
平成平成平成平成 18181818 年年年年（（（（2006200620062006 年年年年））））12121212 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    

    

    個人質問発言通告書個人質問発言通告書個人質問発言通告書個人質問発言通告書（（（（１１１１日目日目日目日目））））    

平成平成平成平成 18181818 年年年年 12121212 月月月月 13131313 日日日日（（（（水水水水））））    

※※※※１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり 15151515 分間分間分間分間（（（（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    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))))    

１１１１    障害者政策障害者政策障害者政策障害者政策

についてについてについてについて    

    平成平成平成平成６６６６年年年年「「「「ハートビルハートビルハートビルハートビル法法法法」、」、」、」、平成平成平成平成12121212年年年年「「「「交通交通交通交通ババババ

リアフリーリアフリーリアフリーリアフリー法法法法」」」」がががが制定制定制定制定されされされされ、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者やややや身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者

等等等等がががが円滑円滑円滑円滑にににに利用利用利用利用できるできるできるできる特定建築物特定建築物特定建築物特定建築物のののの建築建築建築建築のののの促進促進促進促進

やややや公共交通機関公共交通機関公共交通機関公共交通機関をををを利用利用利用利用したしたしたした移動移動移動移動のののの円滑化円滑化円滑化円滑化がががが促進促進促進促進

されてきたされてきたされてきたされてきた    

    平成平成平成平成17171717年国土交通省年国土交通省年国土交通省年国土交通省がががが取取取取りまとめたりまとめたりまとめたりまとめた「「「「ユニバーユニバーユニバーユニバー

サルデザインサルデザインサルデザインサルデザイン大大大大綱綱綱綱」」」」によるとによるとによるとによると、、、、これまではこれまではこれまではこれまでは高齢者高齢者高齢者高齢者

やややや身体障害者身体障害者身体障害者身体障害者ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化をををを促進促進促進促進してきたしてきたしてきたしてきた

がががが、、、、今後今後今後今後はははは知的知的知的知的・・・・精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者、、、、外国人外国人外国人外国人、、、、子供子供子供子供、、、、子子子子

供連供連供連供連れれれれ等多様等多様等多様等多様なななな利用者利用者利用者利用者、、、、つまりつまりつまりつまり障害障害障害障害のののの有無有無有無有無、、、、年齢年齢年齢年齢、、、、

性別性別性別性別、、、、人種等人種等人種等人種等にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、多様多様多様多様なななな人人人人々々々々がががが利用利用利用利用しししし

やすいようやすいようやすいようやすいよう、、、、都市都市都市都市やややや生活環境生活環境生活環境生活環境ををををデザインデザインデザインデザインするするするする考考考考ええええ

方方方方をををを推進推進推進推進しているしているしているしている    

    平成平成平成平成14141414年年年年12121212月月月月にににに閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定されたされたされたされた「「「「障害者基本計障害者基本計障害者基本計障害者基本計

画画画画」」」」のののの中中中中でででで、、、、バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーとはとはとはとは物理的物理的物理的物理的・・・・社会的社会的社会的社会的・・・・

制度的制度的制度的制度的・・・・心理的心理的心理的心理的なななな障壁障壁障壁障壁、、、、またまたまたまた情報面情報面情報面情報面でのでのでのでの障壁障壁障壁障壁などなどなどなど

すべてのすべてのすべてのすべての障壁障壁障壁障壁をををを除去除去除去除去することとあるすることとあるすることとあるすることとある    

    以上以上以上以上をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、    

    

((((１１１１))))    那覇市福祉那覇市福祉那覇市福祉那覇市福祉のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり条例条例条例条例についてについてについてについて    

        ①①①①    本本本本条例条例条例条例をををを見直見直見直見直すすすす作業作業作業作業にににに着手着手着手着手しているよしているよしているよしているよ

うだがうだがうだがうだが、、、、経緯経緯経緯経緯とととと課題課題課題課題、、、、ポイントポイントポイントポイントはははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

        ②②②②    ハードハードハードハード面面面面でのでのでのでのバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化にににに重点重点重点重点がががが

置置置置かれかれかれかれ、、、、情報提供情報提供情報提供情報提供のののの取取取取りりりり組組組組みやみやみやみやソフトソフトソフトソフト面面面面のののの

心心心心ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリーがががが不十分不十分不十分不十分とととと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、どどどど

うううう取取取取りりりり組組組組んでいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくのか伺伺伺伺うううう    

    

    

        ③③③③    本条例第本条例第本条例第本条例第15151515条条条条でででで整備基準整備基準整備基準整備基準へのへのへのへの適合適合適合適合をををを定定定定

めめめめ、「、「、「、「当該生活関連施設当該生活関連施設当該生活関連施設当該生活関連施設をををを整備基準整備基準整備基準整備基準にににに適合適合適合適合

させなければならなさせなければならなさせなければならなさせなければならないいいい」」」」とありとありとありとあり、、、、施行規則施行規則施行規則施行規則

第第第第５５５５条条条条でででで整備基準整備基準整備基準整備基準、、、、第第第第６６６６条条条条でででで適合証適合証適合証適合証のののの交交交交

付付付付、、、、第第第第７７７７条条条条でででで事前協議事前協議事前協議事前協議についてについてについてについて定定定定められてめられてめられてめられて

いるいるいるいる    

 



 

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    

                         平成平成平成平成 12121212 年年年年～～～～17171717 年年年年のののの事前協議事前協議事前協議事前協議、、、、完了検査完了検査完了検査完了検査

件数件数件数件数をををを比較比較比較比較するとするとするとすると、、、、申請申請申請申請 640640640640 件件件件、、、、協議成立協議成立協議成立協議成立

531531531531 件件件件、、、、不成立不成立不成立不成立 109109109109 件件件件、、、、適合適合適合適合 128128128128 件件件件となっとなっとなっとなっ

てててておおおおりりりり、、、、申請比申請比申請比申請比 20202020％％％％でしかないでしかないでしかないでしかない。。。。ザルザルザルザル条条条条

例例例例とととと指摘指摘指摘指摘せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得ないないないない。。。。実効実効実効実効性性性性あらしめあらしめあらしめあらしめ

るるるる方法方法方法方法はないのかはないのかはないのかはないのか、、、、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ついみについみについみについ

てててて伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    自律自律自律自律移動移動移動移動支援支援支援支援プロジェクプロジェクプロジェクプロジェクトトトトについてについてについてについて    

            ユビユビユビユビキタスキタスキタスキタス・・・・ネッネッネッネットトトトワワワワーーーークククク技術技術技術技術のののの活用活用活用活用によによによによ

りりりり、「、「、「、「いつでいつでいつでいつでもももも・・・・どこでどこでどこでどこでもももも・・・・誰誰誰誰ででででもももも・・・・自由自由自由自由にににに

使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい」」」」にににに必必必必要要要要なななな情報情報情報情報ををををリアルリアルリアルリアルタタタタイイイイムムムムでででで

提供提供提供提供するするするする「「「「場所場所場所場所情報情報情報情報システムシステムシステムシステム」」」」がががが開開開開発発発発されてされてされてされて

いるいるいるいる    

            移動経移動経移動経移動経路路路路、、、、交通手交通手交通手交通手段段段段、、、、目目目目的的的的地地地地等等等等のののの情報情報情報情報をををを音音音音

声声声声、、、、文字文字文字文字、、、、多多多多言言言言語語語語等等等等をををを用用用用いていていていて利用者利用者利用者利用者にににに提供提供提供提供しししし、、、、

高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者等障害者等障害者等障害者等がががが行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所へへへへ自由自由自由自由にににに移移移移

動動動動することをすることをすることをすることを可能可能可能可能とするとするとするとする「「「「自律自律自律自律移動移動移動移動支援支援支援支援プロプロプロプロ

ジェクジェクジェクジェクトトトト」」」」がががが神神神神戸戸戸戸にてにてにてにて実実実実証証証証実験実験実験実験がががが行行行行われていわれていわれていわれてい

るようだがるようだがるようだがるようだが、、、、本市本市本市本市もももも積極積極積極積極的的的的にににに国国国国にににに働働働働きかけきかけきかけきかけ、、、、

モモモモデルデルデルデル地区地区地区地区のののの指指指指定定定定をををを受受受受けけけけ、、、、整備整備整備整備すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええ

るがるがるがるが、、、、当当当当局局局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    

    

    

((((３３３３))))    自販自販自販自販機設置機設置機設置機設置についてについてについてについて    

            障障障障害者害者害者害者へのへのへのへの自販自販自販自販機設置者機設置者機設置者機設置者のののの移移移移転転転転についてについてについてについて

はははは、、、、当当当当局局局局のののの努力努力努力努力にににに敬意敬意敬意敬意をををを表表表表するするするするももももののののであるであるであるである。。。。

しかししかししかししかし、、、、実態実態実態実態はははは遅遅遅遅々々々々としてとしてとしてとして進進進進まないまないまないまない状況状況状況状況にあにあにあにあ

るるるる。。。。さらなるさらなるさらなるさらなる移移移移転転転転をををを求求求求めるがめるがめるがめるが、、、、当当当当局局局局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    

            またまたまたまた、、、、本市発本市発本市発本市発注注注注のののの工工工工事事事事現場現場現場現場ににににもももも、、、、業者業者業者業者のののの理理理理

解解解解をををを得得得得てててて設設設設置置置置させてさせてさせてさせてももももらえるようらえるようらえるようらえるよう働働働働きかけきかけきかけきかけ

るるるる必必必必要要要要があるがあるがあるがある。。。。当当当当局局局局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    

    

    

((((４４４４))))    ＩＴＩＴＩＴＩＴ作業作業作業作業所所所所についてについてについてについて    

        ①①①①    本市本市本市本市にににに所在所在所在所在しししし、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴ関連関連関連関連をををを扱扱扱扱うううう作業作業作業作業所所所所はははは

何何何何カカカカ所所所所かかかか。。。。そそそそれれれれぞぞぞぞれのれのれのれの規規規規模模模模・・・・経経経経営状況営状況営状況営状況等等等等をををを

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    

        ②②②②    障害者障害者障害者障害者のののの自自自自立立立立をををを支援支援支援支援するためにするためにするためにするためにもももも、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴ

作業作業作業作業所所所所ののののレベレベレベレベルルルル向向向向上上上上、、、、機機機機器器器器のののの充実充実充実充実等等等等をををを図図図図るるるる

べきとべきとべきとべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、当当当当局局局局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    本市本市本市本市ののののパパパパンンンンチチチチ業業業業務務務務についてについてについてについて、、、、ＩＴＩＴＩＴＩＴ作業作業作業作業所所所所

をををを活用活用活用活用するためのするためのするためのするための情報交情報交情報交情報交換換換換会会会会をををを作業作業作業作業所所所所、、、、委委委委

託先託先託先託先、、、、当当当当局局局局間間間間でででで持持持持つべきとつべきとつべきとつべきと考考考考えるえるえるえる。。。。当当当当局局局局のののの

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    

    

    

    

((((１１１１))))    本市本市本市本市ででででもももも電電電電動動動動バイバイバイバイククククをををを導入導入導入導入すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考ええええ

るるるる。。。。当当当当局局局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    

            またまたまたまた、、、、法的規制法的規制法的規制法的規制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。。。。特特特特

区区区区のののの指指指指定定定定をををを受受受受けてでけてでけてでけてでもももも導入導入導入導入すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるえるえるえる

がががが、、、、取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    沖縄電力沖縄電力沖縄電力沖縄電力ととととタタタタイアイアイアイアップップップップしししし、、、、フリートフリートフリートフリートレレレレードードードード

ゾゾゾゾーンーンーンーンにににに工場工場工場工場をををを誘致誘致誘致誘致してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。雇雇雇雇用用用用のののの確確確確

保保保保、、、、全全全全国国国国展開展開展開展開、、、、環境政策環境政策環境政策環境政策、、、、経経経経済振興済振興済振興済振興のののの面面面面からからからから

もももも有有有有効効効効であるであるであるである。。。。取取取取りりりり組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう    

    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    経経経経済及済及済及済及びびびび環環環環

境政策境政策境政策境政策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、、、、助役助役助役助役、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長        
 



    個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 18181818 年年年年 12121212 月月月月 11113333日日日日((((水水水水))))    

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))))    日日日日本経本経本経本経済新聞済新聞済新聞済新聞社社社社とととと日日日日経経経経産産産産業業業業消費研究所消費研究所消費研究所消費研究所がががが

実実実実施施施施したしたしたした「「「「第第第第５５５５回回回回行政行政行政行政サービサービサービサービスススス調調調調査査査査」」」」のののの結果結果結果結果

がががが公公公公表表表表されているがされているがされているがされているが、、、、上位上位上位上位ににににラララランンンンキキキキンンンンググググされされされされ

るるるる先先先先進進進進自治自治自治自治体体体体とととと比較比較比較比較したしたしたした場場場場合合合合、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの現状現状現状現状

はどうなってはどうなってはどうなってはどうなっておおおおりりりり、、、、何何何何がががが足足足足りないとりないとりないとりないと考考考考えていえていえていえてい

るかるかるかるか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    上上上上記調記調記調記調査査査査のののの中中中中でででで、「、「、「、「行政行政行政行政革新革新革新革新度度度度ラララランンンンキキキキンンンンググググ」」」」

でででではははは、、、、県内県内県内県内トトトトップップップップのののの74747474位位位位となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、今今今今

後後後後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でいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    次期総次期総次期総次期総合計画合計画合計画合計画のののの策定策定策定策定にににに向向向向けてけてけてけて、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの協協協協働働働働とととと

いういういういう視視視視点点点点からからからから、「、「、「、「未来未来未来未来をををを考考考考えるなはえるなはえるなはえるなは市民会議市民会議市民会議市民会議」」」」をををを

つくったとつくったとつくったとつくったと思思思思うがうがうがうが、、、、そそそそのののの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況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伺伺伺伺うううう    

    またまたまたまた、、、、公公公公募募募募のののの際際際際、、、、ななななぜぜぜぜ応募応募応募応募者者者者がががが少少少少なかったのかなかったのかなかったのかなかったのか

についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    あわせてあわせてあわせてあわせて今後今後今後今後、、、、同同同同様様様様なななな市民市民市民市民委員委員委員委員のののの公公公公募募募募をするをするをするをする際際際際

のののの課題課題課題課題はははは何何何何だとだとだとだと考考考考えるかえるかえるかえるか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    次次次次年度以年度以年度以年度以降降降降のののの実実実実施計画施計画施計画施計画のののの中中中中にににに、、、、翁長翁長翁長翁長市市市市長長長長のののの選挙選挙選挙選挙

公公公公約約約約ででででももももあるあるあるある「「「「自治自治自治自治基本条例基本条例基本条例基本条例」」」」があるががあるががあるががあるが、、、、そそそそのののの制制制制

定定定定にににに向向向向けてのけてのけてのけてのイイイイメメメメーーーージジジジをどのようにをどのようにをどのようにをどのように描描描描いているいているいているいている

かかかか伺伺伺伺うううう    

    ととととりわけりわけりわけりわけ、、、、制定制定制定制定のののの柱柱柱柱やややや、、、、何何何何ををををももももってってってって成成成成功功功功とするとするとするとする

のかのかのかのか。。。。今後今後今後今後のののの行政行政行政行政運営運営運営運営のののの中中中中でのでのでのでの位置位置位置位置づけづけづけづけ等伺等伺等伺等伺うううう    

    

    

    

２２２２    屋屋屋屋    良良良良    栄栄栄栄    作作作作    

（（（（自自自自民民民民・・・・無無無無所属所属所属所属    

連合連合連合連合））））    

１１１１    自治自治自治自治体経体経体経体経営営営営

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    総総総総合計画合計画合計画合計画にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    自治自治自治自治基本条基本条基本条基本条

例例例例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、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長        
    



    個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 18181818 年年年年 12121212 月月月月 13131313日日日日((((水水水水))))    

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    大大大大    浜浜浜浜    安安安安    史史史史    

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

１１１１    放放放放課後課後課後課後児童児童児童児童

クラブクラブクラブクラブについについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    「「「「環境環境環境環境のののの杜杜杜杜

ふふふふれあいれあいれあいれあい」」」」にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    久場川久場川久場川久場川公公公公園園園園

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はにはにはには36363636カカカカ所所所所のののの児童児童児童児童クラブクラブクラブクラブがががが設置設置設置設置されていされていされていされてい

るがるがるがるが、、、、平成平成平成平成19191919年度年度年度年度からからからから従来従来従来従来対象対象対象対象であったであったであったであった幼稚園児幼稚園児幼稚園児幼稚園児

がががが外外外外されされされされ、、、、預預預預けることがけることがけることがけることが出来出来出来出来なくなるなくなるなくなるなくなる。。。。従来従来従来従来どどどどおおおお

りりりり継続継続継続継続してしてしてして助助助助成成成成することがすることがすることがすることが重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、当当当当

局局局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    

    

    

    

    

    

    那覇市那覇市那覇市那覇市・・・・南風原町南風原町南風原町南風原町にににに市民市民市民市民やややや地域住地域住地域住地域住民民民民へのへのへのへの環境施環境施環境施環境施

設設設設としてとしてとしてとして、「、「、「、「環境環境環境環境のののの杜杜杜杜ふふふふれあいれあいれあいれあい」」」」がががが平成平成平成平成19191919年度供年度供年度供年度供

用用用用開始開始開始開始をををを目指目指目指目指してしてしてして建設中建設中建設中建設中であるであるであるである    

    次次次次のののの４４４４点点点点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))))    タタタタイイイイムスケジュムスケジュムスケジュムスケジュールールールールについてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    環境施設環境施設環境施設環境施設のののの事業事業事業事業内容内容内容内容についてについてについてについて    

    

    

((((３３３３))))    ラララランニンンニンンニンンニングコスグコスグコスグコストトトトについてについてについてについて    

    

    

((((４４４４))))    管管管管理理理理運営運営運営運営についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    久場川久場川久場川久場川公公公公園園園園はははは、、、、平成平成平成平成18181818年度国年度国年度国年度国庫補助金庫補助金庫補助金庫補助金事業事業事業事業

のののの通知通知通知通知をををを受受受受けけけけ、、、、久場川町久場川町久場川町久場川町・・・・石嶺町住石嶺町住石嶺町住石嶺町住民民民民のののの皆皆皆皆様様様様

からからからから大大大大変変変変にににに喜喜喜喜ばれているばれているばれているばれている。。。。久場川久場川久場川久場川公公公公園園園園のののの実実実実施施施施

計画計画計画計画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))))    平成平成平成平成17171717年年年年９９９９月定例会月定例会月定例会月定例会にてにてにてにて、、、、琉球琉球琉球琉球大大大大学学学学用用用用地地地地にににに

ついてついてついてついて調調調調整整整整がつけばがつけばがつけばがつけば早目早目早目早目にににに地域住地域住地域住地域住民民民民へのへのへのへの開開開開

放放放放をするとのことであったをするとのことであったをするとのことであったをするとのことであった。。。。そそそそのののの後後後後のののの取取取取りりりり組組組組

みについてみについてみについてみ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))))    学校校舎学校校舎学校校舎学校校舎のののの老朽老朽老朽老朽化化化化にににに伴伴伴伴うううう、、、、学校学校学校学校施設施設施設施設のののの建建建建てててて

替替替替えについてえについてえについてえについて。。。。今後今後今後今後のののの実実実実施計画施計画施計画施計画をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    首里地区首里地区首里地区首里地区でのでのでのでの学校校舎学校校舎学校校舎学校校舎のののの全全全全面面面面改改改改築築築築はははは、、、、計画計画計画計画

どどどどおおおおりにりにりにりに進進進進んでいるんでいるんでいるんでいる。。。。来来来来年年年年２２２２月月月月にににに大名大名大名大名小学校小学校小学校小学校

創創創創立立立立 30303030 周周周周年年年年記記記記念事業念事業念事業念事業がががが行行行行われわれわれわれるがるがるがるが、、、、地域住地域住地域住地域住

民民民民のののの皆皆皆皆様様様様からからからから建建建建てててて替替替替えはいつえはいつえはいつえはいつ頃頃頃頃なのかとのなのかとのなのかとのなのかとの

声声声声があるがあるがあるがある。。。。計画計画計画計画についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

        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】】】】    

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



    個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 18181818 年年年年 12121212 月月月月 13131313日日日日((((水水水水))))    

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))))    沖縄沖縄沖縄沖縄ににににおおおおけるけるけるける米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地のののの歴史歴史歴史歴史的的的的背景背景背景背景やややや広広広広

大大大大なななな米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地のののの存在存在存在存在にににに対対対対するするするする県県県県民民民民・・・・市民市民市民市民のののの見見見見

方方方方をををを、、、、どのようにどのようにどのようにどのように受受受受けけけけ止止止止めているのかめているのかめているのかめているのか    

        
((((２２２２))))    国国国国際際際際情情情情勢勢勢勢とのとのとのとの関連関連関連関連でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの米軍米軍米軍米軍基基基基地地地地のののの存存存存

在在在在がががが、、、、中国中国中国中国やややや北朝鮮北朝鮮北朝鮮北朝鮮などなどなどなど近隣近隣近隣近隣諸諸諸諸国国国国のののの動動動動向向向向にどにどにどにど

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与与与与えているのかえているのかえているのかえているのか    

        
((((３３３３))))    市市市市長長長長はははは自自自自らららら硫黄島硫黄島硫黄島硫黄島にににに行行行行きききき現地調現地調現地調現地調査査査査をををを行行行行うううう

などなどなどなど、、、、普天普天普天普天間間間間飛飛飛飛行行行行場場場場のののの硫黄島硫黄島硫黄島硫黄島へのへのへのへの移設移設移設移設をををを積極積極積極積極

的的的的にににに提言提言提言提言してきたしてきたしてきたしてきた。。。。そそそそのののの意意意意味味味味ででででもももも、、、、今今今今回回回回のののの米米米米

軍軍軍軍再編再編再編再編をめをめをめをめぐぐぐぐるるるる「「「「最終最終最終最終報報報報告告告告」」」」をどのようにをどのようにをどのようにをどのように受受受受

けけけけ止止止止めているのかめているのかめているのかめているのか    

        
((((４４４４))))    米軍米軍米軍米軍再編再編再編再編にににに伴伴伴伴いいいい、、、、約約約約二千二千二千二千人人人人余余余余のののの基基基基地従地従地従地従業業業業員員員員

のののの雇雇雇雇用用用用にににに影響影響影響影響がががが出出出出るとるとるとると言言言言われているわれているわれているわれている。。。。基基基基地従地従地従地従

業業業業員員員員のののの雇雇雇雇用用用用のののの場場場場をををを継続継続継続継続的的的的にににに確保確保確保確保していくたしていくたしていくたしていくた

めのめのめのめの抜抜抜抜本的本的本的本的対対対対策策策策がががが必必必必要不要不要不要不可可可可欠欠欠欠とととと思思思思うがうがうがうが、、、、どうどうどうどう

かかかか    

        
((((５５５５))))    米軍米軍米軍米軍再編再編再編再編にににに伴伴伴伴うううう返還返還返還返還軍軍軍軍用用用用地地地地地地地地主主主主のののの生活生活生活生活補補補補

償措償措償措償措置置置置やややや返還返還返還返還基基基基地地地地のののの跡跡跡跡地地地地利用計画利用計画利用計画利用計画はははは、、、、国国国国のののの責責責責

任任任任ににににおおおおいていていていて推進推進推進推進すべきとすべきとすべきとすべきと思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

        
((((６６６６))))    米軍米軍米軍米軍再編再編再編再編のののの機会機会機会機会をとらえをとらえをとらえをとらえ、、、、懸案懸案懸案懸案となっていとなっていとなっていとなってい

るるるる日米地日米地日米地日米地位協定位協定位協定位協定のののの抜抜抜抜本的本的本的本的改改改改正正正正をををを求求求求めためためためた取取取取りりりり

組組組組みのみのみのみの強強強強化化化化がががが必必必必要要要要とととと思思思思うがうがうがうが、、、、どうかどうかどうかどうか    

        
((((７７７７))))    米軍米軍米軍米軍再編再編再編再編にににに伴伴伴伴うううう 21212121 世紀世紀世紀世紀ににににおおおおけるけるけるける沖縄沖縄沖縄沖縄のののの未未未未

来来来来像像像像のののの建設建設建設建設にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、そそそそれこれこれこれこそそそそ県県県県民民民民にににに夢夢夢夢

とととと希望希望希望希望をををを与与与与えるととえるととえるととえるととももももにににに、、、、全全全全世界世界世界世界にににに誇誇誇誇れるれるれるれる

｢｢｢｢恒恒恒恒久久久久平平平平和和和和のののの発発発発信拠信拠信拠信拠点点点点・・・・沖縄沖縄沖縄沖縄」」」」のののの構構構構築築築築をををを目指目指目指目指

していくべきだとしていくべきだとしていくべきだとしていくべきだと思思思思うがうがうがうが、、、、どうかどうかどうかどうか    

    

    

４４４４    山山山山    内内内内    盛盛盛盛    三三三三    

((((自自自自民民民民・・・・無無無無所属所属所属所属

連合連合連合連合））））    

    米軍米軍米軍米軍再編再編再編再編問問問問題題題題

及及及及びそびそびそびそれにれにれにれに関連関連関連関連

するするするする重要課題重要課題重要課題重要課題にににに

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、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長        
 



    個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 18181818 年年年年 12121212 月月月月 13131313日日日日((((水水水水))))    

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    

５５５５    宮宮宮宮    國國國國    恵恵恵恵    徳徳徳徳    

（（（（そそそそううううぞぞぞぞうううう））））    

１１１１    福祉行政福祉行政福祉行政福祉行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    行政行政行政行政財財財財産使産使産使産使

用用用用についてについてについてについて    

    厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省はははは、、、、先先先先月月月月末末末末にににに社会社会社会社会保保保保障障障障費費費費縮減縮減縮減縮減策策策策のののの一一一一

環環環環としてとしてとしてとして、、、、持持持持ちちちち家家家家にににに住住住住んでいながらんでいながらんでいながらんでいながら生活生活生活生活保保保保護護護護をををを受受受受

けているけているけているけている高齢者高齢者高齢者高齢者にににに対対対対するするするする支支支支給給給給をををを廃廃廃廃止止止止することをすることをすることをすることを

決定決定決定決定、、、、新新新新たなたなたなたな制度制度制度制度（（（（リバーリバーリバーリバースススス････モモモモーーーーゲゲゲゲーーーージジジジとととと言言言言っっっっ

ているているているている））））のののの具具具具体体体体案案案案をまとめてをまとめてをまとめてをまとめておおおおりりりり、、、、平成平成平成平成19191919年度年度年度年度かかかか

らららら導入導入導入導入されるされるされるされる予予予予定定定定になっているになっているになっているになっている    

    

((((１１１１))))    リバーリバーリバーリバースススス････モモモモーーーーゲゲゲゲーーーージジジジとはとはとはとは何何何何なのかなのかなのかなのか、、、、制度制度制度制度

やややや仕仕仕仕組組組組みについてみについてみについてみについて伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    今今今今回回回回、、、、国国国国がががが打打打打ちちちち出出出出したしたしたしたリバーリバーリバーリバースススス････モモモモーーーーゲゲゲゲーーーー

ジジジジ制度制度制度制度のののの内容内容内容内容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、、、、わかりわかりわかりわかり

やすくやすくやすくやすく説説説説明明明明をををを願願願願うううう    

    

    

    

    

    市民市民市民市民からからからから本本本本庁庁庁庁舎舎舎舎のののの玄玄玄玄関関関関入入入入りりりり口駐車口駐車口駐車口駐車場場場場にににに駐輪駐輪駐輪駐輪しししし

ているているているているベロタクシベロタクシベロタクシベロタクシーーーーはははは、、、、本市本市本市本市でででで運営運営運営運営しているのしているのしているのしているの

かかかか、、、、市市市市とかかわりがあるのかとかかわりがあるのかとかかわりがあるのかとかかわりがあるのか、、、、またまたまたまた、、、、どこにどこにどこにどこに連連連連絡絡絡絡

すればすればすればすれば利用利用利用利用できるのかできるのかできるのかできるのか、、、、とのとのとのとの声声声声があるがあるがあるがある    

    調調調調査査査査したとこしたとこしたとこしたところろろろではではではでは、、、、上上上上記記記記駐車駐車駐車駐車場場場場をををを無無無無料料料料でででで使使使使用用用用

しているとのことであるしているとのことであるしているとのことであるしているとのことである。。。。市市市市のののの行政行政行政行政財財財財産産産産をををを免免免免除除除除ささささ

れているれているれているれている以上以上以上以上はははは、、、、市民市民市民市民にににに内容内容内容内容・・・・状況状況状況状況をはっきりとをはっきりとをはっきりとをはっきりと

知知知知らしめるらしめるらしめるらしめる必必必必要要要要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう。。。。実際実際実際実際はどうなってはどうなってはどうなってはどうなって

いるのかいるのかいるのかいるのか伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    公共公共公共公共団団団団体体体体ででででももももないないないない、、、、法人化法人化法人化法人化ももももししししてないてないてないてないＮＰＮＰＮＰＮＰ

ＯＯＯＯ団団団団体体体体であればであればであればであれば、、、、民間事業者民間事業者民間事業者民間事業者ででででもももも行政行政行政行政財財財財産産産産をををを

使使使使用用用用することができるのかすることができるのかすることができるのかすることができるのか、、、、根拠根拠根拠根拠をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市のののの運運運運行行行行ルートルートルートルート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、、、、

何何何何時時時時からからからから何何何何時時時時までまでまでまで営営営営業業業業しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、またまたまたまた、、、、

創創創創業以業以業以業以来来来来利用者利用者利用者利用者はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。平成平成平成平成 16161616

年年年年、、、、17171717 年年年年、、、、18181818 年度年度年度年度のののの利用利用利用利用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    

((((３３３３))))    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ    エエエエコモコモコモコモ・・・・ドドドドッッッットトトト・・・・アイアイアイアイのこれまでのこれまでのこれまでのこれまで

のののの活動活動活動活動状況状況状況状況やややや今後今後今後今後のののの活動活動活動活動をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((４４４４))))    業者業者業者業者とととと市市市市とのかかわりのとのかかわりのとのかかわりのとのかかわりの中中中中でででで、、、、活活活活気気気気にににに満満満満ちちちち

たたたた運営運営運営運営のののの為為為為にどのようなにどのようなにどのようなにどのような方方方方向向向向性性性性をををを考考考考えていえていえていえてい

るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう    

            

    
【【【【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        
    



    個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 18181818 年年年年 12121212 月月月月 13131313日日日日((((水水水水))))    

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    崎崎崎崎    山山山山    嗣嗣嗣嗣    幸幸幸幸    

（（（（社社連合社社連合社社連合社社連合））））    

１１１１    教育教育教育教育基本法基本法基本法基本法

「「「「改改改改正正正正」」」」法法法法案案案案

等等等等についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    住住住住基基基基ネッネッネッネットトトト

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    過労死過労死過労死過労死につにつにつにつ

いていていていて    

    現在現在現在現在、、、、国会国会国会国会でででで審審審審議中議中議中議中のののの教育教育教育教育基本法基本法基本法基本法「「「「改改改改正正正正」、」、」、」、共共共共

謀罪謀罪謀罪謀罪、、、、防衛庁防衛庁防衛庁防衛庁省省省省昇格昇格昇格昇格、、、、国民国民国民国民投票投票投票投票法法法法案案案案等等等等のののの４４４４法法法法案案案案はははは

すべてすべてすべてすべて連動連動連動連動してしてしてしておおおおりりりり、、、、戦争戦争戦争戦争国国国国家家家家づくりへとづくりへとづくりへとづくりへと突突突突きききき進進進進

むむむむ危険危険危険危険なななな動動動動きであるきであるきであるきである。。。。市市市市長長長長はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの教教教教訓訓訓訓もももも踏踏踏踏

まえまえまえまえ、、、、このこのこのこの法法法法案案案案にににに反反反反対対対対のののの意思意思意思意思をををを示示示示すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるえるえるえる

がががが見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    去去去去るるるる 11111111 月月月月にににに大大大大阪阪阪阪高高高高裁裁裁裁でででで、、、、住住住住基基基基ネッネッネッネットトトトのののの離脱離脱離脱離脱をををを

希望希望希望希望するするするする市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして、、、、強強強強要要要要することはすることはすることはすることは、、、、プラプラプラプライイイイ

ババババシシシシーーーー権権権権をををを侵侵侵侵害害害害しししし、、、、憲憲憲憲法第法第法第法第 13131313 条条条条にににに違反違反違反違反するとするとするとすると判判判判

決決決決がでたがでたがでたがでた    

    那覇市那覇市那覇市那覇市ににににおおおおいていていていてもももも、、、、住住住住基基基基ネッネッネッネットトトトははははトトトトラブラブラブラブルルルルがががが発発発発

生生生生しししし、、、、市民市民市民市民ののののプラプラプラプライバイバイバイバシシシシーーーーをめをめをめをめぐぐぐぐるるるる問問問問題題題題ががががおおおおこっこっこっこっ

たたたた。。。。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))))    大大大大阪阪阪阪高高高高裁裁裁裁のののの判判判判決決決決をどうをどうをどうをどう受受受受けけけけ止止止止めているかめているかめているかめているか

伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    住住住住基基基基ネッネッネッネットトトトからからからから離脱離脱離脱離脱をををを希望希望希望希望するするするする市民市民市民市民にはにはにはには、、、、

そそそそれをれをれをれを認認認認めるのかめるのかめるのかめるのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    住住住住基基基基ネッネッネッネットトトト稼稼稼稼動動動動時時時時のののの元元元元市民課市民課市民課市民課長長長長がががが地地地地方公方公方公方公務員務員務員務員

災災災災害害害害補補補補償償償償基基基基金県支部金県支部金県支部金県支部でででで、、、、公公公公務務務務災災災災害害害害とととと認認認認定定定定されたされたされたされた    

    元元元元市民課市民課市民課市民課長長長長はははは、、、、住住住住基基基基ネッネッネッネットトトト、、、、ＩＩＩＩＳＯＳＯＳＯＳＯ9001900190019001認認認認定取定取定取定取

得得得得、、、、窓口窓口窓口窓口業業業業務務務務のののの時時時時間間間間延延延延長長長長、、、、人事人事人事人事評価評価評価評価制度制度制度制度導入導入導入導入等等等等、、、、

市市市市のののの重要施策重要施策重要施策重要施策にににに直面直面直面直面しししし、、、、業業業業務務務務上上上上トトトトラブラブラブラブルルルルがががが相相相相次次次次

ぎぎぎぎ、、、、月月月月にににに 100100100100時時時時間間間間をををを超超超超すすすす残残残残業業業業やややや深夜勤深夜勤深夜勤深夜勤務務務務ももももありありありあり、、、、

職職職職場近場近場近場近くのくのくのくのホホホホテテテテルルルルにににに宿泊宿泊宿泊宿泊したりでしたりでしたりでしたりで、、、、過労過労過労過労とととと精神的精神的精神的精神的

スススストトトトレスレスレスレスからからからから被災被災被災被災となったとなったとなったとなった。。。。    

    市市市市長長長長もももも「「「「本人本人本人本人にににに私私私私的的的的なななな問問問問題題題題はははは見当見当見当見当たらずたらずたらずたらず、、、、職職職職務務務務

上上上上のののの過過過過度度度度ななななスススストトトトレスレスレスレスがががが発発発発症症症症のののの原原原原因因因因としてとしてとしてとして、、、、過労死過労死過労死過労死

であるであるであるである」」」」とととと認認認認めているめているめているめている    

    このこのこのこの事件事件事件事件はははは、、、、異常異常異常異常なななな職職職職務務務務上上上上のののの中中中中でででで起起起起こってこってこってこっておおおお

りりりり、、、、再再再再びびびびこのようなこのようなこのようなこのような事事事事態態態態をををを発生発生発生発生させてはならないさせてはならないさせてはならないさせてはならない

とととと思思思思うううう。。。。ではではではでは、、、、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    

((((１１１１))))    過酷過酷過酷過酷なななな労労労労働実態働実態働実態働実態がががが主主主主なななな原原原原因因因因となっているとなっているとなっているとなっている

がががが、、、、当当当当局局局局のののの責任責任責任責任とととと反反反反省省省省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ていえていえていえてい

るかるかるかるか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    今後今後今後今後、、、、再再再再発発発発防防防防止止止止にににに向向向向けてけてけてけて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような職職職職場場場場

づくりにづくりにづくりにづくりに努努努努めていくめていくめていくめていく考考考考えなのかえなのかえなのかえなのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    国国国国ではではではでは、、、、少少少少子化子化子化子化のののの流流流流れをれをれをれを変変変変えるためにえるためにえるためにえるために平成平成平成平成 15151515

年年年年７７７７月月月月にににに次次次次世代世代世代世代育育育育成成成成支援対支援対支援対支援対策推進法策推進法策推進法策推進法をををを公公公公布布布布したしたしたした    

    このこのこのこの法法法法律律律律はははは、、、、国国国国、、、、地地地地方方方方自治自治自治自治体体体体、、、、事業者事業者事業者事業者などなどなどなど様様様様々々々々

なななな主主主主体体体体がががが社会社会社会社会をををを挙挙挙挙げげげげてててて次次次次代代代代のののの社会社会社会社会をををを担担担担うううう子供子供子供子供たたたた

ちがちがちがちが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生まれまれまれまれ、、、、かつかつかつかつ育育育育成成成成されるされるされるされる環環環環境境境境のののの整備整備整備整備

をををを求求求求めているめているめているめている    

    各各各各自治自治自治自治体体体体ではではではでは、「、「、「、「特定事業特定事業特定事業特定事業主主主主行動計画行動計画行動計画行動計画」」」」をををを策定策定策定策定

しししし、、、、積極積極積極積極的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが課課課課されているされているされているされている    

    しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、非常勤職非常勤職非常勤職非常勤職員員員員はははは不不不不安安安安定定定定雇雇雇雇用用用用、、、、低低低低所所所所

得得得得、、、、労労労労働働働働環境環境環境環境のののの中中中中ででででもももも育児育児育児育児休休休休業制度業制度業制度業制度はははは適用適用適用適用されてされてされてされて

ないないないない    

    先先先先進的進的進的進的なななな自治自治自治自治体体体体ではではではでは、、、、すでにすでにすでにすでに、、、、非常勤職非常勤職非常勤職非常勤職員員員員のののの制制制制

度化度化度化度化をしをしをしをし、、、、子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの健健健健やかなやかなやかなやかな育育育育成成成成をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、

具具具具体的体的体的体的なななな指指指指針針針針がががが出出出出されているされているされているされている。。。。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))))    次次次次世代世代世代世代育育育育成成成成支援対支援対支援対支援対策推進法策推進法策推進法策推進法ではではではでは、、、、非常勤職非常勤職非常勤職非常勤職

員員員員のののの育児育児育児育児休休休休業業業業もももも奨励奨励奨励奨励しているとしているとしているとしていると理理理理解解解解するがするがするがするが

見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    那覇市特定事業那覇市特定事業那覇市特定事業那覇市特定事業主主主主行動計画行動計画行動計画行動計画のののの中中中中でででで、、、、非常勤非常勤非常勤非常勤

はははは対象対象対象対象となっているのかとなっているのかとなっているのかとなっているのか伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    非常勤職非常勤職非常勤職非常勤職員員員員がががが制度化制度化制度化制度化されているされているされているされている自治自治自治自治体体体体でででで

はははは問問問問題点題点題点題点をどうをどうをどうをどう克服克服克服克服してるかしてるかしてるかしてるか伺伺伺伺うううう    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    育児育児育児育児休暇休暇休暇休暇制制制制

度度度度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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関関関関係部長係部長係部長係部長        
 



    個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 18181818 年年年年 12121212 月月月月 13131313日日日日((((水水水水))))    

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))))    城城城城南小学校南小学校南小学校南小学校のののの学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブはははは開開開開設何年設何年設何年設何年かかかか伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

    

    

((((２２２２))))    学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブののののプレプレプレプレハハハハブブブブ設置設置設置設置予算予算予算予算がががが獲獲獲獲得得得得ささささ

れるまでのれるまでのれるまでのれるまでの経緯経緯経緯経緯をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい    

    

    

    

    

    

((((３３３３))))    学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブののののプレプレプレプレハハハハブブブブ建設建設建設建設がががが、、、、ななななぜぜぜぜ城城城城南小南小南小南小

学校内学校内学校内学校内にできないのかにできないのかにできないのかにできないのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

((((４４４４))))    城城城城南小学校南小学校南小学校南小学校のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの改改改改築築築築予予予予定定定定はいつかはいつかはいつかはいつか

伺伺伺伺うううう    

    

７７７７    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））））    

    城城城城南小学校南小学校南小学校南小学校のののの

学童学童学童学童クラブクラブクラブクラブにつにつにつにつ

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        
    

    


