
平成平成平成平成 11118888 年年年年（（（（2002002002006666 年年年年））））９９９９月那覇市議会定例会月那覇市議会定例会月那覇市議会定例会月那覇市議会定例会    

    

    代表質問発言通告書代表質問発言通告書代表質問発言通告書代表質問発言通告書（（（（２２２２日目日目日目日目））））    

平成平成平成平成 11118888 年年年年９９９９月月月月 11112222 日日日日（（（（火火火火））））                           割当時間割当時間割当時間割当時間（（（（答弁答弁答弁答弁をををを除除除除くくくく））））    
            
順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

１１１１    古古古古    堅堅堅堅    茂茂茂茂    治治治治    

（（（（日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党））））    

１１１１    小泉政権小泉政権小泉政権小泉政権のののの

評価評価評価評価についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    小泉政権小泉政権小泉政権小泉政権のののの

沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの施策施策施策施策

のののの評価評価評価評価についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    米軍基地問米軍基地問米軍基地問米軍基地問

題題題題についてについてについてについて    

靖国神社靖国神社靖国神社靖国神社のののの参拝強行参拝強行参拝強行参拝強行。。。。憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条のののの改定改定改定改定とととと教育基教育基教育基教育基

本法改定本法改定本法改定本法改定へのへのへのへの企企企企てててて。。。。アメリカアメリカアメリカアメリカとととと一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、海海海海

外外外外でのでのでのでの戦争戦争戦争戦争にににに参戦参戦参戦参戦するするするする有事体制有事体制有事体制有事体制づくりとづくりとづくりとづくりと米軍再米軍再米軍再米軍再

編編編編。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者とととと庶民庶民庶民庶民へのへのへのへの大増税大増税大増税大増税とととと年金年金年金年金、、、、医療医療医療医療、、、、介護介護介護介護、、、、

福祉福祉福祉福祉などなどなどなど社会保障社会保障社会保障社会保障のあいつぐのあいつぐのあいつぐのあいつぐ改定改定改定改定でででで市民市民市民市民をををを苦苦苦苦しししし

めるめるめるめる負担増負担増負担増負担増をおしつけをおしつけをおしつけをおしつけ。。。。大企業大企業大企業大企業へのへのへのへの大幅減税大幅減税大幅減税大幅減税。。。。派派派派

遣労働遣労働遣労働遣労働などなどなどなど非正規非正規非正規非正規のののの不安定雇用不安定雇用不安定雇用不安定雇用のののの増加増加増加増加。。。。規制緩和規制緩和規制緩和規制緩和

万能万能万能万能、、、、市場原理主義市場原理主義市場原理主義市場原理主義、、、、弱肉強食弱肉強食弱肉強食弱肉強食のののの経済路経済路経済路経済路線線線線。。。。地方地方地方地方

交付税交付税交付税交付税のののの大幅削減大幅削減大幅削減大幅削減などをおしすすめるなどをおしすすめるなどをおしすすめるなどをおしすすめる小泉政権小泉政権小泉政権小泉政権

のののの評価評価評価評価をををを問問問問うううう    

    

小泉政権小泉政権小泉政権小泉政権はははは、、、、県民意思県民意思県民意思県民意思をををを踏踏踏踏みにじるみにじるみにじるみにじる強引強引強引強引なななな米軍米軍米軍米軍

基地基地基地基地おしつけおしつけおしつけおしつけ。。。。振興策振興策振興策振興策とととと基地基地基地基地ののののリンクリンクリンクリンク。。。。沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興

開発金融公庫開発金融公庫開発金融公庫開発金融公庫のののの縮小縮小縮小縮小。。。。基幹作物基幹作物基幹作物基幹作物さとうきびのさとうきびのさとうきびのさとうきびの最低最低最低最低

生産者価格保証制度生産者価格保証制度生産者価格保証制度生産者価格保証制度のののの廃止廃止廃止廃止などなどなどなど、、、、県民県民県民県民いじめのいじめのいじめのいじめの

数数数数々々々々のののの施策施策施策施策をすすめをすすめをすすめをすすめ、、、、そのそのそのその一方一方一方一方でででで米米米米軍軍軍軍にはにはにはには米軍再米軍再米軍再米軍再

編編編編でででで国民国民国民国民のののの税金税金税金税金・・・・３３３３兆円兆円兆円兆円もももも投入投入投入投入するするするする逆立逆立逆立逆立ちしたちしたちしたちした政政政政

治治治治をををを行行行行っているっているっているっている。。。。私私私私たちたちたちたち県民県民県民県民よりもよりもよりもよりもアメリカアメリカアメリカアメリカをををを大大大大

事事事事にしにしにしにし、、、、県民県民県民県民のののの労苦労苦労苦労苦とととと犠牲犠牲犠牲犠牲にににに報報報報いるとしたいるとしたいるとしたいるとした国国国国のののの責責責責

務務務務・・・・沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの原点原点原点原点をもをもをもをも踏踏踏踏みにじっているみにじっているみにじっているみにじっている。。。。小泉小泉小泉小泉

政権政権政権政権のののの沖縄沖縄沖縄沖縄へのへのへのへの施策施策施策施策のののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    米軍新基地米軍新基地米軍新基地米軍新基地ののののＶＶＶＶ字形滑走路案字形滑走路案字形滑走路案字形滑走路案、、、、暫定暫定暫定暫定ヘリポヘリポヘリポヘリポ

ートートートート案案案案へのへのへのへの賛否賛否賛否賛否とととと普天間協議会普天間協議会普天間協議会普天間協議会についてのについてのについてのについての

見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    防衛庁防衛庁防衛庁防衛庁はははは、、、、2007200720072007 年度年度年度年度のののの概算要求概算要求概算要求概算要求でででで米軍再編米軍再編米軍再編米軍再編

にににに関連関連関連関連しししし、、、、基地建設出来高払基地建設出来高払基地建設出来高払基地建設出来高払いのいのいのいの「「「「再編交付再編交付再編交付再編交付

金金金金」」」」制度制度制度制度のののの創設創設創設創設をををを打打打打ちちちち出出出出したしたしたした。。。。米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地とととと振振振振

興策興策興策興策とのとのとのとの完全完全完全完全ななななリンクリンクリンクリンクであるであるであるである。。。。自自自自治体治体治体治体へのへのへのへの防防防防

衛庁衛庁衛庁衛庁のあのあのあのあからからからからささささままままなななな介入介入介入介入策策策策とととと言言言言ええええるるるる。。。。見解見解見解見解をををを

伺伺伺伺うううう    

 

日 本 共 産日 本 共 産日 本 共 産日 本 共 産 党党党党     30 30 30 30 分分分分 社 社 連社 社 連社 社 連社 社 連 合合合合     20 20 20 20 分分分分    そ う ぞそ う ぞそ う ぞそ う ぞ うううう     15 15 15 15 分分分分    大 志大 志大 志大 志 のののの 会会会会        15151515 分分分分    民民民民 主主主主 クククク ララララ ブブブブ        11110000 分分分分    市 民市 民市 民市 民 のののの 会会会会        10101010 分分分分    



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

     ４４４４    国国国国のののの公共事公共事公共事公共事

業業業業をををを県県県県内内内内企業企業企業企業

にににに優先受注優先受注優先受注優先受注ささささ

せせせせるるるるこここことにつとにつとにつとにつ

いていていていて    

    

    

    

        

    

    

 

    

    

    

    

５５５５    市市市市街街街街地地地地商店商店商店商店

街街街街のののの活性化活性化活性化活性化にににに

ついてついてついてついて    

    

((((１１１１))))    沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のためののためののためののための国国国国のののの公共事業公共事業公共事業公共事業がががが金金金金額額額額でででで

半分半分半分半分もももも本本本本土土土土企業企業企業企業がががが受注受注受注受注しているしているしているしている。。。。沖縄振興沖縄振興沖縄振興沖縄振興のののの

趣趣趣趣旨旨旨旨にもにもにもにも反反反反しているとしているとしているとしていると思思思思ううううがががが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    本本本本土土土土企業企業企業企業がががが受注受注受注受注しているしているしているしている沖縄沖縄沖縄沖縄でのでのでのでの国国国国のののの公公公公

共事業共事業共事業共事業をををを県県県県内内内内企業企業企業企業がががが受注受注受注受注したしたしたした場場場場合合合合のののの経済経済経済経済効効効効

果果果果をををを問問問問うううう    

    

((((３３３３))))    国国国国のののの公共事業公共事業公共事業公共事業についてについてについてについて、、、、県県県県内内内内企業企業企業企業がががが受注受注受注受注でででで

きるようにきるようにきるようにきるように、、、、設設設設計計計計、、、、入入入入札札札札要要要要件件件件などをなどをなどをなどを改改改改善善善善しししし、、、、

分離分離分離分離・・・・分割分割分割分割でのでのでのでの県県県県内内内内企業企業企業企業へへへへ優先優先優先優先発発発発注注注注をををを図図図図るるるる必必必必

要要要要ががががあるあるあるある。。。。県県県県やややや市市市市町村町村町村町村、、、、関関関関係団係団係団係団体体体体がががが一体一体一体一体となとなとなとな

ってってってって、、、、国国国国へへへへ積極的積極的積極的積極的なななな働働働働ききききかかかかけをけをけをけを行行行行うううう必必必必要要要要ががががああああ

るるるる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((１１１１))))    補補補補正正正正予予予予算算算算でででで、、、、商店街通商店街通商店街通商店街通行行行行量量量量・・・・来来来来街街街街来来来来店調査店調査店調査店調査

とととと中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地活性化活性化活性化活性化基本基本基本基本計画計画計画計画策定事業策定事業策定事業策定事業がががが提提提提

案案案案さささされれれれているているているている。。。。商店街商店街商店街商店街はははは「「「「地地地地域域域域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

のののの核核核核」」」」、、、、そのそのそのその多面的多面的多面的多面的なななな機機機機能能能能・・・・値値値値打打打打ちはちはちはちは地地地地域域域域社社社社

会会会会とととと市民生市民生市民生市民生活活活活にとってなくてはなにとってなくてはなにとってなくてはなにとってなくてはなららららないないないない「「「「地地地地

域域域域共有共有共有共有のののの財財財財産産産産」」」」であるであるであるである。。。。ここここのののの大事大事大事大事なななな値値値値打打打打ちをちをちをちを

見見見見直直直直しししし、、、、地地地地域住域住域住域住民民民民・・・・市民市民市民市民・・・・事業者事業者事業者事業者・・・・ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ・・・・

行政行政行政行政がががが一体一体一体一体となったとなったとなったとなった「「「「商店街商店街商店街商店街のののの振興振興振興振興・・・・再生再生再生再生」」」」

「「「「総合的総合的総合的総合的ななななままままちづくりちづくりちづくりちづくり」」」」をすすめるをすすめるをすすめるをすすめる必必必必要要要要ががががああああ

るるるる。。。。そのためにそのためにそのためにそのために、、、、本市本市本市本市のののの商工商工商工商工振興振興振興振興課課課課のののの体制体制体制体制をををを

強強強強化化化化するするするする必必必必要要要要ががががあるとあるとあるとあると思思思思ううううがががが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    同時同時同時同時にににに、、、、様様様様々々々々なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行いいいい、、、、集客集客集客集客をををを図図図図

りりりりなななながらがらがらがら商店街活性化商店街活性化商店街活性化商店街活性化・・・・ままままちづくりをちづくりをちづくりをちづくりを行行行行いいいい、、、、

高高高高いいいい評価評価評価評価をををを受受受受けているけているけているけている東京都世田谷区東京都世田谷区東京都世田谷区東京都世田谷区のののの烏烏烏烏

山駅前通山駅前通山駅前通山駅前通りりりり商店街商店街商店街商店街などなどなどなど全国全国全国全国のののの商店街商店街商店街商店街のののの取取取取りりりり

組組組組みにみにみにみに学学学学びびびび、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市のののの特性特性特性特性をいをいをいをいかかかかしたしたしたした基本基本基本基本計計計計

画画画画策定策定策定策定やややや今後今後今後今後のののの活性化活性化活性化活性化施策施策施策施策等等等等にににに生生生生かかかかすすすすべべべべきききき

とととと考考考考ええええるるるる。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    収益収益収益収益をををを地地地地域域域域外外外外のののの本本本本部部部部にににに吸吸吸吸いいいい上上上上げられげられげられげられ、、、、地地地地域域域域

社会社会社会社会へのへのへのへの還元還元還元還元がががが少少少少ないないないない全国全国全国全国チェチェチェチェーンーンーンーン店店店店などなどなどなど

がががが、、、、地地地地域域域域のののの商店街商店街商店街商店街のののの商店商店商店商店会会会会・・・・組合組合組合組合にににに加入加入加入加入しなしなしなしな

いいいい例例例例ががががありありありあり、、、、一体一体一体一体となったとなったとなったとなった取取取取りりりり組組組組みみみみがががができなできなできなできな

いなどのいなどのいなどのいなどの問題問題問題問題がががが発生発生発生発生しているしているしているしている。。。。そそそそれれれれをををを改改改改善善善善すすすす

るためにるためにるためにるために、、、、東京都世田谷区東京都世田谷区東京都世田谷区東京都世田谷区がががが、、、、商店商店商店商店会会会会組織組織組織組織へへへへ

のののの加入加入加入加入をををを促促促促すすすす条条条条例例例例をををを制定制定制定制定、、、、全国全国全国全国にににに広広広広ががががってってってっていいいい    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

るるるる。。。。同趣同趣同趣同趣旨旨旨旨のののの条条条条例例例例をををを制定制定制定制定したしたしたした自自自自治体治体治体治体のののの状況状況状況状況をををを

問問問問うううう。。。。本市本市本市本市でもでもでもでも同同同同条条条条例例例例のののの制定制定制定制定をををを図図図図るるるる必必必必要要要要ががががああああ

るとるとるとると思思思思ううううがががが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    先進的先進的先進的先進的なななな取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行ってってってっているいるいるいる世田谷区世田谷区世田谷区世田谷区

でのでのでのでの活動活動活動活動をををを支支支支ええええているのているのているのているのがががが産業振興条産業振興条産業振興条産業振興条例例例例。。。。同同同同

条条条条例例例例はははは、、、、産業産業産業産業のののの振興振興振興振興にににに対対対対するするするする行政行政行政行政のののの考考考考ええええ方方方方やややや

施策施策施策施策のののの方方方方向性向性向性向性をををを明示明示明示明示しししし、、、、事業者事業者事業者事業者自自自自ららららのののの創意創意創意創意工工工工

夫及夫及夫及夫及びびびび自助努力自助努力自助努力自助努力をををを助長助長助長助長するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、事業事業事業事業

者者者者、、、、住住住住民民民民、、、、行政行政行政行政がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって産業産業産業産業のののの振興振興振興振興をををを

推進推進推進推進するするするするこここことをとをとをとを基本方基本方基本方基本方針針針針とととと定定定定めめめめ、、、、行政行政行政行政及及及及びびびび事事事事

業者業者業者業者のののの責務責務責務責務やややや住住住住民民民民等等等等のののの理解理解理解理解とととと協協協協力力力力にににに関関関関するするするする

規定規定規定規定等等等等をををを定定定定めているめているめているめている。。。。本市本市本市本市でもでもでもでも、、、、同趣同趣同趣同趣旨旨旨旨のののの産産産産

業振興条業振興条業振興条業振興条例例例例をををを早急早急早急早急にににに制定制定制定制定すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思ううううがががが

見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((１１１１))))    市市市市のののの財財財財政政政政状況状況状況状況へのへのへのへの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    ４４４４年年年年間間間間勤勤勤勤めためためためた場場場場合合合合のののの市市市市長長長長・・・・特別職特別職特別職特別職のののの退職退職退職退職金金金金

額額額額をををを問問問問うううう    

    

((((３３３３))))    ４４４４年間年間年間年間でででで得得得得るるるる市市市市長退職長退職長退職長退職金金金金のののの額額額額はははは、、、、市民市民市民市民のののの目目目目

線線線線からからからから考考考考ええええてててて多多多多いといといといと思思思思ううううがががが、、、、市市市市長長長長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺

うううう    

    

((((４４４４))))    全国全国全国全国ではではではでは、、、、厳厳厳厳しいしいしいしい財財財財政政政政状況状況状況状況、、、、社会社会社会社会状況状況状況状況のののの中中中中

でででで、、、、市市市市長長長長・・・・特別職特別職特別職特別職のののの退職退職退職退職金金金金をををを減減減減額額額額、、、、廃止廃止廃止廃止するするするする

自自自自治体治体治体治体がががが増増増増ええええているているているている。。。。そのそのそのその状況状況状況状況についてについてについてについて問問問問うううう    

    

((((５５５５))))    市市市市長長長長・・・・特特特特別職別職別職別職のののの退職退職退職退職金金金金についてもについてもについてもについても、、、、削減削減削減削減のののの

対象対象対象対象とすとすとすとすべべべべきときときときと思思思思ううううがががが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

市市市市長就任以長就任以長就任以長就任以来来来来、、、、市市市市長長長長のののの政治政治政治政治団団団団体体体体・・・・後援後援後援後援会会会会などなどなどなどがががが、、、、

得得得得たたたた収収収収入入入入のののの総計総計総計総計をををを問問問問うううう    

    

    

    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

６６６６    市市市市長長長長・・・・特別特別特別特別

職職職職のののの退職退職退職退職金金金金にににに

ついてついてついてついて 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

７７７７    政治政治政治政治姿勢姿勢姿勢姿勢にににに

ついてついてついてついて    

    

【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、助役助役助役助役、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長     
 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年９９９９月月月月 11112222 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

２２２２    湧湧湧湧    川川川川    朝朝朝朝    渉渉渉渉    

((((日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党))))    

１１１１    市民市民市民市民やややや高齢高齢高齢高齢

者者者者のくのくのくのくららららしにしにしにしに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    介護保介護保介護保介護保険険険険にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    貧困率貧困率貧困率貧困率のののの推移推移推移推移とそのとそのとそのとその要要要要因因因因についてについてについてについて、、、、当局当局当局当局のののの

見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

            国民年金国民年金国民年金国民年金のみののみののみののみの受給受給受給受給者者者者はははは何人何人何人何人でででで、、、、そのそのそのその平均平均平均平均

月額月額月額月額はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

            収収収収入入入入がががが公公公公的的的的年金年金年金年金・・・・恩給恩給恩給恩給のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯はははは幾幾幾幾らからからからか    

        そのそのそのその平均月額平均月額平均月額平均月額はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

    

    

((((２２２２))))    小泉小泉小泉小泉内閣内閣内閣内閣のののの税制度税制度税制度税制度のののの改正改正改正改正でででで、、、、市民市民市民市民やややや高齢者高齢者高齢者高齢者

のののの税負担税負担税負担税負担はどのはどのはどのはどのようになっているのようになっているのようになっているのようになっているのかかかか    

            那覇那覇那覇那覇市市市市でのでのでのでの負担増負担増負担増負担増のののの最高最高最高最高額額額額はははは幾幾幾幾ららららでででで何倍何倍何倍何倍        

かかかか。。。。苦苦苦苦情情情情はははは何件寄何件寄何件寄何件寄せられせられせられせられているのているのているのているのかかかか。。。。そのそのそのその主主主主

なななな内容内容内容内容はどのようなものはどのようなものはどのようなものはどのようなものかかかか。。。。住住住住民税民税民税民税のののの市市市市独自独自独自独自

のののの軽軽軽軽減策減策減策減策についてについてについてについて、、、、見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    市民市民市民市民やややや高齢者高齢者高齢者高齢者のののの税税税税のののの負担負担負担負担軽軽軽軽減減減減についてについてについてについて    

寡婦寡婦寡婦寡婦（（（（夫夫夫夫））））控除控除控除控除はははは、、、、老老老老年者年者年者年者控除控除控除控除のののの廃止廃止廃止廃止にににに伴伴伴伴

いいいい、、、、65656565 歳以下歳以下歳以下歳以下のののの年齢制年齢制年齢制年齢制限限限限はなくなったはなくなったはなくなったはなくなった。。。。控除控除控除控除

のののの申告申告申告申告をしていないとをしていないとをしていないとをしていないと想想想想定定定定さささされれれれるるるる対象対象対象対象者者者者はははは

何人何人何人何人かかかか。。。。対象対象対象対象者者者者にににに個別通知個別通知個別通知個別通知すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。当当当当

局局局局のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう    

    高齢者高齢者高齢者高齢者のののの住住住住民税非民税非民税非民税非課課課課税税税税はははは廃止廃止廃止廃止になったになったになったになったがががが、、、、

障障障障害害害害者者者者のののの非非非非課課課課税税税税措置措置措置措置はははは残残残残っているっているっているっている。。。。障障障障害害害害者者者者控控控控

除除除除のののの対象対象対象対象者者者者にににに個別通知個別通知個別通知個別通知すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。当局当局当局当局のののの

見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう    

            既存既存既存既存のののの税制度税制度税制度税制度のののの軽軽軽軽減制度減制度減制度減制度をををを市民市民市民市民にににに周知徹周知徹周知徹周知徹

底底底底すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((１１１１))))    昨昨昨昨年年年年11110000月月月月のののの介護保介護保介護保介護保険険険険法法法法のののの改定改定改定改定でででで、、、、食食食食費費費費とととと居居居居

住費住費住費住費がががが全全全全額自己額自己額自己額自己負担負担負担負担になってになってになってになって以降以降以降以降、、、、介護介護介護介護三三三三施施施施

設設設設（（（（特養特養特養特養、、、、老健老健老健老健、、、、介護介護介護介護型型型型））））からからからからのののの退所退所退所退所者者者者はははは何何何何

人人人人でででで、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち那覇那覇那覇那覇市民市民市民市民はははは何人何人何人何人かかかか    

            那覇那覇那覇那覇市市市市はははは、、、、そのそのそのその退所退所退所退所者者者者にどのようににどのようににどのようににどのように対処対処対処対処ささささ

れれれれたのたのたのたのかかかか    

    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

         ((((２２２２))))    今今今今年年年年４４４４月月月月のののの改定改定改定改定以前以前以前以前のののの介護保介護保介護保介護保険険険険でででで介護介護介護介護ササササ

ーーーービスビスビスビスをををを受受受受けていたけていたけていたけていた利利利利用者用者用者用者はははは何人何人何人何人かかかか    

改定改定改定改定によってによってによってによって介介介介護護護護ササササーーーービスビスビスビスにににに移移移移行行行行するするするする対対対対

象象象象者者者者（（（（いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる、、、、従前従前従前従前のののの介護介護介護介護ササササーーーービスビスビスビスをををを受受受受けけけけ

られられられられないないないない方方方方））））はははは何人何人何人何人かかかか    

            介護介護介護介護予予予予防防防防ササササーーーービスビスビスビスをををを実際実際実際実際ににににややややっているっているっているっている事事事事

業者業者業者業者はははは何何何何カカカカ所所所所でででで、、、、そのそのそのその利利利利用用用用人人人人数数数数（（（（実実実実数数数数でででで））））何何何何

人人人人かかかか。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    介護介護介護介護ササササーーーービスビスビスビス（（（（要要要要支援支援支援支援１１１１、、、、２２２２のののの人人人人））））のののの介護介護介護介護    

        予予予予防防防防ケケケケアアアアプラプラプラプランンンン作作作作成成成成についてについてについてについて    

①①①①    地地地地域包括支援域包括支援域包括支援域包括支援セセセセンンンンタタタターーーーのののの役割役割役割役割とととと現状現状現状現状にににに

ついてついてついてついて、、、、当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

②②②②    要要要要支援支援支援支援１１１１、、、、２２２２のののの人人人人のののの総総総総数数数数はははは何人何人何人何人かかかか。。。。どのどのどのどの

事業事業事業事業所所所所がががが何件何件何件何件作作作作成成成成しているのしているのしているのしているのかかかか    

    

③③③③    誰誰誰誰がががが利利利利用用用用申申申申込込込込者者者者とととと契約契約契約契約をををを行行行行っているのっているのっているのっているの

かかかか、、、、そのそのそのその件件件件数数数数はははは何件何件何件何件かかかか    

    

④④④④    ササササーーーービスビスビスビス担担担担当当当当者会議者会議者会議者会議のののの主主主主催催催催者者者者はははは誰誰誰誰かかかか、、、、会会会会

議議議議でででで作作作作成成成成したしたしたした介護介護介護介護予予予予防防防防ケケケケアアアアプラプラプラプランンンンはははは何件何件何件何件

かかかか    

    

((((４４４４))))    介護介護介護介護認認認認定定定定のののの改改改改善善善善についてについてについてについて    

訪訪訪訪問問問問調査調査調査調査でのでのでのでの聴聴聴聴きききき取取取取りのりのりのりの現状現状現状現状についてについてについてについて伺伺伺伺

うううう    

介護介護介護介護認認認認定定定定ププププログログログログララララムムムムではではではでは、、、、認知認知認知認知症症症症がががが十十十十分分分分にににに

反反反反映映映映さささされれれれていないとていないとていないとていないと現現現現場場場場からからからから指摘指摘指摘指摘さささされれれれていていていてい

るるるる。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

介護介護介護介護認認認認定定定定審審審審査査査査会会会会においてにおいてにおいてにおいて、、、、特特特特記記記記事項事項事項事項をををを重視重視重視重視

すすすすべべべべきであるときであるときであるときであると思思思思うううう。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((５５５５))))    介護介護介護介護ベッベッベッベットトトト、、、、車車車車いすいすいすいす、、、、ヘヘヘヘルパルパルパルパーーーーなどのなどのなどのなどの経経経経過過過過

措置措置措置措置についてについてについてについて    

    要介護要介護要介護要介護１１１１以下以下以下以下のののの軽軽軽軽度度度度のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの利利利利用者用者用者用者へへへへ

のののの経経経経過過過過措置措置措置措置はははは９９９９月月月月末末末末がががが期期期期限限限限であるであるであるである。「。「。「。「貸貸貸貸しはしはしはしは

ががががしししし」」」」をたをたをたをただだだだちにちにちにちに中中中中止止止止するようするようするようするよう国国国国にににに求求求求めるめるめるめるべべべべ

ききききであるであるであるである。。。。市市市市独自独自独自独自のののの援助援助援助援助もももも検討検討検討検討すすすすべべべべきであきであきであきであ

るるるる。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((６６６６))))    ヘヘヘヘルパルパルパルパーーーーのののの車車車車でででで行行行行うううう通通通通院乗院乗院乗院乗降降降降介介介介助助助助ササササーーーービビビビ

ススススをををを要要要要支援支援支援支援１１１１、、、、２２２２はははは利利利利用用用用できないできないできないできない。。。。市市市市独自独自独自独自のののの

外出外出外出外出支援支援支援支援ササササーーーービスビスビスビスのののの創設創設創設創設についてについてについてについて    

    

    

((((７７７７))))    地地地地域支援域支援域支援域支援事業事業事業事業のののの改改改改善善善善についてについてについてについて    

地地地地域支援域支援域支援域支援事業事業事業事業のののの対象対象対象対象者者者者のののの掌握掌握掌握掌握・・・・決決決決定定定定はどはどはどはどここここ

がががが行行行行うのうのうのうのかかかか。。。。地地地地域支援域支援域支援域支援事業事業事業事業のののの事業事業事業事業計画計画計画計画とととと実実実実績績績績

についてについてについてについて、、、、当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((１１１１))))    障障障障害害害害者者者者がががが利利利利用用用用するするするする施設施設施設施設のののの工工工工賃賃賃賃とととと自己自己自己自己負担負担負担負担

（（（（食食食食費代費代費代費代もももも含含含含むむむむ））））のののの現状現状現状現状についてについてについてについて、、、、当局当局当局当局のののの見見見見

解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

            障障障障害害害害者者者者がががが利利利利用用用用するするするする施設施設施設施設のののの自己自己自己自己負担負担負担負担のののの状況状況状況状況

をををを市市市市としてとしてとしてとして調査調査調査調査・・・・掌握掌握掌握掌握すすすすべべべべきときときときと思思思思うううう。。。。当局当局当局当局のののの

見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

            障障障障害害害害者者者者自自自自立立立立支援支援支援支援法法法法になってになってになってになって、、、、施設施設施設施設のののの利利利利用用用用をををを

断念断念断念断念したしたしたした人人人人はははは何人何人何人何人かかかか。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。            

掌握掌握掌握掌握していなけしていなけしていなけしていなけれれれればばばば、、、、調査調査調査調査するするするする必必必必要要要要ががががあるとあるとあるとあると

思思思思うううう。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。市市市市独自独自独自独自のののの利利利利用用用用料料料料のののの軽軽軽軽減制減制減制減制

度度度度やややや食事食事食事食事代代代代へのへのへのへの補助補助補助補助をををを創設創設創設創設すすすすべべべべきであるきであるきであるきである    

    

    

((((２２２２))))    授授授授産施設産施設産施設産施設、、、、入入入入所所所所施設施設施設施設へのへのへのへの運営運営運営運営補助補助補助補助をををを行行行行ううううべべべべ

きであるきであるきであるきである    

    

    

((((３３３３))))    グルグルグルグルーーーーププププホホホホーーーームムムムをををを増設増設増設増設すすすすべべべべきであるきであるきであるきである    

    

    

((((４４４４))))    那覇那覇那覇那覇市市市市重重重重度度度度心心心心身身身身障障障障害害害害者者者者のののの入入入入院院院院時時時時食事食事食事食事療療療療養養養養

費助成費助成費助成費助成のののの県負担県負担県負担県負担分分分分をををを復復復復活活活活するようにするようにするようにするように、、、、県県県県にににに申申申申

しししし入入入入れれれれをををを行行行行ううううべべべべきであるきであるきであるきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応

をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    障障障障害害害害者者者者自自自自立立立立

支援支援支援支援法法法法についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長    

    

 

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年９９９９月月月月 11112222 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

３３３３    崎崎崎崎    山山山山    嗣嗣嗣嗣    幸幸幸幸    

((((社社連社社連社社連社社連合合合合))))    

１１１１    核核核核廃廃廃廃絶絶絶絶とととと軍軍軍軍

縮縮縮縮についてについてについてについて    

    

    

22221111 世世世世紀紀紀紀ここここそそそそ「「「「核核核核もももも戦争戦争戦争戦争もないもないもないもない世世世世紀紀紀紀」」」」へとへとへとへと世世世世界界界界のののの

人人人人々々々々はははは願願願願ったったったった。。。。ししししかかかかしししし残残残残念念念念なななながらがらがらがら世世世世界界界界はなおもはなおもはなおもはなおも３３３３

万発万発万発万発ともいともいともいともいわれわれわれわれるるるる核核核核兵器兵器兵器兵器がががが存存存存在在在在するするするするだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく

核核核核軍軍軍軍拡拡拡拡へのへのへのへの気配気配気配気配がががが強強強強ままままりりりり、、、、偶偶偶偶発発発発的的的的なななな核核核核戦争戦争戦争戦争のののの危危危危機機機機

をををを含含含含んんんんでででで人人人人類類類類はははは破滅破滅破滅破滅のののの危危危危機機機機をををを抱抱抱抱ええええているているているている    

米米米米口英仏口英仏口英仏口英仏中中中中のののの核核核核保有国保有国保有国保有国のののの他他他他イイイイスラスラスラスラエルエルエルエル、、、、イイイインンンン

ドドドド、、、、パキパキパキパキスタスタスタスタンンンンのののの核核核核保有保有保有保有もももも明明明明らからからからかでありでありでありであり、、、、北北北北朝朝朝朝鮮鮮鮮鮮

のののの核核核核保有保有保有保有表明表明表明表明ややややイイイイラララランンンンのののの核核核核開発開発開発開発疑惑疑惑疑惑疑惑などなどなどなど新新新新たたたたなななな

核核核核軍軍軍軍拡拡拡拡のののの気配気配気配気配がががが強強強強くなっているくなっているくなっているくなっている    

ささささららららにににに核核核核兵器兵器兵器兵器とととと並並並並んんんんでででで、、、、ミサミサミサミサイルイルイルイルのののの脅威脅威脅威脅威もももも起起起起きききき

てててているいるいるいる    

ミサミサミサミサイルイルイルイル攻撃攻撃攻撃攻撃はははは、、、、遠距遠距遠距遠距離離離離からからからからのののの都都都都市市市市攻撃攻撃攻撃攻撃能能能能力力力力、、、、

予告時予告時予告時予告時間間間間のののの短短短短いいいい奇襲奇襲奇襲奇襲型型型型、、、、ままままたはたはたはたは核核核核科科科科学学学学、、、、生生生生物物物物兵器兵器兵器兵器

などなどなどなど大大大大量量量量破壊兵器破壊兵器破壊兵器破壊兵器のののの搭載搭載搭載搭載能能能能力力力力をををを持持持持っておりっておりっておりっており一一一一層層層層

人人人人々々々々のののの恐怖感恐怖感恐怖感恐怖感をををを募募募募らせらせらせらせるるるる    

今今今今、、、、世世世世界各界各界各界各国国国国からからからから、、、、核核核核廃廃廃廃絶絶絶絶、、、、軍縮軍縮軍縮軍縮をををを目目目目指指指指すすすす活動活動活動活動

がががが重重重重要要要要となっているとなっているとなっているとなっている    

((((１１１１))))    核核核核兵器兵器兵器兵器廃廃廃廃絶絶絶絶にににに向向向向けてけてけてけてのののの那覇那覇那覇那覇市市市市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    「「「「核核核核兵器兵器兵器兵器廃廃廃廃絶絶絶絶平平平平和和和和都都都都市市市市宣宣宣宣言言言言」」」」のののの理理理理念念念念をどうをどうをどうをどう

生生生生かかかかしているのしているのしているのしているのかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    県県県県内内内内のののの被爆被爆被爆被爆者者者者へのへのへのへの支援支援支援支援はははは具具具具体体体体的的的的にどのよにどのよにどのよにどのよ

うになさうになさうになさうになされれれれてるてるてるてるかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((４４４４))))    北北北北東東東東アアアアジジジジアアアアのののの非非非非核核核核地地地地帯帯帯帯構構構構想想想想はははは、、、、どうどうどうどう考考考考ええええてててて

いいいいるるるるかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((５５５５))))    米国米国米国米国のののの未臨界未臨界未臨界未臨界核実核実核実核実験験験験はははは反対反対反対反対のののの立場立場立場立場かかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((６６６６))))    嘉手納嘉手納嘉手納嘉手納基地基地基地基地のののの22224444基基基基配備配備配備配備予予予予定定定定ののののパパパパトリトリトリトリオッオッオッオッ

トトトトミサミサミサミサイルイルイルイルにににに反対表明反対表明反対表明反対表明はしないはしないはしないはしないかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((７７７７))))    日本日本日本日本ののののミサミサミサミサイルイルイルイル防衛防衛防衛防衛をどうをどうをどうをどう考考考考ええええてててていいいいるるるるかかかか

伺伺伺伺うううう    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

        ２２２２    新庁新庁新庁新庁舎候舎候舎候舎候補補補補

地地地地のののの売却売却売却売却につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    固固固固定定定定資資資資産税産税産税産税

のののの課課課課税税税税誤誤誤誤りにりにりにりに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    新庁新庁新庁新庁舎候舎候舎候舎候補補補補地地地地をををを民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者へへへへ売却売却売却売却しししし、、、、そのそのそのその

跡跡跡跡地地地地をををを地地地地域域域域再生法再生法再生法再生法へのへのへのへの理理理理念念念念、、、、目的実現目的実現目的実現目的実現をををを図図図図るるるる

とさとさとさとされれれれているているているている。。。。そのそのそのその経経経経過過過過とととと概要概要概要概要をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    市市市市長長長長のののの公公公公約約約約であるであるであるである現現現現庁庁庁庁舎舎舎舎はははは支所支所支所支所にににに、、、、市市市市長部長部長部長部

局局局局、、、、企企企企画画画画、、、、議会議会議会議会等中等中等中等中枢枢枢枢機機機機能能能能をををを新新新新都心都心都心都心にににに移移移移転転転転すすすす

るるるる「「「「２２２２極分極分極分極分散散散散型型型型」」」」はははは事事事事実上実上実上実上断念断念断念断念したしたしたしたこここことになとになとになとにな

ららららないないないないかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    現現現現庁庁庁庁舎舎舎舎のののの耐震耐震耐震耐震度度度度とととと新庁新庁新庁新庁舎舎舎舎建設建設建設建設計画計画計画計画はどうはどうはどうはどう

なっているなっているなっているなっているかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

固固固固定定定定資資資資産税産税産税産税のののの課課課課税税税税でででで「「「「冷凍倉冷凍倉冷凍倉冷凍倉庫庫庫庫」」」」へのへのへのへの課課課課税税税税誤誤誤誤りりりり

がががが８８８８法法法法人人人人、、、、11114444施設施設施設施設あるあるあるあるここここととととがががが発発発発覚覚覚覚したしたしたした    

過徴過徴過徴過徴金金金金がががが１１１１億億億億円円円円相相相相当当当当とのとのとのとのこここことでありとでありとでありとであり、、、、税務行政税務行政税務行政税務行政

のありのありのありのあり方方方方がががが問問問問われわれわれわれているているているている    

((((１１１１))))    過徴過徴過徴過徴金金金金のののの実実実実態態態態をををを年度年度年度年度毎毎毎毎、、、、件件件件数数数数毎毎毎毎、、、、金金金金額額額額をををを詳詳詳詳

細細細細にににに伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    「「「「冷凍倉冷凍倉冷凍倉冷凍倉庫庫庫庫」」」」のののの経年減点経年減点経年減点経年減点補補補補正正正正率率率率のとのとのとのとらえらえらえらえ方方方方

でででで課課課課税税税税誤誤誤誤りをりをりをりを起起起起ここここしたしたしたしたとさとさとさとされれれれているているているているがががが、、、、認識認識認識認識

不不不不足足足足かかかか、、、、業務業務業務業務ののののシシシシステステステステムムムム上上上上のののの問題問題問題問題なのなのなのなのかかかか、、、、大大大大

きなきなきなきな要要要要因因因因はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    納納納納税者税者税者税者へのへのへのへの還還還還付付付付などなどなどなど、、、、今後今後今後今後のののの対応対応対応対応とととと再発防再発防再発防再発防

止策止策止策止策はははは検討検討検討検討しているしているしているしているかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

災災災災害害害害からからからから市民市民市民市民のののの生生生生命命命命とととと財財財財産産産産をををを守守守守りりりり、、、、安安安安心心心心安全安全安全安全なななな

ままままちづくりをちづくりをちづくりをちづくりを行行行行ううううこここことはとはとはとは自自自自治体治体治体治体のののの大大大大きなきなきなきな任任任任務務務務とととと

役割役割役割役割であるであるであるである    

去去去去るるるる６６６６月月月月のののの大大大大雨雨雨雨によるによるによるによる地滑地滑地滑地滑りりりり崩壊崩壊崩壊崩壊でででで、、、、首里鳥堀首里鳥堀首里鳥堀首里鳥堀

町町町町ののののママママンンンンショショショションンンンのののの地地地地盤盤盤盤にににに亀裂亀裂亀裂亀裂がががが生生生生じじじじ、、、、ママママンンンンショショショションンンン

倒壊倒壊倒壊倒壊、、、、地滑地滑地滑地滑りのりのりのりの危危危危険険険険ががががありありありあり、、、、市民市民市民市民のののの避難避難避難避難ががががなさなさなさなされれれれ

たたたた    

市市市市のののの対応対応対応対応策策策策をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    原原原原因因因因のののの把握把握把握把握とととと再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考

ええええているているているているかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    被災被災被災被災所帯所帯所帯所帯にどにどにどにどうううう対応対応対応対応したしたしたしたかかかか伺伺伺伺うううう    

①①①①住居住居住居住居    

    

②②②②税金税金税金税金のののの減減減減免免免免    

    

③③③③諸諸諸諸証証証証明明明明のののの減減減減免免免免    

    

④④④④水道使水道使水道使水道使用用用用料料料料のののの減減減減免免免免    

    

⑤⑤⑤⑤家家家家財財財財、、、、車両搬車両搬車両搬車両搬出出出出のののの支援支援支援支援    

    

⑥⑥⑥⑥健健健健康管康管康管康管理理理理のののの支援支援支援支援    

    

⑦⑦⑦⑦そのそのそのその他他他他    

    

    

    

((((３３３３))))    災災災災害害害害救救救救助助助助法法法法のののの適適適適用用用用によりによりによりにより、、、、建物建物建物建物のののの損壊損壊損壊損壊・・・・生生生生

活支援活支援活支援活支援などあるのなどあるのなどあるのなどあるのかかかか伺伺伺伺うううう    

    

        ４４４４    防防防防災災災災対対対対策策策策にににに

ついてついてついてついて    

    

【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、助役助役助役助役、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長    

    

 

 

 

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年９９９９月月月月 11112222 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

４４４４    座座座座    覇覇覇覇    政政政政    為為為為    

((((そうそうそうそうぞぞぞぞうううう))))    

１１１１    市政市政市政市政についについについについ    

    てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    教育行政教育行政教育行政教育行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    戸籍戸籍戸籍戸籍事務事務事務事務にににに

ついてついてついてついて    

    

小泉小泉小泉小泉首相首相首相首相、、、、安安安安倍倍倍倍官房官房官房官房長長長長官官官官のののの歴史歴史歴史歴史認識及認識及認識及認識及びびびび市市市市長長長長のののの    

そそそそれれれれにににに対対対対するするするする考考考考ええええをををを伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    あのあのあのあの大戦大戦大戦大戦やややや戦戦戦戦後後後後、、、、日本日本日本日本のののの歩歩歩歩みをどうみをどうみをどうみをどう評価評価評価評価すすすす

るるるるかかかか    

    

    

((((２２２２))))    靖国神社参拝靖国神社参拝靖国神社参拝靖国神社参拝についてについてについてについて、、、、どうどうどうどう考考考考ええええるるるるかかかか    

    

    

((((３３３３))))    政治政治政治政治リーリーリーリーダダダダーーーーのののの不不不不可欠可欠可欠可欠条条条条件件件件としてとしてとしてとして市市市市長長長長はははは

何何何何がががが大大大大切切切切とととと考考考考ええええるるるるかかかか    

    

    

    

    

((((１１１１))))    平成平成平成平成 11119999 年度年度年度年度にににに全国全国全国全国学力学力学力学力テステステステストトトトがががが計画計画計画計画さささされれれれ

ていていていているるるるがががが、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市はははは参加参加参加参加するのするのするのするのかかかか。。。。そのそのそのその理理理理由由由由

もももも伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    犬犬犬犬山山山山市市市市はははは参加参加参加参加しないとしないとしないとしないと決決決決定定定定しししし、、、、全国全国全国全国からからからから視視視視

察察察察者者者者がががが多多多多いとのいとのいとのいとのここここととととだがだがだがだが、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市とどとどとどとどこがこがこがこが、、、、

どういうどういうどういうどういう状況状況状況状況でででで、、、、どどどどれれれれくくくくららららいいいい違違違違うのうのうのうのかかかか項項項項目目目目をををを

ああああげげげげてててて那覇那覇那覇那覇市市市市とととと対対対対比比比比してしてしてして説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((３３３３))))    中中中中央央央央教育教育教育教育審審審審議会議会議会議会、、、、教育教育教育教育課課課課程程程程部部部部会会会会のののの「「「「審審審審議会議会議会議会

報報報報告告告告」」」」ではではではでは、、、、どういうどういうどういうどういう学学学学習指導習指導習指導習指導要要要要領領領領のののの改改改改訂訂訂訂事事事事

項項項項ががががあったのあったのあったのあったのかかかか、、、、そのそのそのその概概概概略略略略及及及及びびびび具具具具体体体体的的的的改改改改訂訂訂訂事事事事

項項項項をををを説説説説明明明明せせせせよよよよ    

    

    

    

    

戸籍戸籍戸籍戸籍事務事務事務事務のののの電子電子電子電子化化化化によってによってによってによって、、、、１１１１つのつのつのつの問題問題問題問題がががが起起起起きききき

ていていていているるるる。。。。電子電子電子電子化以化以化以化以前前前前にににに死亡死亡死亡死亡したしたしたした配偶配偶配偶配偶者者者者やややや子供子供子供子供等等等等のののの

名名名名前前前前がががが削削削削除除除除さささされれれれ、、、、家族家族家族家族のつなのつなのつなのつなががががりりりりやややや、、、、生生生生きたあきたあきたあきたあかかかか

しししし((((証証証証))))をををを無無無無残残残残にもにもにもにも切切切切りりりり捨捨捨捨てているてているてているてている。。。。ここここののののこここことにつとにつとにつとにつ

いていていていて、、、、いついついついつからからからから那覇那覇那覇那覇市市市市はははは電子電子電子電子化化化化しししし、、、、どういうどういうどういうどういう指指指指針針針針

のもとのもとのもとのもと改正作業改正作業改正作業改正作業をしたをしたをしたをしたかかかか。。。。今後今後今後今後のののの方方方方針等針等針等針等についてについてについてについて

伺伺伺伺うううう    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((１１１１))))    冷凍倉冷凍倉冷凍倉冷凍倉庫庫庫庫ににににかかかかかかかかるるるる固固固固定定定定資資資資産税産税産税産税のののの課課課課税税税税ミスミスミスミス

はははは、、、、いつどのようにしていつどのようにしていつどのようにしていつどのようにして発発発発覚覚覚覚したしたしたしたかかかか。。。。皆皆皆皆ささささんんんん

はどうはどうはどうはどう対処対処対処対処するするするするかかかか    

    

    

((((２２２２))))    過過過過大大大大にににに徴徴徴徴収収収収したしたしたした税金税金税金税金はどうするのはどうするのはどうするのはどうするのかかかか。。。。そのそのそのその

金金金金額額額額とととと方法方法方法方法及及及及びびびび適適適適用用用用するするするする法法法法令令令令等等等等のののの根拠根拠根拠根拠をををを示示示示

せせせせ    

    

    

((((３３３３))))    職職職職員員員員にはにはにはには、、、、どういうどういうどういうどういう処分処分処分処分をををを検討検討検討検討しているしているしているしている

かかかか。。。。那覇那覇那覇那覇市市市市はははは該該該該当職当職当職当職員員員員にににに損損損損害害害害請請請請求求求求するするするする考考考考ええええはははは

あるあるあるあるかかかか    

    

        ４４４４    税務行政税務行政税務行政税務行政にににに

ついてついてついてついて    

【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、助役助役助役助役、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、上下上下上下上下水道水道水道水道事業事業事業事業管管管管理者理者理者理者、、、、

代表代表代表代表監監監監査査査査委員委員委員委員、、、、消消消消防防防防長長長長、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年９９９９月月月月 11112222 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((１１１１))))    県庁県庁県庁県庁職職職職員員員員、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市職職職職員員員員、、、、沿沿沿沿線企業線企業線企業線企業、、、、学学学学校校校校等等等等

にににに対対対対するするするする利利利利用用用用促進状況促進状況促進状況促進状況をををを説説説説明明明明していたしていたしていたしていただだだだきききき

たいたいたいたい    

    

    

    

    

((((２２２２))))    沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルル((((株株株株))))からからからから那覇那覇那覇那覇市市市市にににに対対対対

するするするする行政行政行政行政支援支援支援支援のののの要要要要請請請請にににに対対対対しししし、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市のののの対応対応対応対応をををを

伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((３３３３))))        沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルル((((株株株株))))からからからから沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モモモモ

ノレノレノレノレーーーールルルル広告広告広告広告事業協事業協事業協事業協同組合同組合同組合同組合にににに支支支支払払払払われわれわれわれていていていてい

るるるる委託料委託料委託料委託料のののの内内内内訳訳訳訳、、、、使途使途使途使途をををを詳詳詳詳しくしくしくしく伺伺伺伺うううう((((資料資料資料資料にににに

基基基基づくづくづくづく))))    

    

    

    

    

((((４４４４))))    沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルル広告広告広告広告事業協事業協事業協事業協同組合同組合同組合同組合はははは、、、、

モノレモノレモノレモノレーーーールルルル車車車車両両両両及及及及びびびび駅駅駅駅舎舎舎舎以以以以外外外外のののの広告広告広告広告事業事業事業事業がががが

できるできるできるできるかかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

５５５５    久久久久    高高高高    友友友友    弘弘弘弘    

((((大大大大志志志志のののの会会会会))))    

    沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノモノモノモノ

レレレレーーーールルルル((((株株株株))))のののの健健健健

全全全全運営運営運営運営についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、助役助役助役助役、、、、収収収収入入入入役役役役、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長    

    

 

 

 

 

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年９９９９月月月月 11112222 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((１１１１))))    今今今今年年年年８８８８月月月月、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルルはははは開業開業開業開業３３３３年年年年

をををを迎迎迎迎ええええたたたたがががが、、、、当当当当初初初初目的目的目的目的とそのとそのとそのとその達達達達成成成成度度度度合合合合についについについについ

てててて伺伺伺伺うううう。。。。ままままたたたた、、、、今後今後今後今後のののの課課課課題題題題についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    モノレモノレモノレモノレーーーールルルル建設建設建設建設及及及及びびびび維持維持維持維持・・・・運営運営運営運営にににに関関関関してしてしてして、、、、

これまこれまこれまこれまでででで本市本市本市本市からからからから支支支支出出出出さささされれれれたたたた金金金金額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

    

((((３３３３))))    開業開業開業開業以降以降以降以降のののの経経経経営営営営状況状況状況状況とととと、、、、今今今今定定定定例例例例会会会会のののの補補補補正正正正予予予予

算案算案算案算案にににに計上計上計上計上さささされれれれているているているている沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルル

株式株式株式株式会社会社会社会社へのへのへのへの貸貸貸貸付金付金付金付金 11113333 億億億億 1111,,,,222255550000 万円万円万円万円についについについについ

てのてのてのての関関関関係係係係をををを問問問問うううう    

    

    

((((１１１１))))    モノレモノレモノレモノレーーーールルルル延延延延長長長長についてはについてはについてはについては、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県におけにおけにおけにおけ

るるるる公共交公共交公共交公共交通通通通ののののググググラララランンンンドデザイドデザイドデザイドデザインンンンがががが不不不不可欠可欠可欠可欠でででで

ありありありあり、、、、そそそそれれれれにににに基基基基づいてのづいてのづいてのづいての検討検討検討検討がががが必必必必要要要要であるであるであるである    

            沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルル開業開業開業開業３３３３年年年年のののの実実実実績績績績をををを踏踏踏踏

まえまえまえまえてててて、、、、モノレモノレモノレモノレーーーールルルルというというというという交交交交通通通通体体体体系系系系がががが沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

全体全体全体全体のののの公共交公共交公共交公共交通通通通のののの柱柱柱柱となるとなるとなるとなるかかかかどうどうどうどうかかかかをををを伺伺伺伺うううう    

            ままままたたたた、、、、モノレモノレモノレモノレーーーールルルル以以以以外外外外でもでもでもでも、、、、他他他他のののの公共交公共交公共交公共交通通通通

ともともともとも結節結節結節結節ししししややややすいすいすいすい次次次次世代型世代型世代型世代型路路路路面面面面電車電車電車電車のののの導導導導入入入入

はははは検討検討検討検討さささされれれれているのているのているのているのかかかか    

    

    

((((２２２２))))    先月先月先月先月行行行行われわれわれわれたたたた、、、、「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルル延延延延長長長長

検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、県県県県がががが６６６６ルルルルートートートート案案案案をををを提提提提

示示示示したしたしたした。。。。延延延延長長長長となったとなったとなったとなった場場場場合合合合にににに予想予想予想予想さささされれれれるるるる本市本市本市本市

のののの負担負担負担負担割合割合割合割合はどのようになるはどのようになるはどのようになるはどのようになるかかかか    

    

    

((((３３３３))))    市市市市長長長長はははは、、、、県県県県がががが示示示示したしたしたした６６６６ルルルルートートートート案案案案のののの内内内内、、、、どのどのどのどの

ルルルルートートートート案案案案がががが望望望望まままましいとしいとしいとしいと考考考考ええええているているているているののののかかかか。。。。まままま

たたたた、、、、本市本市本市本市がががが延延延延長長長長ルルルルートートートート案案案案をををを決決決決定定定定するするするする際際際際、、、、市民市民市民市民

やややや地地地地域域域域のののの声声声声をどのようにをどのようにをどのようにをどのように反反反反映映映映ささささせせせせていくのていくのていくのていくの

かかかか    

    

    

    

６６６６    玉玉玉玉    城城城城        彰彰彰彰    

((((民主民主民主民主ククククララララブブブブ))))    

１１１１    モノレモノレモノレモノレーーーールルルル

のののの現状現状現状現状とととと課課課課題題題題

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    モノレモノレモノレモノレーーーールルルル

延延延延長計画長計画長計画長計画につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、助役助役助役助役、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長    

    



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年９９９９月月月月 11112222 日日日日((((火火火火))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

７７７７    知知知知    念念念念        博博博博    

((((市民市民市民市民のののの会会会会))))    

    ままままちづくりにちづくりにちづくりにちづくりに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    那覇那覇那覇那覇市市市市中中中中小小小小小小小小売売売売商商商商業高度業高度業高度業高度化化化化事業事業事業事業、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる

ＴＭＴＭＴＭＴＭＯＯＯＯ構構構構想想想想をををを民間主民間主民間主民間主導導導導でででで取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできたがががが、、、、

これまこれまこれまこれまでのでのでのでの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする評価評価評価評価とととと今後今後今後今後のののの

取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに対対対対するするするする本市本市本市本市のののの考考考考ええええをををを伺伺伺伺うううう    

 

 

 

((((２２２２))))    都都都都市市市市活力活力活力活力再生再生再生再生拠拠拠拠点点点点整整整整備備備備事業事業事業事業、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるるリリリリジジジジ

ュュュューーーームムムム事業事業事業事業のののの実現実現実現実現へへへへ向向向向けてけてけてけて取取取取りりりり組組組組んんんんできたできたできたできた

がががが、、、、本事業本事業本事業本事業へのへのへのへの評価評価評価評価とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地活性化活性化活性化活性化イイイイココココーーーールルルル中心商店街中心商店街中心商店街中心商店街のののの

活性化活性化活性化活性化ではないではないではないではない。。。。空洞空洞空洞空洞化化化化したしたしたした中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地にににに活活活活

気気気気をををを戻戻戻戻すにはすにはすにはすには、、、、住住住住宅宅宅宅政策政策政策政策はははは欠欠欠欠くくくくこここことのできなとのできなとのできなとのできな

いいいい要要要要件件件件であるであるであるである    

            中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地のののの小小小小学学学学校校校校がががが小規小規小規小規模模模模校校校校となりとなりとなりとなり、、、、統統統統

廃廃廃廃合合合合問題問題問題問題がががが出出出出てきたてきたてきたてきたこここことはとはとはとは、、、、ままままさにさにさにさに、、、、これまこれまこれまこれま

でのでのでのでの政策政策政策政策がががが機機機機能能能能しなしなしなしなかかかかったったったったこここことにあるとにあるとにあるとにある    

            中心中心中心中心市市市市街街街街地地地地のののの老老老老朽朽朽朽化化化化したしたしたした市市市市営営営営住住住住宅宅宅宅やややや公設公設公設公設

市場市場市場市場等等等等をををを定定定定期期期期借借借借地権地権地権地権をををを利利利利用用用用したしたしたした民間民間民間民間活力活力活力活力にににに

よりよりよりより高高高高層層層層化化化化しししし、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設をををを備備備備ええええたたたた共共共共同住同住同住同住宅宅宅宅とととと

してしてしてして開発開発開発開発すすすすべべべべきときときときと考考考考ええええるるるるがががが、、、、当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

((((４４４４))))    ままままちづくりちづくりちづくりちづくり三三三三法法法法のののの改正改正改正改正はははは、、、、本市本市本市本市のののの政策政策政策政策にどにどにどにど

のようなのようなのようなのような影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすのすのすのすのかかかか、、、、中心中心中心中心市市市市街街街街地再開地再開地再開地再開

発事業発事業発事業発事業やややや活性化活性化活性化活性化事業事業事業事業をををを今後今後今後今後どうどうどうどう取取取取りりりり組組組組むむむむのののの

かかかか伺伺伺伺うううう。。。。ままままたたたた、、、、基本基本基本基本計画計画計画計画のののの見見見見直直直直しもあるのしもあるのしもあるのしもあるのかかかか    

    

    

    

((((５５５５))))    市市市市長長長長はははは路路路路面面面面電車電車電車電車をををを導導導導入入入入したいとしたいとしたいとしたいと話話話話ししししていていていてい

たたたたがががが、、、、真剣真剣真剣真剣にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ気気気気ががががあるのあるのあるのあるのかかかか。。。。ままままたたたた、、、、

現現現現在在在在のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう    

    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

発発発発    言言言言    事事事事    項項項項    発発発発    言言言言    要要要要    旨旨旨旨    

((((６６６６))))    銘苅銘苅銘苅銘苅のののの新庁新庁新庁新庁舎舎舎舎建設建設建設建設予予予予定地定地定地定地をををを売却売却売却売却処分処分処分処分するするするする

とのとのとのとのここここととととだがだがだがだが、、、、今後今後今後今後のののの新庁新庁新庁新庁舎舎舎舎建設建設建設建設へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組

みはどうなっているのみはどうなっているのみはどうなっているのみはどうなっているのかかかか伺伺伺伺うううう    

ままままたたたた、、、、ププププロロロロポーポーポーポーザルザルザルザルにおいてにおいてにおいてにおいて市庁市庁市庁市庁舎舎舎舎のののの入入入入居居居居

をををを提提提提案案案案さささされれれれたたたた場場場場合合合合、、、、どうどうどうどう対応対応対応対応するのするのするのするのかかかかについについについについ

てててて伺伺伺伺うううう    

ままままたたたた、、、、現現現現本庁本庁本庁本庁舎舎舎舎用地用地用地用地をををを売却売却売却売却してしてしてして、、、、ププププロロロロポーポーポーポー

ザルザルザルザルでででで提提提提案案案案さささされれれれたたたた庁庁庁庁舎舎舎舎のののの賃貸賃貸賃貸賃貸又又又又はははは買買買買取費取費取費取費用用用用

にににに充充充充てたてたてたてたららららどうどうどうどうかかかか、、、、当局当局当局当局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((７７７７))))    トトトトラララランンンンジッジッジッジットトトトマイルマイルマイルマイル事業事業事業事業のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況とととと実実実実

施施施施時時時時期期期期をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

            

【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、助役助役助役助役、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長    

 

 

 

 


