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１１１１    金金金金    城城城城        徹徹徹徹    

（（（（自民自民自民自民・・・・無所属無所属無所属無所属

連合連合連合連合））））    

１１１１    市長市長市長市長のののの重要重要重要重要

施策施策施策施策についてについてについてについて    

    

    知事選知事選知事選知事選のののの総括総括総括総括とととと市長見解市長見解市長見解市長見解    

    日本全体日本全体日本全体日本全体のののの面積面積面積面積にににに占占占占めるめるめるめる沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの県土県土県土県土はわずはわずはわずはわず

かであるかであるかであるかである。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、戦後戦後戦後戦後61616161年年年年がががが経過経過経過経過するもするもするもするも

米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地はははは、、、、全国全国全国全国のののの米軍米軍米軍米軍専用施設専用施設専用施設専用施設のののの75757575％％％％がががが今今今今なおなおなおなお

このこのこのこの狭狭狭狭いいいい県土県土県土県土にににに集中集中集中集中するするするする現状現状現状現状であるであるであるである    

    一方一方一方一方においてにおいてにおいてにおいて、、、、全国平均全国平均全国平均全国平均のののの２２２２倍倍倍倍のののの高高高高いいいい失業率失業率失業率失業率やややや

県民県民県民県民のののの所得所得所得所得がががが全国最下位全国最下位全国最下位全国最下位というというというという状況状況状況状況はははは、、、、４４４４度度度度にわにわにわにわ

たるたるたるたる振興計画振興計画振興計画振興計画にもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず沖縄県経済沖縄県経済沖縄県経済沖縄県経済のののの自立自立自立自立

発展発展発展発展というというというという県民県民県民県民のののの願願願願いはいはいはいは、、、、いまだいまだいまだいまだ達成達成達成達成されていなされていなされていなされていな

いいいい    

    今回今回今回今回のののの県知事選挙県知事選挙県知事選挙県知事選挙はははは、、、、このこのこのこの基地問題解決基地問題解決基地問題解決基地問題解決とととと県経県経県経県経

済済済済をいかにをいかにをいかにをいかに自立自立自立自立、、、、発展発展発展発展させるかということがさせるかということがさせるかということがさせるかということが大大大大きききき

なななな争点争点争点争点となったとなったとなったとなった選挙選挙選挙選挙であったであったであったであった    

    以下以下以下以下についてについてについてについて市長市長市長市長のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

((((１１１１))))    新知事新知事新知事新知事はははは、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの危険除去危険除去危険除去危険除去をををを図図図図るるるる

上上上上からもからもからもからも３３３３年以内年以内年以内年以内にににに閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖をさせるとをさせるとをさせるとをさせると公約公約公約公約しししし

たがたがたがたが、、、、これについてこれについてこれについてこれについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    久間防衛庁長官久間防衛庁長官久間防衛庁長官久間防衛庁長官はははは、、、、普天間普天間普天間普天間飛行場飛行場飛行場飛行場はははは３３３３年年年年でででで

のののの閉鎖閉鎖閉鎖閉鎖はできないとはできないとはできないとはできないと断言断言断言断言するがするがするがするが、、、、これについこれについこれについこれについ

てててて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    世論調査世論調査世論調査世論調査によればによればによればによれば、、、、約約約約７７７７割割割割のののの県民県民県民県民がががが政府政府政府政府のののの

進進進進めるめるめるめる普天間飛行場移設案普天間飛行場移設案普天間飛行場移設案普天間飛行場移設案にににに反対反対反対反対をしをしをしをし、、、、またまたまたまた

稲嶺前知事稲嶺前知事稲嶺前知事稲嶺前知事もももも政府案政府案政府案政府案のののの強行強行強行強行にににに反対反対反対反対のののの意意意意をををを唱唱唱唱

えていたところであるがえていたところであるがえていたところであるがえていたところであるが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はこれからはこれからはこれからはこれから

日本政府日本政府日本政府日本政府とのとのとのとの間間間間でででで難難難難しいしいしいしい交渉交渉交渉交渉をしていくこをしていくこをしていくこをしていくこ

とになるととになるととになるととになると思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、これについてこれについてこれについてこれについて市長市長市長市長のののの

見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    
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２２２２    文化財行政文化財行政文化財行政文化財行政

についてについてについてについて    

((((４４４４))))    基地基地基地基地のののの返還返還返還返還とととと跡地利用跡地利用跡地利用跡地利用についてについてについてについて県内県内県内県内のののの米米米米

軍基地軍基地軍基地軍基地、、、、嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南嘉手納以南のののの基地基地基地基地ははははパッケージパッケージパッケージパッケージでででで返返返返

還還還還されることがされることがされることがされることが日米政府日米政府日米政府日米政府でででで合意合意合意合意されているされているされているされている。。。。

これはこれはこれはこれは基地行政基地行政基地行政基地行政のののの後退後退後退後退であるとであるとであるとであると思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解

をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((５５５５))))    パッケージパッケージパッケージパッケージでででで返還返還返還返還となるととなるととなるととなると返還跡地利用返還跡地利用返還跡地利用返還跡地利用

計画計画計画計画はそれぞれがはそれぞれがはそれぞれがはそれぞれが県内自治体県内自治体県内自治体県内自治体でででで競競競競いいいい合合合合うううう状状状状

況況況況になるになるになるになる。。。。そのようなそのようなそのようなそのような中中中中でででで那覇軍港那覇軍港那覇軍港那覇軍港のののの跡地利跡地利跡地利跡地利

用用用用はははは県内全体県内全体県内全体県内全体のののの地域間競争地域間競争地域間競争地域間競争ととととバランスバランスバランスバランス、、、、それそれそれそれ

からからからから那覇市全域那覇市全域那覇市全域那覇市全域ののののまちまちまちまちづくりなどをづくりなどをづくりなどをづくりなどを見据見据見据見据ええええ

たたたた戦略的視点戦略的視点戦略的視点戦略的視点がががが求求求求められるがめられるがめられるがめられるが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((６６６６))))    新知事新知事新知事新知事はははは、、、、公約公約公約公約のののの中中中中でででで観光入域客観光入域客観光入域客観光入域客をををを一千万一千万一千万一千万

人人人人にににに増増増増やしやしやしやしＩＴＩＴＩＴＩＴ産業産業産業産業等等等等、、、、先端産業先端産業先端産業先端産業をををを誘誘誘誘致致致致しししし雇雇雇雇

用用用用のののの拡拡拡拡大大大大をををを図図図図りりりり、、、、特特特特にににに若若若若年年年年者者者者失業率失業率失業率失業率引引引引きききき下下下下げげげげ

全国平均全国平均全国平均全国平均並並並並みみみみまでまでまでまで持持持持っていくとしていたがっていくとしていたがっていくとしていたがっていくとしていたが、、、、

そのそのそのその課課課課題題題題とととと展展展展望望望望についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿のののの復元復元復元復元にににについてついてついてついて    

    御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿のののの創建創建創建創建はははは、、、、記録記録記録記録によればによればによればによれば1616161677777777年年年年とさとさとさとさ

れるれるれるれる    

    首里首里首里首里城城城城がががが国立公国立公国立公国立公園園園園としてとしてとしてとして整備整備整備整備をされをされをされをされ1111992992992992年年年年にににに

正殿正殿正殿正殿がががが復元復元復元復元されたされたされたされた後後後後、、、、復元復元復元復元事業事業事業事業はははは正殿正殿正殿正殿以以以以外外外外のののの建造建造建造建造

物物物物にににに及及及及びびびび、、、、外外外外交文化交文化交文化交文化をををを司司司司ったったったった御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿もももも復元復元復元復元ささささ

れるれるれるれるべべべべきききき建造物建造物建造物建造物としてとしてとしてとして候補候補候補候補にあがるようになっにあがるようになっにあがるようになっにあがるようになっ

たたたた    

    首里首里首里首里城城城城やややや園比園比園比園比屋屋屋屋武御嶽武御嶽武御嶽武御嶽やややや識識識識名名名名園園園園などなどなどなど遺構遺構遺構遺構がががが残残残残

っているものについてはっているものについてはっているものについてはっているものについては琉球琉球琉球琉球政府政府政府政府のののの文化財文化財文化財文化財にににに指指指指

定定定定されされされされ、、、、復帰復帰復帰復帰後後後後にににに国国国国のののの史史史史跡跡跡跡としてとしてとしてとして保存保存保存保存されたされたされたされた。。。。

2000200020002000年年年年にこれらはにこれらはにこれらはにこれらは、、、、「「「「琉球王琉球王琉球王琉球王国国国国ののののググググススススクククク及及及及びびびび関関関関連連連連

遺遺遺遺産産産産群群群群」」」」としてとしてとしてとして世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産にににに登録登録登録登録されされされされ保護保護保護保護されるこされるこされるこされるこ

とになったとになったとになったとになった    

    同同同同年年年年からからからから文文文文部科学省部科学省部科学省部科学省文化庁文化庁文化庁文化庁のののの補助補助補助補助をををを受受受受けけけけてててて、、、、沖沖沖沖

縄県縄県縄県縄県埋蔵埋蔵埋蔵埋蔵文化文化文化文化セセセセンンンンタタタターーーーによるによるによるによる遺構確認遺構確認遺構確認遺構確認調査調査調査調査がががが実実実実

施施施施されされされされ、、、、現現現現在在在在、、、、御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿跡跡跡跡遺構遺構遺構遺構のののの確認確認確認確認がががが行行行行われわれわれわれ

ているているているている    

    復元復元復元復元のののの必必必必要要要要性性性性としてはとしてはとしてはとしては、、、、中国中国中国中国皇帝皇帝皇帝皇帝のののの使者使者使者使者、、、、冊封冊封冊封冊封

使使使使をををを首里首里首里首里城城城城でででで正式正式正式正式会見会見会見会見しししし御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿でででで饗応接待饗応接待饗応接待饗応接待

すすすするなどるなどるなどるなど首里首里首里首里城城城城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使使使使われわれわれわれ、、、、沖縄文化沖縄文化沖縄文化沖縄文化    
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３３３３    総総総総務務務務行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

発発発発祥祥祥祥のののの地地地地でもあるでもあるでもあるでもある。。。。それからそれからそれからそれから琉球琉球琉球琉球国国国国王王王王はははは、、、、各各各各地地地地かかかか

らららら芸芸芸芸にににに秀秀秀秀でたものをでたものをでたものをでたものを御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿にににに集集集集めめめめ奨励奨励奨励奨励しししし広広広広

くくくく国民国民国民国民にににに鑑賞鑑賞鑑賞鑑賞させたことなどがさせたことなどがさせたことなどがさせたことなどがああああげげげげられるられるられるられる    

    復元復元復元復元のののの可能性可能性可能性可能性としてはとしてはとしてはとしては、、、、敷敷敷敷地地地地がががが現現現現存存存存しているこしているこしているこしているこ

とととと、、、、建物建物建物建物はははは沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦でででで破壊破壊破壊破壊されたがされたがされたがされたが礎石礎石礎石礎石等等等等がががが元元元元どおどおどおどお

りりりり残残残残っているっているっているっている。。。。建物建物建物建物のののの構造構造構造構造についてはについてはについてはについては、、、、戦前戦前戦前戦前にににに調調調調

査査査査されたされたされたされた細細細細かなかなかなかな記録記録記録記録がありがありがありがあり建物建物建物建物のののの内内内内外外外外のののの写真写真写真写真がががが

多数残多数残多数残多数残っていることなどがっていることなどがっていることなどがっていることなどがああああげげげげられるられるられるられる    

    そこでそこでそこでそこで市長市長市長市長にににに伺伺伺伺ううううがががが、、、、御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿をををを国国国国のののの文化財文化財文化財文化財

としてとしてとしてとして指定指定指定指定しそのしそのしそのしその復元復元復元復元をををを国国国国にににに求求求求めていくめていくめていくめていくべべべべきときときときと

考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、そのそのそのそ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見解見解見解見解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

    防防防防災災災災行政行政行政行政についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    市市市市職員及職員及職員及職員及びびびび市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして地域防地域防地域防地域防災災災災計画計画計画計画及及及及

びびびび防防防防災教育災教育災教育災教育のののの周周周周知徹知徹知徹知徹底底底底はどのようになってはどのようになってはどのようになってはどのようになって

いるのかいるのかいるのかいるのか    

        ①①①①    阪神阪神阪神阪神・・・・淡路淡路淡路淡路大大大大震災震災震災震災やややや新新新新潟潟潟潟県中県中県中県中越越越越地地地地震震震震でででで

はははは、、、、本本本本部部部部長長長長となるとなるとなるとなるべべべべきききき首首首首長長長長がががが庁庁庁庁舎舎舎舎にいないにいないにいないにいない

事事事事例例例例があったががあったががあったががあったが、、、、このようなこのようなこのようなこのような場合自衛場合自衛場合自衛場合自衛隊隊隊隊へへへへ

のののの派派派派遣遣遣遣要要要要請請請請はどのようになされるかはどのようになされるかはどのようになされるかはどのようになされるか    

    

        ②②②②    災害時災害時災害時災害時のののの職員配備職員配備職員配備職員配備体体体体制制制制はどうなっていはどうなっていはどうなっていはどうなってい

るのかるのかるのかるのか    

    

    

((((２２２２))))    社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設のののの安安安安全対策全対策全対策全対策についてについてについてについて説明説明説明説明せせせせ

よよよよ    

    

    

((((３３３３))))    観光観光観光観光都都都都市那覇市那覇市那覇市那覇のののの観光客観光客観光客観光客やややや外外外外国人国人国人国人のののの安安安安全対全対全対全対

策策策策についてについてについてについて    

    

    

((((４４４４))))    ボボボボランランランランティアティアティアティアのののの育育育育成成成成、、、、支援支援支援支援対策対策対策対策にににについてついてついてついて    

 



 

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    経済行政経済行政経済行政経済行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    建建建建設行政設行政設行政設行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

６６６６    経経経経営企営企営企営企画行画行画行画行

政政政政についてについてについてについて    

    

    トトトトランジッランジッランジッランジットマイルトマイルトマイルトマイル本本本本格実格実格実格実施施施施にににに向向向向けけけけてててて    

((((１１１１))))    進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況についてについてについてについて説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

((((２２２２))))    現現現現時時時時点点点点でのでのでのでの課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    新交新交新交新交通通通通シシシシスススステムテムテムテムのののの導導導導入入入入についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺

うううう    

    

    

    電線類電線類電線類電線類地中化事業地中化事業地中化事業地中化事業へへへへのののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    現現現現在在在在、、、、市内市内市内市内におにおにおにおけけけけるるるる電線類電線類電線類電線類地中化地中化地中化地中化はははは、、、、国国国国道道道道55558888号号号号

等等等等、、、、主主主主にににに幹線道路幹線道路幹線道路幹線道路でででで行行行行われているわれているわれているわれている。。。。今後今後今後今後、、、、市市市市街街街街地地地地

内内内内のののの生活道路生活道路生活道路生活道路においてもにおいてもにおいてもにおいても、、、、安安安安全全全全なななな歩歩歩歩行行行行空空空空間間間間のののの確確確確

保保保保、、、、都都都都市市市市景景景景観観観観、、、、市市市市街街街街地地地地のののの防防防防災災災災、、、、地域地域地域地域活性活性活性活性化等化等化等化等をををを図図図図

るためるためるためるため、、、、電線類電線類電線類電線類地中化地中化地中化地中化をををを進進進進めるめるめるめるべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、

「「「「交交交交通安通安通安通安全事業全事業全事業全事業統統統統合合合合補助制補助制補助制補助制度度度度」」」」のののの活活活活用用用用等等等等市市市市街街街街地内地内地内地内

のののの生活道路生活道路生活道路生活道路におにおにおにおけけけけるるるる電線類電線類電線類電線類地中化地中化地中化地中化整備整備整備整備計画計画計画計画はははは、、、、どどどど

うなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか    

    

    

((((１１１１))))    新庁新庁新庁新庁舎建舎建舎建舎建設設設設についてについてについてについて    

        ①①①①    新庁新庁新庁新庁舎舎舎舎のののの建建建建設設設設についてのについてのについてのについての基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ

方方方方はどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか伺伺伺伺うううう    

    

        ②②②②    新庁新庁新庁新庁舎建舎建舎建舎建設設設設にににに向向向向けけけけてのてのてのての一連一連一連一連のののの経過経過経過経過をををを説説説説

明明明明してしてしてしていただきたいいただきたいいただきたいいただきたい    

    

        ③③③③    新庁新庁新庁新庁舎建舎建舎建舎建設設設設のののの今後今後今後今後のののの見見見見通通通通ししししははははどうなっどうなっどうなっどうなっ

ているのかているのかているのかているのか。。。。庁庁庁庁舎建舎建舎建舎建設設設設にににに向向向向けけけけてのてのてのてのスケジスケジスケジスケジュュュュ

ーーーールルルルはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのかはどうなっているのか    

    

        ④④④④    庁庁庁庁舎舎舎舎のののの防防防防災拠災拠災拠災拠点点点点ととととしてのしてのしてのしての機能機能機能機能についてについてについてについて

のののの考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    「「「「とまりとまりとまりとまりんんんん」」」」についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

        ①①①①    「「「「とまりとまりとまりとまりんんんん再建再建再建再建計画計画計画計画」」」」策策策策定定定定のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況にににに

ついてついてついてついて    

    

        ②②②②    売却売却売却売却交渉交渉交渉交渉はどことはどことはどことはどこと行行行行うのかうのかうのかうのか    

    

        ③③③③    売却予定額売却予定額売却予定額売却予定額はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

 



 

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    

((((３３３３))))    組織組織組織組織のののの見見見見直直直直しについてしについてしについてしについて    

市民市民市民市民ササササーーーービビビビススススのののの向向向向上上上上のののの観点観点観点観点からからからから対市民業対市民業対市民業対市民業

務部門務部門務部門務部門のののの拡充拡充拡充拡充、、、、内内内内部部部部のののの管理部門管理部門管理部門管理部門のののの縮小縮小縮小縮小等等等等をををを含含含含

めためためためた組織組織組織組織のののの見見見見直直直直しをしをしをしを図図図図るるるるべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、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    

    

    

((((１１１１))))    指指指指名競争入名競争入名競争入名競争入札札札札についてについてについてについて    

①①①①    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの公公公公共工共工共工共工事事事事のののの発発発発注注注注方方方方針針針針についてについてについてについて    

    

②②②②    指指指指名競争入名競争入名競争入名競争入札札札札のののの業業業業者者者者選選選選定定定定方方方方法法法法についてについてについてについて

説明説明説明説明せよせよせよせよ    

    

③③③③    今後今後今後今後のののの指指指指名競争入名競争入名競争入名競争入札札札札のありのありのありのあり方方方方はどうあはどうあはどうあはどうあ

るるるるべべべべきかきかきかきか説明説明説明説明願願願願いたいいたいいたいいたい    

    

④④④④    制限付制限付制限付制限付一一一一般般般般競争入競争入競争入競争入札札札札のののの概概概概要要要要についてについてについてについて説説説説

明明明明してしてしてしていただきたいいただきたいいただきたいいただきたい    

    

⑤⑤⑤⑤    石石石石嶺市嶺市嶺市嶺市営住宅第営住宅第営住宅第営住宅第１１１１期建替工期建替工期建替工期建替工事事事事（（（（建築建築建築建築・・・・１１１１

工区工区工区工区））））のののの仮契仮契仮契仮契約約約約をををを締結締結締結締結したしたしたした後後後後にににに契契契契約約約約をををを辞辞辞辞退退退退

とのことであるがとのことであるがとのことであるがとのことであるが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい    

    

    

((((２２２２))))    モノレモノレモノレモノレーーーールルルルのののの延延延延長長長長についてについてについてについて    

        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延延延延長長長長にににに向向向向けけけけてててて県県県県及及及及びびびび関係関係関係関係

機関機関機関機関とのとのとのとの協議協議協議協議はどのようにはどのようにはどのようにはどのように進展進展進展進展しているしているしているしている

のかのかのかのか、、、、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    

    

        ②②②②    ルルルルーーーートトトト選選選選定定定定にににに当当当当たってはたってはたってはたっては第第第第一一一一にににに市民市民市民市民のののの

利利利利便便便便性性性性、、、、採算性採算性採算性採算性をををを最大最大最大最大限限限限重視重視重視重視すすすすべべべべしとしとしとしと考考考考ええええ

るがるがるがる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    

    

            

    

    

    

    

    

    

７７７７    都都都都市計画行市計画行市計画行市計画行

政政政政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】】】】    

市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（１１１１日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年 11112222月月月月 11111111 日日日日((((月月月月))))    

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    

    今回今回今回今回のののの末吉末吉末吉末吉公公公公園園園園内内内内のののの墳墓墳墓墳墓墳墓のののの在在在在するするするする市市市市有有有有地地地地にににに係係係係

るるるる所所所所有権有権有権有権移移移移転訴訟転訴訟転訴訟転訴訟のののの経経経経緯緯緯緯とととと、、、、同同同同公公公公園園園園をををを含含含含むむむむ墓墓墓墓地地地地やややや

墳墓墳墓墳墓墳墓のののの取取取取得状況得状況得状況得状況においてにおいてにおいてにおいて、、、、同同同同様様様様のののの事事事事例例例例がないかがないかがないかがないか伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

((((１１１１))))    那覇市市那覇市市那覇市市那覇市市有有有有地地地地のののの賃料滞賃料滞賃料滞賃料滞納納納納者者者者へへへへのののの契契契契約解除約解除約解除約解除

とととと未払未払未払未払いいいい賃料賃料賃料賃料のののの支支支支払払払払いをいをいをいを求求求求めためためためた訴訴訴訴えのえのえのえの提起提起提起提起

にににに係係係係るるるる議議議議案案案案がががが本本本本定例定例定例定例会会会会にににに提提提提案案案案されているがされているがされているがされているが、、、、

そのそのそのその概概概概要要要要のののの説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((２２２２))))    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの普普普普通通通通財産財産財産財産のののの土地面積土地面積土地面積土地面積はははは幾幾幾幾らありらありらありらあり、、、、

そのうちそのうちそのうちそのうち現現現現在在在在賃貸賃貸賃貸賃貸しているしているしているしている面積面積面積面積はははは幾幾幾幾らからからからか伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

((((１１１１))))    平成平成平成平成 11118888 年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日にににに本本本本格格格格稼動稼動稼動稼動したしたしたした「「「「那覇那覇那覇那覇

市市市市・・・・南南南南風原町環境風原町環境風原町環境風原町環境施設施設施設施設組組組組合合合合」」」」ののののごごごごみみみみ処処処処理理理理施設施設施設施設

へへへへののののごごごごみみみみ搬搬搬搬入入入入のののの実実実実績績績績はははは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように推推推推移移移移してしてしてして

いるかいるかいるかいるか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    那覇市那覇市那覇市那覇市とととと南南南南風原町風原町風原町風原町ののののごごごごみみみみ減量減量減量減量のののの実実実実績績績績はははは、、、、どどどど

のようにのようにのようにのように推推推推移移移移しているのかしているのかしているのかしているのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    去去去去るるるる 11110000月月月月 22225555 日日日日のののの新新新新聞報聞報聞報聞報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、本県下本県下本県下本県下水水水水

道道道道事業事業事業事業のののの地方地方地方地方債債債債残残残残高高高高がががが 111189898989億円億円億円億円ありありありあり、、、、今後今後今後今後はははは健健健健全全全全

経経経経営営営営にににに向向向向けけけけたたたた料料料料金金金金のののの改改改改定定定定等等等等にににに取取取取りりりり組組組組みみみみたいとのたいとのたいとのたいとの

コメコメコメコメンンンントトトトがあったがあったがあったがあった    

    県県県県のののの料料料料金金金金改改改改定定定定がががが実実実実施施施施されたされたされたされた場合場合場合場合のののの、、、、本市下本市下本市下本市下水水水水道道道道

事業事業事業事業にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

２２２２    宮宮宮宮    里里里里    光光光光    雄雄雄雄    

((((自民自民自民自民・・・・無所属無所属無所属無所属    

    連合連合連合連合））））    

１１１１    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの公公公公

有有有有地地地地のののの管理管理管理管理にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

２２２２    那覇市普那覇市普那覇市普那覇市普通通通通

財産財産財産財産のののの管理管理管理管理にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    環境環境環境環境行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    下下下下水水水水道道道道料料料料金金金金

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】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、上下上下上下上下水水水水道道道道事業事業事業事業管理者管理者管理者管理者、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（１１１１日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年 11112222月月月月 11111111 日日日日((((月月月月))))    

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    永永永永    山山山山    盛盛盛盛    廣廣廣廣    

（（（（自民自民自民自民・・・・無所属無所属無所属無所属

連合連合連合連合））））    

１１１１    飲酒運転撲飲酒運転撲飲酒運転撲飲酒運転撲

滅滅滅滅についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅にににに係係係係るるるる那覇市那覇市那覇市那覇市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについについについについ

てててて    

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県はははは、、、、交交交交通通通通死亡死亡死亡死亡事事事事故故故故にににに占占占占めるめるめるめる飲酒絡飲酒絡飲酒絡飲酒絡みみみみのののの割割割割

合合合合がががが11111111年連年連年連年連続続続続でででで全国最全国最全国最全国最悪悪悪悪というというというという不不不不名名名名誉誉誉誉なななな記録記録記録記録がががが

続続続続いているいているいているいている。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市議議議議会会会会はははは、、、、先先先先のののの９９９９月月月月定例定例定例定例会会会会におにおにおにお

いていていていて全会一全会一全会一全会一致致致致でででで飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅にににに関関関関するするするする宣宣宣宣言決言決言決言決議議議議

をををを行行行行ったったったった。。。。飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転はははは犯罪犯罪犯罪犯罪行行行行為為為為でありでありでありであり、、、、絶絶絶絶対対対対にあにあにあにあ

ってはならないってはならないってはならないってはならない。。。。そこでそこでそこでそこで次次次次のことをのことをのことをのことを伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅飲酒運転撲滅にかかるにかかるにかかるにかかる那覇市那覇市那覇市那覇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))))    市市市市職員職員職員職員によるによるによるによる飲酒運転飲酒運転飲酒運転飲酒運転についてについてについてについて、、、、どのようどのようどのようどのよう

なななな対策対策対策対策をををを取取取取っているかっているかっているかっているか    

    

((((３３３３))))    市市市市職員職員職員職員にににに対対対対してどしてどしてどしてどんんんんなななな指導及指導及指導及指導及びびびび対対対対応応応応をしをしをしをし

ているかているかているかているか    

    

((((４４４４))))    去去去去るるるる11111111月月月月11110000日日日日頃頃頃頃、、、、本市本市本市本市のののの学学学学校校校校にににに勤勤勤勤務務務務するするするする教教教教

員員員員がががが酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びびびび運転運転運転運転によりによりによりにより、、、、懲戒免懲戒免懲戒免懲戒免職職職職されたとされたとされたとされたと

のののの新新新新聞報聞報聞報聞報道道道道があったががあったががあったががあったが、、、、そのそのそのその経過経過経過経過及及及及びびびび概概概概要要要要はははは

どうなっているのかどうなっているのかどうなっているのかどうなっているのか    

    

((((５５５５))))    これまでこれまでこれまでこれまで、、、、教育教育教育教育委委委委員員員員会会会会はははは、、、、教職員教職員教職員教職員のののの飲酒運飲酒運飲酒運飲酒運

転転転転についてどのようにについてどのようにについてどのようにについてどのように指導指導指導指導してきたかしてきたかしてきたかしてきたか    

    

((((６６６６))))    教育教育教育教育委委委委員員員員会会会会はははは、、、、今回今回今回今回のののの懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分をををを受受受受けけけけ、、、、今今今今

後後後後、、、、二二二二度度度度とこのようなとこのようなとこのようなとこのような不不不不祥祥祥祥事事事事をををを起起起起こさないたこさないたこさないたこさないた

めにめにめにめに、、、、どのようにどのようにどのようにどのように取取取取りりりり組組組組んんんんでいるかでいるかでいるかでいるか    

    

    

    

高高高高齢齢齢齢者者者者のののの健康健康健康健康増進増進増進増進のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて    

    

本市本市本市本市ではではではでは、、、、「「「「健健健健康康康康なはなはなはなは22221111」」」」をををを策策策策定定定定しししし、、、、市市市市をあをあをあをあげげげげ

てててて生活生活生活生活習慣病習慣病習慣病習慣病対策対策対策対策にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるところだがでいるところだがでいるところだがでいるところだが、、、、

高高高高齢齢齢齢者者者者のののの健康健康健康健康対策対策対策対策もますますもますますもますますもますます重要重要重要重要となってきてとなってきてとなってきてとなってきて

いるいるいるいる    

    特特特特にににに、、、、本市本市本市本市はははは高高高高齢齢齢齢者者者者のののの一人一人一人一人暮暮暮暮らしらしらしらし世世世世帯帯帯帯がががが多多多多いといといといと

聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者がががが活活活活きききき活活活活きときときときと健康健康健康健康でででで楽楽楽楽しいしいしいしい人人人人

生生生生をををを暮暮暮暮らしていらしていらしていらしていけけけけるようなるようなるようなるような対策対策対策対策がががが喫緊喫緊喫緊喫緊のののの課課課課題題題題でででで

はないかとはないかとはないかとはないかと考考考考えているえているえているえている。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、次次次次のことをのことをのことをのこと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    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    交交交交通通通通行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    高高高高齢齢齢齢者者者者をををを対対対対象象象象としてとしてとしてとして実実実実施施施施しているしているしているしている健康健康健康健康づづづづ

くりやくりやくりやくりや生生生生きがいきがいきがいきがい対策対策対策対策はどのようなものがあはどのようなものがあはどのようなものがあはどのようなものがあ

るるるるかかかか。。。。またまたまたまた、、、、実実実実施施施施のののの効果効果効果効果はははは出出出出ているのかているのかているのかているのか    

    

    

((((２２２２))))    健康健康健康健康増進増進増進増進をををを図図図図るにはるにはるにはるには身身身身体体体体のののの面面面面からとからとからとからと心心心心のののの

面面面面からのからのからのからの両両両両方方方方からのからのからのからの健康健康健康健康づくりがづくりがづくりがづくりが大大大大切切切切だとだとだとだと

考考考考えるえるえるえる。。。。高高高高齢齢齢齢者者者者がががが、、、、家家家家にににに閉閉閉閉じじじじこもることなくこもることなくこもることなくこもることなく、、、、

那覇那覇那覇那覇のののの街街街街をををを進進進進んんんんでででで出出出出歩歩歩歩きききき、、、、見見見見てててて、、、、食食食食べべべべてててて遊遊遊遊ぶぶぶぶ

ことによってことによってことによってことによって健康健康健康健康増進増進増進増進、、、、介介介介護予護予護予護予防防防防、、、、街街街街のののの活性活性活性活性

化化化化がががが図図図図られるとられるとられるとられると考考考考えるえるえるえる    

高高高高齢齢齢齢者者者者のののの外外外外出出出出のののの機機機機会会会会をををを誘誘誘誘導導導導しししし、、、、創創創創出出出出するたするたするたするた

めにめにめにめに公公公公共共共共施設施設施設施設のののの割割割割引制引制引制引制度度度度をををを導導導導入入入入するするするする考考考考えはえはえはえは

ないかないかないかないか    

    

    

    

コミコミコミコミュュュュニニニニティティティティバスバスバスバスのののの実実実実証証証証実実実実験験験験についてについてについてについて    

次次次次のことについてのことについてのことについてのことについて伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    コミコミコミコミュュュュニニニニティティティティバスバスバスバス実実実実証証証証実実実実験験験験をををを行行行行うううう目目目目的的的的はははは

何何何何かかかか    

    

    

    

((((２２２２))))    今回今回今回今回のののの真真真真和志和志和志和志地域地域地域地域とととと小小小小禄禄禄禄地域地域地域地域でのでのでのでのココココミミミミュュュュ

ニニニニティティティティバスバスバスバス実実実実証証証証実実実実験験験験はどのようなはどのようなはどのようなはどのような経経経経緯緯緯緯でででで行行行行

ったのかったのかったのかったのか。。。。またまたまたまた、、、、ルルルルーーーートトトトはどのようにはどのようにはどのようにはどのように設設設設定定定定しししし

たかたかたかたか    

    

    

((((３３３３))))    今回今回今回今回のののの実実実実証証証証実実実実験験験験にあたりにあたりにあたりにあたり市民市民市民市民へへへへどのようどのようどのようどのよう

にににに広広広広報報報報周周周周知知知知をををを行行行行ってきたかってきたかってきたかってきたか。。。。またまたまたまた、、、、２２２２ルルルルーーーートトトト

のののの現状現状現状現状をををを問問問問うううう    

    

    

((((４４４４))))    実実実実験験験験後後後後のののの本本本本格格格格運運運運行行行行についてどうについてどうについてどうについてどう考考考考えるかえるかえるかえるか    

    

    

    

    

 



 

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    

いいいいじじじじめめめめ問題問題問題問題についてについてについてについて    

昨昨昨昨今今今今、、、、ママママススススコミコミコミコミ等等等等においてにおいてにおいてにおいて、、、、いいいいじじじじめめめめ問題問題問題問題がががが取取取取りりりり

ざざざざたされているがたされているがたされているがたされているが、、、、子供子供子供子供たちをたちをたちをたちを追追追追いいいい込込込込むむむむようなようなようなような深深深深

刻刻刻刻ないないないないじじじじめがあるのかめがあるのかめがあるのかめがあるのか。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市におにおにおにおけけけけるいるいるいるいじじじじめのめのめのめの

実実実実態態態態とととと対対対対応応応応、、、、予予予予防策防策防策防策等等等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    

    

((((１１１１))))    那覇市那覇市那覇市那覇市におにおにおにおけけけけるるるる平成平成平成平成11118888年年年年のいのいのいのいじじじじめのめのめのめの件件件件数数数数

はどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその特特特特徴徴徴徴

はどうかはどうかはどうかはどうか    

    

    

((((２２２２))))    那覇市那覇市那覇市那覇市におにおにおにおけけけけるいるいるいるいじじじじめめめめ未然未然未然未然防防防防止止止止対策対策対策対策はどはどはどはど

のようになっているかのようになっているかのようになっているかのようになっているか    

    

    

((((３３３３))))    いいいいじじじじめがめがめがめが起起起起きたときのきたときのきたときのきたときの市市市市教教教教委委委委のののの対対対対応応応応につにつにつにつ

いてのいてのいてのいての説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((４４４４))))    今後今後今後今後、、、、いいいいじじじじめをなくすためにめをなくすためにめをなくすためにめをなくすために、、、、どのようなどのようなどのようなどのような

取取取取りりりり組組組組みみみみがががが必必必必要要要要かかかか    

        ４４４４    教育教育教育教育行政行政行政行政にににに

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】】】】    

    市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（１１１１日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 11118888年年年年 11112222月月月月 11111111 日日日日((((月月月月))))    

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    喜喜喜喜舎舎舎舎場場場場    盛三盛三盛三盛三    

（（（（    公公公公    明明明明    党党党党    ））））    

１１１１    障障障障害者害者害者害者施策施策施策施策

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    保育保育保育保育行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    障障障障害者害者害者害者自立自立自立自立支援法支援法支援法支援法についてについてについてについて    

        ①①①①    障障障障害者害者害者害者自立自立自立自立支援法支援法支援法支援法のののの理理理理念念念念をををを伺伺伺伺うううう    

    

        ②②②②    障障障障害福祉害福祉害福祉害福祉計画計画計画計画をををを11118888年度中年度中年度中年度中にににに策策策策定定定定しなしなしなしなけけけけ

ればならないがればならないがればならないがればならないが、、、、そのそのそのそ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    

    

        ③③③③    同法同法同法同法のののの大大大大きなきなきなきな柱柱柱柱であるであるであるである障障障障害者害者害者害者のののの就労就労就労就労支支支支

援援援援のののの今今今今までのまでのまでのまでの取取取取りりりり組組組組みみみみとこれからのとこれからのとこれからのとこれから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    

    

    

        ④④④④    地域地域地域地域生活支援生活支援生活支援生活支援事業事業事業事業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))))    障障障障害者雇害者雇害者雇害者雇用用用用についてについてについてについて    

本市本市本市本市におにおにおにおけけけけるるるる障障障障害者雇害者雇害者雇害者雇用用用用のののの状況状況状況状況とととと本市本市本市本市のののの

取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    障障障障害害害害児児児児福祉福祉福祉福祉についてについてについてについて    

            知的知的知的知的障障障障害害害害のあるのあるのあるのある中中中中学生学生学生学生、、、、高高高高校校校校生生生生をををを預預預預かるかるかるかる事事事事

業業業業はどのようなものがあるかはどのようなものがあるかはどのようなものがあるかはどのようなものがあるか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    認可外保育認可外保育認可外保育認可外保育所所所所についてについてについてについて    

((((１１１１))))    認可外保育認可外保育認可外保育認可外保育所所所所のののの子供子供子供子供たちにたちにたちにたちに対対対対しししし現現現現在実在実在実在実施施施施

されているされているされているされている市市市市のののの支援支援支援支援のののの内内内内容容容容をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    そのそのそのその支援支援支援支援がががが大大大大きくきくきくきく変変変変化化化化してきたしてきたしてきたしてきた年年年年からからからから今今今今

までのまでのまでのまでの推推推推移移移移のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    認可外保育認可外保育認可外保育認可外保育所所所所のののの保護者保護者保護者保護者のののの方方方方々々々々からからからから支援支援支援支援のののの

更更更更なるなるなるなる拡拡拡拡大大大大、、、、例例例例えばえばえばえば給食給食給食給食のののの支援支援支援支援等等等等をををを要要要要望望望望するするするする

声声声声がががが多多多多いがいがいがいが、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして本市本市本市本市はどのようにはどのようにはどのようにはどのように

取取取取りりりり組組組組んんんんでいくのかでいくのかでいくのかでいくのか    

 



 

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    

    生活保護生活保護生活保護生活保護についてについてについてについて    

((((１１１１))))    今回今回今回今回のののの補正予算補正予算補正予算補正予算でででで生活保護生活保護生活保護生活保護費費費費がががが11112222億円億円億円億円計計計計

上上上上されているがそのされているがそのされているがそのされているがその主主主主なななな要要要要因因因因はははは何何何何かかかか、、、、そしてそしてそしてそして

市市市市のののの負担分負担分負担分負担分はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

    

((((２２２２))))    今回今回今回今回どのようなどのようなどのようなどのような世世世世帯帯帯帯がががが増増増増加加加加したのかしたのかしたのかしたのか世世世世帯帯帯帯

のののの内内内内訳訳訳訳をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    保護保護保護保護費費費費がががが膨膨膨膨ららららんんんんでいくことにでいくことにでいくことにでいくことに対対対対してどのしてどのしてどのしてどの

ようにようにようにように取取取取りりりり組組組組んんんんでいるのかでいるのかでいるのかでいるのか    

    

    

    

    

((((１１１１))))    本市本市本市本市におにおにおにおけけけけるるるる市民市民市民市民のののの法法法法律相談律相談律相談律相談のののの現状現状現状現状はどはどはどはど

うなっているのかうなっているのかうなっているのかうなっているのか    

    

    

((((２２２２))))    法法法法テテテテラスラスラスラスがががが11110000月月月月２２２２日日日日からからからから開始開始開始開始されているされているされているされている

がそのがそのがそのがその意意意意義義義義とととと内内内内容容容容をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    法法法法テテテテラスラスラスラスとととと本市本市本市本市のののの市民市民市民市民相談相談相談相談のののの連連連連携携携携はどうはどうはどうはどう

なっているのかなっているのかなっているのかなっているのか    

    

    

    

    

    

    子子子子どもどもどもども基金基金基金基金がががが創創創創設設設設されたされたされたされた経経経経緯緯緯緯とそのとそのとそのとその運運運運用用用用につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

        ３３３３    保護保護保護保護行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    市民市民市民市民相談相談相談相談にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    子子子子どもどもどもども基金基金基金基金

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】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長        
 

 


