政府沖北
令和４年３月２５日

─────────────
の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろ

皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後

平成三十年には初の年間一千万人を突破しており

出にも大きく貢献してきました。入域観光客数も

左下の図を御覧ください。県外の受入れの図な

○委員長（青木一彦君） ただいまから政府開発
次に、議事の進め方について申し上げます。

んですけれども、観光収益は全体の一八・五％、

ます。

まず、玉城参考人、西田参考人の順にお一人十

現在では更にパーセンテージは上がっております。

しくお願いいたします。

五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委

沖縄の産業における観光産業の割合の大きさを御

援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会を
開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、森本真治君、こやり隆史君、石田

員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
また、御発言の際は、挙手をしていただき、そ

次のページを御覧ください。二ページ目です。

昌宏君、本田顕子君、藤井基之君、松山政司君及
び猪口邦子君が委員を辞任され、その補欠として

の都度、委員長の許可を得ることとなっておりま

覧いただけるかと思います。

有村治子君、小川克巳君、水岡俊一君、藤木眞也

しかしながら、その後の世界的な新型コロナウ

イルスの感染症拡大により、入域観光客数は過去

すので、御承知おきください。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。

用情勢も、沖縄県、大きく変化しております。現

最大の落ち込みを見せております。個人消費や雇

す。玉城参考人。

それでは、まず玉城参考人からお願いいたしま

君、山田俊男君、森屋宏君及び上野通子君が選任
されました。
また、本日、小川克巳君が委員を辞任され、そ
の補欠として徳茂雅之君が選任されました。

在に至るまで、沖縄県の社会経済全般に大きな影

○委員長（青木一彦君） どうぞ。

下の図を御覧ください。この図は沖縄県の入域

○参考人（玉城絵美君） よろしいでしょうか。
○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。

観光客数及び観光収入の推移を示しております。

─────────────
○委員長（青木一彦君） 沖縄振興特別措置法等

それでは、私から、沖縄県の観光産業、人材育

今までも、平成十四年前後、あっ、平成十三年の

御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、Ｈ２Ｌ株

響を及ぼしております。

の一部を改正する法律案を議題といたします。

成、ＩＣＴ活用による経済効率化、移住と定住に

九・一一テロ事件、それから平成二十一年の景気

本日は、本案の審査のため、二名の参考人から

ついて、今回の特別委員会に際しまして御説明さ

低迷、新型インフルエンザの流行であったりだと

か平成二十三年の東日本大震災など、様々な外的
一ページめくりまして、表紙をめくりまして一

ロナウイルスの流行、こちらに関しては、伸び率、

ぶられております。特に二〇二〇年からの新型コ

要因、外的変化によって観光産業というのは揺さ
ページ目、現在の沖縄県の観光産業の課題につい

いうのが一気に下がりまして、三分の一以下とい

今まで徐々に徐々に上がっていた入域観光客数と
観光は沖縄経済を牽引する産業として雇用の創

て御覧いただければと思います。

ます。

横長の資料を手元に置いていただければと思い

せていただきます。

式会社代表取締役・国立大学法人琉球大学工学部
教授玉城絵美君及び国立大学法人琉球大学学長西
田睦君でございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げ
ます。
本日は、御多忙のところ御出席いただき、誠に
ありがとうございます。
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うふうになっております。沖縄経済を牽引する観
光客に体験してもらうと。こちらの技術、ボディ

であったりとか、そういったものを県外にいる観

次のページ、御覧ください。四ページ目です。

事項となることを願っております。

光産業は、このように外的な変化に大変脆弱な面

次は、人材育成、ＩＣＴ活用による経済効率化、

まで通信技術が発達してこなかったせいもあり導

現在、沖縄は平均年収が全国的に見ても特に低

ーシェアリングと呼ばれる技術ですけれども、今

次のページを御覧ください。

入が進められておりませんでしたが、５Ｇの沖縄

く、産業発展に必須であるＤＸ化、ＩＣＴ活用の

がございます。
今回、この外的な変化に対応できる体験型観光

県の導入により、今現在、体験がより臨場感を持

ための、そもそも人材、ＩＴ人材の育成が急務で

移住と定住についてです。

を始めとする新たな観光の形も広がりつつありま

って、没入感を持って実施できるようになりまし
このように、観光産業にＩＴ技術を導入するこ

す。今回の改正法の部分で、沖縄県特定免税店制
うになっていたりだとか、あとはデジタル化、デ

とによって、たとえ外的変化によって沖縄県に入

左下を御覧ください。左下の図は、各都道府県

ございます。一方で、離島、北部、離島と北部地

ジタル社会の形成に関する条文が追加されており

れなくても観光資源を活用できるというような形

の平均年収です。一位はもちろん首都の東京でご

た。

ます。

態をつくれると考えております。こちら、もう既

ざいますが、沖縄県は最下位となっております。

度について新たにオンライン購入に対応できるよ

例えば、これから十年において観光産業という

に実証実験が、二〇二〇年に実証実験完了してお

そこの金額差にも御注目いただければと思います。

域の人口減少や担い手不足の問題もあり、移住と

のがどのように変化するのか、今現在行われてい

りまして、徐々に導入が進んでくるかと思います。

作業に関する遠隔農業体験のシステムです。こち

ボットなんですけれども、観光農園での摘み取り

そのほかにも、三ページの右下の図、これはロ

そういった問題がございます。

済発展に必要であるＩＴ人材が育たないといった、

たちが高校や大学に進学しづらい、結果として経

また、沖縄県のこの年収の低さからなかなか子供

定住の対策も求められています。

る実証実験について下の図で、三ページ下の図で

沖縄県にある観光資源をたとえ沖縄にいなくても

ら、更に簡便に、スマートフォンを使って観光資

ちょっと説明させてください。

体験できるような実証実験が今進んでおります。

源を遠隔地でも体験できるというような実証実験

例えばですけれども、遠隔地で観光を体験する、

左の図はユーザー側、観光客側です。真ん中の図

が行われています。

と分かりますとおり、日本国内全般でもＩＴ人材

沖縄県だけではなく、右の図を御覧いただける

は沖縄県内に置かれたロボットです。この際は、

県外にいる若しくは海外にいる観光客がパドルを

カヤックを置いて実証実験しております。観光客、

きるＤＸ、ＩＣＴ活用というのが進んでおります。

り、様々な環境変化が起こってくる中でも対応で

５Ｇの導入であったり新しい技術の導入であった

次のページ、御覧ください。五ページ目です。

たり前のことかと思います。

進学率も低い沖縄県でＩＴ人材が不足するのは当

状態になっています。そんな中、特に年収が低く

というのは需要と供給のバランスが取れていない

動かすと遠隔地に置かれたカヤックロボットが動

こちらの法案がこのような外的変化に対応できる

そこで、ＩＴ人材の育成を図るとともに、ＡＩ

このように、多数、観光の形が変わりつつある、

いて、それでカヤックロボットがさらに、感じた

体験型観光、沖縄県の産業構成に強く推奨される

名護市や嘉手納町の比謝川というマングローブに

水の重さであったりとか揺れであったりとか景色
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り、新たなＩＴ技術によって経済の効率化を図る

今回なんですけれども、先ほどお話ししたとお

種の重点的強化を図ることも重要であると。

リティー業など、今後の成長可能性が見込める業

プログラミングなどソフトウエア業や情報セキュ

幅広く業務に関わるところ、一般教養のところ、

技術から基礎的な統計学、そういったところまで、

だとかバーチャルリアリティーとか、最新のＩＴ

それから統計学、さらにはメタバースであったり

るのかというと、ＡＩに関するプログラミング、

具体的にどのようなリカレント教育を受けてい

このように、積極的な、研究機関、大学、例え

いただけるというような取組も進めております。

育て、県外の方であれば移住、定住も御検討して

に定住してもらう、県内の方であればＩＴ人材を

ＣＴ活用ができるＩＴ人材を育てる、かつ沖縄県

いただくことで、大学、研究機関を中心としてＩ

って経済効率化を図れるような人材を育成するコ

と。先ほど御覧いただいた、観光産業もＩＴを導

こちらは、リカレント教育であるとともに、ワ

ミュニティーを形成していくというのが今後重要

ば琉球大学であったりだとか、県内のほかの研究

技術を更に新しくアップデートしていく、管理運

ーケーション、スタディケーションというものが

になるかと思われます。

リゾートホテルに滞在しながら学んでいただくと

用していく人材が必要となります。また、人材育

ふんだんに含まれております。それによって、北

そのほかにも、大学発スタートアップというの

入することで外的変化に強くなると。そういった

成だけではなくて、移住と定住の問題、この両方

部の地域の良さであったり、今後は離島の良さで

も、沖縄県では徐々にですが、増え始めておりま

機関、ＯＩＳＴであったりだとか、その周辺によ

がございます。これらを支援していくことで、沖

あったり、県外の方ですと、魅力に気付いていた

す。今後、大学発スタートアップ、それから新規

いうもの、プロジェクトを推進しております。

縄県だけではなくて、ほかの日本国内の地域に対

だいて、すばらしい人材が移住と定住していただ

ところでシステムをつくったとしても、そのＩＴ

してもロールモデルを示せるのではないかと思い

こちらは琉球大学の取組で、観光型リカレント

ことで、取組の事例を一つ紹介させてください。

かにもどうやってアプローチしていくのかという

ミュニティー、そして沖縄県の人材育成、そのほ

は、大学であったりだとか、あと大学の周りのコ

今回、これから十年にわたって、じゃ、それで

ます。また、リカレント教育に関しましては、職

と、両方を両立させたシステムというふうになり

スタディーとバケーション、学習と余暇を楽しむ

ディケーションとは、先ほどと同様のモデルで、

みを楽しむ、余暇を楽しむという意味です。スタ

ョンの組合せで、働きながら観光を楽しむ、お休

ワーケーションに関しては、ワークとバケーシ

くりによって、今後、日本国内の地方におけるＩ

また、これらのコミュニティーづくり、人材づ

考えております。

離島に移住と定住していただければというふうに

そして、その魅力について、県外の方々、北部、

的にＩＴ人材により経済効率化を図っていければ、

状況というのを改善していきながら、それで加速

あったりとか都道府県で見ても進学率が大変低い

事業の増大によって、今、現時点の年収最下位で

教育というものです。中段から下の部分に書かれ

業上必要な知識と技術を習得するためにフルタイ

Ｔ人材育成、大学周辺、研究機関周辺のコミュニ

けるのではないかと考えております。

ている図、全てがそのとおりになります。北部の

ムの就学とフルタイムの就職を繰り返すことです。

ます。

リゾートホテルに長期滞在していただき、ワーケ

ティーづくりのロールモデルになれるのではない

かというふうに考えております。

今回のリカレント、観光型リカレント教育では、
県外の研修生、あるいは県内の研修生に参加して

ーションに加えて、ＩＴに関するリカレント教育
を受けていただくと。
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ざいました。
西田個人としての思いをお話しさせていただけれ

それに関連する琉球大学などでの取組、あるいは

計画について説明させていただきます。その後、

倍の水準である、そして非正規雇用率は全国一高

して全国最低水準、子供の貧困率は全国値の約二

しかしながら、一人当たりの県民所得は依然と

私からの説明は以上となります。ありがとうご
○委員長（青木一彦君） ありがとうございまし

い水準にあることなど、なお多くの課題が残って
おります。

ばと思います。
一ページをめくった、Ａ３判ですね、Ａ３判の

た。
次に、西田参考人にお願いいたします。西田参

画の概要です。資料左上の第一章、総説に、一、

て玉城デニー沖縄県知事に答申した新たな振興計

これは、本年一月、沖縄県振興審議会会長とし

が抱える特殊事情から派生する固有課題も残され

ですけれども、そして米軍基地問題など、沖縄県

な交通渋滞、私も毎日通勤で痛感しているところ

共交通システムですね、これの不備等による深刻

加えて、離島の条件不利性、それから基幹的公

琉球大学学長の西田でございます。

計画策定の意義といたしまして、
（１）沖縄振興

ており、沖縄振興特別措置法が最終目的とする沖

資料一を御覧ください。

本日は、このような意見陳述の機会をいただき、

策の推進とあります。これは、特別措置法の根拠

縄県の自立的発展と豊かな住民生活の実現は十分

考人。

私の生まれは京都でありますが、沖縄が復帰し

となる沖縄の特殊事情を示したものでございます。

とは言えない現状にあります。

○参考人（西田睦君） ありがとうございます。

て八年後の一九八〇年に琉球大学理学部の助手と

加えて、
（２）日本経済発展への貢献、
（３）海洋

ありがとうございます。

して採用され、途中、福井県立大学あるいは東京

的に推進することが重要であると考えます。すな

このため、引き続き沖縄振興策を総合的、積極

島嶼圏の特性を生かした海洋立国への貢献と、こ
れら合わせて三つに意義を整理しております。

大学での勤務もありましたけれども、合計二十二
年琉球大学で過ごしてまいりました。

で培ってきた歴史的、文化的特性、これらを十分

わち、沖縄県が有する我が国の南の玄関口に位置

これまでの振興策の推進により社会資本の整備

に生かし発展可能性を引き出すということ、これ

なお、資料には記しておりませんけれども、計

尽力により開学いたしました。そのような大学の

が進められ、この新型コロナウイルス感染症拡大

が沖縄県振興、発展にとどまらず、我が国全体の

琉球大学は、一九五〇年五月二十二日、戦火で

学長に就任して三年になりますが、地域に貢献す

前の令和元年ですけれども、この年には入域観光

発展につながるものというふうに考えます。

するという地理的特性、それから広大な海域を確

る大学として沖縄振興に貢献できるよう、大学運

客数が、これは玉城さんも述べていただきました

さて、お手元の資料ですけれども、Ａ３広げて

画策定の意義についてもう少し説明させていただ

営に努めてまいりました。また、沖縄県振興審議

けれども、一千万人を超える、そして完全失業率

いただいておりますが、その第二章では基本的課

灰じんに帰した首里城の跡地に、沖縄県民や海外

会の会長を務めてまいりました。

は復帰後初の二％台まで低下する、そして経済成

題を、そして第三章では基本方向を整理しており

保する海洋島嶼性、アジア諸国と交易、交流の中

本日は、お手元の資料の一ページ目に示したよ

長率は全国を上回る高い伸びを示すなど、多くの

ます。第四章、これはこの資料の右半分の中段に

きたいと思います。

うな内容でお話をいたします。まず、沖縄県振興

成果を上げてまいりました。

の県系人の大学設立に対する熱い思いと関係者の

審議会会長として取りまとめた答申、新たな振興
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記載しておりますけれども、基本施策では、平成

まり、子供の自己肯定感の向上につながっており

どの子供の貧困問題も、その抜本的な解決策とし

なお、この取組は、琉球大学だけではなくて、

ては生産性向上による県民所得の改善が必要であ

想、すなわち沖縄二十一世紀ビジョンにおける県

沖縄県内の十一の高等教育機関を構成員とする大

ここからは、私個人として今後十年の沖縄振興

ます。

民が望む五つの将来像ですね、一、沖縄らしい自

学コンソーシアム沖縄として行っているものであ

に期待するところとして、あと二つほど事例をお

二十二年三月に県民の意見を基に策定した基本構

然と歴史、伝統、文化を大切にする島、二が心豊

りまして、私はその代表理事としてこの取組にも

話ししたいと思います。

りまして、そのような意味からも重要な取組であ

かで安全、安心に暮らせる島、三、希望と活力に
関わっております。

御覧ください。

推進であります。詳しくは次の資料ですね、三を

組として、数理、データサイエンス、ＡＩ教育の

次に紹介したいのは、ＩＣＴ人材を育成する取

する可能性も秘めたものであると考えております。

べき条件不利性であると同時に、優位性へと転化

自然的事情などがございますが、これらは克服す

沖縄が直面する特殊事情として、地理的事情、

ると認識しております。

あふれる豊かな島、四、世界に開かれた交流と共
生の島、五、多様な能力を発揮し、未来を開く島
のそれぞれに施策を設定しております。
このような答申を出させていただいたところで
ございますが、私が学長を務める琉球大学でもこ

今回の答申の基本施策でも、沖縄らしい自然と歴

史、伝統、文化を大切にする島を目指してとあり

二枚目に、受講した学生からの声がございます。
データ解析の手法を学び、論理的思考力や課題発

れらに沿った取組を既に行っているところです。
残りの時間で、人材育成という面が中心になりま

沖縄振興策は沖縄の特色を生かした取組がより重

ますけれども、そのような観点から、これからの

てくれることを期待させてくれるコメントが出て

要ではないかと感じています。

見力を身に付けた学生がこれからの沖縄で活躍し
おります。元々文科系の学生なんですけれども、

すけれども、幾つかの事例を御紹介させていただ
まず、心豊かで安全、安心に暮らせる島を目指

もうデータサイエンティストとして育ったという

の貧困の負の連鎖を断ち切るための取組として、

ほど申した大学コンソーシアム沖縄のつながりを

この取組も、琉球大学が中心ですけれども、先

ださい。

を御紹介いたします。詳細は別添資料四を御覧く

一体型サステーナブル陸上養殖のグローバル拠点

ジェクト、資源循環型共生社会実現に向けた農水

子どもの居場所学生ボランティアセンターという

活用して、沖縄県内の高等教育機関とも連携をし

きます。
した施策として、子供の貧困の解消に向けた総合

自覚を持ってくれております。

その一つの事例として、琉球大学での研究プロ

的支援の推進があります。これに関連して、子供

ものがございます。詳しくは別添の資料二ですね、

て実施しております。

子供の自己肯定感の向上、子供に寄り添ったサポ

希望する学生とのマッチングを行っております。

県内の子供の居場所と、それからボランティアを

値化というものに関連するものであります。先ほ

会を支える情報通信関連産業の高度化、高付加価

れる豊かな島を目指した施策として、デジタル社

なお、この取組ですけれども、希望と活力あふ

デルの形成を目指す取組であり、閉鎖循環型陸上

す。沖縄をベースに食とエネルギーの循環社会モ

民間企業、地元自治体も参画するプロジェクトで

グラムに採択されたものでもあります。他大学や

これは、科学技術振興機構の共創の場形成プロ

を御覧いただければと思いますが、このセンター、

ートを行うことで、子供の居場所への安心感が高
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をデジタル技術でうまく連携させて、最適な循環

養殖、再生可能エネルギー、廃棄食料の資源化等
の努力を惜しまぬ所存であります。

の生態系や生物多様性を将来世代に引き継ぐため

を通じて、周辺地域を含む世界自然遺産登録地域

なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でござ

これより参考人に対する質疑を行います。

以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。

また、これは琉球大学の取組ということではご

社会を実現することを目標としています。これに
より、沖縄だけではなく、亜熱帯海洋性の島嶼モ

ざいませんけれども、今申し上げたような取組の

○比嘉奈津美君 今日は、玉城先生、西田先生、

います。

デルとして、東南アジアの循環社会モデルとなる

延長線上にあるものとして、国立自然史博物館構

ありがとうございます。非常にうれしく思ってお

この地域の生物多様性等については別添の資料五

西表島の世界自然遺産への登録が決定されました。

昨年七月、奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び

に全世界への貢献という面からも重要な取組にな

それから人材育成面、さらにはアジア地域、さら

究の観点のみならず、沖縄観光等の産業振興面、

自然史博物館を沖縄につくることは、自然史研

そして、今、当時は一歯科医院の院長だったので

ビジョンの最初の策定に私関わってまいりました。

時代に振興審議会のメンバーで、沖縄二十一世紀

ですよね。実は私も、もう十何年前、仲井眞知事

お二方とも振興審議会のメンバーであられるん

質疑のある方は順次御発言願います。

のではないかと期待しております。

想がございます。詳細は別添の資料六を御覧いた

ります。

もう一つの事例として、世界トップクラスの豊
だければと思います。

を御覧いただければと思いますが、琉球大学では、

ると確信しております。

かな自然、これを活用する事例を御紹介します。

この地域内に教育研究施設を有しております。そ

紹介してまいりました。本委員会で審議されてい

のは非常に大事なことだと思いますので、今日は

先生方が来られて地元の意見をいただけるという

すが、現在ここにおりまして、やはりこうやって

育に深く携わってまいりました。これらは、地域

る沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案

是非よろしくお願いいたします。

以上、沖縄振興に関連する取組事例を幾つか御

にある貴重な自然の価値を科学的な観点から正確

が成立し、来年度以降も引き続き国からの支援の

して、長年にわたってこの地域の自然の研究と教

に把握し、それを後世に伝えていくための大切な

下で県の施策が実施され、沖縄振興策が総合的、

一方、この地域では、観光客の増加に伴うオー

た、沖縄県内唯一の国立大学の長として、微力な

積極的に推進されることを期待しております。ま

沖縄科学技術大学院大学、ＯＩＳＴのことについ

今日は琉大の学長先生もいらっしゃいますが、

まず最初に、玉城先生にお伺いしたいと思いま

基礎づくりだと考えています。
バーツーリズムに対応する適正な観光管理の実現、

がらその実現に貢献したいというふうに考えてお

す。

ヤンバルクイナやイリオモテヤマネコ等の希少種

てちょっとお尋ねさせていただきたいと思います。

ＯＩＳＴは、僅か十年足らずで、今ネイチャー

ります。
これにて私からの説明を終わります。

のロードキルの防止、包括的な河川再生、さらに
緩衝地帯における森林伐採の適切な管理等、多く

というような評価を受けております。論文の数は

で評価が非常に高く、世界で九位、日本では一位
○委員長（青木一彦君） ありがとうございまし

少なくても、非常に論文の質がいいということで

御清聴ありがとうございました。

し、解決していくことが不可欠です。琉球大学と

た。

の課題も指摘されており、これらを総合的に把握
しても、地域社会や国際社会と協力し、教育研究
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ＳＴの研究者の皆さんと何度も意見交換をさせて

評価が高いということでございますが、私もＯＩ
○委員長（青木一彦君） 挙手をお願いいたしま

性が高いか、教えていただきたいなと思います。

ルに引上げをしなければいけません。そこは研究

ッチングするためには少なくとも七から九のレベ

しかしながら、そのレベルが、産業導入、企業マ

機関で担うことが大変難しく、どうしても大学発、

す。
玉城参考人。

いただいております。サンゴのゲノムの解析など
は世界で初めてできて、そして、沖縄の周りで一

まして、日本の有識者の皆様を集めてＯＩＳＴで

的に見ても、例を挙げるとするならば、東京大学

比嘉先生がおっしゃるとおり、ＯＩＳＴは世界

関するその産業連携のための投資促進が行われて

術基本計画を始めとする様々な研究機関や大学に

都心部では、科学技術イノベーション、科学技

研究機関発のスタートアップに対して資金投入が

対策会議なども行ってきました。その他、潮の流

が研究機関として三十五位と位置付けられるとこ

きました。それによって大学の周囲にＶＣやＣＶ

○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。

れで発電するとか、消化が非常にゆっくりなお米

ろ、ＯＩＳＴは八位から九位というふうに研究機

Ｃが多く設置され、十年前に比べて、大学発スタ

時期、白化ですかね、サンゴの白化があったとき

を開発して血糖値を調整するなど、いろいろな研

関として評価されております。日本でもトップの

ートアップの増大ももちろんですけれども、大学

必要になってくるというところです。

究が進んでおります。

研究機関であるのにもかかわらず、周りに、周辺

研究機関からのＭアンドＡ、若しくはＩＰＯに関

御質問ありがとうございます。

ただ、研究は今進んでいるのですが、このＯＩ

地域との産業連携がまだまだ生み出されていない

に、私、ちょうど環境大臣政務官を拝命しており

ＳＴの研究効果から産業を生みたいなと非常に考

する、若しくはコラボレ、企業コラボレーション

に関するニュースが現在でもあふれております。

というのが現状です。
ＯＩＳＴを始めとして、沖縄県内では大学発ス

えていくところで、この成長していく沖縄振興の
中で、またこのＯＩＳＴがベンチャーとつながる

地方、特に沖縄県は、進学率も低く、周りのイ

その結果、大学発スタートアップから成長した企

その原因の一つとして考えられることといたし

ノベーションに関する投資促進もされていない状

タートアップというものは増えてきてはいるんで

その企業とのマッチングの中でどういう方法が一

ましては、沖縄県内の研究成果に関して、研究成

況です。ＯＩＳＴを始めとする豊富な研究成果、

ことが我が国の経済の発展にも寄与していくもの

番いいのか、ちょっと起業家であられる玉城先生

果というのは、基本的にはＴＲＬ、テクノロジ

こちらにＶＣ、ＣＶＣ導入の投資促進を行うこと

業がまた更に戻ってきて大学に投資する、研究機

にお尋ねしてみたいなと。

ー・レディネス・レベルというレベルが大変低く、

によって、先ほども申し上げましたテクノロジ

すけれども、おっしゃるとおり企業のマッチング

ＯＩＳＴ自体も外部資金を今六％から七％を調

産業導入するまでレベルとして一から九までレベ

ー・レディネス・レベル、ＴＲＬのレベルを上げ

だと思いますが、そのためには企業とのマッチン

達していると思いますが、内閣府としては二〇％

ルが評価付けられているんですけれども、その中

て企業マッチングしやすい形に、そういったエコ

関に投資するという好循環が生まれております。

ぐらい調達してきてくださいということをお話し

でもＯＩＳＴの研究成果、琉球大学の研究成果と

ノミーシステムをつくっていくことがまず第一、

ができておりません。

しているようですが、どういう形のマッチングが

いうのは、一から三に当たるところになります。

グが非常に重要になってくると思います。一番、

あればそういうイノベーションが一番起きる可能
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そして、先生は、一番得意分野は海洋生物学と

お伺いしております。海に囲まれた沖縄で海洋資

は変わってきたと思います。
私、先ほど申したように、八〇年に赴任しまし

源の活用に力を入れてください。私からのお願い

そういうふうに考えております。
た。二年前の七・三〇を皆さん言っておられまし

以上です。
○比嘉奈津美君 ありがとうございます。また今

でございます。

れからいろんな物質を探すのに海の中が一番可能

できております。いろいろ勉強してきた中で、こ

乳がんの治療薬ハラヴェンなども海洋生物から

たが、そういう中で、今、先ほど申したように、
やはり振興策で大分良くはなりましたけれども、

後とも御指導よろしくお願いいたします。
今度は西田先生にお伺いします。
まだまだ残っている。

一番というふうにいいますと、取りまとめたこ

時間がないのでちょっと早口になりますが、沖
縄振興を考えるに当たって、ちょうど沖縄復帰五

本円に変わって、一円は軽いなと、一セントを使

五十年前まで私はドルを使っておりました。日

アローヘッドのところかなという気がいたします。

計画の目標、右側、四とありますね、この最後の

すと、資料一ですね、これの左上の総説のところ、

くお願い申し上げます。

我々も頑張っていきたいと思いますので、よろし

に向けて、先生方からまた御支援をいただいて

これからの沖縄、海に囲まれた沖縄のこの発展

性が高いと聞いております。

っていた私としては思いました。そして、車も反

つまり、その後半ですね、県の自立的発展と県民

の新たな振興計画ということ、この資料でいいま

対側を走っていて、バスで通学していたんですけ

一人一人が豊かさを実感できる社会の実現という

十周年なんですね、いい境目だと思います。

れども、全く反対側で降りたり乗ったりする不思

ふうになっています。その特に後半、これから、

を入れてやってきましたが、これから一番の課題

そして、沖縄振興策、これまで国は一生懸命力

化や生活様式があります。

の背景の中で、いろいろな国際色豊かな独自の文

うに思っております。

りと焦点を当てた振興が大事ではないかというふ

っとお話しいたしましたけど、そこ辺りにしっか

困の負の連鎖を断ち切るという辺り、それもちょ

やはりその誰一人取り残さない、そして子供の貧

いと思います。

りがとうございます。よろしくお願いをいたした

当ありがとうございます。また御説明いただきあ

玉城先生、西田先生、本日はお忙しいところ本

○森屋隆君 立憲民主党の森屋隆でございます。

終わります。

議な世界を見てきたわけですが、沖縄のこの歴史

は先生は何だと思われますか。（発言する者あ

○比嘉奈津美君 ありがとうございます。

いただきたいと思います。二点伺いたいと思いま

まず、玉城先生、西田先生それぞれからお答え

り）

用地の跡地に移動するということで、これは今後

長く働いてきた者なんですけれども、先ほど西田

一点目なんですけれども、私は公共交通機関で

す。
返還される跡地利用の非常に大事なモデルケース

先生の方からも少しあったかと思います。沖縄、

そしてまた、琉球大学医学部の今度移転が、軍

となりますので、国においても着実に進めていく

まあ市内を中心に自家用車、軽自動車なんかもか

○委員長（青木一彦君） 挙手をよろしくお願い

ような形で我々も支援していきたいと思っており

なり多いと思いますし、そして、観光客の方は、

します。

ありがとうございます。

ます。

○参考人（西田睦君） はい。失礼しました。

西田参考人。

おっしゃるように、大きく、この五十年、沖縄
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うのが必要になってくるかと思います。

おります。慢性的な渋滞がありますし、この慢性

につれ状況が悪くなっておりました。ただし、十

というのは、特に渋滞というのが観光客が増える

確かにおっしゃるとおり、沖縄県内の道路状況

らく、今、渋谷、都内で多く実施されているデジ

料で私の方から説明させていただいたとおり、恐

人流自体も変わってくるという意味で、先ほど資

ＩＴ技術というのは更に促進していくと。人の、

○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。

的な渋滞というのは当然経済損失だと、こういう

年前に比べるとインフラが徐々に整備され、渋滞

タルツインと呼ばれる、都内の、都市の情報をバ

今特にレンタカーがかなりお店ができて、レンタ

ふうに思っています。

も大分緩和されてはきております。一方で、資料

ーチャル世界、メタバースの中に移して、人流自

もう一方で、ここ十年、これから十年ですね、

これも非常に大事なテーマだと思っているんです

にもありましたとおり、新型コロナ感染症拡大以

体を少なくして、それでもう観光資源を流用して

森屋先生、御質問ありがとうございます。

けれども、今後、二十年先、三十年先を見据えて、

前に関しましては、そのインフラでもフォローし

いくというような方法も今後十年先には考えられ

カーでの移動が多いなと、こういうふうに感じて

沖縄のこの交通インフラ、どうあるべきかという

切れないほど観光客が増えてきたという現状もご

るかと思われます。そういった先を見据えたイン

そんな中で、二〇五〇年カーボンニュートラル、

のを少し考えを教えていただきたいと思います。
ざいました。

フラ開発というのが必要になってくるのではない

これが一点目でございます。

そういった面でいうと、もちろん、おっしゃる

ちろんですけれども、今急務で、足りなくなって

二点目については、本土に復帰して五十年とい

かなと思います。

いかと思われます。インフラ整備をするとともに、

いる、人流に必要な、市民や観光客に必要な自動

とおり、そのインフラを今後どうしていくかとい

れども、年月がたって老朽化もしてきたものも当

例えばなんですけれども、自動運転車や水素ガス、

運転、水素ガスなどの導入が私は優先順位が高く、

う大きな節目でありますし、この間、社会インフ

然あると思いますし、全般的にその更新の時期を

様々なＩＴ技術を駆使して、レンタカーや自家用

その次にインフラ、さらにメタバースやバーチャ

優先順位といたしましては、インフラ整備はも

迎えているんだろうと、こんなふうに思います。

車というのを使わなくても市民や観光客というの

ル空間のデジタルツイン技術の導入といったＩＴ

うのは、優先順位というのは決めなければいけな

その中で、全部一遍を交換していけるような、

が移動できる状況というのをつくっていくという

ラがずっと整備はされてきたと当然思うんですけ

整備していけるようであればこれはいいことだと

技術の導入が必要になってくるのではないかと個
つまり、インフラだけをきれいに整備して道路

のが重要だと思われます。

ので、まず社会インフラの中でこれを第一にやっ

を広くして交通量を単純に増やすというのではな

思うんですけど、なかなかそれ難しいと思います
ていかなければいけないんじゃないかという、そ

くて、人の移動を自動車以外の部分でも代用でき

二点御質問いただきました。

人的に考えております。

の優先順位みたいなものをあればお答えいただき

る形に変換していくという方法が、そういうＩＴ

公共交通システムに関しては、私もちょっと言

○参考人（西田睦君） ありがとうございます。

以上です。ありがとうございます。

たいと思います。

技術、それから水素ガスなど、エコシステムの導

いました、私自身が実感しているところです。是

それぞれの先生方からお答えいただきたいと思

入というのが、エコなエネルギーによる循環とい

います。よろしくお願いします。
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はなくて。一番末端のところということでいえば、

うというふうに思うんですね、車だけに頼るので

多様なシステムを組み合わせることが大事だろ

本学の工学部に土木系のいろんな教員がおります。

門、直接専門ではないので難しいんですけれども、

からが順番かというのは、ちょっと私自身余り専

それから二点目は、社会インフラの更新、どこ

いえば、これをやっぱり推していきたいというの

ことがあったのかと思います。強みということで

先ほど、沖縄の弱みが強みになるというような

います。またお知恵をお借りしたいと、こういう

それこそいろんなエネルギーを使った小型のもの、

例えば、やはり沖縄はさびが出やすいんです。

があれば、ちょっとお聞きをしたいと思います。

ということが大事かなというふうに思っておりま

例えば電動自転車なんかも、今本学でもシステム

橋梁等、危険なことがあってはならないので、そ

西田先生の方でお願いします。（発言する者あ

非ここは改善を大きくしていく必要がある点だと

を、置く場所を幾つか地域につくって、それで通

れはしっかりモニタリングをして、直さないとい

り）

ふうに思います。

学、通勤をしてもらえるようなシステムをもう試

けないところは大ごとが起こる前に直していくと

○委員長（青木一彦君） 挙手を。

す。

しております。そんなふうにやるようなところ。

いうのは、安全性という点から見て優先度高いん

いうように思います。

それからもう一つは、やはりもう少し長距離な

であろうというふうに思います。そこをカバーす

○参考人（西田睦君） あっ、挙手、失礼しまし

最後になります、時間が来たので、一点、簡単

根幹のラインというのも同時に必要になると思い

れば、第一の御質問に近いような形で、交通シス

た。

強み、私は、先ほどは自然面を中心に御紹介い

ありがとうございます。

西田参考人。

にですね。

ます。昔の、戦争の被害の前の沖縄の写真見ます

テムをうまく構築していく中で解決していけると
以上です。

いいなというふうに思っております。

と、ちゃんと鉄道が走っていますね、軽便鉄道だ
ったようですけれども、あれ、戦争でやられてか
らなくなってしまっているというのが惜しいなと

使い方を、今、玉城先生も何度も強調しておられ

うなもの等をうまく組み合わせる、そして、その

近いところでは新しいレンタル電動サイクルのよ

そしてそれをつなぐバス路線、そして一番自分に

ういう根幹のものもつくり、順次、モノレール、

例えば、今の時代にふさわしい何らかの形でそ

方にも地元の方にも愛されていると思いますし、

良くしていく、あるいは、ゆいレールも観光客の

を、交通機関を更にイノベーションして使い勝手

中でもバスが活躍してきた中で、今、既存のバス

も思っていますし、そしてまた、この間、歴史の

用していくというのがポイントになるのかなと私

一つ、やはりデジタル、ＩＴとかいうものを活

野の多様性というのが実はすごく大事だと思いま

それで、そういうふうに考えると、いろんな分

おります。

総合的にやることが大事かなというふうに思って

気を高める、それを担う人材を育てる、そこまで

研究をし、活用に向けてどうしていくかという士

それは資源の大本でもあります。それをしっかり

たけど、先ほど比嘉先生がおっしゃった、まさに

たしました。例えば生物多様性と一言で言いまし

ますけど、ＡＩ、ＩＴを使えばうまくシステマテ

非常に使われていると思いますし、そこをよりグ

す。文化的な面もそうだというふうに実は思って

○森屋隆君 先生、ありがとうございます。

ィックに使えるようにどんどんなっておりますの

レードアップというか、していければとも思って

いうふうに感じているところです。

で、それを活用した交通システムを構築していく
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れる。だから、いろんな側面に沖縄固有の優位性

様性というのは、日本全体の多様性を増やしてく

が生まれますので、日本にとって、沖縄が持つ多

し違ったものが触発することによって新しいもの

識しかなければ新たなもの生まれにくいです。少

を生む大本です。一つの考え方というか一つの知

ていますので。多様性は、結局、イノベーション

おります、それが日本全体の多様性を高めてくれ

性何名か存じておりますので、その記事読んだと

私自身も本土から沖縄に移住して起業している女

まではその調査では分からないんですけれども、

ていて、具体的な数がどれくらいかというところ

住して沖縄で起業される方というのも相当数入っ

ということで、もちろん、この中には県外から移

がございました。一一・四％が女性の社長である

の中で女性社長の割合がトップであるという記事

女性の起業家の友達というと沖縄県内の方々ばか

内の起業家の方々の方が女性の比率がとても多く、

りませんでしたが、県外の起業家の方々よりも県

変高く、私も実はパーセンテージは存じ上げてお

沖縄県、おっしゃるとおり女性の起業家率が大

たことも大変幸福なことだと思います。

います。また、スタートアップとしての起業でき

大学で教員になれて大変恵まれているものだと思

女性の研究者も少なく、そんな中、私自身は琉球

そういったところで、一点、どのように支援し

きに、まあそうなのかもなと思いながら読んだと
この女性の人材育成という観点から、今女性の

たらよいのかという点につきましては、実はこれ

というんでしょうか、あると思いますので、それ

起業家が全国一である、また増えているというこ

は、女性、男性に、性別に、ジェンダーに関わる

りを思い浮かべてしまいます。

とは沖縄県の強みとなり得るのかなというふうに

ことではないのかもしれませんが、沖縄県内の起

ころでございます。

感じたんですけれども、今、例えばスタートアッ

をしっかりと見出して、見続けて、使っていくと
いうところがポイントかなというふうに思ってお
ります。
ありがとうございます。
○森屋隆君 ありがとうございました。終わりま

りがないということで、ネットワークの支援です

Ａ、シリーズＢまで進むことがほとんどございま

具体的に言うと、シードラウンドからシリーズ

業した会社、なかなかスケールしづらいという、

今日は、玉城参考人、また西田参考人、大変お

とか、経済産業省始めいろいろやっているんです

せん。つまり、小さくまとまってしまうという欠

プの支援、国として資金繰り支援ですとか、ある

忙しい中、貴重な御意見をいただきまして、あり

けれども、この沖縄での女性起業家の方の支援を

点がございます。沖縄県内、都内と比べても、都

す。

がとうございます。

国として何か後押しすることができるとすれば、

心部と比べても大企業が大変少なく、中小企業が

そういった側面を持っております。

それぞれにお伺いをさせていただきたいと思い

どのような形が一番ベストと玉城参考人がお考え

九〇％以上となっております。そんな中で、沖縄

いは、スタートアップの方、なかなか横のつなが

ますが、沖縄の人材育成という観点からの質問を

になるか、お聞かせいただければと思います。

県の女性の起業家増えているという、大変割合が

○高瀬弘美君 公明党の高瀬弘美です。

させていただきたいと思います。

○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。

多いところで支援をもしするとすれば、シリーズ

この三月の頭が国際女性デーということもあり

御質問ありがとうございます。

が新聞各紙でありましたけれども、その中に、民

プはいまだございますが、特に科学技術に関して

おっしゃるとおり、沖縄県はジェンダーギャッ

うところが大変重要なところになってくるかと思

Ａ、少なくともシリーズＢまで投資促進するとい

まして、ジェンダーギャップに関する様々な報道
間の調査の結果の一つとしまして、沖縄県が全国
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っております。

とか、いろんな要因が絡み合ってこの貧困の状態

出ているというのもよく見えます。

事なんですけれども、参考人のお立場から、特に

これ一つ一つ全てに対応していくというのは大

域だとか離島地域は少なくなってしまいます。で

率的に見てそうなるんですが、どうしても北部地

ろに居場所はやはり多くつくられます。それは効

幾つか申し上げますと、やはり人口の多いとこ

どこに力を入れていくということがこの子供の貧

も、必要性は高いです。そこはやはり丁寧に対応

ができているわけでございます。

困問題の解決につながっていくとお考えになるか、

していくことがまだまだ必要になるということが

以上です。ありがとうございます。

西田参考人にお伺いをいたします。

この点お聞かせいただければと思います。

あります。

○高瀬弘美君 ありがとうございます。

先ほど御説明の中で振興計画のお話をいただき

○参考人（西田睦君） 御質問ありがとうござい
やはりこれは二面作戦が大事かなというふうに

まあ何というんですか、処遇というんでしょうか

ただいているんですけれども、なかなか支援員の、

申し上げます。

具体的なところを教えていただきまして、感謝

ました。やっぱり次の世代を育てる、可能性を開
ます。

思っております。というのは、やはり今、本当に

ね、これなかなか十分でないところがありまして、

それから、支援員をお願いをして支援をしてい

くことができる環境をつくるというのはもう非常

困っている子供たちがたくさんいます。これに手

ノウハウを継続的に高めるということがなかなか

に大事だなと、お話伺いながら改めて感じたとこ
沖縄の子供の貧困問題、居場所づくりのところ

を差し伸べるということはやはり不可欠です。

ろでございます。
で、先ほど資料も御提示いただき、御説明をいた

貧困対策というのは力を入れてやってきておりま

て、本当に国としても、この子供の居場所づくり、

度か視察に行かせていただいたこともございまし

ないといけない。だから、それはやはり両面をし

ど、基本的には沖縄の経済をぐっと上げることが

いので、やはり、さっきもちょっと申しましたけ

でもそういう状態が続いてしまうと、これはまず

いるかというと、これは公的資金では難しいです。

学生ボランティアをその中でどうやってやって

なというふうに思います。

とで手当て、支援をお考えいただければ有り難い

ます。だから、この辺りも、人を育てるというこ

難しい。人が早く替わってしまうというのも聞き

して、先日通過したばかりの予算案でも、ここの

っかりやるのかなというふうに思っております。

民間の企業様から寄附をいただいて、それを、ア

ただ、ずっと対症療法的にやっていればいつま

部分はかさを増してしっかりやっていくというこ

でも、その場合、対症療法をただ何となく回すの

ルバイトせずに居場所に行ってくれますので、ア

だきました。私も沖縄の子供の居場所の現場に何

と、国の方針としてあるわけでございますが。

ではなくて、しっかり効果的にやることが大事か

ルバイトする分を謝金として渡してあげると、そ

子供の貧困問題というのは、釈迦に説法でござ

なというふうに思っております。

すとか、また進学率、特に大学の進学率の問題、

ど参考人からも御指摘のあった県民所得の問題で

でおりまして、いろんなデータ見ましても、先ほ

んな問題がまだまだあります。で、こんな成果が

しておりますけれど、すごく、近くで見るといろ

ランティアセンターの実情等を聞いたり調べたり

私も、かなりきめ細かく子どもの居場所学生ボ

兄さん、お姉さん、待っていたよというふうにで

そして、子供は本当に頼ってくれるようです、お

バイトせずに、でも、ちゃんと子供に触れ合う。

ういうふうに回します。そうすると、学生はアル

いますが、もう本当に複雑な要因がいろいろ絡ん

そして高校中退率の問題、また母子世帯率の高さ
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まして、ありがとうございます。

○高瀬弘美君 大変具体的な例も示していただき

ありがとうございました。

両方、両面作戦かなと思います。

と、今困っているところはきちっと手当てをする、

おりますので、両方、両方、経済を底上げするの

ことが、一つ一つ事例が出てくると私は確信して

負の連鎖をぐっと断ち切って前向きに持っていく

けれども、きちっと手当てをしていくと、やはり

ですから、これはやはり、一つ一つ難しいです

育っています。

今年も去年も出してきました。そこでも人が両方

すね。コロナの中で厳しいけれども、ぎりぎりで

できることがあれば教えていただければと思いま

るような、施策に何かプラスとなるようなことが、

して、本当に女の子たちが理系の道を選んでいけ

の道に進まれたわけでございますけれども、国と

この点につきまして、玉城参考人御自身が理系

メージしにくいというのがあるかなと思います。

たちがなかなか理系の女性の人材というものをイ

している方に接するということもない中で、子供

いうのは男性が多いですし、なかなか理系で活躍

機会が大変少ないと。やっぱり理系の先生たちと

のときに理系のロールモデルとなる女性に接する

すけれども、小さいとき、小学校、中学校、高校

もいろいろヒアリングさせていただいているんで

その中で、実際のデジタル人材の女性の皆様に

思います。そのためには、県内企業の起業率アッ

人材として十分に就職していける環境づくりだと

もに、やはり沖縄県内で就職できる、女性がＩＴ

支援として必要なのは、ロールモデルの提示とと

情報発信させていただいております。その中で、

琉球大学、ＯＩＳＴ、沖縄県内からいろいろ発信、

Ｔ人材というのを、女性のＩＴ人材というのを、

分かりませんけれども、私を始めとして複数のＩ

ロールモデルとして私がちょっと十分かどうか

います。

していくのかというのが重要になってくるかと思

大学院生にもどのようなキャリアデザインを提示

向けて提示するというのとともに、大学学部生、

ロールモデルを高校生に、特に中学生、高校生に

プももちろんですけれども、ＩＴの会社の起業率

最後に、玉城参考人にお伺いいたします。

す。

先ほどデジタル人材が不足しているという御指

アップももちろんですけれども、既存企業のＩＴ

そのＩＴプロジェクトが十分にあるよというこ

○委員長（青木一彦君） 時間が参っております

ありがとうございます。お話ししたかった内容

とを中高生、大学生、大学院生に提示することに

摘ございました。公明党としましても、このデジ

人材十万人プランというのを掲げまして、今、デ

なので、御質問いただき大変有り難く思います。

よって女性のＩＴ進学率も徐々に徐々に増えてい

プロジェクトの推進というところも重要になって

ジタル人材を育成やっているいろんな省庁あるん

おっしゃるとおり、高校までの理系の女性の比

って、結果的に沖縄県全体の経済活性化につなが

ので、簡潔によろしくお願いします。

ですけれども、内閣府ですとか、職業訓練の側面

率というのは、沖縄県ですとちょうど半々程度で

ると考えられます。

タル人材、特に女性のデジタル人材を増やす必要

からいうと厚生労働省、また経済産業省と、関係

す。男女比率半々程度なんですけれども、特に工

くるかと思います。

省庁をいろいろ呼んで協議を重ねておりまして、

学系になりますと、学部進学いたしますと一〇％

○高瀬弘美君 終わります。

○参考人（玉城絵美君） はい。

デジタル人材を育てていくための統一感のある政

以下、大学院になりますと四％以下と、徐々に少

○榛葉賀津也君 国民民主党の榛葉賀津也でござ

があるのではないかということで、女性デジタル

策をやっていただけるように働きかけをしている

なくなっていく傾向がございます。そんな中で、

ありがとうございます。以上です。

ところでございます。
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玉城参考人と西田参考人、それぞれ、大きな質

両参考人、本日はありがとうございます。
がっていく。特に、我が国最西端の与那国島は台

います。これが人口減少になって島の減退につな

いうこと、沖縄本島に移るということが多々ござ

時には家族共々、皆さんが島を出て本土に移ると

というふうに感じております。

って出るというふうに働いてくれるといいのかな

ら、そこはむしろ支援策があるからこそ大胆に打

出る馬力が不十分なところに関係しているとした

余り、これも私にとっては難しい課題ですけれど

います。

問と中ぐらいの質問と具体的な質問を三つしたい

湾と目と鼻の先にございまして、安全保障上極め
て重要な位置にあるんですけれども、この人口減

それから二点目は、これはどうなんでしょうか、

と思います。
まず、大きな質問。五十年の沖縄振興政策の歴

か、余り特別扱いではなくてやっていく。ただ、

も、余りこの特別な扱いというよりは、やはり日

ＩＣＴ等を活用した離島での子供の教育の在り

大きなＥＥＺを持っている島嶼域というようなこ

少による島の減退、島の力の減退は深刻な問題に

中ぐらいの質問ですけれども、沖縄振興を議論

方について、両先生はどのようにお考えでしょう

とでいえば唯一ですから、そういう観点でしっか

史を振り返って、反省すべき点は何だとお考えで

する際に、一国二制度という言葉が躍るときがご
か。

りと考えていく必要はあろうかなというふうに思

本全体の中の自治体として、何というんでしょう

ざいます。沖縄のために思い切った支援をという

○参考人（西田睦君） 御質問ありがとうござい

いますが、余り極端な議論になるとちょっとどう

なっています。

側面と、本土と切り離した、本土の制度と切り離
ます。

しょうか。

した独自の制度を沖縄に導入するべきだという二

というんですが、なかなか、大きな課題と言われ

島で、本島以外は離島といえば、先生おっしゃっ

それから、高校の問題、まさにそうですね。離

なんだろうという感じは、私、いたしました。

これ極めて慎重な議論が必要だと思っております。

ましたけれども、どういうふうにお答えしていい

たように、石垣、宮古、久米島というふうに限ら

三つ。一つ目は、復帰五十年、反省すべき点は

つまりは、琉球の独自の歴史を持つ沖縄と本土を

のか、少し迷うところですけれども。

つの議論がありますけれども、私、安全保障上、

切り離そうとする勢力にとって、まさに思うつぼ

ついて、両先生はどのようにお考えでしょうか。

のやいばとなりかねない一国二制度というものに

のは何度も私申しました。その生産性を高めると

経済的にもっと生産性を高めることが大事という

けれども。まだ残されている課題がある。特に、

非常に重要な役割をしてきた、最初も申しました

す。本学も四年、五年前からそういう試みはして

ともっとしていく必要があるかなと思っておりま

受けられるような、やっぱりそういう工夫をもっ

かり利用して、島にとどまっていても高校教育が

になる時代ですので、やはりもう少し通信をしっ

れてしまいます。何とかこれ、ＩＴ、通信が高速

沖縄には百六十の島がございます。そのうち有人

いうときに、いろんな側面があると思うんですけ

おります。

私が感じているところで申せば、やはり振興策、

島は三十七。そして、三十七の離島のうち高校が

れども、これがやはりいろいろ打って出る、ざっ

これなかなか面白いのは、高校もそうですし、

になる可能性があるということです。このもろ刃

あるのが、石垣島、宮古島、久米島の三つだけで

くり言えば打って出るという活動がもっと強くて

小中も結んで、本島、複数の学校を結んで、ＩＴ

そして、三つ目の具体的な質問でございますが、

ございます。

もいいのかなと思うんですが、もしそこが打って

十五歳になって中学を卒業すると、島を出るか、
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て、そこで子供たちをカルティベートするという

けれども、大学生をその島の方にも行ってもらっ

で結びますと、授業はもちろんそれでやるんです

のかなというふうに思います。

るのかというのを事前に対応しておけばよかった

ゃれないという状況に対してどのように対策をす

ったりだとか、海外の観光客がなかなかいらっし

が、今やっと整い始めているところかと存じます。

生のリモート教育環境というのも、少しずつです

がすばらしく今離島に導入され始めていて、高校

らに、実は、授業時間だけではなくて、休み時間

ットだけではなくアウトカムの評価というのが、

そういった意味でも、施策に関して、アウトプ

今日は、大変お忙しい中、貴重なお話を聞かせ

○清水貴之君 日本維新の会の清水と申します。

以上です。

ふうにすると、すごく子供が元気になります。さ
にもつないでおくんですね。そうすると、子供た

まあ本施策だけではなくて、様々な施策に関して

○榛葉賀津也君 ありがとうございました。

ちがカメラの前に寄ってきて、本島の何々ちゃん

評価というのが今後されていくのではないかとい

ていただきまして、ありがとうございます。

と言って、そこで友達になるんです。

二点目に関してですけれども、首都圏と離れた

琉球大学の学生さんについてまずお伺いしたい

私からは、まず西田参考人、よろしくお願いを

いますので、それやっぱりネットをよく使ったこ

沖縄県という地理的な状況において、県内が、沖

んですけれども、もし今お分かりになればなんで

うふうに思われております。

とでいろんな問題というのは解決できるところが

縄県が、他の都道府県、そして首都圏と一体とな

すが、学生さんの中で元々沖縄出身の人がどれぐ

ですから、これやってみると思わぬ効果がござ

あるんではないかというふうに感じております。

るために本施策必要なのではないかというふうに

らいいて、ほかから来る人がどれぐらいいてとい

反省すべき点としては、先ほどお話ししたとお

三点、質問についてお答えしたいと思います。

○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。

ルリアリティーを使った学習であったりだとか、

で、担い手不足が広まる中で、今現在はバーチャ

私の知り合いにも多くいらっしゃいます。その中

かどうかというのを、家族全員がという、本当に

り、もう高校に上がるときに、離島、島を離れる

三点目、離島に関して、本当におっしゃるとお

それなりなんですが、ここ、卒業すると同時にぐ

学たくさんありまして、二十二歳まではもう人口

すけれども、兵庫県なんですけれども、兵庫も大

私、選挙区、今日、自民党の加田さんもそうで

大事かなと思っています。

に残る子供たち、学生たちの割合ですね、ここも

うその数字と、あとは、大学を卒業した後に地元

いたします。

是非、その辺は我々も頑張りますので、御支援

個人的には考えております。

り、観光産業に関しては年々増えてきて、沖縄県

リモート高校も沖縄県内で増えてきています。そ

っと減って、やっぱり就職、仕事を求めて東京な

いただくことがあればよろしくお願いしたいと思

内の産業というのは大きく発展したんですけれど

ういったＩＴ技術の活用、西田学長もおっしゃっ

どに行く学生さんが多いわけですね。ここで人口

います。

も、やはり外的変化に対する対策が練られてこな

ておりましたが、導入が進められるのがよいのか

が減ってしまうというのは、非常にある意味、地
そういった意味では、過去に実施されてきまし

以上です。

かったというところがちょっと反省すべき点かな

と思います。

新型コロナであったりだとか、ほかにもインフル

たＩＴインフラのための通信整備といったところ

ですので、せっかく琉球大学で学んで、地元を

元からしたら残念な話です。

というふうに思います。観光産業の促進とともに、
エンザであったりだとか、若しくは経済低迷であ
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仕事してもいいですし、就職してもいいですしと

好きになって、沖縄でやっぱり仕事して、自分で
んでいるんですけれども、私どもとしてはその悩

は、本当にみんな出ていってしまうというのを悩

それで、全国の国立大学、特に地方にある大学

す。県民所得についてお伺いをしたいと思います。

続いて、引き続き西田参考人にお願いいたしま

ばらしいことだなというふうに感じました。

いう子供たちが増えていくというのも、沖縄のそ
みは今はない、七割がとどまってくれると。

ん年によって微妙に比率に違いがありますけれど

琉球大学の学生、一学年約千五百です。もちろ

お答えいたします。

ます。

○参考人（西田睦君） どうもありがとうござい

さい。

されているようなことがありましたら教えてくだ

その辺りの数字とか、もしそこに向けて何か努力

いうことを述べております。

まして、県内の産業界の方には事あるごとにそう

していただけるようになるといいなと思っており

れは県内でもっとそのしっかり育てた学生を雇用

ので出てしまうというのがあります。だから、こ

ということで、結構本土の大手にならあるという

ても県内になかなか採用してくれるところはない

Ｔの高度なものを学んだのを生かそうと思ってい

ただ、例えば、玉城先生の分野のように、ＩＣ

ものを感じるわけですね。

では測れないこの沖縄の皆さんの豊かさみたいな

ばしばお邪魔をするんですが、何かその県民所得

すけれども、その一方で、私も沖縄好きでもうし

の対策は取っていかなければいけないと思うんで

事なデータですし、これを改善していくというこ

ろん数字ですし、データですから、これはもう大

紹介されましたように、出てきます。これはもち

日本、全国で一番低いというこの数字、先ほども

必ず、この県民所得が沖縄は残念ながら低いと、

の発展のためには重要なことかなと思うんですが、

も、県内出身はざっと七割というふうにお考えい

い数値です。

県外から来ております。なので、地域の大学らし

うになってきましたので、割に急速に改善されて

ＣＴの活用が必要だというふうに強く思われるよ

と、生産性を上げるのにもっとやっぱりＩＴ、Ｉ

すね。物価の面も、タクシー料金なんかもやっぱ

ところに行くとやっぱり楽しかったりするわけで

で皆さん結構飲まれたりとかしていて、そういう

かのんびりした雰囲気もありますし、夜も遅くま

まあ空気、もう気候ももちろん暖かいので、何

今度、卒業した先がどうかという、非常に重要

いくのではないかなというふうに期待していると

りこの東京などに比べて大分安かったりもします

ただ、今時代が、デジタル化をもっと進めない

な御質問をいただきました。実は、これも県内に

ころです。

ただければいいと思います。七割が県内、三割が

とどまるのが七割、県外に三割です。

県外に出ていくのもかなりあります。そして、本

ころが重要です。そこは、県内の学生も本土に、

来て四年後に県外に出ていくというのではないと

るでしょうけれども、それだけいるということは、

思いまして、残られる方も、まあシャッフルはあ

思っていたよりかなり高い数字だなというふうに

○清水貴之君 七割、どちらも七割というのは、

以前もブータンが幸福度ナンバーワンみたいな話

低いんだけれども、そうじゃない部分で、例えば

県民所得って、まあ数字でいいますとやっぱり

ているんじゃないかなというふうに思うんです。

な、住みたいなと思って移住される方とかも増え

ので、そういった面でやっぱり、ああ、沖縄いい

土から琉大に来てそしてずっと沖縄に残るという

本当にそういう教育とか、四年間学んでいくうち

があって、それで測れない何か満足度とか、住ん

以上です。

子もかなりの割合います。これは大事な点だとい

にその思いが強くなっているというのは非常にす

ただ、面白いというか、県外から来たのが三割

うふうに思っております。
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とか、行きたいけどなみたいな人も結構いらっし

沖縄移住したいけど、沖縄って仕事ないでしょう

がもっと出てくるともっと何か、僕の周りでも、

でいてよかったななんという思いが、こういうの

ります。

りそこに希望が持てるかなというふうに思ってお

おりますし、玉城先生もそうですけれども、やは

ば理想的です。ですから、ＩＣＴは私、強調して

○参考人（玉城絵美君） 御質問ありがとうござ

辺り、もしお考えありましたらお願いいたします。

ていくのかなとも思ったりするんですが、そこの

うのがＯＩＳＴ自体の評価とか認知度につながっ

れども、これについていかがでしょうか。

じゃないかななんて思ったりもしているんですけ

の良さみたいなのがもっと前面に出た方がいいん

がありまして、以前視察もさせていただいている

たとおり、全く私も同じように感じていたところ

から思っておりまして、比嘉委員からも話があっ

私もＯＩＳＴについてお伺いをしたいなと当初

続いて、玉城参考人、お願いいたします。

○清水貴之君 どうもありがとうございました。

ています。

地域との交流というのはとても大きな課題となっ

はなくて、他の都道府県の研究機関においても、

いるところでもあります。実は、ＯＩＳＴだけで

ところもあり、一方で、ＯＩＳＴ自身が努力して

域の方々が触れ合うシーンというのは一部少ない

ＯＩＳＴの成果であったり、研究員の方々と地

います。

全て所得の数値だけで測れないだろうというのは

んですけれども、非常に本当にすばらしい施設で、

ＯＩＳＴは、建築物の特性上、やんばるの森に

以上です。

そのとおりだと思います。これは、国際的にもウ

研究と人の評価も高いと。ただ、もっと生かせる

寄り添って建てられたものでして、確かにアクセ

ゃるんですよね。そうじゃないところの何か沖縄

エルビーイングというような指標、言い方をこの

場面があるんじゃないかなというふうにも思うわ

非常に大事なポイントだというふうに思います。

○参考人（西田睦君） ありがとうございます。

頃よくされるようになっていますね。それはまさ
てきているんだと思います。その点では沖縄は結

すとか、そういうお話だったと思うんですけど、

先ほどは、外部からの資金の流入をもっと増や

パネルディスカッションをしたりだとか、あとは

地域の住民の皆様に対して講演会を開いたりとか、

ます。研究者自体が地域の子供であったりだとか

スが難しいというのはおっしゃるとおりでござい

構いいところに行っているというふうに思います

それももちろん、それが本当に大事だと思うんで

ワークショップを開いたりというのは、年に、特

けですよね。

ので、総合的な、何というんでしょうか、生活の

すが、それと同様に、その施設ですね、ＯＩＳＴ

に、この幸福度ということを重視するようになっ

質の高さというのは、それも組み込んだアピール

一方で、その研究者が企業と交流する機会とい

にＯＩＳＴ、琉球大学というのは、多数実施して
いますか、周りともっと交流があっても、多数の

うところですね、企業とコラボレーションする機

のあるあの施設、本当に立派な建物ですけど、何

ただ一方で、先ほどの子供の貧困のようなとこ

外国からのすばらしい研究者の皆さんとか来てい

会というのは、基礎研究の、ＯＩＳＴの基礎研究

をもっとしてもいいのかなというふうに確かに思

ろでいくと、やっぱり絶対的な経済の力というの

らっしゃるので、もっと、何ですかね、地元と触

という研究分野のフォーカスの特性によってなか

いる研究機関の代表的なものだと思われます。

もありますので、やはりそこは上げる。ただ、長

れ合うとか、もっと外に開かれるような、そうい

なか難しいところだと考えられます。そういった

となく、私行ったときにやっぱり近寄り難いとい

時間働いてぎすぎすではなくて、ＩＣＴをうまく

った面があってもいいんじゃないかなと。そうい

います。

活用して、余力を持って仕事ができるようになれ
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面では、近隣にある名桜大学であったりだとか琉

今日は、玉城絵美参考人、そして西田睦参考人、
ありがとうございます。

ということで、振興法が目指している方向でいう

と、まだ十分というふうには言えない、まだいろ

五十年たって、復帰してからですね、非常に、

そこでちょっと御質問で西田睦参考人からお聞

球大学であったりとか沖縄高専といった比較的応
用研究を実施している研究機関と連携して、二者、

こういう沖縄の振興についてこういう形で協議で

きしたいんですけれども、一括交付金の問題につ

いろ課題もあるということだと思うんです。

三者、さらには、更に加えて開発の部分、研究で

きるというのは非常に大事なことだというふうに

この一括交付金というのは、振興予算の中でも

はなくて開発の部分に入ってくる民間企業と連携

それで、十年前は国会において、この沖縄振興

県や市町村の発展に寄与する大切な交付金だとい

いてお聞きしたいと思うんですね。

特別措置法、これ全会一致で成立をしたわけです

うふうに思っています。近年、これ減額が続いて

思っております。

先ほどお話ししたＴＲＬ、テクノロジー・レデ

よね。法律の目的に沖縄の自主性の尊重というこ

いるわけで、国から市町村に渡る事業推進費、直

することによって、更に開かれた研究機関になる

ィネス・レベルでいうと、ＯＩＳＴは大変低いと

とを追加をして、沖縄の振興計画の策定の策定主

というふうに考えております。

ころにあります。低いのが悪いというわけではな

接じかに渡るものも導入をされてきていると。個

そういう問題もあるというふうに思うんですね。

体を国から県に移行したというのは県民自治の観

それで、玉城デニー沖縄県知事に提出をされた

西田学長は新聞報道のインタビューで、一括交

くて、ファンダメンタル、基礎的な研究をされて

沖縄県の振興審議会の新たな振興計画、これに対

付金については、地方自治体の主体性が最大限に

別事業への対応に個々に予算を増額する切り張り

しての答申で、この推進策について、沖縄県が有

発揮できる一括交付金制度の戦略的活用が必要不

点からも非常に大事だったと思うし、計画の実施

ジェクトと連携するために……

する四つの特殊事情に鑑みてというのは、先ほど

可欠だというふうに答えられています。

いるという、そこで多くの成果を上げている。一

○委員長（青木一彦君） 玉城参考人、恐縮です

もちょっと紹介ありましたよね、つまり四つの特

沖縄振興が進むためには、やはりこの一括交付

ということになると、結局は、減額された分は他

が、時間の関係もございますので、答弁は簡潔に

殊事情、一つは歴史的事情、それから地理的事情、

金の増額というのは県も求めてきているんですけ

に伴う財源は政府が保障するんだと、これも我々

お願いいたします。

自然的事情、社会的事情と。こういうことの影響

れども、国会での議論の中で、私も何回も、減ら

方で、琉球大学やほかの大学というのは、比較的

○参考人（玉城絵美君） はい。

は、沖縄振興計画が進んで着実な成果が見られて

すなということで質問もしてきたんですけれども、

の事業の予算で削って調整しなきゃいけないと、

といった面では、企業との連携という意味で、

いるとしつつも、一人当たりの県民所得は依然と

この一括交付金のあるべき性質を考えると、やっ

としても必要だというふうに考えてきたわけです。

ほかの研究機関との連携というのも今後強化して

して最下位の水準と、それから自立型経済の構築

ぱり審議会の会長さんとして審議を御覧になって

ＴＲＬの高い部分、応用研究で研究成果を上げて

いく必要があると考えております。

はなお道半ばと、加えて非正規雇用の割合や子供

きた立場で、今後、一括交付金を県が戦略的に活

おります。そういった面では、近隣の企業のプロ

○清水貴之君 ありがとうございました。

の貧困の高さなど全国に比べて厳しい状況にある

以上です。
○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。
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めにどういうところが重要なのかというところを

用できるものとして交付していくということのた
独自性が発揮されていて、未来の農業を考えると

人気もあると思うし、琉球大学の農学部の研究も

の農業をしっかり学び、研究できる場所として学

て、ありがとうございます。まさに熱帯、亜熱帯

クにやっているというふうに言っていただきまし

生にも一定の人気があって、熱心な学生来てくれ

楽しみな部分も多いと思うんですよね。
それで、沖縄振興で考えたときに、とりわけ離

ちょっとお聞きをしたいと思います。
○参考人（西田睦君） 御質問ありがとうござい

どんなふうな、何というんでしょうかね、予算

ございます。

の基礎を委員の皆さんと審議をしたということで

に基づいた計画をしっかりと県が立てることのそ

計画、方針ですね、が政府によって出され、それ

県の振興審議会としては、法が改正され、基本

豊作が続いていると。本来だったら喜ぶはずなん

いうと、その台風とか害虫に脅かされることなく

なくなったら困ると思うんですけれども、近年で

し、やっぱり台風が多いところで、これは本当に

のシェアが九割と、基幹産業として非常に大事だ

もあるんですけれども、黒糖の問題なんかも国内

生産というのはやっぱり大事で、ずっと長い歴史

済だけでなくて、価値が大きいと考えます。です

いう視点から見たときに、単に直接お金が動く経

く大きなものがあります、農業にはですね。そう

県土、あるいは島嶼を支える役割というのはすご

し、国民の食料を支える、そして、むしろ国土、

うもう高くなくなってきていますけれども、しか

ても、経済に占める一次産業の割合というのはそ

農業、県の経済全体の、あるいは日本全体で見

て、教員も頑張って研究しております。

の使い方というところはまさに先生方がしっかり

ですけど、これが今、コロナ危機で観光産業が減

から、そういう視点で総合的に見たときの農業の

島でなくてはならないというのは、サトウキビの

議論をしてお決めいただくことかなというふうに

少してきているという中で打撃を受けていて、再

ます。

思っておりまして、それが決まったところを、し

興法の改正の中でも、離島地域の振興としては農

それで、この危機を打開するために、今回の振

いうのは大事になりますので、特に離島の場合、

なか難しいです。そうすると、やはり一次産業と

それから、離島の場合、大きな二次産業、なか

支援というのは大事、おっしゃるように大事だと

林水産業の産業の振興って入っている、盛り込ん

その島に応じて、黒糖だけというわけにはいかな

建に向けて非常に悩みが大きいという話も聞いて

ではあるんですけれども、このやっぱり黒糖とい

い、やっぱり島によって全然違いますので、それ

っかりとこういう方向でということを我々として

○紙智子君 結構、子供の対策とか、それから医

うことでいうと、やっぱり振興にとっても役割が

ぞれの島に応じてしっかりと農業を支えるという

いうふうに思っております。

療の対策とか、結構苦労してやっているんですよ

あると思うので、今日に合ったその繁栄のために

ことがすごく大事かなというふうに私思っており

います。

ね。だから、その辺をもっと充実させた方がいい

必要なことは何かなということをお聞きしたいと

ます。その中で黒糖の問題もあろうかなというふ

は一生懸命議論してまとめたということになりま

んじゃないかというふうに思っております。

思います。

うに思っております。

す。

んですけれども、沖縄の農業、水産業というのは、

○参考人（西田睦君） ありがとうございます。

それからもう一点、西田参考人にお聞きしたい

以上です。

日本で唯一の亜熱帯地域の特性があるというふう

農業、そして琉大の農学研究、いろいろユニー

是非そこはしっかり先生方お考えいただいて、

に思うんですよね。だから、非常に国内外からも
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質疑をお願いいたします。

○委員長（青木一彦君） 紙智子君、挙手の上、

ありがとうございます。
（発言する者あり）

ております。

しっかりサポートいただければというふうに思っ

の現状です。

ところの教育が行き届いていないというのが離島

上傾向にはございますが、表現力といった細かな

○参考人（玉城絵美君） おっしゃるとおり、向

たいと思います。

する必要があるのかということを最後にお聞きし

でございます。

在、沖縄県から国に対しても同様に出ているわけ

き、そしてこんな形で提案をしていただいて、現

振興計画の策定に当たって皆さん努力していただ

今日、資料一に提示されておりますような新たな

っと重なるところあるんですけれども、有人の離

ちょっとこれ、先ほど榛葉議員の質問ともちょ

方法も変わってきたところ、さらに通信方法が今

えられます。現在は４Ｇから５Ｇに基地局の通信

施、更新していくところが必要だというふうに考

技術を導入するためのインフラ部分を継続的に実

そういったところで必要なところは、まずＩＴ

このように思っております。

ように私たちとしても取り組んでまいりたいと、

是非、向こう十年間でこれらのことが実現できる

の法律の審議の一環として受け止めておりますが、

置法の改正に対する法律の、これを実現するため

目指すべき目標に向けて、今、今日は沖縄特別措

ですから、先ほど一番最初に説明されたように、

○紙智子君 はい。

島の中でも、さっきも紹介あったように、石垣と

後６Ｇに変わってくるかと思います。その中で、

最後になりますけれども、玉城参考人にお聞き

宮古と久米島の三校ということで高校があるわけ

離島、本島、日本国内全体と、首都圏と平等な教

します。

で、高校のない島の子供たちは船で通うとか、そ

育を受けられるシステムをつくるためには、まず

そしてまた、グランドデザインに示されておりま

目指すべきものとやはり克服すべき沖縄の課題、

れから引っ越ししたりということで、大変な努力

部会専門委員会の意見発表の中で、教育に関して、

玉城参考人は、第十三回の沖縄振興審議会の総合

は海外の教員を誘致、離島に来ていただくための

思います。そのためには、県内外、場合によって

と同時に、教員自体の質も高める必要があると

こにありますように、鉄軌道の問題も書かれてお

だ不十分な面もありますが、それらも含めて、こ

まだ返らず、それから、様々な社会インフラのま

ません。二〇〇三年に返るべき普天間飛行場もい

すように、基地問題の解決がなかなか進んでおり

学力、基礎的な知識とか技術は向上傾向にあり、

補助というのも必要になってくるかと考えており

りますし、そういう意味でこれからの可能性とい

ＩＴインフラ自体を強固に設置していく。

思考力、判断力、表現力などのことについて課題

ます。

というか苦労をされていると思うんですけれども、

が残っていると。教員不足や専門人材不足で対応

うのはとても私は大きいと思っております。

中部圏域を中心に、いよいよ二〇二四年から沖

以上です。
○紙智子君 ありがとうございました。

し切れないところで、そこが現在の教育現場の課
題だと。教鞭を握られる、そういう立場から具体

縄の海兵隊がグアムに移転しますので、四千名が

千ヘクタール以上の基地跡地というものが、大き

ハワイや米本土に移転します。そこで出てくる一

まず移転します。それから、あと残りの五千名が

○伊波洋一君 沖縄の風の伊波洋一です。

まず、西田参考人にお伺いしたいと思いますが、

うございました。

西田参考人並びに玉城参考人、本日はありがと

的な指摘をされているわけです。
やっぱり不利な条件を抱えた中で、その沖縄県
の世帯の子供たち、生徒たちが均等に、均等に教
育を受けられるためにはどのような手当てが重視
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そこで質問ですけれども、沖縄の一千万の観光

を生かしてまいりたいと思います。

ゃないと思いますが、是非そのためにもこの計画

と思います。これは今日お話をするようなことじ

様々な産業施策の一番のポイントになるんだろう

アフリカや南米はそういうところが主として担当

ーロッパ、そしてアメリカなんですね。それぞれ

ました。というのは、大きな自然史博物館は、ヨ

アあるいは世界に価値があるという議論をいたし

だいたように、日本のためだけではなくて、アジ

それで、その議論の中で、今まさに御指摘いた

ではあります。そういう人も受け入れられるよう

がいて、高度な質の観光をされるというのが世界

ます。実は、かなり高所得者なんかにそういう人

そして、自然の好きな人って世界にいっぱいい

す。

ものにしていく、それによって滞在日数も延びま

なると、やはり何百万の人が訪れるというふうな

きます。でも、それで終わっちゃう。やはりもっ

客、それハワイに匹敵するんですよね。それだけ

しているんですけれども、まだアジア域をしっか

なことにしようとすると、その高いレベルの解説

当に議論が発展的に進んだなというふうに思って

の魅力があると。その魅力の源がやはり自然だろ

りと見据えた自然史博物館、その国立のしっかり

あるいは案内ができるというようなことも必要に

な、これからの一番中心の場所で大きなエリアが

うと思うんですね。海の自然はここにありません

したものというのはまだないんですね。是非今の

なる。まさに、そういうところまでここが担うと

と幾つか、ここも、美ら海に行き、ここも行きと

けれども、資料五の世界自然遺産並びに資料六の

うちに日本がそれをやるべきだというふうな議論

いうことになると、沖縄県の経済の新たな発展、

おります。

国立自然史博物館の提起についてですね、その国

になっております。

空いていくと。そういう意味では、そこを埋める

立自然博物館というのは、これ単に日本だけじゃ

程に含むわけです。実は、ここは地球上で最も生

観光の発展ということにも重要な役割をするんで

近くの国費留学生がいらっしゃいますよね。ＪＩ

物性の高いところなんです。サンゴの数なんかで

○委員長（青木一彦君） 挙手の上、お願いいた

そうなりますと、東南アジアからその辺りを射

ＣＡも浦添市、隣の浦添市にあるし、そういう意

も圧倒的に高いです。そういうところをちゃんと

します。

なくて、アジアを見ていると。今、琉大は三百名

味では今でも人的交流の一つの場所で、南の玄関

責任を持とうということですので、非常に価値が

はないかと思っています。

口と言われているわけですが、国立自然史博物館

あるというふうに考えています。

これは、全国の自然研究者がもう何十年議論し

○参考人（西田睦君） ありがとうございます。

違うんですね。だから、人数は追い付いたけど、

けれども、実はハワイと比べたときに、滞在日数

なと思っております。それは、観光、一千万です

もう一点、沖縄のことを考えても非常に重要か

いま一度御説明いただけませんか。

性というのが、あるということですね。その部分、

ますけれども、西表島、やはり沖縄の自然の特異

島北部や、あるいは徳之島、奄美大島も入ってい

○伊波洋一君 世界自然遺産になりました沖縄本

伊波洋一君。

以上です。
（発言する者あり）

を提起しているその思いを少しお話しいただけま

てきて、こういうものが是非必要と言っていたん

まだ質が追い付いていないというところがありま

せんか。

ですけれども、議論を絞り込んでいく中で、いろ

○参考人（西田睦君） ありがとうございます。

私、まさにその部分をすっ飛ばして、大きいと

す。
一千万のうちのかなりの人は、美ら海水族館行

んなところが自分の地域に地域にと言うわけです
が、沖縄がいいだろうというふうに絞れたのは本
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も、小さくはないんですが、三点目の重要な点は、

ころと小さいところをお話しいたしましたけれど
部分から産業活用できる部分までのＩＴ技術の習

工学部では、特に今基本的な基礎研究に関わる

○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。

変示唆に富んだお話をいただきまして、ありがと

今日は、玉城参考人、それから西田参考人、大

○ながえ孝子君 碧水会という会派におりますな

まさに先生今御指摘いただいた点です。まさに沖
得に向けてカリキュラムを設置しております。

がえ孝子と申します。

縄自身が生物多様性の宝庫であるということです。

種類数も圧倒的に高いんです。カエルなんかは日

いますし、それから、ある単位面積にいる生物の

生物多様性、沖縄地域だけの生き物もたくさん

キュラムを実施しておりまして、その中でも、琉

入るなり産業活用していただくなりといったカリ

学部のうちに習得できるようにして、研究分野に

ＡＩと呼ばれるものですね、といったところまで

とか、もちろんプログラミング、機械学習、まあ

な各種団体から四百八十六件の意見。これは本当

から五百三十件、市町村から二百三十件、いろん

ですね、各委員から四百件の意見、県民の皆さん

いただきまして、これ資料拝見しますと、すごい

すが、先ほど新たな沖縄振興計画についてお話を

まず、それでは西田参考人にお聞きしたいんで

うございました。

本全体のうちのほとんどのものが沖縄にいるんで

球大学の工学部ではプロジェクト型のカリキュラ

にいろんな方々の思いを盛り込んででき上がった

具体的には、統計学から、回路設計であったり

すね。そういうことを考えたときに、これからの

ムを組んでおりまして、一番初めの、学部一年の

ものなんだなというふうに改めて重みを感じなが

そこにつくらずしてどうするんだということにな

まさに資源にもなるような生き物の存在を知り、

頃に、どうやって研究を推進する、事業を推進す

ります。

そしてどうやって守っていくのかというようなこ

らお話を聞かせていただきました。

か、それに伴ってどういうＩＴ技術が必要なのか

安定的な法制度の下で沖縄振興を強力に推進する

るためにプロジェクトを進めていく必要があるの

場所としても非常に価値が高いというふうに思っ

という目的意識を持って実施していくというカリ

必要があるというお話をされております。この法

とも沖縄をモデルにして学んでいただけるという
ております。

キュラムを組んで、卒業後も皆さん活用していら

制度とか仕組みづくりというのは我々の仕事でご

のが、工学部の中で例えば具体的にどのような研

けど、いわゆるそのＩＴの時代と言われているも

もう工学部はＩＴの時代に入っているんでしょう

工学部にいらっしゃる。私の時代と違って、今は

したので、質疑をおまとめください。

○委員長（青木一彦君） 申合せの時間が参りま

めにですね……

こ、学んで、さらにそれを生かすことができるた

○伊波洋一君 最後に、是非、若い人たちが、こ

んの議論を経て作られたものとなっております。

きまして、うれしく思います。本当に多くの皆さ

○参考人（西田睦君） ありがとうございます。

お聞かせください。

うな御要望ですとかお考えがありましたら、是非

その審議終わって、会見のときに西田参考人が、

○伊波洋一君 ありがとうございました。

っしゃいます。

ざいますので、具体的に何が必要なのかというよ

次に、玉城参考人にお伺いします。

以上です。

究やあるいは学習の中で、行われているのかが、

○伊波洋一君 頑張っていただきますようお願い

御専門のことを含めてですが、今、琉球大学の

私、イメージが少しつかめないものですから、御

いたしまして、終わりたいと思います。

それを背負って答えよということなんでしょう

私どもがやってきた作業をしっかり評価いただ

専門を含めて教えていただけませんか。
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○委員長（青木一彦君） 挙手の上、お願いいた

ふうに思っております。
（発言する者あり）

っけて進めていくことができますので。そういう

固まれば、こうやって計画したものをその上に乗

いうのが私の正直なところです。それがしっかり

御審議いただいて固めていただければ有り難いと

論いただいている案ですね、改正案、しっかりと

だというふうに思いますので、今まさにここで議

の上に進めることがやはり安心して前に進む基礎

けれども、まさに制度、法的にしっかりした土台

います。

○参考人（玉城絵美君） 御質問ありがとうござ

えていただけますか。

仕組みづくりとして何かリクエストなどあれば教

連携を進めていく上で何が必要なのか、あるいは

おっしゃっておられまして、これからそういった

りってする例もほとんどないというようなことも

研究者が改めて就職したりとかあるいは入学した

位になったＯＩＳＴに琉球大学の卒業生あるいは

見しておりましたら、せっかく世界ランキング九

うまでもないことでありまして、ただ、資料を拝

みんなが夢を持ちながら進められることかなとい

何か大きなビジョンを描く作業でありますので、

大変、みんなで考えていても、将来に向かっての

いうふうなことをおっしゃっておられて、これは

跡地利用を発展のチャンスにしていかなければと

なことをおっしゃっておりますし、玉城参考人も、

新たな発展の方向性を示す重要な鍵だというよう

西田参考人も、この跡地利用というのは沖縄の

お考えを伺いたいと思います。

ておりますけれども、跡地の利用の問題について

それでは、先ほども出ておりまして、ずっと出

うふうに思っております。

ですので、今お考えのことがあれば、あるいは

やり方のヒントですとか、そういったものを含め

との連携について、ＯＩＳＴが地域産業とつなが

そうですね、琉球大学を始めとするほかの大学

します。
ながえ孝子君。
○ながえ孝子君 はい。

おり、なかなか現在では連携が進んでいない状況

て、広く何かお考えをお聞かせいただければと思

アイデアとか、あるいはこれの決め方についての

れも大変、実際に事業を進めていく上ではこの確

です。また、人材流動性もそこまで高くないとい

います。

るために今後必要なこととしては、おっしゃると

保というのも大事なことであろうと思いますので、

うのが現状です。

先ほど財源の話も出ておりましたけれども、こ

また沖縄の自主性を尊重するようなものが推進で

を一時的に交流させて、交換させることによって

共同研究の促進であったりだとか、あとは、人材

おきまして、今現在でも、西田先生からお話があ

する委員を務めさせていただきました。その点に

基地の跡地に関しては、基地跡地の未来を検討

○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。

では、続いて玉城参考人にお伺いしたいんです

研究をお互いに促進していくという、多分野の交

るかと思いますけれども、跡地に健康を促進する

今後やらなければいけないことといたしまして、

けれども、先ほど、大学間の連携の問題ですとか

流を深めることによって多様性を生んでイノベー

ための医療機関を設置するであったりだとか、Ｉ

きるように、私どもも力を尽くしていきたいと思

いろんな民間企業との連携の問題とか出ておりま

ションにつなげていくというのが今後必要になっ

Ｔ技術におきましてはシリコンリーフというふう

っています。

した。

てくるかと思います。

かというのがすごく大事だろうと思うんですね。

○ながえ孝子君 ありがとうございます。

以上です。ありがとうございます。

ゴ礁でできた島で実施できることといたしまして、

に、シリコン、つまりＩＴ技術と、リーフ、サン

発明とか技術開発をいかに稼ぐ力に育てていく
そのためにやっぱり幅広い連携が力になるのは言
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証をするのはいいのではないかというような議論

まで実証実験がなかなか難しかったＩＴ技術の実

基地跡地に対して特区を設けることによって、今

こうやって外からの人材が来て、これはある種す

ディケーションと抱き合わせていくというのは。

かせていただきました、ワーケーションとかスタ

いましょうか、ああ、なるほどなと思いながら聞

人に対する質疑は終了いたしました。

○委員長（青木一彦君） 以上をもちまして参考

ました。質問を終わります。

○ながえ孝子君 今日はどうもありがとうござい

参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。

が進められております。

ごく刺激になりますし、外部圧力というのは何か

以上です。

参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意

現していくということが大事かなというふうに思

観光リゾート施設に関して県内の住民も多く利用

というふうに考えております。実は、沖縄県内の

午後二時五十六分散会

本日はこれにて散会いたします。

し上げます。
（拍手）

います。委員会を代表いたしまして厚く御礼を申

見をお述べいただきまして、誠にありがとうござ

改革していく上ではすごく大事なものだと承知し
それと同時に、その力借りながら内なる力をい

○参考人（西田睦君） 将来のある意味で大きな
玉城参考人言われたように、新たにそういうスペ

かに育てて、どうつないでいくかについて、お考

ております。

ースができた場合に、しっかりとプランニングを

えをお聞かせください。

可能性のある問題だというふうに思います。今、

して、ほかではできなかったようなことをやる、

○参考人（玉城絵美君） ありがとうございます。
外からの人材をまず呼び込むとともに、内から

沖縄のためにやるというふうになればいいなと思
っています。

っております。それに向けていくやり方というの

しておりまして、それを基に、ＩＴ人材、県内の

の人材、観光型リカレント教育は、県外の方だけ

は、それはもう先生方が御議論しっかりいただく

観光施設を利用しながら、県民が利用しながら、

そのためには、やはりしっかりと議論を積み重

ことを期待しておりますけれども、うんと時間軸

ＩＴ人材を今後も育てていければなというふうに

ではなくて、県内の方々にも利用していただこう

しっかり取ればそういうことは、いい跡地利用と

思います。そこで、大学、そしてほかの、ＯＩＳ

ねて、そういうチャンスになったときにそれを実

いうのは可能になってくるというふうに思ってお

Ｔも含めて、琉球大学も含めて、一緒、一丸とな

ありがとうございます。

いのかなというふうに思います。

てていくことが今後は重要になってくるのではな

はなくて、地域の社会人、学生さんたち含めて育

ってＩＴ人材を育てていく、中にいる学生だけで

ります。
以上です。
○ながえ孝子君 ありがとうございます。
時間的に最後になるかなと思うんですけど、玉
城参考人にお伺いしたいのは、私、観光型のリカ
レント教育というのは非常に面白い試みだなとい
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