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平 成 28 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第６号）

平成 28 年２月 29 日（月曜日）午前 10 時１分開議

議　　事　　日　　程　第６号
平成28年２月29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39号議案まで及び乙第１号議案から乙第49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39号議案まで及び乙第１号議案から乙第49号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　平成28年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　平成28年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　平成28年度沖縄県下水道事業特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　平成28年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　平成28年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　平成28年度沖縄県林業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　平成28年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　平成28年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　平成28年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　平成28年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　平成28年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　平成27年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
　　　　　　甲第25号議案　平成27年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第26号議案　平成27年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第27号議案　平成27年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　平成27年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　平成27年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　平成27年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）
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　　　　　　甲第31号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　（第１号）
　　　　　　甲第32号議案　平成27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補正予算（第２号）
　　　　　　甲第33号議案　平成27年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第35号議案　平成27年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　平成27年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　（第１号）
　　　　　　甲第38号議案　平成27年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第39号議案　平成27年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例
　　　　　　　　　　　　　 の整備に関する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正
　　　　　　　　　　　　　 する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県選挙管理委員会関係手数料条例
　　　　　　乙第10号議案　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
　　　　　　　　　　　　　 関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
　　　　　　　　　　　　　 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第14号議案　沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
　　　　　　　　　　　　　 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例附則第６項の規定によりなおその効力を有するものと
　　　　　　　　　　　　　 された同条例第２条の規定による改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の事業
　　　　　　　　　　　　　 の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
　　　　　　　　　　　　　 果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
　　　　　　　　　　　　　 の一部を改正する条例
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定
　　　　　　　　　　　　　 める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県消費生活条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
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　　　　　　乙第22号議案　沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県職業訓練指導員免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄空手会館の設置及び管理に関する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県立奥武山総合運動場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29号議案　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一部
　　　　　　　　　　　　　 を改正する条例
　　　　　　乙第30号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第31号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第32号議案　沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第33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34号議案　沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第35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36号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第37号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第38号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第39号議案　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に
　　　　　　　　　　　　　 伴う関係条例の整備に関する条例
　　　　　　乙第40号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第41号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第42号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第43号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第44号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第45号議案　損害賠償額の決定について
　　　　　　乙第46号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第47号議案　指定管理者の指定について
　　　　　　乙第48号議案　県道の路線の認定について
　　　　　　乙第49号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について

出　席　議　員（46名）
議　長
副議長
１　番
２　番
３　番
４　番
５　番
６　番
７　番
８　番
９　番
10　番
11　番

喜　納　昌　春　君
翁　長　政　俊　君
比　嘉　京　子　さん
比　嘉　瑞　己　君
西　銘　純　恵　さん
玉　城　　　満　君
仲　村　未　央　さん
新　田　宜　明　君
儀　間　光　秀　君
上　原　　　章　君
花　城　大　輔　君
砂　川　利　勝　君
具志堅　　　透　君

12　番
13　番
14　番
15　番
16　番
17　番
18　番
19　番
20　番
21　番
22　番
23　番
25　番

大　城　一　馬　君
具志堅　　　徹　君
渡久地　　　修　君
山　内　末　子　さん
仲宗根　　　悟　君
照　屋　大　河　君
當　間　盛　夫　君
𠮷　田　勝　廣　君
又　吉　清　義　君
島　袋　　　大　君
中　川　京　貴　君
座喜味　一　幸　君
玉　城　ノブ子　さん
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26　番
27　番
28　番
29　番
30　番
31　番
32　番
33　番
34　番
35　番

36　番
38　番
39　番
41　番
42　番
43　番
44　番
45　番
47　番
48　番

赤　嶺　　　昇　君
新　垣　清　涼　君
瑞慶覧　　　功　君
崎　山　嗣　幸　君
新　垣　安　弘　君
呉　屋　　　宏　君
前　島　明　男　君
照　屋　守　之　君
新　垣　良　俊　君
仲　田　弘　毅　君

嶺　井　　　光　君
嘉　陽　宗　儀　君
玉　城　義　和　君
新　里　米　吉　君
髙　嶺　善　伸　君
狩　俣　信　子　さん
金　城　　　勉　君
糸　洲　朝　則　君
新　垣　哲　司　君
具　志　孝　助　君

欠　席　議　員（１名）

欠　　　　　員（１名）

説明のため出席した者の職、氏名
知 事
副 知 事
副 知 事
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子 ど も 生 活
福 祉 部 長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部 長
土 木 建 築 部 長
企 業 局 長

病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知 事 公 室 秘 書
広報交流統括監

総 務 部
財 政 統 括 監

教 育 委 員 会
委 員 長
教 育 長
公安委員会委員
警 察 本 部 長
労 働 委 員 会
事 務 局 長

人 事 委 員 会
事 務 局 長
代 表 監 査 委 員

翁　長　雄　志　君
浦　崎　唯　昭　君
安慶田　光　男　君
町　田　　　優　君
平　敷　昭　人　君
謝　花　喜一郎　君
當　間　秀　史　君

金　城　　　武　君

仲　本　朝　久　君
島　田　　　勉　君
下　地　明　和　君

前　田　光　幸　君

末　吉　幸　満　君
平　良　敏　昭　君

伊　江　朝　次　君
金　良　多恵子　さん

新　垣　秀　彦　君

池　田　克　紀　君

照　屋　尚　子　さん

諸見里　　　明　君
天　方　　　徹　君
加　藤　達　也　君

大　城　玲　子　さん

親　川　達　男　君

知　念　建　次　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
次 長
議 事 課 長
副 参 事 兼
課 長 補 佐

比　嘉　徳　和　君
知　念　正　治　君
平　田　善　則　君

勝　連　盛　博　君

○議長（喜納昌春君）　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39号議案ま
で及び乙第１号議案から乙第49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。
　座喜味一幸君。
　　　〔座喜味一幸君登壇〕

主 幹
主 査

中　村　　　守　君
川　端　七　生　君

40　番 奥　平　一　夫　君
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○座喜味　一幸君　おはようございます。
　一般質問を行います。
　まず、所見の一端を述べさせてもらいますが、去る
宜野湾市長選挙、佐喜眞淳候補、6000票の大差で圧
勝いたしました。
　私は、この基地問題において知事のおっしゃる辺野
古に基地をつくらせないという民意、そして宜野湾市
民が示した普天間飛行場の早期返還・閉鎖、その直近
の民意というものを大事にしながら県政に当たらなけ
ればならない。この複雑な沖縄県民の民意というこの
方程式を解かなければならない。そういう責務が知事
には突きつけられたんじゃないかというふうに思って
おります。ぜひとも知事におきましては県民の多くの
こういう民意を大切に県政に当たっていただきたい、
そのように思うものであります。
　通告に基づきまして、質問をさせていただきます。
　知事の政治姿勢についてであります。
　宜野湾市長選挙の結果において、普天間基地の危険
性の除去、早期閉鎖・返還の民意は示されました。知
事の見解を伺います。
　また、オール沖縄は崩れたというふうに思っており
ます。知事を支えてきた保守層は離れてしまって、ま
さに、辺野古基地建設反対革新共闘という形になった
というふうに思っておりますが、見解を伺います。
　私は、個人的には明らかに違法と思われる３件の裁
判費用等については、政治家翁長知事個人が負担すべ
きだというふうに思っております。見解を伺います。
　次に、政治家はいかなる課題も折衝・協議で解決す
べきだと思っております。裁判専門知事を選んだつも
りはない。裁判闘争に明け暮れるとは愚の骨頂だ。こ
れが宜野湾市長選挙の結果であり、県民の声であると
いうふうに思っております。見解を伺います。
　次に、地域・離島振興についてであります。
　(1)、離島食品・日用品輸送費等補助事業による地
域ごとの生活コスト低減目標値を示していただきたい
と思います。
　次に、離島の情報通信基盤の整備、Ｗｉ−Ｆｉ等の
観光情報インフラの整備について伺います。
　次に、教育費負担が世帯所得を上回るなどの実態が
明らかになっております。対応策について伺います。
また、県外進学大学生支援事業の低所得世帯への対応
と離島優先枠等について考えがないか伺います。
　(4)、外国人観光客の増加に伴う口蹄疫や鳥インフ
ルエンザ等の侵入リスクが高まっておりますが、対策
を伺います。また、宮古地区における動物検疫体制の
取り組みについて伺います。

　次に、ＴＰＰ及び農林水産業従事者の高齢化対策に
ついて伺います。
　(6)番、宮古空港のＣＩＱ施設整備予定変更と国内
線拡張整備計画について伺います。
　(7)番目に、下地島空港における旅客ターミナル施
設整備計画とスケジュールについて伺います。
　(8)番目、伊良部島の入域客増加に対応した県の取
り組みと具体的な道路整備計画について伺います。
　以上、答弁によって再質問させていただきます。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　座喜味一幸議員の御質問にお答えをいたします。
　地域・離島振興についてに関する御質問の中の、離
島の情報通信基盤整備等についてお答えをいたしま
す。
　沖縄県の離島地域においては、依然として都市部と
の情報格差が存在しており、その解消が求められてお
ります。このため、沖縄県では、平成26年度から先
島及び南部周辺離島に海底光ケーブルの敷設を進めて
いるところであり、ことし10月にはループ化された
安定的な情報通信基盤が構築されることになります。
また、超高速ブロードバンド環境の実現に向け、平成
28年度から陸上部における光ケーブルを敷設するこ
ととしております。これにより、観光、教育、医療、
福祉等さまざまな分野で情報通信技術の利活用が促進
され、Ｗｉ−Ｆｉ等の観光情報インフラの整備も進
み、離島における産業振興や定住条件の整備に大きく
寄与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、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
　　　〔副知事　安慶田光男君登壇〕
○副知事（安慶田光男君）　座喜味一幸議員の知事の
政治姿勢についての御質問の中で、宜野湾市長選挙の
結果とオール沖縄についてお答えいたします。
　今回の選挙では、両候補とも、普天間飛行場の５年
以内の運用停止と早期返還を公約に掲げて選挙に臨ん
でいることから、この点における宜野湾市民の民意は
今後とも尊重されるべきであり、県としても政府に強
く訴えてまいりたいと考えております。一方の候補者
が、普天間飛行場の辺野古移設の是非について、意見
を明らかにしなかったことから、明確な争点となって
おらず、その点では市民の民意は示されていないと考
えております。
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　建白書の精神に基づくオール沖縄の立場は、引き続
き県民の民意であり、誇りある豊かさとともに、未来
を担う子や孫に引き継がれていくものと確信しており
ます。
　以上であります。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　知事の政治姿勢につい
ての御質問の中で、裁判費用についての御質問にお答
えします。
　辺野古埋立承認の取り消しに係る今回の一連の裁判
は、行政機関の長たる知事が応訴または訴えの提起を
行っていることから、その訴訟費用につきましては、
県が負担すべきものと考えております。
　次に、裁判と宜野湾市長選挙の結果についての御質
問にお答えします。
　今回の選挙では、両候補とも、普天間飛行場の５年
以内の運用停止と早期返還を公約に掲げて選挙に臨ん
でいることから、この点における宜野湾市民の民意は
今後とも尊重されるべきだと考えており、県としまし
ても政府に強く訴えてまいります。辺野古埋立承認の
取り消しに係る今回の一連の裁判につきましては、そ
もそも、国が地方自治法に定める一切の対話・調整手
続を無視し、代執行訴訟を提起したことが発端である
と考えております。
　いずれにしましても、沖縄県の基地負担軽減につい
ては、県、国ともに重要な事項であると認識してお
り、今後とも国との話し合いは継続してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　地域・離島振興につい
ての御質問の中の、離島食品・日用品輸送費等補助事
業の目標についてお答えいたします。
　県では、離島における生活必需品の価格が沖縄本島
に比べ平均で30％程度高いことを踏まえ、沖縄21世
紀ビジョン実施計画において、沖縄本島と離島との価
格差の縮小を成果指標として掲げております。
　県としましては、本事業を通して、引き続き沖縄本
島と離島との価格差の縮小に向けて取り組んでまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、地域・離島振

興についての御質問で、教育費の負担軽減策及び県外
進学大学生支援事業の低所得世帯への対応等について
お答えいたします。
　平成26年度沖縄公庫教育資金利用者調査報告によ
りますと、教育費の負担は、年収の低い世帯ほど重く
なっており、特に離島地区世帯の深刻さが指摘されて
おります。
　県教育委員会としましては、高校未設置離島から進
学する高校生の居住費等を支援する離島高校生修学支
援事業、低所得世帯の高校生を対象とする奨学のため
の給付金事業等を実施し、教育費の負担軽減に努めて
いるところであります。また、平成28年度から、県
外難関大学等への進学を推進し、大学等進学率の改善
を図ることを目的に、給付型奨学金制度を創設いたし
ますが、奨学生につきましては、一定の所得水準以下
の世帯を対象とすることとしております。県外大学に
進学する際の居住費等の経済的負担は、沖縄本島と離
島間で大きな差異はなく、沖縄県全体が離島県である
という観点から、特に離島優先枠は設定しておりませ
ん。
　県教育委員会としましては、引き続き地理的・経済
的要因に左右されない公平な教育機会の確保に努めて
まいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　地域・離島振興につ
いての御質問の中で、宮古地区の動物検疫体制の取り
組みについてお答えいたします。
　県では、国、市町村と連携して港、空港で靴底消毒
を行うとともに、農家の定期巡回指導や万が一の発生
に備えた防疫実働演習の実施、防疫資材の備蓄を行
い、侵入リスク対策を実施しております。また、宮古
地区では、チャーター便やクルーズ船の入港数が急激
に増加しており、口蹄疫等の悪性伝染病の侵入が危惧
されるため、早急な動物検疫上の指定港化を国へ要請
することとしております。
　次に、ＴＰＰ及び農林水産業従事者の高齢化対策に
ついてお答えいたします。
　ＴＰＰ対策につきましては、昨年11月25日に、国
のＴＰＰ総合対策本部において決定された総合的なＴ
ＰＰ関連政策大綱において、次世代を担う経営感覚に
すぐれた担い手の育成等、施策展開することとなって
おります。ＴＰＰによる影響や高齢化の進行など、本
県農林水産業を取り巻く状況が厳しい中、担い手の育
成・確保は重要であります。そのため、就農相談体制
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の強化及び農業施設等の整備支援を行う沖縄県新規就
農一貫支援事業や、新規漁業就業者の確保・育成を行
う未来のマリンパワー確保・育成一貫支援事業などを
実施しております。
　県としましては、今後とも、農林水産業における担
い手の育成・確保に引き続き取り組んでまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　地域・離島振興につ
いての御質問の中で、宮古空港ＣＩＱ施設整備と国内
線旅客施設の拡張についてお答えします。
　宮古空港への国際線旅客施設については、宮古島市
からの要請等を踏まえ、整備に向け検討を行い、基本
設計を終えているところであります。一方、下地島空
港においては、利活用候補事業の提案者より、国際線
旅客施設等を整備する事業計画が提出されておりま
す。そのため、宮古圏域における２つの空港の役割分
担について、改めて検討する必要があると考えてお
り、地元宮古島市の意見も踏まえて、早期に県の考え
を取りまとめていきたいと考えております。
　宮古空港の国内線旅客施設については、昨年10月
に宮古空港ターミナル株式会社より、狭隘性を解消す
るために、旅客ターミナルの増築整備について要請が
ありました。
　県としてもその必要性を認識しており、宮古空港
ターミナル株式会社と連携し、必要な対応について検
討してまいりたいと考えております。
　次に、下地島空港の旅客施設整備計画についてお答
えします。
　下地島空港の利活用候補事業の一つである旅客受け
入れの提案者の事業計画は、下地島空港に国際線と国
内線の旅客施設をみずから整備し、国際線定期便や国
内線ＬＣＣ、プライベート機やチャーター便等を受け
入れるものとなっており、平成29年１月に工事に着
手し、平成30年５月の供用開始を目指すものとして
おります。
　次に、伊良部島の道路整備についてお答えします。
　伊良部大橋の開通に伴い、伊良部島への入域者が増
加し、島内の自動車交通量も増大していると認識して
おります。現在、伊良部島においては、県道平良下地
島空港線や下地島空港佐良浜線、長山港佐良浜線の３
カ所において道路整備事業を行っているところであり
ます。今後、伊良部島では大型ホテルの立地や下地島
空港の利活用によりさらなる交通量の増大が見込まれ
ております。

　このため、県としては宮古島市と連携して、道路網
の見直しを行いながら、新たな道路整備を検討してい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　答弁ありがとうございました。
　まず、順番がちょっと変則になりますが、まず地
域・離島振興のほうからさせていただきたいと思いま
す。
　離島の食品・日用品、低減化は大変重要な事業であ
りまして、非常に期待するものであります。
　それで、まず具体的に多良間島を中心にちょっと質
問をさせてもらいますが、多良間島、フェリー等での
離島間の物資輸送をやっております。前回県が調査し
た調査票を見ますと、多良間島、４割も日用生活品高
い項目があるというようなことになりますが、多良間
島につきまして、どういうようなスキームでどの程度
までの低減化が図れるか、その辺を具体的に教えてい
ただけますか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　今般、28年度からこれまで５離島で実施してい
た、離島を中心とした物価縮小策、これを19離島ま
で拡大するわけでございます。その中に多良間島も
入ってございます。
　これまでは県単独で輸送コストを低減するという形
をとっていたわけですが、今回離島を対象拡大すると
いうことに鑑みまして、それぞれの市町村にも御協
力、一定程度の御支援をいただきまして、県と市町村
の共同補助という形でその離島における輸送コストの
低減を図っていきたいと。それによって日用品につい
ての物価を下げ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。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　大変期待しますが、少し多良間と
宮古を渡る車の輸送費補助、それをやっていた実際実
績があります。しかしながら、この車等の輸送費補助
をしているのだけれども、その利用実績というのがほ
とんどない、数台しかないというようなことがありま
して、この制度をつくっても活用しない、効果が出な
いということが大変気になるところであります。
　それで、この日用品、食料品のコスト低減につい
て、どこにどのようにお金を入れて、どのような下げ
方をするのかというのがこれまでのモデル事業でも御
苦労したと思いますが、その辺はどのような方向にな
りますか。
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○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　今回は、日用品という
ことで車は入りませんけれども、要は座喜味議員の御
指摘はスキームですね、丁寧にしないとなかなかその
効果が出ませんよということだと思います。
　これにつきましては、我々も導入当初は大変苦労い
たしましたけれども、３年ほどやってまいりまして、
実際に輸送する事業者に対しまして、トータルでか
かった経費を一定程度補助を行ってやるという、ある
意味お金の流れといいましょうか、補助金の流れを簡
潔にすることによって、この品目についても明確にそ
の価格差が生じるようにという形のスキームをとって
おりますので、私どもこれまで座間味、阿嘉、渡嘉
敷、南北両大東でやったスキームをそのまま19離島
に拡大してもしっかりと効果は出るものと考えており
ます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　次に移ります。
　今、離島の情報インフラの整備、知事から前向きな
話がありました。特に離島におきまして、今、本土で
セキュリティーのシステムエンジニア、若い者が大変
心身ともに疲労した方たちが離島まで来ております。
そしてそこで、情報のインフラ、高速ブロードバンド
の整備ができれば、ぜひ離島でセキュリティーの事業
を起こしていきたいというような流れができておりま
す。そういう意味で、時宜を得た事業でありますか
ら、この島内における高速ブロードバンド、これを急
がなければならないというふうに思っております。こ
れはできるだけ速やかに各離島含めてやるべきだと思
いますが、その実施予定年度その目標がありましたら
教えてください。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　今般、ことしの10月にはループ化が完成いたしま
す。この後、今、陸上への面整備の話だと思いますけ
れども、私も先般、石垣のほうに行きまして大変若者
の方々が本土からもＩＣＴを活用した産業振興、大変
熱心に取り組まれているというものを感じておりまし
て、そういった面整備は重要だというように認識して
おります。本来ならば、民間企業ですべきですけれど
も、なかなかそれが人口規模等の関係でできないとい
うことで、今般、民設民営という形になりますけれど
も、県とそれから地元市町村そして事業者の一部を負
担という形で何とか事業化にこぎつけることができま
した。
　当面はまず国頭村、28年度はですね。と申します

のは、まずＡＤＳＬが未整備の集落８地域ございます
ので、国頭村をまず急いでやらないといけないだろう
ということを感じております。それから与那国町です
が、与那国町もそろそろＡＤＳＬが更新の時期を迎え
ていること、それから昨年の台風等でたびたびこの
ケーブルが切断されているということでここも急がな
いといけない。また海底光ケーブルが敷設されますの
で、この効果も期待できるということで28年度は国
頭村と与那国町を先行してやると。あわせまして29
年度以降の事業については、28年度に委託事業を計
上させていただいております。その中でその事業規模
ですとか、整備の効率性また予算の平準化等々、それ
から地元市町村の受け入れ体制といいますか準備の程
度、そういったものも見ながらその整備箇所について
は検討していきたいということです。
　今、どこのところを優先するかということはまだ決
まっておりませんけれども、28年度にしっかりと調
査を行いまして、29年度以降の計画をしっかり立て
ていきたいと。当面31年度をめどにその15地域です
けれども、整備をし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。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　ぜひともにこれは大変重要な事業
でありますので、できるだけ前倒しでの整備を希望し
たいと思います。
　それから文化観光スポーツ部長は、クルーズ船に
乗って宮古を見られて実態を理解していると思いま
す。このブロードバンド等の整備とあわせて可及的速
やかにしなければならないのは、Ｗｉ−Ｆｉの整備な
んです。もうＷｉ−Ｆｉがなくて、あるスーパーの前
で中国人観光客がたむろしてＷｉ−Ｆｉを利用すると
いうような実態、非常におくれております。これ全国
的にも今問題になっておりますが、離島におきまして
Ｗｉ−Ｆｉの整備、それはもう可及的速やかに必要だ
と思いますが、今の情報インフラの整備とあわせてど
のような形、速やかにこのＷｉ−Ｆｉの整備というも
のをやっていく必要があると思いますが、部長のお考
えを聞かせてください。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　県では、平成24年度から観光関連施設におけるＷ
ｉ−Ｆｉ機器の設置に関して支援等を行ってまいりま
した。離島地域については、平成26年度までに95の
観光関連施設で整備が促進されております。
　今、座喜味議員からございました今後のＷｉ−Ｆｉ
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環境ということにつきましては、企画部において進め
ている、これから進めていく超高速ブロードバンド環
境、こういったものが整備されますとそのＷｉ−Ｆｉ
の利便性にもつながるものと考えています。
　具体的なＷｉ−Ｆｉ環境の取り組みとしては、国が
現在、沖縄におけるＷｉ−Ｆｉ環境、Ｗｉ−Ｆｉ整備
のあり方等に関する調査、それから県のほうで宿泊施
設等に対してのＷｉ−Ｆｉ環境の整備の調査、こう
いったのをやっております。そういった調査結果を踏
まえながら、次年度から利便性向上に向けてこのＷｉ
−Ｆｉの統合環境、具体的に申し上げますと、今Ｗｉ
−Ｆｉ機器を整備している市町村であったり、観光事
業者等々ごとに、例えば認証システムはそれぞれで
やっているわけですが、こういったものを統合しなが
ら進めていく、こういった事業に次年度着手すること
にしております。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　この事業も大変急がれておりま
す。去年、十数隻しか来なかったクルーズ船が今の予
定、宮古だけでも100隻の見込みになっております。
そうしますと、相当な観光客が入る。Ｗｉ−Ｆｉがな
い、通じない。地図持って市街地を歩くというような
実態でありますから、ぜひともに来るべき大きな観光
客の入域者の増加というのは読めておりますから、可
及的速やかに整備をお願いしたいものだと思っており
ます。
　次に、農水部長にちょっと早急にやらなければなら
ない、この口蹄疫の問題であります。
　韓国で発生して、韓国から宮古にゴルフ観光客の
チャーター便が入っております。クルーズ船入ってお
ります。そういう中で、口蹄疫が発生いたしますと畜
産業が大ダメージを受けるわけです。根本的な破壊ま
で起こりかねない事態でありますが、私も地元で一生
懸命連携しながらしました。宮古家畜保健所に今七、
八名しか職員がいないんです。外国からのお客さんが
来たときに、動物検疫官がいない、県内家保で対応で
きない。そういう事態、状態がありまして、宮古は一
生懸命地域で取り組んでおりますが、肝心かなめのこ
の国の動物検疫官がいないと。数千名のクルーズ船に
入って動物検疫ができないというような事態、この検
疫が甘くなっちゃうと侵入をとめ切れないというよう
なことがあります。防疫官の配備について、私は可及
的速やかに、県は要請ないし農水省に申し入れるべき
だという話をしましたが、その経緯はどうなっていま
すか。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。

○農林水産部長（島田　勉君）　今、議員がおっ
しゃった悪性伝染病の侵入リスクとかが高いというこ
とは、県も懸念しているところでございます。去る１
月27日でしたか、宮古島市からのその指定港化に向
けての要請がございました。県としても以前からその
認識はしておりましたので、国のほうへ要請するとい
うことで年度内に一応要請するということで、３月末
に農水省のほうへ要請するということで今日程調整を
行っているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　部長、ちょっときついんですけれ
ども、対応遅いですよ。沖縄県の中に動物検疫所があ
るじゃないですか。速やかに行って、宮古の沖縄のこ
の今の実態というのを訴えながら、現場でも訴え、本
庁でも本省でも訴える。年度内なんてこんな悠長なこ
と言っておられませんよ。この辺は知事しっかりと取
り組まんといかぬと思いますが、どうですか。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　国へ要請というの
は、正式な文書でということで３月末を予定しており
ますが、当然その宮古島市からの要請を受けまして、
動物検疫所沖縄支所のほうには口頭では当然お話をし
て、そちらの理解もいただいているということでござ
います。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　次に移ります。
　まず総務部長に伺いたいと思いますが、国からの委
託事務というのは沖縄県にはどういう事業があります
か。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時33分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（平敷昭人君）　ちょっと今手元に準備し
ていませんが、例えば統計調査関係とかいうのは、国
からの委託がございます。また、事業、後は直接……
○座喜味　一幸君　公有水面法はどうですか。
○総務部長（平敷昭人君）　公有水面、ちょっと確認
をしないとお答えできないところでございます。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時34分休憩
　　　午前10時34分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　公有水面埋め立てに
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関する事務は、法定受託事務となっております。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　この法定受託事務ですね。このと
きに、この法定受託事務に関して、これを拒否すると
いうことはできますか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時35分休憩
　　　午前10時35分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　総務部長。
○総務部長（平敷昭人君）　法定受託事務ですから、
事務自体は県に委任されているということは、その事
務に関しては、その県が行うという形になろうかと思
います。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　焦点がちょっとずれているかと思
いますけれども、進みます。この公有水面埋立事業に
ついて焦点を絞りますが、公有水面埋立事業で免許の
交付だとか、あるいはその埋め立ての承認ということ
に関して、これまで沖縄県で取り消した事例というの
があるか。あるいは全国的にこういう事例があるのか
ということを伺いたいんですが。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　全国の事例、少し承
知しておりませんが、沖縄県内においては取り消した
事例は今回が初めてでございます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　今回、もう高裁で始まっておりま
すけれども、一般論として言ったときに、私は前知事
が承認した決定事項ということを取り消すことは困難
だと思っております、知事。行政の継続性とかという
この原則からいたしまして、今回の大きな問題となっ
ております、前知事が行った承認を取り消すという行
為は、極めてこれは難しいと思っております。私も行
政をちょっと経験したことがありまして、そういう面
では今回の裁判でこの指摘を受けておりますこの前知
事が承認した案件を現知事が取り消すということは、
極めて難しいんではないかという、もちろんそれは前
提があると思うんですけれども、知事はこの行政の間
違いを正すんだというふうな、尋問の中でのやりとり
をしておりますが、知事はその行政の取り消しとい
う、前知事の承認を取り消すということは、なかなか
難しいなということは認識して今回の裁判に臨んでい
るんですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回の承認の取り消し

につきましては、これまでも議会で御説明してきまし
たとおり、昨年の第三者委員会の検証結果、そしてそ
れを県庁内で精査した結果、承認には取り消し得べき
瑕疵があると認められたため、取り消したものでござ
います。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　前知事は埋立承認に当たって――
これまでにないと私は思いますが――数回にわたって
事業主体のほうとのいろんなやりとりというものをし
ながら、多分、住民訴訟と基地問題、環境問題であり
ますから、そういうものがあるという前提で、私はこ
れまでにない厳しい審査をしてきたというふうに認識
しております。この厳しい審査がなされて、結果とし
て承認をした。この承認を、私は相当なエネルギーを
費やして承認したと思いますけれども、前統括監で
あった今の土木建築部長、それから環境部長、これま
でにない厳しい審査をして承認したと思いますが、ど
うでありましたか。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　私も当時統括監で海
岸防災課、あるいは漁港漁場課の職員と一緒に職員の
審査の状況、あるいは判断の状況というのを聞きなが
らやってまいりました。
　議員御指摘のとおり、４回ほどの防衛局に対する質
疑を経て、我々としては慎重、丁寧に審査をしたのは
事実でございます。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　環境部におきましては、
アセスの中で意見を言っていくということがございま
すけれども、環境部としましては、法律・条例・規
則、それから技術指針に基づき従来と同じように審査
をしてきたということでございます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　このように極めて厳しい審査をし
て、ダブルスタンダードじゃないかというぐらい厳し
い審査をしたというふうに私は思っております。それ
で我々県議会も、この政治的な判断があったんじゃな
いかという、前知事に対して百条委員会を持ちまして
相当な時間をかけてやりました。結果として、証人喚
問を受けた両部長でもありますが、結果として瑕疵は
なかったんですよ。瑕疵は認められなかったんです
よ。
　ここで今、瑕疵があるということで争いになってお
りますが、私の前回の議会で知事公室長は、審査基準
に基づいて適切に審査した職員の処分はないと、職員
の審査は正しかったという答えになっております。そ
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れ間違いないですよね、職員の責任は問わないと。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　現在のところ、職員の
責任について県庁内で議論しているという事実はござ
いません。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　職員は、丁寧に時間をかけて審査
して、適切に判断して審査しました。しかしながら、
今回知事は、一部抜粋しますけれども、環境保全につ
いては、環境部局がこういう懸念を指摘したにもかか
わらず、前知事は承認したとなっているんですよ。そ
うすると、環境部局が指摘したにもかかわらず承認を
したというんだけれども、環境部局は、所管課であり
ます土木のほうに意見を述べた。土建部長、環境部長
のこの指摘、要望それから措置方法に関して、土建部
は全く無視したということになるんですか。どうなん
ですか。
○土木建築部長（末吉幸満君）　休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時43分休憩
　　　午前10時43分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　当時、環境部のほう
にも我々意見照会をさせていただきました。その意見
照会の結果をもとに沖縄防衛局に対して、累次の質
問、疑問等を投げかけましてその答弁をいただきなが
ら我々は審査したという経緯がございます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　環境部からの意見を全く無視した
ことにならないんです。一般論として、こういうこと
は環境に十分に配慮しなさい、措置をしなさいとい
う、これは辺野古の承認書と那覇第２滑走路の承認書
があります。（資料を掲示）　これは項目について
は、環境に十分に配慮しなさいという項目だけは共通
しております。しかしながら、この辺野古について
は、外来生物の侵入防止、ジュゴン、ウミガメ等海洋
生物の保護対策の実施について万全を期すこと、環境
監視委員会を設けなさいと。あえて言えば、那覇第２
滑走路は地方自治体の那覇港管理組合と協議を行いな
さいという程度になって総合的に調整することと、地
元自治体と調整をしなさいとなっている。辺野古で
は、ウミガメ、ジュゴン等、環境監視委員会をつくり
なさいとなっている。より慎重にしなさいという、
待っているだけなんですよね。結局、ここで一つ、私
は環境部長に伺いたいけれども、ジュゴン、ウミガメ

等海洋生物の保護対策ということは、これに指摘を受
けているけれども、本当にこのジュゴン、ウミガメ等
の保全対策についてどうあるべきかということに関し
て、県はこのあるべき基準だとか指針だとかというの
は具体的に示していますか。要するに環境に関する問
題というのは、そうやすやすと措置ができない、対策
ができない。したがってこれ努力しなさい、対応しな
さいとなっているんですよ。なぜ、あえて辺野古だけ
はそれが出るんですか。それ今後どういうふうな形に
なるんですか。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　おっしゃるように、ジュ
ゴンであるとかウミガメ、サンゴ、そういう自然界の
事象につきましては、いまだ知見等が十分でない状況
がございます。であるからして、そういう知見のない
中で慎重なる開発行為が行われてしかるべきであると
いうふうに考えておりまして、我々の意見としてもそ
ういったことを踏まえて、事業者に対しては、十分に
慎重に検討した上で、環境保全措置をとっていただき
たいということでの意見でございます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　ということであれば、環境部が指
摘したことに対して何も無視したりしたんじゃないん
ですよ。十分に環境部は指摘をして、土建部はちゃん
と留意事項の中に明確に措置を講じなさいという指示
が出ている。前知事が何も環境保全に配慮しなかった
というわけではないんです。じゃ、第三者委員会が言
うところの瑕疵、これは今までの一連の承認に対す
る、今の答弁も含めて、第三者委員会は何が問題でど
こに瑕疵があると言っているんですか。知事、これ環
境保全に対する問題でありますから、知事はどのよう
に認識をされていますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回、４条第１項第２
号につきまして県が申し上げているのは、環境保全措
置が問題の現況及び影響を的確に把握したとは言いが
たいと。そしてこれらに対する措置が適正に講じられ
ているとは言いがたいと。そしてその程度が十分とも
認めがたいということを指摘して、その点から瑕疵が
あるということを申し上げているところでございま
す。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　知事公室長、私が環境部長から先
ほど聞いたのは、今おっしゃることに対して県として
明確な基準だとか、一つの技術的な指針だとかという
のは、県は持っておりますか。これは水かけ論なんで
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すよ、こういうことは。できるだけの万全を期すこと
が環境保全措置なんです。第三者委員会が何を間違っ
ていると言うかわからぬけれども、行政が判断して審
査基準に基づいた手続を第三者委員会という学識、法
律家でもって強いて誤りがあると指摘した。こんな大
変な行政というのはあっちゃいけないと思うんです。
これは行政の手続、行政を全く無視することであっ
て、この第三者委員会、法律や学識経験者が行政に
べったりとなって全部指示するような、審査するよう
な行政だったら、これは恐怖政治ですよ。恐怖行政で
すよ。行政マンとして全然やる気なくなりますよ。こ
れは知事、大変なことをやっていると私は思います
よ。どうですか、知事。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　議員のほうから、先ほ
どから第三者委員会の指摘について御質問あるいは御
指摘がございましたけれども、この第三者委員会の指
摘を踏まえて、さらに県庁内でも検討した結果、瑕疵
があるという結論を出したところでございますので、
私どもとしてはその方針で今回の裁判でも適正に主張
しているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　時間がないんですけれども、
じゃ、その瑕疵とは何ですか、具体的に１例示してく
ださい。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時51分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　１例だけ申し上げますと、埋立面積などの事業規模
の最小化について、事業者はただ最小化していると述
べるのみであって、最小化と評価できるものについて
何ら示していないということなどを申し上げておりま
す。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　極めて曖昧ですが、次に移りま
す。
　これ大事な話なので、佐喜眞市長から５年以内の閉
鎖に向けて、知事にも一緒に取り組んでくれという要
請が上がっております。安慶田副知事は一生懸命取り
組むという方針ですが、この５年以内の閉鎖・返還に
向けて具体的に基地負担軽減作業部会、進めていくと
いう決意を持っておられますか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。

○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　普天間基地の負担軽減の委員会につきましては、今
度３月末から４月初めに予定されております政府と沖
縄県の協議会の中で、開催も含めて協議してまいりた
いと考えております。
○議長（喜納昌春君）　座喜味一幸君。
○座喜味　一幸君　ぜひとも知事、空手形だとか話
クヮッチーだとかと言わないで、やれることを全部や
るというのが、普天間の危険性除去のためにやるとい
うのが、私は知事じゃなければならないと思っており
ますから、そういう話等もおろすべきところはおろし
て、しっかりと危険性の除去について、基地負担軽減
作業部会を開催しながらやれることを進めていただき
たい、そういう要望をして知事の決意を聞いて終わり
ます。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　座喜味議員の質問にお答えを
いたします。
　今定例会でも、私もしっかりと答弁させていただい
ておりますが、５年以内の運用停止というものは大変
重要なことであります。そして今の佐喜眞市長もそう
いうお考えでありますし、私どももその考えでありま
すから、御一緒して、協議会の開催とあるいはまた何
かにつけいろんなところに要請もしていきたいなと、
このように考えております。
○座喜味　一幸君　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
　　　〔仲田弘毅君登壇〕
○仲田　弘毅君　おはようございます。
　うるま市選挙区の仲田でございます。
　きのうは平成28年度の県立高等学校入学最終志願
者の状況が発表されました。そして、いよいよあした
は平成27年度の卒業式がとり行われます。１万3332
名の全日・定時の生徒の皆さん、そして通信課程の
150名の皆さんが夢と希望を持って、入学した学びや
を巣立っていきます。卒業を機に進学・就職に向かっ
て新たな進路の門出であります。どうか卒業生の皆さ
んが自分を信じて、将来に向かって頑張っていくこと
を御期待しております。私たちも、県議会の場から大
きなエールを送りたいと思います。
　それでは、通告に従い一般質問を行います。
　１、県財政について。
　県は、2016年度当初予算案が過去最大となる総額
7542億円になったこと、また政府は、内閣府の沖
縄関連予算が2015年度当初予算の3340億円から10
億円増額し3350億円になったことを発表しておりま
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す。概算要求の3429億円には届かなかったものの、
減額の大半は一括交付金であり、予算編成時、内閣府
はその理由を繰越額や不用額の多いことと指摘してお
ります。
　このような中で、概算要求には盛り込まれなかった
子供貧困事業に関する10億円が、島尻安伊子大臣の
折衝で予算化されたという経緯は特筆すべきものと考
えております。歳入で、自主財源である県税が前年
度比11.7％増の1173億円となっており、景気が拡大
し、法人事業税や個人県民税の伸びと消費税増税が大
きな要因とされております。歳入に占める自主財源比
率が当初予算で31.4％、前年度より1.4ポイントも改
善しているとはいえ、九州の37.5％や全国の45.4％
と比較いたしますと、まだまだ低く依然として国庫に
頼ることが大きいことは言うまでもありません。収支
不足のため主要３基金も取り崩しており、なお一層の
行財政改革が求められております。
　そこで伺います。
　(1)、自由度の高い一括交付金が、2015年度の当初
予算比で0.3％減の1613億円となり、２年連続減額と
なった理由を伺います。
　(2)、県の裁量が大きいと言われるソフト事業は、
2015年度と同額の806億円の計上ですが、これまで
繰り越しや不用額が最も多く、2014年度は繰越額が
182億円、実に22％、不用額が44億円となっており
ます。見解を伺います。
　(3)、通常、不用額に関しては減額の対象とされま
すが、今後の予算執行率の改善に向けた課題と対策に
ついて伺います。
　２番、雇用問題について。
　本県産業は、医療・福祉や情報通信業に加え、観光
関連業全ての産業が好調に推移しているとのことであ
ります。また、沖縄労働局も、県内有効求人倍率の上
昇を発表し、県統計課も、県内完全失業率が前年比
0.3％減の5.1％に改善し、５年連続の減少になったこ
とが報道されております。このような現状の中、企
業・経団連は、大学生が対象となる2017年度、春入
社の就職活動で企業面接解禁を二転三転させ、変更を
行っており、県内志向・公務員志願が多いと言われる
本県大学生や企業（大企業・中小企業）を含め、混乱
がなかったか懸念されております。
　そこで伺います。
　(1)、就職協定の見直しについて。
　ア、学生、企業、地域社会への影響について伺いま
す。
　(2)、雇用環境について。

　ア、雇用の量から雇用の質、いわゆる非正規雇用か
ら正規雇用への改善はなされているのか伺います。
　イ、観光関連、サービス業等の分野が全国的にも離
職率が高いとの指摘があるが、県の意見を伺います。
　ウ、県は企業側の人材育成支援を行っているとのこ
とでありますが、どのような事業であるか伺います。
　３、農林水産業の振興について。
　(1)、ＴＰＰについて。
　環太平洋経済連携協定、いわゆるＴＰＰは、２年以
内の発効に向け、本格的な手続を経て、2018年の４
月以降の実施を目指すとしております。昨年10月に
大筋合意した協定文が確定し、我が国を初めＴＰＰ参
加12カ国の署名が去る２月４日に取り交わされまし
た。ＴＰＰは、太平洋周辺地域での貿易と投資の自由
化に加え、サービスや知的財産権などの規則やルール
などに基づいて実施される経済連携協定であり、発効
すれば国内総生産（ＧＤＰ）で世界の約４割を占める
新たな経済圏が誕生することになります。
　我が国においては、関税の即時撤廃や段階的な削減
により輸入が拡大し、特に農林・水産・畜産業が大き
な打撃を受ける可能性が指摘されており、本県では重
要品目の特例を国に要請してきた経緯があります。
　そこで伺います。
　ア、ＴＰＰの大筋合意がなされ、２年以内の発効が
予想されます。本県の基幹産業のサトウキビを初め畜
産等重要５品目に与える影響が懸念されるが県の考え
方を伺います。
　イ、精査して影響を受けることが予想される品目や
産業への応急的な措置や財政的な補助等の対策が必要
と考えるが、見解を伺います。
　ウ、国策とも言えるサトウキビと畜産などが主要産
業となっている小規模離島農家においては、換金作物
として離島定住政策に大きく寄与してきたことは、言
うまでもありません。見解を伺います。
　エ、離島経済の崩壊ということになれば、離島地域
における人口減少につながり、島の産業を守ることが
有人離島を守り、そのことが我が国の国境をしっかり
守ることにつながると思いますが、県の考え方を伺い
ます。
　(2)、農地中間管理事業について。
　農業従事者の高齢化に伴う後継者不足がこれまで幾
度となく指摘をされてまいりました。耕作放棄地や遊
休農地等の課題について、議論がなされてきたことも
もっともであります。本県の重要施策として、農地中
間管理事業を通して、新規就農者の支援や農地の有効
利用と経営効率化に向けてあらゆる事業が推進されて
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おります。
　報道によると、着実に拡大はしているようでありま
すが、借り受け希望者の面積確保には至っていない状
況と聞いており、今後の取り組みが待たれておりま
す。
　そこでお聞きします。
　ア、これまで、何度か同事業について質問させてい
ただきましたけれども、このたび、いま一度農家の皆
さんにわかりやすく農地中間管理事業制度の説明をお
願いいたします。
　イ、農地中間管理機構への農地貸し出しのメリット
は何なのかお伺いします。
　ウ、本県におけるこれまでの農地中間管理事業の実
績はどうなっているか伺います。
　エ、農地中間管理事業を推進する上で、課題と今後
の対策についてお聞かせください。
　(3)、日台漁業協定について。
　尖閣諸島周辺の漁業権について取り決めた日台漁業
協定は、1996年に協議が開始され2013年４月に締結
されております。次年度に向けて、操業ルール策定の
協議が来月３月に開催されるという報道であります
が、そこで関連の質問を行います。
　ア、漁業協定に関するこれまでの経緯について伺い
ます。
　イ、漁業者の安全操業や水産経営の安定化を確保す
るための取り組みを伺います。
　ウ、去る１月下旬、本県での事前会合が開催された
と聞いておりますが、協議内容について伺います。
　４、離島振興について。
　本県は、東西約1000キロメートル、南北約400キ
ロメートルと広大な海域を持つ全国で唯一の島嶼県で
あります。我が国の領海及び排他的経済水域の保全、
海上交通の確保、海洋資源の開発及び利用等に重要な
役割を果たしていることは言うまでもありません。離
島住民のライフラインを確保し、維持することは最も
大事なことであります。
　そこでお聞きします。
　(1)、離島地域の水道広域化について。
　ア、広域化に取り組むことになった要因は何か伺い
ます。
　イ、広域化に向けてあらゆる整備等が必要と考える
がどのような取り組みが必要なのかお聞きします。
　ウ、広域化することによる経営悪化の影響について
見解を伺います。
　(2)、離島航路の船舶支援について。
　ア、船舶購入支援の現状について伺いたい。

　イ、船舶更新支援内容について伺いたい。
　ウ、39の有人離島をカバーする16航路について、
今後の本県の課題と対策について伺います。
　エ、私たちうるま市における唯一の離島であります
津堅島、船舶更新時期が平成33年となっております
が、老巧化に伴う前倒し支援も可能なのか伺います。
　最後５番目になります。教育と子供の貧困問題につ
いて。
　(1)、教職員定数で、これまで財務省と文部科学省
との間で生徒数の減を理由に、教職員約４万人の削減
が発表された経緯があります。その件について、教育
長の見解を伺いたい。
　(2)、過去27年間、母県である本県から移住先のボ
リビア、コロニア・オキナワにおける子弟教育事業が
復活したとのことですが現状をお聞かせください。
　(3)、去る11月議会で質問した給付型奨学金が予算
化され、実現が図られることを評価したいと思いま
す。実施時期と内容について伺います。
　(4)、子供貧困問題について。
　ア、子供貧困の基準を伺います。
　イ、就学援助受給者の現状と制度利用についてお聞
きしたい。
　ウ、子供の貧困対策計画で、国、県、各市町村の果
たす役割を伺いたい。
　以上であります。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　仲田弘毅議員の御質問にお答
えいたします。
　雇用問題についてに関する御質問の中の、人材育成
支援の取り組みについてお答えをいたします。
　沖縄県では、全国と比べて離職率が高いことから、
その改善を図るためには人材育成が重要であると認識
しております。そのため、沖縄県では、若年者等に対
し、公共職業訓練施設等における職場訓練を実施して
いるほか、若年者ジョブトレーニング事業やおきなわ
企業魅力発見事業を実施しております。また、経営者
等に対しては、人材育成推進者養成講座や人材育成企
業認証制度を実施し、企業における積極的な人材育成
の取り組みを促進しているところであります。
　沖縄県としましては、引き続き求職者及び企業の人
材育成を支援する各種施策に取り組んでまいります。
　次に、教育と子供の貧困問題についてに関する御質
問の中の、給付型奨学金制度の実施時期等についてお
答えをいたします。
　全ての子供たちが生まれ育った環境に左右されるこ
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となく、ひとしく教育機会を享受することは、大変重
要であると考えております。
　沖縄県では、県外難関大学等への進学を推進し、大
学等進学率の改善を図るため、学年進行で最終的に
100名規模となる新たな給付型奨学金制度を創設いた
します。平成28年度は、平成29年度に大学へ進学す
る学生25名を対象に、奨学生の募集、決定を行い、
入学支度金30万円を給付し、平成29年度から奨学金
として月額７万円を給付いたします。
　そのほかの答弁は、副知事、部局長からさせてもら
います。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
　　　〔総務部長　平敷昭人君登壇〕
○総務部長（平敷昭人君）　県財政についての御質問
の中の、一括交付金の減額の理由についてお答えいた
します。
　平成28年度の一括交付金は、ソフト交付金が806
億円で前年度と同額となり、ハード交付金が807億円
で前年度に比べまして約4.7億円の減となっておりま
す。しかしながら、ハード交付金につきましては、平
成27年度の国の補正予算におきまして、同額の4.7億
円が措置されており、これを加えますと実質的に前年
度並みが確保されているところであります。
　次に、ソフト交付金の不用額及び繰越額の見解と改
善策についてお答えいたします。１の(2)と１の(3)は
関連いたしますので、恐縮ですが一括して答弁をさせ
ていただきます。
　ソフト交付金につきましては、効果的・効率的な活
用の観点から、不用額や繰越額の縮減に取り組む必要
があると考えております。
　県といたしましては、執行率の向上に向け、本年度
より各部局間の連携及び執行管理体制の強化を図るた
め、執行管理連絡会議を設置し、交付決定前の入札準
備手続の徹底、各四半期ごとの執行調査、年度途中の
事情変更などを踏まえた他の事業への振りかえなどの
取り組みを行ったところであります。また、平成28
年度に向けた対応としまして、予算編成段階におい
て、事後評価結果や各事業の過年度、去る年度の執行
状況を踏まえ精査し、計上したところでございます。
今後とも、全庁挙げて不用額及び繰越額の縮減に努
め、同交付金の有効活用を図ってまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　雇用問題についての
御質問の中の、就職協定見直しの影響についてお答え

いたします。
　平成27年度卒業予定の大学生等から、就職・採用
活動開始の時期が変更されました。その影響について
は、学生の学修時間が確保できたと評価する一方で、
就職活動の期間が実質的に長期化し、負担が大きく
なったとの声もありました。また、早期に採用活動を
行った中堅企業等においては、学生の辞退が多くあっ
た等の課題が指摘されております。来年度は、今年度
の課題を踏まえて、採用選考活動開始を６月１日以降
とすることが決定されたところであります。
　沖縄県としましては、今後とも学生等の就職活動の
時期をめぐる動向を注視するとともに、大学生等の就
職支援に引き続き取り組んでまいります。
　続きまして、非正規雇用から正規雇用への改善につ
いてお答えいたします。
　総務省が発表した平成24年就業構造基本調査によ
りますと、沖縄県の雇用者全体に占める非正規雇用者
の割合は、44.5％となっており、平成19年の前回調
査から3.7ポイント上昇しております。また、全国は
38.2％で前回調査から2.6ポイント上昇しており、沖
縄県、全国ともに非正規雇用の割合が上昇傾向にあり
ます。
　次に、離職率の高い分野に対する県の考え方につい
てお答えいたします。
　平成24年就業構造基本調査によりますと、沖縄県
の離職率は6.7％で、全国の5.0％と比べ高くなってお
ります。業種ごとの離職率については、就業構造基本
調査で集計されておりませんが、宿泊・飲食サービス
分野の雇用に関する状況について、沖縄労働局の資料
によりますと、非正規雇用の割合が71.0％と全産業
の44.5％と比べて高い状況にあります。また、雇用
形態や年収等の満足度が低い状況にあることから、宿
泊・飲食サービス業の雇用環境は総体的に厳しいこと
がうかがえます。従業員の定着率の向上のためには、
非正規労働者の正規化を初め雇用環境の改善など、雇
用の質を高めることが重要と考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　農林水産業の振興に
ついての御質問の中で、ＴＰＰの本県農業への影響と
対策についてお答えいたします。３の(1)アと３の(1)
イは関連しますので一括してお答えいたします。
　ＴＰＰ協定で示された関税の即時撤廃や段階的な削
減、輸入枠の拡大等が実施された場合、本県農林水産
業において、長期的にさまざまな影響が懸念されま
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す。１、畜産については、肥育素牛である子牛の輸入
増加に伴う県内子牛取引価格の低下、及び安価な牛
肉・豚肉の輸入増加による県産食肉価格の下落等が想
定されます。２、サトウキビについては、糖価調整制
度が維持されるため、サトウキビ生産に特段の影響は
見込みがたいものの、安価な加糖調製品の輸入増加に
伴う制度の安定運用への支障が想定されます。
　そのため、県におきましては、平成27年度補正予
算案及び平成28年度当初予算案において、農林水産
分野におけるＴＰＰ対策の経費を計上しているところ
であります。また、昨年11月25日に、国のＴＰＰ総
合対策本部において決定された総合的なＴＰＰ関連政
策大綱の中で、平成28年秋を目途に政策の具体的内
容を詰めるとされていることから、今後とも国の動向
を注視しながら、関係団体と連携の上、時期を逸しな
いよう適切に対応してまいります。
　次に、離島地域における農林水産業の振興について
お答えいたします。３の(1)ウと３の(1)エは関連しま
すので一括してお答えいたします。
　本県離島地域におきましては、サトウキビや畜産な
ど農林水産業の果たす役割は大きく、主要な産業とし
て定住化に大きく寄与していると考えております。
　県としましては、ＴＰＰの影響により、離島地域の
農林水産業の発展が阻害されることがあってはならな
いと考えており、引き続き離島地域における農林水産
業の振興を図ってまいります。
　次に、農地中間管理事業についてお答えいたしま
す。
　農地中間管理事業とは、農地を集積して担い手に貸
し出し、農地の有効利用や経営の効率化を進めるため
の制度となっております。具体的には、県知事が、県
農業振興公社を農地中間管理機構として指定し、信頼
できる農地の仲介機関として、同機構が高齢農家等か
ら農地を借り上げ、また、公募により選定した担い手
へ農地を貸し付ける事業となっております。
　次に、農地中間管理事業への農地貸し出しのメリッ
トについてお答えいたします。
　農地中間管理事業への農地貸し出しのメリットとし
ては、１、賃料の徴収と支払いは、農地中間管理機構
が行うこと、２、農地借入契約期間終了時には、農
地所有者に確実に返還されること、３、借り入れた
農地は、借り手が見つかるまで最長で２年間適切に
管理し、その間の管理費・賃料は機構が負担するこ
と、４、出し手が機構へ農地を10年以上貸し付ける
など、一定要件を満たせば、賃借料とは別に機構集積
協力金の交付を受けられる場合があることなどがござ

います。
　次に、農地中間管理事業の実績についてお答えいた
します。
　借り受け希望農地面積に対して、出し手農地面積は
不足している状況にあることから、今年度より、農地
所有者との調整に当たる現地駐在員等を17名から25
名に増員しました。また、同事業の仕組みやメリット
について、県や市町村の広報誌への掲載や新聞、ラジ
オ、テレビなどを積極的に活用し、県民への周知を
図っております。その結果、機構が借り上げた農地面
積は、平成28年１月末現在で累計55.1ヘクタールと
なっており、３月末までには140ヘクタール程度の見
込みとなっております。また、機構から担い手への貸
付農地面積は、１月末現在で17.2ヘクタール、３月
末までには40ヘクタール程度の見込みであります。
　次に、農地中間管理事業の課題と対策についてお答
えいたします。
　農地中間管理事業を進める上での課題としては、農
地の出し手対策など全国的な課題に加え、預け預か
り、いわゆる闇小作が多いこと、相続未登記や不在地
主などによる農地権利の複雑さ、また農地条件の悪さ
などがあります。
　このため、県及び機構では、１、農地の掘り起こし
に当たる現地駐在員や農地調整員の充実と研修強化、
２、15市町村をモデル市町村として選定し、重点的
に農地の掘り起こし活動等をすること、３、県や市町
村の広報誌への掲載や新聞等マスコミの活用、４、さ
らには、農地整備事業との連携により、土地改良など
の面的な取り組み活動をすることなど、出し手対策を
強化してまいります。
　次に、日台漁業取り決めのこれまでの経緯と１月の
予備会合の協議内容についてお答えいたします。３の
(3)アと３の(3)ウは関連しますので一括してお答えい
たします。
　平成25年４月に合意した日台漁業取り決めについ
ては、これまでに日台漁業委員会を４回、日台漁業者
間会合を６回開催し、取り決め適用水域や特別協力水
域における操業ルール等について協議が行われており
ます。ことし１月に那覇市内で開催された日台漁業委
員会予備会合等においては、今期のクロマグロ漁期に
向けた操業ルールの見直し等について協議されまし
た。その結果、漁船の船間距離や水域の見直し等で結
論は出ず、引き続き日台双方で協議を継続することと
なりました。次回は、３月に開催される日台漁業委員
会において協議が行われると聞いており、県はこれに
先立ち、去る２月12日、漁業関係団体とともに、国
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に対し、同取り決めの見直し、操業ルールの改善及び
沖縄漁業基金の制度の運用改善等について要請を行っ
たところであります。
　県としましては、漁業関係団体や国と連携し、次回
開催の日台漁業委員会において、さらなる操業ルール
の改善等を強く求めてまいります。
　次に、漁業者の安全操業や水産経営の安定化の取り
組みについてお答えいたします。
　平成25年４月に合意した日台漁業取り決めの影響
を受ける本県の漁業者の経営安定を図ることなどを目
的として、公益財団法人沖縄県漁業振興基金は、沖縄
漁業基金事業を実施しております。その中で、外国漁
船操業等調査・監視事業により、漁業者が漁業活動を
行いながら外国漁船の操業などを監視する活動を支援
することによって、漁業者の安全操業や水産経営の安
定化に大きく寄与しております。
　県としましては、漁業関係団体とともに、沖縄漁業
基金の平成29年度以降の継続的な予算措置と制度の
運用等の改善を引き続き国に対し強く求めてまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企業局長。
　　　〔企業局長　平良敏昭君登壇〕
○企業局長（平良敏昭君）　離島振興についての御質
問の中の、水道広域化に取り組む要因についてお答え
いたします。
　沖縄県の小規模離島の簡易水道は、経営基盤・技術
基盤が脆弱な事業体が多く、現行の事業運営形態では
水道水を将来にわたって安定的に供給することが困難
な状況にあります。特に、沖縄本島周辺離島の簡易水
道は、水源水質の悪化や渇水による制限給水、沖縄本
島に比べ割高な水道料金、慢性的な赤字経営など多く
の問題が顕在化し、質、量、料金などの水道サービス
の地域間格差が生じ、定住条件確保の支障の一つにも
なっており、喫緊の課題であります。
　県では、この課題解決の有効な手段として水道広域
化を推進することとしており、企業局においては、沖
縄本島周辺離島８村への水道用水供給の拡大に取り組
むこととしております。
　次に、水道広域化に必要な整備等の取り組みについ
てお答えいたします。
　本島周辺離島８村の水道広域化は、沖縄本島と同様
に水道用水供給事業を展開し、水源から浄水処理、送
水までを企業局で担い、配水から給水までを村が担う
こととしております。水源や浄水場、送水管等の水道
用水供給に必要な水道施設は、各島内で整備すること

としており、既存施設の有効活用も図りながら、水源
水質等の特性に応じた適切な水道施設を整備してまい
ります。
　次に、水道広域化による経営への影響についてお答
えいたします。
　水道広域化の実施に伴って、当該離島村の水道収益
で費用を賄えないことから、経営状況は厳しくなるも
のと見込んでいますが、本島の観光用水量の増加等に
伴う給水収益の増加により、当面は、離島分の赤字を
吸収できる見込みであります。一方、中長期的には、
給水人口及び給水量の減に伴う給水収益の減少が見込
まれることから、料金改定など財源確保の検討が必要
となってくるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　離島振興についての御
質問の中の、船舶更新支援の現状と内容についてお答
えいたします。４の(2)アと４の(2)イは関連いたしま
すので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
　県では、離島の定住条件の整備を図るため、小規模
離島の赤字航路に就航する船舶の建造または購入費を
補助する離島航路運航安定化支援事業を実施しており
ます。本事業では、離島航路船舶更新支援計画に基づ
き、平成24年度から平成33年度までに16航路の船舶
更新を行うこととしており、平成27年度までに６航
路の船舶更新が完了しております。
　次に、船舶更新支援における課題と計画の見直しに
ついてお答えいたします。４の(2)ウと４の(2)エは関
連いたしますので一括してお答えいたします。
　県では、離島航路船舶更新支援計画に基づき、残り
の10航路につきましても着実に船舶更新を行ってま
いります。更新時期の前倒しなど計画の見直しにつき
ましては、船舶の老朽化の状況や地域ニーズ等を踏ま
え、県、関係市町村及び航路事業者で構成する沖縄県
離島航路確保維持改善協議会において検討してまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育と子供の
貧困問題についての御質問の中で、財務省の教職員定
数の削減方針についてお答えいたします。
　教職員定数につきましては、次年度は少子化に伴う
機械的な加配定数の削減は行うことなく、今年度を上
回る加配定数の改善が確保されました。近年、子供の
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貧困やいじめ、不登校等の教育課題が複雑・多様化し
ており、また、特別支援教育の充実などの教育ニーズ
が高まってきております。
　県教育委員会としましては、このような課題やニー
ズに応えるためには、教職員定数のさらなる改善が必
要であると考えており、引き続き全国都道府県教育長
協議会等を通して、国に強く要望してまいります。
　次に、ボリビアへの教員派遣についてお答えいたし
ます。
　ボリビア国への教員派遣につきましては、現地から
の強い要望を受けて、県教育委員会としても新たな支
援策を検討しておりましたが、今般ＪＩＣＡとの連携
により、現職教員特別参加制度において現職教員の派
遣を実現することができました。平成27年度は現職
教員を１名派遣しており、日本語の指導やウチナーン
チュのチムグクルの継承等に寄与しております。な
お、教員を受け入れたコロニア・オキナワでの喜びは
格別に大きく、当該派遣制度の意義の大きさを実感し
ているところです。
　次に、就学援助制度の現状等についてお答えいたし
ます。
　就学援助は、経済的理由により就学が困難な児童生
徒の保護者に対し、学用品費等や医療費、給食費を援
助する制度で、市町村の単独事業としてその実情に応
じて実施されており、平成25年度の県内の学用品費
等の受給者数は２万8566人、援助率19.65％となっ
ております。
　県教育委員会としましては、今後とも、就学援助制
度の周知の徹底や手続方法の改善等について意見交換
を行うなど、市町村と連携を図りつつ適切な実施に努
めてまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　教育と子供の
貧困問題についての御質問の中で、子供の貧困の基準
についてお答えをいたします。
　我が国の子供の貧困率は、子供全体に占める世帯の
等価可処分所得、いわゆる手取り収入が貧困線を下回
る子供の割合をいいます。この場合の貧困線は、可処
分所得を低い順から並べた場合の中央値の半分の額と
しており、直近の国の調査における貧困線は、122万
円となっております。本県の子供の貧困率の算出にお
いては、122万円にその後の物価変動を調整した126
万円を貧困線としております。
　次に、子どもの貧困対策計画で、国、県、市町村の

果たす役割についてお答えをいたします。
　子供の貧困対策に関する国、県及び市町村の役割分
担については、昨年12月１日に開催した沖縄の子供
の貧困に関する内閣府・沖縄県・市町村の意見交換に
おいて確認したところであります。これによると、市
町村は、子供の貧困に関する多くの事業を実施する主
体として積極的に対策に取り組むこととされておりま
す。また、沖縄県は、子ども貧困対策計画を策定し、
総合的できめ細やかな対策が講じられるようにするこ
ととされております。内閣府は、子供の貧困対策と沖
縄振興を推進する立場から、関係省庁と連携し、市町
村や沖縄県の取り組みを支援することとされておりま
す。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　御答弁ありがとうございました。
　まず最初に、島田部長、ＴＰＰについてお伺いしま
す。
　このＴＰＰ対策の予算が27年、28年に向けて対応
するということでありますけれども、例えばサトウキ
ビのトン当たりの価格は今現在、政府に要請陳情して
幾らになりましたでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　１万6420円です。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　この１万6420円という額は、従来
どおりの額というふうに受けとめてよろしいですか。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　昨年度の額と同額で
ございます。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　この１万6000円余りのトン当たり
の価格が、もし関税撤廃になりますとどれだけの額に
なりますか。
○農林水産部長（島田　勉君）　ちょっと休憩お願い
します。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前11時37分休憩
　　　午前11時38分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　これ前回、国が試算
したものに倣って県が試算したものでございます。全
額関税撤廃となった場合、甘味資源作物で直接影響額
が197億円減というふうに試算しておりました。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。



− 253 −

○仲田　弘毅君　部長、トン当たり、今もう国策とい
うぐらいサトウキビは基幹産業で頑張ってきたわけで
すが、その基幹産業であるサトウキビが１トン当たり
の価格が今関税でもって補塡されている、このような
状況です。関税が完全に取っ払われた場合の１トン当
たりの価格、これは国への要請陳情で据え置きという
形になってはおりますけれども、関税がもし完全に
取っ払われた場合には、どれだけのトン当たりの価格
になりますでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前11時39分休憩
　　　午前11時40分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　今トン当たりの影響
ということで、ちょっとどういう試算をすればいいか
よくわからないんですけれども、これまで出した試算
額は本県への甘味資源作物の影響はことしで全体を出
しているわけですから、そういう加糖調整制度がなく
なるという想定であれば、今のそういった交付金関係
の制度が維持できない、全く維持できないということ
になるんだろうと思います。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　我々がちょっと聞いた話では、今
２万1400幾らかというサトウキビのトン当たりの価
格は、関税が取っ払われるとトン当たり5000円ぐら
いにしかならないんじゃないかというお話を聞かせて
もらいました。そうなりますと、換金作物であるこの
サトウキビが、波照間、与那国で生産ができない、生
産しても子供の教育ができない。そうなってくると自
動的に無人化して、無人島になる可能性が大いにある
わけです。ですから、あと２カ年見ないとわからない
んですが、もし完全撤廃ということになった場合に、
ぜひ知事は、沖縄県のこの換金作物の一番メーンと言
われるサトウキビを、この価格補塡を国に訴えていた
だきたい。例えば、サトウキビは海外から入ってくる
ことによって大きなしわ寄せが来ますけれども、ある
意味では、同じ生産量であっても、トヨタ、日産、ホ
ンダに関しては莫大な利益を得るわけです。ですか
ら、このような国対国の貿易の中では、得意とする分
野とそうでない分野があることは間違いないんです
が、これは政治ですから、政治はもうかった者がそう
でないところにある程度補塡をするという、この考え
方もぜひ国に訴えていただきたいと。そのことがお互
いのこの39の有人離島をしっかりと確保し、国境の
島を守っていくことにつながるというふうに考えてい

ますのでよろしくお願いします。
　企画部長、フェリーについてでありますが、今33
年度、うるま市の津堅は２隻船を持っているわけです
が、これ対象になる船はどの船になりますか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えをいたします。
　対象となる船は、フェリーのほう、貨客船でござい
ます。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　担当の職員の皆さんからもそのお話
を聞かせてもらいましたけれども、今２隻あるフェ
リーと高速艇、このフェリーのほうが優先順位で、貨
客船というものが優先であるということではあるんで
すが、平成33年度予定に組まれているフェリーは、
まだまだ稼働も十分対応できる。問題は部長、高速艇
なんです。あの島の600名の有人島のこの急病人を運
ぶ高速艇が今老朽化しているわけですが、この順位を
フェリーと高速艇を入れかえることができるという方
策も考えられますか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　先ほども答弁いたしま
したように、基本的には小規模対象、この支援事業の
対象といいますのは、小規模離島でしかも赤字の貨客
船、フェリーを対象にするということが前提となって
おります。ただフェリーがなくて旅客船のみの小規模
離島航路では、生活物資もその旅客船で運搬している
ということがありますので、旅客船も補助対象としま
すけれども、今の御質問のように、津堅のように高速
船とフェリーがある場合には、まずは貨物が重要で
す。人の移動も大事ですが、物資の輸送も大事という
ことでフェリーを優先としてやっているところでござ
います。そういったことを前提として、協議会におい
て議論を行って、その優先順位は決めたということで
ございます。ただ、冒頭で答弁させていただきました
ように、この優先順位の見直し等につきましては、ま
た協議会の中でいろいろな、ちょうど中間年にも当た
りますので、いろんな評価の中で、意見を伺わせてい
ただいて議論するということでございます。ただやは
りこの前提がございますので、これを老朽化したこれ
が優先だということであれば、それは構成員の方々の
同意も得ないといけないということですけれども、そ
ういった地元の意見も聞きながら、事業者の意見も聞
きながら対応するということになろうかと思っており
ます。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　行政サービスというのは、やはり現
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場主義、現場の意見を聞くということも一番大切だと
いうふうに考えていますので、よろしくお願いしま
す。
　金城部長、就学援助受給者の問題で、この就学援助
の通達、通告、周知をさせる手だてというのはどうい
うふうにやっておりますでしょうか。
　教育長、大丈夫ですか。就学援助の通知。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前11時46分休憩
　　　午前11時47分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　就学援助制度の主な周知
方法ですけれども、各市町村によっていろいろ取り組
みの違いがございまして、例えば自治体の広報誌等に
この制度を掲載するのが23町村、それから毎年度の
進級時に学校で就学援助制度の書類を配布しているの
が21町村、それから教育委員会のホームページによ
る制度掲載、それから入学時に学校で就学援助制度の
書類を配布、それから各学校に対して制度を書面で通
知などの周知をしている市町村、ばらばらですけれど
もそういう形でやっているということです。
○議長（喜納昌春君）　仲田弘毅君。
○仲田　弘毅君　これ金城部長もぜひ御理解していた
だきたいと思いますが、今41市町村で就学援助の通
知をしっかりやっているところは50％しかないと言
われているんですよ。学校現場も行政側もそういった
周知をしっかりやる必要があるんじゃないかと思いま
す。提案という形でよろしくお願いします。
　教育長、昨年の文部科学省と財務省のこのやりと
り、９カ年間で３万9000人、約４万人の教職員を減
にするという報道を聞いてびっくりしたわけですが、
この職員定数、条例の定数というのは、標準と加配と
県単があるというふうに言われておりますが、この加
配定数、ただ生徒が減になったからそのまま減にする
のではなくて、今回教育長が頑張っていらっしゃるよ
うに、やはり加配定数というのもぜひ今後は、沖縄県
も含めて全国的に子供たちのいじめ、不登校等含め
て、加配教員の増を私たちが訴えていかなければなら
ないというふうに考えています。特に沖縄県は……
○議長（喜納昌春君）　まとめてください。
○仲田　弘毅君　少人数学級、30人学級、これ頑
張っていますので、将来それに向けてぜひ頑張ってい
ただきたいと思うんですが、教育長の見解をお伺いし
て質問を終わります。
○議長（喜納昌春君）　教育長。

○教育長（諸見里　明君）　今御指摘のように、学校
教育というのは、どんどんどんどん課題が山積して、
課題が膨れ上がる一方でして、今御指摘にありました
ように、いじめ、不登校それから少年非行とか、それ
から子供たちのメンタル面であるとか、スクールソー
シャルワーカーの活用とかも含めて、いろんな形で課
題が膨れ上がってきております。それから特別支援教
育の問題もですね。どうしても加配定数、私は必要だ
と思っておりまして、私自身も他の教育長たちと一緒
になって、文科省回ったり、それから国会議員の部屋
も回って要請活動してまいりました。これは絶対必要
だと思っておりますので、いろんな機会で全国教育長
協議会等を通して、今後とも積極的に加配をもっと増
大するような形でということで要請してまいりたいと
思います。
　以上です。
○仲田　弘毅君　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
　　　〔翁長政俊君登壇〕
○翁長　政俊君　こんにちは。
　一般質問を行います。
　まず、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、平成28年度、21世紀ビジョン沖縄振興計画は
折り返し地点を迎える。この間の行財政運営の課題と
改善点を伺う。
　(2)、自衛隊の任務に対する評価、先島諸島への自
衛隊配備に関して知事の賛否を問う。
　(3)、辺野古埋立承認取り消し訴訟の県の現状認識
について、また、和解勧告への対応を伺います。
　２、在沖米軍基地の整理縮小、返還を具体的にどう
進めるのか、計画と取り組みを伺います。
　３、畜産業に係るＴＰＰ対策について。
　(1)、北部振興策の一環として養豚業の生産基盤基
地を北部に集約することで、雇用、定住対策にもつな
げられます。北部振興総合プロジェクトとして推進し
てはいかがか。
　(2)、養鶏業界はＴＰＰや国内競争にさらされて危
機に瀕しています。県指導で県内業界を再編成し、協
業組合の設置や協同処理加工場の整備を促し、県の支
援のもとで推進する考えはないか伺います。
　４、離島振興について。
　(1)、離島児童生徒支援センター・群星寮が完成し
ました。入居状況と兄弟入居も可能か伺います。
　(2)、南部離島における県発注の公共事業中、島内
企業（久米島町）の受注率はいかほどか。また、地元
優先、地場産業育成策に配慮して対応されているのか
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伺います。
　(3)、久米島と本島間の交通コスト削減は島の死活
問題、小規模離島並みの支援策は打ち出せないか伺い
ます。
　以上です。
○議長（喜納昌春君）　ただいまの翁長政俊君の質問
及び質疑に対する答弁は、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。
　　　午前11時54分休憩
　　　午後１時21分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　午前の翁長政俊君の質問及び質疑に対する答弁を願
います。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　翁長政俊議員の御質問にお答
えいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、行
財政運営の課題と改善点についてお答えをいたしま
す。
　平成28年度は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の中
間地点に当たります。この間、沖縄振興一括交付金の
活用等により、従来の補助事業では対応が難しかった
離島振興、子育て・福祉分野及び人材育成分野のほか
産業振興分野について、集中的・戦略的に事業を推進
してまいりました。一方で、一括交付金については、
執行率の改善が課題となっております。
　沖縄県としては、同計画の後期５年に向けて執行率
の向上を図るとともに、事業を効率的・効果的に推進
し、これまでの流れを加速させ、県民生活の一層の向
上に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　知事の政治姿勢につい
ての御質問の中で、自衛隊の任務の評価と先島配備に
ついての御質問にお答えします。
　多くの離島を抱える本県において、緊急患者空輸や
災害救助など、自衛隊は県民の生命財産を守るために
大きく貢献しているものと考えております。自衛隊の
島嶼配備については、我が国の安全保障や地域の振
興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意見があ
るものと承知しております。
　県としては、自衛隊の配備については、地元の理解

と協力が得られるよう政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　次に、訴訟の現状認識及び和解勧告への対応につい
ての御質問にお答えします。
　代執行訴訟につきましては、２月15日に開かれた
第４回口頭弁論において知事の本人尋問が行われまし
た。本日２月29日に開かれる第５回口頭弁論では、
稲嶺名護市長の証人尋問が行われた後に結審する予定
となっております。これまでの裁判を通して、県の正
当性を主張・立証できたものと考えております。いわ
ゆる暫定案について和解が成立した場合、公有水面埋
立承認が取り消された時点の状態に戻るとともに、国
が埋立工事を停止する点にメリットがあるものと考え
ております。このため、去る２月15日の第４回口頭
弁論後に裁判所から和解案についての見解を求められ
たことに対し、県としては暫定案について、前向きに
検討する旨お答えしたところであります。いわゆる根
本案については、裁判所が公表を認めていないことか
ら、具体的な内容を述べるのは差し控えたいと思いま
す。
　次に、在沖米軍基地の整理縮小についての御質問の
中で、在沖米軍基地の整理縮小と取り組みについての
御質問にお答えします。
　沖縄21世紀ビジョンにおいては、基地のない平和
で豊かな沖縄をあるべき県土の姿としながら、基地の
整理縮小を進めることとしております。その実現のた
め、既に合意されたＳＡＣＯ及び再編に基づく統合計
画で示された基地の整理縮小を着実に進める必要があ
り、日米両政府に強く求めてきたところであります。
基地の早期返還は国の責務で行われるべきものであ
り、県は、引き続き軍転協とも連携し、あらゆる機会
を通じて基地の整理縮小を日米両政府に対し強く求め
てまいります。また、去る１月28日には、政府・沖
縄県協議会が開催され、政府からは菅官房長官、外
務・防衛大臣等が参加し、今後も引き続き基地負担軽
減と経済振興を議論していくことを確認しておりま
す。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　畜産業に係るＴＰＰ
対策についての御質問の中で、北部地域における養豚
施設の集約化についてお答えいたします。
　県内の養豚施設の現状は、豚舎周辺の都市化の進行
や施設の老朽化が著しく、経営を続けるのが厳しい状
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況となっております。
　県としましては、沖縄21世紀ビジョンの実現に向
け、養豚の生産振興は重要だと考えております。北部
地域における養豚施設の集約化につきましては、１、
移転候補地の選定、２、地元の同意取得、３、移転整
備に要する資金の確保、４、集約化による家畜衛生基
準の遵守などさまざまな課題があると思われます。
　県としましては、養豚関係団体を含む沖縄県養豚生
産対策推進協議会を平成27年10月に設置し、今後の
養豚のあり方について検討を重ねているところです。
　次に、県内食鳥業界の再編や共同処理加工施設の整
備についてお答えいたします。
　県内には現在食鳥処理場が２カ所ありますが、いず
れの施設も老朽化が著しく、施設の維持が難しくなっ
ております。県内食鳥業界を再編し、新たな食鳥処理
加工施設を整備することについては、１、協業化に向
けた取り組み、２、移転候補地の選定、３、地元の同
意取得、４、移転整備に要する資金の確保などさまざ
まな課題があると思われます。
　県としましては、食鳥処理施設の関係者と話し合い
を行い、今後の方向性について調整してまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、離島振興につ
いての御質問の中で、離島児童生徒支援センターの入
居状況等についてお答えいたします。
　離島児童生徒支援センターは、高校のない離島出身
者の経済的・精神的負担の軽減を図るため、高校へ進
学する際の生徒の寄宿舎と小・中・高校生等の交流拠
点としての機能をあわせ持つ施設として、平成28年
１月４日に開所したところであります。現在、高校
１・２年生11名が入寮しており、４月には新１年生
40名が新たに入寮する予定となっております。
　入寮者につきましては、市町村の意見を聞いた上で
内定を行うこととしておりますが、兄弟で入居するこ
とについて特に制限は設けておりません。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　離島振興についての
御質問の中で、久米島町における地元業者の受注率等
についてお答えします。
  久米島町に本店のある地元建設業者の県土木建築部
発注工事の受注率は、平成25年度は発注件数13件、
約４億4000万円のうち10件、約３億円を受注してお

り、受注率は件数で76.9％、金額で68.4％となって
おります。平成26年度は発注件数16件、約７億4000
万円のうち10件、約１億4000万円を受注しており、
受注率は件数で62.5％、金額で19.1％となっており
ます。平成27年度は、平成28年１月末現在、発注件
数11件、約２億9000万円のうち７件、約１億1000
万円を受注しており、受注率は件数で63.6％、金額
で39.2％となっております。離島における公共工事
の発注については、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、可能な限り分離・分割
し、地元企業の受注機会の確保に努めております。ま
た、離島地域においては、業者数が少ないことから、
平成23年４月より宮古島市及び石垣市を除く離島の
工事の指名については、発注ランク及び指名業者数の
緩和措置を設けております。
　今後とも、離島建設業者へ優先発注するため、工事
の難易度を勘案し発注方式の見直しも含めて検討して
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　離島振興についての御
質問の中の、久米島路線の小規模離島並みの支援につ
いてお答えいたします。
　沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業において、
那覇―久米島の航空路線につきましては、地域の活性
化を図る実証実験として、平成27年５月から交流人
口も新たに対象とし、約1.5割の運賃低減を図ってお
ります。小規模離島並みの支援につきましては、実証
実験における成果等を踏まえ検討していきたいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　それでは、再質問をさせていただき
ます。
　12月は私の質問が飛びまして大変残念だったんで
すが、知事にただすことがたくさんございまして、
きょうは楽しみにしてまいりました。
　それではまず、知事の政治姿勢の中から、順番を
ちょっとたがえますけれども、(3)のほうから質問を
いたしてまいります。
　司法判断に従うという発言についてでございますけ
れども、翁長知事は、私も行政の長で裁判の判断には
従うとお答えになりました。また、この場合、みずか
ら取り消すということですねと尋問されると、知事
は、はいというお答えをしております。一方で、国の
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反対尋問においては、代執行訴訟で敗訴した場合この
裁判には従うのかと問われ、知事は、はいと答えてお
ります。代執行訴訟の敗訴の場合、代執行訴訟でなく
てもみずからの判断で取り消すということができます
し、またそこが問われております。司法判断を尊重す
るという答えをされましたので、国の代執行を待たず
にみずから承認取り消しを取り消すのか、まずそこを
お聞きしたいと存じます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　ちょっと質問の趣旨が
わかりかねるところもあるんですけれども、知事が申
し上げたのは、あくまでも裁判所の判決が出た場合、
その判決に対して行政機関の長として当然ながらそれ
に従うということを申し上げたところでございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　そこで、翁長知事が考え方をちょっ
と明確にしていただくためには、仮に代執行で敗訴し
た場合、地方自治法の245条の８、６号の規定によっ
て、この裁判所から翁長知事に対して期限を定めて埋
立承認取り消し処分の取り消しを命じられることにな
ります。この期限までに知事が取り消しを行わなかっ
た場合、国交省が知事にかわって取り消しを行う。代
執行ができることになっています。代執行訴訟で敗訴
した場合、翁長知事は代執行が行われることを待たず
に司法判断に従ってみずからの判断で取り消すという
ことでしょうか。そこをお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後１時36分休憩
　　　午後１時36分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　先ほども申し上げましたように、裁判所から最終的
に判決が確定した場合はその判断に従うということ
は、対応としてはそのとおりでございます。具体的に
今議員のほうから第６号とかそれに基づいて命令が来
た場合どうするんだとか、あるいはそれに従うのかど
うかというそういう細かいところまでは今のところま
だ検討はしておりません。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　私は具体的にあるから聞いているん
だよ。皆さんに質問しているんですよ。（発言する者
あり）
　いやいや、これは質問が返ってこないからですよ。
いわゆるこの判断に従うか従わないか、これよくよく
聞いてよ。皆さんは最高裁で決まったものについて従

うと言っているのか、代執行で判断が出たら従うと
言っているのか、そこを明確にしてちょうだい。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　最高裁で最終的に確定
した場合はそれに従うという趣旨でございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　代執行を待たずに行う判断もありま
す。最高裁の判断を待たずにやれる取り消しもあるん
ですよ。皆さんが今最高裁の判断が確定したら取り消
すという答弁でございますけれども、つまり、上告を
予定しているので、最高裁で争っている間はみずから
の埋立承認取り消し処分の取り消しを行う考えはない
というふうに認識してよろしいですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　あくまでも最高裁の判
決が出た場合はそれに従うということでございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　その間、高裁から定められた期限が
過ぎ、代執行が行われることも想定しているというこ
とですか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後１時36分休憩
　　　午後１時36分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　先ほども申し上げまし
たように、あくまでも最高裁の判決が出た時点でその
判断に従うというのが県の姿勢でございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　要するに、知事としては代執行訴訟
で敗訴しても、高裁から定められた期限内に高裁の命
令にみずから従うことはないと。あくまでも最高裁ま
で争って確定判決が出た場合に限り司法判断に従うと
いう考えであり、実際にはそれ以前に代執行が行われ
ることを予期している。結局、代執行を待たずにみず
から取り消すということは行わないという判断だろう
と思います。そこで、もう一度尋ねますけれども、知
事みずから、高裁で敗訴した場合に、代執行に従う気
持ちはありませんか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　日本の裁判というの
は、最終的に最高裁で判決が確定した時点でその最終
的な判断が出るというシステムでございますので、私
どもとしても、その最高裁の判決を待って結論を出す
という姿勢でございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
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○翁長　政俊君　わかりました。
　それでは、次にこの和解勧告についてでございます
けれども、先ほども知事公室長から和解勧告について
の一連答弁がございました。この議会においてもです
ね。
　そこで基本的な事実関係からお聞きしたいと思って
います。
　第１に、この裁判所から提示された和解案について
は、裁判所から対外的に明らかにしないよう要請され
たとのことですが、それは事実ですか。まずそこから
お聞きしたいと存じます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　和解案は２つございま
す。いわゆる根本案とそれから暫定案、２つございま
して、このうち暫定案については公表してもよいとい
うことが裁判所からお示しいただいたので、その点に
ついては議会でも答弁させていただいております。た
だし、根本案については公表は許されておりませんの
で、それについてのコメントは控えているところでご
ざいます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　12日に県議会与党への説明の際、
県の弁護団は暫定案だけを説明したという報道があり
ますけれども、根本案は説明されなかったんですか。
その理由は何ですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　先ほども申し上げたよ
うに、根本案については裁判所のほうから公表を許さ
れておりません。したがいまして、県庁内部でも一部
の者しかその内容について承知しておりませんし、対
外的にもその内容については私どもも説明しておりま
せん。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　県議会会派によって、県が持ってい
る情報をある意味では格差をつけたというのはどうい
う意味ですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　格差という趣旨が
ちょっとわかりにくいんですけれども、私どもとして
は、この暫定案については公表していいという裁判所
のお許しが出ましたので、その点については与党の議
員の方々といろんな意見交換をすべきであろうという
ことでやったところでございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　次に、和解案の対応について伺いま
すけれども、県はこの暫定案について前向きに検討す

るということですが、前向きに検討するというのは、
要するに暫定案を受け入れるということですか。そこ
をはっきりしてください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　前向きに検討するとい
う意味やいかんという御質問でしたけれども、これは
その言葉どおりでして、前向きに肯定的に検討すると
いう趣旨でお答えしたところでございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　それと、国の代執行と審査請求を取
り下げると、知事が行った埋立承認処分だけが残るこ
とになります。国が取り下げる可能性があるというふ
うに理解していますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　国が取り下げる可能性
があるかという御質問でしたけれども、これはまさに
この和解案に対して国が受け入れるか、あるいは拒否
するか、あるいは条件をつけるかということだろうか
と思います。その点につきましては、私どもも情報は
入手してないので、本日の訴訟後の進行協議の中でそ
の旨が大体わかってくるのかなと見ております。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　次に、根本案については検討なさい
ましたか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　根本案について、私ど
も内容については説明することはできませんけれど
も、さまざまな検討はしております。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これ私が承知している話では、この
両案が示された中で、県がいわゆる暫定案のみを公表
したいということであったというふうに新聞報道でも
報じられておりますけれども、これは事実ですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　事実ではございませ
ん。私ども県は全てを公表するように裁判所に求めて
おります。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これはいずれはっきりすることです
ので、県は与党を含めて関係者との調整があるから、
暫定案のみを公表させてくれというように、県のほう
から申し述べたと。それを国も了解をしたというふう
に聞いておりますがいかがですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　全くの事実無根でござ
います。
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○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　それではですね……。
　ちょっと休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後１時45分休憩
　　　午後１時46分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　根本案でございますけれども、翁長
知事は埋立承認取り消しの撤回を求めて、国に移設後
30年以内の辺野古返還交渉を米国と協議するよう促
したものだ。両方痛み分けであり、私は裁判所の大岡
裁きだというふうに理解をしていますが、そこで知
事、2006年に稲嶺知事が公約に掲げたいわゆる期限
つき――代替15年の期限つきがありますね――これ
は当時の稲嶺知事の公約だったんですよ。そのとき
に、知事は期限つきを自分がのませたという発言をし
ているんですよ。ということであれば、今、国が裁判
所から示されたこの根本案については、検討する価値
があるし、条件さえのめれば受け入れることが可能だ
ということになりませんか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　根本案については、裁
判所から公表しないように言われております。したが
いまして、具体的にこの内容について議論することは
控えたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　あなた知事じゃないんだから、知事
に私は聞いているんだから。あなたが何で答えるのこ
れを。
　知事、どうですか。ここはですね、知事。きちっと
はっきりされたほうがよろしいんじゃないですか。こ
の間もいわゆる15年使用期限の条件がつきさえすれ
ば、いわゆる稲嶺さんのときは知事が中心になってこ
の政策をやってきた。いずれにしろ、国と県がずっと
いがみ合うんじゃこれ落としどころがないんですか
ら、どこかで落としどころをつけて基地の整理縮小を
やっていくための努力は必要ですよ。そのために国が
和解案の中で、使用期限の問題を持ち出して県と協議
するということになると、そこは協議する姿勢がござ
いますか。姿勢だけでも教えてください。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　御質問にお答えをしたいと思
います。
　今、根本案ということにつきましては、先ほど来公
室長が説明をしているとおり公表を禁じられておりま

す。それで、菅官房長官のいろんな記者会見を見まし
ても、根本案については禁止されているので発言は差
し控えたいということで国のほうも言っているわけで
ありますから、これを今話し合いをするとか、条件が
どうのこうのというようなことは今あり得るわけがご
ざいません。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　そこはきょう要するに結審がされ
て、そして和解協議を裁判所のほうから提示されて国
と話し合うことがこれから始まっていくと思います。
ただ、県としてはそういう前向きな気持ちがあるか
と、暫定案についてはそういう気持ちがあるというこ
とを議会でも公表しておりますし、この根本案につい
てもいわゆる報道で報じられているとおりであれば、
それから十分しんしゃくして、物事の方向性というの
は知事自体は持っているんじゃないですか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　裁判所が禁止をしていること
の意味合いを翁長議員がどういうふうに捉えているか
わかりませんが、県におきましても国におきまして
も、この件については全く外部と相談もできるわけで
もありませんし、こういったような意味合いでは、そ
の見通しなどを話しするようなことじゃ全くございま
せん。そういう角度でいろいろ質問をしたら結局は中
身がわかってくるというようなことになりますので、
これには一切いわゆる答弁ができないというふうに
思っていただきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　いや、あのね、私はこの沖縄の今の
基地の整理縮小を含めて、どうにか前に進めたいと正
直なところ思っています。ですから、知事もこの間、
この議会においていろんな答弁をされておりますけれ
ども、事を動かしていくということが大事ですよ。知
事はこれまで何と言ってきたかというと、いわゆる政
治は結果だと言われているんですよ。協議をし、妥協
をし、結果を出していく。そうじゃないと押し切られ
ていったんじゃ話にならぬということも知事はメディ
アの質問に答えて、発言をしておいでになります。そ
ういうことであれば、私はこの問題は、今知事が裁判
所のほうからこれは対外的に話すことはならぬという
ことで、枠組みがついているということでございます
ので、これ以上は突っ込みませんけれども、いずれに
しろ沖縄の基地の問題を前進させるということであれ
ば、そこはしっかりと受けとめて国と協議をしていっ
て、いわゆる妥協点を探りながら沖縄の基地を解決し
ていくという方向に私は変えていっていただきたいと
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こういうふうに思っていますが、いかがでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　今、国はいわゆる辺野古唯一と言っているわけであ
ります。そういう中で、どのような協議をするかとい
うことでありますが、ある意味では自民党県連さんが
辺野古を含むあらゆる可能性という柔軟性を持ってお
られるようでありますので、その意味では政権与党の
ある意味で資格といいますか、責任としてそういった
ようなものの意見を出したりされるのもいいのではな
いかとは思いますが、私どもからこういう形でここで
どうだああだというような話をすることは差し控えた
いと思っております。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　次に、米軍基地の整理縮小について
お伺いいたします。
　統合計画は知事は評価されていますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　ＳＡＣＯでありますと
か、あるいは再編に基づく統合計画でありますとか、
そういうものについては確実に進める必要があると考
えているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　これは当該市町村、基地が所在する
市町村との間に立って、沖縄の基地問題に積極的に知
事がかかわって解決をしていくという姿勢というふう
に捉えてよろしいですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　直接は、例えば、防衛
省さんなりがその地元の市町村に対しての説明がまず
求められるだろうと思っております。その中で、市町
村からあるいは国から県に対して協力というお話があ
れば、それはしっかりとお聞きしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　安慶田副知事、菅官房長官が５年以
内の実現に向けて辺野古容認の沖縄の協力が必要だと
発言したことについて、百歩譲って辺野古に移設する
とする、という発言が副知事からございましたけれど
も、この百歩譲ってというのはどういうことですか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　それには後段がありまして、それには10年もかか
りますよと。それで５年以内の運用停止のほうが安
全、それから危険性除去につながるんじゃないかとい
う話でありまして、そういう説明するという意味で
使った言葉であります。

○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　説明するにしろ、百歩譲ってという
仮説を立てるというのであれば、それは柔軟な姿勢が
おありになるというふうに私はそうとりますよ。どう
ですか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　私は官房長官に言った
のじゃなくて、これはマスコミでこの間聞かれたと
きに話したと思います。それは、ですからこの10年
間、要するに今国が唯一と言っている埋め立てをして
も10年かかりますよと。そして、５年以内の運用停
止、それからさらに危険性除去ということで佐喜眞市
長も誕生しましたと。そういうことで、この10年か
かってできるということを言うために、10年もかか
りますよ、百歩譲ってもということで言ったんであっ
て、何も私の姿勢が譲って認めるという話ではないと
いうことを御理解ください。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　５年閉鎖の問題についてはいろいろ
知事、副知事の答弁を聞いていると、私は何となく二
転三転しているような気がするんですよ。この５年以
内の運用停止について、知事はこれまで話クヮッチー
で空手形と言ってきたんですよ。空手形と言って、政
府を批判してきたんです。政府を批判してきて、これ
を普天間飛行場の返還の、いわゆる柱にするかのごと
く今回の議会で答弁をされております。これは、先日
安慶田さんが総理の答弁を持ち出して、発言をされて
おりましたけれども、これも選挙前の総理の発言を持
ち出してきて、その当時、皆さん何て言っていたかと
いうと、これは話クヮッチーで全く話にならんと信頼
できぬ話なんだと、５年以内なんていうのは。という
ことであれば、これを今になってどうして普天間返還
の柱にできるんですか。そこは明確に説明願います
よ。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　今、私たち県としては、
国がどういう姿勢でいるか、そして、県がどういう形
で５年以内に取り組んでいくか、そして、今度の宜野
湾市の市長選挙で佐喜眞市長が誕生し、宜野湾市民の
民意がどこにあるかということを考えて、今ここの議
事録を私は申し上げているのであって、今、谷垣幹事
長ですらはっきりとこう言っているわけですね。要す
るに、官房長官は、普天間基地の2019年までの運用
停止を目指すことを表明しておられますと。そして、
改めて沖縄基地軽減に向けての総理の決意をお伺いし
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ますということですよね。総理はそれに加えて、沖縄
県民全体のしっかり意思としてそれを捉えて、できる
ことは全てやっていきますということですから、これ
が安倍政権の基本姿勢ですと。さらに続けて、普天間
飛行場の５年以内の運用停止については、沖縄県より
本年２月から５年をめどにするという考えが示されて
おりますので、政府としてはそのような沖縄県民の考
えに基づいて取り組んでまいりますとそういう話なん
です。ですから、そういうことであります。答えまし
た。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　それは総理の言葉ですよ。これは総
理がこういうことを言っているんです。政府はそうす
ると言っているんですよ。そのことについて、翁長県
政は何て言っているかというと、これは話クヮッチー
なんだと。信頼に足りない、値しない。だから政府の
言っているこの発言等に関しては、全くこれに同調し
てはいけないということを選挙期間中もずっと言い続
けてきたじゃないですか。そこが大事なの、そこが問
題なのよ。であれば……（発言する者あり）
　待って待って聞いているの。
　そういうことであれば、前言を撤回してください。
信頼ができないなんて言ったことを取りやめる。信頼
して５年以内をお願いするということに変えるべきで
しょう。これは物の道理ですよ。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　５年以内の運用停止について
の私のいろいろな表現について、今翁長議員から御説
明がありましたけれども、これはもう私が当選をして
まず４カ月間お会いできなかったということですね。
それから、この５年以内の運用停止というものは、仲
井眞さんがこのいわゆる埋立承認をしてから翌年の２
月が起点とされているわけです。ですから、私が知事
になって、そして全てを私自身が賄ってきたわけじゃ
ないんですね。そのときに、仲井眞さんが知事のとき
に、アメリカのほうからもそんな話は聞いたこともな
いと、政府から申し出もないというような話がござい
ました。その間においてほかの大臣から起点を聞かれ
た場合に起点もないなどという話もあったんですが、
官房長官が起点はあるという話をされました。それか
ら私が知事になりましたら、これは辺野古に協力がな
ければ前に進む話じゃないという話があったり、中谷
さんは去年の３月に運用停止というのはどういうこと
かと言ったら、空に飛行物体が飛ばないということだ
と言いながら４月には過大な意見、そういう期待を持
たせてもいかぬからこれは政府の約束ではなくて、総

理と官房長官とのこの話し合いのものであるというよ
うな二転三転したものを見ながら、いわゆる70年間
の沖縄の基地の問題をいろいろ私はいろんな場面場面
でありますので、こういうのに過去に照らしながら、
それでは話クヮッチーになるのではないかということ
も話をしながら、なおかつ、しかし５年以内の運用停
止というのは、前知事が埋立承認に至った大きな柱で
すので、これについては守ってくださいよということ
も重ね合わせながら集中協議でも話をするんですが、
返事がないんですね。
　ですから、そういうことをしながらの宜野湾市長選
挙でもありますから、５年以内運用停止というのも私
どもは強く言いました。そうしたら、現職もそれにつ
いては辺野古とかそういうのには触れませんでした
が、これについては強く触れて、この前の報道でもワ
シントンに行く前には５年以内の運用停止しっかりや
りたいということと、それから、私を訪ねてこられた
ときも５年以内の運用停止の移設に関する協議会です
か、普天間の。それもぜひ開催してもらいたいという
ような話がありましたので、一緒にやっていきましょ
うという話をしたわけです。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　しゃべっていておかしくないです
か。
　なぜかというと、知事は去る代執行裁判のときにお
いても、この５年以内についてしゃべっているんです
よ。仲井眞さんの柱の、要するに承認をするときの柱
だったと今もしゃべったんでしょう。ということは、
この５年以内というのは、仲井眞さんのときのいわゆ
る受け入れのため、承認をするための柱だったんです
よ。柱ということを認めているんですよ知事は。であ
れば一緒に認めるべきじゃないですか。これだけ、５
年以内だけいわゆるつまみ食いして、これをやるべき
だというのは論理的に破綻していますよ。おかしな理
論。聞いていてわかりません、私は。柱になっている
部分をしっかり踏まえることが大事なんですよ。踏ま
えた中で、いわゆる５年以内をどうするかということ
を議論しないと、つまみ食いだけじゃ話にならないん
じゃない、これ。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今、翁長議員の立場から見る
とそういう話もできるかもしれませんけれども、仲井
眞前知事が承認をして、それから以降も動かないとき
にはそういったものについてのやはり批判といいます
か、政治の約束、公約みたいなものに対して話をする
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のは大変これは重要なことでありまして、おかしい
じゃないかと、そういうふうに約束をしたから承認し
たところもあるんじゃないかというようなことを政治
的に話をするというのは、これは皆さん方もよくやり
ますし、私も今日までやってまいりました。その矛盾
点とかそういうものを突くためには、そういう話をし
なければその意味合いがまた出てきませんので、これ
は私自身何の矛盾もなくその時点時点においての私の
政治判断、そしてその流れというようなものについて
の疑問、こういうものを話しながら今日に至っている
とこのように思っていただきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　もう一度議論を戻します。
　安慶田さんのこの間の発言、今議会においてもです
よ。随分政府のやってきたことを評価し始めているん
ですよ。要するに、５年以内を政府が頑張っている。
そして、ＫＣ130においてもきちっとそれを努力して
いる姿勢が見える。だから、信頼して私たちは政府に
やってほしいということを言っている。今言うよう
に、この５年以内、知事においても話クヮッチーで
あったけれども、それはもう一度評価をし直して、そ
こはきちっと政府にお願いしてみようとそういう路線
の変更につながっていませんか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　私が今申し上げているの
は、議事録として残っているのと前政権でもこれが移
設の条件だというような引き継ぎを、今聞きましたら
そういう話は表に出たことないという話でありました
ので、それでは私たちが今行政としてこの政府がどう
言ったかというのを言って、ただ、政府もそういう話
であれば、私たちはそうしたらそれを認めているわけ
ですから、佐喜眞さんもそうですから、沖縄県もそう
ですから、一緒になって取り組んでいこうという姿勢
であるわけです。
　以上です。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　またこれ話がもとに戻るんですよ。
だったら柱の部分をちゃんと受け入れなさいというこ
とじゃないですか。要するにこの５年以内の話クヮッ
チーの部分を取り消してくださいよ。前言取り消し、
そうじゃないとこれは話が前に進まないじゃないの。
前言取り消ししてちょうだいよ。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　この間の２カ年間のいきさつ
については、先ほど来の議論であります。

　これからのことでありますけれども、５年以内の運
用停止というものは、私たちはこのいわゆる今日まで
の経緯、今いろんな話クヮッチーの話もありましたけ
れども、これから５年以内の運用停止を求めていく
ことは大変重要なことだと考えています。これを話
クヮッチーという形で言ったということで、その話
クヮッチーというのは沖縄県の基地の問題全てにわ
たって私は話をしておりますので、いろんな約束事が
ありましたけれども、それが事前に守られなかったこ
ともたくさんあるわけですから、そういったような意
味合いの中で使ってきていますので、この件について
取り下げるというようなことは、これは沖縄の基地問
題の今日までの流れを説明するという意味では、大変
私からすると県民にも理解を得ていると思いますの
で、これを取り下げる気持ちはございません。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時６分休憩
　　　午後２時８分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　今、どの論点で話をされているのかよくわからな
かったものですから、今こうしてまたお答えをするわ
けでありますが、私のこの話クヮッチーの話はもう
大分なります。10年ぐらい前から話をしております
し、それから、これは官邸に行っても民主党政権時代
も話クヮッチーという話は官邸でやっています。です
から、いわゆる沖縄の基地問題はそういうふうにして
ないがしろにされてきたんですよという意味では、全
体的な視野で話をしている中で、この件の中でも話が
出てきたわけでありまして、こういった本当は、私の
……（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○知事（翁長雄志君）　発言では何もそこで今何か言
われるような筋合いのものはないぐらいこの基地の問
題、ホテル・ホテルの場合でもそういうふうに言われ
たとおりにはならなかったじゃないかとかいろんな話
をさせてもらっておりますので、今の指摘は私は当
たっていないと思っています。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　私は絞り込んで質問しているんです
よ。今議会でも５年以内の閉鎖については、いわゆる
空手形であり、話クヮッチーであったということを
ずっと答弁してきているじゃないですか、この議会に
おいても。そして裁判所でも話しているのよ。去る裁
判所でもこの話しているのよ。どうなっているの。
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（発言する者あり）
　そういう話じゃないでしょう。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
　どうぞ。
○翁長　政俊君　今質問したよ。（発言する者あり）
　今質問したよ、どうなっているかって。
○議長（喜納昌春君）　再度質問という格好になって
いますか。（発言する者あり）
　静粛に。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　さっきの私の説明でおわかりになりませんか。
○翁長　政俊君　わからないね。
○知事（翁長雄志君）　いろんな基地問題があった中
で、今言う話クヮッチーとか空手形というのは、５年
以内の運用停止だけで使っているという質問ですよ
ね。
　そうじゃないですよと、ホテル・ホテルのときも、
それから話クヮッチーという意味では名護市長選挙
で石破幹事長が500億円の振興策を持ってきた場合で
も、あのときも私は使っているんですよ。ですから、
私のこの話クヮッチーとかそういうものは、沖縄の基
地問題が今日まで来る経緯の中で、いわゆる大きな壁
があったときに、何かを出してその壁を乗り越えたら
その話はなかったことになったことも幾らかあるの
で、そういう意味でそういうのはどうでしょうかねと
言ってきている中にこの問題が出てきましたので、こ
こでも使わせてもらったということであります。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。（発言する者あ
り）
　静粛に。
○翁長　政俊君　これは話クヮッチーじゃなくてこれ
をウチナーグチで言うと、アンイネー　カンイーとい
う話ですよ、これ。アンイネー　カンイーという話で
しょうこれは、簡単な話が。もう少し、自分が裁判所
で発言した内容についても……（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
　質問中です。
○翁長　政俊君　責任を持ってきちっと答弁すべき
じゃないですか。この議場の中で議論してきたのはこ
ういうことですよ。宜野湾で市長選挙が終わった後
に、いわゆる５年以内の閉鎖が出てきた。特にこれは
今議会から出てきたんですよ。これまでもあった議論
ですけれども、これは一顧だにしなかった。なぜかっ
て言ったら、話クヮッチーだったからですよ。政府の
言うことなんか信頼できるかと全く歯牙にもかけな

い。これを選挙で利用してきたじゃないの。あんなも
のはうそ八百だと。宜野湾市長選挙で敗北して、そし
て初めて宜野湾の民意で佐喜眞さんが５年以内をやる
と言ったから、これを今持ち出してきて要求しようと
いう話じゃないの。そういう話ですよこれは。（発言
する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に、静粛に。
○翁長　政俊君　そういうんであれば、それは話
クヮッチーはいわゆる前言を取り消して、そういう中
で政府に要請をしていかないと、皆さんの誠意が伝わ
らないじゃないの。基地の整理縮小する気あるんです
か。政府と対峙するんですよ。それは、もう少しき
ちっと整理をする中で、きちっと要請するところは要
請する、これ信頼関係を持ってやらないとどうするん
ですか。あれだけ罵倒しておいて、これだけはやって
くれという話ですか。ここはもう少し明確にしてくだ
さいよ。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。（発言する者あ
り）
　静粛に。
○知事（翁長雄志君）　お答えいたします。
　そういう誠意のないやり方でという話をされました
が、もう一つまた別の側面からするとそういう無念な
思いも伝えないと、今日までの。この無念な思いも伝
えて初めていい形で話し合いができるんだというもの
もあるんです。ですから、この中で宜野湾市長選挙が
終わって、争点というものでは現職にはありませんで
したけれども、その現職のほうで私のほうにおいでに
なったときも５年以内運用停止、それから普天間基地
の負担軽減協議会、こういったようなものの中でもそ
れを訴えていくと言われておったんで、それは全く一
緒になれますのでやりましょうねということを話をさ
せてもらったわけであります。
○議長（喜納昌春君）　翁長政俊君。
○翁長　政俊君　知事、私どもは沖縄のこの基地をい
かに整理縮小していくかということに腐心しています
よ。辺野古だけ引っかかっていて前に進まぬという話
じゃないですよ。できるものからやっていく、それが
県民福祉につながっていくことですよ。ですから、政
府とやるときにはもう少しきちっと誠意を持ってやる
分はやっていくという形をつくっていかないと、表上
は顔で笑いながらテーブルの下で足を蹴り合っている
ようじゃ話にならぬですよ、これは。
○議長（喜納昌春君）　まとめてください。
○翁長　政俊君　今の状態がそういう状況ですよ。ぜ
ひ、是正を願います。
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　終わります。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　質問の前に、訂正をさせていただき
ます。
　通告の１と２は取り下げをいたします。
　４のしまくとぅば、２、我が党、３、沖縄観光コン
ベンション、この順序で行いますから、よろしくお願
いします。
　それでは、質問に入りますけれども、その前に申し
上げたいことがございます。
　私ども自民党県連は、県側の窓口に浦崎副知事を置
いて協議をしていくことを既に確認しております。そ
うですよね。このことは、翁長知事、安慶田副知事、
そして浦崎副知事が協議の上、浦崎副知事が自民党の
県議だったことから窓口になったものと聞いておりま
す。これまで、浦崎副知事には、数回私どもの会派に
足を運んでいただきました。私も雑談をした記憶がご
ざいます。私ども自民党県連は、浦崎副知事の来訪を
歓迎する立場であります。日程と協議内容を連絡いた
だければ、いつでも調整をさせていただきます。
　また、私ども自民党県連は、これまで翁長知事にか
わり県連役員が党本部に出向き、国の沖縄関係予算の
要請を行うと同時に、自民党県連４名の国会議員が各
大臣や安倍総理に強く要請活動を行ってきました。特
に、島尻沖縄担当大臣も政府の立場で強い交渉力で、
沖縄関係予算をつくってきたわけであります。平成
28年度からの貧困対策の10億円は、島尻大臣の頑張
りによるものと認識をしております。
　私どもは、翁長知事と選挙では対決をしていても、
県民のための予算づくりには力を発揮しております。
せんだっての本会議休憩中に、基地問題は共産党にと
申し上げましたけれども、翁長知事が県政の与党、国
政野党の政党や県議、国会議員と連携をより強くし
て、国に対して基地問題の解決を求めていくことが大
事であるという意味合いでございます。予算は自民党
県連、基地問題は革新政党、この役割分担は大事だと
私は考えております。
　次に、病院事業局長人事の件であります。
　総務部長は、交代という事実はない、報道がどうか
は申し上げにくい、局長がかわるということはないと
説明をしておりました。現病院事業局長の退任、あ
るいは後任の見通し、その件について２月11日の琉
球新報、これですね。（資料を掲示）　12日の沖縄
タイムス、写真入りで報道されたわけであります。２
月19日には、沖縄県公務員医師会から翁長知事宛て
に、病院事業局長任期中の解任に対する伺いが出され

ております。このような事実を踏まえて、私は、総務
部長ではなくて安慶田副知事がきちっと説明すべきで
はないかというふうに考えているわけですよ。翁長知
事が指名をした次期教育長予定の総務部長ですよ。こ
の人に、こういう説明をさせるというのは、翁長知事
にとってもマイナスじゃないですか。そうじゃないで
すか。そうであれば、ああいう話はなかったというこ
とであれば、教育長人事はどうやるんですか。教育長
もまだあと１年任期ありますよ。法律でもきちっと保
障されているんですよ。ですから、そういうふうなこ
ともあって、教育長人事もこういう形で報道されて
も、あれはなかったということであれば、教育長人事
もそのままにするかということになるわけですよ。こ
の教育長人事については、学校現場の教職員関係、非
常に不満が寄せられておりますよ。
　そういうことですから、私はこういうことはやっぱ
り総務部長ではなくて、知事や安慶田副知事が人事の
担当ですから、きちっとやるべきだということを申し
上げて質問に入りたいと思っております。この件につ
いては、答弁しないでくださいよ、聞いていませんか
ら。
　まず、しまくとぅばです。しまくとぅばの普及と使
用。
　(1)、しまくとぅばの普及及び使用の目的について
お願いできますか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時20分休憩
　　　午後２時20分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　県内各地域において受け継がれてきたしまくとぅば
は、組踊や琉球舞踊、沖縄芝居などの沖縄文化の基層
であり、しまくとぅばを次世代へ継承していくこと
は、重要であると認識しております。
　このことに鑑み、県においては、しまくとぅばの普
及・継承を文化行政の大きな柱と位置づけまして、計
画的に県民運動を展開していくこととしております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　次に、しまくとぅば担当参与の役割
と責任、お願いします。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　政策参与は、県政における重要課題の解決促進に資
することを目的に設置されております。知事が特に命
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ずる事項について調査研究し、知事に進言・提言する
ことを職務としております。
　しまくとぅばを担当されている照屋参与からは、県
教育委員会委員長の職に合った経歴やそのネットワー
クを生かして、各地域のしまくとぅばの保存継承など
について御助言をいただいております。また、このほ
か、沖縄空手の普及や中小企業の振興に係る分野につ
いても御助言をいただいているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　照屋参与は、平成26年９月にしま
くとぅば連絡協議会の会長という立場で、県や県議会
に陳情を出しておりますね。その内容について御説明
お願いできますか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時21分休憩
　　　午後２時21分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　平成26年
９月１日に、しまくとぅば連絡協議会のほうから県に
４点、１点目が、早急にしまくとぅばの保護・強化に
関する条例を制定すること、２点目に、実施基本方針
を策定すること、３点目に、学校教育へ導入するこ
と、４点目に、しまくとぅば教育センター（仮称）を
設置することの４つが陳情として上げられておりま
す。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　教育長、このしまくとぅばを教育に
導入する。この照屋参与、どういうふうな話し合いし
ていますか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　しまくとぅばの保護・強
化について、これは平成26年９月１日付で当時のし
まくとぅば連絡協議会の会長でございました照屋義実
さんから教育長宛て、教育委員会宛てに学校教育での
取り組みについてという文書が来ておりまして、それ
から、御質問の参与になって後、私はお会いしていな
いんですけれども、担当の義務教育課であるとかいろ
んな課長を初め、お会いしていると思います。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　このしまくとぅばの陳情の皆様方
が、沖縄県民は私的にも公的にもしまくとぅばを使用
する権利、しまくとぅばによる自己表現能力育成のた
めの教育を受ける権利、公的機関や社会的な場におい
てしまくとぅばで応対を受ける権利ということがござ
います。この３つの権利、これ沖縄県民持っているん

ですか。ちょっと説明していただけませんか。余り理
解できないんですね、お願いします。しまくとぅばを
使う、こういう権利は今沖縄にあるんですか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時24分休憩
　　　午後２時25分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　平成27年
９月15日付ということで、ＮＰＯ沖縄県沖縄語普及
協議会ほか３団体計４団体の連名で、しまくとぅば教
育センター設置についてという要請文が私どものほう
にも届いております。その中で、その要請者のほうか
ら先ほど照屋議員からございました内容について、そ
ういった個人的な権利を有することになるというふう
な記述がございます。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時25分休憩
　　　午後２時26分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　この要請文
の中で要請者４団体のお考えとして、そういった権利
を有することになるというふうに要請者は述べておら
れます。
　県のほうで、そういったことを権利と捉えているか
どうかということについては、これは私どものほうで
はそういった捉え方はしておりません。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これは、陳情者の照屋会長が県に陳
情を出して、この内容をもって権利があるよというこ
とをやって、しまくとぅばの教育を参与としてやろう
としているわけですよ。何が提案者ですか。今、役所
の中にいるんですよ。だから、これ説明を受けるのが
当然でしょう。どういう権利ですかという話ですよ。
ここを教えてください。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　要請者４団
体の中にしまくとぅば連絡協議会ございますが、現在
そこは会長職が不在で代行という形で、別の方が代表
の代行を務めておられるようです。参与につきまして
は、政策参与就任時に協議会の会長は退任したという
ふうに聞いております。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○照屋　守之君　議長、ちょっと休憩願えますか。休
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憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時27分休憩
　　　午後２時28分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　休憩いたします。
　　　午後２時28分休憩
　　　午後２時31分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　平成27年９月15日付で
県教育長諸見里明宛てに、今照屋県議から御指摘あり
ますように、１つ目が、私的にも公的にもしまくとぅ
ばを使用する権利と、２つ目が、しまくとぅばによる
自己表現力育成のための教育を受ける権利、３、公的
機関や社会的な場においてしまくとぅばで応対を受け
る権利、この３つの権利が来ているんですけれども、
先ほど前田部長からも答弁がありましたように、この
権利については、果たしてどうであるかというその検
討もまだやっていなくて、今、受理している段階でご
ざいます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　こういう余り県庁内部でもしっかり
権利という定義がはっきりしない。そういうふうな陳
情を出された会長が、今度は役所に入ってきて参与と
してそのしまくとぅばを進める、教育に導入する。こ
んなことができるんですか。
　しまくとぅばはやっぱり家庭、地域ですよ。宮古も
八重山も。だからこれを教育に導入する。今、県庁
見てください。１階から10階まで、ティーチ、ター
チ、ミーチ、ユーチ、トゥーとありますよ。何で11
階から上はないんですか。こういうふうなものも決
まっていないのにどうやって教育に導入するんです
か。こういうことをきちっと整理して、本当にしまく
とぅばで、アンシェー　ナーファの方言でやるのか、
宮古でやるのか、八重山でやるのか、沖縄県全体それ
でやるのかというふうなことも含めて、三役できちっ
とやっていただかないと、なかなか大変なことです
よ。
　今は、参与として、こういうみずから陳情したしま
くとぅばを教育に導入をする、そういう立場にいると
いうわけでしょう、そうですよね。それを期待してい
るわけですよね、翁長知事は。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　先ほどもお答えしたと
おり、参与というのは、知事に対して提言・進言をす

ることを役割としておりますので、しまくとぅば、あ
るいは空手、あるいは中小企業に関しまして、照屋参
与からはその専門的知見から知事に対する提言などを
いただいているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから大変なことですよ。教育の
カリキュラム、法律で決まっているんでしょう。こう
いうふうなものをわかっていながら、これ教育に導入
する。これは非常に厄介な問題が起こってきますよ。
教職員組合なんかもう大変なことになりませんか。沖
縄の教育大変なことになりますよ。
　ところで、参与の報酬というのは幾らですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　日額で２万7000円となっております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これは、日額というと、１時間勤め
たらどうなりますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。（発言する者あ
り）
　静粛に、静粛に願います。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　これは日額ですので、
何時間だろうと２万7000円ということになります。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これはじゃ、20日間でも１カ月も
丸々勤めるということはできるわけですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　規定上は、月のうち
16日以内となっております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　じゃ、月にすると２万7000円掛け
る16日、どのぐらいになるんですか。四十四、五万
ぐらいになりますか。そういう計算になるんですか
ね、教えてください。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時35分休憩
　　　午後２時35分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　２万7000円掛ける16
日という御質問でしたけれども、それを単純に掛ける
と43万2000円になりますけれども、実際には来た日
数で計算しますので、大体12日ぐらいということに
なっておりますので、予算はこれより少ない金額で計
上しております。
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○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ということは、40万、年間400
万ぐらいのことになるわけですね。１時間でも２万
7000円、１日２万7000円で10日間来たら10時間で
27万、すごい報酬ですね。
　これちょっと確認したいんですけれども、私、日刊
建設工業新聞持っていて、県営の伊覇団地を最近１月
18日に工事が受注されたということがあって、照正
組さんがとっておりますね。この照正組と参与の関係
はどうなっていますか。
　土建部長、教えてください。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時37分休憩
　　　午後２時39分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　照屋氏は、現在、株式会社照正組の代表取締役社長
でございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　参与としてこういうふうにその勤務
日数によって違いますけれども、四、五十万、年間
500万近くもらう立場にある、工事を受注する立場に
ある、これが県の内部にいる。知事に相当影響力を持
つ立場の人間。普通、参与であれば、そういう利害関
係のないような方を選んで、県民に不信感を与えない
ようにするのが役所の行政じゃないですか。50万、
これだけもらってこれ３億余りの工事じゃないです
か、受注は。３億1970万ですよ、どういうことです
かこれ。普通決めませんか、参与だったらこういう形
でと言って。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
○総務部長（平敷昭人君）　政策参与は、地方公務員
法上の特別職という形で位置づけられていまして、そ
の場合に法律上特に兼職というんですか、それが禁止
されているということではございません。ただ、たし
か参与が以前教育委員でいらしたときには、そういう
問題があるということで、会社のそういう職を一旦退
いていたということがあったかと思いますが、そうい
う意味では、現在政策参与であることと、そういう会
社の役職でそういう請負関係にあることに関しては、
禁止規定はないと理解してございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　禁止規定がなければこういうことを
やっていいんですか。四、五十万も参与としての報酬
があり、また別途で独自の事業で県から受注する、建

築も土木も関連会社が受注するそういうふうな仕組
み。それをわかって意図的に翁長知事はやるわけで
しょう。ちょっと説明してくださいよ。県民納得でき
ませんよ、こんなやり方は。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時42分休憩
　　　午後２時44分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　照屋参与の職業と、この参与という職務との関係や
いかんという御質問でございました。
　参与の方々は、それぞれ今まで任命された方々も、
それぞれは仕事をお持ちになりながら、なおかつ参与
という職を務めていただいております。例えば、大学
の先生でありますとか病院の先生でありますとか、そ
ういう仕事をしながら参与という仕事をしていただい
ております。
　照屋参与は、確かにこの建設業の社長をしておりま
すけれども、現在の職務、しまくとぅばの普及であり
ますとか、その件については、建設業と特に関係があ
るものではございませんので、この取引の公正性、あ
るいは入札の公正性にそのことで影響を与えるもので
はないと考えております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　当たり前の話じゃないですか。これ
は、わかり切ったことですよ。でも、そういうことは
いけないでしょうと、好ましくないでしょうという、
それを伝えておきます。
　次に、我が党の代表質問との関連、具志孝助議員の
普天間飛行場の移設問題について。
　昨年12月15日、角川発行の著者翁長雄志知事の
「戦う民意」の本の内容は、基地問題の歴史、背景、
現状を中心に書かれていると思っております。普天間
飛行場の返還や辺野古をつくらせない、この問題の解
決に「戦う民意」はどのように役に立つか知事の見解
を伺います。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋守之議員の御質問にお答
えいたします。
　「戦う民意」についてでありますけれども、米軍基
地の問題は沖縄県にとって宿命的な課題であります。
戦後27年間に及ぶ米軍統治下において、銃剣とブル
ドーザーによる接収と呼ばれた民有地の強制接収など
によって、沖縄県に広大な米軍基地が形成され、戦後
70年を経た現在もなお、国土面積の約0.6％である本
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県に約74％の米軍専用施設が存在をしております。
　私は、日米安全保障体制の必要性は理解をしており
ます。しかし、日本の安全保障が大事であるならば、
米軍基地の問題は日本国民全体で考えるべきでありま
す。これまで私たちはみずから持ってきたわけではな
い基地を挟んで、経済か平和かと厳しい選択を迫られ
てきました。今後は、保守対革新という既存の構図か
ら脱却し、未来を担う子や孫のために誇りある豊かさ
をつくり上げ、引き継いでいくことが重要であると考
えております。平成26年の一連の選挙では、辺野古
新基地建設に反対の候補が連勝をし、沖縄県民の民意
を示しました。
　私は、このような沖縄の米軍基地の歴史的経緯や沖
縄の民意を、県内外の皆様に広く理解し議論をしてい
ただくための一助として「戦う民意」をあらわしたも
のであります。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この「戦う民意」の140ページから
141ページ「日本の自立、沖縄の自立」の項目です。
141ページ原文のまま紹介します。「仮にでも想像し
たくありませんが、もしもＢ52が嘉手納基地に墜落
したら、あるいは沖縄国際大学に再びヘリが墜落した
ら、辺野古問題は一気に「解決」するでしょう。もう
二度と沖縄に新たな基地ができることはないからで
す。　アジアの安定、日米安保という理念は、事故一
発で吹き飛びます。（中略）事故という不可抗力で米
軍基地が取り除かれた後に、では日本は安全保障をど
う考えるのでしょうか。」とあります。これ原文のま
まですね。私は、ここの部分を何回も読み返しまし
た。何度も何度も読み返したけれども、「Ｂ52が嘉
手納基地に墜落したら、あるいは沖縄国際大学に再び
ヘリが墜落したら、辺野古問題は一気に「解決」す
る」と書いてあります。何度も読み上げました。
　私は、想像したくありませんけれども、翁長知事は
普天間飛行場の返還や辺野古をつくらせないを実現す
るには、Ｂ52が嘉手納基地に墜落、あるいはヘリが
沖国大に墜落する、そうしたら辺野古問題一気に解決
するというこういうふうな表現です。これは堂々と御
自身の主張を本に書いて著者として全国にアピールす
るという、ここは私は疑問を持っておりますけれど
も、墜落事故が発生したら「辺野古問題は一気に「解
決」する」。この翁長知事の主張をぜひマスコミの皆
さん方もぜひ全国に広げていただいて、この基地問題
ともに考えていきたいというふうに考えております。
　47ページにもあるんです。「普天間基地周辺にオ
スプレイが落ちたらどうなるか。日米安保などいっぺ

んに吹き飛びます。」と書かれております。私は、県
民の命とか財産が心配なんです。ここで知事は、日米
安保が気になる主張をしているわけです。
　2015年ジュネーブの国連の理事会で演説をしまし
た。あわせてサイドイベントがありました。そこで翁
長知事がこの基地問題の真犯人は誰だという、世界に
訴えております。私は、この真犯人の手がかり、この
本の中にあるような気がしていて、非常にこの本を読
んでいて、翁長知事が基地問題を解決するのにこうい
うふうなことを考えているんだなということがうかが
い知れて、非常によかったというのか、残念というの
か、そういうふうな気持ちであります。
　議長、ちょっと休憩お願いできますか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時49分休憩
　　　午後２時50分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　次に、３点目の沖縄観光コンベン
ションビューローの運営についてであります。
　平成27年度決算で約3700万円の赤字決算との予測
が出されております。その要因、背景、運営、責任体
制についてお伺いします。お願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時50分休憩
　　　午後２時50分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　沖縄観光コンベンションビューローが昨年末に行っ
た決算見通しでは、年度当初の嘱託職員の増員による
人件費の増加などにより、約3717万円の赤字が見込
まれておりました。その改善に向けて収益事業の見直
し等を行ったところ、約26万円の黒字見込みとなる
ことが２月23日に開催された評議員会で報告をされ
ております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　部長、何で3700万の赤字が２月
１日に報告されて、２月19日に県議会の一般質問の
通告があって、23日。これ二、三日しかないですよ
ね。この3700万が26万円黒字になるということは、
三千七、八百万近く一気にこの20日間、あるいは
三、四日で数字が変わっているんですよね。これどう
いうことですか。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
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○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　昨年末にそ
の月次の決算、11月末締めで決算見込みを出したと
ころ、先ほど答弁いたしました3700万余りの赤字が
見込まれたということでございました。それが昨年末
の話ですのでビューローのほうで――その前に、その
原因としましては、収益事業、沖縄コンベンションセ
ンターなどの収入の減、それから先ほど答弁いたしま
した嘱託員の増員による人件費等の増などがあった
と。それを受けて、ビューローのほうで観光施設の
収入の見直し等々いろいろ緊急に取り組みましたと
ころ、12月末段階で改めて締めますと、その段階で
834万円まで赤字が縮小できる見込みとなったと。こ
ういったことを受けまして、去る２月１日の理事会で
3717万円の赤字見込みがありましたが、取り組みを
して縮減に向けているということで報告があったわけ
でございます。
　引き続きビューローにおいては、観光施設の収入の
再度の見直し等をやりました結果、１月末時点の締
めでは先ほど答弁いたしました約26万円の黒字見込
みとなったということを23日の評議員会で報告した
と、そういうふうに聞いております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これは、極めて不正常、まともで
はありませんね。こんな報告をする今の経営状況で
すよ。沖縄観光コンベンションビューロー、これ最
悪ですよ。4300万、その前の経営陣は、平成28年３
月までの4300万黒字という見込みで、これが11月に
3700万赤字、どういうことですか。前の経営をやっ
ていれば、そのまま4300万黒字を計上されるんです
よ。異常な経営じゃないですか。おかしくない、何が
原因ですか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時54分休憩
　　　午後２時55分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　当初は、照
屋議員からございました黒字予算ということで見込み
をされておりましたが、その後、嘱託職員の増員、こ
れは全部で７名増員されておりますが、うち４月から
５月にかけての増員、いわゆる新体制の前の増員が５
名、その後が２名ということで計７名。そういった部
分の人件費の増であったり、それから正職員を４人ほ
ど採用しておりますが、当初予算の段階で１人分の人
件費のみ計上しておったということもあったようでご
ざいます。そういったこと、それから沖縄コンベン

ションセンターにつきましては、ことしの３月――平
成27年度末になりますが――に予定されていた大型
催事がキャンセルになったといったことなどが生じ
た結果として11月末段階で3717万円の赤字見込みと
なったということで説明を受けております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　23日の臨時評議員会の議事録を出
してみてもらえませんか。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄観光コ
ンベンションビューローに確認をいたしましたが、評
議員会は従前非公開で行っているということで、議事
録の公表は行っていないということでございました。
○照屋　守之君　議長、ちょっと休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時56分休憩
　　　午後２時56分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　先ほどお配りしました財団法人の法
律ですね。このちょっと薄いもの、これは一般財団法
人に関する法律です。第193条「議事録を作成しなけ
ればならない。」、「評議員及び債権者は、一般財団
法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をす
ることができる。」、書面をもって請求することがで
きる、これ法律で決まっております。
　どうなっていますか、これは。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時57分休憩
　　　午後２時58分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄観光コ
ンベンションビューローに確認しましたところ、議事
録は現在作成中と聞いております。
　今照屋議員からございました、評議員及び債権者
は、一般財団法人の業務時間内は、いつでも議事録の
公開に関する、閲覧に関する請求等することができる
とございますので、議事録ができ次第そういった対
応、もしそういう請求があった場合にはそういうふう
に対応されるものと考えております。
○照屋　守之君　休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時58分休憩
　　　午後２時59分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
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　照屋守之君。
○照屋　守之君　評議員としてのこの法律は皆様方は
わかっていませんね。その認識はなかったわけです
ね、今まで。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　この条文に
ついては、承知をしておりました。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　違法行為を容認するんですね、皆さ
ん方。この法律があってそれに沿って運営しているん
ですよね。恐ろしいですね。
　先ほどの数字の件です。
　この新聞報道を見ておりますけれども、この常務が
今回赤字3700万なんだけれども、今期の経費を次に
先送りしてやるという、そういうことをやっています
ね。これ、堂々と書いてあります、新聞に。これ犯罪
じゃないの、粉飾決算。これ大変な問題じゃないです
か、こんなことができるんですか。皆様方これを見
て、こういうふうな経営が本当にできるのかという評
議員とか理事、あるいは副知事、こんなことが本当に
できるんですか、現実的に。どうですか。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄観光コ
ンベンションビューローによりますと、当初予算では
黒字予算を編成する中で修繕費用についても計上して
おりましたが、昨年12月末時点において、先ほど答
弁いたしましたように、赤字決算が見込まれたことか
ら次年度以降に執行しても支障がない修繕費用などに
ついて見直しを行ったというふうなことでございま
す。
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時１分休憩
　　　午後３時２分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　当初予算で
予定していた修繕について次年度に繰り延べて、次年
度予算を改めて組み直して、そこで執行するというふ
うなことと聞いております。
○照屋　守之君　ちょっと待って、ちょっと待って。
議長、休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　まだ休憩していないよ。
○照屋　守之君　済みません。これお願いします、休
憩してください。
　ちょっと確認、確認ですよ、これは。確認です。

○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時３分休憩
　　　午後３時４分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　この修繕に
ついては、今年度は何ら着手をしていないということ
でございます。契約もしておりません。ですから、今
回はそういった意味で、それを来年実施するというこ
とで来年度予算で改めて……（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　計上して執
行するということであります。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。（発言する者あ
り）
　静粛に願います。
○照屋　守之君　これは部長、そういう意味じゃない
んですよ。この経費の計上を来年に先送りする。先送
りするから、次は次年度が赤字決算になる可能性があ
るということですよね。ここで収入があって経費の分
はやるんだけれども、この経費が向こうに行ったら経
費がなくなるから当然ここは黒字になるのは当たり前
ですよ。だからこれは粉飾絡みのことじゃないかとい
うことを私は言っているわけです。（発言する者あ
り）
○議長（喜納昌春君）　静粛に、静粛に。
○照屋　守之君　ですから、4300万の利益の予定が
11月で3700万円ある。そうすると、この辺に行くと
11月末では、2000万、3000万ぐらいあの予定では
プラスになるんですよ。ここで3700万ということは
6000万、7000万ぐらいのお金のつじつまが合わなく
なっているんです、これ。だから、ここは非常に厄介
な問題ですよ。これ相当てこ入れして調べないと、こ
れは国の力もかりて、今県とビューローは一体となっ
ていますから、皆様方あの会社だという、評議員とし
ている、理事としている、専務理事もいらっしゃる、
というふうな経営からすると、こっちからどのぐらい
仕事させているんですか、何十億発注しているんです
か、ビューローには。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　休憩お願い
します。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時５分休憩
　　　午後３時６分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
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○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　平成27年
度に県と沖縄観光コンベンションビューローとの間で
は、県からですが、22の事業について合計35億4300
万余りの委託を行っております。
○照屋　守之君　35億……
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　35億4300
万です。
○照屋　守之君　議長、ちょっと済みません。休憩お
願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時６分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　きのうのうちの花城大輔議員の質問
で、この沖縄観光コンベンションビューローがかりゆ
しホテルに発注した件数が、何か400万とか十何件と
かというそういう説明ありましたよね。それもう一度
お願いできますか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時７分休憩
　　　午後３時７分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄観光コ
ンベンションビューローからかりゆしグループとの間
での取引の状況ですが、トータルで12件ございまし
て、合計は約403万円となっております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これは、かりゆしグループのオー
ナーは今の会長ですよね。その取引するときに何らか
の協議とかそういう仕組みはありますか。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄観光コ
ンベンションビューローにおいては、そこから外部に
委託等の契約をする場合に、財務規則については県に
準じております。ですから、基本的に随意契約できる
事例というのは、一定程度予算科目によっても違い
ますが、印刷製本費などでしたら100万円以内は随契
ができるとか、そういったものに従って、そしてそれ
以外につきましては、基本的に競争入札あるいは随意
契約の中でもいわゆる提案企画公募という形でその提
案内容を競い合っていただいて、すぐれた提案に対し
て、委員会等で審査をした上で決定し契約すると、
そういった形になっておりますので、契約事務の透明
性、公正性については確保されていると考えておりま

す。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　特に理事会評議員会とかで、こうい
うのを諮るということはやらなくていいんですね。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　理事会で
は、その事業計画予算の審議を経て決定をしていただ
いております。その範囲での業務執行ということでご
ざいまして、先ほども答弁させていただきましたが、
財務規則に準じてその契約事務をやっていると。そし
て、一定のその事務につきましては、県も先ほど申し
上げました企画公募の提案などの事業の場合には県職
員も委員として入りながら、しっかり内容について精
査しながら進めております。
○照屋　守之君　議長、ちょっと休憩お願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時10分休憩
　　　午後３時10分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　84条にこういうふうにあります。
「理事は、次に掲げる場合には、社員総会において、
当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受け
なければならない。」、「理事が自己又は第三者のた
めに一般社団法人の事業の部類に属する取引をしよう
とするとき」、「理事が自己又は第三者のために一般
社団法人と取引をしようとするとき。」。まさにこ
のかりゆしグループのオーナー平良会長の会社です
ね。こういうふうに法律によって利益相反取引の制
限、84条の法律にあるわけですよね。だから、そこ
をさっき言ったように、何もそういうふうな協議もな
くてただその決まり事だけでこういう発注をしている
というのは、これはまさにこの法律に反することじゃ
ないですか、いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　お答えしま
す。
　株式会社かりゆしの平良会長は、筆頭株主というこ
とでございますが、県のほうで顧問弁護士に確認をし
ましたところ、一般財団法人の代表理事が民間会社の
筆頭株主が50％を超える場合、財団が当民間会社と
行う取引については、代表理事が会社の経営に直接携
わっておらず、取引にも関与できる立場にないことか
ら、法例上のいわゆる利益相反取引には当たらないと
いうふうなことを確認したところであります。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
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○照屋　守之君　これは、代表理事じゃないですよ。
理事ですよ、理事。平良会長は理事会の理事でしょ
う、理事。法律は理事ですよ。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　平良氏が会
長であるということから代表理事と答弁させていただ
きましたが、基本的に理事も同じ解釈ということでご
ざいました。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ちょっと待ってください。ちょっと
休憩。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時12分休憩
　　　午後３時13分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　適用という
ふうなことでございましたが、基本的にこの第84条
にございます利益相反取引、これの制限というのは当
然法律に条文ございますとおり、それに該当する場合
にはそういったことは社員総会、この場合評議員会に
なりますが、当該取引について重要な事実を開示して
承認を得なければならないという手続を踏むべきです
が、一方、県においてその理事、代表理事がこの利益
相反取引の対象になるかということについては、先ほ
ども答弁いたしましたとおり、それには該当しないと
いう見解をいただいたところでございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　恐ろしいことを言いますね、これ法
律で決まっているのに。県警本部長、これ法律違反で
すよ、きちっと整理してください。法律で、「理事
は」とあるのに、この解釈の変えようがありますか。
沖縄県庁おかしくなっていない。もう県警本部長にお
願いするしかないですね。これまでの経営状況も含め
て、今県の状況はそういう状況ですよ。こういう法律
違反もそうじゃないと言い切るし、法律があっても。
これはもう強い捜査力で、何でこうなっているか調べ
てもらわないと。これあれですよ、観光は絶好調です
よ。今までのやり方ですると、観光コンベンション
ビューローそのもの自体が倒産しますよ、こんなやり
方すると。やりたい放題、あの条例もやりたい放題変
える。今の常務理事に新たに事務局長の８万5000円
の手当を100万円のものをつくるという条例も簡単に
やる。決めて、さかのぼって去年からやる。赤字の企
業がそういうことできますか。これ絶対おかしいです
よ。県警本部長、これですね、中身を含めてしっかり

調べてもらわんと。これ大変な問題ですよ。
　以上、終わります。
　法律でこれやっているのを、こんな簡単にねじ曲げ
るのか、法律違反を。大丈夫ですか。
○議長（喜納昌春君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時16分休憩
　　　午後３時37分再開
○議長（喜納昌春君）　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。
　前島明男君。
　　　〔前島明男君登壇〕
○前島　明男君　公明党・県民会議無所属の前島でご
ざいます。
　私が、県議会本会議におきまして質問をするのは、
これが最後でございます。
　４期16年間の長きにわたり、議員各位の御理解と
御指導により、大過なくきょうの日を迎えることがで
きました。大変ありがたく感謝を申し上げる次第でご
ざいます。
　それでは、質問に入ります。
　大きな１番、知事の政治姿勢についてであります。
　(1)、アジア経済戦略構想に基づいて、北京、香
港、マカオ、台湾、シンガポール、ハワイ島へトップ
セールスを実施されましたが、その成果を伺います。
　(2)、拡大するアジアのビジネスチャンスをゲット
するには、何が最も必要か。具体的な対策を伺いま
す。
　(3)、普天間飛行場の県外移設及び早期返還につい
ては、何年も何十年も前から日本政府と米国政府に訴
え続けてきておりますが、一向に前進が見られませ
ん。そこで近隣諸国との全方位外交が必要だと考えま
すがどうか伺います。
　日・米・韓国が軍事面で結束すればするほど、中国
と北朝鮮はかたくなになるばかりで、より一層軍事強
化を図ってきております。
　ここで、私が申し上げたいのは、極東一の米軍基地
を抱える沖縄だからこそ、日・米・韓３国に申し入れ
をして逆転の発想で中国や北朝鮮と力と力で対抗する
のではなく、友好作戦を展開できないものかというこ
とであります。今のままでは、平和は遠のくばかりで
はないでしょうか。
　大きな２番、教育行政についてであります。
　(1)、本県を牽引する高い志を持った人材の育成を
図るために、開邦高校、球陽高校へ併設型の中学校を
設置するとありますが、これまでの質問と答弁で状況
はよくわかりました。また、ニーズの高さに驚いたと
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ころでありますが、次年度からクラスを２ないし３ク
ラスにふやす考えはないか伺います。
　(2)、正規教員と非正規教員とでは、子供たちに対
する指導の熱の入れ方も違ってくるだろうし、生徒の
先生に対する信頼感も違ってくるのではないかと思わ
れます。
　そこで、次のことを伺います。
　正規教員と非正規教員の割合は、他府県に比べてど
うなっているか、また今後の対策を伺います。
　(3)、「やーなれー」事業の成果について伺いま
す。
　(4)、いじめ、不登校、深夜徘回について、現状と
対策を伺います。
　大きな３番、福祉行政についてであります。
　(1)、女性の活躍推進についてであります。
　政府は2020年までに、指導的地位に占める女性の
割合を30％に拡大する目標を掲げております。その
目標に向け働く女性を応援する女性活躍推進法が４月
に施行されます。法施行により女性の活躍推進に向け
た計画や数値目標をつくらなければなりません。女性
の登用はもちろん、長時間労働の抑制などの働き方改
革に資するものと考えます。仕事と子育ての両立につ
いては、それを阻む課題の解決も重要であります。
　そこで次のことを伺います。
　ア、女性活躍推進法が４月から施行されますが、そ
の概要について伺います。
　イ、我が県におけるマタハラの現状を伺います。ま
たその対策はどうなっているか伺います。
　(2)、高齢者の就労支援についてであります。
　高齢者が意欲に応じて働き続けられる環境を整備す
ることは、時代の要請とも言えます。高齢者が働きや
すい環境をつくるため、定年延長や再就職支援ととも
に多様な就労機会を提供することが重要だと考えま
す。
　そこで次のことを伺います。
　ア、現状と対策について伺います。
　(3)、子供の貧困対策についてであります。
　都道府県で初めてとなる県の調査によりますと、県
内の子供の貧困率が29.9％に上ることがわかりまし
た。それによると小中学生と保護者のアンケートで
は、経済的に厳しい家庭に学用品や給食費を補助する
就学援助の周知が足りず、必要な世帯に行き届いてい
ない実態も明らかになっており対策が急がれます。
　そこで次のことを伺います。
　ア、沖縄の子供の貧困状況が全国平均と比べて
13.6ポイントも大きく上回っている大きな要因は何

か。
　イ、根本的な対策を伺います。
　ウ、子供の貧困が学力にも影響していると思うがど
うか。
　アンケート調査によりますと、過去10年間にライ
フラインである電気、ガス、水道等が停止された経験
が20％近くもあったからであります。
　エ、他府県では部活の援助とか、福祉乗車券を発
行・配布しているところもあるようですが、我が県で
も検討してみてはいかがですか。
　ちょっと休憩お願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時45分休憩
　　　午後３時45分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
○前島　明男君　大きな４番、医療行政についてであ
ります。
　北部地域や離島の医療体制の充実を図ることは、住
民が安心・安全で暮らせるのはもちろんのこと、過疎
化の防止にもつながる上に、観光客等が安心して訪問
することができ、地域の振興にも大きく貢献すること
になりますので、積極的な取り組みを期待し、次のこ
とを伺います。
　(1)、北部地域及び離島における医療の現状と課題
は何か伺います。そして対策はどうか伺います。
　(2)、各県立病院の経営状況はどうなっているか伺
います。これは平成26年度決算でございます。
　長年、経営の健全化に取り組んでこられたわけです
が、その成果を伺いたいと思います。
　大きな５番、文化・観光・スポーツ行政についてで
あります。
　沖縄らしい観光・リゾート地の形成や誇り高きウ
チナー文化の普及促進、そして2020年の東京オリン
ピック・パラリンピック競技大会を見据えたスポーツ
コンベンションに積極的に取り組むことによって、か
なりの経済効果が期待されます。
　そこで次のことを伺います。
　(1)、空手振興課の設置について、概要を伺いま
す。
　(2)、世界水準の観光・リゾート地の形成に取り組
むとあるが、どこを目標にしているのか伺います。
　(3)、アジア最大の航空会社商談会ルーツ・アジア
について、具体的な内容を伺います。
　(4)、スポーツコンベンションの現状と課題を伺い
ます。
　大きな６番、農林水産行政についてであります。



−274−

　農林水産業の振興については、沖縄の地域特性を生
かし、戦略品目による拠点産地の形成やブランド化を
さらに推進し、アジア諸国への海外輸出、販路拡大に
取り組むと同時に、新規就農者や新規漁業就業者の確
保、育成に取り組むことが重要と考え、次のことを伺
います。
　(1)、農水産物のブランド化はどの程度進んでいる
のか。また品目ごとの数量はどうなっているのか伺い
ます。
　(2)、日台漁業取り決めの影響の現状と課題、対策
は何か伺います。
　大きな７番、商工労働行政について伺います。
　日本経済が本来の力強さを取り戻せるかどうか、本
年が正念場だと言われております。日本経済の屋台骨
でもある中小企業は伸び悩んでおります。いかにして
中小企業の設備投資や賃上げにつなげていくか、その
支援が喫緊の課題であります。官民が力を合わせて中
小企業の経営改善に最優先に取り組んでいく必要があ
ります。
　そこで次のことを伺います。
　(1)、中小企業・小規模事業者対策はどうなってお
りますか。
　(2)、若年者等の離職率の高さや求人と求職のミス
マッチの解消対策はどうなっているか伺います。
　(3)、大型国際商談会沖縄大交易会の準備状況はど
うなっているか伺います。
　大きな８番、建設行政についてであります。
　2011年の東日本大震災の教訓を踏まえ、災害に強
い県土づくりのため、老朽化した橋梁の補修や海岸堤
防などの改修が行われ、また民間住宅、ホテル、病院
等への耐震診断が実施されました。
　そこで次のことを伺います。
　(1)、公共建築物――建物あるいは橋梁などでござ
いますが――の耐震補強工事の進捗状況はどうなって
いるか伺います。
　(2)、糸満から読谷までの西海岸道路の進捗状況が
遅いのは、何が原因か。またその対策はどうか伺いま
す。
　この路線の建設の必要性につきましては、今さら私
が申し上げるまでもございませんが、今日の中部から
那覇方面への朝夕のラッシュアワーの渋滞ぶりは目を
覆うばかりであり、その経済損失は大きく、一日も早
い完成、開通が望まれます。
　大きな９番、環境行政について伺います。
　一度破壊された自然は、海にしろ山にしろもとに戻
すのは何十年もかかります。場合によっては、完全に

もとに戻らないかもしれません。私ども沖縄にとりま
しては、自然の豊かさが何よりの宝であります。おか
げで観光入客も1000万人に迫ろうとしております。
　我々ウチナーンチュはもとより、国内外から来られ
る観光客の皆さんにも沖縄の自然のすばらしさをア
ピールし、大事にしてもらうようチラシや冊子等を配
る必要があろうかと考えます。
　美ら島の自然環境保全のため、奄美・琉球の世界遺
産登録に向け、国や地元自治体と連携し、準備を進め
ていることに敬意を表したいと思います。
　また、自然環境の保全、再生、適正利用を図るため
に、新たに環境再生課を設置されるとのこと、大変心
強く思います。
　そこで次のことを伺います。
　(1)、奄美・琉球の世界自然遺産登録の取り組み状
況がどの程度進んでいるのか伺います。
　(2)、自然環境再生モデル事業について、具体的な
説明を求めます。
　(3)、流域下水道から発生するバイオガスを活用し
た再生可能エネルギー発電事業について、具体的な説
明を求めます。
　大きな10番、公安行政について伺います。
　私が加藤県警本部長初め、県警の皆様の労をねぎら
うのは、これが最後になろうかと思います。沖縄県警
は、他の都道府県警に比べ特殊な状況下にあると思っ
ております。それは米軍の膨大な基地を抱えると同時
に、普天間飛行場の辺野古への移設問題など、そして
米軍人・軍属による事件や事故など大変厳しい状況下
に置かれていることであります。
　そのような中にあっても、県民の安全や安心、命、
財産を守るため昼夜を分かたず頑張っておられます。
職務柄当然と言えば当然かもしれませんが、私たち県
民は決して感謝の気持ちを忘れてはならないと思って
おります。
　このような努力にもかかわらず、飲酒運転や暴走族
はなくなりません。何ゆえでしょうか。
　そこで次のことを伺います。
　(1)、飲酒運転根絶対策を伺います。
　(2)、暴走運転根絶対策を伺います。
　以上で、御答弁によっては、再質問をさせていただ
きます。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　前島明男議員の御質問にお答
えをいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、
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トップセールスの成果についてお答えをいたします。
　昨年、私は北京、香港、マカオ、台湾、シンガポー
ル、ハワイを訪問する機会を得まして、アジアのダイ
ナミズムを肌で感じると同時に、各地の要人や経済人
等との意見交換やトップセールスを行ってまいりまし
た。４月の台湾訪問では、那覇港管理組合と台湾港務
株式会社とのパートナーシップ港の覚書を締結し、７
月のハワイ訪問では、クリーンエネルギー協力につい
て、さらに５年間更新する覚書に調印いたしました。
７月のシンガポール事務所開所記念事業、11月の沖
縄ナイトｉｎ台湾においては、航空会社等への要請や
沖縄の投資環境のＰＲ、経済関係者等と幅広い連携関
係を構築したことで、さらなる観光誘客や県産品の輸
出拡大、企業誘致等につながるものと期待しておりま
す。
　次に、文化・観光・スポーツ行政についてに関する
御質問の中の、空手振興課の概要についてお答えをい
たします。
　私は、沖縄の歴史と風土の中で育まれ、伝承されて
きた沖縄伝統空手道・古武道を世界に誇る貴重な伝統
文化であると認識をしております。このため、沖縄伝
統空手道・古武道の目指すべき将来像や振興方策を定
め、それを実現する組織として、平成28年度に空手
振興課を設置することとしたところであります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　それでは、知事の政
治姿勢についての中の、アジアのビジネスチャンスを
獲得する具体的な対策についてお答えいたします。
　成長著しいアジアのビジネスチャンスを獲得し、県
経済の自立的発展を推進するためには、本県の優位性
やアジア各国・地域の市場特性、国際的な経済動向等
を分析し、戦略的な施策を展開することが重要である
と考えております。具体的には、アジア経済戦略構想
等に基づき、成長が期待される産業分野を中心に、
ハード・ソフト両面のインフラ整備やグローバル人材
の育成等を推進することによりすぐれたビジネス環境
を整備し、県内外の企業による沖縄を拠点としたアジ
ア向けビジネスの展開を促進してまいりたいと考えて
おります。これらをスピード感とスケール感を持って
推進するためアジア経済戦略課を設置し、部局間の連
携による横断的な取り組みを進めるとともに、海外事
務所や民間との連携強化を図り、関連施策を効果的・
効率的に展開してまいります。

　次に、福祉行政についての御質問の中の、我が県に
おけるマタハラの現状と対策についてお答えいたしま
す。
　沖縄労働局によると、平成26年度の男女雇用機会
均等法に関する相談192件のうち、妊娠等を理由とし
た不利益取り扱い、いわゆるマタニティーハラスメン
トに関する相談は32件とのことであります。なお、
県の女性就業・労働相談センターには、マタニティー
ハラスメントに関する相談は寄せられておりません
が、相談があった場合には沖縄労働局を紹介し、連携
して解決を図ってまいります。また、沖縄県では、使
用者及び労働者向けに労働関係法令に関するセミナー
を開催するとともに、男女雇用機会均等月間に合わせ
てパネル展を実施するなど、周知啓発を図っていると
ころであります。
　次に、高齢者雇用の就労支援の現状と対策について
お答えいたします。
　県では、高齢者が地域で働ける場や社会を支える活
動ができる場を拡大するため、沖縄県シルバー人材セ
ンター連合及び新設シルバー人材センターへ運営費補
助を行っているところであります。現在、県内では
17市町村にセンターが設置され、会員数は5985人と
なっております。また、中高年齢者の就労を支援する
ため、中高年齢者再チャレンジ支援事業や世代間スキ
ル継承事業の実施により、高齢者の雇用確保に取り組
んでおります。
　沖縄県としましては、引き続き高齢者の社会参加や
就労支援を推進してまいります。
　次に、商工労働行政についての御質問の中の、中小
企業・小規模事業者対策についてお答えいたします。
　県では、沖縄県中小企業の振興に関する条例に基づ
き、中小企業関係団体からの提言や要望等を反映した
中小企業支援計画を毎年度策定し、県内中小企業・小
規模事業者の振興に取り組んでいるところです。具体
的には創業支援を初め、金融・税務・経理等の経営管
理指導、商品開発支援や販路開拓支援などを推進する
とともに、今年度から地域ビジネス力育成強化事業を
実施し、地域ぐるみの中小企業・小規模事業者振興の
取り組みを推進しているところです。また、県単融資
制度においては、金利の引き下げや各種融資要件の見
直し等を行い、資金調達の円滑化に努めているところ
です。
　沖縄県としましては、中小企業・小規模事業者の持
続的発展に向け、経営革新の促進、経営基盤の強化、
金融の円滑化等の総合的な支援に引き続き取り組んで
まいります。
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　次に、若年者等の離職率及びミスマッチ解消対策に
ついてお答えいたします。
　厚生労働省の調査によりますと、平成24年３月
に卒業した者の３年以内離職率は、高校卒が全国平
均40.0％に対して沖縄県55.4％、大学卒が全国平均
32.3％に対して沖縄県43.1％となっております。ま
た、平成24年の就業構造基本調査によりますと、全
体の離職率は全国5.0％に対して沖縄県6.7％となって
おり、いずれも全国より高い状況にあります。雇用の
ミスマッチについては、建設、保育、介護、看護、宿
泊・飲食、コールセンターなどの分野において、人材
の確保が課題となっております。離職率改善のために
は、キャリア教育を推進することが重要であることか
ら、公共職業訓練施設等における職業訓練や、若年者
ジョブトレーニング事業などを実施しております。さ
らに、経済団体等に対して、人手不足分野における雇
用環境の改善等について要請を行っているところで
す。
　沖縄県としましては、若年者の離職率の改善及び雇
用のミスマッチ解消を図るため、各種施策に積極的に
取り組んでまいります。
　次に、大交易会の準備状況についてお答えいたしま
す。
　第３回沖縄大交易会は、平成28年11月21日から22
日の２日間の日程で、沖縄コンベンションセンターに
おいて開催する予定です。現在、実行委員会事務局で
は、前回の課題への対策を講じるなど、次回開催に
向けた準備作業に取り組んでおります。今後のスケ
ジュールとしましては、３月には、バイヤー・サプラ
イヤーの参加募集を開始し、昨年を上回る参加者数を
目指しております。また、県内サプライヤーの参加拡
大を図るため、金融機関等と連携した勧奨活動の強化
と、海外展開支援施策の活用を促進し、海外展開に取
り組む企業を育成してまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　知事の政治姿勢につい
ての御質問の中で、近隣諸国との全方位外交について
の御質問にお答えします。
　県では、辺野古新基地建設問題を広く国内外に理解
していただくため、ホームページを充実させるととも
に、ワシントン事務所を開設するなど、情報発信を
行ってまいりました。さらに国内外の多くの方々に沖
縄の基地問題について理解していただくため、昨年、
国連人権理事会で知事が演説を行い、その後、各国の

大使館に対し国連でのメッセージ及びパンフレットを
送付いたしました。
　今後とも、多くの方に基地問題について理解してい
ただくことは重要であると認識しており、沖縄県の実
情に関する情報を幅広く世界に発信してまいりたいと
考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育行政につ
いての御質問の中で、県立中学校の学級数についてお
答えいたします。質問の趣旨が変わりましたので、学
級数について答弁したいと思います。
　県立球陽中学校及び開邦中学校は、難関国立大学等
への進学を目指す生徒のニーズに応え、１年でも早
く開校するために１学年１クラスでスタートいたし
ます。今回の志願状況においては、定員40名に対し
球陽中学校が9.6倍、開邦中学校が12.0倍の倍率とな
り、両県立中学校に対する高い期待感が示されまし
た。今後のクラス数につきましては、両県立中学校の
実績や課題等を踏まえ、適切に対応してまいりたいと
考えております。
　次に、正規教員率の全国比較と今後の対応について
お答えいたします。
　平成27年５月１日現在、本県公立小中学校の教員
定数の標準に占める正規教員の割合は85.6％となっ
ており、全国平均93.1％に対し7.5ポイント低くなっ
ておりますが、平成22年の82.3％と比較すると3.3ポ
イント改善しております。
　県教育委員会としましては、今後とも新規採用者数
の採用枠を拡大するなど、正規教員率の改善に努めて
まいります。
　次に、「やーなれー」事業についてお答えいたしま
す。
　家庭教育は全ての教育の出発点であり、子供の基本
的な生活習慣や豊かな情操、善悪の判断などの基本的
倫理観、自立心、社会的なマナーなどを身につける上
で重要な役割を担うものであります。本事業では、家
庭教育力の改善充実を図るため、保護者が互いに学び
合う学習プログラムの実施、家庭教育を支援するアド
バイザーの養成、家庭教育の重要性や必要性を広く県
民へ周知する広報活動などを実施しております。な
お、今後は、生活実態調査等による検証活動もあわせ
て実施してまいります。
　次に、いじめ等の現状と対策についてお答えいたし
ます。
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　平成26年度の文部科学省の調査によりますと、本
県の公立小・中・高校・特別支援学校におけるいじ
めの認知件数は985件で、不登校児童生徒の総数は、
3374人となっております。平成27年の県警察の資料
によりますと、深夜徘回は１万1001人となっており
ます。これらの問題に対応するため、学校においては
指導体制の強化、市町村教育委員会においては適応指
導教室での登校復帰等の支援を行っております。
　県教育委員会としましては、教職員の指導力の向上
はもとより、スクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカー等を有効に活用することにより、学
校、家庭、地域、関係機関と連携しながら、いじめ、
不登校及び深夜徘回の改善に努めてまいります。
　次に、福祉行政についての御質問の中で、子供の貧
困と学力の関係についてお答えいたします。
　子供の貧困が学力に何らかの影響を及ぼすことにつ
きましては、多くの識者や研究機関が指摘するところ
です。
　県教育委員会としましては、親の経済的状況によっ
て子供の教育に負の影響を与えることがあってはなら
ないと考えており、全ての子供がひとしく教育を受け
ることのできる環境整備を図ることは、大変重要であ
ると認識しております。今後とも、児童生徒がみずか
らの人生を主体的に切り開き、社会の発展に貢献する
人材となるよう、児童生徒一人一人と向き合い、学習
意欲を高める取り組みを推進してまいりたいと考えて
おります。
　次に、部活動の援助についてお答えいたします。
　部活動の援助につきましては、平成22年度から就
学援助制度の援助費目として、新たに加えられたとこ
ろであり、県内においては、嘉手納町と南風原町が援
助費目として設定しております。県教育委員会では、
制度上の課題解決に向けて、各市町村教育委員会へ就
学援助事業の認定基準や援助費目等の状況について情
報提供を行うとともに、去る１月に市町村担当者連絡
会議を開催したところであります。
　就学援助事業につきましては、今後とも、周知の徹
底や手続方法の改善等について意見交換を行うなど、
市町村と連携を図りつつ、適切な実施に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　福祉行政につ
いての御質問の中で、女性活躍推進法の概要について
お答えをいたします。

　平成27年８月28日に国会で成立した女性活躍推進
法は、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。主な
内容としては、国の策定した基本方針等を勘案して、
地方公共団体は、女性の職業生活における活躍につい
ての推進計画を策定することが努力義務となっており
ます。また、国や地方公共団体、301名以上の労働者
のいる民間事業主は、事業主行動計画を策定・公表す
ることが義務となっております。
　次に、沖縄の子供の貧困率が全国より高い要因につ
いてお答えをいたします。
　我が国における子供の貧困問題の深刻化の背景に
は、厳しい雇用経済情勢や核家族化・少子化の進展に
よる子育て家庭の養育力の低下、地域のつながりの希
薄化による子育て支援機能の低下など、子育て家庭を
取り巻く環境変化があると考えております。これらに
加え、本県においては、県民所得が最下位であり、失
業率が高水準で推移してきたことなど、産業振興のお
くれのほか、ひとり親世帯の出現率が高いこと等が影
響していると考えております。
　次に、子供の貧困の根本的な対策についてお答えを
いたします。
　子供の貧困問題とは、経済的な貧困が社会的な孤
立、不十分な衣食住、不適切な養育環境、学力が定着
しないなど、子供の生活と成長にさまざまな影響を及
ぼす問題であると考えております。このようなことか
ら、県としては、従来から取り組んできた産業振興策
に加え、貧困状態で暮らす子供の生活と成長を支える
対策について、現在、策定を進めております子どもの
貧困対策計画に基づき、総合的に推進することとして
おります。
　次に、福祉乗車券についてお答えをいたします。
　福祉乗車券については、他県の一部の市町村におい
て障害者等を対象に、バス等の利用料金を助成するた
め発行されております。今後、市町村と意見交換しな
がら、高等学校の通学に係る交通費への助成など、支
援ニーズの把握等に努めたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　仲本朝久君登壇〕
○保健医療部長（仲本朝久君）　それでは、医療行政
についての御質問の中で、北部及び離島における医療
の現状等についてお答えいたします。
　沖縄県においては、北部及び離島の医療を確保する
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ため、県立病院及び県立診療所16カ所のほか、公立
久米島病院、町村立診療所８カ所が設置されており、
医師等の安定的確保が課題となっております。県で
は、琉球大学医学部地域枠並びに自治医科大学での医
師の養成や、看護師等修学資金の貸与による看護師の
養成確保に努めるとともに、代替医師の確保や看護師
の定着促進に向けた環境整備のほか、診療所運営費等
の支援を行っております。
　今後とも、引き続き北部及び離島の医療提供体制の
充実に努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　医療行政についての
御質問の中で、各県立病院の経営状況についてお答え
いたします。
　県立病院事業の平成26年度決算では、精和病院を
除く５病院で経常利益を計上しております。その内
訳は、北部病院が9000万円、中部病院が２億7000万
円、南部医療センター・こども医療センターが２億
7000万円、宮古病院が１億9000万円、八重山病院が
３億5000万円で、精和病院については１億円の経常
損失となっております。これに県立病院課を加えた病
院事業合計は４億8000万円の経常利益となり、県立
病院経営安定化計画の目標を達成しております。なお
平成26年度は、会計制度変更に伴い、各種引当金繰
入額の計上が義務づけられたこと等により、純損益は
19億9000万円の損失となっております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　文化・観
光・スポーツ行政についての御質問の中の、世界水準
の観光・リゾート地の目標についてお答えいたしま
す。
　県では、平成24年に策定した第５次沖縄県観光振
興基本計画において、沖縄観光の目指す将来像を世界
水準の観光・リゾート地と位置づけ、観光地としての
基本的な品質を確保するとともに、独自の観光価値を
発揮することにより、アジア・太平洋地域を代表し、
高いブランド力を有する観光地として世界中に広く認
知されることを目指しております。将来像の達成のた
めには、沖縄が持つ豊かな自然環境、特色ある島々、
独自の歴史・文化、ホスピタリティーあふれる県民性
など、沖縄のソフトパワーを活用した観光を推進する
ことが重要と考えており、関係機関と連携し、各施策

に取り組んでまいります。
　次に、ルーツ・アジアの具体的な内容についてお答
えいたします。
　ルーツ・アジアは、アジア地区に就航する世界の航
空会社約100社、空港運営会社約300社の路線開発責
任者が参加する世界有数の航空業界専門の見本市・商
談会であります。2017年の沖縄開催は、那覇空港第
２滑走路や大型ＭＩＣＥ施設の供用開始を控えた絶好
のタイミングであることから、県としては、この機会
に沖縄の魅力をアピールし、沖縄県と海外を結ぶ航空
会社の新規参入、就航路線の増加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、スポーツコンベンションの現状と課題につい
てお答えいたします。
　県では、スポーツアイランド沖縄の形成に向けてス
ポーツ大会、プロスポーツキャンプなどのスポーツコ
ンベンションの推進に取り組んでおります。スポーツ
コンベンションの実績としましては、開催件数、参加
人数が平成21年度の422件、16万4776人から、平成
26年度は535件、18万2701人となっており、５年間
で113件、１万7925人増加しております。一方で、
受け入れ市町村における施設の老朽化や機能向上、ス
ポーツコンベンションの誘致や受け入れに関する一元
的な窓口の設置などが課題となっております。そのた
め、受け入れ市町村においては、施設の改修に取り組
むほか、県においても、県内グラウンドの芝環境の
向上に取り組んでいるところであります。また、平
成25年度に一元的な窓口として設置したスポーツコ
ミッション沖縄を、平成28年度からは、沖縄県体育
協会に移管して競技団体とのネットワークを生かしつ
つ、スポーツコンベンションの推進に取り組むことと
しております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　農林水産行政につい
ての御質問の中で、農水産物のブランド化及び品目ご
との数量についてお答えいたします。
　県では、亜熱帯性気候という沖縄のイメージを持
ち、高品質かつ安全・安心な沖縄県産の農林水産物
で、消費者と生産者の双方にその価値が認知・評価さ
れているものを、おきなわブランドとして位置づけ
ております。現在、おきなわブランドとして、出荷
量等が全国１位の県産農林水産物の品目数は、野菜
類で２品目、花卉類で１品目、果樹類で７品目、水
産物で３品目の計13品目となっております。具体的
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には、ゴーヤーは平成24年産で6078トン、全国シェ
ア30.7％、小菊は平成26年産で２億680万本、全国
シェア43.4％、マンゴーは平成25年産で1539トン、
全国シェア48.5％、モズクは平成26年産で１万9305
トン、全国シェア99.3％となっております。
　県では、今後とも拠点産地等の支援による生産供給
体制の強化により、県産農林水産物のブランド化に取
り組んでまいります。
　次に、日台漁業取り決めの影響の現状と課題、対策
についてお答えいたします。
　平成25年４月に合意した日台漁業取り決めについ
ては、平成27年３月の日台漁業委員会会合等におい
て、操業ルールの見直しが図られ、平成27年４月か
ら７月のクロマグロ漁期に同取り決め適用水域におい
て操業した隻数は、平成26年漁期と比べ一本釣り漁
船を中心に増加しております。しかしながら、マグロ
はえ縄漁船が安心して操業するには、船間距離４海里
の確保や、日本漁船が優先的に操業できる水域の拡大
等が必要であると考えております。ことし１月に那覇
市内で開催された日台漁業委員会予備会合等において
は、今期のクロマグロ漁期に向けた操業ルールの見直
し等について協議されました。その結果、漁船の船間
距離や水域の見直し等で結論は出ず、引き続き日台双
方で協議を継続することとなりました。次回は、３月
に開催される日台漁業委員会において協議が行われる
と聞いており、県としましては、漁業関係団体や国と
連携し、さらなる操業ルールの改善等を強く求めてま
いります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　建設行政についての
御質問の中で、公共建築物の耐震化の進捗状況につい
てお答えします。
　県が管理する県営住宅や高等学校等の建築物は、
平成27年３月末で1726棟あり、そのうち耐震性を有
するものは1517棟で、耐震化率は87.9％となってお
ります。土木建築部が管理する県営住宅の546棟のう
ち、耐震性のない住棟が45棟あります。そのうち29
棟については、平成23年３月に策定した公営住宅等
ストック総合活用計画に基づき、計画的に建てかえを
行っているところであり、残り16棟についても順次
建てかえまたは耐震改修を行う予定としております。
　また、橋梁は、道路及び港湾臨港道路で684橋、県
営公園で60橋、合計744橋を管理しております。そ
のうち、阪神淡路大震災以前の古い耐震基準により建

設された119橋については、橋梁耐震補強３箇年プロ
グラム及び橋梁長寿命化修繕計画等に基づき、平成
17年度から落橋防止や橋脚巻き立て等の耐震補強工
事を実施しております。平成26年度までに39橋の補
強工事を終え、現在23橋の補強工事を実施しており
ます。残り57橋についても、順次、計画的に耐震補
強工事を行っていくことにしております。
　次に、沖縄西海岸道路の進捗状況等についてお答え
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。本道路は、これまで
に那覇うみそらトンネルを含む那覇西道路の2.5キロ
メートルなど、部分開通等を含め約13キロメートル
が開通しております。今後は、２車線で部分開通して
いる豊見城道路や糸満道路が、平成28年度までに４
車線で全線開通する予定とのことです。
　沖縄西海岸道路は、これまでも着々と整備が進めら
れてきており、国からはその他の区間についても、早
期整備を目指し引き続き努力していくと聞いておりま
す。
　次に、環境行政についての御質問の中で、バイオガ
スを活用した発電事業についてお答えします。
　下水処理の過程で発生するバイオガスを燃料とし
て、宜野湾浄化センターと具志川浄化センターにおい
て、再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用した
民間事業者によるバイオガス発電事業を進めておりま
す。発電事業者は下水処理場内に発電設備を設置し管
理運営を行い、沖縄県は、バイオガスと処理場内の土
地を有償提供することにより収益を得ます。事業期間
は20年間で、具志川浄化センターは本年４月から、
宜野湾浄化センターは10月から発電による売電開始
を予定しております。この事業により、年間約6300
トンのＣＯ₂削減と年間約１億1700万円の収益を見込
んでおります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
　　　〔環境部長　當間秀史君登壇〕
○環境部長（當間秀史君）　環境行政についての中
の、世界自然遺産登録の取り組みについての御質問に
お答えします。
　世界自然遺産の登録については、環境省が平成30
年夏ごろをめどに作業を進めているところでありま
す。現在、西表島地域については、平成27年９月に
国立公園区域の拡張に向けた調整が整っており、また
ヤンバル地域についても、今般、国立公園の区域設定
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の協議が整ったことから、今月27日に区域案等に対
するパブリックコメントが実施されたところでありま
す。登録に向けた沖縄県の取り組みとしては、マン
グースの駆除対策や過剰利用による自然環境への悪影
響の検討とあわせ、今年度からは、地域住民等をメン
バーとする調整会議を設置し、世界遺産登録に向けた
環境保全や利用のあり方等の検討を行っております。
　県としては、今後とも奄美を含めた関係機関と連携
し、世界自然遺産登録の早期実現を目指していきたい
と考えております。
　同じく環境行政の中の、自然環境再生モデル事業に
ついての御質問にお答えします。
　県では、沖縄県自然環境再生指針に基づき、平成
27年度から東村の慶佐次川において自然環境再生モ
デル事業に取り組んでおります。慶佐次川は、流域か
ら流出した赤土の堆積や河川横断施設の設置による生
物生息域の分断、外来種であるモクマオウ等がマング
ローブ林内に侵入・定着する等の課題を抱えておりま
す。これを踏まえ、本年１月、慶佐次川の自然環境再
生の考え方や取り組みを取りまとめた全体構想を作成
しました。また２月には、この構想のもとに、東村に
おいて外来植物除去などを行うマングローブ再生実施
計画（案）、県において生態系に配慮した下流域再生
実施計画（骨子案）を策定したところであります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　加藤達也君登壇〕
○警察本部長（加藤達也君）　公安行政に関する御質
問の中で、飲酒運転根絶対策についてお答えいたしま
す。
　本県における飲酒絡み人身事故の発生件数につきま
しては、平成14年の433件をピークに、昨年は117件
と約４分の１にまで減少しております。しかしなが
ら、近年は横ばい状態が続いており、全人身事故に占
める構成率は、26年連続で全国ワーストワンの見込
みとなるなど厳しい状況にあります。
　飲酒運転の検挙件数につきましては、平成10年の
１万5587件をピークに、昨年は1632件と約10分の
１にまで減少したものの、実数で全国最多の見込みと
なり、人口1000人当たりの件数も全国平均の5.6倍と
極めて高く、飲酒運転根絶はいまだ道半ばにありま
す。
　県警察におきましては、飲酒運転根絶に向けたさら
なる取り組みの強化を図るため、昨年１月、警察本部
に飲酒運転根絶総合対策室を設置し、飲酒運転取り締
まりの強化と飲酒運転根絶県民運動の拡充を柱に各種

取り組みを推進しているところであります。
　飲酒運転取り締まりの強化につきましては、飲酒運
転が絡む交通事故の発生時間・路線等を分析し、夜
間・早朝の取り締まりを強化しているほか、警察官を
大量動員しての県下一斉の取り締まりを実施しており
ます。
　飲酒運転根絶県民運動の拡充につきましては、事業
所等の職員や運転免許更新時の受講者による飲酒運転
根絶宣言書への署名提出のほか、警察官が建築現場等
に赴いての出前型講話や交通ボランティアと連携して
の各家庭訪問による啓発活動など、きめ細かな交通安
全教育を行っております。また、飲酒運転による交通
事故の加害者を初め、被害者やその御遺族、アルコー
ルの専門知識を有する医師等24名を飲酒運転根絶ア
ドバイザーとして委嘱し、学校や事業所等において、
飲酒運転による事故の悲惨さやその代償に関する講演
を行っていただき、県民の意識啓発を図っているとこ
ろであります。
　なお、昨年、飲酒運転で検挙された運転者に対する
実態調査で、約７割が酒を飲んだ後に車を運転するつ
もりだった、約９割が交通安全教育を受けたことがな
いと回答していることからも、県民一人一人に対する
飲酒運転根絶意識の浸透が極めて重要なことと考えて
おります。
　県警察といたしましては、引き続き飲酒運転取り締
まりを強力に推進するとともに、県、市町村、関係機
関・団体等と連携し、飲酒運転のない安全・安心な沖
縄県を実現するため、県民の皆様と一体となって取り
組んでまいる所存であります。
　次に、公安行政に関する御質問の中で、暴走運転根
絶対策についてお答えいたします。
　県内における暴走族は、出身中学校単位に小グルー
プで結成され、毎年解散や新旧交代を繰り返している
状況にあり、現在14グループ、約220人を把握して
おります。これら暴走族は、主に那覇市、浦添市、宜
野湾市、北谷町、沖縄市などの国道58号や国道330
号などの主要幹線道路で、深夜から未明にかけ散発的
に暴走行為を行っている現状にあります。
　県警察では、暴走族を根絶するため、暴走族対策専
従捜査班や白バイ遊撃班による夜間取り締まり、暴走
行為が頻繁に行われている国道での大規模検問などの
取り締まりを強化するとともに、関係機関・団体と連
携して暴走族への加入阻止及び離脱支援活動、駐車場
やコンビニにおける暴走行為を見物するために集まっ
た少年等、いわゆる期待族の排除活動などの「暴走行
為をしない、させない、見に行かせない」という、３
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ない運動を推進しているところであります。その結
果、平成27年中は、成人式等における共同危険行為
や無免許運転、整備不良等の道路交通法違反及び公務
執行妨害等で402人、前年比プラス13人を検挙して
おります。
　一方、過去５年間の暴走行為に関する110番受理
件数は、平成23年が1906件、平成24年が1112件、
平成25年が830件、平成26年が764件、平成27年が
839件で、昨年は５年前の平成23年に比べ1067件、
56.0％の大幅な減少となっており、年々減少傾向に
あります。
　また、暴走族グループは、昨年末現在で５年前（平
成23年）の23グループ、約270人に比べ、９グルー
プ（39.1％）、約50人（18.5％）の減少となってお
ります。しかしながら、いまだに散発的に暴走行為が
認められることから、県警察といたしましては、引き
続き暴走族に対する取り締まりを強化するとともに、
地域住民や関係機関・団体と連携し、暴走族の根絶に
向けた各種対策を推進していく所存であります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　前島明男君。
○前島　明男君　具体的な、事細かに御答弁いただき
ました。ありがとうございました。
　細かいことを言えばもう切りがないんですが、それ
はまた後ほどというか議会が終わった後にでも、また
各課を訪ねるなり何なりして話を詰めていきたいこと
もございます。
　一般質問を締めるに当たり、一言お願い申し上げた
いというふうに思っております。
　私の一般質問を終えるに当たり、議員各位並びに知
事初め執行部の皆様にお願いがございます。私の人生
74年の中で31年間、約42％、15年の行政経験と16
年の議員活動を通して得た結論は、福祉を充実させれ
ば県民皆が幸せを感じるということであります。そこ
で、弱者と言われております小さいお子さんや障害を
持っておられる方々、そして高齢者の方々に特段の御
理解と御支援を賜らんことをお願い申し上げ、さらに
議会と執行部、お互いが切磋琢磨してさらなる県勢の
発展に努められることを期待して、私の質問を終わり
ます。
　ありがとうございました。（拍手）
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
　　　〔𠮷田勝廣君登壇〕
○𠮷田　勝廣君　公明党・県民会議無所属を代表して
一般質問を行います。
　最近、我が金武町は、ヘリの夜間訓練、オスプレイ

も11時半まで離着陸訓練を繰り返して、つまり10時
までしか訓練をしないよということだったんだけれど
も、どうも10時半、11時半まで夜間訓練を繰り返し
ております。また、その海上では、ＬＣＡＣという上
陸用舟艇が上陸訓練を繰り返しております。約束事は
きちっと守るのが原則だと思いますけれども、これを
話クヮッチーというんでしょうか、やっぱり、だと
思っております。
　それから、最近県道104号線の移管をめぐっていろ
んな、いわゆる新聞報道があります。ちょうど私は町
長でしたから、例えばアバクロンビー、ハワイの当
時下院議員、それからダニエル・イノウエ上院議員、
アカカ上院議員の皆さんの協力を得ながら、ハワイの
基地あるいはホワイトハウス、ペンタゴンに行きまし
た。そして、いわゆる沖縄のさまざまな現状を訴えな
がら、どうしても県道104号線の演習や米兵の暴行だ
とか、いろんなことを訴えてきました。そういう中
で、1997年に実弾砲撃演習が北海道の矢臼別あるい
は宮城県の王城寺原、そして山梨、静岡の北富士、東
富士に、あるいは大分県の日出生台、私もその演習場
全部見て回りました。周囲の人からもいろんな話を聞
いてきました。そして、いかに金武町の演習場が狭い
かということも、この演習場を通して訴えてきました
し、そしてまた、ハワイのこれはフィールド演習場、
ここは山に弾を撃っていないんです。みんな裾野に
しか弾を撃っていない。こういう現状は、沖縄では
ちょっと考えられないのではないかということで、山
火事の写真とか、実際ハワイで行われている、カリ
フォルニアで行われている演習の実態も、これもアメ
リカへ持っていきました。そういうことがあって、
1997年に演習は中止になって、今言う５つの演習場
へ移設という、これは残念なことですけれども、なり
ました。
　その中で、いわゆる北富士、東富士、基地の使用協
定、その使用協定の中で何が行われたかというと、防
音工事それから弾数、発射の弾の確認、それから着弾
地の特定、そして米兵が通る通行の特定、こういう
もろもろのことを当時の県道104号線の演習を受け入
れる条件として使用協定の中に入れてきているわけで
す。しかし、私たちはずっと、例えば耐震構造をやる
べきだ、防音工事をやるべきだ、それから赤土対策を
やるべきだということを口酸っぱく言ってきたんで
す。しかし、それがなぜ移設先ではできたのかという
ことを追及しました。そうしたら、何と言いました
か、閣議決定ですと言ったんです。ガッテム、ガッテ
ムと怒ったんです。そういうことを私たちは常に23
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年間も訴え続けたのに、どうしてそれができなかった
かということを口酸っぱく言ってきたわけでありま
す。そうして、今防音工事は、平成11年までは414
あったものが、平成20年の調査ですけれども、これ
は御殿場市だけど約5000件の防音工事が行われてい
る。もちろん、これは防音工事をやられることは大い
に結構。だけれども、沖縄県はなぜ防音工事は今でも
やっていないのかというところに、私たちがよく言う
二重構造であるとか、差別の構造があるのではない
か。
　ですから、私たちはこれまで婦女暴行事件、あるい
は教科書問題、あるいは普天間問題、あるいは伊芸区
の都市ゲリラ訓練、県民が一緒になって闘ってきまし
た。そして、私はいつも思うのは、でっかい壁がそこ
に立ち塞がったときは、沖縄142万県民が一つになっ
て団結をして、何かこの壁を突破してやろう。こうい
う心構えがなければ、これからもこの沖縄県民の主体
性というか、主権というか、これを守ることができな
いのではないかと常に思っております。そういう意味
で、これから恐らく、地位協定もいろいろあるでしょ
う。これからさまざまな壁が私たち県民の前に立ち塞
がったときは、やっぱり知事を先頭に、あるいは県議
会を先頭に、あるいは市町村を先頭にして全県民が一
緒に心一つにして頑張っていただければなと思いま
す。
　そういうことで一般質問を行います。
　沖縄の振興について。
　沖縄の新たな振興について、県は、沖縄21世紀ビ
ジョン基本計画を策定し、これを実現するために新た
な沖縄振興特別措置法に、沖縄振興に資する事業を県
が自主的な選択に基づいて実施できる一括交付金制度
を明記した。
　そこで伺います。
　(1)、一括交付金を活用した事業が県内の経済にど
のような効果、影響を与えているか、具体的に説明さ
れたい。
　(2)、沖縄振興特別推進交付金の県分、市町村分の
割合について変更はあり得るのか、県の方針を伺いた
い。
　今後、沖縄振興公共投資交付金増に向けた県の施策
を伺いたい。
　５年間の最終年度を迎えて、沖縄振興特別推進交付
金の不用額の県分、市町村分の合計が約128億円、３
年間で。この原因を説明されたい。
　(5)、沖縄21世紀ビジョン基本計画の中間年であ
る。県は、施策の進捗状況や効果を随時検証している

と思うが、現時点における検証の内容を説明された
い。
　各種の税制優遇措置があるが、県内経済にどのよう
な効果と振興に寄与しているか伺います。
　(7)、各種の税制優遇措置の適用期限が平成29年３
月、５月と迫っているが、県の対策を伺う。
　(8)、北部振興が平成12年に開始されたが、振興事
業の効果及び補助額の推移について説明されたい。
　２、防災体制について。
　(1)、海や川に面している学校の防災体制について
説明されたい。
　(2)、台風発生時における高潮、波浪等による被害
が想定される海岸等の防護機能について説明された
い。
　(3)、土砂災害危険箇所の整備について説明された
い。
　(4)、観光地における防災対策について説明された
い。これは特に恩納村です。
　(5)、高潮や津波から背後住宅を守るための海岸保
全整備について説明されたい。
　３、農林水産業の振興について。
　(1)、ヤギ生産農家数とヤギ肉生産の現状について
説明されたい。
　(2)、山羊生産振興対策事業の成果について説明さ
れたい。
　(3)、海ブドウ生産者の数と、生産高と価格の推移
について説明されたい。
　(4)、海ブドウ生産者に対する財政支援及び漁業組
合等に対する補助制度があるのか説明されたい。
　(5)、やんばる型森林ツーリズム推進体制構築事業
の現状と今後の方針について説明されたい。
　(6)、パイナップル生産体制の確立、果実等生産出
荷安定対策事業の現状と対策について説明されたい。
　４、民泊について。
　(1)、現状と課題について説明されたい。
　(2)、県は国家戦略特区第13条、旅館業法適用除外
を活用して、戦略特区を推進するのか伺います。
　５、子供の貧困対策について。
　(1)、貧困の原因は何か説明されたい。
　(2)、貧困の連鎖を防止するための施策について説
明されたい。
　(3)、貧困の対策は、市町村と県との緻密な連携な
くしては実現しないと思います。市町村との連携はど
うなっているか説明されたい。
　６、キャンプ・シュワブゲート前の警備について。
　(1)、おりの中に拘束する法的根拠について説明さ
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れたい。
　(2)、一人の中隊長の行動は過剰警備、人権無視、
マッチポンプに見えてならない。彼の担当のときは必
ず衝突が頻発し、けが人を発生させている。彼の言動
は警職法に違反する。警察官である前に人間でなけれ
ばならない。公権力を行使する者は、常に冷静で憲法
を遵守しなければならない。
　そこで伺います。
　ア、警察官の職務とは何か伺います。
　イ、公権力とは何か。公権力を行使するときの注意
事項はあるか伺います。
　ウ、警察官が言う危険人物とは何か伺います。
　(3)、東京都に警備を要請する目的は何か。警備の
状況について、県警に報告はあるのか伺います。
　７、保健医療について。
　(1)、北部病院の現状と今後の医療体制の充実、整
備について伺う。
　(2)、北部病院と各町村の診療所との連携について
伺います。
　８、基地問題について。
　宜野座村城原区住宅上空をオスプレイ、ヘリが夜間
低空飛行訓練を行っているが、県の対策について伺い
ます。
　以上、一般質問いたします。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　𠮷田勝廣議員の御質問にお答
えをいたします。
　沖縄の振興についてに関する御質問の中の、沖縄
21世紀ビジョン基本計画の中間評価の現状について
お答えをいたします。
　平成28年度は基本計画の中間年となることから、
これまで実施してきたＰＤＣＡ結果等を踏まえた中間
評価を行うとともに、必要に応じて基本計画を改定す
ることとしております。現在、平成24年度から27年
度までの３年分について、ＰＤＣＡ結果を活用し、施
策等の成果や後期に向けた課題等の検証を各部局で
行っているところであります。
　次に、子供の貧困対策についてに関する御質問の中
の、貧困の連鎖を防止する施策と市町村との連携につ
いてお答えをいたします。５の(2)と５の(3)は関連し
ますので一括してお答えをいたします。
　貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、教育の支援
の充実を図ることが特に重要であると考えておりま
す。現在、策定を進めている子どもの貧困対策計画の
素案においては、教育の支援に関して、幼児教育の質

の向上、学校教育による学力の保障、地域による学習
支援、就学援助の充実などについて、関連施策を盛り
込んでいるところであります。また、子供の貧困対策
は、市町村が実施主体となるものが多いことから、市
町村と緊密な連携を図り、対策を推進することが重要
であると考えております。今後は、子どもの貧困対策
推進基金の効果的な活用等について、市町村と定期的
に協議を行うなど、互いに知恵を出し合い、力を合わ
せて取り組みを進めてまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
　　　〔総務部長　平敷昭人君登壇〕
○総務部長（平敷昭人君）　沖縄の振興についての御
質問の中で、一括交付金の成果等についてお答えいた
します。
　県におきましては、沖縄振興一括交付金を活用し、
沖縄21世紀ビジョン基本計画に掲げる諸施策を積極
的に展開しているところであり、その成果は、各分野
において着実にあらわれているものと考えておりま
す。
　産業振興分野におきましては、国際航空物流ハブの
推進や企業誘致活動などの取り組みにより、平成26
年度の那覇空港の国際貨物取扱量が国内第４位となる
約18万5000トンと順調に推移しているほか、情報通
信関連企業の立地数が制度創設前の約1.5倍に増加す
るなど成果があらわれております。また、観光分野に
おいては、誘客プロモーションやクルーズ船の寄港促
進などの事業を実施しており、平成27年の入域観光
客数が約776万人と過去最高を記録しております。加
えまして、福祉・教育分野につきましても、待機児童
の解消に向けた認可外保育施設の認可化の促進や低所
得世帯の児童等への学習支援等を実施しており、全国
学力調査における順位の向上など成果があらわれてい
るところであります。
　次に、沖縄振興公共投資交付金の増に向けた県の施
策についてお答えいたします。
　沖縄振興公共投資交付金については、執行状況の改
善が課題になっております。そのため、県では、民間
コンサルタントを活用した用地取得の推進、交付決定
前着手制度の活用及び入札準備手続の徹底による早期
契約の実施、繰越承認手続の前倒しによる年度内出来
高の確保、各月ごとの進捗管理の徹底など、繰越額の
縮減に向けて全庁的に取り組んでいるところでありま
す。さらに、次年度におきましては、新たに工事設計
書作成業務の一部についても、民間コンサルタントを
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活用し、早期の工事着手を図ることとしており、執行
率の改善に向けて引き続きしっかりと取り組み、所要
額の確保に努めてまいります。
　次に、ソフト交付金の不用額の原因についてお答え
いたします。
　ソフト交付金の不用額が発生した主な要因としまし
ては、１点目として、当初の見込みより実績が減と
なったことによるものがあります。例えば、認可外保
育施設の改修補助金につきまして、当初見込んでいた
申請件数に対し申請実績が少なかったこと等が挙げら
れます。２点目として、外部要因によるものがありま
す。例えば、台風の襲来により農作物の出荷実績が計
画よりも減となった場合などであります。３点目とし
て、入札残・経費の節減によるものなどが挙げられま
す。
　県としましては、交付金の効果的・効率的な活用の
観点から、予算編成段階において、事後評価結果等を
踏まえた事業の見直しや精査に取り組んだほか、事業
開始以降の対応としまして、事業間の流用や県と市町
村間の振りかえを積極的に行ったところであります。
今後とも、ソフト交付金を県全体として有効に活用す
ることができるよう努めてまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　沖縄の振興についての
御質問の中の、沖縄振興特別推進交付金の県と市町村
の配分についてお答えいたします。
　県と市町村の配分については、知事と41市町村長
により構成される沖縄振興会議において決定しており
ます。ことし２月の沖縄振興会議において決定された
平成28年度の県と市町村の配分額は、今年度と同額
となっております。また、平成29年度以降の県と市
町村間の配分額については、これまでの配分の考え方
である県と市町村間を５対３の割合で配分することを
基本とし、市町村の必要額への配慮や事業の進捗、県
と市町村が協働で取り組む必要のある大規模プロジェ
クト等の政策課題を踏まえ、改めて協議することと
なっております。
　次に、各種税制優遇措置の効果及び対策についてお
答えいたします。１の(6)と１の(7)は関連いたします
ので、恐縮ですが一括して答弁させていただきます。
　沖縄における税制優遇措置は、沖縄の自立型経済の
構築や豊かな県民生活の実現を図るため、及び本土復
帰時の激変緩和を図る観点から創設されております。
これら税制優遇措置の多くが平成28年度末に適用期

限を迎えることから、制度創設の目的及び背景等を踏
まえ、その活用状況や県経済に及ぼす効果等につい
て、現在、関係部において詳細に検証を行っていると
ころであります。
　沖縄県としましては、税制優遇措置の延長につい
て、これらの検証結果や関係団体の意見、要望等も踏
まえ、適切に対応してまいります。
　次に、北部振興事業の効果及び補助額の推移につい
てお答えいたします。
　平成12年度にスタートした北部振興事業により、
情報通信関連施設や農林水産加工施設の整備、道路、
港湾、住宅などの社会資本整備及び生活環境の整備な
どが進められております。これらの取り組みにより、
約2500人を超える雇用が創出されるとともに、北部
圏域全体で人口が約4400人、3.5％増加するなど一定
の成果を得ております。補助額については、平成12
年度から21年度までが年100億円、平成22年度、23
年度は年70億円、平成24年度以降は年50億円が予算
措置されており、国の財政状況が厳しい中、国におい
ても北部振興の必要性は理解されているものと認識し
ております。
　沖縄県としましては、今後とも、県土の均衡ある発
展を図る観点から、北部12市町村と連携し、北部地
域の産業振興のための基盤整備や定住条件の整備を進
めてまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、防災体制につ
いての御質問で、学校の防災体制についてお答えいた
します。
　海岸等に面した学校の防災体制につきましては、平
成25年に県教育委員会が策定した児童生徒等の安全
確保対策危機管理マニュアルを活用し、学校独自のマ
ニュアルに沿って、高台への避難行動や円滑な誘導を
含めた訓練を実施しております。
　県教育委員会としましては、教職員を対象とした学
校防災リーダー育成研修会を開催するとともに、児童
生徒等の危険回避能力を高めるため、今後とも発達段
階に応じた防災教育を推進してまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　防災体制についての
御質問の中で、台風等により発生する高潮等対策につ
いてお答えします。
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　台風等異常気象時に発生する高潮等から海岸背後に
ある住宅等を防護するため、高潮等対策として、海岸
事業により護岸等の海岸保全施設を整備しておりま
す。整備に際しては、地元市町村や住民と連携し、緩
傾斜護岸や養浜砂、突堤、潜堤等防護機能のみなら
ず、環境や利用にも配慮しております。また、琉球政
府時代や復帰直後に高潮等対策で整備した護岸等の海
岸保全施設については、長寿命化計画を策定し、再整
備するなどの老朽化対策も行っているところでありま
す。道路護岸についても、老朽化対策とあわせて護岸
のかさ上げを行い、高潮等対策を行っているところで
あります。
　次に、土砂災害危険箇所の整備についてお答えしま
す。
　県内の土砂災害危険箇所は、土石流危険渓流236カ
所、地すべり危険箇所88カ所、急傾斜地崩壊危険箇
所708カ所の合計1032カ所あります。
　県においては、保全人家５戸以上の危険箇所であ
る土石流危険渓流163カ所、地すべり危険箇所88カ
所、急傾斜地崩壊危険箇所433カ所の合計684カ所に
ついて対策が必要と考えております。現在、名護市東
屋部川、大宜味村饒波川等で砂防事業を、中城村熱
田、糸満市兼城等で地すべり対策事業を、中城村津
覇、豊見城市真玉橋等で急傾斜地崩壊対策事業を実施
しているところであります。
　県としては、社会福祉施設、幼稚園、医療施設など
の要配慮者利用施設及び学校等公共公益施設が含まれ
る危険箇所から重点的に整備を行っていくこととして
おります。
　次に、海岸保全施設の整備についてお答えします。
　海岸背後にある住宅等を防護するため、高潮等対策
として、近年では、伊是名村仲田港海岸、東村有銘海
岸、名護市嘉陽海岸、北谷町宮城海岸などにおいて、
護岸等海岸保全施設の整備を行っております。また、
海岸保全施設の老朽化対策として、近年では、宜野座
村松田潟原海岸、うるま市豊原海岸、北中城村熱田海
岸、南城市仲伊保海岸などにおいて、護岸等の再整備
を行っております。さらに、道路護岸の老朽化対策と
あわせて、現在、国道331号名護市汀間の道路護岸の
かさ上げを行っているところであります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　防災体制に
ついての御質問の中の、観光地の防災対策についてお
答えいたします。

　観光客は、訪れた土地になじみがなくふなれであ
り、特に外国人の場合は、スムーズなコミュニケー
ションを図ることが容易ではありません。安全・安
心・快適な観光地を目指す上で、このような観光客の
特徴を踏まえた防災対策を図ることは、全県的な課題
であると認識しております。
　沖縄県では、東日本大震災を踏まえ、災害時の観光
客の安全確保を図るため、平成23年度から観光地や
観光業界ごとのワークショップ開催を通じた防災マ
ニュアルづくりなど、県内各地における観光危機管理
の取り組みに対する支援を行ってきました。また、大
規模災害等が発生した際、観光客に配慮した対策とと
もに、市町村及び観光関連団体・事業者等と連携して
実施する減災対策等を取りまとめた沖縄県観光危機管
理実行計画を今年度中に策定いたします。平成28年
度からは、当該実行計画に基づき、市町村及び観光関
連団体、事業者等と連携して、県全体で安全・安心・
快適な観光地づくりに取り組んでいきたいと考えてい
ます。
　次に、民泊についての御質問の中の、民泊の現状と
課題についてお答えいたします。
　急増する外国人観光客の宿泊需要に対応するため、
都市圏を中心に民泊の利用が広がっております。民泊
については、宿泊客及び地域住民の安全性の確保など
の課題があることから、国の民泊サービスのあり方に
関する検討会において、法制度の整備などの検討が行
われているところであります。
　県としましては、民泊の運営に当たっては、地域住
民の安全・安心の確保を図るとともに、既存の宿泊施
設との競争条件に配慮すること等が重要であると考え
ており、国での検討内容を注視しているところであり
ます。
　次に、旅館業法の特例に係る国家戦略特区の活用に
ついてお答えいたします。
　沖縄県は、国家戦略特区に地域指定されていること
から、条例制定などの一定の要件を整えれば、国家戦
略特別区域法第13条に基づき、旅館業法の適用を除
外し、アパートの空き室や空き家などを外国人観光客
等に貸し出せる外国人滞在施設経営事業を実施するこ
とが可能となっております。
　県としましては、先行して当該事業を実施している
東京都大田区などから情報収集を行っているところで
ありますが、一部の民間事業者から活用の要望がある
一方で、県内宿泊業界から、宿泊客及び地域住民の安
全性の確保や衛生面への配慮などの課題が指摘されて
いることから、特区の活用につきましては、慎重に検
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討する必要があると考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　農林水産業の振興に
ついての御質問の中で、ヤギの生産の現状についてお
答えいたします。
　平成26年の飼養状況は、農家数が1268戸、頭数が
8491頭で、前年に比べてそれぞれ43戸、718頭の増
加となっており、これまでの減少傾向から回復に転じ
ております。一方、屠畜の状況は、頭数が2412頭、
重量が63トンで、前年に比べてそれぞれ53頭の減
少、２トンの増加となっております。
　次に、山羊生産振興対策事業の成果についてお答え
いたします。
　県では、ヤギの生産振興を図るため、おきなわ山羊
生産振興対策事業を今年度から平成29年度までの３
年計画で実施しております。見込まれる成果としまし
ては、１、優良種畜導入支援による種畜の改良、２、
繁殖技術の研究による生産性の向上、３、経営モデル
の確立などがあります。
　県としましては、今後とも市町村や関係機関と連携
し、ヤギの生産振興を推進してまいります。
　次に、海ブドウ養殖の経営体数、生産高及び価格の
推移、漁業協同組合等への支援についてお答えいたし
ます。３の(3)と３の(4)は関連しますので一括してお
答えいたします。
　海ブドウは、平成元年に恩納村で陸上養殖の実用化
に成功し、現在は県内各地で盛んに養殖されておりま
す。平成25年の経営体数は75戸で、生産量は平成20
年の241トンから平成25年は412トンと約1.7倍、生
産額は平成20年の６億8500万円から平成25年は11
億1900万円、約1.6倍と順調に増加しております。
また、平成20年から平成25年の１キロ当たりの平均
単価は、2442円から2885円の範囲で推移しておりま
す。漁業協同組合への支援としては、産地水産業強化
支援事業交付金による養殖施設整備、海ブドウのブラ
ンド化、流通対策などの支援を行っております。
　県としましては、今後とも海ブドウの生産振興に向
け、積極的に取り組んでまいります。
　次に、やんばる型森林ツーリズム推進体制構築事業
についてお答えいたします。
　県では、世界自然遺産候補地である国頭、大宜味、
東のヤンバル３村において、山村地域に固有の資源を
持続可能な形で活用した観光による地域振興を図る
ことを目的として、平成27年度からやんばる型森林

ツーリズム推進体制構築事業を実施しております。平
成27年度は、利用ルールやガイド制度等を定めたや
んばる型森林ツーリズム推進全体構想（素案）の策定
に向けて、地域の観光事業者、森林関係団体、関係行
政機関等から構成される検討委員会を開催しておりま
す。今後は、この全体構想（素案）をもとに、継続し
て検討委員会を開催し、平成29年度までに全体構想
を策定するとともに、構想の実現に必要となる協議会
等の推進体制の構築に取り組んでまいります。
　次に、パイナップル生産体制の確立、果実等生産出
荷安定対策事業の現状と対策についてお答えいたしま
す。
　パイナップルの生産振興については、沖縄県果樹農
業振興計画に基づいて、生産体制を強化し、生食用果
実の生産及び消費拡大を推進するとともに、加工用原
料果実の安定的な確保に努めているところでありま
す。これまで、県としましては、１、生産性及び品質
向上を図るための優良種苗の増殖・普及、２、省力化
栽培を促進するための植えつけ機の導入、３、生食用
と加工用の一元集荷による集出荷体制の確立等の諸施
策を推進しております。また、生産農家の経営安定等
を図るため、果実等生産出荷安定対策事業により、加
工原料用パイナップルの取引価格が著しく低落した場
合に、生産者へ補給金を交付しているところでありま
す。
　県としましては、今後ともＪＡや市町村等関係機関
と連携して、パイナップルの増産対策に取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子供の貧困対
策についての御質問の中で、貧困の原因についてお答
えをいたします。
　我が国における子供の貧困問題の深刻化の背景に
は、厳しい雇用経済情勢や核家族化・少子化の進展に
よる子育て家庭の養育力の低下、地域のつながりの希
薄化による子育て支援機能の低下など、子育て家庭を
取り巻く環境変化があると考えております。これらに
加え、本県においては、県民所得が最下位であり、失
業率が高水準で推移してきたことなど産業振興のおく
れのほか、ひとり親世帯の出現率が高いこと等が影響
していると考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　加藤達也君登壇〕
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○警察本部長（加藤達也君）　キャンプ・シュワブ
ゲート前の警備に関する御質問の中で、とどめ置き措
置の法的根拠についてお答えいたします。
　県警察としましては、キャンプ・シュワブ前におけ
る抗議行動に対しては、それが適法・適正に行われて
いる限り関与するものではありませんが、連日、工事
関係車両の入域時を中心に、抗議行動参加者による、
ゲート前の道路を占拠して車両の通行を妨害する形で
の座り込み行為や寝転び行為、車道に飛び出しての車
両の前への立ち塞がり行為や車両の下への潜り込み行
為といった危険かつ違法な抗議行動が行われておりま
す。
　県警察としましては、これらの行動を行っている方
に対し、再三の警告を行った上で、違法状態を解消す
るため、警察法、警察官職務執行法、刑事訴訟法の関
係規定全体の趣旨を踏まえ、安全に最大限配慮した形
で、必要最小限度の範囲において、安全な場所に移動
するなどの措置を講じているところであります。
　次に、警察官の職務についてお答えいたします。
　警察官の職務とは、上官の指揮監督を受け、警察法
第２条に定める個人の生命、身体、財産の保護、並び
に公共の安全と秩序の維持に当たるとの、警察の責務
に属する事務を執行することであります。
　次に、公権力とは何か、及び公権力を行使するとき
の注意事項についてお答えいたします。
　一般的に公権力とは、国または地方公共団体が国
民・県民の権利・自由を制限し、または義務を課すこ
とであると承知しております。公権力の行使に当たっ
ては、法律の根拠に基づかなければなりませんが、複
数の手段を選択することができる場合には、最も人権
の制限の程度の低い手段を選択する、目的達成のため
必要最小限度の行使にとどめる、法律の要件を満たす
場合であっても行使の必要性がない、または極めて低
い場合には行使を控えることも検討する等に留意して
おります。
　次に、危険人物とは何かについてお答えいたしま
す。
　キャンプ・シュワブゲート前では、連日、抗議行動
参加者による車道に飛び出しての立ち塞がり行為な
ど、危険かつ違法な行為が常態化しております。こう
した危険かつ違法な行為は、特定の方が連日行ってい
る状況が認められるため、このような行為を行う方を
現場の警察官が確認した場合には、この人は毎回車の
前に飛び出していて危険なので注意するようにという
趣旨で、周囲の警察官に対して注意喚起するため、危
険人物という言葉を用いたことがあるということであ

ります。
　次に、警備要請の目的と県警察への報告についてお
答えいたします。
　県警察では、キャンプ・シュワブ前での警備を含
め、県内のさまざまな警察事象に的確に対応するた
め、沖縄県公安委員会から東京都公安委員会に対し、
援助の要求を行ったものであります。また、県警察に
対する報告につきましては、派遣されている警視庁の
警察官は、派遣先である県警察の指揮のもとで活動を
行っており、その中で、必要に応じて報告を受けてい
るところであります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　保健医療についての
御質問の中で、県立北部病院の医療提供体制の充実、
整備についてお答えいたします。
　県立北部病院においては、手厚い看護による良質な
医療を提供するため、ことし２月から７対１看護体
制を実施しているところであります。平成28年度に
は、地域包括ケア病棟や新生児集中治療室（ＮＩＣ
Ｕ）を整備するなど、北部病院の医療提供体制の充実
強化を図ってまいります。
　次に、県立北部病院と各町村の診療所との連携につ
いてお答えいたします。
　県立北部病院においては、平成25年10月から地域
医療支援病院として、診療所等の医療機関と相互の患
者紹介、地域の医療従事者への研修及び意見交換会な
どを行い、病診連携を図っているところであります。
これらの活動により、北部地域における医療機能の分
担と連携を促進し、地域医療の確保に努めておりま
す。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　基地問題についての御
質問の中で、宜野座村城原区における夜間低空飛行訓
練についての御質問にお答えします。
　県は、軍転協と連携して、オスプレイの配備撤回を
求めるとともに、住宅等に近い着陸帯での運用を停止
すること及び住宅地上空の飛行を回避することを米
軍及び日米両政府に対して求めております。沖縄防
衛局の測定によると、宜野座村城原区における60デ
シベル以上の騒音発生回数は、平成28年１月末時点
で6455回と前年度同月末時点の1.5倍を超えておりま
す。宜野座村は、沖縄防衛局に対して、住宅地上空の
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低空飛行の禁止や搭乗員に対して飛行ルートの確認・
教育を徹底すること等を求めております。
　県としても、引き続き住宅地上空の飛行を回避する
こと、夜間訓練飛行の制限に最大限の努力を払うこと
を米軍及び日米両政府に求めてまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　城原の件ですね、これ城原はオスプ
レイあるいはヘリがずっと夜間低空で飛んでいるもん
だから、住宅にぶつかるんじゃないかなということ
で、命の危険を感じているわけです。そういうこの実
態調査をやっぱりやるべきじゃないかと僕は思うんだ
よね。ちょっと何回も何回も防衛施設局に行ったり、
県に行ったりはしているけれども、なかなか改善され
ない。ちょっともう何回も抗議しても改善されないか
ら、もう諦めというかどうなっているんだとそういう
気持ちもないでもない。だから、ある意味では、県も
そういう、県民が諦めるようなことをさせないように
一生懸命頑張って取り組んでいただきたいと思います
けれども、どうですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　先日、区のほうからの
要請がございました。その内容についても、私も報告
を受けております。かなり騒音がひどい状態だという
こともはっきりわかりましたので、この辺について
は、しっかり米軍そして日米両政府に要請していきた
いと思っております。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　要請というのは、相手から要請され
たものを伝えるわけよね。やっぱり現場へ行って、そ
のことがわかれば要請する内容も迫力があるわけ。だ
からやっぱり現場調査してしっかり伝えるというのが
大事だと思う、どうね。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　現場の状況についても
しっかり把握していきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　県警本部長、僕も大体400日ぐらい
現場に行っているんですけれども、一人の、余り個人
は中傷したくはない。ただ、彼の行動がちょっと際
立っているなと。そういう意味で、僕もよくちょっと
だけ、例えば警職法の第１条第２項で、前項の目的の
ためには必要な最小限度において用いるべきであっ
て、いやしくもその権利の濫用はやっぱりだめだとい
うことが書いてありますし、それから、最近いろんな
理論的な構成あると思いますけれども、警察権という

か、警察権の限界、これはちょっと古い議論になるの
かどうかわかりませんけれども、しかしやっぱり警察
公共の原則であるとか、警察比例の原則だとか、警察
責任の原則とか、あるいは警察消極の原則とか従来い
ろんな形で言われているかもしれないけれども、やっ
ぱり現場を見ていて、ちょっとこの人は明らかに沈着
冷静を欠いているのかなと、そういう感じはするんで
す。
　僕は常に、我々も原則はある、大衆運動は逮捕者を
出さない、けが人を出さない、常に非暴力、そして諦
めない。これが大衆運動の原則なんです。だから、
我々も現場でそういうことをやりながら、いつも注意
しながら、この我々の原則に基づいて行動をしたいと
思っているわけです。ですから、これからさまざまな
いろんなことが起きるかもしれない、その起きるかも
しれないので、やっぱりお互いがお互いの認識とし
て、ずっと沈着冷静というか、そしてやっぱりみずか
らが、何というのかな、行動するではなくて隊員に指
示する、隊員も恐らく戸惑っていると思うんですよ
ね、そういう意味では。この現場を見て、ずっと見て
いて。だから、そういうことですから、県警本部長、
やっぱりそういう意味での現場というか、そこをぜひ
理解していただきたいと思っています。いかがです
か。
○議長（喜納昌春君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　お答えいたします。
　現場の警察官に対しましては、平素から個人の生
命、身体、財産の保護と公共の安全と秩序の維持とい
う警察の責務に照らし、法令にのっとって適切な措置
を講じることのほか、常に沈着冷静な対応を行うこ
と、規制を行う場合には、基本的に規制対象者１人に
対して複数の警察官で対応することなど、安全に最大
限配慮した形で慎重に対応するよう指導を行っている
ところでありますが、引き続き継続してまいります。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　この警察官が言う危険人物、これは
余り言いたくないけれども、実は私に言った言葉なん
です。私は、妨害行為はしていない。立ってカメラで
撮っている。というのは、要するにこれは警察官も
撮っている、カメラで。我々も撮らないと状況を把握
できない。だから、そういう意味での危険人物という
言い方は余りよろしくないのかなと。そういう意味
で、よくわかります、現場は、僕も。だから、そうい
うことをもし彼らが僕らに言った場合は、僕らはどう
対処するか。例えば、逆に警察官に向かって、ばかや
ろうとか、おまえなんだとか、殺すぞとか言ったら、
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これはまた公務執行妨害の適用になるのかならないの
かわかりませんが、こういうこともいわゆる公妨の対
象になるという話も聞いていますから、お互いがそう
いうことも、何というのかな、まさに沈着冷静という
か、そういうことをしなければ現場はいつも、なるべ
くはそういう紛争というか、対立をやらないような形
でやったほうがいいんじゃないかなと思います。どう
ですか。
○議長（喜納昌春君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　お答えいたします。
　先ほど申し上げましたとおり、連日車道に飛び出し
て立ち塞がり行為等を行う特定の方に注意するため
に、現場の警察官の間で用いた言葉でありまして、𠮷
田議員に対して危険人物との言葉を発したという事実
は確認されておりません。現場の警察官に対しては、
引き続き常に沈着冷静な対応を行うなど、安全に最大
限配慮した形で慎重に対応するよう指導を行ってまい
りたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　事実関係はいいとしても、僕はもう
２回やられていますから、聞いていますから。だか
ら、そういうことは現場で確認されていなかったら、
それは結構だと思います。しかし、私は現場で彼は―
―まあいいや、やっていますから、それはもういいと
して、これからの言動はお互いに気をつけましょうと
いうことは、しっかり確認していきたいと思います。
　休憩お願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時30分休憩
　　　午後５時31分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　沖縄の振興について、ちょうど今節
目ですからね企画部長、節目で５年間の総括をしな
くてはいけない。そうしたら、例えば交付金を100億
余り、128億円残すと、やっぱり次の振興のために、
いわゆる対政府交渉のときに非常に困ると思うんだよ
ね。私も経験ありますけれども。その残すというこ
とと、これからどうするかということ。例えば、24
年でできなかったことをじゃ26年でどうするかとい
う、総括をせんといかぬわけです。24年じゃできな
かった。25年も続いているわけだから、じゃこの26
年でできなかったことを26年でどうするかというふ
うなことも考えながら、やらないといけないことが１
つ。
　２つ目は、市町村は、なるべく自分でお金を抱えて

おきたいわけですよね、繰り越しになったとしても。
不用額になっても。これをやっぱりどうするかという
ことを、英断を持って決断をして、これはこうだとい
うふうに言わなければ、そのまま内部留保になって繰
り越しが残って、今みたいな128億円残るようになる
んじゃないかと私は思っていますけれども、どうです
か企画部長。総務部長ね、一括交付金だから。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
○総務部長（平敷昭人君）　128億円の不用額の御指
摘の関係だと思いますけれども、それにつきまして
は、さまざまな要因、先ほども御説明いたしましたけ
れども、入札残でありますとか、例えば天候が思いの
ほか悪くて生産量がふえずに不利性解消事業というん
ですか、出荷の関係の申請が減ったとか、そういうも
のがあります。そういうことで、年度中途で不用が見
込まれるものをいかに早く、ある程度どこかで見切り
をつけて活用できる事業に持っていくような方法をと
らないことには、最後まで抱えておくと不用になって
しまうということもございますので、その辺もしっか
り横の連携をとりながらやっていきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　私も行政経験ありますけれども、だ
から年度途中で不用となることはないから、２月、３
月になってアイヤー　ナランサーとか言って、それど
うするかとなるわけ。だから、その前に事前にチェッ
クして、やっぱりどうするかということを考えておか
ないと。これ大所高所からやらないと、地元は抱えて
おきたいわけよね、常に。そこのところはやっぱり不
用額残さないように、また繰り越し残さないように、
そしてそうしなければ次に進まないわけよね。次の沖
振法、じゃどうするかというときに、一括交付金は沖
縄県使えなかったじゃないかと言われたら、両手挙げ
ますからね。この辺は決意が必要だと思います。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
○総務部長（平敷昭人君）　ただいま御指摘の件もご
ざいまして、庁内で執行管理連絡会議というものに諮
りまして、今年度も９月補正あたりから、この不用が
見込まれる事業について、他の新たな事業に振り向け
たり、あとは市町村の振りかえ等も行ったところであ
ります。そういうことで、今後弾力的にその辺の対応
もしっかりとって不用額を圧縮してまいりたいという
ふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　せっかくの一括交付金ですから、
沖縄しかないわけだから、あとこれ10年契約で次の
10年どうするかとあるものですから、そこをぜひぴ
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しゃっとやっていただきたいなと思う。
　それから、経済波及効果、この一括交付金が経済波
及効果の中でどういうふうに位置づけられているか、
ちょっと説明していただきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　県の一括交付金活用に
よるその影響というものは、先ほど総務部長からあ
りましたけれども、やはり市町村においても、312億
円、24年からおよそ300億円の予算を一括交付金を
活用していただきまして、トータルで1200億ですか
４年間で、やったわけでございます。直接効果として
それぐらいのものは出てくるだろうと思いますけれど
も、具体的にそれがどの程度どういった分野でそれぞ
れ影響しているかということについては、我々県全体
の中間評価を行うに当たりまして、市町村においても
実はそういった作業を調査しております。こういった
もの含めて、県が目指す将来像ごとに分類して、これ
がどの分野でいろいろ使われているのか、それがどう
いった形で影響しているのかというのは、詳細に今調
査分析を行っているところです。そういったものを
28年度には示して後期に向けて県の分もあり方もそ
うですが、市町村のあり方についても、市町村と意思
の共有を図りながら今後後期の５年間に向けて取り組
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。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　この経済波及効果だけれども、粗付
加価値誘発額と言って、これあるんだけれども、公
共土木では大体100億使った場合はどうなるか、その
他の公共でどうなるか、あるいは農業でどうなるか、
食料品どうなるか、通信でどうなるかと僕もちょっと
分析をして見ているんだけれども、やっぱり自給率
が非常に影響するので、例えば食料品のものは568億
9000万しかならない。農業は6135万。これ自給率関
係でかなり低いわけよね。公共が100億だった場合、
これ、最初から自給率が低いものだから、ここに投入
しても、いわゆるＧＤＰに与える影響は少ない。この
辺はきちっとどうするかということも、そこも頭の中
に入れながら行政を進めていかないといけないんじゃ
ないかなと思います、どうですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　そこまで𠮷田議員が
おっしゃるように、産業連関表とも活用したものがで
きるかどうかというのもあれですけれども、しっかり
御指摘のものも含めて、具体的にどういったことが将
来的にも経済効果としてあらわれるか分析してみたい

と思っております。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　県経済の見通しの中でも一括交付金
がいつもあるから上がりますよ、政府で消費支出が上
がっていきますよと書いてあるわけだから、その辺も
ぴしゃっとやっておかないと、一括交付金ははい、も
らいました、だけど経済効果がどうなったかとわから
なければ、やっぱり数字で示すことによって説得力が
あると。そこは頑張ってください、どうですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　今のものをしっかりま
た職員も意思の情報の共有を図って、取り組みたいと
思っております。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　ちょっともう時間がありませんの
で、今度は防災、教育長、僕は各学校調べたんですけ
れども、これも調べて、（資料を掲示）　時間がない
から。僕が言っているのは、津波に対して学校の今の
立地条件がいいのかどうか。小学校、中学校そして幼
稚園も保育所も含むんですよ。いざなったときに、津
波が発生したときにじゃどうするかというのがあるも
のだから、これ学校の教育現場の教育の問題じゃなく
て、防災の立地条件の問題もあるんですよ。そこを僕
は聞いていたんだよね、本当は。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　本県は、周囲を海に囲ま
れておりまして、島国でありまして、海抜10メート
ル未満の低地に公立学校の約３割が立地しているんで
すね。そのためにも、津波等の避難訓練であるとか、
日常的な、そういうのは大変重要なことだと考えてお
ります。学校防災リーダーのいろんな研修会とかあり
まして、さらに危機管理マニュアル、避難の、そうい
うのを利用しながら何とか日常化の中で緊張感を高め
ながらやっていくというのは絶対必要だと思っており
ます。さらに、前に𠮷田県議から御指摘もありました
ように、国道に面している点とか、その辺もいろんな
学校の状況に応じて、周知といいますか、その辺を促
しているところです。
○議長（喜納昌春君）　𠮷田勝廣君。
○𠮷田　勝廣君　現場の建物が、今の状況はどうなっ
ているのか。そこではどういう形で子供たちが勉強し
ているのか。そうじゃないと大川小学校で、ああいう
ときに起きたのは、裏は山なのよね。しかし避難はで
きていない。たくさん子供が亡くなった。そういう状
況をいかになくすかというのが１つ。ぜひもう一度あ
と答弁してください。
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　それから、観光。例えば、恩納村の前兼久とかある
でしょう。そこも6.9メートルで津波が来るわけ。そ
の津波にどう対処するかというのが、教育だけじゃな
くて、そこも聞きたかったわけ。申しわけない。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　観光地にお
ける自然災害、防災対策というのは、非常に重要とい
うことで、平成23年の東日本大震災の教訓を受けな
がら、県においては、平成23年度から県内の主要観
光地などで災害時にどのような形で観光客の方々を避
難誘導するか等々含めた訓練でありますとか、それか
らその訓練の結果を受けた防災マニュアル、避難マッ
プの作成とか、さらには海抜表示の実施とか、そう
いった事業に取り組んでおります。地域支援としまし
ては、平成23年度から26年度までに11地域１団体、
その中に恩納村の一部地域も含まれておりますが、そ
ういう形で取り組みを行っているところであります。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　御指摘のありましたよう
に、各学校では一番いい避難先はどこかというのは、
それぞれ学習しておりまして、そこへの避難訓練であ
るとか、例えば糸満南小学校あたりでは糸満市役所で
あるとか、いろんなこういう建築場所あるいは高台、
そういうところは各学校での防災マップであるとか、
あるいは防災研修会とかで各学校の実情に応じたそれ
ぞれの学校の危機管理体制がありますので、それに応
じて努めているものと思っております。それから日ご
ろの学習の中でも、常に学校教育全体を通して、その
辺に取り組んでいると認識しております。
○𠮷田　勝廣君　終わります。ありがとうございまし
た。
○花城　大輔君　議長。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後６時17分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　休憩いたします。
　　　午後６時17分休憩
　　　午後７時30分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　休憩いたします。
　　　午後７時32分休憩
　　　午後７時34分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　儀間光秀君。
　　　〔儀間光秀君登壇〕

○儀間　光秀君　皆さん、こんばんは。
　維新の会の儀間光秀です。
　通告に従い、一般質問を行います。
　食をテーマにした国内最大級の国際食品商談会第２
回沖縄大交易会が昨年11月26日、27日の両日、宜野
湾市の沖縄コンベンションセンターで開かれました。
国内外から出展企業、サプライヤー、仕入れ業者、バ
イヤー、計382社が参加し、県内58社、県外142社が
出展し、国内を含む17の国と地域から182社のバイ
ヤーが参加し、２日間で2273件の商談が行われまし
た。
　そこでお伺いいたします。
　１、沖縄大交易会について。
　(1)、目的は何か伺う。
　(2)、第１回と第２回の開催の成果について伺う。
　(3)、今後の課題について伺う。
　２、道路行政について。
　(1)、キャンプ・キンザーの一部返還に伴う国道58
号拡幅によって、渋滞緩和につながるとする根拠につ
いて伺う。
　(2)、浦添西原線（港川道路）の進捗状況について
伺う。
　(3)、浦添西原線（屋富祖通り）の整備計画がある
か伺う。
　(4)、浦添西原線（屋富祖通り）から臨港道路浦添
線を結ぶ道路の整備について伺う。
　３、キク日本一の沖縄ブランド維持のための生産基
盤強化技術開発事業について。
　(1)、事業の目的について伺う。
　(2)、農家の生産向上及び負担軽減に対する対策に
ついて伺う。
　４、総合交通体系計画について。
　(1)、鉄軌道導入までに入域観光客1000万人時代が
来ると思うが、交通体系全体で観光客の増加にどの程
度対応できると見込んでいるのか伺う。
　(2)、県は、鉄軌道の計画案の策定に向けて取り組
んでいるが、島嶼県である沖縄の特性を生かし、海上
交通も含め多様で利便性の高い交通結節点について検
討する必要があると思うが、県の見解を伺う。
　以上です。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　儀間光秀議員の御質問にお答
えいたします。
　沖縄大交易会についてに関する御質問の中の、沖縄
大交易会の開催目的についてお答えをいたします。
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　沖縄大交易会は、事前マッチング型商談会としては
国内最大級の国際食品商談会となっております。開催
目的としましては、まず１点目に、県内サプライヤー
と国内外のバイヤーとの商談機会を提供することによ
り、県産品の販路拡大を図ることが挙げられます。２
点目は、参加するサプライヤーとバイヤーに対して、
沖縄国際物流ハブの優位性をＰＲし、ハブ機能を活用
した海外輸出を伸ばすことにより全国特産品の流通拠
点化を推進いたします。３点目は、質の高い国際商談
会を開催することにより、アジアにおける商談会・ビ
ジネス拠点としての魅力を発信いたします。
　沖縄県としましては、今後とも質や規模のさらなる
拡充を図りながら、継続して沖縄大交易会を開催し、
国際物流拠点の形成と関連産業の発展を図ってまいり
ます。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁させていただきます。
○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　沖縄大交易会につい
ての御質問の中の、沖縄大交易会の第１回及び第２回
の成果についてお答えいたします。
　第２回沖縄大交易会は、サプライヤー200社、バイ
ヤー182社の参加を得て、過去最高の1929件の事前
マッチング個別商談が行われ、回を重ねるごとに参加
者数や成約率も向上しており、参加者からも好評を得
ております。また、大交易会の開催により、県内企業
の海外展開への機運が高まってきており、県産食品の
輸出実績も増加傾向にあります。大交易会は、国内外
のバイヤー・サプライヤーに対し、沖縄国際物流ハブ
の優位性をＰＲする絶好の機会となっており、物流ハ
ブの認知度向上・活用促進にもつながっております。
　県としましては、今後とも拡充を図りながら、継続
して大交易会を開催し、国際物流拠点の形成と関連産
業の発展を図ってまいります。
　次に、沖縄大交易会の今後の課題についてお答えい
たします。
  沖縄大交易会の今後の課題につきましては、参加者
や関係者から大会規模の拡大や商談機会の拡充、県内
企業の参加拡大、参加募集開始の早期化等が必要との
意見が出ております。これらの課題への対応について
は、次回の開催に向け、実行委員会事務局において、
運営方法を見直すなど改善してまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕

○土木建築部長（末吉幸満君）　道路行政についての
御質問の中で、キャンプ・キンザー一部返還に伴う国
道58号の渋滞緩和についてお答えします。
　国においては、一部前倒し返還を行うこととなった
キャンプ・キンザーの国道58号隣接部分について、
渋滞対策として６車線から８車線への拡幅整備を行う
こととしております。この拡幅整備によって、国道
58号の渋滞原因となっている城間交差点や屋富祖交
差点、仲西交差点などを含む区間の交通容量が拡大
し、渋滞が緩和するものと考えられます。
　次に、浦添西原線（港川道路）の進捗状況について
お答えします。
　浦添西原線（港川道路）の平成27年度末見込みの
進捗率は、約79％となっております。現在、文化財
調査を終えた古墓群一帯の改良工事を行っており、来
年度以降、米軍施設返還予定地内の工事の実施に向け
て、沖縄防衛局を通して米軍と調整を行っているとこ
ろであります。
　今後とも、浦添市や関係機関と連携して早期の供用
を目指し取り組んでまいります。
　次に、浦添西原線（屋富祖通り）の整備計画につい
てお答えします。
　浦添西原線（屋富祖通り）は、幅員12メートルで
都市計画決定されております。同通りは、商店街の活
性化に資するコミュニティー道路として整備すること
で、県、浦添市、地元関係者の３者間で協議をしまし
たが、一部住民から反対意見があったことから整備に
至っておりません。現在、浦添市においては、屋富祖
通りの整備のあり方を含めた、周辺地区のまちづくり
について調査を行っております。屋富祖通りの整備に
ついては、その調査結果を踏まえ、浦添市と連携し検
討していきたいと考えております。
　次に、屋富祖通りから臨港道路浦添線を結ぶ道路に
ついてお答えします。
　臨港道路浦添線及び沖縄西海岸道路浦添北道路にア
クセスする道路として、現在、県道浦添西原線港川道
路の整備を進めているところであります。屋富祖通り
から臨港道路浦添線を結ぶ道路については、キャン
プ・キンザー返還後の跡地利用計画の中で検討する必
要があるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　キク日本一の沖縄ブ
ランド維持のための生産基盤強化技術開発事業につい
ての御質問の中で、事業の目的と菊農家の生産向上対
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策等についてお答えいたします。３の(1)と３の(2)は
関連いたしますので一括してお答えいたします。
　本県の菊栽培は、これまで白熱電球を用いた電照に
よる栽培方法で行ってきましたが、国の地球温暖化対
策方針の一環として、平成20年に白熱電球の生産縮
小が示されたことから、代替の電照資材の開発が急
務となっております。そのため、県では平成24年度
からソフト交付金を活用して、本県の菊栽培環境に最
も適した代替電照資材の開発に取り組んでおり、平成
26年度までに本県の栽培環境下で利用可能な試作品
を開発し、本年度から現地実証試験を行っておりま
す。
　県としましては、菊農家の生産向上のため、代替電
照資材の生産現場への普及について総合的に検討して
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　総合交通体系計画につ
いての御質問の中の、観光客の増加への対応について
お答えいたします。
　沖縄県総合交通体系基本計画においては、観光客が
沖縄の雰囲気を楽しみつつ、安心・安全、迅速に移動
できる交通網の構築に資する取り組みを展開すること
としております。そのため、体系的な道路網の整備と
ともに、基幹バスシステムの導入に向けた公共交通の
利用環境改善、交通結節点の機能強化を図る那覇バス
ターミナル整備事業や沖縄都市モノレールの延長事業
を実施しております。また、中長期的には鉄軌道を含
む新たな公共交通システムの導入に向け取り組んでま
いります。
　次に、利便性の高い交通結節点の検討についてお答
えいたします。
　沖縄県総合交通体系基本計画においては、空港、港
湾、都心等の拠点地域において、多様な交通手段をス
ムーズに移動できるよう結節機能の拡充を図ることと
しております。そのため、那覇空港の国内線と国際線
を結ぶ際内連結施設の整備、那覇港のクルーズバース
の拡張整備、バスとモノレールの利用環境改善を図る
那覇バスターミナルの整備など、利便性の高い交通結
節点の整備に取り組んでおります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　儀間光秀君。
○儀間　光秀君　答弁ありがとうございました。
　道路行政のキャンプ・キンザーの一部返還に伴う渋
滞緩和につながる今の答弁で、６車線から８車線に拡

幅する、これ国道58号沿線に看板も上がってそれを
私も承知しているんですけれども、今、答弁によると
城間、屋富祖、仲西交差点の渋滞緩和につながると。
確かに、車線が拡幅するとその区間は渋滞緩和につな
がるとは思うんですけれども、ボトルネックといっ
て、それからの南北の沿線、城間とか勢理客はどうな
るんですか。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　国道58号、御承知
のように国の直轄の事業でございまして、私どもも今
先ほどのキャンプ・キンザーの６車線から８車線とい
う情報いただきました。また、交差点のところで交通
渋滞やっているのが一番原因というのが交差点で、例
えば直進車線の車両の阻害というのがありまして、交
差点の改良というのをよくやっているんですけれど
も、そういうのも、多分勢理客とかあるいは私どもが
事業をやっている港川道路の早期整備ということで、
この付近の交通渋滞が大分緩和されるんじゃないかと
いうことは期待しております。
○議長（喜納昌春君）　儀間光秀君。
○儀間　光秀君　部長、僕はそう見ないんですね。僕
はそう見ないで、このボトルネックの部分を改良して
いかないと、今の一時的な一瞬的なこの区間ですか
ら、一瞬的な渋滞緩和になるかもしれませんけれど
も、それから南北先行って、この渋滞というのは本当
に緩和するのかなというのがちょっと疑問符がつくん
ですね。
　それで、ちょっと前後するんですけれども、屋富祖
通りから臨港道路浦添線という表現の仕方したんです
けれども、実は御案内のとおり浦添で言う第１次ス
テージをサンエーさんが購入して、ショッピングモー
ルからホテルまでつくるという１点と、今言う渋滞緩
和もそうです。
　それとあと１点、防災の観点から見ると、西洲が今
大きい地震が起きてあるいは津波が発生したら、西洲
は今、日中3000名ぐらいの労働人口があるんですけ
れども、逃げ道がないんですよ。津波が発生したら、
今、臨港道路浦添線あるいは浦添北道路は海に面して
いますから、津波が発生してそこにあえて逃げる人は
いない。西洲はもう袋小路になっていまして、橋が決
壊するともう本当に逃げ場がないんですよ。そういっ
た防災の観点から、災害の避難時の経路という観点か
らも必要になってくるんじゃないかなと思っておりま
す。だから、６車線が８車線になる。それと同時に、
今インダストリアル・コリドーでしたか、今西普天間
でやる。それも事業化に向けて取り組んでいるという
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お話も聞いたりします。それ県と当該浦添市が一体と
なって、そういった渋滞もそうですけれども、その地
域の災害時の避難経路でも使えるということからする
と、その道路も検討するべきだと思うんですけれど
も、いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　このキャンプ・キン
ザー跡地の利活用の中で、牧港補給地区の整備構想図
というのがございます。これは中南部都市圏駐留軍用
地跡地利用広域構想というのが、平成25年の１月に
作成されているんですが、それからの抜粋なんですけ
れども、儀間議員が言われました屋富祖通りから浦添
北道路に行く通称シンボル道路というのが一つ線が
入ってございます。それから南側のほうには南北に結
ぶ地区幹線の配置ということでそういう構想が入って
いますので、先ほど申し上げましたように、この構想
の中で浦添市と一緒に、当然我々土木だけではなく企
画部のほうも一緒にこういう計画がこれから煮詰まっ
てくるんじゃないかということは考えております。
○議長（喜納昌春君）　儀間光秀君。
○儀間　光秀君　ぜひ前向きに検討していただければ
なと思っております。
　次に、港川道路、ずっと部長は耳にタコができるぐ
らい僕からのしょっちゅう質問でもう嫌かもしれませ
んけれども、本当に努力、この25年が進捗率が70％
で、26年末が72.2％、27年末の見通しが79％、急激
にこの年度で進捗が進んでいます。本当に部長初め執
行部の皆さんの努力に敬意を表し、また１年でも早
く、今32年でしたかね、31年度あるいは30年度でも
臨港道路と浦添北道路と同時に開通ができるように要
望いたします。
　次に、菊、部長、今資料もいただいたんですけれど
も、沖縄の菊農家、大体80万個ですか、電照機械と
いうのかな、使っている白熱球あるいは蛍光ランプ、
80万個大体使っているということであるんですけれ
ども、この農家にかかる電気機材の負担料が聞くとこ
ろによるとかなり大きくて、これをどうにか行政で助
成なりあるいはリース組んで対応できないかなという
話がある中で、この事業があるというのを気づいて
ちょっとお話聞いたら、新たな代替の機材のおきなわ
ブランドを研究、開発しているということをお聞きし
ました。具体的にワット数とかあるいは消費電力と
か、例えば白熱球を基準としたらどんな感じのものが
今もうでき上がっているのかお伺いいたします。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　今の事業ですけれど

も、白熱電球のそういう生産縮小というのが示されて
おりまして、ＬＥＤ電球で代替できないかという研究
をしております。現在、読谷村、糸満市のほうで実証
圃をつくりまして、そこで今実証しております。今、
代替電照資材候補として10製品ほどつくっておりま
すけれども、次年度その性能評価をしていきたいと考
えておりますし、また、今年度までに開発しました露
地で使用可能な電照資材、こういったものを改良して
引き続き実証試験を行う予定でございます。
○議長（喜納昌春君）　儀間光秀君。
○儀間　光秀君　政府が2020年度以降、照明の供給
をＬＥＤにすることが発表されたようです。昨年の
11月ですかね。そういった意味では、農家も何とい
うんですか、負担が大きく、今既存のＬＥＤですと大
体3000円ぐらいするということで、１個ですね。そ
れを購入すると、今ざっと80万個掛けたら24億かか
るんですよ、24億。大まかになんですけれども。そ
れを農家に負担しろというのは余りにも期間も短いで
すし、2020年といったらあと４年くらいですか。そ
ういった意味では、新たな今開発しているのがどのぐ
らいのものなのか、どのぐらいの料金なのか。もう農
家も興味津々で、それを次年度発表できて、一緒に農
家のこの機材を利用することによって農家の生産が上
がったとかいうことになればいいんですけれども、逆
に負担の軽減が大きかったということになれば、今、
小菊も全国シェアで44.5％ぐらいですか、かなりの
シェアを占めて沖縄の小菊といえば全国でも有名なぐ
らいですので、しっかり農家の生産意欲が低下しない
ように、また、負担がかからないように対応策をとっ
てほしいんですけれども、その辺について。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　議員がおっしゃると
おり、今、電球数試算しますと大体80万個超えるこ
とになりますので、１個当たりＬＥＤが大体3000円
ぐらいになりますから、確かに24億円の負担という
ことになります。
　現在、県におきましては、農林水産省の委託プロ
ジェクト研究におきまして、その白熱球とＬＥＤの経
済性を比較した研究を行っております。これによりま
すと、電気電球購入コスト、それから電気代の累積費
用は、ＬＥＤを導入して７年目には白熱電球の累積費
用を下回るというそういう試算は一応しております。
これまでの実証試験を実施しているところであります
ので、実証試験の成果を踏まえまして、今後生産現場
へ普及できる数について総合的に研究していきたいと
考えております。
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○議長（喜納昌春君）　儀間光秀君。
○儀間　光秀君　ぜひ部長、農家の意見も聞いて、本
当に行政と農家が一体となって生産性向上が図られる
ことによって、また耕作放棄地とかそういったような
のもなくなっていくんじゃないかなと思っていますの
で、よろしくお願いいたします。
　ちょっと再質問が前後したんですけれども、下地部
長、大交易会、本当にすばらしい商談会で、国内外か
らたくさんの評価を受けて、また県内業者からのたく
さんの評価があります。そういうのを耳にするとき、
すばらしい商談会をこの沖縄でもやっていると。去
年、私も視察をさせていただきました。本当にサプ
ライヤー固定型というんですか、今年度11月はそう
いった新たな試みでやったのが、成約金額も成約見込
みも伸びていっているという数字が出て、私も手元に
資料いただきました。ただ、１点気になるのが、継続
交渉というのが成約とか成約見込みよりパーセンテー
ジも上回っているんですね、金額のほうも。それを成
約見込みにする、成約に持っていくというもう一つの
努力が必要だと思うんですけれども、その辺の対応ど
うしていくのかお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　確かに議員がおっ
しゃるように、沖縄大交易会これ以外にも先ほど答弁
しました商談機会の拡充だとか、あるいは県内企業の
参加拡大あるいは参加募集の早期化等のほかに、今議
員から指摘のありましたもう一つの課題として、継続
交渉が多いというのがあります。それをいかに成約に
つなげていくかというのがもう一つの大きな課題であ
ると考えております。これはサプライヤー全体に言え
ることなんですが、特に本県の県内企業が非常に経営
規模が小さくて語学能力を有する人材等を要していな
いということもありまして、その継続交渉に課題を残
しております。
　県としては、万国津梁人材育成事業等で現地へのＯ
ＪＴへの派遣等も含めて今努力しているところなんで
すが、ただ、即戦力になり得ていないのも現状でござ
います。そういうのを踏まえまして、できれば事務局
のほうに継続的に交渉できる人材を据えまして、ある
一定期間その継続交渉の問題について取り組むという
のも一つの案ではないかということで、今後検討して
まいりたいと考えております。
○議長（喜納昌春君）　儀間光秀君。
○儀間　光秀君　ぜひ、成約、成約見込みの金額を３
回、４回と右肩上がりになるように対策をとっていた
だきたいと思います。今後の参加意向についてのアン

ケートで、やっぱり来年の大交易会の参加意向に関し
ては、８割以上のサプライヤー、９割以上のバイヤー
が参加する意思を示しているというアンケート調査が
出ているんですね。そういった意味では、国内外から
かなり注目の大交易会だと思いますので、知事含めて
執行部のなお一層の尽力をお願いするところでござい
ます。
　次に、謝花部長、交通体系に伴う観光客の増加にど
の程度対応できるかということで答弁いただいたんで
すけれども、バスターミナルの整備事業やモノレール
の延長事業、それで対応していく旨の答弁があったん
です。今、観光客はバスの乗車あるいはモノレールの
乗車よりはレンタカーが多いと思うんですね。レンタ
カーが徐々にですけれども右肩上がりで利用者が多い
と思うんです。そういった意味では、バスで北部周遊
する観光とかそういったところに一日費やすという人
は乗るかもしれませんけれども、やっぱりレンタカー
で自由度が高いような観光が今主流だと思うんですけ
れども、そういった意味での観光客増加に耐えられる
かということなんですけれども、もう一度その辺につ
いてお願いします。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　レンタカーもそうなんですが、沖縄県内の自家用
車も復帰直後の昭和47年度の約18万台から26年度に
107万台となっています。
　レンタカーの御質問ですが、平成26年３月末現
在、私が入手しているものでは449事業者で２万
4244台ということで年々右肩上がりで伸びていると
いうことです。これがやはり県内の交通渋滞にも拍車
をかけているということで、観光客の利便性の向上の
観点から、レンタカーのほうがやっぱりいいだろうと
いう部分もありますが、それを裏返してみますと、や
はり県内の公共交通が十分まだ観光客の皆さんに利便
性が高いものになっていないということだと思いま
す。これは県民にとってもそうだと思いますので、や
はり我々企画部としましては、自家用車から公共交通
へというスローガンのもとに基幹バス構想というシス
テムを導入するということで、利便性向上等さまざま
な動きをやっています。ノンステップバスですとか、
ＯＫＩＣＡとかバスレーンの延長さまざまなものを
やっているその一環でございますので、まずはそれを
やることによって、しかも外国人観光客もふえますの
で、多言語表示の案内板設置とかバスの中にも。そう
いったものをやることによって、何とか観光客の方に
も公共交通を利用していただく、そういった誘導をし
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てまいりたいと思います。
　当然、体系的な道路網の整備によって、観光客の
方々にも利用しやすいというのもありますけれども、
我々企画部としては、今申し上げたような公共交通へ
の転換、それを促してまいりたいというふうに考えて
おります。
○議長（喜納昌春君）　儀間光秀君。
○儀間　光秀君　部長、なかなか苦しい答弁だとは思
うんですけれども、公共バス、観光客が本当に乗りま
すかね。そういった意味では、鉄軌道もまだまだ時間
がかかります。だけど速効性がないと、きれいな海
を飛行機の上から見て、おりて交通渋滞、そういっ
たので例えば三十二、三年に1000万人を目標値とし
て置いて、35年、40年にこの1000万人が右肩下がり
だったらどうするのかなという懸念も私は個人的に
持っております。そうならないように今どの対策が必
要なのか、そういった意味では、前回の一般質問でも
海上交通にも視点を当てるべきだという提案をさせ
ていただきました。平成18年に国土交通省から公表
された資料の中で、交通渋滞における経済損失が沖縄
県は1800億なんですよ、1800億。損失時間１人当た
り47時間なんですね。そういった意味では、経済の
底上げも大切なんですけれども、損失をどれだけ減ら
すかというのも一つそこから見る観点も必要かと思い
ます。そういった意味では、海上交通、一括交付金が
ある間に高速艇を購入して港湾を整備して那覇空港お
りたら、この高速艇は必ず観光インフラになりますか
ら、そういった意味で提案をして一般質問を終わりま
す。
　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
　　　〔當間盛夫君登壇〕
○當間　盛夫君　議席番号18番、當間盛夫でござい
ますが、自民党にくじかれ、そして我が同僚もいなく
なっているんですが、再質問するなよと言ったら、こ
れだけ再質問するし、私の時間まで奪って本当にどう
するのかなと思うんですが、どうぞ皆さんまた……。
私の隣の照屋大河君は選挙ないもんだから全く危機感
をちょっと感じないんですけれども、もう皆さん選挙
いろいろと大変だとは思いますが、私も大変でござい
ますので。
　執行部の皆さんには、もう答弁いろんな形で、
ちょっと時間も大変夜遅くまで答弁の作成があったと
思うんですが、質問を取り下げる項目をまずお知ら
せしたいと思うんです。知事の政治姿勢の(1)番と(4)
番、(5)番は取り下げます。そして２番の那覇空港に

関する分での(4)番は取り下げます。そして、３番の
中城湾港についても取り下げます。４番のＴＰＰの
(1)、(2)、(3)は取り下げます。そして、企業局長は
退任されるということで、私は質問やろうかなと思っ
たんですが、もう答弁十分でございましたので、７番
の企業局に関しても取り下げをしていきたいというふ
うにも思っております。
　では、まず知事の政治姿勢のほうからということ
で、人口増加、これは沖縄県が１番の３％ということ
で、もう人口増加という、143万の人口、増加があり
ます。間違いなくこの沖縄県の翁長知事、東京の知
事、そして大阪の知事、沖縄の県知事というものは、
中央そして日本の政治においては、私は発信力だと
か、影響力というのは物すごい大きい部分があると思
います。ましてや、沖縄の知事となると、やはりこの
基地問題を含めた安全保障から外交からという形があ
りますので、ぜひ翁長知事は、きょう裁判が結審した
というところもありますが、やはり143万のリーダー
として選ばれた翁長知事であるわけですから、司法は
司法での部分があります。しかし、やっぱり県民に支
えられている分でのもっと翁長知事の政治力を県民は
期待をしていると思いますので、翁長知事のぜひそう
いう意味での、東京、大阪、沖縄の、その沖縄県の知
事だという政治力をいかんなくまた発揮してもらいた
いなというふうにも思っております。
　その中で、今回もう多くの皆さんが貧困問題を取り
上げております。我が県の貧困問題、私は非常事態に
あると思います。この貧困の原因である県民所得の低
さをどのように向上させるのか、具体的施策、取り組
みをお伺いします。
　(3)番、憲法第26条２項のほうには、「義務教育
は、これを無償とする」とあります。これは、どのよ
うに認識され学力向上と子供貧困対策に取り組むのか
をお伺いいたします。
　この分は、我々政策のおおさかも市長、知事みずか
ら身を削って、200億近くの予算をつくって、子供た
ちの貧困含めて学力向上のための予算をつくってき
たというところもありますので、憲法のほうで義務教
育はという形があるんですが、もうそうではなくて、
教育は無償化、無料化にしていくと。これは沖縄の高
校生の今の状況がどうあるかということも、やっぱり
我々は考えて人材育成をしていかなければ、小学校、
中学校ということではなくて、沖縄の高校生の人材育
成をしっかりとしていくんだというためには、やはり
私どもは、教育は無料化、無償化ということをしっか
りとうたっていかなければいけないんじゃないかなと
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いうふうに思っておりますので、その分でお聞きをさ
せてもらっております。
　那覇空港の分であるんですが、県の空港に対する理
念や計画性がなく後追いの拡充になっていると思いま
す。空港施設の将来的ビジョン等の抜本的改革が必要
と考えるが取り組みをお伺いいたします。
　平行滑走路、あと４年で平行滑走路できるんです
ね。ところがまだ国内線をどういうふうにするかとい
う、もう国内線もいっぱいですよ。国際線ターミナル
200万の対応、これから300万の海外の皆さんの対応
をすべきだということがあったんですが、当初で80
万だとか100万だとかいう形で、今またそれを増築し
ていくという、僕は後追いでは絶対だめだと思ってい
るんです。これ空港は空港ビルディングのものではな
いんですよ。沖縄の我々の沖縄県民の財産であるわけ
ですから、我々がしっかりと空港のビジョンをどう持
つんだということは、知事、私は必要だというふうに
も思っておりますので、その点をちょっとお聞かせく
ださい。
　そして(2)点目、アジア経済戦略構想にある那覇駐
屯地活用の具体策をお伺いいたします。
　間違いなくもうバックヤードはありません。この今
の那覇空港のほうには。やはりバックヤードがないと
いうことであれば、今陸上自衛隊いろんな形で、もう
皆さん今度のアジア経済戦略構想の中で那覇駐屯地の
活用ということがあるわけですから、今度の安全法制
の中で、自衛隊と米軍のその一体共用いろんな形があ
るんであれば、私は自衛隊のその基地を含めながら
も、含めてのその基地のありようということをもっと
検討していいんじゃないかなということでのお話をさ
せてもらっております。
　(3)番目、中期防衛計画で航空自衛隊が増強されて
おります。過密な国内・国際便への影響をお伺いいた
します。
　あそこは、国土交通省の管轄ということで、これだ
け今Ｆ15が20機体制から40機体制になりました。し
かし、防衛省は、今嘉手納だとか普天間等々含めて、
きょうは𠮷田議員が言っていたんですが、我々なかな
か本土と違う部分で二重構造になっていないかという
ところはありますので、これだけもう那覇空港でも過
密だと言われているのに、こういう40機体制に組ま
れると、ましてや住民はもっと被害受けていますよ。
これは別に、那覇の小禄のほうだけではなくて、間違
いなく糸満にしても豊見城にしてもそういう防音の被
害体制だとか、いろんなことがあるわけですからその
分の対策をどうするのかということをまたお聞きもし

たい。これは答弁入っていないからいいか、いいで
す。はい、この分は。
　(5)番目、大型クルーズ船那覇港入港で那覇空港に
与える影響をお聞かせください。
　那覇空港、クルーズ船、4000名の大型のクルーズ
船が入ってくるたびに皆さん、那覇空港におりる民間
機は上で旋回をしている、待機をしている状況がある
ということは、もっともっと那覇港のクルーズ船とい
うことがあるんでしょうけれども、やはりこれは間違
いなく今那覇空港の民間の離発着に影響を与えている
と。ちなみに今、年間で約100時間、そういう部分で
の待機があるんだということがあるわけですから、ク
ルーズ船を伸ばすということであれば、私はもっと
もっと早目に本部港に対するクルーズ、その意味では
安慶田副知事がＵＳＪの部分もしっかりとまだ検討し
ているんだと。ＵＳＪ自体はやらないという検討は１
回もしたことないということですので、親会社がかわ
りましたので、その親会社に対する説明がどうしても
時間がかかっていると。じゃ、我々県においても――
これＵＳＪの話ですよ――県においても600万人を集
客するんであれば、我々もその本部までの鉄軌道、高
速をどうするのかという社会インフラ整備をもっと示
していかないといけないというところもあるでしょ
う。そういった面からすると、北部の活性化からする
と本部にクルーズ港、２隻も３隻も大型のクルーズ船
が泊まれるような部分をやっぱりこれは早目につくっ
ていかなければ解決しないんじゃないかなというふう
にも思っております。
　４点目、ＴＰＰ協定についてでございますが、もう
(1)、(2)、(3)はいいです。
　(4)点目、やはり卸売市場における物流対策の具体
的強化と。沖縄県自体に青果卸は１つしかありません
ので、やはりここを拠点にこれからアジアに沖縄の
物、全国から集まった物を、その卸売市場からアジア
にそのことでのものを展開していくというような、
やっぱりこれだけ総合的な、大がかりな構想を持って
いかないといけないんじゃないかなと。もう30年で
すから、卸売市場、老朽化もしておりますので、そう
いった意味での攻める農業基盤をつくるためにもその
ことは必要だというふうにも思っております。
　(5)点目の不利性解消事業の課題と今後の輸送コス
トの低減。
　不利性、もう今聞くところによると、不利性の部分
をいただきました。ああボーナスが出たというように
しかとられていない。これはこの不利性解消事業やっ
た当初は、この物流コストをいかに下げるか、鹿児島
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までの物流コストをいかに下げるかというのがこの
28億も使った物流コストの事業だったはずです。し
かし、それが事業者によって、ボーナスばらまきのよ
うなことではやっぱりだめですので、そのコスト、輸
送コストをどういうふうに軽減していくのかというこ
とを真剣に考えていかないといけないですよ。知事、
今28億あります。この28億の、例えば14億、15億を
そういった物流コストのものにかける。例えばです
よ、貨物船を買うんであれば、大体15億、20億、そ
れぐらいですよ。貨物船を県が買って民間にそういう
分で委託をしての物流コストをどういうふうな軽減が
できるか。中央でコンテナを持って、コンテナの事業
でどういうふうな物流コストの軽減ができるかという
ことの半分をそういう予算に、これからあと残り５年
ですから、そういったことを私は考えてもいいんじゃ
ないかというふうにも思っておりますので、よろしく
お願いします。
　南西石油問題の状況と石油製品安定供給への対応に
ついてお伺いをいたします。
　ガソリン原油安くなっているんです。どこもそう
いった面では、今皆さんリッター当たりレギュラーで
も相当安くなっているんです。ところが、このペトロ
ブラスの南西石油が撤退をすることで、今沖縄の６割
近くの給油所を含めてそういう南西石油から購入した
皆さんが値上がりをする状況にあるということは、こ
れは決してよくないです。これはやはり、私はこうい
う部分で今聞いてはいるんですが、県がもっと自分た
ちが、じゃ、県が何が参画できるのかということも含
めながらやはりこのことは検討していかなければいけ
ない問題だというふうに思っておりますので、現状と
対応をお聞かせください。
　最後、ホテル等の耐震診断及び改修等に対する支援
の取り組み状況と防災拠点等の市町村との連携につい
てお伺いをいたします。
　もう３・11、５年になりますね、東日本大震災か
ら。本当に我々沖縄県は、その震災に耐え得るよう
な、各市町村含めて我々はその対応をしているのかと
いえば、ないんじゃないかと思うぐらいですよ。そう
いう意味での耐震だとかいろんなものがあったはずで
しょうけれども、なかなか遅々として県は市町村と連
携をとって、こういう取り組みができていないという
現状ですので、それをぜひお聞かせください。
　よろしくお願いいたします。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　知事の政治姿勢につい

ての御質問の中の、県民所得の向上についてお答えい
たします。
　県民所得を向上させるためには、移出型産業が複数
堅実に育つとともに、域内の産業が活性化し、両者が
連携・補完する経済構造を創出することが重要と考え
ております。沖縄21世紀ビジョン基本計画では、観
光・リゾート産業や情報通信関連産業の振興に加え
て、臨空・臨港型産業など第３、第４のリーディング
産業を育成することとしております。そのため、沖縄
の優位性を生かした沖縄県アジア経済戦略構想の実現
に向け、成長著しいアジアのダイナミズムと連動した
産業振興に取り組んでまいります。さらに、農林水産
業・建設業・製造業などの地場産業や、科学技術を応
用した産業など、沖縄の特性を生かしたさまざまな産
業を振興することなどにより、自立型経済の構築を図
り、県民所得の向上に取り組んでまいります。
　次に、那覇国際空港ターミナル機能の拡充と強化に
ついての御質問の中の、空港施設の将来ビジョンにつ
いてお答えいたします。
　那覇空港ビルディング株式会社は、増大する旅客需
要に対応するため、平成32年３月末の第２滑走路供
用開始を見据え、国内線と国際線旅客ターミナルビル
を連結する際内連結施設の増築を進めるなど、ターミ
ナル機能の拡充強化に取り組んでいるところでありま
す。同社においては、際内連結施設の整備により観
光客1000万人の受け入れに対応できるとしておりま
す。
　県としましては、引き続き国や那覇空港ビルディン
グ株式会社と連携し、観光需要に対応できる施設拡充
整備に取り組んでまいります。
　次に、航空自衛隊増強による影響についてお答えい
たします。
　航空自衛隊の増強により、那覇空港の民間航空機の
運航に少なからず影響があるものと考えております。
大阪航空局那覇空港事務所においては、那覇空港の民
間航空機、自衛隊機等の増加に対応し、安全確保に係
る定期的な訓練や民間航空会社、自衛隊等との定期的
な会合を行うなど、安全の確保に取り組んでいるとし
ております。
　県としましては、引き続き那覇空港の安全管理の徹
底を国に対して求めていきたいと考えております。
　次に、大型クルーズ船の那覇空港に与える影響につ
いてお答えいたします。
　那覇空港は那覇港と隣接していることから、基本的
にはマスト高が35メートルを超える船舶が空港寄り
の航路を往来する際、滑走路北側の進入表面に抵触す
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ることになります。北側からの着陸機の進入と船舶が
往来する時間帯が重なる場合には、着陸機を一時待機
させるなど、一定の運用制限が発生していると承知
しております。なお、平成27年８月10日から気象条
件が一定以上良好な場合は、抵触するマスト高が35
メートルから43メートルに緩和されております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、知事の政治姿
勢についての御質問の中で、義務教育に関する認識と
学力向上の取り組みについてお答えいたします。
　義務教育は、国民が共通に身につけるべき公教育の
基礎的部分を、誰もがひとしく享受し得るように制度
的に保障するものであります。
　県教育委員会としましては、貧困が学力に影響を及
ぼすことはあってはならないと考えております。今後
とも、児童生徒がみずからの人生を主体的に切り開
き、社会の発展に貢献する人材となるよう、児童生徒
一人一人と向き合い、学習意欲を高める取り組みを推
進してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　知事の政治姿
勢についての御質問の中で、義務教育と子供の貧困対
策についてお答えをいたします。
　貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、教育の支援
の充実を図ることが特に重要であると考えておりま
す。現在、策定を進めております子どもの貧困対策計
画の素案においては、教育の支援に関して、幼児教育
の質の向上、学校教育による学力の保障、地域による
学習支援、就学援助の充実などについて、関連施策を
盛り込んでいるところであります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　それでは、那覇国際
空港ターミナル機能の拡充と強化についての質問の中
で、那覇駐屯地活用の具体策についてお答えいたしま
す。
　アジア経済戦略構想では、成長著しいアジアの巨大
市場の中心に位置する地理的優位性を生かして、国際
競争力のある物流拠点の形成や航空関連産業クラス
ターの形成など、今後の沖縄経済を牽引する基軸とな
る産業の振興に重点的に取り組むことが示されており

ます。そして、これらの産業の成長を推進していくた
め、那覇軍港や自衛隊駐屯地及び那覇港エリア等を活
用し用地を拡張するとともに、大型ロジスティクスセ
ンターや物流倉庫等のインフラ整備を行う必要性が提
言されております。また、県経済界からも同様の要請
をいただいているところであります。
　沖縄県としましては、同用地がアジア経済戦略構想
を推進する上で、重要な位置にあることから、国等の
関係機関と調整を行う必要があると考えております。
　次に、南西石油問題についての質問の中の、南西石
油の状況と石油製品安定供給体制についてお答えいた
します。
　南西石油は、親会社であるブラジル国営石油公社ペ
トロブラスが海外からの撤退を決めたことから、こと
し３月をもって石油製品の販売を終了するとしており
ます。４月以降、承継先が決まるまでの間について
は、暫定的にタンク等設備を貸し出すこととしてお
り、取引先各社は、国内精製元売や商社等から直接石
油製品を調達し、販売する体制に向けて協議を進めて
いるところであります。
　沖縄県は、去る１月28日に、県内における石油製
品の安定供給に向けて万全の対策を講じるよう、知事
から国へ要請したところであり、国としても、業者間
の調整状況を確認しながら、県内の安定供給の確保に
向けて、しっかり対応していくとしております。
　沖縄県としましては、今後とも国と連携しながら、
安定供給が確実に図られるよう、引き続き取り組んで
まいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　ＴＰＰ協定について
の御質問の中で、卸売市場における物流対策の強化に
ついてお答えいたします。
　県におきましては、青果物の品質向上など卸売市場
の機能を強化するため、平成27年度において、中央
卸売市場内に配送センターを兼ねた冷蔵施設を整備
し、県産農作物の長期安定的な供給体制を構築するこ
ととしております。加えて、冷蔵配送車を導入し、産
地から消費地までの低温管理によるコールドチェー
ン化を推進してまいります。また、平成28年度にお
きましては、国の第10次卸売市場整備基本方針を受
け、第10次沖縄県卸売市場整備計画を策定すること
としており、その中で、市場関係者等と輸出も含めた
物流対策の強化について検討してまいりたいと考えて
おります。
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　次に、不利性解消事業の課題と今後の輸送コストの
低減策についてお答えいたします。
　農林水産物流通条件不利性解消事業の平成27年度
の実施状況は、交付決定団体数129団体、交付決定
額約28億円、県外出荷見込み重量約６万2000トンと
なっております。本事業の実施により、１、本土市場
での価格競争力の向上、２、県外出荷時期及び出荷量
の拡大などが図られるものと考えております。一方、
本事業を推進していくに当たっては、農林水産物の県
外出荷に際して、さらなる集約化を進め、スケールメ
リットを生かした輸送により、運賃低減を図っていく
必要があると考えております。
　今後も、流通条件の不利性の負担軽減及び本県農林
水産業の競争力の強化に向けて取り組んでまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　地震対策等について
の御質問の中で、ホテル等の耐震化支援についてお答
えします。
　建築物の耐震改修の促進に関する法律が、平成25
年11月に改正施行されました。これにより、昭和56
年５月以前の旧耐震基準で建築されたホテル、病院等
の多数の者が利用する大規模建築物の所有者には、耐
震診断が義務づけられたところです。県では、これら
の大規模建築物について、国の補助制度を活用し、市
町村と連携して、平成26年度から耐震診断費用の一
部を、平成27年度から耐震補強設計費用の一部を補
助しているところであります。また、平成28年度か
らは、耐震改修工事に対する補助事業の実施を予定し
ております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　地震対策等についての
御質問の中で、防災拠点等の市町村との連携について
お答えします。
　防災拠点等となる避難所につきましては、災害対策
基本法に基づき、地域の事情を踏まえて市町村により
指定緊急避難場所と指定避難所が指定されておりま
す。耐震性が確保されているホテル等は、津波災害に
備えるため、指定緊急避難場所の津波避難ビルとして
平成27年６月時点で７市町で44棟が指定されており
ます。
　県といたしましては、ホテル・旅館等を防災拠点と

なる避難所として位置づけることにより、事業者の改
修費用の負担が軽減される当該制度について、市町村
に対して周知を図り地震防災対策の推進に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　再質問やらないのを皆さんが期待し
ていたらしいですが、やります。
　我々は与党でもないんですけれども、野党なのか何
なのかわからないところがあるんですけれども、でも
批判だけはしません。批判よりも我々はもっと提言を
して、沖縄県をどうあるかと、どうよりよくしていく
かということをこれからも推し進めていきたいなとい
うふうにも思っております。
　商工労働部長、下地部長、僕は南西石油のありよう
というのは、今国と連携をしてやるということでおっ
しゃっているんですが、なかなかやっぱり事業者、そ
の南西石油の取り扱いの皆さんからしたら、もう上げ
ざるを得ない状況に来ているわけです。生活のいろん
な部分で。それを国と連携していますからということ
ではなくて、やはり県が独自に我々はじゃこういうふ
うな形で、その南西石油のあり方等も含めて検討して
いきたいと、よく言えば、もう県が参画をしてでもそ
の南西石油をどういうような形で立ち上げさせるのか
と、民間の業者も含めながらも、やはり県が先頭に
立ってやっていくという私はその心意気が必要だとい
うふうに思うんですが、これ部長が答えるよりも、知
事、もう知事の、僕はこの辺は決断だと思うんですけ
れども、どう検討されますでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　ただいま激励をいた
だきましたけれども、今、ペトロブラス社は、この譲
渡先の選定に当たって譲渡条件といいますか、そう
いったものを整理しながら、さらにはその財務状況と
か技術面、経営面、そういう金融機関からの支援の可
能性の有無とか、そういう総合的に今精査をしながら
エネ庁の指導を受けながらその作業を進めているとこ
ろであります。そういう中において、エネ庁としまし
ても、まだその譲渡がうまくいかないということを
言っているわけではなくて、指導しながら承継企業を
公募し、選定していくという今作業をしているところ
であります。そういう中において、その状況がまだ
はっきりしない中で、予断を持ってこちらのほうで言
うことではないなと思っております。そういうこと
で、さらに言わせていただければ、エネルギーの供
給、これについては国の責務でもあるということを考
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えますと、県が経営参画するということについては、
慎重に検討する必要があると考えております。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　県経済、県民の生活に影響してくる
ということがわかっていながら、県は、いやこれは国
がやることだからということでそのままにするという
ことは私は決してよくないというふうに思うんです
が、知事、これは事務方の答弁じゃないはずですよ。
これ知事が、こういう形で明確にどうしていこうと、
今国のことも聞きながら、今の部長の答弁も聞きなが
ら、知事としてじゃどういうふうにしていくというこ
とをちょっと御答弁いただけませんか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　當間議員の御質問にお答えを
いたします。
　南西石油問題は、県政の中でもこの数カ月大変重大
な出来事として、今、担当部長ともやりとりをしてお
ります。国のほうにも副知事初め私も行って、資源エ
ネルギー庁長官、あるいは島尻大臣等々お会いもしな
がらやってきたわけですが、県で何ができるかという
ようなことで、一般的にといいますか、そういうよう
な中ではまずはそういった値上げ分の補塡が県の力で
できるかというようなことも考えましたが、それはシ
ミュレーションでもなかなか難しいということです。
それから卸元を探す意味でのリストアップとか、そう
いうこと等も挙がっているものについては、一つ一つ
私たちも吟味をしながらこういう形でつながっていけ
るといいがなというような部分はやっております。た
だいかんせん、権限というような意味で、なかなか私
たちがさわれる部分がどこにあるかというようなこと
を今担当部と話をしているところでありまして、しか
し３月で、４月からがらっと変わっていくわけですか
ら、この辺のところをこれからもう一回しっかりこの
議論をしながら、沖縄県として何ができるかというこ
とを改めてこの具体的なものとしてできるように取り
組んでいきたいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　ありがとうございます。
　ぜひ、業界、沖縄県経済に影響が出ないような形で
知事を先頭に頑張ってもらいたいなというふうにも
思っております。
　もう最後一点だけ。
　子供貧困で、今度30億の基金、内閣府からも10億

という大きな予算が出てきました。我々、この子供貧
困というのは決してこの一、二年ということではな
くて、もう復帰してずっとこの方やっぱり県民所得
が47位という現状を我々が変えてこられなかった。
我々政治的な、行政的な責任もあるというふうにも
思っております。そういった面からすると、我々はお
おさかだからということではないんですが、おおさか
維新の橋下前市長、松井知事は、みずからやはり報酬
含めてカットしてくる。橋下知事は、彼は140万だっ
た報酬を80万、約４割カットしたわけですよ。退職
金も、彼は4000万の退職金を750万と、退職金をも
らわないということになってくると、これまた条例に
なってくるもんですから、そういったことではなく
て、退職金81％カットしてでも子供たちの予算づく
りをしてくると。この子供たちの予算づくりが、大阪
府で皆さんこの分での身を削る改革で、公務員に対す
る部分もあったんですが、そういった予算をする中
で、教育、子育ての予算を、知事、５倍にしたんです
よ、５倍に、大阪は。この１つの分で、例えば子供の
医療費助成を35億から73億にやったんだとか、中学
校の給食費を１億しかなかったものを22億までその
分での財源をつくってきた。学校のＩＣＴ化、これ貧
困ということだけではなくて、やっぱり子供たちの学
力を上げていかないといけないわけですから、その学
校のＩＣＴ化をするために全く予算がなかった部分を
39億の予算を使って、そういった学校教育のＩＣＴ
化を進めてきたという現実があるわけですから、我々
やっぱり、いやこれは大阪だからではなくて、我々今
の沖縄もそういう意味では危機的状況にあると教育を
含めても貧困の対策を含めても、教育を含めても、
我々非常事態ということであれば、みずからまず身を
削るということも我々政治家には大事かなというふう
にも思っておりまして、それは提言として終わらせて
いただきます。
　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　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３月１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８時41分散会
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平 成 28 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第７号）

平成 28 年３月１日（火曜日）午前 10 時３分開議

議　　事　　日　　程　第７号
平成28年３月１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39号議案まで及び乙第１号議案から乙第49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39号議案まで及び乙第１号議案から乙第49号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　平成28年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　平成28年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　平成28年度沖縄県下水道事業特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　平成28年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　平成28年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　平成28年度沖縄県林業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　平成28年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　平成28年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　平成28年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　平成28年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　平成28年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　平成27年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
　　　　　　甲第25号議案　平成27年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第26号議案　平成27年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第27号議案　平成27年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　平成27年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　平成27年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　平成27年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）
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　　　　　　甲第31号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　（第１号）
　　　　　　甲第32号議案　平成27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補正予算（第２号）
　　　　　　甲第33号議案　平成27年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第35号議案　平成27年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　平成27年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　（第１号）
　　　　　　甲第38号議案　平成27年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第39号議案　平成27年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例
　　　　　　　　　　　　　 の整備に関する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
　　　　　　乙第４号議案　沖縄県知事等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例
　　　　　　乙第５号議案　沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第６号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第７号議案　沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正
　　　　　　　　　　　　　 する条例
　　　　　　乙第８号議案　沖縄県特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第９号議案　沖縄県選挙管理委員会関係手数料条例
　　　　　　乙第10号議案　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
　　　　　　　　　　　　　 関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　乙第11号議案　沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第12号議案　沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第13号議案　沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
　　　　　　　　　　　　　 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第14号議案　沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
　　　　　　　　　　　　　 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例附則第６項の規定によりなおその効力を有するものと
　　　　　　　　　　　　　 された同条例第２条の規定による改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の事業
　　　　　　　　　　　　　 の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
　　　　　　　　　　　　　 果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例
　　　　　　乙第16号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第17号議案　沖縄県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第18号議案　沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
　　　　　　　　　　　　　 の一部を改正する条例
　　　　　　乙第19号議案　沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定
　　　　　　　　　　　　　 める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第20号議案　沖縄県消費生活条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第21号議案　沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
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　　　　　　乙第22号議案　沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例
　　　　　　乙第24号議案　沖縄県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第25号議案　沖縄県職業訓練指導員免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第26号議案　沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第27号議案　沖縄空手会館の設置及び管理に関する条例
　　　　　　乙第28号議案　沖縄県立奥武山総合運動場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29号議案　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一部
　　　　　　　　　　　　　 を改正する条例
　　　　　　乙第30号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第31号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第32号議案　沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第33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34号議案　沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第35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36号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第37号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する
　　　　　　　　　　　　　 条例
　　　　　　乙第38号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　乙第39号議案　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に
　　　　　　　　　　　　　 伴う関係条例の整備に関する条例
　　　　　　乙第40号議案　工事請負契約について
　　　　　　乙第41号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第42号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　乙第43号議案　訴えの提起について
　　　　　　乙第44号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　乙第45号議案　損害賠償額の決定について
　　　　　　乙第46号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　乙第47号議案　指定管理者の指定について
　　　　　　乙第48号議案　県道の路線の認定について
　　　　　　乙第49号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について

出　席　議　員（46名）
議　長
副議長
１　番
２　番
３　番
４　番
５　番
６　番
７　番
８　番
９　番
10　番
11　番

喜　納　昌　春　君
翁　長　政　俊　君
比　嘉　京　子　さん
比　嘉　瑞　己　君
西　銘　純　恵　さん
玉　城　　　満　君
仲　村　未　央　さん
新　田　宜　明　君
儀　間　光　秀　君
上　原　　　章　君
花　城　大　輔　君
砂　川　利　勝　君
具志堅　　　透　君

12　番
13　番
14　番
15　番
16　番
17　番
18　番
19　番
20　番
21　番
22　番
23　番
25　番

大　城　一　馬　君
具志堅　　　徹　君
渡久地　　　修　君
山　内　末　子　さん
仲宗根　　　悟　君
照　屋　大　河　君
當　間　盛　夫　君
𠮷　田　勝　廣　君
又　吉　清　義　君
島　袋　　　大　君
中　川　京　貴　君
座喜味　一　幸　君
玉　城　ノブ子　さん
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26　番
27　番
28　番
29　番
30　番
31　番
32　番
34　番
35　番
36　番

38　番
39　番
40　番
41　番
42　番
43　番
44　番
45　番
47　番
48　番

赤　嶺　　　昇　君
新　垣　清　涼　君
瑞慶覧　　　功　君
崎　山　嗣　幸　君
新　垣　安　弘　君
呉　屋　　　宏　君
前　島　明　男　君
新　垣　良　俊　君
仲　田　弘　毅　君
嶺　井　　　光　君

嘉　陽　宗　儀　君
玉　城　義　和　君
奥　平　一　夫　君
新　里　米　吉　君
髙　嶺　善　伸　君
狩　俣　信　子　さん
金　城　　　勉　君
糸　洲　朝　則　君
新　垣　哲　司　君
具　志　孝　助　君

欠　席　議　員（１名）

欠　　　　　員（１名）

説明のため出席した者の職、氏名
知 事
副 知 事
副 知 事
知 事 公 室 長
総 務 部 長
企 画 部 長
環 境 部 長
子 ど も 生 活
福 祉 部 長
保 健 医 療 部 長
農 林 水 産 部 長
商 工 労 働 部 長
文 化 観 光
ス ポ ー ツ 部 長
土 木 建 築 部 長
企 業 局 長

病 院 事 業 局 長
会 計 管 理 者
知 事 公 室 秘 書
広報交流統括監

総 務 部
財 政 統 括 監
教育委員会委員
教 育 長
公安委員会委員
警 察 本 部 長
労 働 委 員 会
事 務 局 長

人 事 委 員 会
事 務 局 長
代 表 監 査 委 員

翁　長　雄　志　君
浦　崎　唯　昭　君
安慶田　光　男　君
町　田　　　優　君
平　敷　昭　人　君
謝　花　喜一郎　君
當　間　秀　史　君

金　城　　　武　君

仲　本　朝　久　君
島　田　　　勉　君
下　地　明　和　君

前　田　光　幸　君

末　吉　幸　満　君
平　良　敏　昭　君

伊　江　朝　次　君
金　良　多恵子　さん

新　垣　秀　彦　君

池　田　克　紀　君

玉　城　きみ子　さん
諸見里　　　明　君
天　方　　　徹　君
加　藤　達　也　君

大　城　玲　子　さん

親　川　達　男　君

知　念　建　次　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
次 長
議 事 課 長
副 参 事 兼
課 長 補 佐

比　嘉　徳　和　君
知　念　正　治　君
平　田　善　則　君

勝　連　盛　博　君

○議長（喜納昌春君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　昨日、知事から、お手元に配付いたしました議案２
件の提出がありました。

　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　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39号議案まで及び乙第１号議案から乙第49号
議案までを議題とし、質疑に入ります。

主 幹
主 査

中　村　　　守　君
川　端　七　生　君

33　番 照　屋　守　之　君
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　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。
　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　最後の議会ですから、これまで４年
間、一般質問をしてきたことも踏まえて総括的にやっ
ていきたいなと思っています。
　それでは、１番目に、農業政策について、農業大学
の改築場所はもう既に決定をしてきたんでしょうか。
きょうで３回目の質問になりますので、そのことも御
理解をいただいてその御返事をお伺いしたいと思いま
す。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　県立農業大学校の整
備につきましては、行財政的な側面も考慮しまして、
それから全庁的な施策の中で推進していく必要がある
ことから、移転先の決定については、なおしばらく時
間がかかるという状況になっております。そのため、
候補地となっております市町村における土地利用の検
討にも支障が生じるおそれがあるということも考えら
れますので、移転候補地となる可能性の高い候補地の
みを残すということで、当該市町村に対しても先日説
明に伺ったところでございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これについて今部長の話を聞きます
と、つまりもう可能性が低いところは、もう可能性あ
りませんよということをお話をしてきたということで
考えていいんですか。その件についてはどれぐらい、
例えばこの間まで６つありました。６つの中でどこま
で残したかということは、明確に言っていただけませ
んか。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　これまで５市町村、
６候補地ということで検討してまいりまして、そのう
ち上位の３市町村を候補地として残して、残りの２町
村については候補地から落とすということで、当該市
町村にも説明をしました。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　残したところはどこですか。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　今帰仁村、名護市、
宜野座村でございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私はもうそれ以上は言えなくなって
しまいました。理由は、これ今それでも十分だと思う
んです。ところがよくよく聞いて調べていくと、皆さ
んとも意見交換をこれまでやってきたんですが、その

中で行政の施設も含めてこれから今年度、28年度か
ら29年度にかけて農業大学もどうするかということ
も全て見直しをしていかなければいけないというの
が、今の沖縄県の状況だということを聞きました。そ
れがあるので、先に農業大学をつくるということにな
ると、その検討から外れてしまうと、こういう理由が
あるから、もうこれ以上前に進めないということも理
解をしました。だけど、これを３年も４年も引っ張っ
ていきますと、これは今度は６候補地をそのまま引っ
張ることになる。だから、私は６を３つにしたという
ことも、それは理解はできるけれども、本当に２つく
らいに絞り込むのかなと、正直言ってそう思ったんで
すね。６つが３つになっただけでも１つの進歩かなと
思っていますので、それはそれで、それとして評価を
させていただきたいなと思っています。
　それでは、２番目に児童福祉について。
　待機児童の解消は、目標としては平成30年４月ま
でに達成できるのかをお伺いしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　県においては、黄金っ子応援プランに基づきまし
て、約１万8000人の保育の量を拡大し、潜在的待機
児童を含めた待機児童の解消を図ることとしておりま
す。
　今年度、約6400人の保育の受け皿の整備を実施し
ておりまして、次年度は約5100人分の整備を予定し
ております。そういうことで引き続き市町村と連携を
しまして、平成29年度末までの待機児童の解消に向
けて取り組んでまいりたいというふうに考えておりま
す。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　端的にお伺いしますけれども、保育
士の量は平成30年３月までに間に合うんですか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　今回の待機児
童の解消に向けて、最も大きな課題かというふうに認
識しておりますが、平成29年度末までに2300名の保
育士が必要だということでございまして、そういう
意味で今回、特に課題となっております保育士の処
遇、これについて平成28年度予算において、保育士
のベースアップ支援事業というのを立ち上げておりま
す。それから、あと新規事業を３つほど立ち上げてお
りまして、各種こういう施策を総合的に推進しまして
何とかその確保に向けて取り組んでまいりたいという
ことでございます。
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○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長はおわかりになっているでしょ
うから、時間がもったいないですので、端的に聞きま
す。
　皆さんが行ってきた修学支援、修学資金補助、つま
り保育士を目指す人たちに対して保育士修学資金とし
て貸し付けする制度、これの状況をお伺いしたいと思
います。
　この制度は、御承知のようにこの奨学金を使って―
―２年間で160万だったかな、それを受けて、奨学金
を受けたときに５年間保育士をすれば、これを返さな
くてもいいという制度ですよね。これが今、これまで
どういう現状だったかを教えてください。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　修学支援につ
きましては、養成施設において家庭の経済的状況とか
優秀な学生、そういう項目を評価しまして養成校から
実施主体に推薦をして、決定していくというような仕
組みでございます。
　これまで平成27年度においては123件の申し込み
がございまして、現在のところ92件の貸し付けが決
定しておりまして、あと16件については現在審査中
ということで、そのうち15件につきましては、所得
基準を超過しているということで、不承認というよう
な状況でございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　今、審査中とおっしゃっていました
ね、部長が。僕は、ことし１月11日に、実はいつも
行っている久米島でこの話を聞かされるんですね。僕
のところに園長先生が来られて何て言ったかという
と、呉屋さん、この奨学金何とか早目におろしてもら
えませんかと言うんですよ。いやもうそれは、奨学
金、僕も早いほうがいいからそのとおりだと思ってい
たんですね。帰ってみて、翌日よくよく調べてみたん
です、これ。そうしたらこれ入学金も貸付金の中に
入っているんですよ、20万。これは、平成28年度の
４月からのものだろうな思っていたら、平成27年度
というんですね。平成27年４月から、要するに生活
費も小遣いというかアパート代もそれと入学金も入っ
ているものが、平成27年４月１日からやっている制
度に平成28年１月15日、１月22日、25日ここで審査
をしているというんです。これ支給するのはいつです
かと、１年おくれですかと。入学金が換算の中に入っ
ていながら、なぜこんなことをしているのかというの
が僕理解できなくて、腹立たしかったんですよ、とっ
ても。

　これが保育士を、幾ら１万8000……何名つくるか
わからない、2300名足りないというから2300名つく
ろうとしているんでしょうけれども、こんなことが行
われているということ自体が僕はおおよそ普通の人は
理解できないと思いますよ。どう思いますか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　御指摘のとお
り、今年度の修学資金、非常に貸し付け決定までの手
続がおくれております。これにつきましては、この今
年度の子ども・子育て支援新制度が施行ということ
で、国のほうの事業改変といいますか、そういう改変
がございまして補助金の交付決定、交付要綱等と国庫
の内示等この辺が大幅におくれまして、その関係で
10月以降に貸し付け申し込みの受け付けが始まった
ということで、借受人の皆様に大変な御迷惑をおかけ
しているということでございます。
　そういう状況につきましては全国的な課題というこ
とで、これは全国含めて国のほうに要望しまして、平
成28年度以降、そういう意味で今議会の２月補正に
修学資金の補正を計上しているところでございます。
今回は３年分の補正を２月補正でやっておりますの
で、３月からは周知を図りながら年度当初で貸し付け
決定できるような仕組みに改善していこうということ
になっております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　我々もこれは責任を感じています
よ。27年４月１日からスタートした学生たちが、そ
れも僕は久米島の園長に聞いてみたら３名ほど久米島
から送ったんだそうです。ここで免許を取って、また
久米島に帰ってきてほしい。本島で保育士をやれば５
年、ところが離島でやれば３年で返さなくていいとい
うような状況になる。だから、自信を持って行かせた
らその子供たちが12月、11月このあたりから騒ぎ出
してもうやめなければいけない状況になっていると。
なぜか。修学資金を使えない状況になっているから。
だから、私はこのアンバランスな部分、これは国も悪
い。これが交付決定するのが国は補正でやっているも
んだから９月に決定するんです。それ、９月に要項を
つくってそれからスタートをすると、それは10月、
11月にしか募集できない。だから最終的には１月に
決定する。
　だけど部長、このことだけは言っておきますけれど
も、皆さんはこの制度はいいと思っているからやって
いるはずなんだ。であれば４月の段階から皆さんの一
般財源でも何とか方法を考えれば国が決定するからや
るんだと、そういう問題では僕はないと思うんです
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よ。だからそこは、しっかりと保育所を確保するため
にこの事業が必要だというんだったら、国の決定を待
たずして４月から支給できる方法を考えなければ、国
に全て準ずるというようなそういうやり方では、私は
人口も3.3％ふえているこの沖縄で、合計特殊出生率
も今1.92かな、それぐらいまで来ている状況でこの
沖縄の子育て、そして保育士の確保というのはなかな
かできないと思っています。恐らく今度は４月からす
ぐスタートするんでしょう。これ、もう３年間の交付
決定しているから、３年間は。だけどこれは３年だけ
ではなくて、これからも皆さん、積み上げていかなけ
ればいけないと思うんです。そこのところの決意表明
を。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　平成28年度
からはそういうことがないように、しっかりと年度当
初で交付決定し、学生の皆様に早期に交付できるよう
にしていきたいというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　ぜひそこはしっかりと見ながらやっ
ていただきたいなと思います。
　それと、子供の貧困対策を伺います。
　現状を説明いただきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　今回の県の調
査におきまして、子供の貧困率29.9％という状況で
ございます。それから、いろんな子供調査におきまし
て、就学援助含め貧困率に対して支援の割合が低いと
いうような状況等厳しい現状がわかったところでござ
います。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　今月20日でしたか、皆さんのヒア
リングというか意見交換をしました。
　市町村の議員十七、八名でそのヒアリングを受けま
した。これは部長、認識をお伺いしますけれども、突
然出てきた問題ですか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子供の貧困問
題というのは従来からあっただろうと思います。それ
につきましては、県民所得が全国一低い、あるいはひ
とり親世帯の出現率が全国の２倍というような状況、
客観的にそういう背景があるとすれば、やはりこれま
でも貧困問題というのはあったというふうに認識をし
ております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕らは政治をやっている以上、これ

に気づかなかった私も含めて、新聞で書かれてからこ
ういうのが問題になって、こういう質問をするという
のは、僕も反省しなければいけないなと思っていま
す。
　ところがこの問題、「平成18年７月、経済協力開
発機構（ＯＥＣＤ）が「対日経済審査報告書」の中
で、日本の子どもの貧困率が上昇しており、働くひと
り親の半数以上が相対的貧困の状態にあることなどを
報告して以降、我が国でも、子どもの貧困問題への注
目が高まりました。」と書かれているんです。これは
皆さんが出したレジュメに。その中で17行目にこう
いうことも書いている。「このような中で、平成26
年１月、子どもの貧困対策を総合的に推進することを
目的とした「子どもの貧困対策の推進に関する法律」
が施行されました。法においては、地方公共団体に、
地域の状況に応じた施策を実施すること、併せて都道
府県に、「子どもの貧困対策計画」の策定に努めるこ
とを求めています。　一方、平成24年３月に改正さ
れた沖縄振興特別措置法」では――要するに21世紀
ビジョンですね。「社会生活を円滑に営む上での困難
を有する青少年の修学及び就業への援助に努めること
などを求める、新たな規定が盛り込まれています。」
と書かれています、これ１ページに。これ国が貧困対
策をするための、子ども貧困対策計画の策定に努めな
さいと都道府県に言っているんです。言っているんで
すね、皆さんからもらったものだから。この２年間、
何をやっていたんですか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　法律上、計画
の策定がそういう形で規定をされております。県にお
きましては、従来からそれはうちの部としてはやっぱ
り貧困問題というのは、そういう課題があるというの
は承知しておりましたので、これまでも例えば一括交
付金を活用した無料塾の学習支援、それからひとり親
家庭に対するモデル事業等をしながら、そういう貧困
対策につきましても取り組んできたというところでご
ざいます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは恐らく新聞で騒がれ始めてき
てから、沖縄は３名に１人が貧困だと言われ始めて、
そこから一生懸命それの対策をして今ごろでしょう。
パブリックコメントやっているのは。そうですよね。
　これ謝花さんに聞きたいんだけれども、これさっき
言った24行のところに、社会を円滑に営む上で、こ
の沖振法の中に新たに規定が盛り込まれていますと書
かれています。これ、どこに盛り込まれているんです
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か。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時21分休憩
　　　午前10時21分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　済みません。今手元に
沖振法ちょっと持ってございませんが、沖縄振興特別
措置法は、沖縄振興に関してさまざまな社会基盤の整
備等いろいろ書いておりますけれども、私の記憶では
国会のほうで附帯決議で、やはり子供の沖縄県におけ
る子育て環境、それについての附帯意見が出されたと
いうふうに記憶しております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは沖振法を受けて皆さんは21
世紀ビジョンをつくるんですよね。ですから、ビジョ
ンの中にどのように反映されているかは御記憶にあり
ますか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　沖縄21世紀ビジョン
基本計画はそういった附帯決議等も踏まえて幅広めに
いろいろ拾って、その施策は展開していると思いま
す。まだ計画がないような段階でこれから今後子ども
生活福祉部において具体的な施策は出ると思いますけ
れども、施策までは書かれていなかったかなと思って
おります。ただ、昨年策定いたしました人口増加計画
これ改定版、県の総合戦略としましたけれども、平成
25年に国が、厚生労働省が貧困についての数値を出
したという経緯を我々も承知しておりまして、沖縄県
の１人当たりの県民所得が低いという状況に鑑みた場
合に沖縄県さらに悪くなるだろうというような数値を
盛り込みまして、さらに若干ではございますけれど
も、貧困対策の必要性について人口増加計画の中にも
書き込んだという経緯がございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　もうちょっと深く聞かせていただき
たいと思うんですけれども、この貧困のための策定、
今パブリックコメントにかけられている、この貧困対
策推進計画、これの全庁的な第１回計画をやったのは
いつですか。第１回の全庁的な集まり。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子どもの貧困
対策推進会議というのを６月に設置したところでござ
います。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは皆さんが言っているように

24年につくったビジョンの中にもはめ込まれている
と言っている。国は、26年に策定しろと言ってい
る。それで27年の６月ですか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　この貧困対策
計画の策定に向けて全庁的に取り組んでいこうという
ことで、知事、副知事、関係部局長で構成する、子ど
もの貧困対策推進会議というものを平成27年６月に
設置したということでございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これはやっぱり国がこれだけの策定
をしなさいと計画が出ているのが26年１月なわけで
すから、それから１年半おくれでこれをつくるという
こと自体も、みんなで相談の第１回の会議をつくろう
というのも、僕はそれはぴりぴり感がないんじゃない
のかなという気がしてならないんですよ。そこのとこ
ろをこれから特に子供の問題、これは大事なことだと
言っているわけだから、しっかりとやっていただきた
いと思います。後でまとめてやりましょうね。
　過疎化対策について、過疎化対策の中心は何でしょ
うか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　県におきましては、昨年12月、過疎地域自立促進
特別措置法の延長に伴う、新たな沖縄県過疎地域自立
促進方針を策定したところであります。過疎地域の振
興に当たりましては、当該方針に基づき、地域の特色
を生かした農林水産業や観光産業等の振興、交通通信
体系の整備、生活環境の整備、保健医療の確保、教育
の振興、集落の整備などを推進し、非過疎地との格差
の是正を図るとともに、市町村の策定する自立促進計
画の諸施策を積極的に支援し、過疎地域の自立活性化
を促進するということとなっております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　２つ一緒に質問させてください。
　過疎化は何で起こるんですか。そして、過疎化の定
義というのは何でしょうか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　今の御質問は２つ共通
していると思いますが、人口の減少によって過疎化が
生ずるということです。過疎地域といいますのは、人
口の減少によりまして地域における教育、医療、防災
などの基礎的な生活条件の確保に支障を来すようにな
るということ、それから産業の担い手不足といった生
産機能の維持が困難になってしまう状況の地域を過疎
地域と言っているということでございます。
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○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私は県議としてここに来て、発展し
ているところはいいと思うんですよ。皆さんが一生懸
命やっていますから。ただなかなか日が当たらないと
ころを回ってきたんですね。そうしますと、例えば
30年前の粟国島、これ2100名いましたよ。今700名
を切るか切らないかですね。３分の１になっていま
す。久米島は今までたしか１万五、六千人ぐらいが
30年前ぐらいの人口ですよ。今、8500名でしょう、
半分ぐらいです。あの島でさえ。
　こういうデータも振興開発計画が出てからずっと過
疎化というのはあるんです。だから皆さんが人口増加
計画をつくり、過疎化対策をするといっても抜本的な
方法って何があるんですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　今議員がおっしゃった
ように、沖縄県も過疎化が進んでおります。やはり人
口をふやすため定住条件の整備を言って久しいわけで
すけれども、定住条件の整備やはりその島に生まれ
育って、ずっとそこで生活し続けるときに一番課題な
のは、――我々もこの振興計画をつくるときにずっと
ヒアリング等しましたけれども、移動コスト、生活コ
ストが高いということがございましたので、それにつ
いては御存じのとおり取り組んでいるところでござい
ます。
　あとそれから、お年寄りが生まれ育ったところに住
みたいと、そのまま住み続けたいというときに福祉施
設がない。やはり人口が少ないということでなかなか
そういう規模から持てないということがありましたけ
れども、これは一括交付金等を活用しまして、各島々
で子育てそれから高齢者あわせた複合施設等ができた
というところでございます。
　そういった取り組み等によりまして、全国的にはや
はり――今回国勢調査出たわけですけれども、沖縄県
は全国と比べてもまだ緩やかになっているというふう
に考えてございます。例えば、平成17年から22年、
全国の過疎地域はマイナス6.9ポイント減少しており
ますが、沖縄県は4.4ポイント、今回出されました国
勢調査速報値ですけれども、全国、平成22年から27
年で見た場合に、沖縄県は3.1ポイントということで
さらに緩やかになってございます。こういったこと、
それから５ポイント以上減ったところのものもちょっ
と調べてみたわけでございますけれども、５ポイント
以上減ったところも22年度は11市町村だったわけで
すが、これが６市町村に減っているということでござ
います。逆にふえたところが２市町村ふえているとい

うことで、これからこういったさまざまな施策を行う
ことが重要だろうと思っております。
　それから、もう一つお話させていただきたいのは、
やはり移住関係ですね。労働力人口をふやさないとい
けないということで、いきなりいわゆる自然増という
のは期待できませんので、社会増、移住を促進しない
といけない。こういった移住対策については、沖縄県
は相当のおくれがあると思います、全国的に比べた場
合はですね。２周おくれぐらいの感があります。そう
いったものについて、ようやく国頭村ですとか、渡名
喜村、東村等で移住促進のそれぞれのモニターツアー
等の実施などを行っております。県においても、海士
町の山内町長をお呼びして講演会を行いましたとこ
ろ、300名余りの方々がいらっしゃいました。多くの
首長の皆さんもいらっしゃって大変関心を寄せられて
いたと。そして移住対策についても、今後県としても
引き続き取り組まないといけないかなと思っていると
ころでございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　数値はもう議論をしようとは思って
いません。部長とこういうような議論が、ただ最終的
に知事の御意見を伺いたいと思っているんですね。
　過疎地域からの脱却というのは、これまで皆さんが
ずっとやってきた、ところが３つなんですよ。これ教
育、そして医療、そして産業、この３つなんです。こ
れを43年間何もやっていない。だから人口増加計画
をつくるからといってこれができるわけがない。例え
ば北部病院を見てください。妊婦をいまだに救急車で
中部病院に運んでいる、これが人口増加計画になるん
ですか。
　一方、びっくりするかもしれませんけれども、諸見
里さんのところ見てください、教育委員会。僕が来た
ときからずっと出てきているのが、本部高校を廃校に
しよう。今度は辺土名高校をどうするかという話に
なっている。ましてや久米島高校も廃科にしようとす
るところもある。こういうところを、ほかの部署は検
討しながらそれで過疎地域を対策しようなんていうの
は、そばから見ていておかしいじゃないですか、どう
考えたって。そこをもっと強化するという――普通の
高校にしろとは言ってないんですよ。それ以上のもの
を持っていかない限り久米島に残る人はいない。辺土
名に残る人もいない。本部で人が活性化するわけがな
い。そういうところ、どう思っているのかということ
ですよ。
　知事、あと２年余り残っているわけですから、ここ
のところを本当に知事がしっかりこうするんだという
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部分をこれから考えていかなければ、恐らく今まで
やった行政と何にも変わりませんよ。どうですか、そ
れは。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　呉屋議員の御質問にお答えを
したいと思います。
　今、るる御説明いただきました指摘は、私は的を射
て、今日までの沖縄の状況のある意味でそれに対して
のひずみみたいなものが十二分に指摘されていると
思っております。
　私だけではなくて、沖縄県全体の政治とかそういう
ことで考えますと、やはり復帰後、いろいろ何次にも
わたる振興策がありましたけれども、まずは、本島を
中心にいろんな形でお金が投入されて、そして離島に
まではなかなか及ばなかったというような大きな流れ
もあったと思うんですね。そして沖縄本島自体もまだ
こうしていい形で元気が出てきたのも、正確な数字で
はありませんけれども、ここ10年ぐらいというよう
なことでありますので、ある意味で少し沖縄本島が落
ちついてきたかなと。ただ、離島の中でもまた石垣な
ど大変元気な離島もある意味でみずからの魅力をしっ
かり出してやれるように来ております。これから離島
にどのようにやっていくかというときに、私は離島は
沖縄県の将来のダイヤモンドであるという表現をさせ
てもらっておりますが、特に観光産業など、これから
の沖縄を観光立県として引っ張っていくのは、間違い
なく離島であるというのがまずベースとしてある中
に、今御指摘の教育や医療やそして産業こういったも
の等をどうやって根づかせていくか。今、去年からこ
としにかけて海底ケーブルが各離島に接続をすること
ができるようになってきたと。本当にその意味では、
遅々としてなかなか進まない状況があります。それか
ら伊良部架橋とか池間架橋とか、各橋をかけて、伊良
部のほうはこれからの展開ですので言えませんが、橋
をかけてよかれと思ってやっても逆ストロー現象が起
きてしまったりするとか、いろいろよかれと思ってや
るものもなかなかいい感じになっていない。
　そういったようなこと等がございますので、今おっ
しゃるようなことから考えますと、これから離島の時
代がやってまいりますので、いわゆる予算的な配分か
ら言いましても、いろんな産業等々起こす場合でも、
それから今、久米島の話がありましたので、私も久米
島は一、二カ月前に行ってまいりましたから向こうの
久米島高校の園芸科ですか、科がなくなる状況の説明
を受けて大変島全体で悲しんでおりましたので、こう
いったこと等もやっぱり一つ一つ丁寧に取り上げて

やっていく必要があるのではないかなと。
　そういう意味で、今の呉屋議員の指摘は基本的に全
部理解をしておりますので、あとはそれをどれだけ多
くの力をもって一つ一つ実践をしていくかということ
になろうかと思います。あと２年ちょっとありますの
で一生懸命頑張っていきたいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　知事、僕はこの中でやっぱり政治対
決というのは余りこの地方議会の中でやりたくないと
思ってきたんですね。ですから、そこに保守・革新と
かという問題ではない。問題は何年やったか、知事を
何年やったかではなくて、何を残したかというのが僕
は勝負だと思っているんです。それが、１つの久米島
の高校を本当にちゃんとできたという形でもこれ十分
な実績だと思う。
　私は久米島にこういうことも言ってきたんですね。
高校をそのままの高校で残すということを考えるん
じゃなくて、例えば、久米島に行かなければ東大には
入れないよというぐらいのものを何でそこにつくり切
れないんだというような、当たり前のことをやるのは
本島でいいと。あそこにはゲームセンターもない、遊
ぶところもない、勉強に集中できるはずだと。であれ
ば久米島のこの自然を生かしてどうやってやるかとい
うことを、親元を離れて、甘えないで、できる地域
じゃないかと。だからそういうところにもう少し力を
入れていただきたいなと思います。次に、後でもう少
し議論はしていきます。
　次に、４番目の振興策について、沖縄21世紀ビ
ジョンの中間報告はどうなっているんですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　21世紀ビジョン計画の中間評価です。
　沖縄県では平成28年度をめどにこれまで実施して
きた施策等の成果や後期に向けた課題等について、中
間評価を行うとともに必要に応じて基本計画を改定す
ることとしております。
　県としましては、基本計画の後期５年においてこれ
までの流れを加速させ、県民生活の一層の向上に取り
組んでまいります。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　僕はこの４年間、皆さんがどういう
ふうにやってきたかというのは、これまで21世紀ビ
ジョンを去年の３月も、７月も、９月も、12月も質
問をしてまいりました。
　僕はイメージとしてこう思っていますよ。結局それ
を打ち込んだところで、沖縄の所得は上がってない
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と。これは現実にそうなんですね。ですからまとめて
最後にやりますから。
　５番目、教育行政について、奨学金の新制度につい
てお伺いをしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　県教育委員会では、県外
難関大学等への進学を推進して、大学等進学率の改善
を図るため、学年進行で最終的に100名規模となる新
たな給付金奨学金制度を創設いたします。平成28年
度は、平成29年度に大学へ進学する学生25名を対象
に奨学生の募集、決定を行い、入学支度金30万円を
給付して平成29年度から奨学金として月額７万円を
給付いたします。
　そういう制度でございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これを読ませていただきましたよ、
今度のもの。給付型が出てきた。これ僕は６月の一般
質問でしたか９月でしたか、よく覚えていないんです
が、こんなので本当にできるんですかということも
やった、これも大事。ところが給付を４月にやったん
では意味がないんですよね。だからそれを前倒しし
てやれるような方法を考えてくれというようなこと
を言った。皆さんのこの21世紀ビジョンの中の103
ページにこう書かれていますよ。公平な教育機会の享
受に向けた環境整備をすると、地理的、経済的要因な
どで左右されない教育環境をどう整備するか。これが
21世紀ビジョンなんですよ。だけど、そういうふう
になっているわけじゃない。１年で25名に給付型は
与える、４年間で100名だということになっている。
それは、また皆さんの中に難関大学へと行く人たちに
対してということになっているんです。難関大学以外
は大学じゃないというわけじゃないんですから、そこ
も含めて早目に３月ぐらい、あるいは４月の頭にでも
奨学金が給付できるような制度はおつくりになるつも
りはないですか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　今回創設したこの大学生
支援事業における給付型の奨学金なんですけれども、
この特徴は今回は月額７万円給付するのに加えて、支
度金30万円を入学支度金ですね、それも奨学金の中
に入っているんです。この30万円は入学の確認次第
３月いっぱいにでも、そういう支給する方向で今検討
に入っているところです。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　違う、違う、教育長、僕が言ってい
るのは支給型じゃないんですよ。通常の奨学金の話で

すよ。それは、今までどおりまた審査をして７月に出
すんでしょう。僕が質問しているのは、そこだったん
ですよ。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　済みません、訂正いたし
ます。
　沖縄県国際交流・人材育成財団でやっている奨学金
制度ですけれども、それはまだ４月入ってからどうし
ても大学に入学したという入学証明書を持ってきて、
それを確認してやるような形になっております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そこもう１回、改めてできるだけ早
く奨学金を出せるようにしていただきたいと思いま
す。
　これ総括して３分ぐらいしかありませんから、お話
しします。
　最後の私の質問時間ですので、これは皆さんにこ
の間も謝花さんと議論したはずですよ。平成元年か
ら我々は189万の所得から今現在203万円だと、14万
円しかふえてない。ところが観光客は267万人から今
770万人ぐらいになっているはずです。当時2300億
円の観光収入があったのがもう4400億円を超えてい
る。だけど、何で我々は14万円しかふえないんです
か。僕はビジョンを打ち込む、振興策を打ち込む、し
かし県民に返ってこない。ここをどうチェックしてい
るかということですよ、どうですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　県民所得は平成13年の２兆7000億から平成24年度
２兆8000億ということで、4.3％増加している。た
だ、これ以上の人口が伸びていて１人当たりのという
ことは、前回も申し上げたところですが、その後やは
り議員等のいろいろ御議論の後、我々もいろいろ詳細
に検討してみました。１人当たりの県民所得というも
のの内訳ですが、これは県所得生産比率、これは県民
所得を県内総生産で割るわけですが、これと労働生産
性、これは一人一人の付加価値です。それと修正就業
率の３つの要因から成っておりますけれども、これは
ちょっと細かくなって恐縮ですが、この中で所得生産
比率ですとか、修正就業率、これは緩やか、余り全国
と変わらないわけですけれども、やはり労働生産性、
これが全国と比べて低下してきているということが
我々の分析の結果わかりました。
　それはやはり厚労省の沖縄労働局のレポートにも実
は書かれてございまして、そういったことからも我々
は今後は沖縄県における１人当たりの県民所得を向上
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させるためには、いかにしてこの労働生産性を向上す
るか、２つあります。１つは、付加価値を増大させ
る、１つは、また事業者における生産コストの低減、
こういったものを両方、両輪をやらないといけないだ
ろうと。
　やはり沖縄県においてサービス産業中心ですが、製
造業といっても価値の安い食品業が中心となっていま
す。これ全国と比較してもやはり大変大きな比率を占
めている。これはやはり価値の高い機械とかそういっ
たものをやらないといけないけれども、本土から遠く
離れていて、市場から離れているという中で、厳しい
中ではやはりどういった形でやるかというと臨空・臨
港型産業をもっと伸ばすとか、それから観光産業も
もっと、先ほど教育のお話もありましたけれども、質
の向上を上げて観光に携わる事業者の質も上げて、よ
りやる気のある方を伸ばして離職率の低下等を行っ
て、観光産業をもっと付加価値の高い観光産業におけ
る、そういったもろもろのことをトータルで沖縄県と
してやることが重要かなというふうに感じたところで
ございます。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これ前にも議論はしたんだけれど
も、総括的な議論の中で皆さんがどう感じているかわ
かりません。ＭＩＣＥが出てきて5000名の雇用、そ
れと那覇空港、恐らく沖合展開をしてそれから国際線
と国内線をつないでそこのターミナルが大きくなる。
そこでまた雇用が1000名くらい生まれるんでしょ
う。だけど、こういう雇用がどんどんどんどん出てき
たときに一番心配するのは何かというと、去年のたし
か26年だったか完全失業率が5.6％、だけど市場の感
覚は完全失業率３％を切っている感覚なんです。
　例えば、商工観光なんかでももう人を募集しても来
ないんですよ、これが今の沖縄県の状況。これが広
がっていくとどうなっていくかというと、人不足が広
がっていくと、今度は労働者の取り合いになってく
る。取り合いになったら、単価を上げなければ来てく
れないんですよ。そうすると今のこの零細企業の沖縄
が人を雇うことができるのかなと。僕はそこまで心配
をしているんですね。だから、今度はどうするかと
いったら、沖縄は、沖縄で内地の企業がもうかって、
今度は東南アジアから人を入れて労働力が足りないか
ら、東南アジアの人たちにもうけてもらうための市場
をこっちにつくっている。これが沖縄県の今の実態で
すよ。沖縄が僕は203万円しかない、あれを210万円
ぐらいに上げる、215万円に上げてもいい。でも観光
客は500万人に抑制してもいい。そのかわり直接沖縄

に来るようなこんな仕組みはつくれませんか、どうな
んですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　やっぱりそういったこ
ともあるかなと思っております。
　先ほども少し申し上げましたけれども、やはり離職
率が高いというものもございますので、そういったも
のも抑制しながら、あとそれから議員からありました
失業率、今４.数％になっていますが、実態としてや
はり離職率の高さがそれは実質上押し上げていて、実
態は３％ぐらいじゃないかというのは私も同感でござ
います。
　そういったことも踏まえて、やはり魅力ある職場づ
くりというのが大変重要だと思いますので、そういっ
た方向で県全体を挙げて関係部局で横断的に取り組む
ことが肝要かなと思っております。
○議長（喜納昌春君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　もう１分しかありませんから、最後
この４年間やってみて、皆さんが一生懸命やってない
ということではないと思います。本当に頑張っている
なということもわかります。ところが私は、結果をぜ
ひ出してほしいと思っている。沖縄は沖縄らしさ、知
事がよく言う、誇りある豊かさ、僕はこれ本当に追っ
かけてほしいと思っているんですよ。210万もらって
もいい、幸福感を感じられる沖縄であってほしい。僕
らはもっと貧乏だった。ところが地域がつながり、家
族がつながっていたら、こんな貧乏というのは余り感
じないもんですよ。ところが今お金ばかりを追っかけ
ている。だからこういうような社会に、殺伐とした社
会になってくる。沖縄だけはそういうような県にはし
てほしくない。大きいものを持ってくればいい、便利
になればいい、そういう沖縄ではなくて、心の通う沖
縄を私は今後の沖縄21世紀ビジョンにしていただき
たいなと思っていますから、最後の質問をさせていた
だきました。
　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
　　　〔新垣安弘君登壇〕
○新垣　安弘君　おはようございます。
　それでは、通告に従い一般質問を行います。
　初めに、安全保障と基地問題について伺います。
　(1)、米軍横田基地の自衛隊との共同使用の状況に
ついて伺います。
　(2)、那覇空港の自衛隊機の増加による影響と自衛
隊機の嘉手納基地への一部移駐の可能性や共同使用に
ついて伺います。
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　次に、教育行政について伺います。
　汗水節の生まれた経緯について伺います。
　(2)、学校でのしまくとぅばの指導はどのようにさ
れているのでしょうか。
　向陽高校の中高一貫校への取り組みはどうなってい
るでしょうか。
　県内における退職教員の地域における学習支援の状
況を伺います。
　進学力グレードアップ事業の第１回参加者の志望校
の傾向を伺います。
　３番目に、公共交通政策について伺います。
　鉄軌道導入についての議論の進捗状況はどうなって
いるでしょうか。
　(2)、鉄軌道で那覇―名護間を１時間以内とするこ
とと、時間にこだわらずＬＲＴ（次世代型路面電車）
の採用を求める意見についての見解を伺います。
　東浜への大型ＭＩＣＥ施設建設への対応として、那
覇―与那原間のＬＲＴ導入は早期に検討し取り組むべ
きではないでしょうか。
　４番目に、子供の貧困対策について伺います。(2)
と(3)は、数値が県の出した子どもの貧困対策推進計
画の素案にありますので取り下げます。
　(1)、本県の子供の貧困率が高い主な原因はどこに
あるのでしょうか。
　最後に、農業振興について伺います。
　ＡＮＡ沖縄貨物ハブを利用する本県の農作物の移
出、輸出の状況を伺います。
　農地中間管理機構における農地の集約状況はどう
なっているでしょうか。
　最後に、含蜜糖の生産状況と出荷状況はどうなって
いるでしょうか。
　よろしくお願いいたします。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　新垣安弘議員の御質問にお答
えをいたします。
　子供の貧困対策についてに関する御質問の中の、本
県の子供の貧困率が高い原因についてお答えをいたし
ます。
　我が国における子供の貧困問題の深刻化の背景に
は、厳しい雇用経済情勢や核家族化・少子化の進展に
よる子育て家庭の養育力の低下、地域のつながりの希
薄化による子育て支援機能の低下など、子育て家庭を
取り巻く環境変化があると考えております。これらに
加え、本県においては、県民所得が最下位であり、失
業率が高水準で推移してきたことなど産業振興のおく

れのほか、ひとり親世帯の出現率が高いこと等が影響
していると考えております。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　安全保障と基地問題に
ついての御質問の中で、横田飛行場の自衛隊との共同
使用についての御質問にお答えします。
　航空自衛隊は、防空及び弾道ミサイル防衛における
必要な情報を日米間で迅速に共有するため、米軍の横
田飛行場の一部を施設用地等として共同使用し、平成
24年３月26日から運用しております。なお、航空自
衛隊に確認したところ、横田飛行場内に自衛隊の航空
機部隊は常駐していないとのことであります。
　次に、自衛隊機の増加による影響と嘉手納飛行場へ
の一部移駐や共同使用についての御質問にお答えしま
す。
　多くの離島を抱える本県において、緊急患者空輸や
災害救助など、自衛隊は県民の生命財産を守るために
大きく貢献しているものと考えております。
　県としましては、自衛隊において、県民に不安や影
響を与えることがないよう、安全管理に万全を期して
いただきたいと考えております。嘉手納飛行場につい
ては、日常的に発生する航空機騒音や航空機事故の発
生など、さまざまな問題があり、自衛隊機の同飛行場
への一部移駐や共同使用を求めることについて、県に
おいて検討したことはありません。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育行政につ
いての御質問の中で、汗水節の生まれた経緯について
お答えいたします。
　汗水節につきましては、昭和３年、沖縄県学務部社
会課が広く県民に勤倹貯蓄を奨励する論文、民謡、童
話の募集を行ったところ、民謡の部で入選した旧具志
頭村仲座出身の仲本稔氏の「勤倹力行の奨」の詩に、
当時の沖縄県師範学校音楽教師の宮良長包氏が曲をつ
け、題名を「汗水節」に変え世に発表したものです。
　教訓歌として知られる汗水節は、働くことの喜び、
勤倹貯蓄の奨励など人の生き方において示唆に富み、
現在でも広く県民に愛され親しまれている歌の一つで
あると理解しております。
　次に、学校におけるしまくとぅばの指導についてお
答えいたします。
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　学校では、小学校５・６年、中学校２年の国語科に
おける方言と共通語の中で、しまくとぅばのよさや共
通語との違い、それぞれの役割について理解を深める
指導が行われております。また、総合的な学習の時間
やクラブ活動を初め、学校行事等での方言劇、エイ
サー、校内放送等において、読本を活用したしまく
とぅばの取り組みも行われております。
　県教育委員会としましては、しまくとぅばを児童生
徒に理解させ誇りを持たせるとともに、尊重する態度
を育むことはウチナーンチュとしてとても大切なこと
だと考えております。
　次に、向陽高校の中高一貫教育についてお答えいた
します。
　平成28年４月に開校する県立開邦中学校及び球陽
中学校につきましては、中高６年間における計画的・
継続的な教育システムを構築することで、難関国立大
学等への進学を目指す生徒のニーズに応え、本県を牽
引する高い志を持ったグローバルに活躍できる人材の
育成を図るものであります。向陽高校への中高一貫教
育の導入につきましては、県立開邦中学校及び球陽中
学校での今後の実績や課題等を踏まえ、検討してまい
りたいと考えております。
　次に、退職教員の地域での学習支援についてお答え
いたします。
　市町村においては、放課後等における学習指導、プ
リント丸つけ、土曜日の補習指導、特別支援学級での
個別指導等に約230名の退職教員が学習支援を行って
おります。また、県においても、スクールソーシャル
ワーカー、家庭教育支援リーダー、授業改善支援員等
にも活用しております。
　県教育委員会としましては、今後とも退職教員等の
地域人材を活用した学校支援、放課後対策等の充実に
努めてまいります。
　次に、進学力グレードアップ推進事業参加者の志願
傾向についてお答えいたします。
　進学力グレードアップ推進事業の県外国公立大学等
合格支援プログラムに参加した高校３年生へ追跡調査
を実施した結果、282名中175名が県外国公立大学等
へ志願しております。なお、本事業に参加した生徒が
ＡＯ入試や推薦入試において、既に東京大学や九州大
学、早稲田大学、慶應義塾大学等へ合格しておりま
す。
　県教育委員会では、今後とも派遣生徒が高い学習意
欲を継続できる効果的な学びの機会を提供し、さらな
る進学力の向上につながる支援を行ってまいります。
　以上でございます。

○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　公共交通政策について
の御質問の中の、鉄軌道導入の議論の進捗状況につい
てお答えいたします。
　沖縄県では、鉄軌道の計画案策定に向け、５つのス
テップで段階的に検討を進めているところであり、現
在は、ルートの設定や評価方法等について検討を行う
ステップ３の段階に入っております。去る１月から２
月にかけては、ルート案検討の基本的考え方や評価指
標について、県民へ情報提供し意見を求めるＰＩ活動
を実施しました。今後、県民から寄せられた意見を専
門家で構成する検討委員会へ報告し、これらの意見も
踏まえ、平成28年内の計画案策定を目標に検討を進
めることとしております。
　次に、鉄軌道で那覇―名護間を１時間以内とするこ
となどについての御質問にお答えいたします。
　鉄軌道については、昨年11月から12月にかけて開
催した専門家で構成する検討委員会において、沖縄の
将来の姿の実現や陸上交通の現状の課題解決の観点か
ら、那覇と名護を１時間で結ぶ骨格性、定時性等を備
えた公共交通軸の構築により圏域間連携の強化を図る
ことが確認されたところであります。一方で、ゆっく
りと移動できるＬＲＴ等の導入を求める意見もあり、
これらについては、フィーダー交通ネットワークのあ
り方の検討の中で、県民と情報共有を図りながら幅広
く検討していくこととしております。
　次に、那覇―与那原間のＬＲＴ導入についてお答え
いたします。
　鉄軌道の計画案には、鉄軌道整備計画として、おお
むねのルート、想定するシステム等のほかＬＲＴ等の
フィーダー交通ネットワークのあり方等についても盛
り込むこととしております。那覇―与那原間のＬＲＴ
導入については、計画案策定の取り組みの中で、県民
等と情報共有を図りながら幅広く検討してまいりま
す。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　農業振興についての
御質問の中で、県産農林水産物の移出、輸出について
お答えいたします。
　沖縄国際物流ハブを活用した海外への輸出及び県外
への移出に関する統計データはございませんが、国の
貿易統計によると、平成27年に那覇空港から海外向
けに輸出された農林水産物は、187トンとなっており
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ます。また、農林水産物流通条件不利性解消事業の
平成26年度の実績によると、航空輸送により県外出
荷された農林水産物は２万5180トンとなっておりま
す。
　県としましては、今後とも県産農林水産物の県外及
び海外への販路拡大を推進してまいります。
　次に、農地中間管理機構の農地の集約状況について
お答えいたします。
　借り受け希望農地面積に対して、出し手農地面積は
不足している状況にあることから、今年度より、農地
所有者との調整に当たる現地駐在員等を17名から25
名に増員しました。また、同事業の仕組みやメリット
について、県や市町村の広報誌への掲載や新聞、ラジ
オ、テレビなどを積極的に活用し、県民への周知を
図っております。その結果、機構が借り上げた農地面
積は、平成28年１月末現在で累計55.1ヘクタールと
なっており、３月末までには140ヘクタール程度の見
込みとなっております。また、機構から担い手への貸
し付け農地面積は、１月末現在で17.2ヘクタール、
３月末までには40ヘクタール程度の見込みでありま
す。
　次に、含蜜糖の生産状況と出荷状況についてお答え
いたします。　
　平成26年産の含蜜糖生産状況は、農家戸数855
戸、収穫面積1012ヘクタール、産糖量7126トンと
なっております。含蜜糖の出荷状況については、産糖
量の全てが販売され、約75％が県外へ、約25％が県
内へ出荷されております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　ありがとうございました。
　それでは、安全保障の件で公室長、お願いします。
　この質問の２つを挙げた理由は、１つは東京が横田
を軍民共用にしたいという、そういう動きも一時あっ
たと思うんですが、そこら辺、嘉手納に関して軍民共
用とかそういうところを県として検討したいとか検討
する可能性というのはあると思いますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　嘉手納飛行場につきま
しては、現在も航空機騒音あるいは航空機事故とかさ
まざまな問題がございますので、県としてこれまで嘉
手納飛行場の共同使用であるとか、そういうことにつ
いて検討したことはございません。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　先日も中川議員から嘉手納基地の騒
音の問題等々いろいろありました。

　この米軍基地の問題は、一番大きなものは２つある
と思うんです。１つは、本土の自衛隊基地との関係の
ように、使用協定を結べないんです。もう１点は、管
理権が日本にないわけです。ですから、これはこのま
ま沖縄において米軍基地がしばらくずっと続いていく
としたら、この地元の人たちから嘉手納のいろんな騒
音問題とか出ているさまざまな問題に関して、どう解
決していくかというふうになると使用協定の問題、そ
して管理権の問題が出てくるんです。管理権を自衛隊
が持てる実力を持ち、持てるようになれば、使用協定
も結べるし、住民との間でもっと住民側に立った要望
も通っていくと思うんです。そこで、横田の場合も、
その自衛隊との共同使用になるときに、やはり基地反
対の政党とか住民の皆さんは、もうはなから反対なん
です、共同使用に関しては。ただ私は、その共同使用
から入って、その後自衛隊が管理するだけの力も持っ
て、その日本が管理権を持っていくと、そういう流れ
にいけば、沖縄の嘉手納基地のさまざまな問題を解決
する一歩一歩進んでいく方向になると思うんですが、
そこは県として嘉手納基地の、那覇の自衛隊機の増強
の問題も出てきたからこの話もするんですが、その嘉
手納への移駐。将来的には、自衛隊の管理そして使用
協定をしっかり結んで住民側に立った運用をしてもら
う、そういう方向性を目指す、そういう意義は県とし
ては持ち得ないですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　議員御指摘のように、
この基地の運用について、米軍側が持っているか、そ
れとも自衛隊が持っているか、つまり日本国の法律が
適用できるかできないか、そういうことは大変重要な
要素だと考えております。ただ、現実に自衛隊との共
同使用、嘉手納の共同使用につきましては、例えば航
空機騒音をどうするのかとか、現在の航空機の総量が
どうなるのかとか、そういうさまざまな問題がござい
ますので、今直ちにこれを共同使用というのはなかな
か検討しがたい状況だと思います。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　共同使用の話を出すときには、その
分米軍の訓練を削減していくというのはこれは当たり
前の話で、現状の上に共同使用で乗せる話ではないわ
けです。そういう点はしっかり前提として議論してい
かないと全然かみ合わない。
　次の質問に移ります。
　知事、子供の貧困の問題、今回ほとんどの議員が上
げているんですが、先ほど知事から３点お話がありま
した、原因が。子育て家庭を取り巻く環境が変わった
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んだ、もう１点は経済的な困窮の問題、もう１点はひ
とり親世帯の出現率が高い、この３点だったかと思い
ます。
　そこでちょっとお伺いしたいんですけれども、これ
部長が詳しいですかね。部長、この県が出した素案、
計画の素案がありますね。これいろいろ見てみまし
た。子供の貧困に対するさまざまな対応が書かれてい
るんです。そこで私、これを見ていて思ったのは、子
育ての環境が変わった状況は全国一緒、経済的な困窮
家庭が子供の貧困になっていくのも全国一緒、もう一
つ、３点目のひとり親世帯の出現率、これに関しては
沖縄は倍ぐらい、倍なんです。子供のその貧困も全国
に比べたら倍ぐらいになっている。それを見たとき
に、この資料の中に、３点、ちょっと気になるところ
があるんですが、まず１点。これ32ページにあるん
ですが、この不良少年の補導率、これは全国は1000
人当たり32名、沖縄は132名なんです、４倍ぐら
い。もう一つ、10代の出生率、割合、全国の割合は
1.3％、沖縄は2.6％なんです。これも物すごく高いん
です。もう一つ、離婚率が全国が1000人当たり1.84
件、沖縄が2.59件。物すごく高いんです。これは、
この３つはちょっと関連しているんじゃないかと思う
んです。先回の議会のときにもいろいろと警察のほう
に聞いたんですが、中学生の非行率が高い、これ見た
らまさにそのとおり。10代の出生率が高い、離婚率
が高い。この問題があるわけです。
　そこでその子供の貧困をどうするかということで、
対症療法的なことが10億の予算をつけ、30億の基金
を積んでやっていくわけです。対症療法でお金を使っ
てやっていくんだけれども、本質の原因の根本の問題
が変わらないと、これいつまでも解決しないと思うん
です。
　そこで、部長お伺いしますけれども、この中に例え
ば、不良少年が圧倒的に沖縄の場合全国に比べて高
い、離婚率が高い、10代の出生率が高い。こういう
問題は、離婚率の問題とかは10組あれば10組それぞ
れの理由があるから一件一件どうこう言える問題じゃ
ないんだけれども、社会問題としてこの数が圧倒的特
別に大きくて、そのことが子供の貧困率のまた圧倒的
な、他府県よりも多いということにつながっていると
したら、ここの解決をどうするかというのは、根本療
法として考えないといけないと思うんです。この中
に、そういうところの対策みたいなものは触れてあり
ますか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩

　　　午前11時12分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　いろいろなか
なか課題が多くてあれですが、例えば非行問題の子供
たちのことにつきましては、やはりひとり親が多いと
いうことの沖縄のこういう社会背景等もありまして、
そういう実態があろうかと思います。そういう意味で
は、その子供たちに対する居場所そういうものを、そ
してその子供たちに対する学び直しといいますか、そ
ういう場の提供等も必要になろうかと思っておりま
す。
　それからまた、10代の婚姻率が高いということで
ございますか、これにつきましても、一応女性健康支
援センターというのがありまして、出産から妊娠、そ
してその辺の女性の健康等全て含めて、相談・支援す
るようなセンターがございます。そういう取り組みも
今回の計画の中に盛り込んでいるというところでござ
います。
　あとは、離婚の問題もやはりその背景として経済的
な問題もかなりその一因としてあるというような分析
もされているようなところもございますので、根本的
にそういう沖縄の社会全体で雇用の場を含めて、非正
規も多いというような現状もございます。そういう産
業振興の面からも支援していくことで、そういう改善
に向かっていくことができるかというふうに考えてお
ります。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　経済の問題が即ひとり親につながっ
ていくというか、離婚につながっていくというのは、
私はこれはどうかなと思うんですね。もしそれだとす
ると、その所得の低い県から順に離婚率が高くなって
いかないといけない、そういうことだと思うんです。
でも私はそうではないと思うんです。それで、やっぱ
りこのひとり親の問題が、これは国の内閣が出した大
綱の、要綱の中にも入っているんですが、ひとり親世
帯が子供の貧困率の高い割合につながっていくわけで
す。ですから、そういう意味では、ひとり親世帯をで
きるだけ生まないように出現しないようにしないと、
なかなか沖縄のこの問題も解決しないんじゃないかと
思うんです。ですから、ここはなかなか微妙な問題な
んですが、ＤＶとかの問題もあるし、いろいろあるか
ら個別にどうこう言えるあれではないんですけれど
も、沖縄の社会問題としてひとり親世帯の出現率が圧
倒的に高い、これはどこに原因があるかということを
しっかりとこれは県としても捉えていかないと、県民
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性がそうだからという話にしてしまってはいけないと
思いますし、そこの部分をその根本原因としてやっぱ
り考えていかないと、対症療法だけでいくとこれはな
かなか終わらない話だと思うんです。ですからぜひそ
こはなぜそうなのかということをやっぱり突き詰め
て、ひとつ沖縄の社会問題だということで解決に向け
ないといけないと思うんです。
　資料の中に私が１点、これちょっと笑ったんですけ
れども、子供の貧困対策ビジョンをこれから何年か
ずっと取り組みをやっていくと、平成34年、６年後
にはどうなっているかと、いじめがなくなるとかいろ
いろ書いてあって、その最後の項目に、愛し合う父母
や心身ともに健康な保護者がふえていますということ
が書いてあるんです。愛し合う父母がふえているっ
て、６年後は。ですから、愛し合う父母がふえたらひ
とり親の問題も解決するということなんでしょうね。
ですからそういう点でぜひこの問題、根本的な問題解
決に向けて取り組んでいくべきだと思います。
　そこで教育長、今子供の教育の問題とかありました
けれども、汗水節の話、教育長３年間頑張っていただ
いて、お疲れさまでした。最初のころに、沖縄県の学
テが最下位だったので、教育長は全国の教育長の中で
最下位の教育長だと、そういう自覚を持ってやってく
れと、校長先生にもそういうふうなハッパをかけてく
れと申し上げました。そしてこの間、目覚ましい成績
の向上があり、そして中高一貫教育を実現し、図書館
の移転も軌道に乗せ、さまざまなことをやってこられ
ました。一番大きいのは、教育委員会を中心として、
指導体制が末端の学校の先生方にまで行き渡っていっ
た。こういう指導体制をつくったことだと思うんで
す。そこはずっと残していっていただきたいと思いま
す。
　そこで、この汗水節、先ほどできた経過を述べてい
ただきましたが、八重瀬町が汗水節の里の宣言をして
いるんです。どういうことかというと、ちょっと項目
を挙げます。「汗水ユ流チ　働チュル人ヌ　心ウシサ
ヤ　與所ヌ知ユミ」で始まる力強い歌は、人間が生き
ていく上で基本的、道徳的に崇高な価値観がうたわ
れ、詩情豊かで躍動感ある旋律は人信を鼓舞し、あす
へとつながる活力を醸し出すものであり、時代が変
わっても人々の心を捉えて離さない不朽の名作であり
ますと。この汗水節、具志頭はいろいろやっていま
す。具志頭の学校で何か取り上げてやっていると思う
んですが、そこは地元ですから少し把握しておられる
こともあるかと思いますがどうでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。

○教育長（諸見里　明君）　汗水節は、私の郷里の旧
具志頭村、現在の八重瀬町出身者が生んだ歌として知
られているところです。私は地元ですのでよく覚えて
います。10年前後ぐらいになると思うんですけれど
も、小中学校で汗水節の心を行動にというテーマを掲
げて研究指定校を受けて、それから地域と一体となっ
てかなり運動していって広まっていったのを知ってい
るんです。それから、そのせいもあると思うんですけ
れども、現在八重瀬町では、町内の小中学校におい
て、汗水行動デーを設定して、環境美化、それから学
習等を通した奉仕の心、努力することの大切さ、物を
大切にする心を養う等の取り組みを行っていると聞い
ております。それから、いろいろ啓発資料集も出し
て、ふるさとの「汗水節の心」そういうのも発刊して
いるんです。
　以上です。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　汗水節は、てぃんさぐぬ花と並んで
教訓歌として歌われています。これは別に具志頭だけ
の歌ではないんです。県の当時の教育委員会でしょう
ね、募集をかけて応募してきた。それを県が宮良長包
に作曲を頼んでつくらせた歌なんです。これは教訓的
な道徳的なことも含まれています。そういう意味で、
先ほどのいろいろやりとりの中でも、中学生の非行の
問題、10代の出産の問題、離婚の問題いろいろ出ま
したけれども、こういう歌を、学校の中でしまくとぅ
ばをどう教えるのか云々というのはいろんな議論があ
りますよ、賛否いろいろある。ただ、この教訓歌とし
てのこういう沖縄の言葉での歌をその学校教育の中
で、しっかり教えるというのは、子供たちの誇りにも
なるし、ある意味でしまくとぅばの指導にもなるしい
いことだと思うんです。ですから、そういう意味で、
これは具志頭だけの歌でもないんですから、そこは
しっかり県下の小中学校でもてぃんさぐぬ花とか汗水
節を取り上げてやる、活用する価値は十分にあると思
うんですが、そこはどうでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　先ほどの答弁にも触れた
んですけれども、汗水節の六心、「勤労を尊ぶ心　勤
倹貯蓄の心　夢と希望を育む心　健康と長寿の心」と
かこういうのは、今新垣議員がおっしゃるように崇高
な価値観が歌われていると思うんです。現代に生きる
私たちにも大きな示唆を与えるものだと私は考えてお
ります。
　それから、私個人としても、我が郷里の先人が残し
たすばらしい歌であるこの汗水節の心は、現在県教育
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委員会では、しまくとぅばも奨励しておりますし、し
まくとぅばでその歌を詠んで入っていく、そういうの
も含めて県民に広がっていったらいいのになというそ
ういう思いは大変強く思っているのがあります。た
だ、地域には、例えば名護には二見情話の歌がありま
すし、宮古島にはなりやまあやぐ、八重山にはとぅば
らーま大会とか、そういう各地域で大切に伝承されて
いるものもあるんです。こういうのも含めて広く県民
に歌い継がれている、そういうのをやはり広めていき
たいと思っていますし、特に汗水節、今先ほど議員が
おっしゃったように、青少年の非行であるとか、それ
から他人とのきずなとか、そういうのが求められてい
る時代に、そういう歌というのはやはり私必要だと感
じております。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　確かに汗水節だけじゃなくて、八重
山にはデンサー節もありますよ。あの歌詞の中にも、
イキガヤ　チネーヌナカバシラですか、イナグヤ　チ
ネーヌカガン　チネーヌスナワイなんだという、その
あれもあるし、その地域地域にもあると思います。で
すから、しまくとぅばの指導云々のその中で、この教
訓歌、道徳的なもの、本来的な価値観を含めているそ
ういう教訓歌はしっかり教えていく価値は十分あると
思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
　もう１点、中高一貫校の話、これ向陽高校なんで
す。開邦と球陽は実現いたしました。でも１クラスし
かつくれなかった。それはさまざまな事情があってそ
うなったんです。でも、応募者は予想以上に多かった
わけです。ですから、教育長もおっしゃったニーズが
あるんですよ、これはね。ですから、教育長の答弁で
は、今までずっと開邦と球陽の様子を見ながら向陽も
考えるという話なんですけれども、でもニーズはしっ
かりとあるんです。ですから、しかも開邦、球陽が１
クラスしかないもんだから、恐らく遠くから通ってい
るでしょう。そういう点では、不便を強いているし、
そういう状況だと思うんです。ですから、そういう意
味で南部においても向陽があるんだから、向陽も即中
高一貫、併設中学校をやる方向で、これは検討に入ら
ないといけないと私は思うんです。それは開邦、球陽
の募集した状況を見たときからそう判断すべきだと私
は思います。まさかこうやって検討を重ねてきて、中
高一貫をつくって目的をしっかり定めておいて、それ
がやってみたらだめだった、成果が出ませんでしたと
いうふうに私はならないと思う。私立の中高一貫校が
成功している部分もあるんですから、ですからそうい
う点で向陽にそれをつくるということは、それは開邦

まで行かなくても地理的に向陽に行ける人たちはいる
んだから、いっぱい。そういう点で、向陽に関してこ
の一貫校、即検討を始めるべきだと思いますが、どう
でしょうか。もうちょっと踏み込んで。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　向陽高校が南部地域の進
学校として多くの卒業生が国公立大学等に進学して、
多くの分野で活躍しておりまして、この将来のリー
ダーが育っているということは承知しております。私
の現在の住まいが向陽高校に隣接している集落にある
こともその原因だと思うんですけれども、多くの方が
やはり向陽高校に中学校の設置、開邦と球陽と同じよ
うにやってくれと、実際に私に会いに来る人も少なく
ないんです。私は、まず向陽高校があるし、それから
名護からの要望もありますし、開邦中学校、球陽中学
校も２クラスにしてくれという要望が大変強いんです
けれども、これもまずは現在のこのスタートをして、
足場を固めて、それからやっていこうというそういう
考えであるんです。ただ議員がおっしゃるように、こ
の検証して６年後と言ったらやはり時間を置き過ぎだ
と思うんです。ですから、この辺も含めて現在の課題
とかも含めて、なるべく早くそういう検討をする方向
で向かっていきたいと思っています。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　教育長、開邦は結局１クラスしかつ
くれなかった。それには校舎の問題とかいろいろあっ
たわけです。ですから、そういうのが出てくるわけで
すから、向陽もじゃどうなんだという、その想定して
どうなんだということを今から調べていかないといけ
ないと思うんです。ですからそういう意味でも、即取
りかかるようにしていただきたいと、今度一緒に行き
ましょう、調査に。いいですか、どう、いいですか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　やはり南部の進学校です
から、中学部設置のニーズ、必要性というのは大変強
く感じているところです。時間をつくって、また向陽
高校を見ながら、いろいろお話ができればと思ってい
ます。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　よろしくお願いします。
　企画部長、鉄軌道の件でお願いします。鉄軌道なん
ですが、私も富山で１回乗ったんですけれども、大分
前に。あれは、市内は路面電車のままで、郊外に行く
と線路になってスピードが出るんです。そういう意味
で、その南北の、いつも縦のライン、基軸がどうだと
いう話があるんですが、そういうその縦のラインに、



− 321 −

このいわゆるＬＲＴの車体にそういう路面から線路へ
というか、同じ車両で、そういうことの検討はされて
いますか。私はちょっとその委員会に入ってないんで
よくわからないんですけれども。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　私も富山の、今議員がおっしゃった部分も乗ってま
いりました。委員会で今そこまで議論しているかとい
うと、個別具体のものについては、まだまだこれから
先でございます。今考えておりますのは、沖縄県が目
指す将来の姿、これは例えば県土の均衡ある発展です
とか、県民などの移動利便性の向上さまざまな姿があ
ります。それとまた陸上交通の現状及び課題、これを
踏まえたときに陸上交通に求められる、公共交通に求
められる役割は何なんだろうかということの中で、こ
れも移動利便性の向上・交通の円滑化いろいろありま
すが、その中で圏域間連携の強化、先ほども答弁させ
ていただきましたが、この強化ということがありまし
て、その中で那覇と名護間を１時間で結ぶという骨格
性、定時性を備えたものをやるんだということまでは
決められたということです。この１時間のものを、那
覇と名護を１時間というのは定時だとしまして、じゃ
どういった方法でこれをやるかというのはまだまだこ
れから先でございます。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　あと那覇―与那原間です。これ県の
資料を見てもＬＲＴ、特に支線はまちづくりとかかわ
るんだということは書いてあります。これ認識されて
います。そうすると、土木は土木で県道とか国道と
か、道の整備をどんどんやっていくわけです。その問
題と、あと各自治体のまちづくりの話があるわけで
す。そうすると、那覇―与那原間はＬＲＴの専門家の
皆さんは、もうかねてからここはモデルケースになる
し黒字になるという話もあった。そういう中にＭＩＣ
Ｅが来たわけです。そういう意味では、その道路の整
備事業の問題、まちづくりの問題をあわせて考えてや
るんだと決めて、それは関係自治体と協議の場を持っ
てやらないと遅くなっちゃうんじゃないですか。まし
てやＭＩＣＥが来ると言っているんだから。そこはど
うですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　私も南部だけではな
く、それぞれ各地域で大きな道路整備がなされている
姿を見ると、もったいないなといいますか、そういっ
たところで鉄軌道というものをもっと早目に計画がで
きていれば、いろいろ進めることができるのにという

思いはございます。ただ、やはりこの鉄軌道というの
は、今後沖縄県の20年先、30年先を捉えた場合、や
はりルートのものも含めて、いろんな慎重にやらな
いといけないことだと思います。しかも、事業費が
6000億とも8000億とも言われるような事業でござい
ます。こういったことにつきましては、しっかり計画
案をつくるということが大変重要だと思いまして、ス
テップを５つに分けて丁寧にまず作業を行っていると
ころです。
　今議員から御指摘のある那覇―与那原、特にＭＩＣ
Ｅも出ているわけですから、いろいろまちづくりの観
点から、ここをもっと具体的に取り組むべきではない
かという御意見につきましては、先ほども答弁いたし
ましたように、そのまちづくりの中で一つの御意見と
して議論はさせていきたいと思いますが、やはり沖縄
県全体としてどういった構想をやるんだというものを
先につくりまして、作業を進めていく、そういった段
階でございます。
○議長（喜納昌春君）　新垣安弘君。
○新垣　安弘君　農林水産部長、お伺いします。
　きのうの質問の中で、農地の借り受けの件が出て、
きょうの新聞に出ているんですが、これ私も先回取り
上げました。特にきょうのこの新聞にも触れています
けれども、本島地域の問題、南部地域の問題で、思う
に、貸し手もあるかもしれないけれども、その借り手
の、特に若手の借り手だとか、そういう人たちが結構
いて、それにその供給するだけの土地が集められてい
ないんじゃないか。それをもし考えていくとなると、
どうしてもサトウキビが占めている土地の問題になっ
てくるかと思うんですが、そこはこれからＡＮＡの貨
物ハブもできてきたし、サトウキビ以外の農業で収益
を上げていこうという農業をやっていこうという若者
が出てくると思うんです、出てきていると。そういう
人たちがこの南部地域でも土地が欲しいという話が出
てくると思うんです。それに対する土地の供給の問
題、そこは機構とあわせてどうですか。南部の地域の
ことだけに限って、現状を。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　南部地域に限っての
状況というのは、今ちょっと持ち合わせはないんです
けれども、全県的にやはり先ほどの答弁でいたしまし
たけれども、どうしても未相続、登記がされていない
とか、やはりまた農地を土地を放したがらないとか、
かなり土地への執着というのが強いというのか、そう
いうことであってなかなか集まらないというのが全県
的な状況だと思うんです。ただやはり農地駐在員、農
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地調整員をふやしまして、その農村のほうに入ってい
きまして、説明したおかげで、やはり状況としてはよ
くなってきております。これは先ほども答弁したとお
りでございます。当然集積した農地について、担い手
のほうがどういった農業をしたいというのは、その農
業者の担い手の自由だと思うので、その辺は尊重して
いかなければいけないと思います。議員の恐らくおっ
しゃりたいことは、サトウキビから他の作物への転換
の話をされているかと思うんですけれども、それにつ
いてもやっぱりそれぞれの地域の事情もありますし、
本島地域、南部地域の事情もあるんで、一概にその他
の作物への転換というのはなかなか難しいんじゃない
かなとは考えております。
○新垣　安弘君　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　新垣清涼君。
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○新垣　清涼君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　県民ネット、新垣清涼ヤイビーン。
　一般質問を行います。ユタサルグトゥ　ウニゲーサ
ビラ。
　きょう、３月１日は県内の高校で卒業式が行われて
いるようです。若い皆さんが希望と夢にあふれて卒業
し、その子供たちが実現に向けて頑張っていけるよう
に私たちもまた応援をしていきたいと思っています。
　卒業生の皆さん、御父兄の皆さん、おめでとうござ
います。
　資源が少ない沖縄県は人材こそが資源であり、人材
育成は将来の沖縄県のために必要不可欠であります。
沖縄近海に広がる海底資源の開発や気候風土を生かし
た再生可能エネルギー、バイオ資源の開発等沖縄県の
自然環境や地理的条件を生かした経済的発展のために
も、人材育成は重要であります。次世代を担う若者た
ちに夢と希望を持たせ、その夢に向かって頑張る環境
をつくり応援する、それが私たちの責任と役割ではな
いでしょうか。
　１、教育行政について。
　不登校や中途退学の理由、原因にはいろいろあると
思いますが、それを解決するには子供たちに寄り添
い、時には家族を含めて親身になって相談を受けなけ
ればなりません。そして、支援制度の紹介や活用を促
し、解決につなげていくことが求められていると思い
ます。
　そこで伺います。
　(1)、本県の不登校児童生徒の実態とその対策につ
いて伺います。

　(2)、本県高等学校の中途退学者の実態とその対策
について伺います。
　次に、新聞報道によりますと、県内で働くスクール
ソーシャルワーカーのうち、社会福祉士や精神保健福
祉士の有資格者は２割にとどまっている。収入が不安
定な非正規雇用がほとんどで、人材が集まりにくい実
態がある。沖縄大学の名城健二准教授は、「教育と福
祉をつなぐ専門職としての認識が不十分。社会保険も
なく、月収10万円前後の非正規職員が多い。貧困対
策の職場がワーキングプアを生んでいるのが実態だ」
と指摘しています。
　(3)、スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカーの配置状況について伺います。
　去る１月に開所した沖縄県立離島児童生徒支援セン
ターについて伺います。
　離島にお住まいの皆さんにとっては、長い間待ち望
んだ施設であります。15の春、３月になると、子供
たちの高校進学のために２世帯の二重生活になった
り、あるいはそれをきっかけに本島に移住された家族
もあったかもしれません。このような施設ができたこ
とを喜んでいる一人でありますが、この施設の役割と
して、離島の子供たちの学習支援はもとより生活指導
や進路相談などもあるでしょう。親元を離れた子供た
ちが寂しくないような支援体制で人材育成に取り組
み、離島地域の活性化につながればと願うものであり
ます。
　(4)、沖縄県立離島児童生徒支援センター・群星寮
の運用体制と今後の課題について伺います。
　(5)、誇り高きウチナー文化の普及促進について、
しまくとぅば推進計画による市町村と学校の取り組み
を伺います。今年度の取り組みと今後の計画があれば
示してください。
　２番に、健康福祉社会の実現について。
　長寿県沖縄を誇っていた沖縄の現状はどうなってい
るのか。健康おきなわ21の健康推進計画はどうなっ
ているのか、県計画の取り組みや県民運動について伺
います。
　(1)、2040年までに平均寿命日本一を取り戻すた
め、県の年次的取り組みと県民運動の普及について伺
います。
　翁長知事になってようやく子供の貧困対策が大きく
前進しようとしています。子育て支援と学習支援は沖
縄の未来への投資であります。
　(2)、子育て支援として、安心して妊娠、出産し、
子供を健やかに育てることができるような制度、体制
の充実について伺います。
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　(3)、低体重児の出生率の改善に向けた取り組みを
伺います。
　県内の低体重児の出生率の傾向や原因は何か。地域
特性があるのか、その対策について伺います。
　３、基地問題について。
　(1)、キャンプ瑞慶覧返還用地の跡地利用につい
て。
　ア、支障除去についてどのような計画で進められて
いるか伺います。
　イ、アスベストの除去についてはどのような計画に
なっているのか伺います。
　ウ、地域住民への説明会はどうなったのか、その取
り組みを伺います。
　エ、支障除去について、今後懸念されるようなこと
はないか伺います。
　オ、国道58号へのアクセス道路の整備計画につい
て伺います。
　(2)、沖縄市のサッカー場についてこれまでの経緯
とその対策について伺います。
　(3)、北谷町（上勢頭地区）の埋設廃棄物に係る環
境問題について経緯と対策を伺います。
　(4)、キャンプ・キンザーに関する米軍文書による
環境問題について県の取り組みを伺います。
　(5)、返還軍用地の土地利用履歴の開示とその対策
について。
　米軍基地として長年使用された土地については、そ
の使用履歴を政府は責任を持って明らかにすべきと思
います。そして、問題があれば政府の責任において問
題を除去することが当然と考えます。その制度につい
て伺います。
　４、環境行政について。
　(1)、県・市町村の一般廃棄物のリサイクル率と県
内の現状、全国平均、沖縄県の位置、目標や対策につ
いて伺います。
　(2)、県内市町村の家庭廃食用油（てんぷら油）の
分別回収の取り組み状況とその対策について県の取り
組みを伺います。
　(3)、この問題は何度も取り上げておりますけれど
も、ぜひ前進をさせていただきたいと思います。犬・
猫殺処分ゼロを目指す取り組みについて、県は、犬・
猫殺処分ゼロなどを目標にした沖縄県動物愛護管理推
進計画を策定されました。近年殺処分数が大幅に減少
しているようですが、殺処分ゼロの目標年度と今後の
取り組みを伺います。
　５、交通安全対策について。
　児童生徒の朝の登校時に横断歩道のある場所、ない

場所での地域住民による横断指導について伺います。
その実態はどうなっているのか。
　６、会派代表質問関連について。
　(1)番目に、山内末子議員の基地問題に関する質問
関連で、有機フッ素化合物問題について伺います。
　県企業局の報告で普天間基地周辺でもＰＦＯＳの調
査が行われ、１リットル当たり約80ナノグラムが検
出されたとのこと。宜野湾市の西海岸地域には多くの
湧き水があり農業用水として使用されており、喜友名
区や伊佐区ではその湧水を雑用水として使用していま
す。湧き水が出るカーは信仰の対象でもあり、旧暦の
正月には若水をくむ習慣があります。調査をされたム
イヌカーから若水をくみ、沸騰させたら大丈夫だろう
と言って飲んだ方もいます。米軍普天間基地だけでは
なく、県の全ての米軍基地周辺での使用実態や経過、
湧水源での調査拡大が必要ではないか対策を伺いま
す。
　(2)番目に、奥平一夫議員の米軍基地問題につい
て、私たち県民は一昨年の一連の選挙で、もうこれ以
上基地負担は御免ですと言って辺野古への新基地建設
に反対の候補者が勝利をしました。県民の民意が示さ
れたわけです。翁長知事がおっしゃる、基地を挟んで
保守・革新が対立している場合ではなく、県民が心を
一つにして沖縄の基地問題を解決するときだと思いま
す。そして、沖縄基地問題にも理解が広がってきてい
ます。
　長野県中川村の議会でのやりとりを一部紹介したい
と思います。長野県中川村の曽我逸郎村長は、昨年
12月議会の一般質問で次のような発言をされており
ます。沖縄のこと、国の専管事項を村で論ずることな
どについて一般質問がありました。
　　質問　議会で開催した住民懇談会で、「国の施策

について村で議論するのはなじまない」との意見
があった。これにどう答えるか。　答弁　安全保
障や外交やエネルギー問題などは、国の専管事項
であるから、自治体は口を出すべきでない、とい
う意見を時々耳にする。しかし、これは、「身の
程をわきまえて黙っていろ」という圧力だ。　専
管事項と言われて黙っていたら、大変な目に遭わ
されているというのが、福島の原発事故による災
害。昔を振り返れば、国策に無批判に従って、長
野県、特に伊那谷は、多くの満蒙開拓団を送り出
してしまった。お国のためだと多くの若者が徴兵
され、ふるさとの田畑から引きはがされて遠い異
国の地に連れて行かれた。国の間違った政策は、
村の暮らしに大変な影響を及ぼす。ＴＰＰもしか
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り。国の政策にたいしてもしっかり批判的に考え
ることが必要。　自治体は、住民と国の間に立た
されている。住民−自治体−国の関係が円満に進
んでいるときはいい。しかし、時として住民の自
治と国の統治とは対立する。その時、自治体は国
の統治の末端を担って住民を統治しようとするの
ではなく、住民の暮らしのために住民の自治の砦
でとなるべきだ。（中略）自治の砦は、沖縄だ。
沖縄は、住民の意思に従い、住民の生活や伝統文
化や美しい自然を守るため、沖縄県、基礎自治
体、住民が一体となって、国の計画に粘り強く抵
抗している。しっかりと腹を固めて自治に取り組
む沖縄の姿勢に見習いたい。

このように述べております。
　全国でも沖縄の基地問題に対する理解が広がり始め
ています。裁判闘争もありますが、これからも全国へ
の理解を広めながら辺野古に新しい基地はつくらせな
い知事の決意を伺います。
○議長（喜納昌春君）　ただいまの新垣清涼君の質問
及び質疑に対する答弁は、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。
　　　午前11時48分休憩
　　　午後１時23分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　午前の新垣清涼君の質問及び質疑に対する答弁を願
います。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　新垣清涼議員の御質問にお答
えいたします。
　健康福祉社会の実現についてに関する御質問の中
の、健康長寿復活に向けた取り組みと県民運動の普及
についてお答えをいたします。
　沖縄県では、2040年までの平均寿命日本一奪還に
向けて、県推進本部や県民会議を発足し、官民一体と
なった健康づくり運動を推進しております。2020年
度までの年次的な取り組みを示すものとして、健康長
寿おきなわ復活に向けたロードマップを作成し公表し
たところであります。ロードマップは、健康おきなわ
21を推進する保健医療分野の取り組みのほか、県庁
全体の社会環境整備の取り組み、県民会議構成団体の
取り組みの３つから成り、目標値を掲げ、それを達成
するための取り組みを記載しております。
　沖縄県としましては、官民一体となりロードマップ
に基づく取り組みを推進することで、平均寿命の都道

府県順位１位の奪還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、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育行政につ
いての御質問の中で、不登校の実態と対策についてお
答えいたします。
　平成26年度の文部科学省の調査によりますと、
本県の不登校児童生徒数は、小学校453人、中学校
1589人、高等学校1332人となっております。
　県教育委員会としましては、不登校対策のため、ス
クールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー、
小中アシスト相談員の配置拡充に努めております。ま
た、生徒指導担当者連絡会議等を通して、生徒指導体
制の充実を図るとともに、学校、家庭、地域、関係機
関と連携してまいります。
　次に、中途退学の実態と対策についてお答えいたし
ます。
　本県高等学校における平成26年度の中途退学者
は、前年度比65人減の1144人で減少傾向にありま
す。退学者の支援については、編入学制度や特別募集
制度、高校卒業程度認定試験活用などの就学支援や子
ども若者みらい相談プラザｓｏｒａｅなどの支援機関
の周知を行っております。
　県教育委員会としましては、県立高等学校15校の
中途退学対策を担当する加配教員やスクールカウンセ
ラー等を有効に活用するなど、退学懸念者に対して丁
寧にかかわり続ける支援・指導を行っているところで
す。
　次に、スクールカウンセラーとスクールソーシャル
ワーカーの配置状況についてお答えいたします。
　スクールカウンセラーにつきましては、今年度、小
学校175校、中学校全校、高等学校54校に96人を配
置し活用しております。
　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おり、国頭地区が３人、中頭
地区が５人、那覇地区が６人、島尻地区が４人、宮古
地区が１人、八重山地区が１人となっております。
　次に、離島児童生徒支援センターの運用体制等につ
いてお答えいたします。
　離島児童生徒支援センターにつきましては、平成
28年度には新高校１年生40名を含む約60名が入寮す
ることから、所長以下、舎監６名、事務職員２名、合
計９名の職員を配置し運営してまいります。課題とし
ましては、最終的に120名の複数の高校に通う生徒が
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入寮する見込みであることから、寮生が通学する各学
校と密に連携を図るとともに、保護者や関係市町村と
のさらなる連携体制を構築する必要があります。
　県教育委員会としましては、保護者が安心して子供
を高校へ送り出し、生徒が充実した高校生活を送るこ
とができるよう適切な運営に努めてまいります。
　次に、交通安全対策についての御質問で、児童生徒
の登校時の交通安全指導についてお答えいたします。
　各学校における登下校時の交通安全指導につきまし
ては、ＰＴＡや地域・学校安全ボランティア、警察等
が連携し、通学路や横断歩道での立哨活動等を通して
交通事故の未然防止に取り組んでいるところです。
　県教育委員会としましては、今後とも地域住民や警
察等と連携を図り、児童生徒の安全確保に努めてまい
ります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　教育行政に
ついての御質問の中の、しまくとぅば推進計画による
市町村と学校の取り組みについてお答えいたします。
　県では、平成25年度にしまくとぅば普及推進計画
を策定し、平成27年度までの３年間を県民への機運
醸成を図る期間と位置づけております。市町村に対し
ては、しまくとぅば普及推進に関する宣言の決議を要
請するほか、地域に根差した普及の取り組みを促して
おり、現在、市町村や文化協会において、しまくとぅ
ば大会、しまくとぅば講座及びワークショップの開
催、テキストの作成等さまざまな取り組みが行われて
おります。学校現場においてはしまくとぅばの日の周
知を図るとともに、県が作成した読本・副読本を配付
し、総合的な学習の時間等を活用しながら、児童生徒
がしまくとぅばに触れ、学ぶ機会を設けております。
　また、平成28年度から３年間は、しまくとぅばの
普及促進を図る期間と位置づけていることから、これ
までの取り組みに加え、各地域へ県民運動が波及して
いくよう教育委員会や文化協会等と連携しながら実施
してまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　健康福祉社会
の実現についての御質問の中で、安心して子育てがで
きる体制の充実についてお答えをいたします。
  県においては、子育てセーフティーネットの充実を
図るため、待機児童の解消、女性健康支援センターに

おける相談指導及び子供医療費の助成等に取り組んで
いるところであります。また、多様な保育ニーズに対
応するため、延長保育、一時預かり等の地域子ども・
子育て支援事業の推進に取り組んでいるところであり
ます。
　県としましては、引き続き市町村と連携し、安心し
て出産・子育てができる社会の実現に向けて取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　仲本朝久君登壇〕
○保健医療部長（仲本朝久君）　それでは、健康福祉
社会の実現についての御質問の中で、低体重児出生率
の改善に向けた取り組みについてお答えいたします。
　沖縄県の平成26年の出生率は、人口1000人当たり
11.6人と全国１位となっておりますが、年間出生数
における低体重児の割合も11.5％と全国１位となっ
ており、低体重児の出生は長年の課題となっておりま
す。平成26年度、低体重児出生の課題解決のため調
査・分析を行ったところ、その要因として妊娠中の喫
煙や妊娠前のやせ等が明らかになりました。そのため
県では、妊娠中の喫煙や妊娠前のやせに特化した保健
指導教材を新たに作成し、今年度よりモデル市町村に
おいて、産科医療機関と連携した保健指導事業を実施
しております。
　次年度は、さらにモデル市町村及び協力産科医療機
関を拡大し、保健指導が充実できるよう取り組んでま
いります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　基地問題についての御
質問の中の、キャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区の支障
除去措置についてお答えいたします。
　沖縄防衛局は、平成26年８月に返還実施計画を定
め、支障除去措置における必要な項目として、物件撤
去、土壌汚染調査、水質汚濁調査、不発弾探査、廃棄
物探査を挙げ、返還される全区域について駐留軍の行
為に起因するものに限らず、徹底した支障除去措置
を講ずるとしております。平成27年９月中旬から不
発弾の水平探査、同年10月下旬から土壌汚染調査を
行っているところです。今後、建物内のアスベスト含
有部材の除去作業を行い、物件撤去を実施するとして
おります。
　次に、国道58号へのアクセス道路の整備計画につ
いてお答えいたします。
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　平成27年12月、日米両政府間において国道58号へ
のアクセス道路に係る共同使用の合意がなされ、現
在、宜野湾市において概略設計が行われております。
今後の計画については、宜野湾市において平成28年
度から予備設計及び現地測量を行い、早ければ平成
29年度中にアクセス道路の工事着手を目指すと聞い
ております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
　　　〔環境部長　當間秀史君登壇〕
○環境部長（當間秀史君）　基地問題についての中
の、アスベスト除去計画、説明会の取り組み及び懸念
事項についての御質問にお答えします。３の(1)のイ
から３の(1)のエまでは関連しますので、恐縮ですが
一括してお答えします。
　昨年12月から先月中旬まで工事受注者が事前調査
を実施しており、３月中旬にその結果をゲート付近に
掲示すると聞いております。また、沖縄防衛局のホー
ムページに調査結果を公表するとともに、除去対策な
どを記載したチラシを近隣住民へ配布することとして
おります。あわせて、宜野湾市の広報紙への掲載を行
うこととなっております。沖縄防衛局は、平成28年
４月１日に改正施行される沖縄県生活環境保全条例に
準じて、近日中に県に届け出を提出し、除去作業を年
度内に着手すると聞いております。アスベストの除去
を行うに当たっては、条例で規定された非飛散性アス
ベストの作業基準を満たした十分な飛散防止対策のも
と、作業が行われることとなっております。
　県としては、周辺住民の不安を払拭するために十分
な周知が必要であると考えており、沖縄防衛局に対
し、地域住民からの要望等に応じて説明会を開催する
よう要請したところです。
　同じく基地問題についての中の、沖縄市サッカー場
に関する経緯と対策についての御質問にお答えしま
す。
　沖縄市サッカー場については、平成25年６月のド
ラム缶発見以降、沖縄防衛局、沖縄市、沖縄県の３者
で協議しながら、ドラム缶付着物、底面土壌や地下水
等の調査及び周辺環境対策を実施してきました。沖縄
防衛局等による調査の結果、ドラム缶付着物、底面土
壌の一部に高濃度のダイオキシン類等が検出されたも
のがありましたが、これらは容器等へこん包した上で
コンテナに適正に保管されております。また、サッ
カー場から掘り出された廃棄物混じり土は遮水シート
をかぶせる等、周辺への飛散防止対策をしておりま
す。これら廃棄物は、法令に基づく適切な処理を行う

ための分析調査を経て、処理方針が定められることに
なりますが、ＤＤＴ類含有土や油汚染土については、
平成28年１月８日から場外搬出が開始されておりま
す。県は、これらの調査、作業と並行して周辺環境調
査を実施しておりますが、これまでの結果から、地下
水等への有害物質の影響は見られておりません。今後
は、廃棄物の処理、掘削部の埋め戻し等が予定されて
おり、沖縄県は引き続き法令に基づき沖縄防衛局や沖
縄市へ助言等を行い、作業の進捗を支援していきま
す。なお、ドラム缶が当該地域に埋設された経緯につ
いては、沖縄防衛局を通して米軍に照会しております
が、いまだ情報は得られていない状況です。
　同じく北谷町上勢頭地区の埋設廃棄物に係る環境問
題の経緯と対策についての御質問にお答えします。
　埋設廃棄物が確認された土地は、平成８年に返還さ
れた基地跡地であり、北谷町が土地区画整理事業を
行った後、現土地所有者に譲渡されたものでありま
す。平成22年に土地所有者が住宅建築のためボーリ
ング調査を行ったところ、埋設廃棄物が確認されたた
め、沖縄防衛局において調査を行った結果、地下約６
メートルの廃棄物層から土壌環境基準を超過するダイ
オキシン類が検出されております。そのため、沖縄防
衛局は、平成28年１月31日に地権者を対象とした説
明会を開催し、これまでの経緯について説明するとと
もに、今後、埋設廃棄物の範囲の特定や隣接する民家
における土壌調査を実施し、これらの結果を踏まえて
対応を検討するとの説明が行われております。
　県としましては、引き続き土地所有者の意向も踏ま
えつつ、北谷町と連携して沖縄防衛局へ必要な対策の
実施を求めるなど、地域住民の不安の解消、問題解決
に向けて対応してまいりたいと考えております。　
　同じくキャンプ・キンザー米軍文書に関する環境問
題への県の取り組みについての御質問にお答えしま
す。
　昨年９月に公開されたキャンプ・キンザーの環境汚
染に関する米軍文書は、昭和47年以降に同基地にお
いて発生した油や有害物質の流出事故等の事案に関す
るものでありました。同事故に対する当時の米軍の対
策内容を沖縄防衛局を通じて米軍に照会したところ、
対策の履行状況に関する記録は残っていないとの回答
がありました。キャンプ・キンザーへの立入調査につ
いては、今般の環境補足協定は適用されないことか
ら、1973年日米合同委員会合意「環境に関する協力
について」に基づき行うことになります。これに基づ
く立ち入りの申請に当たっては、合理的理由が求めら
れることから、県では、キャンプ・キンザー周辺の海
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域等３地点の底質を採取し、有害物質の有無について
分析を行うとともに、元基地従業員等の関係者から聞
き取り調査を行っているところであります。
　県としましては、これらの結果等を踏まえ立入調査
の申請を行っていきたいと考えております。
　同じく県内市町村の一般廃棄物のリサイクル率の現
状、目標、対策についての御質問にお答えします。
　沖縄県における一般廃棄物のリサイクル率は、年々
増加傾向にあり、平成25年度実績では15.3％となっ
ております。しかしながら、全国都道府県の平均は
20.6％であり沖縄県は40番目となっております。
この現状を踏まえ、平成28年度から５年間を計画期
間とする第四期沖縄県廃棄物処理計画（案）におい
ては、一般廃棄物のリサイクル率を平成32年度には
22％に向上させることを目標としております。
　県としましては、目標の達成に向け、平成28年度
から２市町村でモデル的に資源化物リサイクル促進支
援事業を実施し、その取り組みを全市町村へ波及させ
るなどして、より一層リサイクル率の向上を図ってま
いります。
　同じく県内市町村の家庭廃食用油の分別収集の状況
と県の取り組みについての御質問にお答えします。
　県内市町村で家庭廃食用油を分別収集しているの
は、41市町村のうち８市町村あり、バイオディーゼ
ル燃料等に利活用されております。家庭廃食用油は一
般廃棄物であることから、その分別収集については、
市町村が主体的に取り組んでおり、また市町村から県
に対して支援等の要望も寄せられておりません。
　県としては、市町村の分別収集計画に家庭廃食用油
も対象とするよう助言を行い、未実施市町村における
取り組みを促進していきたいと考えております。
　同じく殺処分ゼロの目標年度と今後の取り組みにつ
いての御質問にお答えします。
　沖縄県では、犬・猫の殺処分数を最終的にゼロにす
ることを目標に掲げた沖縄県動物愛護管理推進計画に
基づき、殺処分数の削減に取り組んでおり、その数
は、平成20年度の約１万頭から平成26年度の約4200
頭へと大幅に減少しております。さらなる殺処分数の
削減に当たっては、犬・猫の引き取り数を減らすとと
もに、新たな飼い主への譲渡率を向上させることが大
きな課題と考えております。このため、県では、終生
飼養、適正飼養に関する普及啓発等を引き続き行うと
ともに、次年度から、児童福祉施設と連携して成犬の
しつけを行い、児童の精神面での成長を図りつつ、譲
渡率を上げるための取り組みに着手します。
　沖縄県としましては、これらの取り組みを踏まえな

がら、計画の改定を前倒しし、殺処分ゼロの早期達成
を目指してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　基地問題についての御
質問の中で、返還跡地の土地利用履歴の開示とその対
策についての御質問にお答えします。
　これまで米軍施設・区域の返還跡地から、汚染物質
や不発弾等が発見される事例がたびたび発生しており
ます。米軍施設・区域の返還に当たっては、平成24
年４月に施行された跡地利用推進法により、国の責任
において支障の除去に関する措置が講じられることと
なっております。
　県としては、既に返還された土地についても同法の
趣旨を踏まえ、国の責任において適切な措置を講じる
必要があると考えております。このため県としては、
軍転協を通じ政府に対し、今後、返還される施設・区
域の使用履歴の提供等を求めております。
　次に、我が会派の代表質問との関連で、基地問題に
対する理解の広がりについてという御趣旨の御質問に
お答えします。
　国内外においてさまざまな沖縄を支援する団体の活
動の輪がますます広がりを見せていることについては
心強く感じております。また、多くの関係者の御尽力
により国内外の団体で辺野古新基地建設に反対する決
議が可決されるなど、沖縄への支持が表明されている
ことに大変意を強くしております。
　今後とも多くの方に基地問題について理解していた
だくことは重要であると認識しており、沖縄県の実情
に関する情報を幅広く世界に発信してまいりたいと考
えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企業局長。
　　　〔企業局長　平良敏昭君登壇〕
○企業局長（平良敏昭君）　我が会派の代表質問との
関連についての御質問の中の、普天間基地でのＰＦＯ
Ｓ使用実態の調査等についてお答えいたします。
　普天間基地におけるＰＦＯＳを含んだ製品の使用実
態や経過については承知しておりません。また、今後
の調査拡大についてでございますが、普天間基地周辺
での調査は、嘉手納基地周辺の企業局水源汚染の補足
調査として行ったものであります。アメリカ側は、嘉
手納基地内において過去にＰＦＯＳを含む製品を使用
していたことを認めたことから、企業局水源である比
謝川等での汚染源はほぼ特定できたと考えておりま
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す。したがいまして、企業局としては、企業局水源以
外でのこれ以上の補足調査を行う予定はありません。
　なお、普天間基地に限らず県内全ての米軍基地周辺
におけるＰＦＯＳ使用実態の調査を行うべきという先
ほどの御質問でございましたが、今後の対応について
は、関係部局において検討することが望ましいと考え
ております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　新垣清涼君。
○新垣　清涼君　答弁ありがとうございました。
　今、企業局長は水道管理者として水源地と関係ない
ので、調査を拡大することは考えていないという答弁
であります。
　それで環境部長、そのことについては担当部とし
て、基地関係の周辺のそういう調査についてはどのよ
うに考えておられますか。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　ＰＦＯＳにつきまして
は、ＷＨＯ（世界保健機関）及び日本国でもその環境
基準は定まっていないところでありまして、米国にお
いては飲料水の環境基準で200ナノグラムパーリット
ルという基準はございますけれども、我が国にはなく
て、環境省においても要検討項目ということで、日本
各地の河川及び地下水について、今ＰＦＯＳの調査を
してまいります。沖縄県でも国場川であるとか、それ
から長堂川において調査を行っているところですけれ
ども、日本各地においてもこのＰＦＯＳは残留性が高
いことから、全国ほぼ全ての河川、それから地下水に
おいて検出されているところがあります。特にこのＰ
ＦＯＳは、撥水性というか撥油性というのがありまし
て、航空機の作動油であるとか泡消火器によく使われ
ていることがあって、空港周辺の河川から高い値で検
出されるという特徴がございまして、例としては大阪
の伊丹空港のほうで500ナノグラムパーリットルを超
えるようなことが出ております。そういうこともあり
まして、ＰＦＯＳについては滞留性といいますか、残
留性、やはり環境汚染物質であろうとは思います。
　したがいまして、沖縄県におきましても、今後空港
周辺、普天間、それから嘉手納の基地の周辺であると
か、沖縄県下全域の河川と地下水のＰＦＯＳの状況を
やはり確認する必要があると思いますので、議会終了
後と申しますけれども、恐らくは新年度の４月以降の
早い時期に調査を行う予定としております。
○議長（喜納昌春君）　新垣清涼君。
○新垣　清涼君　アメリカでも40ナノグラムから報
告義務などがあるようです。そういう意味では、やは

り継続して飲むことによって影響があるだろう言われ
ています。日本にはまだその規定がないということで
ありますけれども、やはり影響が出てからでは遅いで
すので、今部長がおっしゃるように、ぜひ調査をして
いただきたいなと思います。
　それから、今議会で宜野湾市の市長選挙の影響につ
いてもいろいろ各議員からありました。私も市長選挙
で辺野古に新しい基地をつくらせない志村候補の応援
をしておりましたけれども、市長選挙の結果は、決し
て翁長知事が求めている新しい基地をつくらせない、
そして普天間の危険性の除去、５年以内の運用停止、
何も違ってなかったと思います。そごはなかったと思
います。むしろ、宜野湾市民の願いは普天間の固定化
は許さない、そして、５年以内の運用停止でありま
す。危険性の除去、もちろんです。佐喜眞現市長は、
普天間基地のフェンスを取っ払うとこういうことも
おっしゃっていたわけです。そのことについては、私
たちも一緒になってぜひ協力をしていきたいなと思っ
ています。
　それから、沖縄の基地問題に対する理解が結構広
まっています。残念ながら、去年12月２日の新聞報
道ですけれども、新基地反対派「けとばせばいい」と
こういうことをフェイスブックに載せる、この方は兵
庫県洲本市の小松茂市議のようでありますが、そうい
う方も残念ながらいます。小松市議は６期目でこれま
でに２回議長も経験された方らしいです。そういう方
がこういう発言をする、まことに残念であります。
　それでも、ここに高知新聞、これは1993年（平
成５年）11月３日の新聞です。「国際貢献センター
誘致へ」、「ＰＫＯ、災害救助施設」、「民間併用
4000メートル空港建設」という新聞記事がありま
す。そして、このように図面も構想図が書かれていま
す。（資料を掲示）　このことに関して、これは元参
議院議員の平野さんという方が投稿された月刊ＴＩＭ
ＥＳ2015年６月号での記事ですけれども、「普天間
から辺野古への移転の問題は、沖縄県民の苦悩を象徴
するものであり、日本の政治というより「自民党政治
の堕落」によるものと、私は言いたい。理由は、普天
間基地問題を踏まえて平成９年に国会に提出された
「駐留軍用地特別措置法案改正案」をめぐる与野党交
渉で、私は新進党所属であったが、小沢党首補佐役と
して沖縄基地の県外移設について「橋本首相・小沢党
首会談」の合意文書の作成に関わったことがあるから
だ。それ故に断言するのだ。」。そしてその中に、合
意事項の中に１、２、３あるわけでありますが、その
２番目に、「在沖縄米軍基地問題は、日米の関係を円
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滑にし、絆を強化するとともに、沖縄県民の負担を全
国民が担うという考え方に基づいて解決すべきであ
る。」、３番目に、「沖縄の基地の使用にかかる問題
は、県民の意思を生かしながら、基地の整理・縮小移
転等を含め、国が最終的に責任を負う仕組みを誠意を
もって整備するものとする。」、こういうふうな合意
文書があるわけです。
　そういう意味では、さきの空港の三原村での決議で
ありますけれども、この裏にはＰＫＯという民間活動
をしながら、普天間の海兵隊を受け入れようというこ
との裏のほうといいますか、話し合いをされていたよ
うです。そういう意味では、やはり本土のほうにも、
沖縄の基地問題に対する理解が深まっています。今ア
メリカでも各市議会でそういう決議がされています
ね。そういう意味では、知事、ぜひこれをどんどん発
信していただいて、今私たちが求めている、沖縄県民
が本当に求めている基地の整理縮小、そして先ほどか
ら、オール沖縄はないというふうな話がありますけれ
ども、そうじゃなくてもう一度私たちは、県民が一つ
になって沖縄基地問題、それをぜひ解決していただき
たいと思います。知事を先頭に頑張っていきたいと思
います。
　知事、決意をお願いします。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　新垣清涼議員の御質問にお答
えをいたします。
　今御説明がありましたとおり、ある意味で国内外で
こういった問題に大変理解が進んできていると思って
おります。今まではそういう理解が大変少ない中から
のいろんな意見がありましたが、県内でもそうであり
ますけれども、国際的にも大変その意味では大きな理
解が進んできておりますから、そういったことをベー
スにしながら、やはり新辺野古基地はつくらせない
と。そして普天間の基地はもう一日も早く危険性の除
去をしていくということを県民全体で考えていければ
ありがたいなとこのように思っております。
○新垣　清涼君　ありがとうございました。
　終わります。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ハイサイ　グスーヨー　チューウガ
ナビラ。
　日本共産党の比嘉瑞己です。どうぞよろしくお願い
いたします。
　昨日、辺野古新基地建設をめぐって、国が翁長知事
を訴えた代執行訴訟が結審いたしました。いよいよ４
月13日の判決を待つのみとなりましたが、裁かれる

べきは、沖縄ではない、地方自治を踏みにじる政府の
ほうだということが、私たち県民の民意です。新基地
建設を許さないという、県民の民意に応えた判決が下
されることを、私も心から期待をするものです。
　さて、去る２月15日に行われた第４回口頭弁論で
は、翁長知事が法廷に立ちました。知事は、仲井眞前
知事による埋立承認には法的瑕疵があり、新基地建設
は決して容認できない、このことを堂々と主張いたし
ました。一方、国側の代理人は、知事への反対尋問に
おいて、県が敗訴をしたら、その判決に従うのかと何
度も繰り返し繰り返し質問をしました。沖縄が歩んで
きた苦難の歴史や県民の思いに寄り添う姿勢を見せな
いこうした政府の姿勢に対して、多くの県民が、知事
の言う魂の飢餓感を感じたのではないでしょうか。
　代執行訴訟第４回口頭弁論における翁長知事への尋
問について、知事はどのような思いで法廷に立ち、ま
た国側の尋問に対してどのような感想を持たれたので
しょうか、答弁を求めます。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　比嘉瑞己議員の御質問にお答
えをいたします。
　去る２月15日の本人尋問では、公有水面埋立承認
取り消しの適法性及び本件代執行訴訟はそもそも地方
自治法上の要件を欠いている旨主張するとともに、私
が県知事選に立候補した経緯、米軍基地が形成された
歴史や過剰な基地負担の現状から、辺野古新基地建設
は決して容認できないことなどについて証言いたしま
した。
　裁判所に対して、沖縄県の歴史や現在の状況、県民
の思いなどを伝えることができたのではないかと考え
ております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今、国を相手に闘っているこの裁判
は、辺野古新基地建設問題を通して、平和や民主主
義、国民主権というこの国の根幹にかかわる大変重大
な問題も問うている裁判だと思います。民主主義社会
において最も力を発揮するのは私たち主権者の声であ
ります。私たちのこの民意がしっかりと判決に反映さ
れるように期待をして、次の質問に移りたいと思いま
す。
　国民健康保険財政について質問いたします。
　2014年度市町村国保の財政赤字と一般会計からの
法定外繰り入れについての現状を問うものです。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えいたします。
　本県市町村国保の平成26年度の財政状況ですが、
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一般会計からの法定外繰入金を除いた実質的な単年度
の収支、これは速報値でございますけれども、109億
1198万円の赤字となっております。また、平成26年
度の法定外繰入金の総額ですが、38市町村で112億
4630万円となっております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　沖縄県全体の国保の財政赤字が109
億円、そのために各市町村が本来なら別に持ち出さ
なくてもいい一般会計からの繰出金が112億5000万
円、こんなにも多額のお金を国保に繰り入れなければ
いけません。どうしてこのようなことが起こるのか、
次の質問に移りたいと思います。
　地上戦の影響で前期高齢者加入率が低いことによる
交付金不足額と、国からの支援額は幾らでしょうか。
戦争を起こした国の責任で財政支援を行うべきと考え
ますが、部長の見解を伺います。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えいたします。
　本県の市町村国保は、沖縄戦の影響等により、前期
高齢者の加入割合が低く、前期高齢者交付金が全国に
比べ極端に少ないことが主な要因となって、多額の財
政赤字を抱えているという財政上の課題があります。
平成25年度の１人当たりの前期高齢者交付金の額で
比較しますと、全国平均が９万6890円、本県市町村
国保が１万8437円となっておりまして、差額は７万
8453円となっております。
　前期高齢者交付金制度による財政影響につきまして
は、退職者医療制度の廃止に伴う財政影響が多大であ
ること、及び20歳未満の被保険者が多いことによる
財政影響があることに着目した国の財政支援が実施さ
れております。平成26年度における交付額は約34億
円となっております。平成27年度からは、子供の数
の多い本県市町村国保に有利な未就学児に係る医療費
に着目した財政支援が創設されておりまして、国の試
算によりますと約８億円の交付が見込まれておりま
す。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　赤字は109億円です。国からの財政
支援は34億、新年度は８億円、全く足りない金額で
あります。
　続いて３点質問を行います。
　１点目に、沖縄県の国保の１人当たりの医療費や収
納率は全国と比較してどうなっていますか。２点目
に、仮に沖縄県の前期高齢者の加入率が全国並みで
あった場合、交付金は幾ら入る試算となりますか。３
点目、これらを踏まえて改めて国にしっかりと要請を

行うべきだと考えますが、見解を伺います。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　まず１点目、本県
市町村国保の１人当たりの医療費については、平成
25年度の数値でございますが、27万6918円、全国
平均が32万4543円を下回っておりまして、全国で最
も低くなっております。保険料の収納率でございま
すが、平成25年度93.49％、平成26年度の速報値で
は93.72％、0.23ポイント上昇しておりまして、平成
25年度・平成26年度ともに全国で７位となっており
ます。
　次に、市町村国保の前期高齢者の加入割合が仮に全
国平均並みというふうに仮定した場合の前期高齢者交
付金の試算額と実際の交付額との差額ですけれども、
これは平成24年度のベースになりますが、166億円
となります。
　県としましては、本県の特殊事情に伴う財政赤字を
解消するためには、引き続き市町村と関係団体と連携
しながら国に対して財政支援をしっかり求めていきた
いというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事、副知事、この問題よく御存じ
だと思いますので、しっかりと国に対応をしていただ
きたいと思います。
　次に、介護保険制度についてです。
　安倍政権による介護報酬の大幅削減の影響で、介護
職員の労働条件が悪化しております。沖縄県の介護職
員の離職率や労働実態について、全国との比較を問い
ます。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　介護労働安定センターが実施をしております介護労
働実態調査によりますと、平成26年度の介護職員の
離職率は、全国が17.5％、沖縄県が22.1％となって
おります。また、介護職員の平均月額賃金は、全国が
19万6131円、沖縄県は16万4695円であり、その差
は３万1436円となっております。また、時間給の職
員における平均賃金は、全国が918円、沖縄県は776
円であり、その差は142円となっております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　沖縄県の介護職員の離職率が
22％、介護士の５人に１人がやめてしまうという状
況です。それを踏まえて、その対策について質問いた
します。
　(2)、沖縄県高齢者保健福祉計画では、団塊世代が
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75歳以上となる2025年には約２万4000人の介護職
員が必要になると推計されております。沖縄県の介護
人材確保対策についてお伺いします。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　本県では、平成37年には約4000名の介護職員が不
足することが推計されております。そのために、介護
人材確保対策として、小中学生、高校生、教員等を対
象に職業講話等を実施し、介護職を目指す学生の増加
に努めております。また、各種研修の実施によりまし
て現任職員の資質の向上を図り、職場への定着化を促
進しております。さらに、平成28年度は、新たな事
業として介護未就業者を雇用し、業務に従事させなが
ら研修等を行う事業者に対する支援など、介護人材の
確保対策の充実を図ることとしております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　部長、いろんな手を打つと思うんで
すが、やはり待遇改善が鍵だと思うんですね。賃金が
ただでさえ全国でも低いんですが、沖縄は16万4000
円ちょっとです。そこをぜひメスを入れていただきた
いと思います。
　続いて、保育行政に移ります。
　(1)、深刻な待機児童問題を解決することは急務で
す。また同時に保育の質を確保することも重要です。
新年度予算における主要事業の概要をお聞かせくださ
い。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　次年度における待機児童対策関連事業につきまして
は、国から市町村に対する直接補助を含む保育所等の
施設整備で約96億5000万円を見込んでおります。さ
らに、新たに実施します保育士給与のベースアップに
係る支援など保育士確保で約17億8000万円、認可外
保育施設への支援として約12億円で、総額約126億
3000万円となっております。
　県としましては、これらの予算の活用によりまし
て、引き続き市町村と連携して待機児童の解消に取り
組んでまいります。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ頑張っていただきたいと思いま
す。
　それでその事業を推進するに当たっても、交付金の
問題があります。
　(2)、沖縄県待機児童解消支援交付金が市町村の待

機児童対策で果たしてきた役割は大変大きいものがあ
ります。新年度以降も市町村への４分の３の現在の補
助率の継続が必要だと思いますが、部長の見解をお聞
かせください。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　待機児童解消支援交付金につきましては、国庫補助
事業による保育所整備に要する市町村負担額の４分の
３に相当する額を現在支援しております。
　県としましては、次年度予算におきましても同様の
支援を継続することとしております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　当初、３月で切れる予定だったの
で、大変市町村心配しておりました。継続されること
を聞いて安心しました。
　さて、この同交付金なんですが、これまで保育所の
創設やあるいは増設が主な対象となっていました。し
かし今、市町村や保育現場からは、老朽化した保育所
の増改築にもこの交付金を対象に入れてほしいという
声があります。保育所を増設するときよりも、増改築
のほうが費用が多くかかります。仮の保育園をつくっ
てまた増改築をする。こういったことで財政負担が大
変大きいという声がありますが、この増改築について
も項目に入るのかどうかその点確認させてください。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　当該基金は、
待機児童の解消に資するといいますが、目的がそうい
うことでございます。増改築ですから増というか定員
増もございますので、平成28年度事業におきまして
は、その増改築も補助の対象とし、ただその交付に当
たっては、定員の増に応じた交付の仕組みをすること
としているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　対象になるということで、期待したいと思います。
　それで、もうちょっと全体のお話を聞きたいんです
が、新年度の当初予算の予想でいいんですけれども、
こういった仕組みをつくって保育園がどれだけふえる
のか、この整備計画の見込みについて説明を願いま
す。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後２時15分休憩
　　　午後２時16分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
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○子ども生活福祉部長（金城　武君）　トータルで、
ちょっとお待ちください。済みません。100カ所で
ございます。定員で申しますと、5112名でございま
す。
　失礼しました。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ増改築も対象になるというこ
とで、100カ所の保育所の整備計画があるようですの
で、進めていただきたいと思います。
　(3)は今の問題にも入っていると思いますので、今
回は取り下げたいと思います。
　次に、(4)、待機児童解消のために必要な保育士は
何人でしょうか。保育士確保のための待遇改善策とし
て、１つ、賃金の引き上げ、２つ、正規雇用の促進、
３つ、保育士住居支援制度が必要だと考えますが、見
解を伺います。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　県においては、平成29年度末までの待機児童解消
には約2300人の保育士確保が必要と見込んでおりま
す。保育士確保に当たっては、処遇改善が重要である
と考えておりまして、次年度、新たに保育士のベース
アップに対する支援を予定しているほか、正規雇用化
や宿舎借り上げに対する支援など多様な事業を活用し
ながら、取り組みを強化してまいりたいというふうに
考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　今回の新年度でも大変大きく注目されているのが、
保育士のベースアップ事業であります。これまでもさ
まざまな待遇改善策を打ってきたと思うんですが、こ
のベースアップ事業のその必要性、また期待される効
果や目標についてお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　待機児童の解
消、特に保育士の確保においては、やはり処遇改善が
最も大きな課題ということで、これまでもいろんな施
策を打ってきたところでございますが、今回、その待
機児童の解消に必要な保育士を確保するために、経営
改善により保育士のベースアップを図る保育所等に対
して支援を行うことで、保育士の処遇向上を図り、保
育士の新規確保、あるいは離職防止を図りたいという
ことでございます。
　当該事業は、実施主体が市町村そして事業期間は、
平成28年度から30年度までの３年間を予定しており

ます。保育所等が給与表の改定によりまして、保育士
のベースアップに要した費用を３年間補助すると、補
助率は10分の10、それから財源は、沖縄振興特別交
付金を活用しておりまして、市町村の負担は設けない
ようなスキームで今考えております。
　それから事業者に対しては、その経営改善計画を策
定していただいて３年間の補助期間中に経営改善に取
り組むことで、事業期間終了後もベースアップした給
与を維持していただくということで、事業終了後３年
間は、その給与表のマイナス改定は認めないというこ
とで継続して、この事業がベースアップが図れるよう
にという事業スキームになっております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　つい先日、ある園長先生からお話を
伺いました。昔も今も、子供たちに将来の憧れの職業
を聞けば、保育士はいつも上位に来るそうです。みん
な憧れややりがいを感じて就職するけれども、給与が
余りにも少ない。この保育士の待遇改善を進めていけ
ばおのずと保育士不足は解決しますよと。大変重要な
意見だと思います。今回のベースアップ事業がしっか
りと待遇改善につながるものだとわかりました。部
長、頑張ってください。
　それでは次に、子供の貧困について移りたいと思い
ます。
　最初に、就学援助制度の充実についてですが、学校
教育法第19条は、「経済的理由によつて、就学困難
と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対し
ては、市町村は、必要な援助を与えなければならな
い。」とされています。就学援助制度を拡充していく
ことについて、県教育委員会はどのようにお考えで
しょうか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　県教育委員会としては、
教育の機会均等の観点から市町村教育委員会へ通知や
情報提供を行うほか、この１月には担当者連絡会議等
を開催して、対象費目や単価等の全国調査結果の共有
や効果的な周知方法等について意見交換を行っており
ます。この意見交換を通して、どういう形で制度の拡
充ができるか、その辺は担当者会議等を開催して連携
を深めているところです。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　今、教育長おっしゃったように市
町村によって援助項目にばらつきがあります。この
子供の貧困問題で、県の検討会が提言書を出しまし
た。「本県は全国に比べて低年齢での視力低下が多い
ため、積極的にメガネ等の代金支給を行う必要があ
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る。」、このように提言しております。経済的な理由
で眼鏡が購入できずに、黒板の文字が見えない。その
ために、学ぶ意欲も低下していく、視力と学力の関係
は大変密接なものがあると思います。全国では、眼鏡
の購入費用についても項目に入っているところもあ
り、県内でも幾つかの自治体にあると聞いておりま
す。就学援助の項目に加えるべきだと考えますが、教
育委員会の見解をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　お答えいたします。
　比嘉議員がおっしゃるように、眼鏡は、例えばこの
視力の低下が学力に何らかの影響を及ぼしているとい
うのは容易に想像がつくところです。視力の低下が、
学力の低下に直結するというようなデータは持ち合わ
せていないんですけれども、眼鏡を購入できない生徒
の存在を想定した場合、子供の学習力に、先ほども
おっしゃったように何らかの影響を及ぼすと。ですか
らもし眼鏡が買えない児童生徒がいましたら、これは
やはり何らかの制度設計とかそういう援助が必要だな
というのは感じております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ、就学援助制度の項目に追加で
きるように、市町村とも連携をとっていただきたいと
思います。
　続いて、学童保育の保育料支援について伺います。
　放課後の子供たちの居場所として、また生活の場所
として、学童保育の役割は重要です。しかし、沖縄の
学童保育がほとんど民設民営のために、保育料は全国
よりも２倍以上高い保育料となっています。現在、
沖縄県の保育料の平均は１万115円です。そこで、低
所得世帯の児童も学童保育を利用できるように、保育
料への支援が必要であると思いますが、部長いかがで
しょうか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　議員御指摘のとおり、本県の放課後児童クラブにつ
きましては、全国と比較して民立民営が多く、利用料
金が割高となっていることから、低所得世帯において
負担が大きくて利用しにくい状況にあります。このた
めに県におきましては、放課後児童クラブの公的施設
活用促進による利用料低減に取り組んでおります。今
後とも、市町村と連携しまして低所得世帯が利用しや
すい環境整備に向けて、利用料の負担軽減を検討して
まいりたいというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。

○比嘉　瑞己君　しっかりと頑張っていただきたいと
思います。
　次に、児童館に求められる役割についてです。
　今回の県子どもの貧困対策推進計画策定に当たっ
て、先ほども出ましたが、検討会の皆さんから提言が
出されております。その中では、「児童館を各小学校
区に１館は設置する必要がある。」、「夜の児童館を
活用し、食事の支援をしながら居場所を作り、それか
ら学習支援にもっていくことが必要である。」、この
ように児童館の役割を書いております。この子供の貧
困対策において、大変重要な施設となると思います
が、どう思いますか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　児童館は、地域において児童に健全な遊びを与え
て、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的
としております。県内ではその遊びを通じた育成支援
のほか、母親クラブの活動支援や障害児を持つ保護者
への相談支援など幅広い活動を実施しております。
　県としましては、子供が安全・安心に過ごせる居場
所の確保はとても重要であると考えており、地域の実
情に応じて市町村が行う児童館の取り組みを支援して
まいりたいというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ぜひ、市町村任せにせずに、県がそ
の背中を押していく、促進していくような、その役割
を果たしていただきたいと思います。
　続いて、夜間保育についてですが、現在、県内で夜
間保育に対応している認可外保育園について、支援を
強化するとともに、公立や認可の夜間保育園をふやす
べきだと考えますが、これについてはいかがでしょう
か。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　県におきまし
ては、夜間の保育に対応しています施設を含む認可外
保育施設に対しまして、給食費や健康診断費等に対す
る支援を行っております。次年度予算におきまして、
給食費の補助単価の増額を図ることとしております。
夜間保育所につきましては、平成27年４月１日現在
で３施設、それから延長保育によりまして夜８時以降
も開所している保育所が３施設となっております。
　市町村におきましては、市町村子ども子育て支援事
業計画に基づいて、子育て支援の拡充に取り組んでい
るところでありますが、その同計画の着実な実施を支
援いたしまして、夜間保育等の多様な保育サービスの



−334−

充実に県としても取り組んでまいりたいというふうに
考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、奨学金制度のほうに移りま
す。
　経済的な理由で学生たちの進学への夢を奪ってはい
けないと思います。さらなる奨学金制度の充実が求め
られると思いますが、見解を伺います。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　本県における奨学金制度
につきましては、沖縄県国際交流・人材育成財団にお
いて、高校生や大学生等を対象に無利子奨学金を貸与
しているところです。財団では、基準を満たす希望者
全員を奨学生として採用し、平成26年度高校生3186
人に対して７億4792万円、大学生等506人に対して
２億8512万円の奨学金の貸与を行っております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　教育長、その奨学金制度で、今、実
際に返済が始まったときになかなか返せない人たちが
多いと聞きました。その滞納状況についてお聞かせく
ださい。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　平成26年度の人材育成
財団のこの事業報告によりますと、高校生のこの奨
学金については、要返還者が7449人いるうち、滞納
者が1359人、滞納額は約6249万円となっておりま
して、滞納者の比率は18.2％となっております。ま
た、大学生等のこの奨学金については、要返還者が
2026人、そのうち滞納者が342人、滞納額は約１億
420万円、滞納者の比率が16.9％となっております。
合計で滞納者が1701人、滞納額は約１億6669万円と
なっております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　県のこの奨学金制度の返済額なんで
すが、高校生の奨学金の返済が月5400円、大学だと
月に１万6000円、これを10年間かけて返すというの
が基本的な形となっていると聞きました。ただ、それ
でもやっぱり18％、２割近い人たちが返すことが困
難になっています。
　そこで提案なんですが、これまでこの返済方法が
10年という期間で返さなければいけないというふう
になっています。ただ、国の奨学金制度は20年で返
すことになっているんですね。やはりこうした返済期
間を延長することや、あるいは今非正規雇用が広がっ
ている社会においては、所得に応じて返済額を決めて
いくということも必要なんじゃないかなと思います

が、教育長どうでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　現在、子供の貧困が社会
問題化している中で、この負の連鎖を断ち切るために
も、高校生、大学生においてこの奨学金制度というの
は私は希望の光とさえ思っております。今、議員が
おっしゃるように、こうした中でもこの返還額が高校
生、大学生通したら数百万になるわけですから、かな
り返済に苦労しているという話も承知しているところ
です。何とかこれを延ばしたり、この返還猶予とかそ
の辺はぜひ必要だと思っております。財団では、今、
返還猶予規定がありまして、幾つかの項目の中で該当
するものに対しては、その制度を活用しているところ
に求めているところです。ただ、もう一つこの返還金
の還流が結局次世代の奨学生の資金になることから、
この辺また含めて考える必要があると思うんです。
10年という限定ではあるんですけれども、この辺ま
た、どういう形に延ばせるのか、財団と意見交換を
行ってまいりたいと思います。
　それからもう一つ、今、国におきましては、奨学金
の返済が所得に連動した形での、収入に連動した形で
の返還方法を今検討中であります。現在までの報道に
よりますと、低額所得でも月々2000円とか3000円、
この返済ができるような形で返済できるということも
聞いておりますので、そういう国の動向を注視してま
いりたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　返済ができるようになれば、財団と
しても運営も安定していくと思うんですね。また今
回、貧困に対する基金もできましたので、その基金の
活用を含めて検討していただきたいと思います。
　少し角度を変えまして、今返済の話になりました
が、その返済義務のある奨学金制度という自体が、
やっぱり先進諸国の中で日本だけの特有の問題だと思
います。本来であれば、国がその返済義務のない給付
型の奨学金制度をつくるべきですが、今回翁長県政の
もとで、大学進学に関して給付型の奨学金制度ができ
たことに多くの県民の皆さんが喜んでいます。
　そこで、この高校生のためにも給付型の奨学金制度
が必要ではないかと思いますが、そこはいかがでしょ
うか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　県教育委員会では、平成
26年度からなんですけれども、国庫補助事業として
低所得世帯の高校生を対象に授業料以外の教育費負担
を軽減するため、返済義務のない奨学のための給付金



− 335 −

事業を実施しているところです。また、奨学のための
給付金事業でさらに低所得世帯の授業料を実質無償化
する就学支援金事業も実施しているんです。そういう
制度を着実に実施して、引き続き経済的要因に左右さ
れない公平な教育機会の確保に努めてまいりたいと考
えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　頑張ってください。
　ちょっと(6)番は取り下げます。
　続いて、那覇市の特別支援学校の開校に向けてで
す。
　質問の前に、知事、教育長、この間多くの保護者の
思いに応えて、那覇市の特別支援学校の開校が決まっ
たことに対してその御尽力に心から御礼を申し上げま
す。
　障害のある子が地域社会で積極的に活動し、その一
員として豊かに生きることができる共生社会の実現の
ためにも新しい学校は大変期待が高まっております。
　那覇特別支援学校が果たすべき役割について、見解
をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　那覇市内への特別支援学
校の設置につきましては、その障害を持つ那覇市内に
住んでいる関係者等からの大変多くの、長い間の悲願
でございまして、それが今回実現する見通しが立った
ことにつきましては、県教育庁としても本当にそうい
う関係者と一緒に喜びを分かち合いたいと思っており
ます。
　御質問のその意義についてですけれども、特別支援
学校というのは、障害の程度が比較的重い子供たちが
対象でありまして、専門性の高い教育を行う学校であ
ります。そのことから、その専門性を生かして、近隣
の小中学校からのこの相談等に応じたセンター的機能
の役割も一層充実していると思うんです。その辺もあ
わせて友好的な特別支援学校教育の充実に資するもの
と考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　教育長、この間も質問でお聞きしま
したが、今、国には特別支援学校の特別な基準という
ものがないそうです。建物の設置基準だったり、運営
基準がない。こういった中で保護者が、ぜひ新しい学
校をつくるに当たっては、私たちの要望も聞いてほし
いという声があります。知的障害だけでなくて、車椅
子で通う子供たち、重複障害の子も少なくありませ
ん。こうした子供たちの実態に合った学校をつくって
ほしいという声に応えるべきだと思いますが、その点

はいかがでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　県教育委員会でのまだ検
討段階ではあるんですけれども、新しくなる特別支援
学校は、知的障害及び肢体不自由児の児童生徒を対象
とする、知肢併設校として小学部、中学部、高等部
の一貫した教育を行うことを検討しているところで
す。そのため、求められる学校施設の内容につきまし
ては、車椅子児童生徒への対応、それからエレベー
ター、訓練室など、さまざまなこの機能が必要になっ
てくると考えております。今後とも、特別支援学校の
教職員のほか、それから保護者等とも意見交換を図り
ながら、児童生徒が安全で元気よく学べる学校建設に
取り組んでまいりたいと思っています。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
　次に、離島振興についてお伺いします。
　(1)、県民による離島観光や島の人々との交流は、
沖縄振興においても重要です。島たび助成事業に期待
される効果は何でしょうか。事業概要と目標について
伺います。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　島たび事業につきましては、本島住民を対象に、離
島の歴史や文化、自然などに触れるツアーを実施いた
しまして、体験プログラムの開発・改善や受け入れ体
制の強化などを図ることとしております。
　県としましては、本事業を通しまして、本島住民が
離島に対する認識を深めますとともに、離島への旅行
需要の増加など、交流促進による離島地域の活性化に
努めてまいりたいと考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、(2)番です。
　久米島と那覇を結ぶフェリー船が老朽化しておりま
す。久米島の観光振興や定住条件の整備として、高速
の旅客船の導入を久米島町も求めているようです。こ
の点について支援が必要だと思いますが、いかがで
しょうか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　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、小規模
離島の赤字航路に就航する船舶の建造または購入費を
補助する離島航路運航安定化支援事業を実施しており
ます。県、関係市町村そして航路事業者で構成いたし
ます沖縄県離島航路確保維持改善協議会におきまし
て、平成24年度から33年度までを更新対象とする船
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舶16隻を位置づけた沖縄県離島航路船舶更新支援計
画を策定し、平成27年度までに６航路の船舶更新が
完了しております。当該計画で、１航路につき１度の
更新支援としておりまして、久米島―那覇航路につき
ましては、平成26年度にフェリーの購入支援をもう
既に行ったところでございます。
　県としましては、当該計画に基づき、残りの10航
路の船舶更新を着実に進めていくことが重要と考えて
おりますけれども、御要望の２隻目の支援につきまし
ては、事業の効果や課題を整理する中間評価において
検討していきたいと考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、(3)です。
　沖縄県海洋深層水研究所の研究開発成果について、
久米島町を初め沖縄県の産業振興や雇用創出にどのよ
うな効果をもたらしていますか。久米島町が目指す海
洋深層水複合利用計画を県としても支援すべきだと思
いますが、この点はいかがでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　お答えいたします。
　海洋深層水研究所の研究成果でございますが、水産
分野では海洋深層水を活用したクルマエビの母エビ養
殖技術や海ブドウの陸上養殖技術の確立、農業分野で
は冷熱利用による野菜類の周年安定生産技術などがご
ざいます。これまで、これら技術を民間企業等へ技術
移転を行ってまいりました。
　それから久米島町の海洋深層水複合利用計画につい
ての支援でございますが、国、県、町を初め、大学、
沖縄科学技術大学院大学それから民間企業等で構成さ
れるコンソーシアムが設置されております。
　県としましても、今後とも地元久米島町と意見交換
を行いながらいろいろと考えていきたいと考えており
ます。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　次に、(4)ですが、離島11町村で公
立図書館が未設置となっています。離島を多く抱える
沖縄の特殊事情に鑑み、一括交付金を活用した公立図
書館建設を推進すべきだと考えますが、いかがでしょ
うか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　沖縄振興特別推進交付金
を活用した図書館整備につきましては、恩納村におい
て、図書館機能を有した恩納村文化情報センターが平
成27年４月に開館しております。また、本年５月に
は、中城村護佐丸歴史資料図書館が開館する予定と
なっております。

　県教育委員会としましては、今後とも離島等図書館
未設置町村の読書環境改善のため、図書館整備に向け
た指導助言等を行ってまいりたいと考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　これまで教育委員会、離島に対して
は、貸し出しの方法だとかいろいろ工夫をされてきま
した。そういった中で、離島の中でもぜひやっぱり本
当の図書館を設立したいという機運が高まっていま
す。久米島町が今この図書館建設を求めていて検討委
員会までつくっているそうなんですが、これを支援す
べきだと思いますが、その点はどうでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　このたび、久米島町が図
書館建設に向けて取り組まれることは、当町の読書活
動推進に大きく寄与するものであり、大変意義あるも
のだと考えております。
　県教育委員会としましては、久米島町の図書館建設
が円滑に実施できるように、例えば必要な情報提供及
び資料の提供、それから図書館建設検討委員会等への
この職員の派遣、それから専門司書の事前研修会を県
立図書館で実施するんですけれども、例えばそういう
ものなど要請に応じて指導助言を行ってまいりたいと
考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございます。
　知事、ちょっとお伺いします。
　知事、ことしの１月に就任後初めて久米島を訪れた
と聞きました。精力的に行政視察を行ったと聞きまし
たが、先ほど述べたいろいろな課題、久米島町からも
要望を受けたと思います。知事の久米島を行政視察し
た所感をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　比嘉瑞己議員の御質問にお答
えをいたします。
　１月13日から14日にかけまして、久米島町を視察
させていただきました。町長みずから、あるいはまた
職員も何名か専門の方々に付き添っていただいて、い
ろんなところを視察することができました。
　１つには、まちづくりについて、町長を先頭に大変
一生懸命頑張っておられる中から、いろいろ一つ一つ
の施設を見せていただいたところであります。印象に
残っているのは、産業という意味では、海洋深層水を
利用しての海ブドウ、それからクルマエビですか、こ
れが順調に量をふやしているというような状況も視察
させていただきました。それから、診療所も行きまし
て、人工透析のベッドが８つあったものが10という
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ようなもの等も見させていただいて、いろいろ意見交
換もさせていただいたわけであります。それから道路
とかいろんなところを見させていただいたんですが、
いずれにしろ離島はこれからダイヤモンドのように輝
かなきゃいかぬという意味からすると、人口も１万
6000名いたのが今8000名、久米島高校の話もこの定
例会でも出ておりますけれども、やはりそういった離
島の大変厳しい環境をしっかりと見ておりますので、
ここは飛行機の時間帯も含めていろいろ工夫をしなが
ら、観光という意味でも経済という意味でもぜひとも
しっかりと成長していただくようなそういう仕組みを
御相談しながらやっていきたいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　知事、ありがとうございました。今
後ともよろしくお願いいたします。
　次に、観光振興についてですが、那覇市で長年開催
されております与儀公園のなはさくらまつり、また、
漫湖公園の那覇美らさくらまつりは、県民を初め観光
客も大勢訪れる新たな桜の名所となっています。冬で
も花が咲き誇る沖縄の魅力を発信している沖縄花の
カーニバルの開催場所として、沖縄県ももっと支援を
するべきだと思いますが、いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　沖縄花の
カーニバルは、官民で構成する、めんそーれ沖縄県民
運動推進協議会が主体となって、冬でも暖かく花いっ
ぱいのフラワーアイランド沖縄のアピールや、観光客
を花でおもてなしする機運の醸成等を目的にしており
まして、冬場の観光のイベントとして定着をしており
ます。開催に当たっては、市町村や観光協会、県内各
地のイベント主催者に共催依頼を行っておりまして、
参加を表明したイベントを沖縄花のカーニバルの関連
イベントと位置づけ、県内外での広報パンフレットへ
掲載し、マスコミや旅行社を通して、観光客に情報を
発信するなどの支援を行ってまいりました。
　御質問の那覇美らさくらまつりについては、これま
で花のカーニバル関連イベントとして連携して取り組
んできております。与儀公園のなはさくらまつりにつ
いても、今後、主催者の参加意向等を確認しながら、
関連イベントとしてのタイアップを検討してまいりた
いと考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　続いて、公共交通について、(1)は
取り下げて、(2)をお聞きします。
　ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡが導入されておりますが、効
果についてお聞かせください。

○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　ＩＣ乗車券ＯＫＩＣＡは、乗降時間の短縮や運賃精
算の手間を軽減することを目的として導入したところ
でございます。沖縄都市モノレールでの先行運用に続
きまして、本島主要バス４社での本格運用を開始して
おります。
　ＯＫＩＣＡの効果でございます。バス事業者から
は、バスの乗降がスムーズになった、利用者からは、
両替や小銭の準備が不要で運賃精算が便利になった等
の意見が多く寄せられております。発行枚数ですが、
平成28年１月末で約12万枚、ＩＣ利用率はバス４社
とモノレール利用の約45％となっております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　大変効果あるんですが、まだ普及率
45％なんですね。
　そこで常々提案をさせていただきました、１つは、
コンビニでチャージができるようになること、もう一
つは、乗り継ぎ割引がどうしても鍵を握っていると思
うんです。お話を聞くと、民間４会社だとなかなか導
入に踏み切れないという面もあるそうなんですが、こ
こは県が試験的な事業として、モデル事業としてやる
ことも含めて検討が必要だと思います。いかがです
か。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　まず、チャージの設置
数ですけれども、今現在チャージはやっぱり円滑な乗
降時には影響があると我々も考えております。私もた
まにバスで通勤したり帰宅したりするわけですが、車
内でチャージするとやはり待つということがございま
すので、商業施設やコンビニ等でチャージできる環境
整備をやろうということで、今現在調査を行っており
ます。28年度予算で、利用者が多いバス停10カ所付
近のコンビニですとか、スーパー等に、そのチャージ
機を設置したいというふうに考えております。その
28年度の実施状況を踏まえまして、今後また検証し
ましてチャージ機の普及を図っていきたいというふう
に考えております。
　それから、もう一つの乗降割引の件ですが、乗降割
引につきましては、まず基幹バス構想を今県は進めて
ございます。那覇から浦添、宜野湾、沖縄市まで、こ
れは定時速達多頻度で運行する。その後、そこからそ
の他の地域に移動する支線フィーダーを張ろうという
ことで、バスも再編を今検討しておりまして、これに
ついては、県が主体となって各バス事業者さんと意見
交換を行っております。



−338−

　御質問の乗り継ぎ割引につきましては、そういった
バスの再編の一環として、県としてもしっかり対応し
なければならないと思っております。ただ、バス事業
者からは、やはり具体的に利用者の増が見込めるのか
とか、事業採算などのさまざまな意見がありますけれ
ども、我々はバスの再編も視野に、引き続きバス事業
者と意見交換を行い、乗り継ぎ割引も含めて検討して
いきたいと、そういうふうに考えているところでござ
います。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　最後に、原発事故による避難者支援
についてです。
　東日本大震災、東京電力福島第一原発事故から５年
が経過しようとしております。沖縄に避難してきた
人々は今も放射能被曝による健康被害を心配しており
ます。沖縄県として避難者に寄り添った健康支援対策
を行うべきです。見解をお聞きします。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。
　原発事故における被曝等の健康不安については、国
及び福島県において必要な検査体制の整備を行い、実
施されていると認識しております。具体的には、福島
県が沖縄県内の医療機関へ委託し、震災時におおむね
18歳以下だった福島県からの避難者を対象に甲状腺
検査を実施しております。
　沖縄県では、県内へ避難されている方々を対象に毎
年、避難世帯向けアンケート調査を実施し、生活状況
や心身の健康状況などの実態把握に努めております。
また、沖縄県臨床心理士会に補助いたしまして、被災
者へのカウンセリング等の実施、避難者交流会の年１
回の実施を行っております。保健所等におきまして
は、来所や電話による健康相談を実施しており、必要
に応じまして専門機関へ紹介するなど、避難者の健康
支援を実施しております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　防災課を担当する公室長にお聞きし
ます。
　沖縄県が昨年実施した県内避難世帯向けのアンケー
ト調査で、沖縄県で今後も生活を続けていきたい、こ
う思う人はどれくらいいらっしゃいましたか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　昨年10月にアンケート調査を行いました。対象者
としては、応急仮設住宅に居住されている方、それか
らニライカードを保有されている方、343世帯に対し
て調査を行い、約半分の179世帯から回答をいただい

ております。その結果ですけれども、今後の生活意
向について、避難を継続するを希望する方が最も多
く41％、それから沖縄県内に定住すると希望する方
が24％で、合わせると65％の方が引き続き県内の生
活を希望するという状況になっております。一方、現
時点では迷っている、判断できないと回答する方も
26％おりまして、帰還か避難か継続かでさまざま迷
われている状況がうかがえたと思います。
　以上です。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　やはりこれが避難してきた人たちの
率直な思いだと思うんです。琉大の名誉教授の矢ヶ崎
先生たちが行ったアンケートでは、その多くが子供た
ちの健康被害を心配して沖縄に来たそうです。沖縄の
人々が本当に温かく迎えてくれたことに対して、皆さ
んが感謝をしております。
　保健医療部長、せめてこの健康調査の面で、沖縄県
がもっと寄り添った支援ができるんじゃないかと思い
ますが、再度御見解をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　知事公室で実施して
おりますアンケート調査等を活用しながら、今後とも
避難者の心身の健康状況等の実態把握に努めていきた
いと思います。今後とも避難者の声を聞いていきたい
と思います。
○議長（喜納昌春君）　比嘉瑞己君。
○比嘉　瑞己君　ありがとうございました。
　ぜひ、声を聞いて、しっかりとした支援を行ってい
ただきたいと思います。
　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　ハイサイ、こんにちは。
　社民党の照屋大河です。
　任期最後の一般質問となりました。お隣の當間盛夫
議員の次期選挙に向かう張り詰めた緊張感を感じなが
ら、私自身は心を落ちつけて、残された任期を、掲げ
た公約の実現、有権者の皆さんと約束した公約の実現
に努力を重ねていく思いでいっぱいであります。
　私の公約の柱は、辺野古新基地建設反対でありまし
た。辺野古移設問題が最大の争点となった前回県知事
選挙において、辺野古に基地はつくらせないと訴えた
翁長知事が誕生しました。翁長知事は就任以来、辺野
古が唯一と思考停止状態の政府に屈することなく、強
権的な対応にあらがい、沖縄から民主主義を問う、地
方自治を問う、県民民意等の先頭に立ち闘っていま
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す。知事を全力で支え、必ずや政府による移設計画の
撤回と世界一危険と言われる普天間飛行場の危険性の
除去、閉鎖・返還の実現に向け頑張っていく決意を申
し上げます。
　ところで、話は変わりますが、国会、国政の場にお
いて自民党議員の不祥事、問題発言、国民の政治への
信頼を裏切る事態がとまりません。建設会社側からの
現金授受を認め、閣僚を辞任した甘利明前経済再生担
当相。東京電力福島第一原発事故後に国が定めた除染
の長期目標について何の根拠もなく、時の環境省が決
めたと発言、その後に撤回をした丸川環境相。島尻沖
縄北方担当相の北方領土の一つである歯舞群島を読め
なかった、漢字を読めなかった件。国会議員の妻の出
産に合わせて育休を宣言したにもかかわらず、不倫を
報道されそれを認め、議員を辞職した宮崎元衆議院議
員。麻生太郎財務相の農家は税金を払ったこともない
人もいる発言。そして、高市早苗総務相が政治的に公
平でない放送を繰り返す局に、電波停止を命じる可能
性の言及。これに対しては、きのうジャーナリストの
皆さんが表現の自由を保障した憲法及び放送法の精神
に反していると強い抗議が行われています。
　このような事態の中にあって、この事態に怒り、皮
肉り、子育て環境を訴える、子育て環境の厳しさ、苛
酷さを訴えるインターネットへの投稿が話題を集めて
います。「何なんだよ日本。一億総活躍社会じゃねー
のかよ。昨日見事に保育園落ちたわ。どうすんだよ私
活躍出来ねーじゃねーか。（中略）不倫してもいいし
賄賂受け取るのもどうでもいいから保育園増やせよ。
（中略）ふざけんな日本。」。このインターネットへ
の投稿には、さまざまに評価がありますが、とにかく
子育てをする環境が厳しいという訴えと受けとめなけ
ればならないというふうに、子育て世代の一人として
もそう思います。
　子供の貧困については、今議会でも多くが語られま
す。
　県の実態調査により、全国に比較しても厳しい現状
が明らかになっています。報道各社の取材による発表
によってもその現実が、現状が可視化できるほどの実
態にあります。
　翁長知事は先ほど申し上げましたが、基地建設が最
大の争点となった選挙で知事に当選を果たしました。
しかし、今子供の貧困調査を実際に行い、この実態が
見えてきた。次期新年度予算においても基金をつく
り、その対応・解消に向けた施策も多く展開していく
決意、性根を据えて頑張っていく決意ということであ
りますので、時代の要請ということで、本気で、本気

になってこの問題の解決を頑張っていただきたいとい
うふうに思います。
　知事就任以降、お孫さんにも恵まれたと聞いていま
す。基地問題で政府と厳しい対応をしながら怖い顔が
続きますが、孫を抱くような温かい気持ち、しかし心
の中では、この若い人たちの子供たちの環境をよくし
ていくという気持ちになって、知事には頑張っていた
だきたいというふうに思います。
　少し古くなってしまいますが、いつやるの、今で
しょう、誰がやるの、翁長知事でしょう、というよう
な意気込みで頑張っていただきたいというふうに思い
ます。
　それでは、通告に従い一般質問を行います。
　知事の政治姿勢について。
　(1)、政府・沖縄県協議会について。
　去る１月28日、国と県が辺野古新基地問題や在沖
米軍基地の負担軽減策などを中心に話し合う政府・沖
縄県協議会が立ち上がった。３月から４月の間に開催
することで調整中とされる。次回以降から具体的な議
論に入るとのことだが、開催のめどは立ったか、調整
状況について伺う。
　イ、去る２月18日で普天間基地の５年以内運用停
止の起点日から２年が経過した。残された期限は３年
である。米国など相手のある話として逃げ腰の政府に
くぎを刺す意味でもカウントダウン方式を採用し、県
の立場を明確にしておく必要があると考えます。政
府・沖縄県協議会の第２回会合では普天間基地の３年
以内運用停止であることを政府との間で確認した上
で、その実現を求めていくべきではないか伺います。
　ウ、辺野古新基地をめぐる代執行訴訟の第４回口頭
弁論（２月15日）後の記者会見で、知事は、仮に県
が敗訴した場合、行政の立場として判決に従うとの考
えを示す一方、私が公約に掲げるありとあらゆる手段
を講じて辺野古新基地はつくらせないというのは別な
形であると思うとも述べている。別な形とは、知事の
見解について伺います。
　(2)、辺野古新基地建設に対する県外の動き、認識
等について。
　ア、共同通信社が１月30日、31日の両日に実施し
た全国電話世論調査によると、辺野古新基地建設を強
行する政府方針を支持するが47.8％、支持しないが
43.0％で支持が不支持を上回り、それまでの傾向と
逆転した。支持、不支持逆転の理由について知事の分
析と見解を伺う。
　イ、名護市の一部野党市議11人が、辺野古新基地
建設推進を政府に求める意見書を採択するよう全国約
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800の市区議会に求め、少なくとも16都県の19市区
議会がこの趣旨に沿った意見書を可決していたことが
参議院事務局の集計で明らかになった。稲嶺名護市長
初め名護市議会が辺野古反対の姿勢を明確にしている
中、識者からは国策とはいえ他の地方自治体の意思を
侵すような意見書は出さないのが常識だ、差別意識を
感じるとの声が上がっているが、知事の受けとめにつ
いて伺います。
　２、基地問題について。
　(1)、嘉手納基地からの悪臭被害について。
　県は嘉手納町を悪臭防止法に基づく規制地域に指定
する方針を固めたようだ。その意図と期待される効
果、指定時期のめどについて伺います。
　(2)、嘉手納基地における発がん性物質流出事故に
ついて。
　昨年５月、酒に酔った米海兵隊員の悪ふざけで、嘉
手納基地内の航空機格納庫から発がん性物質の消火剤
が基地外の民間地にまで流出したことがことし２月の
報道で明らかになった。報道によると、当該物質は、
日本環境管理基準（ＪＥＧＳ）の有毒化学物質には含
まれず、米側は地元に通報しなかったようでありま
す。県として事実関係を掌握していたか。再発防止策
とあわせて伺います。
　(3)、高江米軍ヘリパッド着陸帯運用に対する県の
環境保全措置要求について伺います。
　米軍北部訓練場内のヘリパッド運用開始後の昨年
12月11日付で、翁長知事が沖縄防衛局長に対し、８
項目22件の環境保全措置要求を発出した。要求の主
たる内容と沖縄防衛局の対応、改善状況について伺い
ます。
　(4)番は取り下げます。
　３番、子供の貧困について。
　(1)、県内で深刻化する子供の貧困に対応するた
め、県及び国は次年度にそれぞれ30億円及び10億円
規模の基金創設の方針を明らかにしている。実施に当
たっては重複を避け、効果的かつ効率的な事業運営が
求められるが、事業のすみ分けなど調整状況を伺う。
　(2)、国が進める地方創生戦略は一言で言えば人口
増加計画である。国の方針に合わせ、県も昨年９月に
沖縄県人口増加計画（沖縄県まち・ひと・しごと創生
総合戦略）～沖縄21世紀ビジョンゆがふしまづくり
～を策定しているが、人口増加計画を力強く進めるた
めには、子を産むだけでなく、育てるための受け皿整
備が不可欠である。その観点で、同計画に目を通す限
り、待機児童対策などと比べて子供の貧困対策の位置
づけが弱くないか。より充実させるべく見直しが必要

だと考えるが、県の見解について伺います。
　(3)、知事は待機児童解消に向けた取り組みについ
て、黄金っ子応援プラン等を踏まえ推進すると所信で
表明した。
　直近の待機児童の実態と実数について伺います。
　市町村が実施する保育所整備や認可外保育施設の認
可化などへの支援状況等について伺います。
　４、教育行政について。
　11・28教育の危機を考えるシンポジウム参加者一
同から県教育委員会・教育長宛てに、過剰な学力向上
推進の改善を求め、教職員を競争に駆り立てる査定昇
給制度導入による管理強化に反対する要請がなされて
いる。要請内容の柱は、点数主義に基づく過剰な学力
向上推進施策の見直し、教職員の管理強化につながる
査定昇給制度導入反対と職場・勤務環境の改善、自由
闊達な議論が保障される民主的な学校運営・平和教育
の推進などであります。
　要請に対する県教育委員会の受けとめと対応につい
て伺います。
　要請の背景には、改正地方教育行政法が施行され、
教育行政に対する首長の権限が強められかねないこと
に対する危機感があると考えます。県は教育行政にお
ける政治的中立性、安定性、継続性をいかにして確保
していくつもりか、見解について伺います。
　大きい５番、社会資本・産業基盤の整備について。
　(1)、知事は所信表明において、中城湾港について
航路の拡充等や産業支援港湾としての整備を着実に進
めるとともに、クルーズ船の受け入れについても積極
的に取り組むとあるが、地元自治体との連携状況につ
いて伺います。
　(2)、与勝半島一周線・南岸道路（仮称）の事業化
に向けた取り組みの進捗状況について伺います。
　６番、我が会派の代表質問との関連について、仲村
未央さんの代表質問に関連して、児童養護施設に入所
する措置児童、本年度の数、それから児童数、措置児
童数の推移について伺います。
　以上、よろしくお願いいたします。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　照屋大河議員の御質問にお答
えをいたします。
　社会資本・産業基盤の整備についてに関する御質問
の中の、中城湾港航路の拡充等や産業支援港湾として
の整備、クルーズ船受け入れについて地元自治体との
連携状況を聞きたいという中で、中城湾港の航路拡充
及びクルーズ船受け入れについてお答えいたします。
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　中城湾港の定期航路については、平成23年11月
から平成27年３月まで、鹿児島航路の実証実験を行
い、その成果をもとに、平成27年４月から南日本汽
船により定期運航が開始されたところです。また、京
阪航路の開設へ向けて平成28年度から実証実験を開
始する予定としております。
　次に、クルーズ船については、平成28年４月から
９月末までに４万トン級のクルーズ船が12回寄港す
る予定になっております。クルーズ船受け入れについ
ては、地元自治体が主体となって、国、県、経済団体
等で構成される中城湾港クルーズ促進連絡協議会を１
月25日に発足させて、クルーズ船誘致や交通、観光
等の受け入れ体制の整備に取り組んでいるところであ
ります。今後は、クルーズ船の大型化に対応するた
め、国と連携して港湾施設の整備を進めてまいりたい
と考えております。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
　　　〔副知事　安慶田光男君登壇〕
○副知事（安慶田光男君）　照屋大河議員の知事の政
治姿勢についての御質問の中で、政府・沖縄県協議会
開催の調整状況についてお答えいたします。
　去る１月28日、沖縄の基地負担軽減、振興策につ
いて協議することを目的とした、第１回政府・沖縄県
協議会が開催されました。第２回の開催については、
３月下旬から４月上旬をめどに政府と調整していると
ころであります。
　以上であります。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　知事の政治姿勢につい
ての御質問の中で、５年以内運用停止の実現について
の御質問にお答えします。
　県は辺野古移設の進捗にかかわらず、普天間飛行場
の５年以内運用停止等を実現するよう求めてきたとこ
ろであります。
　県としましては、５年以内運用停止を実現するため
には、具体的な作業スケジュールをまずは政府におい
て示す必要があると考えており、政府・沖縄県協議会
の中で、工程表の作成を求めてまいりたいと考えてお
ります。
　次に、辺野古新基地をつくらせない手法についての
御質問にお答えします。
　辺野古新基地建設に関する権限としては、公有水面
埋立法や沖縄県漁業調整規則に基づく手続等さまざま

なものがあります。また、これら法令等に基づく権限
のほか、辺野古新基地に反対する県民世論及びそれを
踏まえた知事の考えを伝え、広く国内外の理解と協力
を促すということも非常に重要であると考えておりま
す。今後も、県の有するあらゆる手法を用いて、辺野
古に新基地はつくらせないという知事公約の実現に向
けて取り組んでまいります。
　次に、世論調査の結果についての御質問にお答えし
ます。
　今回の世論調査の結果については、さまざまな解釈
や意見があるかと思いますが、県としては、一喜一憂
することなく、引き続き沖縄県の過重な基地負担の現
状について情報発信に努めていきたいと考えておりま
す。
　次に、19市区議会の辺野古推進決議についての御
質問にお答えします。
　御指摘の19市区議会の議決については、議会の権
限で可決したものと受けとめております。いずれにし
ましても戦後70年間、過重な基地負担を背負う沖縄
が、危険性除去のためとはいえ、代替施設を考えなけ
ればならないというのは、大変理不尽であると考えて
おります。政府においては安全保障の負担は全国で担
うべきとの認識のもと、普天間飛行場の早期返還に取
り組んでいただきたいと考えております。
　県としては、知事公約の実現に向け、全力で取り組
んでいるところであり、辺野古の新基地はつくらせな
いということを引き続き県政運営の柱にし、普天間飛
行場の県外移設を求めてまいります。
　次に、嘉手納飛行場からの消火剤流出についての御
質問にお答えします。
　県は、昨年６月の星条旗新聞の報道により、同年５
月、酔った海兵隊員が嘉手納飛行場内の格納庫で消火
システムを作動させた事件があったことは承知してお
りましたが、当時は、消火剤が基地外に流出したこと
及び消火剤に発がん性物質が含まれているとの情報は
ありませんでした。今回の報道を受けて、沖縄防衛局
に対して事実関係を照会しているところであります。
なお、県は、軍転協と連携し、施設・区域内で発生し
た事件・事故についても速やかに情報提供し、災害の
拡大防止のため適切な措置をとるよう求めているとこ
ろであります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
　　　〔環境部長　當間秀史君登壇〕
○環境部長（當間秀史君）　基地問題についての中
の、嘉手納基地からの悪臭被害についての御質問にお
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答えします。
　県では、嘉手納町との協議を経て、悪臭防止法に基
づく規制地域の指定及び規制基準の設定に係る公示を
今月中に行い、今年７月から施行する予定としており
ます。同法の規制は、一般国際法上、米軍基地には直
接的に適用されませんが、日米地位協定第16条で規
定される日本法令の遵守義務に基づき、国及び米軍に
対し適切な対応を求めることができると考えておりま
す。
　県としましては、引き続き町と連携しながら、悪臭
の実態把握に努めるとともに、得られる結果をもと
に、国及び米軍に対し必要な対策を求めてまいりま
す。
　同じく環境保全措置の内容と沖縄防衛局の対応につ
いての御質問にお答えします。
　沖縄防衛局への環境保全措置要求の主な内容は、Ｎ
−１地区への既存道路の補修工事における赤土等流出
防止対策や植生の保全対策の実施、Ｎ−４着陸帯にお
けるオスプレイの排気熱・風圧等の影響調査の実施、
外来種の侵入防止対策及び駆除の徹底、高江集落にお
ける低周波音調査の実施などを求めております。ま
た、Ｎ−４着陸帯の運用については、事業者の実施し
てきた環境保全措置の内容を米軍に十分周知するとと
もに、生活環境及び自然環境への配慮を要請すること
を求めております。現在、事業者である沖縄防衛局に
おいて対応を検討しているところであります。
　県としましては、環境保全措置要求に適切に対応す
るよう今後とも指導してまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子供の貧困に
ついての御質問の中で、県基金と内閣府事業とのすみ
分けについてお答えをいたします。
　沖縄県子どもの貧困対策推進基金は、沖縄県におけ
る厳しい子供の貧困の現状を踏まえ、地域の実情に即
した子供の貧困対策を全県的に推進するため創設する
ものであります。基金を活用して実施する事業につき
ましては、子どもの貧困実態調査結果等を踏まえると
ともに、市町村の意見を聞いて決定することとしてお
ります。今後、対象事業の検討に当たっては、原則と
して、内閣府事業の子供の貧困対策支援員の配置や子
供の居場所の運営支援と重複しないよう、効果的かつ
効率的に事業を実施していく考えであります。
　次に、待機児童についてお答えをいたします。
　平成27年４月１日現在の待機児童数は、対前年比

で431人増の2591人となっております。県におきま
しては、待機児童の解消に必要な保育の量を潜在的待
機児童も含め約１万8000人と見込んでおり、引き続
き市町村と連携し取り組んでまいります。
　次に、保育所整備と認可外保育施設への認可化支援
の状況についてお答えをいたします。
　今年度における保育所等の整備事業については、約
6400人の保育の受け皿の整備を実施しており、その
うち約2200人は認可外保育施設の認可化によるもの
となっております。また、51施設に対し認可化に向
けて運営費の支援を実施しており、引き続き市町村と
連携し、認可外保育施設の認可化に取り組んでまいり
ます。
　次に、我が会派の代表質問との関連についての御質
問の中で、措置児童数の推移についてお答えいたしま
す。
　県内の児童養護施設に措置されている児童数は、８
施設の合計で平成24年度が332名、平成25年度も同
様に332名、平成26年度が329名となっており、横ば
いで推移しております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　子供の貧困についての
御質問の中の、人口増加計画における子供の貧困対策
の位置づけについてお答えいたします。
　県は、平成26年３月に沖縄県人口増加計画を策定
しましたが、当初は、子供の貧困対策は位置づけてお
りませんでした。その後、平成27年９月に同計画を
改定するに当たって、子供の貧困対策の重要性及び緊
急性を踏まえ、新たに施策として位置づけたところで
あります。改定版の沖縄県人口増加計画では、子供期
の貧困が大人になった後の就労、所得、生活水準に悪
影響を与えることについて、子育て環境の課題の一つ
として位置づけております。その上で、子供のライフ
ステージに即し、支援を必要とする子供の状況に応じ
た学習・就労・生活支援などの切れ目のない子供の貧
困対策を総合的に推進することとしております。同計
画の推進に当たっては、ＰＤＣＡを実施することとし
ており、その結果も踏まえ、必要に応じて施策の拡充
等を行ってまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育行政につ
いての御質問の中で、学力向上等に係る要請等につい
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てお答えいたします。
　児童生徒一人一人が将来、自己実現を図り、夢や目
標を達成するためにも、学力向上の取り組みは重要だ
と考えております。本県の学力向上の取り組みは、授
業改善を基軸にしており、全ての児童生徒がわかる喜
びや学ぶ楽しさを実感する学校づくりを目指しており
ます。また、新たな教職員評価システムは、幼児・児
童生徒の教育を保障するため、教職員の資質能力の向
上及び学校組織の活性化を図るとともに、公正公平な
人事管理を行うことで、学校全体の教育力を高めるこ
とを目的にしております。
　県教育委員会としましては、今後とも教員の資質向
上を図るとともに、児童生徒一人一人が、夢や目標に
向かって着実に歩み続けることができる体制づくりに
努めてまいります。
　次に、改正地方教育行政法の施行に伴う政治的中立
性、安定性等の確保についてお答えいたします。
　地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正後
も、教育委員会は引き続き合議制の執行機関として、
教育に関する基本的な方針等の重要事項については、
教育長と５名の委員で構成される教育委員会会議の議
決を経ることとなっております。そのため、今後とも
合議制の執行機関である教育委員会が、教育の政治的
中立性、継続性・安定性を確保するための重要な役割
を果たしていくものと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　社会資本・産業基盤
の整備についての御質問の中で、与勝半島一周線（仮
称）の取り組みについてお答えします。
　与勝半島を一周する県道の整備については、当該地
域の観光振興や地域活性化、防災対策等のため、県と
しても必要性を認識しているところであります。一周
線のうち、勝連平敷屋から川田までの南側を半周する
道路の整備については、ルートの一部が米軍提供施設
区間を通過することから、現在、うるま市と連携し、
関係機関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。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　沖縄県協議会について伺います。
　基地負担の軽減と振興策を同じテーブルで議論する
んだということでありました。この一緒に議論するこ
とについて、仲井眞前知事が、政府が予算と振興策を
打ち出す中で、辺野古移設容認にかじを切っていった
ということで、県民の間にはトラウマとなってリンク

論を警戒する、不安視する声がありますが、その点、
県の今の向き合い方、国との向き合い方について伺い
たいというふうに思います。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　先ほど答弁しました政
府・沖縄県協議会の中におきましては、基地負担軽減
並びに振興策ということがうたわれておりますが、振
興策と基地負担はリンクしないという考えで、政府と
もそれを沖縄県の姿勢として打ち出してまいりたいと
そう考えております。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　政府は、その点何というふうにその
対応をしていますか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　具体的に政府について、
この話し合いはしておりません。しかし、基本姿勢に
ついては今までもありとあらゆる答弁、ありとあらゆ
る報道を見ると、振興策と基地問題はリンクしないと
いう答弁とか見解をいただいておりますので、その方
向性で進んでいるものと理解いたしております。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　その姿勢を堅持しながら、この協議
会の透明性の確保という点では、副知事はどのように
この運用の面で、次回会議もあるわけですが、この透
明性の確保という意味ではどのように考えられていま
すか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　開催期日につきまして
も、事前に県議会並びにマスコミ等にも、決まりまし
たら公表したいと思いますし、また、会議そのものは
政府との話し合いでありますからどういう形になるか
は、全面公開にはならないと思うんですが、一部公開
になってその後は、それぞれの立場で、あるいは知事
並びに官房長官がそれぞれの中身について記者会見で
明らかにしていくというような運営になろうかと思い
ます。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　昨年、集中協議という形で、似たよ
うな、同じような場がありました。ただ、その結果に
ついては知事もおっしゃるように、最後の最後になっ
て工事を進めるんですかというようなことで、はいと
返事をした、なかなかかみ合わなかった。その成果が
県民にとっても求められなかったという点がありま
す。
　この協議会を県民の気持ちに寄り添うというよう
な、安倍総理のアリバイづくりにすることのないよう
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に、公室長の答弁にもありました５年以内の運用停止
については、辺野古移設とは切り離していく、あるい
はリンク論とも沖縄振興と基地負担の軽減をリンク論
とも切り離していくという、明確な次の会合で政府か
らの確約を取りつけるというような意気込みを知事に
も副知事にもいただきたいのですが、いかがでしょう
か。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　この協議会の開催は、そ
れ以前にテーマを設定して、今回はこのテーマについ
て話し合おうということをお互いに確認し合った上で
やりますので、中身については明確になろうと思いま
す。今、照屋議員がおっしゃっているようなことも含
めて政府と力強く交渉していきたいと、そういうふう
に思っております。
　以上であります。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　テーマを決めるということでありま
した。ただ今議会でそうですが、去る宜野湾市長選挙
の結果を受けて、危険性の除去、運用停止、宜野湾市
長の要請も受けながら一緒にやっていくという、知事
もそういう答弁をされています。その５年以内の運用
停止、先日から副知事は、議事録を読み上げられて起
点は２月にあったというような答弁もされていますの
で、その５年以内の運用停止に対する政府の辺野古と
切り離したというようなテーマを求めるとか、それを
まず真っ先に県としては求めていくというような考え
はないのかなということ……。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　この５年以内の運用停止
につきましては、知事も本会議の答弁で答えておりま
すので、知事の意思を受けまして、県としても５年以
内の運用停止を求めた協議会に進めていきたいとそう
いうふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　県の姿勢は明確だというふうに思い
ます。ただ国は、県の協力が必要だと。暗に、その辺
野古移設が前提だというような姿勢がうかがえますの
で、そこをきっちりと切り離した形でやるべきだ、県
はそういう立場だ、宜野湾市もそういう立場だ、国も
そのような立場に立ってほしい、立つべきだ。そうい
う確約ができるような成果を期待したいというふうに
思うんですが、その点についていかがでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　これは、相手があって話
し合いのことでありますから、この結果を予測して確

約するというようなことはいろいろと話し合いにし
て、ただ私たちの姿勢は今申し上げているような姿勢
で臨んでいきたいとそのように思っております。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　相手があることです。国も５年以内
の運用停止については、米国などと相手があることだ
からというふうなことがありますが、その気概という
んですか意気込みを、そういう意気込みを持って臨ん
でいただきたいなというふうに思いますので、頑張っ
てください。
　それから次に、裁判の件についてです。
　きのう結審をされました。尋問なども受けました
が、知事、率直に今のお気持ちを聞かせてください。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　裁判のほうが提起をされましてからこの数カ月、５
回にわたる口頭弁論等々も経ながら県の主張、正当
性、そういったようなものはしっかりといろんなマス
コミ等も通じながら、多くの県民や国民にも御理解を
いただいていると思っております。また、私自身も２
回口頭弁論に立ちまして、沖縄の歴史を含めいろんな
話もさせていただきました。そういったようなものの
中から、いわゆる結審をしたわけでありますけれど
も、和解案も出て、そういったようなものに対するこ
れから県や国のこの対応の仕方等々もこれからあろう
かと思いますけれども、まずはしっかりと県の正当性
の主張をしっかりとすることができたということで、
ある意味結審ということについて感慨深いものも思い
ながら、ぜひとも私たちの目標に向かっていい方向に
いくということを確信しながら頑張っていきたいと思
います。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　先ほど別な形とはということで公室
長の答弁をいただきました。さまざまな権限をこれま
で同様に使って、あらゆる手段でということでありま
したが、この裁判を終えて識者のほうの見解なんです
が、裁判によって辺野古移設というような政策的な問
題を解決することには、そもそも限界がある。裁判所
が、行政訴訟では異例といえる和解勧告をしたのは、
このような限界を踏まえてのことと思う。その上で、
解決策は暫定的和解案、根本的和解案の２案の間のど
こかに存在するはずだ。今、必要なのは判決の予測で
はなく、むしろ判決後を見据えた辺野古問題の全体的
な解決策であり、国と県の歩み寄りだという意見があ
りましたが、この意見に対して県はどのような見解で
しょうか。
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○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　裁判につきましては、
既に報道等ありますとおり、３月17日に関与訴訟の
ほうの判決が出ますし、それから４月13日には代執
行訴訟の判決が出ます。しかもこの件につきまして
は、恐らく最高裁まで行くんじゃないかという予測も
出ております。その間、私どもは政府との話し合いと
いうのは、当然ながら近いうちに開かれる沖縄県と政
府との協議会などを含めまして、その協議については
継続して引き続き取り組んでいるというところでござ
います。
○議長（喜納昌春君）　照屋大河君。
○照屋　大河君　最後になりますので、ちょっと変え
ます。児童養護施設についてです。
　知事、この時期になると、タイガーマスクが全国各
地にあらわれるんですよ。伊達直人というんですが、
タイガーマスクの主人公を名乗った伊達直人さんが児
童養護施設にランドセルやおもちゃを届けたりすると
いうのがあるんですね。そういうことで、私も何度か
この児童養護施設の問題について取り上げてきまし
た。新年度から卒園後の、退所後の支援を強化してい
くということでうれしく評価もしていますが、関係者
からまだまだ不十分というんですか、見直し、不安の
声もあるんですが、そういった声にはどのように対応
するのか、部長のお考えを伺います。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　児童養護施設
を退所される、18歳で自立という非常になかなか厳
しい現状があろうかと思います。
　そういう中で、就職それから大学の支度金、それか
ら支度費に関する措置もろもろ改善のそういう動きは
あるんですが、なかなかこれでも十分に賄えてないと
いうのが現状かと思っております。そういう意味で、
今後もいろいろな各種団体もございますし、民間のほ
うで支援しているところもございます。そういうこと
で、県としてもこの自立に向けていろんな取り組みを
進めていきたいと。
　今回の子ども貧困対策推進計画の素案におきまして
も、この児童養護施設等を対象とする給付型の奨学金
制度、これについても検討するという位置づけをして
おりますので、そのあたりも今後検討してまいりたい
というふうに考えております。
○照屋　大河君　ありがとうございました。
○議長（喜納昌春君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時39分休憩
　　　午後４時３分再開

○議長（喜納昌春君）　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。
　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　県民の皆様、こんにちは。
　社大党の比嘉京子です。
　きょう私は３つの質問をする予定ですけれども、冒
頭で沖縄県民の健康状況はどうなのか、そして長寿県
復活を2040年に目標を掲げているけれども、どうな
のかというような質問をさせていただきたいと思って
おります。
　けさの新聞で沖縄県内の最高齢であられました依光
年恵さんがお亡くなりになったということで、石垣在
住で私もよく存じ上げているおばあちゃまでございま
すけれども、114歳という大変な偉業をなし遂げられ
て、私たちに何をメッセージとして残されたのかなと
いうことも含めて質問をしたいと思います。
　さて、皆さん御承知かどうかわかりませんが、沖縄
市にあります沖縄県総合運動公園の一角に、世界長寿
地域宣言の碑というのがありますけれども、御承知で
しょうか。それは1995年に戦後50周年を記念して、
そしてＷＨＯの事務総長、それから聖路加病院の大変
お元気で長寿で有名な日野原先生等をお招きして、沖
縄県でいわゆる世界長寿地域宣言を発表し、そして会
議等も式典等も催されて建立されたというふうに伺っ
ております。
　その５年後でございますけれども、2000年の調査
で男性の26位ショックというのがありました。今は
もう誰もショックを受けておりません。30位に落ち
ておりますけれども、どなたもショックを受けており
ません。女性が辛うじて前回まで１位でありましたけ
れども、女性も３位に転落をしてしまいました。今や
その世界長寿地域の碑というのは、地域であったとい
う過去形の碑になってしまっております。そのことに
ついて、県民の健康状態を含めて、どうやればもう一
度取り戻すことができるのかという質問をしたいと思
います。
　(1)番目に、県民の健康状況について。
　アとして、平均寿命の順位が転落した原因は何だろ
うか。また、20代から64歳までの言ってみれば働き
盛りの年代の人たちの主な死因は何なのかということ
から質問をさせていただきます。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えいたします。
　まず、平均寿命の順位が転落した要因といたしまし
ては、沖縄県の平均寿命の延び幅、全国に比べて鈍化
しております。特に、二十から64歳までの年齢調整
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死亡率が全国より高いことが挙げられます。その背景
としましては、食事の欧米化による脂肪分の摂取量の
増加、運動不足により肥満者の割合が増加しているこ
とが考えられます。また、二十から64歳までの働き
盛り世代の主要死因でございますが、平成22年にお
ける年齢調整死亡率の主要死因の状況によりますと、
がん、急性心筋梗塞、脳血管疾患、肝疾患など、生活
習慣病による死亡が高い状況となっています。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　どうやって転落をしたのかという
お話を伺ったんですけれども、全国より寿命の延び率
が低かったということは、いわゆる働き盛りの方々の
死亡が大きく影響しているというお話でありました。
その鈍化しているということをもう少し詳しく、それ
はどういうことなのかという説明を伺いたいと思いま
す。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。
　平均寿命は５年ごとに厚生労働省から公表されま
して、保健福祉水準を総合的に示す指標として活用
されております。この平均寿命の延び率について、
平成17年と平成22年の５年間比較しますと、全国の
男性が0.80年に対しまして本県の男性は0.76年。女
性は、全国が0.60年に対し本県は0.14年ということ
で、男女とも全国と比べて延び率が低い状況になって
おります。ちなみに、延び率が最も高い県、男性では
山形県が例えば1.43年、女性では愛媛県が0.90年と
いう形になっています。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　では、全国より延びが低いという
ことは理解できましたけれども、本県の平均寿命とい
うのは、その原因について、先ほどからお伺いしてい
ますように、20代から60代の方々の疾病といいます
か、死因が大きいということで私きょうプリントを用
意してあります。この議会にいらっしゃる皆さんで沖
縄の現状を再確認する意味でプリントをお配りしてお
ります。その表２についてですけれども、全国で死因
のワースト５に入っているものが沖縄県にこれだけた
くさんあります。特に、この中で肝疾患などは非常に
顕著であると同時に、それから女性の自殺が前回より
もかなり伸びているという印象を受けております。こ
のように、先ほど心疾患も含めてお話をされましたけ
れども、そのワースト５に入っている疾患について、
特に非感染性の疾患の死因の割合について、イのとこ
ろでお聞きしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。

○保健医療部長（仲本朝久君）　非感染性疾患（ＮＤ
Ｃ）ですけれども、ＷＨＯの定義からまず御説明いた
します。ＷＨＯの定義によりますと、不健康な食事や
運動不足、喫煙、過度の飲酒などの原因が共通してお
り、生活習慣の改善により予防可能な疾患の総称とさ
れております。その代表的なものは、がん、糖尿病、
循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患です。平成26年の人
口動態統計によりますと、沖縄県の全死亡数のうち、
非感染性疾患による主な死因は、がんが26.1％と最
も高く、次いで循環器疾患24.5％、慢性閉塞性肺疾
患1.8％、糖尿病が1.6％となっております。これらの
非感染性疾患による死亡数は、全死亡数の54％を占
めております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　私たち県民の死因の半分以上、
54％が今不健康な食事や運動不足、喫煙や過度の飲
酒、こういうようなものに起因していて、防ごうと
思ったら防げるけれども、生活習慣をそのままにして
いると死因につながっているということを伺いまし
た。このような不健康な状態であるということを一生
懸命コマーシャル等でも皆さんは啓発をしているわけ
ですけれども、このことについて、県民がどれぐらい
認識しているというふうにお考えですか。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。
　県が広報事業の中で実施しております県民に対する
健康に関する調査というのがございまして、そこで健
康長寿の危機が叫ばれていることにつきましては、９
割以上が認識しているというふうに回答がございま
す。しかしながら、具体的な現状あるいは課題等につ
いて十分に浸透しているかと言われると、やっぱり
ちょっと厳しいものかなというふうに思います。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　我々の年代のせいもあるかもしれ
ませんが、仲間が集まりますと大抵健康問題や、それ
から介護の問題と非常に話題がふえたなという感じが
いたしますけれども、もう１点だけ、よくメタボ、メ
タボという言葉を聞きますけれども、その該当者や予
備群というのは、沖縄県は全国的に見てどういうよう
な割合なのかということについて質問いたします。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。
　厚生労働省が公表しております特定健診・保健指導
の実施状況に関するデータ、平成22年度版になりま
すが、それによりますと、特定健診の受診者のうち、
メタボリックシンドローム該当者の割合が18.0％、
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予備群というのが15.9％となっておりまして、とも
に全国一高い状況になっております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　今沖縄県民の死因の54％という
お話があった上で、予備群もこれだけ状況が悪いとい
うことですから、先ほどの女性の寿命の延び率が0.1
というところで、非常に低いということは、女性の３
位ももうそこまで来ていると、転落がそこまで来てい
るというような危機感をこの皆さんにお配りしている
図18で、いわゆる該当者の割合と下は予備群という
割合、ともに最下位であるという、言ってみれば断ト
ツ１位をワーストでとっているという現状を私はもっ
と啓発する必要があるのではないかなというふうに
思っています。
　もう１点だけ、どの病気を聞けばいいんだろうとい
うことでいろいろ考えましたら、糖尿病からくる合併
症としてよく問題にされる糖尿からくる腎症、それに
よる新規の透析患者数について、年間どれくらいおら
れるのかお聞きしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。
　これ日本透析医学会が公表しております「わが国の
慢性透析療法の現況」によりますと、2010年におけ
る糖尿病性腎症による新規透析導入患者の状況ですけ
れども、人口10万人当たりで全国ですと12.7人、沖
縄県は16.7人となっておりまして、全国でも３番目
に高い患者数となっております。また、沖縄県のその
糖尿病腎症による新規透析導入患者の数でございます
が、2010年は232人、毎年200人前後で横ばいの状
況となっています。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　本当に悪い状況をずっと並べてい
るわけなんですけれども、非常にこれらの深刻な状況
をうかがい知ることがこの抜粋だけでもできるわけな
んです。これは言ってみれば、平成22年のデータを
抜粋させていただいているんですが、平成27年いわ
ゆる５年後です、５年後を含めてそろそろ新しい平均
寿命が出てくると思うんですが、その予測といいます
か、見通しを部長はどのようにお考えでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えいたします。
　平均寿命は、先ほどから申しているように、厚生労
働省から都道府県別生命表といたしまして５年ごとの
公表でございます。次回は、平成29年度に平成27年
の平均寿命が公表される予定となっております。これ
ちょうどちなみになんですが、平成27年に沖縄労働

局が公表しました沖縄県内の職場における定期健康診
断の結果によりますと、平成26年度その健康診断の
結果での有所見率、何らかの問題があったという有所
見率は、63.8％と高くなっておりまして、これは平
成23年から平成26年まで４年連続全国ワーストワン
ということになっております。このような状況から、
本県の平均寿命の改善はやっぱり厳しい状況にあると
いう認識でございます。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　これは、では上向きではなく下方
のほうに向いていくという予測を立てているという
ことだろうと思うんです。かつて二〇〇三、四年ご
ろ、26位ショックのときに、「沖縄が長寿でなくな
る日」という本がタイムスから出されました。それを
最近読み直してみたんですけれども、もう1990年代
から沖縄がいかにして転落するかを全国が注目してい
ました。まさに今、その途上にあるというふうに思い
ます。
　そこで、どうすればいいのかということに、次質問
をしていきたいと思いますけれども、まず、沖縄県が
立てております健康づくりを推進するための基本方針
について伺います。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　健康おきなわ21に
おきまして、まず全体目標として、平均寿命・健康寿
命の延伸、もう一つ早世の予防を設定しております。
この全体目標を達成するための基本方針といたしまし
て４つ、１つ目が生活習慣病の早期発見と発症予防・
重症化予防、２つ目が生活習慣の改善、３つ目が生涯
を通じた健康づくり、４つ目が健康を支え守るための
社会環境の整備の４つを位置づけております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　本来ならば、この一つ一つの４つ
の項目を県民に具体的にどのようにおろしていくの
か、それを誰が担ってやるのか、そういう質問をしな
ければならないわけなんですけれども、きょう私は食
や栄養に特化して質問をしたいと思っております。２
番目に、先進地、この長野県というところは、調べ
てみますと昭和35年に女性が26位、男性が９位であ
りました。それをやっとさきの2010年の平均寿命で
トップになっています。男女ともにトップになってい
ます。そこに私は学びがたくさんあるのではないかと
考えています。具体的にどのようにすることが、その
とおりではないけれども、沖縄に何を導入できるのか
ということを沖縄県の担当者も学んでこられました、
これまで。勉強会もやっておられます。その中で、本
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当に私たちが真剣になって取り組むためにどうするか
ということなんですが、長野県の勉強会も踏まえて、
これまで県の保健医療部が勉強してこられたことで長
野の取り組みについての認識を伺いたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。
　長野県では、保健活動としまして、昭和30年代か
ら住民一斉の血圧健診あるいは糖尿病集団健診などを
実施しております。また、脳卒中減少への取り組みと
いたしまして、減塩運動などを実施してきたと聞いて
おります。このように長野県では、減塩などにター
ゲットを絞った食生活改善運動、あるいは地域のボラ
ンティアを活用した健診受診活動の勧奨の取り組みな
ど、地域の特性に応じた対策を重点的、あるいはまた
長期的に取り組んでいることが平均寿命の延伸につな
がった要因だというふうに認識しております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　知事、これすごく緻密なといいま
すか、本当に一生懸命な姿があるんです。例えば、長
野は秋田と同様に脳卒中が非常に高い割合、これは塩
分のとり過ぎからくるということで、みそや漬物が非
常においしい多用されている地域だったんです。そう
いう地域で一人一人の尿から塩分のナトリウム排せつ
量も測定しているんです。そして、一家庭一家庭の野
沢菜漬けの塩分も測定しているんです。そして、言っ
てみれば、スープのみそ汁の塩分濃度も簡易の測定器
で測定をして、そしてあなたたちのきょう食べている
物は、あとどれぐらい落とさなきゃいけないよという
丁寧な料理指導をしているんです。これは、全県に走
らせられるようにキッチンカーをつくりまして、昭和
30年代にはもう。キッチンカーで全県くまなく走ら
せたんです。これは１保健所から始まって、主婦の栄
養講座から始まって、キッチンカーで具体的に料理を
どう変えていくのか。
　先ほど部長が沖縄県の脂肪摂取量の高さを言いまし
た。沖縄県、脂肪をターゲットにしたとしましょう。
そうするとあなた方毎日食べている食事の中で、揚げ
物を週何回にしたほうがいいですよとか、炒め物の油
はどれぐらいにしたほうがいいですよと具体的に一軒
一軒教えて歩くようなものなんです。そういうこと
をやってきて、50年余りたって、35年から50年余り
たって、昭和35年26位だったものが今やっと１位に
なっているんです。これぐらいの努力を積み重ねてき
たということを私たちは学ばないといけないと思うん
です。
　今おっしゃったように、主婦の栄養講座の中には、

保健師が全国２位ぐらい多いんです。市町村の栄養士
の正規雇用もずっと多いんです。このように具体的に
マンパワーをきちんと予防のためにお金をかけてい
る。先ほど国保の問題もありましたけれども、私たち
もっと予防にかけて、本気になって人々の意識改革を
図らなければ、私はこれはスローガンに終わるのでは
ないかと、また同じことを繰り返すのではないかと、
こういう危惧を持っての質問でございます。
　さて、質問したいと思いますけれども、この長野に
学ぶということは何を学ぶのかということなんです。
　今、私最後に知事に決意をぜひともいただきたいこ
とがあるんですけれども、それは何かというと、今か
け声とコマーシャルだけでは変わりません、もう。も
う転落で歯どめがきかないんです。そういう中におい
て、本当に本気になって人を養成していくという、緻
密なプランを立てる、今これをロードマップ、先ほど
知事がほかの方の答弁でおっしゃっていました。これ
に書いてあります。だけど、これを誰がするのかがな
いんです。目標値ありますよ、目標値あるんですけれ
ども、誰がどのようにして実現するかというのがない
んです。だから常に目標値はあるんです。でも、この
10年間、2000年に転落してから10年間変わらずして
きたからもっと落ちたということなんです。そのこと
を踏まえて、本気にならなければいけないということ
を踏まえて、知事に沖縄県民に健康の危機意識とぜひ
とも本気になって自分の健康を自分で担う人づくりを
するんだという、そういう健康元年にするぐらいの決
意が欲しいなと私は思っているんです。これ具体的な
例はもう担当部署よく御存じだと思いますので、本当
にマンパワーの育成をぜひやっていただきたいという
ふうに思っているんですが、知事どうでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　比嘉京子議員の御質問にお答
えいたします。
　きょう資料を読ませていただいて、概略を承知して
いるつもりでございましたが、改めてこの数字を見る
中に、大変危機的な状況だなというふうに思っており
ます。私と比嘉議員は、年が一緒ということで――ご
めんね。大体同期生も私の高校時代の同期生１割ぐら
いいなくなっているんですよね。いろんな病気で亡く
なって、そういうことを考えたりしますと、今の沖縄
の置かれているものは、身近にも感じますし、それか
ら新聞の広告等死亡広告のあれも、何を見るよりも先
に年を見るんです。最近、90から100ぐらいの方が
亡くなられる方が結構多くて、その次が四、五十なん
ですよね。70、80というよりも、四、五十の人が多
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くて、ですからこの数字の裏づけがそういった――本
当に僕から見ると１日二、三件の話ですから、トータ
ルのデータでも全く何でもないんですが、身近な感じ
の中でそういったようなものも感じている中に、沖縄
の場合は一体何なんだろうかというようなことも強く
思っています。
　那覇市長時代には、協働のまちづくりということ
で、みんながみんなを支え合うということで、今おっ
しゃるような栄養管理士を中心とした70名ぐらいが
いろんなウオーキング大会とか行って、脂肪の量を見
せたり、いろんな形でこれを普及させながら、今おっ
しゃっているように、健康体をつくるために努力をし
ているんですが、今この数字を見ると、だんだんだん
だん悪くなってきているということであります。
　これの原因など、私も思いつくこともあるんです
が、経済活動などにも影響するような部分もあったり
してなかなか簡単には言えないんです。ただ今おっ
しゃるように成人病、生活習慣病等々ということにな
りますと、やっぱりお酒あるいはたばこ、あるいは脂
肪とかメタボとかいろいろありますので、今本当に率
先する人がいないと、あるいはみずからやることにな
らないとどうにもならない、啓蒙だけではどうにもな
らないというようなことも、もうこの10年の動きか
ら見ると感じるところもあります。改めて私どもの担
当者も一生懸命頑張ってこういうふうにしようという
ことであるんですが、やはりその中身を充実させるた
めには、この現実を今おっしゃったようなものをしっ
かりと見せることによって、そして一人一人が考えて
いくという仕組みがどうなるかというのを、どのよう
にすればいいかというのを改めて私も考えながら、担
当者と一緒にやっていきたいと思いますのでよろしく
お願いしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　ありがとうございます。
　今皆さんにお配りしている図11のところを見てい
ただければと思うんですが、沖縄の男性が健康で長寿
であるというのと、平均寿命と健康寿命の差を見る
と8.59年、女性が12歳というのがあるんですが、こ
れ長野は、男性が1.4歳なんです。そして女性が3.14
歳。だから健康寿命と平均寿命は非常に近似なんで
す。そのことは何を裏づけているかというと、医療費
を使わない人づくりなんです。ですから、老人医療費
のみならず、これは１人当たりの医療費も低いんで
す。そのことを表裏として考えると、沖縄の進むべき
道というのをぜひともシフトしていかないといけない
というふうに思いますので、ぜひお願いしたいと思い

ます。
　では、次に子供の問題について伺います。
　私たち、かつて県議会でフィンランドへ視察に行っ
たんです。そのときに、福祉と教育と図書館等を視察
いたしました。保育園に行きました。保育園で待機児
童ということを聞いてみましたら、国民として同じよ
うに税金を納めていて入れる子と入れない子がいると
いうことは、国家としてあり得ないと。待機児童とい
う言葉そのものがありませんと言われたことを記憶し
ています。今ネット上で、先ほど大河議員がネット上
で保育園を落ちた親御さんでしょうか、非常に国家を
激しく非難して炎上し、きのうは国会での質疑もあっ
たようです。これはなぜ共感を得ているかというと、
やっぱり同じような思いをしている、してきた人たち
が多いということを指していると思うんです。これは
やっぱり我々政治の責任として、非常に重く受けとめ
なければならないというふうに思います。
　引き続きましてこの保育所を確保しなければ、これ
だけの待機児童を解消できないでしょうということ
で、多くの方々が質疑をされてきました。まず１番目
に、保育士確保のために、潜在的な保育士はカットい
たしましょう。それで、保育士処遇について、本県が
これまでに拠出してきた25年度からの金額、お幾ら
でしょうか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　県においては、処遇改善臨時特例事業によりまし
て、保育士等の処遇改善に取り組む保育所に対し、
平成25年度、平成26年度の２年間で約７億7000万円
を支援しておりまして、保育士１人当たりの改善月額
は、約8000円となっております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　次の質問ですけれども、私は保育
園間の給与のばらつきも問題ではないかなと思ってい
るんです。せんだって45歳の非常勤の保育士が手取
り13万ですと言われました。それで、存じ上げてい
る保育園でもっと高いのを考えると、このばらつきは
何だろうと、その改善はどうにかできないだろうかと
思うんですが、部長いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　本県の保育士の処遇について、まず全体的な底上げ
を図っていく必要があるというふうに考えておりま
す。そのために、次年度新たに、新規事業であります
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ベースアップ支援事業等々も活用しつつ、それから国
が示したいろんな積算基準等の考え方もございます。
それから県内のいろんな優良事例等、そういうことも
示しながら、各保育所において改善の取り組みが促進
されますよう、県としても取り組みを強化してまいり
たいというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　私はもう少し踏み込んだ、県から
の発信が必要ではないかと思われますので、引き続き
やっていきたいと思います。
　次、ウの質問ですけれども、基本的には保育単価と
呼ばれる国が出しています運営費、それの低さにあ
る、これを解決しなければ私は保育士の処遇改善はで
きないと思います。保育料は全国一律で、我が県のよ
うに所得の低い県では、市町村が保育料を補塡してい
ます。去年を調べますと21億円ほど補塡をされてい
るようです。この運営費をどうにかしなければならな
い。これについて、算定根拠として、人件費の算定根
拠はどうなっていますか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
  保育所等の運営に要する費用につきましては、公定
価格というのがございまして、それにより算出されて
おりますが、公定価格における人件費は、国家公務員
の俸給表をもとに定められた基準額に、地域区分それ
から各種加算等を踏まえて設定されております。
○比嘉　京子さん　ちょっとストップ。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後４時34分休憩
　　　午後４時35分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　公定価格で基本単価における保育士の人件費の基準
額につきましては、国によりますと経験年数７年を基
準として19万7000円になるというふうに聞いており
ます。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　お聞きになったように、７年目を
基準にすると、ほぼ27歳か28歳です。そういう人を
基準にして、人件費を算出して運営費に入れているわ
けですから、沖縄県で50歳で保育士をやっている人
というのは、それだけ給与が必要になるわけです。そ
うするとどうしても若い人たちを非常勤で雇わざるを

得ない。やっぱり国の根本的な保育対策の問題点があ
ると思いますが、それをずっと言い続けて要請されて
いると思いますが、それだけでは子供たち待ったなし
なんで、私はぜひ一括交付金でということをかねがね
委員会で訴えてまいりました。ソフトで交付の目的の
第２条、沖縄の実情に即した事業の的確な効率的な実
施を図る、それから第３条、ソフト交付金ですね、そ
こでは人件費等には出せませんよというのがあるんで
す。だけれども、ただし書きで、以下に掲げる事業だ
けれども、沖縄振興にとって必要不可欠である等の特
段の事情が認められる場合、これにならないかどうか
検討してほしいと言い続けているんですが、いかがで
すか。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　我々として
は、本県がこれだけ待機児童率が全国に突出して高い
というそのものが特殊な事情だという考えをもとに、
これまでも一括交付金が活用できないかということを
長年検討してまいりました。これにつきましては、次
年度28年度から、保育士ベースアップ支援事業、一
括交付金を活用するということで今回予算を計上して
いるところでございます。それによりますと、内容的
には実施主体が市町村で、補助率は10分の10、そし
て補助を受けた保育所等にはその事業完了後も３年間
補助して、その後もベースアップした給与水準を維持
することを求めていくという予定でございます。そう
いうことで、具体的な改善額につきましては、保育所
等の経営状況によって異なると思いますけれども、月
額数千円から１万円程度を想定しているところでござ
います。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　非常に前進だと思われます。先ほ
ど比嘉瑞己議員の答弁で聞きましたけれども、これは
全体に対処するものなのか、どれぐらいの規模でやる
のか、内容についてもう少しお願いします。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えいたし
ます。
　次年度は、今50施設分の予算を計上しておりま
す。これにつきましては、保育所等からさらにいろい
ろと需要がありましたら、また今後検討してまいりた
いというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
○比嘉　京子さん　持続可能にするためには、３年と
いう期限等ではなかなか給与って上げられないと思う
んです。そこら辺もぜひとも持続可能な体制をつくっ
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ていただければと思います。
　終わります。
○議長（喜納昌春君）　議席番号13番具志堅　徹
君。
　　　〔具志堅　徹君登壇〕
○具志堅　徹君　こんにちは。
　13番、具志堅徹。
　今度、相棒の瑞己議員が日本共産党に移籍しました
ので、ワン　ドゥチュイナトーシガ、それでもうまん
ちゅです。
　うまんちゅの具志堅徹、よろしくお願いします。
　では、一般質問を行いたいと思いますが、きょうは
３月１日、ビキニデーですね。水爆実験をアメリカで
は行って、そのときの放射能が今沖縄にやってくる
と、50年たって。これが５年前に沖縄タイムスが出
した新聞の記事なんですよ。（資料を掲示）　この一
日出たらそれっきりでたまっておりません。報道され
てないんですよ。何で禁止されているかよくわからな
いけど。これが５年前の記事。50年前に放射能が来
たという。これをちょっとこんなふうにして見てくだ
さい。そういう３月１日のビキニ環礁での状況が、今
また５年前には福島などでの津波、地震など、それに
よって原子力発電所が決壊し、放射能が垂れ流されて
いるという状況があります。
　そしてまたきょうは高校生の卒業式、子供たちが夢
を持っていろいろとそれぞれの希望を持って卒業し、
大学に進学する生徒もいるし、あるいは職につく皆さ
んもいると思いますが、そういう中でのきょうの日だ
と思います。
　そんなこんなも含めて、つい先日、これは後でと
思ったんですが、きょうまたオリオンビールが台湾に
出荷するというこういう状況で、翁長さんがアジア外
交でアジア経済で進めていくその地を、私の出身地の
名護市の工場でいろいろとオリオンビールが動き出し
ているというこういう記念すべき日でもあるのかなと
思っております。
　質問に入る前に、たまたまこの前アメリカに行く機
会がありました。これは沖縄の現状を伝えるというこ
とで、議員団も一緒に行きましたが、そのことなども
含めて少しばかり感想を述べてから具体的な項目に入
ろうかなと思っております。
　アメリカでは、粘り強く女性グループが沖縄のこと
について、米兵犯罪などについて許せないということ
もあって取り組んでおります。さらには退役軍人の活
動、これがまたあります。詳しく述べる時間がないの
でそれだけ話しますが、「うりずんの雨」という映画

をつくっている監督さんが、現地で退役軍人らと一緒
になって沖縄の現状、特に辺野古のことについて映像
で訴えているとそういう取り組みが行われました。沖
縄における新基地建設の押しつけは、アメリカ合衆国
の勝利国としてのおごりである。敗戦国日本に対する
理不尽な要求であります。そういうことの中で、この
戦後70年も居座っている占領支配、植民地化的押し
つけであります。アメリカ合衆国は、新基地海兵隊基
地建設の押しつけは当事者として責任を持つべきだと
いうことなどを訴えてまいりました。沖縄に住む人々
は日本国民なのか、アメリカの占領地なのか、難民な
のか、日本政府の従属国的服従者として誇りなき国民
になってはならない。こういう思いであります。143
万の県民の願い、未来の沖縄の方向、未来の子供たち
のために生きる願いが、名護市民は稲嶺市長を誕生さ
せました。きのう、最後の訴えを行いました。さら
に、沖縄県民は翁長知事を誕生させました。こういう
ことなどをぜひ考えておく必要があるのではないか。
　そして、アメリカに行って何を見たか。ごく一部で
す。現実の合衆国の人々の暮らしはどうか、一部をか
いま見ました。ホームレスの皆さんの訴えです。私た
ちは犯罪者ではない。仕事はできる、仕事が欲しいだ
け。そういう働く意欲があることを失業中のはざまで
の苦悩をかいま見ました。
　アメリカでの移動中、タクシーの労働者４名との会
話をいたしました。ウチナーグチサーニ　話しまし
た。アフリカ系アメリカ人、アジア系アメリカ合衆国
人です。辺野古、沖縄は知らないが、新しい米軍基地
を押しつけるのは反対だと。そういう話、ウチナーグ
チで、ハブピース、ノーウオーとアマクマ混じりなが
ら、ノー　アメリカンベースというようなことで、ウ
チナーにイッター　アメリカーターが政府が島チュク
リチ　人殺しの基地をつくるんだよというような話を
して、タクシー移動の中で４名と話をしましたが、み
んな沖縄を知らない、辺野古の基地は知らないけれど
も、新しい米軍基地をつくるのはやっぱりだめだとい
うような話を運転手さんはやっておりました。その中
で、沖縄出身者で戦争中、戦前戦後の中で、東江さん
という方――琉球大学学長の兄弟でお兄さんがおりま
した。文字どおり顔を曇らせながら、戦前戦後の話を
しておりました。戦争に参加させられ、戦中戦後を暮
らし、大変な体験を通して今を生きている。ふるさと
沖縄に心を寄せて粘り強い闘いをアメリカでやってい
ます。沖縄を知らない娘も一緒にこの皆さんが来たこ
とについて、本当にありがたい、私たちも頑張ります
というようなことが訴えられました。この訪米団は大
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きな変化をもたらします。文字どおり民主主義という
なら、自浄作用を起こすと信ずる県民の未来に向け
て、子供たちの安心のために、翁長知事とともに歩む
国民の一人として私も頑張りたいし、その中で出て
いった団体は、労働者団体の取り組み、訴えのエネル
ギー、全米の労働者団体の決議、アジア・太平洋系ア
メリカ人労働組合などが率先して辺野古の基地は要ら
ないという決議をいたしました。さらに、沖縄県内の
企業者、経営者の思い、願い。呉屋さんなどが先頭に
立って団長として訴えました。平和でこそ企業が伸び
ると、発展する将来があるという思いで訴えました。
それにも応えられて、アメリカの州議会の動向、カリ
フォルニアのバークレー、沖縄の人々を支援する決
議、新基地の建設に異論を唱え、本当に頑張っており
ます。中止を求める決議をいたしました。引き続いて
ケンブリッジ市議会における決議が行われました。こ
ういうことなども含めて、この状況で帰ってまいりま
したけれども、文字どおり翁長知事の頑張り、沖縄県
民の頑張り、これが日本だけではなくて地球の裏側ま
で広がってきているということを感じてきました。そ
ういうことなども含めて、ぜひ我々が今保守・革新と
かいうのではなしに、沖縄の子供たちの未来について
どういう対応をするのか、このことが求められるので
はないのかという思いでおります。
　以上、そういうことなども含めて、一緒に県民の方
向を指し示していこうではありませんかという訴えを
行いたいと思います。
　それでは、通告に従い一般質問を行います。
　基地問題については、いろいろ多くの皆様が語って
おります。
　米軍キャンプ・シュワブ内の海岸で見つかった埋蔵
文化財、これについては、いろいろ市議会が必死に
なって県民の協力も求めております。つい先日の新聞
では、そこも含めて国頭一帯の世界自然遺産などとい
う報道もなされております。そこは文字どおり米軍基
地があってそれが障害になっている状況もありますけ
れども、そういう中であっても皆自然を守って、世界
遺産として頑張ろうという話があります。その中でた
またま具体的なことで埋蔵文化財が出ました。これも
報道されているように、名護市議会が現物を公表し
て、この前、専門家の宮城秀樹さんが説明をして、文
化財が語る人類の歴史から現在の我々の生きる将来に
向けて語っていただきました。その文化財保護につい
ての県の皆さんのお力をかしていただきたい。そのこ
とについてお聞きしたいと思います。
　東村高江ヘリパッド建設問題については、多くの皆

様も語っておりますが、文字どおりこの世界遺産に向
けての取り組み、前の議会でも聞きましたけれども、
オスプレイパッドが配備されているという状況もあり
ますので、その辺についての県の取り組みをお聞きし
たい。
　それから、(3)番目に米軍基地周辺地域における射
撃訓練や廃弾処理の騒音被害について、これは新聞に
も報道されておりますが、文字どおり名護市は大変な
砲撃騒音対策補助なしという形で報道がされました。
この報道されたことも含めて、北海道や104号線から
撤去させた北海道矢臼別や東富士演習場、その他には
それなりの防音施設を設けてちゃんとやっていると。
ところが沖縄はない。特に辺野古の、金武の周辺の爆
音・騒音については何の補償もない。補償どころか提
案もないという、こんなことが行われていると。しか
し、辺野古や久志の皆さんは、防音装置をしてほしい
ということよりも、そもそも廃弾処理場を撤去せよ
と、演習場を撤去せよという思いが久志の皆さんの声
でもあります。そこの皆さんの森山さんという方が新
聞にも投稿しておりますが、こういうことも含めて、
ぜひみんなで基地は要らないという声を大きくして
いっていただきたいという思いです。そのことについ
てお聞きしたい。
　(4)点目に、伊江島での基地強化、ここは民間空港
を使った、これも新聞でも報道されている。（資料を
掲示）　伊江島でこういう写真を撮ってきました。米
軍が揚陸艦２隻を持ち込んで、いろんなものを運び込
んでいる。しかも、軍隊は公道を行軍して基地の中に
入っていくという、こんなことが行われました。こう
いうことについても許すわけにはいかぬという村議会
の活動があります。これもちょっと見てもらって。
（資料を掲示）　皆さんは見なくてもわかっていると
思うけど。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後４時40分休憩
　　　午後４時40分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
○具志堅　徹君　何か時間もぎりぎりのようですから
慌てますが、あわせて環境行政についてということ
で、公有水面埋立事業における埋立用材に係る外来生
物の侵入防止に関する条例に対応する新年度事業につ
いてお聞きしたい。
　辺野古・大浦湾への埋立土砂について、採取地とな
る自治体について、これは前の議会でも聞いたんです
が、ぜひ奄美大島、佐多岬、天草、五島列島や瀬戸内
海、門司などについて要請をして、土を持ち出すのを
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やめさせなさいという協力要請をしたらどうですかと
いう話をしました。具体的にどこどこに要請をしてお
りますか。それに応えたこともあるんだろうけれど
も、住民運動が起こって、我々の土地は持たせないと
いう今運動が起こっております。そういうことについ
てお聞きしたい。
　教育行政について。
　北部地域の県立高校の存続・充実についてでありま
す。
　これは文字どおり、先ほどのどなたかの質問にも存
亡にかかわるような過疎地域における久米島も含め
て、高校の存在が問われました。簡単に統廃合された
ら困ると。その場合、場合によっては中高一貫などの
方策も考えてはどうかという思いも込めております。
　名護市立博物館建設への県の支援について、これに
ついても数年、もう７年ほど前から予定をしていたの
が頓挫しております。これについてはいろんないきさ
つもあるようですが、いずれにしても、名護市が建設
する博物館については、ぜひ一致協力していただきた
い。一括交付金などの活用もできるということを聞い
ておりますので、その辺についてぜひお聞かせいただ
きたいと思います。
　さらに、老朽化した県立農業大学校の改築につい
て、これもいろいろあるようで、公共施設の総合的か
つ計画的な管理の推進についてという通達などもある
ようですから、そういうことも含めて農業大学校につ
いては、先ほど呉屋さんでしたか、質問もありました
けれども、早目に対応していただきたいということで
す。これは沖縄振興特別推進市町村交付金要綱などに
基づいて、これができるのではないかと。
　県立北部病院にかかわっては、これまでいろいろと
お世話になって、いろんな意味で産婦人科も充実させ
たりしてきました。そういうかかわりについて、役割
と同時に引き続き支えていきたい。ただ、北部病院の
ほかに北部には医師会病院があって、その医師会病院
とのかかわりもいろいろあります。救える命を救いた
いということで、ＭＥＳＨなどという救急ヘリがあり
ますが、財政的に厳しい面があるようであります。そ
んなことについて、県立北部病院の役割について。
　それから、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）などにつ
いても予算が進められているようですから、その計画
について。
　それから、７対１看護の導入などについて、職員の
働きやすい職場も含めて対応していただければという
思いでおります。
　そんなこんなで質問いたします。よろしくお願いい

たします。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　具志堅徹議員の御質問にお答
えいたします。　
　県立北部病院についてに関する御質問の中の、県立
北部病院の役割についてお答えをいたします。
　県立北部病院は、北部圏域における地域の中核的な
医療機関として、救急医療や小児・周産期医療などの
政策医療、地域で不足する一般医療の提供など、地域
医療の確保に重要な役割を担っております。
　今後とも、県立北部病院の充実強化に努め、地域の
安全・安心な医療提供体制の整備充実を図ってまいり
ます。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁させていただきます。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、基地問題につ
いての御質問の中で、シュワブ内の埋蔵文化財の保護
についてお答えいたします。
　キャンプ・シュワブ内の文化財につきましては、名
護市教育委員会から平成28年１月４日付で遺跡発見
の報告文書が届いております。現在のところ、試掘調
査の状況や遺物の出土状況等の根拠について、名護市
教育委員会へ照会と資料の追加を求めているところで
す。
　県教育委員会としましては、名護市教育委員会の回
答が届き次第、内容を精査し、文化財保護法に基づき
遺跡の範囲等について決定していくとともに、適切な
文化財の保護が図られるよう同委員会と連携していく
所存です。
　次に、教育行政についての御質問の中で、北部地域
の県立高校の存続、充実についてお答えいたします。
　県立高等学校の編成整備につきましては、生徒・保
護者の教育的ニーズや教育的効果に配慮した総合的な
観点から取り組んでいるところです。北部地域におい
ては、平成27年度に地域の要請に応じて教育環境の
充実に資する目的で、名護高校にフロンティア科を開
設したところです。北部地域における県立高校のあり
方については、今後とも地域や関係機関等と意見交換
を行うなど、生徒・保護者のニーズや社会情勢の変化
を見据えて、適切に対応してまいりたいと考えており
ます。
　次に、名護市立博物館建設への県の支援についてお
答えいたします。
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　名護市は、名護市立博物館が収蔵品等の増加による
狭隘化や施設が老朽化していること等から、新たな博
物館の建設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、県内における博物館等
の建設を予定している市町村の一括交付金を活用した
建設計画や取り組み状況など、情報提供を通して名護
市と協力していきたいと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　基地問題についての御
質問の中で、北部訓練場のヘリ着陸帯移設についての
御質問にお答えします。
　北部訓練場の過半の返還について、県はＳＡＣＯ合
意事案を着実に実施することが本県の基地の整理縮小
及び地元の振興につながることから、その実現を求め
ているものであります。その条件とされている６カ所
のヘリ着陸帯の移設については、当該地域の自然環境
や地域住民の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。オスプレイについて
は、日米両政府に対して配備撤回を求めてまいりま
す。
　今後、地元の意見も伺いつつ、検討してまいりたい
と考えております。
　次に、射撃訓練や廃弾処理の騒音被害についての御
質問にお答えします。
　キャンプ・シュワブ演習場など県内の米軍演習場の
周辺地域については、米軍の射撃訓練や爆破訓練、廃
弾処理等から発生する爆発音や振動により、周辺住民
の生活環境に多大な影響が生じております。名護市の
平成27年の調査によると、辺野古測定局で80デシベ
ル以上の爆発音等が確認された年間日数は49日、年
間回数は522回、爆発音等の最大値は102.5デシベル
となっております。
　県としては、軍転協と連携して、政府において対策
に向けた実態把握を行うよう求めていきたいと考えて
おります。
　次に、伊江島補助飛行場の改修と伊江村における米
軍艦船の入港についての御質問にお答えします。
　沖縄防衛局によると、米側から昨年12月、伊江島
補助飛行場で着陸訓練機能の改修を行うとの連絡が
あったとのことであります。計画の内容は、模擬強襲
揚陸甲板ＬＨＤデッキを約５万4000平方メートルか
ら約10万7000平方メートルに拡充し、アルミニウム
からより耐久性のあるコンクリート製へ変更、艦橋に
見立てた既存施設の老朽化による建てかえ、灯火シス

テムの改良等としております。
　今後、地元の負担増になることがあってはならず、
政府の責任において地元の理解を得ることが重要であ
り、県としても引き続き情報の収集に努めてまいりま
す。
　また、伊江村は沖縄防衛局及び米軍に対して、米軍
艦船の伊江港への入出港を自粛し民間船で物資輸送を
行うこと及び行軍を自粛し車両で移動することを求め
ており、県としても、軍転協と連携して地元の意向に
十分配慮するよう求めてまいりたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
　　　〔環境部長　當間秀史君登壇〕
○環境部長（當間秀史君）　環境行政についての中
の、条例に対応する新年度事業についての御質問にお
答えします。
　条例に基づく届け出の審査に当たっては、搬出元の
特定外来生物の生息状況や事業者による侵入防止対
策、専門家からの意見等を踏まえ総合的に判断する必
要があります。このため、沖縄県は、平成28年度に
専門家への意見聴取や立入調査等を行うため、外来生
物侵入防止事業費を計上したところであります。ま
た、沖縄県における非意図的な外来種の侵入予防措置
の方法など外来種対策のための基本指針を策定するた
め、外来種対策事業費もあわせて計上しております。
　同じく環境行政についての中の、埋立土砂採取地と
なる自治体等への協力要請についての御質問にお答え
します。
　沖縄県が、県外の埋立用材採取地において、当該条
例に基づく立入調査を行う場合には、届け出を行った
事業者を通じて採石会社等へ協力依頼することとして
おります。また、関係自治体等に対しても、あらかじ
め調査の目的や方法について情報提供を行うなど、立
入調査が円滑にできるよう努めてまいります。
　なお、条例に基づく届け出の審査に当たっては、条
例の趣旨を踏まえ適正に対応してまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　教育行政についての
御質問の中で、県立農業大学校の改築についてお答え
いたします。
　県立農業大学校の整備については、行財政的な側面
を考慮し全庁的な施策の中で推進する必要があること
から、移転先決定にはなおしばらく時間を要する状況
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となっております。そのため、市町村における土地利
用の検討に支障が生じるおそれも考えられることか
ら、移転先となる可能性の高い候補地のみを残すこと
とし、市町村に対しましても説明を行ったところであ
ります。
　県としましては、本県農業の実践的教育機関にふさ
わしい環境整備を実現できるよう、引き続き取り組ん
でまいります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　県立北部病院につい
ての御質問の中で、新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）の
新設についてお答えいたします。
　県立北部病院においては、北部地域の住民が安心し
て出産できるよう、平成28年度にＮＩＣＵの設置を
図るとともに、産科及び小児科等を備え、周産期に係
る比較的高度な医療を提供できる地域周産期母子医療
センターの認定も目指してまいります。
　次に、７対１看護体制の導入についてお答えいたし
ます。
　県立北部病院においては、７対１看護体制とあわせ
て病床の再編や地域包括ケア病棟を設置することで収
支の改善が見込まれることから、ことし２月より７対
１看護体制を実施しているところであります。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　具志堅　徹君。
○具志堅　徹君　不十分な質問に丁寧に答えていただ
いてありがとうございます。
　ひょっとすると、皆さんの顔を見ることができるか
なと思ったりもするものだから、感無量であります。
県議会に来る予定がなかったんですが、翁長さんを支
えるということで名護市民の大きな力を得て来ること
ができました。ウレー　チャーシガネーラ　ワカラン
シガヤ。ぜひ、県議会の皆さんも、それから当局の皆
さんも沖縄県民のために頑張って、県民の幸せのため
に奮闘していただきたいなという思いを込めて、きょ
うはこれで終わります。
　イッペー　ニフェーデービル。どうもありがとうご
ざいました。（拍手）
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○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)、辺野古新基地建設問題の現状と対策を伺いま
す。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。

○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　公有水面埋立承認については、取り消し得べき瑕疵
があると認められたことから、昨年10月13日にこれ
を適法に取り消したところでありますが、その後10
月14日に沖縄防衛局長が行政不服審査法に基づく審
査請求と取り消しの執行停止を国土交通大臣に申し立
て、同年10月27日に国土交通大臣が承認取り消しの
執行停止を決定しております。また、昨年11月17日
に、国土交通大臣から代執行訴訟が提起され、現在、
国土交通大臣の執行停止決定に関する抗告訴訟及び関
与取消訴訟を含め３件の裁判が審理中でございます。
　県としましては、知事公約の実現に向け、全力で取
り組んでいるところであり、辺野古の新基地はつくら
せないということを引き続き県政運営の柱にし、普天
間飛行場の県外移設を求めてまいりたいと考えており
ます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　こうした説明の中で、基地をつくら
せないという見通しについてお聞かせください、今後
の。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　これは、裁判の行方が
どうなるかにかかっている部分が多いと思います。裁
判の判決につきましては、早いもので今月の17日、
それから代執行訴訟については、４月13日に出ます
ので、さらにその判決が出た後もあるいは場合によっ
ては最高裁まで行くという場面も想定されますので、
今の時点でこういうふうになる、あれはどういうふう
になるということを予断を持って申し上げるのは難し
いかなと考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　訴訟の日程等はもう理解しました。
それ以外に、いわゆる国民世論とか海外に対してこれ
まで知事も精力的に訴えてきました。今後も、国民そ
して海外に向けて沖縄の実態を訴えていく決意をお聞
かせください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　まさに議員の御指摘の
とおり、国内外の世論、それを形成するというのは非
常に重要な仕事だと私どもも思っておりますので、今
後とも知事を中心に県外での情報発信それからあるい
は場合によっては海外、米国を中心に訪米などをし
て、知事の考え、沖縄県の考えを訴えてまいりたいと
考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　県外でのまず情報発信については、
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具体的にどのような取り組みをされる予定ですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　さまざまな場面で知事
の記者会見なり、あるいはマスコミ対応もございます
けれども、それ以外にも次年度予算では、県外でシン
ポジウムなどを開催しまして、沖縄県の状況、あるい
は沖縄県の考え方などを県外の方々に理解していただ
くための行事などを考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　シンポジウムは、何カ所で何回、そ
れからこのマスコミに向けた発表等を検討されている
かお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　済みません。今のとこ
ろそこまで具体的に何回というところまでは数字は持
ち合わせておりませんけれども、できれば複数回シン
ポジウムについてもできればと考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　とても大事なことだと思いますの
で、しっかり計画を立てて、訴訟とは別にこうした活
動を精力的に取り組んでいただきたいなと思っており
ます。
　それから、改めて訪米をして、直接米政府に辺野古
新基地建設断念を求める考えがないかを伺います。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　次年度予算でも訪米に
関する予算を計上しておりますので、機会を見て知事
訪米の実現を考えたいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　訪米も予定しているということです
ので、訪米するタイミング等も向こうは選挙もあると
いうこともあって、一番適切なタイミングというのは
いつごろを考えていますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　まさに議員御指摘のと
おり、ことしはアメリカの大統領選挙がございますの
で、その日程によって訪米の時期をいつにするかとい
うのは非常に重要なことですので、アメリカのその選
挙の日程をにらみながら、これからいつ訪米するのか
というのを検討したいと思います。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ぜひ、こうした日程もしっかりと緻
密に計算をして、どのタイミングが一番効果があるの
かということも含めて、万全の体制でやっていただき
たいと思っています。
　あと、全国自治体議員で構成する自治体議員立憲

ネットワークというのがありまして、知事にも説明し
たことがあるんですけれども、これは憲法９条を空洞
化させ、立憲主義を破壊する安保法制、集団的自衛権
行使に反対し、全国の自治体議員に広げ、各議会各地
域で安保法制の廃案を求める活動を行ってきた団体な
んですね。去年の時点で、大体サポーターも入れて
680名――1000名を目標にしていまして、去年の12
月に自治体立憲ネットおきなわが結成され、今75名
ぐらい、100名ぐらい目指しているんですけれども、
全国のこうしたネットワークを今後活用するというこ
とも、それぞれでまた地方議会において翁長知事の考
えを広くアピールするということも有効ではないかな
と思いますが、それについてお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　先ほども申し上げたよ
うに、県外において沖縄県の状況、沖縄県の考え方を
お伝えするというのは私ども非常に大事な仕事の一つ
として捉えておりますので、議員の御指摘のこのネッ
トワークにつきましても、私初めてそういうのをお聞
きしましたので、ぜひそのネットワークがどういうも
のか、今度教えていただければと思っております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　知事にお聞きします。
　少し説明させていただいたんですけれども、こうし
た安保法制の立憲という部分で取り組んではいるんで
すけれども、もう既にその中において沖縄県との連携
というのが明確に方針にも上がっているんです。皆さ
んは本当に翁長知事の行動をしっかりと見ているんで
すね。こういった声をやはり各全国の皆さんに、今の
沖縄の現状をしっかりと聞かせて、それをまた全国の
自治体を含めそれをやっぱり沖縄の状況を訴えるとい
うことは、とても大事だと思いますけれども、知事、
考えをお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　赤嶺昇議員の質問にお答えを
したいと思います。
　私もことしに入りまして、沖縄県側の県民ネットと
いうんですか、正確に。そういうような形で、多くの
方々が辺野古の問題を含めいろいろ共有をしながら勉
強会などをしているのをお聞きしております。全国的
にも、今も話がありましたが、600名を超えるような
方々がそういうふうなネットの中でやっていくという
ふうに聞いておりますから、これは沖縄のそういった
辺野古の基地の問題、あるいはまた普天間飛行場の問
題、あるいはまた国政全般にわたるいろんなものを皆
さん方が勉強をし、そして沖縄の民主主義といいます
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か地方自治を守ることが日本をまた変えていくんだと
いうような、そういったこと等も含めていろんな活動
をするということにつきましては、私も今それをお聞
きしまして、ぜひ頑張っていただきたいというふうに
思っております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　そういった全国の各市長、議員の力
もかりながら、ぜひとも沖縄もこういう知事のほうか
らメッセージを出していただくということは、大変意
義があることだと思っています。
　続いて、普天間基地の５年以内の運用停止について
なんですけれども、宜野湾市の佐喜眞市長も、この議
会でも大分議論されているんですけれども、一刻も早
くこの普天間飛行場の運用停止を求めていると。
　この点については、改めてお聞きしますが、この５
年以内の運用停止は翁長知事と佐喜眞市長は一致して
いるのか、改めてお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　一刻も早く危険性を除
去すること、そして５年以内に運用停止をすることに
つきましては、宜野湾市も県も同じ考えだと理解して
おります。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　同じということですので、これ５年
じゃなくて実質的にはあと何年ですか、政府が約束し
ているのは。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　２年が経過しておりま
すので、実質的には３年以内ということになろうかと
思います。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　そうしますと、佐喜眞市長も誕生し
てあと４年ぐらい任期もあって、知事も含めてこの３
年以内という、もう５年という数字は言わないで一致
しているわけですから、そこに向けて政府にしっかり
と働きかけていくということは、非常に大事なことだ
と思いますが、安慶田副知事、お聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　赤嶺議員の質問にお答え
いたします。
　５年以内の運用停止につきましては、先ごろ行われ
ました宜野湾市長選挙において当選されました佐喜眞
市長もそれから志村候補も、同じように訴えておりま
したので、ある意味でそして県も同じようなことを訴
えておりました。県は正直申し上げまして、去年の８
月に行われました集中協議でも、国に対して５年以内

の運用停止については、質問を投げかけております。
そういう意味からすると、私は普天間飛行場の危険性
除去、それから５年以内の運用停止については、私は
オール宜野湾、オール沖縄で取り組めるのではないか
というふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ぜひ、宜野湾市民の思いも、県民の
思いも一致していますから、しっかりと３年以内を目
指して、頑張っていただきたいと思っております。
　次に、沖縄本島と宮古、八重山のガソリンの価格格
差の取り組み状況についてお伺いします。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　沖縄県では、これまで石油製品輸送等補助事業によ
りまして、石油製品の流通に要する離島特有の経費に
ついて補助しておりますが、依然として先島地区を中
心に価格差が生じている状況にあります。これを踏ま
えまして、価格差発生要因のさらなる調査といたしま
して、ことし１月に、各補助事業者及び宮古、八重山
を含む各石油製品販売事業者に対しまして、小売価格
差に関するアンケート調査を実施いたしました。現在
その回答結果の整理及び分析を行っているところでご
ざいます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　アンケート調査というのは、具体的
にどちらに対してやっているのか、まずお聞かせくだ
さい。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　まず、アンケートのほうですが、離島で給油所を経
営している事業者全48事業者に対してアンケートを
行っております。趣旨は、沖縄本島離島間における価
格差発生要因の調査分析を行うということです。調査
の内容ですが、例えば揮発油税の軽減措置及び石油製
品輸送等補助事業を知っているかどうか、そういった
認識があるかどうか、それから、小売価格の設定方法
をどのようにしていますかと、あと、石油製品輸送等
補助事業に基づく小売価格の引き下げ額、具体的にど
うしていますかということを聞いております。あと、
沖縄本島離島間における小売価格差の要因に対する各
事業者の認識、そして小売価格に対する地元住民から
の意見要望があるかどうか、そういったものを聞いて
おりまして、今それの取りまとめを行っているところ
でございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　このアンケートは、いつ調査始め
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て、いつ取りまとめをする予定ですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　１月27日に発出いた
しまして、２月中旬ということで期限を設けたわけで
すが、まだ全部、きのう時点でそろっていないという
ことです。３月中には取りまとめて、御報告できれば
と思っております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　石油製品輸送等補助事業、前回も聞
いているんですけれども、改めてお聞きしたいんです
けれども、直近の年間の輸送等補助事業とこれまでの
合計をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　47年度から26年度ま
で43年間で287億、26年度ですが、済みません、10
億円となっております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　そうですね。287億もこれまで直近
年間10億の補助をしていながら、リッター二、三円
ぐらい高いというのが、ずっと続いている現状です
ね。前回も言ったんですけれども、ガスについては補
助が入っていないんです。だけどガスを見ると、むし
ろ離島のほうが安いという現状。まあ仕組みが違うと
いうことも理解していますよ。仕組みは違うというこ
とは理解しながらも、しかしながらガスは努力をして
いただいて、宮古、八重山のほうが本島より安いとい
うことについて、ガソリンだけはなぜこれだけ287億
円も補助事業が入りながら、いつまでもそういう金額
格差が出ているということは、私は非常に大きな問題
だと思っているので、離島だから仕方がないみたい
な、その先入観そのものが問題だと思っております。
ガソリンなので、生活にこの格差がなくなるというこ
とは、特に宮古、八重山の皆さんは非常に助かると思
うんですね。ですから、今回、早速アンケート調査し
たことは評価いたします。できれば、ガス事業者の皆
さんがなぜそれができるのか、ガスを扱いながらガソ
リンも扱っている業者もおりますので、そういう価格
格差をなくすことは可能なのかということをしっかり
聞いたらいいと思います。なかなか既得権と言いにく
いんですけれども、言えない雰囲気があって、こうい
うことじゃなくて、私たちだったらこれは格差なくせ
ますよという業者は複数おります。なので、そういう
ことも含めて、ガス事業者も含めて、本当にそういっ
た対応ができるかどうかも含めて調査するべきだと思
いますけれども、部長いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。

○企画部長（謝花喜一郎君）　前回ＬＰガスとガソリ
ンの格差、逆にＬＰの場合には離島のほうが安いんだ
と、それはやはりＬＰガスの場合には本土から直接
入っているということを御指摘いただいたところで
す。それで、直接この件につきましても、そのＬＰガ
スとガソリンの離島輸送状況について、県内の卸売業
者から聞き取り調査を行いました。それをちょっと御
説明させていただいてよろしいでしょうか。
　まず、ガスのほうですが、これはおおよそ需要量が
小さいということで、満タンで約２カ月分、仮にこの
山口とか九州から持ってきても、１回の航路で２カ月
分の蓄積ができると、各離島回って、１月に１回程度
回れるということです。タンカーが1200キロリット
ル規模のもので運べるということです。
　ところが、ガソリンのほうですが、これは本島から
行くわけですけれども、これは２週間分しか運べない
と、１回の航海で。運べるのが約2100キロリットル
ということです。これを仮に本土から例えば物流の関
連で、直接ガソリン等を運べないかということについ
ても聞き取りいたしましたところ、やはり容量を２カ
月分と２週間分ですから約４倍、８週間と２週間です
から、４倍やるというと、それに見合うぐらいのタン
カーがまず必要になってくると、それから貯蔵施設も
必要になってくると、タンカーを接岸するためのやは
り岸壁も必要になってくるということがございまし
て、そういったことを考えると、事業者のみで今これ
をすぐ本土から運んで物流を軽減するのは難しいとい
うようなお話がございました。
　この件につきましては、関係部局と少し連携して引
き続き調査を行ってまいりたいと考えています。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　こういうしっかり調査をして、た
だ、さっきも言ったんですけれども、ＬＰガスもガソ
リンも扱っている業者がいるんですよ。私たちだった
らできますよという業者はいますから。ですから、改
めて当たり前のようにこの価格が違うということの先
入観も捨てて、これだけ毎年10億も当然なんだとい
う話じゃなくて、これを補助しているんであれば、価
格格差を私はなくすということはとても重要だと思い
ますよ。そこにやっぱり向かっていくという方向性は
非常に大事だと思いますけれども、これについて知事
の見解をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　済みません。私のほう
から答弁させていただきますが、今言いましたよう
に、さまざまな調査も行っております。我々今赤嶺議
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員がおっしゃるとおり補助していて安くなるのが当然
というようなこと、先入観ではなくして、やはりこの
今現状として価格差があることを踏まえて、どのよう
にしたら価格差をなくすことができるか、しっかり検
討してまいりたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　この格差をやっぱりなくすための事
業なので、補助事業なのに全然それができていないと
いうことは、大いに反省をしていただきたいなと思っ
ていますし、それに向けて何が問題なのか。人件費の
話もされていたんですけれども、それぞれが努力をす
れば、人件費、今無人の給油所もありますし、いろい
ろ本当にどこまで努力しているのかということも含め
て、一部にはドル箱とまで言われていますから、離島
の給油所そのものは。そこは、もう少し精査をしてい
ただきたいなということを強く要望しておきたいと
思っています。
　子供の貧困解消に向けた知事の決意を伺います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時34分休憩
　　　午後５時34分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　赤嶺昇議員の御質問にお答え
をしたいと思います。
　子供の貧困解消に向けた決意についてということ
で、子供たちは沖縄の未来をつくる存在であります。
子供たちの将来は、子供のころの育ちに大きな影響を
受けます。このため、子供の生活と成長を支える子供
の貧困対策は、沖縄の未来をつくる取り組みであり、
私が先頭に立って、性根を据えて、力を尽くしてまい
ります。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　翁長知事が早速30億円の基金も、
もうすばらしい対応していただいて、県知事選挙の政
策でこども環境・日本一に向けて、早速動いて調査も
したことはすごい評価をします。なかなか調査そのも
のがこれまでされてこなかったことについて、何が問
題ということ、調査がまだ続いていることも含めて取
り組んでいただきたい。その中で、この子供の貧困、
なかなかイメージ的に貧困を解消するということでみ
んなそこに向かってはいると思うんですけれども、具
体的に子供の貧困解消というのはどのような状況を指
すのかを示してください。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた

します。
　子供の貧困が解消した状態ということでございます
が、なかなかその説明というのは難しいところがござ
いますが、子供の貧困対策が効果的に推進をされまし
て、経済的な貧困がその子供の生活と成長に及ぼす影
響が解消された結果、子供の貧困率が現在よりも大幅
に低下した状態だというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　いろんな要素があると思うんですけ
れども、県民所得も非常に大事だと思うんです。だか
らこの議会でも知事も答弁しているんですけれども、
企業に対して、正規雇用も含めて県民所得を上げてい
くという努力もやっていかないと、県内の中小零細企
業も厳しいところではあるんですけれども、ファミ
リー企業も多いですよね。ファミリー企業では潤って
いる企業はたくさんいるんですけれども、果たして社
員の皆さんが本当に適正な給与になっているかどうか
も含めて、今後所得がこの企業、経済界に対して、
しっかりと県民所得を上げていくための努力も必要だ
と思いますけれども、これについてお聞かせくださ
い。
○議長（喜納昌春君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　まさに、子供
の貧困対策は県民のこの幅広い理解と協力、そして県
民の総力を結集して県民運動として展開していく必要
があるというふうに考えております。県のほうで今検
討を進めております、この子どもの貧困対策解消県民
会議（仮称）でございますが、その中ではやはり経済
団体等も構成員としてお願いしようというふうに考え
ておりますので、そういう中でも今御指摘の部分の非
正規の正規化等含めていろんな協力も、よりお願いを
していこうというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　以前から、よく新聞等で企業の売り
上げランクとか出るんですけれども、今後、優良企業
ランキングも正規雇用が何％とか、こういったことも
含めて、私は県独自で調査していったほうがいいと思
いますよ。売り上げとかそういったランクの問題だけ
じゃなくて、優良企業ランキングというのも皆さんと
して設けていくということは、県民から見ても若い人
材がどういう企業で働きたいかということも含めて、
売り上げじゃなくて、この企業だったら私は生涯働け
るとか、そういうことをしてもやっぱり頑張っている
企業もおりますから、そういった優良企業ランキング
の実態も含めて調査したほうがいいと思いますけれど
も、いかがですか。



−360−

○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　ただいまの提案でご
ざいますけれども、県としましては、そういう視点よ
りもしっかりとその企業がどういう雇用をしているの
かということを認証するというんですか、そういう人
材育成をしているだとか、あるいはそういう企業の認
証という形でもって優良企業を出していくと。所得配
分とか、そういった経営に関する大きなことについて
は、非常に難しい面があると思いますので、今やって
いるそういう認証制度などを活用しながらやっていき
たいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　今の答弁は、認証制度を活用しなが
ら優良企業ランキングを出していくということです
か。
○議長（喜納昌春君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　ランキングを出すと
いうわけにはいきませんので、ある一定のその雇用状
況そういったもの、当然そこには正規雇用も含まれま
すので、そういった指標でもって認証した企業を公表
することによって、広く、さらに引き出していくと、
そういう企業をふやしていくということでやっていき
たいと思っています。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　なかなか難しい点もあると思います
が、頑張っている企業がやっぱりそういうところで公
表されるということは、企業にとっても大変いいこと
だと思っていますので、そこに仕向けていく政策は
やっぱり大事だと思っています。
　続いて、(5)の重粒子線施設の採算性について見解
を伺います。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　重粒子線治療施設につきましては、採算性を含めて
安定的かつ継続的な運営が可能か、慎重に見きわめる
必要があると考えております。そのため、有識者等に
よる検討委員会を設置し、調査検討を行っているとこ
ろです。その検討結果につきましては、現在、最終取
りまとめ作業が行われておりまして、今年度末に県へ
報告されることになっています。
　県としましては、当該報告内容を踏まえ、今後の対
応を検討していきたいと考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　この検討委員会、皆さんは中間も含
めて、今採算はとれるという方向になっているのか、
どういう状況ですか。

○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　そういったものも含め
て、今検討委員会で取りまとめを行っているところで
ございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　じゃ、今全く採算とれるとれないと
いう状況すら皆さんは把握していないということです
か。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　４回の検討委員会で一
定程度の方向性は出ておりますけれども、今、最終的
に委員長のほうに対しまして委員からいろいろな意見
が出ているところです。それを今月中旬ごろには取り
まとめて、県のほうに報告が来るということです。そ
れを待って、検討したいということでございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　再三お聞きしますけれども、この重
粒子線が万が一赤字になった場合は、県の持ち出しと
いうのはあるのか、そこはどうかお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　この重粒子線治療施設
を設置するに当たって、安定的かつ継続的な運営、こ
れが極めて重要だと思っておりまして、それが可能か
どうかということをこの新しい検討委員会で今議論を
行っているところでございます。
○赤嶺　　昇君　休憩お願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時43分休憩
　　　午後５時43分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　私が答弁いたしました
のは、赤字になることを前提としていないということ
でございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　言いますけれども、じゃ、本当にこ
の報告書が絶対ということを皆さんは、赤字はなりま
せんよと言ったら、皆さん受け入れるということなん
ですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　報告書は最終的にまだ
出ておりませんけれども、安定的、継続的な運営が可
能かどうかというものは、まず赤字にならないという
ことが前提でございます。それ以外にもさまざまな要
素があろうかと思います。そういったことも含めて
トータルで考えてまいります。
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○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　赤字になった場合は、結果的に誰が
責任持つんですか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　赤字になるような運営
方針であれば、これはもう採用できないというふうに
考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　以前にも言ったんですけれども、ア
ミークスの学校建設で、結果赤字になって県の予算を
出しましたよね。あれ、幾ら出しましたか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　アミークスの場合は、
赤字ということではなくして、寄附で集めるという予
算が集まらなかったということでございます。７億円
だったと思っています。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　あれも寄附の見込みが外れたわけで
すよね。外れた結果、県民の負担になりませんでした
か。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　そういったことも含め
てアミークスの運営に対しては、我々県もしっかりと
その運営形態について見守っているところでございま
す。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　あの７億円の責任を誰がとったんで
すか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　アミークスの健全な運
営をやるということで、今企画部のほうを中心に、そ
のＯＩＳＴとの連携それから彼らの導入について我々
はしっかりと今も取り組んでいるところでございま
す。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　担当副知事に聞きますが、今のやり
とりを見て、赤字運営にならない前提というのは、当
然ですよ。でも、赤字になる可能性になって赤字に
なった場合は、誰が責任とるんですかということを聞
きたいんですよ。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
　静粛に。
○企画部長（謝花喜一郎君）　赤字になるようであれ
ば、導入はできないというふうに考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　じゃ、この報告が赤字にならないた

めには、このぐらいの量が必要ですよとか、これぐら
いの量が――それもはっきりしませんよね。いや、要
するに、前提条件として、このぐらいの量があって赤
字になりませんと、この前提条件がそういうものが曖
昧なものについては、皆さんどうされますか。
○議長（喜納昌春君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　今、事業収支のシミュ
レーションのお話だと思いますけれども、それについ
ても今現在取りまとめているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　知事三役は答えないんですけれど
も、これはもう政治判断なので、これも含めて、結果
やってみたものの、やっぱり赤字でしたということに
ならないということをここで強く指摘しておきたいと
思っています。赤字にならないという前提ということ
をおっしゃっていますが、私は、この間委員会も含め
てさまざまな視察先を見てまいりましたが、極めて厳
しい状況だという認識を持っております。
　(6)、那覇軍港の浦添移設について知事の見解を伺
います。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　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、
協議会の枠組みの中で進めることが現実的であると考
えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　軍港移設が完了する予定年度を、こ
れから何年度とあと何年かかるかお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時47分休憩
　　　午後５時47分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　那覇港湾施設につきま
しては、2028年度またはその後に返還ということに
なっております。
○赤嶺　　昇君　休憩お願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時47分休憩
　　　午後５時49分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　統合計画によります
と、15.5年で提供できるというふうになっておりま
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す。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　あと十五、六年ぐらいということで
すよね。
　今、那覇軍港は遊休化しているという認識を持って
いるかをお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　那覇港湾施設の利用状
況につきましては、平成14年ぐらいまでは年間35隻
という数字をいただいておりますけれども、その後の
数字については米側から提供されておりませんので、
現状につきましては私どもも把握しておりません。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　これは、把握するべきじゃないです
か。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時50分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　沖縄防衛局に対して照
会をかけているところですけれども、沖縄防衛局から
回答がいただけないという状況でございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　一番直近でいつ照会をかけました
か。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後５時50分休憩
　　　午後５時51分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　昨年の夏ごろだと聞い
ております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　我々も那覇空港を利用するときに、
遊休化しているというのは見た目もそうですし、そこ
について遊休化する現状も含めて、那覇市にとっても
県にとっても、やっぱり早目の利活用というのは大事
だと思っていますので、それに向けてしっかり取り組
んでいただきたいと思っています。
　教育行政についてお聞きします。
　病休教員の実態と対策についてお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　平成26年度の教育職員
の病気休職者数は、本県では420人、全国では8277
人で、在職者に占める割合は、それぞれ2.86％、

0.90％となっております。また、教育職員の精神
疾患による病気休職者数は、本県では174人、全国
では5045人で、在職者に占める割合は、それぞれ
1.19％、0.55％となっております。
　県教育委員会としましては、引き続き保健師等によ
る相談窓口の設置や学校訪問による面談等、教職員の
健康管理に努めてまいります。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　幼・小・中学校のクーラーの設置状
況と対策を伺います。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　平成27年５月現在です
けれども、公立学校の普通教室における空調設置教室
数の割合は、幼稚園が71.1％、小学校が70.9％、中
学校が68.1％となっておりまして、幼稚園及び小中
学校については、設置者である市町村において整備が
進められているところです。
　県教育委員会としましては、幼・小・中学校への
クーラー設置は知事公約でもあることから、設置率の
低い市町村に対し、文部科学省の国庫補助制度の活用
を促すとともに、沖縄振興特別推進交付金による整備
事例を紹介する等、連携して整備促進を図っていきた
いと考えております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　設置率が100％の市町村もあれば、
ゼロのところもあるので、これだけ暑い沖縄で余りに
も環境が違うと思います。市町村の財政も大変厳しい
中の部分であると思うんです。改めて教育庁のほうか
ら要請はしていると思うんですけれども、文書でもっ
て子供たちの等しい環境に向けて、早急に取り組んで
もらうようにお願いをする考えはありませんか。
○議長（喜納昌春君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　御指摘のように、本県は
他県と比べて夏日が長いです。それから、真夏日とも
なるとやはりクーラーがないと、子供たちの学習意欲
にも何らかの支障が出てくるものと考えているんです
ね。学習環境衛生基準によれば、夏日になれば25度
から28度が心理的それから精神的負担をかけない最
も学習に適している温度となっております。
　クーラーの設置につきましては、先ほども答弁で触
れたんですけれども、機会あるごとに市町村に伝えて
まいりましたけれども、文書での依頼はまだ行ってい
ない状況です。やはり早速必要でありますので、文書
による依頼等これから検討してまいりたいと考えてい
ます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
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○赤嶺　　昇君　こども環境・日本一の中にも、この
クーラーの快適な環境で学習するということは大事だ
と思います。大人はクーラーの中で仕事をして、肝心
な未来を担う子供たちがいまだにクーラーがないとい
うことは、非常に大きな問題だと思っています。さっ
きも言ったんですが、市町村の財政状況もあるんです
けれども、改めて文書でもって早目に対応、そして県
も一緒になってバックアップしていただきたいなと
思っております。よろしくお願いします。
　それから土木建築行政について。
　入札の不調・不落の対応についてお伺いします。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　まず、平成28年１
月末までに土木建築部では発注した入札不調・不落の
状況をちょっと報告させてください。
　28年１月までに619件発注していますが、そのう
ち不調・不落が152件で全体の25％となっておりま
す。前年度の同時期に比べ６％の増となっておりまし
て、その内訳ですが、入札時に応札者がいない入札不
調が124件で82％、応札価格が予定価格以上または
最低制限価格未満となった入札の不落が28件で18％
となっております。
　土木建築部におきましては、入札不調・不落の原因
として、技術者の数が少ないことと、県の予定価格と
企業の積算価格との間に乖離があると分析しておりま
す。このため、技術者不足対策として、複数の小規模
工事をまとめて１件の工事として発注、主任技術者を
兼任できる要件の緩和や、現場代理人の常駐義務の緩
和、余裕期間を設定した工事の発注、離島等におい
て、市場単価と実勢価格の乖離が見られる工種につい
ては、見積もり等を参考に実情に沿った価格設定、不
調・不落となりそうな案件については、一般競争入札
で発注などの対策を行っております。また、次年度か
らは、実施設計単価について、より直近の単価設定と
なるよう、調査回数を年２回から４回にふやすことを
予定しているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　いわゆる不調・不落がこの結果、
６％増になっていますよね。技術者不足という指摘も
あるんですけれども、そもそもこの124件、82％に
応札すらないということは、非常に大変な問題だと思
います。応札がないということですよ、124件が。と
いうことは、これは私から見ると、技術者の問題より
も県の積算見積もりと企業の見積もりに乖離があっ
て、これ入札しても合わないということから最初から
124件、82％が応札すらしないという、大きな課題

だと思いますよ、いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　指名競争入札で指名
しましたが、辞退した業者に対して、なぜ入札を辞退
したかというアンケートをとらせていただいていま
す。その中で、一番多いのが必要な技術者の確保がで
きないというのと、ほかの工事と調整がつかなかった
という話がございまして、とりたいんだけれども技術
者がいないという答えが多い状況でございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ではそうすると、県の見積もりと企
業の積算単価については、そんなに問題ないという認
識ですか。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　先ほども申し上げま
したように、離島における工事におきましては、市場
単価と実勢価格の差というのは結構ございますので、
これについては、我々見積もり等参考に実情に合った
価格設定をしております。実施設計単価というのも、
ことしまでは４月と10月の改定になっているんです
けれども、来年からはその改定頻度をふやしまして４
回にして価格に近づける努力はしたいと思っていま
す。確かに企業の方々、業者の方々からは企業の積算
価格と我々の価格に差があるよということですり合わ
せ等もやるんですけれども、そういうことも勉強しな
がら我々は発注をやっているような状況でございま
す。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　県の発注工事で、赤字になっている
パーセンテージというのはどれぐらいですか、受注し
た業者。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後６時０分休憩
　　　午後６時０分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　ことし最低制限価
格の見直しを行ったんですけれども、その前提とな
る価格調査というのを去年の平成26年８月から27年
２月にやりました。その結果でございますが、損益
率ゼロ％未満の工事の割合につきましては、平成24
年度工事で43.9％、25年度工事で42.7％、平均して
43.4％という概積をしております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　いわゆる43％が赤字ということで
理解していいんですか。
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○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　そのとおりでござい
ます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　そうすると、その原因がさっきの技
術者不足にまたつながるし、そういうことを改めて改
善していかないといけないと思いますけれども、部長
いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　そういうこともござ
いまして、ことし最低制限価格の見直しということ
で、私どももずっとやってきたところでございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　最低制限価格の上限撤廃について
は、答申も受けて４月からやるということで、これ
は、翁長県政の非常に大きな実績だと私は思っていま
す。仲井眞知事も大分頑張ったんですけれども、２期
８年で85から90を８年かけて、ところが１年半で上
限撤廃というのは、私は画期的だと思っていますの
で、今後はその具体的な数字も見据えて、ただ撤廃し
たからいいというわけじゃなくて、しっかりと利益を
出すようなことも追っかけてほしいと思いますけれど
も、部長いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　先ほども申し上げま
したが、私どもの積算が適正な積算でしたら当然業者
の方も適正に利益は上がると思っていますので、そう
いうことにはしっかり対応してまいりたいと思ってい
ます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　(3)はちょっと飛ばして、(4)より多
くの企業が参入できる取り組みについて、どう取り組
んだかをお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　土木建築部におきま
しては、価格以外の多様な要素も考慮する総合評価方
式や、参加条件を満たした者全てに参加を認める一般
競争入札、発注者が参加者を選定する指名競争入札な
ど、多様な発注方法の採用により、多くの企業の参入
機会の確保に努めているところです。一般競争入札及
び総合評価方式では、入札参加資格要件の緩和とし
て、共同企業体の構成員としての施工実績も認めてい
るところでございます。また、10年としていた同種
工事の施工実績期間を15年へ延長しております。さ
らに、配置予定技術者の施工経験を入札参加資格要件
から除外することにより、参入機会の拡大を図ってい

るところでございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　受注できていない業者を集めて入札
する方式について提案してまいりましたが、その取り
組みについてお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　総合評価方式で落札
できなかった業者に対する受注機会の確保をするた
め、過去に総合評価方式で応札したものの１件も受注
できなかった業者を対象に、業者育成の観点から土木
工事一式及び建築工事の一式、各１件ずつ指名競争入
札で発注を行っています。１件目、土木工事につきま
しては、既に発注、契約といいますか応札が終わって
いまして、建築工事につきましても、今月上旬に１
件、開札を予定しております。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　これは画期的だと思います。要する
に受注できていない企業を中心にそれぞれ１件ずつ
やったということはこれ大きな成果だと思っています
し、末吉部長においては、この間、１年間、上限撤廃
それから今の取り組みも精力的に取り組んだことに高
く敬意を表したいと思っています。本当にありがとう
ございました。
　最後に、我が会派との、奥平県議との関連質問で、
犬・猫殺処分についてなんですけれども、答弁は大分
減っているということなんですが、本県の犬・猫殺処
分の全国順位をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　済みません。その資料は
今持ち合わせておりません。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後６時５分休憩
　　　午後６時６分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　修正いたします。ただい
ま資料が届きました。
　まず、沖縄県の順位ですけれども、殺処分総数でい
いますと、大阪が１位、沖縄県は７位ということにな
ります。それから、人口１万人当たりでいいますと、
１位は香川県ですけれども、沖縄県は７位となってお
ります。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　ですから大分減っているという答弁
はいただいているんですけれども、やっぱり命ドゥ宝
と言っている以上、動物の命もぜひとも大事にしてい
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ただきたいということです。取り組んでいることは評
価していますので、しっかりとそういった団体もたく
さんおりますので連携しながらゼロに向けていただき
たい。ゼロに向けていくという目標年度というのは皆
さん設定していますか。
○議長（喜納昌春君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　沖縄県では、最終的に
犬・猫の殺処分をゼロにする沖縄県動物愛護管理計画
に基づいて、現在取り組んでいるところであります。
これまでのそういった取り組みとか、それから28年
度からは新たな取り組みも行いますけれども、そう
いったことを踏まえて計画の前倒しをして、殺処分ゼ
ロの早期達成を目指してまいるということをしており
ますけれども、具体的にその殺処分ゼロの目標年度を

お示しすることは難しいということでございます。
○議長（喜納昌春君）　赤嶺　昇君。
○赤嶺　　昇君　部長、やるのかやらんのかよくわか
らない状態で、最後にもう一回お聞きしますけれど
も、明確に年度目標を立てて、大変だと思いますけれ
どもそこに向けて取り組んでいただきたいということ
を要望して終わります。
○議長（喜納昌春君）　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２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
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平 成 28 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第８号）

平成 28 年３月２日（水曜日）午前 10 時２分開議

議　　事　　日　　程　第８号
平成28年３月２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39号議案まで及び乙第１号議案から乙第49号議案まで（質疑）
第３　乙第50号議案及び乙第51号議案（知事説明、質疑）
第４　陳情平成27年第66号の取り下げの件

本日の会議に付した事件
日程第１　一般質問
日程第２　甲第１号議案から甲第39号議案まで及び乙第１号議案から乙第49号議案まで
　　　　　　甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　甲第２号議案　平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　甲第３号議案　平成28年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　甲第４号議案　平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　甲第５号議案　平成28年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　甲第６号議案　平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　甲第７号議案　平成28年度沖縄県下水道事業特別会計予算
　　　　　　甲第８号議案　平成28年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　甲第９号議案　平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第10号議案　平成28年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
　　　　　　甲第11号議案　平成28年度沖縄県林業改善資金特別会計予算
　　　　　　甲第12号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第13号議案　平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第14号議案　平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　甲第15号議案　平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　甲第16号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　甲第17号議案　平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　甲第18号議案　平成28年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　甲第19号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　甲第20号議案　平成28年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　甲第21号議案　平成28年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　甲第22号議案　平成28年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　甲第23号議案　平成28年度沖縄県工業用水道事業会計予算
　　　　　　甲第24号議案　平成27年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
　　　　　　甲第25号議案　平成27年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第26号議案　平成27年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第27号議案　平成27年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　平成27年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
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　　　　　　甲第29号議案　平成27年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　平成27年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第31号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　（第１号）
　　　　　　甲第32号議案　平成27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補正予算（第２号）
　　　　　　甲第33号議案　平成27年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第35号議案　平成27年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　平成27年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　（第１号）
　　　　　　甲第38号議案　平成27年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第39号議案　平成27年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
　　　　　　乙第１号議案　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例
　　　　　　　　　　　　　 の整備に関する条例
　　　　　　乙第２号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
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○副議長（翁長政俊君）　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39号議案ま
で及び乙第１号議案から乙第49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。
　狩俣信子さん。
　　　〔狩俣信子さん登壇〕
○狩俣　信子さん　皆さん、おはようございます。
　社民・護憲ネットの狩俣信子でございます。
　きょうは、副議長が座っていらっしゃるので最初あ
れっと思ったんですが、ともに頑張っていきます。
　それでは、一般質問に入る前に、少しだけ所見を述
べさせていただきます。
　実は、ことしはもう戦後71年目を迎えるわけです
が、私は今の沖縄の状況がまだたくさんの差別があっ
て、基地をこんなに抱えているということに非常に憤
りを感じております。
　実は私、戦後２年ぐらいいたしまして、疎開に行っ
ておりました大分から帰ってまいりました。そのとき
に、川崎の軍港なんでしょうか、そこで初めて黒人兵
を見てびっくりいたしました。私は生まれてこの方、
人種差別でも何でもないんですが、黒い人を見たとい
うのが初めてだったんです。それで、余りにもびっく
りして言葉が出なかったんですね。その人に頭の上か
らＤＤＴをかけられて、シラミの駆除だったと思うん
ですが、その思い出が非常に強かったんですね。そし
て小学校二、三年になりますと、皆さん、集落の中で
夜中鐘が鳴るんですよ、物すごい鐘の音。これは何か
というと米兵が女性狩りのために集落に入ってきたよ
と、危険だから逃げろという合図の鐘でした。私は夜
半にその鐘の音で、何度か目を覚ますということに
なったのであります。
　そういうこともいろいろある中で、やはり米兵絡み
の事件・事故は後を断ちませんでした。私が非常に記
憶にありますのは、由美子ちゃん事件、６歳の少女が
連れ去られて、強姦されて殺されて捨てられたという
あの事件、それから読谷で起こりました棚原隆子ちゃ
んの、空から降ってきた米軍のトレーラー、その下敷
きになって圧死した棚原隆子ちゃん、そしてまた、１
号線を信号が青だからということで渡っていた国場
君、米兵の車にひかれました。けれどもこの米兵は無
罪なんですね。太陽がまぶしくて信号が見えなかっ

た、これだけで無罪なんです。そういう子供たちの事
件・事故をたくさん見てまいりまして、私はもう正直
言って、これ以上の基地は沖縄に要らないというのが
実感であります。
　しかも、国土面積の0.6％しかない沖縄に米専用施
設の73.8％を押しつけるという日本政府、私はそう
いう日本政府に対しても非常に腹が立っております。
沖縄のこの歩んできた歴史を知らないと、沖縄の人
たちがこんなに、80％以上の人たちが基地は要らな
い、辺野古に基地はもうだめなんだ、要らないよと
言っているこの言葉すらなかなかわかろうとしない。
沖縄が歩んできた戦後の歴史を思いますときに、辺野
古に絶対に基地はつくらせないという思い、私はます
ます強くなっております。　
　そういう意味で、私は翁長知事が知事に当選した
後、ぶれない知事として多くの県民から支持を受け、
そして今裁判闘争の中でもしっかりと沖縄の思いを伝
えていらっしゃる翁長知事、私どももしっかりとサ
ポートをしていきたいと思いますし、沖縄の民意を踏
みにじる日米両政府に抗議をしながら、もう日米両政
府には民主主義はないんだと私は思っております。そ
ういう意味でも、翁長知事を支えてしっかりと取り組
んでまいりたいと思っております。
　さて、一般質問を行っていきたいと思います。
　今回、子供の貧困の問題、多くの方が取り上げてま
いりました。やはり沖縄の置かれているこの状況は余
りにも子供たちにとって大変な状況だということで、
多くの議員が取り上げております。
　私も子供の貧困問題について、まず質問をさせてい
ただきます。
　(1)、夜間保育園について。
　ひとり親の収入は母子世帯で100万円から150万
円、父子世帯では150万円から200万円と言われてい
ます。夜働く母親は子供を預けるところが少なく困っ
ています。安心して働くため夜間保育園の増設が喫緊
の課題だと言っています。沖縄のひとり親の貧困率も
58.9％と高く、未就学児を抱えて夜間働いている母
親の生活を支援するためにも夜間保育園が必要です。
　ア、県内の夜間認可園は幾つありますか。また無認
可の夜間保育園はどのぐらいありますか。その無認可
保育園に対しては、立入調査はどうなっていますか。
　イ、夜間保育園の設置に対する県の対応を伺いま
す。
　(2)、子ども食堂について。
　行き場所のない子やまた親が食事の面倒を見られな
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い子供たちがいます。学校の給食だけしか食事がとれ
ない子供たちに、近ごろボランティアで子ども食堂な
どを開設し、せめて夕食だけでもという取り組みをし
ておられる方々がいます。
　ア、子ども食堂の県内の実態を伺います。
　イ、県から何らかの支援はありますでしょうか。
　(3)、子供の居場所づくりについて伺います。
　中学校を卒業後、仕事もなくニートになってぶらぶ
らしている子供たちがいます。そのような子供たちが
心を開いて安心して行ける場所が必要です。場所とそ
の子供たちをサポートする人が必要です。今後の県の
取り組みを伺います。
　(4)、生活困窮者自立支援事業（任意事業）につい
て、具体的にはどのようなことに使われるのかお伺い
いたします。
　２、福祉関連について伺います。
　(1)、保育士ベースアップ支援事業については今回
予算が計上され、ほっとするところです。どのような
形で支援が行われていくのか伺いたいと思います。
　(2)、視覚障害者に配慮した養護老人ホーム改修等
事業について具体的にはどのような内容か伺います。
また受け入れ人数についてはどのようになっているの
でしょうか。
　(3)、性暴力被害者ワンストップ支援センターの支
援体制について伺います。
　(4)、待機児童対策特別事業16億円余が計上されて
いますが、認可化はどのぐらい実現できるのでしょう
か。また保育の質の向上への対応についてはどうか伺
います。
　(5)、2015年度の待機児童数はどのようになってい
るか伺います。減ったんでしょうか。
　(6)、介護事業倒産について県内の状況を伺いま
す。
　３、教育関連について伺います。
　(1)、高校中退者の３カ年の人数について伺いま
す。
　(2)、妊娠による中退者についてはどうでしょう
か。
　(3)、妊娠した生徒にどのような指導をしているの
か伺います。定時制や通信制への転校についての指導
はやっているのでしょうか｡
　(4)、小学校において自殺者が出たのが非常に悔や
まれてなりません。小・中・高の過去３カ年のいじめ
の数について伺います。また、各学校でのいじめ対策
について伺います。
　(5)、義務教育支援を終了するとのことですが、珊

瑚舎スコーレは、生徒がいる限り、一緒に学ぶ場をつ
くるために県に働きかけたいとのことです。現在事業
を委託されているところとどのような話し合いがされ
ているのでしょうか。そして何カ所あるんでしょう
か、お願いいたします。
　(6)、18歳選挙権について、学校現場での受けとめ
や対応について伺います。
　(7)、今回、県外進学大学生支援事業が新設され県
外難関大学等への進学推進を給付型の奨学金で行うと
のことです。ここ３カ年の難関大学への進学状況はど
のようになっているのか伺います。
　(8)、離島読書活動充実事業について具体的な取り
組みを伺います。
　(9)、子供たちへの支援のため学校におけるスクー
ルカウンセラーやソーシャルワーカーの配置が待たれ
ています。県の取り組みを伺います。
　４、水道広域化について伺います。
　(1)、沖縄本島では制限給水などもなくなり、安定
しておいしい水を飲むことができます。その点、離島
では雨が降らないと断水や時間給水などもあり、安定
した給水にはなっていません。このたび、企業局が水
道広域化に向け取り組むことになり安定した水の供給
体制が図られるようです。具体的な計画について伺い
ます。
　さて、あと１つだけ追加して――追加じゃない、気
持ちとして申し上げたいのがあるんですが、諸見里教
育長、これまで本当に沖縄県教育界のかじ取りを大変
お疲れさまでございました。教科書問題、学力向上問
題、それから子供たちの健全育成、「家ーなれー」運
動など、多岐にわたって諸見里教育長は取り組んでま
いりました。こういう諸見里教育長の取り組みに対
し、私は同じ教育現場出身としても敬意を表し、本当
にありがとうございましたとお礼を申し上げたいと思
います。
　以上です。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　狩俣信子議員の御質問にお答えをいたします。
　福祉関連についてに関する御質問の中の、待機児童
対策特別事業による認可化と、保育の質の向上につい
てお答えをいたします。
　沖縄県では、認可外保育施設の認可化促進と保育の
質の向上を一体的に取り組んでいるところでありま
す。平成28年度は、20施設の認可化により約1700人
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の定員確保を見込んでおります。保育の質の向上につ
いては、次年度予算において、給食費の補助単価の増
額を図ったところであり、引き続き市町村と連携し取
り組みを強化してまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子供の貧困関
連についての御質問の中で、夜間保育所と夜間保育を
行っている認可外保育施設の設置状況等についてお
答えをいたします。１(1)アと１(1)イは関連しますの
で、恐縮ですが一括してお答えをいたします。
　平成27年４月１日現在、夜間保育所は３施設と
なっており、このほか、延長保育により夜８時以降も
開所している保育所が３施設あります。また、夜間の
保育を行っている認可外保育施設につきましては、平
成27年10月１日現在14施設となっており、立入調査
を毎年実施し指導監督基準に沿った指導を行っており
ます。市町村においては、ニーズ調査や地域の実情等
を踏まえて策定をしました市町村子ども・子育て支援
事業計画に基づき、子育て支援の拡充に取り組んでい
るところであり、県におきましては、同計画の着実な
実施を支援し、夜間保育等の多様な保育サービスの充
実に取り組んでまいります。
　次に、子ども食堂の実態と支援等についてお答えを
いたします。１(2)アと１(2)イは関連しますので、こ
れも恐縮ですが一括してお答えをいたします。
　県としましては、子供の貧困対策において、子供が
安心して過ごせる居場所を確保することが重要と考え
ており、子ども食堂を含む居場所の確保の取り組みを
促進していくこととしております。県内市町村等に照
会しましたところ、子ども食堂は現在、７市町に16
カ所が設置されていることを把握しております。子ど
も食堂については、国の沖縄子供の貧困緊急対策事業
を活用し、市町村が支援を行うことが可能となってお
ります。
　次に、子供の居場所づくり等についてお答えをいた
します。
　国の沖縄子供の貧困緊急対策事業においては、食事
の提供、生活指導、学習支援等を行う子供の居場所の
運営支援が実施されることとなっております。また、
市町村に支援が必要な子育て家庭の実情を把握し、適
切な支援機関につなげるなど、寄り添い型の支援を行
う子供の貧困対策支援員が配置されることとなってお
ります。

　県としては、市町村における地域の実情に応じた子
供の居場所づくりや、支援員の配置を促進してまいり
ます。また、地域若者サポートステーションを活用
し、若年無業者等に対し、心理カウンセリングや生活
環境改善に向けた社会適応プログラムを提供する事業
などを実施してまいります。
　次に、生活困窮者自立支援制度の任意事業について
お答えをいたします。
　生活困窮者自立支援制度には、生活困窮者に対し、
生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図る事
業として、必須事業と任意事業があります。県では、
任意事業として、就労に必要な訓練等を行う就労準備
支援事業、住居のない生活困窮者に対して宿泊場所等
の提供を行う一時生活支援事業、困窮世帯の子供を対
象とした子どもの学習支援事業を実施しております。
平成28年度は、新たに家計に関する相談、助言を行
う家計相談支援事業を実施する予定であり、これによ
り全ての任意事業を行うこととなります。
　次に、福祉関連についての御質問の中で、保育士
ベースアップ支援事業についてお答えをいたします。
　本事業においては、経営改善により保育士の処遇改
善を図る保育所等に対して、ベースアップに要する経
費を補助することとしております。補助率は10分の
10を予定しており、補助を受けた保育所等には、事
業完了後もベースアップした給与水準を維持すること
を求めていく予定です。具体的な処遇改善額について
は、各保育所等の経営状況により異なるものと考えて
おりますが、月額数千円から１万円程度を想定してお
ります。
　県としましては、市町村と連携しながら、本事業の
積極的な活用を働きかけることにより、保育士の処遇
改善を図ってまいります。
　次に、視覚障害者に配慮した養護老人ホーム改修等
事業についてお答えをいたします。
　当該事業は、既存の養護老人ホームにおいて、施設
の一部を視覚障害者専用とするための改修や設備の整
備及び視覚障害者に対応する介護職員の人材育成に要
する費用を補助するものであります。受け入れ人数
は、家庭的な雰囲気の中でケアが可能な10床の改修
を予定しており、当該事業の実施により、高齢の視覚
障害者の入所環境の整備・改善が図られるものと考え
ております。
　次に、性暴力被害者ワンストップ支援センターの支
援体制についてお答えいたします。
　県においては、性暴力被害者の支援のため、平成
27年２月２日に沖縄県性暴力被害者ワンストップ支
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援センターを開設いたしました。その後、相談者等の
要望を受け、５月には弁護士による法律相談体制をス
タートさせ、10月からは平日の運営に加えて土曜日
も開設し、センター機能の充実を図っているところで
あります。今後、県立中部病院の敷地内に専用施設を
整備するため、平成28年度に設計を行い、平成29年
度中に24時間365日対応可能な病院拠点型センター
へ移行することを目指し、取り組んでまいります。
　次に、2015年度の待機児童数についてお答えをい
たします。
　平成27年４月１日現在の待機児童数は、対前年比
で431人増の2591人となっております。県において
は、待機児童の解消に必要な保育の量を、潜在的待機
児童も含めた約１万8000人と見込んでおり、引き続
き市町村と連携し取り組んでまいります。
　次に、介護事業倒産についてお答えをいたします。
　東京商工リサーチ社が実施した調査によりますと、
平成27年１月から12月までの１年間において、全国
で76件の介護事業者の倒産があったとのことであり
ます。本県の介護事業者の倒産件数は２件であり、そ
の原因としては、事業計画の失敗による放漫経営等が
指摘されております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育関連につ
いての御質問の中で、中途退学者数についてお答えい
たします。
　県立高等学校の全日制と定時制課程における中途退
学者数は、平成24年度880人、平成25年度869人、
平成26年度は767人で過去最少となっております。
また、全国においては、平成24年度５万1781人、平
成25年度５万137人、平成26年度４万4058人となっ
ております。
　次に、妊娠した生徒への指導についてお答えいたし
ます。３(2)と３(3)は関連しますので一括してお答え
します。
　県教育委員会としましては、妊娠を理由に中途退学
をした生徒数については調査をしておらず、現在、実
数については把握しておりません。学校における性に
関する指導については、正しい知識はもちろん、児童
生徒の発達段階に応じて、保健体育など関連教科を初
め、組織的・計画的な指導計画のもとで教育活動全体
を通して取り組んでいるところです。また、妊娠した
生徒に対しては、母体の安全を第一に考え、生徒・保
護者の意思を尊重することとし、カウンセリングや教

育相談を行い、定時制や通信制への転学についても積
極的に勧めております。
　次に、小・中・高の過去３カ年のいじめの件数等に
ついてお答えいたします。
　文部科学省の調査によりますと、本県におけるい
じめの認知件数は、平成24年度は小学校2774件、
中学校483件、高校269件、特別支援学校12件の合
計3538件、平成25年度は小学校228件、中学校251
件、高校50件、特別支援学校10件の合計539件、
平成26年度は小学校345件、中学校551件、高校83
件、特別支援学校６件の合計985件となっておりま
す。
　次に、戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者
の支援についてお答えいたします。
　本事業は、平成23年度から平成25年度までの３カ
年の計画で進めてきましたが、未修了者の方々への支
援がまだ必要であることから、平成27年度まで事業
を延長した経緯があります。しかし、次年度も就学中
の方がおられる見通しのため、現在、事業の延長を検
討しており、委託業者にその旨通知しております。
　県教育委員会としましては、戦中戦後の混乱期に義
務教育が受けられなかった方々に学習の機会を提供す
ることは必要であると考えており、今後、どのような
支援ができるのか検討してまいります。
　なお、狩俣議員から現在何カ所の業者に委託してい
るかという御質問に追加してお答えいたします。
　平成27年度も昨年度に引き続き、那覇地区、これ
は那覇市においてＮＰＯ法人珊瑚舎スコーレ、中頭地
区、沖縄市においてＮＰＯ法人エンカレッジ、島尻地
区、これは糸満市においてＮＰＯ法人三和人材育成会
に業務を委託し、学習支援を行っております。今後の
委託先もＮＰＯ法人や学習塾等を想定しているところ
です。
　次に、18歳選挙権の対応についてお答えいたしま
す。
　県教育委員会では、18歳以上の高校生が選挙権を
有することになることから、民主政治等を取り扱う科
目を２学年までに履修できるよう、教育課程の見直し
を各学校へ促しております。学校では、生徒が政治的
関心を高め、選挙に正しく参加できるよう、県選挙管
理委員会等関係機関とも連携して模擬投票などの体験
型学習や主権者教育に資する公開授業等を実施してお
ります。
　今後は、公民科教諭等を対象に、文部科学省等作成
の副教材の活用方法や中立・公正な立場での指導につ
いて研修を行い、政治的教養を育む教育の推進に努め
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てまいります。
　次に、難関大学進学状況についてお答えいたしま
す。
　県教育委員会では、県外難関大学等への進学を推進
し、大学等進学率の改善を図るため、毎年25名の学
年進行で最終的に100名規模となる新たな給付型の奨
学金制度を創設いたします。なお、本県における難関
国立大学現役合格者数につきましては、公・私立高校
を含めて平成24年度は51名、平成25年度は50名、平
成26年度は57名となっております。
　次に、離島読書活動充実事業についてお答えいたし
ます。
　県教育委員会では、平成22年度から離島等図書館
未設置町村に対して、移動図書館を初め、学校・公民
館・市町村立図書館等への一括貸し出し、さらに住民
のリクエストに応じる協力貸し出しを実施し、離島等
の読書環境の改善に取り組んでおります。今年度は、
１月末現在、移動図書館を34回実施し、1732人に
１万1985冊貸し出しております。また、一括貸し出
しは157件、１万8484冊、協力貸し出しは235人へ
1320冊を貸し出しております。なお、平成27年度館
外協力用図書の購入予算は、1052万6000円となって
おり、１月末現在7864冊を購入しております。
　今後とも離島読書活動支援の充実を図ってまいりた
いと考えております。
　次に、スクールカウンセラーとソーシャルワーカー
の配置についてお答えいたします。
　スクールカウンセラーにつきましては、現在96人
を各小・中・高校377校へ配置しております。報酬
は、臨床心理士等の資格を持つスクールカウンセラー
は時給5000円で、資格を持たないスクールカウンセ
ラーに準ずる者は、時給3200円となっております。
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、報酬は日額9300円となってお
ります。
　県教育委員会としましては、今後ともスクールカウ
ンセラーやスクールソーシャルワーカー事業の拡充を
図り、いじめや不登校等の未然防止、早期発見及び早
期解決に努めてまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　企業局長。
　　　〔企業局長　平良敏昭君登壇〕
○企業局長（平良敏昭君）　水道広域化についての御
質問の中の、具体的な計画についてお答えいたしま
す。
　本島周辺離島８村の水道広域化は、沖縄本島と同様

に水道用水供給事業を展開し、水源から浄水処理、送
水までを企業局が担い、配水から給水までを村が担う
こととしております。周辺離島８村への用水供給を開
始する時期としましては、平成29年度に粟国村、渡
名喜村、平成30年度に南大東村、北大東村、平成32
年度に渡嘉敷村、座間味村、伊平屋村、伊是名村を予
定しております。水道広域化の実施に向けて、企業局
では平成28年度から水道施設整備に係る調査設計な
どに着手し、平成29年度から浄水場や管路などの水
道施設の本格的な整備を進めることとしており、断水
のない安定した水道用水の供給体制が図られます。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時32分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　答弁漏れがあります。
　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　先ほど、狩俣議員からの
いじめに関する質問の答弁をやりましたけれども、各
学校についてのいじめ対策についての答弁が抜けてお
りましたので、改めておわびをして答弁させていただ
きます。
　いじめに関する問題で、各学校においては、学校い
じめ防止基本方針を策定し、早期発見や未然防止のた
めのアンケートの実施、学級指導及び人権教育などの
取り組みを行っているところです。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　では最初に、夜間保育についてお
尋ねしますけれども、この夜間保育３カ所、そして無
認可が14カ所とおっしゃっていましたね。その時間
は何時から何時まで預かってくれるんですか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　夜間保育所、開所している時間はいろいろと保育
所によって違うんですが、ある保育所１カ所は夜の
24時、要するに午後12時まで、24時までです。それ
から、あとの２つが22時まで、それから延長保育を
やっている施設も３施設ございまして、１カ所が22
時、そして１カ所が24時、あと１カ所も22時と、そ
れから認可外につきましてもそれぞれ時間帯が違うん
ですが、おおむね21時から24時まで、21時それから
22時、それから24時まで行っている施設が３施設、
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翌日の２時以降も保育を行っている施設が11施設と
いう状況でございます。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　この時間帯を聞いて、やっぱり私
なんかが話をすると夜のお勤めの方々が結構多くて、
この時間帯で例えば10時とか12時までとかというの
があるんですが、帰りはやっぱり２時とか３時とかの
お母さんもいるんですよ。そういう中で、これはもう
全く認可外に任せているという形になるものですか
ら、そういう意味では、やはり子育て支援をしっかり
するためにも県ももうちょっと時間の問題について考
えていく必要があるんじゃないかと思うんですが、い
かがですか部長。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　市町村においては、一応子ども・子育て支援事業計
画に基づいてニーズ調査をした上で、現在、多様な保
育サービスをやっております。御指摘のようにそれが
十分かどうかというのは、先ほどの時間帯も含めて認
可外で受け入れている現状を踏まえますと、今認可園
でさらにそういうところの拡充も必要かと思いますの
で、このあたりはまた市町村とよく意見交換しなが
ら、対応を検討してまいりたいというふうに考えてお
ります。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ところでその認可園で、子供を預
かる費用というんですか、保育料というのは、大体ど
のぐらいですか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　ちょっと休憩
お願いします。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午前10時37分休憩
　　　午前10時38分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　利用者負担につきましては、所得階層でいろいろと
違いがございますので、例示的に申し上げますと、生
活保護世帯でしたらゼロ、費用が要らないと。それか
ら市町村民税非課税世帯については月額6000円、そ
れから所得割課税額４万8600円未満が１万6500円、
それから所得割課税額が９万7000円未満が２万7000
円、所得割課税額16万9000円未満が４万1500円、

それから所得割課税30万1000円未満が５万8000
円、それから同様に39万7000円未満が７万7000
円、そして所得割課税額が39万7000円以上が10万
1000円、そういう階層になっております。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　夜間保育、認可保育園で一番たく
さん払っているクラスというんですか、9000円とか
6000円とかゼロとかありましたけれども、どのクラ
スが一番たくさんいるんでしょうか。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　休憩お願いし
ます。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午前10時40分休憩
　　　午前10時40分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　これはちょっと全て正確にはなかなか難しいとこ
ろがあるんですが、おおむね認可外の保育料は２万
5000円から３万円と言われております。
○狩俣　信子さん　認可外、認可園は。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　認可園は先ほ
ど申し上げました、あの所得階層の……。
○狩俣　信子さん　だから、どのラインが一番多いん
ですか、払っている親は。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　認可園、失礼
しました。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　本県で多いのは、先ほど８階層の御答弁申し上げま
したが、下のほうの４階層まで、２万7000円以下の
階層が多いということでございます。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ありがとうございました。
　夜間保育について、あと１点だけお聞かせ願いま
す。
　トータルで何名の子供たちを預かっていますか。認
可園で幾ら、認可外で幾ら、何名。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　認可の夜間保育所、３保育所で93名の児童を預
かっております。それから延長保育の分はちょっと、
個別で時間帯でちょっと集計しておりませんので、こ
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れは把握しておりませんが、認可外のほうは14施設
で夜間預かりしているのは、82名ですね。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ありがとうございました。
　やっぱりこれだけの数のお子さんたちを夜間で預け
るわけですから、それだけ例えばひとり親家庭とかそ
ういう厳しい状況というのが見えてくるわけですよ。
そういう意味では、やっぱりまだ認可園に預けたいと
思っている親もいるかもしれませんので、県として
せっかく子供の貧困について、今度翁長知事が力を入
れてやっていますので、そこらあたりは子供たちのた
めにしっかり頑張っていただきたいと思うんですね。
部長、これはよろしくお願いします。
　次、子ども食堂について行きますけれども、今さっ
きお伺いしましたら、７市町で17カ所というふうに
伺いました。それだけ皆さんたちが、本当に子供たち
のことを思い、胸を痛めて、せめて食事だけでもとい
う思いがあるかもしれません。
　実は私、沖縄市の子ども食堂、プロミスキーパーズ
とゆがふぅ教会がやっているところに行ってまいりま
した。そこで聞いたのは、１月４日から２月18日ま
での間に子供たちが来所して食事した数、465名、そ
して大人が68名というふうに聞きました。それだけ
地域の子供たちが毎晩来るそうです、食事に。だか
ら、やっぱり子供たちが食事もできない。ここに来た
ら食事ができるということで来る子供たちがいるとい
うことを私たちはしっかりと受けとめて、その支援も
やっていかなくちゃいけないと思うんですが、先ほど
支援については市町村の緊急対策があって、市町村が
支援できるというふうにおっしゃっていました。
　私は、ここで聞いてきたのは、実は、材料の食料は
あっちこっちから持ってくると、差し入れがあります
と。けれどもそれをつくる人がいないと言っているん
ですね。つくる人手が足りないということでこういう
支援もできますか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子供の貧困の
緊急対策事業の中で、この運営費という形で補助がで
きますので、その居場所の職員の人件費等も含めて支
援は可能だということになっております。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　わかりました。そこらあたりがな
かなか浸透していなくて、支援が受けられるのかどう
かすらわからない、子ども食堂の皆さんが。やっぱり
これは市町村のほうに言って、そういう子ども食堂を
やるときはこういう支援がありますよということはぜ

ひ広めていただきたいと思いますね。
　それから、次行きます。
　子供の居場所づくりについてなんですが、私は、こ
れ前にも取り上げたんですが、本当に沖縄の子供たち
は中学校を卒業した後行く場所がなくてぶらぶらし
て、そのうちに松山のキャッチのほうに行って仕事を
したりするという話も前にやったことがあるんです。
そこらあたりからすると、子ども食堂とか本当にそこ
で対応してくれる人がちゃんといたら、子供たちは落
ちついていくと思う。でもこれは長期的な取り組み
じゃないとできないんですよ。もう一長一短、その場
限りではだめで、やっぱり時間をかけて、年数をかけ
て、子供たちを受け入れていくという場所が必要なん
ですが、それについて県のお考えをちょっとお聞かせ
ください。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子供の貧困対
策というのは、やはり長期的に取り組むことでそうい
う取り組みが最終的にいろんな成果としてあらわれて
くるかと思っております。
　そういう意味で、今回、子供の居場所づくり、国の
ほうで子供の貧困対策緊急対策事業の中で、居場所づ
くりが実施できるようになっておりますので、それを
しっかりと活用しながら、中卒後の子供たちも含めて
居場所を提供して、しっかりした大人に成長できるよ
うな仕組みで頑張っていきたいというふうに考えてお
ります。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　そのためにも各市町村に児童館と
いうのがあって、そこに子供たちが来る場所をつくっ
ていく。それで、そこに来たら学習もできるし、夕食
もあるよという感じで、トータル的に長期的に取り組
んでいかないと大変厳しいと思うんですが、そこらあ
たりはいかがですか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　今回の居場所づくりにつきましては、食事の提供も
そうですが、学習支援もその場で、まずはそこのほう
に来てもらう、居場所に来てもらうというのがまず大
事だということでそこから始めて、次のステップとし
てはやはり学習支援等につなげて子供たちの育ちを
しっかりと支援していくというスキームになっており
ますので、そういう意味でステップアップしながらこ
の事業をやっていく必要があろうかと思っておりま
す。
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○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　これは確実に実行できるようにお
願いいたします。
　次、行きます。
　保育士のベースアップ事業についてなんですが、数
千円から１万ちょっとぐらいだとおっしゃっていまし
た。これは各保育所によって全部違ってくるんです
か。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　保育所の人件
費といいますか、給与については、各保育所でそれぞ
れ給与規定を定めておりまして、これはいろいろと差
がございます。ですから、ある意味既に高目に設定さ
れている保育所もあれば、まだ低いというところもご
ざいますので、その意味で先ほど申し上げました、月
額数千円から１万円というのは、そういう保育所の状
況を踏まえながらベースアップを図るということでご
ざいます。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ありがとうございます。
　次に、視覚障害者についての特別事業なんですけれ
ども、これは養護老人ホームに改修事業をやって、そ
こで受け入れるという話ですよね。
　実は、私の知り合いに全盲の方がいるんですよ。こ
の方は、妹さんが今までケアしていたのが、妹さんが
亡くなっちゃって、このお姉さんだけ残されたんです
ね。そうしたら、自分は施設があったら入りたいんだ
けどというお話などもあって、そこらあたりに入れる
条件というのがまたあるのかどうか。よろしくお願い
します。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　今回の改修で、視覚障害者専用の老人ホームの改修
というのは、養護老人ホームの改修で整備をしようと
いうことですが、養護老人ホームにつきましては、原
則65歳以上の方で環境上の理由、あるいは経済的理
由により居宅での生活が困難な者ということになって
おりますので、それに合致すれば入所できると。それ
と今回この視覚障害者専用の施設ということでござい
まして、視覚障害１級または２級、もしくはそれに準
ずるような状態にあるという者も含めて要件として考
えているところでございます。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　ありがとうございます。
　次に、待機児童についてなんですが、保育の質の向

上についてなんですけれども、食費についてです。認
可園は、１人幾らなんでしょうか、１日。それから、
認可外の子は幾らなんでしょうか。お願いします。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　保育士の給与でございますが、これは平成27年度
の厚生労働省の調査によりますと、県内の、これは認
可保育所の分でございますが、月額18万1700円……
○狩俣　信子さん　ごめん、私、給食費を聞いている
んですよ。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　給食費――失
礼いたしました。
○狩俣　信子さん　子供たちの食費です。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午前10時52分休憩
　　　午前10時53分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　給食費ですね。認可保育所の児童１人当たり、１日
当たりの単価が226円、認可外の給食費の単価でござ
いますが、これが216円ということでございます。こ
れは、両方とも保護者の負担分も含まれております。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　県が出しているものについて聞き
たいんですが、差がありますでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　認可園につい
ては、運営費の中で全部総額で支給されているので単
価という形ではなく――先ほどは単価を申し上げまし
たが、この中で公費という部分の割合まではちょっ
と、今、把握はしておりません。認可外については、
現在の公費で負担している部分が89円、これを平成
28年度は10円上乗せしまして99円へ拡充をするとい
うことでございます。
○副議長（翁長政俊君）　狩俣信子さん。
○狩俣　信子さん　そうですよね、認可と認可外は違
いがあるんですよ。認可外の子供たちは、本当に安い
給食費で賄われているというのがあるわけです。やっ
ぱりそこは、どの子もひとしくというんだったら、認
可外に対する手厚い、この給食費でも補助が必要だと
思うんですが、10円しか上げないというものですか
ら、これはもうちょっと頑張って、子供たちの食費で
すから、食料になるわけですから頑張っていただきた
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いと思います。これはもうそれだけ言っておきます。
　次ですね。妊娠した子供たちに対しては、把握して
いないとおっしゃいました。私、自分の体験からなん
ですけれども、私がある学校で体育の先生から、あな
たのクラスの子の何々ちゃん、ちょっとおめでたみた
いよ、妊娠してるよと。ええって私はびっくりして、
聞いたらもう妊娠７カ月なんですよね。それで親とも
話しに行って、どうするかというふうにやったら、こ
の子は自分はもう退学しますということで、学校を本
当は卒業したかったはずですけれども、３年で退学で
す、途中で。私、これがもうすごく悔やまれているん
ですね。もう１カ所に行ったとき、またこの妊娠の問
題が起こりました。この子も体育の先生が、何々さん
妊娠しているけれども、大分月日がたっているみたい
よと。スリムな子供たちなものですからなかなか私が
わからなくて、やっぱりそこは体育の先生だなと思っ
たんですが、この子はもう９カ月になっていて、卒業
間近でもうそのまま、親もそのままでという形で卒業
させたんですよ、この子は。だから、月数によって違
いがあったのかもしれないし、気がついてどうだった
のかというのもあるんです。そういう実態があるもん
ですから、それで子供たちの性教育とおっしゃってい
ましたので、そこらあたりはしっかり取り組んでいた
だきたいなというふうに思っております。
　それからあと１つ、珊瑚舎スコーレについて行きま
すけれども、実は私もずっと前にこの珊瑚舎スコーレ
の卒業認定をぜひやってほしいということで要請しま
して、これはうまくいったんです。その後補助につい
ては照屋寛徳議員を通して国の補助があるんじゃない
かということでやりましたら、対応もやっていただい
たみたいです。
　県は、今どのくらいの補助をやっているのか。それ
で私はとても胸に詰まったのは、最初会ったときに、
自分たちは戦争のごちゃごちゃで学校も行けなくて、
字も読めなくて、銀行に行っても役所に行っても字が
書けないから恥ずかしい、計算もできない。本当にこ
の悩みを聞いたとき、何としても珊瑚舎スコーレで頑
張るという皆さんを応援したいなと思ったわけです
ね。そういう意味で、今どのぐらいの補助があるかだ
けお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午前10時57分休憩
　　　午前10時58分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　現在、この委託業者への

補助につきましては、１業者につきまして750万円の
予算で対応しているところです。
○狩俣　信子さん　どうもありがとうございました。
○副議長（翁長政俊君）　髙嶺善伸君。
　　　〔髙嶺善伸君登壇〕
○髙嶺　善伸君　ケーラネーラ　ミシャーロールン
ネーラ。
　八重山選出の髙嶺善伸です。
　県議会議員任期最後の一般質問になりますので、
しっかり御答弁のほどよろしくお願いいたします。
　まず、新県立八重山病院建設工事起工式に関連して
でありますが、去る２月３日、翁長知事や伊江病院事
業局長初め多くの関係者が出席して起工式がとり行わ
れました。当初、入札不調で大変心配されておりまし
たが、契約、着工にこぎつけることができ、感謝申し
上げます。
　新県立八重山病院は、八重山離島圏域の中核病院と
しての機能や災害拠点病院としての役割、可能な限り
地域完結型の医療提供体制が確保されることが期待さ
れております。あわせて、医師や看護師等人材確保、
離島特有の予算確保の課題もありますので、しっかり
と取り組んでいただきたいと思います。また、翁長知
事は石垣市での起工式に出席し、その足で竹富町、西
表島等を視察されました。
　そこで、新県立八重山病院建設に当たり、知事の今
後の取り組みに対する決意と八重山圏域を視察された
感想をお伺いします。
　２、知事の政治姿勢について。
　(1)、全国育樹祭についてであります。
　平成５年に沖縄県糸満市で全国植樹祭が開催されて
から20年が経過いたしました。その際、植樹をされ
ました苗木が成長し、今、全国育樹祭誘致の声が聞か
れます。緑を大事にし森を育むことは沖縄戦で焦土と
化した沖縄の恒久平和を希求する象徴でもあります。
全国育樹祭開催に対する翁長知事のお考えをお伺いし
ます。
　(2)、平和の緩衝地帯としての沖縄の役割につい
て。
　さきの太平洋戦争の結果、二度と戦争を繰り返さな
い、二度と捨て石にならないというのが沖縄戦の教訓
であります。しかし、戦後70年たった今も米軍は沖
縄に駐留を続け、過重な米軍基地負担は政治的差別状
況にあります。また、周辺諸国を仮想敵国化して、新
たに南西諸島に自衛隊のミサイル基地建設を計画する
など、離島住民に対する新たな基地負担はいよいよ戦
争に再び巻き込まれるのではないかという不安をかき
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立てております。
　沖縄県議会は、私が議長在任中に特筆すべき２つの
歴史的な決議を行いました。
　１つ目は、沖縄県議会100年に関する決議で、
2009年６月16日の本会議で全会一致決議いたしまし
た。現在、議長応接室に立てられているびょうぶの決
議文の一部を紹介します。「本県は、太平洋戦争で激
しい地上戦の場となり、自然や貴重な文化遺産が破
壊されたばかりでなく、20万人余の尊い命が犠牲と
なった。終戦後も、27年の長きにわたり米軍の施政
権下に置かれ、今なお米軍基地に起因する様々な問題
が派生している。　本県議会は、議会100年を迎える
に当たり、再び戦争の惨禍が繰り返されることのない
よう恒久平和実現への念いを発信していくことをここ
に決意するとともに、先人の英知と努力で築いてきた
歴史を踏まえ、県民の負託にこたえるべく、なお一層
の献身を誓うものである。」と記されております。
　２つ目の決議は、世界一危険な飛行場である米軍普
天間飛行場の解決について、2010年２月24日の本会
議で全会一致で行いました。決議文は、「県民の生
命・財産・生活環境を守る立場から、日米両政府が普
天間飛行場を早期に閉鎖・返還するとともに、県内移
設を断念され、国外・県外に移設されるよう強く要請
する。」と締めくくられた、地方自治法第99条の意
見書でありました。我々は沖縄県議会における決議の
重みを尊重し、決議内容を名実ともに実践していく責
任があります。
　地方自治の二元代表制である県議会と車の両輪の関
係にある翁長知事は、今議会の所信表明で、「周辺諸
国との関係については、尖閣諸島問題など厳しい状況
もありますが、国において、関係改善に向けた取り組
みも模索されており、沖縄県としても、文化や経済な
ど多面的な分野の交流を通じ、諸国民との信頼の構築
を図り、地域の平和と発展に貢献してまいります。」
と述べておられ、沖縄が果たすべき役割が世界中から
期待されている中、オール沖縄のメッセージを発信し
たことは高く評価できるものであります。沖縄県民は
翁長知事を先頭にオール沖縄で世界の恒久平和を訴え
ており、喫緊の課題は米軍普天間飛行場の閉鎖・返還
であり、辺野古新基地建設は反対であります。
　そこでお聞きします。
　ア、沖縄のソフトパワー発揮等による平和の緩衝地
帯としての沖縄の役割について、翁長知事の認識をお
伺いします。
　３、自衛隊石垣島ミサイル配備計画について。
　(1)、八重山戦争マラリア犠牲者事件の教訓につい

てお伺いします。
　さきの太平洋戦争で、八重山では日本軍が駐屯し地
元住民にマラリア有病地帯の山間部への疎開を命令
し、住民約3600名余の犠牲者を出すという悲惨な事
件がありました。八重山戦争マラリア遺族会を中心と
する粘り強い要請で、国は八重山戦争マラリア犠牲者
慰藉事業を実施し、石垣市に建設された八重山平和祈
念館には、戦争マラリアの恐ろしさや遺族会活動の資
料が展示されており、ぜひ多くの方々に足を運んでい
ただきたいと思っております。
　ア、八重山戦争マラリア犠牲者事件は、日本軍の命
令によって住民が強制疎開をさせられたことが原因で
あったと言われております。翁長知事の認識について
お伺いします。
　イ、強制避難命令など軍事作戦優先の戦時下では軍
隊は住民を守らないという事実がありました。知事の
認識についてお伺いします。
　(2)、南西諸島の空白地帯への自衛隊ミサイル配備
について。
　安倍内閣は周辺国を仮想敵国として、自衛隊ミサイ
ル基地建設計画を進めております。平和で自立を目指
す離島振興に新たな自衛隊ミサイル基地建設は、平和
産業に逆行する国家戦略であり、二度と戦争の犠牲に
なってはならないという住民の立場からお聞きしま
す。
　ア、地対空ミサイル・地対艦ミサイル配備は、平和
産業と称される観光・リゾート産業による離島振興と
相反すると思いますが、認識と今後の対応についてお
伺いします。
　イ、自衛隊基地建設予定地周辺には於茂登、開南、
嵩田の３公民館があり、地元住民は公民館組織として
反対決議をして防衛省に抗議文を提出したようです
が、現状と県の対応をお伺いします。
　ウ、防衛省・沖縄防衛局は、沖縄県の照会に対し島
嶼配備の内容についてどのような説明をしているかお
伺いいたします。
　(3)、離島奪還作戦について。
　自衛隊と米軍は離島奪還合同訓練をしております。
仮想敵国のどのような武力攻撃事態を想定して訓練し
ているのか、抑止力のミサイル基地の装備はどれくら
い必要なのか定かではありません。しかし、一旦配備
されると、防衛省の計画で島全体が軍事要塞化のおそ
れさえあり、石垣島への新たな自衛隊ミサイル基地建
設は反対であります。安全保障は国の専権事項という
ことで、離島住民や県民の安全・安心をないがしろに
し、再び戦争に巻き込まれることの不安を抱かされる
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ことは許されるものではありません。
　ア、想定される武力攻撃事態とそれに対応すること
について、どのような計画がなされているかお伺いし
ます。
　イ、離島住民の保護等安全確保と避難について、ど
のような対応が考えられるかお伺いします。
　４、子供の貧困問題について。
　翁長県政は新年度に向けてアジア経済戦略構想への
取り組みに本格的に踏み出すとともに、全国で初めて
沖縄子供貧困調査を行い、子供の貧困対策を推進する
ことに着手したことを高く評価いたします。子供の発
達段階に応じた切れ目のない貧困対策と並行して、沖
縄固有の課題としての非正規雇用が突出して多いこ
と、賃金水準が全国最下位という雇用環境は、子供
の貧困問題の構造的な要因の一つであり、経済界と
連携した雇用環境の改善に取り組むことが必要であ
ります。沖縄21世紀ビジョン基本計画の目標年次の
平成33年の目標値は、県内総生産で３兆7000億円か
ら５兆1000億円に成長し、県民所得は207万円から
271万円に増加するとされており、子供の貧困解消の
指標として連動させるべきであります。
　そこで、次の点についてお伺いします。
　(1)、若者、特に子供の貧困世帯の正規雇用化や安
い賃金等雇用の改善にどのように取り組むかお伺いし
ます。
　(2)、沖縄21世紀ビジョン基本計画の平成33年度に
おける県内総生産達成と県民所得の見込みは、子供の
貧困の解消状態についてどのように想定しているかお
伺いいたします。
　５、離島振興について。
　(1)、離島振興予算確保について。
　翁長県政が誕生し予算規模は過去最大になり、特に
離島振興予算は離島力発揮のための政策や予算が拡充
されており、高く評価をしております。
　そこで、離島振興予算確保についてお伺いします。
　ア、沖縄振興一括交付金活用による離島振興予算の
これまでの推移と新年度の予算についてお伺いしま
す。
　(2)、沖縄21世紀ビジョン基本計画や離島振興計画
における離島力発揮のための離島振興策についてであ
ります。
　ア、交通・輸送コスト軽減策として実施している沖
縄離島住民等交通コスト負担軽減事業と農林水産物流
通条件不利性解消事業の成果と今後の対応についてお
伺いします。
　イ、離島航路運航安定化支援事業の成果と今後の対

応についてお伺いします。
　ウ、離島地区情報通信基盤整備推進事業と超高速ブ
ロードバンド環境整備促進事業の概要及び進捗状況と
離島振興に果たす効果をどのように計画しているかお
伺いします。
　エ、沖縄離島体験交流促進事業と新規事業の離島観
光・交流促進事業の取り組みについてお伺いします。
　オ、離島食品・日用品輸送費等補助事業の取り組み
と価格差解消効果の見通しについてお伺いします。
　(3)、石垣市新庁舎建設について。
　住民投票の結果、防災の経験から高台を望む声と、
国の財政支援制度を活用したほうがよいという意見が
多く、旧空港跡地での建設が決まりました。ところ
が、国の緊急防災・減災事業債は、平成28年度まで
の緊急事業となっていることから、事業の適用の可否
や予算の確保で沖縄県の協力が必要であります。
　以下、質問します。
　ア、国の緊急防災・減災事業債の適用についての課
題と対応についてお伺いします。
　イ、旧石垣空港跡地の国有地の取得が必要となりま
すが、特例的な対応ができないかお伺いします。
　(4)、離島交通政策について。
　沖縄観光は外国人観光客の増加などが好調で那覇空
港や那覇港が過密化しているため、離島の空港・港湾
の活用が不可欠となっており整備が急務であります。
　ア、新石垣空港のエプロン拡張と国際線旅客ターミ
ナル改築についての取り組みをお伺いします。
　イ、国際クルージング船の寄港地としての重要港
湾、石垣港の整備について、安倍総理は所信表明演説
で、２年後の供用開始に向け予算を確保すると言及し
ているようでありますが、新マイナス９メートル岸壁
の整備と新国際旅客ターミナル建設など、今後の供用
開始の見通しをお伺いします。
　我が会派の代表質問との関連は割愛させていただき
ます。
　よろしくお願いします。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　髙嶺善伸議員の御質問にお答
えをいたします。
　新県立八重山病院建設の今後の取り組みと八重山圏
域の視察についてお答えをいたします。
　八重山の皆様が長年待ち望んでおられました新県立
八重山病院の起工式が２月３日に挙行されました。今
後は、平成29年度の開院に向けて工事の着実な実施
に努めるとともに、人材確保等の課題に取り組み、地
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域医療の拠点として必要とされる病院機能の整備を進
めてまいります。また、起工式に合わせて西表島を視
察し、交通、産業、教育、医療など町の抱えるさまざ
まな課題について、竹富町長から直接話を聞くことが
できましたことは大変有意義でありました。
　私は、沖縄の今後の発展に当たっては、ダイヤモン
ドのように輝く離島の力が重要であり、離島・過疎地
域が漏れることなく恩恵を受ける定住条件の整備が不
可欠と考えております。
　沖縄県としましては、引き続き離島の課題克服に取
り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○副議長（翁長政俊君）　環境部長。
　　　〔環境部長　當間秀史君登壇〕
○環境部長（當間秀史君）　知事の政治姿勢について
の中の、全国育樹祭開催についての御質問にお答えし
ます。
　本県では、緑化推進運動の機運を醸成するため沖縄
県植樹祭を昭和26年から、そして育樹祭を昭和52年
から継続して開催し、森林・緑の造成並びに全島緑化
を推進してまいりました。また、平成５年４月に糸満
市山城地区において全国植樹祭が開催されて、緑化意
識を県民全体で共有することができました。全国育樹
祭の本県開催については、沖縄21世紀ビジョンで示
した緑の美ら島の創生に向け、全島緑化県民運動を積
極的に展開していることや全国育樹祭開催が全島緑化
の推進にさらなる機運の醸成を図る上でも大変意義深
いものと考えております。
　沖縄県としましては、平成31年の沖縄県開催に向
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。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　知事の政治姿勢につい
ての御質問の中で、平和の緩衝地帯としての沖縄の役
割についてお答えします。
　沖縄21世紀ビジョンにおいては、21世紀に求めら
れる人権尊重と共生の精神をもとに、時代を切り開き
世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな美ら島お
きなわを創造することを基本理念としております。そ
の理念のもと、歴史を踏まえ平和を発信し、我が国の
平和の創造に貢献するため、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、環境対策など多
様な安全保障を創造していく場として、地域特性及び
沖縄のソフトパワーを発揮した国際交流や国際貢献を

目指すこととしております。
　次に、自衛隊石垣島ミサイル配備についての御質問
の中で、南西諸島への自衛隊ミサイルの配備について
お答えします。
　自衛隊の南西地域の態勢については、防衛白書にお
いて災害対応を含む各種事態発生時の迅速な対応を可
能とするため、自衛隊配備の空白地域となっている島
嶼部に警備部隊などを新編することにより、南西地域
の島嶼部の態勢を強化することとしております。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。いずれにしましても、
文化・経済など多面的な交流・協力関係を築き強化し
ていくことがこの地域の平和と繁栄に寄与するものと
考えております。
　次に、自衛隊配備候補地の現状と対応についてお答
えします。
　石垣市開南、嵩田、於茂登の住民が平得大俣地区へ
の自衛隊配備計画について、防衛大臣宛て反対の意思
を表明したことは承知しております。
　県としては、自衛隊の配備については、地元の理解
と協力が得られるよう政府は丁寧に説明を行うととも
に、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると
考えております。
　次に、自衛隊の島嶼配備計画に関する国の説明につ
いてお答えします。
　県は、昨年９月に宮古島、石垣島への陸上自衛隊配
備計画等に関し、16項目の質問を沖縄防衛局へ照会
したところです。
　主な質問及び回答としましては、石垣島を調査対象
地として選定した理由については、各種事態において
自衛隊として適切に対応できる体制が十分には整備さ
れていないこと、また、各種事態において迅速な初動
対応が可能な地理的優位性があるとのことでありま
す。次に、今年度の調査内容、調査結果の地元自治体
や住民等に対する説明時期、説明方法については、地
元の方々に無用な混乱や憶測を招くおそれがあること
から、その詳細について公表を行う予定はないとのこ
とであります。このほか、配置予定も含めた次年度以
降の見通しについては、現時点において、具体的なス
ケジュールについての回答は差し控えるとのことであ
ります。
　県としては、引き続き情報収集に努めてまいりたい
と考えております。
　続きまして、想定されている武力攻撃事態とそれに
対応する計画についてお答えします。
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　県においては、武力攻撃を受けた場合の国民の避
難、救援、必要な物資の備蓄などについて、国民保護
法第34条に基づき沖縄県国民保護計画を作成してお
ります。同計画の内容としては、武力攻撃事態とし
て、着上陸侵攻、ゲリラや特殊部隊による攻撃、弾道
ミサイル攻撃、航空攻撃の４類型を示しています。ま
た、平素からの備えとして、関係機関との連携体制整
備のほか、武力攻撃事態等への対処として、初動連絡
体制、県対策本部の設置、警報及び避難の指示、救
援、応急措置、復旧や大規模集客施設へのテロ等の緊
急対処事態への対処などについても記載しておりま
す。
　そのほか、離島については独立した章立てとし、避
難や救援に関する必要な措置について記載しておりま
す。
　次に、武力攻撃事態が発生した場合の離島住民への
対応についての御質問にお答えします。
　県としましては、武力攻撃事態のような事案が発生
しないよう、政府において不断の外交努力を行ってい
ただくとともに、各国と連携して、事前の情報収集や
分析に当たることが何よりも重要であると考えており
ます。
　沖縄県国民保護計画では、事前に弾道ミサイル攻撃
等の武力攻撃の兆候に関する情報を入手した場合に
は、円滑な避難を実施するため、沖縄本島周辺離島及
び南北大東島については沖縄本島へ、宮古地域の離島
については宮古島へ、八重山地域の離島については石
垣島への避難を原則としています。なお、事態の推移
によっては、宮古及び八重山地域であっても直接沖縄
本島への避難を行うなど、島の人口や空港等の状況に
応じ関係機関と調整の上、必要な措置を講ずることと
しております。
　以上でございます。（発言する者あり）
○副議長（翁長政俊君）　静粛に。
　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　自衛隊石垣島
ミサイル配備計画についての御質問の中で、八重山戦
争マラリア犠牲者事件の教訓についてお答えをいたし
ます。３(1)ア及び３(1)イは関連しますので、恐縮で
すが一括してお答えをいたします。
　太平洋戦争末期の八重山地域において、マラリア有
病地帯へ住民が強制的に避難、退去させられ、多くの
住民がマラリアへ罹患し、命を落とした八重山戦争マ
ラリアの犠牲者につきましては、軍命による痛ましい
出来事であったと認識しております。戦争が、人間の

とうとい生命を奪うということにおいて、人間性に反
する行為であり許されるものではありません。
　沖縄戦の実相については、さまざまな形で指摘され
ており、それぞれの解釈、見方があると思いますが、
戦後70年が経過し、一人一人がこの戦争の悲惨さを
教訓にして、平和を希求していくことが最も大切なこ
とであると考えております。
　次に、子供の貧困問題についての御質問の中で、県
民所得等の見込みと子供の貧困の解消状態についてお
答えをいたします。
　国民生活基礎調査において、子供の貧困率は、17
歳以下の子供全体に占める世帯の等価可処分所得、い
わゆる手取り収入が貧困線を下回る子供の割合により
算出しております。この場合の貧困線は、可処分所得
を低い順から並べた場合の中央値のさらに半分の額と
され、直近の調査における貧困線は122万円となって
おります。
　一方、１人当たり県民所得は、県民雇用者報酬、財
産所得及び企業所得を基礎として算出されており、法
人所得等が含まれ、対象が子供のいる世帯に限定され
ないこと等から、県民所得の展望値により子供の貧困
率の低下を想定することは難しいと考えております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　子供の貧困問題につ
いての御質問の中の、若者や子供の貧困世帯の正規化
等の取り組みについてお答えいたします。
　沖縄県では、安心して働くことのできる雇用環境の
実現を図るため、労働局と連携して経済団体へ正規雇
用化促進の要請を行うとともに、正規化や雇用環境の
改善を支援する事業等を実施しております。次年度
は、新たに正規雇用化サポート事業等を実施し、企業
への支援を強化します。一方、労働者のスキルアップ
が重要であることから、若者やひとり親世帯を対象と
した職業訓練等を実施しているところです。また、処
遇改善や正規化の課題に関しては、経済団体、労働団
体と連携して取り組むことが重要であることから、政
労使で構成する沖縄県働き方改革等検討会議におい
て、労働生産性向上による処遇の改善、県民所得の向
上等について議論しております。
　今後は、同会議において若者や子供の貧困問題に留
意し、議論を行ってまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
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○企画部長（謝花喜一郎君）　離島振興についての御
質問の中の、沖縄振興特別推進交付金を活用した離島
振興予算についてお答えいたします。
　離島振興のための沖縄振興特別推進交付金としま
しては、平成24年度が約168億円、平成25年度が約
182億円、平成26年度が約203億円、平成27年度が
約211億円となっております。また、平成28年度の
当初予算案においては、約215億円を計上したところ
であります。
　次に、沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業の成
果と今後の対応についてお答えいたします。
　本事業では、離島住民の割高な船賃及び航空運賃を
低減しており、船賃についてはＪＲ在来線並み、航空
運賃については新幹線並みの運賃を目指し、船賃では
約３割から最大約７割、航空運賃では約４割の運賃低
減が実現しております。
　県としましては、離島住民等の交通コストの負担軽
減のため、今後も安定的かつ継続的な事業実施に取り
組んでいきたいと考えております。
　次に、離島航路運航安定化支援事業の成果と今後の
対応についてお答えいたします。
　本事業では、離島航路船舶更新支援計画に基づき、
平成24年度から平成33年度までに16航路の船舶更新
を行うこととしており、平成27年度までに６航路の
船舶更新が完了しております。今後の対応につきまし
ては、当該計画に基づき、残りの10航路につきまし
ても着実に船舶更新を行ってまいります。
　次に、離島地区情報通信基盤整備推進事業の概要等
についてお答えいたします。
　県においては、平成26年度から先島や南部周辺離
島に総延長915キロメートルの海底光ケーブルを敷設
する離島地区情報通信基盤整備推進事業を実施してお
り、ことし10月にはループ化された安定的な情報通
信基盤が構築されることになります。また、平成28
年度からは、陸上部における光ケーブルを敷設する超
高速ブロードバンド環境整備促進事業を実施すること
としております。これらの事業により都市部との情報
格差が解消され、観光や教育、医療、福祉、防災等、
さまざまな分野で情報通信技術の利活用が促進され、
離島における産業振興や定住条件の整備等に大きく寄
与するものと考えております。
　次に、沖縄離島体験交流促進事業と離島観光・交流
促進事業の取り組みについてお答えいたします。
　沖縄離島体験交流促進事業では、本島の児童を対象
に体験学習や民泊等を実施し、離島住民との交流を
行っております。離島観光・交流促進事業では、本島

住民を対象に離島の歴史や文化、自然などに触れるツ
アーを実施することとしております。
　県としましては、両事業を通して離島に対する認識
を深めるとともに、交流促進による離島地域のさらな
る活性化につながるものと考えております。
　次に、離島食品・日用品輸送費等補助事業の取り組
みと効果についてお答えいたします。
　本事業は、これまで５離島で実施していた離島生活
コスト低減事業を19離島に拡大するもので、対象離
島市町村と協調して小売店に輸送される食品などの輸
送経費等を補助することとしております。
　県としましては、本事業を通して沖縄本島に比べて
離島平均で30％程度高い価格差の縮小に努めてまい
ります。
　次に、石垣市新庁舎建設に係る緊急防災・減災事業
債適用の課題等についてお答えいたします。５の(3)
アと５の(3)イは関連いたしますので、恐縮ですが一
括して答弁させていただきます。
　石垣市新庁舎建設の今後のスケジュールにつきまし
ては、石垣市に確認したところ、平成28年度に設計
を行い、平成29年度から建築工事に着手すると聞い
ております。緊急防災・減災事業債の対象としまして
は、国有地の取得についても含まれ、事業年度につい
ては、総務省によると、平成28年度までの措置であ
り、平成29年度以降の取り扱いについては、全国に
おける実施状況等を踏まえて検討するとしておりま
す。
　全国知事会においては、国に対して緊急防災・減災
事業債の恒久化を要請しており、県としましても、全
国知事会と連携し、同事業債の平成29年度以降の存
続を国に求めていきたいと考えております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　離島振興についての
御質問の中で、農林水産物流通条件不利性解消事業の
成果と今後の対応についてお答えいたします。
　県におきましては、県産農林水産物の県外出荷に際
して、輸送コストの一部を助成する農林水産物流通条
件不利性解消事業をソフト交付金を活用して実施して
おります。平成27年度の事業の実施状況は、交付決
定団体数129団体、交付決定額約28億円、県外出荷
見込み重量約６万2000トンとなっております。本事
業の実施により、１、本土市場での価格競争力の向
上、２、県外出荷時期及び出荷量の拡大などが図られ
るものと考えており、引き続き流通条件の不利性の負
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担軽減に向けて取り組んでまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　離島振興についての
御質問の中で、新石垣空港国際線旅客ターミナル増改
築等についてお答えします。
　新石垣空港国際線旅客施設増改築については、石垣
空港ターミナル株式会社において年度内に実施設計に
着手し、平成28年度には建設工事に着工し、平成30
年度末に完成供用する予定となっております。施設の
拡張に当たっては、現在の100人程度の小型機対応か
ら、270人の中型機の受け入れに対応した施設として
整備することとしております。また、国際線旅客施設
の増改築に合わせ、前面のエプロンについては同じく
小型機対応から中型機対応とするため、平成28年度
に実施設計を行い、平成29年度から拡張工事に着手
し、平成30年度末の完成供用を目指し鋭意取り組ん
でいくことにしております。
　次に、石垣港マイナス９メートル岸壁と国際旅客
ターミナルの建設等についてお答えします。
　国においては、現在、石垣港新港地区にマイナス９
メートルのクルーズ船の岸壁を整備中であり、２年後
に現在就航している定期のクルーズ船が接岸可能とな
るよう整備し、暫定供用を行う計画であると聞いてお
ります。また、クルーズ船バースの整備に合わせて、
石垣市は旅客ターミナルの建設を行う計画となってお
ります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　髙嶺善伸君。
○髙嶺　善伸君　ありがとうございました。
　石垣島ミサイル基地建設問題について再質問させて
いただきます。
　八重山戦争マラリア犠牲者事件は、最後まで国は軍
命があったということを認めない。しかし、慰藉事業
はやりました。そういうことで、歴史認識は大事じゃ
ないかということから、私はこの日本軍の命令によっ
て引き起こされた事件というのを後世に正しく継承す
べき必要があると。県政の課題でもあるということか
ら、歴代の知事に直接お伺いしてきました。私も最後
の議会です。
　翁長知事、この八重山の戦争マラリア犠牲者事件に
かかわる軍命とのかかわりについて、知事の歴史的な
認識を改めてお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　髙嶺善伸議員の御質問にお答

えをいたします。
　私も昨年八重山のほうに行ったときに、マラリアの
資料館といいますか、拝見をさせていただきまして、
つぶさにその事実関係をそこで学ばせていただいてお
ります。軍命があった、なかったということに私のほ
うで言及することはできませんけれども、それでもそ
の当時の方々のいろんな伝えてこられた言葉からいた
しますと、少なくともみずからの意思でそういうこと
をしたわけではないというようなことを向こうでも感
じましたし、それからいろいろそういったマラリアを
治癒する薬の変遷等々も含めて、大変地域の方々の御
苦労というものも感じたわけであります。ですから、
この軍命というようなものは、沖縄本島でもそうです
けれども、やっぱり私はオジー、オバーが話をされて
きたようなものが、沖縄のいわゆるそういった戦後の
歴史あるいは戦中の歴史等々、大変重要な意味合いを
持っていると思いますので、こういった戦争の中で起
きたことを私たちはしっかりと記憶しながら、二度と
そういうことがあっちゃいかぬというような政策を、
私どもはやっていく必要があるのではないかとこのよ
うに感じております。
○副議長（翁長政俊君）　髙嶺善伸君。
○髙嶺　善伸君　先ほど担当部長から武力攻撃事態の
場合の沖縄本島や本土への避難計画について説明があ
りましたが、避難困難地域なんですよ。かつてのよう
に、また犠牲にしていくということを考えたら、当時
の戦争体験から今回の自衛隊のミサイル基地配備につ
いても、同様な経験から大変な恐怖、不安を抱いてい
ることは知事も十分御理解いただいていると思ってお
ります。
　それで、先ほどもありましたように、自衛隊配備、
ミサイル基地について、必ずしも住民に情報が提供さ
れていない。ましてや、なぜそこに候補地が選定され
たかということについては、無用な混乱を招くおそれ
があるから詳細については言及することは差し控えた
いと。こういう形で予算がつけられて、いざ用地取得
という積み上げのそういう国のあり方は、知事が最初
からおっしゃっているように、やっぱり住民の安全・
安心に配慮しなきゃならないということと、逆行もし
ているんですよ。そこで、ニューヨーク同時多発テロ
が起きたときに風評被害で沖縄は大変な打撃を受けた
んですね、観光産業。離島も今空港ができて、これか
らどのように活性化するかという文字どおりダイヤモ
ンドとして輝く離島にするためには、不安は一掃しな
いといかぬ。そういう県民の安全・安心を守る立場で
知事には離島振興をしてもらいたいんですよ。
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　そこで、知事にもう一度お聞きいたします。
　実は、去年の９月24日に防衛局に出した質問状に
対して、こういう回答がありました。部隊配置に当
たっては、市長初め地元住民や地権者の方々からの御
理解、御協力をいただくことが不可欠である。そうい
うことでありますので、知事、まだまだ地元、特に隣
接する公民館長は、公民館の決議を経て反対だという
ことをはっきり抗議文を出しているんですよ。そうい
う意味では、不安を解消するために説明はまだ不十分
で情報も公開されていないですね。そういう意味で
は、知事、こちらはまた同じように再質問状を出して
いただいて、本当にこれが目指すべき離島振興計画と
相反しないのか、その不安を助長しないのか、こうい
う交流の沖縄が目指すべき離島振興と相入れない部分
があるとすれば、しっかりと計画の内容をただしてい
く必要があるんじゃないかと思っていますよ。１度質
問状を出していますので、もう一度知事が国に対して
配備に関する詳細について情報提供を求めていくと。
反対を押し切ってまで配備をしてはならないというこ
とをちゃんと申し伝えるべきではないかと思います
が、知事の決意をお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○髙嶺　善伸君　知事だよ、何で知事に聞いているん
だのに……。
○知事公室長（町田　優君）　まずは答弁させていた
だきます。
　先ほども答弁しましたが、沖縄防衛局あるいは自衛
隊からのこの回答については、私どもも決して満足は
しておりません。地元の方々がさまざまな不安を感
じ、情報についてもさらに提供してほしいと感じるこ
とは全く当然のことだと思っておりますので、私ども
も再度防衛局あるいは自衛隊に対して、どういう計画
内容なのか詳細に情報提供をしてほしいということを
申し入れたいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　髙嶺善伸君。
○髙嶺　善伸君　いやいや、知事の決意を最後にお聞
かせください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　私もこの県議会の定例会等々で尖閣を含むいろんな
ことについて私なりの感想といいますか、意見を申し
上げてまいりました。ことしに入りまして、北朝鮮の
弾道ミサイルとも言いますし、人工衛星という話もあ
りますけれども、こういったようなこともある中で、
今自衛隊の配備について、いろいろこの一、二年、特
に顕著になってきております。それについて私どもか

らすると、やはり地元の理解を得るということ、これ
は一番大切なことですよということで話をさせても
らっております。なおかつ、離島が多いところであり
ますので、その意味での自衛隊の防災とか、緊急搬送
というような力も大変離島の中で根づいている部分が
ございますし、このあたりも配慮をしなければいけな
いのかなとは思っております。ただ、戦争とかあるい
は私ども過去の歴史のそういったものの反省というこ
とからしますと、議員も話がありましたニューヨーク
のテロの中で観光客ががくっと落ち込んだというよ
うなこと、それがそういった離島周辺で何かにつけ
ちょっとしたいざこざであれ、それよりまた大きなも
のが起きたりしますと、これはもう観光という意味で
は大変壊滅的になっていきますので、その意味からい
うと平和外交といいますか、そういったことが起こら
ないような努力というようなものは、もう本当に全力
を挙げてそこに傾注するということが私は離島という
ものを考える中で大変重要なことではないかなと。あ
るいはまた沖縄県全体を考えるという意味でも大変重
要なことではないかなというふうに思っております。
そういうふうに平和的な外交というような話をする
と、何かあっちのほうに負けたというような感じを抱
く人もいるようであります。しかし、勝った負けたと
いうようなものは、今は戦争で決着をつけるような時
代じゃありませんので、そういったようなもの等をな
らない努力というものをどれだけやるかという、これ
が大切ですので、その意味では、配備につきましても
地元住民の十二分なる理解を得なければこれはなかな
か難しいことだろうというふうにも思っております。
○副議長（翁長政俊君）　髙嶺善伸君。
○髙嶺　善伸君　私ももう県議４期、16年になりま
した。
　私は離島振興が大事だということで訴えて、特に新
空港問題、私が県議で出てきたときは与野党対立して
おりましたが、皆さんの御協力のおかげで全会一致で
決議し、初めて３回も国に要請して新空港が実現した
という大変貴重な経験だったなと。議会というのは、
議論をすればやっぱり最後は一つになるんだなという
ことを体験しました。特に３期目は、４年間議長の要
職を務めさせていただきましたが、空転からいろいろ
ありまして、場合によっては可否同数で議長裁決とい
うのもあったり、議会が予算を承認しなかったために
再議もありました。いろんな意味で、しかし、議会は
議論の場であり、言論の府であります。
　私は一番思うのは、意見とか批判というのは根本的
であると同時に、建設的、創造的でなければならない
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ということを私は言論の理念にしていますけれども、
まさしく沖縄県議会はそのものだなと思いました。
47都道府県の議会の中で一番地方自治を問い、県民
のために闘っている情熱的な議会は沖縄県議会だと、
こう思っております。
　今後とも、やっぱりイデオロギーよりアイデンティ
ティーという意味で、目指すべき沖縄の方向というの
は、翁長知事誕生によって民意が示されたんじゃない
かと思っております。県議会もそういう観点から、ぜ
ひ将来果たすべき沖縄の役割について、歴史的な検証
に耐えられ、そして評価できるような立派な議会運営
をしていただくように、執行部とやっぱり議会は車の
両輪のようにお互いに県勢発展のために相協力するこ
とが必要だと思っております。
　私は勇退しますが、こちらには再選を目指して頑張
る議員の皆さんも大勢おられますので、その再選を目
指す皆さんは全員当選して、また引き続き県勢発展の
ために頑張っていただくことを心から期待を申し上げ
て、私の最後の質問にしたいと思います。
　どうもありがとうございました。議員の皆さんもど
うもありがとうございました。（拍手）
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
　　　〔玉城ノブ子さん登壇〕
○玉城　ノブ子さん　ハイタイ　グスーヨー　チュー
ウガナビラ。
　日本共産党の玉城ノブ子です。
　一般質問を行います。
　辺野古新基地建設の承認取り消し代執行訴訟の４回
目、口頭弁論の本人尋問で翁長知事は、県民は沖縄戦
で甚大な犠牲を払わされ、収容所へ入れられている間
に、米軍は土地を強制的に接収し、基地がつくられて
いった。現在でも過重な基地負担が強いられているこ
とを訴え、圧倒的多数の県民の声に反して強行され
る、辺野古新基地建設は絶対に容認できない。辺野古
に新基地はつくらせないとの公約実現に向けて、不退
転の決意で取り組んでいくと訴えました。知事の不退
転のこの決意を支える世論と運動をさらに一層広げて
いくことを表明し、質問をいたします。
　辺野古新基地建設問題について。
　沖縄県が国と争う代執行裁判について福岡高裁那覇
支部から出されている和解案について知事の見解を伺
います。
　防衛局は辺野古新基地建設で水質汚濁防止膜設置の
ためのコンクリートブロックの投下は、当初の設置計
画と異なっており、沖縄県が再三にわたり詳細な報告
を求めています。このまま投下をすれば、沖縄県漁業

調整規則にも違反しているのではないか、環境を破壊
するコンクリートブロックの投下は許されない、コン
クリートブロックの投下を中止し工事を断念するよう
求めるべきであります。
　民間港である伊江港に１月26日、27日、米陸軍所
属の揚陸艇が入港し、物資の搬入を行っている。民間
港に危険物資を含む訓練用物資が陸揚げされるのは大
変危険であります。民間港への米艦船が入港する際に
は武器・弾薬を積んでいないことを証明させる必要が
あるのではありませんか。
　沖縄漁業の阻害要因となっている米軍の訓練水域の
撤廃、鳥島射爆撃場の返還を国に求めることについて
伺います。
　子供の貧困対策について。
　「子どもの貧困白書」には、子供の貧困とは、子供
が経済的困窮と社会生活に必要なものの欠如状態に置
かれ、人生全体に影響を与えるほどの多くの不利益を
負ってしまうことであり、人間形成の重要な時期であ
る子供時代を貧困のうちに過ごすことは、成長・発展
に大きな影響を及ぼし、子供の将来をも脅かすもの、
それが子供の貧困ですと規定しています。
　沖縄県の子どもの貧困実態調査で、県内の子供の貧
困率は29.9％で県内の子供の約３人に１人が貧困状
態に置かれていることが明らかになっています。ひと
り親世帯の貧困は、一層深刻であります。満足に食事
もできない、安心して住む場所がない、体調が悪くて
も病院へ行くお金がない、制服が準備できない、勉強
についていけないなど、さまざまな問題が明らかに
なっています。
　児童福祉法は「すべて児童は、ひとしくその生活を
保障され、愛護されなければならない。」、「国及び
地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身
ともに健やかに育成する責任を負う。」と規定してい
ます。
　全ての子供たちが健やかに育つ社会の実現が求めら
れております。県が取り組むべき課題は多岐にわたっ
ています。子供の貧困対策等の継続的な取り組み、雇
用、賃金、教育、福祉等の横断的な対策、市町村との
連携など緊急対策と同時に抜本的な対策が求められて
いることを申し上げ、質問をいたします。
　子供の貧困対策について実態調査を行った結果と今
後の取り組みについて伺います。
　子どもの貧困対策計画について伺います。
　要保護世帯への学習支援を促進すること、実施状況
はどうなっておりますか。
　準要保護世帯の子育て総合支援モデル事業実施状況
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はどうなっておりますか。促進することについて伺い
ます。
　ひとり親世帯への支援について。
　母子・父子世帯などひとり親世帯の実態と支援を実
施することについて伺います。
　母子家庭支援モデル事業を促進し母子支援施設を増
設することについて伺います。実施状況はどうなって
おりますか。
　ひとり親世帯の公営住宅への優先入居を実施するこ
と。
　ひとり親世帯、低所得者へのアパート入居時と家賃
の助成を実施することについて伺います。
　ひとり親世帯の就労支援について伺います。
　ひとり親世帯の医療費無料化助成について伺いま
す。
　６、待機児童解消について。
　ことしも認可保育園へ入れない子供たちがあふれて
います。見つけた仕事を諦めざるを得ない、安心して
子育てできない、不安の声が上がっています。特に沖
縄県は、長い間の米軍占領下のもとで保育所や児童館
の建設など、子供の教育環境が大きく立ちおくれ、全
国と比較しても待機児童の実態は深刻であります。待
機児童解消は、県の最重要課題であります。
　待機児童解消のために認可保育園の新・増設を抜本
的に進めることについて伺います。待機児童の現状は
どうなっていますか。
　保育士不足を解消するために、待遇改善のための財
政支援を行うこと。
　保育料の軽減のための支援について伺います。
　７、後期高齢者医療制度について。
　高齢者を年齢で差別し、負担増等の痛みを強いる後
期高齢者医療制度は廃止すべきであります。沖縄県１
人当たりの平均保険額について伺います。
　短期保険証の発行件数、保険証の未交付件数、短期
保険証の発行を中止し、高齢者に無条件で４年間有効
の保険証を発行すること、滞納のために資産を差し押
さえた件数、県内独自の保険料の減額、免除制度の実
施について伺います。
　８、雇用対策について。
　沖縄の非正規雇用の実態と若年者、女性の比率、正
規雇用を広げるための県の対策について伺います。
　介護士、保育士、看護師、福祉の職場で働く人の正
規雇用を拡大し、賃金を引き上げることについて問い
ます。
　県が補助をし、誘致をしたコールセンターなどは正
規雇用や雇用報告書を義務づける条例を制定するこ

と。
　中小企業への支援を行い正規雇用をふやすこと。
　９、住宅リフォーム助成制度について。
　住宅リフォーム助成制度は、建設関係を初め電気、
家具等10倍から20倍の経済波及効果があり、県内、
中小商工業振興や雇用拡大等にも大きな影響を果たす
事業であります。沖縄県でも事業実施が始まっており
ます。
　住宅リフォーム助成事業の各市町村における実施状
況はどうなっておりますか。事業内容を拡充し、促進
するための対策について伺います。
　10、不発弾、未使用弾の実態と対策について伺い
ます。
　県内で不発弾、未使用弾が相次いで発見されており
ます。不発弾、未使用弾の磁気探査及び処理は公共・
民間を問わず戦争を起こした国の責任を明確にし、全
額国庫負担で行うよう求めること。
　不発弾、未使用弾の実態はどうなっていますか。早
期処理計画について伺います。
　住宅等の民間工事への補助申請件数、実績、補助対
策等の拡充について伺います。
　沖縄県の不発弾対策条例の制定を急ぐ必要がありま
す。県の所見を伺います。
　11、県漁連卸売市場の糸満漁港への移転の進捗状
況はどうなっておりますか。
　移転の見通し、時期、移転に当たっての解決すべき
課題と県が積極的役割を果たすことについて伺いま
す。
　以上です。
○副議長（翁長政俊君）　ただいまの玉城ノブ子さん
の質問及び質疑に対する答弁は、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０分休憩
　　　午後１時21分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　午前の玉城ノブ子さんの質問及び質疑に対する答弁
を願います。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　玉城ノブ子議員の御質問にお
答えをいたします。
　子供の貧困対策についてに関する御質問の中の、子
どもの貧困実態調査の結果と今後の取り組みについて
お答えをいたします。
　沖縄県子どもの貧困実態調査の中間報告では、沖縄
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県の子供の貧困率が全国の1.8倍にあること、食料の
困窮経験や電気・ガス・水道料金の滞納経験など、貧
困状態にある子育て家庭の厳しい生活の現状が明らか
となりました。また、就学援助制度の周知が不足して
いることなど、低所得世帯に必要な支援が届いていな
いことが課題であると考えております。
　今後は、国、県、市町村を初め県民の総力を結集
し、県民運動として子供の貧困対策を推進してまいり
ます。
　次に、子どもの貧困対策計画についてお答えをいた
します。
　沖縄県においては、本県における子供の貧困の実態
を明らかにし、子供の貧困対策を総合的に推進するた
め、子どもの貧困対策計画の策定に取り組んでおりま
す。同計画は、子供の貧困対策に関する検討会の提言
及び子どもの貧困実態調査の結果等を踏まえ、素案を
作成し、現在、パブリックコメントなどを実施してい
るところであります。
　今後は、県民からの意見等を踏まえ、計画案を作成
し、子どもの貧困対策推進会議における議論を経て、
本年３月中に同計画を策定することとしております。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　辺野古新基地問題につ
いての御質問の中で、和解案に対する見解についての
御質問にお答えします。
　いわゆる暫定案の概要は、第１に、国土交通大臣は
代執行訴訟を取り下げ、沖縄防衛局長は審査請求を取
り下げる。沖縄防衛局長は埋立工事を直ちに停止す
る。第２に、国と県は、円満解決に向けた協議を行
う。第３に、仮に訴訟となった場合は、判決後、国と
県は相互に判決に沿った手続を実施することを確約す
るという内容であります。いわゆる暫定案について和
解が成立した場合、公有水面埋立承認が取り消された
時点の状態に戻るとともに、国が埋立工事を停止する
点にメリットがあるものと考えております。このた
め、裁判所から和解案についての見解を求められたこ
とに対し、県としては暫定案について、前向きに検討
する旨お答えしたところであります。いわゆる根本案
については、裁判所が公表を認めていないことから、
具体的な内容を述べるのは差し控えたいと思います。
　次に、武器・弾薬を積んだ米艦船の入港についての
御質問にお答えします。
　外務省に確認したところ、武器・弾薬を積んだ米軍

艦船は、日米地位協定第５条第１項に基づき民間港湾
に出入りすることができるとのことであります。県
は、日米両政府に対する日米地位協定の見直し要請の
中で、民間船舶の円滑な定期運航及び安全性を確保す
るため、合衆国軍隊による民間の港湾の使用は、緊急
時以外は禁止する旨を明記するよう求めてきたところ
であります。
　伊江村は、沖縄防衛局及び米軍に対して、米軍艦船
の伊江港への入出港を自粛し民間船で物資輸送を行う
ことを求めており、県としても、軍転協と連携して、
地元の意向に十分配慮するよう求めてまいりたいと考
えております。
　続きまして、不発弾、未使用弾についての御質問の
中で、全額国庫負担の要請、不発弾、未使用弾の実態
と対策等についての御質問にお答えします。
　不発弾処理については、戦後処理の一環として国が
責任を持って取り組むべきものと考えております。し
たがいまして、一義的に国の事務として、現在、自衛
隊や沖縄総合事務局など国の責任のもと、市町村や関
係機関が協力・連携して処理を実施しているところで
す。処理費用については、機会があるごとに防衛大臣
に対し、全額国庫負担とするよう要請を行っておりま
す。不発弾や未使用弾については、推定埋没量約１万
トンのうち、これまで約7967トンを処理しました
が、約2033トンが現在も埋没していることになりま
す。磁気探査に当たっては、市町村を通じ住民等に対
して要望箇所の調査を実施し、調査結果等に基づき、
毎年度事業計画を策定し、探査の加速化を図っており
ます。住宅等の民間工事に係る磁気探査については、
本年２月１日現在、補助申請件数は109件、交付決定
額は約３億3398万円となっております。なお、今年
度から予算の繰り越しを行い、年度後半の交付申請に
ついても切れ目なく対応できるよう、補助対象の拡充
を図っております。
　不発弾に関する条例の制定については、自衛隊、沖
縄総合事務局など多くの機関がかかわることから、条
例の趣旨や関係法令等との整合性、条文の内容などを
慎重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。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　辺野古新基地問題に
ついての御質問の中で、汚濁防止膜敷設計画での県の
対応についてお答えします。
　昨年11月22日に大浦湾内へ搬入された汚濁防止膜
敷設用コンクリートブロックについて、沖縄防衛局
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は、県に対し、11月27日付文書では、当初計画とは
異なる汚濁防止膜の敷設となるようなブロック設置位
置を示していました。この点について再度確認したと
ころ、沖縄防衛局は、12月10日付文書により、当初
計画に沿うようコンクリートブロックの設置位置を改
めるとしております。汚濁防止膜の敷設に関しては、
埋立承認に係る環境保全策等にも関連することから、
関係部局と連携し、昨年12月18日付で改めて照会し
たところ、２月５日付で回答を受けたところです。そ
の回答内容は、海上ヤード部以外の汚濁防止膜の敷設
に係るコンクリートブロック設置位置については、施
工に必要な図面が整い次第、改めて情報提供するとす
るなど、具体的に答えていないものでありました。
　県としては、引き続き汚濁防止膜敷設計画の詳細に
ついて内容の確認を求めるとともに、照会した内容の
十分な確認ができるまで、コンクリートブロックを海
域に投入しないよう求めているところであります。
　次に、米軍の訓練水域の撤廃、鳥島射爆撃場の返還
についての御質問にお答えいたします。
　沖縄県は、これまで累次にわたり、ホテル・ホテル
訓練区域の一部解除、鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃
場の返還について要請を行っております。ホテル・
ホテル訓練区域の一部における使用制限の一部解除
は、平成26年７月に実施されております。しかしな
がら、解除対象区域において操業した本県漁船は、現
在まで確認されておりません。この主な理由として、
１、解除された区域がマグロはえ縄漁業を操業するの
に十分な面積でないこと、２、浮き魚礁漁業やソデイ
カ旗流し漁業が認められていないことなどが挙げられ
ます。
　国においては、県内漁業関係者の意向を踏まえ、解
除区域の拡大、対象漁業の拡充など制限条件の緩和に
向け、米軍側と協議を行っていると聞いております。
　県としては、引き続き漁業の振興を図る観点等か
ら、あらゆる機会を通じ、国に対し、ホテル・ホテル
訓練区域の解除区域の拡大及び対象漁業の拡充、並び
に鳥島射爆撃場及び久米島射爆撃場の返還について、
漁業関係団体とも連携しながら求めてまいります。
　次に、県漁連卸売市場の糸満漁港への移転について
お答えいたします。
　糸満漁港は、本県唯一の第３種漁港であり、県内外
の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産地市場としての
機能を有しております。
　県としましては、県内水産物の流通拠点として、糸
満漁港における卸売市場及び関連施設の整備に向け、
県、関係市町村及び団体で構成するワーキングチーム

において、実施設計に反映するための要望事項等を取
りまとめ、年度内に基本設計を策定することとしてお
ります。なお、課題としては、卸売業者として想定し
ている沖縄県漁連や流通関係者等の同意を得ることな
どが残っており、今後、調整を進め、高度衛生管理型
荷さばき施設を整備し、糸満漁港への早期移転を進め
てまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子供の貧困対
策についての御質問の中で、生活保護世帯の学習支援
の実施状況等についてお答えをいたします。
　県におきましては、平成23年度から生活保護世帯
の児童生徒に対する学習支援事業を実施してきてお
り、毎年度学習支援教室の増加を図るなど事業の拡充
に努めてきたところであります。今年度は５教室で実
施しており、平成28年度は学習支援のさらなる充実
を図るため、３教室を加え、８教室での実施を予定し
ております。また、市においては、平成23年度は３
市で実施しておりましたが、今年度は10市となり、
平成28年度は、11市全ての市で実施を予定しており
ます。
　今後とも、市町村と連携を図りながら、学習支援の
拡充に向けて取り組んでまいります。
　次に、子育て総合支援モデル事業の実施状況等につ
いてお答えをいたします。
　本事業については、低所得世帯の小中学生を対象と
して、今年度、県内５町に設置した教室において208
名に対し学習支援を行っております。次年度において
は、教室を３カ所追加し、県内８町村に教室を設置す
る予定であります。また、低所得世帯の高校生を対象
として、今年度、県内２カ所に設置した教室において
43名に対し学習支援を実施しており、次年度におい
ても同様に事業を実施する予定であります。
　次に、ひとり親世帯への支援についての御質問の中
で、ひとり親家庭への支援についてお答えいたしま
す。
　平成25年度に実施した沖縄県ひとり親世帯等実態
調査においては、本県の母子世帯数を２万9894世
帯、父子世帯数を4912世帯と推計しております。
　県におきましては、ひとり親家庭に対する支援を重
点施策と位置づけ、医療費の助成、生活や子育て等に
係る各種の相談、就業支援、民間アパートを活用した
居宅支援など、総合的な支援を実施しております。平
成27年度においては、新たにひとり親家庭の認可外
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保育施設利用料の負担を軽減するための事業を実施し
ているところであり、引き続きひとり親家庭の生活の
安定と児童の健全育成等に向けて取り組んでまいりま
す。
　次に、母子家庭等生活支援モデル事業の促進と母子
生活支援施設の増設についてお答えをいたします。
　沖縄県母子家庭等生活支援モデル事業は、現在、与
那原町に拠点事務所を設置し、民間アパートを活用し
て、生活、子育て、就労等の総合的な支援を行ってお
ります。
　県においては、母子生活支援施設を設置していない
市に対し、同施設の設置または県と同様の事業の実施
を働きかけてきたところであります。この結果、平成
25年10月からうるま市が事業を実施し、また、平成
28年度からは宜野湾市が事業を開始する予定であり
ます。母子生活支援施設の新たな設置については、財
政負担や設置場所の確保等が課題となっております。
　県としては、現在策定作業を進めております子ども
の貧困対策計画を踏まえ、引き続き母子生活支援施設
の設置促進等に取り組んでまいります。
　次に、ひとり親世帯等への家賃の助成についてお答
えいたします。
　県では、母子家庭等生活支援モデル事業において、
低所得者の中でも特に経済面で支援が必要なひとり親
世帯に対し、民間アパートを活用した居宅支援等を
行っております。また、今年度からスタートした生活
困窮者自立支援制度において、離職等により住居を
失った、またはそのおそれの高い生活困窮者に対し
て、住居確保給付金の支給を実施し、家賃相当額を補
助しているところであります。
　次に、ひとり親世帯への就労支援についてお答えい
たします。
　平成25年度に実施した沖縄県ひとり親世帯等実態
調査においては、本県の母子世帯の87.5％が就労し
ているものの、その約半数がパート、アルバイト等の
非正規労働者となっております。
　このため、県においては、就業相談員による就業相
談や各種講習会の開催、高等職業訓練促進給付金の給
付、ハローワークと連携し、個々の生活状況、就業履
歴等に応じた就労支援などを実施しております。引き
続きひとり親家庭の自立に向け、きめ細やかな就労支
援の強化に努めてまいります。
　次に、母子家庭等医療費助成事業の現物給付につい
てお答えをいたします。
　母子家庭等医療費助成事業における現物給付につい
ては、利用者の窓口負担が発生せず、利便性の向上に

つながるものと認識しております。一方、医療費の増
大や、国庫支出金の減額による市町村財政等への影響
が懸念されております。
　このため、県においては、同事業の給付方法につい
て、市町村の意向も踏まえ、利用者の利便性の向上に
資するなどの観点から、自動償還への移行を推進する
こととしております。今後の対応としては、自動償還
への移行状況や課題等を確認しながら、実施主体であ
る市町村の意向を踏まえ、検討していきたいと考えて
おります。
　次に、待機児童解消についての御質問の中で、待機
児童の現状についてお答えをいたします。
　平成27年４月１日現在の待機児童数は、対前年比
で431人増の2591人となっております。
　県においては、黄金っ子応援プランに基づき、平成
29年度末までに約１万8000人の保育の量を拡大し、
潜在を含めた待機児童の解消を図ることとしておりま
す。今年度は、約6400人の保育の受け皿の整備を実
施しており、次年度は約5100人分の整備を予定して
おります。
　次に、保育士の処遇改善についてお答えをいたしま
す。
　平成29年度末までの待機児童解消に必要な保育士
の確保に当たっては、処遇改善が重要であると考えて
おります。このため、県独自の施策として、経営改善
により保育士のベースアップを図る保育所等を支援す
る事業を次年度実施する予定であります。さらに、保
育士の正規雇用化や年休取得支援など他の独自施策も
合わせ、総額約８億3000万円の処遇改善に係る経費
を今議会に提出した予算案に計上したところであり、
引き続き取り組みを強化してまいります。
　次に、保育料軽減のための支援についてお答えをい
たします。
　保育料については、ひとり親世帯及び多子世帯等の
負担軽減が図られております。ひとり親世帯について
は、現在、生活保護世帯に加え、市町村民税非課税世
帯が無償となっているほか、年収約330万円未満相当
の世帯について、第１子の保育料を1000円引き下げ
る軽減措置があります。次年度は、これを拡大し、年
収約360万円未満相当の世帯について、第１子の保育
料を半額、第２子以降が無償化されることとなってお
ります。また、多子世帯については、現在、年収約
360万円未満相当の世帯のうち、第１子が未就学児で
あり、幼稚園や保育所等を同時に利用する世帯に限
り、第２子半額、第３子以降が無償となっております
が、次年度は第１子の年齢にかかわらず第２子半額、



−392−

第３子以降が無償となります。
　次に、雇用対策についての御質問の中で、福祉の職
場で働く人の正規雇用拡大と賃金引き上げについてお
答えいたします。
　介護士や保育士の処遇改善について、正規雇用化を
促進することや給与を引き上げることは重要と考えて
おります。このため、事業所における非正規雇用労働
者の正社員転換等の促進を図るため、毎年、沖縄労働
局と連携して関係団体に対し要請活動を行っておりま
す。また、介護職員においては、平成24年度から導
入された処遇改善加算措置が、今年度、さらに拡充さ
れており、これを算定する要件となっているキャリア
に応じた賃金体系の整備などに取り組むよう事業者に
対して指導しております。保育士においても、正規雇
用化に対する県独自の支援を実施しているほか、公定
価格における約３％の処遇改善加算に加えて、次年度
からはベースアップを図る保育所等を県独自で支援し
ていく予定であります。
　県としましては、引き続き介護士や保育士の処遇改
善に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　ひとり親世帯への支
援についての御質問の中で、ひとり親世帯の公営住宅
への優先入居についてお答えします。
　県営住宅の入居者選考において、老人、障害者、生
活保護世帯、母子・父子世帯、多子世帯等について
は、優先的な入居を実施してきたところであります。
特に子育て支援の観点から、母子・父子世帯や多子世
帯などについては、さらなる配慮が必要だと認識して
おり、引き続き優先入居について取り組んでいきたい
と考えております。
　次に、住宅リフォーム助成制度についての御質問の
中で、各市町村の実施状況等についてお答えします。
　平成27年度の住宅リフォーム市町村助成支援事業
における県から市町村への支援見込み額は、当該事業
を活用する糸満市、沖縄市、宮古島市、伊江村、読谷
村、北谷町、西原町、与那原町、南風原町の９市町
村合計で、1052万7000円となっており、前年度から
88.4％の増となっております。平成28年度は、さら
なるリフォーム事業の利用促進を図るため、現在、市
町村と協議し、支援対象工事の拡充について検討を
行っているところであります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　保健医療部長。

　　　〔保健医療部長　仲本朝久君登壇〕
○保健医療部長（仲本朝久君）　それでは、後期高齢
者医療制度についての御質問の中で、平均保険料額等
についてお答えいたします。
　沖縄県後期高齢者医療広域連合によりますと、平成
26年度の１人当たり平均保険料額は、速報値で６万
668円となっております。平成27年11月末現在で短
期保険証の発行件数は374件、未交付件数は295件と
なっております。また、平成26年度における差し押
さえ件数は39件となっております。短期保険証は滞
納者への納付相談の機会を設ける観点から交付してい
るものであり、一律に４年間有効の保険証を交付する
ことについては、保険財政を安定的に運営していく上
で厳しいものと考えております。後期高齢者医療制度
の低所得者等に対する保険料は、県と市町村で負担す
る法定軽減分と国の特例措置により、最大で９割の軽
減が実施されております。県では法定軽減分として、
平成27年度は22億616万円を負担することとしてお
ります。このようなことから、県独自の保険料減免策
を実施する予定はありません。
　次に、雇用対策についての御質問の中で、看護師の
正規雇用拡大についてお答えいたします。
　本県の平成26年看護職員従事届けによる看護師の
正規雇用割合は82.2％で、全国の81.3％に比べ高く
なっているものの、近年低下する傾向にあります。
　そのため、県では、経済団体や業界団体に対して、
人材不足分野における雇用管理改善及び非正規雇用労
働者の正社員転換等に係る要請を行っております。ま
た、短時間正規雇用等多様な勤務形態導入支援事業を
通して、医療機関の正規雇用の取り組みを促進してお
ります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　雇用対策についての
御質問の中の、非正規雇用の実態と正規雇用対策につ
いてお答えいたします。８の(1)と８の(4)は関連しま
すので一括してお答えいたします。
　平成24年就業構造基本調査によると、本県の非正
規雇用の割合は、44.5％と全国の38.2％より6.3ポイ
ント高くなっております。15歳から34歳までの若年
者については、50.4％と全国の35.3％より15.1ポイ
ント高く、また女性の就業者については60.1％が非
正規雇用となっております。
　沖縄県では、安心して働くことのできる雇用環境の
実現を図るため、沖縄労働局と連携して経済団体等
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16団体に対し非正規雇用労働者の正社員転換等に係
る要請等を行うとともに、正規雇用化企業応援事業等
を実施しております。また、平成28年度から新たに
正規雇用化サポート事業及び非正規労働者処遇改善事
業を実施することとしております。さらに、ことし２
月に設置した政労使で構成する沖縄県働き方改革等検
討会議において、労働者の処遇改善等に関する取り組
みについて検討してまいります。
　次に、県が補助をして誘致したコールセンター等の
正規雇用義務づけ等についてお答えいたします。
　沖縄県では、産業振興や雇用の確保に向け、企業を
対象とした助成等を行っており、その交付に当たって
は補助金の趣旨、目的等を勘案しながら、雇用に関す
る諸条件を交付要綱等に盛り込み、常用雇用の促進に
努めております。しかしながら、現在の雇用形態は、
企業のニーズやビジネススタイル、また、勤労者の求
める働き方や意識の変化を背景に多様化しており、公
的助成金を活用する全ての企業に対して、正規雇用の
義務化など、一律にルール化することは、今後の雇用
の場の確保と企業誘致に支障が生じるとともに、企業
経営に影響を与え、誘致企業の撤退を招くおそれがあ
ることから、慎重に進めるべきであると考えておりま
す。
　なお、県民の雇用を安定させていく観点から、さま
ざまな支援策を実施し、正規雇用化に向けた一定の取
り組みを行うことは重要であることから、正規化に向
け、関係団体との連携や企業への働きかけに努めてい
きたいと考えております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　再質問をさせていただきます。
　最初に、子供の貧困問題についてのひとり親世帯へ
の支援の問題ですけれども、ひとり親世帯の公営住宅
への優先入居ですけれども、今度の平成26年度の母
子・父子世帯の申し込み件数と入居できた件数は何件
でしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　母子・父子世帯、平
成26年空き家待ちの募集で、555名いらっしゃいま
して、入居者数は108名となっております。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　優先入居を実施はしていますけ
れども、それでも母子世帯の公営住宅への入居申し込
みというのははるかに多いわけです。そして、400名
余りの皆さん方が入居できないというふうな状況がご
ざいます。

　実は、今、私の無料相談事務所にも母子世帯の皆さ
ん方からの相談が非常に多いんです。今回、高校生
の娘と中学生の娘、２人を育てているお母さんから
ちょっと相談がございまして、今住んでいるうちが―
―借りているんですけれども――もう老朽化してこの
うちをどうしても出なくてはならない。ところが公営
住宅に何度申し込んでもなかなか入居できないという
ふうな相談がございました。それで私は急遽、この方
のおうちを訪ねていきました。私はこのうちを見て、
本当にもう愕然といたしました。子供の貧困というの
は、そういうところで生まれているんだなというふう
に思いました。そして、貧困の連鎖も本当に痛感いた
しました。この住んでいるうちが、４畳半のおうちな
んです。コンクリートのおうちで、浴室もトイレも外
にあるんです。高校生の女の子と中学生の女の子がい
る世帯なんです。そこにお母さんと３名で身を寄せ合
うように生活をしているんです。おうちはもう本当に
ぼろぼろになっていてドアも閉まらないような、そう
いう状況で何年も暮らしているんですよ。公営住宅に
何度申し込んでもなかなか入居できない、何とかして
もらえないかということの相談であったわけです。
　私は、ここだけではなくて、今母子世帯のひとり親
世帯の置かれている現状というのは、本当にそういう
現状、本当に深刻な現状だということを皆さんに知っ
ていただきたいというふうに思うんです。本当に見て
涙がとまりませんでした。こんな子供たちがこういう
住環境の中で生活せざるを得ないという状況に置かれ
ているという現状を、ぜひ皆さん、共通の認識として
みんなが持つ必要があるというふうに思います。私自
身も反省しました。自分の糸満市内で子供たちがこう
いう状況に置かれているということで、私はもっと実
態を私自身がつかんでいかなくちゃいけないなという
ことを痛切に感じました。
　そういうことで、ぜひ、公営住宅の優先入居ももっ
と優先入居、一応やってはいるんですけれども、母子
世帯、障害者の世帯の皆さん方に優先枠をもっと広げ
てほしいということを検討していただきたいというふ
うに思っているんですが、いかがでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　私どもも、ひとり親
世帯の優先入居というのは、非常に大事な話だと考え
ております。現行の障害世帯や母子世帯、高齢者世帯
等から成る優先世帯や一般世帯とは別に、さらなる優
先枠として新たに子育て世帯（仮称）の創設に向けて
今検討を始めているところでございます。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
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○玉城　ノブ子さん　それとの関連で、ぜひ、ひとり
親世帯と低所得者に対するアパート家賃の支援です
ね。入居費、アパート家賃の支援もぜひこれは進めて
いただきたいというふうに思って、これも私は相談を
実は受けまして、この相談のときには、もう公営住宅
の抽選も何もありませんでしたので、アパートを探し
たんですよ、急遽どうしても行くところがないという
ことで。ところが、今３万円以下のアパートはなかな
か探せないんですよ。ほとんどがもう四、五万円、
６万円するアパートなんですよね。そこにひとり親世
帯が入居するとしたら、アパート代、１人のお母さん
の働きで子供たちを二、三名育てて、とてもアパート
代払えないんですよ。そこに対する入居費も準備でき
ない、アパート代が払えない、こういう状況があるわ
けです。ぜひこれについても検討していただきたいと
いうふうに思うんですが、どうでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　ひとり親家庭
のいろんな実態調査でも御指摘のようなそういう非常
に所得が低いということで、厳しい現状は我々も認識
をしております。今、先ほど答弁させてもらったの
は、その母子家庭等の生活支援モデル事業、これは民
間アパートを１年間無償で貸して、子育ての学習支援
も含め、それから親の就労支援も行うというような総
合的な取り組みでございますが、そういうことで、こ
れはまた状況によってはまた延長もできるというよう
な、そういう仕組みになっております。そういうこと
で、ひとり親のそういうアパートも含め住まいも含め
て、支援の拡充に今後とも取り組んでまいりたいとい
うふうに考えております。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひ、このアパート代、これは
入居費も入っているんでしょうか。入居費の支援も
やっていらっしゃいますか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　要するに、ア
パートを無償で原則として１年間、無償提供するとい
うようなものでございます。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　これは、１年間という限定つき
ですか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　その置かれて
いる母子家庭の方の状況で、これは当然に就労支援も
同時進行でいろいろと支援しますので、自立に向けて
いろんな形で子供の教育も含めてやっておりますの

で、基本的にはそういう自立に向けて、みずから生活
できるような方向で支援をしていくということで、原
則は１年ですけれども、また必要に応じて継続の支援
が必要であれば、またその時点で判断して継続もして
いるという状況でございます。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひこれは、拡充していただき
たいというふうに思います。１年ということでの限定
になってしまうと、どうしても限られてきてしまいま
すので、支援の対象が。そういうことではなくて、
もっとやっぱり年数においても拡充してそれに対象も
拡充をしていくという方向で、ぜひ検討をしていただ
きたいというふうに思います。大体、ひとり親世帯の
皆さん方、低所得者の皆さん方、みんなそうですけれ
ども、衣食住の住というのは、生活していく上で憲法
で保障されている最低限度の生活を保障していく上
で、どうしてもなくてはならないものなんですよね。
ですから、この住を保障していくということは、その
人たちの生活をきちんと保障していくということに
なっていきますので、それは優先的に支援をぜひやっ
ていただきたいということを申し上げて、これは終わ
ります。
　そして母子世帯の支援の問題、支援施設の増設の問
題なんですけれども、私二、三年前からずっとこの問
題を取り上げております。そのたびごとに財政の状況
がどうだということをおっしゃっておられますけれど
も、今皆さん方貧困世帯の対策について本当に本格的
にやっていこうということになっているわけですか
ら、特にその中でも深刻になっている母子世帯に対す
る支援、それをしっかりとやっていく上で、この母子
世帯の支援施設、これは非常に重要だということを各
界から要求がいっぱい上がってきているわけなんです
よ。私も糸満市にこれが必要だということを痛感して
おりまして、ぜひ、母子支援施設を増設していただき
たいというふうに思っておりますけれども、その検討
する計画はないですか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　県においては、母子生活支援施設を設置していない
市等に働きかけるということで、２年ほど前から各市
をお訪ねし、いろんな意見交換もしております。特
に、いろんな形で各要望等もたくさんございますの
で、今回の子どもの貧困対策計画にもその設置促進と
いうことで位置づけてございます。さらに市町村と連
携してこの取り組みを強化してまいりたいというふう
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に考えております。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　やっぱり貧困対策は、それぞれ
各課との横断的な取り組み、要するに、これが福祉の
問題であったり、教育、雇用、いろんな問題にかか
わってきますので、横断的に県のほうでそれぞれが連
携をとり合ってもちろんやるということと同時に、私
は市町村とのまた連携もとっていかなくてはならない
というふうに思うんです。市町村でも、私は貧困状態
の実態調査をやっていく必要があると思うんですよ。
共通の認識に立たないと、なかなかやっぱりこの問題
の取り組みが進んでいかないということがあるという
ふうに思いますので、ぜひ市町村段階でも子供たちの
貧困状態の実態調査ができるように、県としてもしっ
かりとそれに取り組んでいってほしいと思いますが、
どうでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えをいた
します。
　子供の貧困対策、やはり国、県そして市町村、しっ
かりと連携して強力に取り組んでいく必要があるとい
うふうに考えております。
　実態調査、県において、全県的な調査を実施したと
ころでございますけれども、この情報については、当
然市町村のほうにも説明をしておりますし、さらに各
市町村やはり置かれている現状がいろいろと違うと思
います。そういう意味では、各市町村のほうで、また
みずからの市町村の実態を把握するということは大事
だと思っていますので、県としてはいろんな助言等で
きる分はしっかりと取り組んでまいりたいというふう
に考えております。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　ぜひしっかりと、それを進めて
いただきたいというふうに思います。
　あと、住宅リフォーム助成事業についてですけれど
も、今、住宅リフォーム助成事業、実施主体が市町村
になっているということで、市町村によって事業費や
事業件数に大変大きな差が出ているんですよ。その理
由はどこにあると考えていますか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　今年度、市町村に対
して実施したアンケートをやってございます。市町村
にですね。一番、人員の確保が困難であるというの
と、それからやっぱり大きいのは財政的に厳しいとい
う意見が多うございます。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。

○玉城　ノブ子さん　住宅リフォーム助成事業が進ん
でいるところでは、地元企業の仕事も雇用もふえて、
経済波及効果も９倍、10倍になっているという市町
村も出ているわけですよ。ですから、そういう事業を
実施すれば、その地元経済に非常に大きな波及効果が
あるということが明らかになっているわけですから、
ぜひそれをしっかりと皆さん、対象事業も拡大をして
進めていくというふうにすべきだと思いますが、どう
ですか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　今年度の市町村勉強
会には、残念ながら41市町村のうち19市町村しか参
加していませんけれども、それ以外の市町村にも呼び
かけさせていただきまして、このような仕組みがある
というのはしっかりアピールといいますか、レクをし
ていきたいということと、それから議員御指摘のよう
に、支援対象事業拡充ということで、今空き家になっ
ていること、空き家とかそういう防止の観点からも空
き家に係るリフォーム工事の支援もできないかという
ことも勉強しているところでございます。
○副議長（翁長政俊君）　玉城ノブ子さん。
○玉城　ノブ子さん　もう時間がありませんので、最
後に、知事の決意をちょっと聞きたいんですけれど
も、３月29日に代執行訴訟の結審がありました。今
回の代執行訴訟は、沖縄県民の苦難の歴史や県民の民
意を無視して、基本的人権や民主主義、地方自治を踏
みにじる新基地建設を強行しようとする、この安倍政
権の強権政治を許さない、真の地方自治、民主主義を
取り戻す闘いであります。翁長知事を支える県民の闘
いも、今県内、県外にも大きく広がっています。ぜ
ひ、裁判を含め、今後の知事の決意をお伺いして終わ
ります。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　玉城ノブ子議員の御質問にお
答えをいたします。
　私の翁長県政発足以来１年を越えてきたわけであり
ますが、普天間飛行場の除去、そして新辺野古基地を
つくらせないというのは、私の県政の一番大きな柱と
して今日までさまざまな形で県政運営をしてまいりま
した。法廷闘争におきましても、その趣旨はしっかり
と申し上げながら沖縄の将来、あるいは日本の地方自
治、民主主義、そういったものをしっかりと守るため
にも私どもの今日までの主張は正しいと思っておりま
すので、あらゆる場面でそういうことを訴えながら、
多くの県民あるいは国民の御理解を得て、いい形で結
論が出るように頑張っていきたいと思います。
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○玉城　ノブ子さん　どうもありがとうございまし
た。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
　　　〔玉城　満君登壇〕
○玉城　　満君　何か仏さんみたいな感じになって、
議長のときより光っている感じがするものですから。
　メーユンタクを少しばかりさせていただきます。
　前も話したかと思うんですけれども、やはり最近
与野党ちょっとガーガーガーガー、オーエーティー
エー、始まっているもんですから、やはりけんかの仲
裁に一番いいのは、和解に一番効くのはヒージャー汁
であると。だからヒージャー会１回やってみたらどう
かなと。ゴルフやって終わってからよく親睦やるんで
すけれども、やっぱりヒージャーで賛成派と反対派が
これで納得して落としどころを見つけたという話もよ
く聞くもんですから、ぜひ翁長県知事も安倍総理と
ヒージャー会していただいて――それはあんまりやら
ないみたいですね。骨と骨が当たると反骨精神、痛い
ですよね。ところが骨と骨の間にグスミチがあるもん
だから痛くないと。だからよく人と人とぶつかると痛
いけれども、間にグスミチがあるもんで、私は今まで
いろんなものづくりやってきましたけれども、軟骨精
神でやってまいりました。だから今、今でこそ軟骨精
神が必要ではないかなと思うんです。最後の最後まで
翁長知事には頑張っていただきたいと思います。
　それでは、質問いたします。（「早いよ」と呼ぶ者
あり）　早い……。
　翁長知事、宮古の裁判所まで頑張ってください。意
味わかります、サイコーサイ。宮古の人はわかる。
　以上です。
　ちょっとカラバンチュしてしまいました。
　１、知事の政治姿勢について。
　(1)、辺野古埋立関連について。
　アは、カットいたします。
　イ、さまざまな対米広報によって辺野古移設に対す
る米国政府の見解の変化はないか伺う。
　(2)、ＭＩＣＥ事業に伴う東海岸地域の振興につい
て知事の見解を伺う。
　(3)、世界のウチナーンチュ大賞を設置してはどう
か伺う。
　２、文化観光スポーツ部関連について。
　(1)、沖縄の文化・歴史・産業等を発信する大琉球
展（仮称）を日本各地で開催することは意義のあるこ
とだと思うが県の見解を伺う。
　３、商工労働部関連について。
　(1)、県内有効求人倍率について。

　ア、倍率の県内地域格差はないか伺う。
　イ、正規、非正規の比率を伺う。
　(2)、南西石油のペトロブラス撤退について。
　ア、事業承継先について伺う。
　イ、雇用対策について伺う。
　(3)、中城港湾新港地区について。
　ア、総合窓口型組織の設立について県の見解を伺
う。
　イ、港湾機能の整備拡充について伺う。
　ウ、防災に向けた取り組みについて伺う。
　４、土木建築部関連について。
　(1)、最低制限価格について伺う。
　(2)、中北部の港湾におけるクルーズ船受け入れの
現状と課題について伺う。
　５、子ども生活福祉部関連について。
　(1)、沖縄県子どもの貧困対策推進計画について。
　ア、他の支援事業との違いと特徴について伺う。
　イ、教育との連携について伺う。
　６、教育委員会関連について。
　(1)、グローバル化に向けた人材育成についての方
針について伺う。
　我が会派の代表質問との関連について、山内末子議
員の代表質問で、修学旅行の誘致拡大に向けて都市圏
以外の新たな地域への事業展開に期待します。取り組
み状況を聞きたい。
　以上です。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　玉城満議員の御質問にお答え
をいたします。
　知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、Ｍ
ＩＣＥ事業に伴う東海岸地域の振興についてお答えを
いたします。
　沖縄県は昨年５月、成長著しいアジア地域や国内の
ＭＩＣＥ需要を取り込み、県経済の活性化や産業の振
興を図るとともに、東海岸地域の振興につなげるた
め、大型ＭＩＣＥ施設の建設地を中城湾港マリンタウ
ン地区に決定したところであります。また、東海岸地
域の魅力を生かした観光振興を図るため、中城湾港マ
リンタウン地区に整備する大型ＭＩＣＥ施設が斎場御
嶽など歴史文化資源を有する南部地域と、リゾート型
大型ショッピングモールを有する中部東海岸地域を結
節する機能を発揮し、これらの地域への観光投資を促
進することで、将来的な東海岸地域全体の振興につな
げていきたいと考えております。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
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ら答弁をさせていただきます。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　知事の政治姿勢につい
ての御質問の中で、米国政府の見解の変化についての
御質問にお答えします。
　普天間飛行場移設問題に関する米国政府の公式見解
の変化については承知しておりませんが、去る１月
20日に出された米国連邦議会調査局の報告書では、
多数の県民が反対している点などを指摘し、普天間飛
行場移設計画の実施には多くの課題が残っていると記
述されております。辺野古新基地建設に反対する県民
世論及びそれを踏まえた建設阻止に向けた知事の考え
を伝え、国内外の理解と協力を促すということは非常
に重要であると考えており、今後ともワシントン事務
所の活用とともに、必要に応じて訪米等を検討してま
いります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　知事の政治
姿勢についての御質問の中の、世界のウチナーンチュ
大賞についてお答えいたします。
　世界のウチナーンチュ大会では、県人会等からの推
薦により、沖縄県人社会の地位向上に顕著な功績が認
められる方々を海外功労者として招待し表彰するほ
か、沖縄県と世界のウチナーンチュの交流促進に寄与
している人材として認証した新ウチナー民間大使の認
証式を実施しており、第６回大会におきましても、同
様な取り組みを行うこととしております。
　世界のウチナーンチュ大賞につきましては、その意
義や目的等について、これまでの取り組みとの関係を
整理しながら検討していきたいと考えております。
　次に、文化観光スポーツ部関連についての中の、大
琉球展（仮称）の開催についてお答えいたします。
　県においては、沖縄文化の交流・発信を図るため、
県外での文化公演に対し財政支援をしております。ま
た、民間団体等においても、全国各地で沖縄文化に関
するイベントを開催しており、県では後援等の支援を
行っております。沖縄の文化・歴史・産業等の発信に
ついては、大琉球展（仮称）を含め、どのような形で
取り組むことが効果的か研究していきたいと考えてお
ります。
　次に、我が会派の代表質問関連についてで、修学旅
行の誘致拡大に向けた新たな地域への取り組みについ
てお答えいたします。

　県では、これまで沖縄修学旅行の安定的な確保を目
的に、主な出発地となっている東京、大阪を中心に、
県外における誘致活動を展開してまいりました。さら
なる誘客拡大に向けては、特に地方空港を有する地域
からの誘致にも力を入れる必要があり、今年度から、
中部エリアで静岡、愛知、九州エリアで福岡、熊本、
長崎、鹿児島で修学旅行説明会を開催しております。
地方空港からの修学旅行の誘致は、空港の利活用の促
進や路線維持の効果も期待できることから、地元自治
体や航空会社等との連携を図りつつ、地域のニーズや
特性に応じたきめ細やかなプロモーションを展開して
まいりたいと考えております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　商工労働部関連につ
いての御質問の中の、有効求人倍率の地域格差につい
てお答えいたします。
　沖縄労働局によりますと、沖縄県全体の平成27年
の有効求人倍率は0.84倍で、前年と比べ0.15ポイン
ト上昇しております。県内５地域に設置されているハ
ローワーク別の有効求人倍率は、高い順に八重山で
1.12倍、那覇で1.02倍、宮古で0.93倍、名護で0.76
倍、沖縄で0.59倍となっており、全てのハローワー
クで前年よりも上昇しているものの、地域間で求人倍
率に大きな差が生じております。
　次に、有効求人倍率の正規、非正規の比率について
お答えいたします。
　沖縄労働局によりますと、平成27年の求人に占め
る正社員求人の割合は27.6％で、非正規が72.4％と
なっております。一方で、正社員を希望する求職者は
74.3％となっており、求人と求職者の間でミスマッ
チが生じております。
　次に、南西石油の事業承継先についてお答えいたし
ます。
　事業承継については、親会社であるペトロブラス本
社において、財務状況、技術面及び経営計画等につい
て総合的に精査していると聞いております。現在、資
源エネルギー庁の指導を受けながら手続を進めており
ますが、承継先の選定作業に時間を要しているとのこ
とであります。沖縄県は、去る１月29日にペトロブ
ラス本社に対し、沖縄県内への安定供給を維持できる
企業へ迅速かつ円滑に事業承継を行うよう要請したと
ころであります。
　沖縄県としましては、今後とも国と連携しながら、
迅速かつ円滑に承継が図られるよう、引き続き取り組
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んでまいります。
　次に、雇用対策についてお答えいたします。
　沖縄県では、南西石油株式会社従業員の離職者が発
生した場合に備え、同社と意見交換を行うとともに、
沖縄労働局と定期的な会議を開催するなど、迅速に対
応できるよう取り組んでいるところであります。ま
た、仮に離職者が発生した場合には、沖縄県、労働
局、西原町、南西石油の４者で構成される緊急雇用問
題連絡会議を設置し、離職者に対する再就職支援を行
うこととしております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　商工労働部関連につ
いての御質問の中で、中城湾港新港地区の総合窓口型
組織の設立についてお答えします。
  中城湾港新港地区の港湾施設整備や管理・運営・企
業誘致の推進については、土木建築部、商工労働部、
うるま市、沖縄市が連携して取り組んでいるところで
あります。総合窓口の設置については、現在、うるま
市、沖縄市を含む関係機関と検討部会を設置して、そ
の機能や立地企業との役割分担等について検討を行っ
ているところであります。
　次に、中城湾港新港地区の港湾機能の整備拡充につ
いてお答えします。
　中城湾港新港地区は、産業支援港湾として、那覇港
との適切な機能分担や定期船就航の実現等により物流
拠点の形成を目指して整備を推進しております。現
在、国においては、東埠頭の航路・泊地を暫定幅員
160メートルでしゅんせつを行っており、今年度末に
整備を完了する予定であります。これを受けて来年度
初頭に、東埠頭のマイナス7.5メートル岸壁６バース
が供用開始され、また、マイナス11メートル岸壁１
バースが暫定供用開始される予定となっております。
また、県は、今年度から東埠頭の上屋の整備に着手し
たところであり、来年度からは、港湾施設用地の舗装
を行うこととしております。
　次に、中城湾港新港地区の防災に向けた取り組みに
ついてお答えします。
  県は、中城湾港新港地区の防災対策について、平成
26年度に中城湾港（新港地区）防災計画を策定して
おります。防災計画の中では、地震・津波時の情報伝
達や避難方法等について取りまとめており、沖縄市、
うるま市の地域防災計画に反映するよう両市に提供し
たところであります。防災訓練については、津波防災
の日に県と市町村が主催する沖縄県広域地震・津波避

難訓練に合わせて実施しております。昨年は11月５
日に、新港地区に立地する企業36社、参加人員458
名で避難訓練を行ったところですが、今後とも多くの
企業への参加を呼びかけていきたいと考えておりま
す。
　次に、土木建築部関連についての御質問の中で、最
低制限価格の見直しについてお答えします。
　県発注建設工事の最低制限価格については、平成
27年８月に沖縄県建設業審議会に諮問を行ったとこ
ろ、去る１月に沖縄県建設業審議会長から答申をいた
だきました。答申は、沖縄県が発注する建設工事に係
る最低制限価格の範囲を予定価格の100分の70以上
とすること、最低制限価格の算出の基礎となる一般管
理費等の比率を現行の100分の60から100分の70と
すること、附帯意見として、今後、建設業の経営状況
の改善が見られない場合においては、最低制限価格の
見直しについて検討を行うものとするという内容でし
た。
　県としては、答申内容を尊重して、平成28年４月
１日からの適用に向けて、現在、手続を進めていると
ころです。
　次に、中北部港湾のクルーズ船受け入れの現状と課
題についてお答えします。
　中城湾港においては、平成28年４月から９月末ま
でに４万トン級のクルーズ船が12回寄港する予定に
なっております。クルーズ船受け入れについては、地
元自治体が主体となって、国、県、経済団体等で構成
される中城湾港クルーズ促進連絡協議会を１月25日
に発足させて、クルーズ船誘致や交通、観光等の受け
入れ体制の整備に取り組んでいるところであります。
また、本部港においては、２万トン級のクルーズ船が
接岸可能なマイナス９メートル岸壁220メートルの整
備を平成26年度までに行ったところであります。
　今後は、さらなるクルーズ船の大型化に対応するた
め、国と連携して検討を行うこととしております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子ども生活福
祉部関連についての御質問の中で、子供の貧困対策の
特徴についてお答えをいたします。
　子供の貧困問題とは、子供の生活のさまざまな面で
不利な条件が蓄積され、子供の心身の成長に影響を及
ぼす問題であると考えております。このため、子供の
貧困対策は、子供のライフステージに即し、切れ目の
ない施策を総合的に推進することが重要と考えており
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ます。子どもの貧困対策計画の策定後は、知事、副知
事、関係部局長で構成する子どもの貧困対策推進会議
を有効に活用し、全庁体制で同計画を推進してまいり
ます。
　次に、教育との連携についてお答えをいたします。
　貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、教育の支援
の充実を図ることが、特に重要であると考えておりま
す。現在、策定を進めております子どもの貧困対策計
画の素案においては、教育の支援に関して、教育庁と
連携し、幼児教育の質の向上、学校教育による学力の
保障、地域による学習支援、就学援助の充実などにつ
いて、関連施策を盛り込んでいるところであります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育委員会関
連についての御質問で、グローバル化に向けた人材育
成についてお答えいたします。
　県教育委員会では、21世紀の万国津梁にふさわし
い国際性と個性を涵養する人材育成を図るため、積極
的に海外留学事業等を行っております。平成27年度
は、国際性に富む人材育成留学事業において高校生等
93名、グローバル・リーダー育成海外短期研修事業
では、高校生240名を海外へ派遣する予定です。
　今後とも、国際社会に対応したグローバル教育の推
進に努めてまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　東海岸の振興についてなんですけれ
ども、今東海岸でいろんな、西原町そして中城、北中
とこれをＭＩＣＥを機に向こうを開発していかないと
いけないなということで今盛り上がっているところな
んですが、ところがやっぱり一番の難敵は農地転用な
んですね、農振地。これが結構開発の弊害になってし
まっているという部分もあって、耕作放棄地も結構あ
るみたいで、これは簡単にやっぱり開発できるよう
に農地転用することは難しいんですかね。どなたが
……。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後２時29分休憩
　　　午後２時30分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　まだいろいろな調整
があると思うので、それは関係部局、関係機関から要
請があれば、法律に基づいて調整させていただきま

す。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　これは東海岸、北中まで連なってい
ますので、その辺はいろいろと開発のちょっと弊害に
なっているなというところは県も積極的に参加してい
ただいて、やっぱり今からやっておくべきじゃないか
なと。例えばＭＩＣＥ施設が来たときに、周りがこっ
ちはウージ畑だったり、こっちは空き地だったりと
か、もう何か想像できるんですね。でもやがてですよ
ね、そのＭＩＣＥ施設が完成するのも。それまでにそ
の調整をして、早目にいろんな、先ほど知事がおっ
しゃった東海岸の振興に本当に見合うような、開発で
きる状態になっているかどうかというのが心配なんで
すよ。だから、早目にそれには手をつけていただきた
いなと思います。積極的に向こうの東海岸の振興に参
画していただきたいなと思います。よろしくお願いい
たします。
　次ですけれども、この大琉球展、この大琉球展はな
ぜそういうことを提案したいかといいますと、今まで
結構沖縄の物産展とかそしてその物産展に歌い手が
行って、ウタサーが行って、そこで演奏して沖縄を紹
介するという、それはすごく小規模なデパートの中で
やったりとか、そういうふうなイベントは何本もやら
れているかと思います。しかし、僕が言っているの
は、例えば２カ月間ぐらいかけて例えば東京で開催す
るとか、福岡で開催するとか、大阪で開催するとか、
これ何がしたいかというと、全ての沖縄の歴史、文化
を知ってもらいたい。今沖縄がどういうところかとい
うことを知らない地域の方たちもたくさんおられるの
で、その中に基地問題も含めて紹介するようなブース
をつくって、しっかりと本土の皆さんにその沖縄の現
状を全て知っていただく。文化も歴史も、基地問題
も、物産も、これ総合的に取り扱う大琉球展というの
をやってほしいわけですよ。
　どうですか、どなたがお答えになるんですか。これ
はいろんな部署に分かれていると思うけど。
○副議長（翁長政俊君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　文化、歴史
それから物産展、観光も含めたそういった部分の取り
組みというのはそれぞれで取り組んできているところ
でございます。また、私のほうから先ほど文化に関す
る交流発信事業については、県で一定の取り組みを当
部でもやってきているということで答弁をさせていた
だきましたが、総合的に沖縄に関する情報をどのよう
な形で発信することが効果的か、大琉球展という形に
なるのか、そういったことについては関連する部局と
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も相談して検討してみたいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　公室長、これはやはり基地問題、基
地の今、沖縄の現状をヤマトの人たちに一番わかりや
すいのは、例えば基地問題だけを展示するとやっぱり
それはちょっと逃げる、腰が逃げる人がいるかと思う
んですが、そこに物産もあり、文化もあり、歴史もあ
り、いろんな琉球王朝時代からのそういういろんな王
様の衣装であるとかこういうのも今いろんなところに
散らばっているかと思いますので、それをどんどん集
めてそれをやって、その一角に沖縄の基地問題をやる
だけでも、僕は本土の人たちの理解を高める上ではか
なり効果的な展になるんじゃないかなと、催しになる
のではないかなと思うんですね。
　これはやっぱり公室長のほうで、音頭をとって各部
署まとめていただいてやるというのが筋なのかなとも
思っているんですが、どうでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　かつて大田知事時代に沖縄からのメッセージ事業と
いうのがございまして、沖縄の基地問題のみならず、
いろんな沖縄の芸能でありますとか、そういうのをま
とめて紹介するという事業をやっておりました。
　議員のお話、御提言というのは、それをさらに大き
くした形で、文化でありますとか観光でありますと
か、物販でありますとかそういうのを取りまとめて
やってはどうかという御提言ですので、それは結局沖
縄を知ってもらうという意味では非常に大きな意味が
あろうかと思います。なおかつ、基地問題だけで催し
物をやってはある一部の人しか来ないですよという御
提言もまさにそのとおりだと思いますので、その辺は
関係部局と一生懸命連携して、どのような形がいいの
か検討してまいりたいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　ぜひこの大琉球展をやっていただき
たいなと思います。
　次は、中城湾港の港湾機能の整備拡充についてなん
ですが、特別、クルーズ船を迎え入れるということ
で、例えば岸壁を伸ばしていくとか、そういうことは
今県の予定としては入っていないんでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　現在の規模でござい
ましたら、４万トン級というのは入ることが可能なん
ですけれども、当然クルーズ船の大きさによっては、
航路の幅、あるいは水深、岸壁の長さというのは変
わってきます。これにつきましては、当然これから沖

縄総合事務局、国と連携して検討するということに
なっております。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　那覇のほうからは、例えばＭＩＣＥ
のところに抜ける一つのパターンがあって、中城から
は、今度中城湾港からＭＩＣＥのところに抜けるパ
ターンという、それは両方からそういうふうにやるよ
うな流れをつくっていただきたいなと思っています。
やっぱり一番伸ばして、もう少し水深を深くして、大
型クルーズ船を迎え入れられるように寄港できるよう
なそういう工事をぜひやっていただきたいと思うんで
すね。ぜひ早目に取り組んでいただきたいと思いま
す。どうですか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　地元のほうもクルー
ズ船の受け入れに対していろんな検討会とかつくって
いるところでございまして、それも国も一緒になって
参画しております。我々も受け入れ体制としてどのよ
うな整備ができるか、どの時期でやらないといけない
かというのは、当然沖縄総合事務局、県、港湾を整備
する両部署で一生懸命取り組んでまいりたいと考えて
おります。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　修学旅行の件なんですが、ここに修
学旅行の46都道府県の資料をいただきましたけれど
も、やはり東京、大阪がもう圧倒的に多いですね、校
数も。そしてそこには、沖縄就航路線がしっかりと定
期的に沖縄と東京、大阪と沖縄というふうにやってい
るんだけれども、やっぱり定期的に路線がないところ
はちょっと少な目になっている。
　これから僕は営業すべきは、やはり定期路線がある
ところだけを営業するのではなく、そこに連れてく
る、この近隣の県の皆さんにどれだけの営業ができる
かというのが、これを見ているとまだまだ営業の価値
があるかなと思うんですね。なぜかというと、この
トップ６ぐらい、トップ10以外はほとんどだんだん
だんだん少なくなって、二十幾つとかそのぐらいの数
なんで、もっとふやせるんじゃないかと思うんです
よ。その辺はやっぱり仕掛けの仕方があると思うんで
すが、これ具体的にどういうふうな仕掛けをして沖縄
を修学旅行に選んでいただくというそういうＰＲの仕
方を考えているんですか。
○副議長（翁長政俊君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　今玉城議員
からございましたように、主にいわゆる都心、関東で
あったり、それから関西といったところに集中してい
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る傾向がございましたので、定期の路線が就航してい
る地方ということで今年度から、先ほど答弁もさせて
いただきました静岡といったところやあるいは九州、
そういったところでまず修学旅行の説明会そういった
ものに着手したところでございます。
　実際に、例えば修学旅行という場合に、中学校とか
高等学校がございますが、高等学校ですと沖縄は実施
率でいいますと、シェアでいいますと全国１位です。
ですが、中学校のほうはややシェアが落ちまして、公
益財団法人日本修学旅行協会の統計によりますと、こ
れは推計が入りますが、全国で約１万校ほどの中学校
のうち、沖縄で修学旅行を実施しているのは777校と
いうことで、まだここは取り組み次第では伸び代があ
るのかなと考えています。そういったことなどを少し
子細に分析もしながら地域を広げていく、あるいは中
学校を伸ばしていくそういった取り組みをしていきた
いと考えています。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　そこで出番がやはり沖縄の文化だと
思うんですよ。多種ある沖縄の文化、それをうまく紹
介できるようなそういう流れを県がつくってあげると
いうことが一番県の仕事ではないかなと思います。や
はりここに来て、歌・三線に触れ合う、踊りに触れ合
う、エイサーに触れ合うと、やっぱりそういうふうな
体験型の修学旅行が沖縄は一番組めると思うんです
よ。そういう意味では、宣伝の仕方もいろいろ工夫し
て、その地方にはこういうふうな宣伝が合うんだろう
というような形で戦術を立てて、しっかりこれからも
修学旅行の誘致活動をやっていただきたいなと思いま
す。
　さて、もう最後ですが、子供の貧困問題、これ子ど
もの貧困基金というのは、やっぱり聞こえがちょっ
と、何人かの方が指摘していましたけれども、何かほ
かの表現がないかなと思います。やっぱり貧困基金と
いうふうなところに申し込みに行くというのも少し何
か変だなという感じになると思うんですよ。だからわ
くわく基金とか、ミーマンティ基金とか、いろんな言
葉があると思うんですよ。だからそれは工夫をして、
今子どもの貧困基金というふうに決めたものをすぐ変
えろとは言いませんが、もっといい言葉があるんでは
ないかなと僕は思うんですが、どうでしょう、知事。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　今議会に条例
案を提案しています。その名称を含めて既に提案して
ございます。ただ、御指摘のように、この基金という
のは、しかしどちらかといいますと行政向けの基金で

ございます。そして、また県自身が活用する基金でご
ざいますので、言ってみれば県民向けにといいます
か、そういうものはまた別途いろんな意味で、例えば
今後何らかの形で組織をつくる場合とかそういう部分
を含めて、活用の場を別のところでもいろんな形で検
討してまいりたいというふうに考えております。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　これはぜひユニークな――と言った
らまた語弊があるかもしれないけれども、そういう
ネーミングでうまく民間を取り込んで、もう早速私の
知り合いなんかがこういうことができないかと言って
いるんですよ。どんどん民間をこの貧困のものに参加
させろと。例えばウタサーがＣＤをつくると。アー
ティストがＣＤをつくったら、それの１％を子どもの
貧困基金に寄附しますと。そしてどこかで何かの演劇
の公演があったらその売り上げの１％を子ども基金に
寄附しますと。だからこの子供の貧困問題は、行政と
今困っている人たちだけの話じゃないよと。だから
もっと民間人を巻き込んでそういういろんな仕掛けを
つくる。例えばカレンダー、黄金クトゥバカレンダー
31日分をつくる。それの売り上げの半分は、子ども
の貧困基金に持っていこうとか、そういうふうに民間
を巻き込む工夫を県がやはりリードしていただきたい
なと思います。これぜひやっていただきたい。これは
どの部署でも、いろんな分野が絡んでいるから、これ
はやっぱり全庁的に考えてもらいたいですね。やはり
子ども生活福祉部だけがそれを考えるのではなくて、
周りの文化観光スポーツ部にこういう仕掛けはできな
いかとか、例えば農林水産にこういう仕掛けはできな
いかとか、これは僕は、逆にこの子供の貧困問題をあ
らゆる人たちに参加させるという一つのチャンスでも
あると思っています。だから、ぜひこれはやっていた
だきたいなと思っております。
　ただ教育長、子供の貧困問題で私は七十何歳、もう
80前の方から言われたんですよ。今の沖縄は３割が
貧困だよと言ったら、この方が何て言ったかという
と、ワッター時代ヤ　貧困率100％ヤタンドーと言う
んです。まさにそうなんですよ。そのとき何が彼らを
救ったかというと、前は核家族じゃなくて大家族じゃ
ないですか。だからここで困っている親戚がいたら、
ウフヤーに行って御飯を食べて、そしてそこの愛情を
しっかり受けて、真面目に、ヨーガーならないで成長
した人がたくさんいたと。要は助け合いなんですよ
ね。僕はいま一度やはり行政の力とかそういう他人の
力じゃなくて、家族、やっぱり大家族という一つのあ
のシステム、あれをもう少し啓蒙する方法はないかと
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思っているんですね。家庭の中でウフヤー、あのウフ
ヤーのあの思いみたいなものは。だから兄弟が３人い
て、昔は１人だけディキヤーヤクトゥ、兄貴を大学に
行かそうといって残りの２人は一生懸命働いて兄貴を
大学に行かせるみたいな、そういういろんないい話が
たくさんあるんですね、当時は。ところが今はもうそ
ういう話もだんだんだんだん聞けなくなってしまっ
て、そのウフヤー時代の話みたいなものをもう少し家
族というものに立ち返って取り上げていくというのも
必要かなと。これは教育上、僕は必要かなと思ってい
ます。何か感想ありますか。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　議員の本当におっしゃる
とおりだと思います。
　今殺伐としたこの世の中で本当に求められているの
は、そういう人間的なつながり、この辺はやはり教育
の中でも今感じているところなんですね。学校教育を
通して、家庭教育を通して、家庭のあり方であるとか
きずなのあり方とかいろんな関係団体等の力はありな
がら、やはりこれは構築していくべきだと私は思って
おります。大家族になるかどうかはちょっとわからな
いんですけれども、ぜひみんなのお力をかりて教育に
努めてまいりたいと思います。
　以上です。
○副議長（翁長政俊君）　玉城　満君。
○玉城　　満君　終わります。
○副議長（翁長政俊君）　大城一馬君。
　　　〔大城一馬君登壇〕
○大城　一馬君　こんにちは。
　一般質問をさせてもらいたいと思います。
　さて、２月定例会冒頭、知事所信表明が示されまし
た。
　辺野古新基地建設に改めて反対の決意を示し、普天
間飛行場の県外移設と早期返還、危険性の除去、５年
以内の運用停止を力強く表明いたしました。また、経
済振興でアジア経済戦略構想の策定など知事公約の
95％以上着手し、新年度は子供の貧困対策に力点を
置いていることも高く評価をいたします。当初予算も
過去最大の7542億円が計上され、県政運営に並々な
らぬ決意を示しております。
　質問に入ります。
　まず、所信表明の中で質問をさせてもらいます。
　第１の県政運営に取り組む決意についてでございま
す。
　(1)は削除いたします。
　(2)、新年度（平成28年度）の県政運営の特徴と決

意を伺います。
　(3)も削除いたします。
　(4)、27年度に知事は北京、香港、台湾、シンガ
ポール、ハワイなど近隣諸外国、各地域へトップセー
ルスを実施し、経済文化交流を促進しています。28
年度計画についてどうなっているかお伺いいたしま
す。
　次に、所信表明の第３の今後の沖縄振興に向けた取
り組みについて。
　(1)、沖縄21世紀ビジョン基本計画の中間評価を実
施し、一層の沖縄発展につながる施策展開を図ること
についてお伺いいたします。
　次に、沖縄振興に向けた取り組みを３つの視点から
施策を展開するとしています。
　経済発展について。
　ア、アジア経済戦略構想の実現に向けて、推進計画
を策定すると述べていますが、概略をお伺いいたしま
す。
　(3)、生活充実について。
　ア、30億円の沖縄県子どもの貧困対策推進基金に
ついて概略をお伺いいたします。
　イ、沖縄県子どもの貧困解消県民会議（仮称）の概
略と今後の取り組みについてお伺いいたします。
　(4)、平和創造についてでございます。
　ア、ことし10月には、「「沖縄の心」を世界に発
信し、国際平和の創造に貢献するため、「第８回沖縄
平和賞授賞式」を実施」するとしていますが、特徴に
ついてお伺いいたします。
　イ、第６回世界のウチナーンチュ大会が10月26日
から５日間開催されます。取り組み状況と意義につい
てお伺いいたします。
　３、辺野古代執行訴訟について。
　(1)、２月15日、第４回口頭弁論で翁長知事が特に
重きを置いた主張についてお伺いいたします。
　(2)、(3)は取り下げいたします。
　次に、大きい４、平和行政についてでございます。
　(1)、昨年、３年ぶりにソウルで日中韓首脳会談が
開かれました。尖閣諸島周辺や南シナ海問題で平和外
交での解決が求められています。ことしは日本で開催
される予定のようですが、日中韓首脳会談開催誘致に
沖縄県が名乗りを上げることを提案したいと思いま
す。知事の所見をお伺いします。
　５、経済振興の柱に据えて、新年度予算約80億円
が計上された大型ＭＩＣＥ施設関連についてでござい
ます。
　(1)、大型ＭＩＣＥ施設規模を実質４万平米に決定
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されましたが、経過と需要の展開をお伺いいたしま
す。
　(2)、大型ＭＩＣＥ施設建設について、組織体制と
関連部局の横断的組織設立についてお伺いいたしま
す。
　(3)、地元東浜区からＭＩＣＥ施設周辺の防犯、防
災について、事業主体の県に説明を求める声がありま
す。説明する予定はおありでしょうかお伺いいたしま
す。
　６、道路行政について。
　(1)、国道329号南風原・与那原バイパス工事であ
りますけれども、土地の買収が難航していたようであ
りますけれども、今この進捗状況についてはどうなっ
ておりますかお伺いいたします。
　(2)は新里米吉議員に譲りたいと思っております。
削除いたします。
　７、公共交通について。
　(1)は削除いたします。
　(2)、ＬＲＴ（新型路面電車）導入についてお伺い
いたします。
　ア、県、那覇市、南風原町、与那原町で協議会を立
ち上げ推進すべきだと考えますが、所見をお伺いいた
します。
　よろしく答弁のほどお願いいたします。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　大城一馬議員の御質問にお答
えいたします。
　県政運営に取り組む決意についての中の、平成28
年度の県政運営の特徴と決意についてお答えをいたし
ます。
　平成28年度は、沖縄21世紀ビジョン基本計画の中
間地点に当たり、沖縄振興をさらに加速させていくべ
き重要な年であります。私は、引き続き沖縄が持つソ
フトパワーを生かし、経済発展、生活充実、平和創造
の３つの視点から施策を展開してまいります。経済発
展については、アジア経済戦略課を設置し、アジアの
ダイナミズムと連動したリーディング産業の拡充・強
化や国際物流拠点の形成などに取り組んでまいりま
す。また、大型ＭＩＣＥ施設の建設による県土の均衡
ある発展及び沖縄観光のさらなる飛躍などにも取り組
んでまいります。生活充実については、空手振興課を
設置するとともに、沖縄空手会館を拠点として、空手
発祥の地・沖縄を世界へ発信してまいります。また、
新たに30億円の沖縄県子どもの貧困対策推進基金を
設置し、子供の貧困対策を県民運動として展開してま

いります。平和創造については、県民の過重な基地負
担の軽減を実現するべく、引き続き一つ一つの課題に
全力で取り組んでまいります。
　私は、持てる行政力、政治力の限りを尽くして県政
運営に取り組み、誇りある豊かさを実現してまいりま
す。
　次に、辺野古代執行訴訟についてに関する御質問の
中の、本人尋問についてお答えをいたします。
　去る２月15日の本人尋問では、公有水面埋立承認
取り消しの適法性及び本件代執行訴訟はそもそも地方
自治法上の要件を欠いている旨を主張するとともに、
私が県知事選に立候補した経緯、米軍基地が形成され
た歴史や過剰な基地負担の現状から、辺野古新基地建
設は決して容認できないことなどについて証言いたし
ました。　
　裁判所に対して沖縄県の歴史や現在の状況、県民の
思いなどを伝えることができたのではないかと考えて
おります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○副議長（翁長政俊君）　安慶田副知事。
　　　〔副知事　安慶田光男君登壇〕
○副知事（安慶田光男君）　大城一馬議員の今後の沖
縄振興に向けた取り組みについての御質問の中で、第
６回世界のウチナーンチュ大会の取り組み状況と意義
についてお答えいたします。
　世界のウチナーンチュ大会の意義は、沖縄県の貴重
な人的財産である世界各地のウチナーンチュが、５年
に１度沖縄に集い、そのルーツやアイデンティティー
を確認するとともに、県民との交流を通してウチナー
ネットワークを拡大・発展させ、次世代へと継承させ
ることにあります。第６回大会の開催に向けては、こ
れまで実行委員会を２回開催し、開催日程や場所、大
会の基本コンセプト等を決定しております。また、２
月初旬に南米キャラバンを実施し、南米４カ国の県系
人に対して大会の説明と参加呼びかけ、在外公館、現
地メディアに協力依頼をしてきたところであります。
現在、大会キャッチフレーズとロゴマークを公募選定
中であり、既に決定したテーマソングやマスコット
キャラクターとともに、県民への周知活動に活用して
大会の機運醸成を図っていくとともに、今後、式典イ
ベントや連携イベント等の具体的な内容を決定し、準
備を本格化させていくこととしております。
　以上であります。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
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○商工労働部長（下地明和君）　それでは、県政運営
に取り組む決意についての御質問の中の、平成28年
度のトップセールス計画についてお答えいたします。
　沖縄県は今年度、北京、台湾、シンガポール、香
港、マカオの訪問において、航空会社等への要請、物
産展や商談会、沖縄の投資環境のＰＲ等を実施し、行
政及び経済関係者等と幅広い連携関係を構築できたと
考えております。平成28年度については、海外事務
所を設置している地域に加え、沖縄との経済交流の可
能性が高い地域において重点的にトップセールスを展
開してまいります。　
　次に、今後の沖縄振興に向けた取り組みについての
御質問の中の、アジア経済戦略構想推進計画の概要に
ついてお答えいたします。
　現在、県が策定に取り組んでいるアジア経済戦略推
進計画では、アジア各国・地域の市場特性の検証やイ
ンフラ整備の重要性、推進体制強化等の方向性を示す
とともに、構想の実現に向けた具体的な取り組みを整
理しております。具体的な取り組みについては、例え
ば、国際競争力ある物流拠点の形成に向けて、那覇空
港・那覇港及びその周辺用地も含めた物流機能の拡充
及び臨空・臨港型産業の集積に向けた事業などを整理
しております。また、世界水準の観光・リゾート地の
実現に向けた大型ＭＩＣＥ施設の整備や海外富裕層の
獲得に向けた取り組み、航空関連産業クラスターの形
成に向けた那覇空港周辺の産業用地の確保や戦略調査
の実施等、各戦略ごとにさまざまな施策を検討してお
ります。
　沖縄県としては、戦略構想の実現に向け、スピード
感とスケール感を持って、全庁的に推進計画に掲げた
各種施策を展開してまいりたいと考えております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　企画部長。
　　　〔企画部長　謝花喜一郎君登壇〕
○企画部長（謝花喜一郎君）　公共交通についての御
質問の中の、ＬＲＴ導入の推進についてお答えいたし
ます。
　鉄軌道の計画案策定については、昨年４月に設置し
た市町村会議を通して、市町村と情報共有、連携を図
りながら検討を進めているところです。具体の地域へ
のＬＲＴの導入については、まずは、関係市町村にお
いて交通計画やまちづくりの観点から検討がなされる
ものと考えており、これら検討結果については、鉄軌
道の計画案策定の取り組みにおいて、市町村や県民等
と情報共有を図りながら幅広く検討してまいります。
　２の今後の沖縄振興に向けた取り組みについての御

質問の中の、ビジョン基本計画の中間評価と今後の施
策展開についてでございます。お答えいたします。
　沖縄県では、平成28年度を目途にこれまで実施し
てきた施策等の成果や後期に向けた課題等について中
間評価を行うとともに、必要に応じて基本計画を改定
することとしております。
　沖縄県としましては、基本計画の後期５年におい
て、これまでの流れを加速させ、県民生活の一層の向
上に取り組んでまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
　　　〔子ども生活福祉部長　金城　武君登壇〕
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　今後の沖縄振
興に向けた取り組みについての御質問の中で、沖縄県
子どもの貧困対策推進基金についてお答えをいたしま
す。
　沖縄県子どもの貧困対策推進基金は、沖縄県におけ
る厳しい子供の貧困の現状を踏まえ、地域の実情に即
した子供の貧困対策を全県的に推進するため創設する
ものであります。同基金の活用については、今後、子
供の貧困実態調査の結果や市町村との意見交換等を踏
まえ、効果的な取り組みを検討してまいります。
　次に、沖縄県子どもの貧困解消県民会議（仮称）に
ついてお答えをいたします。
　沖縄県の子供の貧困は、子供３人に１人が貧困状態
で暮らしており、日常的な食料品を買えない経験があ
る貧困家庭が多いことなど深刻な状況にあります。こ
のため、子供の貧困対策は、県民の幅広い理解と協力
のもとに県民の総力を結集し、県民運動として展開し
ていく必要があると考えております。現在、県におい
て検討を進めている子どもの貧困解消県民会議（仮
称）は、子供の貧困対策を県民運動として展開するた
めの組織であり、国、県、市町村を初め、教育・医
療・福祉の関係団体、経済・労働関係団体等に広く参
加を呼びかけることを考えております。
　今後のスケジュールとしては、本年６月ごろにキッ
クオフ会議を開催し、その後は具体的なプロジェクト
事業を検討したいと考えております。
　次に、第８回沖縄平和賞授賞式についてお答えをい
たします。
　沖縄平和賞は、平和を求める県民の心を世界に発信
するために創設され、沖縄と地理的・歴史的にかかわ
りの深いアジア・太平洋地域での平和の構築などに貢
献した団体等を顕彰するものであります。沖縄平和賞
の周知・広報のために、これまでに沖縄平和賞パネル
展、出前講座、沖縄平和賞支援募金などを行ってまい
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りました。
　第８回沖縄平和賞授賞式については、同時期に開催
される第６回世界のウチナーンチュ大会と連携協力
し、平和を願う沖縄の心を世界に発信したいと考えて
おります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　平和行政についての御
質問の中で、日中韓サミットの開催誘致についての御
質問にお答えします。
　沖縄21世紀ビジョンにおいて、沖縄は我が国の平
和の創造に貢献するため、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、環境対策など多様
な安全保障を創造していく場として地域特性を発揮し
ていくこととしております。このようなことも踏ま
え、日中韓サミットの開催誘致については貴重な御提
言として受けとめ、今後情報収集に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　大型ＭＩＣ
Ｅ施設関連についての御質問の中の、大型ＭＩＣＥ施
設の規模の決定経緯等についてお答えいたします。
　県では、昨年５月に大型ＭＩＣＥ施設の建設地を中
城湾港マリンタウン地区に決定し、昨年９月に有識者
委員会を設置して施設の機能、規模等について検討し
てきました。昨年９月に取りまとめられた沖縄県アジ
ア経済戦略構想では、大きな経済効果が期待される見
本市・展示会ビジネスの誘致促進が掲げられ、受け皿
となる展示場の規模は世界のスケール感に合致する必
要があるとの考え方が示されました。また、経済界や
地元自治体からも沖縄県に対し、展示場の規模等に関
する提言、要望がありました。これらを受けて、県で
国内外の需要調査を再度実施したところ、本県のリ
ゾートとしてのイメージを生かした展示会や富裕層向
けの展示会、また、２万人以上のコンサート需要が一
定程度あることが確認できました。
　これらの調査結果や有識者等の意見を総合的に検討
した結果、県としては展示場を３万平方メートルとす
ることとし、展示場と多目的ホール等を一体的に使用
することで、実質４万平方メートル規模の展示会に対
応できる施設とすることに決定したところでありま
す。
　次に、組織体制と関連部局の横断的組織設立につい

てお答えいたします。
　県においては、平成28年度から大型ＭＩＣＥ施設
整備が本格化することや、県全体のＭＩＣＥ誘致戦略
や人材育成等を盛り込んだ沖縄ＭＩＣＥ振興ビジョン
（仮称）を策定するため、平成28年４月に観光整備
課を設置し執行体制を強化することとしております。
また、大型ＭＩＣＥ施設の整備に当たっては、宿泊施
設や商業施設の誘致、道路交通網の整備など周辺のエ
リア開発に一体的に取り組んでいく必要があることか
ら、関係部局等による横断的な連携体制の整備につい
て検討を行っているところであります。
　次に、大型ＭＩＣＥ施設整備に関する地元への説明
についてお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設の整備、運営に当たっては、地元
自治体や地域住民の理解と協力を得ることが重要であ
ると考えております。ＭＩＣＥはビジネスマンを対象
とした企業の報奨旅行、研究者等が参加する学会、コ
ンサート等のイベント開催など、その集客力によりＭ
ＩＣＥ施設周辺ににぎわいをもたらし、その高い消費
支出により地域に経済効果を波及させるものでありま
す。
　防犯、防災については、地域住民からどのような懸
念等が示されているのかなどについて、地元４町村で
構成する東海岸地域サンライズ推進協議会に確認しな
がら、適宜・適切に対応していきたいと考えておりま
す。また、ＭＩＣＥ施設やＭＩＣＥの振興に関する理
解を深めるため、同協議会とも連携し住民説明会等の
開催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。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　道路行政についての
御質問の中で、国道329号南風原・与那原バイパスの
進捗状況についてお答えします。
　国において整備が進められている国道329号南風
原・与那原バイパスの平成26年度末の進捗率は、南
風原バイパスが約34％、与那原バイパスが約54％と
聞いております。なお、両バイパスとも一部区間を除
き平成30年度に暫定２車線で供用予定と聞いており
ます。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　大城一馬君。
○大城　一馬君　それでは、再質問をさせてもらいま
す。
　まず最初に、子供貧困問題ですけれども、先ほども
申し上げましたように、県がしっかりと対策を立てる
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ということで決意が述べられています。その中で、子
どもの貧困対策推進計画の素案が示されました。その
中で、非常に評価したいのは34の指標で、そしてこ
れを実現するために目標値が盛り込まれております。
例えば、自治体の無料塾を32から全41市町村、そし
てまた、大学等進学率を39.8から45％など数字にし
て34件でございます。やはりこの計画の数値目標が
達成されることによって、子供の貧困の改善、解消が
進んでいくというふうに理解をしております。これだ
けせっかく数値を立てて目標を設定していますので、
この実効性をぜひしっかりとやっていただきたいとい
うふうに思いますけれどもどうでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　計画策定後の
進捗管理といいますか、しっかりと取り組む必要があ
るというふうに考えておりまして、知事、両副知事、
関係部局長で構成します子どもの貧困対策推進会議に
おいて、ＰＤＣＡサイクルに沿って施策の点検・評価
も行います。また、外部有識者で構成する会議も設置
をいたしまして、施策の分析評価を行って計画の効果
的な推進を図るための体制も構築していきたいという
ふうに考えております。
○副議長（翁長政俊君）　大城一馬君。
○大城　一馬君　ぜひこの数値の目標達成のために頑
張ってほしいと思います。
　それで、政府は確かに子どもの貧困対策大綱、これ
は設置、設定されておりますけれども、残念ながらこ
の数値目標というのが全く盛られてないということも
あって、やはり県がこれだけ数値目標を設定したから
には、しっかりと対策を立ててほしいというふうに
思っております。
　次に、平和行政について、日中韓首脳会談いわゆる
サミットという名称でありますけれども、2012年の
５月以来３年半ぶりに昨年の11月１日にソウルで開
かれました。その中で合意したのが歴史を直視し、未
来に向かって進む精神で地域の安全と平和に向け努力
することで一致しております。そこで私はぜひこれを
沖縄にと、沖縄で開催という提案をさせてもらいまし
たけれども、先ほど公室長から答弁がありました。歴
史を踏まえ平和を発していくというくだりですね。そ
してこの21世紀ビジョンには、随所にアジア・太平
洋地域の平和外交の問題が盛り込まれているんです。
その中でも例えば、「ジュネーブのような役割を果た
せる可能性を有している。」とか、そしてまたこの
「アジア・太平洋「平和協力外交地域」形成」という
ことで、「沖縄のソフトパワーを活用した平和協力外

交の展開等を沖縄が積極的に担い、アジア・太平洋地
域の持続的安定と平和に資する「新たな外交地域」と
して独自の貢献を果たす。」と。その中で、「国際会
議の拠点づくりを行い、世界平和に貢献する。」。そ
して、「アジア・太平洋地域の安定・発展と平和に資
する「新たな外交地域」として、国連機関や国際機関
の立地促進を図る。」、そういうこともこの21世紀
ビジョンに盛り込まれております。
　私はやはりこの日中韓首脳会談、今先ほど申し上げ
ましたように、尖閣の問題、南シナ海の問題、やはり
このことを平和的に解決する、いわゆる武力の行使で
はなくて話し合いで解決していくことが、私はもし日
本で開かれるならば求められているだろうというふう
に思っております。その最適地が沖縄であると。これ
はもう歴史的にもやはり中国、韓国との交流、いろん
な意味で琉球王国時代から万国津梁の中でやっており
ます。
　そういうことからしても、私は、知事公室長は情報
収集しながら、貴重な提言でしたということである意
味理解もしておりますけれども、やはり知事も日ごろ
から沖縄を平和の緩衝地帯ということを盛んに何度も
何度もいろんな場所で発言をしております。そういっ
た視点からしても、積極的にぜひやるんだという決意
が必要ではないかなと思っておりますけれども、知
事、どうでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　大城一馬議員の御質問にお答
えをしたいと思います。
　21世紀ビジョンもそうでありますけれども、やっ
ぱり沖縄がこれから将来の沖縄像ということからする
と、平和の緩衝地帯としてアジアの経済的なダイナミ
ズムを取り入れて中心地となることもさることなが
ら、やっぱり万国津梁の精神というそういったものを
沖縄県民の誇りとしながらアジアの緩衝地帯になって
いくと。これが大切だろうというふうに私も思ってお
ります。私も15年前に那覇市長になりまして、最初
に手がけたのが冷戦構造の終えんということでゴルバ
チョフさんを那覇にお招きして、そして講演会をして
時代が変わったというような発信をさせていただきま
した。それから10年ほど前には、ちょうどそのとき
には宮本沖縄大使のころでありますけれども、時代背
景はまだ中国と台湾が大変厳しい環境にあるときであ
りましたので、台北市長と上海市長の会談を那覇市で
できないかということで宮本大使などにも相談をしな
がら、台北の――そのときは馬市長が台北市長でした
けれども御理解をいただいて、それから中国のほうに
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も行きまして、人民大会堂などでそういった関係の団
体とお会いをしたりしたんですが、これはできません
でした。そういったようなこと等も手がけてきました
ので、今回のそういう意味での日中韓サミット、これ
もやはりその平和の緩衝地帯としての沖縄ならでは
の、あるいはまたいろんな歴史的経過を含めても沖縄
がこれは最適ではないかなというふうに、また沖縄か
らしても将来の沖縄像というものに大変大きく寄与す
る。それから、日本とアジアの平和的な、あるいは経
済的なつながりについても沖縄の役割が大いに発揮で
きるのではないかという意味で、そういう気持ちは
持っております。ただ、時代背景とかそういったよう
なものがそれにマッチするかどうかというようなこと
もしっかりと検証させていただいて、例年どおりであ
れば年末のようでありますので、そういたしますと、
今おっしゃっている意義をしっかりと踏まえながら、
何とかいい方向に行けないかこの辺のところはしばら
くは打診をさせていただきたいなとこのように思って
おります。
○副議長（翁長政俊君）　大城一馬君。
○大城　一馬君　打診ということで、前向きだという
ふうに見ております。ぜひ実現させてください。
　次に、ＭＩＣＥの件なんですけれども、もう組織体
制はこの部局内でつくられるということでしっかり
やってもらいたいと。そして、やっぱり関連部局の横
断的体制、これは先ほど玉城満議員からも提起があり
ましたように、農振地域変更をどうするか、あるいは
またいろんな施設の配置によって土地利用の変更と
か、たくさんの部にまたがるようなことがこれから出
てくるんですね、今でも出てきているとは思いますけ
れども。やっぱりそこをしっかり関連部局が一緒に
なって協議してまとまって、しっかり沖縄の経済振興
の大きな柱となっている大型ＭＩＣＥの成功に向け
て、ぜひこれは早目の立ち上げを、去年からまだ検討
中となっておりますけれども、ぜひ年度内にはできな
いのかどうか、どうでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　大型ＭＩＣ
Ｅ施設については、2020年の供用開始を目指して取
り組みを行っているところであります。大型ＭＩＣＥ
施設というのは、ＭＩＣＥ施設そのものが何といいま
すか、直接収益を生むというよりも、施設の集客力に
よって地域全体に経済的な利益をもたらすそういった
施設であるということが一般に言われております。そ
ういったことから、ＭＩＣＥエリアして周辺に宿泊施
設とか商業施設、エンターテインメント施設等々そう

いったにぎわいをもたらすようなまちづくりというの
が必要になってくると考えています。そういったこと
から、現在それに関連する関係部局と土地利用のあり
方等々含めて協議をしていこうということで、今その
横断的な組織の設立に向けて相談・調整を行っている
ところであります。また、あわせてこれ地元との協議
も必要になってきますので、この５年のステージある
いは運営開始後の将来のステージというのを考えたと
きに、どういう形で協議テーマを設定してやっていく
かということについても地元とも相談しながら、横断
的な庁内の体制については考えていきたいと思ってい
ます。
○副議長（翁長政俊君）　大城一馬君。
○大城　一馬君　(3)番目のいわゆる地域周辺の防
犯、防災問題なんですけれども、やっぱり２万から
４万になったというこの実感がなかなか地元周辺エリ
アでは想像できないと。一体どういう問題が、防犯の
問題あるいは防災の問題、こういったものが起きた場
合どういったものが出てくるのか、非常にある意味不
安、ある意味戸惑っているわけですよね。私もいろん
な声も聞いております。そして、与那原町議会の中で
も何名か多くの議員からこの問題について非常に心配
する声、提起があります。先ほど部長は、住民説明会
をやると言っておりますので、これを早期にぜひやっ
てもらいたいというふうに思っております。
　次に最後に、ＬＲＴ、新型次世代型路面電車の導入
についてなんですけれども、これももう絶えず何度も
何度も本当に質問し、お願いをしているところでござ
います。やはりこれも２万から４万、誘客数も86万
という想定がされております。やはりこれまた周辺の
交通アクセスの問題、これも大きな課題として残され
ていきます。ですから、私はやはりこのＬＲＴ先行導
入、何度も要望しておりますけれども、那覇も南風原
も与那原もいろんな学習会をして、そして今月の末に
は先ほど開通した宇都宮市、そこにも視察に行くとい
うことで、ぜひこの那覇―与那原間、場合によっては
西原までとなりますけれども、この先行導入をぜひや
るべきだというふうに思っております。これが４万平
米の大型ＭＩＣＥへの交通アクセスの利便性にもつな
がるのではないかなと思っております。また、11月
議会の公共交通ネットワーク特別委員会の中で、私の
質問に対しまして、謝花部長は私は非常にいい答弁だ
なということで、地元も周辺も非常にこの謝花部長の
答弁に対して相当な期待を持っているわけです。い
ろいろなくだりありますけれども、最後に、例えば
フィーダーから先に事業をするということも現実問題
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として出てくるであろうと考えておりますと。この１
行が非常にインパクトのある答弁になっておりまし
て、これはみんな期待しているんですよ、地元を含め
て。自治体、那覇もしかりです。そしてトラムで未来
をつくる会とか、要するにこの路面電車に対する認識
のある方々がこの部長の答弁、非常に高い評価をし
て、これは絶対できるぞというところまで来ているん
ですよ、部長。ですから、ぜひこの本会議、私の一般
質問に対してもう一度答弁をいただければと思いま
す。
　よろしくお願いします。
○副議長（翁長政俊君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　まず鉄軌道、今年中に起終点のおおむねの位置、
ルート、想定するシステム等々、それからフィーダー
交通のあり方についても県として計画案をつくろうと
いうことでございます。その際、事業化になった暁に
は、効率・効果的な事業を行うためには開業効果の高
いところから、今おっしゃったような形で事業に着手
するということもあり得るだろうという趣旨での答弁
でございます。
　強いお気持ち、那覇市ですとか南風原町、与那原
町、協議会いろんな勉強会もやっているということで
すが、先ほども答弁させていただきましたように、沖
縄県はＰＩ活動の一環としてですけれども、本島の
26市町村でまちづくりを担当する担当課長に集まっ
ていただきまして、それぞれ例えば各市町村におきま
す公共交通の課題ですとか、公共交通のあり方、それ
からまちづくりの方向性、これを細かく意見交換を
行っております。その市町村会議の中においても、Ｍ
ＩＣＥについての意見もあったということを承知して
おります。こういった御意見については、今月、そし
てまた来月には開催されます委員会において御報告さ
せていただいて、そういった流れの中でまたさらに県
民との情報、意見交換、共有化を図りながら、ルート
等について検討していきたいと。最終的に決まった暁
に事業着手になった時点で、一番効果の高いところか
ら着手するというところでございます。
○大城　一馬君　終わります。
　ありがとうございました。
○副議長（翁長政俊君）　20分間休憩いたします。
　　　午後３時31分休憩
　　　午後３時52分再開
○副議長（翁長政俊君）　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。
　新里米吉君。

　　　〔新里米吉君登壇〕
○新里　米吉君　ハイサイ、新里米吉です。
　一般質問を行いますが、その前に取り下げがありま
す。
　２、保健医療行政の(2)を取り下げます。３、基地
問題の(1)、駐在員について取り下げます。６、土木
建築行政の(1)、最低制限価格について取り下げま
す。
　それでは、質問を行います。
　経済振興について。
　(1)、平成27年の入域観光客は、過去最高を記録し
た前年の705万8300人に比べ10％増の776万3000
人と過去最高を更新した。特に、外国人客が150万
1200人と前年比68％の増となった。入域観光客数の
大幅増についての主な要因とこれからの対応や課題に
ついて伺いたい。
　(2)、大型ＭＩＣＥ施設は、中城湾港マリンタウン
地区に決定され、展示場の規模を３万平米とし展示場
と多目的ホール等を一体的に使用できる設計にして実
質４万平米の展示会が可能な施設となった。３万平米
の展示場は全国５番目と言われているが、国内・国外
で競争力のある施設になることが重要である。最も大
切なことは稼働率を高めることであり、そのために人
材の確保と育成が求められる。平成32年供用開始に
向けての建設計画と人材の育成、確保について県の所
見を伺いたい。
　(3)、翁長知事は就任以来、中国、台湾、シンガ
ポール、香港等を訪問され、トップセールスを行っ
た。また、経済界が中心となって沖縄大交易会が続け
て開催されルーツ・アジアも予定されるなど、アジア
のダイナミズムを取り込む県経済の振興を図る状況に
進んでいる。アジア経済戦略構想が答申され、アジア
経済戦略課が４月に設置される。アジア経済戦略課に
ついて説明してください。
　(4)、航空機整備基地整備事業は、22億の予算に
なっている。事業内容や経済振興への期待等を伺いた
い。
　(5)、沖縄産ミーバイ養殖推進事業の事業内容と香
港、上海、シンガポール、台北等へのミーバイ初め海
産物輸出への展望を伺いたい。
　(6)、那覇空港における国際貨物取扱量は、平成20
年度の1800トンから平成26年度の18万5000トンへ
と大幅にふえ、成田空港、関西空港に次いで羽田空
港、中部空港と３位を競うまでになっている。今後の
展望と沖縄産の貨物をふやす施策も伺いたい。
　２、保健医療行政について。
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　(1)、知事提案説明で、「県立北部病院の「地域周
産期母子医療センター」認定に向けて、「新生児集中
治療室（ＮＩＣＵ）」を整備するなど、安全・安心な
医療提供の整備、充実を図ってまいります。」となっ
ており、北部地域の皆さんに安全・安心な医療体制に
なると思います。整備充実についての課題を伺いた
い。
　(3)、新規事業として病床機能の分化・連携を推進
するための基盤整備事業１億8825万円が提案されて
いる。地域包括ケア病棟等の整備推進に要する経費と
なっているが、地域包括ケア病棟の説明と県内の状況
を伺いたい。
　基地問題について。
　(2)、2013年12月仲井眞知事（当時）は、政府が
しっかり取り組んで５年以内に県外移設をし、今の飛
行場を運用停止すると総理から確約を得ていると発言
した。そのことについて、2014年２月定例会で、辺
野古移設は９年半以上かかる。５年で運用停止するの
であれば約５年間県外で運用されることになり、辺野
古は要らない、なぜ閣議決定しないかとの質問に対し
仲井眞知事は、負担軽減推進会議を設置した、総理が
確約した、約束したの繰り返しであった。ところで、
５年以内運用停止の具体策を話し合う普天間飛行場負
担軽減推進会議は、翁長知事就任後開催されていな
い。県は、開催の要請をしたか。また、要請したので
あれば、政府から回答があったか、伺いたい。
　教育行政について。
　30人学級、35人学級については、現在小学校１年
生・２年生30人学級、小学校３年生35人学級、中学
１年生35人学級が実施されている。平成28年度から
小学校４年生で35人学級を実施する予定とのことで
評価したい。財政的に厳しいとは思うが、今後、５年
生、６年生の35人学級にも取り組んでほしい。決意
を伺いたい。
　(2)、高等学校奨学のための給付金事業が平成27年
度の８億1719万円から平成28年度13億7920万円へ
大幅に増額されている。また、県外進学大学生支援事
業が新設された。事業内容と増額及び新設の趣旨につ
いて伺いたい。
　(3)、平成31年度全国高校総体開催について、開催
までの年次的な取り組み予定について伺いたい。
　５、第６回世界のウチナーンチュ大会について。
　(1)、世界同時株安が起き、世界的に経済状況に不
安がある中での開催であり、国外・県外からの参加が
減る心配がある。副知事を先頭にキャラバンを行った
が、外国の県人会の状況、反応等を伺いたい。

　６、土木建築行政について。
　(2)、下記の土木建築事業について、進捗状況及び
平成28年度の工事予定と予算額を伺いたい。
　ア、宜野湾北中城線道路整備事業、イ、中城公園整
備事業、ウ、白比川改修事業、エ、小波津川整備事
業、オ、那覇・北中城線整備事業、カ、西原、浦添線
整備事業。
　(3)、国道329号西原バイパス（仮称）延伸事業に
ついて、事業として取り組む決意を伺いたい。
　答弁の後、再質問を行います。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　新里米吉議員の御質問にお答
えをいたします。
　経済振興についてに関する御質問の中の、入域観光
客数の大幅増の要因等についてお答えをいたします。
　平成27年の入域観光客数は、円安の継続などに伴
う沖縄への旅行需要の高まりに加え、国内外における
官民一体となった誘客プロモーションの積極的な展
開により、対前年比で70万5000人、10％増の776万
3000人と、過去最高を記録しております。沖縄県が
目標とする観光客数1000万人等の達成に向けては、
引き続き市場特性に応じた誘客プロモーションを展開
し、国内市場のさらなる需要喚起を図るとともに、東
南アジアや欧米など、海外の新規市場の獲得を積極的
に進めてまいります。また、国内外の富裕層の誘致に
戦略的に取り組むとともに、中城湾港マリンタウン地
区に整備する大型ＭＩＣＥ施設を核としたＭＩＣＥの
振興により、ビジネスリゾートという新機軸を打ち出
し、沖縄観光のさらなる発展を図ってまいります。
　次に、新設するアジア経済戦略課についてお答えい
たします。
　沖縄県アジア経済戦略構想においては、ソフト・
ハード両面における戦略的な産業インフラの整備、県
内企業の積極的な海外事業展開の促進など、幅広い施
策を積極的に展開することとしております。これらの
施策をスピード感、スケール感を持って効果的に推進
するため、新たに設置するアジア経済戦略課を核に、
関係部局や海外事務所、民間との連携を促進し、アジ
ア経済戦略構想関連施策を強力に推進してまいりま
す。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○副議長（翁長政俊君）　安慶田副知事。
　　　〔副知事　安慶田光男君登壇〕
○副知事（安慶田光男君）　新里米吉議員の基地問題
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についての御質問の中で、普天間飛行場負担軽減推進
会議についてお答えいたします。
　普天間飛行場負担軽減推進会議については、平成
26年10月20日の第３回以降開催されていないことか
ら、平成27年２月26日付で県から内閣官房副長官宛
て文書で開催を要請したほか、昨年８月から９月にか
けて行われた政府との集中協議においても開催の要望
をしましたが、政府から具体的な回答はいまだありま
せん。
　次に、第６回ウチナーンチュ大会についての御質問
の中で、南米キャラバンでの県人会の状況についてお
答えいたします。
　今回の南米キャラバンにおいては、各国での説明会
に多くの方々に参加していただくとともに、県人会の
熱烈な歓迎を受け、大会に対するウチナーンチュの期
待の大きさを感じたところであります。
　現地の経済状況につきましては、ブラジル日本大使
館などが不安要素があるとしておりますが、沖縄県と
しましては、今後、ホームページによる大会情報の提
供や受け入れ体制の充実を図っていくとともに、各国
県人会と連絡を密にとり、参加人数の把握に努め、多
くの方に大会に参加いただけるようしっかりと取り組
んでまいりたいと考えております。
　以上であります。
○副議長（翁長政俊君）　文化観光スポーツ部長。
　　　〔文化観光スポーツ部長　前田光幸君登壇〕
○文化観光スポーツ部長（前田光幸君）　経済振興に
ついての御質問の中の、大型ＭＩＣＥ施設の建設計画
と人材の育成確保についてお答えいたします。
　大型ＭＩＣＥ施設については、ことし２月末に沖縄
県大型ＭＩＣＥ施設整備運営事業アドバイザリー業務
を契約し、整備基本計画の策定や施設整備事業者の公
募選定に向けて取り組みを開始しております。平成
28年度に用地取得と事業者選定を行い、平成29年度
には工事に着手し、平成32年度中の供用開始を目指
します。ＭＩＣＥ関連の人材の育成、確保について
は、平成28年度に策定する沖縄ＭＩＣＥ振興ビジョ
ン（仮称）で、取り組みの方策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。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　下地明和君登壇〕
○商工労働部長（下地明和君）　経済振興についての
御質問の中の、航空機整備基地整備事業の事業内容や
経済振興への期待についてお答えいたします。
  平成28年度の航空機整備基地整備事業の事業内容と

しては、格納庫の建設工事のほかに、事務所機能を有
する附属棟の建設工事や電気・機械工事等を実施する
こととしております。今後は、航空機整備施設を核
に、関連企業の集積を促進し、航空関連産業クラス
ターの形成を図ることを目的とした取り組みを開始し
ます。航空機を構成する部品数は数百万点に上り、航
空機の整備、製造過程においては、多くの企業がかか
わることから、航空関連産業は裾野の広い産業と言わ
れております。航空関連産業が集積し、航空関連産
業クラスターが形成されることによって、10年目に
は、約291億円の経済効果と、約1970人の雇用効果
が見込まれております。
　次に、国際航空貨物の今後の展望と沖縄産の貨物を
ふやす施策についてお答えいたします。
　那覇空港の国際物流ハブの拡大に向けては、さらな
る路線の拡充や貨物量の増加を図り、全国特産品の輸
出拠点化や物流ネットワークを活用する企業の誘致・
集積等を推進してまいりたいと考えております。沖縄
産貨物の増加を図るため、観光誘客プロモーションと
連携しておきなわブランドの認知度向上を図るととも
に、各種支援施策を活用した海外での物産展や商談会
への出展支援など、取引先の開拓を進めてまいりま
す。また、商品改良の支援や航空コンテナの借り上げ
による物流支援など幅広い施策を展開し、県内事業者
の海外展開を促進してまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　経済振興についての
御質問の中で、おきなわ産ミーバイ養殖推進事業の内
容と海産物輸出の展望についてお答えいたします。
　県では、平成27年度からソフト交付金を活用し、
養殖ハタ類の生産体制の強化と養殖業の振興を図るこ
とを目的に、おきなわ産ミーバイ養殖推進事業を実施
しております。その内容としましては、１、大型で成
長が早い優良な養殖ハタ類であるタマカイについて、
安定した受精卵を得るための産卵誘発技術の開発、
２、ヤイトハタ養殖における生産コスト削減に向けた
適正給餌技術の開発に取り組んでいます。一方、活魚
でのヤイトハタなどは、中華圏において高く評価され
ていることから、水なし活魚輸送技術を開発して、香
港、マカオ、シンガポールへ活魚輸送試験を実施して
おります。
　県としましては、県産養殖ハタ類の生産体制の強化
に取り組むとともに、中華圏への海産物の販路拡大に
努めてまいります。
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　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　病院事業局長。
　　　〔病院事業局長　伊江朝次君登壇〕
○病院事業局長（伊江朝次君）　保健医療行政につい
ての御質問の中で、県立北部病院の医療提供体制の整
備充実に関する課題についてお答えいたします。
　県立北部病院の医療提供体制については、内科など
一部の診療科における診療制限や、医師、看護師等の
安定的な確保等が課題となっております。
　病院事業局では、課題の解消に向け、医師の確保に
ついては、大学や民間病院への派遣要請、人的ネット
ワーク等の活用、看護師確保については、看護師募集
イベントへの参加、人材紹介会社の活用等に取り組ん
でいるところであります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　仲本朝久君登壇〕
○保健医療部長（仲本朝久君）　それでは、保健医療
行政についての御質問の中で、地域包括ケア病棟につ
いてお答えいたします。
　地域包括ケア病棟は、地域における在宅療養患者の
病状悪化時の受け入れや、急性期を脱した患者の在
宅、生活復帰の支援など、地域包括ケアシステムを支
える医療機能として平成26年度に新設された病棟で
あります。県内では、現在９施設210床が整備されて
おり、今後高齢化の進行に伴って需要が増加すること
が見込まれております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育行政につ
いての御質問の中で、少人数学級の拡大についてお答
えいたします。
　県教育委員会では、これまで小学校１・２年生で
30人学級、小学校３年生と中学校１年生で35人学級
を実施してまいりました。平成28年度からは、学習
内容が複雑化する小学校４年生に35人学級をさらに
拡大し、きめ細やかな指導の充実に努めてまいりま
す。
　県教育委員会としましては、少人数学級の推進につ
いて、市町村教育委員会の意向等を踏まえ、今後も取
り組んでまいります。
　次に、奨学金事業等についてお答えいたします。
　高等学校等奨学のための給付金事業は、低所得世帯
の生徒の授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、
給付金を支給する国庫補助事業で、平成26年度から

学年進行で実施しております。平成28年度の予算額
は13億7920万円で、前年度と比較して５億6200万
3000円、68.8％の増となっており、その主な要因
は、学年進行による対象生徒数の増及び制度拡充に伴
う給付単価の増によるものであります。また、県教育
委員会では、県外難関大学等への進学を推進し、大学
等進学率の改善を図るため、学年進行で最終的に100
名規模となる新たな給付型奨学金制度を創設いたしま
す。平成28年度は、平成29年度に大学へ進学する学
生25名を対象に、奨学生の募集、決定を行い、入学
支度金30万円を給付し、平成29年度から奨学金とし
て月額７万円を給付いたします。
　次に、全国高校総体開催に向けた取り組みについて
お答えいたします。
　平成31年度の全国高等学校総合体育大会は、沖縄
県を含めた南部九州４県で開催されます。本県では、
陸上競技、水球、飛び込み、サッカー、相撲、ウエー
トリフティング、空手道、なぎなたの８種目が実施さ
れます。
　県教育委員会としましては、平成28年度に県教育
長を会長として沖縄県準備委員会を、平成29年度に
は沖縄県実行委員会を設置し、大会開催に向けた諸業
務を推進してまいります。また、競技力向上対策事業
を平成28年度から年次的に計画し、開催年度に主力
となる中学３年生を中心に、県外からのコーチ招聘や
強化合宿を行うなど、選手の育成強化に努めてまいり
ます。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
　　　〔土木建築部長　末吉幸満君登壇〕
○土木建築部長（末吉幸満君）　土木建築行政につい
ての御質問の中で、県道宜野湾北中城線の進捗状況等
についてお答えします。
　県道宜野湾北中城線の安谷屋・渡口区間の進捗状
況は、平成27年度末見込みで約82％となっておりま
す。平成28年度は、用地買収及びトンネル工事を行
う計画で、予算額は16億8000万円を計上しておりま
す。
　次に、中城公園整備事業の進捗状況等についてお答
えします。
　中城公園整備事業の進捗状況は、平成27年度末見
込みで約65％となっております。平成28年度は、展
望施設、駐車場、園路等の工事を行う計画で、予算額
は５億4700万円を計上しております。
　次に、白比川改修事業の進捗状況等についてお答え
します。
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　白比川改修事業の進捗状況は、平成27年度末見込
みで約69％となっております。平成28年度は、護岸
工事等を行う計画で、予算額は約１億2000万円を計
上しております。
　次に、小波津川整備事業の進捗状況等についてお答
えします。
　小波津川改修事業の進捗状況は、平成27年度末見
込みで約59％となっております。平成28年度は、用
地買収及び護岸工事等を行う計画で、予算額は約２億
2000万円を計上しております。
　次に、県道那覇北中城線の進捗状況等についてお答
えします。
　県道那覇北中城線の幸地・翁長区間の進捗状況は、
平成27年度末見込みで約35％となっております。平
成28年度は、用地買収及び道路改良工事を行う計画
で、予算額は10億8000万円を計上しております。翁
長・上原区間の進捗状況は、平成27年度末見込みで
約91％となっております。平成28年度は、用地買収
及び道路改良工事を行う計画で、予算額は１億4000
万円を計上しております。
　次に、県道浦添西原線の進捗状況等についてお答え
します。
　県道浦添西原線は、浦添市港川から西原町小那覇ま
で、延長12.8キロメートルの東西を結ぶ幹線道路で
あります。現在６区間、延長7.5キロメートルにおい
て、整備を行っております。港川道路の進捗状況は、
平成27年度末見込みで約79％となっております。平
成28年度は、用地買収及び道路改良工事を行う計画
で、予算額は５億500万円を計上しております。城
間・前田区間の進捗状況は、平成27年度末見込みで
約１％となっております。平成28年度は、電線共同
溝の設計を行う計画で、予算額は2000万円を計上し
ております。モノレール関連事業の前田・翁長区間
の進捗状況は、平成27年度末見込みで約73％となっ
ております。平成28年度は、１号橋上部工工事及び
道路改良工事を行う計画で、予算額は22億3000万円
を計上しております。西原西土地区画整理事業地内の
進捗状況は、平成27年度末見込みで約11％となって
おります。平成28年度は、物件補償及び盛土造成工
事を行う計画で、予算額は２億9000万円を計上して
おります。翁長・嘉手苅区間の進捗状況は、平成27
年度末見込みで約22％となっております。平成28年
度は、用地買収及び橋梁１号橋下部工工事を行う計画
で、予算額は10億6000万円を計上しております。嘉
手苅・小那覇区間の進捗状況は、平成27年度末見込
みで約87％となっております。平成28年度は、用地

買収及び道路改良工事を行う計画で、予算額は１億円
を計上しております。
　次に、国道329号（仮称）西原バイパス事業の取り
組みについてお答えします。
　国において調査検討が進められている、国道329号
西原バイパスについては、現在、事業化に向け取り組
んでいるところと聞いております。
　県としては、本島東側の幹線南北軸の強化を図る観
点から、当該道路の整備が必要であると認識してお
り、地元自治体と連携し、早期事業化を国に要請して
いきたいと考えております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　新里米吉君。
○新里　米吉君　基地問題について再質問を行いま
す。
　基地問題の(2)、５年以内運用停止と関連して質問
します。
　２年前の２月定例会の質問と答弁を簡潔に紹介しま
す。「５年以内に運用停止するのであれば、辺野古に
基地建設する必要はない。」との質問に対し、仲井眞
知事は、普天間飛行場負担軽減推進会議を設置したと
いうことを強調しておりました。公室長は、統合計画
では9.5年以上の期間を要するとされております。県
としては、同移設計画の進捗にかかわらず、５年以内
運用停止の実現を求めたと答弁しています。非常に重
要なことで、計画の進捗にかかわらず、５年以内運用
停止の実現を求めると言ったのがそのときの答弁であ
ります。それから、閣議決定をすべきではなかったの
かと、そのほうがより政府にとっても重要で、これを
実行しなければならなくなるんじゃないかということ
で、閣議決定をなぜ求めなかったのかとの質問をしま
した。公室長は、「即閣議決定という形は恐らくとり
得ないだろうと。しかしながら、総理からできること
は全てやる。」と「力強いお言葉をいただいた」とい
うふうに答弁したわけです。「総理からできることは
全てやる」。
　このような経緯から考えますと、５年以内に運用停
止を沖縄県側が求めていくというのは、これは当然の
ことです。私たちは、ただ批判したんじゃないんで
す。このように具体的に論理的に質問していたわけで
すから、そういうことに対して、割と曖昧な言葉では
ありましたが、５年以内の運用停止は進捗にかかわら
ずやるんだと、それから「総理からできることは全て
やる」ということをいただいたんだということを、当
時答弁したわけです。
　ところで、県は政府と協議し、政治力を発揮して解
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決せよとの質問が11月定例会で盛んに多くの議員か
ら言われました。普天間飛行場負担軽減推進会議の開
催について、どうだったのかということについて、先
ほど質問をしましたら、県は文書で要請をした、それ
から集中協議の場でも要請したという答弁でありまし
た。それからしますと、県は誠意を持って政府に対し
て対応していると考えます。しかし、政府からの回答
がないという答弁でした。むしろ話し合いについて誠
意を示していないのは、私は政府のほうだと見ていま
す、そうじゃないでしょうか。政府のほうが話し合い
に乗ろうとしない。しかし、これはこの間の流れを見
ても、知事が当選してあれだけ大きな民意を得た知事
が当選して、政府にお会いしたいと、話し合いをした
いと言っても、４カ月以上も会おうとしなかった。そ
ういったこれまでの流れから見ても、政府のほうに私
は問題があるんじゃないだろうかと感じております。
それだけじゃなくて、裁判所から示された暫定案につ
いても、県は誠意を持って話し合おうとしているけれ
ども、政府のほうがどうも態度がはっきりしない。私
は、協議をする、本当に真摯になって話し合いをする
というときは、工事をとめて話し合いをするというの
は当然のことだと思うんですよ。話はするけれども工
事はどんどん進めるよ、では誠意があるとは到底言え
ない。だからあの暫定案について、真剣に政府のほう
も取り組むべき、あるいは検討すべきなんだろうと
思っています。そういうことから、県は、改めて政府
に要請をする考えはありませんか、伺います。
○副議長（翁長政俊君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　県としましては、３月下旬から４月上旬にかけて開
催が予定されております政府・沖縄県協議会におい
て、普天間飛行場負担軽減推進会議の取り扱いについ
ての調整を踏まえて、早期の開催を求めてまいりたい
と考えております。
○副議長（翁長政俊君）　新里米吉君。
○新里　米吉君　県のほう、しっかりと要請をして協
議ができる状況をつくっていただきたいと思います。
　それから、教育長に再質問を行います。
　平成22年、2010年に沖縄で開催された美ら島総
体、この沖縄開催が最後の各県単独の開催でした。翌
年からは数県による共同開催に移ったわけです。平成
31年は、南九州各県で開催をするということであり
ます。実は、私は、インターハイ、国体については、
選手、審判員、監督として出場してきましたので、非
常に思いの深いところがあります。
　ところで、諸見里教育長は、私が知る限り、保健体

育課長を経験した唯一の教育長だと思うんです。ス
ポーツに対する造詣の深さ、スポーツ振興への思いも
深いものがあろうと思います。平成31年度全国高校
総体開催についての教育長の思いと期待を伺いたい。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　私は、スポーツや部活動
というのは、健康体力の保持増進はもとより、生活の
規律や協調性、道徳性等を育み、人生をより豊かに生
き抜く人間力を培う、大変重要なことであると考えて
おります。高校生において、こうした部活動の総仕上
げとしての全国高校総体が再度本県で開催されること
は、スポーツアイランド沖縄を標榜する本県において
も、とても意義のあることだと認識しております。
　平成22年度に本県で開催された美ら島総体では、
本県選手の活躍はもちろんのこと、総合開会式でのア
トラクションや各競技会場における補助員、会場周辺
の美化活動などに多くの高校生が一人一役でかかわ
り、大会を盛り上げました。
　平成31年度の高校総体でも、本県高校生が各競技
場で活躍できるよう、また、選手以外にも多くの高校
生がみずから主体的に取り組めるよう支援してまいり
ます。さらに、県外から訪れる選手や役員関係者に
は、沖縄県の豊かな自然や歴史文化にも触れていただ
き、全ての人の心に残る大会となるよう関係市町村や
各競技団体等とも連携し、取り組んでまいりたいと思
います。
○副議長（翁長政俊君）　新里米吉君。
○新里　米吉君　大変すばらしい答弁だったと思いま
す。与野党超えて、みんなで協力してぜひ成功させた
いものだと思います。
　最後に、ＭＩＣＥについて要望して終わりたいと思
います。
　玉城満議員、大城一馬議員からも質問がありまし
た、あの件については、与那原、西原、中城、北中城
の４町村からも要望があったと思います。恐らく話し
合いがされていると思います。農地法、農振地域等の
いろいろ問題ありますけれども、網がかぶさってい
て、これをやっぱり一部取り除いて、どこが網を外し
たほうがいいのかよく相談しながら、これからみんな
で検討してＭＩＣＥと関連してやっぱり東部地域の経
済振興が図れる状況をみんなで考えてつくっていただ
ければと思います。
　さらに、大城一馬議員から私に振られた国道329号
西原バイパス延長事業についても、前向き検討という
話でしたので、しっかりと取り組んでください。
　終わります。
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○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　まず、子供の貧困、大人の貧困の解
消問題について質問します。
　今配付しました資料の１枚目、実はこれは2013年
の11月議会の質問の際に議場に配付したものです。
当時、子供の学力テスト全国最下位、これは教育委員
会や学校教員の問題だとの批判がかなり出ました。私
は、それ以前に沖縄の子供の置かれている状況、子供
の貧困問題にもっと目を向ける必要があるのではない
かと思って作成して質問したものです。
　この当時、学力テスト１位、２位の県と沖縄県を比
較したものです。上の表が１人当たり県民所得全国最
下位、持ち家率46位、３世代世帯割合41位、離婚率
１位、母子世帯割合１位、生活保護率５位、就学援助
小学校11位・中学校７位、こういう非常に厳しい実
態であることを指摘してきました。この実態は基本的
に今でも変わっていません。こういう状況の中で、行
政の子供たちへの支援はどうなっているのかというの
を作成したのが真ん中の表です。小学校児童１人当た
りの教育費は47位、中学校生徒１人当たりの教育費
が42位、少人数学級の実施状況も秋田、福井と比べ
ておくれている。子供の通院医療費について、秋田県
は小学校卒業まで、福井県は小学校３年まで実施して
いました。沖縄県は当時３歳までだということを示し
て、行政としてやるべきことをやっていないんじゃな
いかと、まず行政としてやるべきことをやるべきだと
いうことを厳しく指摘してきました。その後、少人数
学級は中１に拡大され、そういう中で翁長県政が誕
生して、去年10月から通院医療費は一気に就学前ま
で拡大されました。ことし４月から少人数学級は４年
生まで拡大されます。翁長知事のもとで大きく動き始
めました。しかし、知事、これは沖縄の子供の実態か
らするととても満足できる状況でないことは明らかで
す。さらに前進が求められています。
　そこで、知事に伺います。
　１つ目に子供の貧困対策で重要なのは、まず大前提
として上の表にある県民の所得向上、母子世帯対策な
ど、県民の暮らし向上の抜本的な対策が必要じゃない
かということ、２つ目がまず行政としてやるべきこと
をしっかりとやる、行政としての支援を最大限やると
いうことが必要じゃないかなと思いますので、知事の
決意をまずお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　渡久地修議員の御質問にお答
えをしたいと思います。
　子供の貧困ということで、渡久地議員も前々からい

ろいろ資料を出しながら、こういう形で御尽力をいた
だいたということであります。
　子供のことにつきましては、待機児童の問題とか、
あるいはまた発達障害児の問題とか、児童クラブの問
題とか、本当にこの10年、20年、一つ一つの課題を
解決することがなかなか大変で、まだ不十分でありま
すけれども、今やっと格好がついたというような中
で、浮上してきたのが子供の貧困かなという感じがし
ております。そうしますと今日までの沖縄の戦後のい
ろんな歴史の中で、やはり復帰してからも振興開発と
いうのが今おっしゃるような失業率、雇用、所得、こ
ういったようなところにインフラ等含めて力を入れて
きたと。それがあって初めて子供のことにも手がつけ
られるんだというような、はっきりは言いませんけれ
ども、やはり経済力がついて初めてそういうものにも
目が向けられるということで、その都度その都度恐ら
く実情はお互い知っていたんでしょうけれども、まず
はインフラで経済を発展させるというようなところで
来たと思います。それも、今この時期に参りまして、
アジアのダイナミズムとかいろんなことを言いながら
何とか今までの追いつき追い越せというようなものの
中から、いい形でできてくる中にそれぞれの分野分野
が一定程度の水準に来たところで、一番本家本元の子
供の貧困というようなものが今まさに浮上してきて、
そしてそれに対処できる可能性を今沖縄県秘めてきた
と思っています。それを大事にしながら、今おっしゃ
るような経済の側面、それからまた協働のまちづくり
といいますか、沖縄らしい優しい社会の構築という、
人が人を支え合うという仕組みづくりまで入れて、こ
ういったものの課題に応えていくと、そのための仕組
みづくりに全力で頑張っていきたいと、このように
思っています。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　子供の貧困対策、既に知事を先頭に
対策をとっていますけれども、私は行政としてすぐに
できて、そしてすぐに効果的に直結してあらわれる大
きな柱が３つあると思っています。その３つがこの表
に掲げてありますけれども、１つは就学援助制度、必
要な子供たちが全て受けられるようにすること、２つ
目が子供が病気になってもどの子も安心して病院にか
かれるような医療費の無料化制度を広げること、３つ
目が30人学級で子供たち全員に目が行き届くように
すること、私はこの３つが行政としてやるべき非常に
大事な問題だと思います。
　それで、まず就学援助制度についてお聞きしますけ
れども、教育長、憲法26条、教育を受ける権利、義
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務教育は無償とありますが、それについて説明してく
ださい。
○教育長（諸見里　明君）　休憩お願いします。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後４時42分休憩
　　　午後４時42分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　憲法で定められている教
育をひとしく受ける権利ですね。これは経済的な観点
からもそうですけれども、いろんな観点からも児童生
徒はこの義務教育を初め、ひとしく教育を受ける権利
があると理解しております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この憲法26条の教育を受ける権利
を実現するために、私は就学援助制度というのはある
と思います。ですから県及び市町村は、それを保障す
る責務があると思いますけれどもいかがでしょうか。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　憲法の理念に規定されて
いるとおり、子供たちはどんな境遇にあっても日本国
憲法で教育を受けられるということは、ひとしく定め
られた権利だと認識しております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　それでこの就学援助制度というの
は、申請主義になっているんです。それで、これをど
うやって知らせるかというのが非常に大事になってい
ると思いますけれども、教育長、県内市町村で就学援
助が全国平均を下回っている自治体は幾つあります
か。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　県内41市町村のうち就
学援助事業を実施していない渡名喜村を除いて、全国
平均の15.42％を下回っている市町村は、本県では18
市町村あります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これ２枚目、３枚目の資料を見てい
ただきたいんですけれども、これは那覇市からもらっ
てきました。那覇市は、この１枚目、４月時点で入学
時と進級時に全児童生徒に配付しています。そして２
枚目の資料が、それでも漏れている児童生徒がいない
かということで10月に、またさらに配付をして、そ
れぐらい頑張っていると私は思います。それで、教育
長、この18カ所の下回っているところで、入学時に
このお知らせをしているところと、配付していないと
ころは何カ所ですか。

○教育長（諸見里　明君）　ちょっと休憩お願いしま
す。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後４時45分休憩
　　　午後４時46分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　入学時にこの就学援助の
案内文を配付していない市町村という御質問ですけれ
ども、案内文を配付していない市町村は12市町村に
なります。案内文を配付している市町村は６市町村あ
ります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　そして、毎年度、進級時に全ての児
童生徒に配付している自治体数、配付していない自治
体数を教えてください。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　毎年度の進級時に就学援
助の案内文を配付していない市町村は、この18市町
村のうち10市町村に上ります。それから案内文を配
付している市町村は８市町村です。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　それと、申し込み先、各自治体ばら
ばらなんですけれども、学校でできる、教育委員会で
できる、２カ所でできるところと、１カ所しかやって
いないところがあるんです。その18のうち１カ所だ
けしかやっていないところは何カ所ですか。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　窓口を１カ所だけとして
いる市町村は15市町村になります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この平均を下回っているところの、
この共通点を見ると、やっぱり入学時と進級時にきち
んと配付させることが大事だということと、学校でも
受け付けることができるし、教育委員会でも受け付け
ることができると思います。とても大事だと思います
ので、この４月からやっぱり教育長先頭に立って、全
ての市町村で今言ったところは、ぜひ教育長の責任で
やれるように協議していただきたいんですが、どうで
すか。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　この就学援助制度は、制
度上幾つかのいろんな課題がありまして、現在その課
題解決に向けて各市町村教育委員会へ就学援助事業の
いろんなことについて情報交換を行い、適切な実施を
お願いしているところです。
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　それから、この新入生が入学する前の３月には、市
町村教育委員会に対しても周知の徹底について適切に
実施できるよう、各市町村の実施状況等も含めていろ
いろと通知なり頑張ってみたいと思っております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、６月にこの県民会議のキック
オフ会議をやるということなんですけれども、やっぱ
りそのときには、この就学援助制度の問題は一定程
度、全市町村で大体もう全部周知徹底もやられている
というようなことができるように、私は知事からも特
別にお願いしていただきたいんですが、どうでしょう
か。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　子どもの貧困
解消県民会議（仮称）ですが、市町村のほうも構成団
体として今呼びかけをする予定にしておりますので、
その中でもしっかりとこの就学援助の周知について
図ってまいりたいというふうに考えております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、医療費の無料拡大について聞
きます。
　翁長県政になって一気に就学前まで通院が広がった
というのは、大変喜ばれています。しかし、まだ小学
校３年、小学６年というところがたくさん全国にはあ
ります。それで、これでやっと全国並みに追いついた
というのが実態ですので、沖縄の子供の貧困は全国の
倍ですから、まだまだ救えない子供たちが残されてい
るということであります。
　知事、この制度もう全都道府県でやっていますか
ら、本来国がまずやるべきなんですよ。ですから、知
事会としても知事としても、まず国としてやるように
強力に要請していただきたいと思いますが、いかがで
すか。
○副議長（翁長政俊君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えいたします。
　沖縄県、全国知事会を通じまして、これまでも少子
化対策に資するものとして、国による子供の医療費助
成制度の創設を求めております。今後とも、知事会と
連携しながら求めていきたいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　国の制度になるまで大変だけど、県
として頑張ることが必要だと私は思いますけれども、
部長、今就学前から小学校６年生まで広げるとなると
幾ら必要になりますか、金額は。
○副議長（翁長政俊君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。

　まずは、平成28年度の当初予算が約13億円となっ
ております。通院対象年齢を小学校卒業まで引き上げ
た場合には約17億6000万、ことし28年度の当初予算
に比べて４億6000万の増になるという試算を出して
おります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　小学校３年まで広げるとなると、あ
と幾ら必要ですか。
○副議長（翁長政俊君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えします。
　小学校３年生までという形になりますと、約15億
4000万円で平成28年度当初予算に比べ２億4000万
円の増になると見込んでおります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、小学校３年生まで広げるとな
ると、あと２億ちょっとということになります。この
額が大きいのは確かです。しかし、これでやっぱり救
える子供たちをさらに広げていくことができる、子供
の貧困対策にも直結するという点で、私は多分もう知
事は腹を固めていると思いますけれども、ことし10
月から小学校３年生まで、あるいはその再来年の10
月からは小学校６年まで年次的に拡大すると思います
が、決意をお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　お答えいたします。
　こども医療費助成制度、昨年の10月から通院の対
象年齢を就学前まで拡大したところであります。さら
なる引き上げにつきまして、議員から御質問あります
けれども、今回の就学前まで拡大した事業費の動向、
それを把握した上で実施主体である市町村の意向等を
聴取しながら検討していきたいと思っています。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、知事の公約にも拡充ありまし
たけれども、今部長からあった実施市町村の意向とい
うことがありますけれども、多分多くの市町村もぜひ
やってほしいということだと思います。ですから、そ
れは多くの市町村の意見も聞いて、知事、そういう方
向で頑張っていくという決意を聞かせてください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　今部長がシミュレーションと
いいますか、３年まで、６年までということで金額も
紹介をしておりました。子供の貧困というか、そう
いった就学のことにつきましても大変重要なものだと
思います。いずれにしましても、この分野といいます
か、ここにこれだけを入れたらこれが解決するという
ようなものも幾つかありますので、これもそのうちの
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１つで、この全体を拡充するという意味合いで、ぜひ
とも一つ一つ実現をしていきたいと、このように思っ
ています。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、30人学級、少人数学級につ
いて、これも知事にお聞きしたいと思いますけれど
も、やっぱり子供の貧困解決のためには、先生方が子
供一人一人に目の行き届くようにしなければならない
と。これは知事の公約でもありますので、ことし４月
から４年生に広がる、非常にこれはすばらしいことで
す。あと５年生、６年生、これもこの１期の中でぜひ
実現していく、そうすると来年からは５年生、その次
６年生ということになってくるんですけれども、知
事、決意を聞かせてください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　先ほど待機児童とか発達障害児とかという話があり
ました。大体ヘルパーなども、例えば発達障害児でし
たら、どうしても40名ぐらい欲しいというところを
今十四、五名しかいないと、それをやらないとどうも
子供たちの状況がよくないというような話がありまし
たときにも、私はとにかく前進をさせると。今15名
であれば必ず１人、２人はふやす、それはもう最低や
る。そして、それからプラスアルファをいつのときに
どうするかというのは、まず考えるとしても停滞はさ
せないようにということでやってまいりました。です
から、この少人数学級の問題も、規模はともかくとし
ましても、必ず前進はさせるという中で一つ一つ解決
をしていきたいと、このように思っています。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひ、必ず前進させてください。
　次に、無料低額診療制度について。
　病院事業局長は常々県立医療は県民医療の最後のと
りでと言ってきました。これだけ沖縄の貧困率が全国
の倍という指摘、あるいは倍以上かもしれませんね。
県民の命を守る最後のとりでとして、今ある全ての制
度を活用するということは、私はとても大事だと思い
ます。無料低額診療制度を実施することは、生活困窮
者の県民からも喜ばれるし、県立病院の未収金の解消
にも私はつながると思います。早期に実施すべきと思
いますがいかがですか。
○副議長（翁長政俊君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
　県立病院での無料低額診療制度の早期実施について
は、無料低額診療事業を含めた各種制度の活用につい
て、引き続き関係機関との連携強化を図りながら、生

活困窮者への支援に前向きに取り組んでまいります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　各種制度というのはどういうことで
しょうか。
○副議長（翁長政俊君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　お答えいたします。
　県立病院における診療費の減免制度については、沖
縄県病院事業の設置等に関する条例13条において、
病院事業の診療費の免除は、災害その他やむを得ない
理由によって、生活が困難となり、生活保護を必要と
する状態にある者で、現に保護を受けていない場合に
患者が市町村長及び福祉保健所長の証明意見を添えて
院長に申請書を提出し、承認を得なければならないと
規定しております。この制度によって、私がその申請
があれば１回審査して許可するというふうな形になる
と思います。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　今の制度そして無料低額診療、とに
かくあらゆる制度を活用してそれを実施するというこ
とでいいですね。
○副議長（翁長政俊君）　病院事業局長。
○病院事業局長（伊江朝次君）　そのように取り組ん
でまいります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　福祉部長、監査から、この病院の未
収金を減らすために福祉と連携して未収金を減らすた
めにやりなさいということを病院は指摘されたんです
よ。そういう意味で福祉との連携、非常に大事になっ
てきますので、県の制度として病院がこれを実施した
場合、皆さん方のところで何らかの支援ができるのか
どうなのか、これも検討してください。どうですか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　いろんな福祉
制度もございますので、病院事業局と密接に連携して
取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、復帰後の沖縄経済の総括と今
後の発展方向について、まずお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えいたします。
　復帰後の沖縄経済は、沖縄振興施策の展開により、
社会資本の整備や観光、情報通信関連産業の成長な
ど、着実に発展を続け、県内総生産は復帰直後の
4592億円から、平成24年度で３兆8066億円と約８
倍に増加しております。一方で、１人当たりの県民所
得の向上等は十分ではなく、自立型経済の構築はまだ
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道半ばだというふうに考えております。
　今後の県経済発展のためには、観光・リゾート産業
や情報通信関連産業に加えまして、臨空・臨港型産業
など、第３、第４のリーディング産業の育成が必要で
あると考えております。そのため、沖縄県アジア経済
戦略構想の実現や沖縄の特性を生かしたさまざまな産
業を振興し、自立型経済の構築に向けて取り組んでま
いります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これからの雇用拡大対策についてお
聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　雇用の拡大というこ
とですが、県としては、これまで企業誘致を含め、県
内企業の産業振興を図ることで、雇用の拡大を図って
まいりました。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　復帰してこの43年間、11兆円、振
興予算つぎ込まれましたけれども、先ほど示した表に
あるように県民の暮らし、雇用の問題、まだまだ非常
に深刻な状況にあります。そして、今後の沖縄経済の
発展方向について、先ほど企画部長ありましたけれど
も、私は私なりの問題意識を持って提起したいと思い
ます。
　１つは、沖縄振興予算が沖縄県内を循環して沖縄の
企業に蓄積されて、家計に蓄積される仕組みにするこ
とがとても大事だと思います。そのためには、公共事
業というのは生活密着型に切りかえること、そして戦
後27年間の米軍占領下でおくれている福祉や教育、
これに力を入れるというのが１つ目。２つ目が沖縄の
地場産業、地元企業育成で沖縄の底力をつけるという
こと。亜熱帯気候を生かした第１次産業の可能性、そ
してヤンバルの森の世界自然遺産登録で自然を生かし
た観光を伸ばすことなど、そういったのが大事だと。
３つ目が知事が何度も言っている、もう米軍基地は沖
縄経済発展の阻害要因だと、基地をなくして沖縄の経
済を発展させて、この３つの方向が大事だと思います
ので、それに基づいて具体的に聞きます。
　まず農業の問題、食料自給率、今県内食料自給率
何％で、県目標の50％にすると幾らの雇用がふえま
すか。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　食料自給率、カロ
リーベースでの自給率となりますが、平成25年度が
27％でございます。そして、今目標の50％に仮に
やった場合でございますが、これは本当にあらあらで

の単純での計算ということですが、１万6000人の拡
大が見込まれます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　学校給食で地産地消100％を実現す
ると幾ら雇用がふえますか。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　これもあらあらの計
算でございます、1900人ほどふえます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　遊休農地を100％活用すると、雇用
は幾ら発生しますか。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　1600人ほど見込ま
れます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　イモゾウムシ、アリモドキゾウムシ
を全県的に根絶すると雇用は幾らふえますか。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
○農林水産部長（島田　勉君）　なかなか難しい試算
ではありますが、約180人程度になると思います。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、生活密着型公共事業を推進す
るとどうなるかという点で、先ほど玉城議員からあり
ましたけれども、公営住宅全国平均に２万戸不足して
います。これを仮に建設するとなると、雇用は幾らふ
えますか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　平成24年第１回の
議会で、仮に２万戸の公営住宅の新規建設を行うとし
た場合、約５万7000人の雇用効果が発生する試算と
なりますと答弁しております。現時点での試算でも同
様な結果が出ております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　老朽化している県営団地を改築した
場合、雇用はどれだけふえますか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　これも同じく平成
24年第１回議会で、沖縄県公営住宅等ストック総合
活用計画に基づき老朽化した県営住宅を建てかえた場
合、約１万5000人の雇用効果が発生すると試算され
ております。また、現時点の試算でも仮に老朽化した
約5500戸の県営団地を建てかえた場合、同様の結果
となります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、公立学校の老朽化したものを
建てかえると雇用はどれだけふえますか。
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○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　事業実施による工事への
直接従事者数について試算した場合、この６年間で小
中学校の改築で約5500人、県立学校の改築で約1100
人、合計で約6600人の雇用に寄与するものと考えて
おります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、福祉、医療、教育を充実させ
るとどうなるかという点で、介護職員が不足していま
すけれども、この不足している人を全部確保すると幾
らの雇用増になりますか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　高齢者保健福
祉計画に基づきまして、特別養護老人ホーム等整備で
29年度までに1074床増床しようということですが、
当該整備によりまして少なくとも651名の介護職員が
必要になります。
○渡久地　修君　介護職員よ。4556人じゃないの。
皆さんからもらった資料と違うけど……
○副議長（翁長政俊君）　挙手して質問してくださ
い。
○渡久地　修君　僕は介護職員を……
○副議長（翁長政俊君）　挙手して質問してくださ
い。
○渡久地　修君　質問じゃないよ、今答弁が違ってい
る、特養ホームの話しているんだよ。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後５時５分休憩
　　　午後５時６分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　介護職員これ
介護通所系も含めて、平成37年までに約4000名の介
護士が不足するということで、実質そういう事業所
等ができますと4000名ふえるということでございま
す。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　資料には4556と書かれています。
　次に、特別養護老人ホームに入れない待機者がいま
すけれども、この待機者全部入れるように特養ホーム
を増設すると何名の雇用が生まれますか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　待機者751名
いらっしゃいますが、それに向けて今、特別養護老人
ホーム等1074床増床するということにしておりまし
て、当該整備によりまして、少なくとも651名の介護

職員が必要となります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、待機児童を解消するために保
育所増設などで幾らの保育士が必要になりますか。
○副議長（翁長政俊君）　子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長（金城　武君）　お答えいたし
ます。
　平成29年度末までに１万8000人の保育の受け皿づ
くりをするということで、そのためには約2300名の
保育士の確保が必要になります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　看護師の不足が指摘されていますけ
れども、この不足を解消すると幾ら雇用が発生します
か。
○副議長（翁長政俊君）　保健医療部長。
○保健医療部長（仲本朝久君）　看護師の不足といい
ますか、看護協会の調査で４月１日時点の採用計画
というものがございまして1445人、これに対して６
月１日で採用された看護職が1069名ということで、
374名の不足ということになっております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、教育長、正規教員の割合、全
国平均にするためにはあと何名の正規教員が必要です
か。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　正規率の全国平均は
93.1％でございまして、この93.1％を達成するため
には、公立小中学校における平成27年５月１日現
在、その児童生徒数及び教職員定数をもとに算出し
ましたら、正規教員は634人必要となります。それか
ら、同じく５月１日現在において、全学年で30人学
級を実施する場合、現在実施している少人数学級分を
除けば……
○渡久地　修君　まだ質問していないよ。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　済みませんね、これから質問しま
す。
　次に、30人学級を実施したら雇用は幾らふえます
か。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　大変失礼いたしました。
改めて答弁いたします。
　同じく平成27年５月１日現在ですけれども、全学
年で30人学級を実施する場合、現在実施している少
人数学級分を除けば618人の教員増が必要となりま
す。
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○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　あと防災の分野ですけれども、不足
している消防士、100％にするためにあと何人の消防
士が必要ですか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　現在、消防職員実員数
は1573名で、これを目標数の2543名にふやすために
は、970名ふやす必要がございます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　あと公室長、基地をなくすと経済効
果が発生するとよく言われていますが、雇用効果、皆
さんの試算で整備のために発生する雇用、そして整備
された後の雇用数、これ幾らと試算していますか。
○副議長（翁長政俊君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　お答えします。
　昨年１月に県が公表しました経済効果の調査に基づ
いてお答えします。
　既に返還されました那覇新都心地区などの３地区で
すが、返還引き渡しされた後に区画整理事業、住宅整
備等の整備に伴う誘発雇用人数については、３地区合
計で６万6835人となっております。また、商業取引
等の活動に伴う誘発雇用人数については、返還後２万
4737人となります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ちょっと休憩。
　何で、整備は……
○副議長（翁長政俊君）　質問してください。
○渡久地　修君　16万8621じゃないの。そして、経
済の活動によって雇用は８万503人でしょう。
○副議長（翁長政俊君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　返還が予定されている
キャンプ桑江など嘉手納より南の６施設の整備による
誘発雇用人数は16万8621人となります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　だから、その次の返還は……。返還
は８万503人言った。
○副議長（翁長政俊君）　企画部長。
○企画部長（謝花喜一郎君）　活動に伴う誘発雇用人
数のことだと思います。８万503人となります。
○渡久地　修君　休憩お願いします。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後５時11分休憩
　　　午後５時12分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、このようにやっぱり福祉・教

育を充実させる。そして生活密着型の公共工事を進め
る。そして基地を返してもらったらこんなに雇用がふ
えるというのが皆さんの答弁でわかったと思うんです
よね。ですから、そこにやっぱり県民の暮らし、福祉
を守ることは経済も活性化させ雇用も守るんだよとい
うことで、ぜひ全力を挙げてもらいたいと思いますけ
れども、知事の所感をお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　渡久地修議員の御質問にお答
えいたします。
　数字の精査といいますか、今担当責任者から答弁が
ありましたので、正確に近い数字だというふうには
思っております。そういった分野分野でこういうふう
にしっかりと対応すると、雇用含め経済効果もしっか
り出てくるというのが見えてきておりますので、こう
いったものを一つ一つ検証しながら、そのあるべき姿
に持っていくということに全力を傾けて頑張っていき
たいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、順番を変えまして、米軍の異
常な実態についてお聞きしたいと思います。
　知事は常々沖縄の基地の成り立ちなどについて裁判
などでも明らかにしてきていますが、どのように解き
明かしてきたか聞かせてください。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　第１回の代執行訴訟の口頭弁論で知事が申し上げた
のを引用しますと、戦後はほとんどの県民が収容所に
収容され、その間に強制的に土地を接収され、収容所
からふるさとに帰ってみると普天間飛行場を初め米軍
基地に変わっていた。その後も住宅や人が住んでいて
も、銃剣とブルドーザーで土地を強制的に接収された
とそういう意見陳述をしております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　公室長、ここに陸戦ノ法規慣例ニ関
スル条約というのがあります。いわゆるハーグ陸戦法
規と言われているものです。この46条に何て書いて
ありますか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　ハーグ陸戦条約第46
条、「家ノ名譽及權利、個人ノ生命、私有財産竝宗教
ノ信仰及其ノ遵行ハ之ヲ尊重スヘシ私有財産ハ之ヲ没
収スルコトヲ得ス」と書いてございます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ハーグ陸戦法規には、私有財産を没
収してはいけないというのが書かれています。それ
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で、1971年11月11日、沖縄返還協定特別委員会で野
党の衆議院議員の質問でこう質問しています。「家を
焼いた、土地を取り上げた、それはヘーグの陸戦法規
に違反をする、そのことはお認めになりますね。」と
いう質問に対して、当時の佐藤内閣総理大臣はどう答
弁していますか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　当該委員会で佐藤総理
は当該質問に対して、「直接の戦闘行為以外のこと、
これは陸戦法規に違反する、ただいま説明したとおり
であります。」と述べております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、知事が常々言っているよう
に、これ不当に奪われたもの。これは佐藤内閣総理大
臣も当時の国会で陸戦法規違反だと言っている。やっ
ぱりそういう立場でこの陸戦法規違反なんです。そう
いう不当に取り上げられたものだという認識で私は国
際社会にもぜひ訴えていただきたいと思いますが、い
かがですか。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　私もその条文といいますか、読ませていただいてお
りますので、今やりとりのあった言葉は私も承知して
おりますから、その意味においてハーグ陸戦法規に私
は反しているのではないかなとこのように思っていま
す。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひその立場を明確にして、国際社
会に訴えていく必要があると思います。そして、公室
長、同じように沖縄と同様にこの土地を奪われて、戦
後70年間も他国の軍隊が居座っているところが世界
中どこにあるかということを、私探しても見つけ切れ
ないんですけれども、公室長、ありますか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　私どもが把握している
限りでは、沖縄以外でこのように土地が強制接収され
基地が建設された例というのは把握しておりません。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　そして学校、病院、住宅の上空、こ
れは連邦航空法でも飛んではいけないということに
なっている。日本の航空法も無視して昼夜を分かたず
爆音をとどろかせてやっていると。こういうところが
アメリカを含め、戦場以外で世界のどこにあるかとい
うのを探したことありますか。私探したけれども見つ
け切れないんです。あったら教えてください。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。

○知事公室長（町田　優君）　私どももそのような例
については把握しておりません。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　このように沖縄の基地というのは世
界にないような本当に異常な基地なんです。これをみ
んなに知らせていくということは本当にとても大事だ
と思います。
　それで、２月18日、嘉手納爆音訴訟で松井教授が
意見書、証言しました。この健康被害について、県の
証言内容と県の見解を聞かせてください。
○副議長（翁長政俊君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　２月18日にありました
第３次嘉手納爆音訴訟の口頭弁論における松井北海道
大学教授の証言によりますと、嘉手納飛行場周辺の
航空機騒音により、約１万人が高度の睡眠妨害、約
1000人が高血圧、約30人が冠状動脈性心疾患及び脳
卒中に罹患しており、これらの疾患によって１年間に
４人が亡くなっているという実証がございます。
　県の見解でございますけれども、現在係争中の事案
でありますから、同意見に対する見解は差し控えさせ
ていただきたいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この証言は非常に驚くべき内容で
す。県として、このような調査を過去にしたことあり
ますか。
○副議長（翁長政俊君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　県におきましては、平成
７年から平成10年の４年間において、今回の証言も
されました松井教授もメンバーになって、航空機騒音
に係る健康影響調査を行っております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　私が聞いているのは、今回証言が
あった心疾患とかこういったものの調査はやったこと
あるかということなんです。
○副議長（翁長政俊君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　そういう特定の疾患との
関係についての健康調査については行っておりませ
ん。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、前回県がやったのは、低体重
児とか、それから学校での聴力とかそういうものを
やっているんですよ。こういう県民に与える健康被害
については調査をやっていない。これは驚くべき内容
ですので、ぜひこれは普天間基地を含め嘉手納基地を
含めて、県として調査すべきだと思いますけれども、
知事いかがですか。



−422−

○副議長（翁長政俊君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　松井教授の意見書の内容
を踏まえ、今後調査をもしやるんだったら行っていく
ことになろうかとは思いますけれども、松井教授のこ
の意見書の内容が高度で専門性が高くてなかなか容易
に理解できない世界がありまして、先日松井教授に連
絡をとりまして、議会終了後に意見書の内容を講義し
ていただくということになっております。あわせて、
県のとり得るべき措置についても意見交換を行うとい
うことになっておりますので、そういったことを踏ま
えて関係機関と協議していきたいと思っております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　調査するんですか。
○副議長（翁長政俊君）　環境部長。
○環境部長（當間秀史君）　行政におきましては、一
つ一つ物事を積み重ねて着実に前に進めていくという
のが認識でございますので、停滞とか後退ということ
は考えておりません。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　しっかり調査してください。
　次に、代執行裁判について、知事、確認したいんで
すけれども、いろいろ知事はもう裁判ばかりやってい
るとかこんな話があるんですけれども、地方自治法の
手続を踏まずにいきなり訴えてきたのは国じゃなかっ
たですか。国が訴えてきて裁判に発展していったん
じゃないですか、どうですか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　議員御指摘のとおり代
執行訴訟につきましては、国からの訴えの提起を受け
て県は応訴したものでございます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、なぜ知事が訴えられたかとい
うことで、非常にわかりやすく端的に聞きますけれど
も、知事が国の言いなりにならないからだと私思うん
ですけれども、どうですか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回の訴訟におきまし
ては、県がとりました埋立承認の取り消しの適法性に
ついて、国と争っているところでございます。あわせ
てその代執行訴訟の手続がいかがなものかということ
も国との間で争っているところでございます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　このように国の言うことを聞かない
から訴えるというのは、私はおかしいと思います。
　次に、最近根本的解決という言葉が飛び交っていま
すけれども、根本的な解決というのであれば、2013

年１月28日に安倍首相に翁長共同代表が提出したオ
スプレイ配備撤回、普天間基地の閉鎖・撤去、県内移
設断念を求めた建白書こそ、私は宜野湾市民も名護市
民も県民もみんなができる根本的な解決の道だと思い
ますけれども、知事、どう思いますか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　県としても建白書の精
神に基づき、オスプレイの配備撤回、普天間飛行場の
県外移設を求めているところでございます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、きのう、瀬長亀次郎さんの資
料館、不屈館の３周年記念がありまして、私そこに
行ってきましたけれども、米軍占領時代、当時の人民
党の瀬長亀次郎さんが米軍に屈服しなかったために、
不当に逮捕されて投獄されました。出獄して、那覇市
民は瀬長さんを市長に選んだんです。その市長に米軍
は補助金をカットするなど、かなり無理強いをして、
そしてとうとう那覇市長を布令でもって那覇市長から
追放したんです。そのとき瀬長さんは家に帰って、フ
ミ、俺は勝ったぞと言ったということが大変有名だと
思いますけれども、この不屈の精神というのは県民に
脈々と受け継がれていると私は思います。知事、政府
の不当なこのような圧力に決して屈服せずに、道理と
正義に立って不屈に闘ってほしいと思いますし、必ず
それで未来を開けるし、県民も必ず知事を支えていく
と思います。私たちも全力で支えていきますので、こ
の基地問題での知事の決意をお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えいたします。
　先日の口頭弁論でも、稲嶺市長が普通の町で普通に
生きていきたいという言葉を使っておりました。ある
意味では、よく安全保障というのも日本国民全体で負
担してもらいたいというような話をすることも、やっ
ぱり普通に、平等にしてもらいたいというのは素朴
な、当たり前の主張でありまして、そしてそれは70
年だから短過ぎるとか長過ぎるとか、そういうことと
かは関係なくて、やはり今あるようなものを解決する
には、私たちは普通に私たちの生活をさせていただき
たいと。みんな国民平等にさせていただきたいという
のが私の思いであります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、ぜひ頑張ってください。
　次に、御茶屋御殿の復元について伺います。
　那覇市が調査費をつけて復元に大きく動き出したと
思います。県の対応についてお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
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○教育長（諸見里　明君）　御茶屋御殿は、首里城に
近接する旧王家の別邸で1677年に創建されました。
首里城一帯は貴重な文化遺産が多数所在する地域であ
りまして、歴史的に由緒ある御茶屋御殿の復元につき
ましても意義のあることと考えております。御茶屋御
殿につきましては、那覇市が国の文化財への登録を目
的として、平成28年度から残存する石積みの測量等
を実施する予定であります。
　県教育委員会としましては、那覇市の取り組みを積
極的に支援するとともに、国や関係機関と密接に連携
を図ってまいりたいと考えております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この復元に関して、一番ネックに
なっているのが現在建っている教会の移転問題です。
教会は移転に協力的ですけれども、移転先が見つから
ないと。その際に、移転先に県有地が候補に挙がった
り、あるいは金城町の県立芸大のあの宿舎が移転する
んじゃないかという話もあったりして、期成会からは
そこはどうかとかいう話がありますけれども、そうい
う話があったときは、ぜひ積極的に対応していただき
たいと思いますが、見解をお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　総務部長。
○総務部長（平敷昭人君）　御茶屋御殿の復元の関係
の教会の移転地についてですけれども、県有の未利用
地が仮に候補地があれば、通常はまず庁内の利用を
図って、それがない場合に市町村、国等に利用借り受
け意向等を確認することになっておりますけれども、
その移転先として、未利用地の提供について関係部
局、市等から相談がございましたら、用地の提供の方
法等についてよく調整をして検討してまいりたいと思
います。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、学校給食用漆器の生産体制の
確立と県の普及計画についてお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　お答えします。
　学校給食用漆器については、食器洗浄機等に耐え得
る、高耐久漆器の製品開発を県の技術支援機関であり
ます県工芸振興センターにおいて実施しております。
漆器生産技術のノウハウを業界へ普及することで、生
産技術の支援を行ってきているところです。学校給食
への導入に当たっては、製造コストの低減であります
とか、あるいは同一の品質商品を量産する生産体制が
求められているところでありますが、県内の漆器産業
において企業が非常に小規模なために、これらの課題
を解決することが今後必要となっております。

　そのため、県としましては、生産者、あるいは産地
組合、あるいは関係機関と連携して業界の課題に対し
て取り組んでいくこととしております。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この耐久性の漆器を皆さんが努力し
て組合と一緒になって開発したというのはすばらしい
ことなんですよ。学校の洗浄機に耐えられるというす
ばらしい物なんです。だから、問題はどうやって、こ
こまで来たのに放っているのかが問題なんです。これ
をどうやって普及していくかという点で、これこそ一
括交付金を活用して県が半分は持ちますから、市町村
導入してもらえませんかという、僕はやるべきだと思
いますけれども、いかがですか。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　これまで県では、こ
ういう工芸産業の振興、これの人材育成でありますと
か、あるいは販路拡大等に一般財源で対応してきてい
るところであります。推進交付金のいわゆる交付金の
活用に当たりましては、今度どういった形で使えるの
かということを検討してまいりたいと考えておりま
す。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　次に、伝統工芸産業のアジアへの販
路拡大、その可能性と県の戦略についてお聞かせくだ
さい。
○副議長（翁長政俊君）　商工労働部長。
○商工労働部長（下地明和君）　先ほど来いろいろ出
ておりますように、平成27年の入域観光客は約776
万人、そしてそのうち、外国人観光客が約150万人と
過去最高を記録しております。
　県としましては、国内外の観光客が好む土産品とし
て、どう振興していくのかということでありますが、
現在、琉球ガラスでありますとか、壺屋焼はかなり人
気がありまして、今売り上げを伸ばしている状況で
す。これまで県はデザインの開発支援でありますと
か、製品の開発を支援してまいりました。その成果と
して、琉球漆でつくったアクセサリーですとか、ある
いは伝統的な染織りを使ったショールとか新たなそう
いう売れ筋商品の開発をしてきております。それを活
用しまして、販路拡大をしていくということになりま
すが、県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画であり
ますとか、アジア経済戦略構想、これで海外市場向け
のブランド力の強化ということを計画しております。
そういうブランド力強化に向けた支援をしていくとい
う、それによって地場産業の振興を図っていくという
ことにしておりますので、今後外国人観光客とか、あ
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るいは県外の観光客が嗜好する商品開発をさらに促進
して、工芸産業の振興を図っていきたいと考えており
ます。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　最後に教育長、那覇特別支援学校に
ついて、父母からはぜひすばらしい学校をつくってい
ただきたいと。知的障害、肢体不自由の知肢併設より
も知肢併置校がいいんじゃないかという意見も寄せら
れています。それはどっちがいいかというのはいろん
な議論あると思いますから、大いにこの人たちの意見
も取り入れて、父母の皆さんは沖縄一の学校ではなく
て、日本一の学校をつくってほしいという要望があり
ますので、ぜひ日本一の学校をつくってください。ど
うですか。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　那覇市内に新設する特別
支援学校につきましては、今御指摘がありましたよう
にまだ検討段階ではあるんですけれども、知肢併設校
として検討しているところです。その建設に当たりま
しては、教職員はもとより保護者等いろんな方々の御
意見を聞きながら、一番いいベストな学校をつくって
いきたいという思いは大変強いものがあります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　最後に私学の支援について、今度私
学振興県民大会が開催されます。知事も出席の意向だ
といいますけれども、翁長県政になってやっぱり私学
の振興にも一生懸命だと言われるように全力を挙げて
いただきたいと思いますので、知事の所感をお聞かせ
ください。
○副議長（翁長政俊君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　頑張ります。
○副議長（翁長政俊君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、ぜひ頑張ってください。
　終わります。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
　　　〔嘉陽宗儀君登壇〕
○嘉陽　宗儀君　長いことお待たせいたしました。
　日本共産党の嘉陽宗儀でございます。
　通告に基づき一般質問を行います。
　初めに、知事の政治姿勢についてです。
　知事が公約に基づき辺野古への新基地は絶対につく
らせないと不屈に頑張り抜いていることが基地建設を
なりふり構わずに押しつけてきている日米両政府に大
きな打撃を与えています。そして、人殺しのための新
基地反対で立ち上がっている多くの県民や国民、世界
の平和勢力を大きく勇気づけています。まさに歴史が

動き始めていることが実感できるような情勢に発展し
ています。道理にかなった立場は必ず勝利します。闇
が深ければ夜明けは近い。社会進歩に逆らう勢力は歴
史的審判を必ず受けることになります。
　知事、確信を貫いて頑張りましょう。知事の決意を
伺います。
　(1)、米軍基地問題について。
　ア、自公政権は基地負担の軽減を図ると言いなが
ら、実態は激しい訓練が行われ、県民は受忍限度をは
るかに超える苦痛を強いられています。県民に寄り添
うなどという県民を愚弄する態度は許されません。こ
の際、知事は県民の怒りを正面から受けとめて、爆音
をなくすために嘉手納基地の閉鎖・撤去を求めるべき
だと考えますけれども、決意を伺います。
　イ、辺野古の新基地は、普天間基地の単なる移設で
はなく、海兵隊のための総合機能を備えたものにする
ことが日米で合意されているが、その内容を県民に明
らかにすべきではありませんか。
　ウ、辺野古弾薬庫には、かつて核兵器の貯蔵疑惑が
あり、県民の安全を守るためにも県は危険な実態を解
明すべきではありませんか。
　エ、弾薬庫には爆発物安全量距離が設定されてい
て、その内部には原則的に立ち入ることが禁止されて
います。国道329号も危険地域に入っています。だか
ら、辺野古の新基地建設計画を強引に進めているので
あります。知事はこの危険を除去するためにどう取り
組みますか。決意を伺います。
　次に、警察行政についてお聞きします。
　辺野古の新基地建設をめぐる過剰警備で県民が逮捕
される、けが人が続発するなど異常事態が続いていま
す。
　キャンプ・シュワブのゲートでの過剰警備で県民に
けがを負わせ、不当弾圧をしています。問答無用で強
権排除している。職権濫用ではないか。県民の生命を
脅かす事態になっていることに対する本部長と公安委
員長の見解をそれぞれ伺います。
　現在までに逮捕・身柄を拘束した人数は何名か。け
が人は何名出ているか。
　警察車両が公道を占拠し、一般県民の通行を妨害し
ています。自由往来妨害罪ではないか。県民の生命・
安全を守る立場から中止を求めます。
　過剰警備の見直しを求めます。
　警察職員の援助要求について、沖縄県公安委員会か
ら東京都公安委員会に要請が行われていますが、その
理由、その規模・期間、人数を説明してください。県
人の警察官ではなく、ヤマト警察官を動員した理由は
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何ですか。
　３番目に、泡瀬干潟問題について聞きます。
　ラムサール条約登録に向けての進捗状況の説明を求
めます。
　沖縄市との協議はどうなっていますか。
　泡瀬干潟を保全するための取り組みについて説明し
てください。
　次に、イモゾウムシ、アリモドキゾウムシの駆除の
進捗についてお聞きします。
　教育問題について。
　(1)、学力向上推進運動で中学校の実績はどうなっ
ていますか。
　(2)、教師の多忙化解消のための取り組みについ
て。
　(3)、私学に対する補助の実態について説明を求め
ます。
　次に、北部訓練場の返還について。
　世界自然遺産登録に向けての取り組みについて説明
してください。
　森林伐採は今も続いているのか。
　多様な動植物の保全のためにどのような努力をして
いるか説明してください。
　北谷浄水場の取水源のフッ素化合物汚染について、
県民に安心・安全な水を供給する上で許されない事態
だと考えます。厳重に抗議をし、原因究明を即刻実施
すべきだと思いますけれども、決意を伺います。
○副議長（翁長政俊君）　ただいまの嘉陽宗儀君の質
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。
　20分間休憩いたします。
　　　午後５時41分休憩
　　　午後６時２分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　休憩前の嘉陽宗儀君の質問及び質疑に対する答弁を
願います。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　嘉陽宗儀議員の御質問にお答
えをいたします。
　北部訓練場の返還についてに関する御質問の中の、
多様な動植物の保護・保全のための努力についてお答
えをいたします。
　沖縄県は、ヤンバルクイナやノグチゲラなどの貴重
な動植物が陸域に生息するとともに、美しいサンゴ
礁、ジュゴンやウミガメが生息し、新種生物も続々と
発見される海域を有する国内有数の生物多様性に富ん

でいる自然豊かな美ら島であります。この美ら島の恵
沢を県民ばかりでなく、広く国内外の人々が享受でき
るようにするとともに、次世代に継承していくことが
私の責務であると考えております。そのため、これま
での環境を保全する施策にあわせ、失われつつある沖
縄の自然環境を積極的に再生することにも取り組んで
いくこととしました。また、ジュゴンの保護対策や外
来種対策などにより生物多様性を守るとともに、その
魅力をブランドとして世界に発信してまいります。
　今後とも、沖縄21世紀ビジョンの平和で自然豊か
な美ら島の真の理念を実行するとの認識のもと、沖縄
県の自然環境の保全に取り組んでまいります。
　その他の御質問につきましては、副知事、部局長か
ら答弁をさせていただきます。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
　　　〔知事公室長　町田　優君登壇〕
○知事公室長（町田　優君）　知事の政治姿勢につい
ての御質問の中で、嘉手納飛行場の閉鎖・撤去につい
てお答えします。
　県は、これまであらゆる機会を通じ嘉手納飛行場に
おける訓練移転の検証を行い、実効性のある対策を講
じることや航空機騒音規制措置の厳格な運用、騒音対
策の強化・拡充等、航空機騒音の軽減について要請し
ております。
　引き続き関係市町村や軍転協、渉外知事会等とも連
携しながら、騒音を初めとした周辺住民の負担軽減が
図られるよう、粘り強く働きかけていきたいと考えて
おります。
　次に、辺野古新基地の機能についての御質問にお答
えします。
　政府が推進する辺野古移設計画においては、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が見られること
は事実であり、単純な代替施設ではないと懸念する意
見もあると認識しております。
　県としては、知事公約の実現に向け全力で取り組ん
でいるところであり、辺野古の新基地はつくらせない
ということを引き続き県政運営の柱にし、普天間飛行
場の県外移設を求めてまいります。
　次に、辺野古弾薬庫の実態についての御質問にお答
えします。
　政府は、核兵器について、核兵器を持たず、つくら
ず、持ち込ませずという我が国の国是であるいわゆる
非核三原則は堅持するとしております。また、化学兵
器については、質問主意書に対する答弁書で、生物兵
器及び化学兵器を使用しないことは、国際法上、我が
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国及び米国が負っている義務であるとしております。
辺野古弾薬庫にどのような弾薬等が保管されているか
は明らかではありませんが、基地の運用に当たっては
県民に被害や不安を与えることがあってはならず、安
全管理等には万全を期し、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ます。
　次に、辺野古弾薬庫の危険除去についての御質問に
お答えします。
　爆発物安全量距離とは、弾薬庫の火災や爆発による
影響から家屋や道路等の安全を確保するために定めら
れる距離のことであります。辺野古弾薬庫の爆発物安
全量距離については、平成13年12月26日、当時の防
衛施設庁から道路を対象としている爆発物安全量距離
でも、全て辺野古弾薬庫の施設・区域内におさめられ
ており、国道329号はその中に入っていないことなど
の説明がありました。
　いずれにしましても、県は、今後とも県の有するあ
らゆる手法を用いて、辺野古に新基地はつくらせない
との知事公約の実現に向け取り組んでまいります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
　　　〔警察本部長　加藤達也君登壇〕
○警察本部長（加藤達也君）　警察行政についてに関
する御質問の中で、キャンプ・シュワブにおける警備
についてお答えいたします。
　県警察としましては、キャンプ・シュワブ前におけ
る抗議行動に対しては、それが適法・適正に行われて
いる限り、関与するものではありません。しかし、連
日、工事関係車両の入域時を中心に、抗議行動参加者
によるゲート前の道路を占拠して、車両の通行を妨害
する形での座り込み行為や寝転び行為、車道に飛び出
しての車両の前への立ち塞がり行為や車両の下への潜
り込み行為といった、危険かつ違法な抗議行動が行わ
れているため、これらの行動を行っている方に対し再
三の警告を行った上で、違法状態を解消するため安全
に最大限配慮した上で、必要最小限度の範囲において
安全な場所に移動するなどの措置を講じております。
　なお、その際には、常に沈着冷静に対応するととも
に、抗議行動参加者１名に対して、複数の警察官で移
動させるなど慎重な対応を行っているところでありま
す。また、警察官がけがをさせたという事実も確認さ
れておりません。不当弾圧や職権濫用との御指摘は当
たらないものと認識しております。
　次に、逮捕・身柄を拘束した者の人数とけが人につ
いてお答えいたします。
　県警察では、平成27年以降、キャンプ・シュワブ

ゲート付近において、公務執行妨害罪、器物損壊罪等
で延べ24人を逮捕しております。また、平成26年以
降、キャンプ・シュワブゲート付近において、県警察
として確認できたけがや体調不良を訴えた方について
は44人であります。
　次に、警察車両が一般県民の通行を妨害しているの
ではないかとの御質問についてお答えいたします。
　工事用ゲート前に駐車している３台の警察車両に関
しては、キャンプ・シュワブ前において、抗議行動参
加者が工事用ゲート前の道路上に幅広く広がって座り
込むなど、危険かつ違法な抗議行動を累次にわたり
行っていたほか、最近ではコンクリートブロックを道
路上に積み上げて工事関係車両の通行を妨害していた
ため、危険防止等の観点から駐車しているものであり
ます。また、工事関係車両入域時に、工事用ゲート近
くに一時的に駐車している警察車両については、工事
関係車両入域時に危険かつ違法な抗議行動を行ってい
る方を移動させた後、再び車道に飛び出すなどしない
ようにするために駐車しているものであり、いずれ
も、道路交通法等の関係法令に従っていることから、
往来妨害罪との御指摘は当たらないものと認識してお
ります。
　次に、警備の見直しについてお答えいたします。
　県警察としましては、キャンプ・シュワブ前におけ
る抗議行動に対しては、それが適法・適正に行われて
いる限り関与するものではなく、危険かつ違法な抗議
行動に対してのみあらかじめ警告を行った上で、違法
状態を解消するため安全に最大限配慮した上で、必要
最小限度の範囲において安全な場所に移動するなどの
措置を講じているところであり、引き続き適切に対応
するよう指導を行ってまいりたいと存じます。
　次に、警察職員の援助要求についてお答えいたしま
す。
　要請が行われた理由及び県外から警察官を動員した
理由につきましては、県警察では、キャンプ・シュワ
ブ前での警備を含め、県内のさまざまな警察事象に的
確に対応するため、沖縄県公安委員会から東京都公安
委員会に対し、援助の要求を行ったものであります。
　また、その規模、期間、人数等詳細につきまして
は、警察の対応能力が明らかになるおそれがあること
から、お答えすることは差し控えさせていただきま
す。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　公安委員会委員長。
　　　〔公安委員会委員長　與儀弘子さん登壇〕
○公安委員会委員長（與儀弘子さん）　嘉陽宗儀議員
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の警察行政に関する御質問の中で、キャンプ・シュワ
ブにおける警備についてお答えをいたします。
　キャンプ・シュワブ前では、連日、抗議行動参加者
による道路上への座り込み行為や車道に飛び出しての
立ち塞がり行為等の危険かつ違法な抗議行動が行われ
ているため、県警察ではそのような行為に対し、安全
に最大限配慮した形で法令に基づき適切な措置を講じ
ているものと承知しております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　環境部長。
　　　〔環境部長　當間秀史君登壇〕
○環境部長（當間秀史君）　泡瀬干潟問題についての
中の、泡瀬干潟を保全するための取り組みと進捗状況
についての御質問にお答えします。恐縮ですが、３の
(1)から３の(3)までは関連しますので一括してお答え
します。
　沖縄県としましては、泡瀬干潟を保全するために
は、同干潟を鳥獣保護区として指定した後、ラムサー
ル条約に登録することが最も早い方法であると考えて
おります。ラムサール条約への登録は、鳥獣保護区の
指定に加え、湿地の重要性の国際基準への該当と地元
住民などの登録への賛意という３つの条件が必要であ
ります。
　沖縄県としましては、ラムサール条約への登録に必
要となる鳥獣保護区の指定に向け、沖縄市など地元自
治体への働きかけを行っているところであり、来年度
策定する第12次鳥獣保護管理事業計画へ県の方針と
して位置づけることを目途に合意形成を図ってまいり
ます。
　次に、北部訓練場の返還についての中で、世界自然
遺産登録の取り組みについての御質問にお答えしま
す。
　世界自然遺産の登録については、環境省が平成30
年夏ごろを目途に作業を進めているところでありま
す。現在、西表島地域については、平成27年９月に
国立公園区域の拡張に向けた調整が整っており、ま
た、ヤンバル地域についても、今般、国立公園の区域
設定の協議が整ったことから、先月27日に区域案等
に対するパブリックコメントが実施されたところであ
ります。そのほか、登録に向けた沖縄県の取り組みと
して、マングースの駆除対策や過剰利用による自然環
境への悪影響の検討とあわせ、今年度からは、地域住
民等をメンバーとする調整会議を設置し、世界遺産登
録に向けた環境保全や利用のあり方等の検討を行って
おります。
　県としては、今後とも奄美を含めた関係機関と連携

し、世界自然遺産登録の早期実現を目指していきたい
と考えております。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　農林水産部長。
　　　〔農林水産部長　島田　勉君登壇〕
○農林水産部長（島田　勉君）　イモゾウムシ等の根
絶についての御質問にお答えいたします。
　県においては、不妊虫放飼と寄主植物除去により、
久米島と津堅島のイモゾウムシとアリモドキゾウムシ
の根絶事業を実施してまいりました。平成25年には
久米島のアリモドキゾウムシの根絶を達成したところ
であります。また、津堅島の両ゾウムシについても生
息密度が大幅に低下しております。現在、根絶を効果
的に進めるために、低コスト人工飼料の開発、両ゾウ
ムシの大量増殖技術の確立や有効なモニタリング技術
等の開発に取り組んでいるところであります。
　県としましては、津堅島、久米島でのゾウムシ類の
根絶防除を行った後、宮古、八重山、沖縄本島に防除
地域を拡大し、関係機関と連携して根絶防除を進めて
いく考えであります。
　次に、北部訓練場の返還についての御質問の中で、
ヤンバル地域の森林伐採についてお答えいたします。
　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。今年度のヤンバル地域の森林伐採について
は、国頭村有林で１カ所、約1.6ヘクタールの収穫伐
採を実施しております。また、県営林では、４カ所で
合計約0.3ヘクタールの択伐実証試験を実施しており
ます。
　なお、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
化、分散化に努めるとともに、択伐による収穫につい
ても検討し環境に配慮した伐採を推進してまいりま
す。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
　　　〔教育長　諸見里　明君登壇〕
○教育長（諸見里　明君）　それでは、教育問題につ
いての御質問の中で、学力向上推進に係る中学校の実
績についてお答えいたします。
　児童生徒一人一人が将来自己実現を図り、夢や目標
を達成するためにも学力向上の取り組みは重要だと考
えております。全国学力調査において、中学校は国語
Ｂ、数学Ａ・Ｂにおける正答率が全国平均との差を縮
め、無解答率も改善されるなど着実な成果につながっ
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ております。
　県教育委員会としましては、今後とも児童生徒に確
かな学力など知・徳・体をバランスよく育むことを重
視し、わかる授業の構築と基本的な生活習慣の確立を
柱に、諸施策を展開してまいります。
　次に、教師の多忙化解消のため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、教職員の多忙化解消に向けて調
査依頼や通知文書の見直し、指定研修の期間縮減等に
取り組んでおります。また、小中学校校務改善検討委
員会の提言を受け、学校行事の精選や会議等の持ち方
の見直し、職務の合理化など各学校の実情に応じた取
り組みを促進しているところです。さらに、学校現場
の業務改善を推進するため、教育委員会内に新たに沖
縄県教職員業務改善推進委員会を設置したところであ
ります。
　県教育委員会としましては、引き続き多忙化解消に
向けた実効性のある取り組みの推進に努めてまいりま
す。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　総務部長。
　　　〔総務部長　平敷昭人君登壇〕
○総務部長（平敷昭人君）　教育問題についての御質
問の中で、私学に対する補助の実態についてお答えい
たします。
　沖縄県では、これまで私立学校の果たす重要な役割
を踏まえ、運営費に対する助成や就学支援、施設改築
や特色ある教育への助成等を行ってまいりました。平
成28年度予算案の私学助成につきましては、その一
層の充実を図るため、38億8100万円を計上しており
ます。その主な内容としましては、私立学校経営の
健全性を高めるため、運営費補助として20億1100万
円を計上しております。また、私立高等学校等の授業
料に充てる就学支援金については、15億4700万円を
計上し、教育に係る経済的負担の軽減を図っておりま
す。さらに、専修学校に対する運営費補助を増額した
ほか、老朽校舎の施設改築や授業料軽減の助成等を行
うこととしております。
　県としましては、今後とも私立学校等との意見交換
を行うなど連携を密にすることで、効果的な施策を展
開し、私学教育の振興が図られるよう取り組んでまい
ります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　企業局長。
　　　〔企業局長　平良敏昭君登壇〕
○企業局長（平良敏昭君）　北谷浄水場取水源の有機

フッ素化合物汚染についての御質問の中の、北谷浄水
場水源の汚染に対する抗議、原因究明についてお答え
いたします。
　今回のＰＦＯＳによる水源汚染は、嘉手納基地から
流出する大工廻川から高濃度で検出されていることか
ら、嘉手納基地が流出源である可能性が非常に高いと
考えております。そのため、沖縄防衛局を通じ米軍に
対して、嘉手納基地内への立入調査及び基地内での使
用履歴を明らかにするよう１月21日に文書で要請し
ました。２月18日にその回答がありましたが、納得
のいく回答ではなかったため、２月22日に安慶田副
知事が嘉手納基地第18施設群司令官を訪ね、ＰＦＯ
Ｓ問題の解決に向けて県と米軍の連絡会議を発足させ
ることなどについて協力を要請しました。また、同
日、私、企業局長から沖縄防衛局を通して米軍に対
し、立入調査や使用実態、連絡会議の設置の検討など
について文書で照会を行うとともに、真摯に対応する
よう求めたところであります。
　以上でございます。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　御答弁ありがとうございました。幾
つか再質問させてもらいます。
　今の企業局長の件ですけれども、我が党の赤嶺政賢
衆議院議員がＰＦＯＳ問題に関して、去る２月５日に
私も同行して現地調査を行いました。その調査を踏ま
え、２月25日の衆議院予算委員会第３分科会でこの
問題を取り上げています。国側の答弁の概要、局長の
感想などをお聞かせください。
○副議長（翁長政俊君）　企業局長。
○企業局長（平良敏昭君）　お答えいたします。
　赤嶺政賢衆議院議員と嘉陽宗儀議員におかれては、
去る２月５日に有機フッ素化合物の一つであるＰＦＯ
Ｓによる嘉手納飛行場隣接の企業局水源周辺の汚染問
題について、大工廻川、比謝川取水ポンプ場、そして
北谷浄水場を調査していただいたところであります。
私も現地で対応させていただきました。嘉陽宗儀議
員、雨天の中大変お疲れさまでした。
　ただいま再質問のあったとおり赤嶺衆議院議員にお
かれては、先日の現地調査に基づいて２月25日の衆
議院の予算委員会第３分科会でこの問題が取り上げら
れております。私も当日の夜、早速衆議院のビデオラ
イブラリーで一応質問の概要等を改めて見させていた
だきました。
　感想でございますが、岸田外務大臣、それから防衛
省、厚生労働省、経済産業省の審議官等がいろいろ答
弁されておりました。企業局が求めている基地内への
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立入調査に関連した環境補足協定との関係での質問に
対して、岸田外務大臣は答弁で、米側からの通報が端
緒となる。つまり、米軍側が同種事故と認識して通報
がないと補足協定に基づいた立ち入りは難しい、そう
いう認識を示されていました。また、去る２月17日
に米側が沖縄県企業局に回答した内容、その矛盾点等
をただされたわけですが、これに対して防衛省の答弁
も非常に曖昧ということでした。
　さらに、ＰＦＯＳの回収措置はどうなっているかと
いう質問に対し、防衛省地方協力局次長は、これ答弁
があったとおり読み上げますが、「ＰＦＯＳ含有の可
能性のある物質が漏出した場合、嘉手納飛行場消防隊
等がその漏出をせきとめ、環境にさらされる危険を抑
えるといったことを行っているというふうに承知をし
ております。」と答弁しておりますけれども、私ども
企業局から言わせますと、じゃ、どうしてその大工廻
川に高濃度のＰＦＯＳが流れているのか、これが非常
に疑問でございます。外務省とか防衛省の答弁は米側
に完全に配慮した答弁であったと、これが率直な感想
であります。
　以上です。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　大変御苦労さまです。
　私はずっと比謝川の河川浄化の問題を含めて取り上
げてまいりましたけれども、特に米軍のほうが嘉手納
駐機場のほうにとめているときに、比謝川をせきとめ
てそれで水を貯水して洗浄している。その戦闘機の洗
浄薬、これがどんな中身かということについてよく明
らかにされていない。極めて、県民の飲み水、安心・
安全な水を守るという意味では、今の事態もやはり立
入調査をしてどうなっているかということについて
やっぱりやらないと、このＰＦＯＳは沈殿して蓄積し
ますから、人体にずっと蓄積していく危険性があるわ
けです。特に企業局長、安心・安全な水確保のために
引き続き防衛局ともアメリカとも交渉して頑張っても
らえますか。
○副議長（翁長政俊君）　企業局長。
○企業局長（平良敏昭君）　今の飛行機の洗浄につい
ても、一応安慶田副知事に同行したときに、嘉手納基
地の司令官に私のほうから、先方は消火剤とか、それ
から油圧等に使ういわゆる油等については、ＰＦＯＳ
含有の物は使っていないということをおっしゃってい
ました。そこで私から、じゃその航空機の洗浄液はど
うなっているかと聞きますと、これについては調査し
ていないということでしたので、これについてはちゃ
んと調査して回答してほしいと申し上げました。

　いずれにしましても、今回の問題は、確かに北谷
浄水場では平均30ナノパーリットルグラムというこ
とで、１リットル当たり30ナノグラムと非常に健康
上は特に問題はないとは思いますけれども、ただ、県
民が毎日飲む水源に高濃度のＰＦＯＳを流すというこ
と、これ自体が問題なんですね。ですから私どもは、
この点については今後とも引き続き基地内への立ち入
り等含めて、その漏出対策を求めていきたいとこのよ
うに考えております。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　ぜひ、そういう方向で頑張ってくだ
さい。
　次に、キャンプ・シュワブの弾薬庫の問題との関連
で聞きますけれども、さっきだと安全範囲の問題につ
いては、米軍は全部おさまっている、危険地域はない
と言っていますけれども、アメリカ国防総省の秘密文
書の公開資料によると、あれは辺野古一帯全部入って
いるんですよ。あれは危険物、弾薬、普通は陸送して
はならないと。だから、アメリカは今もキャンプ・ハ
ンセン演習場、北部訓練場、キャンプ・コートニー訓
練場、全部実弾演習するところの実弾の運搬ができな
い。国道や県道が使えないと言って、ずっとアメリカ
はこれ困っていたんです。1960年以降はそのために
辺野古に――今に始まったんじゃない――大きな軍艦
が寄港できるような飛行場をつくりたいというのがあ
りましたので、根っこは非常に深い。だから、改めて
ああいう状況で米軍の爆弾を積んだトラックが民間地
域を走行している。もし爆発があった場合には、アメ
リカの国防総省の秘密文書でも被害状況も想定されて
いるんです。だから、それについては、県としても国
道・県道を使う爆弾の移送、これはやめるべきだと改
めて要請を入れるべきだと思いますけれども、いかが
ですか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　先ほども申し上げたように、アメリカ側あるいは防
衛施設庁の説明では、この爆発物安全量距離につきま
しては、辺野古弾薬庫施設区域内におさまっている
と。国道などはその外側にあるという説明は私どもも
聞いております。ただ、具体的にこの爆発物安全量距
離というのはどれぐらいなのかという数値について
は、私どもも教えてもらっておりませんので、今後と
もそういう情報については開示するように、あるいは
情報収集に努めていきたいと考えております。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　公室長、私は前にもあの本を上げま
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したよね。ちゃんと調べて書いていますよと。情報が
ないんじゃないよ、情報はちゃんとありますよ。やは
り危険だといってそういう文書が出ている以上は、私
でさえも調べることできるんですから、皆さん方も
ちゃんとそういう期間があるわけだからちゃんと調べ
て、やはり安全に沖縄県民が暮らせるように、爆発
物、特にこれについては頑張って調べてほしいと思い
ます。
　現在、このアメリカの演習場で使われている爆発物
はどこから搬入されていますか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　済みません。その情報
について私ども把握しておりません。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　その情報を私がたくさん前に上げて
いるんですよ。これちゃんと記事があって、今は天願
桟橋そこから荷揚げされる。それからホワイト・ビー
チ揚げるといろいろありますから、情報ないんじゃな
くて情報はあふれているんだよ。やっぱり注目して危
険だと、弾薬は。これを本来ならば県道や国道から弾
薬を積んだ、爆発物を積んだというのは自由に往来で
きないんですよ。だから、それだけこれについては危
険だということで改めて決意をして、調査して明らか
にしてほしいと思いますけれどもどうですか。
○副議長（翁長政俊君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　議員御指摘の件につい
てはしっかり調べてみたいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　次に、泡瀬干潟の問題についてお聞
きしますけれども、長年泡瀬干潟を守るために頑張っ
てまいりました。残念ながら美しい泡瀬干潟が大分埋
められてしまって、無残な姿になって心を痛めていま
すけれども、それでも泡瀬干潟の貴重さというのはま
だ失われていないのはたくさんありますから、これは
サンゴ礁の再生もやると言っていました。これもぜひ
頑張っていただきたいと思います。
　それで、泡瀬干潟が今新聞に載って、土建部長に見
せましたけれども、復興期成会のほうから塩田を――
向こうは、泡瀬干潟のところはマースヤーでしたの
で、塩田を復元してもらいたいという新聞を見せまし
た。さっき頂戴と言ったけれども、いや上げないと
言って、これありますから、ぜひ向こうの地域住民の
皆さん方の復興期成会からの要望も聞いて、しかも向
こうのもともとの塩田跡というのはやっぱり歴史資料
にもなるわけですから、ぜひこれ光を当てて調べて、
みんなに知らせてもらえませんか。

○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　新聞報道の中では、
県の総合運動公園内にあるという情報がありますの
で、その位置関係がどういう状況か改めて確認させて
いただいて、私どもがカバーできることがあればやっ
ていきたいと思います。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　私はあの辺で育っていますから、運
動公園だけではなくて県営比屋根団地のあの東側のほ
うも全部マースヤーですよ。塩田水をかけて砂をつ
くっていた。そういうのが今埋め立てられてなくなっ
ているけれども、しかし復元せよとは言わないけれど
も、やっぱりそういう貴重なところだったということ
で、子供たちにもわかるように何らかの必要な対策は
とるべきじゃないかというのが質問ですが、いかがで
すか。
○副議長（翁長政俊君）　土木建築部長。
○土木建築部長（末吉幸満君）　私ども当然いろんな
ものを開発させていただいているんですけれども、自
然環境を保全するのも我々の仕事でございます。そう
いう観点からは、今こういう泡瀬の塩田跡地の保護、
泡瀬の事業の中でできるか、あるいは公園の中ででき
るか、いろんな角度から勉強させていただきたいと思
います。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　次に、警察本部長並びに公安委員長
にお聞きしますけれども、先ほど写真もお配りしてぜ
ひ目を通してほしいと思って見せました。
　県議の皆さん方も、向こうのお年寄りの皆さん方と
一緒になって、どうにかしてあの豊かな自然を守りた
いと言って座り込みにも参加しているんですよ。私が
参加したときに、90歳近くなるおばあちゃんが、頑
強な機動隊に持ち上げられて、痛いよ、アガーヨーし
ているから、僕のほうがちょっとあんた乱暴じゃない
か、丁寧にしなさいと言ったら、あんた誰かと言うか
ら、私県議会議員ですと言ったら、県議がどうしたと
言って一蹴されまして、ああいう中では県議会議員と
いっても余り役に立たないんですね。
　私は、県議として県民の生命財産を守る選良だと。
それがどうしたというのは、ちょっと本部長、そうい
う教育しているんですか。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　ただいま嘉陽議員が御
指摘された事実がどのような状況の中で行われたもの
か、私存じ上げておりませんので、その具体的事例に
ついてコメントすることは差し控えさせていただきた
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いと思います。私どもは先ほども御答弁申し上げまし
たとおり、現場において危険かつ違法な抗議行動が行
われているため、これらの行動を行っている方に対し
て再三の警告を行った上で、違法状態を解消するため
に安全に最大限配慮した上で、必要最小限度の範囲に
おいて安全な場所に移動するなどの措置を講じている
ところであります。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　安全・安心に最大限配慮しているの
に、どうしてあんな大勢の県民がけがしているんです
か。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後６時40分休憩
　　　午後６時40分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　お答えいたします。
　県警察では、現場においてけがや体調不良を訴えた
方を把握した場合には、その都度安全な場所に移動さ
せた上で、救急車を要請するなどの必要な措置を講じ
ているほか、取り扱い警察官等からの状況確認も行っ
ておりますが、これまで警察官がけがをさせたという
ことは把握しておりません。
○嘉陽　宗儀君　ちょっと休憩してください。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後６時41分休憩
　　　午後６時41分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　それでいいというのであれば引き続
き私どもは基地を絶対つくらせないと、工事強行も許
さないということで頑張ってまいりますので、警察の
皆さん方もそれをちゃんと理解はしていてください。
　それで東京都公安委員会に沖縄県公安委員会が警察
職員の援助要求についてということをやっていますけ
れども、この警察法第60条１項の規定に基づきと書
いていますけれども、どういう中身ですか。
○警察本部長（加藤達也君）　休憩お願いします。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。
　　　午後６時42分休憩
　　　午後６時42分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　警察法第60条でござ
いますが、警察法第60条には、「都道府県公安委員
会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要

求をすることができる。」と規定されております。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　この議論はこのぐらいにしておきま
すけれども、この要請の目的で、米軍基地移設工事等
に伴う警備ということで書かれていますけれども、こ
れ間違いありませんか。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　先ほども御答弁申し上
げましたけれども、要請が行われた理由につきまして
は、県警察ではキャンプ・シュワブ前での警備を含め
県内のさまざまな警察事象に的確に対応するために、
沖縄県公安委員会から東京都公安委員会に対して、援
助の要求を行ったものであります。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　本部長、私どもは今全国からいろい
ろな方々が来て絶対これをつくらせないといって頑
張っていますけれども、問題はこの新聞の投書にもあ
るように、「機動隊市民排除　京都の学生驚く」、全
く沖縄の事態というのは異常だというのが書かれてい
ますけれども、これはどう思いますか、感想として
は。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　お答えいたします。
　繰り返しになって申しわけありませんけれども、私
どもは現場において危険かつ違法な抗議行動が行われ
ているため、これらの行動を行っている方に対して再
三の警告を行った上で、違法状態を解消するために安
全に最大限配慮した上で、必要最小限度の範囲におい
て安全な場所に移動するなどの措置を講じているとこ
ろであります。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　それでは前に質問を進めますけれど
も、この警察の任務は不偏不党ということが鉄則だと
思うんです。この米軍基地移設工事に伴う警備という
ふうに書いていますけれども、向こうは今埋め立てを
やる、させない、係争中ですよ。どっちが正しいとい
うのは決まっているわけじゃない。警察法は、そうい
う皆さん方は、一方の埋め立てする側の基地を押しつ
ける側の立場に立って、その反対する県民を排除する
という立場でいいんですか。中立性ってあるんです
か、皆さん方は。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　お答えいたします。
　不偏不党についてでありますけれども、不偏不党と
は、一つの政党その他の勢力の意思に従ったり、それ
らを有利にしようとして偏ったものとならないことを
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意味するということでありまして、私どもその不偏不
党というその理念にのっとって業務を推進していると
ころでございます。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　それは警察法解説を読んでいますの
で、わかりますよ。ただ問題は、向こうの現場の状況
というのは米軍基地をアメリカのためにつくる勢力
と、ウヤファーフジからの大事な自然は絶対に壊させ
ないという勢力の衝突ですよ。そうすると、警察は不
偏不党であれば本来ならば一方の側に加担しちゃいけ
ない。警察の立場から言えば。特に皆さん方は、全部
自民党・公明党政府の方針に基づいて沖縄県民を弾圧
して、基地を強引につくらせる側に今機動隊を配備し
て強引に力ずくで押さえつけているんじゃないです
か。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　お答えいたします。
　先ほども申し上げましたように、県警察といたしま
しては、キャンプ・シュワブ前における抗議行動に対
してはそれが適法・適正に行われている限り関与する
ものではありません。ただ、先ほど申し上げたよう
に、危険かつ違法な抗議行動が行われているため法に
のっとって警備措置を講じているところであります。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　――――――――――――――と言
うんですよ。意味わかりますか。―――――――――
―――――本部長は。同じことの繰り返し。
　ただ、これはやはり沖縄県民、歴史的に見てどんな
圧政を受けても屈しないということで頑張ってきた沖
縄県民ですから、それは心してください、ぜひ。本部
長も積極的につくってやろうと思わないかもしれない
けれども、警察、県警本部長の任務として来ているは
ずですから、これ以上言いません。
　そこで、東京から来たあの機動隊の皆さん方の費用
はどこが持っているんですか。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　東京都から来た職員に
ついては、人件費は東京都が持っております。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　援助の要求の解説の60条を見た
ら、当該要請した側の県警のほうが、旅費は別にして
もいろいろ費用負担は要請した側が持つというふうに
なっているんじゃないですか。そうするとこれは県民
の税金でわざわざ呼んで任務に当たらせているという
ことになりますね。どうですか。
○副議長（翁長政俊君）　休憩いたします。

　　　午後６時48分休憩
　　　午後６時49分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　お答えいたします。
　派遣されている警察官に係る費用につきましては、
旅費等の派遣に伴い必要となる経費については国が、
給与等身分に直接付随する経費については東京都が、
それぞれ負担することになります。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　この60条の援助の要求の解説によ
ると、負担区分はいろいろありますよね。それについ
ては、何でこんなことを聞いたかというと、東京警視
庁から来た機動隊の皆さん方は、高級ホテル、カヌ
チャホテルに泊まっているんじゃないかという声が
あったものですから、その辺を私確かめようと思って
聞いたんです。費用負担はそれでどうなっているかな
と聞いているんですけれども、どうですかそれ。
○副議長（翁長政俊君）　警察本部長。
○警察本部長（加藤達也君）　繰り返して申し上げま
すが、派遣されている警察官に係る費用につきまして
は、旅費等の派遣に伴い必要となる経費については国
が、給与等身分に直接付随する経費については東京都
が負担することになっております。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　もうちょっとこの件でやりたかった
んですけれども、何しろ６月が改選期で、もう一回の
議会でというわけにはいかぬので、これはもうこの辺
にしておきます。
　次に、教育長、この学テの問題で、教師にゆとり必
要、学テ対策が多忙化加速という投稿があります。現
場の教員からもいろいろ聞き取りしました。改めてや
はり今中学校の部活も含めて、現場の教師がどんなに
多忙化しているかについては、しっかり受けとめても
らわないと。頑張っていますよ、頑張っていますよだ
けじゃ足りない。だから、改めてもう一回多忙化解消
のためには努力するべきだと思いますがどうですか。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　多忙化といういろんな声
を受けまして、県教育委員会もかなりやってきている
んですね。先ほども申し上げたんですけれども、負担
軽減推進員の配置であるとか、それから小中学校の校
務改善検討委員会がございまして、これも教職員とか
外部識者も交えた委員会なんですけれども、そこから
もいろんな提言を受けまして、調査依頼であるとか職
員会議の適正化、学校行事の精選であるとか、それか
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ら今度新たに教育庁内にまた検討委員会も設置したと
ころです。
　ただ、学力につきましては、やはり子供たちのため
にぜひ伸ばしたい。そして、落ちこぼれをなくした
い、そういう思いで一丸となって取り組んでいるとこ
ろでありまして、この辺はまた一緒に進めながら、職
員の多忙化の減少にも努めてまいりたいと思っており
ます。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　この学力向上推進運動については、
初めの1990年の時代から僕はずっとなぜ問題かと、
学力一斉テストがなぜ問題があるかということで指摘
してきたんです。ところが、この声が広がらずにずっ
と今も続いている。ただ、教育基本法に基づいて、や
はり自主的に自分の力で生き抜く力をどうつけるかと
いうのが問題であって、ペーパーテストの練習問題を
たくさん解いて点数が上がったからこれで万歳万歳と
いうものではないと思うんですよ。改めて基礎学力を
しっかりとつけさせるかということについて、やはり
今までの学テの推進、これも含めてやっぱり総合的に
自己検討してほしいと思うんですけれども、いかがで
すか。
○副議長（翁長政俊君）　教育長。
○教育長（諸見里　明君）　やはり御意見ちょっと違
うところがあるんですけれども、私も教員ですので、
高校生になっても基礎学力がついてこない子供たちが
入ってきたような現状をずっと見てきましたので、こ
れはやはり最初に落ちこぼれた小中学校から何とかし
なきゃいけないという思いを大変強く持っていたんで
すね。例えば、小学校でこの算数レベルでつまずいた
子供が中学生になって数学のレベルじゃなくなってく
るんです。そして高校。そして、そういう子供たちに
とっては、数学というのは本当に授業どころではなく
て、わからない。それが国語とかいろいろ重なってき
たら学校に居場所がなくなってくる。こういうのも含
めてやはり学力というのは、今のこの世の中ある程度
の学力は絶対必要ですので、ぜひ一丸となって、まず
落ちこぼれをなくそう。我々が今努めているのは、子
供たちのペーパーテストとかそういう問題じゃなく
て、授業づくり、まず子供にわかる授業の構築、それ
から落ちこぼれがないような授業づくり、寄り添うよ
うな教育学習、それに努めてきているわけです。ペー
パーだけ繰り返してやるというのは、私もこういうの
は改めて、恐らくこの学力の意義というのは、私は嘉
陽県議と一緒だと思うんですけれども、そういう面も
含めて、やはり子供たちに学力は必要であるという観

点もまたぜひ必要だと思いますので、そういう考えで
す。
○副議長（翁長政俊君）　嘉陽宗儀君。
○嘉陽　宗儀君　私は学力は必要ないと言っているの
ではなくて、全ての子供たちに学力をつけさせるため
には、みずから学ぶそういうことが重要視されない
と、ただペーパーテストの解答練習だけじゃだめです
よと言っただけですから、まあ一緒と言いますからこ
れ以上言いません。
　ありがとうございました。
○島袋　　大君　副議長。
○副議長（翁長政俊君）　島袋　大君。
○島袋　　大君　先ほども言いましたけれども、幾ら
先輩、議論が熱くなるのはいいかもしれませんけれど
も、県警本部長に対して、――――――――――――
―と言って、議事録を起こしたら、――――――――
――――――――――という表現になるんだから、そ
の辺は副議長が対応して、削除するなり、その辺削除
させるなり。先輩もちょっと熱くなったかもしれない
けれども……。
○副議長（翁長政俊君）　今の発言につきましては、
この際申し上げます。
　ただいま嘉陽宗儀君の発言のうち、不穏当と思われ
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といたしたいと存じま
す。
　個人的な誹謗中傷に当たる可能性がありますので、
調査をさせてください。
　以上をもって通告による一般質問及び議案に対する
質疑は終わりました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　予算については、２月９日の議会運営委員会におい
て19人から成る予算特別委員会を設置して審議する
ことに意見の一致を見ております。
　よって、ただいま議題となっております議案のう
ち、甲第１号議案から甲第39号議案までについて
は、19人の委員をもって構成する予算特別委員会を
設置し、これに付託の上、審査することにいたしたい
と思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（翁長政俊君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○副議長（翁長政俊君）　次に、お諮りいたします。
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　ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選
任については、委員会条例第５条第１項の規定により
お手元に配付の名簿のとおり指名いたしたいと思いま
す。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（翁長政俊君）　御異議なしと認めます。
　よって、予算特別委員会の委員は、お手元に配付の
名簿のとおり選任することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員名簿　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
○副議長（翁長政俊君）　ただいま予算特別委員会に
付託されました予算を除く乙第１号議案から乙第49
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〕
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○副議長（翁長政俊君）　日程第３　乙第50号議案
及び乙第51号議案を議題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　翁長知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事追加提出議案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　平成28年第１回沖縄県議会
（定例会）に追加提出いたしました議案について、そ
の概要及び提案の理由を御説明申し上げます｡
　今回の追加提出議案は、条例議案１件、議決議案１
件の合計２件であります。
　それでは、まず条例議案について御説明申し上げま
す。
　乙第50号議案「沖縄県使用料及び手数料条例の一
部を改正する条例」は、農産物検査法の改正に伴い新
たに地域登録検査機関の登録手数料を設定する等のた
め、条例を改正するものであります。
　次に、議決議案について御説明申し上げます。
　乙第51号議案「工事請負契約について」は、航空
機整備基地新築工事に係る工事請負契約を締結するた
め、地方自治法第96条第１項の規定により議会の議
決を求めるものであります。
　以上、追加提出いたしました議案について、その概

要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、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。
○副議長（翁長政俊君）　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〕
○副議長（翁長政俊君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております乙第50号議案につ
いては総務企画委員会に、乙第51号議案については
土木環境委員会にそれぞれ付託いたします。
　休憩いたします。
　　　午後７時１分休憩
　　　午後７時２分再開
○副議長（翁長政俊君）　再開いたします。
　日程第４　陳情平成27年第66号の取り下げの件を
議題といたします。
　お諮りいたします。
　本陳情については、陳情者から取り下げたいとの申
し出がありますので、これを承認することに御異議あ
りませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長（翁長政俊君）　御異議なしと認めます。
  よって、陳情平成27年第66号の取り下げの件は、
これを承認することに決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○副議長（翁長政俊君）　この際、お諮りいたしま
す。
　委員会審査及び議案整理のため、明３月３日から７
日までの５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〕
○副議長（翁長政俊君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月３日から７日までの５日間休会とす
ることに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○副議長（翁長政俊君）　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、３月８日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後７時４分散会
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平 成 28 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第９号）

平成 28 年３月８日（火曜日）午前 10 時２分開議

議　　事　　日　　程　第９号
平成28年３月８日（火曜日）

午前10時開議
第１　乙第４号議案の撤回の件
第２　辺野古埋立承認取り消しをめぐる代執行訴訟及び関与取消訴訟の和解について（報告）
第３　乙第３号議案（総務企画委員長報告）
第４　乙第15号議案及び乙第23号議案（文教厚生委員長報告）
第５　甲第24号議案から甲第39号議案まで（予算特別委員長報告）
第６　陳情第16号及び第24号の付託の件

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第４号議案の撤回の件
日程第２　辺野古埋立承認取り消しをめぐる代執行訴訟及び関与取消訴訟の和解について
日程追加　緊急質問の件
日程第３　乙第３号議案
　　　　　　乙第３号議案　沖縄県職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
日程第４　乙第15号議案及び乙第23号議案
　　　　　　乙第15号議案　沖縄県子どもの貧困対策推進基金条例
　　　　　　乙第23号議案　沖縄県国民健康保険財政安定化基金条例
日程第５　甲第24号議案から甲第39号議案まで
　　　　　　甲第24号議案　平成27年度沖縄県一般会計補正予算（第４号）
　　　　　　甲第25号議案　平成27年度沖縄県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第26号議案　平成27年度沖縄県下地島空港特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第27号議案　平成27年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第28号議案　平成27年度沖縄県下水道事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第29号議案　平成27年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第30号議案　平成27年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第31号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　（第１号）
　　　　　　甲第32号議案　平成27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補正予算（第２号）
　　　　　　甲第33号議案　平成27年度沖縄県産業振興基金特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第34号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計補正予算（第２号）
　　　　　　甲第35号議案　平成27年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第36号議案　平成27年度沖縄県駐車場事業特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第37号議案　平成27年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計補正予算
　　　　　　　　　　　　　 （第１号）
　　　　　　甲第38号議案　平成27年度沖縄県公債管理特別会計補正予算（第１号）
　　　　　　甲第39号議案　平成27年度沖縄県水道事業会計補正予算（第１号）
日程第６　陳情第16号及び第24号の付託の件
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出　席　議　員（47名）
議　長
副議長
１　番
２　番
３　番
４　番
５　番
６　番
７　番
８　番
９　番
10　番
11　番
12　番
13　番
14　番
15　番
16　番
17　番
18　番
19　番
20　番
21　番
22　番

喜　納　昌　春　君
翁　長　政　俊　君
比　嘉　京　子　さん
比　嘉　瑞　己　君
西　銘　純　恵　さん
玉　城　　　満　君
仲　村　未　央　さん
新　田　宜　明　君
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上　原　　　章　君
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具志堅　　　透　君
大　城　一　馬　君
具志堅　　　徹　君
渡久地　　　修　君
山　内　末　子　さん
仲宗根　　　悟　君
照　屋　大　河　君
當　間　盛　夫　君
𠮷　田　勝　廣　君
又　吉　清　義　君
島　袋　　　大　君
中　川　京　貴　君

23　番
25　番
26　番
27　番
28　番
29　番
30　番
31　番
32　番
33　番
34　番
35　番
36　番
38　番
39　番
40　番
41　番
42　番
43　番
44　番
45　番
47　番
48　番

座喜味　一　幸　君
玉　城　ノブ子　さん
赤　嶺　　　昇　君
新　垣　清　涼　君
瑞慶覧　　　功　君
崎　山　嗣　幸　君
新　垣　安　弘　君
呉　屋　　　宏　君
前　島　明　男　君
照　屋　守　之　君
新　垣　良　俊　君
仲　田　弘　毅　君
嶺　井　　　光　君
嘉　陽　宗　儀　君
玉　城　義　和　君
奥　平　一　夫　君
新　里　米　吉　君
髙　嶺　善　伸　君
狩　俣　信　子　さん
金　城　　　勉　君
糸　洲　朝　則　君
新　垣　哲　司　君
具　志　孝　助　君

欠　　　　　員（１名）

説明のため出席した者の職、氏名
知 事
副 知 事
副 知 事
知 事 公 室 長

翁　長　雄　志　君
浦　崎　唯　昭　君
安慶田　光　男　君
町　田　　　優　君

総 務 部 長
総 務 部
財 政 統 括 監

平　敷　昭　人　君

池　田　克　紀　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
次 長
議 事 課 長
副 参 事 兼
課 長 補 佐
主 幹

比　嘉　徳　和　君
知　念　正　治　君
平　田　善　則　君

勝　連　盛　博　君

中　村　　　守　君

主 査
政 務 調 査 課 長
副 参 事
主 幹

川　端　七　生　君
宮　城　　　弘　君
前　田　　　敦　君
天　久　庸　隆　君

○議長（喜納昌春君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に申し上げます。

　３月２日の会議において設置されました予算特別委
員会の委員長から、同日の委員会において委員長に渡
久地修君、副委員長に又吉清義君を互選したとの報告
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がありました。
　次に、本日、知事から、お手元に配付いたしました
報告書の提出がありました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　この際、報告いたします。
　けさ、嘉陽宗儀君から、今回の警察本部長に対する
私の不適切発言で、御迷惑をおかけしたことをおわび
申し上げ、本件については、議長において会議録から
削除していただくようよろしくお取り計らい願いたい
との申し出がありましたので、議長において適切に処
理することにいたします。
○座喜味　一幸君　議長。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時３分休憩
　　　午前10時４分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　日程第１　乙第４号議案の撤回の件を議題といたし
ます。
　知事から撤回理由の説明を求めます。
　翁長知事。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議案の撤回について　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　ただいま議題となりました「乙第４号議案の撤回の
件」について、一旦議案を提出したにもかかわらず、
撤回することとなり、深くおわびを申し上げます。
　それでは、撤回の理由を御説明いたします。
　子供の貧困について、さきに行われた代表、一般質
問において、与野党を問わず多数の議員から多くの質
疑、提言がありました。
　沖縄県としても、子供の貧困に関して、全庁を挙げ
て重点的に取り組んでいるところであり、さらに、こ
れから基金を創設し、詳細な調査、市町村との意見交
換等も踏まえ、早急に効果的な対応策に取りかかるべ
く努めているところであります。
　このような状況に鑑み、私を初めとする特別職の期
末手当の額をこれまでの例に沿って見直すことは適切
でないと判断し、今回、乙第４号議案を撤回すること
としました。
　以上、議案の撤回理由について御説明いたしまし
た。
　よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し
上げます。

○議長（喜納昌春君）　これより質疑に入ります。
　本件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。
　なお、質疑の回数は２回までといたします。
　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　おはようございます。
　それでは、質疑をしていきたいと思っています。
　乙第４号議案「沖縄県知事等の給与及び旅費に関す
る条例等の一部を改正する条例」について、質疑を行
いたいと思っています。
　私ども自民党は、この条例については反対であると
いうことで、私も一般質問で発言をさせていただきま
した。今回、撤回するということでありますから、そ
の辺ちょっと確認事項として質疑をさせていただきた
いと思っております。
　平成28年度議案・条例案は、翁長知事があらゆる
角度から検討し、緊急性も含めて県議会に提案された
と思っております。この議案を県民にかわり沖縄県議
会は審査、チェックし、採決をし、意見決定する責
任、権限があると思っております。２月16日に沖縄
県議会に提案された議案をなぜ３月３日に撤回すると
いう話をされたんでしょうか。撤回する理由を今知事
のほうから説明を聞いて確認しましたけれども、子供
の貧困についてさきに行われた代表、一般質問におい
ても、与野党問わず多数の議員から多くの質疑、提言
があったと。この貧困に関して、全庁挙げて重点的に
取り組んでいるから云々とありました。このような状
況に私の特別職の期末手当の額を上げるというのは、
非常に厳しいということで撤回すると言っておりま
す。
　私の一般質問でこの子供の貧困策は重要政策である
と、知事はそういうふうに私の質問に答えました。そ
の中で、知事本人が、知事等の給与及び旅費に関する
条例等の一部を改正する条例、すなわち中身は自分の
報酬を上げる議案を先議案件で提案していると、どう
いうことですかという質問をしました。貧困に苦しん
でいる方々を思っているんであれば、みずから報酬を
上げることは県民に対して申しわけない、理解が得ら
れないと私は思いますがいかがですかというふうに質
問をいたしました。その答弁のもと、総務部長は、報
酬等の審議会に諮っておりますので、答申もいただき
ました。それで現行の報酬を据え置くのが妥当だとい
うふうに答申はいただきました。そのとおりにさせて
いただきますという答弁があったんです。
　あのときは、私が今すぐにでもこの議案は取り下げ
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たほうがいいんじゃないですかと、貧困で苦しんでい
るからには、――県の職員は給与を上げるというのは
当然かもしれませんけれども、特別職手当が充てられ
ているリーダーが、重点政策、貧困と言っているので
あれば、みずから報酬を上げるのはいかがなものか。
ですから、そういうふうにさせるべきじゃないですと
いうふうに、私は質問したわけです。その中には、貧
困のヒの字もなかったんです。それから、皆さんいろ
いろ議論したかもしれませんけれども、そこでつと、
こういった形で撤回をするという発言があったんで
す。ですから、なぜそういうふうに緊急性がある議案
に対して、いきなり撤回をされたんですか。その説明
をお願いしたいと思っています。
　次であります。
　翁長知事は、沖縄県議会をみずからの追認機関と勘
違いしているのではないですか。翁長県政・オール沖
縄の県政は、県議会の立場、権限も無視する独裁政権
になっていませんか。なぜ議会に事前に説明をしない
でこのような形で行うんですか。
　次であります。
　今回の議案の取り下げは、タイミング的にも最悪で
あります。この議案が審議されている、審議される予
定であった総務企画委員会が開催される前日の３月３
日に撤回を表明し、また、緊急を要する議案であるこ
とから、３月８日の本会議で採決してもらいたいとの
お願いを議会でやっておきながら、その前日の３月７
日の議会運営委員会で撤回の説明をするありさま。議
会を、県民をないがしろにする翁長県政のあるまじき
行為だと言わざるを得ません。この責任を翁長知事は
どのように感じているんですか。このようなことをす
ると、翁長知事が提案した議案全てが信頼できなくな
ります。県議会で指摘されると慌てて撤回をする。都
合が悪くなると撤回をする。今定例会では、病院事業
局長や教育長人事の件で県民に不信感を与えていま
す。このようなずさんな県政運営は、沖縄県政史上初
めてのことではないでしょうか。それは、翁長知事
も、安慶田副知事も、浦崎副知事も、この三役が県政
の実務を全く熟知していないという結果だと思われま
す。翁長知事が県議会や県民に与えた不信感は大きな
ものであります。知事の御意見はどうでしょうか。
　次であります。
　今回の撤回の本意は一体どこにあるんでしょうか。
今回の沖縄県知事の給与に関する条例が採決されても
否決されても、沖縄県議会には何の問題も発生しませ
ん。つまり、与党や野党問わず問題はありません。県
民に対しても何ら問題はありません。つまり、この結

果の撤回は、翁長知事にのみ都合がよいことと言える
のではないでしょうか。なぜ撤回しないと翁長知事に
とって都合が悪いんですか、説明してください。
　今、県内の市町村でも今回と同じような条例議案が
出ております。各市町村の声は、県人事委員会からの
意見も出ているから、提案されたというふうに聞いて
おります。県が知事等の給与及び旅費に関する条例を
取り下げた場合、市町村に対する影響はどのようなこ
とになるんでしょうか。お聞かせください。
　次であります。
　この条例は、何度も言いますけれども、自民党は反
対でありました。この議案を提出されたんだから、通
常どおり議案は先議案件で提出されておりますから、
議会でしっかりと審議をし、賛成か反対とちゃんと議
会から議決を受けるのが私は筋だと思っております。
なぜこの緊急性がある議案を出しながら、緊急性があ
るごとく出しながら、いきなり撤回をするんでしょう
か。これ最後まで議会で諮って、賛成か反対をしっか
りと議決をしてやるべきだと思っております。その答
弁もお願いしたいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
　　　〔総務部長　平敷昭人君登壇〕
○総務部長（平敷昭人君）　島袋大議員の撤回につい
ての御質問にお答えいたします。
　まず、幾つか御質問がございましたが、撤回をした
理由、提出に当たっては、あらゆる角度から検討をし
て２月16日に提案したにもかかわらずなぜ撤回した
かとか、あとは、議会で判断すべきではないか、議決
を経るべきではないか、撤回の本意は何かという御質
問等がございましたが、お答えいたします。
　特別職の期末手当は、これまで一般職の特別給――
期末・勤勉手当ですが――及び国の特別職の期末手当
の状況を勘案して改定してまいりました。今回につい
ても、国の特別職の期末手当が引き上げられ、一般職
の職員についても、特別給与の引き上げを含む給与条
例改正案を提案していることから、特別職の期末手当
も同じく引き上げることを提案したものでございまし
た。しかしながら、さきの代表質問及び一般質問にお
いて、与野党を問わず多くの議員から子供の貧困の問
題に関し、多くの質疑及び提言が行われました。この
問題に対する議員の皆様の関心の高さ、並びに問題の
解決にかける姿勢に、知事においても改めて感銘を受
けたところであります。執行部としましても、改めて
議会とともにこの問題に取り組んでいく考えをさらに
強くしたところであります。
　そのような中で、これまでの例に倣ったものとはい
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え、知事を初めとする特別職の期末手当の額を引き上
げることは適切でないと判断したものであります。
　それから、撤回のタイミング、不信感を与えたので
はないか、追認機関と思っていないかという御質問が
ございました。
　この撤回に関しましては、先ほどの答弁にもありま
したけれども、３月２日までの本会議における代表、
一般質問における与野党の御質問の状況、さらに多く
の議員からの問題に対しての質疑、提言が行われたこ
と。県としても、この基金を創設し、効果的な施策に
これから取り組んでいくという状況を踏まえて、３月
３日に議長に対しまして撤回の承認を求めることとし
たものであります。
　それから、各市町村への影響はどうかという御質問
でしたが、各市町村におきましては、また各市町村の
判断で行われるものと考えております。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　まず市町村に対する影響ですけれど
も、各市町村は、要するに県に準じていきたいという
提案理由ももろもろ言っているんです。だから、県が
これだけ先議案件で提案して、撤回した場合、この各
市町村も臨時議会の中でこの報酬の条例議案を出して
いるんですよ。提出者は、県に準ずるということで出
しておきながら、県がみずから先議案件で出して撤回
する。だから、市町村に対する影響もろもろ含めて、
どうなるかということですよ。この辺ちょっと混乱が
起きないかなという僕は思いがあって質問しているん
ですから、その辺ちょっと確認で答えてください。
　これ先議案件なんですよ。どう見ても、知事の重要
政策課題が貧困という形でのテーマで今議会はスター
トしたんです。誰が見ても、この提案出したら、みず
から重要政策が貧困ということを提案で出しながら、
みずからの報酬のアップする議案を先議案件で出す自
体が、これの議会に対するもろもろの説明、特に与党
の皆さん方にどのような説明をしたかという話です。
私が一般質問で、この貧困という重要政策をしている
んであれば、この議案出すのはちょっと筋的に悪いん
じゃないかと、いろんな形でこれは考えるべきじゃな
いかと言っているときに、与党の皆さん後ろから何て
言ったかわかりますか。こじつけだ、結びつけだ、こ
んなの関係ないよと言っているんです。今ごろになっ
て撤回に賛同しているんです、この人たち。
　だから、何ていうのかな、こういう議会運営のあり
方でいいのかなという話です。我々は当初から腹く

くってこういった形で、議会のスタートの中で、与党
と調整し、野党にもこういう議案がありますよとか、
あるいは撤回するなら前もって知事、副知事でもいい
ですよ、しっかりと自民党、あるいは野党に対して、
こういう撤回するとなぜそういう説明しなかったんで
すか。ここですよ、問題は。その中で、議会運営のあ
り方が先ほど質問したように、議会軽視じゃありませ
んか、そういう議案を撤回するんだったらしっかりま
ずは説明しに行くべきでしょう。全くなかった。私、
９時、10時まで待っていましたよ、照屋守之さんも
みんな。電話すらもない。こういう議会運営でいいで
すかという話ですよ。だから、県民もないがしろにさ
れていますし、県議会の中の皆さんも理解されていな
い、ないがしろにされている。だから、こういった形
での先議案件ですから、提案して何か問題があったら
すぐちょこっと下げる。何度も言いますけれども、与
党の皆さん方はこじつけだ、こんなの問題ないよと
言った人たちですよ。今さら撤回に賛同してこんなふ
うにする。ですから、先議案件で議案を提出したんだ
から、賛成、反対でしっかりと決をとるべきです。そ
れが議会の中の権能のやり方ですよ。いま一度考えた
ほうがいいんじゃないですか。その辺の答弁をよろし
くお願いしたいと思っています。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。(発言する者あ
り）
　静粛に願います。
　　　〔総務部長　平敷昭人君登壇〕
○総務部長（平敷昭人君）　島袋大議員の再質問にお
答えいたします。
　まず、市町村への影響、準じてということで提案し
ているのではないかということについての御質問にお
答えいたします。
　市町村は、県に準じている。実は、県も各都道府県
の動向を踏まえてこの提案をしたところであります
が、今回の議会の代表、一般質問の状況、それとこれ
から取り組む施策等々を踏まえて、執行部として判断
をして今回撤回をさせていただくことになりました。
市町村におきましても、県はこういう撤回という判断
をしたわけでございますが、各市町村は各市町村の判
断で行われるものと認識しております。
　また、議会への説明がなかったのではないかという
御質問なんですが、これにつきましては、３月３日か
ら４日にかけまして、執行部から議員への説明を行っ
たところでございます。時間的な余裕がなかったとは
いえ、執行部の職員が各議員に説明伺いましたけれど
も、十分な説明ではなかったということに関しまし
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て、大変申しわけなく思ってございます。撤回の説明
には努めさせていただきましたが、時間的な余裕がな
かったことで十分ではなかったということは、おわび
申し上げたいと思います。
　次に、提案に当たっての与党への調整という質問が
ございましたが、議案の提案に関しましては、執行部
として意思決定をして上程したものであり、与党の同
意を得て提出しているものではございません。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　質疑に入る前に、私ども自民党は、
乙第３号議案「沖縄県職員の給与に関する条例等の一
部を改正する条例」に対しては、賛成であります。し
かしながら、乙第４号議案「沖縄県知事等の給与及び
旅費に関する条例等の一部を改正する条例」について
は、代表質問、一般質問を提出する前から、これは反
対でありました。
　それを申し上げて、質疑を行います。
　まず最初に、今回の議案については、沖縄県人事委
員会からの意見も出して、議案提案については妥当だ
とお墨つきを得ている。このような撤回は、人事委員
会の立場を無視するものではないのか。
　そして、２番目が、今定例会の議案は、事前に与野
党へ議案の説明をし、正式に提案されました。今回の
撤回については、与党議員にのみ説明をし、他の会派
の議員には事前の説明、相談もなく、撤回の申し入れ
がされた。沖縄県執行部と沖縄県議会の対等な立場
で、執行部のチェック機関としての権限が与えられて
いる。翁長県政はなぜ撤回の前に各議員に説明をし、
理解を得ることをしなかったのか。
　次に、翁長県政は、議案をつくり提案する責任、県
議会は、提案されたこの議案を審査、チェックし、意
思決定する責任があります。今回の暴挙は、この責任
分担を無視し、翁長知事の一方的な都合で撤回された
もので、県民には納得できない。なぜ議会の意思決定
に委ねることなく、みずからの責任でもって提出した
議案を勝手に撤回するのか。
　そしてもう一つは、今回の条例案は、予算が伴うも
のであります。なぜ条例案は撤回して、予算の修正案
は出されないのか。６月議会に再度提案するつもりな
のか。なぜ予算の修正案をカットして出さないのか、
議会軽視も甚だしい。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
　　　〔総務部長　平敷昭人君登壇〕
○総務部長（平敷昭人君）　中川京貴議員の御質問に

お答えいたします。
　順序が前後いたしますけれども、まず正式提案した
議案を撤回するに当たって、与党のみに説明したので
はないかという趣旨の御質問でございましたが、これ
につきましては、３月３日から４日にかけて、不十分
ではございましたが、撤回についての御説明に回らせ
ていただいたところでございます。十分でなかったこ
とについては、大変申しわけなく思っております。
　また、なぜ一方的な撤回で、議会に委ねなかったの
かという御質問でございますが、これにつきまして
は、さきの代表及び一般質問において、与野党を問わ
ず多数の議員から子供の貧困の問題に対し、多くの御
質問、提言が行われ、この問題に関する議員の関心の
高さ並びに問題の解決にかける姿勢に、知事において
も改めて感銘を受けたところであります。そのような
ことで、執行部としましても、改めて議会とともにこ
の問題に取り組んでいく考えをさらに意を強くしたと
ころであります。そのような中で、これまでの例に
倣ったものとはいえ、知事を初めとする特別職の期末
手当の額を引き上げることは適切でないと判断したも
のでございます。
　それから、予算修正についての御質問にお答えいた
します。
　今回の議案に係ります影響額といいますか、例え
ば、特別職の期末手当の改定ですけれども、各特別職
が3.1月分の支給月数だったものが、3.15月というこ
とでありました。3.15に改めることによって、例え
ば知事で７万4000円とか等々ありまして、トータル
で一般会計で30万円ほどの影響額でございます。そ
ういうこともありまして、地方自治法の規定では、条
例その他の議会の議決を要すべき案件が新たに予算を
伴うこととなるときは、必要な予算上の措置が的確に
講ぜられる見込みが得られるまでの間は、議会に提出
してはならないという規定がございます。この規定
は、予算を撤回した場合において、減額をすることま
でを義務づける規定ではないということでございまし
て、この分の過不足については、補正や決算等々で対
応できるものと考えてございます。
　次に、人事委員会からの意見をいただきながら撤回
するということについては、その立場を無視するもの
ではないかということでございますが、それについて
お答えいたします。
　それにつきましては、確かに意見をいただきまし
て、妥当なものということはいただいたんですが、そ
れも踏まえた上で、先ほど答弁いたしましたように、
議会の代表、一般質問、さらに沖縄県がこれから取り
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組もうとしている施策等々を踏まえ、執行部として今
議会は提案することは適切ではないという判断をする
に至ったことでありまして、御理解をいただきたいと
思います。
　以上でございます。
○議長（喜納昌春君）　中川京貴君。
　　　〔中川京貴君登壇〕
○中川　京貴君　質疑を続けます。
　まずもって、この乙第３号議案、乙第４号議案は、
先議案件で出されました。
　これ議会運営委員会でもお伺いいたしましたけれど
も、なぜ先議案件で出したのか。その答弁は、緊急を
要すると、緊急を要するので先議案件で出したと、そ
の必要性について説明も受けました。しかしながら、
先ほど知事の説明、総務部長の答弁の中では、妥当だ
ということで、人事委員会の許可も得て、理解も得
て、提出されました。しかしながら、代表質問、一般
質問で貧困問題が出たと。先ほど知事が説明しており
ましたが、代表質問、一般質問におきまして、与野党
問わず多数の議員から、子供の貧困について多くの質
疑や提言等がございました。これはですね、知事、き
のうの議会運営委員会で総務部長が読んだとおりその
ままを知事が説明しているんです。私たちは、議会運
営委員会の中で総務部長に問いました。これは、自民
党の島袋大議員が一般質問で、こんな貧困問題で苦し
いときに、果たして特別職を上げるべきか、県の職員
の給与は上げるのは当然であると、しかしながら、特
別職については反対であるという質問もしました。そ
のときに反対した議員いましたか。そのときには、當
間盛夫議員、島袋大議員の一般質問でこの問題が出て
きたんです。代表質問は、全ての政党・会派が貧困問
題を取り上げております。一般質問も貧困問題を取り
上げております。それを聞いて、先ほどの答弁では何
でしたか、部長言っていましたよね、感銘を受けたと
言っていましたよね。それを聞いて感銘を受けて取り
下げをする。反省をして取り下げてくださいよ、違い
ますか。与党の皆さん方が、この乙第４号議案に対し
て反対意見１人でもいましたか。私はいなかったと記
憶しております。
　そういった意味では、知事にお伺いしたいんです
が、議案を提出するに当たって、知事、できたら副知
事にもお伺いしたいんですけれども、自民党、公明
党、仲井眞県政を支える与党のときには、議案説明を
する前に、まずもって説明をしました。そして、与
党・野党の議案説明があったと思っております。大事
な議案には全てそういった調整や、あるいは野党の皆

さん、各会派の代表を呼んで大事な問題は提出されて
きております。しかしながら、今回のこの議案につい
ては、そういった与党また説明会、役員の説明会とか
はなかったのか、いきなり県が出したのか、そして与
党の議員の皆さん方もそれを全然知らなかったのか。
これ大事なことですので、この辺はしっかり答弁して
いただきたい。これは、今後とも起こり得ることであ
ります。そういった意味では、二度とこういった議案
取り下げがないようにするためにも、これ与野党一緒
になってこの問題に取り組んでいただきたいと思って
おります。そういった意味では、まずこの点もぜひ、
知事、副知事答えていただきたい。これ総務部長が答
え切れませんから、ぜひ答えていただきたい。
　そして、先ほど大議員からも質疑がありました。予
算に絡むことでありますが、国の特別職の引き上げに
よって引き上げることになったと答弁しておりまし
た。県がすることによって、市町村も議会が始まって
おります。そういった市町村に影響を及ぼすことも間
違いないと思っていますけれども、総務部長は、これ
は各市町村が決めることだと。私も嘉手納町議会議員
として経験ありますけれども、市町村は県に倣って大
体やるんです。県の条例に倣ってです。それを市町村
が決めることということで、簡単に片づけられるもの
なんでしょうか。
　それともう一つは、大議員からもありました。な
ぜ、議会運営委員会をする前に総務企画委員会の中で
諮って、それで議会運営委員会に諮って手続をすれば
いいのに、その前に取り下げしたことに対して私たち
は不満を持っております。本来の手続が間違っている
と。議会手続が間違っているということを指摘してお
きたいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　総務部長。
　　　〔総務部長　平敷昭人君登壇〕
○総務部長（平敷昭人君）　中川京貴議員の再質問に
お答えいたします。
　まず先議についての御質問がございました。重要、
緊急だから先議に出したのではないかという御質問で
すが、先議案件に出した理由は、この改定を予定して
いたものが27年度の手当から予定していたものです
から、先議という形でさせていただきました。ただそ
れについて、先ほど申し上げましたように、代表、一
般質問での質問や御提言等々、議員の皆様の議論、そ
ういった県のこれから取り組むべき課題等々を踏まえ
て、適切ではないという判断をしたところでございま
す。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　答弁中です。答弁中、答弁
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中。
○総務部長（平敷昭人君）　それから、与党、事前に
説明しているのではないかという御質問でしたが、２
月15日の与野党の議案説明会で説明をいたしており
ます。この議案の提案については、執行部として意思
決定をして上程したものであり、与党の同意等を得て
提出しているものではございません。
　それから、市町村で決めるべきものだということに
ついての御質問がございましたが、これは同じ答弁に
なりますけれども、県は確かに今回撤回をすることに
いたしました。これについて、市町村がどのように判
断されるかは、各市町村の自主的な御判断に委ねるべ
きものだと考えております。
　それと、先ほどの答弁の中の一部で、人事委員会の
意見の陳述の関係で、ちょっと補足訂正をいたしま
す。
　人事委員会の意見というのは、知事、副知事等につ
いては意見は特にございません。教育長、一般職とし
ての旧教育長の手当の改定についてのみの意見の陳述
でございまして、知事、副知事等の特別職について
は、特にその意見は陳述されていないことになってご
ざいます。
　以上で答弁は終わりだと思います。よろしくお願い
します。
○議長（喜納昌春君）　答弁終わりました。
○中川　京貴君　休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前10時38分休憩
　　　午前10時42分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　中川京貴議員の質疑にお答え
をしたいと思います。
　今定例会、子供の貧困の問題ということで、与野党
から大変貴重な提言、質問を受けました。
　私もある意味では去年の５月、６月ごろから、担当
の者と一緒になってこの件についていろいろ議論を
し、これは県政の重要な柱にしないといかぬなという
ようなことで、今回の予算の中にも反映をさせてもら
いました。
　そういったさなか、今の特別職の報酬の問題が並行
して行われていたわけでありますけれども、この議会
の中で、今中川議員がおっしゃったように、島袋議員
と當間議員が話をされました。直接この件に触れたの
はお二人だと思いますけれども、でも全議員と言った

らどなたかわかりませんけれども、多くの議員がこの
問題については大変重要な柱だという話をされており
ました。これに反対する人はいませんでしたから、議
会がある意味で大筋一致をして、この問題の重要性を
県政の課題として頑張れと、そしてその中でお二人か
らも御提言がありました。
　私自身も――先ほど嘉手納町の場合のそういった報
酬の話をされましたけれども、那覇市のときには、正
確な数字は一、二％違っているかもしれませんけれど
も、14年間ずっと七、八％カットをして14年間過ご
してまいりました。ですから、そういったこと等は、
那覇市独自でやった部分もあります。ですから、準ず
る場合もあるでしょうけれども、各市町村の財政状
況、それから大きな、今回の子供の貧困のようなそう
いったようなもの等もあったりすると、各市町村独自
で考える部分もあろうかと思っております。
　その中で、３月２日まで本会議でそれぞれの議員の
話を全部お聞きしたんですけれども、３日、４日が軍
転協で上京しまして、それから４日に和解の話があり
まして、このいわゆる皆さん方に説明をするという一
番重要な時期に、この四、五日それに忙殺をされて
おったという意味では、今総務部長を初め説明があっ
たように、説明が不足しておったのかなということで
は大変反省をしております。この辺については、手続
論的には、また安慶田副知事のほうからの若干の説明
があろうかと思いますので、今回のいろんないきさつ
のものを教訓にして、しっかりと県民のために、そし
て議会とタイアップをして、議会のいろんな御提言
等々をしっかり聞きながら、県政運営をしていきたい
と思いますので、よろしくお願いをしたいと思いま
す。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　終わっています。
○中川　京貴君　知事、今知事の答弁を聞いておりま
した。大事な案件は知事、ぜひこういった議会をとめ
ることなく進めるためにも、各派代表者会議あるいは
議会運営委員会ももちろんそうですけれども、調整を
していただいて進めていただきたい。これは要望申し
上げます。
○議長（喜納昌春君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　本件に対する討論の通告がありますので、発言を許
します。
　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
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○照屋　守之君　おはようございます。
　ただいまの議案の撤回について反対の立場から討論
を行います。
　沖縄県議会は、翁長県政にとってどういう存在で
しょうか。
　私ども沖縄県議会は、県知事を初めとする執行機関
をチェックする権限を与えられている県民の代表の議
会であります。私どもは県民に対して大きな責任を
負っております。私どもは、今、翁長県政が行ってい
るこの議案の撤回、このようなことも含めて執行機関
をしっかりチェックしていく、その責任があるわけで
ございます。このような県議会に対して、翁長知事が
提案した議案を、それも緊急を要するとのことで、３
月８日本日であります、採決予定の議案をいとも簡単
に、皮肉にもきょう、撤回の申し出があるわけでござ
います。私は、恐らく翁長知事は、この議案提出まで
のいきさつを知らなかったのではないかというふうに
思っております。先ほど知事からも御答弁がありまし
たけれども、恐らく知事はその辺の具体的なところは
安慶田副知事等々に任せて公務をなさっていたとい
う、そういうふうに考えるわけであります。
　翁長知事は、２月16日の提案理由説明で議会に先
議のお願いをいたしております。先ほど申し上げまし
たように、緊急性があるから先議をしてほしいと、私
ども県議会にお願いしたのは翁長知事であります。そ
して、本日は、採決の予定でありますけれども、非常
に残念ながら本日撤回をするというその案件が提案を
されているわけであります。まさに茶番劇ではありま
せんか、皆さん。採決の日に撤回、全国の都道府県議
会でもこのような事例は恐らくないと私は考えており
ます。
　せんだって、総務部長が議会運営委員会で撤回の理
由を、さきに行われました代表、一般質問におきまし
て、与野党問わず多数の議員から子供の貧困について
多くの質疑、提言等がございました。県といたしまし
ても、子供の貧困に関しましては、全庁挙げて重点的
に取り組んでいるところであり、さらにこれから基金
を創設し、詳細な調査、市町村との意見交換等も踏ま
え、早急に効果的な対応策に取りかかるべく努めてい
るところであります。このような状況に鑑みまして、
知事を初めとする特別職の期末手当の額をこれまでの
例に沿って見直すことは適切でないと判断し、今回議
案を撤回することといたしました。議会運営委員会
で、総務部長は、あるいはまた本日もそのような説明
であります。
　この撤回の理由は、先ほど申し上げましたように、

知事は余り具体的なそういう実務的な細かさはわかり
ませんから、全て安慶田副知事の決裁を得て、そうい
うふうな形で議運に説明を行ったものと私は理解して
おります。そして、この撤回の理由は、県は貧困対策
に取り組んでいる、それに鑑みて今回の議案を撤回す
るとの説明であります。貧困対策の取り組みと、今回
の議案の撤回とは何の関係があるでしょうか。
　貧困対策は、基金をつくって、新年度も予算をつけ
て取り組んでいく、そして一方この条例の改正は、知
事等特別職の秘書あるいは教育長の期末手当を見直す
ことであります。全く違います。因果関係はございま
せん。期末手当に伴う予算は、別に計上しているわけ
ですから、貧困対策の予算を回すわけでもありませ
ん。ですから、貧困対策とこの提案をしている条例案
とは、全く関係ないわけであります。繰り返しますけ
れども、貧困対策は補正予算で30億円計上されてお
ります。そして、新年度予算でさらに約30億円が計
上されて、基金も合わせると約60億円の予算が組ま
れているわけであります。知事等の特別職等の期末手
当については、対象者は数名であります。金額にして
もわずかな金額ではありませんか、皆さん。貧困対
策の予算からしても、貧困対策は60億円余り予算が
計上されているわけであります。ですから、貧困対策
を理由に撤回する説明は、理由にならないばかりでな
く、執行機関をチェックする県議会に対して大変失礼
なことであります。
　翁長知事は、緊急を要する議案であり、県議会に３
月８日に先議をお願いしながら、撤回理由にならない
理由で撤回するのでしょうか。この議案をそのまま県
議会に委ねて議決されることに何の不都合があります
か。翁長知事はそれを望んで提案したわけでありま
す。賛成で採決されて、翁長知事は困るのでしょうか
……（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○照屋　守之君　否決されて翁長知事は、困ることが
あるのでしょうか。沖縄県議会も誰も困る議員はおり
ません。この議案の撤回の本音がどこにあるか、全く
理解できません。
　今回の議案撤回の手順も県議会無視の暴挙でありま
す。
　翁長知事は、２月16日の開会前日に全議員を対象
に議案を説明し、16日の本会議に議案を提案してい
るわけであります。このうち乙第４号議案も先議して
ほしいと、緊急性を強調しておりました。ところが、
議案を撤回するときには、県議会議員会派には何の事
前の説明もなし、当初の議案を出すときはしっかりそ
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れぞれの議員、全議員に説明をする。議案を提案する
ときにはお願いをし、撤回するときには何の相談もな
く勝手にやる。これを議会軽視と言わずして、何と言
いましょうか。このようなときこそ、全会派を手分け
し、安慶田副知事や浦崎副知事の出番であります。知
事は、上京していたとのことでありますけれども、む
しろ知事にかわって、県議会に対する説明は安慶田副
知事や浦崎副知事の大きな責任だと私は考えておりま
す。なぜ、知事はそういう指示を出さなかったのか疑
問であります。
　今定例会では、病院事業局長の人事、あるいはまた
観光コンベンションビューローの問題や参与の企業、
受注の問題、翁長県政に対する不信感が県民にあるわ
けでございます。その分、私は、議会対応はもっと丁
寧に慎重にするべきだと考えていたわけであります。
　昨年、平成27年３月24日の文教厚生委員会で、教
育委員会制度の法改正を受けての条例の改正の審査の
中で、県知事が教育長を任命する仕組みに変わるとい
う新たな議案の審査の中であります。
　総務課長は、平成29年３月まで教育長は委員とし
て任期がございますので、教育長としての任期がある
期間は現行制度の教育委員長と教育長が在職する、そ
の後、旧制度が変わった段階で新しい教育長を任命す
るとの流れですと、私どもに説明をしておりました。
今の教育長は平成29年３月31日まで在職すると明言
しておりました。これが、平成27年３月24日の文教
厚生委員会での説明であります。今の教育長の任期は
どうなっているんでしょうか、皆さん。昨年３月は、
翁長県政であります。翁長県政の中で今の教育長は、
平成29年３月31日まで在職するとの説明をさせて、
現状はどうなっているのでしょうか。このように議会
に説明したことも、いとも簡単に変えてしまう、まさ
に議会軽視そのものではございませんか。今回の議案
提案もそうですけれども、翁長県政が議会で起こって
いること、議会で説明したことも含めて、まさに私
は、議会を軽視しているというふうに考えるわけであ
ります。
　そして、今回の撤回の件で、さらに大きな問題がご
ざいます。この条例の改正に伴う予算であります。県
執行部は、この撤回について予算との関連を一切説明
しておりません。私ども県議会は、この条例案を審査
する中で、恐らく条例の中身とそれに伴う県の予算、
これが一体幾らかかって、どういうふうな形で活用す
るかを審査する大きな責任があるわけであります。こ
の撤回について、予算の説明は一切ございません。こ
の条例改正に対する予算も含めて撤回する翁長知事

は、しっかりとそのことも説明すべきでありますけれ
ども、残念ながら先ほどの質疑のやりとりを聞いてい
てもそういうことは一切ございませんでした。そし
て、本来は、この撤回をすると同時にこの条例案の予
算をしっかりと算出して、予算の修正案も同時に提出
すべきではありませんか。
　私どもは、先ほどから申し上げておりますように、
沖縄県議会です。県民を代表する県議会として、この
条例はもとより、それに係る予算についてもしっかり
審査をする必要があるわけでございます。この予算に
ついての説明がないのは、非常に大きな問題でありま
す。新年度予算で組んだこの予算は一体全体どうする
んですか、議案は撤回しながら。そういうことも含め
て非常に私は大きな問題だと考えるわけであります。
　そのことも踏まえて、私は県知事から提案された乙
第４号議案については、常任委員会や議会で十分に審
査をした上で採決する責任がある。このことを強く訴
えたいわけでございます。
　改めて撤回の理由は、県議会に対しては理由になっ
ておりません。同時に、肝心かなめの条例改正に係る
予算の存在、この説明もありません。修正案も出され
ておりません。ですから私は、今回の撤回を再度、撤
回していただいて、県議会の総務企画委員会あるいは
また本沖縄県議会で審査をしていく、そのことを強く
求めるわけであります。沖縄県議会の審査権を奪わな
いでいただきたい。沖縄県議会の議決権を奪わないで
いただきたい。審査した上で、私どもは恐らく否決し
たと思っております。そのことも今申し添えておきま
すけれども、そのことを申し上げて改めて反対の討論
といたします。
○議長（喜納昌春君）　以上で通告による討論は終わ
りました。
　これをもって討論を終結いたします。　　
　これより乙第４号議案の撤回の件を採決いたしま
す。
  お諮りいたします。
　本件は、承認することに賛成の諸君の起立を求めま
す。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（喜納昌春君）　起立多数であります。
　よって、乙第４号議案の撤回の件は、承認すること
に決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第２　辺野古埋立承認取
り消しをめぐる代執行訴訟及び関与取消訴訟の和解に
ついて（報告）を議題といたします。
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　知事からの報告を求めます。
　翁長知事。
　　　〔知事　翁長雄志君登壇〕
○知事（翁長雄志君）　去る平成28年３月４日、代
執行訴訟及び関与取消訴訟について和解が成立いたし
ましたので、御報告をいたします。
　和解条項はおおむね、第１に、国土交通大臣は代執
行訴訟を取り下げ、沖縄防衛局長は審査請求を取り下
げる。沖縄防衛局長は埋立工事を直ちに停止する。沖
縄県知事は、関与取消訴訟を取り下げる。第２に、国
と県は、円満解決に向けた協議を行う。第３に、仮に
訴訟となった場合は、判決後、国と県は相互に判決に
沿った手続を実施することを確約する、という内容で
あります。
　今回の和解内容は、代執行訴訟等における県の主張
に沿ったものであることから、県としましては、これ
を受け入れるべきであると判断をいたしました。特
に、本和解の成立により、辺野古埋立工事が停止した
ことは、非常に意義があるものと考えております。
　また、去る11月議会で議決をいただきました国土
交通大臣の執行停止決定に対する抗告訴訟について
は、取り下げる予定であります。
　裁判所には、双方の話し合いによる解決について格
段の御尽力をいただいたことに、心から感謝を申し上
げます。今後、政府との間で解決に向けた協議を行う
ことになりますが、普天間飛行場の固定化は絶対に許
されないと考えております。
　議員各位を初め県民の皆様には、普天間飛行場の県
外移設及び５年以内の運用停止を含めた危険性除去の
取り組みについて、御理解と御協力を賜りますようお
願い申し上げます。
○議長（喜納昌春君）　知事の報告は終わりました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　この際、申し上げます。
　昨日の議会運営委員会において、「辺野古埋立承認
取り消しをめぐる代執行訴訟及び関与取消訴訟の和解
について（報告）」に関して緊急質問を行うことに意
見の一致を見ております。
　また、同報告に関して照屋守之君、仲村未央さん、
渡久地修君及び當間盛夫君から緊急質問の通告があり
ます。
　よって、お諮りいたします。
　緊急質問の件を日程に追加するとともに、照屋守之
君、仲村未央さん、渡久地修君及び當間盛夫君の緊急
質問に同意し、発言を許すことに御異議ありません
か。

　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、緊急質問の件を日程に追加するとともに、
照屋守之君、仲村未央さん、渡久地修君及び當間盛夫
君の緊急質問に同意し、発言を許すことは可決されま
した。
　なお、緊急質問につきましては、議会運営委員会に
おいて決定された緊急質問要綱に従って行うことにい
たします。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　これより順次発言を許しま
す。
　照屋守之君。
○照屋　守之君　それでは、先ほど知事から御報告が
ありました件について、質問をさせていただきます。
　まず１点目、今回の国、県が受け入れた和解案につ
いて、裁判所が示した内容とその協議手続はどのよう
に進んでいくのか、御説明をお願いできますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回の和解内容につい
て、御説明したいと思います。
　まず第１点目ですけれども、国土交通大臣は代執行
訴訟を取り下げ、沖縄防衛局長は審査請求を取り下げ
る。沖縄防衛局長は埋立工事を直ちに停止する。沖縄
県知事は関与取消訴訟を取り下げる。２点目に、国と
県は、円満解決に向けた協議を行う。３点目に、仮に
訴訟となった場合は、判決後、国と県は相互に判決に
沿った手続を実施することを確約するという内容でご
ざいます。
　協議につきましては、今後、国との間で調整してい
くことになろうかと思います。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この和解案を受けて、県の幹部は、
事実上の県の勝利と言っているようですね。これ、何
をもって県の勝利と言えるのか、その御説明お願いで
きますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　この県の勝利というの
は、私、どなたが言ったかわかりませんけれども、県
としての正式の見解ではないことを前提に、まず御説
明したいと思います。
　今回の和解内容は、代執行裁判などで私ども県が主
張した内容とおおむねこれに沿った形であると私ども
としては理解しております。例えば、国土交通大臣の
行政不服審査請求に基づく執行停止であるとか、直ち
に代執行訴訟を提起して、申し出をしたことなどにつ
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いて、私どもとしてはそういった手続はおかしいので
はないかということを訴訟において主張してきたとこ
ろであり、それに沿った形で、今回和解が成立したと
理解しております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　今回の和解受け入れについて、知事
は４日、安倍総理と会談しておりますよね。確認をし
ておりますね。きょうのタイムスに、「県庁で記者団
に「（国は）誠意ある協議をしたいというような言葉
も使っていた。入り口でこういう形になるのは大変残
念な気持ちだ」と述べ、協議がないまま是正指示を出
した国の対応を批判した。」ということの報道がされ
ております。これは、安倍総理とこの扱いについてい
ろいろ相談をしたはずの知事が、何でこういうふうな
コメントを出すのか非常に不思議なんです。４日、ど
ういう確認をされておりますか、知事は、安倍総理
と。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　４日の会談の際には、安倍総理のほうからは、今後
は和解案にのっとって誠意を持って沖縄県と協議を続
け、普天間の解決に向けた話を進めていきたいという
旨の御発言がございました。翁長知事のほうからも、
この今回の協議については、それぞれが責任を持って
この問題を解決に導くということが大切であるという
旨の発言をしております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、そういうふうな形で、裁
判所が示した和解条項に沿って国はやっているはずで
すね。にもかかわらず、こういう形で知事がコメント
を出して、いかにもその政府は条項に違反するよう
な、何か形でこれタイムスは国を批判したというふう
に報道しておりますけれども、これから協議をしてい
くという翁長知事が、こういうふうに国を批判してい
るというふうな形で受け取られたら、今後の協議に非
常にマイナスになりませんか。知事、どう思います
か。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋議員の御質問にお答えい
たします。
　和解協議において、和解に達したということで、事
前のいろんなやりとりもお聞きをしておりました。し
かし、私が３月３日、４日、軍転協で要請行動をして
いるときに、こういう国からの和解に対する声明があ
るとは思いませんでした。いずれそういうふうなこと
もあり得るということは思っていましたけれども、４

日の日にあるということは考えておりませんでした。
ただぶら下がりのところで、安倍総理がいろいろこれ
から話し合いもしたいという中に、国の辺野古唯一と
いう気持ちは全く変わりがありませんというようなも
のがあったもんですから、その後の私への記者からの
質問からしますと、そういうふうに話をしております
けれどもと言ったときに、私からすると、これから和
解の協議に入るという中で、入り口のところで辺野古
唯一という話をするということは、大変残念であると
いうような話をさせてもらいました。官邸で話をした
ときも、こういった言葉は、ニュアンスとしてはござ
いました。そのある中で、それをどうこうというよう
な話は、マスコミがいなくなってからの会話の中では
ありませんで、それぞれが同じ立場を話させてもらっ
たと、いわゆる協議会に臨むに当たっては、私から申
し上げたのは、集中協議は私からはいろいろ説明させ
てもらったけれども、政府から説明がなかったですね
と、今度の協議では、ぜひとも私も思いを伝えますの
で官邸のほうも私に思いを告げていただいて、それぞ
れが説明をする中で進めていただければありがたい
と、こういう話だけをさせていただきました。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　裁判所から和解条項が示されており
ますよね。この中で、今国からの是正指示が出されて
いるという、そのことも含めて、是正指示の取消訴訟
判決確定後は、同判決に従いその趣旨に沿った手続を
実施するとともに、その後も趣旨に沿って互いに協力
して誠実に対応することを相互に確認するとございま
す。このことは、この是正指示の部分での裁判が起
こって、最高裁の判断が下されたときに、国が負けた
ら辺野古建設は断念をして、県が負けたら辺野古は進
めて、その後の手続についても、県は協力をして誠実
に進めていく、この理解でよろしいんですか。そのこ
とを、国、県とも相互に確約したという、この理解で
いいんですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　今回の和解につきましては、福岡高裁那覇支部に対
して、訴訟が継続している代執行訴訟とそれから関与
取消訴訟、この２件についての和解でございますの
で、その２件の裁判について私どもとしては、国との
間で和解したということでございます。したがいまし
て、今後裁判が起こった場合、今回の和解の中では、
国地方係争処理委員会の手続を経て、その件について
高等裁判所あるいは最高裁判所に行った場合は、その
裁判については私どもはその主文に従うという趣旨で
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ございます。あくまでその裁判についての話で従うと
いうことを申し上げているところでございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　もう一度確認します。
　県にこの是正指示が出ました。そのことによって係
争委員会に訴える。その結果によって、どちらの判断
についても県が裁判を起こすということになるわけで
すよね。ですから、この裁判が起こったときに、この
裁判所の和解条項というんですか、だからこの裁判が
行われて、その裁判所の判断が出たときには、国は当
然辺野古移設は断念するわけですね。そうすると、今
度県が負けたら、県が負けたら辺野古を進めて、その
後も県は手続についても協力をして誠実に進めてい
く、この確約がされたという、私はこの条項を見ると
そういうふうに受け取れますけれども、それは違いま
すか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　若干異なります。
　あくまでも裁判については、その裁判の訴訟物につ
いて法律関係が確定するということでございます。そ
して、それについては県は従うという趣旨でございま
して、県の方針である、あらゆる手法を用いて辺野古
新基地はつくらせないという、その方針に変わりはご
ざいません。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　国は、安倍総理は裁判の結果に従う
というふうに明言しております。これは、この県の是
正指示にまつわる裁判ですよ。これにまつわるいろん
な係争委員会に訴えられて、今度はその次に裁判が行
われて、高裁あるいは最高裁の判決が出ると、国はそ
の裁判に従うと明言しているんですね。ですから、国
が負けたら辺野古移設は断念するという、私どもはそ
ういう理解ですけれども、県はそうは思っていません
か、いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　県としても、裁判の判
決に従うという、その点ではまさに同一でございま
す。裁判の判決の効力が射程が届く範囲で私どもはそ
の裁判の判決に従うということでございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、新たに裁判が起こるであ
ろう、この裁判の結果には従うというそういう理解で
すか。私は、この裁判所から提示されたものについて
は、やっぱりこれはその裁判の結果に両方が従います
よと、それぞれがその結果については、協力して誠実
に対応することを相互に確約したという、そういうふ

うな理解ですけれども、改めて国が負けたら辺野古は
つくらない、県が負けたら辺野古は進む、そして事業
も誠実に対応していくという、そういう確約を裁判所
立ち会いで約束したというふうなことの理解でいい
か、お願いします。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　判決が出た場合、その
判決に従うというところは、まさにそのとおりでござ
います。ただし、あらゆる手法を用いて、辺野古に新
基地はつくらせないというその方針には変わりはござ
いません。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　全く、裁判所がなぜ和解を勧めたか
理解しておりませんね。これには従うけれども、あら
ゆる手法を講じてということになると、裁判所は、こ
ういう非常に厳しい問題を、それは意思決定をすれば
いいわけですけれども、それは日本国の政府に対して
も、沖縄県に対しても、これは不都合だということで
すから、ここは裁判所のその和解の意思と反する、
今、知事公室長発言ですよね。これは、これから協議
をしていこうとするのに、そういうようなことでは、
なかなか協議は厳しいんじゃないかなという、そこは
指摘しておきます。
　裁判所は、沖縄対日本政府という対立になってい
る、その原因についてどちらがいい悪いという以前
に、双方とも反省すべきであると言っているわけです
ね。双方とも反省すべきである。国、県、両方とも反
省すべきであるとのこの指摘です。県として、どのよ
うに反省しますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　この議員が御指摘の部
分については、それは裁判所の見解でございまして、
また県は県で、例えば辺野古に新基地はつくらせない
であるとか、そういう基本政策はまた裁判所の見解と
は異なるということでございます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　しかし、もう少し素直に受けとめら
れませんかね。この問題は、翁長知事が県内移設容認
してきた時代も含めて、20年かかって非常に大きな
課題があって、今、まさに３つの裁判が行われている
ということもあって、裁判所はその意思決定をするの
に苦慮するわけですよ。意思決定をしてもいいんだけ
れども、それはやっぱり沖縄対日本政府というこの地
方自治のありようも含めて、非常に大きな課題がある
から、そこはやっぱり協議を踏まえて真摯に対応して
もらいたいということで、第三者から客観的に見て、
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県も自己主張、国も自己主張、こういうことでは問題
解決しませんよ。ですからそれぞれが今やってきたこ
とを反省しながら新たな協議をしてもらいたいとい
う、そういうふうな思いで裁判所は指摘しているわけ
ですよ。それは裁判所の指摘だから私どもには関係あ
りませんという、こういうことを知事公室長が言えま
すか、いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　私どもも、裁判所の和
解の意向に沿って、国との協議については誠実に対応
していきたいと考えております。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　これからいよいよ和解案を受けて国
と県は協議に入りますね。翁長知事は、これ私の感想
ですがこれまでずっと国批判に徹してきましたね、国
批判に徹してきた。御自身の著書の「戦う民意」の中
でも国批判を繰り返しております。ずっと繰り返して
おります。このような姿勢で、この問題解決に向けて
の協議ができるのか私心配しております。協議という
のは、それぞれの立場を、国の立場、県の立場を理解
しながらこの辺野古の問題、普天間飛行場の問題を真
摯に信頼関係を持って協議をしていくというのが協議
ですよね。これが、一方的に批判をずっとやり続け
た、今も著書の中でもそういう批判があるという中
で、果たしてそういう姿勢で冷静な客観的な協議がで
きるのか、心配しております。
　これは、知事にお伺いしたいと思いますけれども、
大丈夫ですか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋議員の御質問にお答えを
いたします。
　批判をしていると言いますけれども、正当な主張を
しているんだということを御理解いただきたいなと思
います。
　今のところ国の考え方と沖縄県の考え方が違います
から、それはそれで一つの意見のやりとりをしていか
なければなりません。それから、戦後70年のいろん
な出来事の中では、いろんなことがありました。沖縄
県に寄り添うという意味では、やはり10年、20年前
は寄り添うという気持ちがありましたけれども、最近
はそういうものが少し弱くなっているんではないかな
というようなことは、やはりお話をしておかなければ
ならないという部分はございます。
　それから、私が県内移設を容認していたころも含め
てという話がありましたが、照屋議員も県外移設を容
認しているころがありまして、こういった20年間と

いうのはいろんなものが出来事としてあったわけで、
そういったような中で、これから新辺野古基地をどう
するかということについて、いろいろ意見のやりとり
があるわけです。ですから、批判ということではなく
て、あるいはまた対立ということではなくて、やはり
地方自治というそういった意味合いからすると、私た
ちは沖縄県の立場、あるいはまた全国的に言う地方自
治を守るんだというような視点からの議論というもの
は、大変重要だろうというようなことで話をさせても
らっておりますので、決して批判という気持ちではご
ざいません。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　それを御自身はそうは思っても、周
りは批判ととるわけですね、新聞報道もそういうふう
にされるわけです。そういうことなんですよ。ですか
ら、これから御自身の立場を主張するということです
から、そういうことであれば、これまで同様８月の集
中協議みたいに自己主張する、国も自己主張するとい
うそういうような形で協議が物別れになるというの
は、もう目に見えているわけです。
　翁長知事は、御自身の著書「戦う民意」の中で、
1998年に稲嶺元知事とともに県内移設を受け入れ
て、軍民共用、15年使用期限を防衛省にも働きかけ
て認めさせたと書いてありますね。政府にも強く食い
下がってこれを掲げなければ選挙に勝てないとも記述
してあります。今回の協議の中でも、私は以前のよう
に、もし折り合いをつけるとすると協議はしっかり進
んでいくということになると、県の立場、国の立場が
相互に理解をし得るというふうなことになると、何ら
かの落としどころが想定されます。そのときに翁長知
事が過去やってきた軍民共用とか15年使用期限、そ
ういうふうな条件闘争ですね。問題解決のためには恐
らく翁長知事はお考えのことだろうと思っているんで
すけれども、この辺の条件闘争はいかがですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　国との協議につきましては、まだ今後の枠組みも含
め、これからのことでございますので、協議の内容に
ついても今後検討していくことになろうかと思いま
す。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　恐らく、この翁長知事が過去1998
年に行ったことは、これは国もわかっております。条
件をつけて県内移設容認をして、あれが大きなきっか
けになったわけですよね、現状のですね。そういうこ
とからすると、裁判長も恐らくこういうふうな翁長知
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事のこれまでの経歴をわかっているんじゃないかなと
思います。そうなるとこの問題解決をしていく上で
は、やっぱりそこは何らかの形で歩み寄るというふう
なことがなければ問題解決はしないわけですから、当
然翁長知事も何らかの形でそういうふうな条件を付し
て対応していくという、そういうことになろうかなと
いうふうな思いがありますけれども。
　次は、一昨年の県知事選挙、衆議院選挙の民意と、
今、知事は変わっていないと言いますけれども、大き
く変わっております、民意は。特に、１月24日の宜
野湾市長選挙の結果は、ＮＨＫの調査では普天間飛行
場の危険性の除去について、辺野古賛成が57％、反
対が43％ですかね。そして今御当地の辺野古区、豊
原区、久志区、国からの交付金が出されております。
久志区については、反対を表明しながら交付金は受け
取っているわけであります。知事が民意、民意という
ふうにおっしゃいますけれども、ここ現在の民意とい
うのは大きく変わっているというのが１つ、さらに
は、辺野古の皆様方がこの普天間飛行場の危険性を私
どもが背負っていくよという、それがさらに国と連携
をしてやっていくという、この状況が大きく変わって
きました。そういうことを考えたときに、一昨年の県
知事選挙や衆議院選挙の、今知事がおっしゃる民意、
民意、オール沖縄という、ここはもう既に過去のもの
だと思っているんです。そのような中での辺野古の代
替施設の反対、あるいは普天間飛行場の返還、国と真
剣に協議をしていくわけですね。この沖縄の民意の変
わりよう、辺野古の皆様方のそういう思い、これをど
ういうふうな形で反映をさせてこの問題解決の協議に
入るのか、その御説明をお願いできますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　さきの宜野湾市長選挙
の際のマスコミの出口調査によりますと、普天間飛行
場の名護市移設に対して反対する方々が56％あるい
は57％、賛成の方は33％、34％という数字が出てお
りますので、その点では、宜野湾市民の方も名護市の
辺野古移設については反対が多いという民意が出てい
るかと思います。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　ですから、過去の民意のみを主張し
て、２年前の民意と今の民意が変わっているにもかか
わらずその過去の民意を取り出して、時間は流れて県
民の意識は変わりつつある中で、知事の対応が今非常
に求められていると思います。
　去る１月24日の宜野湾市長選挙の結果、民意は普
天間飛行場の固定化阻止であります。とにかく早期の

返還を望んでいるわけであります。このような中、翁
長知事は「戦う民意」の中でこういうことを言って
います。「もしもＢ52が嘉手納基地に墜落したら、
あるいは沖縄国際大学に再びヘリが墜落したら、辺野
古問題は一気に「解決」するでしょう。」と主張をし
ているわけであります。これから協議を進めていく上
で、この問題解決をしていく上で知事が主張する嘉手
納と宜野湾にヘリが落ちたらという、墜落したらとい
うこういうお考えはどういうような形で役に立ちます
か、この問題解決に。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋議員の御質問にお答えを
いたします。
　これが正確な文章かどうかわかりませんが、そうい
う趣旨を話したことはございます。私がこういう話
をしているのは、ある意味で日米安保体制が大変重
要で、そしてその中で品格のあるものにしてもらい
たいというようなことは、もう基本的に話をさせて
もらっております。しかしながら、このように0.6％
に73.8％も基地を置いて、なおかつ普天間とかそう
いったことの厳しさというのは、世界一危険だという
ことで、国もあるいはまたアメリカ側もそのような発
言をずっとしているわけであります。ですから、早く
整理縮小をしないと、これは万が一落ちた場合には沖
縄県の基地全体が厳しくなりますよという話をしてい
るわけですね。ですから、こういったようなものは、
早目早目にこの問題の措置をやるべきだというような
趣旨で、これはよく話をするときには、こういうのは
口が裂けても言いたくはないですが、ということも前
もって言いながら、残念ながらこういう例を出さない
と、沖縄県の過重な基地負担について大変厳しい状況
になっているんだというその説明がなかなか難しいと
いうようなことで、ですから普天間は県外にして、い
わゆる基地負担の軽減をしっかりとやってもらいたい
とそういう趣旨であります。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　この今の説明は、残念ながらもう県
民・国民に余り知事の思いは伝わりませんよ。だっ
て、「戦う民意」という本で、もうこういう一字一句
間違いなくこれが本になって全国に販売されている
んですから。翁長知事が、Ｂ52が嘉手納に墜落した
ら、あるいは国際大学にヘリが落ちたら辺野古問題は
一気に解決するでしょうと。国は、翁長知事が主張す
るように、事故が起こったら辺野古問題が解決すると
は考えておりませんよ。そのような危険性を除去する
ために一日でも早く普天間飛行場を返還する、県民の
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命を守る、県民の財産を守る、跡利用計画をしっかり
してさらに沖縄県の発展を考えていく。こういう視点
で国は普天間飛行場あるいはまた辺野古問題を考えて
いるわけであります。事故が発生したら辺野古問題は
一気に解決するという主張は、なかなか国には通じな
いと思いますけれども、これは大変失礼な話だと私は
思っております。県知事が言う言葉じゃありません
よ。
　裁判所は、裁判で国が勝っても県が勝っても、普天
間飛行場問題は解決しないと述べております。国が
勝っても工事が相当おくれる。県が勝った場合、辺野
古移設が唯一の解決策だと主張する国は、それ以外の
方法はあり得ない。そして、普天間飛行場の返還を求
めないとしたら、沖縄県だけで米国と交渉して普天間
飛行場の返還を実現できるとは思えない。そういうこ
ともあって和解案を提示しているわけですね。客観的
に見てそういうふうに言っているわけですよ。今行わ
れている裁判が延々と続いて、国が勝ったにしても、
県が勝ったにしても、それはそれぞれの主張する問題
解決にはならないと。だから、こういうふうに裁判所
も含めて沖縄県の状況を憂いて、日本の状況を憂いて
客観的にこういうふうな事情を説明しているわけです
ね。そうすると、私は、沖縄県知事は、これは国もそ
うですよ。国は、安倍総理は裁判に負けたら辺野古は
断念するというそういう覚悟を持って対応していくと
いうふうに思いますけれども、これは翁長知事の覚悟
も必要だと思っているんですね。どのぐらいの覚悟で
裁判所が辺野古の問題を解決しても普天間はそのまま
になりますよ、沖縄県だけではとてもじゃないけれど
も、解決できませんよという、これに応えていこうと
するのか、その御説明をお願いできますか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋議員の御質問にお答えい
たします。
　先ほど来、沖縄の問題も含めていろんな話がありま
す。和解勧告文の中には、平成11年地方自治法改正
は、国と地方公共団体がそれぞれ独立の行政主体とし
て役割を分担し、対等・協力の関係になることが期待
されたものであります。このことは、法定受託事務の
処遇においても特に求められるものであって、同改正
の精神にも反する状況になっているというようなこと
を、まず地方自治と国との関係でこの和解勧告文にあ
るんですね。そして、国に対しては延々と法廷闘争が
続く限り、それでも勝ち続ける保証はないということ
も明言しております。
　ですから今回の和解のものは、国が地方自治体とど

ういうふうに対峙していくかというようなことについ
て、しっかりと理念を話して、その中から問題を解決
していってくれというようなことでございます。です
から今おっしゃるような形で、シミュレーションで話
があったとしましても、やはり地方自治を守るという
ようなそういったものと、それから、基地をどのよう
にしてやっていくかというようなものはいろいろまた
あろうかと思います。県連のほうも去年の定例会で私
が質問をしたら、総会で辺野古一つじゃないと、あら
ゆる可能性を県連は持っているんだという話をされて
おります。これ堅持されているかどうか、党の状況が
今よくわかりませんから何とも言えませんけれども、
そういう状況である場合には、やはり政権与党の自民
党県連である皆さん方からもこういった代替案含め、
いろいろ工夫をされるというのは大変大切なことでは
ないかなというふうに思っております。
　そういったもろもろは、集中協議で残念ながら政府
側からの説明はほとんどありませんでしたので、私は
今回の協議は、ぜひともお互いがしっかりした思いを
述べ合い、そして、それにしっかりとお互いが説明を
して、その中から問題が見えてくるのではないかとい
うような話を総理に直接話したところであります。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
○照屋　守之君　翁長知事は無責任ですね。我々自民
党に代替案を出せという話ですか。御自身は国の責任
でやると言い、代替案を考えない、対案も考えない。
今の発言は我々自民党県連に代替案を出してやってく
れというこういう申し出ですか。非常に無責任です
ね。ですから、我々は、浦崎副知事も含めていろいろ
協議をしましょうという話で窓口を置いてあるじゃな
いですか。そういうことも一切やらないで、いきなり
こういうところで代替案を出せみたいな、こんな失礼
な話がありますか。
　この問題、国は辺野古問題と普天間返還問題は一体
として考えております。そのように対応しておりま
す。ところが、一方沖縄県は辺野古問題、辺野古はつ
くらせないということと、普天間返還問題とは別々の
対応になっていますね。皆様方は一緒ではありません
ね。そうすると、裁判所が指摘するように、県は辺野
古をつくらせない、これは実現しても普天間返還の根
本の問題が残るわけです。国は平成８年以降――これ
は翁長知事がよく御存じですけれども、20年かかっ
て積み上げてきたこの米国の協議ですね。沖縄県との
交渉、膨大な作業量、予算、相当費やしているわけで
あります。ですから、この問題を今どうしても解決し
たい、普天間飛行場の危険性の除去、普天間の方々の
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そういう負担を軽くしていく、沖縄県民の負担を軽く
していくという基地の整理縮小。ですから、しばらく
はこの問題を解決しなければ交渉はできない。一番困
るのは宜野湾市民ですね、宜野湾市民。県知事や総理
大臣はその任期が終われば責任はないわけでありま
す。宜野湾市民はずっと一生そこに住むわけですよ。
ですから、私が申し上げたいのは、翁長知事も辺野古
問題と普天間の返還を一体として、一体として国と同
じように、国は一体ですから。一体としてしっかりと
した協議をやって、両方一気に解決していくというこ
とをしないと、一つは解決する、一つは解決しない
と。
　いかがですか、知事の見解を伺います。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　照屋議員の御質問にお答えい
たします。
　宜野湾市民の苦渋の思いというのは、みんな沖縄県
民はよく知っております。また、返されても今の500
億円ぐらいの基地収入から8000億ぐらいまで伸びる
のではないかという経済的な効果もございます。しか
しながら、それを受け入れる側の辺野古を中心とし
ての北部、名護の方々は、あの基地をある意味で270
メートルに及ぶ接岸がされるような護岸をつくられ
て、なおかつ弾薬庫もつくられて、200年間の使用が
できるような新しい基地が、そして、それも大浦湾を
埋めてできるわけですよね。オスプレイが100機ぐら
い来るという話でありますから、沖縄県というのは沖
縄のレベルで見るから宜野湾と名護は離れているよう
に見えますが、ほかの都道府県の大きさからしたら隣
の市町村ぐらいのもんですよ。ですから、そういった
ようなところで飛び交うというようなことを考えます
と、今言う沖縄県でこの一体と考えて全部がなかなか
100点満点で終わるというようなことではない。
　ですから、宜野湾市民の苦渋の選択があの宜野湾市
長選挙の結果にもあらわれていると思いますが、辺野
古あるいは北部、名護の人からしますと、これは子や
孫に対して責任が負えないと。そうすると、国からす
るとどっちにしても痛みはないんですよね、その意味
からすると。いわゆる沖縄で受けてくれという話です
からね。だから私は原点は強制接収にあるんですよ
と。沖縄県民がどうぞと、生活が苦しいから、土地代
が欲しいからどうぞ使ってくださいというなら別です
けれども、強制接収をされた後で土地代がもらえた
ら、軍用地でもうかっているなどとこういう言われ方
をしますと、沖縄の置かれている位置というものが一
体どうなのかというようなことは、やっぱり私たちは

しっかりと踏まえて、こういった問題等に頑張ってい
かなきゃいかぬのじゃないかなとこのように思ってい
ます。
○照屋　守之君　とにかく、いずれにしても普天間飛
行場を正式に視察してください。これもなしに普天間
問題を考えるというのはおかしいですよ。
　以上で終わります。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　知事におかれては、このような速
やかに機会を捉えて、行政報告をみずからこの場でな
され、また緊急質問に立っていただく、答弁をいただ
くということ、非常にその対応に誠実さを感じており
ます。それを評価しながら、ぜひとも質問を行いたい
と思いますが、まず、今回の和解の合意に対しては非
常に評価が高いということを、知事みずからも先ほど
非常に意義があるものと捉えているということの説
明、報告がなされました。まさにその地方自治のあり
方そのものを問い、そして工事を事実上というか、実
態としてとめたというこのことの非常に大きな、ある
意味では本当に勝訴した以上の成果だと言われるよう
なそういう状況に持ち込めたのは、やはりこの間、知
事が就任されて、いまだボーリング調査も完了してい
ない、させていない。加えて、土砂ももちろん本格着
工と言いながら投入させていない。ここまで至らせた
県民の運動はもちろん大きいですが、そのことを先頭
に立っていっときもぶれずにその姿勢で県民の負託に
応えてきた。この一貫した決意が、姿勢があったから
このような和解に至らしめた、そこに導かれたという
ふうに感じておりますが、その件に関して、和解に関
して率直な知事のまず見解、所見をお伺いしたいと思
います。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　今回の和解につきましては、辺野古埋立工事が停止
したことは非常に意義があるものと考えております。
知事は、辺野古に新基地はつくらせないということを
公約に掲げ、多くの県民の負託を受けておりますの
で、今後とも辺野古に新基地はつくらせないという公
約の実現に向け、全力で取り組んでいきたいと考えて
おります。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　加えて言えば、もちろん県の主張
に沿ったそういったことが確認された。司法の中にお
いてもその正当性が確認されたというふうに見えま
す。ところが、一方で国の対応を見れば、これは和解
に応じざるを得ないというところまで追い込まれた。
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代執行の要件を満たさないような訴訟を提起し、その
上でこのことをまさに敗訴のリスクが高いとまで裁判
所に指摘される。このような状況に追い込まれたその
国のありように対して、地方自治法の改正趣旨を踏ま
えないものだというそういった裁判所の強い指摘が出
ています。このことについて、県の主張というのは、
この和解によっても勧告によってもその確認をされた
というふうに見えますが、そのあたりはいかがでしょ
うか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回の裁判で私どもは
一貫して国の行った審査請求あるいは執行停止、ある
いは代執行訴訟、そういうことについては、地方自治
の本旨に照らして非常に、まことに不当であるという
ことを訴訟の場で主張しております。今回の和解内容
は、その意味では県の主張に沿ったものと考えてお
り、その観点から私どもはこれを受け入れるべきであ
ると判断したところでございます。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　加えて裁判所はこんなふうに指摘
をしているんですね。本来あるべき姿として、沖縄を
含めたオールジャパンで最善の解決策を合意して、米
国に協力を求めるべきである。そうなれば、米国とし
ても大幅な改革を含めて積極的に協力しようという契
機となり得るというこういった政治的な決着、解決策
を促している。和解条項においても円満解決に向けた
協議を行いなさいというのが裁判所の大きな期待であ
ると思います。ところが昨日、まさに和解からわずか
３日、土日を挟んで週明け、きのうです。月曜日に
入って是正の指示を国交大臣が繰り出すということに
なりました。きょうこの時点で、この是正の指示に
伴って、協議の場の設定、協議の持ち方について、何
らかの働きかけが国から県に対してあったのか、その
点についてお尋ねいたします。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　現時点において、国か
ら協議の枠組みあるいは協議の内容について働きかけ
はございません。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　であれば、まさにその協議をして
いくということを何らそのことに対して特段の配慮、
働きかけを見せずに、一方的に和解に沿った内容とは
いえ、是正の措置を先に繰り出すというこのやり方
は、まさにこれからも平行線ですよ、対決していきま
すよというそういった意思表示にしかとれない、この
ように見えます。いろんな指摘の中で知事に対する批

判として、まるで知事が裁判に持ち込んでいる、知事
が訴訟合戦を繰り広げているというようなこういう言
い方が聞かれます。ところが実態を見れば、先ほど和
解に至った代執行訴訟でもそう、これはまさに国のほ
うから、国交大臣のほうから提訴したものであって、
しかも代執行の要件を満たさないような形で提訴に
至った。これに応訴せざるを得ないのが知事の立場。
しかも今回も協議をしなさいということの働きかけを
行うという前に、たったわずか３日でこのような訴訟
をもう一度繰り返すような是正の措置の手続を開始す
る。訴訟を仕掛けているのはまさに国であって、知事
はそれにあらがうために立ち上がっている。これが実
態、認識ではないでしょうか。このことについて、ぜ
ひ知事、このような政治の決着を政治の歩み寄りで協
議を行いながら進めなさい、そのことをオールジャパ
ンで行ってアメリカにも働きかける強さを持ちなさい
というこの指摘、余りにもかけ離れた今の国のやりよ
う、このことについて、知事、御見解があると思いま
す。思いをいただきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　県としては、国との協
議につきましては、和解の内容に従って誠実に対応し
たいと考えておりますけれども、国のほうから、今
回、和解成立後直ちに是正の指示が出たということに
ついては、残念であると受けとめております。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ぜひ知事にも一言いただきたいの
ですが、このような集中協議も昨年行いながらここま
で来たということの経験も踏まえながら、今回こそは
本質的な、本気で向き合える場になるのではないかと
いう、恐らく期待も持たれたのではないかというふう
に思うんですね。ところが、昨日のこの是正の措置が
なされたというこの中において、どのように今お感じ
なのかお尋ねをいたしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　仲村議員の御質問にお答えを
いたします。
　今回の和解につきましても、先ほど来の議論の中で
辺野古が唯一であるというような言葉に大変残念だと
いう、記者会見でもお話をさせてもらいました。それ
から、きのうのそういった是正の指示を出されたこと
も、これはマスコミから県のほうにその資料が来まし
て、県のほうには翌日ということであります。ですか
ら、こういう状況の中で、この協議というのは大変信
頼関係が重要だと思いますので、こういったこと等が
なされなかったということは大変残念だという話をさ
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せてもらっております。
　ただ、先ほど訴訟合戦という話もありましたけれど
も、私が当初４カ月間会えなくて、それからこの集中
協議あるいはワシントンあるいは国連という形で、あ
るいはまた訴訟もそうでありますけれども、そういっ
たものの中で、大変県民がこのことについての理解が
深まったと。私どもが言っている、日本の安全保障は
日本国民全体で考えてもらいたいということ、それか
ら、今や米軍基地は沖縄経済発展の最大の阻害要因で
あると。それから、沖縄振興策のあり方もどういうも
のかというようなこと等もいろんな場所で話をされま
したので、やはり今まで何となくその基地経済という
ことで、引け目を感じていたものが大変県民も自信を
持ってこれからの沖縄のあるべき姿に発言ができるよ
うになってきたのではないかなというふうに思ってお
ります。
　それから、全国民も私もよく無関心、無理解という
話をさせてもらっていたわけですが、ここ最近はまた
支持率も拮抗しているようでありますけれども、大変
普天間基地の問題あるいは辺野古の問題に理解が進ん
でまいりまして、大変多くの方々がその本質というも
のについて理解をする中から、物事を見ているという
ようなことも出てきております。
　この１年間ですか、そういうような中で、よもや工
事がストップするなどということは、とても去年の今
ごろ含め考えられるような状況ではありませんでし
た。工事がストップして、その中で協議が行われると
いうことは、私はかたくなだとかいろいろ話はありま
したけれども、そういったものも乗り越えて、ひとつ
一歩前進したのではないかとこのように思っていま
す。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　一方で、このようないろんな形で
国との協議に及ぶ中で、あたかも辺野古の新基地建設
が進まない限り、普天間の閉鎖がなされないんだと言
わんばかりのようなそういう言い方が出てきます。ま
るでそれがセットであるかのようなそういう言いよう
が出てくる。ところが、国が５年閉鎖を沖縄に対して
約束したということが本気であれば、これがセットで
あるはずがないんです。当然に、辺野古の基地建設は
５年以内で終わるという計画はどんなに順調でもな
い。ならば、５年閉鎖を約束する前提というのが普天
間基地とセットであるはずがないわけです、その閉鎖
と。そういう意味では、このような事態に及んでもな
お、やはり５年閉鎖、あと残り３年という中で、これ
は確実に国に対して進めさせるということは、非常に

重要なことだと思いますが、そのあたり知事の考えを
お尋ねいたします。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　県としてもこれまで何
度も答弁しておりますとおり、普天間飛行場の辺野古
移設の進捗にかかわらず、普天間飛行場の５年以内の
運用停止を含む危険性の除去については大変重要であ
ると考えておりますので、今後とも国に対して強く主
張してまいりたいと考えております。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それで和解条項では、是正の指示
の取り消し訴訟、この判決の確定後についてはこの判
決に従うと。そして、その主文及びそれを導く理由の
趣旨に沿った手続を実施することというふうなことが
盛り込まれています。これは、その判決の及ぶ範囲と
いうのを県はどのように捉えているのか。つまり判決
を射程内に置く、その従うという範囲、例えば、今後
恐らく変更申請が予定されます。設計変更の申請がな
された場合の承認・不承認については、当然これはこ
の判決の捉えるところではなくて、そこは知事の裁量
によって当然に別のものとして判断をされる。このよ
うに私は理解をいたしておりますが、そのあたり県の
見解はいかがでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　議員御指摘のとおり、
福岡高裁那覇支部に継続している２件の訴訟に関して
今回和解がなされたものでありますので、あくまでそ
の限りにおいて判決に従うという趣旨でございます。
仮に、今後国のほうから何らかの設計変更等の申請が
出た場合は、その際はまた改めて法令等にのっとって
適正に審査していくということでございます。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　ここは非常に重要なところなの
で、ぜひとも知事にもお答えをいただければと思いま
す。
　まさにこれから起こり得る変更申請、その審査に当
たって、知事の承認・不承認の判断というのは、当然
にこれまでなされたその承認・不承認と同じように十
分な裁量をもって知事は判断される。ここは今言う和
解の範疇に、その範囲内というふうに位置づけられる
ものではないということの認識を知事自身も持ってい
らっしゃるのか、ここはぜひとも大事なところですの
で、お答えをいただきたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　口頭弁論でも双方からこの件についての確認等はご
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ざいました。そういう中で、裁判所の判決には当然行
政としては従うべきであると。これは当然であります
という話をさせていただきました。そういったような
ものの中で、それは今回の埋立承認取り消しに伴う２
件の訴訟についての和解でありまして、今後設計変更
等いろいろございます。それが法令等に従い、適切に
判断をしていくということに変わりはございません。
そして、いずれにしても、県としてはこれから先の話
ですけれども、いろいろ出てまいりますから、こう
いったようなものにつきましては、今日までの姿勢と
いうものをしっかり持ちつつ対処していきたいとこの
ように思っております。
○議長（喜納昌春君）　仲村未央さん。
○仲村　未央さん　それでは、最後に改めて御決意を
いただきたいと思いますが、知事がこの間、きょうの
報告にもありましたとおり、一貫してその姿勢をお持
ちであると。今後も今の設計変更の審査も含め、ある
いは撤回等こういったあらゆる手段、それを駆使しな
がら、いささかも揺るがずに辺野古新基地を阻止して
いくというその姿勢に変わりがないこと、またはその
手段は当然に、まだもちろん尽くされてもいないです
し、これからもしっかりと力を発揮していくというそ
の姿勢であるのかどうか、改めて県民にそのお気持ち
をおっしゃっていただければと思います。
　よろしくお願いいたします。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　知事に就任して１年と３カ月ほどになりますけれど
も、その間、大変厳しい――もちろん今も厳しいんで
すけれども――毎日が続きました。その中で県民もよ
くそういったものにしっかりと対応してもらって、私
はその意味からすると、沖縄県の主張とかそういった
思いというものは相当浸透してきたのではないかなと
このように思っております。ですから、この思いとか
そういったものは、今度開かれる協議会でもしっかり
と伝えて、そして説明を十二分に聞いて、説明がない
ことには一方的な私どもの思いでしかありませんの
で、向こう側からの話は今のところちょっとした記者
会見でしゃべるぐらいしかありませんから、その辺の
ところの話も今回はあるのかなというふうに思ってお
ります。そういったようなものの中で、いろいろ議論
をする中で沖縄県の主張もしっかりと理解してもらう
と。そしてまた、これまでのお互いのやってきたこと
に自信を持って、誇りを持ってそういった交渉に臨ん
でいくとそういう気持ちで今はいます。
○仲村　未央さん　ありがとうございました。

○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後０時３分休憩
　　　午後１時21分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　午前に引き続き緊急質問を行います。
　渡久地　修君。
○渡久地　修君　それでは、質問させていただきま
す。
　今回の和解というのは、国の辺野古新基地建設強行
路線が、県民の大きな闘いと翁長知事の頑張りによっ
て破綻させられたものだと私は思っております。
　それで、知事にお尋ねしますけれども、和解が成立
したにもかかわらず、協議が始まってもいないのに、
いきなり国が県に対して是正指示を出したということ
は、沖縄県民をないがしろにする暴挙だと思いますけ
れども、見解をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回、国が和解成立後
直ちに是正の指示を行ったことについては、県として
も大変残念に受けとめております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　常識的に和解の文書を解釈すると、
協議してから是正指示があるものと考えるのが私は普
通だと思います。そして、百歩譲ったとしても、協議
と是正の指示、同時並行して行われることもあり得る
ということが、識者の中でも指摘をされている部分も
あります。しかし、今回の是正指示を協議より先行し
てやるということは、これは想定がなかなかできな
かったものだと思いますし、このようなやり方は、和
解の精神に反するものだと思いますけれども、知事ど
うでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　和解の精神に反する
か、あるいは和解の内容に反するかということについ
ては、さまざま御意見あろうかと思います。ただ、先
ほども御紹介したんですけれども、安倍総理大臣が知
事との面談におきまして、誠意を持って沖縄県と協議
を続けて話し合いを進めていきたいというお話をされ
ておりました。その意味では、その翌週になって突然
是正の指示をしたということは、その安倍総理の発言
からしますと、若干の違和感を覚えております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　これは私は和解の精神に大いに反す
ることだと思います。
　それで知事、お聞きしますけれども、これから協議
が開始されるんですか――されないということはない
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と思いますけれども、しかし、協議の前にもう是正指
示を出したということは、政府の聞く耳を持たないと
いう態度が私は鮮明になってきていると。そういう意
味で、この強行姿勢を県民の間に不信感も大きく増幅
していますし、今後の協議に大きな影響を与えると私
は思うんですけれども、知事どう思いますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　まだ協議の枠組みとい
いますか、これからどういうふうにやっていくかとい
うのは、国からは示されておりませんけれども、いず
れにしましても、県としましては、この協議について
は真摯に対応していきたい、協議していきたいと考え
ております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　それで、次に、今回裁判所が提示し
た、成立した和解の内容を見てみますと、沖縄県側の
主張がほぼ全面的に認められたと。国の主張は退けら
れたというふうに私は理解していますけれども、それ
でよろしいですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　私どもとしては、先ほ
ど来申し上げているように、今回の和解内容は、裁判
において県の主張してきたこと、それに沿ったもので
あると考えておりまして、これを受け入れたわけでご
ざいます。特に、和解によって工事が中止、停止にな
る、それは大変意義があると考えております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　具体的に聞きますけれども、沖縄防
衛局長が私人に成り済まして、行政不服審査請求を
行ったということについては、これは裁判所からおか
しいと、退けられた内容と理解してよろしいですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回和解というのは、
それぞれ国において、これまでとってきた代執行手続
あるいは審査請求手続、そういったものを取り下げ
て、県と国が話し合う、工事も中止するという内容に
なっております。その意味では、県の主張、それはか
なり通ったのではないかと考えております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　そもそも無理な、私人成り済ましが
裁判所から退けられたということだと思います。
　次に、地方自治法の手続を無視して、国がいきなり
代執行手続を行ったことも、裁判所がこれは地方自治
法に反する、そういう判断を行ったということで理解
していいですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。

○知事公室長（町田　優君）　まさに、私どもの主張
も、この地方自治の本旨に反するこの国の代執行手続
あるいは審査請求手続、そういうふうに主張しており
ましたので、私どもとしては、今回県の主張がかなり
裁判所において理解をいただいたのではないかと考え
ております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、今度の和解案に、この和解の
勧告にも示されているように、地方自治法の改正で、
国と県は対等、平等な関係になったんだと、協力の関
係になったもんだという点では、ある意味では私は画
期的なものだと思いますけれども、その点について知
事の見解を聞かせてください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　先ほど来申し上げてい
るように、今回の裁判において私どもは、地方自治の
本旨である住民自治、団体自治、それに対して国の代
執行訴訟、審査請求手続がこの本旨に反しているん
じゃないかということを主張してまいりました。その
ことについては、私ども精いっぱい主張、立証した結
果であると考えております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、ぜひ答えてほしいんですけれ
ども、この勧告文で、「本来あるべき姿としては、沖
縄を含めオールジャパンで最善の解決策を合意して、
米国に協力を求めるべきである。」ということを指摘
しているんですよ、裁判所が。そういう意味で私は、
これはかなり異例だと思うんですけれども、アメリカ
に対して沖縄県民の声を届けない、言いなりになって
いる国の外交姿勢を私は痛烈に批判したものだと思っ
ています。そういう意味で、政府に対して、アメリカ
と外交交渉しっかりしなさいということを裁判所が私
は言っているものだと思いますけれども、知事どう思
いますか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　確かに、この和解内容
の最初の文案の中で、裁判所のほうが、「オールジャ
パンで最善の解決策を合意して、米国に協力を求める
べきである。」と書いてありますけれども、この点は
私どもとしても、裁判所のほうが今回の訴訟の行方に
ついて、懸念を示した内容であると理解しておりま
す。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　裁判所が異例の、国が外交交渉しっ
かりしていないということを私は迫ったものだと思い
ます。
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　そして、ここで今後埋立承認が撤回されたり、設計
変更に伴う変更承認が必要と予想され、延々と法廷闘
争が続く可能性がある、国が勝ち続ける保証はないと
まで指摘しています。例えば、岩国で埋め立てた場
合、設計変更というのはこれまで何回行われました
か。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　岩国の飛行場の移設事
業では、変更承認はこれまで８回行われております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この辺野古の新基地建設で、もう既
に変更申請１回出されているんですが、今後、変更申
請どれぐらい出てくると予想していますか、皆さん
は。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　そもそも、工事がス
トップしている状態ですので、私どもとしては、今後
どれぐらいの変更承認申請が出てくるかについては承
知しておりません。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　変更申請が出された場合、その都
度、その都度知事の承認が必要になるということは
はっきりしていますよね、いかがですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　はい、そのとおりでご
ざいます。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　その際、この承認を知事が認めな
かったらどうなりますか。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後１時31分休憩
　　　午後１時32分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　変更承認が認められない場合はどうなるかという御
質問でしたけれども、その際は、その変更承認ができ
ない、すなわちその変更承認申請に基づく工事はでき
ないということになります。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　そして、これについて裁判所も、知
事の広範な裁量が認められて、国が敗訴するリスクが
高いということまで言っています。これは、そのこと
を指しているんですか、どうですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　今回の和解勧告に当

たって、裁判所はさまざまなことをその勧告の中に書
き込んでいますけれども、私どもその中身一個一個に
ついて裁判所の意向を確認したわけではありませんの
で、そのことが承認申請を指しているかどうかについ
ては承知しておりません。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事にお尋ねします。
　裁判所も言っていますけれども、知事に広範な裁量
が認められる、これから変更申請が出されてきたらそ
の都度承認が必要になってくる。ということは、翁長
知事が頑張っている限り、辺野古新基地建設はできな
いということを裁判所も指摘していることだと思いま
すけれども、知事、見解をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　いずれにしましても、
知事は公約の柱として、辺野古に新基地はつくらせな
いということを申し上げております。そして、あらゆ
る手法を用いてつくらせないということを申し上げて
おりますので、その姿勢に変わりは全くございませ
ん。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　翁長知事とそして名護市長の権限と
いうのは大きいわけです。その都度変更申請が出され
てくる。それについて、知事、名護市長が頑張ってい
る限り、これはもうここで工事がとまるわけです。そ
のたびに、また同じように裁判繰り返すことになって
くるという点で、私は知事の権限というのは大きい。
知事が頑張っている限り辺野古新基地建設強行はでき
ないということを裁判所も指摘していると思いますけ
れども、再度知事に見解をお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　一昨年当選をして以来、そういう意味での設計変更
含め、大変厳しいものがあるというような話もさせて
もらいました。その当時ですから、先々のことについ
ての見通しなどの話はできませんでしたけれども、今
こういう形で埋め立てが中止になったという意味で
は、大変大きなことになったというふうに思っており
ます。
　岩国なんかの場合でも、８回というようなことが
あったわけですが、何回というのは言えませんけれど
も、８回というのは参考にはなるだろうというような
意味では、やはりこの問題はなかなか厳しい状況に
なっていると、このように認識をしております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　翁長知事と名護市長が頑張っている
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限り、これは国が幾ら強行しようとしてもできないわ
けです。ですから、しっかりと頑張っていただきたい
と思います。同時に、知事、普天間基地の閉鎖、返
還、撤去、あの建白書でやった普天間基地の閉鎖撤
去、県内移設断念というのが建白書の精神ですけれど
も、今言われている５年以内の運用停止、もう残され
た期間は３年。それについて、やっぱり一生懸命頑
張っていくということが大事だと思いますけれども、
それについてどのように取り組まれますか。お聞かせ
ください。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　お答えします。
　この点につきましては、先日の本会議でも答弁いた
しましたように、政府と沖縄県の協議会、そこでしっ
かり５年以内の運用停止を含む危険性の除去につきま
して、政府に対して強く訴えていきたいと考えており
ます。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　知事、これから政府との協議が始ま
ると、和解のあれからすると協議しないといけないと
いうふうになっていると思います。その際、ぜひ強調
してほしいと思いますのは、この国は和解を受け入れ
るだけでなくて、まず辺野古移設だと、辺野古移設が
唯一だという固定観念をやっぱり捨ててもらって、考
えを改めて５年以内の運用停止、辺野古の新基地建設
を断念して普天間基地閉鎖撤去するという方向も含め
て、アメリカと外交交渉を直ちに行うということが求
められていると思います。そのことを政府あるいは安
倍首相に、知事、しっかりと求めていただきたいと思
いますけれども、いかがでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　普天間の５年以内の運用停止と、それから安全確保
については、去る宜野湾市長選挙でも民意は出ており
ますし、また、それが宜野湾市民の考え方だとすれ
ば、当然のことながら、私たち県も、また国もそうい
う５年以内というものは、約束されてもいることであ
りますので、そこら辺も含めて強く要求してまいりた
いと、そう考えております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　それで、ぜひ５年以内の運用停止と
いうのは、強く迫っていただきたいと同時に、やっぱ
り建白書で一致した普天間基地の閉鎖撤去、県内移設
断念というのも迫っていただきたいと思います。
　安慶田副知事、この協議を行った場合、やっぱり県
民の皆さんが望んでいるのは、この協議の場をぜひと

も公開の場で、公、みんなに明らかになるようにやっ
てほしいというのが、多くの県民の皆さんの願いです
ので、その辺ぜひやっていただきたいと思いますがい
かがでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　今、渡久地議員の意見は聞きました。ただし、相手
がいることですから、国の意見も聞きまして、できる
限り渡久地議員の要望に応えられるよう努力はしてい
きたいと思っております。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　この和解のものも県は裁判所から公
開することをとめられましたけれども、県としては、
やっぱり県民にも議会にも、公にしないと自分たちは
だめだということで、何度も何度も申し入れをして、
そして公開されたという経緯もありますので、その辺
はぜひ知事、この協議がオープンになって進行できる
ように、知事の決意、最後にお聞かせください。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えいたします。
　今安慶田副知事のほうから、相手があることなので
ということではございます。しかし、集中協議でも一
回一回終わったときには、私のほうから全部公表して
おります。ですから、これからの協議という意味から
しても、今お話がありましたように、申し入れをさせ
ていただいて、しっかりした公表にしたいと思います
が、それは相手があることですので、しかし、沖縄県
側とすれば、しっかりとこれは公表していきたいとい
うふうに思っています。
○議長（喜納昌春君）　渡久地　修君。
○渡久地　修君　ぜひこの地方自治の精神に基づい
て、このような和解も出ましたので、ぜひ政府に屈服
することなく、全力で頑張っていただきたいというこ
とを強調して質問終わります。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　５分しかないですので、進めていき
たいんですが、和解という分というのは、当事者がお
互いに譲歩し争いをやめる、合意をするということで
あるんですけれども、県にとって、この当事者、政府
と沖縄県、その皆さんの、県の、例えば譲歩するとい
うのはどういうものがあるんでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　當間盛夫議員の御質問にお答
えをしたいと思います。
　今日まで、いろんな経緯を経てきょうに至っている
わけでありますけれども、いろんな場面場面で意見交
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換をしながら、確かに平行線ではありました。ただ、
全てにわたって私はこう思うんですが、沖縄県側はい
ろいろ心を打ち明けて、大変率直に話も申し上げたん
ですが、残念ながら国のほうからは、説明というよう
な形で、あるいは説得するというような形で、あるい
はまた国なりの思いというようなものを伝える場面と
いうのは、ある意味ではなかったわけです。ですか
ら、今回は和解というようなこういう形になりますの
で、私たちの思いももう一回整理をして、それに応え
てもらうようにやりますし、向こうも思いがありまし
たらぜひ聞いてみたいというふうには思っておりま
す。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　和解、これから入っていくわけです
から、交渉、協議していくということになると思いま
す。その交渉するという部分の中での、そのどういう
ふうな交渉を、多分安慶田副知事含めて皆さんやると
思うんですけれども、どのような交渉をしていこうか
という構想、何かお持ちなんでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　正直申し上げまして、ま
だ和解をして二、三日しかなりませんので、これから
枠組み、そしてどういう話し合いをしていくかという
ことを国と話し合わなければいけないと思っていたと
きですから、今具体的にそういうもの、国と意見交換
したいという段取りであります。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　じゃ、副知事、去年、工事を中断し
て協議するということをやったんですね。ところが、
それはもう全く協議になったようなものでもなかった
はずでしょうけれども、去年の工事を中断して協議を
した部分と、今回の裁判所を挟んで和解をする中での
違い、どのように認識しているんでしょうか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　去年の１カ月間中断して
の話し合いというものは、お互い国と県が寄り添って
話し合おうじゃないかということであって、しかし、
その話し合いの期間の中でも残念ながら解決策が見当
たらず、訴訟になったということを踏まえて、また、
この訴訟の中でもいろいろあって、裁判所が客観的
に、あるいは第三者的に和解をしてやるべきじゃない
かと指摘をされたことを重く受けとめて、真摯に向か
い合っていかなければならないとそう考えています。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　もう交渉事ですので、しっかり協議
を重ねて、これもう裁判上の和解ということになりま

すので、以前とは、去年とは違う重みが私は出ている
というふうにも思います。その中でも、勧告文の中で
も、オールジャパンで本来は解決に取り組むべきだと
いうようなことも、一方で、国に対する部分があるん
ですけれども、その一方で、沖縄だけで米軍と交渉し
ても、普天間飛行場の返還を実現することができると
は思わないということも指摘されているわけです、そ
ういった面では。そういったことを踏まえていくと、
この裁判所がそういう分での、本来は日本全体で安全
保障を考えていくべきだと、それがしっかりと解決策
がまとまってアメリカにぶつければ、アメリカもそれ
なりの分はしっかりと持つよというような方が、ある
一方でも裁判ばかりやって、皆さんも先ほどありまし
たように、設計変更が出てきたら、これが10回なの
か何回になるのかわからないですけれども、常に法廷
闘争するというような形でもあり得ないと。間違うと
それは後々その分での、地方自治のことを含めると、
国は不利になってくる可能性がある。でも、沖縄だけ
では無理ですよということを裁判所は言っているんで
すが、知事、その辺の裁判所の認識というんですか、
見解というんですか、その辺どうお考えなんですか。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　お答えをいたします。
　オールジャパンでというようなことは、アメリカに
オールジャパンでいろいろ提言をした場合には、アメ
リカも御理解いただけるんだと、可能性があるという
ようなことを話したということは、辺野古は唯一では
ないというふうに、私からすると読めるんです。いわ
ゆる唯一であれば、オールジャパンでいろいろ工夫を
する必要はないわけですから、その意味からいうと、
これは唯一ではないというふうに裁判のほうでおっ
しゃったのかなと、あくまでも推測ではありますがそ
ういうふうになります。
　それから、普天間が世界一危険、これはもう喫緊の
除去の問題だということになりますと、今沖縄が頑
張ったって普天間の問題は解決しませんよというよう
な話をされても、普天間が10年も20年もそのまま今
の危機感でもって固定化ができないと言っているもの
を、10年も20年もできるのかと、これは固定化では
ないのかと。そして、世界一の危険性は除去されたの
かというようなこと等が出てまいりますので、これも
その中からすると、裁判官の気持ちがわかるような感
じがいたします。
　そういう中で、新辺野古が結果的にできない場合
に、じゃどうなるかということになるんですが、普天
間は20年も30年も使用できるのかというようなこと
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に行き着きますので、そうすると今まで言ってきた世
界一危険で、小学校がある、中学校がある、何がある
と言ってきたものは、どのようにしてやるかというこ
ともありますので、今確かにオールジャパンで苦しい
思いはしているわけでありますけれども、だからこそ
これは話し合いをして、突き動かせるものが出てくる
のではないかというような意味では、対話は必要であ
るというふうに思っています。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　公室長、公室長のきょうの答弁のも
ので、あらゆる手法というようなお話があるんです
が、私はこの裁判所の判決が出たら従うということが
ある中で、このあらゆる手法というのはどういうのが
あるんですか。裁判も含めての話ということなんです
か。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　あらゆる手法というの
は、文字どおり、あらゆるということでございまし
て、県の有する権限を使って、新辺野古基地はつくら
せないということを、公約を実現していくということ
でございます。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　時間がないですので。国は辺野古移
設が唯一の解決策であるという考え方、全く変わって
ないわけですね。この裁判のものでも、前向きな提案
があれば考慮するというふうな形があるわけですか
ら、国は県が対案を出し切れないと、新たなそういっ
た提案は出てこないだろうというたかをくくって、だ
から唯一、普天間を移設するにはもう辺野古しかない
んですよということでの今回の和解という分での、国
はこれしかないんだというふうにしか見てないという
捉え方もあるんですが、どうですか。
○議長（喜納昌春君）　知事公室長。
○知事公室長（町田　優君）　国が辺野古唯一という
ことで、対案もないだろうということでたかをくくっ
ているかどうかは、私どもは承知してないんですけれ
ども、ただこのあたりについては、私ども何度も答弁
しているとおり、普天間が危険だから県のほうで対案
を考えなさいというのは、私どもとしてはちょっと話
の方向性とは違うんじゃないかなと思っております。
あくまで、日本全体でこの普天間をどうするんだと、
それを国のほうで考えていただきたいというのが私ど
もの立場でございます。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　代執行、上段ですぐやってしまった
県は。だから、その分で今是正指導、次は是正勧告、

彼らは事務的手続を今とっているわけです。とる中、
新たな提案が出てこない。新たな提案が出てこないか
ら、やはり辺野古でしかないんですよということに、
裁判所にそういった部分で認めさせていくというよう
なものも出てくるわけですから、僕は逆に知事、この
部分では、県がそういう提案ごとでしっかりと対案を
出したら、僕はかえって政府は想定外であたふたして
しまって、逆に政府が困ってしまうんじゃないかとい
うような思いがあるんですが、副知事、その辺はどう
お考えですか。
○議長（喜納昌春君）　安慶田副知事。
○副知事（安慶田光男君）　お答えいたします。
　私たちは、これまでも言ってきましたように、普天
間の問題につきましては、建白書で言われているよう
に、あくまでも撤去していきたい、そしてオスプレイ
は県外にしていきたいということでありまして、そう
いう意味からすると、これからの交渉でありますか
ら、どういう内容になるかはまだ予断でありますので
申し上げられませんが、いずれにしましても、誠意を
尽くして協議をしていきたいとそう考えています。
○議長（喜納昌春君）　當間盛夫君。
○當間　盛夫君　僕は今度の和解、国が、安倍さんが
やった部分はどっちが勝った、県が勝った云々ではな
くて、僕は自民党にとっても大変プラスになっている
と思うんですよ、選挙に。こんなことやってほしくな
かったなと思うぐらいですよ。そういった面からする
と、自民党にとってもプラスだったというところがあ
る。でも、知事、今度の和解、裁判所の和解というの
は、知事がチャンスだと思って、やっぱり安倍総理と
沖縄県知事が、僕は司法ということじゃなくて、一般
質問で言ったんですが、やはり政治力で決着をつけて
いくと、今度の交渉を協議でしっかりと決着をつけて
いくんだということの決意を示していただきたいなと
いうふうに思います。
○議長（喜納昌春君）　翁長知事。
○知事（翁長雄志君）　當間議員にお答えいたしま
す。
　先ほどのどなたかの質問にも答えましたけれども、
去年の今ごろからしますと、こういう形で工事がとま
るということは、全く考えられない出来事でありまし
た。集中協議の前には、私も会おうと思っても会えな
かったので、それまではずっと会って話をしてくださ
いと言っていましたので、あの集中協議そのものは形
式的になりはしましたし、また、やる前からアリバイ
づくりではないかという批判もありましたけれども、
話し合いをすることが大切だということで、去年の１
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カ月間、集中協議に臨んできたわけであります。こと
しはこういう形で裁判の中で和解案が出て、そして工
事がとまったというようなことが、ある意味でこの１
年の流れで出てきております。ですから、これからこ
の問題は、それぞれ主張が今のところ平行線でありま
すけれども、しっかりと思いを伝えて、その中から物
事が動いてくると、このようには思っております。
○當間　盛夫君　ありがとうございます。
　頑張ってください。
○議長（喜納昌春君）　以上をもって緊急質問は終わ
りました。
　休憩いたします。
　　　午後１時52分休憩
　　　午後１時53分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　日程第３　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。
　総務企画委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長（山内末子さん）　こんにちは。
　ただいま議題となりました乙第３号議案について、
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。
　乙第３号議案「沖縄県職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例」は、人事委員会の給与勧告並び
に国及び他都道府県の給与の状況等を考慮し、県の職
員等の給与を改める必要があるため条例を改正するも
のである。
　主な改正の内容は、１点目に、沖縄県職員の給与に
関する条例の給料表を改定し、勤勉手当の支給割合を
引き上げること、２点目に、沖縄県一般職の任期付研
究員の採用等に関する条例及び沖縄県一般職の任期付
職員の採用等に関する条例の給料表及び期末手当を改
定すること、３点目に、公布の日から施行することで
あるとの説明がありました。
　本案に関し、人事委員会の給与勧告に関する民間給
与の調査はどのように行っているのか、また、公民較
差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、民間給与の調査は、企業規模50人以

上かつ事業所規模50人以上の県内323の民間事業所
から無作為抽出した139事業所の４月分の給与等につ
いて実地調査を行っている。また、公民較差は、民
間給与の34万4549円に対し職員給与は34万3842円
で、民間給与よりも職員給与が707円低いという結果
であったとの答弁がありました。
　次に、県職員の給与に関する条例の対象職員数や職
種はどうなっているのか、また、改正による影響額は
幾らかとの質疑がありました。
　これに対し、給与条例の対象職員数は２万3788名
で、職種は県の一般職員、県費負担教職員及び警察関
係職員である。また、改正による平成27年度予算へ
の影響額は、給与改定分が約１億8147万円、期末勤
勉手当分が約８億5074万円、共済費等が約１億5636
万円で、合計12億921万円となっているとの答弁が
ありました。
　そのほか、人事院及び人事委員会制度の創設理由、
人事委員会給与勧告の最近の状況、ラスパイレス指数
及び全国順位の状況、特別職給与等の全国比較及び改
正手続、民間給与実態調査結果と１人当たり県民所得
との乖離の理由、貧困問題解決のための給与調査実施
の必要性、貧困原因の徹底究明と抜本的解決策の研究
などの質疑がありました。
　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。
○議長（喜納昌春君）　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〕 
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第４　乙第15号議案及
び乙第23号議案を議題といたします。
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　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　文教厚生委員長呉屋　宏君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　呉屋　宏君登壇〕
○文教厚生委員長（呉屋　宏君）　ただいま議題とな
りました乙第15号議案及び乙第23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、子ども生活福祉部長及び保
健医療部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりま
した。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第15号議案「沖縄県子どもの貧困対策推
進基金条例」は、沖縄県子どもの貧困対策推進基金を
設置し、その管理及び処分に関し必要な事項を定める
必要があるため条例を制定するものである。
　主な内容は、基金の設置目的並びに基金の管理及び
処分について定める。施行は公布の日からであるとの
説明がありました。
　本案に関し、基金の設置期間と額の設定根拠は何か
との質疑がありました。
　これに対し、基金の設置期間については、平成28
年度から平成33年度までの６年間で、沖縄県子ども
の貧困対策推進計画及び沖縄21世紀ビジョン基本計
画の計画期間と一致させている。金額については、各
市町村における就学援助の適正利用を促進する取り組
みに必要な額として６年間の所要額を見込んで算出し
ているとの答弁がありました。
　次に、基金を今後上積みする見通しはあるのかとの
質疑がありました。
　これに対し、子供の貧困対策については、従来から
沖縄振興特別推進交付金を活用して実施しており、次
年度からは国の緊急対策事業の財源も活用できる。ま
た、文部科学省や厚生労働省の子供の貧困対策に係る
国庫補助事業もあり、今回、県の基金が加わるという
ことで、全体を通じて市町村が実施する必要がある事
業の財源を確保していくことになると考えている。県
としては、今回の30億円の基金の創設で市町村が地
域の実情に即した対策を効果的に推進していく上で、
必要な財源は一定程度確保されていると考えていると
の答弁がありました。
　次に、就学援助制度の市町村間のばらつきに対する
県の考え方を聞きたいとの質疑がありました。

　これに対し、就学援助制度は、市町村の単独事業と
して市町村の実情に応じて実施されており、認定基準
や支給額について格差が生じていることを県としての
課題だと考えている。なお、去る１月に市町村担当者
連絡会議を開き、認定基準等の状況について情報交換
をしたところである。各市町村においてはこのような
機会を通して、情報を共有して他の市町村の好事例な
どを参考にしてもらい、底上げを図っていきたいと考
えているとの答弁がありました。
　次に、基金を活用してどのような事業を実施するの
か、また、事業費の市町村負担割合はどのくらいかと
の質疑がありました。
　これに対し、基金を活用して実施する事業は、市町
村からの要望として、就学援助費に対する支援、放課
後児童クラブの保育料負担軽減に関する事業に対する
支援、乳幼児健診受診率向上に資する事業への活用、
高校生の通学費の負担軽減に資する事業への活用など
がある。県としても複数のメニューを考えているが、
最終的には市町村の意見を集約して事業を選定してい
く。事業の選定及び負担割合については、今後市町村
と話し合って決めていきたいとの答弁がありました。
　そのほか、ひとり親世帯の割合、生活保護制度との
はざまにいる子供の掌握方法、市町村データの公表の
可否、子供の貧困に対する市町村の取り組み状況の把
握、就学援助の申請をためらう者の実態把握、民生委
員の活用及び充足率、民生委員が充足しない理由及び
充足率向上の取り組み、県民運動的な動きに対する所
見、食料を買えなかったことがある及びライフライン
をとめられたことがある貧困世帯の割合、山形大学教
授が発表した沖縄県の子供の貧困率37.5％に対する
見解、子供の貧困率と就学援助割合の連動性、調査結
果における子供施策の効果、市町村における貧困調査
実施状況及び法律による調査の義務づけ、雇用対策関
連の施策、基金創設が２月補正予算となった理由、基
金の財源、子供たちが集う場所及び利用する制度の名
称に対する配慮の有無、沖縄子供の貧困緊急対策事業
の位置づけ、子供の貧困に係る対策室の設置及び人員
配置、乳幼児健診で受診に来ない者に対するフォロー
アップの取り組みの実施、条例の公布予定日、子供の
貧困の定義、市町村への総合窓口の設置などについて
質疑がありました。
　次に、乙第23号議案「沖縄県国民健康保険財政安
定化基金条例」は、国民健康保険財政の安定化を図る
ため、沖縄県国民健康保険財政安定化基金を設置し、
国民健康保険財政安定化基金の管理及び処分に関し必
要な事項を定める必要があるため条例を制定するもの
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である。
　主な内容は、基金の設置目的並びに基金の管理及び
処分について定める。施行は公布の日からとし、必要
な経過措置を設ける。ただし、基金の処分について
は、平成30年４月１日から施行するとの説明があり
ました。
　本案に関し、平成30年度から国民健康保険制度が
どのように変わるのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の法律改正に伴い平成30年度以
降、現在市町村が行っている国民健康保険事業につい
て、県が市町村とともに保険者となり、財政運営の主
体となることになっている。賦課徴収、資格管理、保
健事業については、住民と身近な関係の中で引き続き
市町村が担うという役割分担になっているとの答弁が
ありました。
　次に、制度改革により国から入ってくる国庫金はど
うなるのかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の制度改革において、国民健康
保険の財政基盤を強化するということで、平成30年
度以降、新たに1700億円が全国で投入されることに
なっており、これも含めて公費の拡充が図られること
になっているとの答弁がありました。
　次に、基金の額は幾らになるのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、基金の財源は全額国庫となっている。
国において、平成27年度は200億円の財源が確保さ
れており、平成29年度までに全都道府県で総額2000
億円が基金の財源として交付される予定である。沖縄
県においては、今年度２億8500万円の交付決定を受
けており、今年度の国の予算措置が200億円に対し、
総額2000億円と考えると、約10倍の28億5000万円
の基金になるのではないかと考えているとの答弁があ
りました。
　次に、どのように基金を使うのかとの質疑がありま
した。
　これに対し、平成30年度以降、給付に必要な資金
は県から全て市町村に交付していく。この給付に必要
な財源を市町村から納付金という形で県に納めてもら
う。この納付金は保険税等を財源として県に納めても
らうことになるので、保険税の収納が不足した場合
に、この基金を活用して市町村に貸し付けを行うとの
答弁がありました。
　そのほか、保険税率の決め方、保険税減免の取り扱
い、１人当たり国保税調定額の推移並びに最も高い市
町村の額及び低い市町村の額、１人当たり保険料負担
率の県平均並びに最も高い市町村及び低い市町村、市

町村国保の財政赤字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15号議案及び乙第23号議案
は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと
決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕 
○議長（喜納昌春君）　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号議案及び乙第23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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第15号議案及び乙第23号議案は、原案
のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第５　甲第24号議案か
ら甲第39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。
　予算特別委員長渡久地　修君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員長　渡久地　修君登壇〕　　　
○予算特別委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました甲第24号議案から甲第39号議案までの補
正予算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、総務部長を初め関係部局長
等の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
　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、今回の補正予算は、国の補正予算に対応する
ための経費ということであるが、どのような内容に
なっているのか、また、どういう事業に反映している
のかとの質疑がありました。
　これに対し、今回の一般会計補正額68億2969万
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2000円のうち国の補正予算関連が52億3094万円と
なっており、このうち一億総活躍社会対策関連が45
億円で、その中に地域創生加速化交付金４億7000万
円が入っている。ＴＰＰ関連対策が２億4000万円で
水利施設整備事業等である。災害復旧、防災・減災関
連事業で３億3800万円。そのほかで１億8000万円ほ
どである。
　また、一億総活躍対策社会関連の事業としては、地
域医療介護総合確保基金事業、保育対策総合支援事
業、障がい児者福祉施設整備事業、地域福祉推進事
業、ひとり親家庭高等職業訓練貸付事業等である。
　地方創生加速化交付金の主な事業としては、おきな
わ農業成長産業化推進事業、沖縄版広域連携型地域ブ
ランド共創事業、製造業県内発注促進事業、地方創生
人材確保支援事業、有用微生物活用促進事業であると
の答弁がありました。
　次に、県税収入の主な増加理由は何か、また、地方
消費税の内容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、県税は、81億6600万円余の増額補正
であるが、当初予算は平成26年度の税収実績や国の
地方財政計画を参考に税収を見込んだところである。
県税の増額補正の内容は、県民税や事業税、地方消費
税の増加だが、景気の拡大等に伴って納税義務者がふ
え、企業の所得がふえた結果、税収がふえたと考えて
いる。地方消費税の補正内容としては、譲渡割につ
いては50億6571万9000円の増で、景気拡大によっ
て売買などの消費税が増収になったこと。貨物割につ
いては、輸入をした場合にふえていくが、今回は、沖
縄地区税関の統計資料によると輸入の部分が対前年度
70.3％に低下していることから、円安が影響してい
ると考えているとの答弁がありました。
　次に、電子自治体推進事業の補正内容はどういうも
のかとの質疑がありました。
　これに対し、電子自治体推進事業費は２事業から成
り、１つ目の自治体情報セキュリティー強化対策事業
費は、県と市町村が管理する個人情報等のデータをイ
ンターネット経由で流出させないことを目的として、
国の補正予算関連でインターネット接続ポイントを
集約し、監視機能の強化を行う自治体情報セキュリ
ティークラウドの構築のため増額補正を行うものであ
る。２つ目の社会保障税番号制度の推進事業費は、い
わゆるマイナンバー制度のシステム開発に係る執行残
が生じたため減額補正を行うものである。合計で４億
1732万2000円の増額補正となるとの答弁がありまし
た。

　次に、環境整備企画費の海岸漂着物地域対策事業に
係る減額補正の理由及び今後の海岸漂着物への対策は
どうするのかとの質疑がありました。
　これに対し、海岸漂着物地域対策事業に係る減額補
正は、国庫補助金６億円を受け基金を設置し、平成
25年度、平成26年度と事業を実施してきたが、２カ
年の基金事業の終了に伴い執行残を国庫に返還するも
のである。残りの発生理由は、国への補助金要求時の
漂着物現存量の見込みを約9000立米としたが、実績
が平成25年度は2473立米、平成26年度は5627立米
と、当初算出した漂着物の現存量より少なかったこと
による。加えて、ボランティアによるビーチクリーン
運動により、コストをかけることなく漂着物の回収が
できたことによる。今後の対応としては、漂着物は毎
日押し寄せてくるので継続的にビーチクリーンを行う
必要があり、県では、毎年度、海岸への漂着物及びご
みの現存量を調査しているところであるとの答弁があ
りました。
　次に、子育て総合対策費の補正内容はどういうもの
か、また、子供のライフステージに沿った総合的な対
策とはどういうものかとの質疑がありました。
　これに対し、子育て総合対策費の補正内容は、子ど
もの貧困対策推進基金として30億円を積み立てるも
のである。なお、特定財源の800万1000円は、貧困
の実態を継続して調査するための経費を計上している
ものである。
　また、子供のライフステージに沿った総合的な対策
については、乳幼児健診や就学前保育の実施、小中学
校段階での地域の居場所づくりといったライフステー
ジの早い段階での子供の貧困対策の重要な施策は市町
村が担っている。市町村の取り組みを支援する必要が
あるため、今回、基金を創設し全県的に対応するもの
であるとの答弁がありました。
　次に、地域医療介護総合確保基金積立金を活用した
事業はどのような内容で、介護施設等は何カ所整備す
る計画か、また、介護職員の確保は今後どうするのか
との質疑がありました。
　これに対し、積立金を活用した介護分野の事業は、
介護施設等の整備に関する事業、介護従事者の確保に
関する事業となっている。具体的には、施設整備関係
では社会福祉法人等が整備する地域密着型の特別養護
老人ホーム、認知症高齢者のグループホーム、施設の
開設準備経費の助成となっている。介護従事者の確保
に関する事業としては、小中学生や高校生等を対象に
した職業講座の開設、各種研修の実施による現任職員
の資質向上、現場への定着を図る事業への充当を予定
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している。平成28年度に基金を活用して整備する介
護施設は、地域密着型特別養護老人ホームが５施設で
定員145名、認知症高齢者グループホームが４施設で
定員36名の予定である。また、本県の介護職員は、
平成24年度時点で１万5805人が従事している。団塊
世代が75歳以上になる平成37年には２万2039人必要
で、推計上4343名の不足が見込まれる。研修等で毎
年2000名程度養成はされているが、収入面の処遇改
善が課題とされているとの答弁がありました。
　次に、医学臨床研修事業費及び看護師確保対策費の
減額補正の理由は何か、また、県内の医師や看護師は
充足されているのかとの質疑がありました。
　これに対し、医学臨床研修事業費は、医師の研修希
望先が海外から国内へ変更になったことや離島への医
師派遣が見込みよりも少なかったこと、また、産科、
脳神経外科及び麻酔科を目指す学生や研修医の修学資
金借り入れ申し込みが少なかったこと等により１億
6941万円の減額補正を計上している。看護師確保対
策費は、病院内での保育施設の新設が当初見込みより
も少なかったことや県外の看護学校への渡航費補助等
が見込みより少なかったことにより4007万2000円の
減額補正を計上している。また、県内の医師や看護師
は、全国に比べ全体としては足りているが、北部・宮
古・八重山地区は厳しい状況が続いていると認識して
いるとの答弁がありました。
　次に、おきなわ農業成長産業化推進事業の内容はど
のようなものか、また、シークヮーサーなどの特産品
との関連はどうなるのかとの質疑がありました。
　これに対し、本事業は、地方創生加速化交付金を活
用し本県農業の成長分野を促進するため、地域の特産
品であり今後成長が期待される熱帯果樹や花卉類など
の園芸品目を中心に、県産農産物のブランド化、産地
の活性化に向けた取り組みを強化していくものであ
る。具体的には、地理的表示保護制度登録や機能性食
品の表示取得に向けた取り組み、未利用資源の利活用
及び流通基盤の強化、国内外での農林水産物のプロ
モーション活動を行う事業である。また、シークヮー
サーを販売するときには商標などがないので、地理的
表示保護制度により保護をして沖縄シークヮーサーの
ような名称でブランド化を図っていきたいと考えてい
るとの答弁がありました。
　次に、水利施設整備事業の整備地区数及び整備内容
はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、水利施設整備事業の補正額３億円は、
まず、国の農林水産省関係のＴＰＰ関連対策として
２億円で、宮古島市の２地区それぞれ１億円の事業を

予定している。次に、交付金事業として南大東村の貯
水池１カ所を整備する予定であり、合計３地区である
との答弁がありました。
　次に、沖縄版広域連携型地域ブランド共創事業の内
容及び市町村との連携はどうなっているかとの質疑が
ありました。
　これに対し、事業内容は、外国人に照準を当て利便
性や魅力を伝えるために、食や歴史などストーリー性
を持たせた広域的な観光ルートを県内の幾つかの地域
でつくることを推進し、効果的に海外に発信すること
によって、海外から見た沖縄の魅力を高めていこうと
いうものである。市町村との連携については、観光振
興による経済波及効果を地域にしっかり浸透させるた
め、市町村、観光協会及び商工会といった地域の関係
者の参画を得ながら体制づくりをしていきたいとの答
弁がありました。
　次に、地域連携推進事業費の補正予算の内容及び今
後の事業計画はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、地域連携推進事業の南部東道路整備と
して、現在、玉城の船越から佐敷、新里間の２キロ
メートルの整備に取り組んでおり、増額補正による橋
梁の下部工工事を予定している。事業計画としては、
平成27年度から用地費と工事費を計上し工事に着手
しており、今回の補正で10億円の事業費となる。平
成28年度予算は17億円を計上しているとの答弁があ
りました。
　次に、談合違約金の償還計画の変更に伴う補正予算
の内容及び支払い期間延長後の期限はいつかとの質疑
がありました。
　これに対し、談合違約金について平成26年度が履
行期間の最終年度になっており、企業から支払い期限
の延長申し入れがなされた場合は、最長５年の協議に
応じることとされている。今回の補正は、企業の支
払い計画に基づき、平成27年度予算に計上していた
が、平成26年度末に支払い期間の延長を承認したこ
とにより支払い計画が変更となったため、これに伴
い、国庫返納金の減額を行うものである。なお、最終
の支払い期限は平成31年であるとの答弁がありまし
た。
　次に、児童生徒健全育成費の事業内容及び補正理由
は何か、また、スクールカウンセラーとスクールソー
シャルワーカーの報酬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、児童生徒健全育成費は、生徒指導に係
る事業や道徳教育の理論及び実践の研究を推進するな
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ど、児童生徒の健全育成に要する経費である。補正理
由は、スクールカウンセラー・スクールソーシャル
ワーカー等の配置について、文部科学省の教育支援体
制整備補助金を活用し３分の１の補助を受けて実施し
ているが、最終的に国庫内示減となり、県負担分を含
め減額補正するものである。また、スクールカウンセ
ラーとスクールソーシャルワーカーの報酬は、スクー
ルカウンセラーが１時間当たり5000円、スクールカ
ウンセラーに準ずる者が１時間当たり3200円となっ
ている。スクールソーシャルワーカーは沖縄県特別職
に属する非常勤の報酬及び費用弁償に関する規則に
より、日額9300円となっているとの答弁がありまし
た。
　次に、繰越明許費補正で農林水産業費と土木費が多
額に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、農林水産部所管分の主な要因は、含み
つ糖振興対策事業費で多良間村の製糖工場建設の予定
であったが、国指定天然記念物等の生息が判明し、そ
の保護対策の調整に時間を要したこと、農山漁村活性
化対策事業で宮古島市大牧西地区の区画整理に係る農
家との調整に時間を要したこと、水利施設整備事業で
宮古島市の事業地区において文化財が発見され、その
調査に時間を要したことが主な理由である。土木建築
部所管分の主な要因は、モノレール関連事業を初めと
する道路事業等において電力、上下水道、ＮＴＴの専
用物件等移設に伴う工事のおくれや、港湾事業におい
て港湾関係者との調整に不測の時間を要したことが主
な要因となっている。公共事業の実施に当たっては、
用地取得難や磁気探査等の異常点の確認に不測の時間
を要し、当初想定していなかった事業計画変更による
ものも要因となっているとの答弁がありました。
　そのほか、繰入金100億円減額の理由、私立学校等
教育振興費の減額理由、交通運輸対策費の減額理由、
障害者自立支援給付費の内容及び補正理由、保育対策
事業費の認可化移行促進経費減額の理由、ひとり親家
庭高等職業訓練促進貸付事業でのひとり親の定義及び
県内の実態並びに対象資格の拡充、新生児集中治療室
の設置状況、小児慢性特定疾患等対策費及び特定疾患
対策費の事業内容及び補正理由、含みつ糖振興対策事
業の農家への周知方法及び増産実績、農山漁村活性化
対策整備事業の補正内容、農地中間管理機構が行う農
地の借り受け及び貸し付け実績、自給飼料生産及び流
通対策事業費の参加農家辞退理由、治山事業費の内容
及び補正理由、貿易対策費及び情報産業振興費の減額
理由、健康バイオ関連産業振興費及び工業開発促進費
の内容及び補正理由、土木建築部の補正予算が全体で

減額となった要因、国直轄事業の県負担割合、談合違
約金の減額補正合計及び違約金総額、組合等区画整備
事業費の減額理由、建築物等防災対策事業費で多額の
入札残が出た理由、教職員給与費の減額補正の理由及
び退職手当の内訳、中城湾港（新港地区）臨海部土地
造成事業特別会計の補正内容及び理由などについて質
疑がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、甲第24号議案から甲第39号議案
までの16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。
○議長（喜納昌春君）　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〕 
○議長（喜納昌春君）　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24号議案から甲第39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、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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第24号議案から甲第39号議案までは、
原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第６　陳情第16号及び
第24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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　この際、お諮りいたします。
　委員会審査及び議案整理のため、明３月９日から
27日までの19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〕
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○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、明３月９日から27日までの19日間休会と
することに決定いたしました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　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、３月28日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午後２時31分散会
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平 成 28 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第 10 号）

平成 28 年３月 22 日（火曜日）午前 11 時 35 分開議

議　　事　　日　　程　第10号
平成28年３月22日（火曜日）

午前11時30分開議
第１　米軍人による女性暴行事件に関する意見書
　　　　新垣　清涼君　　花城　大輔君
　　　　又吉　清義君　　照屋　守之君
　　　　仲田　弘毅君　　仲宗根　悟君
　　　　新里　米吉君　　玉城　義和君
　　　　𠮷田　勝廣君　　嘉陽　宗儀君　　

提出　議員提出議案第１号

　　　　當間　盛夫君　　比嘉　京子さん
　　　　具志堅　徹君　　呉屋　　宏君
　　　　新垣　安弘君　　嶺井　　光君
第２　米軍人による女性暴行事件に関する抗議決議
　　　　新垣　清涼君　　花城　大輔君
　　　　又吉　清義君　　照屋　守之君
　　　　仲田　弘毅君　　仲宗根　悟君
　　　　新里　米吉君　　玉城　義和君
　　　　𠮷田　勝廣君　　嘉陽　宗儀君　　

提出　議員提出議案第２号

　　　　當間　盛夫君　　比嘉　京子さん
　　　　具志堅　徹君　　呉屋　　宏君
　　　　新垣　安弘君　　嶺井　　光君

本日の会議に付した事件
日程第１　米軍人による女性暴行事件に関する意見書
日程第２　米軍人による女性暴行事件に関する抗議決議

出　席　議　員（45名）
議　長
副議長
１　番
２　番
３　番
４　番
５　番
６　番
７　番
８　番
９　番
10　番

喜　納　昌　春　君
翁　長　政　俊　君
比　嘉　京　子　さん
比　嘉　瑞　己　君
西　銘　純　恵　さん
玉　城　　　満　君
仲　村　未　央　さん
新　田　宜　明　君
儀　間　光　秀　君
上　原　　　章　君
花　城　大　輔　君
砂　川　利　勝　君

11　番
12　番
13　番
14　番
15　番
16　番
17　番
18　番
19　番
20　番
21　番
22　番

具志堅　　　透　君
大　城　一　馬　君
具志堅　　　徹　君
渡久地　　　修　君
山　内　末　子　さん
仲宗根　　　悟　君
照　屋　大　河　君
當　間　盛　夫　君
𠮷　田　勝　廣　君
又　吉　清　義　君
島　袋　　　大　君
中　川　京　貴　君
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欠　　　　　員（１名）

欠　席　議　員（２名）

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長
次 長
議 事 課 長
副 参 事 兼
課 長 補 佐

比　嘉　徳　和　君
知　念　正　治　君
平　田　善　則　君

勝　連　盛　博　君

主 幹
主 査
政 務 調 査 課 長
主 幹

中　村　　　守　君
川　端　七　生　君
宮　城　　　弘　君
田　代　寛　幸　君

○議長（喜納昌春君）　去る３月８日の会議におい
て、本日は休会とすることに議決されましたが、議事
の都合により特に会議を開きます。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　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。
　３月18日、新垣清涼君外15人から、議員提出議案
第１号「米軍人による女性暴行事件に関する意見書」
及び議員提出議案第２号「米軍人による女性暴行事件
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〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　この際、日程第１　議員提出
議案第１号　米軍人による女性暴行事件に関する意見
書及び日程第２　議員提出議案第２号　米軍人による
女性暴行事件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。
　新垣清涼君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第１号及び第２号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔新垣清涼君登壇〕
○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議員提出議案第１号及び
第２号の２件につきまして、３月17日に開催した米
軍基地関係特別委員会の委員等により協議した結果、
議員提出議案として提出することに意見の一致を見ま
したので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上
げます。
　提案理由は、米軍人による女性暴行事件について関
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。
　　　〔米軍人による女性暴行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。
　　　〔米軍人による女性暴行事件に関する抗議決議
　　　　の宛先朗読〕

25　番
26　番
27　番
28　番
29　番
30　番
31　番
32　番
33　番
34　番
35　番

36　番
38　番
39　番
40　番
42　番
43　番
44　番
45　番
47　番
48　番

玉　城　ノブ子　さん
赤　嶺　　　昇　君
新　垣　清　涼　君
瑞慶覧　　　功　君
崎　山　嗣　幸　君
新　垣　安　弘　君
呉　屋　　　宏　君
前　島　明　男　君
照　屋　守　之　君
新　垣　良　俊　君
仲　田　弘　毅　君

嶺　井　　　光　君
嘉　陽　宗　儀　君
玉　城　義　和　君
奥　平　一　夫　君
髙　嶺　善　伸　君
狩　俣　信　子　さん
金　城　　　勉　君
糸　洲　朝　則　君
新　垣　哲　司　君
具　志　孝　助　君

23　番 41　番座喜味　一　幸　君 新　里　米　吉　君
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　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、抗議決議の宛先で、県内の関係要路につきま
しては、その趣旨を要請するために米軍基地関係特別
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。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　質疑なしと認めます。
  これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
及び第２号については、会議規則第37条第３項の規
定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　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。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　これより議員提出議案第１号
「米軍人による女性暴行事件に関する意見書」及び議
員提出議案第２号「米軍人による女性暴行事件に関す
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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第１号及び第２号は、原案の
とおり可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　ただいま可決されました議員
提出議案第２号に関し、提案理由説明の際、提出者か
ら、その趣旨を関係要路に要請するため米軍基地関係
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２号の趣旨を関係要路に要請するた
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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よってさよう決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　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、３月28日定刻より会議を開きます。
　議事日程は、追って通知いたします。
　本日は、これをもって散会いたします。
　　　午前11時44分散会
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平 成 28 年
第 １ 回 沖縄県議会（定例会）会議録（第 11 号）

平成 28 年３月 28 日（月曜日）午前 10 時４分開議

議　　事　　日　　程　第11号
平成28年３月28日（月曜日）

午前10時開議
第１　乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５号議案から乙第９号議案まで、乙第38号議案、乙第39号議案及び
　　　乙第50号議案（総務企画委員長報告）
第２　乙第25号議案から乙第28号議案まで（経済労働委員長報告）
第３　乙第10号議案から乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案まで、乙第24号議案及び乙第35
　　　 号議案から乙第37号議案まで（文教厚生委員長報告）
第４　乙第29号議案から乙第34号議案まで（土木環境委員長報告）
第５　沖縄県手話言語条例
　　　　糸洲　朝則君　　呉屋　　宏君
　　　　又吉　清義君　　島袋　　大君
　　　　照屋　守之君　　新田　宜明君
　　　　狩俣　信子さん　赤嶺　　昇君
　　　　西銘　純恵さん　比嘉　京子さん　提出  議員提出議案第３号
　　　　嶺井　　光君　　瑞慶覧　功君
　　　　奥平　一夫君　　𠮷田　勝廣君
　　　　儀間　光秀君　　具志堅　徹君
　　　　新垣　安弘君
第６　乙第44号議案、乙第46号議案及び乙第49号議案（総務企画委員長報告）
第７　乙第45号議案（文教厚生委員長報告）
第８　乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第51号議案（土木環境委員
　　　長報告）
第９　甲第１号議案から甲第23号議案まで（予算特別委員長報告）
第10　請願第１号、陳情平成25年第18号、同第50号、同第97号、同第104号、陳情平成26年第42号、同第66
　　　 号、陳情平成27年第27号、同第46号、同第74号、同第79号及び陳情第25号（総務企画委員長報告）
第11　請願平成26年第１号、請願第２号、陳情平成25年第６号、陳情平成26年第93号、陳情平成27年第101
　　　 号、同第104号及び陳情第21号（経済労働委員長報告）
第12　陳情平成24年第83号、同第85号の２、陳情平成25年第32号、同第36号、同第37号、陳情平成26年第
　　　 26号、同第29号、同第42号の３、同第49号、同第52号、同第64号、同第66号の３、同第97号、同第
　　　 103号、陳情平成27年第12号、同第37号、同第38号、同第46号の３、同第54号、同第61号、同第64
　　　 号、同第65号、同第79号の３、同第85号、同第106号、陳情第１号、第５号、第14号及び第30号（文
　　　 教厚生委員長報告）
第13　陳情平成24年第94号、陳情平成25年第72号、陳情平成26年第44号、陳情平成27年第33号、同第60
　　　 号、陳情第２号、第３号、第10号及び第11号（土木環境委員長報告）
第14　陳情第29号（議会運営委員長報告）
第15　陳情平成25年第58号、同第80号、同第81号、陳情平成26年第４号、同第20号、同第35号、同第48号、
　　　 陳情平成27年第３号、同第５号から同第７号まで、同第26号、同第52号、同第53号、同第55号、同第
　　　 102号、同第103号、同第105号、陳情第８号、第12号、第16号及び第24号（米軍基地関係特別委員長
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　　　 報告）
第16　陳情平成24年第116号、同第140号の５、同第197号、陳情平成25年第９号、同第29号、同第38号、同
　　　 第50号の５、同第93号、同第94号、同第104号の５、陳情平成27年第46号の５、同第78号及び同第79
　　　 号の５（公共交通ネットワーク特別委員長報告）
第17　閉会中の継続審査の件

本日の会議に付した事件
日程第１　乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５号議案から乙第９号議案まで、乙第38号議案、乙第39号議案
　　　　　 及び乙第50号議案
　　            乙第１ 号議案　地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例
　　　　　　　　　　　　　 の整備に関する条例
　　　　　　 乙第２ 号議案　沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第５ 号議案　沖縄県部等設置条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第６ 号議案　沖縄県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第７ 号議案　沖縄県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改
　　　　　　　　　　　　　 正する条例
　　　　　　 乙第８ 号議案　沖縄県特定駐留軍用地内土地取得事業基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第９ 号議案　沖縄県選挙管理委員会関係手数料条例
　　　　　　 乙第38号議案　沖縄県警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第39号議案　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行
　　　　　　　　　　　　　 に伴う関係条例の整備に関する条例
　　　　　　 乙第50号議案　沖縄県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例
日程第２　乙第25号議案から乙第28号議案まで
　　　　　　 乙第25号議案　沖縄県職業訓練指導員免許申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第26号議案　沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第27号議案　沖縄空手会館の設置及び管理に関する条例
　　　　　　 乙第28号議案　沖縄県立奥武山総合運動場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10号議案から乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案まで、乙第24号議案及び乙
　　　　　 第35号議案から乙第37号議案まで
　　　　　　 乙第10号議案　地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
　　　　　　　　　　　　　 関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
　　　　　　 乙第11号議案　沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第12号議案　沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第13号議案　沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
　　　　　　 　　　　　　　 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第14号議案　沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
　　　　　　 　　　　　　　 サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める
　　　　　　　　　　　　　 条例の一部を改正する条例附則第６項の規定によりなおその効力を有するものと
　　　　　　　　　　　　　 された同条例第２条の規定による改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の事業
　　　　　　　　　　　　　 の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
　　　　　　　　　　　　　 果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第16号議案　沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第17号議案　沖縄県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
　　　　　　 　　　　　　　 条例
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　　　　　　 乙第18号議案　沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
　　　　　　 　　　　　　　 の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第19号議案　沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定
　　　　　　 　　　　　　　 める条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第20号議案　沖縄県消費生活条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第21号議案　沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第22号議案　沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第24号議案　沖縄県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第35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36号議案　沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第37号議案　沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正す
　　　　　　 　　　　　　　 る条例
日程第４　乙第29号議案から乙第34号議案まで
　　　　　　 乙第29号議案　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一
　　　　　　 　　　　　　　 部を改正する条例
　　　　　　 乙第30号議案　沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第31号議案　沖縄県都市公園条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第32号議案　沖縄県建築審査会条例の一部を改正する条例
　　　　　　 乙第33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34号議案　沖縄県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
日程第５　沖縄県手話言語条例
日程第６　乙第44号議案、乙第46号議案及び乙第49号議案
　　　　　　 乙第44号議案　車両損傷事故に関する和解等について
　　　　　　 乙第46号議案　包括外部監査契約の締結について
　　　　　　 乙第49号議案　沖縄県教育委員会教育長の任命について
日程第７　乙第45号議案
　　　　　　 乙第45号議案　損害賠償額の決定について
日程第８　乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第51号議案
　　　　　　 乙第40号議案　工事請負契約について
　　　　　　 乙第41号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　 乙第42号議案　工事請負契約についての議決内容の一部変更について
　　　　　　 乙第43号議案　訴えの提起について
　　　　　　 乙第47号議案　指定管理者の指定について
　　　　　　 乙第48号議案　県道の路線の認定について
　　　　　　 乙第51号議案　工事請負契約について
日程第９　甲第１号議案から甲第23号議案まで
　　　　　　 甲第１号議案　平成28年度沖縄県一般会計予算
　　　　　　 甲第２号議案　平成28年度沖縄県農業改良資金特別会計予算
　　　　　　 甲第３号議案　平成28年度沖縄県小規模企業者等設備導入資金特別会計予算
　　　　　　 甲第４号議案　平成28年度沖縄県中小企業振興資金特別会計予算
　　　　　　 甲第５号議案　平成28年度沖縄県下地島空港特別会計予算
　　　　　　 甲第６号議案　平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算
　　　　　　 甲第７号議案　平成28年度沖縄県下水道事業特別会計予算
　　　　　　 甲第８号議案　平成28年度沖縄県所有者不明土地管理特別会計予算
　　　　　　 甲第９号議案　平成28年度沖縄県沿岸漁業改善資金特別会計予算
　　　　　　 甲第10号議案　平成28年度沖縄県中央卸売市場事業特別会計予算
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　　　　　　 甲第11号議案　平成28年度沖縄県林業改善資金特別会計予算
　　　　　　 甲第12号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　 甲第13号議案　平成28年度沖縄県宜野湾港整備事業特別会計予算
　　　　　　 甲第14号議案　平成28年度沖縄県国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会計予算
　　　　　　 甲第15号議案　平成28年度沖縄県産業振興基金特別会計予算
　　　　　　 甲第16号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（新港地区）整備事業特別会計予算
　　　　　　 甲第17号議案　平成28年度沖縄県中城湾港マリン・タウン特別会計予算
　　　　　　 甲第18号議案　平成28年度沖縄県駐車場事業特別会計予算
　　　　　　 甲第19号議案　平成28年度沖縄県中城湾港（泡瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計予算
　　　　　　 甲第20号議案　平成28年度沖縄県公債管理特別会計予算
　　　　　　 甲第21号議案　平成28年度沖縄県病院事業会計予算
　　　　　　 甲第22号議案　平成28年度沖縄県水道事業会計予算
　　　　　　 甲第23号議案　平成28年度沖縄県工業用水道事業会計予算
日程第10　請願第１号、陳情平成25年第18号、同第50号、同第97号、同第104号、陳情平成26年第42号、同
　　　　　 第66号、陳情平成27年第27号、同第46号、同第74号、同第79号及び陳情第25号
　　　　　　 請願第１号　名護警察署瀬嵩駐在所の存続を求める請願
　　　　　　 陳情平成25年第18号　米軍関係者によるタクシー窃盗・暴行事件等に対する防犯対策及び警察機
　　　　　　 　　　　　　　　　　 関への協力強化対策におけるタクシー車内防犯カメラの設置に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第50号　平成25年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第97号　私学助成に関する意見書の提出を求める陳情
　　　　　　 陳情平成25年第104号　美ぎ島美しゃ（先島）圏域の振興発展に関する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第42号　平成26年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第66号　美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第27号　バスレーンにおける空車タクシーの乗り入れに関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第46号　平成27年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第74号　西系列河川（国頭村７河川）における流水占用許可期間更新に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第79号　美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情
　　　　　　 陳情第25号　名護警察署瀬嵩駐在所の存続を求める陳情
日程第11　請願平成26年第１号、請願第２号、陳情平成25年第６号、陳情平成26年第93号、陳情平成27年第
　　　　　 101号、同第104号及び陳情第21号
　　　　　　 請願平成26年第１号　台風８号の大雨による冠水対策（排水路整備）に関する請願
　　　　　　 請願第２号　県内企業優先発注及び県産品優先使用の基本方針の改定に関する請願
　　　　　　 陳情平成25年第６号　第64回九州地区地域婦人大会の大会宣言・決議に関する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第93号　修学資金貸付制度の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練の募集の強
　　　　　　 　　　　　　　　　　 化に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第101号　沖縄空手課設置要請に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第104号　補完バースの整備に関する陳情
　　　　　　 陳情第21号　「琉球料理」及び黒こうじ菌による「琉球泡盛」文化圏の世界無形文化遺産登録を
　　　　　　 　　　　　　 求める陳情
日程第12　陳情平成24年第83号、同第85号の２、陳情平成25年第32号、同第36号、同第37号、陳情平成26年
　　　　　 第26号、同第29号、同第42号の３、同第49号、同第52号、同第64号、同第66号の３、同第97号、
　　　　　 同第103号、陳情平成27年第12号、同第37号、同第38号、同第46号の３、同第54号、同第61号、
　　　　　 同第64号、同第65号、同第79号の３、同第85号、同第106号、陳情第１号、第５号、第14号及び
　　　　　 第30号
　　　　　　 陳情平成24年第83号　安心して妊娠、出産、育児ができる医療体制を求める陳情
　　　　　　 陳情平成24年第85号の２　社会保障の充実を求める陳情
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　　　　　　 陳情平成25年第32号　県立病院の医療体制に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第36号　子供の「医療費完全無料化」を求める陳情
　　　　　　 陳情平成25年第37号　少子高齢化を見据えた医療体制を求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第26号　貧困をなくし、人間らしい暮らしを保障する施策を求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第29号　僻地・離島地域の医療の充実を求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第42号の３　平成26年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第49号　「９月１日年休起算日」の早期実現を求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第52号　「労働安全衛生委員会」の設置を進め、学校労働環境の改善を求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第64号　生活保護基準引き下げ中止及び生活保護法附帯決議の趣旨の周知徹底等を
　　　　　　 　　　　　　　　　　 求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第66号の３　美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第97号　受動喫煙防止条例の制定等禁煙諸施策の強化を求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第103号　精神障害（疾患）施策に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第12号　安全・安心の医療並びに介護の実現及び看護師などの夜勤改善並びに大幅
　　　　　　 　　　　　　　　　　 増員を求める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第37号　「子育て新制度」移行後も児童福祉法第24条第１項に基づく現行の保育水
　　　　　　 　　　　　　　　　　 準を守り、拡充することを求める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第38号　介護保険制度の改善、介護従事者の処遇改善を求める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第46号の３　平成27年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第54号　スクールカウンセラーに準ずる者の待遇改善に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第61号　離島・僻地におけるがん患者支援のさらなる充実を求める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第64号　「幼稚園・就学前教育」義務教育化・無償化に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第65号　「労働安全衛生委員会」の設置を進め、学校労働環境の改善を求める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第79号の３　美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第85号　待機児童解消等に向けた市町村支援の強化を求める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第106号　沖縄県地域医療構想策定に関する陳情
　　　　　　 陳情第１号　首里平良橋周辺遺跡の保存と活用に関する陳情
　　　　　　 陳情第５号　盲聾者向け通訳介助員派遣事業に関する陳情
　　　　　　 陳情第14号　宮古島市の病床数削減の見直しを求める陳情
　　　　　　 陳情第30号　性暴力被害者ワンストップ支援センターの今後の運営に関する陳情
日程第13　陳情平成24年第94号、陳情平成25年第72号、陳情平成26年第44号、陳情平成27年第33号、同第
　　　　　 60号、陳情第２号、第３号、第10号及び第11号
　　　　　　 陳情平成24年第94号　伊平屋空港に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第72号　南大東港（西地区・亀池地区・北地区）及び県道182号線の整備に関する
　　　　　　 　　　　　　　　　　 陳情
　　　　　　 陳情平成26年第44号　伊平屋・伊是名架橋の早期実現に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第33号　犬猫等の殺処分数ゼロを目指すことを求める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第60号　全国育樹祭の沖縄県開催に関する陳情
　　　　　　 陳情第２号　伊平屋空港の整備に関する陳情
　　　　　　 陳情第３号　伊平屋空港の整備に関する陳情
　　　　　　 陳情第10号　伊平屋・伊是名架橋の早期実現に関する陳情
　　　　　　 陳情第11号　伊平屋・伊是名架橋の早期実現を求める陳情
日程第14　陳情第29号
　　　　　　 陳情第29号　議会中継をスマートフォンでも視聴できることを求める陳情
日程第15　陳情平成25年第58号、同第80号、同第81号、陳情平成26年第４号、同第20号、同第35号、同第
　　　　　 48号、陳情平成27年第３号、同第５号から同第７号まで、同第26号、同第52号、同第53号、同第
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　　　　　 55号、同第102号、同第103号、同第105号、陳情第８号、第12号、第16号及び第24号
　　　　　　 陳情平成25年第58号　嘉手納基地所属Ｆ15イーグル戦闘機の墜落事故に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第80号　頻発する米軍Ｆ15イーグル戦闘機の緊急着陸に対する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第81号　Ｆ15イーグル戦闘機の墜落事故に対する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第４号　米軍Ｆ22Ａラプター戦闘機の嘉手納基地への常駐的配備に反対する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第20号　キャンプ・ハンセンのＨＨ60ヘリ墜落事故に係る米軍による環境調査に関
　　　　　　 　　　　　　　　　　 する陳情
　　　　　　 陳情平成26年第35号　欠陥機オスプレイの嘉手納基地への飛来禁止を求める陳情
　　　　　　 陳情平成26年第48号　オスプレイを含む米軍機等の中城村上空への飛行に抗議し、オスプレイを
　　　　　　 　　　　　　　　　　含む米軍機等の中城村上空への飛行禁止と普天間飛行場の閉鎖・撤去を求
　　　　　　　　　　　　　　　　 める陳情
　　　　　　 陳情平成27年第３号　米軍による沖縄自動車道路上の高架橋損壊に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第５号　米国原子力潜水艦のホワイト・ビーチ寄港反対に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第６号　米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ寄港に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第７号　Ｆ16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備計画の断固反対に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第26号　ＥＰ３Ｅ電子偵察機からの部品落下事故に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第52号　米国原子力潜水艦のホワイト・ビーチ寄港に反対する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第53号　米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ寄港に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第55号　ＭＶ22オスプレイ墜落事故に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第102号　Ｆ16戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に断固反対する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第103号　ＣＶ22オスプレイの県内訓練場使用に断固反対する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第105号　ＣＶ22オスプレイの沖縄県内訓練場使用に断固反対する陳情
　　　　　　 陳情第８号　米国原子力潜水艦のホワイト・ビーチ寄港に反対する陳情
　　　　　　 陳情第12号　米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ寄港に関する陳情
　　　　　　 陳情第16号　相次ぐ外来機飛来の暫定配備と騒音激化に関する陳情
　　　　　　 陳情第24号　米軍ヘリの低空飛行及び騒音被害に関する陳情
日程第16　陳情平成24年第116号、同第140号の５、同第197号、陳情平成25年第９号、同第29号、同第38号、
　　　　　 同第50号の５、同第93号、同第94号、同第104号の５、陳情平成27年第46号の５、同第78号及び
　　　　　 同第79号の５
　　　　　　 陳情平成24年第116号　「沖縄離島住民等交通コスト負担軽減事業」における還付手続の簡素化を
　　　　　　 　　　　　　　　　　　求める陳情
　　　　　　 陳情平成24年第140号の５　美ぎ島美しゃ（先島）圏域の振興発展に関する陳情
　　　　　　 陳情平成24年第197号　日本人船員の確保・育成に向けた実効ある施策を求める陳情
　　　　　　 陳情平成25年第９号　日本人船員の確保・育成に向けた実効ある施策を求める陳情
　　　　　　 陳情平成25年第29号　都市モノレールの整備に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第38号　超低床路面電車（トラム）導入の早期実現を求める陳情
　　　　　　 陳情平成25年第50号の５　平成25年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第93号　波照間空港の拡張整備及び航空路線の再開に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第94号　久米島町の航路・空路運賃の軽減に関する陳情
　　　　　　 陳情平成25年第104号の５　美ぎ島美しゃ（先島）圏域の振興発展に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第46号の５　平成27年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第78号　粟国航路運賃低減に関する陳情
　　　　　　 陳情平成27年第79号の５　美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情
日程第17　閉会中の継続審査の件
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出　席　議　員（47名）
議　長
副議長
１　番
２　番
３　番
４　番
５　番
６　番
７　番
８　番
９　番
10　番
11　番
12　番
13　番
14　番
15　番
16　番
17　番
18　番
19　番
20　番
21　番
22　番

喜　納　昌　春　君
翁　長　政　俊　君
比　嘉　京　子　さん
比　嘉　瑞　己　君
西　銘　純　恵　さん
玉　城　　　満　君
仲　村　未　央　さん
新　田　宜　明　君
儀　間　光　秀　君
上　原　　　章　君
花　城　大　輔　君
砂　川　利　勝　君
具志堅　　　透　君
大　城　一　馬　君
具志堅　　　徹　君
渡久地　　　修　君
山　内　末　子　さん
仲宗根　　　悟　君
照　屋　大　河　君
當　間　盛　夫　君
𠮷　田　勝　廣　君
又　吉　清　義　君
島　袋　　　大　君
中　川　京　貴　君

23　番
25　番
26　番
27　番
28　番
29　番
30　番
31　番
32　番
33　番
34　番
35　番
36　番
38　番
39　番
40　番
41　番
42　番
43　番
44　番
45　番
47　番
48　番

座喜味　一　幸　君
玉　城　ノブ子　さん
赤　嶺　　　昇　君
新　垣　清　涼　君
瑞慶覧　　　功　君
崎　山　嗣　幸　君
新　垣　安　弘　君
呉　屋　　　宏　君
前　島　明　男　君
照　屋　守　之　君
新　垣　良　俊　君
仲　田　弘　毅　君
嶺　井　　　光　君
嘉　陽　宗　儀　君
玉　城　義　和　君
奥　平　一　夫　君
新　里　米　吉　君
髙　嶺　善　伸　君
狩　俣　信　子　さん
金　城　　　勉　君
糸　洲　朝　則　君
新　垣　哲　司　君
具　志　孝　助　君

欠　　　　　員（１名）

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名
事 務 局 長
次 長
議 事 課 長
副 参 事 兼
課 長 補 佐
主 幹
主 査

比　嘉　徳　和　君
知　念　正　治　君
平　田　善　則　君

勝　連　盛　博　君

中　村　　　守　君
川　端　七　生　君

主 事
政 務 調 査 課 長
副 参 事
主 幹
主 幹
主 幹

村　吉　政　則　君
宮　城　　　弘　君
前　田　　　敦　君
上　原　　　毅　君
天　久　庸　隆　君
田　代　寛　幸　君

○議長（喜納昌春君）　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。
　２月11日から３月11日までに受理いたしました陳
情14件は、３月16日に配付いたしました陳情文書表
のとおりそれぞれ所管の常任委員会及び議会運営委員
会に付託いたしました。
　次に、３月25日、糸洲朝則君外16人から、議員提
出議案第３号「沖縄県手話言語条例」の提出がありま

した。
　なお、本日は聾者及び手話関係団体の方々が多数傍
聴に来られることから、当該条例の提案理由説明の
際、議場内で大嶺文子さん及び根間隆行君が手話通訳
を行うことをあらかじめ御了承願います。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第１　乙第１号議案、乙
第２号議案、乙第５号議案から乙第９号議案まで、乙
第38号議案、乙第39号議案及び乙第50号議案を議題
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といたします。
　各議案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長（山内末子さん）　おはようござい
ます。
　ただいま議題となりました乙第１号議案、乙第２号
議案、乙第５号議案から乙第９号議案まで、乙第38
号議案、乙第39号議案及び乙第50号議案の条例議案
10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、企画部長、警察
本部警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「地方公務員法及び地方独立行
政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例
の整備に関する条例」は、地方公務員法の一部改正に
伴い、給料表の級別の職務の内容を定めるほか、法を
引用する規定を整理する必要があるため関係条例を整
備するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、沖縄県職員の分限に
関する条例に、降給の種類、事由及び手続を定めるこ
と、２点目に、沖縄県職員の給与に関する条例等に、
給料表の級別の職務の内容を定めること、３点目に、
施行期日を平成28年４月１日とすることであるとの
説明がありました。
　次に、乙第２号議案「沖縄県職員の勤務時間、休日
及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例」は、
教育職員が休暇を取得しやすい環境を整備する等の必
要があるため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、教育職員に係る年次
有給休暇の起算日を９月１日に改めること、２点目
に、精神疾病による病気休暇の付与日数を、初回の請
求に限り90日以内から180日以内に改めること、３
点目に、施行期日を平成28年４月１日とすることで
あるとの説明がありました。
　本案に関し、年次有給休暇は年間で何日付与され、
その取得状況はどうなっているのか、また、今回の起
算日の変更で教職員は年休を取得しやすくなるのかと
の質疑がありました。
　これに対し、年次有給休暇は年間で二十日付与さ

れ、平成26年の取得状況は、知事部局では12.8日、
教育現場では小中学校が11.7日、県立学校が13日と
なっている。また、これまでは夏休みが年休行使期間
の途中にあることや、今後に備えて取得・消化しづら
かったことがあるが、９月１日を起算日にすることに
より期間終盤の夏休み中の取得・消化促進につながる
と考えているとの答弁がありました。
　次に、教職員の精神性疾患による休職者数はどう
なっているか、また、病気休暇の期間を延ばす効果は
何かとの質疑がありました。
　これに対し、教職員の精神性疾患による休職者数
は、平成26年度では小学校81人、中学校59人、高等
学校24人、特別支援学校10人、合計174人である。
また、病気休暇の期間内に十分療養ができない場合は
病気休職になるが、病気休暇期間の延長により病気休
職に至る教職員数は減るものと期待しているとの答弁
がありました。
　そのほか、年休取得を促進するための取り組み、教
職員の精神疾患の原因、全国比較及び復職率などにつ
いて質疑がありました。
　次に、乙第５号議案「沖縄県部等設置条例の一部を
改正する条例」は、知事公室が分掌する事務の一部
を、文化観光スポーツ部に移管するため条例を改正す
るものである。
　主な改正の内容は、１点目に、国内外の交流に関す
る事項を知事公室から文化観光スポーツ部に移管する
こと、２点目に、施行期日を平成28年４月１日とす
ることであるとの説明がありました。
　本案に関し、交流部門を以前所管していた文化観光
スポーツ部に戻すようだが、知事公室に移管した目的
は何だったのかとの質疑がありました。
　これに対し、平成25年度に文化観光スポーツ部の
業務の一部を知事公室に移管した主な目的は、交流の
基本構想を観光に特化したものではなく、幅広い観点
からつくろうということで移管したものであるとの答
弁がありました。
　次に、乙第６号議案「沖縄県の事務処理の特例に関
する条例の一部を改正する条例」は、法令に基づく知
事の権限に属する事務のうち、移譲について市町村長
との協議が調ったものを、市町村が処理することとす
るほか、条例で定める事務の一部を削除する必要があ
るため条例を改正するものである。
  主な改正の内容は、１点目に、知事の権限に属する
事務の一部を関係市町村に移譲すること、２点目に、
医薬品、医療機器等法の一部改正に伴い、条例で那覇
市に移譲している事務の一部を削除すること、３点目
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に、施行期日を平成28年４月１日とすることである
との説明がありました。
　次に、乙第７号議案「沖縄県議会の議員その他非常
勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正
する条例」は、地方公務員災害補償法施行令の一部改
正に伴い、傷害補償年金と障害厚生年金等が併給され
る場合等の調整率を改める必要があるため条例を改正
するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、傷害補償年金と障害
厚生年金等が支給される場合の調整率を改めること、
２点目に、休業補償と障害厚生年金等が支給される場
合の調整率を改めること、３点目に、施行期日を平成
28年４月１日とすることであるとの説明がありまし
た。
　次に、乙第８号議案「沖縄県特定駐留軍用地内土地
取得事業基金条例の一部を改正する条例」は、基金を
活用した土地の先行取得事業について、特定駐留軍用
地に加えて同跡地を取得できるよう規定を改める必要
があるため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、基金の設置目的に特
定駐留軍用地跡地内土地取得事業を追加すること、２
点目に、施行期日を平成28年４月１日とすることで
あるとの説明がありました。
　本案に関し、軍用地の返還から引き渡しまでの期間
の見込みと過去、最長で何年かかったのか、また、今
回の改正により目標を達成できると理解していいのか
との質疑がありました。
　これに対し、原状回復に要する期間を含めた返還か
ら引き渡しまでの期間は、今回の西普天間住宅地区が
２年ないし３年かかるとされており、過去の事例と
しては那覇新都心地区が10年ほどかかっている。ま
た、今回の改正で公共用地先行取得期間が返還までか
ら引き渡しまでに延長されたことにより、西普天間住
宅地区以外の用地確保についてもメリットがあると考
えているとの答弁がありました。
　そのほか、跡地利用推進法の自衛隊基地への適用の
可否、土地引き渡しまでの土地代の保障などについて
質疑がありました。
　次に、乙第９号議案「沖縄県選挙管理委員会関係手
数料条例」は、行政不服審査法の全部改正に伴い、選
挙等に係る争訟に関する審査関係書類の写し等が交付
できるようになるため、同交付に係る交付手数料の徴
収根拠を定める必要があることから現行条例を全部改
正するものである。
  主な内容は、１点目に、選挙等に係る争訟に関する
審査関係書類の写し等の交付手数料の徴収根拠を定め

ること、２点目に、施行期日を平成28年４月１日と
することであるとの説明がありました。
　次に、乙第38号議案「沖縄県警察職員の定員に関
する条例の一部を改正する条例」は、ストーカー・Ｄ
Ｖ事案等の人身安全関連事案や特殊詐欺事案の対策を
強化するとともに、我が国を取り巻く国際情勢の変化
への的確な対応を図るため警察職員の定員を改める必
要があることから条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、警部補及び巡査部長
を1534人から1540人に、巡査を804人から807人に
改めること、２点目に、施行期日を平成28年４月１
日とするものであるとの説明がありました。
　本案に関し、警察官増員９人中、ストーカー・ＤＶ
対策５人、特殊詐欺対策２人、国際情勢変化対策２人
という割合は、全国一律の割合なのか、また、本県は
ストーカー・ＤＶ事案が多いということかとの質疑が
ありました。
　これに対し、事案ごとの増員の割合は全国一律では
なく、各都道府県の実情に応じた割合となっている。
また、本県のストーカー・ＤＶ事案の相談件数及び人
口10万人当たりの比較では、ストーカー事案は127
件で全国平均を大きく下回っているが、ＤＶ事案は
733件で全国平均を大きく上回っているとの答弁があ
りました。
　そのほか、特殊詐欺の認知件数、被害額及び検挙件
数、国際情勢変化の内容及び国内対策の必要性、警察
官増員の決定方法及び増員要求人数などについて質疑
がありました。
　次に、乙第39号議案「風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整備に関する条例」は、法及び施行
条例の一部改正等に伴い、法または施行条例を引用し
ている関係条例の規定を整理する等の必要があるため
関係条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、施行条例における風
俗営業の営業時間の延長に関する規定と整合性を図る
こと、２点目に、施行期日を平成28年６月23日とす
ることであるとの説明がありました。
　次に、乙第50号議案「沖縄県使用料及び手数料条
例の一部を改正する条例」は、法改正等に伴い、新た
な手数料等の徴収根拠を定めるとともに、既存手数料
の改廃等を行う必要があるため条例を改正するもので
ある。
　主な改正の内容は、１点目に、新規手数料の徴収根
拠を定めること、２点目に、既存手数料額の改定・廃
止を行うこと、３点目に、政令改正に伴う引用条項の
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整理を行うこと、４点目に、施行期日を平成28年４
月１日とすること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、乙第２号議案、乙
第５号議案から乙第９号議案まで、乙第38号議案、
乙第39号議案及び乙第50号議案の10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。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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、乙第２号議案、乙第５号議
案から乙第９号議案まで、乙第38号議案、乙第39号
議案及び乙第50号議案の10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10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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第１号議案、乙第２号議案、乙第５号議
案から乙第９号議案まで、乙第38号議案、乙第39号
議案及び乙第50号議案の10件は、原案のとおり可決
されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第２　乙第25号議案か
ら乙第28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。
　経済労働委員長上原　章君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　上原　章君登壇〕
○経済労働委員長（上原　章君）　おはようございま
す。
　ただいま議題となりました乙第25号議案から乙第
28号議案までの条例議案４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いたします。
　委員会におきましては、商工労働部長及び文化観光
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25号議案「沖縄県職業訓練指導員免許
申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、職業能
力開発促進法施行令の一部改正に伴い、政令を引用す
る規定を整理する必要があることから条例を改正する
ものである。
　改正の主な内容は、引用条項の整理を行うこと、ま
た、施行期日は公布の日とすることであるとの説明が
ありました。
　次に、乙第26号議案「沖縄県職業訓練に関する基
準等を定める条例の一部を改正する条例」は、職業能
力開発促進法及び職業能力開発促進法施行規則の一部
改正に伴い、法を引用する規定を整理する等の必要が
あることから条例を改正するものである。
　改正の主な内容は、引用条項の整理を行うこと、ま
た、施行期日は公布の日とすることであるとの説明が
ありました。
　次に、乙第27号議案「沖縄空手会館の設置及び管
理に関する条例」は、沖縄空手会館の設置及び管理等
に関し必要な事項を定める必要があることから条例を
制定するものである。
　主な内容は、沖縄空手会館の設置及び管理、並びに
施設利用料等の徴収根拠等について定めるものであ
り、施行期日は、公布の日から起算して１年を超えな
い範囲内において規則で定める日とする。ただし、指
定管理者の指定及びこれに関して必要な手続その他の
行為については、公布の日から施行するとの説明があ
りました。
　本案に関し、沖縄空手会館の管理は指定管理者に行
わせることになるのか、また、指定管理者の選定はど
のような手順で行われるのかとの質疑がありました。
　これに対し、沖縄空手会館は、道場棟と資料展示棟
で構成されている。道場棟は、空手のセミナー、稽古
及び大会を開催することができる機能がある。資料展
示棟は、空手の資料を集めて、一般の方々にも見ても
らい、沖縄空手の歴史や文化的な意義を理解してもら
う目的がある。施設が完成した暁には、指定管理によ
る管理を予定しており、両方の機能を十分に果たせる
ような指定管理者を選定することになる。
　指定管理者の選定については、今議会で設置条例を
審議いただいた後、60日間の募集期間を設けて公募
を行い、学識経験者や類似の施設の運営に知見を有す
る方々で構成する委員会で候補者を選定し、９月定例
会で審議していただく予定であるとの答弁がありまし
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た。
　次に、小・中・高校生については料金を無料にして
はどうか、また、料金はどのような経緯で設定したの
かとの質疑がありました。
　これに対し、資料館の観覧料については、県立博物
館・美術館と同様に、小中学生及び高齢者は無料と
し、道場施設の利用料については、児童・生徒、一
般・学生及び高齢者と区分を設け、児童・生徒につい
ては一般・学生よりも割安な料金を設定することとし
ている。また、料金の設定に当たっては、県立武道館
などの類似施設の状況も参考にして設定したとの答弁
がありました。
　そのほか、施設の弾力的な運営管理、指定管理者に
よる自由な企画提案、指定管理に係る県の支出見込み
額、施設の改良工事等の費用負担などについて質疑が
ありました。
　次に、乙第28号議案「沖縄県立奥武山総合運動場
の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」
は、高齢者が運動施設を利用しやすい環境を整備し、
健康増進に資することを目的に、奥武山総合運動場有
料施設の高齢者利用料金を設定する等の必要があるこ
とから条例を改正するものである。
　改正の主な内容は、運動施設等の利用料金の基準額
に、高齢者の利用料金の区分を定めるとともに、奥武
山補助競技場、奥武山水泳プール及び糸満球技場の専
用利用の利用料金に児童・生徒、一般・学生及び高齢
者の区分を定める。施行期日は、平成28年４月１日
とするとの説明がありました。
　本案に関し、沖縄県立奥武山総合運動場の陸上競技
場は、どのような形態の競技場を目指しているのか、
多目的性を持たせていくのか、それとも公認トラック
を目指すのかとの質疑がありました。
　これに対し、県としては、沖縄県総合運動公園の陸
上競技場が、第一種の公認陸上競技場となっているこ
とから、奥武山総合運動場の陸上競技場の公認をとる
ことは、特に考えていない。同競技場の移管について
那覇市と協議をする中で、現在の形態がある程度担保
されるような方向で協議していくことを考えていると
の答弁がありました。
　そのほか、競技場のイベント等での活用などについ
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25号議案から乙第28号議案
までについては、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。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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25号議案から乙第28号議案までの４
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案４件は、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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第25号議案から乙第28号議案までの４
件は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第３　乙第10号議案か
ら乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議
案まで、乙第24号議案及び乙第35号議案から乙第37
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。
　文教厚生委員長呉屋　宏君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　呉屋　宏君登壇〕
○文教厚生委員長（呉屋　宏君）　議案16件、約30
分程度かかると思いますので、よろしくお願いをいた
します。
　ただいま議題となりました乙第10号議案から乙第
14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案ま
で、乙第24号議案及び乙第35号議案から乙第37号議
案までの条例議案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、子ども生活福祉部長、保健
医療部長、病院事業局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10号議案「地域における医療及び介護
の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に
関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条
例」は、介護保険法の一部改正に伴い、法を引用する
規定を整理する必要があるため関係条例を改正するも
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のである。
　主な改正の内容は、沖縄県特別養護老人ホームの設
備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例、沖縄県軽費老人ホームの設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例、並びに沖
縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す
る基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を
改正する条例における引用条項の整理をするととも
に、施行期日を平成28年４月１日とするものである
との説明がありました。
　次に、乙第11号議案「沖縄県介護支援専門員資格
登録申請等手数料条例の一部を改正する条例」は、介
護支援専門員等の研修に係る基準等の一部改正に伴
い、新規研修の手数料の徴収根拠を定めるとともに、
既存研修の手数料の額を改める必要があるため条例を
改正するものである。
　主な改正の内容は、主任介護支援専門員更新研修実
施手数料の徴収根拠を定め、介護支援専門員実務研修
実施手数料等の額を改めるとともに、施行期日を平成
28年４月１日とするものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、手数料が値上げされる理由は何かとの
質疑がありました。
　これに対し、介護支援専門員の資質向上のあり方に
関する検討会からの提言を受けて、介護支援専門員の
資質向上を図るため、研修課程の量と質の見直しがあ
り、研修時間と演習科目が増加したことと、主任介護
支援専門員更新研修が新たに創設されることにより、
経費が増加したとの答弁がありました。
　次に、賃金が上がらない中で、これだけの値上げと
いうのはいかがなものかとの質疑がありました。
　これに対し、新たに負担が生じることについては、
県としても気になるところであり、介護支援専門員協
会ともいろいろ調整をしてきた。新たに生じる負担額
については、沖縄県の研修の特徴などを同協会に説明
し、理解を得てきたところである。
　なお、今回の改正に伴い、全ての都道府県が増額改
正の準備を進めており、沖縄県も受講料設定に当たっ
ては九州各県の調査を行い、本県の所得事情等を勘案
し、九州の中でも低い水準になるように設定している
ところである。研修事業は資格の取得及び更新に係る
ものであり、受益者負担の観点から受講料の増額を行
うことはやむを得ないものではないかと考えていると
の答弁がありました。
　次に、実務研修は２分の１、そのほかの研修は３分
の１を県が負担するとのことだが、九州各県での公費

の負担割合はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、佐賀県において実務研修のみ２分の１
を公費負担しているが、そのほかの研修では公費負担
はない。また、そのほかの九州各県については、公費
の負担は全くないとの答弁がありました。
　次に、介護支援専門員は足りているのかとの質疑が
ありました。
　これに対し、介護支援専門員については、現在、
5794名が登録されており、５年間の有効期間中の者
が3449名となっている。そのうち介護支援専門員と
して実務についている者は1932名である。現在、要
介護認定者数は４万932名なので、平均すると１人
当たり22.1件の要介護者を受け持っている計算とな
り、国が定める標準件数35件を十分に満たしている
との答弁がありました。
　そのほか、研修の見直しにより期待される効果、県
内の介護支援専門員数、介護支援専門員の更新期間、
介護支援専門員の資質の差、家族向けの介護技術研修
の有無、介護支援専門員の平均月給などについて質疑
がありました。
　次に、乙第12号議案、乙第13号議案及び乙第14号
議案は、関連するので一括して審査を行いました。
　乙第12号議案「沖縄県指定居宅サービス等の事業
の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の
一部を改正する条例」は、介護保険法の一部改正に伴
い、利用定員19名未満の小規模な通所介護が県から
市町村に移管されるとともに、新たに地域密着型通所
介護として定義されることから、関連する規定を改め
る必要があるため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１つ目に、小規模な通所介護事
業所の指定及び監督等に係る権限が、県から市町村に
移管されることに伴い、市町村へ移行するサービスの
規定を削除する。２つ目に、県指定の居宅サービスを
行う事業者が、外部サービスの委託先として地域密着
型通所介護が利用できるよう規定を定める。３つ目
に、施行期日を平成28年４月１日とするものである
との説明がありました。
　次に、乙第13号議案「沖縄県指定介護予防サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条
例」は、介護保険法の一部改正等に伴い、地域密着型
通所介護に関連する規定を改める必要があるため条例
を改正するものである。
　主な改正の内容は、県指定の介護予防サービスを行
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う事業者が、外部サービスの委託先として地域密着型
通所介護が利用できるよう規定を定めるとともに、施
行期日を平成28年４月１日とするものであるとの説
明がありました。
　次に、乙第14号議案「沖縄県指定介護予防サービ
ス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防
サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
附則第６項の規定によりなおその効力を有するものと
された同条例第２条の規定による改正前の沖縄県指定
介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び
に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部
を改正する条例」は、介護保険法の一部改正等に伴
い、地域密着型通所介護に関連する規定を改める必要
があるため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、県指定の介護予防通所介護と、
市町村指定の地域密着型通所介護を一体的に運営する
ことができる規定を定めるとともに、施行期日を平成
28年４月１日とするものであるとの説明がありまし
た。
　本案３件に関し、今回の国の改正の大きな特徴は何
かとの質疑がありました。
　これに対し、今回、医療介護総合確保法という法律
ができ、介護保険法の改正が行われている。主な内容
としては、認知症施策の推進や予防給付の地域支援事
業への移行などによる地域包括ケアシステムの構築が
一つの大きな柱としてある。そのほか、低所得者の保
険料軽減の拡充や一定以上の所得のある利用者の自己
負担の引き上げ等、費用負担の公平化が大きな柱と
なっているとの答弁がありました。
　次に、市町村に移管される地域密着型通所介護とは
どのようなものかとの質疑がありました。
　これに対し、18名以下の通所介護が地域密着型通
所介護として市町村に移管されることになっており、
県内の介護事業所の37％程度である。地域密着型通
所介護は、できるだけ自宅から近いところに介護事業
所が多いほうが利用しやすいということで、地域包括
ケアシステム構築に向けた一つの取り組みである。介
護報酬も大型の介護事業所より高目に設定されてお
り、地域密着型通所介護に誘導したいという国の意向
があるとの答弁がありました。
　そのほか、要支援１、要支援２及び要介護１から５
までの県内の認定者数、介護保険料の県平均月額、市
町村ごとの地域密着型介護への移行時期、移行後の
サービス内容の変化、認知症高齢者グループホームの

施設数と定員、要介護３から５までの待機者数、移行
後の指導監督権限などについて質疑がありました。
　次に、乙第16号議案「沖縄県青少年保護育成条例
の一部を改正する条例」は、立入調査を行う場所を条
例に定義するとともに、立入調査等事務に係る権限を
３市に移譲する必要があるため、条例を改正するもの
である。
　主な改正の内容は、立入調査を行う店舗・施設等を
定義し、立入調査等の事務に係る権限を、那覇市、浦
添市及び宮古島市に移譲するとともに、施行期日を平
成28年４月１日とするものであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、３市に立入調査等の事務に係る権限を
移譲するに当たって立入調査を行う場所を明確にした
ということなのか。それを市の条例を盛り込む必要は
あるのかとの質疑がありました。
　これに対し、これまで立入調査を行う場所について
は、条例ではなく、訓令で定めていたが、訓令ではな
く、条例で明示することが適当だろうということで、
今回、条例に盛り込むことにした。これまで訓令で定
めていた内容と同じ内容を条例に明記している。市の
条例において盛り込む必要はないとの答弁がありまし
た。
　そのほか、第20条で立入調査等としている理由、
罰則適用の実績、第20条第１項(1)及び(2)に該当する
場所数、立入調査の年間実施回数、立入調査員の職
種、市町村への今後の移譲計画などについて質疑があ
りました。
　次に、乙第17号議案「沖縄県婦人保護施設の設備
及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例」は、省令の一部改正に伴い、婦人保護施設の施
設長の資格要件を改める必要があるため条例を改正す
るものである。
　主な改正の内容は、婦人保護施設の施設長の資格要
件のうち、30歳以上の者であることとする年齢要件
を廃止するとともに、施行期日を公布の日からとする
ものであるとの説明がありました。
　本案に関し、年齢要件を廃止する理由は何かとの質
疑がありました。
　これに対し、国の省令において、施設長の資格要件
の中で、30歳以上の者であることという年齢要件が
撤廃された。沖縄県においても、できるだけ幅広い人
材の中から適任者を選ぶという考え方にしたほうがよ
いだろうということで、年齢要件を撤廃することにし
た。条例においては、施設長の資格要件について、施
設を運営する能力と熱意を有する者、社会福祉主事の
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資格を有する者または更生保護事業に３年以上従事し
た者、罰金以上の刑に処せられたことのない者、心身
ともに健全である者という形で資格要件を定めている
ので、年齢要件については、削除しても差し支えがな
いだろうということで、今回改正を行うこととしたと
の答弁がありました。
　そのほか、うるま婦人寮以外の婦人保護施設の有
無、うるま婦人寮の入所状況、うるま婦人寮の老朽化
への対応状況などについて質疑がありました。
　次に、乙第18号議案「沖縄県指定通所支援の事業
等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
の一部を改正する条例」は、介護保険法の一部改正等
に伴い、児童発達支援等に関する規定を改める必要が
あるため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、障害児のデイケア等を提供でき
る事業所に、地域密着型通所介護事業所を追加すると
ともに、施行期日を平成28年４月１日とするもので
あるとの説明がありました。
　本案に関し、障害児の基準該当事業所及び基準該当
事業所となる可能性がある施設は何カ所あるかとの質
疑がありました。
　これに対し、障害児の基準該当事業所はないが、基
準該当事業所となる可能性のある18人以下の通所介
護事業所は、東村と粟国村に１カ所ずつ、伊是名村と
竹富町に２カ所ずつある。介護事業所を活用して障害
児に対するサービスを提供しようという地域のニーズ
がある場合には、この条例に基づいてサービスを提供
することができるとの答弁がありました。
　次に、市町村はどのようにかかわるのかとの質疑が
ありました。
　これに対し、基準該当事業所については、市町村が
ニーズを見て、その事業所が障害福祉サービスを提供
できる体制がとられていることを確認して、認定する
ことになっている。その上で、市町村が介護報酬を
支給するときに基準該当事業所のサービスの内容を
チェックすることになっているとの答弁がありまし
た。
　そのほか、以前行われた条例改正との違い、県の支
援体制、基準該当事業所の質の確保策、対象児童の数
などについて質疑がありました。
　次に、乙第19号議案「沖縄県指定障害福祉サービ
スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定
める条例の一部を改正する条例」は、障害者総合支援
法に基づく基準省令の一部改正に伴い、自立訓練等に
関する規定を改める必要があるため条例を改正するも
のである。

　主な改正の内容は、障害者に対し、自立訓練等を提
供できる事業所に、指定小規模多機能型居宅介護事業
所等を追加するとともに、施行期日を平成28年４月
１日とするものであるとの説明がありました。
　次に、乙第20号議案「沖縄県消費生活条例の一部
を改正する条例」は、消費者安全法の一部改正に伴
い、消費生活センターの組織及び運営等に関する事項
等に係る規定を整備する必要があるため条例を改正す
るものである。
　主な改正の内容は、消費生活センターの組織・運営
に関する規定を定め、消費生活相談等の情報の適切な
管理に関する事項を定めるとともに、施行期日を平成
28年４月１日とするものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、年間の相談件数と、どのような被害が
あるのかとの質疑がありました。
　これに対し、消費生活相談の平成26年度の概要
は、相談件数が5702件で、前年度比較で277件の減
となっている。相談件数が全体として減少する中、ア
ダルト情報サイト、出会い系サイト等に関する相談が
前年度より増加し、958件で４年連続１位となってい
る。２位は賃貸アパート・マンションに関する相談で
330件あり、トラブルの主なものは、退去時の敷金返
還や原状回復義務に関するものとなっている。３位は
フリーローンに関する相談で319件となっている。
　そのほか、法律改正の背景、消費問題に関する相談
員の資格の種類、常勤及び非常勤の数、周知啓発の取
り組み、被害が多い業界団体に対する働きかけ、相談
員１人当たりの時給単価、委託費用、委託期間、被害
総額などについて質疑がありました。
　次に、乙第21号議案「沖縄県看護師等修学資金貸
与条例の一部を改正する条例」は、県内の社会福祉施
設等における看護師の確保及び助産所における助産師
の確保を促進するため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１つ目に、養成施設修学生の返
還免除対象施設に助産所、老人福祉施設を加える。２
つ目に、修士課程修学生の返還免除対象施設に助産
所、母子健康センター、特定町村、老人福祉施設を加
える。３つ目に、返還免除対象施設である訪問看護事
業所及び介護予防訪問看護事業所に係る実務経験の要
件を撤廃する。４つ目に、施行期日を平成28年４月
１日からとし、必要な経過措置を設けるとの説明があ
りました。
　本案に関し、貸し付けの対象となる職種と貸し付け
を見込んでいる人数は何名かとの質疑がありました。
　これに対し、貸し付けを受けることができる対象者
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は、看護職員を養成する学校、大学、大学院の修士課
程において、看護に関する専門知識を習得しようとす
る者、看護師、助産師、保健師等を目指す者が対象と
なる。貸し付けを見込んでいる人数は、平成28年度
で283名を予定しているとの答弁がありました。
　次に、返還を免除されない者は、全体の何割か、ま
た、その実績はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、返還を免除されない者は、全体の１割
程度である。その実績は、平成27年度が20名、平成
26年度が13名、平成25年度が14名、平成24年度が
24名、平成23年度が14名となっているとの答弁があ
りました。
　そのほか、新たに追加された施設の概要、保健師の
欠員のある離島の数、潜在看護師の数、復職する看護
師の数、復職できない理由、１人当たりの貸付額、浦
添看護学校の民間譲渡後の看護師育成数などについて
質疑がありました。
　次に、乙第22号議案「沖縄県がん対策推進条例の
一部を改正する条例」は、がん登録等の推進に関する
法律の施行に伴い、附属機関を設置する必要があるた
め条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１つ目に、沖縄県がん対策推進
協議会の担任する事務を追加する。２つ目に、協議会
の委員を追加する。３つ目に、協議会への部会の設置
及び議決方法について定める。４つ目に、施行期日を
公布の日からとするとの説明がありました。
　本案に関し、がん登録を推進する目的で条例を改正
するのかとの質疑がありました。
　これに対し、がん登録等の推進に関する法律の施行
により、平成28年１月からがん登録が全国で統一的
に行われることとなり、がん登録された情報に個人情
報が含まれているため、登録された情報を使っての研
究あるいは分析の際に、その研究が適正な研究なの
か、あるいは個人情報の取り扱いが適正かということ
について、審査をしなければならないということが法
律に盛り込まれた。今回の条例改正は、沖縄県がん対
策推進協議会の中に部会を設けて、情報の取り扱いに
ついて審議するということを新たにつけ加えるもので
あるとの答弁がありました。
　次に、がん検診の受診率は全国と比較してどうなっ
ているのかとの質疑がありました。
　これに対し、平成25年度のがん検診の受診率は、
胃がんは沖縄県では6.5％、全国は8.7％、大腸がん
は沖縄県では13％、全国は19.1％、肺がんは沖縄
県では16.2％、全国は17.3％、乳がんは沖縄県で

は18.6％、全国は17％、子宮頸がんは沖縄県では
24.4％、全国は23.2％であり、乳がん、子宮頸がん
に関しては沖縄県のほうが若干全国を上回っていると
の答弁がありました。
　そのほか、がんの死因に占める割合、放射線治療に
対する基本的な考え方、沖縄県のがんの特徴、がん検
診受診率向上の取り組み、ペット検査に対する公費助
成の有無、がん登録に伴う予算に対する国庫負担の有
無、がん登録をマイナンバーと突合させる可能性など
について質疑がありました。
　次に、乙第24号議案「沖縄県後期高齢者医療財政
安定化基金条例の一部を改正する条例」は、平成28
年度及び29年度における財政安定化基金拠出金の額
を算定するための拠出率を改める必要があるため条例
を改正するものである。
　主な改正の内容は、拠出率を10万分の44から０に
改める。施行期日は平成28年４月１日とするとの説
明がありました。
　本案に関し、後期高齢者医療財政安定化基金の貸し
付け及び交付の実績はどうなっているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、後期高齢者医療財政安定化基金につい
ては、医療保険の保険者である広域連合の財政安定化
のために設置されたものである。保険料の収納不足や
給付費の増大等により財政不足が生じたときに、広域
連合に対して貸し付けまたは交付を行うことが使途で
ある。平成20年度の制度発足以来、沖縄県において
は貸し付け及び交付の実績はないとの答弁がありまし
た。
　次に、滞納者の推移はどうなっているか、また、短
期被保険者証は何名に発行されているかとの質疑があ
りました。
　これに対し、滞納者の推移は、平成23年度が4276
名で、被保険者に占める割合が3.58％である。平成
24年度が4021名で3.25％、平成25年度が3667名で
2.87％、平成26年度が4237名で3.22％、平成27年
度が4032名で2.99％となっている。短期被保険者証
は平成27年11月末現在で374名に発行されていると
の答弁がありました。
　そのほか、拠出率の推移、貸し付け及び交付がな
かった理由、保険料減免に対する交付の可否、国保会
計の赤字解消予定年度などについて質疑がありまし
た。
　次に、乙第35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、北部医療圏に
おける医療機能の強化を目的として、県立北部病院に
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歯科口腔外科を新設する必要があるため条例を改正す
るものである。
　主な改正の内容は、県立北部病院の診療科目に歯科
口腔外科を追加する。施行期日は平成28年４月１日
とするとの説明がありました。
　本案に関し、県立北部病院に歯科口腔外科が新設さ
れるとどういうことができるようになるのかとの質疑
がありました。
　これに対し、北部医療圏には民間開業医が１カ所あ
るが、全身麻酔を用いた重症の心身障害者の治療など
は、民間開業医ではできない。現在、歯科口腔外科で
手術等の入院治療を必要とする患者については、県立
中部病院や県立南部医療センター・こども医療セン
ター等で受診している実態がある。県立北部病院で
は、毎年東京から歯科医師と歯科麻酔士が来て、３週
間ほど常駐してそういう治療に対応しているが、歯科
口腔外科が新設され、歯科医師が常駐するようになる
と、重症の心身障害者に対する全身麻酔の歯科治療
や、他の診療科と一緒に実施しなければならない手術
も対応できるようになるとの答弁がありました。
　次に、歯科口腔外科を新設することによって医師、
看護師はどの程度ふえるのか、定数との関係はどうな
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、職員の体制としては、歯科医師１名、
歯科衛生士２名の合計３名を予定しており、看護師は
特に補充する予定はない。実績を積むということで、
嘱託員として採用し、状況を見ながら定数化するかど
うかを考えたいとの答弁がありました。
　そのほか、八重山病院への歯科口腔外科設置の予
定、医師定着のための施策、民間病院への医師流出の
懸念などについて質疑がありました。
　次に、乙第36号議案「沖縄県学校職員定数条例の
一部を改正する条例」は、児童生徒数及び学級数の増
減等に伴い、学校職員の定数を改める必要があるため
条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、学校職員定数を、県立高等学校
で4114人、県立特別支援学校で1807人、県立中学校
で27人、市町村立小学校及び中学校で9578人、合計
で１万5526人とするものであるとの説明がありまし
た。
　本案に関し、市町村立小中学校において、定数が
168名と大きくふえているのはなぜかとの質疑があり
ました。
　これに対し、いわゆる少人数学級で、35人学級を
小学校４年生に拡充するということで、45学級ふえ
ることを見込んでいる。また、小学校の特別支援学級

で、１名から学級の新設を認めるという方針に変更し
たことから、特別支援学級が84学級ふえるというこ
とがあるとの答弁がありました。
　次に、県立高校の進学率の推移はどうなっているか
との質疑がありました。
　これに対し、中学校から高校への進学率は、平成
22年度が95.8％、平成23年度が95.5％、平成24年度
が96％、平成25年度が95.8％で推移している。直近
の平成26年度は96.4％で、過去最も高い数字となっ
ているとの答弁がありました。
　そのほか、県立高等学校の定数減の理由、県立中学
校設置の目的、標準法定数の本則定数、加配定数及び
県単定数、難関大学卒業者の県内就職先実態調査、過
疎地の高校に対する配慮、夜間中学校の必要性、用務
員等の採用形態、条例改正と実際の人事配置の整合性
などについて質疑がありました。
　次に、乙第37号議案「沖縄県教育委員会の権限に
属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正す
る条例」は、沖縄県教育委員会の権限に属する手当認
定事務について、権限移譲の協議の調った市町村が処
理することとするため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、市町村立学校教職員の扶養手
当、住居手当等の認定事務を移譲する市町村に、那覇
市、石垣市、浦添市、名護市、宮古島市、国頭村、東
村、今帰仁村、本部町、宜野座村、金武町、久米島町
を追加する。施行期日は平成28年８月１日とするも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、権限移譲済みの市町村の意見はどう
なっているか、実施をして、どのような意見が出てい
るのかとの質疑がありました。
　これに対し、既に中頭地区及び島尻地区で権限移譲
を行っており、現場からは非常にスムーズにいってい
ると聞いている。今回、国頭地区、那覇地区、宮古地
区及び八重山地区で権限移譲を予定しているが、それ
ぞれの地区で実施するに当たり、既に実施している地
区から職員を呼び、地区ごとに研修会などを行ってい
る。既に実施している地区で非常にうまくいっている
ことから、今回実施する地区においても学校事務の職
員が自信を持って取り組もうという姿勢があるとの答
弁がありました。
　そのほか、権限移譲後の変更点、業務上の改善要望
の有無、時間外手当支給の有無、学校事務職員の正規
の割合、権限移譲されていない市町村に対する取り組
み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11号議案は、可否同数とな
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り、委員長裁決により、原案のとおり可決すべきもの
と決定いたしました。
　次に、乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号
議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案まで、乙
第24号議案及び乙第35号議案から乙第37号議案まで
の15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て、長い報告と
いたします。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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。
　乙第11号議案に対しては、座喜味一幸君外18人か
ら、修正動議が提出されております。
　この際、提出者の説明を求めます。
　座喜味一幸君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔乙第11号議案に対する修正案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔座喜味一幸君登壇〕
○座喜味　一幸君　ただいま議題となりました乙第
11号議案「沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手
数料条例の一部を改正する条例」を修正する案につい
て、19名を代表いたしまして修正の内容、提案の理
由を御説明申し上げます。
　本則中「７の項中「２万円」を「３万円」に改
め、同表11の項中「２万円」を「３万円」に改め、
同表」、「、「２万2000円」を「４万2000円」に
改め、同表14の項中「１万2000円」を「２万2000
円」に」及び「、「２万4000円」を「３万6000円」
に改め」を削る。また表中「２万4000円」を「１万
8000円」に改める。
　附則第１項ただし書きを削るとなります。
　提案理由について、簡単に申し上げます。
　乙第11号議案については、介護支援専門員等の研
修に係る基準等の一部改正に伴い、介護支援専門員実
務研修実施手数料が増額されることとなっておりま
す。介護支援専門員の資質向上を目的とする研修の質
と量の見直しにより、研修に係る費用が増加すること
に伴い、受益者の負担もふえるということでありま
す。
　しかし、所得が低い沖縄県で研修に係る費用の３分

の２を受講者に負担させることは、受講者の負担が重
く、中でも増額幅の大きい主任介護支援専門員研修
においては、受講料が２万4000円から３万6000円に
引き上げられ、実に1.5倍の増額となっております。
我々は、既存の研修については、公費負担の割合を引
き上げ、受講者の負担である受講料を据え置くことと
し、新設の研修についても公費負担の３分の１から２
分の１に引き上げ、受講者の負担を軽減すべきものと
考えます。今まさに、高齢化社会に向かいまして、介
護現場の賃金、待遇、労働時間等の職場環境は厳しい
ものがあります。
　これからの人材の確保、そしてスキルの向上は大変
重要であります。このようなことに鑑みましても、今
まさにこの手数料等の負担を増額することは、大変遺
憾であります。
　ぜひともこの現状のまま据え置きまして、介護保険
環境をしっかりと確保し、また人材の確保、そしてス
キルの向上を図る必要があるというふうに考えます。
　以上の理由をもちまして、私どもは、このような修
正案を提出いたすわけであります。
　慎重に御審議の上、御賛同いただきますようよろし
くお願い申し上げます。
　以上であります。
○議長（喜納昌春君）　これより修正案に対する質疑
に入るのでありますが、ただいまのところ通告はあり
ません。
  質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　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。
　乙第11号議案に対する討論の通告がありますの
で、順次発言を許します。
　西銘純恵さん。
　　　〔西銘純恵さん登壇〕
○西銘　純恵さん　こんにちは。
　日本共産党県議団を代表して、乙第11号議案「沖
縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部
を改正する条例」の修正案に反対し、原案に賛成の討
論を行います。
　本議案は、厚生労働大臣が定める介護支援専門員の
研修の基準等の一部が改正されることに伴う条例改正
案です。
　本条例改正は、国の介護保険制度の改悪が大もと
にあります。2014年６月、安倍政権与党によって医
療・介護を大改悪する医療介護総合法を成立させ、そ
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の後、骨太の方針2015が閣議決定されました。それ
によると、法人税の減税に合わせて社会保障の自然増
の抑制がうたわれています。安倍政権は、2013年か
ら３年間、社会保障関係費を自然増の見込みから１兆
1500億円、毎年平均4000億円を抑制してきました。
この抑制策を2018年度まで続けるために、効率化と
予防など制度改革に取り組むと社会保障の抑制路線を
継続する内容となっています。社会保障のためと喧伝
して、消費税増税を実行し、社会保障費を抑え込んだ
安倍政権が、2017年４月に８％から10％への消費税
増税と社会保障を抑制する大改悪が本議案の根本にあ
ります。
　改悪法による国の介護保険制度の重点化・効率化の
中身は１点目に、介護利用者の利用料を１割負担から
２割負担を導入し、月額負担の上限額を３万7200円
から４万4400円に引き上げる。施設利用において低
所得に軽減されている食費・居住費について夫婦で配
偶者が住民税課税をされていたら軽減から除外する。
非課税となっている年金を収入とみなして軽減対象か
ら除外して利用料を負担増にするなど。
　２点目に、要支援１、２の要支援者が訪問・通所介
護の保険給付から外されました。市町村の地域支援事
業に置きかえて、介護を受ける権利を奪ったり、ボラ
ンティアのサービスに任せられるおそれがあります。
現在の要支援者の給付費の伸び率5.6％が3.7％に抑え
込まれ、サービス単価や人件費の引き下げ、利用者の
負担増で介護サービスを量、質ともに低下させるもの
です。さらに介護１、２も介護給付から外す議論も起
こっています。
　３点目に、特別養護老人ホームへの入所を要介護３
以上に限定したことです。要介護１、２を入所対象か
ら外しています。ところがそれにかわる施設をつくる
計画はありません。介護難民化、老人漂流社会は一層
深刻にならざるを得ない、大改悪です。2015年４月
の介護報酬の大幅マイナス改定は、介護事業所の７割
以上で収入減となり、特に通所介護の定員10人以下
の小規模事業所では９割近くが収入減となり、介護事
業所の整理縮小・撤退が起こりました。2016年の介
護報酬の……（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○西銘　純恵さん　2.27マイナス改定が介護難民と
いう事態に一層拍車をかけるものとなっています。
　厚労省が介護報酬の引き下げを行い、事業所の経営
を圧迫する中で、居宅介護支援事業所は主任介護支援
専門員を配置すると介護報酬の加算を受ける仕組みが
つくられました。主任資格の更新のための研修も新設

されました。介護報酬の引き下げが本研修制度改定の
要因になっていることも見逃せません。
　こうした安倍政権の介護保険改悪に対して、沖縄県
は、受講者に負担をかけないために、さまざまな努力
をしていることが質疑の中で明らかになりました。
　１点目、沖縄を除く九州各県の平均額に比較して、
実務研修費４万7600円に対して沖縄３万円、専門Ⅰ
研修費３万5000円に対して沖縄が２万2000円、専
門Ⅱ研修費２万2500円に対して沖縄が２万円、再研
修費３万1500円に対して沖縄が３万円、未経験者対
象の更新研修費３万1500円に対して３万円、主任研
修費３万6875円に対して沖縄が３万6000円、主任更
新研修費２万8333円に対して沖縄が２万4000円とな
り、九州各県と比べて全て低く設定されています。
（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○西銘　純恵さん　２点目に、研修の質の問題です。
　今回の改定で、実践を想定したグループ形式の研修
になるが、助言指導を行う主任指導者の配置を九州
各県では、25人から30人の受講者に１人としている
が、沖縄県は８人から10人の受講者に１人の指導者
を配置する手厚い研修体制となっています。
　３点目に、受講者の負担額についてです。
　九州各県では、ほぼ全額受講者負担となっている
が、沖縄県は実務研修に２分の１を公費負担、ほか全
ての研修を３分の１を公費負担するものとなっていま
す。本事業のカリキュラムが全国一律で……（発言す
る者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○西銘　純恵さん　改定される中で、国が本事業に対
する公費負担を明確にしていないことは問題です。安
倍政権の社会保障改悪路線を……（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○西銘　純恵さん　改めることを求めて、本議案に賛
成、修正案に反対の討論といたします。（発言する者
あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に願います。
　嶺井　光君。
　　　〔嶺井　光君登壇〕
○嶺井　　光君　ただいま議題となっております乙第
11号議案「沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手
数料条例の一部を改正する条例」について、原案に反
対し、修正案に賛成の立場から討論を行います。
　この条例は、介護支援専門員等の資格更新に要する
受講料を値上げするための条例であります。
　介護支援専門員は、高齢化が進む中で要介護者等が
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心身の状況等に応じて、適切な介護サービスを利用で
きるようにサービス計画を作成し、市町村や介護事業
者等との連絡調整などを行う専門職であります。現
在、県には、5794名が介護支援専門員として登録を
しております。つまり、この皆さんは、資格取得後も
５年ごとに更新する必要があり、その更新に係る研修
の受講料負担が重くなる内容となっております。
　今回の増額改定の内容は、主任介護支援専門員研修
で現行２万4000円が３万6000円になる。実に上げ幅
が50％、１万2000円の値上げであります。そのほか
の各種研修もそれぞれ50％、１万円の増額となって
おります。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○嶺井　　光君　さらに、再研修・更新研修にあって
は、実務経験者研修において、これは県ではまだ実施
はしておりませんが、２万2000円が４万2000円に、
実に２万円の増額です。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○嶺井　　光君　2016年春闘は４％程度の攻防の中
で、前年度を下回る水準の妥結がほとんどでありまし
た。大企業でさえも1500円程度のベースアップ、こ
のような状況であり、零細企業にあっては賃上げもま
まならない厳しい状況であります。このような中、今
回の増額改定は、一部公費負担があるにしても、実質
50％以上の負担増は無謀であります。（発言する者
あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○嶺井　　光君　働く若者を苦しめることになりま
す。また県は、少子化の要因として若者の収入の低さ
が背景にあるとしております。安心して結婚し、出
産、子育てができる社会の実現に向けて、若者を支援
するとしております。そうであれば、介護職や保育士
等の処遇改善が求められる中、働く若者に負担を強い
る今回の値上げ改定は、やめるべきであります。（発
言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○嶺井　　光君　貧困問題がクローズアップする中
で、知事など特別職の給与引き上げを提案したが、途
中で県民の理解が得られないとして議案を取り下げる
事態がありました。このような時期に、介護支援専門
員の資格更新受講料を大幅に値上げすることについて
も県民の理解は得られません。翁長知事は、県民を守
る立場、若者を支援する立場からもこの値上げ条例は
取り下げるべきです。
　介護支援専門員が常に高い専門性を維持し、資質の
向上を図ることは大切なことであります。だからこ

そ、介護保険制度の維持のためにも必要な研修は、人
材養成の立場からも行政が公的に行うべきでありま
す。受講料の設定は、各都道府県に委ねられておりま
す。（発言する者あり）
○議長（喜納昌春君）　静粛に。
○嶺井　　光君　県民所得が全国最下位の本県にあっ
ては、値上げをすべきではありません。翁長県政は、
介護に従事する若者が安心して働き、高齢者が適切な
介護サービスを受けられる環境をつくるべきです。
　以上申し上げて、乙第11号議案「沖縄県介護支援
専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条
例」の原案に反対し、修正案に賛成の立場からの討論
といたします。
　議員各位の御賛同を賜りますよう、よろしくお願い
いたします。
○議長（喜納昌春君）　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27分休憩
　　　午前11時28分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　これより乙第10号議案から乙第14号議案まで、乙
第16号議案から乙第22号議案まで、乙第24号議案及
び乙第35号議案から乙第37号議案までの採決に入り
ます。
　議題のうち、まず乙第10号議案、乙第12号議案か
ら乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議
案まで、乙第24号議案及び乙第35号議案から乙第37
号議案までの15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15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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14
号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案まで、
乙第24号議案及び乙第35号議案から乙第37号議案ま
では、原案のとおり可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　次に、乙第11号議案を採決
いたします。
○儀間　光秀君　議長。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前11時30分休憩
　　　午前11時30分再開
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○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　次に、乙第11号議案を採決いたします。
　まず、本案に対する座喜味一幸君外18人から提出
された修正案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（喜納昌春君）　起立少数であります。
　よって、修正案は否決されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　次に、原案について採決いた
します。
　お諮りいたします。
　原案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（喜納昌春君）　起立多数であります。
　よって、乙第11号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第４　乙第29号議案か
ら乙第34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良俊君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　新垣良俊君登壇〕
○土木環境委員長（新垣良俊君）　ただいま議題とな
りました乙第29号議案から乙第34号議案までの条例
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、土木建築部長及び企業局長
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29号議案「土砂災害警戒区域等におけ
る土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例の一
部を改正する条例」は、土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴
い、法を引用する規定を整理する必要があるため条例
を改正するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、県内の土砂災害警戒区域は何カ所ある
のか、また、指定に当たっては、地主等の同意が必要
なのかとの質疑がありました。
　これに対し、県内の土砂災害警戒区域は1191カ所
あり、平成28年３月までに1060カ所を指定してい

る。指定については、おおむね５年ごとに基礎調査を
実施し、その結果に基づいて指定をしているが、指定
後に土地の改変等があり、指定の基準に合わない箇所
については、指定を解除できることになっている。ま
た、指定に際して地主等の同意を要するという法律上
の規定はないが、沖縄県では住民説明会を実施し、地
主等の理解を得るように努めているところである。
　土砂災害警戒区域は、法律に基づき、大雨等で土砂
災害が起こる可能性がある箇所を指定しており、地主
等の反対があるからといって指定をしないということ
は、法の趣旨に反するものだと考えているとの答弁が
ありました。
　次に、乙第30号議案「沖縄県屋外広告物条例の一
部を改正する条例」は、屋外広告物法及び条例に基づ
く屋外広告物の許可等、知事の権限に属する事務の一
部について、権限移譲の協議が調った市町村が処理す
ることができるよう条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、屋外広告物許可及び違反広告物
是正に係る事務を移譲する市町村に、伊是名村を追加
するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、市町村への権限移譲が進まない理由は
何か、また、移譲に当たっては予算も措置されるのか
との質疑がありました。
　これに対し、当該事務の移譲については、機会を設
けて市町村に説明しているところであるが、事務量が
増加することに懸念があるということで、現在、13
市町村への移譲にとどまっている。移譲に伴ってふえ
た事務量に対しては、県から事務費が交付されること
になっているが、全ての人件費は賄えていないと思っ
ているので、住民が受けるメリットなどをどんどん紹
介して権限移譲を進めていきたいとの答弁がありまし
た。
　次に、乙第31号議案「沖縄県都市公園条例の一部
を改正する条例」は、高齢者が運動施設を利用しやす
い環境を整備し、健康増進に資すること等を目的に、
都市公園有料施設の高齢者利用料金を設定する等の必
要があるため条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、運動施設等の利用料
金の基準額に高齢者の利用料金の区分を定めること、
２点目に、沖縄県総合運動公園陸上競技場のビデオカ
メラ使用料の徴収根拠を定めることであるとの説明が
ありました。
　次に、乙第32号議案「沖縄県建築審査会条例の一
部を改正する条例」は、建築基準法の一部改正に伴
い、建築審査会委員の任期が条例に委任されたことか
ら、委員の任期についての規定を整備する必要がある
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ため条例を改正するものであるとの説明がありまし
た。
　次に、乙第33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、建築士免許証等
を携帯に適したカード型に仕様を変更することに伴
い、二級建築士及び木造建築士免許手数料の額を改め
る必要があるため条例を改正するものであるとの説明
がありました。
　次に、乙第34号議案「沖縄県公営企業の設置等に
関する条例の一部を改正する条例」は、沖縄本島周辺
離島８村の水道事業の経営基盤強化及び安定的な水源
確保を図るため、水道用水の供給地域を拡大する等の
必要があることから条例を改正するものである。
　主な改正の内容は、１点目に、給水対象地域に伊平
屋村、伊是名村、粟国村、渡名喜村、座間味村、渡嘉
敷村、北大東村、南大東村を加えること、２点目に、
一日最大給水量を58万9000立方メートルに改めるこ
と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29号議案から乙第34号議案
までの条例議案６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報告を終わりま
す。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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29号議案から乙第34号議案までの６
件を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　ただいまの議案６件は、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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第29号議案から乙第34号議案までの６
件は、原案のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第５　議員提出議案第３
号　沖縄県手話言語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。
　糸洲朝則君。
　手話通訳者大嶺文子さん、お願いします。

　　　――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第３号　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔糸洲朝則君登壇〕
○糸洲　朝則君　皆さん、こんにちは。
　私の名前は、糸洲朝則です。よろしくお願いしま
す。（拍手）
　ただいまは傍聴席の関係者に、手話で御挨拶を申し
上げました。
　それでは、議員提出議案第３号「沖縄県手話言語条
例」につきまして、提出者を代表して提案理由を御説
明申し上げます。
　提案理由は、手話が聾者と聾者以外の者が意思疎通
を行うために必要な言語であることに鑑み、手話の普
及に関する施策の基本となる事項を定め、聾者と聾者
以外の者が共生することのできる地域社会を構築する
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。
　文教厚生委員会では、平成27年９月に手話言語条
例の年度内の制定を目指すことを決定し、平成27年
10月１日に文教厚生委員会委員と委員外議員で構成
される手話言語条例検討委員会を発足させました。検
討委員会では、平成27年10月13日の文教厚生委員会
視察調査において、沖縄県聴覚障害者協会会長及び理
事から、聾者の現状と課題、議会に対する要望などの
聞き取りを行いました。
　次に、条例のたたき台について、沖縄県手話問題研
究会や沖縄県聴覚障害児を持つ親の会など関係団体や
県執行部と意見交換を行い、また、沖縄県立沖縄ろう
学校を視察し、平成27年12月に条例の素案を取りま
とめました。その後、平成28年１月８日から２月８
日までの１カ月間、条例素案に対するパブリックコメ
ントを実施し、県民から77件の意見が寄せられまし
た。県民から寄せられた意見については、平成28年
３月10日に開催しました検討委員会で意見に対する
考え方を整理した上で、手話言語条例案を決定し、議
員提出議案として提案することといたしました。
　次に、本条例の内容について、その概要を御説明申
し上げます。
　最初に、前文についてですが、手話の使用が事実上
困難とされていた歴史的背景や風疹による聴覚障害児
の出生などの沖縄県の特殊事情、条例制定の必要性を
明記しております。
　次に、第１条目的であります。
○議長（喜納昌春君）　糸洲議員、もう少しゆっくり
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でお願いします。
○糸洲　朝則君　失礼しました。
　この条例の目的は、手話が手指の動きや表情などを
用いる独自の語彙及び文法体系を有し、聾者と聾者以
外の者が意思疎通を行うために必要な言語であること
に鑑み、手話に対する理解の促進、手話を使用しやす
い環境づくり、これらの手話の普及に関し、基本理念
を定め、県の責務及び県民の役割を明らかにするとと
もに、手話の普及に関する施策の基本となる事項を定
めることにより、手話の普及に関する施策の総合的か
つ計画的な推進を図り、もって聾者と聾者以外の者が
共生することができる地域社会を実現することであり
ます。
　次に、第２条ですが、この条例の基本となる考え方
であります基本理念を定めております。
　さらに第３条では、手話の普及に関しての県の責務
を規定し、第４条、第５条及び第６条では、県民の役
割や聾者等による手話の普及、学校における取り組み
を規定しております。
　第７条では、県に手話の普及に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るため計画を策定し、これを実
施することを義務づけております。
　また、第８条では、計画の策定等に当たっては、知
事の諮問に応じ、調査・審議するため聾者や手話の関
係者から構成される協議会の設置について規定してお
ります。
　第９条では、県民の手話に対する関心と理解を深め
るため、手話推進の日を毎月第３水曜日と定めると規
定しております。
　第10条では、県に手話の普及に関する施策を推進
するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも
のとすると規定しております。
　最後に、附則についてですが、本条例は平成28年
４月１日からの施行となりますが、第８条の協議会の
設置については、協議会の組織及び運営に関する規
定などの関連規則の整備に準備期間を要することか
ら、平成28年６月１日から施行することとしており
ます。
　以上、提案理由を御説明させていただきました。
　大変ありがとうございました。（拍手）
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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51分休憩
　　　午前11時52分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第３号
については、会議規則第37条第３項の規定により委
員会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　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。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　これより議員提出議案第３号
「沖縄県手話言語条例」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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、議員提出議案第３号は、原案のとおり可決
されました。（拍手）
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第６　乙第44号議案、
乙第46号議案及び乙第49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。
　総務企画委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長（山内末子さん）　先ほど手話言語
条例が可決となりましたけれども、私はまだできませ
んので、次回までには学んできたいと思っておりま
す。皆さんと一緒に頑張っていきましょう。
　それでは、ただいま議題となりました乙第44号議
案及び乙第46号議案の議決議案２件、乙第49号議案
の同意議案について、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、総務部長及び警察本部警務
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44号議案「車両損傷事故に関する和解
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等について」は、交通違反取り締まり中に発生した車
両損傷事案について和解をし、損害賠償額を定めるた
め、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会の
議決を求めるものである。
　事案の概要は、警察官が、車両の積載制限に係る道
路交通法違反の事実確認のため違反車両の荷台上部に
登り、地面から積載物の最上部までの高さを計測しよ
うとした際、足を踏み外して荷台下部に積載されてい
た軽自動車の上に落下し、フロントガラス等を損傷さ
せたものである。
　和解の内容は、県は相手方に損害賠償金として、
26万7948円を支払うとの説明がありました。
　次に、乙第46号議案「包括外部監査契約の締結に
ついて」は、地方自治法第252条の36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、契約金額の上限を1051万9000円と定
め、契約の相手方を公認会計士の友利健太氏とするも
のであるとの説明がありました。
　本案に関し、包括外部監査はいつから導入され、今
回で何回目の契約なのか、また、契約金額の内訳はど
うなっているのかとの質疑がありました。
　これに対し、包括外部監査は平成11年度から導入
し、今年度で17回目となる。契約金額の内訳は、平
成16年公認会計士報酬基準による基本費用が420万
円、包括外部監査人及びその補助者３人の執務費用
が532万5000円、旅費や印刷製本費等の実費が21万
4000円、これらに消費税を加えた額であるとの答弁
がありました。
　そのほか、包括外部監査を受けた結果及び措置内容
の公表方法及び県民にわかりやすい公表方法の検討な
どについて質疑がありました。
　次に、乙第49号議案「沖縄県教育委員会教育長の
任命について」は、教育長が平成28年３月31日に辞
職することに伴い、その後任を任命するため、地方教
育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規
定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明が
ありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第44号議案及び乙第46号議案
の議決議案２件は、全会一致をもって可決すべきもの
と決定いたしました。
　また、乙第49号議案の同意議案については、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。

○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　休憩いたします。
　　　午前11時58分休憩
　　　午前11時58分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　これより乙第44号議案、乙第46号議案及び乙第49
号議案の採決に入ります。
　議題のうち、まず乙第44号議案及び乙第46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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第44号議案及び乙第46号議案は、委員
長の報告のとおり可決されました。
　　　――――――――――――――――――
○照屋　守之君　議長、休憩願います。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午前11時59分休憩
　　　午後０時１分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　次に、乙第49号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、これに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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第49号議案は、これに同意することに
決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第７　乙第45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。
　文教厚生委員長呉屋　宏君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　呉屋　宏君登壇〕
○文教厚生委員長（呉屋　宏君）　先ほどは、文教厚
生委員会及び手話言語条例検討委員会で皆さんに御協
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力いただいたことに心から感謝を申し上げます。担当
してきた委員長として御礼を申し上げたいと思いま
す。
　それでは、ただいま議題となりました乙第45号議
案の議決議案１件について、委員会における審査の経
過及び結果を御報告申し上げます。
　委員会におきましては、病院事業局長の出席を求め
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45号議案「損害賠償額の決定につい
て」は、医療事故に関する損害賠償額の決定につい
て、地方自治法第96条第１項及び沖縄県病院事業の
設置等に関する条例第８条の規定に基づき議会の議決
を求めるものであります。
　主な内容は、先天性疾患のある乳児に対する心臓カ
テーテルが心筋及び心膜を穿孔し、心肺停止となっ
た。蘇生後、入院治療が続けられたが、平成23年３
月４日に死亡した事故に対する損害賠償額300万円を
決定するものであるとの説明がありました。
　本案に関し、心肺停止となって、どのような状態で
入院治療が続けられたのか、医療費についてどちらが
負担したのかとの質疑がありました。
　これに対し、この事故が起こってから、患者はずっ
と意識がない状態で人工呼吸で経過を見られていた。
その時点から医療費については請求をしていないとの
答弁がありました。
　次に、通常の医療を請求するとすれば、どのくらい
の自己負担となるのかとの質疑がありました。
　これに対し、このケースの場合は、先天性の心疾患
ということで公費の育成医療が適用されるものであ
り、食事等があれば個人負担が出る程度のものではな
いかとの答弁がありました。
　次に、和解金の額が低いのはなぜかとの質疑があり
ました。
　これに対し、重症度としては、手術後の予後も乳児
まで全うするのが５割しかないというような非常に厳
しい症例であった。どこに落ち度があったのかという
ような状況ではなく、見舞金という形で和解に至った
との答弁がありました。
　そのほか、裁判までの話し合いの状況、治療のため
に県外から来る患者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45号議案は、全会一致を
もって可決すべきものと決定いたしました。

　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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45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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第45号議案は、委員長の報告のとおり
可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後０時６分休憩
　　　午後１時22分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　日程第８　乙第40号議案から乙第43号議案まで、
乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第51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良俊君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（議決事件）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　新垣良俊君登壇〕
○土木環境委員長（新垣良俊君）　ただいま議題とな
りました乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙第
47号議案、乙第48号議案及び乙第51号議案の議決議
案７件について、委員会における審査の経過及び結果
を御報告申し上げます。
  委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め
慎重に審査を行ってまいりました。
  以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　まず、乙第40号議案「工事請負契約について」
は、浦添西原線都市モノレール建設工事に係る工事請
負契約について、地方自治法第96条第１項の規定に
基づき議会の議決を求めるものである。
　主な内容は、県道浦添西原線のモノレールインフラ
部において、最終駅のてだこ浦西駅に隣接して設置



− 499 −

される分岐機の製作・設置工事で、契約金額は11億
8800万円、契約の相手方は株式会社日立製作所であ
るとの説明がありました。
　次に、乙第41号議案「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」は、平成26年第６回沖
縄県議会（定例会）で議決された工事請負契約に係る
議決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるも
のである。
　主な内容は、安謝川ボックスカルバート改修工事
の契約金額８億7749万7840円を3452万8680円増額
し、９億1202万6520円に変更するものであり、変更
の理由は、施工箇所において、当初想定していなかっ
た軟弱地盤が確認されたことに伴い、地盤改良等の対
策工事が必要となったこと等であるとの説明がありま
した。
　本案に関し、ボックスカルバート方式で施工する理
由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、河川が道路を横断する場合は、橋梁方
式が基本となるが、当該工事箇所は延長が長いこと、
また、橋梁となると、上を通る国道330号に１日当た
り８万台から９万台の交通量があって、これを制限す
ることが非常に困難であることと、橋梁はコストもか
かることから、施工性や経済性を考慮して、ボックス
カルバート方式での施工となっているとの答弁があり
ました。
　次に、乙第42号議案「工事請負契約についての議
決内容の一部変更について」は、沖縄空手会館新築工
事（武道棟建築）の契約金額16億2010万8000円を
8107万5600円増額し、17億118万3600円に変更す
るものであり、変更の理由は、建物の外壁パネルの追
加等により、省エネ性などの機能性向上を図るためで
あるとの説明がありました。
　本案に関し、設計変更がないように、当初から関係
者と十分協議して設計すべきであるが、8000万円余
りの変更が生じた理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、今回の設計変更は、土を掘っていく中
で、我々の想定よりも深いところに地盤があり、その
部分に地盤改良が必要になったこと、また、空手関係
者からの意見等を踏まえ、武道場の床材の仕上げを武
道競技に適した材料に変更したこと、そして、建物の
景観向上及び日差しを遮る効果のある外壁パネルを追
加することで、良好な室内環境の向上を図ることとし
たものであるとの説明がありました。
　次に、乙第43号議案「訴えの提起について」は、
県営住宅に入居する長期家賃滞納者に対し、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。
　主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこ
と、未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費
用は被告らの負担とすることであるとの説明がありま
した。
　本案に関し、長期家賃滞納者に対して、県はどのよ
うに対応しているのか、また、強制執行後の住居につ
いて把握しているのかとの質疑がありました。
　これに対し、法的措置対象者となった入居者につい
ては納付指導を行うとともに、その世帯の生活困窮状
況等も把握することにしている。特に生活保護等の支
援や社会福祉制度の支援が必要な入居者については、
専門相談員を通じてさらに事情を伺って、しかるべき
窓口に紹介するなどの支援を行っている。
　強制執行後の住居については、移転先を確認した上
で強制執行をしているが、その後の状況については、
十分把握していないとの答弁がありました。
　次に、今回の提起対象に生活保護世帯が含まれてい
るとのことだが、生活保護世帯でありながら、提起対
象となる理由は何かとの質疑がありました。
　これに対し、生活保護世帯であれば、通常は住宅扶
助を受けているが、住宅扶助を受けているにもかかわ
らず、家賃の支払いがなかったことから、今回の提起
対象者になったものであるとの答弁がありました。
　次に、乙第47号議案「指定管理者の指定につい
て」は、与那原マリーナの指定管理者の指定につい
て、地方自治法第244条の２第６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、指定管理者となる団体は、サンライズ
リゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体で、指定
の期間は平成28年４月１日から平成31年３月31日ま
での３年間であるとの説明がありました。
　本案に関し、指定管理者制度については、以前から
指定管理期間を５年にすべきだと提案してきたが、今
回も指定管理期間が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、県が定める公の施設の指定管理者制度
に関する運用方針においては、指定管理期間を原則５
年以内としており、施設の設置目的や業務内容、利用
者の状況、サービスの継続性・安定性を踏まえ、施設
ごとに期間を設定している。
　今回の与那原マリーナについては新規施設で、今回
が第１回目の指定管理であることから、制度導入によ
る成果や検証を行う必要があり、３年間の指定管理期
間としているが、次回は５年間としたいと考えている
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との答弁がありました。
　次に、乙第48号議案「県道の路線の認定につい
て」は、県道の認定について、道路法第７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、国が管理している、うるま市石川から
沖縄市池原区間の一般国道329号バイパス現道が、平
成27年度末に県に移管されることから、新たに県道
石川池原線として認定するものであるとの説明があり
ました。
　次に、乙第51号議案「工事請負契約について」
は、航空機整備基地新築工事に係る工事請負契約につ
いて、地方自治法第96条第１項の規定に基づき議会
の議決を求めるものである。
　主な内容は、航空機整備基地整備事業における造成
工事及び格納庫建築工事で、契約金額は84億2400万
円、契約の相手方は清水建設株式会社、株式会社國場
組、株式会社大米建設の３社で構成する特定建設工事
共同企業体であるとの説明がありました。
　本案に関し、この事業による効果をどのように考え
ているのかとの質疑がありました。
　これに対し、航空機関連産業は、航空機の整備や製
造過程において数百万点という部品を扱うことから、
大変裾野の広い産業で、金属精密加工、金型等の製造
業、情報システムの開発を行う情報通信関連産業な
ど、県内企業への波及効果が期待されており、10年
後には経済波及効果として生産額約290億円、雇用創
出効果として雇用者数約1970名を想定しているとの
答弁がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決の結果、乙第40号議案から乙第43号議案
まで、乙第47号議案、乙第48号議案及び乙第51号議
案の議決議案７件は、全会一致をもって可決すべきも
のと決定いたしました。
  以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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40号議案から乙第43号議案まで、乙
第47号議案、乙第48号議案及び乙第51号議案の７件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。

　ただいまの議案７件は、委員長の報告のとおり決す
ることに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、乙第40号議案から乙第43号議案まで、乙
第47号議案、乙第48号議案及び乙第51号議案は、委
員長の報告のとおり可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第９　甲第１号議案から
甲第23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。
　予算特別委員長渡久地　修君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔予算特別委員長　渡久地　修君登壇〕
○予算特別委員長（渡久地　修君）　ただいま議題と
なりました甲第１号議案から甲第23号議案までの予
算議案23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。
　予算特別委員会におきましては、各常任委員会に対
し、所管の予算事項について調査を依頼し、本委員会
での審査に加え、各常任委員会において専門的な立場
から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、ワシントン事務所が果たした役割は何か、ま
た、平成28年度の訪米をどのように考えているかと
の質疑がありました。
　これに対し、ワシントン駐在員は、昨年６月の知事
訪米時に国務省、国防総省、連邦議会議員及びシンク
タンクなど面談先との調整、ナショナルプレスクラブ
を含むメディアへの対応を行っている。また、次年度
の訪米は、最も効果的な時期に、最も効果的な人に会
うことが大事であり、特に新政権の新大統領に対し政
策的に影響を与えられるような訪米でなければならな
いと考えているとの答弁がありました。
　次に、不発弾処理事業に関連して、年間の処理件数
や今後の見通しや費用負担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、沖縄戦における不発弾の推定埋没量
は約１万トンとされ、平成26年度末で約7967トン処
理したが、約2033トンが現在も埋没しており、毎年
約30トン前後を処理しているので、全て処理するの
に約70年かかると言われている。不発弾の処理費用
は、国が10分の９、県と市町村が10分の0.5ずつの負
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担となっているとの答弁がありました。
　次に、代執行訴訟の和解の内容、今後の県の対応方
針及び裁判費用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、和解の内容は、双方が、福岡高裁那覇
支部で継続している２件の訴訟について取り下げると
いうことを合意するものである。今後の対応等は、既
に政府から是正の指示が出ているので、これに対して
県が不服の場合は国地方係争処理委員会へ申し出るこ
とになる。国地方係争処理委員会の判断が出て、それ
に対して不服のある場合はさらに訴訟になる。その結
果、高等裁判所、最高裁判所の判決が出て、その判決
については従うということがこの和解の内容になって
いる。したがって、裁判の判決で県が行った承認取り
消しが適法か否かという結論が出るので、その判断に
ついては従うということである。ただし、県として
は、あらゆる手法を用いて辺野古に新基地はつくらせ
ないという方針に変わりはないということである。訴
訟費用は、現時点で今後の展開が不明であることか
ら、平成28年度予算には計上していないとの答弁が
ありました。
　次に、当初予算案7542億円は過去最高の予算額と
言われているが、その要因は何かとの質疑がありまし
た。
　これに対し、平成28年度一般会計予算案で金額が
ふえた要因は、地方消費税の増に伴う市町村へ交付す
る地方消費税交付金等の増、少子高齢化の進展による
社会保障関係費の増等が影響していると考えている。
財源としては、景気拡大等により増収が見込まれる県
税のほか前年度並みの国庫支出金や財政調整基金から
の繰入金等により対応したところであるとの答弁があ
りました。
　次に、沖縄振興一括交付金を使った自立型経済の構
築についてどう考えているのかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、自立型経済の構築については、平成
24年度以降、沖縄振興一括交付金という制度がで
き、さまざまな振興に取り組んでいる。特に観光関係
ではプロモーションや観光客受入体制整備のための事
業、商工関係では企業立地のための取り組みも行って
おり、中長期的な税源が涵養されている。観光客の増
加により県内企業、特に宿泊所や飲食店など観光関連
業者の所得がふえることで、納税義務者がふえ税収に
も反映されていくのではないかと考えている。県財政
においては、自主財源がふえ経済が活性化することに
より、経済規模が拡大し自立型経済の構築に向けうま

く回転していくことを期待しているとの答弁がありま
した。
　次に、県全体のハード事業の繰越率はどうなってい
るか、また、県の不用額と繰越額が多額で高率だが新
年度の対応をどうするのかとの質疑がありました。
　これに対し、平成26年度ハード交付金の繰越額は
424億円で、繰越率は45.3％である。また、新年度の
対応としては、用地取得関係では新たに委託料を予算
措置し、補償料算定業務や所有者への説明・交渉等業
務の外注を考えている。平成28年度からは工事設計
書の作成業務にも委託料を措置し執行を早め、また、
設計を前年度から前々年度に早めて実施し、事前調整
を早く終わらせ工事着手できるようにしようと考えて
いる。特にハード交付金関係では、各部局の執行状況
を踏まえて余裕がある部局に予算配分をシフトしてお
り、次年度は土木建築部は抑えて企業会計をふやし、
執行率の向上に努めることにしているとの答弁があり
ました。
　次に、特定駐留軍用地内土地取得事業のこれまでの
実績と今後の目標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、普天間飛行場内の土地取得としては、
道路用地17.15ヘクタールの取得を目標としている。
取得面積と契約額のこれまでの実績は、平成25年度
が約3.2ヘクタールで約13億400万円、平成26年度が
約3.2ヘクタールで約13億6100万円、平成27年度が
２ヘクタールで約９億5500万円である。累計は約8.4
ヘクタールで約36億2000万円、目標面積に対する達
成率は約48％で順調に推移している。今後の目標と
しては、平成33年度までには取得できると考えてい
るとの答弁がありました。
　次に、鉄軌道を含む新たな公共交通システム導入促
進事業の進捗状況はどうなっているかとの質疑があり
ました。
　これに対し、スケジュールとしては、現在ステップ
３ということで、計画案を検討するに当たり県民に基
本的な考え方を示して意見を収集している。３月から
４月にかけて専門家による委員会を開催して、その意
見を踏まえた計画案を示し、さらに連休明けをめどに
県民に情報提供をしていきたいと考えている。このよ
うに県民と何度かやりとりを重ね、ステップ４におい
て複数案についてそれぞれ比較・評価をし、さらにス
テップ５で絞り込みをするという、年内に計画案を策
定することを考えているとの答弁がありました。
　次に、糸満警察署新庁舎建設事業の内容、また、県
内14警察署の改築計画や糸満署及び名護署の津波対
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策も含めた建設場所の状況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、当該事業の予算としては、土地鑑定評
価料と移転補償費の積算委託料595万7000円を計上
している。また、警察署の改築計画は、原則、築年数
から建てかえの順番を考えており、そのほかに老朽度
や狭隘度などを勘案し総合的に検討し計画している。
現在、糸満署が築37年、宜野湾署が築35年、名護警
察署が築34年と30年以上の施設もたくさんあるので
順次計画していきたいと考えている。建設場所は、糸
満署が糸満南小学校の跡地を予定しており、名護署も
山側の県有地で検討しているとの答弁がありました。
　次に、ヤギ生産振興の方向性をどのように考えてい
るかとの質疑がありました。
　これに対し、県においては、沖縄振興特別推進交付
金を活用して平成27年度から平成29年度までの３年
間で、おきなわ山羊生産振興対策事業を実施してい
る。その中で、産肉性にすぐれたボア種を導入する優
良畜種導入支援という形で１つの事業を組んでいる。
また、雌ヤギの繁殖成績を向上させる研究を畜産研究
センターで実施するほか、実際にヤギを飼いながら、
経営的にペイしていくための経営モデルを創出するこ
ととしているとの答弁がありました。
　次に、青年就農給付金の事業概要、また、実績及び
計画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、当該事業は、青年新規就農者の増加と
就農定着を図ることを目的に、就農前の研修期間、経
営が安定しない就農直後の所得を確保できるよう給付
金を給付するものである。青年就農給付金には、準備
型と経営開始型があり、いずれも就農時に原則45歳
未満の者が対象となる。準備型は、県から農業大学校
や先進農家等で研修を受ける就農希望者に最長２年
間、年間150万円が給付される。経営開始型は、市町
村が給付主体となり、市町村が策定する人・農地プラ
ンに位置づけられている独立自営就農者を対象に最
長５年間、年間最大で150万円が給付される。県では
平成24年４月６日に国における実施要項の制定を受
け、当該給付金事業を実施している。
　また、準備型の給付実績は平成26年度が39名、平
成27年度が45名の見込みである。平成28年度の計画
は50名である。経営開始型の給付実績は平成26年度
が389名、平成27年度が406名の見込みである。平
成28年度の計画は511名であるとの答弁がありまし
た。
　次に、災害に強い栽培施設の整備事業の実績と対象
要件はどうなっているかとの質疑がありました。

　これに対し、当該事業は平成24年から始まってお
り、平成27年までの４年間で約98ヘクタールを整備
した。強化型パイプハウスで約58ヘクタール、平張
り施設で約40ヘクタールを実施している。対象栽培
施設については、基本的には戦略品目であるが、その
ほか知事が認めるものは対象にできるようになってい
る。なお、当該事業は沖縄振興一括交付金を活用した
事業であり、補助率が80％で高率補助となっている
との答弁がありました。
　次に、非正規労働者処遇改善事業の概要、また、沖
縄県の非正規雇用の割合及び非正規雇用の給与の実態
はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、当該事業は、非正規労働者を雇用して
いる県内中小企業に対し、社会保険労務士等の専門家
がヒアリングを実施し、事業所の現状の課題等を分析
し、その労働条件の改善、目標等を設定するとともに
就業規則の見直し等を支援することにより、非正規労
働者等の処遇改善を図るという内容である。また、非
正規労働者の労働環境の改善に資する内容の使用者向
けのセミナー等も開催して、使用者の労務管理能力の
向上を図るための事業である。
　また、本県の非正規雇用率は44.5％であり、全国
の38.2％と比較して高い状況である。平成24年就業
構造基本調査によると、年間所得200万円未満の割合
は、正規職員が26.2％に対し非正規職員が85.1％、
年間所得300万円未満の割合は、正規職員が54.0％に
対し非正規職員が95.7％という状況であるとの答弁
がありました。
　次に、ひとり親世帯就職サポート事業の概要と実績
はどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、当該事業は、母親または父親のひとり
親世帯は子育てと就業の両立が困難であり、就業に必
要な知識や技能を習得する機会を得にくい等の状況が
ある。そのために不安定な雇用形態につながる者も多
いことから、子育て中のひとり親世帯に対して就職支
援を行うものである。内容は、子育て中のひとり親世
帯の求職者を対象に、１週間または１カ月間のビジネ
スマナーなどの事前研修を行い、３カ月の職場訓練を
行うものである。事前研修中は手当を支給し、託児所
も準備する。また職場訓練中は保育料を支給する。一
方、訓練の受け入れ企業には訓練委託料を支給する
事業である。平成28年度からは沖縄本島に加え、宮
古・八重山地区でも事業を実施する予定としている。
それぞれの年度の訓練生数及びそのうちの就職者数
は、平成24年度が110名のうち73名、平成25年度が
62名のうち32名、平成26年度が68名のうち51名と
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なっているとの答弁がありました。
　次に、一般財団法人沖縄観光コンベンションビュー
ローの平成28年度予算額及び県ベースでの予算額は
幾らかとの質疑がありました。
　これに対し、県は、今議会に提案している観光振興
予算の審議と並行し、どの程度の規模の事業をビュー
ローに委託するかという内部的な詰めを行い、あわせ
てビューローでは、収益事業について予算立てをしな
がら、３月までに内部で予算案をつくり、理事会にか
けて承認を得て執行していくという流れであり、現時
点で予算額はまだ固まっていない。県ベースでは、大
体45億2700万円を予算案として計上しているが、そ
の中からビューローにどの程度委託するのかを調整し
ている状況であるとの答弁がありました。
　次に、ビューローで平成27年度に赤字や黒字いろ
いろな数字が出たが、その内容及び当初計画での見込
みはどうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、ビューローは、12月末時点で決算見
込みを出したところ約3700万円程度の赤字が見込ま
れるということであった。その後、コスト削減の見直
しや収益事業の予約状況の見直し等々含めて決算を見
込んだところ、834万円の赤字ということで赤字幅が
圧縮された。また、１月の時点で締めた結果が２月
23日の評議員会で報告されているが、その際もいろ
いろな形でコスト削減等々の見直しを図った結果、
26万円の黒字が見込まれている状況である。なお、
事業計画の段階では4300万円の黒字を見込んでいた
と聞いているとの答弁がありました。
　次に、保育士ベースアップ支援事業はどういう内容
かとの質疑がありました。
　これに対し、当該事業は、保育所が経営改善により
保育士給与のベースアップを図った場合に、ベース
アップにかかった費用を支援する事業で、事業期間は
３年間を予定している。３年間の補助によりベース
アップを維持させ、その後の３年間は引き下げを禁止
し、６年間給与水準が保たれれば、それが維持されて
いくという仕組みである。経営改善の具体的な想定
は、国の積算基準等を踏まえた上での給与金額の見直
し、光熱水費等の固定費の軽減、毎年度の積立額の見
直し等である。そうした見直しにより給与水準を維持
していけるような経営改善計画の策定が前提となって
おり、３年経過後は経営改善計画を実施していること
によって、その財源は維持されていくと考えていると
の答弁がありました。
　次に、民生委員事業費の増額の理由は何か、また、
民生委員の充足率と全国比較はどうなっているかとの

質疑がありました。
　これに対し、平成28年度が３年に１度の民生委員
の一斉改選の年となっており、改選に要する経費及び
民生委員の円滑な活動に資するため実施する研修等に
要する経費の増等である。
　また、民生委員の充足率は、平成27年12月１日現
在で89.4％となっている。全国との比較は、比較可
能な前回の一斉改選が行われた平成25年12月１日
のデータで、全国が97.1％に対し、沖縄県は83.7％
で、これは全国で最も低い充足率となっているとの答
弁がありました。
　次に、離島災害時等給水対策事業はどういう内容か
との質疑がありました。
　これに対し、当該事業は、離島において地震等の災
害あるいは基幹水道施設の事故発生による給水停止、
渇水により発生する制限給水への対応等に備えて、平
成28年度に沖縄振興特別推進交付金を活用して、処
理能力が１日当たり200トンの可搬型海水淡水化装置
２台を導入するものである。同装置については、企業
局が購入することになっており、その費用の10分の
９を補助するものであるとの答弁がありました。
　次に、県立北部病院と北部地区医師会病院の統合は
どうなっているかとの質疑がありました。
　これに対し、２病院の統合については、将来の病床
数との関連があり、平成28年度中の策定を目指して
いる地域医療構想を検討する中で議論している。議論
を進めるに当たっては、当然、県立病院の維持という
知事公約があるので、それを踏まえながら検討するこ
とになるとの答弁がありました。
　次に、子ども子育て包括支援センター事業の内容及
び実施予定はどうなっているかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、当該事業は、市町村が実施主体となり
妊娠期から子育て期にわたるさまざまなニーズに対し
て総合的な相談支援を提供するワンストップの拠点を
設ける事業となっている。平成27年度から本格実施
となり、沖縄県では今帰仁村が実施している。財源
は、国、県、市町村が３分の１ずつである。平成28
年度の事業実施について市町村の意向を確認したとこ
ろ、今帰仁村だけとなっているが、県では引き続き子
育て包括支援センターの実施市町村の拡大のために、
制度に関する情報の周知、担当者会議や研修等で説明
を行い、事業展開について相談に乗っていきたいと考
えているとの答弁がありました。
　次に、新八重山病院の建設費が高騰しているが、病
院事業会計にどのような影響が出るのかとの質疑があ



−504−

りました。
　これに対し、新県立八重山病院建設工事は建築費の
高騰や地域外からの労働者確保に要する費用等の建設
費用の増加が見込まれる。建設費の増加に伴い企業債
の元利償還金が増加するなど、病院経営への影響が生
じることとなる。今後は可能な限り地域内で労働者を
確保する取り組みを行うなど、建設費用の増加の抑制
に取り組むとともに、安定的な経営に向けて収益の確
保や費用の縮減に取り組んでいくとの答弁がありまし
た。
　次に、病院事業局長の任期はいつまでか、また、退
任の法的位置づけはどうなっているか、新聞報道で、
現院長を退任させる方向で調整していたが反発を受け
続投を決めたとあるが、これは法律違反か確認したか
との質疑がありました。
　これに対し、病院事業局長の任期は、平成30年３
月31日までとなっている。地方公営企業法第７条の
２第７項で、地方公共団体の長は、管理者が心身の故
障のため職務の遂行にたえないと認める場合または管
理者の適格性を欠くと認める場合には、これを罷免す
ることができるとなっており、この場合は退任するこ
とになると考える。病院事業局では、総務部長が県議
会一般質問で答弁した病院事業局長の交代という事実
はないということが、公式の場での見解と考えてお
り、法律に違反しているかどうかは確認していないと
の答弁がありました。
　次に、特別支援学校の専門性向上事業はどういう内
容かとの質疑がありました。
　これに対し、全国的に特別支援教育の対象となる幼
児・児童生徒は増加傾向が続き、沖縄県においても小
中学校の特別支援学級数、児童生徒数が増加してお
り、これまで以上に専門性が求められている。当該事
業では、外部専門家の活用、幼稚園、小中学校、高等
学校の教員や保護者などを対象とする地域に開かれた
研修会の実施、特別支援学校の中核となる教員の養成
等により特別支援学校の専門性の向上を図る事業であ
る。事業の１つとして、研修会を実施することとして
おり、障害種別では、視覚、聴覚、知的、肢体不自
由、病弱、発達障害、またテーマ別では、早期支援、
教育課程交流、共同学習等を予定しているとの答弁が
ありました。
　次に、沖縄県離島児童生徒支援センターの入寮状況
と今後の取り組みはどうなっているかとの質疑があり
ました。
　これに対し、現在、高校１年生、高校２年生が既
に12名入寮している。なお、４月には現中学３年生

である新高校１年生40名が入寮するということで、
約60名の生徒が同センターで生活することになる。
体制としては、平成28年度には、所長以下、舎監６
名、事務職員２名の計９名の職員を配置して運営をし
ていく。舎監については、舎監長は教頭クラスの職員
を配置し、その他の舎監については教員免許を有して
いるということを条件に職員の配置をすることとして
いる。教育委員会としては、今後とも生徒が充実した
高校生活を送れるように適切な運営に努めていきたい
との答弁がありました。
　次に、観光立県として道路の除草や植栽剪定に力を
入れるべきであるが、道路除草等の予算はどうなって
いるのかとの質疑がありました。
　これに対し、平成28年度の道路除草・植栽剪定、
路面清掃の予算については、９億2213万円を計上し
ているところであり、主な内容としては、道路除草・
植栽剪定費として約１億円増額して６億円を計上し、
残りの約３億2000万円で路面清掃、道路パトロー
ル、応急措置、照明等の補修点検などを実施したいと
考えている。道路除草は、これまで主要な幹線道路、
観光路線等については年二、三回程度行っていたが、
今回１億円増額したこと、創意工夫して事業を実施す
ることによって、重要度に応じて年３回から４回まで
に引き上げていきたいと考えているとの答弁がありま
した。
　次に、貧困対策で県営住宅の入居枠を広げたとの新
聞報道があったが、その内容はどうなっているかとの
質疑がありました。
　これに対し、子供の貧困対策を受けて、県営住宅の
入居について、子育て世帯という新たな優先枠の設定
を、今、検討しているところである。現在、県営住宅
の募集では一般の世帯枠と優先的な世帯枠がある。優
先的な世帯というものは、例えば母子・父子家庭や生
活保護の家庭、障害者の家庭等で、そのような家庭に
ついては一般の世帯よりも入居枠を２倍に設けている
ところであるが、今、土木建築部が検討している貧困
対策は、その優先的な世帯の枠とは別に、新たに子育
て世代の枠を設定するものであるとの答弁がありまし
た。
　次に、地中熱エネルギー等を活用した省エネ技術の
開発・普及事業はどのような内容かとの質疑がありま
した。
　これに対し、当該事業は、未利用エネルギーである
地中熱を交換して空調で使う事業で、その実証実験を
行うことと、県内での普及に必要不可欠な事業者を育
成するという２つを主な内容としている。平成28年
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度は、県内の地中を調査して地盤や地下水の情報を収
集・整理する事業と地中熱を使える業者を育成し、平
成29年度以降は、前年度に整理した情報を踏まえて
地中熱利用システムの利用位置の評価を行い、県内に
おける地中熱システムの導入を促進、普及していくと
の答弁がありました。
　次に、生物多様性おきなわブランド発信事業はどの
ような内容かとの質疑がありました。
　これに対し、当該事業は、２つの柱から成ってお
り、１つは、沖縄県は世界的にも貴重な生物多様性の
宝庫であり、沖縄県だけにしかいない固有種も多数い
るが、その価値が知られないうちに徐々に減っている
という状況があることから、その価値を再認識して、
ブランド化して全国に発信していくということと、も
う１つは、ブランド化した貴重な動植物について、そ
の保全指針を作成することであるとの答弁がありまし
た。
　次に、企業局の管路の耐震化について対策が遅いの
ではないかとの質疑がありました。
　これに対し、総延長が691キロメートルあることか
ら、耐震化率としては約38％にとどまっているが、
企業局が所管する管路については、耐震化率は全国平
均を多少上回っている。耐震化や津波時の電源確保に
ついては重要なことと認識しており、企業局として
は災害時でも基本的に１日の平均給水量約40万立方
メートルを確保できるように、耐震化の目標を管路の
場合44％、浄水場はおおむね70％と設定し、その整
備に鋭意取り組んでいるところであるとの答弁があり
ました。
　次に、水源基金にかわるものとして、ダム所在市町
村に対する事業はないのかとの質疑がありました。
　これに対し、水源基金の後継事業として、企画部と
共同して水源地域環境保全事業を実施することとして
おり、事業の対象は、国頭村、東村、大宜味村、名護
市、金武町、宜野座村の６市町村となっている。事業
内容としては、当該６市町村が水源環境を保全するた
めに実施する森林環境整備に関する事業等について、
合計額1000万円の範囲内で、取水量に応じて助成金
を配分するものとなっているとの答弁がありました。
　そのほか、基地の整理縮小の状況、旧軍飛行場用地
未解決地主会の現状及び今後の取り組み、離島の不発
弾の状況、県税の増収内容及び景気回復の状況、所有
者不明土地の返還実績、県及び市町村の非常勤職員
数、非常勤職員制度見直しの概要、沖縄振興特別推進
交付金創設の意義、離島振興財源創設への取り組み状
況、米軍返還予定地の取得の見込み、離島空路確保対

策事業費の内容、離島観光・交流促進事業の内容、司
法・行政解剖等の現状及び離島での実施件数、歳計現
金等の運用状況、日銀マイナス金利の資金運用に与え
る影響、日台漁業交渉の内容及び今後の方向性、沖縄
漁業基金の状況、農林水産物流通条件不利性解消事業
の内容及び利用実績、農地中間管理事業の内容及び実
績、ワーキングプア解消への取り組み状況、琉球泡盛
県外展開強化事業の概要、国際物流関連ビジネスモデ
ル創出事業の概要、スマートエネルギーアイランド基
盤事業の概要、文化観光戦略推進事業の予算減の理
由、第６回世界のウチナーンチュ大会の内容、伝統行
事及び伝統芸能の保存・継承への取り組み状況、ス
ポーツアイランド沖縄の形成に向けた取り組み、沖縄
県情緒障害児短期治療施設整備事業の内容、待機児童
対策特別事業の減額理由、沖縄県の性暴力とＤＶの実
態及び全国比較、ドクターヘリ事業の今後の計画、働
き盛り世代の食育環境向上事業の内容、単科病院とし
ての県立精和病院の必要性、各県立病院からの定数要
望及び措置状況、難関大学の定義及び特定した理由、
就学援助制度による支援状況、新教育長体制への移
行、無電柱化推進のための県の全額費用負担、中城湾
港のクルーズ船受け入れ体制や寄港日程、沖縄県建設
業審議会の最低制限価格に関する答申への対応状況、
入札不調・不落の状況と対策、公共関与産業廃棄物管
理型最終処分場の進捗状況、沖縄県の犬・猫殺処分の
減少目標、赤土等流出防止海域モニタリング事業の予
算増の理由、水道事業会計予算案の営業収益・費用の
差の理由、読谷村長田川水力発電設備の整備状況、比
謝川有機フッ素化合物調査に対する米軍の対応などに
ついて質疑がありました。
　なお、各常任委員長から提出された予算調査報告書
を配付したところ、３名の委員から総務企画委員長、
経済労働委員長及び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、３項目の要調
査事項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。
　また、甲第19号議案については、賛成多数をもっ
て原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　さらに、甲第２号議案から甲第18号議案まで及び
甲第20号議案から甲第23号議案までの21件は、全会
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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。
○議長（喜納昌春君）　これより質疑に入ります。
　甲第19号議案に関する委員長の報告に対する質疑
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。
　花城大輔君。
　　　〔花城大輔君登壇〕
○花城　大輔君　失礼いたします。
　自民党の花城大輔です。
　本日は、このような機会をいただきありがとうござ
います。
　沖縄市の東部海浜開発事業は、沖縄市民の夢であり
ます。これまで長い間待たされてきました。その間に
規模も半分になり、このまま順調に進むのかという不
安の中で、2012年沖縄県議会の先輩の皆様のおかげ
で、また歩みを進めているところであります。私も、
補欠選挙でこの県議会に来てから、最初に扱った質問
がこれでありました。部長からは、早期実現に向けて
早急に推進しますと、また、沖縄市側からの要請につ
いては、翁長知事が直接丁寧に対応されたというふう
に聞いております。
　そんな中、本日、この最終の本会議において幾つか
の確認をさせていただきたいというふうに思っており
ます。
　まず１点目、東部海浜開発事業について、予算特別
委員会の中でどのような議論がなされたか教えていた
だきたいと思います。
　２つ目、前県政では、同事業に係る予算削除の修正
案が提出されていたと聞いております。今回は、その
ような動きはありましたでしょうか。
　３つ目、その修正案がない場合、本事業については
従来反対であった皆様も含めて賛成ということで表明
したというふうに受けとめてもよいか。
　御答弁をいただいた後に再質問をさせていただきま
す。
○議長（喜納昌春君）　予算特別委員長。
　　　〔予算特別委員長　渡久地　修君登壇〕
○予算特別委員長（渡久地　修君）　先ほど報告いた
しましたが、予算特別委員会といたしましては、各常
任委員会に対して所管の予算事項について調査を依頼
して、各常任委員会において慎重な専門的な立場から
の審議をお願いしたところです。

　御質問の甲第19号議案も土木環境委員会に調査を
依頼しました。この調査に対して、各常任委員会から
予算調査報告書が提出されました。この調査報告書に
基づき、総務企画委員長、経済労働委員長、文教厚生
委員長の各委員長に対し、３名の委員会から質疑の通
告があり予算特別委員会では質疑が行われました。
　御質問の甲第19号議案につきましては、土木環境
委員長の調査報告書の中に、この甲第19号議案の内
容の報告はありませんでした。また、予算特別委員会
でも質問はありませんでした。これが予算特別委員会
の報告となります。
○議長（喜納昌春君）　花城大輔君。
　　　〔花城大輔君登壇〕
○花城　大輔君　では、１点目、２点目、３点目とも
になかったという理解で再質問させていただきます。
　この甲第19号議案については、本体に直接かかわ
る事業ではなく、償還事業であるというふうに理解を
しております。なので、この件にもし何らかのアク
ションがあったとしても、本体事業の反対ではなく、
全会一致の採択になるというふうに考えております。
　沖縄県議会の総意として、中部圏域の核として、ま
た沖縄市の発展に向けて推進していくということだと
思いますので、最後に委員長の認識をお聞かせいただ
きたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　予算特別委員長。
　　　〔予算特別委員長　渡久地　修君登壇〕
○予算特別委員長（渡久地　修君）　どうも。お答え
させていただきます。
　委員長報告は、予算特別委員会でどのような質疑が
行われたのかということに対して、答える権限が付さ
れていますので、私の見解をここで述べる場ではあり
ませんので、私のコメントは差し控えさせていただ
き、先ほど申し上げましたように予算特別委員会で
は、先ほどのような中身だったということです。
　御理解お願いしたいと思います。
○議長（喜納昌春君）　これをもって質疑を終結いた
します。
　甲第１号議案に対しては、又吉清義君外６人から及
び座喜味一幸君外９人からそれぞれ修正の動議が提出
されております。
　この際、提出者の説明を求めます。
　まず、又吉清義君外６人から提出された修正の動議
について提出者の説明を求めます。
　又吉清義君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔甲第１号議案に対する修正案　巻末に掲載〕
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　　　――――――――――――――――――
　　　〔又吉清義君登壇〕
○又吉　清義君　済みません。牛歩戦術をやっている
んじゃない、ちょっと足をけがしてしまって、大変失
礼いたしております。
　では、予算修正案を説明いたしたいと思います。
　介護支援専門員資格登録申請等手数料に係る予算部
分について、まず御説明したいと思います。
　議題となっております甲第１号議案「平成28年度
沖縄県一般会計予算」に対する修正案について、提出
者を代表して説明を行います。
　修正内容は、一般会計歳入歳出総額に変動はありま
せんが、歳入について（款）使用料及び手数料を150
億2234万4000円に、（項）収支収入を22億9130万
3000円に減額修正し、（款）繰入金を273億6830万
3000円に、（項）基金繰入金を272億6516万6000
円に増額修正するものであります。
　これは、介護支援専門員資格登録申請等手数料に係
る予算を修正するもので、介護支援専門員資質向上研
修事業の財源1151万8000円を（款）使用料及び手数
料から（款）繰入金に振り替えるものであります。
　提案理由について簡単に申し上げます。
　甲第１号議案においては、介護支援専門員等の研修
に係る基準等の一部改正に伴う介護支援専門員資格登
録申請等手数料条例の改正により、介護支援専門員実
務研修実費手数料が増額されることとなっておりま
す。介護支援専門員の資質向上を目的とする研修の質
と量の見直しにより研修に係る費用が増加することに
伴い、受講者の負担もふえるということであります。
介護現場では、厳しい環境の職場の中において、その
職種を放棄する介護支援専門員も多いとのことであり
ます。また、所得の低い沖縄県で、研修に係る費用の
３分の２を受講者に負担させることは、受講者の負担
が重く、中でも増額幅の一番大きい主任介護支援専
門員研修においては、受講料が２万4000円から３万
6000円に引き上げられ、実に1.5倍の増額となってお
ります。我々は、既存の研修については、公費負担の
割合を引き上げ、受講者の負担である受講料を据え置
くこととし、新設の研修についても公費負担を３分の
１から２分の１に引き上げ、受講者の負担を軽減する
べきだと考えます。
　以上を理由に、介護支援専門員実務研修実費手数料
に関する予算の修正案を提出いたします。
　議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○議長（喜納昌春君）　これより本修正案に対する質
疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はあ

りません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　質疑なしと認めます。
　これをもって又吉清義君外６人から提出された修正
案に対する質疑を終結いたします。
　次に、座喜味一幸君外９人から提出された修正の動
議について提出者の説明を求めます。
　座喜味一幸君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔甲第１号議案に対する修正案　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔座喜味一幸君登壇〕
○座喜味　一幸君　こんにちは。
　ただいま議題となりました甲第１号議案「平成28
年度沖縄県一般会計予算」の修正案につきまして、提
出者を代表して修正内容及び提案の理由を御説明申し
上げます。
　まず、修正内容についてであります。
　一般会計予算歳入歳出総額に変動はありません。
歳出についてでありますが、（款）総務費を752億
8434万6000円に、（項）総務管理費を164億1347
万5000円に減額修正し、（款）予備費を２億7369
万6000円に増額修正するものであります。これは、
知事公室所管のワシントン駐在員活動事業費7369万
6000円を（款）総務費から減じて（款）予備費に計
上するという内容であります。
　言うまでもなく、修正の理由であります。
　本件につきましては、27年度の予算議会でもこの
設置の目的がはっきりしない、具体的な計画が示され
ていないということが議論になったわけであります。
結果といたしまして、今回のワシントン駐在費の使わ
れ方、そして結果を含めて十分にこの駐在活動事業が
機能していないというのがはっきりしたのではないか
と思います。もちろん、一般質問等でも我が自民党も
何名かで質問したわけでありますが、例えば28年度
の人件費の問題、それからマーキュリーコンサルタン
トへの委託の問題等々について、このロビー活動のあ
り方、そして委託の内容等々について質問をいたしま
したが、この予算結果について、実績について、明確
に結果が示されませんでした。また、この委託業務に
ついて今回の実績を含めて28年度の委託のありよう
についても質問をしただしたわけですが、検討してい
くということで、具体的な答弁がありませんでした。
これは、このコンサルタントに今委託している業務の
目的等々、そして結果等々が具体的に出ていなかった
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という証明ではないのかというふうに思っておりま
す。したがいまして、なぜこの7000万円余をかけた
事務所を設置したのかというような疑問が残るわけで
ございます。
　また、このワシントン事務所の設置については、明
確に国と国との交渉事でありますが、この事務所設置
に当たっては、極めて日本との国内での協議等々を含
めて設置されるべきであります。結局結果としては、
抗議事務所というようなイメージで捉えられかねな
い、米国政府も極めて冷ややかに見ているということ
がはっきりいたしましたし、この基地問題について
は、日本政府と相談しなさいというようなスタンスの
この対応がほとんどであった、すなわち結果が出な
かったということがはっきりしたわけであります。最
悪なことに、今回特に知事の訪米で、大変これはマイ
ナスの結果を生んでしまったことは、その知事の政府
高官との対談後のぶら下がりでのこのコメント、これ
について米国政府からどうも対談の話とつじつまが合
わないというようなことがありまして、米国側からこ
のコメントがマスコミ宛てに配付されるというような
こと等がありました。この知事の訪米はまさに大変大
きな結果を招いていたのではないか、これも含めてこ
の駐在所の対応のまずさ等々は、これは指摘されざる
を得ない。結果といたしまして、これまで前知事が進
めてきました情報の収集等々、研究機関への委託等々
で進めてまいりましたし、県職員を米国へ派遣して調
整の上、知事を訪米させたというようなこれまでの従
来の活動から見ましても、駐在所を置いてこの活動を
するという結果が全くわからないというようなことで
あります。これまで従来どおりの前知事等のこの活動
に類するようなことをすればいいわけでして、駐在所
の存在は全くなかったということを指摘しなければな
らないというように思います。
　また、今ようやくにして政府と県が基地負担軽減作
業部会のテーブルが相整ったわけでありますから、基
本的に国内におけるこの政府と沖縄県の問題、これを
真摯に真剣にしっかりと進める中で解決の基本をつく
り、また解決の方向性を進めることであるべきだと思
います。この基地負担軽減作業部会でしっかりと協議
していく中で、この訪米のありようというのもおのず
から変わっていくというふうに考えるわけでありま
す。
　したがいまして私は、県と政府がしっかりと話し合
いを進めることが先決であって、このワシントン駐在
活動事業というのは今のところ何ら機能していない
し、マイナスの効果さえあるのではないかというよう

な危惧をしているわけであります。
　以上で、私はこの駐在事業費の減額を求めたいと思
います。
　提案の説明は終わりますが、慎重に御審議いただき
ますようよろしくお願い申し上げます。
○議長（喜納昌春君）　これより本修正案に対する質
疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はあ
りません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　質疑なしと認めます。
　これをもって座喜味一幸君外９人から提出された修
正案に対する質疑を終結いたします。
　これより討論に入ります。
　甲第１号議案に対する討論の通告がありますので、
順次発言を許します。
　照屋大河君。
　　　〔照屋大河君登壇〕
○照屋　大河君　ただいま議題となりました甲第１号
議案につきまして、修正案に反対し、原案に賛成する
立場から討論を行います。
　平成28年度沖縄県一般会計当初予算は、翁長知事
みずからが性根を据えて取り組むと表明した全国の倍
という危機的状況にある我が県の子供の貧困率、その
子供の貧困問題への対応、親から子へと可視化された
貧困の連鎖、福祉や教育の分野にとどまらず、労働や
経済分野にまで幅広い対策が必要とされる子供の貧困
解消へ向け、県として市町村とも連携しながらさまざ
まな施策を展開するための大変重要な予算でありま
す。そのほか、医療、子育て、健康長寿、離島振興な
ど、県民福祉の向上のための諸政策を初め観光、国際
物流、情報通信等の産業振興施策などが盛り込まれて
おり、豊かな県民生活の実現と沖縄経済のさらなる活
性化が期待されるものとなっており、原案のとおり成
立させるべき予算であると考えます。
　さて、減額修正案が出されたワシントン駐在員活動
事業費についてでありますが、本県に所在する広大か
つ過密な米軍基地は、地域の産業振興や生活環境の整
備を図る上で最大の阻害要因であります。と同時に、
米軍に起因する事件・事故や航空機騒音等の基地被害
は、県民の安心・安全な生活を脅かし続けています。
このような中、去る３月13日に米軍人により女性が
暴行されるという許しがたい事件が発生いたしまし
た。係る凶悪な事件を受け、本議会が全会一致で可決
した抗議決議文ですらキャンプ・シュワブ司令官や四
軍調整官に直接手交できない状況にあって、米国首都
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であるワシントンＤＣに拠点を構え、恒常的に沖縄県
民の怒りや苦しみ、絶対に許さないという強い県民世
論を伝え、届け続ける手段の確保は欠かせません。
　ワシントン駐在員活動事業費は、米国ワシントンＤ
Ｃに駐在員を置き、米国政府等関係機関に対し、沖縄
で繰り返される事件・事故の実態や米軍基地をめぐる
さまざまな問題に加え、辺野古新基地に反対する県民
世論及びそれを踏まえた建設阻止に向けた知事の考え
や沖縄の正確な状況を伝え、米国側の理解と協力を促
し、本県の米軍基地問題の解決促進を図る重要な役割
があります。平成27年度においては、翁長知事の初
訪米に対応し、マケイン上院軍事委員長、リード同副
委員長、コクラン上院歳出委員長を初めとする有力議
員との面談設定、国務省、国防総省、シンクタンクの
有権者との事前調整及びナショナルプレスクラブにお
ける同行メンバーとの合同記者会見を実施していま
す。さらに、平成27年12月には、ワシントン事務所
としてＦＡＲＡ外国代理人登録法に基づく登録を完了
しています。このＦＡＲＡは、米国外の組織が同国内
でロビーイングなどを行う際に登録を義務づけるもの
であり、外交官や大使館職員が登録を免除されている
こと、登録を怠った場合は、刑事罰の可能性もあるこ
とからもその法的位置づけは大きいものと言えます。
　県ワシントン事務所は、ＦＡＲＡ登録によって日本
の政府・政党などの組織の代理として、米国政府要人
や連邦議員などと独自に接触し、より直接的に同国の
政策に影響を与える活動が可能となったわけでありま
す。言いかえれば、県ワシントン事務所が日本政府あ
るいは日本の外務省にかわる外交の主体として認めら
れ、発信力が強化されたということであります。従来
の単発的な県職員の米国派遣では、到底なし得なかっ
た大きな成果であります。登録を受け、本年２月には
連邦議会上下両院の軍事外交委員会のメンバーを中心
に、ジェームズ・インホフ上院議員、サンフォード・
ビショップ下院議員など15名の議員の補佐官らと面
談、またボルダーロ下院議員など２名の議員とは直接
面談し、辺野古新基地に反対する県民世論と、建設阻
止に向けた知事の考えや沖縄の正確な状況の説明が行
われています。
　これまで、辺野古新基地建設反対や日米地位協定の
抜本的な改定を求める県民世論を一顧だにせず、米国
言いなりの日本政府そして日米安保体制をめぐる諸問
題に関し、沖縄の声に全く耳を傾けず、日本政府しか
交渉の窓口として認めてこなかった米国政府、これら
岩盤とも言うべき日米両政府の姿勢に対し、大きな風
穴をあけていくためにも県ワシントン事務所及び関連

費用を削除するべきではありません、減額するべきで
はありません。むしろ平成28年度、来る11月の米国
大統領選挙を見据え、政策決定に影響を及ぼすことが
見込まれる有識者への広範囲な働きかけ、協力関係構
築のための連携を強化していくことが重要でありま
す。ワシントン駐在員活動事業費を削除、減額すると
いうことは、沖縄県の情報収集及び情報発信能力を低
下させ、ひいては沖縄県の基地負担の軽減を図る動き
にブレーキをかけることであり、大きく県益を損なう
ものであります。本事業をより発展的に継続すること
によって、米国ワシントンＤＣにおける沖縄県ワシン
トン事務所の知名度を高め、日本政府にかわって直接
県民の声を届ける役割を期待するものであります。加
えて、ワシントン駐在員においては、従前より取り組
んできた沖縄の基地問題に関連する情報収集及び発
信、続発する基地返還跡地の環境汚染対応策の構築、
米国の県人会の記念イベントにおける知事代理業務や
県事業の紹介など、経済や観光、文化等についても関
連部局との連携を図りながら一層の対応、強化を求め
ます。
　以上、ワシントン駐在員活動事業費は沖縄県の県益
に十分資するものであり、修正案には反対をするもの
です。
　続いて、介護支援専門員資格登録申請等手数料に係
る予算の修正案について、介護支援専門員の資質向
上に関して、平成18年度より厚生労働省告示に基づ
き、各種研修事業が実施されており、国による研修制
度の見直しにおいて各研修ともに今後の超高齢化社会
を支える地域包括ケアシステムの構築を踏まえた他職
種協働やチームマネージメント科目の新設のほか、個
別ケースに対する事例検討など、より実践的な演習科
目の時間数が大幅に増加したことに伴い、研修経費の
増加が見込まれており、研修事業のカリキュラムの全
国一律で実施される中で、国の見直しにより全ての都
道府県で増額改正が進められているところでありま
す。
　本県においても、他県同様増額改正が提案されてい
ます。ただし、九州の中で最も低い水準の設定である
ということ、沖縄を除く九州各県において公費負担が
ないにもかかわらず本県においては唯一公費負担を行
うなどの対応は、全国一律と単純に横並びすることな
く、所得事情、地域事情を考慮する対応がとられてお
り、今後とも行政として続けていくべき大切な姿勢で
あると考えます。
　以上のことから、「平成28年度沖縄県一般会計予
算」に対する両修正案に反対し、原案に賛成の立場の
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討論といたします。
　御賛同いただきますようよろしくお願いいたしま
す。
○議長（喜納昌春君）　島袋　大君。
　　　〔島袋　大君登壇〕
○島袋　　大君　甲第１号議案「平成28年度沖縄県
一般会計予算」に対しまして、原案に反対し両修正案
に賛成の討論を行います。
　我々は、この一般会計予算には反対ではないんです
よ。今年度、7541億5600万計上されておりますけれ
ども、これは142万の県民にとって教育や福祉やもろ
もろの予算も増額になっております。非常にいい提案
だと思っております。しかしこの7500億近くの過去
最高の予算を組むときに、我々自民党はどれだけ汗を
かいてきたかということですよ。ですから、我々はこ
れに反対はできません。しかし、今のこの翁長県政の
流れの中で、今回我々が言っているワシントン駐在所
と、この介護支援専門員の資格登録の申請の手数料を
アップするというのは、いかがなものかということで
反対するわけでありますから、どうぞこの予算が全部
我々反対ということではありません。しっかりと、こ
れだけの血税の中で、もっと重要なところに使えるん
じゃないかということの修正案でありますから、それ
を御理解の上で討論をしていきたいと思っておりま
す。
　まず、ワシントン駐在所の活動費であります。
　7369万6000円を計上されておりますけれども、
これは旅費が520万6000円、中身は沖縄と米国の旅
費、あるいは往復旅費そして米国内での出張の旅費
というふうになっているようであります。委託料の
6849万を計上しておりますけれども、その中身はワ
シントン駐在員の活動支援費として4549万、それか
ら米国の政策を調査するための費用として2300万を
計上しているということであります。この7300万の
予算の中で人件費は――２人派遣しておりますけれど
も、人件費が見えません。人件費を出しなさいと言っ
たら、プライバシーがあるから出さないとか、こうい
う問題の話じゃないんですよ。ですから、しっかりと
この予算が県民にとって御理解を得られる活用をして
いるかが、私は、大きな問題だと思っております。
　その中でこの活動支援の4549万の中で、事務所費
の家賃が920万、備品・消耗品の購入が130万、電
話代・郵便・通信費で64万、保険料が138万、そし
て弁護士への相談料が676万となっています。この
2300万の内訳では、安全保障政策調査のため議会調
査局あるいは連邦議員、議員スタッフの面談のセッ

ティング費用として522万、それから政策決定にかか
わった専門家の方々のヒアリング調査をするとして
299万7000円、連邦議員の面談の支援を行うための
233万7000円となっております。
　しかし、これだけ内訳を出しても中身を言わないん
ですよ、中身を。どういった内容で面談したのか、ど
ういうふうに活用しているのか、これが明確に各委員
会の中でも答弁がないんです。私も一般質問させても
らいましたけれども、答弁がないんですよ。そういっ
たもので、これだけの予算を計上しているわけであり
ますから、我々としては明確にその活用もろもろ含め
て説明することだと思っております。この2300万の
内訳でもコンサルティング料として1300万計上、27
年度はしておりますけれども、これコンサルの手数料
だけです、1300万。これから調査するごとに報酬が
たくさん出るわけですよ。ですからこれだけ7300万
計上しても、それ以上の予算かかっているんじゃない
かという我々の質問に対しても答えられない。これを
予算審議の中で我々は県民に説明できるかという話な
んです。ですからこれには、我々は修正してしっかり
とほかの活用するべきじゃないかということでの修正
案を出しているわけであります。
　そして、この間のこの辺野古の和解問題にしてもし
かりであります。和解問題を政府が発表した後に、沖
縄県の記者会見もありましたけれども、県内紙はその
後に、沖縄県に言う前に、この日本政府はアメリカ政
府に先に連絡を入れたという記事も載っておりまし
た。これは政府間交渉の中では筋論ですよ、当然の話
ですよ。これをワシントン事務所は情報をキャッチし
ていたかという話ですよ。ワシントン事務所を活用し
たかという話です。全くされていない状況なんです
よ。ですから我々こういった明確にこの活動の運営も
ろもろ含めてしっかりと説明するのが当然だと思って
おります。
　次に、介護支援専門員の資格登録申請等手数料に係
る予算であります。
　この受講者から料金を徴収して財源として1151万
8000円が入ってくるんです。これだけいろんな面で
厳しい中で、受講者の皆さん方に料金を負担増させて
1151万8000円が県のほうに入ってきます。中身は、
講習の時間もふやしていろんな形で全国一律と言って
おりますけれども、皆さん方は国に屈しない、国の言
いなりにはならないと言っておきながら、こういう問
題に対してはしっかりと国の言いなりになっている
じゃないですか、これでいいのかという話ですよ。こ
の条例は、政府云々の問題ではありません。沖縄県の
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条例でありますから、県議会の中で我々がしっかりと
反対すれば、今までどおりの負担で済むわけですよ、
県民は。こういったことをこの議会の中で議論しない
で、何かあったら全部政府が悪い。我々県議会議員で
すよ。県の条例を決めることは我々県議会の中で決め
るべきなんですから、そういった意味があって我々は
修正案を出しているわけであります。ですから、この
理由として九州の中でも非常に低い水準だと言ってお
りますけれども、全国で沖縄県の平均所得は最下位な
んですよ、最下位。給与が最下位だからこの県民に負
担をさせないために現行のままでいいんじゃないかと
いうのが我々の提案でありますから、どうぞ今からで
も遅くはないと思っています。しっかりと我々の修正
案に一緒に賛同していただいて、しっかりとした28
年度の予算を執行していただきたいと思っておりま
す。
　以上です。
○議長（喜納昌春君）　比嘉京子さん。
　　　〔比嘉京子さん登壇〕
○比嘉　京子さん　ただいま議題となりました甲第１
号議案につきまして、修正案に反対し、原案に賛成す
る立場から討論をいたします。
　ワシントン駐在員活動費は、2012年の建白書に示
された普天間基地の閉鎖・撤去、県内移設を断念する
ことを含め本県の過重な基地負担問題の解決を図るこ
とを目的とした予算でございます。さきの宜野湾市長
選挙で示された民意は、一刻も早く普天間基地のフェ
ンスを取り除いてほしいという市民の訴えではなかっ
たでしょうか。それは、沖縄国際大学にヘリが墜落し
たときの恐怖、さらにオスプレイ配備による墜落の危
機感、また、航空機の騒音やオスプレイの低周波音な
ど快適に日常生活を送ること、そして夜静かに眠るこ
ともできない、市民の悲痛な叫びと考えます。
　一方、普天間基地の返還後の経済雇用効果は、県の
試算によりますと、直接経済効果で年間3866億円、
税収で430億円、合わせて4296億円に上り、雇用者
数は３万4093人とされております。普天間基地のみ
ならず、他の返還予定地も同様に、返還すれば本県の
経済・雇用効果は大幅に増加することが試算されてい
ますことは、皆さん御承知のとおりです。
　そもそも基地は、生産の場ではなく、本県において
経済発展の阻害要因であります。さらに、米軍基地か
ら派生する事件・事故や女性に対する暴力によってど
れだけの涙が流されてきたことでしょう。日米両政府
は、事が起こるたびにあってはならないことだとか、
綱紀粛正や再発防止に取り組むと繰り返すのみで、再

発は後を絶ちません。県民の思いは、子々孫々にまで
このような沖縄を渡してはならない、我々責任世代が
現状を変え、何としても安全で平和な沖縄を手渡した
いとそういう強い決意であります。このような思いが
新たな基地はつくらせないという圧倒的な民意となっ
て、さきの知事選を初めとする一連の選挙で示された
ものと理解します。
　私は県議として、2005年、2012年、2015年と３
度訪米いたしました。アメリカでは、日本とは制度が
異なっております。ロビーイング活動やシンクタンク
の研究員と日常的に意見を交換する必要があると痛感
させられました。大統領がかわれば、大学の教授やシ
ンクタンクの研究員が動員され、入れかわり、大統領
の側近、役職につき、政策決定に大きな影響を与える
からであります。ですから、日ごろから政府や議会、
識者等のつながりを持ちながら信頼関係を構築し、情
報収集し、的確に沖縄の情報を伝えていくことが重要
であると考えます。
　結論として、何よりも優先されるべきことは、県民
の安全・安心な生活を取り戻すこと、人権と尊厳を守
るために、さらには本県の自立経済・雇用の拡大等々
の効果を勘案すれば、県民の圧倒的多数は日本政府の
言う、辺野古が唯一とのかたくなな態度に対し、アメ
リカ世論や政府に訴え、突破口を開くことを期待して
おります。県民の総意として、普天間基地の閉鎖・撤
去、これ以上の基地は押しつけてはならないという民
意に応えるための予算です。
　原案に賛成し、修正案に反対をいたします。
　ちなみにでございますけれども、仲井眞知事の平成
24年の訪米費用を調べてみました。10月20日から26
日までの７日間で1104万3000円あったことを申し添
えておきます。
　次に、介護支援専門員資格登録申請等手数料にかか
わる予算の修正案に対し反対し、原案に賛成する立場
から検討いたします。
　介護支援専門員の研修事業は、先ほどからあります
ように、平成18年より厚労省告示に基づいて実施さ
れてきました。今回は、平成26年厚労省告示第248
号に基づき研修カリキュラムは全国一律であるが、受
講料の設定は都道府県に任せるという内容です。その
研修時間の大幅な増加、演習に重点を置いた研修制度
の見直しがあり、受講料の改正が必要となりました。
設定された平成18年の現行の費用、その費用は皆さ
んも一緒に決めた問題であります。
　介護支援専門員は、５年間有効期間制の資格である
ため、資格の取得と資格の更新が必要であります。ケ
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アマネジャーを例に挙げてみますと、施設等で介護プ
ランを作成しているケアマネは、５年ごとに新しい情
報を得る必要があるということを厚労省は言っている
わけであります。そして、利用者のケースに応じた演
習が必要であると現場の声がありました。この研修の
内容と学びは、介護利用者に反映されることから、極
めて重要であり、きめ細かい指導が必要であるとの指
摘がありました。西銘議員からさきに説明がありまし
たように、本県には少数におけるファシリテーターの
配置を考えているようであります。そのためにも費用
は他府県より加算されることが見込まれているわけで
す。本県の研修は少人数でなされることから、そして
また所得事情や地域事情を踏まえての個人負担を軽減
するため、２分の１から３分の１の県負担とすること
などの配慮が見られることから評価できるものと考え
ます。
　以上のことから、原案に賛成し、修正案に反対の討
論といたします。
　議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○議長（喜納昌春君）　照屋守之君。
　　　〔照屋守之君登壇〕
○照屋　守之君　ただいま議題となっております甲第
１号議案に対し、修正案に賛成し、原案に反対する立
場から討論を行います。
　翁長県政がスタートし、２回目の予算審議の議会で
あります。県政運営の状況を踏まえて討論を行いま
す。
　私は、翁長知事の辺野古反対、つくらせないを柱に
した県政運営に疑問を抱いております。そのために、
人事やあるいは県政運営に支障が出ているものと考え
ております。この辺野古反対、つくらせないについて
は、問題解決に進展はなく、辺野古対策課をつくり取
り組みはしたものの、あるいは今議題となっておりま
す、約１億円をかけてワシントン駐在事務所を設置し
ての取り組みにもかかわらず、問題解決のめどは立た
ないのであります。
　今、裁判所の和解条項によって協議が進められてお
りますけれども、国は５年以内の運用停止は辺野古移
設が前提で、県の協力が必要と説明しているにもかか
わらず、今、翁長知事は５年以内の運用停止を求めて
おり、県民には理解ができないのであります。このこ
とは、翁長知事が国と交渉するときの戦略のなさを露
呈していると私は考えております。仲井眞前知事は、
辺野古移設建設は約10年かかることから、それまで
普天間の危険性を放置できない。そのことでせめてそ
の半分の５年以内には運用停止状態をつくってほし

い、それが根拠になって政府に求めたわけでありま
す。それを受けて国も考えましょうということになっ
たはずであります。
　翁長知事はこれまでさんざん仲井眞知事を、あるい
は国を批判し、そして５年以内の運用停止についても
批判をしたわけであります。今、５年以内の運用停止
を求めることは、翁長知事が問題解決に向けての考え
や対案のなさが示されているものと考えるわけであり
ます。同時に県は、国が辺野古移設を前提で５年以内
の運用停止を求めていることについて、辺野古を容認
する立場であるのか、そのような誤解を県民に与えか
ねないことだと考えるわけであります。翁長知事の基
地問題、特に普天間飛行場の問題の取り組みについて
県民から指摘があります。翁長知事は、平成10年の
県知事選挙の稲嶺知事の選対本部長を引き受け、辺
野古移設を認め、さらに15年使用期限を条件に防衛
庁、国に対して認めさせ、このことは選挙に勝つため
だと言い、そのことによって岸本元名護市長も容認を
し、この時点で普天間の辺野古移設が決まったと御自
身の著書「戦う民意」に書いてあります。昨年９月に
国連人権理事会のサイドイベントで、翁長知事は世界
に向けて沖縄の基地問題の犯人は誰だ、真犯人を捜し
てほしいと訴えているわけであります。私はこの翁長
知事、沖縄県知事がわざわざ国際社会で犯人捜しを訴
える、このことを非常に疑問に思ったわけでありま
す。県警本部長に犯人捜しをお願いしたところであり
ます。
　基地問題の真犯人は誰だ。翁長知事はなぜ国際社会
でこのことを訴えたのか、まだ疑問が残っておりま
す。そしてその謎は、私は翁長知事の著書「戦う民
意」を読んで、なるほどこういうことかという形で
今考えているわけであります。たしか170ページから
172ページだと思いますけれども、先ほど申し上げま
したように、翁長知事が平成10年に自由民主党県連
幹事長のころ、県内移設を受け入れて、15年使用期
限を選挙で勝つために政府に認めさせて県内移設が決
まった、このことが記述されているわけであります。
そうするとこの基地問題をつくり上げたのは、当時の
自由民主党県連翁長雄志幹事長、現在の沖縄県知事の
翁長知事であるというふうなことで私は読み取ったわ
けであります。この本を読みながら、国連サイドイベ
ントの翁長知事の真犯人捜しの発言と照らし合わせ
て考えると、私は平成10年のあの時点の翁長幹事長
の判断が、現在の普天間・辺野古問題を引き起こして
いる、そのように考えているわけであります。もし仮
に、当時の翁長幹事長が県内移設反対、そのようなこ
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とを表明しておれば、この問題は別の形で解決をして
いたのではというふうに考えるわけであります。
　さらに非常に不思議なことは、翁長知事はなぜ国
連、国際社会に基地問題の真犯人捜しを訴えたのか、
あるいはまた「戦う民意」の中でわざわざこのいきさ
つを記述されたのか、非常に今でも疑問に思っている
わけであります。このように県内移設のいきさつも含
めて「戦う民意」を本にして全国にアピールをしてい
る、その必要性がどこにあるのか私には理解できない
わけであります。
　みずから県内移設を認めてきたこの歴史を踏まえ
て、今この問題を解決する責任者として県民、国民に
改めてこれまでのいきさつも含めて説明し、問題解決
を図ることが翁長知事の大きな責務だろうと私は思っ
ております。みずからやったことを隠して、全て国、
米国の責任でこの問題を解決しようとする姿勢を改め
るべきだと私は考えております。
　同時にあの当時は、辺野古県内移設は普天間飛行場
の代替施設との表現でありました。ところが今、なぜ
か新基地という表現になっております。このことは大
変大きな違いであり問題であります。翁長知事は、代
替施設として県内移設を認めてきたものが、なぜ今新
基地になっているのか、このことは県民を初め国民に
大きな誤解を与えております。新基地とは、文字どお
り新たに基地をつくることであります。ところが、実
態はキャンプ・シュワブ内に普天間飛行場の代替施設
をつくるものであります。キャンプ･シュワブ内につ
くることと新基地では大きな違いがあるわけでありま
す。翁長知事はなぜ代替施設から新基地になったの
か、県民に説明をする必要があります。このことも、
先ほどの「戦う民意」の中である選挙対策の一環で
やったのでしょうか。繰り返しますけれども、新基地
建設ということで、マスコミを通して全国に発信さ
れ、県民も国民も誤解を受けております。
　新年度予算を審査するに当たって、新執行体制この
ことは大変重要であります。現病院事業局長の解任が
新聞報道でなされて、沖縄県公務員医師会から解任に
対する伺いが翁長知事宛てに提出されました。総務部
長は、質問の中でそのような事実はないと、何もな
かったかのような答弁をしておりました。しかしなが
ら、もしあの新聞報道で現病院事業局長が辞表を提出
していたら、どのようなことになっていたでしょう
か。現病院事業局長の辞任によって新たな局長の就任
になっていたと私は考えております。このようなこと
も含めて、私はこの件については安慶田副知事にぜひ
説明をすべきだと訴えました。今回の新聞報道による

解任は、公営企業法に反するやり方であります。もし
あの報道によって病院事業局長が辞表を提出していた
ら、公営企業法によって解任されたことにより、現局
長の名誉は著しく侵害されることになっていたわけで
あります。幸い病院事業局長は辞表を提出せず、何も
なかったかのようなことになっているわけでありま
す。このような人事のあり方は、大変異常なやり方
で、翁長知事には強く改めてほしいと訴えるものであ
ります。さらにこのような人事をやると、翁長知事と
職員との信頼関係が大きく損なわれることになりま
す。さらに病院事業局長は、あと１年留任との報道が
ありますけれども、現局長の任期はあと２年ありま
す。くれぐれも公営企業法に反しないやり方を求める
とともに、来年の今ごろ病院事業局長に辞表を提出さ
せることがないように強く求めるものであります。
　また、今回の定例会では予算に係る重要な問題で、
沖縄観光コンベンションビューローの運営についてさ
まざまな問題提起がされました。平成27年度35億余
りを沖縄観光コンベンションビューローに拠出をして
いる沖縄県政の責任が大きく問われることになるわけ
であります。このビューローは、県から専務を派遣
し、理事・評議員がおり、あるいは会長は県知事が派
遣し、そしてまた評議員会がそれを認めて運営する、
そういうふうな一般財団法人としての運営が厳しく問
われているわけでございます。
　ワシントン事務所の駐在の予算であります。表向き
は7000万円余りですが、県の職員の給与も含めて約
3000万円が上乗せされて、約１億円が平成27年度に
支出されて、そして平成28年度も同様に１億円かか
るわけであります。ところが、現在の基地問題は一体
全体どうなっているのでしょうか。１億円のワシント
ン駐在費をかけても、県と政府の状況、あるいは米国
の状況は何ら変化がないわけであります。本来は１億
円に見合う、何らかの変化がなければ予算をかけた意
味はないわけであります。
　私は、県知事の訪米予算を否定するつもりはありま
せん。さらにまた、これからもワシントン駐在所を設
置し続けて、予算をかけ続けても基地問題はそのこと
によって解決のめどは立たないわけであります。なぜ
ならこの問題は、県や国との問題解決を超えて、裁判
所の和解によって解決する手段に委ねられているわけ
であります。県民の立場からすると、効果が期待でき
ない予算を使い続けることは理解できないわけであり
ます。ですからこのような予算をこれから申し上げる
介護の――先ほど1100万余りが県の予算で入ってき
ますけれども、そのような予算に充てていく、そのこ
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とが県民に理解を得られると考えるわけであります。
　この基地問題は、県を初め国、まして米国の関知で
きない裁判の和解によって解決が図られようとするわ
けであります。この和解条項によって、１つ目は、県
と国が協議して解決する、２つ目に、最高裁の裁判結
果によって解決していく、この２つの方法が考えられ
ます。ワシントン事務所の役割は、米国政府や議会に
対する働きかけであり、今の沖縄県の状況は裁判の和
解条項によって、県と国が解決をしていくことで、米
国及び米国議会はその推移を見守ることしかできない
わけであります。ですから、今回のワシントン駐在事
務所の経費の予算は修正すべきであります。
　次に、沖縄県介護支援専門員の手数料条例の一部改
正については、専門員の負担を軽減することに努める
意味からも条例改正には反対し、その手数料をそのま
ま据え置く立場であります。
　今定例会で翁長知事は、みずからの報酬値上げの議
案を提出したにもかかわらず、議会の指摘を受けて委
員会審査直前に急に取り下げを行ったわけでありま
す。このこと自体が理解できない行為であり、県議会
の役割・責任を無視した行為でありました。私ども県
議会は、恐らく全会一致で知事が提案した報酬の議案
を否決したと私は考えております。そうなれば翁長知
事の意向のとおり値上げはできなかったわけでありま
す。この議案は、急に取り下げをしながら、一方で介
護専門員の負担増のこの議案はそのままにして議会の
判断に委ねる、全く矛盾したやり方であります。私ど
も議会に責任を押しつける。本来は、県民負担、介護
専門員の負担を重くするこの議案こそ撤回すべきでは
ないかと私は考えているわけであります。
　なぜ、翁長知事の報酬を値上げする議案を取り下げ
るときに、今回の介護専門員の負担増の議案の取り下
げはしなかったのか、これは本来は与党議員が提案す
べきであります。不思議であります。私ども議会にそ
のような責任を押しつけることは、非常に厄介なこと
であります。この受講料の設定については、研修内容
は全国一律であり、受講料の設定は各都道府県に委ね
られております。各都道府県に委ねられております。
これまで２万円だった実務研修費を３万円とするもの
で、専門研修も１万円値上げし、それに反対しこの値
上げに係る１年間の予算が1151万8000円、この手数
料として計上されておりますけれども、この予算も修
正すべきであると考えます。
　今、介護を取り巻く状況は、非常に厳しい状況下に
あります。介護保険制度のもとに介護サービスが提供
されておりますけれども、さまざまな課題がありま

す。さまざまな課題がありますけれども、この介護
サービスを提供する職員や専門員の処遇改善、これは
急を要する大きな課題であります。
　子育て支援のための保育サービスの保育士の待遇改
善、これも全く同様であります。私ども議会は、しっ
かりそのことを含めて取り組みをしなければならな
い。賃金も含めた処遇を改善していかなければならな
い。責任の重い介護職員の人材確保は厳しくなり、県
民のニーズに応えることは難しいと考えるものであり
ます。そのことも含めて、今議会も県政も含めて、介
護職員の処遇改善を取り巻く厳しい中、今回の専門員
の研修あるいは手数料の値上げは、断じて容認できな
いわけであります。
　そのことによって、専門員を初め介護職員の皆様の
理解、そしてまた県民の理解を得られるものではござ
いません。私どもは、介護職員の処遇改善をしっかり
と実施し、そしてそれを求めながら同時に専門員や介
護職員の負担を軽減することを実現することが努めで
あるわけであります。
　今回、子供の貧困対策の予算が計上されておりま
す。この貧困対策は、沖縄担当大臣が100％国の負担
で10億円が計上されて、平成33年度まで60億円、全
て国の責任で県や市町村に負担をかけない形で取り組
むものであります。一方、県は30億円基金に積み立
てているわけでありますけれども、この活用や市町村
の負担についてはこれから決めていくとのことであり
ます。ぜひ国が行う、貧困対策同様100％県が負担を
して、市町村あるいはまた県民の負担なしにこのよう
な県の貧困対策が実行されるように期待をするわけで
あります。
　先ほども申し上げましたけれども、今回、翁長知事
はみずからの報酬値上げの議案は途中で取り下げて、
介護専門員の負担増のこの議案についてはそのままで
あります。介護専門員や介護職員に負担を押しつける
か、負担を軽減するかは私ども議会に委ねられており
ます。私は、介護専門員や介護職員の負担をできるだ
け軽くし、押しつけるべきではないと思っておりま
す。
　よって、修正案に賛成をするものであります。
　よろしくお願いします。
○議長（喜納昌春君）　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。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時22分再開
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○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
○儀間　光秀君　議長、休憩お願いします。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時22分休憩
　　　午後３時23分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　これより甲第１号議案から甲第23号議案までの採
決に入ります。
　議題のうち、まず甲第１号議案を採決いたします。
　まず、本案に対する又吉清義君外６人から提出され
た修正案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　又吉清義君外６人から提出された修正案に賛成の諸
君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（喜納昌春君）　起立少数であります。
　よって、又吉清義君外６人から提出された修正案
は、否決されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　次に、座喜味一幸君外９人か
ら提出された修正案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　座喜味一幸君外９人から提出された修正案に賛成の
諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（喜納昌春君）　起立少数であります。
　よって、座喜味一幸君外９人から提出された修正案
は、否決されました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　次に、原案について採決いた
します。
○中川　京貴君　議長。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時25分休憩
　　　午後３時25分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　次に、原案について採決いたします。
　お諮りいたします。
　原案に賛成の諸君の起立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
○議長（喜納昌春君）　起立全員であります。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　次に、甲第19号議案を採決
いたします。

○比嘉　瑞己君　議長。
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時27分休憩
　　　午後３時28分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第19号議案は、原案のとおり可決され
ました。
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　休憩いたします。
　　　午後３時28分休憩
　　　午後３時29分再開
○議長（喜納昌春君）　再開いたします。
　次に、甲第２号議案から甲第18号議案まで及び甲
第20号議案から甲第23号議案までの21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21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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第２号議案から甲第18号議案まで及び
甲第20号議案から甲第23号議案までは、原案のとお
り可決されました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第10　請願１件及び陳
情11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。
　総務企画委員長山内末子さん。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔総務企画委員長　山内末子さん登壇〕
○総務企画委員長（山内末子さん）　ただいま議題と
なりました請願１件及び陳情11件につきましては、
慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあり
ます審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたし
ました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（喜納昌春君）　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。



−516−

　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　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11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〕
○議長（喜納昌春君）　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11件は、委
員長の報告のとおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第11　請願２件及び陳
情５件を議題といたします。
　各請願及び各陳情に関し、委員長の報告を求めま
す。
　経済労働委員長上原　章君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔請願及び陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔経済労働委員長　上原　章君登壇〕
○経済労働委員長（上原　章君）　ただいま議題とな
りました請願２件、陳情５件につきましては、慎重に
審査いたしました結果、お手元に配付してあります審
査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしまし
た。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております請願２件及
び陳情５件を採決いたします。
　お諮りいたします。
　各請願及び各陳情は、委員長の報告のとおり決する
ことに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの請願２件及び陳情５件は、委員
長の報告のとおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――

○議長（喜納昌春君）　日程第12　陳情29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。
　文教厚生委員長呉屋　宏君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔文教厚生委員長　呉屋　宏君登壇〕
○文教厚生委員長（呉屋　宏君）　ただいま議題とな
りました陳情29件につきましては、慎重に審査いた
しました結果、お手元に配付してあります審査報告書
のとおり処理すべきものと決定いたしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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29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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情29件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第13　陳情９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良俊君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔土木環境委員長　新垣良俊君登壇〕
○土木環境委員長（新垣良俊君）　ただいま議題とな
りました陳情９件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、お手元に配付してあります審査報告書の
とおり処理すべきものと決定いたしました。
  よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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９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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情９件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第14　陳情１件を議題
といたします。
　本陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　議会運営委員長崎山嗣幸君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔議会運営委員長　崎山嗣幸君登壇〕
○議会運営委員長（崎山嗣幸君）　ただいま議題とな
りました陳情１件につきましては、慎重に審査いたし
ました結果、お手元に配付してあります審査報告書の
とおり処理すべきものと決定いたしました。
  よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情１件を
採決いたします。
　お諮りいたします。
　本陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情１件は、委員長の報告のと
おり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第15　陳情22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新垣清涼君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔米軍基地関係特別委員長　新垣清涼君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長（新垣清涼君）　ただいま
議題となりました陳情22件につきましては、慎重に
審査いたしました結果、お手元に配付してあります審
査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしまし
た。
  よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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22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〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情22件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第16　陳情13件を議題
といたします。
　各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
　公共交通ネットワーク特別委員長金城　勉君。
　　　――――――――――――――――――
　　　〔陳情審査報告書　巻末に掲載〕
　　　――――――――――――――――――
　　　〔公共交通ネットワーク特別委員長　金城　勉
　　　　君登壇〕
○公共交通ネットワーク特別委員長（金城　勉君）　
ただいま議題となりました陳情13件につきまして
は、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付して
あります審査報告書のとおり処理すべきものと決定い
たしました。
　よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告
を終わります。
○議長（喜納昌春君）　これより質疑に入るのであり
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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〕
○議長（喜納昌春君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これよりただいま議題となっております陳情13件
を一括して採決いたします。
　お諮りいたします。
　各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異
議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（喜納昌春君）　御異議なしと認めます。
　よって、ただいまの陳情13件は、委員長の報告の
とおり決定いたしました。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　日程第17　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〕
　　　――――――――――――――――――
○議長（喜納昌春君）　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〕
○議長（喜納昌春君）　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。
　　　―――――――◆・・◆―――――――
○議長（喜納昌春君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　今議会は、私どもにとりまして任期最後の定例会と
なりますので、本日の会議を閉じるに当たり一言御挨
拶を申し上げます。
　平成24年６月、内外の厳しい社会経済情勢の中、
私どもが県民の負託を受けて第11期の議会活動がス
タートして以来、早くも４年の歳月が過ぎ去ろうとし
ており、まことに感慨深いものがあります。
　顧みまするに、この４年間は、東日本大震災及びこ
れによって引き起こされた原子力発電所事故後の復興
支援、民主党から自民党への政権交代、デフレ脱却を
図るための経済政策いわゆるアベノミクス、ＴＰＰ交
渉、集団的自衛権をめぐる問題など国内の厳しい政治

経済情勢を背景に、本県では、一括交付金制度の創設
を初め沖縄21世紀ビジョン基本計画がスタートし、
経済振興策が展開される中、辺野古埋立承認問題、深
刻さを増す子供の貧困、若年層を中心とする雇用等の
問題は依然として大きな課題としてあり、加えて米軍
基地に起因する事件・事故の相次ぐ発生は県民に大き
な不安を与えました。また、平成25年２月には、私
どもとともに議会活動に精励されてこられた前田政明
議員が御逝去されるという悲しい出来事もありまし
た。
　そのような中、本県議会は二元代表制の一翼を担
う、県民意思を代表する機関として、県政の重要課題
解決のため真摯に議論を闘わし、政策条例の制定や執
行部に対して政策提言を行う一方、時宜に応じて65
件に上る意見書等を議決するとともに、関係要路へ要
請を行い、県民の負託に応えるべく積極的な活動を展
開してまいりました。中でも、本県の喫緊の課題であ
る普天間飛行場問題に関しては、普天間飛行場の早期
閉鎖・返還及び県内へのオスプレイ配備計画撤回を求
める意見書を全会一致で可決し、県民の意思を国内外
に力強く発信いたしました。議員各位におかれては、
本県の置かれている複雑な政治情勢のもと、同問題に
関連し、辺野古埋立承認をめぐる課題解決に向け不断
の努力を続けているのは周知のとおりであります。ま
た、２度にわたる百条委員会の設置や知事の行政報告
に対する緊急質問の実施など、執行機関に対する監視
機能としての役割を果たしました。さらに、本日、新
たに沖縄県手話言語条例を制定できましたことは、共
生社会実現に向けた一歩になると確信するものであり
ます。
　沖縄21世紀ビジョン基本計画が５年目を迎える
中、普天間飛行場を初めとする米軍基地問題、県経済
の振興並びに子供の貧困問題など県政の重要課題につ
いては、次の任期に持ち越すことになりますが、人権
尊重と共生の精神のもとに、真に平和で豊かな沖縄県
の実現に努めることが私どもに課せられた重大な責務
であることを深く認識し、県民の負託に応えられるよ
う最善の努力を傾注してまいりたいと存じます。
　なお、今任期を最後に勇退される方々には、まこと
に惜別の念を禁じ得ませんが、在任中の御活躍と御功
績に対し深甚なる敬意と謝意を表するとともに、今後
とも御自重、御自愛の上、県勢発展のためにお力添え
を賜りますようお願い申し上げます。
　また、次期選挙に出馬される方々には、見事当選の
栄に浴され、再びこの議場で相まみえ、本県の直面す
る諸課題の解決に向けて御活躍されますよう御祈念申



− 519 −

し上げるものであります。
　ここに、任期最後の定例会を閉じるに当たり、議員
各位の御健康と御多幸を心から念ずるとともに、議員
各位の御協力と御支援により、大過なく議長としての
職責を果たすことができましたことに改めて心から感
謝を申し上げます。
　まことにありがとうございました。イッペーニ

フェーデービル。
　なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど
文書をもって報告いたします。
　以上をもって平成28年第１回沖縄県議会（定例
会）を閉会いたします。（拍手）
　　　午後３時45分閉会
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