ハンセン病に関する偏見や差別の解消に向けて
普及啓発に取り組むほか、各福祉事務所にハンセン病
関係相談窓口を設置し、相談できる体制を整えている
ところであります。
　次に(2)のア、公立病院の統廃合についての御質問
にお答えします。
　厚生労働省が公表した再編の検討を求められた公
立・公的医療機関等は、国が設定した項目の全てで診
療実績が少ない、または一つの医療圏内で近接する医
療機関が、設定した項目全てで競合しているという一
定の基準に該当する医療機関となっております。今回
の分析結果は、がんや心筋梗塞等の高度急性期・急性
期機能の診療実績に着目したものであり、本県の公
立・公的医療機関等は、診療実績及び競合関係いずれ
についても再編統合の対象に該当しなかったものであ
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　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　６、観光行
政についての御質問のうち(1)のア、那覇空港におけ
る航空路線の増便や路線拡大についてお答えいたしま
す。
　現在、那覇空港への就航を希望している航空会社
は、中国等東アジアを中心に複数あり、直近では令和
２年１月にクアラルンプール発、台北経由の路線の就
航が決定しております。直行便就航の前段階である
チャーター便についても、今年度は、マレーシアやベ
トナムから実施されたほか、中国やフィリピン等から
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も計画されております。また、シンガポール路線等既
存便の増便も進んでおります。
　県としましては、引き続きこうした需要を取り込
み、第２滑走路供用開始後の増便や新規就航につなが
るよう、関係機関と連携し路線誘致に取り組んでまい
ります。
　同じく(2)、入域観光客数1000万人達成の評価と統
計の信頼性についてお答えいたします。
　平成30年度は、たび重なる自然災害や麻しんの発
生の影響があったものの、年度目標の1000万人の大
台を達成し、６年連続で過去最高を記録したことは、
沖縄観光の継続した好調さのあらわれであると考えて
おります。一方で、航空会社から昨年提供いただいた
数値に一部報告漏れが判明したことから、修正発表の
形での目標達成となり、関係者に御迷惑をおかけした
ことにつきましては、改めておわび申し上げます。統
計の信頼性確保に向けて、今後、このような事案が
生じないよう、関係各所との協力体制及び公表値の
チェック体制強化に努めてまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕

〇商工労働部長（嘉数　登君）　６、観光行政につい
ての御質問の中の(1)のイ、那覇空港の貨物量増加の
取り組みについてお答えいたします。
　県では、那覇空港の沖縄貨物ハブを中心とした物流
機能の強化を図るため、今年度から、海外航空会社も
含めた新規貨物路線の誘致を強化するとともに、那覇
空港貨物上屋のＬＣＣターミナル跡のスペース等を活
用した新たな物流ビジネスの拡大に向けた取り組み等
を推進しております。
　県としては、第２滑走路の供用開始を見据え、今後
も那覇空港のネットワーク拡充や取扱貨物量の増大な
ど、国際物流拠点の形成を目指し、引き続き取り組み
を推進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）　以上で本日の一般質問及び議
案に対する質疑を終わります。
　本日の日程はこれで全部終了いたしました。
　次会は、明11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５分散会
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令和元年
第 ６ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

令和元年12月11日（水曜日）午前10時１分開議 　　     

議　　事　　日　　程　第７号
令和元年12月11日（水曜日）

午前10時開議
第１　一般質問
第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで（質疑）

 
　  本日の会議に付した事件　 　

日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案まで

甲第１号議案　令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）
甲第２号議案　令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
甲第３号議案　令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
乙第１号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第２号議案　沖縄県立自然公園条例の一部を改正する条例
乙第３号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例
乙第６号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例
乙第８号議案　財産を出資の目的とすることについて
乙第９号議案　財産の取得について
乙第10号議案　訴えの提起について
乙第11号議案　土地所有権確認請求事件の和解について
乙第12号議案　指定管理者の指定について
乙第13号議案　指定管理者の指定について
乙第14号議案　指定管理者の指定について
乙第15号議案　指定管理者の指定について
乙第16号議案　指定管理者の指定について
乙第17号議案　指定管理者の指定について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　指定管理者の指定について
乙第26号議案　指定管理者の指定について
乙第27号議案　指定管理者の指定について
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乙第28号議案　指定管理者の指定について
乙第29号議案　指定管理者の指定について
乙第30号議案　当せん金付証票の発売について
乙第31号議案　中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第32号議案　中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第33号議案　中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第34号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について
 

  出　席　議　員（45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 28　番　　照　屋　大　河　君
４ 　番　　新　垣　光　栄　君 29　番　　仲宗根　　　悟　君
５ 　番　　次呂久　成　崇　君 30　番　　崎　山　嗣　幸　君
６ 　番　　宮　城　一　郎　君 31　番　　金　城　　　勉　君
７ 　番　　大　城　憲　幸　君 32　番　　末　松　文　信　君
８ 　番　　金　城　泰　邦　君 33　番　　具志堅　　　透　君
 ９　番　　大　浜　一　郎　君 34　番　　島　袋　　　大　君
10　番　　西　銘　啓史郎　君 35　番　　中　川　京　貴　君
11　番　　新　垣　　　新　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 席 議 員（１名）　　
12　番　　比　嘉　瑞　己　君 
 

欠　　　　　員（２名）　　
 

説明のため出席した者の職、氏名　
知　　　　　事　　玉　城　デニー　君 環　境　部　長　　棚　原　憲　実　君
副　　知　　事　　富　川　盛　武　君 子 ど も 生 活
副　　知　　事　　謝　花　喜一郎　君 福　祉　部　長　　

大　城　玲　子　さん

政 策 調 整 監　　島　袋　芳　敬　君 保 健 医 療 部 長　　砂　川　　　靖　君
知 事 公 室 長　　池　田　竹　州　君 農 林 水 産 部 長　　長　嶺　　　豊　君
総　務　部　長　　金　城　弘　昌　君 商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
企　画　部　長　　宮　城　　　力　君
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文　化　観　光 教　　育　　長　　平　敷　昭　人　君
ス ポ ー ツ 部 長　　

新　垣　健　一　君 
公安委員会委員　　與　儀　弘　子　さん

土 木 建 築 部 長　　上　原　国　定　君 警 察 本 部 長　　筒　井　洋　樹　君
企　業　局　長　　金　城　　　武　君 労 働 委 員 会
病 院 事 業 局 長　　我那覇　　　仁　君

 事　務　局　長　　
金　良　多恵子　さん

会 計 管 理 者　　伊　川　秀　樹　君 人 事 委 員 会
知　事　公　室 事　務　局　長　　

池　田　克　紀　君

秘書防災統括監　　
前　原　正　人　君

 代 表 監 査 委 員　　當　間　秀　史　君
総　　務　　部 
財 政 統 括 監　　

金　城　　　賢　君
 

 
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

事　務　局　長　　平　田　善　則　君 課　長　補　佐　　佐久田　　　隆　君
次　　　　　長　　勝　連　盛　博　君 主　　　　　査　　嘉　陽　　　孝　君
議　事　課　長　　平　良　　　潤　君 主　　　　　査　　宮　城　　　亮　君

 
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程第１及び日程第２を一括し、これより直ちに一
般質問を行い、甲第１号議案から甲第３号議案まで及
び乙第１号議案から乙第34号議案までを議題とし、
質疑に入ります。
　質問及びただいま議題となっております議案に対す
る質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
〇西銘　純恵さん　おはようございます。
　日本共産党の西銘純恵です。
　質問通告をした後に、米軍基地における重大事故が
発生しました。議長や執行部に連絡済みでありますの
で、追加質問から行います。
　金武町伊芸区での、住民の生命を脅かす民間地への
照明弾落下に厳しく抗議をします。民間地に隣接した
米軍演習場によって住民が危険と隣り合わせの生活を
強いられていることは放置できません。
　(1)、キャンプ・ハンセンの演習の廃止を求めるべ
きではないか。
　(2)、照明弾がどこから何発発射され、落下地点は
それぞれどこなのか。また、県や県警が原因究明のた
め基地内への立ち入りを要求すべきではないか。
　２、普天間基地での泡消火剤漏出問題は、基地内の
立ち入りを要求して、ＰＦＯＳなど有害物質の使用禁
止を要求すべきではないか。
　それでは通告の質問を行います。
　辺野古新基地建設問題について。
　安倍政権は、県民投票で71.7％が辺野古新基地建

設に反対した民意を無視して、埋め立てを強行してい
る。与党訪米団に対し、連邦議員などは、民意が無視
されて辺野古新基地建設が強行されていることに驚き
と関心を示しました。訪米されたデニー知事の所感と
今後の課題を伺います。
　県民の抗議行動によって工事はほとんど進まず、
90メートルの軟弱地盤や活断層などが今後の埋め立
てを不可能にするように立ちはだかっています。市民
団体の防衛省交渉でも埋立土砂の量が明らかにされた
が、計画量とこれまでどれだけ投入され、割合は何％
になりますか。
　地球温暖化による気候変動の危機が叫ばれている
中、米国ＮＧＯ団体によって辺野古・大浦湾が日本で
唯一のホープスポットに指定された。世界の国や議会
に、埋め立てられようとしている生物多様性の大浦湾
の海を知らせる手紙を送付したらどうでしょうか。
　子供の貧困対策及び今後の拡充策について。
　政府が見直した大綱は、貧困率の改善目標がない、
予算の担保がないなどと関係者から酷評されている
が、貧困調査の内容においては沖縄県が行った公共料
金の滞納など生活の実態が把握できる調査内容が大綱
見直しに影響を与えたと思うが、見解を問います。
　貧困解消に向けて市町村の取り組みが重要となりま
す。計画策定した市町村はどこですか、策定に向けた
今後の取り組みを伺います。
　次年度の取り組みを伺います。
　深刻な児童虐待を根絶するための条例制定につい
て、９月の委員会において、条例は子供の福祉、人権
や権利保障の立場で策定することを提案しました。知
事の見解を伺います。
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　教育行政について。
　学校の歯科検診における虫歯で要治療の子供たちの
治療状況を伺います。医療費を中学卒業まで窓口無料
にした南風原町は、ほかの自治体と比べて治療実績が
向上したようです。実態と教育長の見解を伺います。
　公立夜間中学の創設に向けた取り組み状況を伺いま
す。
　教師の多忙化解消のために配置した小・中・県立学
校の部活指導員の状況と今後の配置計画について。
　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワー
カーの配置状況と次年度以降の拡充計画について伺い
ます。
　高校生のバス通学費無料化に向けて行った調査結果
を問います。次年度から非課税世帯からでも実施すべ
きと考えるが、試算額と取り組みを伺います。
　教員の反対を押し切って臨時国会で可決成立した１
年単位の変形労働時間制は、公立学校教員給与特別措
置法３条の時間外勤務手当、休日勤務手当を支給しな
いという規定はそのままで、今でも深刻な長時間労働
を助長するものにほかなりません。少人数学級の実現
こそ待ったなしの課題ではありませんか。教育長の見
解を問います。
　県が調査した県立学校職員の長時間労働の実態と認
識を伺います。長時間勤務者の人数と健康障害防止の
ための面接指導を受けた人数を伺います。多忙なまま
みずから過労死を予防するための面接を受けることが
できていない状況は深刻ではないか。改善策を伺いま
す。
　学童クラブに入所できない待機児童の実態と解決策
を伺います。また、民設民営の多い沖縄県の学童クラ
ブの支援員の賃金を引き上げて待遇を改善することに
ついて。
　特別養護老人ホームの増設の実績を問います。待機
者は減っていますか。最も待機者の多い施設は何人で
すか。最も長くて何年待機しているか。増設を急ぐこ
とについて。
　保育園などの危険箇所の安全対策について。
　ことし５月、滋賀県大津市で集団で歩道を通行中の
園児たちが死傷する交通事故が起きました。続発する
事故を受けて、６月18日、国土交通省から未就学児
が集団で移動する経路の交通安全の確保の徹底につい
て都道府県の担当宛てに通知が出されました。緊急安
全点検を求められた市町村の点検結果を伺います。交
通安全対策の予算措置にかかわる安全点検の通知を市
から受けていないという保育園もあります。市町村に
対し、いま一度点検を徹底させて集約を図る必要があ

るが、対応を伺います。
　嘉手納米軍基地からの取水による北谷浄水場の汚染
問題について。
　北谷浄水場の水が、使用禁止されている有害物質の
ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに汚染されているが、ほかの水源
を持つ浄水場はゼロに近い数値です。北谷浄水場は嘉
手納基地の汚染源をもとから断たなければ安全な水に
はなりません。発がん性の疑い、胎児や乳児への影
響、健康への害悪は将来の世代にも取り返しのつかな
い重大問題です。
　嘉手納基地への立入調査はどうなっているか、県が
立入要求をしたのはいつか、その後の政府の取り組み
を問います。
　北谷浄水場の取水源で汚染の可能性のある場所を取
水停止すること。
　汚染水の除去は一刻も猶予はできません。汚染除去
されるまで、安全な北部ダム系統の石川浄水場や西原
浄水場に切りかえたり、とれる手だてを最大限尽くす
ことについて。
　知事は、国の基準値設定においては、米国で最も厳
しい基準を持つ州や限りなくゼロに近い基準を日本の
基準値にすることを求めたいとしました。政府への対
応を伺います。
　伊平屋空港建設について、伊平屋・伊是名村の住民
調査で、空港がないため本島に出て仕方なく宿泊する
割合はどうなっていますか。空港建設の進捗状況と課
題について。
　普天間基地の即時運用停止、閉鎖・返還について。
　普天間基地の10月の離着陸回数はどれだけで前年
同月に比べてどうですか。負担軽減と真逆の負担激増
の危険な普天間基地は一刻も早く運用停止し、閉鎖・
返還するほかありません。知事の見解を問います。住
宅地上空を飛行する実態を撮影して米国政府や議会、
国連に送付してはどうですか。
　浦添新軍港は国内法の及ばない治外法権の米軍専用
施設となり、3000人の海兵隊や米軍機100機以上が
乗り込んだ強襲揚陸艦、原子力潜水艦が入港可能な新
基地となります。まさに那覇港湾発展の阻害物です。
1974年に全面返還で日米合意された那覇軍港が今日
まで返還されていないのは、移設条件がついたからに
ほかなりません。県が無条件返還を要求してこそ、返
還が現実のものにできるのではないですか。お答えく
ださい。
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）　ハイサイ　グスーヨー　
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チューウガナビラ。
　皆さん、おはようございます。
　本日も真摯な答弁を心がけてまいりたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。
　西銘純恵議員の御質問にお答えいたします。
　辺野古新基地建設問題についての御質問の中の１の
(1)、訪米の所感と今後の課題についてお答えいたし
ます。
　今回の訪米では、国防権限法案に関する協議が行わ
れている時期に、大変多くの連邦議会議員や政府関係
者及び有識者の皆様と面談や意見交換をする機会をい
ただき、沖縄の基地問題の実情を発信することができ
ました。国防権限法案の上下両院案を一本化する両院
協議会の委員に対して、国防総省及び会計検査院によ
る精緻な調査と費用の検証の必要性などを面談して直
接伝えられたことや、ことし２月の県民投票の結果を
もとに、普天間飛行場の辺野古移設に反対する民意を
丁寧に、そしてその状況、軟弱地盤の問題であります
とか高さ制限の問題などなど、その現地の状況につい
て明確に伝えられたことは大変意義があったと考えて
おります。今後、面談した連邦議会議員等との継続的
な意見交換やネットワークを構築することが重要と考
えており、さまざまな情報の調査を進めているワシン
トン駐在によるフォローアップ等にも積極的に取り組
んでまいりたいと思います。
　その他の質問については、部局長から答弁をさせて
いただきます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　１、辺野古新基地建
設問題についての御質問のうち(2)、工事の進捗状況
についてお答えいたします。
　県としては、埋立承認撤回は有効との立場であり、
全ての埋立工事を停止するよう求めております。仮に
埋立土砂量から進捗率を換算するため、沖縄防衛局に
照会したところ、ことし10月末時点において、埋立
区域②―１については、必要となる土量に対して約７
割、埋立区域②については約１割となっているとの回
答がありました。当該回答に基づき、県において埋立
承認願書の埋立土量等で試算したところ、事業全体の
埋立土砂等約2062万立方メートルに対して、埋め立
てられた土量の割合は、約１％と推定されます。
　次に９、伊平屋空港建設についての(1)、伊平屋・
伊是名村民の本島での宿泊割合と進捗状況等について
お答えいたします。
　県が平成29年度に伊平屋・伊是名村民及び両村郷

友会会員に対して実施したアンケート調査において、
交通条件で仕方なく本島中南部に宿泊している割合
は、回答した伊平屋村民で約７割、伊是名村民で約４
割となっております。
　県は、現在、航空機の就航率確認のための気象観測
調査を令和２年５月までの予定で実施するとともに、
課題となっている航空会社の就航意向取りつけや需要
予測、費用対効果の確認・検証、関係機関との調整に
取り組んでいるところであります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　おはようございます。
　１、辺野古新基地建設問題についての御質問の中の
(3)、辺野古・大浦湾のホープスポット認定について
お答えします。
　辺野古・大浦湾は、県の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、国が日本の重要湿地500、重要海域に選定してい
ることなどから、自然環境豊かな重要な地域であると
考えております。今回、海外ＮＧＯ団体によりホープ
スポットに認定されたことは、辺野古・大浦湾の豊か
な自然環境が海外からも評価されたものと理解してお
り、さらに必要な情報収集に努めた上で活用のあり方
について検討してまいりたいと考えております。
　14の泡消火剤漏出問題についての御質問の(1)、基
地内立入調査及びＰＦＯＳ等使用禁止の要求について
お答えします。
　ＰＦＯＳ等の問題については、本年６月に知事が在
日米軍司令官に対し、県職員の米軍施設への立入調査
を認めること及びＰＦＯＳ等を使用しないことを要請
するとともに、防衛大臣に対しても米軍へ働きかける
よう要請しております。12月５日の普天間飛行場で
の泡消火剤漏出については、漏出した箇所や量などの
詳細を沖縄防衛局に問い合わせているところです。今
後、詳細な情報が入り次第、対応を検討していきたい
と考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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、子供の
貧困対策及び今後の拡充策についての御質問の中の
(1)、政府の大綱見直しへの見解についてお答えいた
します。
　子供の貧困対策に関する大綱が５年ぶりに見直しが
行われ、令和元年11月29日に閣議決定されました。
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新たな大綱では、親の妊娠・出産期から子供の社会的
自立までの切れ目のない支援や市町村における計画策
定の促進等が明記されるとともに、公共料金の未払い
経験の割合など、39の指標が設定されております。
大綱の見直しに当たっては、政府の有識者会議等にお
いて、本県の子供の貧困実態調査を含め、全国の自治
体による調査結果等も踏まえてさまざまな議論がなさ
れ、総合的な見地から検討が行われたものと認識して
おります。
　県としましては、新たな大綱の目的、理念もしっか
り踏まえ、引き続き子供のライフステージごとの生活
実態を把握し、取り組みを充実していきたいと考えて
おります。
　同じく２の(2)、市町村計画策定に向けた取り組み
についてお答えいたします。
　子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正に伴
い、市町村に計画策定の努力義務が課されたことによ
り、子供の貧困対策を推進する市町村の役割はますま
す重要となっております。県内市町村では、現在、宜
野湾市、うるま市、与那原町、伊是名村の４市町村に
おいて子どもの貧困対策計画が策定されております。
県では、ことし11月に市町村主管課長会議を開催し、
内閣府の担当から、今回の法改正や新たな大綱の趣旨
を説明し、市町村に対し計画を策定するよう促したと
ころであります。
　県としましては、市町村において、地域の実情を踏
まえた取り組みの充実が図られることが重要と認識し
ており、引き続き市町村と連携し、計画策定を促進し
てまいります。
　同じく２の(3)、子供の貧困対策の今後の取り組み
についてお答えいたします。
　今年度、国において子どもの貧困対策の推進に関す
る法律が改正され、新たな大綱が策定されるなど、全
国的にも貧困対策を一層推進していく方向性が示され
ました。また、沖縄子供の貧困緊急対策事業の次年
度概算要求では、今年度より１億3000万円増の14億
4000万円が要求されており、県においても同事業を
活用し、高校内居場所の設置校の増や、支援員を派遣
する小規模離島町村の拡大など、支援内容の拡充を検
討しております。
　県としましては、子供の貧困の連鎖を断ち切るため
には、対策を一過性のものとせず、継続的に推進して
いくことが重要であると考えておりますので、今後と
も県政の最重要政策としてしっかり取り組んでまいり
ます。
　次に３の(1)、深刻な児童虐待を根絶するための条

例制定についてお答えいたします。
　沖縄県では、子供の権利を尊重し、虐待から守る社
会づくりを目指して、万国津梁会議の意見や児童の権
利に関する条約等を踏まえ、条例の制定に向け取り組
みを進めております。同条例では、子供の尊厳が重ん
ぜられること、児童虐待は、決して許されないもので
あることなどを基本理念として検討しております。子
供は、未来を担う大いなる可能性を秘めた社会の宝で
あり、子供の権利が尊重され、子供が健やかに成長す
ることができる社会の実現に向け、取り組んでまいり
ます。
　次に５、学童クラブに入所できない待機児童の実態
と解決策についての御質問の中の(1)、放課後児童ク
ラブの待機児童及び支援員の処遇改善についてお答え
いたします。
　令和元年５月１日現在の放課後児童クラブの登録児
童数は２万961人、登録できなかった児童数は670人
となっており、前年度と比較して90人減少しており
ます。また、放課後児童クラブ数は501カ所で、前年
度と比較して49カ所増加しており、そのうち県は、
公的施設活用クラブ８カ所の整備を支援したところで
あります。放課後児童支援員の処遇改善については、
平成30年度に20市町村378クラブに対し、賃金改善
経費等の補助を行っており、県内クラブの放課後児童
支援員正規職員の平均給与額は、平成27年度の約15
万7000円から30年度は約18万1000円に改善されて
おります。
　次に、特別養護老人ホームの増設の実績についての
御質問の中の(1)、特別養護老人ホームの増設及び待
機者の状況等についてお答えいたします。
　県では、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき平成
30年度からの３年間で特別養護老人ホーム254床を
整備する計画となっており、令和２年度末見込みで
195床の整備見込みとなっております。特別養護老人
ホームへの入所の必要性が高い待機者は、平成30年
10月末現在722名で、近年は横ばい傾向となってお
ります。なお、施設ごとの入所待機者数及び待機期間
については、施設への申し込み後の入院等、個々の状
況がさまざまであることから、正確な把握は困難であ
ります。
　県としましては、特別養護老人ホームの整備につい
て、入所の必要性が高い待機者の状況等も踏まえ、必
要なサービス量の整備がなされるよう、引き続き市町
村と連携して取り組んでまいります。
　次に７、保育園などの危険箇所の安全対策について
の御質問の中の(1)、保育所等の交通安全の確保につ
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いてお答えいたします。
　国の通知に基づき、去る７月に県が市町村に対し、
認定こども園、保育所、認可外保育施設の緊急安全
点検の実施を求めたところ、828施設において自主点
検が行われ、320カ所において交通安全対策が必要と
なっております。現在、点検結果を踏まえた対策の実
施状況報告と、点検を行っていない施設に対する点検
の実施を求めているところであり、引き続き市町村に
対して安全確保の徹底について周知してまいります。
　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)、虫歯の治療状況についてお答えいたしま
す。
　県内小中学生の学校歯科検診において、受診勧奨を
受けた児童生徒の受診率は、平成29年度が26.5％、
平成30年度が28.6％となっております。また、南風
原町において、受診勧奨を受けた児童生徒の受診率
は、平成29年度23.7％、平成30年度30.9％となって
おります。県平均と比較いたしますと、平成30年度
は2.3ポイント上回っており、南風原町の取り組みは
受診率向上の要因の一つと考えられます。
　県教育委員会としましては、今後とも市町村教育委
員会及び各学校と連携し、受診勧奨の継続と就学援助
制度の活用を周知するとともに、歯磨きの習慣化を図
るなど、虫歯予防等について推進してまいります。
　次に、同じく４の(2)で、夜間中学設置の取り組み
状況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、夜間中学設置検討に当たって、
平成30年度に対象者等の詳細なニーズなどを把握す
るため調査を実施したところであります。現在、調査
結果を踏まえ、先進地域の取り組み等を参考に、公立
中学校夜間学級等設置検討委員会において、設置主体
や設置規模等、そのあり方について検討を進めている
ところであります。
　次に同じく４の(3)で、部活動指導員の状況等につ
いての御質問にお答えいたします。
　県教育委員会では、部活動顧問の負担軽減及び多忙
化解消のため、令和元年度から部活動指導員を県立高
校に38名、県立中学校に３名、市町村立中学校に52
名配置しており、次年度は、拡充する方向で計画して
おります。今後とも、関係部局及び市町村教育委員会
等と連携を図りながら、教職員の負担軽減に努めてま
いりたいと考えております。
　次に同じく４の(4)、スクールカウンセラー、スクー

ルソーシャルワーカーの配置状況等についての御質問
にお答えいたします。
　スクールカウンセラーについては、今年度115人を
学校に配置しており、スクールソーシャルワーカーに
ついては、20人を各教育事務所に配置しているとこ
ろです。現在、スクールカウンセラーを小中学校全校
に配置しておりますが、次年度以降については、より
一層充実した配置に向け、支援の必要な学校を重点校
に選定し、訪問回数をふやす計画をしております。ス
クールソーシャルワーカーにつきましては、国の動向
を注視し、配置拡充に向けて検討してまいります。
　同じく４の(5)で、高校生の通学費支援についての
御質問にお答えいたします。
　高校生通学実態調査については、県立高校全日
制・定時制の全生徒数のうち、83.6％から回答があ
り、通学で主にバスを利用している生徒は、登校時
14.8％、帰宅時20.9％となっております。現在、調
査結果をもとに制度設計を進めており、次年度は、こ
れまでのひとり親家庭高校生等通学サポート実証事業
の対象者に加え、住民税所得割非課税世帯の高校生へ
も支援を拡充することを軸に検討しているところで
す。対象者は約5400人を見込んでおり、現在、支援
方法や支援の割合、所要額を関係機関と調整を行って
いるところであります。家庭の経済状況にかかわら
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、可能な限り早期に実施できるよう
努めてまいります。
　次に同じく４の(6)で、変形労働時間制の導入につ
いての御質問にお答えいたします。
　12月４日に公立の義務教育諸学校等の教育職員の
給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律が成
立しました。改正により導入された変形労働時間制
は、令和３年度から、地方公共団体の判断により、学
期中の教員の勤務時間をふやし、かわりに児童生徒の
夏休み期間中等に休日のまとめ取りが可能となる内容
であります。今後、同制度の導入については、国の動
向や他都道府県の状況等の情報収集を行い、本県公立
学校教職員の勤務実態や関係機関の意見等を踏まえ、
慎重に検討してまいります。少人数学級については、
これまでに小学校全学年と中学校１年生で実施してお
ります。中学校３年生までの拡大に当たっては、教員
の配置基準の見直しや、教職員定数の配置に当たって
の柔軟な運用方法等を検討しており、引き続き市町村
教育委員会、中学校長会とも連携し取り組んでまいり
ます。
　次に同じく４の(7)、教職員の長時間勤務の状況と
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面接指導についての御質問にお答えいたします。
　県立学校における月80時間以上の長時間勤務者数
は、平成29年度は延べ3506人、平成30年度は延べ
3078人となり、428人の減となっております。長時
間勤務職員に対する面接指導は、沖縄県立学校職員の
長時間勤務による健康障害防止対策要領に基づき、対
象者が面接を申し出た場合に実施しており、面接指導
を受けた人数は、平成29年度は54人、平成30年度は
51人で若干減少しましたが、今年度は既に前年度を
上回る人数となっております。長時間にわたる過重な
勤務は、疲労の蓄積をもたらし、脳・心疾患の発症リ
スクが高まるとされております。
　県教育委員会では、引き続き管理職に対して職員の
健康管理についての研修を行うとともに、職員に対し
て、健康に関する研修を充実し、意識の啓発を図って
まいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
　　　〔企業局長　金城　武君登壇〕
〇企業局長（金城　武君）　８、嘉手納米軍基地から
の取水による北谷浄水場の汚染問題についての御質問
の中の(1)、嘉手納基地への立入調査の状況等につい
てお答えをいたします。
　企業局では、平成28年６月に在沖米軍に対し立入
調査を申請しております。これに対し、在沖米軍から
は日米合同委員会環境分科委員会の議題に上げること
を推奨するとの回答があり、現在まで実現しておりま
せん。企業局としては、防衛省に対して、嘉手納基地
内への立入調査について日米合同委員会環境分科委員
会での協議を求めているところです。また、立入調査
による原因究明がこの問題の解決につながると考えて
いることから、関係部局と連携して、本年６月に防衛
大臣等に対して要請を行ったところです。防衛省から
は、現在、ＰＦＯＳ等への対応については、日米防衛
当局間でしっかりと取り組んでいくべく、さまざまな
機会を捉え、さまざまなレベルで米側に協力を求めて
いるとの説明を受けております。
　企業局としては、引き続き立入調査の実現に向けて
取り組んでまいりたいと考えております。
　次に(2)、北谷浄水場水源の取水停止についてお答
えをいたします。
　企業局では、国内法で目標値の設定がないＰＦＯＳ
等について、米国環境保護庁の飲料水の生涯健康勧告
値１リットル当たり70ナノグラムを参考に水質管理
を行っております。同勧告値は、最も感受性の高い人
口集団である胎児または母乳を与えられている乳児を

健康上の有害影響から保護する観点から設定されたも
のであります。北谷浄水場の浄水のＰＦＯＳとＰＦＯ
Ａの合計は、平成30年度の平均で１リットル当たり
29ナノグラムと同勧告値より低いレベルにあること
から、水道水の安全性は担保されているものと考えて
おります。
　企業局としては、引き続きＰＦＯＳ等のさらなる低
減化に取り組んでまいります。
　次に(3)、石川浄水場等への切りかえなどＰＦＯＳ
等の対策についてお答えいたします。
　北谷浄水場からの送水を、石川浄水場及び西原浄水
場からの送水に切りかえることは、各浄水場の施設能
力や安定供給の面から困難であります。
　企業局としては、引き続き水源及び浄水場における
水質管理や定期的にＰＦＯＳ等の吸着効果がある粒状
活性炭への入れかえを行うとともに、より吸着効果の
高い粒状活性炭の選定や、水源におけるＰＦＯＳ等の
低減を図る方策などさまざまな検討を行い、さらなる
低減化に取り組んでまいります。なお、例年水事情が
良好な状況においては、他の水源を優先的に活用す
る取り組みを行っており、本年６月から10月までの
比謝川等からの取水量は合計で１日約３万2000立方
メートルと、平成30年度の半分程度となっておりま
す。
　次に(4)、国の基準値設定に関する政府への対応に
ついてお答えをいたします。
　水道水の基準値等については、国において、ＰＦＯ
Ｓ等の健康影響を明らかにした上で設定し、水道事業
者は、同基準に適合する水道水を供給することが肝要
であると考えております。このことから、県として
は、本年６月12日及び13日に関係大臣に対して、Ｐ
ＦＯＳ等の水道水質基準値等の設定などについて要請
したところであり、厚生労働省からは来年４月をめど
に目標値の設定を行いたい旨の説明がありました。そ
の後、厚生労働省では、７月２日に第１回水質基準逐
次改正検討会が開催されており、同検討会において最
新の科学的知見を収集しつつ、専門家等の意見も踏ま
えながら基準値等が検討されております。
　企業局としては、国における審議等の動向を注視し
ていきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君） 　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　10、普天間基地の即時
運用停止、閉鎖・返還についての(1)、普天間飛行場
における離着陸回数、運用停止及び米国政府等への実
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態の周知についてお答えします。
　県としては、普天間飛行場の速やかな運用停止を含
む一日も早い危険性の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と考えて
おります。普天間飛行場におけることし10月の離着
陸回数は1506回となっており、前年同月の1241回と
比較すると約21％増となっております。
　県としては、知事の訪米において米国民を初め米国
政府や連邦議会議員にも普天間飛行場問題等を直接伝
えたところですが、普天間飛行場における実態を米国
政府等へ周知することにつきましては、議員御提案の
手法も含め、さまざまな手法を検討してまいりたいと
考えております。
　次に11、浦添新軍港についての(1)、那覇港湾施設
の無条件返還についてお答えします。
　沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画
で示された那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地
負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると
考えております。移設協議会においては、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、移設協
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13、金武町の照明弾落下についての(1)及び
(2)、キャンプ・ハンセンでの演習廃止と立ち入りを
求めることについてお答えします。13(1)と13(2)は
関連しますので、恐縮ですが一括してお答えします。
　今月５日午後、キャンプ・ハンセンから、隣接する
金武町伊芸区の農地等に米軍の照明弾が３個落下する
事故が発生しました。照明弾が落下した場所は、直近
の民家までは約50メートルしか離れていないほか、
周辺には沖縄自動車道の高架や高圧線鉄塔があり、一
歩間違えれば県民の生命財産に被害を及ぼす重大な事
故につながりかねず、極めて遺憾であります。県で
は、昨日、外務省特命全権大使（沖縄担当）及び沖縄
防衛局長を県に呼び、謝花副知事から今回の事故につ
いて強く抗議し、事故原因の究明及び実効性のある再
発防止策を講じ、その公表をするとともに、キャン
プ・ハンセンにおける周辺地域に影響を及ぼす可能性
のある訓練の中止を強く求めました。また、本日、海
兵隊政務外交部長に対して同様の要請を行うことを予
定しております。なお、立ち入りについては、米軍の
説明等を勘案し、今後検討したいと考えております。
　以上でございます。

〇議長（新里米吉君）　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）　13の(2)、金武町の照
明弾落下事案についてお答えをいたします。
　本件は12月５日16時ごろ、発見者の方が車両運転
中、上空からパラシュート様のものが落下したのを目
撃し、その後金武町伊芸の田畑の中で照明弾１発が発
見され、さらに翌12月６日にも同じく金武町伊芸区
の歩道上等において照明弾２発が発見され、計３発の
照明弾が発見された事案であります。
　県警といたしましては、110番通報を受け、直ちに
現場臨場後、当該照明弾らしきものを確認し、関係者
等からの事情聴取、人的、物的被害の有無の確認等必
要な調査を実施しております。当該物件につきまして
は、沖縄防衛局が回収し、米軍に照会した結果、米軍
のものである旨の回答を得たものと承知をしておりま
す。現時点まで、これら照明弾落下事案に伴う人的、
物的被害は確認されておりませんが、県警察におきま
しては、沖縄防衛局とも連携し、米軍に対し発生原因
の照会や調査への協力依頼を行っているところであ
り、基地立ち入りの要否も含め、その結果を踏まえて
適切に判断、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）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時44分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　西銘純恵さん。
〇西銘　純恵さん　答弁いただきましたけれども、教
育長と企業局長には少し提案ということでやりたいと
思います。
　県立学校の長時間勤務者ですけれども、3000人以
上が指導対象だけれども50名ほど。今年度はもっと
指導を受けるということで面接指導ということをおっ
しゃいましたけれども、これ本人の申し出を受けてと
いうことになって、多忙で通常の業務をこなすのもと
ても厳しい状況の中で、みずから時間をとって申し出
るということはなかなか難しいと私は思うんですよ
ね。だからこそ、義務的にといいますか、この教師が
抜ける体制を整えてちゃんと面接指導を受けさせて、
メンタルの病に至らないようにやるのが大事ではない
かと思うんですよ。ですからこれ調査してもらったん
ですけれども、やっぱり必要とする皆さんが全員この
面接指導を受けて、専門の方から働き方について指導
を仰ぐということをやるべきだと提案をしたいと思っ
ていますが、簡潔な答弁をいただけたらよろしくお願
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いします。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　面接を申し出ない職員にそ
の理由を確認したところ、特に体調で気になることは
ないとか、必要性を感じないという職員が多いという
状況になっております。しかし長時間にわたる過剰な
勤務でさまざまな発症のリスクが高まるとされており
ますので、教育委員会が管理職に対して職員の健康管
理についての研修を行うとともに、職員に対しての―
―先ほども答弁しました、意識の啓発を図ってまいり
たいと思っております。
　産業医面談が利用しづらいのではないかというふう
な意見もございますが、各学校の産業医というのは開
業医や勤務医でありまして、診療時間外に面接指導や
健康診断の結果の確認等また衛生委員会への出席等の
業務を行っておりますので、日程調整を行って実施し
ております。引き続き管理者の役割もやっぱり重要な
ところがありますので、その職員とのいろんなコミュ
ニケーションもとりながら、面接等を行いやすい状況
というのをつくっていくように努めたいと思っており
ます。
〇議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
〇西銘　純恵さん　時間外が80時間を超えたら、過
労死のリスクがあるわけですよ。100時間を超える皆
さんもいるわけですよね。だからこそこれは厳しく、
そういう教職員の皆さんが健全な体調で教育に励める
ように――管理職の話されましたけれども、ぜひ教育
長のほうで今後の方向性っていいますか、面接指導な
りちゃんと体調管理をできるようにしていただきたい
と思います。
　それでは企業局長ですけれども、現在の最新の知見
で安全性は確保されているとおっしゃって、そして
29に低減しているという企業局の努力は買いますけ
れども、やっぱり石川浄水場や西原浄水場、ＰＦＯＳ
出てないわけですよね。同じ県民がちょっとでもそれ
が出たら危険だという。だってこの危険というのは、
乳児の低体重や免疫システム障害やがんや甲状腺ホル
モンに影響を与える、そしていつまでも残り蓄積され
ていくという残留性、これある意味では本当に未知の
有害物質だと思うんですよ。全く全面解明をされてい
ない状況の中で本当にゼロにするというのが大事だと
思います。ぜひ知事もゼロに近い方向で水については
提供していく努力をしたいということがありますの
で、例えば企業局がダムの水をやって、海水淡水化を
使って経費がかかる。これ企業局だけの責任ではない
わけですよ。本来なら、嘉手納基地にきちんと立ち入

りをして、根を断つというところ、基地の閉鎖という
こともありますよ。そういう大きな課題はあるけれど
も、企業局が北谷浄水場の水を県民に提供するのをや
めて、ちゃんとしたダムの水や安全な水をというとき
に金がかかるということになれば、これは私は県政と
してしっかり予算措置をすると、水道料金にはね返る
ということがあってはならないと、そして当たり前に
日米政府に責任を追及するという立場をとっていただ
きたいと思います。だから今とり得る最新の知見だと
いうことをおっしゃっていましたので、そこは共通認
識にしていきたいと思います。
　最後に訪米の関係で、私、知事にも軟弱地盤や活断
層の話もし、私たち訪米団もそういうことをやって
きました。このパネルなんですが（パネルを掲示）
　この活断層を――辺野古断層と楚久断層ですか、こ
の写真ともう一つは大浦湾に90メートルの深さまで
マヨネーズのような軟弱地盤があると。そして工事は
70メートルまでしかできないということを、訪米し
たときに私どもは直接補佐官や国防総省にもこの図面
なども見せて説明をしたんです。そうしたらやっぱり
そういう実態というのが日本政府は大丈夫と言ってた
よということで、実際にこの状況は知られていないと
いうことを本当に実感しました。ですから、私は最初
に質問したようにこのような活断層があるし軟弱地盤
があって、危険な、ましてや大浦湾――これ長島、平
島見えますよ。この豊かな大浦湾を埋め立てて基地を
つくるのかということはこの連邦議員の皆さんやそし
て国防総省、国務省、米政府関係者にも――私たち余
り時間なかったですから、ワシントン事務所が今後こ
ういう補佐官を通じて、きっちりとそういうのを知ら
せていくというのはとても大事ではないかと思いまし
て、知事の見解も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。
　軟弱地盤の問題につきましては、知事が10月に訪
米した際にも資料を用いて説明をしたところでござい
ます。その際面談した10名の連邦議会議員だけでは
なくて、引き続き補佐官あるいは議会調査局関係者な
ども含めまして、軟弱地盤の抱える問題につきまして
は、適切に説明、ワシントン駐在を活用して報告して
いきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　西銘純恵さん。
〇西銘　純恵さん　あとはこれアオサンゴ群、これ写
真です。（パネルを掲示）　米国ＮＧＯミッションブ
ルーが世界で110カ所以上をホープスポットというこ
とで認めた。これが辺野古・大浦湾も認定したと。そ
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のＮＧＯを立ち上げた方が海洋学者で米海洋局の主任
科学者も務められ、政府の関連でも力がある方で、大
浦湾をやったと。一部なんですけれども、このチリビ
シのアオサンゴ群集というのは長さが50メートルで
幅が30メートルで高さが14メートル、本当にこの写
真たまたま一部の――それでもすごいすてきなサンゴ
なんですけど、これがホープスポットになったと。こ
のシルビア・アールさんが大浦湾へのメッセージとい
うことで出したのも私たち訪米で伝えてきたんですけ
ども、これ読み上げたいと思います。辺野古・大浦湾
がホープスポットに選ばれる理由は幾つかあると。数
千種の生物がすむという多様性を持ってそのうち200
種以上が絶滅危惧種に指定されている、世界でも数少
ないところにしか存在しない有名なアオサンゴ群集も
発達している、ジュゴンがすむのに最適な場所である
と。我々人間は生きるために必要なものや豊かな生活
を支えるために、陸や海の環境を変えてしまった。し
かし、人間が生きるのに空気もきれいな水も必要、両
方とも大気を通して海が用意してくれるということ
で、この大浦湾を保全をするということがいかに気候
変動で今、地球が壊されようとしているこの時期にこ
こも含めて大事と。そして普天間基地が――普天間第
二小学校で子供たちが逃げるような映像も米市民に見
せたらびっくりしておりました。そういう意味では危
険な基地も即時閉鎖・撤去という、これをぜひ米国の
皆さんに伝えていくという、私手紙とかいろいろ質問
でやったんですが、知事の最後の決意を伺いたいと思
います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時56分休憩
　　　午前10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）　せんだって議員の皆さんが
訪米をして、そのさまざまな情報交換、意見交換を
行ってきたということについては、報告会も持たれた
由、その報道についても認識をさせていただいており
ます。そして多くの米国議員、補佐官の方々にやはり
この実際に現地で持っている情報がしっかり伝わって
いないという現実についても皆さんも実感を持ったと
思います。私も実は訪米をした際に、日本政府からど
のような情報があるのですかと、我々はこういう問題
があるので、だから米側もしっかりとその現実性につ
いて調査をしていただきたいということを、今回その
申し入れに来ましたというふうな話をさせていただき
ました。多くの議員の方々はやはり、日本政府からは

ある程度説明は受けているけれども、しかし、皆さん
が持ってきた情報は初めて知ったというふうなことも
ありました。ですから、私たちはこれからもでき得る
限り本当にその現場で何が起きていて、現場は本来ど
ういう状況にあるのかということも含めて、もっと情
報を発信するべきであるというふうに思いました。そ
のため、９月11日に私と公室長で今お示しのチリビ
シのアオサンゴの群落なども現認させていただきまし
た。アオサンゴのその群生は――実はせんだって座間
味に視察に行ったときに座間味の漁業関係者の方から
聞いたんですが、座間味の海は周辺に浅い、いわゆる
イノーと呼ばれる緩衝地帯がない、すぐ深い海になっ
ている。しかしその斜面にはたくさんのサンゴが生息
をしているということで海流の流れも早く、光が届く
場所ではあるんですが水深もある程度あるので、水温
がそう高くならずにサンゴの白化現象がそういう自然
環境の中で食いとめられているという話を聞かせてい
ただきました。ですから、浅い海域のサンゴのみなら
ず、大浦湾は多様なサンゴが生息している海域である
ということも、改めて私たちはもっと世界の海洋関係
者に対してあるいは米国議会に対してもその貴重性、
重要性、多様性をしっかり推進し発信していくことも
重要であるということを確認した次第です。
〇西銘　純恵さん　ありがとうございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
〇次呂久　成崇君　おはようございます。
　一般質問を行います。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、県内18離島の特産品を一堂に集めた離島フェ
アがことしも開催されたが、成果と評価について伺
う。
　(2)、知事は公約に離島力の向上を掲げているが、
知事の考える沖縄の離島の魅力とは何か伺う。また、
知事の考える総合的な離島振興策とは何か伺う。
　(3)、県内の離島地域は島々で異なる個性豊かな自
然や文化を初め、地域課題も山積している。地域の住
民が望まない開発やオーバーツーリズムによりその地
域や島々の住人の日常生活や文化、自然が守られない
といった地域課題に対し、知事は積極的に離島に足を
運び、直接住民と課題について向き合うべきだと思う
が見解を伺う。
　２、環境行政について。
　(1)、世界自然遺産登録に向け、国連教育科学文化
機関に登録の可否を勧告する国際自然保護連合の調査
員による現地視察が10月５日から８日間にわたり実
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施された。調査官と地域住民との意見交換会があった
ようだが、どのような意見交換が行われたのか伺う。
　(2)、世界自然遺産登録に向けて各自治体では自然
案内人条例が検討されているようだが、海外や国内の
自然環境に関心の高い地域では自然案内人のライセン
ス制を実施しているところもある。沖縄の貴重な自然
環境・生物多様性を保全していくためには、各自治体
任せではなく、県が積極的にライセンス制に向けた取
り組みをするべきだと思うが見解を伺う。
　(3)、県が実施した海岸漂着物調査によると、県全
体の海岸漂着ごみの半分が八重山諸島に漂着している
ことがわかったということだが、詳細と今後の対策に
ついて伺う。
　３、観光行政について。
　(1)、2018年度の入域観光客数が修正されたことに
ついて、原因と報告、チェック体制及び今後の対策に
ついて伺う。
　(2)、拡大を続ける沖縄観光だが、県内離島の観光
地ではオーバーツーリズムが問題となっている。離島
観光の課題について、県の見解を伺う。
　４、離島振興について。
　(1)、平成29年度から実施している沖縄県離島患者
等支援事業のこれまでの取り組みと執行率、課題につ
いて伺う。
　(2)、運休中の離島航空路線の再開に向けた取り組
み状況について伺う。
　(3)、波照間空港と多良間空港では、夜間の急患搬
送で空港照明が使用されず急患搬送に支障を来してい
るとのことだが、夜間の空港を利用した急患搬送体制
及び空港管理について伺う。
　５、宮古島市・石垣市の県職員（教職員、病院事業
局を含む）の住環境について。
　(1)、沖縄県職員住宅平得団地の大規模改修工事に
ついて、工期は平成31年度から２カ年となっている
がまだ着工していない。経緯と進捗状況について伺
う。
　(2)、病院事業局では、宮古・八重山地域に赴任す
る職員の住宅を確保するため民間賃貸住宅を借り上
げ、職員住宅の確保を図っているとのことだが、現在
の借り上げ状況について伺う。
　(3)、知事部局では以前に、今後も行政需要に伴い
職員の継続的な確保が想定されることから、一定戸数
の職員住宅の確保は必要と考えていると答弁してい
る。一定戸数とはどれだけか、また病院事業局のよう
に民間賃貸住宅を借り上げて職員住宅の確保をすると
いう考えはないのか伺う。

　(4)、宮古・石垣では県職員住宅と民間賃貸住宅で
は負担する家賃差額が大きく均衡ではない。住宅事情
が厳しい状況を踏まえ、地域特別手当等を支給するな
ど職員の経済的・精神的な負担に配慮した関係機関と
の調整、対策を検討するべきだと思うが、県の見解を
伺う。
　６、新県立八重山病院について。
　(1)、県立八重山附属病院西表西部診療所の常勤医
の急病に伴い不在となり、診療体制見直しとなった経
緯と今後の診療体制、常勤医師確保の取り組みについ
て伺う。
　(2)、内科の医師不足のため12月から診療扱いを変
更することになったようだが詳細について伺う。
　(3)、現在、県内は観光客も増加しており、診療所
の医師は土日・祝日や夜間・時間外の診察もふえ、医
師の負担となっている。医師確保のために医師の過重
労働軽減、医療体制、働く環境整備をしなければ安定
的な確保は図れないと思うが県の見解を伺う。
　(4)、石垣市役所新庁舎建設工事に伴い、現在使用
している急患搬送のヘリポートが使用できなくなるこ
とに対し、竹富町や離島住民を初め、民間団体や議会
も反対し、現ヘリポートの継続使用や八重山病院隣接
地でのヘリポート設置を求めている件について県の見
解を伺う。
　７、土木行政について。
　(1)、石垣空港線の進捗状況について伺う。
　(2)、石垣空港線は当初計画では2019年度末完成予
定であったが、３年引き延ばして2022年度末に計画
変更している。資材や人件費の高騰により当初予定の
総事業費よりどれぐらい膨れ上がっているのか、今後
の予算確保と用地取得の見通し、課題等について伺
う。
　８、福祉行政について。
　(1)、保育の受け皿拡大と質の向上には保育士の確
保が大前提であり、保育士確保のための処遇改善と潜
在保育士の復職サポートの取り組みについて伺う。
　(2)、保育士の処遇向上と定着促進を図るには、保
育士の正規雇用率の上昇を図る取り組みが必要であ
る。平成27年度から実施している保育士正規雇用化
促進事業の実績と効果について伺う。また全国と県内
の正規雇用率について伺う。
　９は取り下げます。
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）　次呂久成崇議員の御質問に
お答えいたします。
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　知事の政治姿勢についての御質問の中の１の(3)、
知事の離島訪問についてお答えいたします。
　沖縄県は、広大な海域に37の有人離島が点在する
島嶼県であり、それぞれ個性豊かな自然環境や文化を
有しています。一方で、遠隔性、狭小性、散在性など
からさまざまな課題を抱えており、その実態を把握す
るため、直接、現地に足を運ぶことが重要であると考
えております。そのため、知事就任後、行政視察とし
て、伊是名村、伊平屋村、久米島町、与那国町及び座
間味村の５町村を訪問しました。また、式典の出席な
どでは、宮古島市、北大東村、伊江村及び石垣市の４
市村を訪れており、県内15離島市町村のうち、合計
９市町村を訪問させていただきました。
　久米島を訪問した際には、実は行きはフェリーで
行って帰りは飛行機で帰ってまいりました。帰ってき
てからさまざまな業務があったものですから、なるべ
く早く帰庁するということがあったんです。フェリー
で久米島に来たということを大変驚かれまして、普段
島の皆さんがその交通機関といいますか住民の足とし
て使っていらっしゃるフェリーで、知事も同じように
来てくれたのかということが意外にも皆さん非常に驚
いて喜んでいらしたということからも、やはり皆さん
がいろいろ苦労していらっしゃるということがあるの
かなということも感じました。それを感じたのは座間
味村に行ったときです。行きのフェリーは非常に穏や
かで快適だったんですが、帰りは強風が吹いてもしか
すると船が欠航するかもしれないということで渡嘉敷
のフェリーは欠航が決まりました。しかし、渡嘉敷村
の村長さんが座間味に渡ってきて、座間味、阿嘉島か
ら高速船で那覇に戻るということになり、一緒に乗船
することができたんです。帰りの高速船は非常に波が
強くて、波を突っ切って走っていくという表現しかな
いぐらい一たび海が荒れたら島の往来も物資の流通も
非常に大きな影響を受けるんだなということを身を
もって感じた次第です。そしてもちろん島の中でもい
ろんな方々とお話をさせていただきましたが、残念な
がらそれぞれの島に滞在する時間が足りなくて、一般
の住民の方々や自治会長さん、区長さんと意見交換を
するという時間が持てなかったのは非常に残念だなと
思います。これからは、あらゆる機会を捉えて、多く
の離島を訪問して、地元の住民の皆さんとも直接意見
交換をするなど積極的にそのような機会をつくって離
島を訪問していきたいというふうに思います。
　どうぞこれからも離島振興についての忌憚のない御
意見をいただければと思います。よろしくお願いいた
します。

　その他の御質問につきましては、部局長から答弁を
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　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　１、知事の政治姿勢につ
いての(1)、離島フェアの成果と評価についてお答え
いたします。
　離島フェアは、離島の魅力を沖縄県内外へ発信し、
離島の産業振興と地域間交流を促進することで、地域
活性化を図ることを目的として開催しており、ことし
で31回目を迎えました。離島フェアにおいては、特
産品の展示即売会のほか、優良特産品の表彰や流通相
談会等を行っており、商品力の向上や販路拡大等に寄
与してまいりました。ことしは３日間で約13万6000
人の来場者があり、また、これまでのアンケートで
は、伝統文化や特産品等、離島の魅力を知ることがで
きてよかったなどの御意見が多数寄せられておりま
す。離島フェアを通じて、県民が離島の重要性や魅力
を認識し、県民全体で、離島・島嶼地域を支え合う意
識の向上につながるものと考えております。沖縄が今
後さらなる発展を遂げるためには、多くの魅力が輝く
島々の力が重要であり、引き続き離島フェアの開催を
支援してまいります。
　同じく１の(2)、離島・島嶼地域の魅力と振興策に
ついてお答えいたします。
　沖縄の離島・島嶼地域は、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を有しておりま
す。県では、離島・島嶼地域の条件不利性を克服し、
住民が安心して生活し働くことができる持続可能な地
域社会を形成するため、交通、教育、医療、福祉等の
定住条件の整備を図るとともに、観光・リゾート産
業、農林水産業等、島々の特色を生かした産業の振興
や、体験プログラム、民泊の取り組み等を活用した交
流機会の拡大など、さまざまな離島振興策を推進して
まいりました。
　県としましては、離島・島嶼地域の振興を県政の最
重要課題と位置づけ、離島がその潜在力を十分に発揮
し、希望と活力にあふれる豊かな地域社会を実現でき
るよう、引き続き離島振興に取り組んでまいります。
　次に４、離島振興についての(2)、離島航空路線再
開に向けた取り組みについてお答えいたします。
　離島航空路線は、離島住民の生活や産業活動にとっ
て非常に重要な交通手段であります。このため県で
は、運休中の航空路線の再開に向けて、就航に関心を
示す航空会社と意見交換を行っているところでありま
す。また、航空会社や関係市町村で構成する沖縄県離
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島航空路線確保維持協議会において、航空路線の収支
構造や運航体制など持続的な運航のあり方について検
討を行っております。
　県としましては、早期の運航再開を目指して、引き
続きこれらの取り組み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）　環境部長。
　　　〔環境部長　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　２、環境行政についての
御質問の(1)、ＩＵＣＮ現地調査における地域住民と
の意見交換についてお答えします。
　世界自然遺産登録に係るＩＵＣＮによる現地調査に
つきましては、去る10月に実施され、推薦地域の自
然環境の状況や保護の取り組み等についての視察や地
域住民との意見交換等が行われたところです。意見交
換では、外来種駆除やロードキル防止など、自然環境
保全に関する地域の取り組みの報告とともに、地域活
性化への期待や観光利用の増加による影響などについ
て住民意見がありました。
　県としましては、世界自然遺産の登録において、地
域住民の理解や協力が重要であると考えていることか
ら、引き続き地域住民との意見交換や丁寧な情報発信
に努めてまいります。
　同じく２、環境行政についての御質問の(2)、ガイ
ドのライセンス制に対する県の見解についてお答えし
ます。
　ガイド事業者のライセンス制については、自然環境
の保全のための有効な手段であると期待しておりま
す。その実施については、世界自然遺産登録地である
屋久島や小笠原において、地元自治体等が制度の制
定、運用の中心を担っていることや、制度の充実を図
る上で、地域ごとに異なる歴史や文化、自然環境の実
情等に精通していることが重要であることから、地元
自治体主導による取り組みがより効果的であると考え
ております。県内においては、西表島やヤンバル地域
で、地域の特色を踏まえたガイドの免許制度や認定ガ
イド制度の運用に向けた取り組みが進められており、
県としては、引き続き各地域と連携し、必要な協力を
行っていきたいと考えております。
　同じく２、環境行政についての(3)、海岸漂着ごみ
の八重山諸島の詳細と今後の対策についてお答えしま
す。
　県が、平成29年度から平成30年度にかけて行った
現存量調査では、県全体で6871立方メートルの海岸
漂着ごみが確認されております。特に、八重山地域で
は3468立方メートルと県全体の約半分を占め、その

内訳は、石垣市で800立方メートル、竹富町で2452
立方メートル、与那国町で216立方メートルとなって
おります。県では、国の補助制度を活用し、海岸管理
者による海岸漂着ごみの回収・処理を実施するほか、
市町村の要望を受け、石垣市と竹富町が実施する回
収・処理の事業についても事業費の９割を補助してお
ります。引き続き回収・処理体制の強化を図るととも
に、海岸漂着ごみに関する影響調査や発生を減らすた
めの普及啓発等の取り組みを推進してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　新垣健一君登壇〕
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　３、観光行
政についての御質問のうち(1)、入域観光客数修正の
原因等についてお答えいたします。
　県では、去る11月26日に、平成30年度の入域観
光客数を、当初発表の999万9000人から、1000万
4300人に修正し発表を行いました。当該修正は、航
空会社から昨年提供いただいた数値に一部報告漏れが
判明したことによるものであり、８月中旬に本年７月
分の旅客輸送実績の報告を受けた際に疑義が生じてお
りました。その後の航空会社からの再報告及び数値確
認作業に時間を要したことが修正発表が遅くなった原
因であります。関係者の皆様に御迷惑をおかけしたこ
とをおわびするとともに、今後このような事案が生じ
ないよう、関係各所との協力体制及び公表値のチェッ
ク体制強化に努めてまいります。
　同じく(2)、離島観光の課題についてお答えいたし
ます。
　県民生活や自然環境に影響を及ぼす離島での諸問題
については、ごみ捨て、立入禁止区域への侵入などが
報告されており、これらの課題に対して、外国人観光
客向けのマナー啓発ブックの配布やウエブ発信などの
取り組みを実施してきたところです。
　県としましては、引き続き市町村や観光協会等から
の情報を収集、整理し、地域や観光業界と連携を図り
つつ、対応を検討してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　おはようございます。
　それでは離島振興についての御質問の中の４の
(1)、離島患者等支援事業についての御質問にお答え
します。
　本事業による離島患者等に対する助成は、平成29
年度は延べ2121人、平成30年度は延べ2470人となっ
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ており、また、執行率は、平成29年度は30.0％、平
成30年度は77.6％となっております。県は、現在、
市町村によって、支援内容が異なっていることが課題
であると考えており、引き続き市町村と連携し、事業
の周知、拡充に取り組んでいきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
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、離島振興について
の(3)、波照間空港等の夜間急患搬送体制についてお
答えします。
　波照間島及び多良間島における夜間の救急患者搬送
は、診療所から県に搬送要請の依頼があり、その依頼
に応じて県から第11管区海上保安本部石垣航空基地
に要請を行い、石垣航空基地からヘリが現地に向けて
飛行します。現地では、空港事務所職員が照明などに
よりヘリ受け入れの準備をしております。
　次に６、新県立病院についての(4)、病院隣接地ヘ
リポート設置等についてお答えします。
　県立八重山病院に隣接するヘリポートで行われてい
る救急患者搬送については、石垣市新庁舎建設工事の
影響により、12月６日以降は新石垣空港において行
われております。県から同市に対し、継続使用や代替
施設にかかる対応について石垣市を含め関係者との調
整を行ってきたところですが、引き続き都市計画の変
更の可能性などを含め意見交換を実施してまいりま
す。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　上原国定君登壇〕
〇土木建築部長（上原国定君）　４、離島振興につい
ての御質問のうち(3)、波照間空港等における夜間の
急患搬送時の空港管理についてお答えいたします。
　波照間空港及び多良間空港では、海上保安本部の急
患搬送用ヘリコプターが夜間に着陸する際、ターミナ
ルビルの屋上に設置された投光器や、滑走路末端識別
灯などを利用し、受け入れを行っているところであり
ます。両空港へは、海上保安本部からヘリポートに設
置される着陸区域照明灯の設置を求められたところで
ありますが、国土交通省から、滑走路上での障害物件
とみなされるため設置は困難との回答を得ておりま
す。現在、ヘリコプターの夜間着陸時の安全性を高め
る照明施設について、関係機関と調整を行っていると
ころであります。
　次に７、土木行政についての御質問のうち(1)、石

垣空港線の進捗状況についてお答えいたします。
　石垣空港線の平成30年度末の進捗率は、事業費ベー
スで約42％、用地取得面積ベースで約79％となって
おります。平成30年３月には平得交差点から市道タ
ナドー線交差点までの1.8キロメートルについて、暫
定２車線で供用を開始しており、新八重山病院へのア
クセスが向上しております。現在、新石垣空港から石
垣市道の産業道路までの約２キロメートルについて重
点的に整備をしており、令和２年度末の供用を予定し
ているところであります。引き続き令和４年度末の全
線供用に向け取り組んでまいります。
　次に７の(2)、石垣空港線における総事業費の増額
及び今後の見通しについてお答えいたします。
　石垣空港線の総事業費については、主に橋梁の設計
変更及び労務単価の増等により、総事業費の見直しを
行っており、当初の95億円から191億円となってお
ります。現在、用地買収に取り組んでいる難航箇所に
ついては、土地収用法に基づく事業認定を受け、令和
３年度末の取得を目指しているところであります。引
き続き予算確保に努めるとともに、令和４年度末の全
線供用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）　５、宮古島市・石垣市の
県職員、教職員、病院事業局を含むの住環境について
の御質問の中の(1)、平得団地の大規模改修について
お答えします。
　県職員住宅平得団地は、これまで実施してきた耐
震・劣化度調査において、築32年から43年と経年劣
化はありますが、建物自体は耐震性能を満たし、継続
使用に耐え得るとの結果が出ていることから、今回、
大規模改修を行うこととしたものであります。今年度
は、第１期工事に係る入札を実施しておりますが、入
札の不調・不落により工事着手に至っていない状況で
あります。
　県としましては、引き続き関係機関等において調整
を図りながら、工事の早期着手に取り組んでまいりま
す。
　同じく５の(3)、知事部局の職員住宅の確保につい
てお答えします。
　宮古・八重山地域の職員住宅は、昭和49年当時、
職員の住宅事情が厳しかったことから、住宅難の緩和
を図る福利厚生施設として設置され、現在、知事部局
においては、宮古地域に81戸、八重山地域には、改
修中を含め134戸の職員住宅を確保しております。宮
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古・八重山地域における住居確保については、昨年
度、職員住宅の入居決定時期を前倒しし、民間アパー
トの早期確保を促進するほか、異動対象職員からの物
件のスムーズな引き継ぎができるよう情報提供を行う
など取り組んだところであります。今年度も昨年度と
同様、引き続き住居確保対策に取り組んでまいりま
す。
　同じく(4)、住宅事情が厳しい宮古・石垣の家賃負
担の対策についてお答えします。
　県職員の給料及び手当については、地方自治法によ
りその種類が定められており、また、その額及び支給
方法は条例で定めなければならないとされておりま
す。さらに、地方公務員法においては、職員の給与
は、給与に関する条例に基づいて支給しなければなら
ないこととされております。以上のことから、県職員
に対して、特別な手当を支給することは、困難である
と考えておりますが、宮古・石垣における県職員の住
宅の確保については、職員住宅への入居決定時期の前
倒しや人事異動対象職員からの物件の引き継ぎができ
るように情報提供を行うといった対応などについて関
係機関等と連携し、引き続き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）　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）　５、宮古島市・石
垣市の県職員の住環境についての御質問の中の(2)、
病院事業局における宮古・八重山地域の借り上げ公舎
の状況についての御質問にお答えします。
　病院事業局における宮古・八重山地域の借り上げ公
舎は、宮古地域22戸、八重山地域23戸、合計45戸と
なっております。このうち、宮古地域の10戸及び八
重山地域５戸については、これら地域における住宅の
需給事情に配慮して、平成31年３月から令和元年５
月までに新たに民間賃貸住宅を借り上げたものであり
ます。
　次に６、新県立八重山病院についての御質問の中の
(1)、西表西部診療所の今後の診療体制等についての
御質問にお答えします。
　西表西部診療所においては、令和元年10月14日か
ら常勤医師が急病により不在となったことから、診療
体制の変更が生じることになりました。常勤医師不在
時から11月までは、県立八重山病院から交代で代診
医を派遣し、12月から常勤の医師を配置し診療を行っ
ております。現在配置している常勤医師は、今年度末
までの配置であり、次年度からは新たな常勤医師を配
置する予定となっております。

　次に(2)、内科の初診患者の取り扱いについての御
質問にお答えします。
　県立八重山病院においては、令和元年12月から紹
介状のある紹介患者を優先して受け付け、紹介状を持
たない初診患者については、看護師等により症状等を
確認した上で、地域の診療所への受診を促すことにし
ました。今回の取り扱いは、国が推奨する地域包括ケ
アシステムの構築に向けた取り組みの一環として、地
域の開業医と連携することで、かかりつけ医の定着を
図り、地域の限られた医療資源の有効活用や医師の過
重労働の軽減にもつながることから見直したところで
ございます。
　次に(3)、診療所の医師確保についての御質問にお
答えします。
　診療所には、県立中部病院等において専門研修とし
て、診療所医師に必要な救急医療を中心とした多数の
症例を２年間経験した医師を配置しております。ま
た、配置する診療所を決定するに当たっては、配置予
定の診療所へ事前に短期間派遣し、当該離島の生活や
診療所業務を経験させております。
　病院事業局としましては、診療所の医師を安定的に
確保するため、医師の休暇取得の際の代替医師派遣や
時間外診療及び緊急時の患者発生時の市町村との協力
体制の構築等、医師が安心・安全に働きやすい環境整
備に努めております。
　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）　８、福祉行
政についての御質問の中の(1)、保育士の処遇改善と
潜在保育士の復職支援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、国における公定価格
の改定や、県独自の施策として保育士の正規雇用化や
年休取得、休憩取得及び産休取得の支援事業などの処
遇改善にも努めております。潜在保育士の復職支援に
ついては、沖縄県保育士・保育所総合支援センターに
おける就労あっせんや研修等の支援のほか、一定期間
就業すれば全額が返還免除となる就職準備金や未就学
児の保育料の貸し付けを実施しております。
　同じく８の(2)、正規雇用化促進事業の実績と全国
と県内の正規雇用率についてお答えいたします。
　保育士正規雇用化促進事業は、正規雇用化による保
育士の処遇向上及び定着促進を目的としております。
平成27年度は89施設144人、28年度は117施設269
人、29年度は122施設290人、30年度は126施設356
人の正規化を支援し、１人当たりの年収は平均で約
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47万円増加しております。全国の正規雇用率につい
ては把握しておりませんが、県内の私立保育所の正規
雇用率については、平成27年４月の56.1％から平成
31年４月の72.2％に増加しております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　答弁ありがとうございました。
　それでは再質問を行いたいと思います。
　まず、離島観光のオーバーツーリズムについてです
が、オーバーツーリズムの定義について伺います。
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（新垣健一君）　一般的に
オーバーツーリズムとは、観光地にキャパシティー以
上の観光客が押し寄せることで生ずる問題等というふ
うに理解をしております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　まさにそのとおりだと思います。
　実は竹富島なんですね。こちらは平成元年人口が約
280名、そして入域観光客数８万6000人ほどだった
んですね。ところが平成30年、人口三百五、六十人
のところに入域観光客数50万6000人ですよ。これは
まさにオーバーツーリズムだと私は思うんですね。周
囲9.2キロメートル、そして面積も5.43キロ平米の小
さな島にこれだけの観光客が入ってくる。この竹富島
の伝統集落というのはやはりこれまで地域の方々が
守ってきた大切な財産であると同時に、これは沖縄県
にとっても将来にわたって守っていかなければならな
い重要な財産であるというふうに私は思っておりま
す。
　今、地域が望まない開発、そしてオーバーツーリズ
ムによって、地域の日常生活や、自然が守られないと
いった課題に対応するためには、この持続可能な観光
と住民の暮らしとの共存が必要であり、沖縄独自のシ
ステム、これを構築していかなければならないという
ふうに思いますが、まず開発行政を所管する土木建築
部長、これについてどう思うかお聞きしたいと思いま
す。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　県内のリゾートホテルの開発計画の一部について
は、地元住民の反対の意思表示が示されている場合も
ございます。ただ、都市計画法に基づく開発許可は同
法に基づく基準に適合している場合には許可をしなけ
ればならないということになっております。開発許可
の基準では周辺住民等の合意形成は許可要件となって
おりませんが、許可権者としては、合意形成が図られ

た上で事業が進められることが望ましいと考えており
まして、開発事業者には地元との合意形成を促してい
るところでございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　これは土木建築部だけではなく
て、やはり環境部そして文化観光スポーツ部などの関
係部局が連携して取り組まなければならない課題とい
うふうに思いますが、知事、知事の所見を伺いたいと
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）　狭い島嶼地域において、
オーバーツーリズムの問題は非常に深刻な現状にある
地域もあるということを認識しております。
　県としては、いわゆる持続可能な社会のあり方を求
めていくためのＳＤＧｓを本格的に推進するというこ
とを、先般その推進本部を設置して広く公表したとこ
ろであります。今後はその観光や開発を含めたあらゆ
る取り組みに対して、持続可能性のある状況がしっか
りと担保されるよう、地元住民、地元自治体、関係機
関、そして利害関係者、ステークホルダーとあらゆる
形での協議を積み重ねていくそういう姿勢をしっかり
示していくことが肝要だと思っております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　この持続的な開発も含めてなんで
すけど、これを唱えるＳＤＧｓの理念、そして知事の
公約であります、誰ひとり取り残さないというこの知
事の考え方、これぜひ竹富島のこの地域の方々の声を
知事みずからやはり直接聞いていただきたいと思いま
すがいかがでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　先ほど知事のほうから答弁がございました。持続的
な観光を今後推進するという基本的な考え方を持っ
て、それぞれの地域の持つ課題等について我々として
もしっかりと意見を聞い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）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　知事、ぜひ多くの離島を回って本
当に住民の皆さんの声を直接聞いていただきたいと思
いますので、よろしくお願いいたします。
　次、離島患者等支援事業について伺います。
　先ほど部長のほうからの答弁で、この課題について
市町村によって支援内容が異なっているという答弁が
ありました。実は先日、私の地元で事故があって、そ
の方が南部医療センターに搬送されたんですね。この
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ときに私この事故を目の当たりにして思ったのが、こ
の支援事業は実は難病指定などをされた方の通院に対
しての支援なんですよ。ところが急な事故、けがそし
て病気などに関してはそういう支援はないんですよ。
私はやっぱりこの離島患者というのを考えたときに、
そしてこの事業の目的を考えたときに適切な医療を受
ける機会の確保を図る。そしてこの急患、疾病も含め
てけがも含めて拡充をしていく必要があるんではない
かなというふうに思いましたが、いかがでしょうか。
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）　もともとこの７区分
についてスタートしたのは、この今対象としている疾
病等についての要望が大きかったということを踏まえ
て各所管課で検討していたものを一つにまとめて、初
めてスタートした制度でございます。従前からこの対
象となる疾病等を利用されていたものでございまし
て、議員がおっしゃるような急患というか事故等によ
るけがというのは全く想定しておりませんでした。こ
れは基本的には急患搬送ということで、そういう航空
賃とか、即入院した場合については宿泊費等も出てこ
ないというふうに理解しておりますけれども、その辺
について付添人の助成が必要なのかどうかということ
につきましては、今後研究させていただきたいという
ふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　まさにこの付添人のほうだと思う
んですよね。例えば児童生徒であったりとか、この急
患も意識がない場合とかというのもありますので、ぜ
ひその研究もやっていただきたいなと思います。よろ
しくお願いします。
　次に、急患搬送のヘリポートについて伺います。
　これは大浜一郎議員も質問をしていたんですけれど
も、その答弁で、公室長、消防組織法の原則から一義
的には石垣市が整備するものと考えているというふう
に答弁していたんですけれども、消防組織法の原則に
ついて、どの部分を言っているのか説明をお願いしま
す。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時45分休憩
　　　午前11時47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。
　消防組織法の６条におきまして、「市町村は、当該
市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を
有する。」となっております。

　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　急患搬送でヘリポートを使用する
のは、石垣市民じゃなくて離島患者、竹富町、与那国
町、多良間村から来る離島の皆さんなんですよ。それ
をなぜ消防組織法の原則から一義的には石垣市という
ふうになるのかというのが私はちょっと理解できない
んですね。この問題で一番影響を受けるのは離島住民
です。県のほうでは、この急患搬送業務というのは第
11管区海上保安本部長と沖縄県知事の間で協定結ん
でいますよね。それは沖縄県知事とこの海上保安庁の
本部長で取り交わされているんですよ。であれば、何
でこれが沖縄県知事でやっているのか。公室長の先ほ
どの答弁のほうで言えば、だったら竹富町、与那国
町、多良間村各自治体と本来はやらないといけないん
じゃないですか。いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時49分休憩
　　　午前11時49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。
　急患搬送につきましては、11管のほかに広域の輸
送としまして陸上自衛隊の15旅団のほうにつきまし
ても私どものほうからやっております。その急患搬送
の迅速な連絡体制の構築といわゆるヘリポートの設置
は、私どもは別の問題であるというふうに考えている
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　地方自治法第２条第５項でも、こ
の都道府県は市町村を包括する広域の地方公共団体と
して、広域にわたるものそして市町村に関する連絡調
整に関するもの及びその規模または性質において一般
の市町村が処理することが適当でないと認められるも
のを処理するものというふうに規定されています。私
はこのことはまさにこのヘリポート設置の問題じゃな
いかなというふうに思っております。だから私は設置
主体は沖縄県がなるべきだというふうに思っているん
ですよ。やはり沖縄県が主体となってこの八重山圏域
におけるこの救急搬送に関する関係機関、石垣市も竹
富町も与那国町も多良間村もそして病院もみんな一緒
になってやっぱり一度きちっともう一回協議をしない
といけないんじゃないですか。その中で石垣市が都市
計画を変更しないといけないということであれば、石
垣市のほうにこういう事情だから変更してくださいと
いうふうにお願いしていいんじゃないですか。いかが
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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）　私ども石垣市含め消防
本部そして保安庁などと昨年来、いろいろと調整は
行ってきたところでございます。その際、今回もとも
と石垣市のほうが補助金で既存のヘリポートを整備し
たところですが、新庁舎建設に伴ってそれが継続して
使用できないということが海上保安本部の石垣航空基
地からございました。そのことを受けまして調整をし
てきたところでございます。その際、航空基地のほう
からはいわゆる進入路の確保などの面で、やはり今の
既存の都市計画だと、将来商業用地とかが周辺にある
ということで病院近接地については難しいのではない
かというような話も伺っているところです。このため
引き続き関係機関と協議しまして、どういった条件で
あれば隣接地にヘリポートが設置できるのかにつきま
しては航空法などの規定もありますので、その辺をま
ずきちんと明確にしながら近隣地域での設置が可能か
どうかについては、引き続き協議をしていきたいと考
えております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　今までこの急患搬送は、到着して
から一、二分で搬送していたのが約13分ほど延びて
15分くらいかかると。これはやはり離島住民にとっ
てとても不安なんですね。私はもう本当に今のこの県
の対応、石垣市、そして竹富町とほかの近隣の町村に
それを任せているということは、この八重山郡民の命
が軽く見られているんじゃないかなというふうに思っ
ているんです。やはり知事の公約にもありました。誰
ひとり取り残さないという知事の考え、そしてこれこ
そ本当に県民の命を守るということじゃないですか。
私はそういう意味では積極的に県が主体となって、こ
の設置も含めて主導していくべきだと思います。知
事、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。
　この石垣市のほうに新しい八重山病院ができた時点
からこの問題、実は生じておりました。私も病院のお
医者さんから実情などを聞きました。八重山病院に隣
接しているところにヘリポートがありますが、一方で
石垣市の新庁舎建設の話もございました。この問題は
どこが主体となってというよりも、やはり県としても
これは積極的に取り組む必要があるだろうということ
を私自身認識してございます。やはり次呂久議員から
もございましたように、先島地区、特に八重山地区の
ほうは石垣、竹富、与那国と多くの島々の方々が住ん

でおり、そして急患搬送は石垣市のほうにまずなされ
るということですので、これは八重山群島住民にとっ
て極めて重要な問題だと私自身も思っております。こ
の問題につきましては、本当に県と石垣市、胸襟を開
いてどういうふうな形で八重山郡民の離島住民の命
を、それから医療を受ける体制をつくるかという自主
性を持って真摯に取り組むことが極めて重要だと思っ
ています。
　今回、12月６日以降この新石垣空港でなされてい
るということ私自身も極めて遺憾に思っております
し、これはしっかりと関係部局、石垣市のほうともう
一度協議を行って積極的に取り組んでまいりたいと
思っております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　急患っていうのはもしかしたら
今、今あるかもしれないんですよ。この急ぎというの
を本当に急いでほしいというふうに思いますのでよろ
しくお願いします。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時56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。
〇次呂久　成崇君　石垣空港線について伺います。
　事業全体におけるこの用地取得ベース、お聞かせい
ただきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前11時56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。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど答弁の中で平成30年度末の進捗率を用地取
得面積ベースで約79％と答弁させていただきまし
た。現在10月末時点の用地取得面積ベースでは約
82％となっております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　次に、このルートの中に石垣市有
地があるんですけれども、この旧大浜町浄水場跡に係
る土地売買契約がまだだと聞いていますけど、この面
積どの程度ですか、そしてこれ取得した場合全体の取
得の何％になりますか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　旧大浜浄水場跡の市
有地の面積でございますが、１万9275平方メートル
ということで、事業地面積の約7.5％となっておりま
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す。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　この石垣市有地のこの旧大浜浄水
場の跡、これ取得に向けて今現在取り組み状況という
のはどうなっていますか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　石垣市と調整をして
いるところでございますが、今石垣市において所管の
確認を行っているというふうに聞いております。補償
方法について今後調整を行うという予定でございま
す。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　この旧大浜町浄水場跡なんですけ
れども、この現存する建物そして施設、機器があるん
ですけれども、これは県が処分する方向で考えている
んですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　県と市の中で補償契
約を行うことになります。補償契約後、市において処
理がなされるというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　この事業ですけれども、平成30
年３月に土地収用法に基づく事業認定がされていま
す。この事業も令和４年度末、完成予定なんですけれ
ども、この市有地取得が難航した場合この公有地とい
うのも土地収用法の対象になりますか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　道路計画を決める段
階で当然ながら石垣市の了解も得た上で現在の道路計
画を定めております。当然ながら土地収用法の対象に
もなりますけれども、当然そういった手続ではなく
て、御協力いただけるものだというふうに考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
〇次呂久　成崇君　部長、この市有地を取得するだけ
で、この事業の用地取得面積ベースっていうのが約
90％になるんですよね。ぜひ令和４年度末供用開始
に向けて取り組んでいただきたいと思います。石垣市
ともしっかり連携していただきたいと思います。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後０時１分休憩
　　　午後１時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　午前に引き続き、質問及び質疑を行います。
　赤嶺　昇君。

〇赤嶺　　昇君　一般質問を行います。
　１番、知事の政治姿勢について。
　(1)、琉球歴史文化の日の制定についてでございま
すが、まず選定方法についてお聞かせください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今、複数の検討委員会を設置しておりまして、その
中でさまざまな検討がなされております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　制定時期というのはもう決まってい
ますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　まさに今、
いろんな角度から検討を進めているところでございま
して、いつというところはこの時点では明言できない
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　まだ目安もないんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まさに、いろんなさまざまな角度から検討が行われ
ているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　わかりました。
　琉球歴史文化の日、知事の公約でございます。制定
の意義について、知事の見解をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私たち沖縄県、琉球には、
沖縄県全体の伝統的な文化、自然、歴史、風習なども
ありますし、またそれぞれの地域には地域の伝統文
化、風習などがあります。ですから、それらに対して
これからも保護・継承をしっかりと整えつつも、新し
いまた文化の醸成も含めて未来に向かってこのウチ
ナー文化の継承・発展を願って、それを契機とするよ
うなさまざまな取り組みにつなげるための琉球歴史文
化の日を制定したいという思いでその方向を検討して
いる次第です。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　それでは、２番(2)、世界のウチナー
ンチュ会館についてでございます。
　まず、世界のウチナーンチュの数というのを教えて
もらっていいですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時19分休憩
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　　　午後１時19分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。
　私どもは世界各国に約42万余りの方がいるという
ふうに見ております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　ことし、県議会でも北米のほうに行
かせてもらいました。120周年記念事業に行ってきた
んですけれども、世界には沖縄会館が――ハワイにも
沖縄会館があるんですけれども、これ世界にどのくら
いの会館があるのかというのは把握していますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時19分休憩
　　　午後１時20分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　赤嶺議員
おっしゃるようにハワイとかいろんなところにそのよ
うな会館があるというのは承知しておりますが、正確
な数について把握しておりません。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　もうまさにこれは県として――いろ
んな思いで皆さん会館をつくって活動しているんです
よ――そこは把握しておくべきだなということで次回
また把握していただきたいと思っています。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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　会館の成り立ちとか設置主体とかいろいろあると思
います。そういったところを含めまして少し調べてみ
たいなと思います。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　あと世界のウチナーンチュ、５年に
一遍、世界のウチナーンチュ大会やっているんですけ
れども、この世界のウチナーンチュネットワークとい
うのはどのように活用されていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時21分休憩
　　　午後１時21分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えいた
します。

　ウチナーンチュのネットワークでございますが、も
ちろん海外にお住まいのウチナーンチュの皆様間のい
ろんな交流もございますでしょうし、私ども沖縄、母
県と言われている沖縄との情報交換もございます。ま
たいろんな留学生や子弟の派遣などを通じてそういっ
た受け入れも積極的にしていただいておりまして、そ
ういった意味でのさらなる広がりがあるところでござ
います。
　またその地域にお住まいの方々が沖縄のいわゆる伝
統文化・芸能、しっかり保存・継承していただいてい
ます。また経済的なつながりでそういった活動もされ
ているというところで、そういった意味での世界的な
広がりを我々が展開する中で活用が行われているとい
うふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　実は、世界のウチナーンチュセン
ター設置支援委員会というのがあって、共同代表の高
山さん、三木さん、大山さんから知事また議長のほう
に世界のウチナーンチュセンター設置支援のお願いと
いうのが来ていると思うんですけれども、この件は承
知しておりますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　昨年の８月
29日付で、世界のウチナーンチュセンター設置支援
委員会の皆様から世界のウチナーンチュセンター（仮
称）設置要請書が議長等に提出されているということ
は承知をしております。
〇赤嶺　　昇君　県には来てないんですか。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　県のほうに
も来ております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　知事はその内容については聞いてお
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）　要請があることも承知して
おります。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　まだ県としてそのような方針をもち
ろん聞いたことはないんですけれども、今42万人世
界のウチナーンチュがいてさまざまな人脈、あと経
済、教育、それはやっぱり活用したほうがいいと思う
んですね。その中で沖縄県としてウチナーンチュセン
ターの設置について課題もあるかと思います。それに
ついて検討していく考えはありますか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい



−326−

たします。
　昨年８月に一応要請がございまして、それから少し
経緯を申し上げますと、要請者の皆様と要請内容の詳
細について確認や意見交換を行った上でしているとこ
ろでございます。直近で言いますと、要請団体の皆様
と５月に意見交換をいたしました。また要請内容のう
ち緊急性があろうかなというところで、いわゆる情報
収集の面につきまして、関係者の方と９月に意見交換
を行ったところでございます。今、そういった意見交
換を含めて一応検討しているところでございますが、
要請内容の一部につきましては既存施設の活用で対応
ができないかとか、またこれまでこの種の建物につき
ましては一度県に計画があり、廃止した経緯もござい
ます。そういったところも踏まえまして、新たな箱物
建設につきまして施設の設置の必要性とか費用対効果
とか、施設の設置の妥当性とかそういったところを慎
重に検討していく必要があるかなというところでござ
います。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　私も検討は大事だと思いますよ。で
すから、やはり次年度ぐらいにでも調査費等を計上す
るということは三役どなたか、答弁いただけません
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（新垣健一君）　私どものほ
うで今関係者の皆さんと十分に意見交換をさせていた
だいた後に、先ほど言った検討項目について十分検討
した中で、今後どういった進め方ができるかというと
ころをあわせて検討する必要があるかなというふうに
思っております。
〇赤嶺　　昇君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時26分休憩
　　　午後１時26分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　来年度につ
きまして箱物、いわゆる新たな施設の建設についての
調査費を検討するというところまでは今のところ考え
ておりませんが、先ほど言いましたようにたしか要請
内容の中にセンターの機能が――９つの要望がござい
ます。その中で例えば、文書整理の話でありますと
か、閲覧の話でありますとか、そういった一つ一つの
機能の必要性とかを踏まえてできるところは次年度
しっかり検討していきたいというところでございま
す。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。

〇赤嶺　　昇君　来年の予算というのは今すぐ考えて
いないということなんですけれども、私は大事だと思
うんですよ。ですから、それはしっかりと検討しても
らって必要であれば調査費等も計上しながらその必要
性について。移民した方々は高齢でも今まだ元気で―
―どんどん２世、３世、５世、６世となってくると薄
れていくんですよ。そうなると時期的なものもありま
すので、この件について知事の見解を教えてくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　今議員おっしゃるようにや
はり移民の歴史そのものについて、先駆者の方々が御
健在でいらっしゃる間にさまざまなその経緯について
の資料をしっかり収集すること、そしてそれを保存・
継承することは大変有意義だと思います。そういう方
向性も含めて、検討するための何がしかの予算が必要
であればそれもまたしっかり進めていけるような検討
も含めて取り組みたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　ぜひお願いします。
　首里城火災についてお聞きします。
　首里城の火災当日、常駐警備員の数を教えてもらっ
ていいですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時28分休憩
　　　午後１時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　当日、監視員１名、警備員２名、合計３名が待機し
ておりました。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　この常駐以外に警備会社は巡回パト
ロールというのをやっていますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時29分休憩
　　　午後１時29分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　当日は警備員、監視
員のみでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　この常駐警備員、監視員の給与とか
時給は幾らですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時30分休憩
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　　　午後１時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　賃金等についてはお
答えをすることがちょっとできない状況でございま
す。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　警備会社のホームページに募集の給
与、ハローワークにも載っているんですよ。そこは皆
さん本当にわからないんですか。あと年齢、経験、こ
れ皆さんわからないんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時31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。
　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。
　監視員につきましては、現在20年以上の経験がご
ざいまして、月給制であったということでございま
す。あと警備員につきましては、採用当時は最低賃金
であったということでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　ですから、最低賃金ですよね、夜
間。ですから、こういったところも含めてあれだけの
首里城が焼失するということも含めて明確に――この
方々が全部悪いとは言いませんよ。そういった体制も
含めて、原因究明はちゃんとしたほうがいいと思うん
ですけれども、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時32分休憩
　　　午後１時32分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　監視員、警備員ともに指定管理者からの直接雇用で
はございませんので、委託先がございます。そういっ
たところでしっかりと雇用はされているということで
ございますので、またそういった警備員、監視員含め
てヒアリング等も行っておりますし、原因究明につい
てはしっかり検証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）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　国から県に移管されて、今言う指定
管理者、指定管理者からまた警備会社ですよね。それ
からまたがっていくものだからそこはしっかりと検証
したほうがいいなと思っております。

　(4)、フィリピン、サイパン、テニアンとの姉妹都
市締結についてなんですけれども、ことし知事がテニ
アン、サイパンを訪問したということなんですけれど
も、感想をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私、初めてサイパン、テニ
アンをお伺いいたしまして、戦後の長きにわたって慰
霊祭を行ってこられた墓参団の方々と同行させていた
だきました。現地に行きますと、非常に沖縄との深い
関係性ですとか、双方が本当にある意味で言うと親戚
同士のようなそのくらい非常に深いおつき合いをさせ
ていただいているということも、現地の方々といろい
ろな意見交換の中で感じさせていただきました。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　またフィリピン、ダバオは謝花副知
事が行ったんですけれども、感想をお聞かせくださ
い。
〇議長（新里米吉君）　謝花副知事。
〇副知事（謝花喜一郎君）　お答えします。
　私も今回初めてその慰霊祭に参加させていただきま
したが、まず、率直に申し上げまして多くの方々が参
加なされたと。しかも高齢の方々が、お孫さんなどを
連れてこの慰霊祭がなされたということ。今まで遺族
の方々の思いとそれをまたしっかりと子や孫たちが引
き継いでいくということについて思いを一つにできた
のが本当に感動的でございました。また、一方で現地
の方々、しっかりと長年にわたって慰霊碑を守ってい
ただいたと。その現地の方と墓参団の方々との交流が
なされたということで、私にとっても大変いろんな勉
強になる機会であったと思っております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　今回、知事、副知事が――長らく三
役が行く機会がなかったので、非常にありがたいなと
思っております。墓参団の皆さんが非常に喜んでおり
ましたので、本当に感謝を申し上げたいと思っていま
す。
　そこで、姉妹都市というのは先方の問題もあるので
こちら片方ということにならないんですけれども、今
後、その歴史もあるわけですから、これについて県の
考えをお聞かせください。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　まず、姉妹都市、いわゆる姉妹友好提携についての
基本的な考え方から申し上げたいと思いますが、今の
姉妹提携につきましては、４つの都市と姉妹提携をし
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ております。新たに姉妹提携をする際には、これまで
は県系移民の状況でありますとか歴史的環境を踏まえ
た上で締結をしているところでございます。
　姉妹提携、友好提携につきましては、持続的な友好
関係の構築が肝要であることから、一義的には教育・
文化・観光とさまざまな分野で民間交流が醸成されて
いることを条件としております。また、先ほど議員か
らもございましたように、両方が当然それを継続しよ
うというところがございますので、両地域で友好交流
の持続性を確実なものにするため、双方の行政機関に
おいて締結に向けた検討協議を慎重に重ねた上で締結
をしているところでございます。
　フィリピン、サイパン、テニアンについてでござい
ますが、歴史的なつながりがある地域の一つとなって
いるというところは承知をしております。同地域の姉
妹提携につきましては、県内外の関係者との意見交換
を進めながら、あるいは提携時の基礎的な状況等の情
報収集を行いながら可能性について検討していきたい
と考えております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　続いて(5)、海外沖縄事務所の課題
についてなんですけれども、皆さんから資料いただき
ました。ソウル事務所の活動件数が――ほかの事務所
は全部載っているんですけれども――載っていないの
はこれ昨年活動が余りできなかったということなんで
すか。
〇議長（新里米吉君）　商工労働部長。
〇商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　ソウル事務所につきましては、2019年ことし４月
１日に開所しておりますので、そういった意味で提供
資料の中に活動記録は載っておりません。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　海外沖縄事務所は非常に大事だと
思っております。今後、アジアを戦略的に取り組んで
ということからすると、ぜひともさらにベトナムと
か、カンボジアとかそういった地域も今後検討しても
らいたいなということを要望しておきたいと思ってい
ます。
　ワシントン事務所についてなんですけれども、開設
してもうすぐ５年たちます。これまでの実績を教えて
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）　ワシントン事務所駐在
につきましては、これまで６度の知事訪米の対応、そ
して、米国政府連邦議会関係者との日常的な意見交
換、そしてシンポジウムの開催など、沖縄基地問題の

解決に向け米国政府などへ働きかけを行っているとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　設置してからこれまでの累計でか
かった予算を教えてください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時39分休憩
　　　午後１時39分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　平成27年度から平成31年度、30年度までの決算額
に今年度の予算額を足したものでございますが、合計
額で約３億4625万円となっております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　５年たちますので、これまでのいわ
ゆる総括をして、実績、課題、次年度以降どうする
か、そういう時期に来ているんじゃないかなと思いま
すけれども、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　ワシントン事務所につきましては、今まで活動して
いるところですが、今後は基地問題の解決に向けてよ
り米側の理解と協力を求めることが重要であると考え
ております。連邦議会議員の沖縄への招聘に向けての
働きかけや、これまで面談した連邦議会関係者への継
続的なフォローアップなどについても行っていく予定
であります。
　今組織のあり方につきましては、どういった形がい
いか、これまでの実績も踏まえて内部で検討している
ところでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　続きまして座間味浄水場についてで
ございます。高台高地の調査、選定状況をお聞かせく
ださい。
〇議長（新里米吉君）　企業局長。
〇企業局長（金城　武君）　お答えをいたします。
　座間味島に建設する浄水場の予定地につきまして
は、津波被害を受けない高台への変更を求める住民の
皆様からの要望を受けまして、阿真チジ、旧ごみ捨て
場及び高月山の既存浄水場隣接地について調査業務を
行っております。現在、環境や景観への影響が少ない
施設配置計画を検討し、環境省や座間味村との調整を
進めております。当該予定地につきましては、施設配
置の検討に時間を要しまして、年内での選定は難しい
状況でありますが、環境省や座間味村との調整結果を
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踏まえまして、住民説明会も開催し、可能な限り早期
に選定したいというように考えております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　平良昭一議員の質問により、早速知
事が座間味島を訪問していただいております。今回、
座間味島に行って浄水場も見たと思うんですけれど
も、津波の心配もあるので私たちは高台に選定したほ
うがいいというふうに思っておりますが、知事の見解
をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　今回、その座間味浄水場に
ついては、これまでの平成27年以降からの経緯もる
る確認をさせていただき、そして現在候補地に挙がっ
ている高台の３カ所の現況なども見ながらじかに現場
を視察させていただきました。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　知事は高台に選定したほうがいいと
いうお考えを持っていますか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　それに関しては、環境省や
村当局との協議が非常に重要だということも企業局長
から伺っていますので、そこの検討を慎重に進めてい
るというふうに認識しております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　(7)、叙勲申請漏れについてなんで
すけど、申請漏れは何度あったんですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　2019年の春、それから秋の叙勲でございますの
で、２回ということになります。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　申請漏れがあることも問題なんです
けれども、２回も申請漏れがあるというのは私は大き
な問題だと思いますが、原因は何ですか。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　今回の事案につきましては、私ども組織としての報
告・連絡・相談が徹底されていなかったこと、業務の
進捗管理が不十分であったこと、それから業務の目的
や県民に及ぼす影響などの業務の重要性に関する認識
の甘さが発生の原因ではというふうに考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　次(8)、入域観光客数発表ミスにつ

いてなんですけれども、この原因は何ですか。
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（新垣健一君）　お答えをい
たします。
　今回の修正につきましては、御提供をいただいてい
る航空会社からの、昨年提供いただいた数値の一部に
報告漏れが判明したということが一義的ではございま
すが、その際私ども疑義が生じて、航空会社のほうに
確認作業はしておったところでございますが、その確
認作業などに時間を要したということがまず一つ大き
な要因でございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　この航空会社の報告というのは義務
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（新垣健一君）　義務ではご
ざいません。私どもがこの統計をするに当たっての協
力依頼でございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　そうすると、航空会社が報告しな
かったから漏れているということは、私は違うと思い
ますよ。これは一会社に対して、報告がなかったとい
うのはいかにも上から目線。これ皆さんが統計をし
て、周囲もわかるわけですから、これを航空会社のせ
いにするというのは僕は本末転倒だと思いますよ。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（新垣健一君）　私ども航空
会社のみに責任があるということはこれまでも申し上
げておりません。あくまでも――ただ航空会社のほう
から、あるいは船舶代理店のほうから数字をいただか
ないことには統計として積み上がっていかないわけで
ございます。そういう意味で数字の提供は重ねてお願
いしているところでございます。あわせて当然私ども
が発表する数字でございますので、私どもがしっかり
精査してそれを公表していく必要があると思います。
そういう意味で、私どもにも責任があるというところ
で今回おわびをさせていただいているところでござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　今の言い方は何ですか、私どもにも
責任があると。じゃ一義的には航空会社が悪いと言っ
ているんじゃないですか。
〇議長（新里米吉君）　文化観光スポーツ部長。
〇文化観光スポーツ部長（新垣健一君）　統計として
は、それぞれの航空会社様であるとか船舶代理店様の
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ほうから正確な数字をいただかないことには作業が始
まらないと、あるいは統計として積み上がっていかな
いということを申し上げたわけでございます。私ども
が公表する数字でございますので、当然私どものほう
に責任があるというふうな認識でございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　ぜひ部長、叙勲申請漏れ、あと今の
この件もやはり組織の問題なのか、職員が多忙過ぎる
のか、そこもちゃんと個人の問題としてじゃなくて部
としてしっかりと対応して、こういったミスがないよ
うに。1000万人の観光客は翁長知事の目玉政策だっ
たんですよ。本来、1000万人目で大々的に発表する
のがこういうことになるというのは残念なので、気を
つけていただきたいなと思っています。
　あと続きまして、那覇軍港の浦添移設についてなん
ですけれども、浦添埠頭計画は北側配置案というの
は、あれは何を指していますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時47分休憩
　　　午後１時47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。
　移設協議会における北側案、南側案につきまして
は、那覇港湾施設の代替施設の位置を指すというふう
に考えております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　軍港ということですか。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　いわゆる那覇軍港につ
きましては、地位協定に基づく日米合同委員会での正
式名称が那覇港湾施設というふうになっております。
〇赤嶺　　昇君　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時48分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　それでは浦添埠頭計画全体の総額の
予算は幾らですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時48分休憩
　　　午後１時48分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。

　那覇港管理組合によりますと、平成15年の港湾計
画改定における資金計画におきまして、浦添埠頭地区
の総事業費は2412億円となっております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　浦添埠頭計画北側案の防波堤の面積
と総額をお聞かせください。
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。
　浦添埠頭地区の防波堤、未整備の部分が２カ所ござ
います。浦添第一防波堤が延長3000メートル、事業
費が約1200億円、第二防波堤が延長約660メートル
で、約92億円となっております。合計1292億円とい
うことでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　１メートル当たり、それぞれ幾らで
すか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　先ほど申しました浦添第一防波堤が１メートル当た
り約4000万円、浦添第二防波堤が１メートル当たり
約1500万円となっております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　浦添埠頭の工事、着工までのスケ
ジュールというのはどのように想定していますか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　これから民港の計画の検討、浦添埠頭地区の検討を
始めるということでございますが、港湾計画の改定の
スケジュールとしまして、那覇港湾施設の配置の方向
性が確定しまして、それから港湾計画改定までに約
20カ月と見込んでおります。また、港湾計画改定か
ら埋立工事の着工までに要する期間としまして、環境
アセスメント手続等が必要でありますので、約５年程
度かかるということでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　続いて大きい２番、米軍基地関連に
ついてなんですけれども、知事が就任してからの辺野
古新基地建設の進捗状況を教えてください。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　辺野古新基地の進捗状況ということでございます
が、県としましては、埋立承認撤回は有効との立場で
あり、全ての埋立工事を停止するよう求めておりま
す。仮に埋立土砂量から進捗率を換算するため、沖縄
防衛局に照会したところ、ことし10月末時点におい
て、埋立区域②―１については、必要となる土量に対
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して約７割、埋立区域②については約１割となってい
るとの回答がありました。当該回答に基づき、県にお
いて埋立承認願書の埋立土量等で試算したところ、
事業全体の埋立土砂等約2062万立方メートルに対し
て、埋め立てられた土量の割合は約１％と推定されま
す。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　(2)は削除します。
　(3)、県民投票の結果をどのように生かしているか
お聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
〇知事公室長（池田竹州君）　お答えします。
　普天間飛行場の辺野古移設への民意は、これまで一
連の選挙でも示されてきましたが、ことし２月の県民
投票によって、辺野古埋め立てに絞った県民の民意
が、反対の圧倒的多数で明確に示されたのは初めてで
あり、極めて重要な意義があるというふうに考えてお
ります。また、知事は、安倍首相やヤング臨時代理大
使と面談し、県民投票の結果を直接伝えたほか、去る
10月の訪米におきましても、米連邦議会議員に県民
投票結果を伝えたところです。さらに、県民投票の結
果も踏まえ、トークキャラバンを実施するとともに、
インターネットやＳＮＳによる配信なども通じまし
て、広く全国の皆様に対して働きかけてまいりたいと
考えております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　大きい３番、那覇空港について削除
します。
　４番、教育、福祉・医療、保健行政についてなんで
すけれども、高校定員内不合格についての状況を教え
てください。
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。
　県立高校の入学者選抜における定員割れの話です。
定員割れのあった高校での不合格者ですね。平成27
年度が192名、平成28年度が195名、29年度が167
名、30年度が174名、31年度が111名となっており
ます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　定員内不合格を実施していない都道
府県をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　定員内であれば不合格を出
さないとしている都道府県は、15都府県となってお
ります。

〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　沖縄県は定員内不合格も出している
んですけど、これ出さない場合の問題点を教えてくだ
さい。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時55分休憩
　　　午後１時56分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　まず、入学者選抜は各高等
学校学科の教育を受けていけるかどうかというその能
力でありますとか適性を、調査書でありますとか学力
検査、面接等で総合的に判断して合否を決定している
わけでございます。そういった中で仮に定員割れを出
さないというふうにした場合、実は23年度にこの定
員割れが大幅に出た際に教育庁側から各学校に文書を
出したことがございます。その際にもいろんな声がご
ざいまして、学校側からいろんな懸念の声が上がった
ということがございます。中学から勉強しなくなるん
じゃないかとか、生徒のほうからそういうのはおかし
いんじゃないかとかいう声もございました。一番学校
側としてはいろんな生徒指導上の課題も出てくるん
じゃないかというのもございました。ただ一応その際
に学ぶ機会を提供するためにも定員確保は重要だとい
うことで、教育課程の履修習得が期待できる生徒につ
いては可能な限り入学を認めてくださいということ
で、学校側との意見交換はさせていただいているとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　この出さないと勉強をしなくなると
いうのは誰が言っているんですか、勉強しなくなると
かというのは何が根拠ですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　これは当時の学校側の声で
あったり、そういう声がありますよ等々新聞報道でご
ざいましたということです。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　そうすると、高校を受けて仮に合格
できなかった場合、その後の生徒の進路はどうなって
いますか。把握していますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後１時58分休憩
　　　午後１時59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）　例えば30年３月卒業の生徒
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が１万6363人いましたけれども、その際に進学した
生徒と就職した生徒を除いて、未定の生徒がその年は
275名いました。その中で高校不合格だった生徒とい
うのは166人いました。その生徒に関しては、これは
学校基本調査というもので数値はソースとして把握し
ているんですけれども、この不合格になった生徒に関
しては在学中からいろんな働きかけはしています。通
常卒業後に翌年進学希望の生徒に関しましては、夏休
み明けごろになりますけど、次の進学に際して学校側
からいろんな進路指導――入試に必要な内申書とか必
要な書類等がございますので、その辺の関係で連絡を
とって、あとはその後の必要な情報等があれば相談に
応じたりという形のケアはやっております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　それでは高校中退の現状を教えてく
ださい。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時１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。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　これは平成30年度ですけれども、沖縄県の中途退
学者の数は1281人、率にして2.2％となっておりま
す。これは県立高校だけじゃなくて私立とか通信も
入っていますけれども、そのうち県立高校については
787人で在籍に占める割合は1.8％となっております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　全国と比較しての割合はいかがです
か。
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。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　30年度で申しますと、沖縄
は先ほど1281人、2.2％とこれは県内の全ての高校な
んですけれども、全国は1.4％となっております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　それでは中学校の不登校の現状をお
聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時３分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。

〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　これは文部科学省の調査になりますけれども、平成
30年度の公立中学校で不登校生徒数は1988人となっ
ております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　中学校で不登校だった生徒の中学校
卒業後の進路状況を教えてください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時３分休憩
　　　午後２時４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）　不登校と申しますと、年間
累計で連続とは限らずに飛び飛びでもいいんですけれ
ども、30日以上欠席した生徒を不登校と言います。
ですから必ずしも年間を通して全く学校に登校してい
ないというわけではございません。したがいまして各
学校ではこの不登校の生徒であっても学校に来ている
時間がありますので、そうしますと通常の進路指導と
かそういうものに関しては不登校にカウントされる生
徒でも顔が見えるわけですね。ですから先生方は進学
とか就職等の指導等に当たっては特に不登校にカウン
トされているけれども、いる生徒というふうに分けな
いでやっているものですから、そのまとまったデー
タっていうのは実は現状ではとっていないというよう
なところでございます。
　ただ、全体でいきますと中学校を卒業した中で先
ほど申し上げたんですけれども１万6300名余りのう
ち、高校進学が専修学校も含めて１万5900名余りい
ます。あとは就職が103名ほど、あとは未定というの
が275という状況で、学校では不登校だった生徒が特
にどういう状況かというのは実は統計上データとして
はとってないと。カウントとしては不登校にカウント
されていても来ている時間もあるということ、そうい
う状況になっているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　要は県は定員内不合格を出して、な
おかつ中学校で今みたいに不登校、いろんな数字のと
り方あるんですけれども、その後の生徒の行き先がわ
かってないっていうのはやっぱり課題じゃないかなと
いうふうに思っております。
　次に、重度知的障害者の普通高校への入学について
県の対応をお聞かせください。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時７分休憩
　　　午後２時７分再開
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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）　重度知的障害をお持ちの方
の入学についてですけれども、報道でも出ております
が、障害の有無にかかわらず、高等学校の教育課程を
履修できる能力、適性を有する生徒という意味で高校
入学を認めているところでございます。例えば沖縄県
においても、障害があっても各学科の教育課程を履修
修得が期待できる生徒については入学を可能な限り認
めているわけでございます。30年度時点で障害のあ
る生徒が約500名、高校に在籍しております。そのう
ち知的障害をお持ちの生徒は45名ということで、そ
ういった中で必要な支援員等を配置しながらやってい
るところではございます。ただ問題は実際その高校に
入っている生徒、知的障害の方というのは軽度の知的
障害の方でありまして、その方々は入試には必要な配
慮、合理的配慮――その状況によりますけれども、代
筆だったり代読だったりいろんな配慮をした上で、試
験の結果の合否判定はほかの生徒と同じ土俵で判定を
していると。その結果、今45名の知的障害の方はい
らっしゃるということでございます。
　ということで、要はこの高校の教育というのが実は
現在特別支援の必要な子に対して特別な教育課程が持
てないと。ただし30年の４月からは発達障害の生徒
について通級の指導ができるようになったということ
でありまして、通常の授業の中でその授業が成り立つ
かどうかという観点でそういう判定を行っているとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　教育長はちょっと中には500名くら
い入れているということなんですけど、この新聞記事
を見て（資料を掲示）　高校で保証できないと言って
いるんですね。この仲村君については３度目の受検を
今度やると言っているわけですよ。受検はできるよと
皆さんは言っていて、だけど受け入れないよと言って
るんですよ、これどういうことですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　新聞報道の文字ですけれど
も、私どもとしては受検に際して合理的な配慮をする
というその障害について情報のインプット、それにつ
いて点字だったり、代読だったり、代筆だったりそう
いうことをやるんですが、その結果学力テストに際し
てはそれに対する思考をして答えを出すと。これも合
理的配慮で変わってもらうことできますけれども、学
校教育を受けて、支援員の配置もやった上で履修でき
るかどうかという観点からやっているということで、

今回試験を受けてその結果等も踏まえて、また判定し
ていくことになるのかなというふうに考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　他都道府県で重度知的障害者が高校
に行けているという事例もあると思いますけど、把握
していますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時11分休憩
　　　午後２時11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）　他府県というのは大阪のこ
とをおっしゃっているのかと思いますが、実は大阪の
教育委員会のほうに私どもも少し照会をいたしまし
た。重度の方が入っているやに回答がございました
が、じゃ具体的に高校の教育課程をどのように履修修
得させたのかについては明確な回答はちょっといただ
けてないところがございます。これも私どもの理解で
すけれども、障害の特性というのは個々の生徒によっ
て違うかと思いますので、大阪府さんのほうでこの生
徒は支援員をつけて――障害でもいろんな状況があり
ますので、この教育課程の履修修得が期待できるとい
うふうな判断をなさった生徒がいらっしゃって、その
方を入学させたのではないかというふうに考えており
ます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　教育長、推測で言ってるんですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　これは推測です。大阪府さ
んのほうからそういう方がいましたと。特別な課程は
設けられないというのは大阪府さんもそれは理解され
ていますので、じゃ具体的にどのような授業の履修を
されているのかというのは、私どももう少しそのほか
の県さんの状況は情報を集めていきたいと思っており
ます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　教育委員会は今回、この重度知的障
害のある生徒の高校受検に係る教育委員会の考え方と
いうのを出していますよね。これかなり衝撃でありま
して、高等学校では重度知的障害のある生徒に対して
法律上その特性に応じた教育課程を提供できず、生徒
の学びの保証ができないと。この法律上というのは何
を指していますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時13分休憩
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　　　午後２時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　学校教育法施行規則というのがございまして、そこ
の138条で特別支援学級に係る教育課程の特例という
ところなんですけれども、そこでは小学校、中学校も
しくは義務教育学校または中等教育学校の前期課程―
―これは中学校相当だと思いますが――の特別支援学
級に係る教育課程については特に必要がある場合は特
別の教育課程によることができるという文言がありま
して、高校についてはそういうものに入ってないとい
うことで特別な教育課程を編成することはできないと
いうふうな理解でございます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　ということは他都道府県で重度知的
障害者を入れているということは法律違反ですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　他の県でやっているのはそ
ういう特別な教育課程ではなくて、通常の教育課程の
中で履修できている生徒が入学されているというふう
なことになろうかと思います。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　じゃ、他都道府県がやっているよう
に通常の教育課程で対応するように努力しないんです
か。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　問題はこの生徒さんがそれ
で通常の教育課程で入学した際に通常の教育課程で―
―いろんな工夫もあるかもしれませんが、この授業課
程――国語、算数、理科、社会ですね。高校の３年間
で履修していけるかどうかというものを一種のテスト
等で判断されるのかなというふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　かなり私の認識と違うんですね。ち
なみに皆さんは、今回の方針で当該生徒については特
別支援学校における教育の枠組みの中で高校生との交
流の機会が持てないかを検討していると。この学生さ
ん本人と保護者はそれを特別支援学校に求めているん
ですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お話では通常の高校の課程
の中でほかの生徒さんとの交流の中で、高校の生活を
過ごしたいというふうに希望していると理解しており
ます。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。

〇赤嶺　　昇君　ということは、本人も保護者も求め
ていないのに皆さんは特別支援学校に入れて普通高校
との交流というのは皆さんの権限を越えていません
か。何でこんな方針を出すの。
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17分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　私どもとしては、これも最終的には保護者の希望と
こちらの相違になりますけれども、子供さんの特性、
状況からすると特別支援学校でその障害の状況に応じ
た個別の支援計画を受けて教育を受けるほうがより好
ましいのではないかというふうな考えを持っていると
いうことであって、そこに強制的に入れることはでき
ないわけですね。ただ私どもでは特別な教育課程がで
きない中で、そこに入るという形になるとどういうこ
とになるかと、３年間過ごした後で、学びの保証がで
きるのかという状況であると。
〇議長（新里米吉君）　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　この考え方について、この当該生徒
という一個人の部分をそういうふうに特定するのはい
かがなものかなと私は思いますよ。
　知事、この件聞いていると思うんですよ。ＳＤＧｓ
でいわゆるこの子供たちも含めて、いろんな権利があ
るんです。今のやりとりを聞いて誰ひとり残さないと
いう部分で言うとこの生徒さんの権利、他府県でもで
きているということについて、知事の見解をお聞かせ
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）　今教育長からるる答弁をさ
せていただいたのは現在その当該生徒さん、お子さん
と御家族とのやりとりを含めたこれまでの教育委員
会、教育庁の取り組みであるというふうに思います。
他方、日本では国際的な障害者権利条約を2007年に
署名し、2014年に批准しています。沖縄県において
は障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づく
り条例を制定して施行しています。ですから、あらゆ
る場面で障害を持っている方も持っていない方も均等
にその機会をしっかりと獲得できるのはこれは普遍的
な権利だという考え方を持つべきであろう。それが私
はＳＤＧｓの根本的な考え方だと思います。
　ですからこの間私も教育委員会、教育庁といろいろ
やりとりをさせていただきましたが、例えば神奈川で
は重度知的障害を持っていらっしゃるお子さんを普通
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学級で受け入れるパイロット校、高校教室をつくって
指定してここで取り組みをしているなどの先進事例が
あります。せんだって大阪にトークキャラバンで伺っ
たときも大阪府知事、それから大阪市副市長ともイン
クルーシブ教育についてのお話をさせていただき、大
阪ではさまざまな人権問題を契機としたインクルーシ
ブ教育への取り組みをしっかり進めているということ
もあります。ですからこれからはその先進地の事例を
しっかりと研究をすることによって、沖縄らしいイン
クルーシブ教育への扉を開いていくことは私は十分可
能であるというふうに考えています。
〇赤嶺　　昇君　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。
　赤嶺　昇君。
〇赤嶺　　昇君　教育長、今知事が言ったように、も
しかすると皆さんのこの発表したものが障害者権利条
約とか障害者差別解消法とか沖縄県の共生社会条例に
抵触する可能性がありますよ。そこもしっかりと現状
を認識しながらもっと子供たちに……
〇議長（新里米吉君）　まとめてください。
〇赤嶺　　昇君　寄り添って対応してもらうようにお
願いをして終わります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　お願いします。
　質問通告後に発生をいたしました、高校生の大麻事
件について、看過できない問題でありますので、議長
と執行部には連絡を済ませており、先例を踏まえて質
問をいたします。
　まずことし６月に続いて去る９日、県警と麻取が麻
薬売買疑いで少年らを含む20人を摘発したという報
道がありました。
　以下、質問をいたします。
　１番目に、実態として直近５年間の大麻を含む麻薬
取締法違反による摘発人数とその中における未成年者
の数を伺いたいと思います。また未成年者の入手を根
絶するための方法等を教えていただきたいと思いま
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）　お答えをいたします。
　直近５年間の県警察における違法薬物事犯の摘発
人数は、平成26年が125人うち少年が１人、27年が
167人うち少年が８人、28年が175人うち少年が８
人、29年が188人うち少年が７人、30年が172人で

少年が10人でございます。平成27年から高どまりの
状況が続いております。
　令和元年、本年10月末現在の取り締まりの人数は
151人でありまして、前年同期比138人から13人の増
加となっております。覚醒剤事犯が29人でうち少年
は１人、それから大麻事犯が116人でうち少年が21
人、麻薬等事犯が５人でうち少年が１人、指定薬物・
危険ドラッグ事犯が１人でうち少年は０人でありま
す。したがいまして、薬物事犯における少年の検挙は
本年10月末現在23人で前年同期比でプラス17人と増
加しておりまして、うち大麻が21人というふうになっ
ております。
　少年の薬物事犯は、流行性、模倣性の傾向が強いと
いうことから、県警察では薬物事犯の取り締まりを強
化するとともに、関係機関・団体等との連携を強化
し、学校における薬物乱用防止教室の開催、薬物乱用
防止のための広報啓発活動などを実施して、少年の薬
物事犯の防止に努めております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　ことしは非常に異常だというふう
に理解をいたしました。
　続いて県内高校生の薬物に対する危険意識をどのよ
うに醸成しているのか、取り組み状況について伺いた
いと思います。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　ことしの６月に発生しました、高校生を含む少年ら
による大麻事件を受けまして、いろんな校長会等もや
りましたけれども、県立高校においては緊急生徒集会
を開催しまして、生徒の身近に大麻等の薬物が迫って
いるという事態を深刻に受けとめて、危機意識を高め
る取り組みを行ったところであります。また県立高校
の生徒代表で構成されます高校生代表者会議というの
を開催しまして、高校生が主体となり薬物乱用防止に
ついて協議を行ったほか、問題行動等防止フォーラム
というものでは、薬物乱用防止などをテーマにパネル
ディスカッションなどを行ったところであります。
　県教育委員会では学校はもとより県警、麻薬取締沖
縄支所、ＰＴＡ連合会等の関係する機関また家庭、地
域社会との連携を密にしてこれまでもやってきていま
すが、引き続きさまざまな取り組みに努めてまいりた
いと思っております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　今のような取り組みで結果として
増加をしているということなんですよ。ですからこれ
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以上の取り組みをどうしていくのか、ぜひとも検討を
していただきたいと思います。
　では通告に従いまして、質疑を行います。
　首里城が焼失をいたしまして、11月２日に予定を
されておりました首里城祭の一環として、首里城正殿
前での琉舞や組踊が中止となりました。その後、佐藤
太圭子さんの琉舞を見る機会がございまして改めて沖
縄の文化、芸術性の高さを実感いたしました。
　１番目に、文化芸術政策について伺います。
　(1)として、沖縄文化芸術振興条例の目的について
伺いたいと思います。
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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　沖縄は、アジア諸国等の交易を通じて、独特の文化
芸術を育んできた歴史があり、先人たちが守り育てて
きた文化芸術を次代に引き継ぐとともに、これからの
時代にふさわしい新たな文化芸術を創造していく必要
があるとの認識から、平成25年に沖縄県文化芸術振
興条例が制定されております。同条例の制定に当たり
ましては、文化芸術の振興に関する県の責務並びに県
民や文化芸術団体等の役割を明らかにするとともに、
文化施策の基本となる事項及び県が講ずる措置を定め
ることにより、施策の総合的な推進を図り、もって心
豊かな県民生活及び活力ある社会の実現に寄与するこ
とを目的としております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では(2)番目に、文化芸術を振興
するための施策の策定と推進はどのような手順でなさ
れているんでしょうか。
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（新垣健一君）　まず県では
沖縄県文化芸術振興条例に基づきまして、伝統的な文
化の継承・発展や芸術家等の人材養成を図るため、必
要な文化芸術の施策を講ずるとともに、文化芸術団体
の活動を継続し発展するための支援を行っているとこ
ろでございます。また、文化芸術の施策の推進に当た
りましては、県の文化芸術振興施策に広く県民等の意
見が反映されるよう、パブリックコメントを実施する
とともに、学識経験者等で構成される沖縄県文化振興
審議会に示して、調査審議の結果を施策に反映させる
こととしております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　(3)番目に、全国に先駆けて導入
をされました、アーツカウンシル機能の内容と成果に
ついてお伺いしたいと思います。

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（新垣健一君）　お答えいた
します。
　県においては、沖縄文化芸術を支える環境形成推進
事業というのを行っております。その事業は公益財団
法人沖縄県文化振興会に委託をしておりまして、その
中で文化芸術分野の専門家による事業の選定及び評価
検証をプログラムオフィサーによるいわゆる寄り添い
型のハンズオン支援を行っておりまして、そこが沖縄
版アーツカウンシル機能というところで導入をしてる
ところでございます。この事業による平成30年度の
補助実績でございますが、19件となっております。
例えばですが、西表島古見公民館の地域文化の掘り起
こしでありますとか、次世代育成を行う事業等、離島
を含む多くの地域の取り組みを支援しているところで
ございます。
　県としましては、引き続き本県の多様で豊かな文化
資源を活用した文化芸術活動の持続的な発展を支える
環境の形成を推進してまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　この導入については非常に高く評
価するものなんですけれども、これまで埋もれていた
さまざまな地域の文化を引き出してくださっている、
いわゆる民間の専門家を起用するというところが非常
に意味のあることではないかと思いますので、よろし
くお願いしたいと思います。
　(4)番目に、本県の文化芸術振興施策の主要事業は
軒並み一括交付金による事業であります。そのことを
見ましたときに文化振興の継続的な推進を図るために
は、もう一工夫必要ではないかというふうに考えまし
た。沖縄文化基金というのは仮称でありますけれど
も、そういう設置等の検討はお考えでしょうか伺いた
いと思います。
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（新垣健一君）　県では、文
化芸術振興条例に基づきまして、しまくとぅばの普
及・継承の取り組みあるいは琉球舞踊、組踊など伝統
芸能を継承・発展させるため、議員御指摘のとおり一
括交付金などの財源を活用して各種施策を実施し文化
振興を図っているところでございます。本県の文化芸
術施策を継続的に推進するためには、所要の財源を確
保する必要があるというふうには考えております。そ
のため基金を設立することも一つの方策であるという
ふうには考えますが、いわゆる財源の確保先でありま
すとか基金の仕組みなどさまざまな角度から検討すべ
き課題があるというふうに認識をしておりまして、そ
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ういった課題の整理がまず必要ではないかなというふ
うに考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では２番目の質問です。
　幼児教育・保育の無償化についてです。
　９月議会で、私は公立・私立幼稚園、それから認定
こども園、公立・私立保育所の所管省庁の違い、根拠
法の違いについて質疑をいたしました。所管省庁の違
いや根拠法の違いがある中で、これらのどの施設にお
いても３歳から５歳の幼児教育・保育を無償化すると
いう制度がこの10月からスタートをしております。
その結果多くの問題や矛盾が起こっておりますので、
その一部についてですけれども、以下質問をしたいと
思います。
　(1)番目に、公立・私立幼稚園、認定こども園の給
食の位置づけはどうなっているんでしょうか。また設
置基準、幼稚園設置をする場合の設置基準において調
理室はどのように定められているんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　まず公立幼稚園の給食に関
してお答えします。
　公立幼稚園の給食につきましては、設置主体である
市町村が、その実情やニーズに応じて実施するものと
考えております。また、文部科学省が示しております
学校給食実施基準に準じまして、適切な給食の実施に
努めることになっております。なお、幼稚園設置基準
においては、給食施設は備えるよう努めなければなら
ない施設として定めております。
　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。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　まず私立幼
稚園についてでございますが、私立幼稚園における食
事の提供は、各園の判断に委ねられております。給食
施設については、幼稚園設置基準第11条によりまし
て、備えるよう努めるものとされているところであり
ます。次に、幼保連携型認定こども園の園児に対する
食事の提供につきましては、１号認定の子供に対する
食事の提供については、各園の判断に委ねられており
ます。また２号及び３号の認定を受けた子供につきま
しては、原則、自園調理の方法により提供することと
されております。ただし、いずれにおきましても満３
歳以上の園児につきましては、条例の要件を満たす場
合に外部搬入による提供ができることとされていると
ころでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では次に、公立保育所や私立保育

所の給食の位置づけはどうなっているんでしょうか。
また設置基準においての調理室はどのように定められ
ているんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　保育所の園
児に対する――これは公立保育所、私立も一緒でござ
いますが、保育所の園児に対する食事の提供について
は、原則、自園調理の方法により提供することとされ
ております。ただし、先ほども申し上げましたとおり
満３歳以上の園児につきましては、条例の要件を満た
す場合、外部搬入により提供できることとされており
ます。
〇比嘉　京子さん　ちょっと休憩。
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。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　自園調理で
行いますので、園のほうに設置しなければならないと
いうふうに書かれておりまして、ただし３歳以上の場
合の外部搬入につきましては５つの要件がございまし
て、その要件にかなう場合に限りということになって
おります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　(1)と(2)をまとめますと、幼稚園
の場合には調理室の設置義務はないと。そして、ケー
タリングでもいいんだと。そういうこととそれから保
育所では、調理室が設置義務になっているということ
の違いがあるということがわかりました。
　では(3)番目に、私立保育所は市町村から保育事務
を委託されているので、委託費と考えておりますけれ
ども、同様に公立保育所の場合はどのようになってい
るんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　市町村は、
認可保育所における保育に要する費用を委託費として
施設へ支払うこととされております。一方で公立保育
所につきましては、保育に要する費用について、市町
村が人件費や管理費など必要経費を歳出予算に計上し
て執行しているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　直接なので、公立の場合は直接と
いうのは何経費って言うんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時39分休憩
　　　午後２時39分再開
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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）　認可保育所
につきましては、委託費という形で出ていきますけれ
ども、公立保育園につきましては、例えば給与であれ
ば人件費であったり、材料費であれば需用費であった
りというようなことでそれぞれの財政の費目に応じて
支出がなされているというところでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では次に(4)番目、私立（認可）
保育所の根拠法について伺います。また、委託費に給
食費は含まれているかどうか、同様に公立保育所の場
合はどうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　保育所は、
児童福祉法第39条によりまして、保育を必要とする
乳児・幼児を日々保護者のもとから通わせて保育を行
うことを目的とする児童福祉施設というふうに定めら
れております。認可保育所につきましては、同法第
24条第１項に基づきまして、市町村から委託を受け
て保育を行っているところでございます。このため、
保育所における給食の実施に必要となる調理員に係る
人件費等は、無償化後も、保育に要する費用として委
託費に含まれているところでございます。幼児教育・
保育の無償化に伴いまして、子ども・子育て支援法等
の規定に基づく内閣総理大臣が定める基準というもの
が改正されまして、保育に要する費用から食材料費全
体が除かれたことから、認可保育所の委託費の中には
食材料費は含まれていないこととなっております。公
立保育所においても同様の考え方というふうになって
おります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　今、無償化についてその委託費の
中に食材料費が除かれたというお話があったんです
が、その削減されるというときの根拠は何でしょう
か。それと国はそのことについてどのような説明をさ
れているんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　今般の幼児
教育・保育の無償化に伴いまして、子ども・子育て支
援法の規定に基づいて、内閣総理大臣が定める基準と
いうのが内閣府令で出されております。それが改正さ
れておりまして、保育に要する費用から食材料費全体
が除かれたということで、保育費用の中には食材料費
が含まれていないということとされました。それから
認可保育所のほうがその食材料費を徴収することがで

きるということもあわせてうたわれているものですか
ら、法的には市町村が徴収できないという根拠になっ
ております。
〇比嘉　京子さん　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時43分休憩
　　　午後２時43分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　無償化に伴
いこのような取り扱いになった説明といたしまして
は、食材料費の取り扱いについてはこれまでも実費徴
収または保育料の一部として保護者が負担してきたこ
と、それから在宅で子育てする場合でも生ずる費用で
あること、また学校給食等でも食材費は自己負担であ
ることなどを踏まえて無償化に伴い内閣府令等の改正
が行われたというような説明が行われております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　児童福祉法24条１項と内閣府令
はどちらが上位法でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　内閣府令は
子ども・子育て支援法に基づいて規定されているもの
でございまして、児童福祉法と子育て支援法は同列だ
とは思います。同じ法律でございますので、同列では
ございますが、府令につきましては子育て支援法に基
づいた法律ではございませんので、府令で定めている
というところでございます。
〇比嘉　京子さん　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。
　　　午後２時45分休憩
　　　午後２時45分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　済みません。
　先ほど少し舌足らずでございました。児童福祉法と
子ども・子育て支援法は同列でございまして、子ど
も・子育て支援法に基づく府令もあわせて法律の範疇
だということではございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　そこが問題だと思うんですよ。子
ども・子育て法と児童福祉法が同列っていうことは容
認します。でも、府令は府令なんですよ。府令の連発
でこの無償化ができているんですよ。これについては
どう思っているんですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時46分休憩
　　　午後２時46分再開
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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）　児童福祉法
も子ども・子育て支援法もどちらも子供に関する重要
な法律であると思います。今般の府令につきまして
は、子ども・子育て支援法に基づいて定められていま
す法令でございますので、体系としては同じ法に基づ
くものであるというふうに考えます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　そこは意見が違うところなので、
さわりませんけれども。
　では、次質問します。
　市町村からの保育の委託費からいわゆる食費が削減
されたわけです。ということは保育の内容から給食や
食育を削除してもいいという解釈につながると思いま
すが、どうでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　保育所保育
指針にもありますように、保育所におきましては、乳
幼児一人一人の健康状態や発育の状態に応じて子供の
健康支援や食育の推進に取り組むことということには
変わりはございませんので、食育は保育の重要な要素
として位置づけられていると考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　子ども・子育て法の府令で削除す
るということと、保育所保育指針は変わってないわけ
ですよ。そこにねじれが起こっているわけです。だか
ら整合性がとれないわけです。幼稚園教育要領は食育
とはないんですよ。指導要領はないんですよ。保育所
でじゃ御飯をつくりませんと、給食出さないでいいで
すねということになりかねないと思うんですがいかが
ですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時48分休憩
　　　午後２時48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）　保育におけ
る食育は非常に重要な要素と位置づけられているとい
うことを申し上げましたけれども、このため保育所に
おける給食の実施に必要となる調理員に係る人件費で
ありますとかにつきましては、無償化後も引き続き保
育に要する費用として公費による負担とされていると
考えられております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　今回、無償化の対象とならないと

いう費用にはどういうのがほかにありますか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時49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）　今回の無償
化に伴いまして、主食費、副食費は無償化の対象にな
りませんけれども、これまでも例えば送迎のための費
用であったりとか行事費であったりというようなとこ
ろは保護者の負担となっていたと考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　これまでも行事費とか送迎費用は
含まない、そこの中に食材料費を入れたわけですよ国
が。皆さんのせいではないんですよ。国がそこに入れ
たわけです。その国が今どういう道筋をつくり始めて
いるかというと、そこに食材料費をカットするってい
うことは保育園の保育指針を無視したっていう状態だ
けではなくて、子供たちにミルクを上げないでもいい
ですか、食事を出さなくてもいいですか、おやつなし
でもいいですかって保育園の選択に任せるという道を
つくり始めているという法律ではありませんか。府令
ではありませんか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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）　食材費が含
まれていないことに対しましては、さまざまな意見が
あると承知はしておりますが、保育指針においても、
食育が重要だと位置づけられておりますし、また食育
に関しまして、人件費等の支出を公費で負担するとい
うこともございますので、食育を外していいという考
えにはならないと思います。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　材料費を抜くということは委託費
の中から材料費がなくなるっていうことなんですよ。
ということは市町村は保育を委託する際に、食は抜い
ていいですよっていう費用になるわけですよ。そのこ
とが重大だと私は思っているわけです。それは県とし
てはどうなんですかって再度聞いているところなんで
す。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時52分休憩
　　　午後２時52分再開
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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）　食材料費が
入っていないということについて、施設等からの御意
見等で多々承知しているところではございますが、先
ほども申し上げましたとおり、保育指針において食育
は重要であると定めておりますし、人件費等について
も公費で負担しているというところもございます。ま
た国においては無償化に際しまして、保護者、施設の
負担軽減を図る観点からこれまで保育料が無償であっ
た生活保護世帯等につきまして、引き続き公定価格内
で副食費の免除を継続するというような措置も講じて
いるところでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　保育指針において、食が重要であ
るという意味ではないんですよ。保育の内容の一部な
んです。だから内容の一部を削除しなさいってことに
つながってますよっていう意見を言っているわけで
す。
　次に行きます。
　ことし９月までと10月以降において公立・私立（認
可）保育所の根拠法及び保育所保育指針は改定されて
おりません。その上に保育料に含まれていた副食費の
金額設定は我々わかりませんでした。最近になって
5181円だということがわかりましたけれども、それ
をなぜか4500円に引き下げた国の方針が出ておりま
して、そして突然副食費を切り捨て、切り離して徴収
せよと言い始めたわけです。これは全く理屈に合わな
い、私はそう思いますがそれについて県の見解を求め
たいと思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時54分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　議員御質問
のとおり、無償化に際しましては、児童福祉法それか
ら保育所保育指針等の改正は行われておりませんが、
内閣府令等の改正によりまして、食材料費の取り扱い
等が定められたところでございます。
　先ほども申し上げましたけれども、改正の際におけ
る説明としましては、これまでも実費徴収または保育
料の一部として保護者が負担してきたこと、それから
在宅で子育てする場合でも生ずる費用であること、学
校給食等でも食材費は自己負担であることなどを踏ま
えて改正が行われたというところでございます。

　さまざま御意見はあると思いますけれども、県とし
ましては、今後とも施設等からの意見でありますと
か、市町村の意見でありますとかをできる限り把握し
て意見交換などをしてまいりたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　国は切り離すなら保育指針を変え
るべきなんですよ。そこと合わないということだけは
指摘しておきますけれども、まず公定価格から差し引
きました。その一方で国が何をし続けているかという
と、保育所給食の中には一日の栄養給与目標というの
が国から出されているんですよ、厚労省から。そのた
めに市町村は栄養士を雇用しまして一日の栄養量の約
50％を保育所の給食であげるおやつと昼食、それを
献立をもってつくるようにしてそれを全保育所に流し
ているわけなんですよ。一方で国はそれを守ろうとし
ているんですよ。そこをやるんであれば、食材費を割
くべきではないんですよ。そういうことを一方で堅持
しながら栄養給与目標はちゃんとしなさいよと言って
いるのをそのままにしていながら、そういうことをし
ているということをやはり私はこれは調理室の設置義
務においても栄養給与目標を堅持するということをし
てもこれはやっぱり幼稚園、認定こども園、一くくり
にして無償化するという非常に無理を今国は都道府県
に押しつけている。その下に市町村がいるということ
を私たち県は考えないといけないというふうに思いま
す。
　問題点を指摘した上で、次の質問に入ります。
　では(7)番目に、保育所における食材料費の徴収に
ついて伺います。
　アとして、公立・私立（認可）ともに、保育実施責
任は市町村にあります。公立保育所は市町村が徴収
し、私立（認可）保育所は保育所が徴収をしていま
す。その違いの根拠について説明を求めます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　食材料費に
つきましては、内閣府令の改正によりまして施設が保
護者から支払いを受けることができる費用として定め
られましたことから、認可保育所につきましては、施
設が直接徴収することとされております。公立保育所
においても同様の考え方から、施設の設置者である市
町村が市町村会計に位置づけて徴収することとなって
おります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　根拠法も一緒なのに、どうして一
方は市町村が徴収し、一方は園独自で個人情報も触れ
ながらやっているんでしょうか。この違いがわからな
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い。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　内閣府令に
基づきますと、食材料費は施設が直接徴収することと
いうふうにされておりまして、認可保育所は私立の保
育所でございますので、施設そのものが直接徴収する
こととなります。公立保育所は公立でございますの
で、設置者である市町村が徴収するというふうな整理
になっております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　この整理をそのまま踏襲してよろ
しいでしょうか。県としてこの考え方をそのまま受け
継いでよろしいんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　さまざまな
御意見はあると思いますけれども、法に基づき内閣府
令で定められて、法的な整理がされているというとこ
ろでございますので、県としてこの法的な整理につい
てコメントできる立場にはないというふうには考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　認定こども園は保育料も個人契約
なんですよ。でも認可保育園は市町村と保護者が契約
してるんですよ。なのに、公立保育所と認可保育所が
違うのかというところの説明がつかないんですよ。国
がそういうからそういうというんでは困ると思うんで
すよ。ぜひやっぱりここはしっかりと沖縄県として。
私は９月に宿題出したと思うんですよ。ＦＡＱ並みで
はないんですよ。国にＦＡＱ対応で聞いている場合
じゃないんですよ。じゃ緩やかにもっと自由にやって
ください市町村って、言ったらどうですか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　議員の御質
問の御意見もあるかとは思いますけれども、県としま
しては、法に基づいて整理されている内容でございま
すので、そこの法的な整理に基づいて市町村を指導す
べきものというふうには考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では、ウに行きます。
　公立・私立（認可）において、食材料費の滞納が生
じた場合の責任の所在はどこにあるんでしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　食材料費に
滞納が生じた場合の責任の所在というところでござい
ますが、これまでも、公立保育所・認可保育所とも
に、文房具代それから通園バス代など施設が保護者か

ら受け取ることができる費用につきまして滞納が発生
した場合は、施設が対応してきておりますので、食材
料費についても同様の取り扱いとなります。一方で、
市町村は保育の実施主体として安定した保育が継続的
に実施できるよう、食材料費の徴収については積極的
に関与することが市町村には求められていると思いま
す。また、国においては、無償化に際して、保護者及
び施設の負担軽減を図る観点から、これまで保育料が
無償であった生活保護世帯等について、副食費の免除
を継続するなどの措置もとられているところでござい
まして、そのような措置を行った場合には公定価格の
給付において加算することとなっているところも申し
添えておきたいと思います。
〇比嘉　京子さん　済みません、最後の１行聞こえな
かった。公定価格の……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時３分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　失礼いたし
ました。
　これまで保育料が無償であった生活保護世帯等につ
いて、引き続き公定価格内で副食費の免除を継続する
ということとなっておりまして、免除対象範囲を年収
360万円未満相当世帯まで今回拡充したところでござ
います。それについては公定価格の給付において加算
されるということとなっております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　今私の質問は360万以上であれ以
下であれ、滞納した場合には責任はどこがとるんです
かという質問なんですけれども、もう少し明快にお願
いします。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　食材料費に
つきましては、滞納がもし生じた場合には施設におい
て責任を持って徴収するというところでございます。
ただし、市町村には食材料費の徴収について積極的に
関与するというところが求められておりまして、滞納
された場合において、施設だけに任せないでそのヒア
リングなどを一緒にやるというようなこととかそうい
う協力をするようにというところは示されているとこ
ろでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　施設の事務加算は認定こども園に
は１人当たり3400円くらいあるんです。認可保育園
には400円、８分の１なんですよ。徴収する事務経費
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はどこにもないんですね。それについては御存じなん
ですか。そんなことおっしゃるんだったら。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時５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）　議員御質問
のとおり、施設型給付においては雇い上げ加算が措置
されておりますけれども、常勤雇用に必要な額とは
なっていないなど人材確保には厳しいものがございま
すので、県としましても事務職員の雇い上げ加算の拡
充を要望していきたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では３番目の公立幼稚園、認定こ
ども園について質問をいたします。
　(1)番目に、本県の３歳児の総数それから保育園、
幼稚園に入園している３歳児は何名でしょうか。県内
の３歳児の待機児童数は何名でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　平成31年４
月１日現在の３歳児総数、県内の３歳児総数は１万
7082人となっておりまして、このうち保育所や幼稚
園等を利用している利用児童数は１万5816人、いず
れも利用していない未就園児数は1266人となってお
ります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　今、無償化になって３歳児の行き
場が非常に問題になっています。
　それで(2)番目の質問ですけど、３歳児クラスの設
置状況を公立幼稚園とそれから幼保連携型認定こども
園へ移行した園の中で３歳児クラスがどれだけふえて
いるのか、どれだけのクラスをキャパとして持ってい
るのか伺いたいです。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　まず公立幼稚園の３歳児ク
ラスの設置状況についてお答えします。
　公立幼稚園において、３歳児クラスを設置している
市町村は10市町村ございまして、園の数としては13
園となっております。
〇比嘉　京子さん　済みません、全体で幾らあって
13園ですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。

〇教育長（平敷昭人君）　令和元年の公立幼稚園は
154園ございまして、そのうち３歳児クラスを設置し
ているのは13園でございます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　平成31年４
月１日時点で、公立幼稚園から幼保連携型認定こども
園へ移行した園数は65園となっております。そのう
ち移行に伴って新たに３歳児クラスを設置した施設数
は21園、また移行前から３歳児クラスのあった施設
は13園でございますので、合計しますと34園となっ
ております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　認定こども園の総数は何園でしょ
うか。全体のうちの34園というのを知りたいんです
けど。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時８分休憩
　　　午後３時８分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　令和元年の
５月１日現在で認定こども園の総数は131園でござい
ます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　今公立の幼稚園、認定こども園あ
わせて見てみても３歳児の受け皿がまったく足りてな
いと。そして今３歳児で親御さんが幼稚園に入れたい
というふうに言いましたら1266人入れない、全員が
希望すると。そういう状況が今生まれているという現
状を押さえておきたいと思います。認定こども園化す
るときに１号認定がはじかれるんではないかと私が質
問をしたことがあるんですが、(3)番目に１号認定の
３歳児の受け皿がどうなっているのか、また３歳に
なった時点で入園できるのか、３歳になっても翌年の
４月まで待たなければいけないのか。そこについてお
伺いしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１号認定の
３歳児クラスのある認定こども園は公立で17園、公
私連携が18園、私立で63園となっております。入園
につきましては、制度上は満３歳になった時点で入園
が可能というふうになっておりますが、市町村によっ
ては校区内の入園を優先していること、それから満３
歳児時点での入園に対応していない市町村がありま
す。定員等施設の受け入れ状況等により入園できない
場合もあると聞いております。
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〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時11分休憩
　　　午後３時11分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　認定こども
園全ての数は131と先ほど申し上げましたけれども、
そのうち３歳児クラスを持っている認定こども園が
98園となっております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では公立幼稚園の預かり保育の実
施状況、それから実施していない理由、県はどのよう
にその保育推進に向けてやっておられるのか伺いま
す。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　公立幼稚園において、154園のうち132園で預かり
保育を実施しております。預かり保育を実施していな
いのが22園ですけれども、こちらで実施していない
のは必要な人員の確保が困難であることとか、また保
育室等の確保が十分にできていないという現状がござ
います。そういうことが理由となっておりまして、教
育委員会としては市町村が実施する預かり保育につい
て市町村の教育庁、教育委員会の研修会等々とその辺
の促しをやっているところではございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　では４番目に、沖縄県の幼児教育
センターについて伺います。
　９月議会におきまして、沖縄県幼児教育センターを
令和２年の４月に設置予定であるという答弁をいただ
きました。その後具体的な進捗状況について、組織体
制、所管等を伺いたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　幼児教育センターにつきま
しては、これはあくまでも現在検討中のところでござ
いますけれども、教育庁の義務教育課内に設置するこ
ととしております。組織体制については、指導主事や
幼児教育アドバイザーの配置を予定しておりまして、
子ども生活福祉部とも連携し、研修の支援、市町村の
支援、幼小接続の推進に取り組んでまいりたいと考え
ているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　やっぱり、かなめになるのはこれ
まで小中より非常に弱かった手薄であったのに、指導
主事がいたと。指導主事は何名でしょうか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　この組織の部分は現在調整

中でありますので、明確に今何名というふうな断定は
できないんですが、指導主事は現在のところ２人ほど
を予定しております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　(2)番目に、文部科学省が示す幼
児教育センターにおいては、幼児教育アドバイザーを
配置することが要件になっておりますが、どのような
人材を何人配置するのか、またその役割について伺い
ます。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後３時14分休憩
　　　午後３時15分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　お答えします。
　幼児教育アドバイザーを配置する予定でございます
けれども、そのアドバイザーは幼稚園、保育所、認定
こども園に対して園内研修の支援でありますとか、小
学校との連携の推進、またカリキュラムや指導計画に
関する指導助言、またそのさまざまな事例等の情報提
供を行うこととなっております。その幼児教育アドバ
イザーは幼児教育、保育の専門性を有していて幼稚
園、保育所、認定こども園のいずれかの勤務経験者で
なおかつ指導主事等の経験がある方が望ましいと考え
ております。現在配置人数等について、先ほど申しま
したが調整中でありまして、その人事等についても現
在いろいろ調整中であります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　この組織体制は班体制だと考えて
いいですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　現在は班を考えております。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　認可外の総数を見ましても、いわ
ゆる幼稚園、こども園、保育園の３から５歳児を対象
とするという総数を見てみますと1051園あるわけで
す。これだけをやるからにはよっぽどのキャリアと
よっぽどの人員を集めないといけない。それをもって
市町村との連携をしていくということが非常に望まれ
ると思っております。
　私これまでやっぱり幼児教育を唱えてきましたけれ
ども、今まで大変低調だったというふうに理解をして
います。今回のこの幼児教育センターを設置するとい
うことが子ども生活福祉部と教育庁で一緒になって立
ち上げるということの意義は非常に大きいので、来年
は知事、幼児教育元年と名づけてもいいのではないか
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なと私は思っております。ぜひともモデルになるよう
に、全国のモデルになるように頑張っていただきたい
と思います。
　最後にですけれども、我が会派の亀濱玲子議員の代
表質問に関連し、北部基幹病院について２点質問しま
す。
　１点目は、まず知事公約である、北部基幹病院の早
期実現を図ることと、もう一点は県立病院の経営形態
を維持すること、この２つが知事の公約でございま
す。この両者を両立するということが非常に公約実現
には重要なことでございます。そのような方向で進め
られているというふうに理解をしておりますが、いか
がでしょうか。
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）　北部基幹病院に関す
る知事の公約は、まず主要政策としまして北部地域の
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と。次に実施政策としまして、
北部基幹病院の早期実現を通じ、医師不足の解消を初
め北部医療圏の医療体制の構築を図りますというのが
ございます。それとまた基幹病院とは別に県立病院に
関する公約としまして、県立病院の経営形態を維持
し、機能強化を図るための離島医療、救命救急医療、
急性期医療、高度特殊医療等への施策に取り組みます
というのがございます。
　以上の公約とこれまでの協議の経緯を踏まえます
と、基本合意書案で示されております、県及び北部
12市町村で構成する一部事務組合が公立病院として
北部基幹病院を設置し、そして県及び北部12市町村
が設立する財団が指定管理者として基幹病院を経営す
るという経営システムは、公約を実現するための唯一
の経営システムではないかというふうに考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
〇比嘉　京子さん　そうするとやはり県立病院の経営
形態の堅持は難しいということになりますけれども、
ぜひ再考をお願いしたいと思います。
　もう１点は、現時点で北部12市町村からどのよう
な疑問や意見が出されているのか伺います。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
〇保健医療部長（砂川　靖君）　お答えします。
　基本合意書案に対し、市町村からの疑問とか、課題
といったことはございませんでしたが、基本的な方向
性を変えずに文案の修正を求める意見が約50件程度
ございました。調整の途上ですので、修正意見の具体
的な内容について申し上げることは差し控えたいと思

いますが、大まかに申し上げます。まず市町村の財政
負担について、あらかじめ定められた以上の負担が生
ずることのないよう、規定をより明確にしていただき
たいというような意見。それから経営システムに関し
ては、基幹病院の設置主体及び経営形態に関する修正
意見はございませんでしたが、指定管理者となる財団
への参画に関する部分で消極的な支援姿勢を示す意見
などがございました。
　以上でございます。
〇比嘉　京子さん　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　15分間休憩いたします。
　　　午後３時21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。
　休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
　渡久地　修君。
　　　〔渡久地　修君登壇〕
〇渡久地　修君　皆さん、こんにちは。
　玉城知事、お母様の御逝去に対し心からお悔やみを
申し上げ、御冥福をお祈りしております。
　首里城の復旧・復興について、所感を述べながら質
問いたします。
　私は、首里寒川町で生まれ育ち、首里城のすぐそば
にある城西幼稚園、城西小学校に通いました。守礼門
や玉御殿などではかくれんぼで遊び、龍潭池では釣り
をして遊んでいました。卒業式、修了式は、守礼門を
背にした記念撮影が行われました。
　中学校は首里中学校で、毎日通学路にある守礼門を
くぐり、龍樋の水を飲んで通いました。首里中学校の
校歌は、「中山城下に栄えたる　守礼の邦の名に負い
て」で始まります。
　現在、首里城管理棟がある場所は、天界寺というお
寺の跡で、そこには住民もいました。そこに住んでい
る友達の家によく遊びに行っていました。復元に際し
て、この天界寺跡の住民や現在のレストセンター通り
の住民、そして池端通りの住民は、駐車場や管理棟、
観光バスの通行のために立ち退きが告げられ、反対運
動も起きました。長い反対運動がありましたが、最終
的には私の友人の世帯も含め、住民が立ち退きに協力
し、住みなれた場を離れていきました。
　首里城が復元し、多くの観光客が訪れるようになり
ましたが、私は那覇市議時代から20年余り、ずっと
首里城が地域住民、県民に親しまれるようにすべき
だ。そのためにも、高齢者の入場料は無料にすべきと
提案し続けてきました。ことしの２月にやっと高齢者
の入場料の無料化が実現しましたが、そのやさきの
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10月31日の焼失でした。
　首里城は県民の心のよりどころ、シンボル、誇りで
す。同時に、私たちにとって首里城は日常的な存在、
そこに当たり前にあった存在だったのです。その日常
が焼失したのが、残念で残念で悲しくてたまりませ
ん。
　火災後、県民の間から、そして国内、世界から悲し
みの声が寄せられ、支援の輪が急速に広がり、県、国
も協力し、復元、復旧・復興するという大きな方向
性、道筋が確認され歩み始めたことに救われる思いが
しています。
　首里地区自治会長連絡協議会と琉球王朝祭り首里実
行委員会では、来年２月16日、首里城復元大会を開
催することを決めたそうです。
　首里城をよみがえらせるために、私も、知事、県執
行部の皆さん、県議会の皆さん、県民の皆さんと心を
一つにして頑張っていきたいと思います。
　それでは質問します。
　(1)、今大事なのは、悲しみを共有し、県民の力で
復旧・復元するという決意で、県民の心を一つにする
ことだと思います。その先頭に立つことが知事の大き
な役割と思うが見解を伺います。
　復旧・復元への体制、組織のあり方も、県民の力
で、県民と県が主体となり、全県民、全世代の代表を
網羅し、国はそれを全面的に支援するというあり方に
すべきであります。
　復旧・復元の資金も、県民、国民、世界中の人々に
依拠して支援と寄附を呼びかけ、集まった寄附金は正
殿などの復旧に充て、私たちの力でよみがえらせたの
だと、次世代の県民が誇れるようにすべきです。
　(4)、現在、法的な所有権という意味では国のもの
となっていますが、首里城は県民のものです。将来的
には県に移管すべきです。そのためには、段階的な移
管も含めて議論すべきではありませんか。
　私はこれまで旧日本軍32軍壕の保存と部分公開を
何度も提起してきました。首里城火災を受けて、公開
の要望も高まっていますが、埋まっている第１坑口を
復元すべきです。また、第３坑口、第５坑口の入り口
の公開は可能です。検討すべきです。
　２、訪米要請行動と今後の取り組みについて。
　米国政府、議会、米国民及び日本全国に正しい情報
を知らせる重要性と取り組みについて伺います。
　沖縄県民は県民投票で71.7％の圧倒的な辺野古埋
立反対の民意を示したという事実を知らせること、民
主主義国家であれば当然尊重するということを強く訴
えるべきであります。

　軟弱地盤の存在が明らかになり、工事は事実上不可
能です。
　仮に建設を強行するにしても、既に建設予算が莫大
に膨れ上がっており、今後さらに膨れ上がること、工
期もいつまでかかるかわからないこと、引き渡された
としても地盤沈下などで日本国民の税金と米国民の多
額の予算が投入されるおそれがあること。
　米国の環境ＮＧＯミッションブルーが世界のホープ
スポット100に辺野古・大浦湾の海を選定したことに
見られるように、辺野古新基地建設は環境破壊の最た
るものであること。
　普天間基地周辺の小学校・保育園で日常的に子供た
ちの頭上を飛び交い危険にさらされていることを映像
なども使って知らせることが重要です。
　今回の訪米で沖縄を支援する団体や個人は着実にア
メリカでも広がっていることを実感しましたが、今
後、日常的なネットワークの構築が必要だと思いま
す。見解を問います。
　来年の戦後75周年について。
　広島、長崎市長を慰霊の日に招待し、知事も広島、
長崎の平和記念式典に参加し、平和をともに発信すべ
きと前議会で提案しました。知事も前向きな答弁を行
いましたが、この実現に向けた取り組みを伺います。
また、国連事務総長、事務次長などを慰霊の日式典に
招待することについて伺います。
　1945年沖縄戦のさなかの４月27日、真地にある県
庁壕で最後の市町村首長会議が開催されたといいま
す。悲惨な沖縄戦の実相を伝えるとともに、追体験の
ために知事の視察と、来年、県庁壕での臨時庁議を開
催し平和の思いを発信してはいかがでしょうか。
　また節目の年に、シンポジウムなどさまざまな取り
組みを行っていただきたいと思います。
　沖縄戦の最初の米軍上陸地、集団強制死の史実を後
世に伝えるために、県立平和祈念資料館の座間味分館
を設置してほしいとの要請が、座間味村から長年にわ
たって出されています。ぜひ実現させるべきです。
　モノレールについて。
　延伸と観光客の増加に伴い、モノレールは大型バッ
グを持った観光客で混雑し、乗れない場合もありま
す。現状をどのように認識し、対策をとっているか。
　緊急措置として、モノレール那覇空港駅のエレベー
ター増設、エスカレーター増設、下りエスカレーター
の設置は急務であります。見解を伺います。
　モノレールの３両化を前倒し実現すべきではありま
せんか。
　子供の通院医療費の中学校までの無料化について、
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知事は任期中に実現させたいと前定例会で答弁しまし
たが、具体化について伺います。
　ＯＩＳＴについて。
　現状と今後の課題。
　そして、ワシントンでＯＩＳＴ財団が設立された目
的。
　さらには防衛省が全国の大学に軍事研究の補助を出
して問題になっていますが、ＯＩＳＴが軍事研究を行
うことはあってはならないと思いますが、見解を伺い
ます。
　我が党の代表質問との関連について。
　国民健康保険税について。
　沖縄戦のさなかの出生率の極端な低下が、国から沖
縄への支援額低下につながっている。政府・厚労省、
内閣府の担当は、私たち県議団の要請にこのことを認
めました。県はこのことを正面に据えて解決に向かう
べきだと思いますが、改めて伺います。
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）　渡久地修議員の御質問にお
答えいたします。
　首里城の復旧・復興についての御質問の中の１の
(1)、県民の力で復旧・復元する決意を一つにするこ
とについてお答えいたします。
　今回の首里城火災については、その衝撃や喪失感か
ら、国内外より多くの悲しみの声が寄せられたと同時
に、火災直後から多くのお見舞いの言葉や寄附金など
が寄せられており、復旧・復興を願う全ての人の大き
な励みとなっています。首里城復旧・復興に関しまし
ては、多くの県民の声をしっかりと取りまとめ、国と
連携をし、その役割分担を確認しながら取り組んでい
くことが重要となってまいります。私は、復旧・復興
に向けた、多くの皆様の強い願いを実現させていくた
めに全身全霊で取り組んでいくとともに、琉球王国の
象徴であり、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使命感を持っ
て、復旧・復興に取り組んでいく覚悟であります。
　次に、来年の戦後75周年に沖縄から平和を発信す
ることについての御質問の中の３の(1)、広島市、長
崎市の平和記念式典への相互参列と国連代表の招待に
ついてお答えいたします。
　沖縄県はさきの大戦において、一般住民をも巻き込
んだ苛烈な地上戦の場となり、20万人余りのとうと
い命を失いました。また、広島市及び長崎市には原子
爆弾が投下され、一瞬にして多くの住民が犠牲となり
ました。このように悲惨な戦争の惨禍をこうむった３

者が平和への強い思いを発信することは、大変意義深
いものであります。来年は戦後75年の節目の年に当
たることから、恒久平和の実現に向け、沖縄全戦没者
追悼式及び広島市、長崎市の平和記念式典への相互参
列が実現するよう、今調整を進めさせているところで
あります。また、国際の平和及び安全を維持すること
を目的の一つとする国際連合の代表に参列いただくこ
とは大変有意義なことと考えますので、その実現可能
性についても、関係機関と調整してまいりたいと考え
ております。
　そのほかの御質問につきましては、部局長等から答
弁をさせていただきます。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
　　　〔政策調整監　島袋芳敬君登壇〕
〇政策調整監（島袋芳敬君）　１、首里城の復旧・復
興についての質問のうち、復旧・復興への体制、あり
方についてお答えいたします。
　首里城の復旧・復興に向けては行政のみならず、さ
まざまな関係機関や関係団体のほか、地域の方々や首
里城の復元に携わられた有識者など、多くの方のお力
とお知恵が必要であると考えております。そのため、
多くの県民が参加できるような仕組みを検討してまい
ります。
　次に(3)でございます。支援と寄附金の呼びかけ、
及び集まった寄附金の使途についてお答えいたしま
す。
　このたびの首里城における火災につきましては、大
変多くの皆様からお見舞いの言葉、また、復旧･復興
支援のための多くの寄附金等が寄せられており、心か
ら感謝申し上げます。寄附や募金の活用方法について
は、御寄附をいただいた皆様の思いに応えるべく、今
後幅広く意見を伺い検討してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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、首里城の復旧・
復興についての御質問のうち(4)、首里城の所有権移
転についてお答えいたします。
　12月２日に開催された関係閣僚会議において、国
から政府として、引き続き沖縄県や地元の方々の御意
見を伺いながら、国営公園事業である首里城の復元に
向けて責任を持って取り組んでいくとの発言があった
ことから、県としては一日も早い首里城の復元に取り
組むことが重要であると考えており、現段階において
所有権移転の協議を行うことは考えておりません。
　県としては、多くの県民の皆様の声を集約しなが
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ら、国と県の役割分担に関する協議を進め、県として
も復旧・復興に向けて積極的に取り組んでいきたいと
考えております。
　次に２、訪米要請活動と今後の取り組みについての
御質問のうち(1)のイ、軟弱地盤についてお答えいた
します。
　県としては、埋立承認撤回は有効との立場であり、
全ての埋立工事を停止するよう求めております。普天
間飛行場代替施設建設事業における軟弱地盤の改良工
事に係る設計については、沖縄防衛局から具体的な内
容について説明を受けておらず、また、設計変更承認
申請が提出されていないことから、お答えすることが
困難であります。
　次に５、モノレールについての御質問のうち(1)、
混雑対策についてお答えいたします。
　沖縄都市モノレール株式会社によると、空港向け上
り電車のうち、朝の８時台の美栄橋駅や牧志駅におい
て、車内に大型のスーツケースを持った観光客が多
く、乗り残しが発生するとのことであります。その対
策として、これまで車両の増便で対応してきたところ
であり、浦添区間の開業後は、平日の便数を258本か
ら276本に18本増便するとともに、首里折り返し便
を朝の７時台から８時台の間に５便設け、混雑緩和に
対応しております。また、令和２年度に２両２編成の
車両を追加し、合計21編成で混雑緩和を図ることと
しております。
　次に５の(2)、那覇空港駅のエレベーター及びエス
カレーターの増設と大型化についてお答えいたしま
す。
　那覇空港駅の混雑緩和を図るため、今後の那覇空港
第２滑走路の供用開始に伴う利用者の状況等を勘案し
た上で、施設の増設や大型化について、事業化に向け
検討していきたいと考えております。
　次に５の(3)、３両化の前倒しについてお答えいた
します。
　３両化については、３両編成車両の新造を４編成進
め、その後、現在の２両編成を３両編成とする改造を
５編成行うこととしており、９編成の３両化車両を導
入する計画となっております。令和２年度に事業に着
手し、令和４年度中に３両化車両の２編成を完成させ
る最短の工程となっております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　大城玲子さん登壇〕
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　１、首里城
の復旧・復興についての御質問の中の(5)、第32軍司

令部壕の公開についてお答えいたします。
　沖縄県では、平成９年に第32軍司令部壕保存・公
開基本計画を策定しておりますが、安全性の確保が前
提とされております。その後、公開に向けて壕内の補
修に取り組んでまいりましたが、平成13年度には芸
大キャンパス内で陥没が発生するなど、補修は厳しい
状況にあったことから、平成24年度に地質学などの
専門家による調査を行いました。調査の結果、壕内の
全区間において、現状のままでの一般公開は不可能で
あることや、壕内の環境を把握するために基礎データ
の収集及び経年変化状況を把握することが望ましいな
どの提言がなされました。これを受けて、平成24年
度以降、経年変化状況の調査を毎年１回時期を定めて
実施しておりますが、壕内は依然として岩塊の崩落、
酸素の欠乏や雨季における出水などが発生しており、
安全確保の観点から、現状においては、一般公開は困
難なものと考えております。第32軍の撤退時に壕の
主要部分は爆破されており、第５坑口を除いて、坑口
の特定は困難であります。第３坑道に接続した立坑入
り口は、平成に入り調査のために設けたものでありま
す。第５抗口については、私有地であることや、急傾
斜地であることから、公開は厳しい状況であります。
　３、来年の戦後75周年に沖縄から平和を発信する
ことについての御質問の中の(2)、県庁壕での臨時庁
議開催等についてお答えいたします。
　いわゆる県庁壕は、識名霊園内にある自然洞穴と構
築壕で構成された防空壕であり、戦時中一時的に行政
が行われた場所となっております。そこでは、食糧配
給などの砲爆撃下の緊急問題に関する部課長会議や市
町村長会議が開かれております。現在の壕の状況は、
一部落盤の危険性があり、また入り口の管理は、那覇
市が行っております。壕の視察については、時期を含
めてどのような形で行えるか検討してまいりたいと考
えております。臨時庁議の開催については、安全面の
確保や土地所有者への承諾等さまざまな課題があるも
のと認識しており、慎重な検討が必要であると考えて
おります。
　同じく３の(3)、戦後75年事業についてお答えいた
します。
　令和２年度は、終戦75周年・平和の礎建設25周
年・新平和祈念資料館開館20周年・沖縄平和賞贈賞
10回目となる節目の年であります。このため県では、
戦争被爆地である広島・長崎の平和記念式典と本県の
全戦没者追悼式における相互参列、沖縄戦の実相を語
り継いでこられた体験者の表彰、沖縄戦と平和をテー
マとしたワークショップやシンポジウムの開催を検討
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しているところであります。さらに、各地における平
和展の実施など、戦後75年事業として位置づけ、国
内外に平和を希求する沖縄の心を発信していきたいと
考えております。
　次に４の(1)、県立平和祈念資料館座間味分館の設
置についてお答えいたします。
　座間味村は、沖縄戦において米軍が最初に上陸し、
住民の集団死を経験するなど悲惨な歴史を持つ、沖縄
戦を語り継ぐ上で欠くことのできない重要な地域であ
ります。沖縄県平和祈念資料館は、沖縄戦により散逸
された資料や戦争体験者の証言などを、座間味村を含
む各市町村から収集し集約することで、県内外に平和
を発信する拠点としての役割を果たしております。座
間味分館の設置については、展示内容や資料収集等、
さまざまな課題はありますが、来年、戦後75年を迎
えるに当たり、平和発信への取り組みを強化すること
としており、沖縄戦に関する資料を活用した巡回展な
どを計画する中で村と連携しながら、座間味村の平和
への取り組みを支援する方策を調査研究していきたい
と考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　池田竹州君登壇〕
〇知事公室長（池田竹州君）　２、訪米要請活動と今
後の取り組みについての(1)のア、県民投票結果の周
知についてお答えします。
　普天間飛行場の辺野古移設への民意は、一連の選挙
でも示されてきましたが、ことし２月の県民投票に
よって、辺野古埋め立てに絞った県民の民意が、反対
の圧倒的多数で明確に示されたのは初めてであり、極
めて重要な意義があると考えております。また、知事
は、安倍首相やヤング臨時代理大使と面談し、県民投
票の結果を直接伝えたほか、去る10月の訪米におい
ても、米連邦議会議員に県民投票結果を伝えたところ
です。さらに、県民投票の結果も踏まえ、トークキャ
ラバンを実施するとともに、インターネットやＳＮＳ
による配信等を通じて、広く全国の皆様に対し働きか
けてまいりたいと考えております。
　次に２(1)のウ、建設費用や工期等に係る情報発信
の取り組みについてお答えいたします。
　日本政府は、辺野古新基地建設について、総費用、
工期を明らかにしておりません。また、仮に基地建設
がなされたとしても、使用中の地盤沈下等に対する維
持費用が生じる可能性があります。これらの点につい
ては、去る10月に知事が訪米した際に連邦議会議員
等に対して説明を行ったところであります。

　県としましては、今後とも、ワシントン駐在を通じ
て米国政府、連邦議会関係者に的確な情報提供を行う
ほか、トークキャラバン、インターネットやＳＮＳな
どを通じ正確な情報を広く国内外に伝え、理解と協力
を促してまいりたいと考えております。
　次に２(1)のオ、普天間飛行場周辺における実態の
情報発信についてお答えします。
　県はこれまで、日本国内においてはキャラバン活
動、米国政府や連邦議会議員等に対しては知事の訪米
を通じ、普天間飛行場問題等を直接訴えてきたところ
です。議員御提案の手法につきましては、他のさまざ
まな手法も含め検討し、キャラバンや訪米等の機会を
通じ対応してまいりたいと考えております。
　次に２の(2)、沖縄を支援する団体等とのネットワー
ク構築についてお答えします。
　去る10月に知事が訪米した際には、多くの連邦議
会議員、政府関係者及び有識者の皆様と面談、意見交
換をすることができ、沖縄の基地問題の実情等につい
て、県が把握している情報等をお伝えすることができ
たものと考えております。今後も、辺野古新基地建設
問題を初めとする沖縄の基地問題に関する県民世論及
び県の考えについて広く国内外に情報を発信するとと
もに、これまで面談した連邦議会議員等へワシントン
駐在によるフォローアップを的確に行い、継続的な意
見交換、情報共有等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　棚原憲実君登壇〕
〇環境部長（棚原憲実君）　２、訪米要請活動と今後
の取り組みについての御質問の中の(1)のエ、ホープ
スポット認定に係る取り組みについてお答えいたしま
す。
　辺野古・大浦湾は、県の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、国が日本の重要湿地500、重要海域に選定してい
ることなどから、自然環境豊かな重要な地域であると
考えております。今回、海外ＮＧＯ団体によりホープ
スポットに認定されたことは、辺野古・大浦湾の豊か
な自然環境が海外からも評価されたものと理解してお
り、さらに必要な情報収集に努めた上で活用のあり方
について検討してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　砂川　靖君登壇〕
〇保健医療部長（砂川　靖君）　それでは６の子供の
通院医療費の中学までの無料化についての御質問にお
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答えいたします。
　こども医療費助成制度の通院対象年齢の拡大につい
ては、中学卒業までを視野に入れながら市町村と協議
を進めていきたいと考えており、実施年度については
知事の任期を踏まえつつ、協議の中で検討していきた
いと考えております。
　次に８の我が党代表質問との関連についての御質問
の中の８の(1)、国保の財政支援要請における前期高
齢者問題についてお答えします。
　県は、国保財政の悪化の要因として、平成20年度
から導入された前期高齢者財政調整制度を前面に据
え、市町村及び国保連合会と連携し、財政支援の要請
を行ってきたところであります。
　県としましては、この姿勢を堅持し、市町村及び国
保連合会と連携し、引き続き本県の特殊事情に配慮し
た財政支援を要請していきたいと考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　企画部長。
　　　〔企画部長　宮城　力君登壇〕
〇企画部長（宮城　力君）　７、ＯＩＳＴについての
(1)、ＯＩＳＴの現状と今後の課題についてお答えい
たします。
　ＯＩＳＴには、世界中から優秀な研究者・学生が集
まり、学部間の障壁のない分野横断的な研究体制や、
国際的かつ多様な研究者が交流・協力することを通じ
て、世界最先端の研究が実施されております。その結
果、2018年版のネーチャーインデックスにおいて、
研究機関の規模の大小を考慮した評価でＯＩＳＴは、
良質な論文を発表する研究機関として、世界第９位、
日本では第１位となっております。また、県の試験研
究機関や恩納村漁業協同組合と連携して、モズクの養
殖技術開発やサンゴ礁の再生等を目指す研究など、沖
縄の地域特性に応じた研究も積極的に行われておりま
す。
　沖縄県としましては、ＯＩＳＴの研究を沖縄の振興
につなげることが重要と考えており、今後も、ＯＩＳ
Ｔや琉球大学等の研究成果が産業化に結びつき、これ
らが循環しながら、沖縄の発展につながる仕組みの構
築に取り組んでまいりたいと考えております。
　同じく７の(2)、ＯＩＳＴ財団の目的についてお答
えいたします。
　ＯＩＳＴ財団は、寄附文化が根づく米国において、
米国企業や個人などから、研究資金等を広く募るため
設立され、令和元年７月に、米国政府から非営利団体
として認定を受けたものと聞いております。ＯＩＳＴ
財団への寄附金は、ＯＩＳＴで実施する研究や、米国

の研究者との交流、女性や若手研究者の育成等に活用
することとされております。
　同じく７の(3)、ＯＩＳＴが軍事研究を行う可能性
についてお答えいたします。
　ＯＩＳＴ前学長のジョナサン・ドーファン氏は、軍
事及び安全保障技術に関する研究を行うつもりは一切
ないとする方針を示しておりました。ＯＩＳＴにより
ますと、現学長のピーター・グルース氏も、軍事分野
の研究にかかわることはないとしており、これまでの
方針が引き継がれているとのことであります。
　沖縄県としましては、ＯＩＳＴは今後も軍事分野の
研究にかかわることなく、世界最高水準の科学技術に
関する研究・教育機関となることで、沖縄のみなら
ず、日本、世界の発展に貢献するものと期待しており
ます。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　どうもありがとうございます。
　まず首里城について、県民の心を一つにして県民の
力を結集していく上で、３つのことを提案したいと思
います。
　１つは、首里城のこの歴史。これは沖縄県民の苦難
の歴史とやっぱり重なっていると思うんですよね。だ
から、県民はみんな、首里城が炎上して心のよりどこ
ろ、象徴だということを再認識したと思います。薩摩
の沖縄侵攻、廃藩置県、琉球処分、そして32軍壕が
地下につくられて戦争で焼失した歴史、そして戦後は
米軍民政府の占領下に置かれました。立法院議員だっ
た瀬長亀次郎さんが、米軍民政府への宣誓を拒否した
事件がありましたよね。そこも、首里城跡地だった
と。なぜ、そこを米軍は選んだのかということをよく
考える必要があると思います。92年に復元されまし
たが、まさにこの首里城の歴史というのは沖縄県民の
苦難の歴史と重なっているんですよ。ですから私は、
今度――これまで沖縄の歴史はいっぱい本も書かれて
いますけれども、首里城を主人公にして、首里城から
沖縄県民の歴史、苦難の歴史をたどる副読本、歴史パ
ンフというのはこれはぜひ必要だと思いますが、県及
び教育長の見解をお尋ねしたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時14分休憩
　　　午後４時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　副読本の作成についての御
提案でございますが、首里城の歴史を学習すること
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は、児童生徒が郷土を愛する心でありますとか、誇り
に思う気持ちの育成につながるもので、重要なものと
認識しております。沖縄の歴史教育につきましては、
社会科でありますとか日本史等で、地域や学校の実態
に応じて取り組んでおりまして、首里城の歴史につき
ましても、その中で創意工夫しながら対応していると
ころでございます。
　教育委員会としましては、今後とも学校との連携を
通して、首里城の歴史に関して普及を図ってまいりた
いと考えているところでございます。
〇議長（新里米吉君）　政策調整監。
〇政策調整監（島袋芳敬君）　お答えします。
　県民の声を幅広く反映させるということで申し上げ
ています。県民の声の場合、例えばシンポジウム、県
民会議、ワークショップ、それからアンケート調査、
これまでさまざまなマスコミ報道もいっぱい出ていま
す。そういうことを総合しながら、県民の声としてま
とめていきたいと。その過程において、いろんな歴史
とか、文化、芸術を含めて反映させた基本方針をつ
くっていきたいと思っています。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　きょうのニュースで、民間の印刷会
社が首里城のカレンダーを作成したという報道がされ
ていました。これからこういった動きも出てくると思
いますので、ぜひ県教育庁、そして県でもぜひ検討し
ていただきたいと思います。
　次に、世界遺産としての首里城跡の公開についてな
んですけれども……。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時16分休憩
　　　午後４時16分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇渡久地　修君　教育長、（パネルを掲示）　この首里
城跡が世界遺産に登録されたときは、首里城正殿は復
元されていたと思いますが、どうでしたか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時17分休憩
　　　午後４時17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）　世界遺産登録時には、復元
は既にされているということでございます。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　世界遺産に登録されたのは、この首
里城跡。地下に眠る遺構だと思いますが、これ事実で

すか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　そのとおりでございます。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　今、皆さんに配付したこの写真があ
ります。（パネルを掲示）　これ県の埋蔵文化財セン
ターで発掘調査を報告書にまとめたものですけれど
も、これを知事、教育長は見たことありますか、全体
像。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時18分休憩
　　　午後４時18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）　現物を見たことはございま
せん。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　私も現物を見たことはあり
ません。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　これは復元に際して、ほとんどが埋
め戻されたと聞いていますが、これ事実ですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　埋め戻されております。一
部、首里城の正殿のほうで、一定区画をガラス張りで
公開するような状態になっておりました。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　この報告書ありますけれども、（資
料を掲示）　大変すばらしい遺構なんですけれども、
これ復元に着工するまでの間公開することが可能であ
ればいいんですが、これは実現可能性としてあります
か、どうですか。
〇議長（新里米吉君）　教育長。
〇教育長（平敷昭人君）　今のこの写真がございます
けれども、首里城の地下には現在も世界遺産、国指定
の文化財であります首里城跡の史跡としての対象と
なっている遺構が良好な状態で地下に保存されている
わけでございます。ですから、これを公開するという
ことは、その上の土を全部撤去してということになり
ますので、保存、遺構保全等の観点から、それを取り
除いて全面的に公開するというのは、現在のところ、
保存の観点からは厳しいのではないかと思っておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　土を全部撤去するとなると、10年
以上かかると。実際、現実的に無理だということを聞
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きました。それで、こんなすばらしいものは私は県民
みんなに知らせる必要があると思うので――最近の技
術でデジタル化して見せる技術があるんですよ。そう
いったものも含めて、ぜひ公開できるようなことを検
討していただきたいと思いますが、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時20分休憩
　　　午後４時21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）　具体的にというのは申し上
げにくいんですが、正殿遺構の全面公開はかなり難し
いと思いますので、例えば調査時に撮影しました遺構
の写真でありますとか、図面類などをデジタル技術に
よって加工することによって、映像などとして全面を
見せる方法が考えられます。具体的にどのようなこと
ができるかというのもありますけれども、可能性とし
てそういう方法は考えられるところであります。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　ゴーグルをつけて現場に行って、本
当に現実のものとして見るような技術が今、もう開発
されているんですよ。ぜひそれ検討していきたいんで
すが、どうですか。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時21分休憩
　　　午後４時22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）　そのような御提案の件も含
めて、いろいろ研究・検討してみたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　ぜひやっていただきたいと思いま
す。
　そして、あとこの首里城跡のこの報告書。（資料を
掲示）　これは埋蔵文化財センターが出した82集に及
ぶものの、82集。膨大な資料です。これ大変すばら
しいんですが、この際県民にこれを知ってもらうため
に、50ページぐらいの写真集にして発行してぜひ多
くの県民に知らせる必要があると私は思うんですが、
それも検討してもらいたいですが、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）　お答えします。
　貴重な御意見をありがとうございます。
　首里城跡の遺構の重要性を写真などでビジュアル的
に伝えることは有効なことだと考えております。首里
城跡の遺構の教育普及につきましては、御提案の写真

集でありますとか、また展覧会などにおける写真パネ
ルや遺物の展示など、さまざまな方法で関係機関と意
見交換もしながら検討していきたいと考えておりま
す。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　あと復元に際して、これ土木になる
んですか、これまで公開部分がガラス張りで小さく、
下を見えるようにしていましたよね。これをやっぱり
何カ所かふやす、あるいは枠を大きく広げる。こう
いったことが可能かどうか検討してもらいたいんです
が、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　世界遺産に登録された後での整備ということになり
ますので、そういった展示も重要なことだろうと思い
ますので、検討していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　可能な限り多くの部分をみんなが見
られるようにしていただきたいと思います。
　次に、所有権について提案したいと思います。
　先ほど土木建築部長は、現段階では所有権の問題は
話し合っていないということで、復旧・復元に全力を
挙げると。これは当然だと思います。ぜひそうしてく
ださい。同時に私は、首里城は県民のものだと、県民
みんな思っています。しかし、法的な所有権は国のも
のになっていると。このギャップはどうするかという
点で、私はやっぱり、今すぐとは言わないけれども、
復元に向かっていく過程で復元が実現する段階ぐらい
からは、この所有権をどうするかという議論は必要だ
と思うんですよ。これは必要だと思うんです。それい
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）　先ほどは土木建築部長か
ら、所有権に関しては現時点では協議する段階ではな
いということでしたが、今後さまざまな話し合いの
テーマが提起されてくるというふうに思いますので、
その都度その提起されたテーマについて検討を協議し
てまいりたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　私は、将来的には県に移管する方向
で、ぜひ議論をできたらなと思っているんですよ。そ
れも段階的に――例えば首里城が復元される過程で、
例えば第３セクターみたいなものをつくって、国、
県、県民が出資して、最初は国の出資比率は高いけれ
ども、徐々に県の出資比率を多くしていって将来的に
は県に移管する方法だとか、それから復元された段階
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で先ほどあったようなこのような遺構の部分、いわゆ
る土地の部分について県に移管してもらって、復元さ
れた正殿については将来議論して段階的に移していく
という段階的な――こういったものも一つの方法だと
私は思うんですけど、これも含めてぜひこれ今後議論
の俎上にものせていただきたいと思いますが、いかが
ですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　歴史的な経緯を含めてさま
ざまな検証に付していきたいと思います。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　次に、戦後75周年の来年をどう迎
えるかというのは、私はとても大事だと思っていま
す。沖縄戦を風化させないという意味では、この戦争
世代から生まれた私たちの大事な使命だと思いますけ
れども、教育長、今、私は教育現場でも風化が徐々に
進んでいるんじゃないかなと大変危惧をしているんで
す。平和祈念資料館の小学校・中学校・高校の最高時
の入館数と現在、どのようになっているか教えてくだ
さい。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時26分休憩
　　　午後４時27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。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時27分休憩
　　　午後４時27分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　沖縄県平和
祈念資料館の県内の入館校についてでございますが、
これまでに一番多かった年度というのが平成12年度
で、入館学校数が368校、昨年度平成30年度の入館
学校数が254校となっております。これは小・中・高
校までの合計となっております。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時28分休憩
　　　午後４時28分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　一番多かっ
た年の平成12年度について申し上げますと、小学校、
そのときの小学校数全校が284校のうち、入館の学校
数が267校で94％、中学校が全部で170校のうち入館
学校数は61校で36％、高等学校が66校のうち40校で
61％となっております。昨年度平成30年度の状況を
申し上げると、小学校は271校のうち187校で69％、

中学校が157校のうち30校で19％、高等学校が64校
のうち37校で58％となっております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　小学校で94％から69％、中学校
36％から19％、高校で61％から58％、もう確実に
減っていっているんですよ。この風化をいかにとめる
かというのが我々の課題だと思うんだけど、これは私
たちの責任は大きいと思いますよ。もう戦争の体験
者、この議場にただの一人もいませんよ。本当にただ
の一人もいない。だから我々頑張らないといけない。
しかし、皆さん方もとても忙しい。だから、せめて
75周年の節目の年には頑張らないといけない。
　休憩お願いします。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後４時30分休憩
　　　午後４時30分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
〇渡久地　修君　これ、首里城下の32軍壕の地図で
す。（パネルを掲示）　私これ10年前に中に入りまし
た。確かに、今壕の中に入るのは危険だと思う。ただ
し、この壕の入り口は公開できるんですよ。私は、中
に入れなさいとは言っていない。ぜひ、入り口だけは
見せたらどうですかと言っている。先ほど部長は私有
地だと言っていた、私有地。じゃ所有者が了解したら
大丈夫ですか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　第５坑口に
つきましても、一部埋まっていたことから、平成に
入っての調査において土砂を掘り起こして、坑口の補
強などを行ったところでございます。坑口の形状につ
いては、本来の形状と若干異なるということではござ
います。また、第５抗口のあるところが私有地である
と先ほど答弁申し上げましたけれども、この地図にあ
りますとおり、私道から抗口に至るまでにさまざまな
私有地を通ってそこにたどり着くというような状況も
ございますので、進入路なども含めまして地権者の調
整は必要かと思いますし、まずこの等高線が非常に密
になっているところで、急傾斜地というところはよく
わかると思いますので、その辺は検討が必要かなとい
うふうに思います。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　地権者が了解したら大丈夫ですか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　地権者もそ
うですけれども、急傾斜地だというところと、今現在
も１年に１回しか入れないような状況になっておりま
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す。そこら辺は安全の確保が必要だと思いますので、
少し慎重な検討が必要だと思います。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　部長、現場見たことありますか。
〇議長（新里米吉君）　子ども生活福祉部長。
〇子ども生活福祉部長（大城玲子さん）　私は見てお
りませんけれども、毎年の調査報告が上がってまいり
ますので、写真では確認させていただいております。
〇議長（新里米吉君）　渡久地　修君。
〇渡久地　修君　私は、中に入れなさいとは言ってな
いんですよ。外から見せなさいと言っているんです
よ。
　知事、このようにやっぱり現場、県庁壕も壕いっぱ
いありますけれども、知事含めてみんなで確認したほ
うがいいですよ。実際、自分たちの目で見て判断しな
いと。だから私が言いたいのは、そういった風化がも
う県庁の内部、部長の皆さんから始まっていませんか
というのを危惧をしているんですよ。そうならないた
めにも、知事みずからぜひこの32軍壕、県庁壕とか
いろんなところぜひ視察して判断してくださいと言い
たい。知事どうですか。
〇議長（新里米吉君）　玉城知事。
〇知事（玉城デニー君）　おっしゃるとおり現場の確
認は大変重要ですので、視察をした上、検討していき
たいと思います。
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　こんにちは。
　社民・社大・結連合、仲宗根悟です。
　よろしくお願いします。
　それではまず、追加質問から行いたいと思います。
　質問通告後に発生しました、金武町伊芸区の照明弾
落下事故の件であります。議長、執行部には連絡を済
ませてありますので、前例を踏まえて質問を行いたい
と思います。
　金武町伊芸区の民間地で発見された照明弾につい
て。
　金武町伊芸区の民間地から発見された照明弾は、米
軍キャンプ・ハンセンでの訓練中に使用した迫撃砲照
明弾であることが判明をした事案について、県の対応
をお聞きしたいと思います。そして今後の取り扱いに
ついてもお願いをしたいと思います。
　それでは通告に従いまして、質問を行いたいと思い
ます。
　知事の政治姿勢についてであります。
　首里城復興に向けての取り組みを伺いたいと思いま

す。多くの議員の皆さんが質問をして、決意を語られ
ております。取り組みの決意について、また再建への
方向性についてお聞きをしたいというふうに思いま
す。
　首里城を主とした観光関連や多くの事業者の事業展
開にさまざまな影響が出ているというふうに言われて
おります。その支援対策等、取り組みについて伺いた
いと思います。 
　(3)番目は、知事の訪米についてです。訪米活動、
どのようなものであったのか伺いたいと思います。
　大項目２番目が、道路整備についてであります。
　西海岸道路の概要及び進捗状況について伺いたいと
思います。 
　(2)番目は、仮称でありますけれども、沖縄読谷線
はしご道路の構想位置づけについて伺いたい。これ地
元から強い要望も長年出されており、将来に向けてひ
とつこれは構想に入れるべきではないのかなという思
いを込めまして、質問させてください。
　３番目が農業振興であります。
　今期の農業生産高、非常に好調なのかどうなのかと
いうところで予想はどうなのかお聞きしたいと思いま
す。 
　(2)番目、県下に蔓延の兆しがあるカンショの病気、
基腐病の被害状況とその対策、そしてまた今後の取り
組みについて伺いたいと思います。
　４番目は、読谷村瀬名波通信施設跡の農業基盤整備
導入についてであります。
　読谷村瀬名波通信施設がＳＡＣＯに基づき、平成
18年に返還されまして、13年が経過をしておりま
す。瀬名波地域は長年にわたり米軍に土地の提供を余
儀なくされ、住宅地確保ができませんでした。そして
農地は旧来の土地形状により狭小で、なおかつ不整形
である上に、里道も幅員が狭くて大型機械の進入が非
常に困難な状況であります。そのために多大な労働力
を要し、なおかつかんがい施設も未整備であるために
恒常的な干ばつに悩まされていると、そういう厳しい
営農を強いられてまいりました。このようなことか
ら、瀬名波地域にとって、農地及び住宅用地の整備は
地元の悲願であります。
　これまで県や村、そして地元で調整を図ってまいり
ましたが、なかなか事業採択に至らなかった経緯があ
ります。
　そこで伺いますが、現時点での瀬名波通信施設跡の
農業基盤整備及び住宅用地の計画内容はどうなってい
るでしょうか。事業採択の見込みはどうなっているで
しょうか。
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　５番目の我が会派の関連質問ですが、取り下げたい
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１の(1)、首里城復興に向
けての取り組みについてお答えいたします。
　現在、沖縄県においては、首里城復旧ワーキンググ
ループと首里城復興戦略チームが連携し、首里城の早
期復旧・復興に向けた諸課題及び対応を検討し、部局
横断的な取り組みを進めているところです。首里城復
旧・復興に関しましては、多くの皆様の声をしっかり
取りまとめ、国との役割分担を確認しながら、沖縄の
伝統文化を見詰め直し、その価値を再認識することが
できるようソフト面を中心とした沖縄県の基本方針を
取りまとめてまいります。さらに、首里城周辺の事業
者への経済的な支援策に取り組むとともに、観光客誘
客につながるよう関係機関と連携の上、首里城公園の
利用区域を拡大し――本日発表させていただきました
が、あすから城郭内の一部区域をごらんいただけるよ
うになったことを発表したところでございます。
　次に１の(3)、訪米についてお答えいたします。
　今回の訪米では、国防権限法案に関する協議が行わ
れている時期に、大変多くの連邦議会議員、政府関係
者及び有識者の皆様と面談や意見交換をする機会をい
ただき、沖縄の基地問題の実情をきちんと伝えるこ
と、発信することができました。国防権限法案の上下
両院案を一本化する両院協議会の委員に対して、国防
総省及び会計検査院による精緻な調査と費用の検証の
必要性などを面談して直接伝えられたこと、ことし２
月の県民投票の結果をもとに、普天間飛行場の辺野古
移設に反対する民意を丁寧に、そして民主主義の尊厳
という立場からお互いにその意識を持って考えていた
だきたいという双方の責任性などについても明確に伝
えられたことは大変意義があったことと思っておりま
す。今後、面談した連邦議会議員等との継続的な意見
交換やネットワークを構築することが重要と考えてお
り、毎週、ワシントン駐在からはその週における面談
や意見交換の報告を送らせておりますが、引き続きワ
シントン駐在によるフォローアップ等に取り組んでま
いりたいと思います。
　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）　商工労働部長。

　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
〇商工労働部長（嘉数　登君）　１、知事の政治姿勢
についての御質問の中の(2)、首里城関連事業者への
支援策についてお答えいたします。
　県では、首里城火災の影響により、観光関係事業者
等の業績悪化が懸念されることから、県単融資制度の
中小企業セーフティネット資金の融資対象を拡充し
て、首里城周辺等の事業者への金融支援を行うため、
今回の火災を知事認定災害とし、金利の低減、保証料
の免除を図ったところであります。また、首里城火災
の影響を受ける小規模事業者等の経営支援を目的とし
て、那覇商工会議所内に、巡回相談にも対応する特別
相談窓口を設置しております。
　県としましては、引き続き事業者への影響が最小限
となるよう支援してまいります。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　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、道路整備につい
ての御質問のうち(1)、沖縄西海岸道路の概要と進捗
についてお答えいたします。
　沖縄西海岸道路は、読谷村から糸満市に至る延長約
50キロメートルの地域高規格道路であり、国におい
て整備が進められております。事業化区間が７地区
10区間で、延長は約37キロメートル、73％の事業化
率となっております。浦添北道路については、２車
線整備のⅠ期線が平成30年３月に暫定供用されてお
り、４車線拡幅のⅡ期線が令和元年度に事業着手され
ております。
　県としては、今後とも、関係市町村と連携し、沖縄
西海岸道路の整備促進を国に要請していきたいと考え
ております。
　次に２の(2)、沖縄読谷線のはしご道路への位置づ
けについてお答えいたします。
　本島地域間の移動の円滑化を図るため、沖縄県総合
交通体系基本計画において、はしご道路の整備を位置
づけてきたところであります。沖縄読谷間を結ぶ道路
のはしご道路への位置づけについては、当該道路が米
軍嘉手納弾薬庫地区を横断する道路であり、同地区が
日米で合意された返還予定地に含まれていないことか
ら、現時点では困難であると考えております。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　長嶺　豊君登壇〕
〇農林水産部長（長嶺　豊君）　３、農業振興につい
ての御質問の中の３の(1)、今期の農業生産の見通し
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についてお答えします。
　今期の農業生産の状況については、サトウキビや菊
類、マンゴー等の熱帯果樹類などの品目で、前年と比
較して増産の見込みとなっております。県では、一括
交付金等を活用した災害に強い栽培施設の整備や、か
んがい施設等の生産基盤整備の促進、サトウキビの収
穫作業等の機械化などの各種生産振興対策を実施して
きたところであり、その成果が着実にあらわれてきた
ものと考えております。
　県としましては、引き続き各種施策を推進し、生産
農家の所得向上に努めてまいります。
　次に３の(2)、カンショで発生している基腐病の被
害状況と対策についてお答えします。
　カンショで発生している基腐病は、沖縄県、鹿児島
県、宮崎県で新たに確認された病気で、地際部や芋の
部分が腐敗するため、収量に影響を及ぼします。県内
では、久米島町、読谷村等10市町村で発生が確認さ
れております。そのため県では、生産者に対し、1、
発生圃場から種芋やつる苗を採取しないこと、２、苗
や苗床の消毒を徹底すること、３、植えつけ前の排水
対策等の防除対策を指導しているところであります。
今後は、現在実施している健全苗の供給に加え、基腐
病等に対する抵抗性品種の解明、農薬の登録、適用拡
大等に努め、蔓延防止対策に取り組んでまいります。
　次に４、読谷村瀬名波通信施設跡の農業基盤整備導
入についての御質問の中の４の(1)及び４の(2)、瀬名
波通信施設跡地の農業基盤整備事業についてお答えし
ます。４の(1)と４の(2)は関連しますので、恐縮でご
ざいますが一括してお答えします。
　瀬名波通信施設跡地の農業基盤整備事業につきまし
ては、農振農用地61.9ヘクタールのうち47.3ヘクター
ルを対象に区画整理、畑地かんがい施設整備等を行う
計画となっております。またあわせて換地手続により
非農用地14.6ヘクタールを創設し、住宅用地等とし
て供する計画となっております。当該事業につきまし
ては、事業の必要性、経済的妥当性等の事業化に必要
な要件が整理されたことから、令和２年度の採択に向
けて関係機関と連携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）　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）　６、金武町の照明弾落
下についての(1)、県の対応についてお答えします。
　今月５日午後、キャンプ・ハンセンから、隣接する
金武町伊芸区の農地等に米軍の60ミリ迫撃砲照明弾

が３個落下する事故が発生しました。照明弾が落下し
た場所は、直近の民家までは約50メートルしか離れ
ていないほか、周辺には沖縄自動車道の高架や高圧線
鉄塔があり、一歩間違えれば、県民の生命財産に被害
を及ぼす重大な事故につながりかねず、極めて遺憾で
あります。県では、昨日、外務省特命全権大使（沖縄
担当）及び沖縄防衛局長を県に呼び、謝花副知事から
今回の事故について強く抗議し、事故原因の究明及び
実効性のある再発防止策を講じ、その公表をするとと
もに、キャンプ・ハンセンにおける周辺地域に影響を
及ぼす可能性のある訓練の中止を強く求めました。ま
た、本日午後、海兵隊政務外交部長に対して同様の要
請を行ったところです。
　以上でございます。
〇議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
〇仲宗根　悟君　それでは、再質問を行いたいと思い
ますが、まず首里城の復興に向けての取り組みです
が、首里城焼失には県民はもとより国内そして国境を
越えて、世界中の人々が心を痛めました。歴史、文
化、平和の象徴である首里城の再建復興を願う支援の
輪がまた広がり、励ましも寄せられています。県も横
断的に対策をとって、復旧・復興に全力を挙げて取り
組むというような姿勢であります。今回いろんな方々
の質問がございまして、その中で復興にかける県の姿
勢がしっかり確認できました。どうぞ世界中の皆さん
と一緒に力を注いで復興に向けて全力を挙げていきた
いと私たち自身もそう思っています。よろしくお願い
します。頑張っていきましょう。
　また、知事の訪米についてでありますけれども、先
ほどから訪米団のお話がありますけれども、当時大統
領の弾劾の審査中だということもありまして、この時
期に議会を訪れるということは非常にクレージーなこ
とだというふうなことを私たちは言われました。とこ
ろがあに図らんやこの国連本部もそうなんですけれど
も、国防そして国務両省もしっかりと私たちの２月の
県民投票の結果を受けての、辺野古新基地建設工事の
即時中止そして普天間飛行場の閉鎖ということについ
て申し上げましたら、非常に真摯に受けていただい
て、特徴から見てみますと質問も何回か繰り返されて
関心の高さを示していただいたなというのが非常に印
象的でした。クレージーと言われながらもしっかりと
対話はとっていただいたというところが非常に印象的
で、関心を寄せたところです。そしてまた今回得た成
果、知事もそのように申しておりますけれども、得た
成果を今後つなげるような取り組みを継続して私たち
自身もそして執行部もそのようにおっしゃっています
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ので、こういった継続した取り組みをぜひ行っていっ
て私たち目的達成をしたいというふうに思っています
のでどうぞ頑張っていきましょう。よろしくお願いし
ます。
　さて、土木建築部長、はしご道路の件なんですが、
何度もお聞きしますけれども、やはり返還地じゃない
ので非常に困難だというような回答はもう受けており
ます。ただ平成26年に土木環境委員会でのやりとり
だったと思うんですけれども、その中で当時の當銘部
長、かつては沖縄県総合体系調査報告書で位置づけた
経緯があると。ところがおっしゃったように返還軍用
地ではないために位置づけが変わったんだと、21年
度の同体系の中から盛り込めなかったというような内
容の答弁がありました。ところが、平成６年あたりそ
れから10年あたりの体系の中でも、当時は軍用地で
あったにもかかわらず位置づけた経緯があると。とこ
ろがなかなか返還めどがつかないので外しましたよと
いうような内容の答弁だったと思うんですよ。軍用地
だった時期もあるのに、位置づけた経緯があるんであ
ればこれは可能性についてしっかりと議論するべき
じゃないですかというような問いに対して、じゃ防衛
局とも一緒になって相談をしてみたいですというと
ころでこの26年に皆さん相談なさっているんですよ
ね。意見交換されているんです。その内容についてど
ういった内容だったか覚えていらっしゃいますか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　お答えいたします。
　確かに平成26年だったかと思います。実は私その
とき道路街路課長でございまして、まさに読谷村と一
緒になって沖縄防衛局のほうにその可能性があるのか
どうか調整に行っていたのを確認した経緯がございま
す。ただ、答弁とほぼ変わらないんですけれども、そ
の可能性があるかどうかについての確認を沖縄防衛局
に対して行っております。嘉手納弾薬庫についてはそ
こに施設のない部分があったり、避けることができて
道路整備の可能性がないのかというようなことも確認
してみたところではございますけれども、その嘉手納
弾薬庫地区を横断する道路というのはもう考えられな
いということで、共同使用であってもそこに道路を通
すというのはまずできないというようなお話だったか
と思います。
　ですから、将来的にははしご道路というのは沖縄本
島を南北につなぐ地域間の交通を考慮するものでござ
います。沖縄北インターチェンジから西側に行く道路
は確かにございません。将来的には嘉手納弾薬庫が
返ってこないとも限りませんので、そういったことを

将来的には見据えた上で希望は捨てずに今後の検討課
題だということで考えておきたいというふうに考えて
おります。
〇議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
〇仲宗根　悟君　部長、当時のやりとり少し拾ってみ
たんですよ。やはり弾薬庫、まだ軍用地だと。当時の
読谷村の皆さんは、ど真ん中から突っ切ってとおっ
しゃったような図面を描いてこういう計画をしたらど
うかというようなことだったんですが、防衛局の担当
者は、ここは空軍の弾薬庫だけではありませんと。海
軍も陸軍もそれから海兵隊も、なおかつまた自衛隊も
使用している。これが皆さんの描いたところにはある
んだと。ど真ん中から来ると非常に厳しい、これハー
ドルが非常に高いんだと、実現にはいろんなことをク
リアしなければいけない。それからたくさんの条件も
つけるだろうというような内容で答えているんです。
思い切って、北か南に振ってみてはどうかというよう
な国の提案も逆にあるようなんですよ。ですからもち
ろん皆さんも返還ではなくて、実現するとしたら共同
使用ですかという問いに対して、共同使用でしょう
ねというところからまた先ほどの話になりました。
じゃ、逆にどうぞ北か南に振ってみたら相談できます
ねと。それだったら相談できると思いますがというふ
うに担当は答えているんですよ。これから先ほどの西
海岸道路もしっかりと整備がされて、58号に読谷の
北のほうに出ますよ。そこからまた北ということで横
断道路が可能になるんじゃないかということで非常に
私たちは夢を描いて期待が大きいんですよね。今後も
しっかりとこの話は――ここでとまっているんですよ
ね、26年以来。ですからもっとこれは現段階の軍用
地の中にあっても進められるようなものを描いている
んです。ですから、どうぞ希望を捨てずにしっかりと
構想を持つべきだというふうに思っています。いつか
は出ていかなくちゃいけない駐留軍が――未来永劫に
私たちが暮らすウチナーのクヮ　ンマグヮンチャーが
優先されるべきであって、いつかは出て行かなくちゃ
いけない駐留軍はさっさとそういう計画に乗ってくれ
よというようなそういう気概でもってしっかりと交渉
すべきだろうと、そして国にも当たっていくべきだろ
うというふうに思います。やはり希望を捨てずに構想
だけは描きながらしっかりと仕事をしていただきたい
なという思いがあるんですが、いかがですか。
〇議長（新里米吉君）　土木建築部長。
〇土木建築部長（上原国定君）　県としても嘉手納弾
薬庫があるということで、難しい状況は変わりません
けれども、その沖縄本島の中で道路の網的な位置を考
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えた場合に、ここに将来的には道路の必要性というの
は出てくるのだろうと思います。ただ、その弾薬庫が
あったままで北に振ったり、南に振ったりということ
であれば、現状で沖縄嘉手納線とか石川のほうにも恩
納のほうにも道路、県道がありますので、現状の構想
の位置でもって将来的には考えていくべきものだろう
というふうに思います。ただ、その弾薬庫があるまま
に難しい条件をクリアしていくものというのは、なか
なか難しいのではないかなというふうに思いますけれ
ども、将来的な道路の計画として何らかの課題をクリ
アできる方策がないかどうか、研究は続けていきたい
というふうに考えております。
〇議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
〇仲宗根　悟君　よろしくお願いします。
　私自身も防衛局訪れまして、担当者と意見交換させ
ていただきました。確かにこれ難しい案件ですねとい
う印象です。泡瀬ゴルフ場を現在の位置に移転したと
きも、そこに弾薬庫があったんだそうですよ。それを
また移設したばかりだというところで非常に条件も、
いろんな条件をつけてくるだろうと、厳しい、ハード
ルも高いだろうけれどもということで、全くできない
とは言ってないんですね、向こうも。ぜひ希望を捨て
ずに頑張っていただきたいというふうに思います。
　さて、農林振興についてお願いしましょうね。
　先ほど今期の農業生産、非常に伸びるであろうとい
うことで、これまでの災害に強い施設の整備ですと
か、いろんなかんがい用水を設置したんだというとこ
ろで、これまでの施策が成果を上げているというふう
に思っています。東京市場でも沖縄産というだけで引
き合いが高く、品薄状態というのが非常に頭を抱えて
いるところですよというように視察のときにもそう
おっしゃっておりましたし、しっかりと対応方お願い
したいと、頑張っていただきたいというふうに思いま
す。
　あとこの基腐病なんですよね。農家への対策の関連
で走っていますけど、しっかりと農研センターやある
いは専門家、そして県もしっかり入っていただいて長
期的な対策の仕方、それから春に植える――秋に収穫
できる春に植える、おっしゃったように病原菌がない
ような苗を植えてくださいと。この確保をどうするの
かと。無菌状態の畑についてこの苗床をどうするのか
というのが、今生産者の中で喫緊の課題らしいんです
よ。それを村も含めて、それから市町村含めて対策を
練っているらしいんですけれども、土壌も消毒もしな
がら使ってくださいということらしいんですけれど
も、広大な圃場を消毒できるような予算もない、非常

に頭を抱えているんだと。農家によっては、罹病植物
残渣がある間は病原菌もあるだろうと。ところが食い
潰した後は、菌単独ではそんな生存期間は長くはもた
ないし、それを待ってというところもあるらしいんで
すが、これまでも待てないような状況で、一刻も早く
と。その紅芋を主原料とする菓子メーカーですよ。こ
れが、お土産品の主力商品になっていると。それが調
達がかなわなくなるというようなことになると、これ
は大きな影響を与えるな、痛いなというところで非常
に頭を抱えている状況だということですので、積極的
に県もかかわって、これをどうするんだと。それで僕
が言っている短期的な対策も長期的な対策も含めて、
しっかりと取り組みの中に入っていただいて対策を
とっていただきたいと思うんですが、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（長嶺　豊君）　お答えします。
　基腐病につきましては、新しい病気ということで効
果的といいますか、効率的な防除技術の開発というの
が非常に課題となっております。
　議員から御指摘のありましたように、まず健全な苗
をどう確保するかということでございますが、現在も
県の事業で各産地の市町村の要望に応じて種苗の農業
研究センターで健全苗を――まずもととなる苗を生産
してそれをお配りしているという事業は行っておりま
す。
　今回の病害虫の発生も受けて、さらに強化できない
かなということで現在検討もしているところです。
　それから、今現在は予防的な対策、防除を中心に
行っておりますが、やはり予防的な対策とあと薬剤を
まいた対処療法といいますか、対処療法的な防除も必
要ですので、その薬剤の登録についても結構時間がか
かるデータ収集がございます。今後現在発生している
鹿児島県、それから宮崎県とも共同で研究をしていこ
うかなということで今、取り組みを進めているところ
でございまして、そういった発生地との共同研究も含
めて、できるだけ早目に結果が出るような形で取り組
んでいきたいと考えております。
　引き続き、関係機関を網羅して対策に取り組んでい
きたいと考えております。
〇議長（新里米吉君）　仲宗根　悟君。
〇仲宗根　悟君　この危機をどう乗り切るか知恵を出
し合って、どうぞ頑張っていただきたいというふうに
思います。
　あと最後の、瀬名波通信施設跡の農業基盤整備につ
いてなんですけれども、令和２年から採択事業が実施
されるということで、ありがとうございます。
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　先ほども申し上げましたとおり、この地域はやはり
狭隘な上に形状もいびつで、経営するのに非常に労働
力がかさんで大変だと。この基盤整備が導入されるこ
とによって機械化農業が確立して、公益性が高いよう
な作物への転換がかなうと思います。そして担い手の
皆さんも喜んで就農するんではなかろうかというふう
に思っています。
　結果的にこの地権者の同意作業がこの事業で一番の
問題だったんですが、非常に地主会のモチベーション
を上げるというんでしょうか、地主会がやる気を――
果たしてそこまで同意作業が至ったというところに
は、非常に県職員の働きかけといいましょうか、中部
農林土木事務所の所長初め職員のほうが非常に頑張っ
てモチベーションを上げていただいて、そういった同
意作業に動機づけを上げたというんでしょうか、そこ
の働きかけが非常になし遂げられたというふうに感じ
ています。
　どうぞ部長、そして副知事、この職員たち非常に頑
張っていますので、ぜひ激励してあげて褒めてあげて
いただきたいというふうに思います。
　以上で終わります。
　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、申し上げます。
　12月９日の照屋守之君の一般質問における発言の
うち、不適切と思われる部分につきましては、その場
で本人から撤回する旨の発言があり、その後議長に対
ししかるべく措置を講じてもらいたいとの申し出があ

りました。
　この件につきましては、議長において後刻記録を調
査の上適切な措置を講ずることにいたします。
　ただいま議題となっております甲第１号議案から甲
第３号議案まで及び乙第１号議案から乙第34号議案
までについては、お手元に配付してあります議案付託
表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしま
す。

 
　　　〔議案付託表　巻末に掲載〕

　　　　　　　 ◆・・◆ 　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時10分休憩
　　　午後５時11分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明12月12日から
19日までの８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12月12日から19日までの８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、12月20日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後５時12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　　　新　垣　　　新

会議録署名議員　　　狩　俣　信　子
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令和元年
第 ６ 回　 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

令和元年12月20日（金曜日）午前10時１分開議　　　　　　　　

議　　事　　日　　程　第８号
令和元年12月20日（金曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案及び乙第７号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第３号議案（経済労働委員長報告）
第３　乙第６号議案（文教厚生委員長報告）
第４　乙第２号議案、乙第４号議案及び乙第５号議案（土木環境委員長報告）
第５　乙第30号議案及び乙第34号議案（総務企画委員長報告）
第６　乙第15号議案から乙第17号議案まで（経済労働委員長報告）
第７　乙第９号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案（文教厚生委員

長報告）
第８　乙第８号議案、乙第10号議案、乙第11号議案、乙第18号議案から乙第27号議案まで及び乙第31号議案

から乙第33号議案まで（土木環境委員長報告）
第９　甲第１号議案（総務企画委員長報告）
第10　甲第２号議案及び甲第３号議案（土木環境委員長報告）
第11　金武町における照明弾落下事故に関する意見書

仲宗根　悟君　　山川　典二君
花城　大輔君　　末松　文信君
照屋　守之君　　宮城　一郎君
照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第６号
新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
渡久地　修君　　金城　　勉君
當間　盛夫君　　山内　末子さん

第12　金武町における照明弾落下事故に関する抗議決議
仲宗根　悟君　　山川　典二君
花城　大輔君　　末松　文信君
照屋　守之君　　宮城　一郎君
照屋　大河君　　親川　　敬君　　提出　議員提出議案第７号
新垣　清涼君　　瀬長美佐雄君
渡久地　修君　　金城　　勉君
當間　盛夫君　　山内　末子さん

第13　請願第４号、陳情平成29年第71号、陳情平成30年第104号、同第111号、陳情第38号、第39号及び第
123号の２（文教厚生委員長報告）

第14　陳情平成29年第11号、同第69号及び陳情平成30年第17号（土木環境委員長報告）
第15　陳情第17号、第18号、第55号、第67号、第83号、第113号及び第114号（米軍基地関係特別委員長報告）
第16　閉会中の継続審査の件

�
　　　本日の会議に付した事件　　　

日程第１　乙第１号議案及び乙第７号議案



−362−

乙第１号議案　沖縄県税条例の一部を改正する条例
乙第７号議案　沖縄県風俗案内業の規制に関する条例の一部を改正する条例

日程第２　乙第３号議案　
乙第３号議案　沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

日程第３　乙第６号議案
乙第６号議案　沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

日程第４　乙第２号議案、乙第４号議案及び乙第５号議案
乙第２号議案　沖縄県立自然公園条例の一部を改正する条例
乙第４号議案　沖縄県港湾管理条例の一部を改正する条例
乙第５号議案　沖縄県二級建築士免許等手数料条例の一部を改正する条例

日程第５　乙第30号議案及び乙第34号議案
乙第30号議案　当せん金付証票の発売について
乙第34号議案　沖縄県教育委員会委員の任命について

日程第６　乙第15号議案から乙第17号議案まで
乙第15号議案　指定管理者の指定について
乙第16号議案　指定管理者の指定について
乙第17号議案　指定管理者の指定について

日程第７　乙第９号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案
乙第９号議案　財産の取得について
乙第12号議案　指定管理者の指定について
乙第13号議案　指定管理者の指定について
乙第14号議案　指定管理者の指定について
乙第28号議案　指定管理者の指定について
乙第29号議案　指定管理者の指定について

日程第８　乙第８号議案、乙第10号議案、乙第11号議案、乙第18号議案から乙第27号議案まで及び乙第31号
議案から乙第33号議案まで
乙第８号議案　財産を出資の目的とすることについて
乙第10号議案　訴えの提起について
乙第11号議案　土地所有権確認請求事件の和解について
乙第18号議案　指定管理者の指定について
乙第19号議案　指定管理者の指定について
乙第20号議案　指定管理者の指定について
乙第21号議案　指定管理者の指定について
乙第22号議案　指定管理者の指定について
乙第23号議案　指定管理者の指定について
乙第24号議案　指定管理者の指定について
乙第25号議案　指定管理者の指定について
乙第26号議案　指定管理者の指定について
乙第27号議案　指定管理者の指定について
乙第31号議案　中部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第32号議案　中城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について
乙第33号議案　中城湾南部流域下水道の維持管理に要する負担金の改定について

日程第９　甲第１号議案
甲第１号議案　令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第３号）

日程第10　甲第２号議案及び甲第３号議案
甲第２号議案　令和元年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
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甲第３号議案　令和元年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
日程第11　金武町における照明弾落下事故に関する意見書
日程第12　金武町における照明弾落下事故に関する抗議決議
日程第13　請願第４号、陳情平成29年第71号、陳情平成30年第104号、同第111号、陳情第38号、第39号及

び第123号の２
請願第４号　沖縄県地域医療介護総合確保基金事業（介護施設等の施設開設準備経費等支援事業）

に関する請願
陳情平成29年第71号　薬剤師確保に関する陳情
陳情平成30年第104号　30人以下学級の全学年実施に関する陳情
陳情平成30年第111号　長時間労働是正と労働安全衛生体制整備を求める陳情
陳情第38号　女性力発揮のための行政推進を求める陳情
陳情第39号　「クオータ制（ＱＵＯＴＡ割当制）」の導入に関する陳情
陳情第123号の２　八重山圏域離島及び沿岸海域の急患発生時の迅速対応と沖縄県立八重山病院

　　急患搬送用ヘリポート設置を求める陳情
日程第14　陳情平成29年第11号、同第69号及び陳情平成30年第17号

陳情平成29年第11号　「沖縄県の蝶（県蝶）」の制定に関する陳情
陳情平成29年第69号　「沖縄県の蝶（県蝶）」制定に関する陳情
陳情平成30年第17号　「沖縄県の蝶（県蝶）」制定に関する陳情

日程第15　陳情第17号、第18号、第55号、第67号、第83号、第113号及び第114号
陳情第17号　ＣＶ22オスプレイの飛来に関する陳情
陳情第18号　嘉手納基地における訓練激化に関する陳情
陳情第55号　米空軍兵等の相次ぐ道路交通法違反に関する陳情
陳情第67号　嘉手納基地での米軍パラシュート降下訓練及びＭＣ130特殊作戦機等のパパループ

への駐機に関する陳情　　　　　　
陳情第83号　ＣＶ22オスプレイの飛来に関する陳情
陳情第113号　ＭＣ130特殊作戦機からの部品落下事故及び嘉手納基地から発生する騒音被害の増

大に関する陳情
陳情第114号　常態化する嘉手納基地での米軍パラシュート降下訓練に関する陳情

日程第16　閉会中の継続審査の件
�

　　出　席　議　員（46名）　　
議　長　　新　里　米　吉　君� 14　番　　平　良　昭　一　君
副議長　　赤　嶺　　　昇　君� 15　番　　上　原　正　次　君
　１　番　　瀬　長　美佐雄　君� 16　番　　当　山　勝　利　君
　２　番　　玉　城　武　光　君� 17　番　　亀　濱　玲　子　さん
　３　番　　親　川　　　敬　君� 18　番　　當　間　盛　夫　君
　４　番　　新　垣　光　栄　君� 19　番　　上　原　　　章　君
　５　番　　次呂久　成　崇　君� 20　番　　座　波　　　一　君
　６　番　　宮　城　一　郎　君� 21　番　　山　川　典　二　君
　７　番　　大　城　憲　幸　君� 22　番　　花　城　大　輔　君
　８　番　　金　城　泰　邦　君� 23　番　　又　吉　清　義　君
　９　番　　大　浜　一　郎　君� 24　番　　山　内　末　子　さん
10　番　　西　銘　啓史郎　君� 25　番　　渡久地　　　修　君
11　番　　新　垣　　　新　君� 26　番　　玉　城　　　満　君
12　番　　比　嘉　瑞　己　君� 28　番　　照　屋　大　河　君
13　番　　西　銘　純　恵　さん� 29　番　　仲宗根　　　悟　君
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30　番　　崎　山　嗣　幸　君� 38　番　　新　垣　清　涼　君
31　番　　金　城　　　勉　君� 39　番　　瑞慶覧　　　功　君
32　番　　末　松　文　信　君� 41　番　　狩　俣　信　子　さん
33　番　　具志堅　　　透　君� 42　番　　比　嘉　京　子　さん
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�
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、仲宗根悟君外13人から、議員提出議案第６
号「金武町における照明弾落下事故に関する意見書」
及び議員提出議案第７号「金武町における照明弾落下
事故に関する抗議決議」の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

�
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

�
〇議長（新里米吉君）　日程第１　乙第１号議案及び
乙第７号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長渡久地　修君。

�
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

�
　　　〔総務企画委員長　渡久地　修君登壇〕
〇総務企画委員長（渡久地　修君）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第１号議案及び乙第７
号議案の条例議案２件について、委員会における審査
の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長及び警察本部生活
安全部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりまし

た。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第１号議案「沖縄県税条例の一部を改正す
る条例」は、法人の県民税の法人税割の税率の特例に
ついて、その特例により得られる収入を引き続き社会
福祉の充実及び中小企業の育成に要する経費の財源に
充てるため、その適用期限を延長する等の必要がある
ため条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
��本案に関し、法人の県民税に係る法人税割超過課税
の上乗せ分が0.8％だが上限はあるのか、また、１％
にしなかった理由は何かとの質疑がありました。
��これに対し、地方税法で上乗せの上限が１％と定め
られている。また、東京都と大阪府は上限の１％とし
ているが、それ以外の県では0.8％となっており、本
県が１％にすると企業立地の面で支障が出てくる懸念
があることから、他県と足並みをそろえているとの答
弁がありました。
　そのほか、沖縄県内における資本金１億円超の法人
または法人税額1000万円超の法人の外資系や県内系
企業等の内訳などについて質疑がありました。
　次に、乙第７号議案「沖縄県風俗案内業の規制に関
する条例の一部を改正する条例」は、成年被後見人等
の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
法律の整備に関する法律の公布に伴い、風俗案内業を
営む者に係る資格要件を見直す等の必要があるため条
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例を改正す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、採決の結果、乙第１号議案及び乙第７号議案の
条例議案２件については、全会一致をもって原案のと
おり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
〇議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第１号議案及び乙第７号議案の２件を一
括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案及び乙第７号議案は、原案の
とおり可決されました。

　　　　　　　�◆・・◆�　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第２　乙第３号議案を議
題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長瑞慶覧　功君。

�
　　　〔委員会審査報告書（条例）　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３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、商工労働部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
　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３号議案「沖縄ＩＴ津梁パーク施設の設置及び
管理に関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄Ｉ
Ｔ津梁パーク施設内に新たに企業集積施設６号棟を整
備することに伴い、その使用料の徴収根拠を定めるも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、ＩＴ津梁パーク施設の未整備の土地が

どのくらい残っているのか、また、今後の計画はどう
なっているかとの質疑がありました。
��これに対し、施設用地約18万平方メートルのうち、
9.3万平方メートルが開発済みで、残りは50％弱と
なっている。また、今後の計画としては、７号棟の整
備が既に始まっており、企業誘致活動を鋭意続けてい
るとの答弁がありました。
　そのほか、これまで整備した企業集積施設の１号棟
から５号棟までの入居率、情報特区制度を活用してい
る企業の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、乙第３号議案の条例議案１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３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３　乙第６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）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第６号議案の条例議案
について、委員会における審査の経過及び結果を御報
告申し上げます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求め
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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。
　乙第６号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」は、県立病院における分娩
介助料等の額の適正化を図る必要があることから条例
を改正するものであります。
　改正の主な内容は、分娩介助料、新生児入院料及び
乳児入院料の額の改定を行う。なお、分娩介助料の改
定については経過措置期間を設け、また、時間外診療
の開始時刻を変更する。条例の施行期日は、令和２年
４月１日とするとの説明がありました。
��本案に関し、出産育児一時金が現在の42万円に改定
されたのはいつか、また、改定に当たって他の県内医
療機関を考慮する理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、出産育児一時金は平成21年10月に38
万円から42万円に改定されている。また、病院事業
は地方公営企業法の適用を受け、その中に、１、料金
は公正妥当なものでなければいけない、２、能率的な
経営のもと適正な原価を基礎としなければならない、
３、健全な運営を確保することができるものでなけれ
ばならないという規定もあることから、公益性を確保
するためその他の医療機関の料金も参考にする必要が
あるとの答弁がありました。
　そのほか、他都道府県の改定状況、経営改善努力の
実施状況、県内民間病院の改定状況、合併症等の困難
なケースの発生割合、異常分娩の場合の保険料対象の
可否、正常分娩における時間外や深夜及び休日の料金
とその割合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６号議案の条例議案について
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。
　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）　休憩いたします。
　　　午前10時13分休憩
　　　午前10時14分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより質疑に入ります。
　本案に対する質疑の通告がありますので、発言を許
します。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　山川典二君。
　　　〔山川典二君登壇〕

〇山川　典二君　乙第６号議案「沖縄県病院事業の設
置等に関する条例の一部を改正する条例」に反対の立
場で質疑をさせていただきます。
　まず、この県立病院の時間内の分娩介助料、これ現
行は12万6000円です。それを21％であります、3.4
万円値上げして16万円とする条例改正案が、文教厚
生委員会で賛成５、反対４で可決されました。
　県立病院では、深夜そして休日、時間外の正常分娩
につきましては、42万円の出産育児一時金をはるか
に超えまして、時間外の場合は45万1549円、そして
休日・深夜の正常分娩の場合は48万3549円、22％の
アップであります。つまり３万円から６万円の負担額
が、この出産育児一時金を超えることになるわけであ
ります。これは人生にとりまして、出産というのはそ
んなに数多くあるものではないでしょうし、希望を
持ってお子さんを出産するということに関して、やは
り42万円以内で全てがおさまるようにしなければい
けないのが、県立病院、県としての責務だと私は思い
ます。これが時間外、そして深夜・休日におきまして
は、６万円も手持ちから負担するということでありま
して、やはりこれは今日の少子化に対して逆行する政
策を県、そして病院事業局が行うということで、私は
反対の立場で今質疑をしております。まず、少子化対
策事業等々いろいろな施策を県は実行しております
が、こういう中でなぜ県民に負担を押しつける議案が
可決されたのか、議論の内容を委員長をして簡潔に御
説明お願いしたいと思います。
　また、今この時期になぜ値上げをしなければならな
いのか、その理由も御説明ください。そして収入は
7680万円だということなんですよね。これまでの県
の負担額――県立病院の持ち出しは１億4000万円か
ら１億5000万円だということなんですが、今回この
16万円に上げることによって、収入としてはその約
半分の7680万円、そういう状況なんです。全国の分
娩介助料を県のほうで調査をしましたら、一番高いと
ころは愛媛県の20万1000円、一番低いのが京都市―
―これは政令指定都市なんですが――７万6000円、
７万6000円でやっているところもあるわけでありま
す。そういう中、県は額の適正化を前面に出しまし
て、県立病院の平均の分娩介助料が18万9548円、現
行の12万6000円を引きますと、６万3000円掛ける
約2200人分を負担しているということなんですね。
これが約１億4000万円になります。
　これは、もう一点の今回の論点としてお聞きしたい
ところで、病院の経営改善をしっかりとやれば、これ
は１億4000万円というのはある程度県民に負担を強
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いることなく、十分にできる額だと私は思います。
　そこで伺いますが、病院の経営改善についての議論
の中身についてどういう議論があったのか。例えば、
平成30年度の病院事業の決算会計では収益が559億
7000万余り、そして支出費用564億5000万円余り、
赤字です。そして、累積赤字は今やもう90億を超え
ているんですよ。累積は90億でありますが、積み重
なる中で、実は県のほうから繰入額が入っても赤字が
出てくる、そういう経営内容なんです。平成21年か
ら23年まで仲井眞県政時代に毎年84億円の病院事業
局への繰り入れを行っております。84億ですよ、毎
年。そして平成24年には59億、約20億の減となりま
した。つまり20億を３年分、病院事業会計に入れて、
そのときはかなり危機的状況でありましたから、そこ
でその繰り入れをやった。おかげでというか、25億
分減ってもある程度維持できるようになったんです
が、ところが平成30年度は74億円の繰り入れ、また
上がってきました。そして、平成31年度は79億円の
繰り入れをして、なお90億円の累積赤字が出ている
というそういう病院経営の構造的な欠陥が私は中に潜
んでいると。そういう経営改善をしっかりとやること
から始めないといけませんのに、一方でこの枝葉みた
いな7000万円の収入を得るために県民の妊産婦の介
助料を引き上げるというような、私はあくまでこれは
もう本当に愚行でしかないというふうに思っておりま
す。
　そういう意味では、今の観点から、まずこの時期に
12万6000円から16万円に上げる議論の内容、そして
病院改善につきましての委員会の議論の内容を簡潔に
御説明お願いします。
〇議長（新里米吉君）　文教厚生委員長。
　　　〔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）　私、山川議員か
らの質疑、今もらいましたので、今聞いて、そういう
ことを聞くんですねっていうことで、一番最初におっ
しゃったのは、少子化政策、この負担について議論の
内容を言ってくれと。そして次に、なぜ今これを値上
げするのかということ。それから経営体制をしっかり
やればそんなことをやらんでもよかったんじゃない
か、そこにどんな議論があったのかということを聞か
れたと思っております。構造的な問題があるんじゃな
いか――これが４点目ですね――ということがありま
した。
　まず、県立病院が分娩介助料を上げるということに
なったのは、病院事業局としても毎年繰り入れがあり
ますし、それから一応今現在でも、１億4000万の負

担を毎年やっている、病院側が。そこらあたりも改善
したいっていうのもあって、他の病院との適正化、そ
こらあたりも調査して今日になったということであり
ます。
　病院事業局としては、やっぱり県民負担をさせるべ
きじゃないということで努力はしたんですね。昨年度
に経営計画の見直し、それから時間外の縮減、そして
新たな施設基準の取得、光熱費の節減、それから各病
院収益をふやすための努力、未収金の発生防止とその
回収の取り組み、人件費の縮減、例えば勤務体制の変
更とか、変形労働時間制の導入とか、縮減に向けた取
り組みは一応経営改革、経営努力ということは継続的
に取り組んでいるというところでありました。だから
なぜ今かというときに、やはり10カ年間それを上げ
てなかったということも一つあるんですけれども、毎
年１億4000万から5000万の病院事業局の持ち出しが
またあるということで、10年ぶりに今上げようとい
うことになったようです。それから経営体制をしっか
りやればという話がありますけれども、それは長年い
ろいろ言われてきておりますので、この経営体制につ
いては、病院事業局もやっていきたいというふうな部
分はありました。
　それから、そこでどんな議論があったのかというこ
とですが、――山川さんが今しか出さないから、見て
ごらん私、どこに答弁あるか探さないといけません。
ちょっと待ってください。
　病院事業局からは、出産育児一時金の増額というの
は以前から話はありましたと。またいっときつくと、
55万に上げるとかそういう話はあったんですよと。
現場のほうからもやはりこれは産婦人科の医師からも
聞いているんですけれども、やはりそういった増額と
いうのは必要ではないかという言葉もあったようで
す。しかし今自分の知っている範囲では、国のほう
でこの42万から積極的に上げていこうというふうな
この案というのが、公明党さんからはちょっと努力し
ているという話はあったんですが、それはまだ見えて
ないということもあって、今周りの医療機関とやっぱ
りその適正化をしていくためにやっているんだと。だ
から経営体制をしっかりしていくというのは、ずっと
ずっとこれからも議論が続いていくものだと思ってお
ります。
　構造的な問題というのがありますけれども、この問
題については委員会の中では議論が出ておりません。
構造的なものについては。
　以上でしたか、山川さんが聞いたのは。ほかにも聞
きましたか。
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　繰り入れの件は、仲井眞県政が84億、３カ年間繰
り入れやって、今は額は下がってきたということはあ
りますけれども、経営努力というのは一応さっき申し
上げたように、まだまだいろんな点でされているとい
うことです。
　以上でございます。（「どういう経営努力をしてた
かですよ」と呼ぶ者あり）　経営形態については、出
ておりません。（「いや、出てますよ。やってます
よ」と呼ぶ者あり）　誰がやった……（「身を切る経
営改革をしたんだから」と呼ぶ者あり）　身を切る経
営改革、いいですよじゃ。どういう意見であったかと
いうと、病院事業局長の給料を削減して、そういう努
力をやれと言ったんですよ。そうしたら病院事業局の
ほうからはこれは同じ公務員として働いていて、ここ
でそんな身を切るような、削減するということは今は
言えませんと、それはありました。身を切るような削
減、これは私たちが決めることじゃないと私は思った
ものですから、確かに　委員はそう言っていました。
病院事業局長の給与を削減せよということでした。
　以上です。
〇議長（新里米吉君）　山川典二君。
　　　〔山川典二君登壇〕
〇山川　典二君　先ほど委員長から質問は今しかとい
う話がありましたけど、名誉のために、事務局も含め
て、私はきのう事務局からどういう質問・質疑をしま
すかということがありまして、それはちゃんと伝えて
ありますんで、何か今すぐにもらったみたいな話があ
りますが、それは間違いであります。
　それから分娩介助料の値上げは委員長は10年ぶり
10年ぶりとおっしゃっていますが、これ10年じゃな
いですよ。違いますよ、平成26年なんですよ、26
年。ですから今５年、来年の改正時は６年ということ
でありますから。その辺も後ほど御訂正いただきたい
と思います。
　さて今委員長から人件費の話がありましたけれど
も、病院の経営努力としては人件費を削減することは
ないと明確に委員長はおっしゃいました。その委員会
の議論の中では、たしか我が会派の３人の議員がそれ
ぞれ質問をしておりますが、その経営改善の中身は収
益を上げるかあるいは経費――支出分を下げるか、そ
ういう議論だったと思うんですよ。今一方的に何か人
件費は削減しろと、いやそれはしませんというのか、
何かよくわからないような話なんですが、ただ構造
的な話をしたのは、平成30年度の病院事業会計の収
益が559億7000万円余り、支出が564億5000万円余
り、約５億の赤字になっているんですが、その収益を

459億余りの中に占める人件費の割合が、沖縄県の県
立病院は68.4％、平成29年度は71％台だったんです
よ。約７割なんですよ。これ全国の公立病院の平均は
57％、10ポイント以上もこの県立病院の人件費の占
める割合が多いわけです。したがいまして、この医療
行為の部分、いろんなその経費、これがずっと横ばい
かあるいは削減していくというそういう状況なんです
よ。ですから、先ほど委員長は明確に人件費の削減は
しないと当局は話をしていたということで、ここで明
らかになったと思うんですが、私ども自民党会派は以
前から病院の経営改革、抜本的な健全な経営にするた
めの改革をもとにやるべきだということでいろいろ議
論をしておりますが、全くそういう反省がない、ある
いはそういうことをやろうという意思がないというこ
とがこの文教厚生委員会の当局の答弁で今明らかにな
りました。
　そういう中、本体の経営改革をどんどんどんどん抜
本的に推し進めてやらないで、なぜこういう小手先的
のそれも命を育むという部分での、大変な出産という
県立病院における分娩の介助費用料を上げる、まして
や42万円を超える時間外、深夜・休日のこの分娩費
用が上がるということは、これ県として決してやるべ
きことじゃないと思うんですよ、県民に寄り添ってお
りませんよ。
　今回この値上げするということに対して、一般県民
に周知徹底はなされていますか。そういう議論はあり
ましたか。なぜそういう説明がなかったのか、それも
含めて文教厚生委員会の中でそういう議論がなかった
ことを私は非常に残念に思いますが、今からでも遅く
ありません。仮にきょう可決されたとしても、ぜひこ
れ周知徹底をしっかりやるべきですよ、これは。
　あと、地方公営企業法の話が委員長報告の中にあり
ました。料金は公正妥当、能率的経営のもと適正原価
を基礎とする、そして健全運営の確保。この３点はま
さにこの今回の介助料の値上げに逆行している内容を
委員長は説明しているんですよ。全くこれ、誠意がな
い。県民の皆さん、特に妊産婦の皆さん、県立病院の
中では額の適正化ということをうたい文句に、本当に
こういう値上げをするんですよ。この後討論もありま
すから、細かいところは討論に任せますが、私はこう
いう小手先のことをやるんじゃなくて、抜本的に本当
に改革をするんだということをぜひ引き続き委員会の
中でも議論をお願いしたいと思いますし、そして抜本
的改革、経営にどういうふうにこれから取り組んでい
かれるのか、来年の６月までの任期しかありません
が、委員長の最後の見解を伺いまして終わります。
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〇議長（新里米吉君）　文教厚生委員長。
　　　〔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）　先に、細かいこ
とは……(発言する者あり）
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
〇文教厚生委員長（狩俣信子さん）　やったっていう
んですが、私が受けたのは、これだけでした。（資料
を掲示）　第６号議案の条例議案について質疑します
ということだけで、その内容は初めてでしたよ。私は
聞いておりません。
　それから、病院事業局の努力については、聞くだろ
うという話は確かにありました。今は、人件費の削減
はないと言ったという話ですが、これ、議論の中で出
てきたんですよ。　委員が、病院は努力しない、病院
事業局長の給与を削減せよと。これに対して、病院事
業局のほうから議案を提案するに当たって、病院事業
局みずから身を削るような対応が必要じゃないかとい
うふうな御指摘がありました。しかし、給与につきま
しては、やはり県職員の病院事業局の職員一人一人も
やはりそれぞれ生活等もございますので、なかなかそ
のまま給与削減というところは難しいところでござい
ますと。さきに局長が説明いたしましたように、時間
外の勤務については、これも基本的な人件費として支
出される経費になりますので、人件費の縮減について
は、勤務体制の変更とかあと変形労働時間制の導入と
かで、縮減に取り組んでいっているところではありま
すということがありました。だから、削減を全部やれ
じゃなくて、今の答弁のとおりでございますので、人
件費につきましては。
　それから収益を上げるか、経費を削減するかとい
う、これは照屋守之委員が意見を述べていました。私
もそうだよねって。収益を上げるか、経費を下げるか
どっちかだというのはわかりますけれども、しかし、
県立病院というのは不採算部門を抱えた病院なんです
よ。だから、収益を上げる努力はもちろんしています
けれども、もちろん上げる努力はしていますけれども
……（発言する者あり）　ちょっと、やかましい。静
かにしてよ。
〇議長（新里米吉君）　静粛に願います。
〇文教厚生委員長（狩俣信子さん）　私、自分自身の
声も聞こえない。黙ってくれますか。（発言する者あ
り）
〇議長（新里米吉君）　静粛にしてください。答弁者
の答弁を聞いてください。
〇文教厚生委員長（狩俣信子さん）　確かに収益を上
げて、経費を削減するという話もわかります。これは

一般の企業だったらそれはもちろんそういうふうなこ
ともあるでしょう。しかし、県立病院については、こ
の不採算部門をどうするかという大きな問題を抱えて
いますので、一概にすぐばっさり切るということもで
きないし、いろいろあると思うんですね。そういうこ
とでは確かに照屋守之委員からは、この話が出ており
ました。
　先ほどは一般県民に周知徹底したかということでし
たけど、これについては議論はありませんでした。
　以上です。
〇新垣　　新君　ちょっと議長、休憩。
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41分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　文教厚生委員長。
　　　〔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）　それは21年にも
やっていますけど、何か国がやったものらしいですよ
ね。沖縄県が26年にやったということ。
　以上、訂正します。
〇山川　典二君　周知徹底しなければいけないと思い
ますよということで、委員長見解を伺ったんですが
……
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時42分休憩
　　　午前10時44分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　この際、申し上げます。
　新垣新君から申し出のあった件につきましては、議
長において後刻記録を調査の上、適切な措置を講ずる
ことにいたします。

�
〇議長（新里米吉君）　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。
　上原　章君。
　　　〔上原　章君登壇〕
〇上原　　章君　おはようございます。
　乙第６号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」に反対の立場から討論を行
います。
　今回、県が提案している条例の一部を改正する条例
は、県立病院にかかる分娩介助料、１人の赤ちゃん
の出産において、時間内の正常分娩費用を12万6000
円から、３万4000円値上げし、16万円にする。時間
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外は15万1200円を４万800円値上げし、19万2000
円にする。そして深夜・休日は17万6400円を４万
7600円値上げし、22万4000円とする。異常分娩に
ついてもそれぞれ同一の金額が値上げとなります。
　県は今回の改正の理由を、病院事業の経営の改善、
安定化につなげ、県内民間医療機関との均衡を考慮す
るとしている。また、本会議の答弁では、今回の値上
げは出産育児一時金の額42万円の範囲内となること
を基本とするとしています。しかしながら、今、国や
全国の自治体では少子化対策、子供の貧困対策、そし
て保育や教育の無償化、返還を必要としない給付型奨
学金の創設と、誰もが産み育て、安心して子育てがで
きる社会を築くことを最重要政策として取り組んでい
ます。
　今回、県が進めようとしている分娩費用の値上げ
は、子育て支援の取り組みとは逆行する形となり県民
の思いとは全くかけ離れた行為だと言わざるを得ませ
ん。子供の貧困率が全国の２倍と多くの県民が胸を痛
め、一日も早い解決を求める中、今回の値上げの断行
は県民の理解をいただくことはできないと思います。
また、今回の改正理由である病院事業の経営改善につ
いては、長年赤字体質が続く県立病院の経営改革は抜
本的な取り組みが必要であり、経営改善のために、少
子化対策で最も重要な出産に係る分娩費用を値上げす
ることは大きな誤りだと思います。
　子育てに係る経済的負担を少しでも解消し、出産を
間近に控え、支援を必要とする利用者に結果的に赤字
負担を求めることは許されません。重要なのは、県立
病院がみずからの行動、自助努力で経営を健全化し、
その成果を県民に示すことが先決であり、今回の改正
案は本末転倒だと言わざるを得ません。出産を控える
若い御夫婦には経済的に厳しい状況の方もいらっしゃ
います。中には出産後退院し、その足で社会福祉協議
会に生活費の御相談に来られた方もいると民生委員の
方に聞いたことがあります。私たちの想像を超える状
況で、子育てを頑張っている方がいることを私たちは
忘れてはならないと思います。また、民間病院との均
衡についても、本来、県立病院は公的医療機関として
の使命、役割があり、こども医療費助成事業等、政策
医療確保の目的で一般会計から繰り入れがなされてい
ることを考えたとき、民間病院との均衡を図るため、
なぜ分娩費用の値上げにつながるのか理解できませ
ん。ちなみに、直近の県立病院に対する一般会計の繰
り入れは平成29年度42億円、平成30年度は49億円と
なっています。
　医療環境の厳しい多くの離島を含め、経済的に大変

な中、県立病院で出産を希望する利用者は少なくあり
ません。今回値上げした場合、県立病院の時間内での
正常分娩費は16万円となり、県が調べた県外の公立
病院23カ所の分娩費用平均14万4788円を大きく上回
ります。今回の値上げは再考すべきです。さらに、出
産育児一時金の42万の範囲内を基本とすることも、
実態は大きく異なっていると言わざるを得ません。
　出産育児一時金は、これまで国は30万、35万、38
万、42万と引き上げてきました。これは子供が誕生
し、その後も入院費や定期健診等に使っていただける
よう、出産後少しでも手元に残るよう拡充してきたも
のです。
　私たち公明党は１人の赤ちゃんに50万円が必要と
考えています。分娩、入院費、定期健診を含めた総
額が約50万円に上っている実態を踏まえ、出産育児
一時金を50万円まで引き上げることを目指していま
す。すなわち、県の42万の範囲内におさまるから値
上げするとの見解は、本来の出産育児一時金制度の趣
旨、考え方と大きく異なっています。また、値上げし
た場合、時間外での正常分娩は妊婦負担額45万1549
円、深夜・休日の正常分娩は48万3549円となり、県
が範囲内とする42万を超え、それぞれ３万1549円、
６万3549円の自己負担が発生します。
　県は、異常分娩についても、保険が適用されるの
で、42万は超えないというが、本来、異常分娩の保
険適用は利用者の御負担を支援する趣旨であり、値上
げの理由にはなりません。結果的に今回の値上げで、
異常分娩についても３万4000円から４万7600円、本
来利用者に提供される金額が届かないことになりま
す。
　玉城知事は、子供の貧困対策を最重要課題に掲げ、
全庁的な取り組みを持って貧困の連鎖を断ち切り、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。また、妊娠期から子育て期まで切れ目の
ない必要な支援を行う。誰ひとり取り残さない社会、
沖縄をつくると明言しております。大変重要なことだ
と思います。県議会も全く同意するものです。しか
し、玉城知事が就任して１年、少子化対策、子育て支
援の一丁目一番地である、出産に係る分娩費用の値上
げの実施は、これまでの公約、言動を否定するものと
言わざるを得ません。改正案は県民の理解を得ること
はできません。撤回すべきです。また、今回の改正案
は党派を超えて阻止すべき事案だと思います。
　議員各位の皆様にはどうか慎重なる御審議の上、御
賛同を賜りますよう申し上げ、反対の討論といたしま
す。
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　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　次呂久成崇君。
　　　〔次呂久成崇君登壇〕
〇次呂久　成崇君　おはようございます。
　乙第６号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」案について、賛成の立場か
ら討論を行います。
　乙第６号議案は、県立病院の分娩介助料の額等につ
いて、適正化を図るものとなっております。
　今回提案のあった分娩介助料の額の改定について
は、分娩介助料を現行の12万6000円から16万円に、
新生児入院料を9870円から１万円に、乳児入院料
627円から650円にそれぞれ改正し、使用料の額の適
正化を図るものです。
　まず人件費や材料費、減価償却費等のコストが現行
の分娩介助料の額12万6000円を上回る約18万9000
円となっており、改定しなければ県立病院全体で、年
間約１億4000万円の負担となります。
　委員会の中でも、公的病院との分娩介助料の均衡を
図る必要があるかという質疑がありましたが、公立病
院の料金については、地方公営企業法第21条第２項
においてその料金は公正妥当なものでなければならな
い。また、能率的な経営のもとにおけるその適正な原
価を基礎としなければならない。その原価を基礎とし
て健全な運営を確保しなければならないとされている
ことから、現在、実際にかかっている分娩介助料18
万9000円から12万6000円を差し引いた額６万3000
円のうち、額の改定によって、令和２年度は約3800
万円、令和３年度以降は約7600万円の収益が見込ま
れることから、健全な経営を確保するという観点、今
回の改定は地方公営企業法に基づいたものであるとい
うことからも、県内の公的病院の分娩介助料の平均額
16万円に改定することは理解できるものであります。
　委員会では、改正後３万4000円の増額となり、出
産一時金の42万円を上回る可能性もあることから、
少子化対策に逆行するという意見もありましたが、出
産一時金は出産に直接要する費用や出産前後の健診費
用等、出産時に必要となる費用であり、医師や助産師
等の産科医療に携わる方への仕事への対価でもありま
す。その出産に要する費用の経済的負担の軽減を図る
ために支給されるのが出産一時金だと理解しておりま
す。
　病院事業局では昨年度、経営計画の見直しを策定
し、収益を確保するため、新たな施設基準の取得や、
診療報酬算定漏れの防止等の取り組み、費用を縮減す
るための材料費縮減プロジェクトによる材料調達価格

の低廉化の取り組みや時間外勤務時間の縮減等の取り
組み、未収金の発生防止と早期回収、医師を初めとす
る人材確保の取り組み、設備投資の効率化など、分娩
介助料の額の改定のみならず病院事業局一丸となった
さまざまな経営改善の取り組みに対し評価できるもの
であります。
　中部病院及び南部医療センター・こども医療セン
ターにおいては、高度な周産期医療を担う総合周産期
母子医療センターの役割を担い、民間の医療機関では
対応が困難な糖尿病合併症や妊娠中毒症、前置胎盤と
いったハイリスク妊婦や、未熟児や胎児に異常がある
ような分娩に対応しております。
　北部病院、宮古病院及び八重山病院においても、地
域周産期母子医療センターとして、それぞれの地域に
おける中心的な分娩施設の役割を担っています。
　県立病院の医師や助産師、看護師は年間約８割の異
常分娩に絶えず細心の注意を払い、24時間体制で医
療を提供しています。
　分娩介助料を改正し県立病院の収益を上げた分で、
産科医療に携わっている医師や看護師、助産師等病院
現場スタッフのモチベーションを初め、さまざまな病
院経営改善の取り組みに活用できると考えます。
　議員各位におかれましては、これらの点を何とぞ御
理解いただき、議案原案に賛成していただきますよ
う、よろしくお願い申し上げ、賛成討論といたしま
す。
〇議長（新里米吉君）　新垣　新君。
　　　〔新垣　新君登壇〕
〇新垣　　新君　乙第６号議案「沖縄県病院事業の設
置等に関する条例の一部を改正する条例」に、委員長
報告に大反対の立場から討論を行います。
　文教厚生委員会ではこの問題におきまして、病院事
業局の経営の改革を図りなさいという議論と、そして
もう一点が、先ほど我が党の山川典二議員からも御説
明がありました。仲井眞県政時代に一般会計に80億
余りの繰り入れをして、子育て世代の赤ちゃんが産ま
れるお祝いに生活の経済の負担軽減を図るべきじゃな
いかと委員会でしっかりとこの議論はありました。私
自身も、身を削る改革の努力はないかと病院事業局に
ただし、そのことは全くないという答弁がありまし
た。生活という話の答弁は全く出ていませんでした。
そして、三役はどうだったのかという私の質疑におい
て三役もこれで了承していると。全国平均を伺います
と、もう沖縄も今までは中央のこの分娩介助料におけ
る約12万6000円っていうことで全国平均の真ん中で
あると。今回は16万円に値上げするということは、
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非常に高い状況になってきます。同時に異常分娩もこ
の出産一時金42万からオーバーしてしまうというこ
の現実、愛する子供たちに対して、これからの生活に
対してもこの問題において非常に悲しさを感じる状況
でございます。誰ひとり取り残さない。今このような
状況では子育て世代は取り残されたと言わざるを得ま
せん。
　どうか与党議員の皆様、今回のこの問題において委
員会の審議の中で病院事業局の身を削る改革、全国平
均の給与等は52.7％、沖縄県の病院事業局の人件費
等の比率は68.4％、身を削る改革も何もしないまま
に、議会に持ってきたんですかと私は委員会の中でも
強く指摘しました。何も変わらない、負担は上がる。
若い子育て世代の家庭が苦しくなる。出産一時金とい
うのは私も６年前に子供が産まれて非常にありがた
かった。出産一時金はいわゆる出産お祝い金という形
で、子供が産まれた後にミルクやパンパース、そして
助かる。この分娩介助料が上がるということは１万円
も余らないという問題。このような気持ち、もう一度
与党議員の皆様に心からお願いしたいんです。子や孫
のために、どうかこの問題に反対の賛同をお願いした
いんです。病院事業局の立場に立った政治じゃなく
て、県民の立場に立って、愛する子供たちの立場に
立って、ぜひ与党議員の皆様の賛同を心からお願いし
たいんです。
　私は心から申し上げます。玉城県政は誰ひとり取り
残さないという政策において、子育て世代を取り残し
たと言わざるを得ないという悲しさを、きょう県民の
皆様、これが玉城県政の思いやりがなかったので一般
会計からの繰り入れもできないのかという悲しさを県
民の皆様にぜひわかっていただきたいということを求
め、私の討論とさせていただきます。ぜひ反対への御
賛同をお願いして討論を終わります。
〇議長（新里米吉君）　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
〇比嘉　京子さん　こんにちは。
　乙第６号議案「沖縄県病院事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」に対する賛成討論を行いま
す。
　この議案の主な内容として、分娩介助料を現行の
12万6000円から２年をかけて段階的に16万円に、新
生児入院料を9870円から１万円へ、乳児の入院料を
627円から650円へそれぞれ改正するというものであ
ります。また、分娩介助料に係る時間外診療の開始時
刻を現行の５時15分から５時に改正するものであり
ます。

　さて、県立病院事業は、地方公営企業法の適用を受
け運営をされております。地方公営企業法による病院
事業においては、１番目に、料金は公正で妥当なもの
であること、２番目に、能率的な経営のもと適正な原
価を基礎としなければならないこと、３番目に、健全
な経営を確保することができるようにしなければなら
ない、４番目に、公共性、公益性を確保する必要があ
るというふうにうたわれています。
　以上の４点を整理すると、料金については、適正な
原価を基礎とし、他の医療機関との料金の均衡が図ら
れるということであり、経営においては地方公営企業
である病院事業は適正な原価を基礎とし、健全な経営
が確保されているかという観点が必要であると考えま
す。
　まず、県内の公立病院の分娩介助料を見てみます
と、16万円以下の病院はございません。全国の県立
病院と比較しても16万円は平均的であり均衡のとれ
た額となっています。公共性、公益性を確保するため
に他の医療機関の料金との均衡という観点からも妥当
な金額と言えます。
　では、現行の分娩介助料は適正な原価を基礎とし、
健全な運営を確保するに足りる料金となっているんで
しょうか。実際にかかる分娩介助料は18万9548円で
すが、平成26年から現在までの５年間、12万6000円
に据え置かれてきました。その差額は６万3543円で
あり、去年の患者数2261名で換算をいたしますと、
この５年間で７億1835万3615円の持ち出しとなって
います。この７億円余りの病院事業の負担は一般会計
の繰入金の対象、いわゆる不採算医療ではないことか
ら、これまで一般会計から補塡された経緯はありませ
ん。公営企業法で言う適正な原価を基礎とし、病院事
業の健全な運営を確保するものでなければならないと
いうことに照らしても改正が必要と考えます。加えて
言うならば、平成26年の12万6000円に増額する以前
は14年間もの間分娩介助料を９万6000円で通してき
た経緯があります。常にぎりぎりまで増額せず据え
置いてきたことがうかがえます。今回も一気に３万
4000円の増額をするものではなく、１万7000円を次
年度にという段階的に増額し、急激な負担額とならな
いよう考慮した提案と考えます。また、生活保護世帯
や非課税世帯に対しては、児童福祉法に基づき、今回
の分娩介助料の増額はないということをつけ加えてお
きます。
　妊娠、出産は病気ではないため、医療保険が適用さ
れないことは御承知のとおりです。しかしながら、先
ほどからお話があるように、県立病院には民間医療機
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関では対応が困難なハイリスクの妊婦が多く来院し、
80.5％は異常分娩であるということであります。異
常分娩の場合は医療保険が適用され、帝王切開等にな
ると１割から３割負担となり出産費用はかなり軽減さ
れています。また出産はみずからの意思で曜日や時間
を決められるものではありません。休日、祝祭日、時
間帯によって料金が変わるということは医療機関に
とっては当然のことかもしれませんが、妊婦にとって
は腑に落ちません。見直すべきは正常分娩であれ、異
常分娩であれ曜日や休日を問わず、時間帯を問わずか
かった費用を出産一時金として国が補塡する。これが
あるべき少子化対策ではないでしょうか。先ほどから
出産一時金について皆さんに多少誤解があるのかなと
思いますので、国の言う出産一時金について少し述べ
たいと思います。
　出産に伴う費用は、通常かなり高額であり――これ
国の意見ですね。一時的にでも病院窓口で多額の現金
を用意しなければならない。このため緊急の少子化対
策の一環として安心して出産ができる環境整備をする
という観点から、平成21年10月以降の分娩について
は、出産育児一時金の請求と受け取りを被保険者にか
わって医療機関等が行い、直接支払制度が新設されま
した。ですから高額の金額を妊婦が持ち合わせる必要
がないということになります。私はこれはとても評価
をしております。妊婦は窓口では分娩費用と出産一時
金との差額のみの支払いで済み、そして一時金の42
万円未満の場合は差額を還付する。以上の場合はそれ
を回収するというふうなことになっています。
　この条例を通して我々が議論すべきことは、分娩介
助料の増額に賛成・反対を議論するのではなく、出産
一時金のあり方、運用方法の見直しを国に働きかける
ことではないでしょうか。他県ではそれを決議をして
訴えているところもございます。私は以上述べました
が、42万円より上がるのか下がるのかという議論で
はなく上回るかではなく、いわゆる還付される側と出
す側がいるということの不都合と不平等、そして時間
を選べないこと、そういうことを私たちは議論をし、
見直していく。これが真っ当な少子化対策ではないで
しょうか。民間においてはかかった費用は全部回収を
しています。これを公立病院だからそれを減額しろと
いう議論に持っていくのではないということを切に申
し上げたいと思うんです。
　この条例を通して我々が議論すべきことは、分娩介
助料の増額に賛成・反対を議論するのではなく、やは
り国に働きかけていく、このことが大事ではないで
しょうか。

　議員各位におかれましては、以上述べた点を御理解
いただき、本議案に賛同していただきますようお願い
を申し上げ、賛成討論といたします。
〇議長（新里米吉君）　末松文信君。
　　　〔末松文信君登壇〕
〇末松　文信君　おはようございます。
　沖縄・自民党会派、末松文信、ただいま議題となっ
ておりますところの乙第６号議案「沖縄県病院事業の
設置等に関する条例の一部を改正する条例」に反対の
立場から討論を行います。
　本条例は、時代に逆行しているものと思っておりま
す。全国的に少子高齢化の時代になって、政府を初
め、全国自治体の長もそして社会全体としても、安心
して子供を産み、健やかに育てるための環境づくりに
取り組んでいるところであります。また、子供の貧困
問題等、誰ひとり取り残さないという知事の政策にも
逆行するものであります。
　先日、病院事業局の説明によりますと、本議案は分
娩介助料の額の適正化を図り、病院事業の経営の改善
や安定化につなげるものとしております。ところが、
県立病院の経営において、今年間約５億円の赤字を計
上しており、累積では約100億に達しようとしており
ます。そのような県立病院の赤字体質を改善していく
ことは喫緊の課題であり、早急に取り組む必要がある
と思っております。とはいえ、分娩介助料を引き上げ
ることは、子供を産み育てる子育て世代はもとより、
県民に経済的負担を強いるものであります。その前に
やるべきことが多々あるのではないかというふうに
思っております。
　県立病院の経営においてでありますけれども、医
療収益に対する人件費の割合が68％となっておりま
す。全国平均の52％よりも16％高く推移している状
況であります。また、平成30年度の決算審査意見書
においても同様の指摘がありました。全国平均より
16％も高い人件費、約330億円を10％、１割改善す
ることができれば33億円の財源が確保されることに
なります。今回の分娩介助料の引き上げにより見込ま
れる収益額が約7000万となっております。人件費の
改善により、約33億円の支出が縮減されることが期
待できるものと考えております。したがいまして、分
娩介助料等の額を改正する必然性はどこにもありませ
ん。
　よって、乙第６号議案は、時代の要請に逆行するも
のであり、これに反対の討論といたします。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　照屋守之君。
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　　　〔照屋守之君登壇〕
〇照屋　守之君　ただいま議題となっております乙第
６号議案に反対の立場から討論を行います。
　討論は、現県政の状況と反対の理由を述べさせてい
ただきます。
　玉城県政は、辺野古・普天間問題については県政の
柱でありながらいまだ解決の道筋をつくれない状況に
あります。一方で今、玉城知事は辺野古を容認する辺
野古区民の皆様やあるいは辺野古を容認する宜野湾市
長の立場を尊重するとしております。この問題解決に
向けてはどちらともとれる立場にいるような感じがし
ます。解決に向けて民意で反対、行政手続で工事を進
め、裁判の判決によって解決しようとしているのか疑
問があります。
　次に、玉城知事の会食問題についてですけれども、
この問題は契約前日に受託者と県知事及び万国津梁会
議の関係者が会食を行っておりますけれども、癒着の
疑惑が持たれ、その後調査をしていくうちに癒着から
公金疑惑へと変わりつつあります。特に契約や積算見
積もりを点検していきますと、大変な事実がわかって
きました。特に当初５つということで、金額を設定し
スタートしたにもかかわらず……
〇議長（新里米吉君）　議題からずれているようです
から、簡明にお願いします。
〇照屋　守之君　３つが終了し2400万円の90％が支
払われております。仕事は５つのうち３つの60％、
支払いは90％。仕事をしないのにお金が支払われて
いる。このような状況があるわけでございます。
　先ほどから申し上げておりますけれども、県政の現
状ということも含めて討論をさせていただくというこ
とですから、御理解をお願いします。
〇議長（新里米吉君）　会議規則からはずれています。
〇照屋　守之君　第６号議案についてでありますけれ
ども、今回の県民負担増は料金の適正化と経営の改善
の２つの目的があるようですけれども、分娩介助料の
料金の適正化は経営を改善することによって解決でき
る、そのような意味でもあります。つまり県立病院の
経営を改善し、県民に負担をかけない。このことは県
立病院事業局を初め県立病院及び沖縄県政の大きな責
任であります。
　今回の県民への負担増は、病院事業局や各病院ある
いは沖縄県政がその責任を果たしているとは言えず、
県民の立場、子を産み育てる世代の立場を無視したや
り方で断じて容認できません。この県民への負担増に
ついて県政与党の皆様方が賛成しようとする対応にも
疑問があり、理解できません。与党になったら負担増

にもオーケーですという感じなのでしょうか。特に玉
城県政は全ての県民の権利を大事にする、誰ひとり取
り残さないことを事あるごとに表明しております。沖
縄県は全国最下位の県民所得で、全国有数の出産率が
高い県であり、玉城知事はその言葉のとおり子を産み
育てる世代の県民をもっと支援をする立場であるはず
でございます。
　玉城知事は子供の貧困対策にも力を入れておりま
す。そのような世代に負担を強いる今回の条例改正
は、容認できるはずはございません。県民所得が低い
分、沖縄県政はさまざまな施策で県民の負担を軽減す
る立場であるべきでございます。県立病院の経営改善
については仲井眞県政の平成21年度から23年度まで
の３カ年間、これまでの一般会計から病院事業への
繰入金が約60億円ほどで推移しておりましたけれど
も、この３年間は毎年通常の繰入金に25億円、21年
度も85億円、22年度も85億円、23年度も85億円、
このように大幅な繰り入れをして病院事業の経営改善
に取り組んできた経緯があるわけでございます。
　ところが、病院事業に仲井眞県政は大幅な繰り入れ
を行って経営改善支援をしたにもかかわらず、今はそ
れをやらずにまた赤字体質に戻っているわけでござい
ます。
　今回の提案理由である経営の改善については玉城知
事が通常の病院事業の繰り入れに毎年10億円、ある
いは５億円でもいいですね。３カ年間毎年やれば10
億円、10億円、10億円、30億円という形で支援をす
れば県民負担なしでも十分対応ができるはずでありま
す。玉城知事は病院事業への繰入金を増額することな
く県民負担、それも子を産み育てる県民に負担をかけ
ることを大変残念に思います。同時にまた、これまで
の県政ではそういうようなことができていたにもかか
わらず、玉城県知事がその責任を果たさないのは大い
に疑問があるわけでございます。いま一度、過去仲井
眞県政が実施したように、経営改善のための一般会計
からの病院事業会計への大幅な繰り入れ増を行ってこ
の議案を取り下げてやり直すべきであります。
　今回の条例改正の審査に当たって、病院事業局から
の説明に驚きを隠せないわけであります。病院事業局
の説明によると、平成30年度決算ベースで病院事業
の総収入559億円、総費用が564億円、総費用の人件
費の占める比率が68％、総費用の564億円の68％、
385億円が人件費であります。全国の公立病院の人件
費の比率は52％でありますから、沖縄県の県立病院
と全国の差は16％になります。この比率を30年度決
算で見ると人件費が385億円、その16％は61億6000
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万円になります。県立病院事業局の説明のとおりだ
と、平成30年度決算で全国平均で人件費で61億6000
万円、県内の県立病院は人件費が高いことになるわけ
でございます。これは文教厚生委員会の中での説明で
すけれども、そのままでいいですよね、こういう説
明でした。今回の県民負担は令和２年度１億7000万
円、令和３年度１億7000万円、合計３億4000万円で
あります。これを県民に負担を強いるものでござい
ます。全国で一番高い、全国平均より16％高い県の
病院事業の人件費を――先ほどは末松議員が10％と
言っておりましたけれども、私は１％、１％削減する
努力ができれば、385億円の１％で３億8500万にな
ります。先ほど申し上げましたように、今回の条例は
３億4000万の財源をつくるということでありますか
ら、今の県立の病院事業局が１％人件費の改善ができ
ればこのような形で県民に負担を強いることはあり得
ないわけでございます。
　県立病院の経営改善は長年にわたっての公務員経営
の大きなテーマです。今に始まったことではございま
せん。このように赤字経営を続けながら人件費は全国
平均よりはるかに高い。これは以前からわかっていた
ことであります。それを正面から取り組まずに県民に
負担を強いることは県民の立場から到底納得できるも
のではございません。病院事業局あるいは病院の県職
員が高い給料、報酬をもらうのであれば、県民に負担
をさせない全国のトップの病院事業経営をするべきで
あります。
　以上、今回の条例に対して病院事業局及び各病院が
経営改善なされていない、玉城県政が厳しい病院事業
経営改善のための支援をしていない。病院事業局や玉
城県政は責任を放棄して、県民の子育て世代に負担を
強いる。このことについて反対の立場から討論をさせ
ていただきました。
　お願いします。
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。
　これより乙第６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、委員長の報告のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。
　　　〔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、乙第６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４　乙第２号議案、乙
第４号議案及び乙第５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（条例）　巻末に掲載〕

�
　　　〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕
〇土木環境委員長（新垣清涼君）　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、乙第４号
議案及び乙第５号議案の条例議案３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、環境部長及び土木建築部長
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２号議案「沖縄県立自然公園条例の一部
を改正する条例」は、成年被後見人等の権利の制限に
係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関
する法律により、自然公園法の一部が改正され、利用
調整地区への立ち入りの認定事務を行う者に係る資格
要件を見直す等の必要があるため条例を改正するもの
である。
　施行期日は、公布の日とするとの説明がありまし
た。
　次に、乙第４号議案「沖縄県港湾管理条例の一部を
改正する条例」は、本部港に新たに立体駐車場を整備
することに伴い、その使用料の徴収根拠を定めるとと
もに、その管理に関する事務の一部を、権限移譲の協
議が調った伊江村が処理することとするために条例を
改正するものである。
　施行期日は、公布の日から起算して二月を超えない
範囲内において、規則で定める日とするとの説明があ
りました。
　本案に関し、料金設定や伊江村との調整の経緯、利
用者の応募状況、指定管理ではなく伊江村の管理とし
た理由、本部港全体の整備等との関連などについて質
疑がありました。



−376−

　次に、乙第５号議案「沖縄県二級建築士免許等手数
料条例の一部を改正する条例」は、地方公共団体の手
数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴
い、二級建築士または木造建築士免許手数料及び二級
建築士試験または木造建築士試験に係る受験手数料の
改正を行う。また、建築士事務所登録の実施に関する
事務の実態を勘案し、建築士事務所登録手数料の額の
適正化を図るものである。
　施行期日は、令和２年３月１日とする。ただし、建
築士事務所に係る登録手数料の改正に伴う部分は、令
和２年１月１日とするとの説明がありました。
　本案に関し、全国的に技術者が不足する中で受験手
数料等を上げる意義は何か、また、沖縄県として技術
者をふやすための数値目標や計画を持つべきではない
かとの質疑がありました。
　これに対し、資格取得者が他府県に移動した場合に
手数料が異なると不公平となることなどから、手数料
関係は全国一律に改定するものである。今回の改正に
は、建築士試験の受験要件であった実務経験を免許登
録の要件に改める内容も含まれている。
　また、現在、沖縄県として建築士等の数を何名ふや
すという計画はないが、建築士の高齢化も進み人材の
確保が困難となることも予想されることから、今後検
討していきたいとの答弁がありました。
　そのほか、工業高校卒業者の受験資格の変更の有
無、実務経験の証明方法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、乙第４号議案及び
乙第５号議案の条例議案３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、乙第４号議案及び乙第５号
議案の３件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第２号議案、乙第４号議案及び乙第５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　乙第30号議案及び
乙第34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（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30号議案及び乙第34号議案の２件に
ついて、委員会における審査の経過及び結果を御報告
申し上げます。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第30号議案「当せん金付証票の発売につ
いて」は、令和２年度において本県が発売する当せん
金付証票の発売限度額について、当せん金付証票法第
４条第１項の規定により議会の議決を求めるものであ
る。
��発売限度額は143億円としているとの説明がありま
した。
　本案に関し、令和２年度の売り上げはどれくらいを
見込んでいるか、また、毎年どれくらいの当せん金が
時効になり、その時効になった当せん金の使途はどう
なっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、平成30年度の議決額143億円に対し
て、販売額が129億円、平成29年度も同じ議決額に
対して、115億円程度の販売であった。実績からする
と上昇傾向にあり、その枠におさまるような形で多く
販売していきたい。また、毎年県内で大体２億5000
万円くらいが時効金となっており、時効金は収益金と
同様に県に納付され、その額を施策の財源として活用
しているとの答弁がありました。
　そのほか、収益金の配分先、全国自治宝くじ事務協
議会への支払いの有無などについて質疑がありまし
た。
　次に、乙第34号議案「沖縄県教育委員会委員の任
命について」は、教育委員会委員１人が、令和元年
12月31日に任期満了することに伴い、その後任を任
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命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法
律第４条第２項の規定に基づき議会の同意を求めるも
のであるとの説明がありました。
　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30号議案については、全会
一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
　また、乙第34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。
　休憩いたします。
　　　午前11時40分休憩
　　　午前11時40分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　これより乙第30号議案及び乙第34号議案の採決に
入ります。
　議題のうち、まず乙第30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30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）　次に、乙第34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34号議案は、委員長の報告のとおり
同意することに決定いたしました。

　　　　　　　�◆・・◆�　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第６　乙第15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15号議案から乙第17号議案までの議
決議案３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、文化観光スポーツ部長の出
席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第15号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄コンベンションセンターの指定管理者の指定
について、議会の議決を求めるものであるとの説明が
ありました。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、株式会社コ
ンベンションリンケージであり、指定期間は令和２年
４月１日から令和５年３月31日までであるとの説明
がありました。
　本案に関し、今回の指定管理者の公募に対して何社
の応募があったのか、また、どういった理由で選定し
たのかとの質疑がありました。
　これに対し、応募は２社からあった。また、指定管
理者制度運用委員会において評価をした結果、事業計
画書等の内容が施設の設置目的に沿った、施設の管理
運営を安定して行う上で十分な内容であり、他の応募
者よりもすぐれていたということで選定したとの答弁
がありました。
　そのほか、指定管理料の上限額の前回と今回の比
較、県外企業である指定管理候補者の県内への事務所
設置の有無や県内での雇用状況などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第16号議案「指定管理者の指定について」
は、万国津梁館の指定管理者の指定について、議会の
議決を求めるものであるとの説明がありました。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、ザ・テラス
ホテルズ株式会社であり、指定期間は令和２年４月１
日から令和５年３月31日までであるとの説明があり
ました。　
　本案に関し、指定管理の期間が３年となっている理
由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、県の指定管理者制度運用方針の中で、
将来的にあり方の見直し等が見込まれる施設について
は、見直し等が行われるまでの間を指定期間とするこ
とが可能な旨規定されており、当該施設においては、
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ＰＦＩ法に基づくコンセッション制度導入の可否につ
いて調査をしているが、実施方針の策定等一連の手続
に３年程度必要と見込んでいることから、前回５年と
していた指定管理期間を今回は３年に設定したとの答
弁がありました。
　そのほか、施設の稼働率、指定管理者制度運用委員
会の評価結果などについて質疑がありました。
��次に、乙第17号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄空手会館の指定管理者の指定について、議会
の議決を求めるものであるとの説明がありました。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、沖縄空手振
興ビジョン推進パートナーズであり、指定期間は令和
２年４月１日から令和５年３月31日までであるとの
説明がありました。　
　本案に関し、指定管理候補者は４社から成るコン
ソーシアムとなっているが、どのような役割分担と
なっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、沖縄ツーリストは国内外からの誘客、
沖縄ビル管理は清掃、西原農園は植栽、セイカスポー
ツセンターは体育施設に関する知識と経験を有してお
り、それぞれの分野において役割を果たしていくもの
と考えているとの答弁がありました。
　そのほか、指定管理者の公募期間や公募の方法、道
場や研修室及び資料室の稼働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、乙第15号議案から乙第17号議案
までの議決議案３件については、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15号議案から乙第17号議案までの３
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案３件は、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15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７　乙第９号議案、乙
第12号議案から乙第14号議案まで、乙第28号議案及
び乙第29号議案を議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長狩俣信子さん。

�
　　　〔委員会審査報告書（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）　こんにちは。
　ただいま議題となりました乙第９号議案、乙第12
号議案から乙第14号議案まで、乙第28号議案及び乙
第29号議案の議決議案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、子ども生活福祉部長及び教
育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第９号議案「財産の取得について」は、県
立高等学校に整備する電子黒板機能つきプロジェク
ター、タブレット端末及びその関連機器の取得につい
て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処
分に関する条例第２条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、生徒の情報活用能力の育成、わかる授
業の推進のため県立高等学校に、電子黒板機能つき
プロジェクター 221台、タブレット端末513台、タブ
レット端末の関連機器10台を整備するものであり、
契約金額が7469万円、契約の相手方が株式会社オー
シーシーであるとの説明がありました。
　本案に関し、当該プロジェクター等は過去にも整備
しているが、今回の整備により県立高校の整備状況は
どのようになるのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の整備で３校を除き全て整備する
ことになる。３校が整備から外れた理由は、現在、改
築工事等を行っていることによるものであるとの答弁
がありました。
　そのほか、公募から選定・契約までの経緯、最低制
限価格設定の有無、過去の導入単価との比較などにつ
いて質疑がありました。
��次に、乙第12号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄県総合福祉センターの指定管理者の指定につ
いて議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は社会福祉法人
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沖縄県社会福祉協議会であり、指定の期間は令和２年
４月１日から令和７年３月31日までであるとの説明
がありました。
　本案に関し、契約に基づいて適正に運営されている
か、どのようにチェックしているのかとの質疑があり
ました。
　これに対し、指定管理施設については所管課におい
て毎年度モニタリングを実施することが定められてお
り、施設の管理状況や財務状況などをモニタリングで
確認し、その後、第三者機関である指定管理者制度運
用委員会にその結果を諮り確認することになっている
との答弁がありました。
　そのほか、前回契約時の指定管理料との相違、エレ
ベーターの管理状況、修繕料負担区分の考え方、公募
に対する応募者数などについて質疑がありました。
��次に、乙第13号議案「指定管理者の指定について」
は、平和の礎の指定管理者の指定について議会の議決
を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は公益財団法人
沖縄県平和祈念財団であり、指定の期間は令和２年４
月１日から令和７年３月31日までであるとの説明が
ありました。
　本案に関し、建設から24年が経過している平和の
礎の刻銘碑118基の管理について、非破壊検査などに
より診断する必要があるのではないかとの質疑があり
ました。
　これに対し、来年は25年を迎えるのでほかの公共
施設と同様に県有施設の中長期保全計画を立てる予定
であり、次年度、当該計画の策定に着手する前に診断
等の予算について検討したいとの答弁がありました。
　そのほか、追加刻銘の際の対応方策、施設内の通信
環境の整備状況などについて質疑がありました。
��次に、乙第14号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄県男女共同参画センターの指定管理者の指定
について議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、沖縄県男女
共同参画センター管理運営団体で、代表者は株式会社
かりゆしエンターテイメント、公益財団法人おきなわ
女性財団であり、指定の期間は令和２年４月１日から
令和７年３月31日までであるとの説明がありました。
　本案に関し、当該施設の管理を直営に戻すべきと考
えるが禁止されているのか、また、指定管理料と県直
営で管理する場合の費用の比較はどのような状況かと
の質疑がありました。
　これに対し、地方自治法上禁止ということではない
が、公の施設の運営については民間活力を生かす指定

管理制度の活用を考えている。また費用の比較につい
ては、直営の場合の人件費等を踏まえると指定管理の
ほうが低くなっているとの答弁がありました。
　そのほか、モニタリングチェックにおける外部有識
者の必要性、財団の設立趣旨と男女共同参画に係る県
の取り組み、株式会社が参入する経緯、県・市町村と
の連携及び具体的な取り組み方策などについて質疑が
ありました。
��次に、乙第28号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄県立宮古青少年の家の指定管理者の指定につ
いて議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、特定非営利
活動法人ばんずであり、指定の期間は令和２年４月１
日から令和７年３月31日までであるとの説明があり
ました。
��また、乙第29号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄県立石垣青少年の家の指定管理者の指定につ
いて議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は、特定非営利
活動法人八重山星の会であり、指定の期間は令和２年
４月１日から令和７年３月31日までであるとの説明
がありました。
　なお、乙第28号議案及び乙第29号議案について
は、青少年の家の設置及び管理に関する条例に基づき
指定管理者の指定を行うものであることから、一括し
て審査を行いました。
　両案に関し、両施設とも建築後約40年が経過して
おり、早目に具体的な整備計画を策定すべきだが策定
時期はいつごろになるのかとの質疑がありました。
　これに対し、具体的な計画はまだできていないが、
適切に対応できるよう関係部局と調整の上、対応して
いきたいと考えているとの答弁がありました。
　そのほか、修繕料の負担区分、両施設の利用者の推
移、耐震度調査実施の有無とその結果、過去の整備計
画の内容、建築時の建築主体及び補助金の有無などに
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
すが、採決の結果、乙第９号議案、乙第12号議案か
ら乙第14号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議
案の議決議案６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。
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　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより乙第９号議案、乙第12号議案から乙第14
号議案まで、乙第28号議案及び乙第29号議案の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９号議案、乙第12号議案から乙第14
号議案まで、乙第28号議案及び乙第29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８　乙第８号議案、乙
第10号議案、乙第11号議案、乙第18号議案から乙第
27号議案まで及び乙第31号議案から乙第33号議案ま
でを議題といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長新垣清涼君。

�
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕

�
　　　〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕
〇土木環境委員長（新垣清涼君）　ただいま議題とな
りました乙第８号議案、乙第10号議案、乙第11号議
案、乙第18号議案から乙第27号議案まで及び乙第31
号議案から乙第33号議案までの議決議案16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８号議案「財産を出資の目的とすること
について」は、沖縄都市モノレール株式会社に対する
出資を行うに当たり、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、沖縄都市モノレールの混雑対策とし
て、同社の中長期輸送力増強計画（３両編成化）の事
業化に当たり、同社の債務超過の解消を図り、事業資
金の融資を受ける環境を整備するため県が出資するも
のである。出資の額は13億5855万円であり、同社に
対する貸付金債権の一部を財源として現物出資すると

の説明がありました。
　本案に関し、資本金を含めた県、那覇市、浦添市の
出資の総額と割合、付随工事も含め３両化へ向けた事
業全体のスケジュール、令和４年度における輸送能力
の見込み、11月の平均乗客数の落ち込み要因、今後
の工事関連予算の確保見込みと地域要望に対する予算
配分への影響などについて質疑がありました。
　次に、乙第10号議案「訴えの提起について」は、
県営住宅に入居する長期家賃滞納者等に対し、建物の
明け渡しと滞納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との説明がありました。
　次に、乙第11号議案「土地所有権確認請求事件の
和解について」は、県を被告とする下地島空港周辺の
土地に係る係争中の訴訟事件について、那覇地方裁判
所から和解の提案があり、この提案を受け入れ、原告
及び利害関係人との間で和解をするため、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、原告及び利害関係人は、本件土地を県
の所有であることを確認すること。県は和解金として
原告に450万円、利害関係人に250万円、合計700万
円を支払うものであるとの説明がありました。
　次に、乙第18号議案「指定管理者の指定について」
は、沖縄県総合運動公園の指定管理者の指定について
議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は株式会社トラ
ステックで、指定管理の期間は令和２年４月１日から
令和７年３月31日までであるとの説明がありました。
　本案に関し、指定管理料に係る提案額と債務負担行
為額の違い、指定管理に係る保険加入の取り扱いと状
況、指定管理者の善管注意義務などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第19号議案「指定管理者の指定について」
は、海軍壕公園の指定管理者の指定について議会の議
決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューローで、公園管理を旧
日本軍海軍壕と一体的に考える必要があることから、
当該壕の管理運営を行う同財団を候補者として非公募
で選定した。指定管理の期間は令和２年４月１日から
令和７年３月31日までであるとの説明がありました。
　本案に関し、当該財団が海軍壕等の施設から得る収
益等を精査し、指定管理料の縮減につなげられないか
との質疑がありました。
　これに対し、海軍壕との一体的で効率的な管理を意
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図して当該財団を非公募で選定したところであるが、
その収益等の情報も得ながらさらに経費節減できない
か研究していきたいとの答弁がありました。
　次に、乙第20号議案「指定管理者の指定について」
は、平和祈念公園の指定管理者の指定について議会の
議決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は公益財団法人
沖縄県平和祈念財団で、公園管理については平和祈念
資料館や平和の礎などと一体的に考える必要があるこ
とから、当該施設の管理運営を行う同財団を候補者と
して非公募で選定した。指定管理の期間は令和２年４
月１日から令和７年３月31日までであるとの説明が
ありました。
　本案に関し、管理区域内の管理水準の設定の内容、
昨年の竜巻による被害の回復状況、指定管理者として
の収益性の有無などについて質疑がありました。
　次に、乙第21号議案「指定管理者の指定について」
は、バンナ公園の指定管理者の指定について議会の議
決を求めるものである。
　主な内容は、指定管理者となる団体は沖縄県緑化種
苗協同組合で、指定管理の期間は令和２年４月１日か
ら令和７年３月31日までであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、審査基準項目の「効果性」の内容など
について質疑がありました。
　次に、乙第22号議案から乙第27号議案までの「指
定管理者の指定について」の６件は、県内６地区にお
ける県営住宅等の指定管理者の指定について議会の議
決を求めるものである。
　県営住宅等の指定管理者については、各地区ごとに
指定管理者を公募し、北部地区は沖縄県住宅供給公
社・株式会社山浩商事指定管理業務共同企業体を、中
部Ａ地区、中部Ｂ地区及び南部地区は沖縄県住宅供給
公社を、宮古地区及び八重山地区は住宅情報センター
株式会社をそれぞれ選定した。指定管理の期間は、い
ずれも令和２年４月１日から令和７年３月31日まで
であるとの説明がありました。
　本案に関し、指定管理者の新規参入の促進も含め、
制度の活性化や利便性の向上のための工夫が必要では
ないかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の指定管理に際し、よりよいサー
ビスの提供と適切な管理業務の実施のため、管理実施
拠点の設置、団地コミュニティーの形成に係る業務の
追加及び管理の実施内容をわかりやすくする業務フ
ロー図の作成等を図るなど見直しを行っている。次回
の選定に向けても、他県や民間の状況等の情報を収集

しながら、さらに改善できるようにしたいとの答弁が
ありました。
��そのほか、指定管理の基本的な考え方、指定管理者
制度の効果を周知する方策、指定管理者制度運用委員
会の運用及び委員の選定方法、指定管理料の財源及び
家賃との関係などについて質疑がありました。
　次に、乙第31号議案「中部流域下水道の維持管理
に要する負担金の改定について」、乙第32号議案「中
城湾流域下水道の維持管理に要する負担金の改定につ
いて」及び乙第33号議案「中城湾南部流域下水道の
維持管理に要する負担金の改定について」の３件は、
各流域下水道の維持管理に要する費用の一部を、利益
を受ける関係市町村に負担させるため、下水道法第
31条の２第２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、現行の負担金単価である47円を50円
に改定する。施行期日は令和２年10月１日であると
の説明がありました。
　本案に関し、今回の値上げによる下水道料金への影
響の度合い、３円の値上げの根拠、年間収入の増加見
込み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８号議案、乙第10号議案、
乙第11号議案、乙第18号議案から乙第27号議案まで
及び乙第31号議案から乙第33号議案までの議決議案
16件については、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８号議案、乙第10号議案、乙第11号
議案、乙第18号議案から乙第27号議案まで及び乙第
31号議案から乙第33号議案までの16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16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８号議案、乙第10号議案、乙第11号
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議案、乙第18号議案から乙第27号議案まで及び乙第
31号議案から乙第33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）　休憩いたします。
　　　午後０時10分休憩
　　　午後０時10分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　日程第９　甲第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。
　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
なりました甲第１号議案の予算議案について、委員会
における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、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。　
　甲第１号議案「令和元年度沖縄県一般会計補正予算
（第３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３億1744万3000円
で、補正後の改予算額は、7365億497万4000円とな
る。
　歳入の主な内容は、自動車取得税の収入増に係る県
税、平成30年度決算剰余金の一部を補正予算の財源
として活用するための繰越金、国庫返納に伴う補助金
返還金等に係る諸収入、農地農業用施設災害復旧費に
係る県債の増によるものである。
　歳出の主な内容は、自動車取得税の市町村交付、公
共関与による最終処分場建設、雌子牛の受託育成、漁
港等の整備、農地農業用施設の災害復旧事業、県管理
空港の基本施設及び保安施設等の管理運営、下地島空
港特別会計への操り出し、発掘調査の実施及び出土遺
物の整理等に要する経費などである。
　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沖縄振興特別推進交付金など
42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。
　債務負担行為補正は、沖縄県総合福祉センターに係
る指定管理料など29事項について追加するものであ

る。
　地方債補正は、当初予算で設定した地方債につい
て、変更が必要となる事由が生じたため所要の変更を
行うものであるとの説明がありました。
��本案に関し、漁村地域整備交付金に係る補助金返還
の経緯はどうだったのか、また、伊平屋村から県への
返還額と県から国への返納額が違う理由や村が提出し
た再発防止策はどのような内容かとの質疑がありまし
た。
　これに対し、伊平屋村が当該交付金を利用して実施
した航路しゅんせつ工事について、67.6％を平成30
年度完了分として県に報告し補助金を受け取ったが、
実際に完了したのは、11.5％であったことが確認さ
れたため、村がその差額を自主返納するものである。
補助金の返還対象額は、国庫、県費及び村費合わせて
9136万7347円である。村から県への返還額は、国庫
と県費を合わせて8680万円になり、県から国への返
還額は、国庫分の6852万6000円のみになる。村から
提出された再発防止策の内容は、事業の進捗状況を半
期ごとに報告し、県が進捗状況を確認する内容となっ
ているとの答弁がありました。
　次に、特別会計操出金に係る係争中の土地所有権確
認請求事件の和解内容はどのようなものか、提訴され
た土地以外に懸念される土地の筆数や今後の対応はど
うするのか、また、県への移転登記が未完了の県有地
が下地島の再開発に影響を及ぼすことはないかとの質
疑がありました。
　これに対し、下地島空港建設に伴う用地買収につい
て、地元地主会との合意に基づき所有権移転に努めて
きたが、一部移転手続が完了していないものがあり、
このような訴訟となった。内容は、県は和解金合計
700万円を支払い、原告及び利害関係人は県に15筆
の土地の移転登記手続をするものである。下地島で国
有地、私有地を除き県有地として登記されていない土
地が残り82筆あり、それらについて訴訟が提起され
た場合は、今回と同様に土地所有権を主張するほか、
売買契約の経緯確認や現在の土地所有者への聞き取り
等を行うことで解決を図っていく。下地島利活用事業
に関しては、未登記県有地等について候補者への情報
提供を行い、当該用地等を避けた形での事業計画とす
るよう調整しているとの答弁がありました。
　�そのほか、名護市安和の最終処分場建設に係る貸
付金の流れ、指定管理者を選定する選定委員会の審査
期間及び選定する際の最低基準点の有無、万国津梁館
と沖縄空手会館の指定管理期間が他の施設より短い理
由、自動車取得税の収入増の要因、Ｙナンバー車両に
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対する自動車取得税課税の有無、新石垣空港国際ター
ミナル増設に向けての進捗状況、沖縄空手会館の指定
管理に応募してきた業者の数、指定管理者選定結果に
係る２位以下の申請団体名公表に関する規定の有無、
沖縄ＩＴ津梁パーク企業集積施設整備事業の内容と施
設の稼働率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、採決に先立ち、維新の会所属委員が退席しまし
た。
　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10　甲第２号議案及び
甲第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。
　土木環境委員長新垣清涼君。

�
　　　〔委員会審査報告書（予算）　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
りました甲第２号議案及び甲第３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。
��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、甲第２号議案「令和元年度沖縄県下地島空港
特別会計補正予算（第１号）」は、既定の歳入歳出予
算の総額に700万円を追加し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ６億2081万8000円とするものである。
　内容は、乙第11号議案の下地島空港周辺用地に係
る土地所有権確認請求事件の和解金の支払いに伴う増
額補正であるとの説明がありました。
　本案に関し、下地島空港周辺において県への移転登
記が未完了の県有地の筆数及び面積はどれくらいか、
また、周辺用地の利活用への影響及び今後の見通しは
どうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、同空港周辺の未登記県有地は令和元年
11月末現在で68筆、面積は約９ヘクタールである。
また、土地所有者の特定が難しく、所有権移転の手続
に関し弁護士等の意見を聞く必要もあること等から、
当面のスケジュールに言及するのは難しいが、事業者
の利活用に支障が出ないよう、未登記の土地を避けな
がら計画を立て、整備、開発を進めてもらえるよう検
討していきたいとの答弁がありました。
　そのほか、県の責任問題となる可能性の有無、周辺
用地の農業利用者の現状と今後の対応策、琉球政府の
代金支払いの証拠存在の有無、和解金額に係る坪単価
の内容などについて質疑がありました。
　次に、甲第３号議案「令和元年度沖縄県下水道事業
特別会計補正予算（第１号）」は、既定の歳入歳出予
算の総額に6572万2000円を追加し、歳入歳出予算の
総額をそれぞれ131億8022万6000円とするものであ
る。
　また、繰越明許費の９億8558万5000円の追加及び
令和２年度までの債務負担行為の追加並びに増額補正
に係る財源として起債の限度額を10億9490万円とす
ることについて議会の議決を求めるものであるとの説
明がありました。
　主な内容は、平成30年度消費税の確定に伴う公課
費の不足に対応するための増額補正、那覇市曙地内に
設置されている下水道管の取りかえ工事への対応財源
たる地方債の増額補正及び債務負担行為の追加、宜野
湾浄化センター送風機等増築工事に係る繰越明許費の
追加を行う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、採決の結果、甲第２号議案及び甲第３号議案の
予算議案２件は、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。
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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。
　これより甲第２号議案及び甲第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、甲第２号議案及び甲第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）　この際、日程第11　議員提出
議案第６号　金武町における照明弾落下事故に関する
意見書及び日程第12　議員提出議案第７号　金武町
における照明弾落下事故に関する抗議決議を一括議題
といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　仲宗根　悟君。

�
　　　〔議員提出議案第６号及び第７号　巻末に掲載〕

�
　　　〔仲宗根　悟君登壇〕�
〇仲宗根　悟君　ただいま議題となりました議員提出
議案第６号及び同第７号の２件につきまして、12月
17日に開催しました米軍基地関係特別委員会の委員
により協議した結果、議員提出議案として提出するこ
とに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提
案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、金武町における照明弾落下事故につい
て関係要路に要請するためであります。
��次に、議員提出議案第６号を朗読いたします。
　　　〔金武町における照明弾落下事故に関する意見
　　　　書朗読〕
　次に、抗議決議につきましては、内容が意見書と同
じでありますので、宛先だけを申し上げます。
　　　〔金武町における照明弾落下事故に関する抗議
　　　　決議の宛先朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、議員提出議案第６号の意見書の宛先で県内所

在関係機関、同第７号の抗議決議の宛先で、在日米軍
沖縄地域調整官、第３海兵遠征軍司令官及び在沖米国
総領事につきましては、議会棟においてその趣旨を直
接要請することを含め米軍基地関係特別委員会委員を
派遣する必要があるとの意見の一致を見ておりますの
で、議長におかれましてはしかるべく取り計らってい
ただきますようお願い申し上げます。
　以上であります。
〇議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第６号
及び第７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、両案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。
　　　――――――――――――――�
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第６号
「金武町における照明弾落下事故に関する意見書」及
び議員提出議案第７号「金武町における照明弾落下事
故に関する抗議決議」の２件を一括して採決いたしま
す。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案２件は、原案のとおり決することに
御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第６号及び第７号は、原案の
とおり可決されました。
　　　――――――――――――――�
〇議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第６号及び第７号については、提案理由説明
の際提出者から、県内の関係要路については、議会棟
においてその趣旨を直接要請することを含め、米軍基
地関係特別委員会委員を派遣してもらいたいとの要望
がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第６号及び第７号の趣旨を県内の関係
要路に要請するため、議会棟における直接要請を含
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め、米軍基地関係特別委員会委員を派遣することと
し、その期間及び人選については、議長に一任するこ
とに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕�
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

　　　　　　　�◆・・◆�　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第13　請願１件及び陳情
６件を議題といたします。
�　請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
�　文教厚生委員長狩俣信子さん。

�
　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕

�
　　　〔文教厚生委員長　狩俣信子さん登壇〕�
〇文教厚生委員長（狩俣信子さん）　ただいま議題と
なりました請願１件及び陳情６件につきましては、慎
重に審査いたしました結果、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６件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決するこ
とに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕�
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願１件及び陳情６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14　陳情３件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　土木環境委員長新垣清涼君。

�
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

�
　　　〔土木環境委員長　新垣清涼君登壇〕�
〇土木環境委員長（新垣清涼君）　ただいま議題とな

りました陳情３件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、審査報告書のとおり処理すべきものと決
定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
〇議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情３件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕�
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情３件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　�◆・・◆�　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第15　陳情７件を議題と
いたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長仲宗根　悟君。

�
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕

�
　　　〔米軍基地関係特別委員長　仲宗根　悟君登壇〕�
〇米軍基地関係特別委員長（仲宗根　悟君）　ただい
ま議題となりました陳情７件につきましては、慎重に
審査いたしました結果、審査報告書のとおり処理すべ
きものと決定いたしました。
��よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
〇議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕�　
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情７件を
一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
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　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情７件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。

　　　　　　　�◆・・◆�　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　日程第16　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。
　本日をもって今期定例会は閉会となり、また本年の
議会活動も全て終わることになります。
　さて、この１年の本県議会の活動を顧みますと、４
回の定例会と２回の臨時会が開催され、年間を通して
の会期日数の合計は121日でありました。
　主な活動状況を申し上げますと、まず、本県の最重
要課題である米軍基地問題に関し、１月には辺野古米
軍基地建設のための埋め立ての賛否を問う県民投票条
例の一部を改正する条例を可決し、２月24日、県内
全ての市町村において県民投票が実施されました。ま
た、米軍基地から派生する事件・事故は後を絶たず、
４月には在沖海兵隊所属米海軍兵による女性殺人事
件、６月から10月にかけては米軍大型輸送ヘリコプ
ターや特殊作戦機からの部品落下事故及び嘉手納飛行
場内におけるパラシュート降下訓練の実施、さらに今
月に入ってからも金武町での照明弾落下事故が発生し
ました。相次ぐこのような事件・事故に対し、県民の
生命財産を守る立場から、その都度、意見書・抗議決
議を可決し、関係要路に対する要請活動を積極的に展
開してまいりました。

　県政における課題解決に向けては、３月にパラオ共
和国200海里水域での操業継続に関する意見書を、７
月には有機フッ素化合物対策の実施を求める意見書
を、10月には過疎地域自立促進のための新たな立法
措置に関する意見書及び日米地位協定の抜本的改定を
求める意見書を全会一致で可決し、要請活動を行うな
ど、県民の意思を強く内外に発信することができまし
た。
　一方、11月には、県内各地区18の高校を代表する
56人の高校生による議会を開催し、開かれた議会の
実現を促進するとともに、次世代の主権者たる若者に
対し、政治参加意識の醸成及び普及啓発に取り組んだ
ところです。
　その間、時代は平成から令和へと移り、新しい時代
のスタートを切った中で、10月31日の未明に県民に
とっての心のよりどころである首里城の火災が発生
し、正殿が崩れ落ち延焼する姿に沖縄県民は言葉にな
らないほどの衝撃を受け、喪失感に包まれました。
　首里城の復旧・復興に向けては、国内外の皆様から
の温かい支援をいただく中、本県議会としても県民に
とってかけがえのない存在である首里城の復旧・復興
に向け、議員全員の思いを形としてあらわすため、議
員報酬を減額する特例条例を全会一致で制定したとこ
ろです。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画も残り２年となる
中、普天間飛行場を初めとする米軍基地問題や県経済
の振興並びに子供の貧困問題などについては、なお年
を越すことになりましたが、これからの令和の時代を
沖縄県にとって名実ともに実り豊かなものにするため
に、今後とも議員各位の英知を結集して諸課題の解決
に向け、二元代表制の一翼を担う県民を代表する機関
として、県民の負託に応えて邁進してまいりたいと思
います。
　終わりに、令和元年の議会活動を閉じるに当たり、
円滑な議会運営に関し議長への御協力を賜りましたこ
とを心から感謝申し上げますとともに、新しい年にお
いても議員各位が健康に留意され、県勢発展のためな
お一層活躍されんことを願うものであります。
　なお、本年及び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。
　これをもって令和元年第６回沖縄県議会（定例会）
を閉会いたします。
　　　午後０時39分閉会
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