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第８回議会報告会における市民意見・要望等について 

 

第１班：本庁地区（会場：なは市民活動支援センター） 

市民意見等（要旨） 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

 議会運営委員会について  

 那覇市上空を爆音出して飛んでいるオスプレイに

ついて、１日に３、４回も飛んでいる。夜の８時にも

飛んで市民が苦しんでいるが、議会の対応について伺

う。 

○これまで何度も議会として、オスプレイ配備撤回、飛

行中止について抗議及び意見書を出してきています。 

 議会運営委員会について  

 議事録削除問題について、議会でどのように対応

し、市民への説明はどうなっているか。 

○議事録削除問題について、議会運営委員会において、

市長、副市長から説明聴取及び議長、参考人からの事情

聴取含め、17 回協議し、最終報告書を 12 月定例会最終

本会議で提出した。市民の皆さまには、議会ホームペー

ジにおいて、最終報告書を公開しておりますので、ご覧

ください。 

 議会報告会について  

 １回から７回まで、参加者が 837名で少ないがどう

か。 

○毎市民の皆様方が参加できるようさらに取り組みを

深めていきます。 

 久美橋はいつ出来るのか ○平成27年４月完成予定でありましたが、前の橋の資料

がなく、設計を何度もやり直したため今年の夏完成予定

となっています。 

 配布資料の中で牧志公設市場の調査をやると書い

ているが、どういう調査を行なったのか。 

○老朽化した公設市場を建替えるため市民の意見を聞

き、市民県民に合った公設市場をつくるための基礎調査

を行ないました。 

 衣料雑貨部、借地料は年間いくらか。あそこは那覇

市の土地ではないですよね。これまでいくら支払った

のか。 

※補足説明 

 平成４年４月１日付で契約し、平成 26・27・28 年度

の直近３年間においてはそれぞれ 2,392万 1,712円を支

払っている。 

 公設市場を利用している人への調査がない。例えば

観光客が何名で地元が何名。地元なら年齢別に調べて

欲しい。 

 担当班による事後回答  

 市が平成 27 年３月にまとめた「第一牧志公設市場再

整備合意形成推進事業基本構想」において、来訪者数の

推計調査を行っています。ちなみに割合として、県内客

約 29.9％、県外客役 57.6％、外国人客 12.5％となって

います。 

 市民会館の今後はどうなっている。 ○市民会館は、老朽化して現在閉じています。今後どう

するか議論中です。 
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第１班：本庁地区（会場：なは市民活動支援センター） 

アンケートより（要旨） 説明および今後の対応 

 議会報告会について  

 10～20 代と女性の参加が増えたらもっと良いと思い

ます。 

※補足説明 

 報告内容や開催場所で若い年代の市民が参加できる

よう、検討します。 

 議会報告会について  

 年２回以上に増やしたらより参加しやすいと思いま

す。 

※補足説明 

 議会報告会は、年１回以上開催することになってい

ます。ここ何年間は、年２回は開催しています。これ

以上増やせるか、検討します。 

 議会報告会について  

 参加する市民が少ないことは残念であった。一方的考

えの市民質問が多かった。議員の答弁は難しかったと思

った。 

※補足説明 

 多くの市民が参加できるよう、様々な広報媒体を利

用し、広報していきたいと思います。 

 また、市民にわかりやすい議会報告会に努めたいと

思います。 

 議会報告会について  

 使用する用語が難解であり理解しにくい。開催される

地域に関連する内容を少なくとも１事項を内容に入れ

てほしい。12 月定例会の概要については、市内全世帯

に配布されており、議会報告会ではより具体的な地域に

関わるテーマ設定を希望します。 

※補足説明 

 那覇市議会の中でも、議会報告会のテーマについて、

議論を重ねています。市民にわかりやすい、参加しや

すい議会報告会に努めたいと思います。 
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第２班：小禄地区（会場：鏡水ふれあい会館） 

市民意見等（要旨） 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

 議会報告会について  

 せっかく４区域に分けているから地域の問題等に特

化するなど、的を絞ってもらいたい。 

○意見交換の時間を長くする１つの試みでした。ご意

見、持ち帰って検討します。 

 議会報告会について  

 報告内容もう少し深堀して、きょう会場に来て勉強に

なったなと思える、報告会にして欲しい。 

※補足説明 

 議会の中でも報告内容について議論していますが、

今後、検討していきます。 

 国際通り、中心市街地を含めた、消防局、市民、警

察なども交えた防災訓練が必要ではないか。観光客を

どこに避難させたらいいのか。 

○多言語化など様々な議論が委員会でも出ています。

また議論していきたいと思います。 

 宇栄原団地、10年計画と聞いているが進捗状況を教

えて欲しい。 

○事業は８期まで、現在３期完了しています。平成36

年度にすべて完成の予定です。 

 宇栄原団地に通じる道、交通量が多いが夜の照明が

暗い。団地内はとても明るい。調和の取れた環境づく

りをして欲しい。 

○詳しくお話を聞き、後日お答えします 

 街路樹のフクギで街灯の役割を果たしていない。伐

採、枝打ちお願いしているが一向に目に見えない。 

○どのように伐採したら明るくなるか、行政側と意見

交換し、良くなるよう取り組みたいです。 

 高前原公園、設置した照明器具が壊される。昼間だ

けでなく夜間も巡回して欲しい。 

○持ち帰って検討させてください 

 

※補足説明 

 照明器具については、いたずら等により何度か壊さ

れた経緯があるため、設置位置等含め器具の改修等を

検討していることを当局に確認しました。 

 介護保険が改正され、地域、在宅へおろそうとして

いる。自治会だけじゃなく、他の住民も一緒に使える

場所が必要ではないか。 

○議会全体で考えています。 

 保育園の減免とか軽減負担とか、結果的にどうなっ

ているのか。 

○保育料の改定、まだ決定していなく調整中。所得に

応じて保育料は違ってきます。細かいところは追って

具体的に話していきたいと思います。 

 

※補足説明 

 担当委員会として、上記の回答内容について調査し

て、後日回答します。 

 



- 4 - 

第２班：小禄地区（会場：鏡水ふれあい会館） 

市民意見等（要旨） 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

 コミュニティーの拠点がない。施設の管理上の問題、

安全・安心の問題などでラジオ体操すら出来ない学校が

たくさんある。議会として、コミュニティーの拠点を地

域でつくっていく、推進をして欲しい。 

○まちづくり協議会、今年も２カ所増やしています。

積極的に意思表示をやっていただきたいです。 

 高良３丁目の十字路、点滅信号はあるが、事故が多い。

死亡事故もあった。陳情を出さないと市民の声は聞いて

くれないのか。 

○議会でも取り組んで担当部署と何度かやりとりを行

っています。警察の許可が必要なため、なかなか動い

ていませんが、議会全体として意見を反映できるよう

取り組んでいきます。 

 小禄のコミュニティーの場所を早めに確保して欲し

い。小禄支所の建替え工事についても、陳情している

我々からすると当局のスピードを上げて回答いただい

て、早めに仕上げて欲しい。 

※補足説明 

 現在、当局と小禄地域振興会で協議を進めている

ところである。昨年度(平成 28年度)は当局と振興会に

よる調整会議を５回開催している。 

 泊魚市場よく利用します。観光客多いです。しかし衛

生面が気になる。観光立県であって魅力ある場所だか

ら、計画するのであれば衛生管理も加味していただきた

い。 

○急激に増えた観光客に対して、どう対応していくの

か考える時期にあります。衛生指導についても議会で

チェックしていきたいと思います。 

 

※補足説明 

 厚生経済常任委員会で今年１月に所管事務調査を実

施したところである。現在、当局が組合と協議中であ

り、市と県の計画の整合性を含めて議会としてもチェ

ックしていきたい。 

アンケートより（要旨） 説明および今後の対応 

 議会報告会について  

 市民の意見などを議員へ直接言える良い機会、今後も

是非継続してほしい 

 

 議会報告会について  

 報告は、前回のようにパワーポイントを使用し、要点

をわかりやすく説明して欲しい。 

※補足説明 

 議会報告会での報告方法については、毎回、議会内

で議論しています。市民が理解しやすい報告会になる

よう、努めていきます。 

 議会報告会について  

 意見交換に重点が置かれて進行は良かった。定期的な

議会報告会は非常に有意義である 

 

 議会報告会について  

 取り上げるテーマ、課題について（・４地区それぞれ

に特化したもの・より限定的なもの）これも大事だが、

いまの那覇市を大きく捉えた現状や課題、他の地区のこ

とを知るのも大切 

※補足説明 

議会報告会の報告内容について、毎回、開催前に議会

内で議論しています。今後も取り上げるテーマ、課題

について、時宜を捕らえていけるよう努めていきます。 
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第２班：小禄地区（会場：鏡水ふれあい会館） 

アンケートより（要旨） 説明および今後の対応 

 議会報告会について  

 ①当該地域に関する報告に絞り、もっと深い説明があ

ればもっと良い②小禄支所建替え工事の現状報告が欲

しかった③議員の中には、声が小さく聞きづらい人もい

て、もっと自信を持って堂々と発表して欲しい 

※補足説明 

 議会報告会の報告内容、報告方法について毎回、議

論を重ねております。今後も市民の方が判りやすい、

議会報告会になるよう努めていきます。 

 議会報告会について  

 行政も合同でのものにしてもらいたい 

※補足説明 

 議会報告会は、議会で行われた議案等の審議の経過

及び結果などを市民へ報告し、意見交換を行う場とな

っています。今後も多くの市民が参加しやすい、議会

報告会に努めていきます。 

 議会報告会について  

 小禄地域に関する件を取り上げてもらいたかった（地

域性を勘案して） 

※補足説明 

 議会の中でも議会報告会のテーマを地域課題とする

かどうか、議論を重ねています。今回の第８回では、

地域課題はありませんでしたが、また、議会内で報告

内容について、議論していきます。 

 議会報告会について  

 参加者が増えるような努力が必要 

※補足説明 

 幅広い世代が参加できるような、議会報告会になる

よう今後も検討して行きたいと思います。 

 議会報告会について  

 議会報告の内容は、「なは市議会だより」の内容のよ

うだと感じた。もっと議会報告会の特性（地域特性、具

体的事例）を出していただきたい 

※補足説明 

 ご指摘ありがとうございます。今後も、市民の方が

参加しやすく、わかりやすい議会報告会になるよう、

努めていきます。 

 議会報告会について  

 参加者がメモを取りやすいようにテーブルの設置を。

開催の告知をもう少し考えてみては。各地域の団体等へ

の参加依頼をしては 

※補足説明 

 議会報告開場でのテーブル設置について検討してい

きます。 

 議会報告会の開催方法について、議論を重ねている

ところですが、告知方法について、様々な広報媒体へ

依頼していきたいと思います。 

 議会報告会について  

 ①議会報告会の開催の広報をもっと市民に届くよう

に②もっと参加できるような広報と、形態を考慮できな

いか。多くの市民が参加できるような場づくりをお願い

したい 

※補足説明 

 議会報告会の開催方法について、議会内で議論を重

ねていますが、これまでの開催とは違うような議会報

告会になるよう、更に議論を重ね、実現し、幅広い世

代が参加できる議会報告会に努めていきます。 
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第２班：小禄地区（会場：鏡水ふれあい会館） 

アンケートより（要旨） 説明および今後の対応 

 質疑の時間を大幅にとることで、新たな報告会の面が

ひろがったと感じた。また、宇栄原団地の工期をタブレ

ットで検索し、市民に説明するシーンは、新たな時代を

感じさせ、好感度がアップしておりました。 

※改善すべき点 

①班長が、すべてやっている感は良くも悪くも浮いてい

ます。発言を控える、又は指名されない議員はどうされ

るの。課題ではないでしょうか。（最後に皆さんの意見

をまとめていた点は、班長は最高でした） 

②時間を延ばした意見交換について、多くの意見が出て

いました。これをまとめる書記の役割は重要になりま

す。班長の横にいて補佐し、分類し、話題の中心、課題

があれば、論点を班長にその場で伝える役割は重要と思

われます。書記について、課題はないでしょうか。 

③目に見える形での理解度を上げる。意見交換が長くな

ると、意見が多くなり、小禄地区では10数点以上が意見

として出されました。その場で提案をマーカーでボード

に書く。パソコンで記入し、プロジェクターでランダム

に記入してはどうか。参加者は、いま何の課題が出てい

るのか、「目に見える形」で理解が容易になるのではな

いでしょうか。理解力が高まり、議会報告会から市民の

意見がまとまる。議員が取り上げ、行政に提案し、実現

する形が実現するきっかけになるよう願います。これ

は、班員以外の議員の協力も必要と思い、課題としてご

検討として提案します。 

※補足説明 

 毎回、議会報告会を開催する前に議会内で議論を重

ねて、市民がわかりやすい、参加しやすい議会報告会

になるよう努めています。 

 今後も議論を重ね、班の人数、開催場所、年間の開

催回数も増やせるよう、努めていきたいと思います。 

 一括交付金、不用額が多額になっていることに対し

て、議会として、もっと真摯に取り上げてもらいたい。 

 

 道路整備について（・無電柱化の促進・舗装率の向上） ※補足説明 

 那覇市においては市街地を中心に無電柱化を進めて

おります。なお、無電柱化の全ての費用を道路管理者

が負担する「要請者負担方式」により、首里金城町の

無電柱化事業を進められています。 
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第３班：真和志地区（会場：真和志支所 地下会議室） 

市民意見等の要旨 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

 タクシー運賃は、免許返納してたった10％の割引し

かない。せめて３割引してほしい。そうでもしないと

離れている病院には行けない。もう少しお年寄りの気

持ちになり、福祉の方法を考えて欲しい。 

○真和志地域では乗合タクシーがあり、モノレール駅

まで300円で利用され、高齢者、保育園の迎え等に利用

されています。今後も力を入れていきたいと思います。 

 バス停の腰掛はみすぼらしい。税金でバス停をつく

るようになったが、しっかりとした腰掛と、日除け、

風よけになる上屋を作ってほしい。年寄りが外出でき

る状況をつくって欲しい。 

○歩道がある程度広くなければ設置できません。市道、

県道、国道それぞれの立場で頑張っていますが、椅子

も設置できるよう頑張っていきたいと思います。 

 乗合タクシーが利用しづらい。指定区域を広げてほ

しい。 

○前向きに検討します。 

 

※補足説明 

 和志地域乗合タクシーの区域につきましては、競合

する他の交通事業者等利害関係者の合意により定めら

れた区域であります。そのため、区域を拡げるために

は、改めて合意を得ることが必要となります。今後、

区域を拡げることにつきましては、真和志地域乗合タ

クシーの運行状況を踏まえ、対応していきたいという

当局の考えを確認しました。 

 いいバス停見つけた。南風原町のかねひでスーパー

の近くにあるバス停。雨除けもでき、椅子もあり三方

半透明で囲まれている。このような気の利いたバス停

が欲しい。 

○意見を踏まえ当局とも打ち合わせたいと思います。

このバス停見た上で、提案していきたいと思います。 

 

※補足説明 

 歩道の幅や歩行者の歩行の安全が確保できるなど、

条件を満たす場合は原則として雨除け、ベンチを設置

する方針です。ただし、歩道の幅が狭い、歩行者の歩

行の妨げになるなど、歩行者の安全に支障がある箇所

については対応ができない状況となっています。 

 近くの公園、薄暗く滑り台もなく、ゴミもあり汚い

印象である。その他の公園は綺麗だが遊具が全くなく

椅子もない。どういう基準で管理しているのか。 

○状況を確認して検討します。新たに設置は時間がか

かりますが、議会からも訴えていきたいと思います。 

 

※補足説明 

 長田地内公園については、週に1回清掃を行っており

ます。 

なお、清掃日以外に連絡があれば速やかにゴミ撤去を

行っております。 

遊具のない公園（長田東）については、老朽化等によ

る撤去が行われております。 
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第３班：真和志地区（会場：真和志支所 地下会議室） 

市民意見等の要旨 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

 以前与儀公園の噴水があっただけで、大人が囲碁や

将棋をやっていて、子どもたち女性たちが遊べること

ができない。状況をみて欲しい。 

○現場を調査したうえで、当局と相談したいと思いま

す。 

 

※補足説明 

 本年度より不定期でありますが、「与儀交番」との連

携 

によるパトロールを合同で行うこととしていると当局

に確認しました。 

 ふれあいデイサービスの施設123箇所ある。子どもた

ちが自由に入れたら、１箇所に１人が行ったとしても、

123人の子どもたちの居場所がつくれる。次世代につな

ぐために、必要なものをつくって欲しい。 

○今後の議会のテーマとして受け止めたいと思いま

す。 

 保育園の待機児童が多いらしいが、改善をどう考え

ているのか。 

○幼保連携型認定こども園に移行して、ゼロ歳児から

５歳児まで幅広く受け入れ定員を増やす。そのための

保育士の待遇改善が大きな課題となっています。市全

体で取り組んでいきます。 

 年をとったら、地域の人たちとふれあいが大事にな

る。福祉について、その場その場ではなく、力を入れ

て欲しい。 

※補足説明 

 地域の人たちとふれあいが大事になる。ご意見とし

て、まさにその通りだと思います。 

  我々議員としても、意見・調整等、国や県へ要望す

るなど、また所管課と連携を図り、急速に進む高齢者

福祉についての対策に力を入れて取り組んでいきた

いと考えています。 

 

 公園で遊ばせたいが、親として浮浪者やそういう感

じの人がいて不安。できたら地域の方々が交代で見回

りできないか。 

※補足説明 

 地域を見守り隊は、個々の地域で必要性を十分感じる

が、これは地域力を生かして、地域の皆さんがボランテ

ィアでするか、もしくは自分たちの組織をつくってやる

か、地域の皆さんの独自の地域力を生かした方法を考え

ていく必要がある。 

 真和志地域の新年会を市民会館で毎年、約 1,000 名

近い方が参加して行っていた。今年は、市民会館が使

えずＪＡ真和志支店でやりましたが、３分の１くらい

しか入れない。1,000名くらい入るような会館を早急に

つくってもらいたい。 

○市民会館は、耐震検査を受けイベント等ができなくな

りました。補強するのか取り壊すのかまだ決まっていま

せん。真和志支所も寿命で壊すことになると思います

が、どこに建替えるかという議論はありますが決まって

いません。 
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第３班：真和志地区（会場：真和志支所 地下会議室） 

アンケートより（要旨） 説明および今後の対応 

 地域の自治公民館や集会所から出たゴミを回収しな

くなった。まちをきれいにしましょうとある市民憲章

と相反しないか。 

○議論させていただきたいと思います。 

 

※補足説明 

 年末清掃などのボランティアで出されたごみについ

ては、ボランティアごみ袋で自治体が回収している。自

治会の祭りなどの自治会イベントで出されたごみにつ

いては、事業系ごみにあたるため回収はしていない。 

 議会報告会について  

 人数少なくても素晴らしい意見がたくさん出て良か

った。このような場があることをもっと宣伝すると良

いかもしれませんね。 

※補足説明 

 議会の中で議会報告会の開催方法について、議論を重

ねているところですが、今後も多くの市民が参加できる

よう、工夫ある議会報告会に努めていきます。 

 議会報告会について  

 真和志での報告は、真和志選出の議員のほうが、意

見を出しやすいのでは。地元のことは地元の議員から

意見提出が良いのではと思います。 

※補足説明 

 議会報告会は、４つの班を編成し、実施しています。

班のメンバーには、各地域の議員や４つの常任委員会の

議員が入るよう班を編成しています。今後も、検討を重

ね、良い議会報告会になるよう努めていきます。 

 議会報告会について  

 これからも地域住民と協力してより良いまちづくり

を共にやっていきましょう。話し方はわかりやすかっ

たです。文章ではなく、箇条書きがわかりやすいです。 

 

 議会報告会について  

 ご苦労様です。これからも体には気をつけて市民の

ために頑張ってください。 

 

 長田上間地域に児童館を１日も早く作ってほしい。 ※補足説明 

 所管課に確認したところ、現在、新規での児童館建設

計画はないとのことでした。 

  新規建設の要望があったことを所管課に連絡しまし

た。 
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第４班：首里地区（会場：首里支所 会議室） 

市民意見等（要旨） 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

 市営住宅の空き駐車場は久場川団地だけで50台ある

が活用方法はないか。 

 

○補助金の関係もあり難しいですが、クリアできない

か当局と調整していきます。 

 

※補足説明 

 市営住宅の空き駐車場の活用について 

市営住宅の空き駐車場は、那覇市直営分で547

台（石嶺124台、壺川東改良５台、石嶺第二５

台、安謝12台、末吉７台、新都心銘苅45台、繁

多川６台、久場川45台、識名５台、宇栄原174

台、大名119台「平成29年３月１日現在」）がご

ざいます。 

 パークゴルフをつくって欲しい。例えばモノレール駅

近くの末吉公園、新都心公園、奥武山公園、漫湖公園な

ど、お年寄り１人でも行け元気になれる。 

○行政が識名公園内で設置できないか検討を進めてい

ます。 

 龍潭池は昔から地域の憩いの場として活用されてき

た。現状は、児童生徒は学校から危険だから行くなと言

われ釣りもできない。首里地区では各団体が龍潭の活

用について取り組んでいる。県の管理だが、後押し

て欲しい。 

○議会で議論できるようにしたいと思います。 

 

※補足説明 

 市営住宅の空き駐車場の活用について 

市営住宅の空き駐車場は、那覇市直営分で547

台（石嶺124台、壺川東改良５台、石嶺第二５

台、安謝12台、末吉７台、新都心銘苅45台、繁

多川６台、久場川45台、識名５台、宇栄原174

台、大名119台「平成29年３月１日現在」）がご

ざいます。 

 龍潭池は本当に歩けない。首里城公園の中で人が立ち

寄らない場所になっている。何百年前につくった人工池

だけど意味がない。県に働きかけて欲しい。 

○もう一度見直して、現場を確認していきたいと思い

ます。 

 

※補足説明 

 上記回答と同様になりますが、県南部土木事務所 

街路公園班に確認したところ龍潭の階段部等も含めた

遊歩道の整備について、現在市・県の文化財課とそれ

ぞれ調整中ですが、平成30年度には完成させ、快適に

散策できるようにしていくとのことでございました。 
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第４班：首里地区（会場：首里支所 会議室） 

市民意見等（要旨） 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

 龍潭通りから池端の信号を通り守礼門に行く道路は

交通渋滞と排気ガスで困っている。市にも要望書を出し

ている。議会でも推進して欲しい。 

 

○現場調査も含めて対応できないか検討したいと思い

ます。 

 

※補足説明 

昨年、地域から交通渋滞等の改善要望を受けており、

現在、地域住民と意見交換を行っているところです。

意見交換を通して、地域住民と協働による対応方策な

どの検討を行い、改善に向けて取り組んで行きたいと

いう当局の考えを確認しました。 

 大名で新設が計画されている保育園は、地域のほとん

どが反対しており、賛成しているのは、地主や年配の方

たち。子育て世代は反対しており、地域の分断が起きて

いる。 

○委員会で改めて議論を深めていきたい。 

 

※補足説明（担当班の会議での意見） 

議会として出された陳情・請願について、建設反対

する市民及び建設したい法人のどちらも参考人と

してお呼びし、意見等を伺った。また、建設予定地

の視察も行い、道路の状況等も確認し、議会の意見

として、建設反対の陳情と請願を採択している。 

 結果として地域自治会（住民）の同意が得られず、

法人側が建設計画を取り下げたことで、この件は終

了している。 

  議会として、所管部署へ保育所整備計画の見直し

も要望した。今後の状況を見守っていきたい。 
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第４班：首里地区（会場：首里支所 会議室） 

市民意見等（要旨） 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

①配布資料から、障がい者施設の指定管理について、管

理委託を受けた団体が管理費年間819万円になっている

のに3,000万円払われているのはどういうことか。 

 

②生活保護費の不正受給7,150万円について、国から返

還要求があるがどういうことか。 

 

③なぜ那覇市は給食費を値上げするのか。 

 

 

 

①当局からは、介護施設や保育所が一体となった複合

施設の管理委託は、両方を管理できる団体等が少なく、

公募や随意契約も検討しましたが、これまでと同じよ

うに指定管理の公募をしたところ、結局同じ１団体と

なったとのことでした。 

 

②生活保護費については、会計検査院から指摘を受け

12月定例会の代表質問で追及しています。しっかり議

論して、そういうことが起こらないような仕組みをつ

くる努力をしていきたいと思います。 

 

③給食費の値上げは、委員会の中で説明があり議論し

ました。今後も議会の中で議論が必要だと思うので、

ご意見があったことを受け止めたいと思います。 

 

※①についての補足説明（当局より） 

平成21年度から平成25年度の那覇市障害者福祉センタ

ーの指定管理者を公募したところ、１団体のみから応

募があった。819万円は、その応募団体からの書類であ

る指定管理料にかかる収支予算計画書に記載があり、

その額は、施設の維持管理費のみでありました。しか

し、指定管理料は、那覇市障害者福祉センターの管理

や運営にかかる人件費、事務費、事業費などすべての

経費を含むものであるため、応募書類に添付された収

支予算計画書の金額については、施設の維持管理にか

かるもののみであることを確認し、前年度の施設の維

持管理にかかる経費及び各種事業の委託料の実績を勘

案して、前年度の同額の4,154万円とする平成21年度の

年度協定を締結しました。 

市営住宅は公共施設だが、選挙になるとポスター等が貼

られるので、対応してほしい。 

各議員に注意を喚起していきます。 
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第４班：首里地区（会場：首里支所 会議室） 

市民意見等（要旨） 議会(議員)の発言要旨及び補足説明 

①配布資料から、一括交付金の差額16億円について、お

金が余っている印象を受けるが。 

②埋蔵文化財の報告書が14年間放置され、刊行されてい

ないのに印刷代が支払われた問題について、那覇市は大

丈夫か。 

③新文化芸術拠点施設について、何のことか内容がわか

らない。 

①一括交付金の使われ方の問題、予算のチェックの問

題は議会の中で厳しく取り組んでいきます。 

②本会議、委員会等で各議員が取り上げ、厳しく対処

しているのでご理解いただきたいと思います。 

③新文化芸術拠点施設とは、市民会館の建替え事業の

ことです。 

 

※①についての補足説明（当局より） 

一括交付金の差額16億円とは、本市に割当てられた

一括交付金額が43億円で、平成28年10月26日に４回目

の交付決定を受け合計が約27億円。割当て額から差し

引くとその差額が16億円となります。 

※②についての補足説明 

文化財課における埋蔵文化座調査報告書の未刊行問

題は、当局の責任の対処含め再発防止策が徹底された

ところであります。12月議会では、国への返還金を含

む補正予算採決の後に、議会として再発防止に向けた

付帯決議が可決されました。 

アンケートより（要旨） 説明および今後の対応 

議会報告会での配布資料と質問時間について 

①配布資料が難しく十分理解できず質問しづらい。②質

問の時間が長すぎる。 

①配布資料の改善に努めていきます。 

②特定の質問者の質問時間が長くならないよう、今後

気を付けたいと思います。 

議会報告会の参加者について 

①首里地区は自治会が 50 近くあるが、自治会長の参加

が少なく残念。②地区の課題がわかってきた。 

①各地区の自治会長会で参加協力をお願いしている

が、今後とも周知方法の工夫をしていきたいと思いま

す。 

議会報告会での発表のあり方について 

①原稿の棒読みでなく、要点をまとめて発表してほし

い。②報告会はとても重要で必要なことだと思う。意見

が言える場があって有難い。 

①発表のあり方について、今後とも改善を図っていき

たいと思います。 

議会報告会の実施回数について 

①議員が前向きに回答していて大変良かった。 

②報告会、意見交換会の回数を増やして欲しい。 

②報告会を担当する広報参画部会において検討してい

きたいと思います。 

 

※補足説明 

 議会報告会については、議会の中で議論を重ねてき

ているところです。幅広い世代の市民が参加しやすい

議会報告会になるよう、努めていきます。 
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第４班：首里地区（会場：首里支所 会議室） 

アンケートより（要旨） 説明および今後の対応 

議会報告会の発表のあり方について 

 資料読上げでなくプラスαの考え、実施内容が欲し

い。 

○発表のあり方について、今後とも改善を図っていき

たいと思います。 

議会報告会での答弁の対応について  

 「受け取って検討する」という通り一遍の答え方にな

っていないか。 

○その場で回答できないものについては、ご意見を受

け止め今後検討し回答する、との趣旨です。 

 

 ※個人等の名称が書かれている意見については、その意見から個人名は削除しています。 

 


