
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（（（（４４４４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 18181818 日日日日（（（（月月月月））））    

※※※※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    多和田多和田多和田多和田    栄栄栄栄    子子子子    

（（（（社社連合社社連合社社連合社社連合））））    

１１１１    幼保一元化幼保一元化幼保一元化幼保一元化

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    図書館教育図書館教育図書館教育図書館教育

についてについてについてについて    

安心安心安心安心してしてしてして子育子育子育子育てができるてができるてができるてができる環境環境環境環境づくりをづくりをづくりをづくりを目指目指目指目指しししし、、、、

そのそのそのその特性特性特性特性とととと役割役割役割役割をををを発揮発揮発揮発揮させるためにさせるためにさせるためにさせるために、、、、幼保一元化幼保一元化幼保一元化幼保一元化

ががががスタートスタートスタートスタートしたしたしたした    

本市本市本市本市においてもにおいてもにおいてもにおいても今年度今年度今年度今年度からからからから、、、、こどもみらいこどもみらいこどもみらいこどもみらい局局局局がががが

スタートスタートスタートスタートしししし、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会とととと連携連携連携連携ししししてててて、、、、事事事事業業業業がががが推進推進推進推進

されているされているされているされている。。。。そこでそこでそこでそこで問題点問題点問題点問題点をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    実施後実施後実施後実施後のののの問題点問題点問題点問題点はははは何何何何かかかか    

    

    

((((２２２２))))    人事交流人事交流人事交流人事交流のののの現状現状現状現状とととと成果成果成果成果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))))    平成平成平成平成19191919年度年度年度年度にににに、、、、２２２２年年年年保育保育保育保育・・・・預預預預かりかりかりかり保育保育保育保育のののの拡拡拡拡

充充充充がないのはなぜかがないのはなぜかがないのはなぜかがないのはなぜか    

    

    

((((４４４４))))    幼小連携幼小連携幼小連携幼小連携についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    月月月月１１１１回実施回実施回実施回実施しているしているしているしている移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館についてについてについてについて、、、、利用利用利用利用

者者者者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。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、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))))    移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館をををを実施実施実施実施したしたしたした経緯経緯経緯経緯はははは何何何何かかかか    

    

    

((((２２２２))))    月月月月にににに何何何何カカカカ所巡回所巡回所巡回所巡回しているかしているかしているかしているか    

    

    

((((３３３３))))    移動図書館移動図書館移動図書館移動図書館についてについてについてについて、、、、どのようにどのようにどのようにどのように運営運営運営運営しよしよしよしよ

うとしているかうとしているかうとしているかうとしているか、、、、見解見解見解見解をををを求求求求めるめるめるめる    

 



 

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    

    栄町商店街栄町商店街栄町商店街栄町商店街ははははモノレールモノレールモノレールモノレール安里駅開設安里駅開設安里駅開設安里駅開設にににに伴伴伴伴いいいい、、、、街街街街

のののの活性化活性化活性化活性化、、、、利用客利用客利用客利用客のののの増加促進等増加促進等増加促進等増加促進等をををを図図図図るためるためるためるため、、、、大通大通大通大通

りにりにりにりにアーチアーチアーチアーチをををを設置設置設置設置しししし、、、、地元地元地元地元やややや観光客観光客観光客観光客のののの誘致誘致誘致誘致をををを図図図図りりりり

たいとしているたいとしているたいとしているたいとしている。。。。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    

    

((((１１１１))))    商店街案内表示板商店街案内表示板商店街案内表示板商店街案内表示板のののの状況状況状況状況はははは、、、、どのようになどのようになどのようになどのようにな

っているかっているかっているかっているか    

    

    

((((２２２２))))    活性化活性化活性化活性化のためののためののためののための歓迎歓迎歓迎歓迎アーチアーチアーチアーチ設置設置設置設置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    

    

    

    

    

古蔵幼稚園古蔵幼稚園古蔵幼稚園古蔵幼稚園はははは築築築築30303030年年年年がががが経過経過経過経過しししし、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化にににに伴伴伴伴ないないないない

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート片片片片がががが剥離剥離剥離剥離によりによりによりにより落下落下落下落下しししし、、、、鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋がむきがむきがむきがむき

出出出出ししししになっているになっているになっているになっている。。。。いついついついつ大大大大きなきなきなきな事故事故事故事故がががが起起起起きてもきてもきてもきてもおおおお

かしくないかしくないかしくないかしくない状況状況状況状況であるであるであるである。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    天井剥離天井剥離天井剥離天井剥離はははは何何何何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか    

    

    

((((２２２２))))    安全確保安全確保安全確保安全確保のためにはのためにはのためにはのためには緊急緊急緊急緊急をををを要要要要するするするする。。。。十分十分十分十分なななな

対策対策対策対策がががが取取取取られてられてられてられているかいるかいるかいるか    

    

    

((((３３３３))))    改築改築改築改築のののの予定予定予定予定はいつかはいつかはいつかはいつか    

     ３３３３    商店街活性商店街活性商店街活性商店街活性

化化化化についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    老朽化校舎老朽化校舎老朽化校舎老朽化校舎

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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
 



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

((((１１１１))))    那覇新港内道路第那覇新港内道路第那覇新港内道路第那覇新港内道路第１１１１ゲートゲートゲートゲートからからからから泊泊泊泊いいいいゆまゆまゆまゆま

ちちちち手前手前手前手前ままままでのでのでのでの間間間間のののの放放放放置置置置車両及車両及車両及車両及びびびび駐車車両撤駐車車両撤駐車車両撤駐車車両撤

去去去去のののの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    

    

    

((((２２２２))))    上記場上記場上記場上記場所所所所のののの不法投棄物撤去不法投棄物撤去不法投棄物撤去不法投棄物撤去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    

    

    

    

    宇宇宇宇栄栄栄栄原団原団原団原団地地地地建替建替建替建替事業事業事業事業についてについてについてについて    

((((１１１１))))    再生団再生団再生団再生団地地地地計画計画計画計画（（（（平成平成平成平成11117777年度年度年度年度明繰明繰明繰明繰事業事業事業事業）、）、）、）、いいいい

わゆわゆわゆわゆるるるる基基基基本本本本計画計画計画計画のののの策定策定策定策定はどうなっているのはどうなっているのはどうなっているのはどうなっているの

かかかか。。。。ままままたたたた、、、、そのそのそのその概概概概要要要要をををを教教教教ええええてもらいたいてもらいたいてもらいたいてもらいたい    

    

    

((((２２２２))))    シシシシルルルルババババーーーーハウジハウジハウジハウジンンンンググググのののの増設増設増設増設はできたのかはできたのかはできたのかはできたのか    

    

    

((((３３３３))))    基基基基本設本設本設本設計計計計、、、、実施設実施設実施設実施設計計計計、、、、第第第第１１１１期建替工期建替工期建替工期建替工事等事等事等事等、、、、

今後今後今後今後のののの具体的具体的具体的具体的ススススケジュケジュケジュ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    

    

    

    

    地地地地域密着型域密着型域密着型域密着型ココココミュニミュニミュニミュニテテテティバィバィバィバスススス事業事業事業事業についてについてについてについて    

((((１１１１))))    「「「「ココココミュニミュニミュニミュニティバティバティバティバスススス導入計画導入計画導入計画導入計画検討調査報告検討調査報告検討調査報告検討調査報告

書書書書」」」」のののの中中中中でででで設定設定設定設定したしたしたしたルートルートルートルートとととと、、、、これこれこれこれままままでのでのでのでの実実実実

証証証証実実実実験験験験のののの結結結結果果果果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めているめているめている

かかかか    

    

    

((((２２２２))))    真真真真和和和和志志志志ルートルートルートルート、、、、小小小小禄禄禄禄ルートルートルートルートのののの本本本本格格格格運運運運行行行行のののの可可可可

能能能能性性性性についてについてについてについて    

    

    

((((３３３３))))    平成平成平成平成19191919年度事業年度事業年度事業年度事業（（（（本本本本庁庁庁庁ルートルートルートルート実実実実証証証証実実実実験験験験））））もももも

引引引引きききき続続続続きききき実施実施実施実施するのかするのかするのかするのか    

    

    

２２２２    桑桑桑桑    江江江江        豊豊豊豊    

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

１１１１    港港港港湾行政湾行政湾行政湾行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    住宅行政住宅行政住宅行政住宅行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    交通交通交通交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    

    
【【【【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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

    厚生労働省厚生労働省厚生労働省厚生労働省のののの来来来来年度年度年度年度概算概算概算概算要求要求要求要求ではではではでは、、、、父母父母父母父母やややや指指指指導導導導

員員員員のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの要求運動要求運動要求運動要求運動がががが反映反映反映反映されされされされ、、、、学童学童学童学童保育予保育予保育予保育予算算算算

をををを約約約約77770000億円億円億円億円のののの増増増増額額額額をををを計上計上計上計上したしたしたした。。。。学童待機児童学童待機児童学童待機児童学童待機児童のののの解解解解

消消消消やややや大大大大規模規模規模規模化解化解化解化解消消消消へへへへ期待期待期待期待がががが高高高高ままままっているっているっているっている    

    

((((１１１１))))    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの学童学童学童学童保育保育保育保育のののの現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    学童学童学童学童開設日開設日開設日開設日数数数数のののの基準基準基準基準がががが設定設定設定設定されたことやされたことやされたことやされたことや、、、、

施設施設施設施設補補補補助助助助費創費創費創費創設設設設でででで、、、、市内市内市内市内のののの学童学童学童学童保育保育保育保育にはどのにはどのにはどのにはどの

ようなようなようなような影響影響影響影響があるかがあるかがあるかがあるか    

    

((((３３３３))))    学童学童学童学童保育保育保育保育ではではではでは施設施設施設施設整整整整備備備備とととと継続的継続的継続的継続的確保確保確保確保、、、、指指指指導導導導

員員員員のののの労働基準労働基準労働基準労働基準改改改改善善善善がががが急急急急がれるがれるがれるがれる。。。。学童学童学童学童保育保育保育保育にににに関関関関

するするするする施設設置施設設置施設設置施設設置基準基準基準基準やややや運営運営運営運営基準基準基準基準はははは整備整備整備整備されてされてされてされて

いるかいるかいるかいるか    

    

((((４４４４))))    幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園児児児児へへへへのののの補補補補助助助助廃止廃止廃止廃止がががが危惧危惧危惧危惧されているされているされているされている

がががが、、、、沖縄県固有沖縄県固有沖縄県固有沖縄県固有のののの事事事事情情情情をををを考慮考慮考慮考慮しししし、、、、補補補補助助助助をををを続続続続けけけけ

るるるるべべべべきききき。。。。ままままたたたた、、、、低低低低所所所所得得得得・・・・ひひひひとりとりとりとり親世帯親世帯親世帯親世帯へへへへのののの補補補補

助助助助やややや、、、、家賃補家賃補家賃補家賃補助助助助やややや障害児障害児障害児障害児をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる学童学童学童学童保保保保

育育育育へへへへのののの補補補補助助助助などなどなどなど、、、、市市市市独自独自独自独自のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減策策策策をををを拡拡拡拡

充充充充、、、、創創創創設設設設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。。。。「「「「こどもみらいこどもみらいこどもみらいこどもみらい基基基基

金金金金」」」」のののの活用活用活用活用もももも含含含含めてめてめてめて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    これこれこれこれままままでででで幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園空空空空きききき教教教教室室室室をををを利用利用利用利用していたがしていたがしていたがしていたが、、、、ココココ

ンクリートンクリートンクリートンクリート天井天井天井天井のののの剥離剥離剥離剥離によりによりによりにより、、、、現現現現在在在在はははは与儀与儀与儀与儀小小小小学学学学校校校校

理科室理科室理科室理科室でのでのでのでの臨時的使臨時的使臨時的使臨時的使用用用用をををを余儀余儀余儀余儀なくされていなくされていなくされていなくされているるるる。。。。今今今今

後後後後のののの施設問題施設問題施設問題施設問題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    

    

    

    

    跡跡跡跡利用利用利用利用についてについてについてについて、、、、地地地地域域域域のののの方方方方々々々々とのとのとのとの協議協議協議協議はどのよはどのよはどのよはどのよ

うにうにうにうに進進進進めているかめているかめているかめているか。。。。地地地地域域域域からからからから要要要要望望望望のののの強強強強いいいい筋筋筋筋力力力力トレトレトレトレ

ーーーーニニニニンンンンググググについてについてについてについて、、、、健康福祉健康福祉健康福祉健康福祉部部部部はどのようにはどのようにはどのようにはどのように協力協力協力協力

できるかできるかできるかできるか。。。。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    

３３３３    比比比比    嘉嘉嘉嘉    瑞瑞瑞瑞    己己己己    

((((日本日本日本日本共産党共産党共産党共産党))))    

１１１１     学 童学 童学 童学 童 保 育保 育保 育保 育

((((放課放課放課放課後後後後児童児童児童児童

ククククラブラブラブラブのののの充実充実充実充実

についてについてについてについて))))    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    与儀学童与儀学童与儀学童与儀学童保保保保

育育育育のののの問題問題問題問題につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

３３３３    那覇市那覇市那覇市那覇市上上上上下下下下

水水水水道局道局道局道局庁庁庁庁舎舎舎舎跡跡跡跡

利用利用利用利用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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
 



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    糸糸糸糸    数数数数    昌昌昌昌    洋洋洋洋    

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

    

１１１１    本市本市本市本市のののの情報情報情報情報                

化推進化推進化推進化推進についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    障害障害障害障害者施策者施策者施策者施策

についてについてについてについて    

    第第第第二二二二次那覇市次那覇市次那覇市次那覇市情報情報情報情報化推進化推進化推進化推進計画計画計画計画もももも次年度次年度次年度次年度でででで終了終了終了終了

するするするする予定予定予定予定であるがであるがであるがであるが、、、、今後今後今後今後のののの情報情報情報情報化推進化推進化推進化推進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))))    第第第第二二二二次次次次計画計画計画計画のののの最終最終最終最終年度年度年度年度をををを迎迎迎迎ええええるがるがるがるが進進進進捗捗捗捗状状状状                    

況況況況をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    平成平成平成平成 20202020 年度年度年度年度からのからのからのからの第第第第三三三三次次次次計画計画計画計画のののの方向方向方向方向性性性性にににに

ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    超高速超高速超高速超高速ネッネッネッネットトトトワワワワークークークーク（（（（ＪＧＮＪＧＮＪＧＮＪＧＮⅡⅡⅡⅡ））））のののの活用活用活用活用にににに

ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう    

        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ネッネッネッネットトトトワワワワークークークーク交流交流交流交流のののの実実実実績績績績

についてについてについてについて    

    

        ②②②②    ＪＧＮＪＧＮＪＧＮＪＧＮⅡⅡⅡⅡをををを活用活用活用活用したしたしたした地地地地域域域域間交流間交流間交流間交流をどのをどのをどのをどの

ようにようにようにように考考考考ええええるかるかるかるか    

    

        ③③③③    全全全全国初国初国初国初のののの自治体自治体自治体自治体間間間間ののののネッネッネッネットトトト交流交流交流交流都都都都市市市市のののの

実現実現実現実現についてについてについてについて    

    

    

    

    

((((１１１１))))    視覚障害児童視覚障害児童視覚障害児童視覚障害児童のののの教育教育教育教育支援支援支援支援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    視覚障害児童数及視覚障害児童数及視覚障害児童数及視覚障害児童数及びびびび弱視児童生徒弱視児童生徒弱視児童生徒弱視児童生徒のののの実実実実

態態態態についてについてについてについて    

    

        ②②②②    普普普普通通通通学級学級学級学級におにおにおにおけけけけるるるる弱視児童弱視児童弱視児童弱視児童のののの状況状況状況状況につにつにつにつ

いていていていて    

    

        ③③③③    拡大教拡大教拡大教拡大教科科科科書書書書などなどなどなど特特特特別別別別なななな教教教教科科科科書書書書をををを必必必必要要要要とととと

しているしているしているしている児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒にににに対対対対するするするする支援体制支援体制支援体制支援体制につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

((((２２２２))))    障害障害障害障害者者者者のののの雇雇雇雇用施策用施策用施策用施策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    本市本市本市本市のののの職職職職員員員員採採採採用用用用におにおにおにおけけけけるるるる障害障害障害障害者者者者雇雇雇雇用用用用のののの

状況状況状況状況についてについてについてについて    

    

        ②②②②    本市本市本市本市のののの業業業業務務務務委委委委託先託先託先託先やややや指定指定指定指定管理管理管理管理者者者者のののの障害障害障害障害

者者者者雇雇雇雇用用用用ののの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        
    

 



 

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    

    一人一人一人一人暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの高齢高齢高齢高齢者者者者やややや高齢高齢高齢高齢者者者者だけだけだけだけのののの世帯及世帯及世帯及世帯及びびびび

障害障害障害障害者者者者だけだけだけだけのののの世帯世帯世帯世帯のためののためののためののための、、、、ちょちょちょちょっとしたっとしたっとしたっとした日日日日常常常常のののの

困困困困りりりりごごごごとととと、、、、ニニニニーーーーズズズズにににに対対対対応応応応するするするする支援支援支援支援ササササーーーービビビビススススのののの導入導入導入導入

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))))    介護介護介護介護ササササーーーービビビビススススにににに該該該該当当当当しないしないしないしない日日日日常常常常ののののちょちょちょちょっっっっ

としたとしたとしたとした困困困困りりりりごごごごとにはとにはとにはとには、、、、現現現現場場場場のののの声声声声としてどういとしてどういとしてどういとしてどうい

うものがあるかうものがあるかうものがあるかうものがあるか    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市ではではではでは、、、、どのようにどのようにどのようにどのように対対対対応応応応しているかしているかしているかしているか    

    

    

((((３３３３))))    千代千代千代千代田田田田区区区区でででで実施実施実施実施しているしているしているしている「「「「高齢高齢高齢高齢者等者等者等者等困困困困りりりりごごごご

とととと支援支援支援支援事業事業事業事業」」」」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    

    

    

((((４４４４))))    本市本市本市本市独自独自独自独自のののの困困困困りりりりごごごごとととと支援支援支援支援ササササーーーービビビビススススをををを導入導入導入導入

するするするする考考考考ええええはないかはないかはないかはないか    

        

    

    

３３３３    高齢高齢高齢高齢者等者等者等者等支支支支

援援援援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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
 



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

５５５５    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ブラブラブラブ））））    

    

１１１１    御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿

跡跡跡跡地地地地周辺周辺周辺周辺のののの公公公公

園園園園整備整備整備整備についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    雇雇雇雇用用用用政政政政策策策策にににに

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はははは1111666677777777年年年年創建創建創建創建されされされされ、、、、中国中国中国中国皇帝皇帝皇帝皇帝のののの使使使使

者者者者、、、、冊封冊封冊封冊封使使使使をををを首首首首里里里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、、、、饗饗饗饗応応応応接接接接待待待待にににに使使使使

わわわわれたれたれたれただけだけだけだけでなくでなくでなくでなく、、、、諸芸諸芸諸芸諸芸のののの名人名人名人名人をををを集集集集めてめてめてめて詩歌詩歌詩歌詩歌・・・・管管管管

弦弦弦弦・・・・茶茶茶茶道道道道・・・・華華華華道道道道・・・・琉歌琉歌琉歌琉歌・・・・舞踊舞踊舞踊舞踊等等等等をををを奨励奨励奨励奨励しししし、、、、照覧照覧照覧照覧ささささ

れるれるれるれる館館館館でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄文文文文化発化発化発化発祥祥祥祥のののの地地地地であったとであったとであったとであったと言言言言わわわわれてれてれてれて

いるいるいるいる    

    ままままたたたた、、、、御殿御殿御殿御殿のあったのあったのあったのあった首首首首里里里里崎山崎山崎山崎山町町町町のののの高高高高台台台台はははは、、、、風風風風光光光光

明明明明媚媚媚媚でででで弁弁弁弁ケケケケ岳岳岳岳・・・・久久久久高高高高島島島島・・・・南南南南部一部一部一部一帯帯帯帯がががが眺眺眺眺望望望望できるできるできるできる場場場場

所所所所であるであるであるである    

    このようなことからこのようなことからこのようなことからこのようなことから、、、、御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿御茶屋御殿はははは沖縄沖縄沖縄沖縄のののの文文文文化化化化

遺遺遺遺産産産産でありでありでありであり、、、、ままままたたたた貴重貴重貴重貴重なななな観光観光観光観光資源資源資源資源としてもとしてもとしてもとしても跡跡跡跡地地地地をををを

含含含含めめめめ周辺周辺周辺周辺をををを都都都都市市市市公公公公園園園園とととと位置位置位置位置づづづづけけけけ、、、、首首首首里里里里城城城城国国国国営営営営公公公公園園園園

のののの整備整備整備整備事業事業事業事業のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして取取取取りりりり組組組組むむむむ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    

    

    

    

    11111111月月月月19191919日日日日のののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県知知知知事事事事選挙選挙選挙選挙でででで初初初初当当当当選選選選をををを果果果果たしたしたしたし

たたたた仲仲仲仲井井井井真真真真弘弘弘弘多氏多氏多氏多氏はははは選挙選挙選挙選挙公約公約公約公約でででで、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの雇雇雇雇用問題用問題用問題用問題をををを

４４４４年年年年でででで全全全全国国国国並並並並みにするとみにするとみにするとみにすると言言言言っているっているっているっている。。。。これはこれはこれはこれは稲嶺稲嶺稲嶺稲嶺

前前前前知知知知事事事事ですらですらですらですら２２２２期期期期８８８８年間年間年間年間でででで実現実現実現実現できなかったこできなかったこできなかったこできなかったこ

とであるとであるとであるとである。。。。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期待期待期待期待をしながらをしながらをしながらをしながら見見見見守守守守

っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、本市本市本市本市ののの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伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    本市本市本市本市のののの労働力労働力労働力労働力人人人人口口口口はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか    

    

    

((((２２２２))))    完完完完全全全全失失失失業者業者業者業者はははは何人何人何人何人でででで、、、、比比比比率率率率はどのようになはどのようになはどのようになはどのようにな

っているのかっているのかっているのかっているのか    

    

    

((((３３３３))))    正正正正規雇規雇規雇規雇用者用者用者用者とととと非正非正非正非正規雇規雇規雇規雇用者用者用者用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

比比比比率率率率はどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのかはどのようになっているのか    

    

    

((((４４４４))))    市市市市税税税税のののの納付率納付率納付率納付率にににに与与与与ええええているているているている影響影響影響影響はないのはないのはないのはないの

かかかか    

    

    

((((５５５５))))    現現現現在在在在のののの雇雇雇雇用用用用政政政政策策策策についてについてについてについて    

    



    

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    

    子子子子供供供供たたたたちちちちをををを犯罪犯罪犯罪犯罪からからからから守守守守るるるる安全連安全連安全連安全連絡網絡網絡網絡網やややや体制体制体制体制にににに

ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    緊急緊急緊急緊急時時時時をはをはをはをはじじじじめめめめ、、、、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡなどのなどのなどのなどの日日日日常時常時常時常時のののの連連連連

絡絡絡絡についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    連連連連絡系統絡系統絡系統絡系統についてについてについてについて    

    

    

((((３３３３))))    情報情報情報情報伝達伝達伝達伝達のののの公公公公平性平性平性平性やややや確実性確実性確実性確実性についてについてについてについて    

    

    

((((４４４４))))    新新新新しいしいしいしいシシシシスススステテテテムムムムをををを導入導入導入導入することについてすることについてすることについてすることについて    

    

    

     ３３３３    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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

６６６６    瀬瀬瀬瀬    長長長長        清清清清    

((((自自自自民民民民・・・・無無無無所所所所属属属属

連合連合連合連合))))    

    

    

１１１１    建建建建設設設設行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    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    

    電線類電線類電線類電線類地地地地中中中中化事業化事業化事業化事業のののの推進推進推進推進についてについてについてについて    

    電線類電線類電線類電線類地地地地中中中中化化化化整備整備整備整備のためののためののためののための基基基基本本本本構想構想構想構想やややや整備計整備計整備計整備計

画画画画をををを早早早早期期期期にににに制制制制定定定定しししし、、、、年次年次年次年次的的的的・・・・計画的計画的計画的計画的にしっかりにしっかりにしっかりにしっかり取取取取

りりりり組組組組んんんんでいくでいくでいくでいくことがことがことがことが肝肝肝肝要要要要であるとであるとであるとであると考考考考ええええるるるる。。。。そこでそこでそこでそこで

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、、、、当局当局当局当局のののの所見所見所見所見をををを求求求求めるめるめるめる    

    

((((１１１１))))    これこれこれこれままままでのでのでのでの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電線類電線類電線類電線類地地地地中中中中化化化化

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はどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているかみはどうなっているか    

    

    

((((２２２２))))    平成平成平成平成11116666年度年度年度年度をををを初初初初年度年度年度年度とするとするとするとする無電柱無電柱無電柱無電柱化化化化推進推進推進推進

のののの策定策定策定策定にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市としてとしてとしてとして沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にににに対対対対しししし

何何何何をををを要要要要望望望望しししし何何何何がががが採採採採択択択択されたのかされたのかされたのかされたのか    

    

    

((((３３３３))))    今後今後今後今後のののの那覇市那覇市那覇市那覇市のののの電線電線電線電線類類類類地地地地中中中中化化化化へへへへ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、、、、どのようにどのようにどのようにどのように考考考考ええええているのかているのかているのかているのか。。。。まままま

たたたた、、、、電線類電線類電線類電線類地地地地中中中中化化化化のためののためののためののための整備計画整備計画整備計画整備計画はははは策定策定策定策定ささささ

れているのかれているのかれているのかれているのか    

    

    

    

    

    小小小小中学中学中学中学校老朽校舎校老朽校舎校老朽校舎校老朽校舎のののの改築改築改築改築へへへへ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    

((((１１１１))))    沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興計画計画計画計画はははは、、、、平成平成平成平成23232323年度年度年度年度ままままでとなっでとなっでとなっでとなってててて

おりおりおりおり、、、、残残残残りりりり５５５５年年年年となっているとなっているとなっているとなっている。。。。今今今今のののの段階段階段階段階でででで平平平平

成成成成22224444年度年度年度年度以降以降以降以降もももも沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興計画計画計画計画がががが継続継続継続継続されるされるされるされる

かはかはかはかは不不不不透透透透明明明明であるであるであるである。。。。したがしたがしたがしたがってってってって、、、、高高高高率率率率補補補補助助助助制制制制

度度度度がががが適適適適用用用用されるこのされるこのされるこのされるこの時期時期時期時期にににに、、、、できるできるできるできるだけだけだけだけ校舎校舎校舎校舎

整備整備整備整備についてもについてもについてもについても前前前前倒倒倒倒しししし整備整備整備整備がががが必必必必要要要要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、、、、当局当局当局当局のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう    

            そしてそしてそしてそして、、、、このようなこのようなこのようなこのような視視視視点点点点でででで平成平成平成平成18181818年度実施年度実施年度実施年度実施

計画計画計画計画ではではではでは、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対対対対応応応応がされているのかがされているのかがされているのかがされているのか    

    

    

((((２２２２))))    平成平成平成平成23232323年度年度年度年度ままままでにでにでにでに必必必必要要要要なななな改築改築改築改築をををを完完完完了了了了するするするする

としたとしたとしたとした場場場場合合合合にににに、、、、年年年年にににに何校何校何校何校ずずずずつつつつ改築事業改築事業改築事業改築事業ににに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    

        

    

３３３３    ＮＮＮＮＡＨＡＡＨＡＡＨＡＡＨＡママママ

ララララソソソソンンンンについについについについ

てててて    

    「Ｎ「Ｎ「Ｎ「ＮＡＨＡＡＨＡＡＨＡＡＨＡママママララララソソソソンンンン」」」」はははは、、、、今今今今やややや国国国国内内内内外外外外をををを代代代代表表表表すすすす

るるるるススススポポポポーーーーツイベツイベツイベツイベントントントントとしてとしてとしてとして大大大大きくきくきくきく成長成長成長成長しししし、、、、22222222回目回目回目回目

をををを迎迎迎迎ええええたがたがたがたが、、、、一一一一方方方方ではではではでは、、、、ママママララララソソソソンコースンコースンコースンコースのののの地地地地域域域域にににに

おいてはおいてはおいてはおいては、、、、交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの新新新新しいしいしいしい課課課課題題題題もももも生生生生じじじじているているているている    

    全全全全国的国的国的国的にににに人人人人気気気気のののの高高高高いいいいＮＮＮＮＡＨＡＡＨＡＡＨＡＡＨＡママママララララソソソソンコースンコースンコースンコース

をもっとをもっとをもっとをもっと南南南南国的情国的情国的情国的情緒緒緒緒ああああふふふふれるれるれるれるママママララララソソソソンコースンコースンコースンコースとととと

してしてしてして交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの解解解解消消消消もももも含含含含めてめてめてめて、、、、コースコースコースコースのののの整備整備整備整備をすをすをすをす

るるる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考考考考ええええているがているがているがているが、、、、以以以以下下下下のののの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))))    県県県県外外外外、、、、海外海外海外海外からのからのからのからの参参参参加者加者加者加者数数数数をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((２２２２))))    ＮＮＮＮＡＨＡＡＨＡＡＨＡＡＨＡママママララララソソソソンコースンコースンコースンコースをさらにをさらにをさらにをさらに魅魅魅魅力力力力ああああ

るるるるコースコースコースコースとしてとしてとしてとして整備整備整備整備するするするする方法方法方法方法としてとしてとしてとして、、、、植栽植栽植栽植栽のののの

整備整備整備整備等等等等々々々々新新新新たなたなたなたな演演演演出出出出をををを提提提提案案案案するするするする考考考考ええええはないはないはないはない

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    

    

    

    

    

((((３３３３))))    ゼゼゼゼッケッケッケッケンンンン配布配布配布配布時時時時のののの県県県県立武立武立武立武道館道館道館道館周辺周辺周辺周辺地地地地域域域域のののの

交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの状況状況状況状況をををを当局当局当局当局はどのようにはどのようにはどのようにはどのように認識認識認識認識しししし

ているのかているのかているのかているのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((４４４４))))    例例例例ええええばばばば、、、、ゼゼゼゼッケッケッケッケンンンン配布配布配布配布時方法時方法時方法時方法をををを郵送郵送郵送郵送するとするとするとすると

かかかか、、、、県県県県外参外参外参外参加者加者加者加者へへへへのののの配布配布配布配布場場場場所所所所をををを分分分分けけけけるとかるとかるとかるとか、、、、

北北北北部部部部、、、、中中中中部部部部、、、、南南南南部部部部、、、、先先先先島島島島等等等等々々々々地地地地域域域域にににに分分分分けけけけてててて配配配配

布布布布するするするする方法方法方法方法をとるとかをとるとかをとるとかをとるとか、、、、このこのこのこの交通交通交通交通渋滞緩渋滞緩渋滞緩渋滞緩和和和和措措措措

置置置置についてどのようなについてどのようなについてどのようなについてどのような対策対策対策対策をとっているのをとっているのをとっているのをとっているの

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    

    琉球王朝琉球王朝琉球王朝琉球王朝時時時時代代代代からからからから戦戦戦戦前前前前ままままでででで旧旧旧旧小小小小禄禄禄禄村村村村でででで織織織織られられられられ

ていたていたていたていた「「「「小小小小禄禄禄禄クンクンクンクンジジジジーーーー」」」」のののの歴史歴史歴史歴史やややや技技技技法法法法などをなどをなどをなどを学学学学ぶぶぶぶ

講座講座講座講座がががが小小小小禄禄禄禄南南南南公公公公民民民民館館館館でででで開開開開催催催催されたとのされたとのされたとのされたとの新新新新聞聞聞聞報報報報道道道道

があったががあったががあったががあったが以以以以下下下下のののの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))))    市市市市民民民民のそののそののそののその講座講座講座講座へへへへのののの応応応応募募募募状況状況状況状況はどうはどうはどうはどうだだだだっっっっ

たのかたのかたのかたのか    

    

    

((((２２２２))))    そのそのそのその講座講座講座講座のののの概概概概要要要要とととと受受受受講講講講したしたしたした皆皆皆皆様様様様のののの評価評価評価評価はははは

どうどうどうどうだだだだったのかったのかったのかったのか    

    

    

((((３３３３))))    「「「「小小小小禄禄禄禄クンクンクンクンジジジジーーーー」」」」はははは、、、、戦戦戦戦後後後後消消消消滅滅滅滅したしたしたした我我我我がががが郷郷郷郷

土土土土のののの文文文文化化化化財財財財的的的的伝統伝統伝統伝統工工工工芸品芸品芸品芸品であるとであるとであるとであると本員本員本員本員はははは認認認認

識識識識しているがしているがしているがしているが、、、、今後今後今後今後、、、、本市本市本市本市のののの文文文文化化化化行政行政行政行政のののの一環一環一環一環

としてとしてとしてとして復復復復元元元元及及及及びびびび継継継継承承承承・・・・発発発発展展展展のののの施策施策施策施策をををを展展展展開開開開すすすすべべべべ

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    

    

        

    

４４４４    生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習にににに

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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

７７７７    喜舎喜舎喜舎喜舎場場場場    盛盛盛盛    三三三三    

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

１１１１    生生生生活保活保活保活保護行護行護行護行

政政政政についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    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    

((((１１１１))))    生生生生活保活保活保活保護費護費護費護費をををを受受受受給給給給しているしているしているしている方方方方々々々々がががが受受受受給給給給をををを

必必必必要要要要としなくなるのはどういうとしなくなるのはどういうとしなくなるのはどういうとしなくなるのはどういう場場場場合合合合があるがあるがあるがある

のかのかのかのか。。。。ままままたたたた、、、、生生生生活保活保活保活保護護護護がががが廃止廃止廃止廃止されたされたされたされた理理理理由由由由それそれそれそれ

ぞぞぞぞれのれのれのれの種類種類種類種類のののの割合割合割合割合をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    保保保保護受護受護受護受給給給給中中中中のののの人人人人々々々々にににに対対対対してしてしてして、、、、どのようなどのようなどのようなどのような就就就就

労労労労指指指指導導導導がががが取取取取られているのかられているのかられているのかられているのか    

    

    

((((３３３３))))    生生生生活保活保活保活保護護護護ののののボボボボーーーーダダダダーーーーラララライイイインンンンのののの人人人人々々々々にににに対対対対しししし

てててて、、、、保保保保護受護受護受護受給給給給者者者者にならないためににならないためににならないためににならないために、、、、どのようどのようどのようどのよう

なななな支援体制支援体制支援体制支援体制をとっているのかをとっているのかをとっているのかをとっているのか    

    

    

((((４４４４))))    扶扶扶扶助助助助費費費費のののの中中中中でででで最最最最もももも多多多多いいいい医療医療医療医療費費費費をををを減減減減らすたらすたらすたらすた

めのめのめのめの取取取取りりりり組組組組みはどのようなものかみはどのようなものかみはどのようなものかみはどのようなものか    

    

    

((((５５５５))))    生生生生活保活保活保活保護法護法護法護法第第第第 66663333条条条条、、、、第第第第 77778888条条条条のののの問題問題問題問題についについについについ

てててて。。。。それはどのようなそれはどのようなそれはどのようなそれはどのような内内内内容容容容かかかか    

    

((((１１１１))))    小小小小中学生中学生中学生中学生のののの携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話についてについてについてについて    

            県県県県外外外外ではではではでは生徒生徒生徒生徒がががが携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話をををを持持持持たないようなたないようなたないようなたないような

取取取取りりりり組組組組みをしているみをしているみをしているみをしている学学学学校校校校もあればもあればもあればもあれば、、、、現実現実現実現実にににに中中中中

学生学生学生学生のののの大大大大半半半半がががが既既既既にににに所所所所持持持持していることをしていることをしていることをしていることを前前前前提提提提

にににに、、、、そのそのそのその危危危危険険険険性等性等性等性等にににに関関関関するするするする授授授授業業業業をををを行行行行っているっているっているっている

学学学学校校校校もあるもあるもあるもある。。。。本市本市本市本市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、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のかでいるのかでいるのかでいるのか    

    

    

((((２２２２))))    いいいいじじじじめのめのめのめの問題問題問題問題についてについてについてについて    

        ①①①①    学学学学校校校校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問題問題問題問題はははは、、、、いつのいつのいつのいつの時時時時

代代代代でもでもでもでも存存存存在在在在するとするとするとすると思思思思うがうがうがうが、、、、今特今特今特今特にににに増加増加増加増加してしてしてして

きているのかきているのかきているのかきているのか、、、、ままままたたたた、、、、いいいいじじじじめのめのめのめの質質質質はははは変変変変化化化化しししし

てきているのかてきているのかてきているのかてきているのか    

    

        ②②②②    いいいいじじじじめにめにめにめ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取取取取りりりり組組組組みみみみ    

    

        ③③③③    学学学学校校校校におにおにおにおけけけけるるるる人人人人権権権権教育教育教育教育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    

    

    



    

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    

    繁繁繁繁多多多多川川川川２２２２丁丁丁丁目目目目のののの防災防災防災防災道路道路道路道路建建建建設設設設のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    末吉末吉末吉末吉公公公公園園園園にににに昨昨昨昨年年年年整備整備整備整備されたされたされたされた駐車場駐車場駐車場駐車場があるががあるががあるががあるが、、、、雨雨雨雨

がががが降降降降るとるとるとると、、、、そのそのそのその駐車場駐車場駐車場駐車場のののの水水水水がががが大大大大量量量量にににに下下下下のののの住宅住宅住宅住宅にににに流流流流

れてれてれてれて大大大大変変変変困困困困っているっているっているっている。。。。１１１１日日日日もももも早早早早くくくく対策対策対策対策をををを取取取取ってってってってほほほほ

しいしいしいしい    

    

        

    

３３３３    道路道路道路道路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    公公公公園園園園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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

８８８８    大大大大    城城城城    春春春春    吉吉吉吉    

（（（（自自自自民民民民・・・・無無無無所所所所属属属属

連合連合連合連合））））    

    

１１１１    南風南風南風南風原原原原町町町町のののの

区区区区画整理画整理画整理画整理事業事業事業事業

にかかるにかかるにかかるにかかる道路道路道路道路

計画計画計画計画についてについてについてについて    

    当地当地当地当地域域域域はははは那覇市那覇市那覇市那覇市とととと隣接隣接隣接隣接するするするする地地地地帯帯帯帯でででで交通交通交通交通のののの利利利利便便便便

性性性性がががが高高高高くくくく、、、、昨昨昨昨今急今急今急今急速速速速にににに住宅住宅住宅住宅市街地化市街地化市街地化市街地化がががが進進進進みみみみ、、、、今後今後今後今後

本事業本事業本事業本事業によってさらにによってさらにによってさらにによってさらに市街化市街化市街化市街化がががが形形形形成成成成されるのはされるのはされるのはされるのは

確実確実確実確実であるであるであるである。。。。本事業本事業本事業本事業はははは、、、、平成平成平成平成25252525年年年年完完完完成成成成をををを目指目指目指目指してしてしてして

現現現現在着在着在着在着実実実実にににに進進進進行行行行しているしているしているしている    

    このこのこのこの事業事業事業事業計画計画計画計画からするとからするとからするとからすると、、、、那覇市境那覇市境那覇市境那覇市境界付近界付近界付近界付近にににに取取取取

りりりり付付付付けけけけられるられるられるられる街街街街区区区区道路道路道路道路をををを見見見見るるるる限限限限りりりり、、、、次次次次のことがのことがのことがのことが考考考考

ええええられるられるられるられる。。。。①①①①那覇市道那覇市道那覇市道那覇市道((((仲仲仲仲井井井井真真真真８８８８号号号号))))にににに斜斜斜斜めめめめ接接接接続続続続のののの

道路道路道路道路計画計画計画計画になっているになっているになっているになっている。。。。津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山方方方方面面面面からのからのからのからの車車車車はははは斜斜斜斜

めにめにめにめに相相相相手手手手コースコースコースコースにににに入入入入らないとらないとらないとらないと通過通過通過通過できないのでできないのでできないのでできないので、、、、

交通事故交通事故交通事故交通事故がががが増増増増ええええ安全安全安全安全面面面面にににに問題問題問題問題があるがあるがあるがある。。。。②②②②那覇那覇那覇那覇東東東東ババババ

イパイパイパイパススススとととと国国国国道道道道505050507777号号号号((((津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山ババババイパイパイパイパスススス))))がががが渋滞渋滞渋滞渋滞するするするする

とととと南風南風南風南風原原原原町町町町やややや南南南南部部部部方方方方面面面面からのからのからのからの車車車車がががが流流流流入入入入するのでするのでするのでするので、、、、

特特特特にににに仲盛仲盛仲盛仲盛自治自治自治自治会内会内会内会内はははは騒音騒音騒音騒音・・・・排気排気排気排気ガガガガスススス････交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞・・・・

交通事故等交通事故等交通事故等交通事故等でででで平平平平静静静静なななな住宅住宅住宅住宅地地地地がががが脅脅脅脅かされるかされるかされるかされる。。。。これらこれらこれらこれら

のののの観点観点観点観点からからからから次次次次のののの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))))    本市本市本市本市にににに対対対対してしてしてして南風南風南風南風原原原原町町町町側側側側からからからから事事事事前前前前にににに同同同同事事事事

業業業業計画計画計画計画についてのについてのについてのについての説説説説明明明明なりなりなりなり調整調整調整調整なりがあっなりがあっなりがあっなりがあっ

たのかたのかたのかたのか    

    

    

((((２２２２))))    仲仲仲仲井井井井真真真真８８８８号号号号((((仲盛仲盛仲盛仲盛自治自治自治自治会内会内会内会内))))のののの道路道路道路道路にににに取取取取りりりり

付付付付けけけけられているられているられているられている街街街街区区区区道路道路道路道路のののの放放放放線線線線をををを、、、、同同同同計画計画計画計画道道道道

路路路路のののの東側東側東側東側道路道路道路道路よりよりよりより直線直線直線直線にににに繋繋繋繋ぐぐぐぐようようようよう、、、、変更変更変更変更がでがでがでがで

きないかをきないかをきないかをきないかを南風南風南風南風原原原原町町町町とととと調整調整調整調整してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい

とととと思思思思うがどうかうがどうかうがどうかうがどうか    

    

    

((((３３３３))))    国国国国道道道道505050507777号号号号ババババイパイパイパイパススススがががが供供供供用開用開用開用開始始始始すればすればすればすれば、、、、朝朝朝朝

夕夕夕夕のののの渋滞渋滞渋滞渋滞時時時時にはにはにはには仲盛仲盛仲盛仲盛自治自治自治自治会内会内会内会内にににに取取取取りりりり付付付付けけけけらららら

れるれるれるれる街街街街区区区区道路道路道路道路へへへへ一一一一般般般般車両車両車両車両がががが流流流流入入入入するするするする可能可能可能可能性性性性

がががが非非非非常常常常にににに高高高高いのでいのでいのでいので、、、、ラッシュラッシュラッシュラッシュアアアアワワワワーーーー時時時時((((7777::::00000000

～～～～9999：：：：00)00)00)00)はははは南風南風南風南風原原原原町町町町方方方方面面面面からのからのからのからの車車車車のののの乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ

をををを禁禁禁禁止止止止してしてしてして一一一一方方方方通通通通行行行行にするようにするようにするようにするよう、、、、関係関係関係関係機機機機関関関関とととと

調整調整調整調整するするするする考考考考ええええはないかはないかはないかはないか    

    

    

((((４４４４))))    児童児童児童児童、、、、生徒生徒生徒生徒のののの通通通通学学学学路路路路にもなっているのでにもなっているのでにもなっているのでにもなっているので、、、、

スクールスクールスクールスクールゾゾゾゾーンーンーンーンのののの指定指定指定指定ができないかができないかができないかができないか    

    

    

    



    

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    

    県県県県南南南南部部部部土木土木土木土木事事事事務務務務所所所所のののの計画計画計画計画によるとによるとによるとによると、、、、南風南風南風南風原原原原町町町町のののの

津津津津嘉嘉嘉嘉山区山区山区山区画整理画整理画整理画整理区区区区域域域域からからからから那覇那覇那覇那覇東東東東ババババイパイパイパイパススススへへへへ繋繋繋繋ぐぐぐぐ

津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山ババババイパイパイパイパスススス計画計画計画計画がががが平成平成平成平成21212121年年年年のののの供供供供用開用開用開用開始始始始にににに向向向向

けけけけてててて進進進進められているめられているめられているめられている    

県県県県のののの計画計画計画計画ではではではでは①①①①津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山ババババイパイパイパイパススススをををを那覇那覇那覇那覇東東東東ババババイイイイ

パパパパススススにににに繋繋繋繋ぐぐぐぐ②②②②現現現現在在在在開開開開いているいているいているいている中中中中央央央央分分分分離離離離帯帯帯帯はははは閉閉閉閉めめめめ

るるるる③③③③一日一日一日一日橋橋橋橋方方方方面面面面へへへへ行行行行くにはくにはくにはくには津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山回回回回りでりでりでりで行行行行くくくく④④④④

那覇那覇那覇那覇東東東東ババババイパイパイパイパススススのののの外側外側外側外側道道道道をををを二車二車二車二車線線線線からからからから一一一一車車車車線線線線にににに

するするするする。。。。以以以以上上上上のことをのことをのことをのことを構想構想構想構想しているしているしているしている。。。。津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山ババババイパイパイパイパ

ススススのののの新設新設新設新設によってによってによってによって字字字字仲仲仲仲井井井井真真真真地地地地域域域域、、、、特特特特にににに仲盛仲盛仲盛仲盛・・・・平和平和平和平和        

苑苑苑苑、、、、ハハハハイツイツイツイツ自治自治自治自治会会会会のののの住住住住民民民民にとってはにとってはにとってはにとっては騒音騒音騒音騒音、、、、排気排気排気排気ガガガガ

スススス、、、、交通事故等交通事故等交通事故等交通事故等のののの危危危危険険険険性性性性がががが高高高高くくくく、、、、ままままたたたた地地地地域域域域にとっにとっにとっにとっ

てはてはてはては大大大大変変変変不不不不便便便便になるになるになるになる。。。。そこでそこでそこでそこで、、、、次次次次のののの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))))    本市本市本市本市はははは、、、、すでにすでにすでにすでに都都都都市市市市計画計画計画計画決決決決定定定定されたされたされたされた中中中中でででで、、、、

津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山ババババイパイパイパイパスススス新設新設新設新設計画計画計画計画についてについてについてについて、、、、県県県県とととと事事事事前前前前

調整調整調整調整をしたのかをしたのかをしたのかをしたのか    

    

    

    

    

    

    

((((２２２２))))    津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山ババババイパイパイパイパスススス計画計画計画計画構想構想構想構想でででで指指指指摘摘摘摘しているしているしているしている

上記上記上記上記①①①①～～～～④④④④のののの件件件件についてはについてはについてはについては、、、、地地地地域域域域住住住住民民民民にとっにとっにとっにとっ

てはてはてはては益益益益々々々々不不不不利利利利になるのでになるのでになるのでになるので、、、、現状現状現状現状ののののままままままままにするにするにするにする

ようにようにようにように県県県県にににに働働働働きかきかきかきかけけけけているがているがているがているが、、、、当局当局当局当局もももも市市市市民民民民がががが

支障支障支障支障をきたさないようにをきたさないようにをきたさないようにをきたさないように、、、、県県県県とととと調整調整調整調整するするするする考考考考ええええ

はないかはないかはないかはないか    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

 

    

２２２２    国国国国道道道道 505050507777 号号号号

津津津津嘉嘉嘉嘉山山山山ババババイパイパイパイパ

ススススのののの新設新設新設新設計画計画計画計画

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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

９９９９    大大大大    城城城城    朝朝朝朝    助助助助    

（（（（日本日本日本日本共産党共産党共産党共産党））））    

    

１１１１    都都都都市市市市計画行計画行計画行計画行

政政政政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独自独自独自独自のののの談談談談合合合合防防防防止止止止策策策策についてについてについてについて    

            県県県県内内内内でもでもでもでも建建建建設業設業設業設業界界界界のののの談談談談合問題合問題合問題合問題がががが発発発発覚覚覚覚しししし、、、、大大大大

きなきなきなきな社会問題社会問題社会問題社会問題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、、、、今度今度今度今度はははは福福福福島島島島

県県県県、、、、和和和和歌山歌山歌山歌山県県県県、、、、宮宮宮宮崎崎崎崎県県県県のののの知知知知事事事事がががが県県県県発発発発注注注注工工工工事事事事をををを

めめめめぐぐぐぐりりりり逮捕逮捕逮捕逮捕されたされたされたされた。。。。知知知知事事事事以外以外以外以外でもでもでもでも、、、、全全全全国国国国でででで市市市市

長長長長、、、、町長等町長等町長等町長等がががが逮捕逮捕逮捕逮捕されるなどされるなどされるなどされるなど、、、、公共公共公共公共事業発事業発事業発事業発注注注注

にににに伴伴伴伴うううう事事事事件件件件がががが後後後後をををを絶絶絶絶たないたないたないたない    

談談談談合合合合はははは犯罪犯罪犯罪犯罪でありでありでありであり、、、、国国国国民民民民のののの税税税税金金金金をををを食食食食いいいい物物物物にににに

するものでするものでするものでするもので、、、、絶絶絶絶対対対対にあってはならないにあってはならないにあってはならないにあってはならない犯罪犯罪犯罪犯罪でででで

あるあるあるある。。。。そのそのそのその根絶根絶根絶根絶がががが強強強強くくくく求求求求められているめられているめられているめられている。。。。以以以以下下下下

質問質問質問質問するするするする    

    

        ①①①①    那覇市発那覇市発那覇市発那覇市発注注注注工工工工事事事事にににに関関関関しししし、、、、発発発発注注注注前前前前のののの談談談談合合合合にににに

関関関関するするするする通通通通報報報報はははは過過過過去去去去５５５５年間年間年間年間でででで何何何何件件件件あったかあったかあったかあったか    

    

    

    

        ②②②②    県県県県内内内内建建建建設業設業設業設業界界界界のののの談談談談合事合事合事合事件件件件発発発発覚前覚前覚前覚前とととと発発発発覚覚覚覚

後後後後のののの那覇市発那覇市発那覇市発那覇市発注注注注工工工工事事事事のののの予定予定予定予定価価価価格格格格にににに対対対対するするするする

落落落落札札札札率率率率についてについてについてについて、、、、ラララランクンクンクンク別別別別にににに答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めめめめ

るるるる。。。。ままままたたたた、、、、そのそのそのその結結結結果果果果、、、、市市市市のののの財財財財政政政政、、、、税税税税金金金金はははは幾幾幾幾

らららら節節節節約約約約できたかできたかできたかできたか    

    

    

    

        ③③③③    那覇市那覇市那覇市那覇市独自独自独自独自のののの談談談談合合合合防防防防止止止止策策策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

なっているかなっているかなっているかなっているか。。。。公共工公共工公共工公共工事事事事ををををチチチチェェェェッッッッククククするするするする

「「「「第第第第三三三三者者者者機機機機関関関関」」」」をををを設置設置設置設置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がるがるがるが答答答答

弁弁弁弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

        ④④④④    石石石石嶺嶺嶺嶺市営市営市営市営住宅住宅住宅住宅第第第第１１１１期建替工期建替工期建替工期建替工事事事事((((第第第第１１１１工工工工

区区区区))))はははは仮契仮契仮契仮契約約約約をををを締締締締結結結結したしたしたしたあとにあとにあとにあとに契契契契約約約約をををを辞退辞退辞退辞退

しているがしているがしているがしているが、、、、再入再入再入再入札札札札ではではではでは第第第第１１１１回目落回目落回目落回目落札札札札価価価価格格格格

をををを上上上上回回回回ってはならないとってはならないとってはならないとってはならないと考考考考ええええるがるがるがるが、、、、どうどうどうどう対対対対

応応応応するのかするのかするのかするのか答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    



    

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    

            ((((２２２２))))    中中中中小小小小零細零細零細零細業者業者業者業者のののの保保保保護護護護・・・・育成策育成策育成策育成策についてについてについてについて    

        ①①①①    平平平平均均均均落落落落札札札札率率率率がががが下下下下がったがったがったがった分分分分、、、、下下下下請請請請けけけけ業者業者業者業者にににに

そのそのそのそのシシシシワワワワ寄寄寄寄せがあってはならないがせがあってはならないがせがあってはならないがせがあってはならないが、、、、市市市市はははは

どのようなどのようなどのようなどのような施策施策施策施策とととと対策対策対策対策をををを行行行行っているかっているかっているかっているか    

    

    

        ②②②②    市内業者市内業者市内業者市内業者のののの保保保保護護護護策策策策はははは守守守守りつつりつつりつつりつつ、、、、すすすすべべべべてのてのてのての

公共工公共工公共工公共工事事事事についてについてについてについて、、、、ラララランクンクンクンクごごごごとにとにとにとに競争競争競争競争入入入入札札札札

としとしとしとし、、、、最低入最低入最低入最低入札札札札予定予定予定予定価価価価格格格格のののの公公公公表表表表をををを実施実施実施実施すすすすべべべべ

きときときときと考考考考ええええるがるがるがるが答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

        ③③③③    2000200020002000年施年施年施年施行行行行のののの「「「「公共工公共工公共工公共工事事事事のののの入入入入札札札札・・・・契契契契約約約約適適適適

正正正正化化化化法法法法」」」」がががが制制制制定定定定されたされたされたされた背景背景背景背景ははははなにかなにかなにかなにか。。。。ままままたたたた、、、、

同同同同法法法法にににに義義義義務務務務付付付付けけけけられているられているられているられている「「「「施施施施行体制行体制行体制行体制台台台台

帳帳帳帳」」」」にににに二二二二次次次次以以以以下下下下のののの下下下下請請請請代代代代金金金金もももも添添添添付付付付させるさせるさせるさせるべべべべ

きときときときと考考考考ええええるがどうなっているかるがどうなっているかるがどうなっているかるがどうなっているか    

    

    

    

    

((((３３３３))))    泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭開発開発開発開発株株株株式式式式会社会社会社会社のののの再建再建再建再建問題問題問題問題についてについてについてについて    

        ①①①①    「「「「ととととままままりりりりんんんん」」」」のののの設設設設立立立立趣趣趣趣旨旨旨旨とととと事業開事業開事業開事業開始始始始後後後後のののの

管理管理管理管理運営運営運営運営上上上上のののの問題点問題点問題点問題点。。。。再建再建再建再建問題問題問題問題のののの経緯経緯経緯経緯につにつにつにつ

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    

    

    

        ②②②②    「「「「ととととままままりりりりんんんん」」」」にににに対対対対するするするする那覇市那覇市那覇市那覇市のののの出出出出資資資資金額金額金額金額

とととと比比比比率率率率及及及及びびびび補補補補助助助助金金金金とととと貸貸貸貸付付付付金金金金((((あればあればあればあれば))))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    

    

    

        ③③③③    「「「「ととととままままりりりりんんんん」」」」のののの現現現現在在在在のののの経営実経営実経営実経営実態態態態とととと売却売却売却売却後後後後

のののの収収収収支支支支予予予予測測測測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    

    

    

        ④④④④    「「「「ととととままままりりりりんんんん」」」」ののののフロフロフロフロアーアーアーアーのののの一部一部一部一部売却売却売却売却にあにあにあにあ

たってたってたってたって関係関係関係関係機機機機関関関関とのとのとのとの調整調整調整調整はははは解解解解決決決決したかしたかしたかしたか    

    



    

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    

        ⑤⑤⑤⑤    フロフロフロフロアーアーアーアーのののの一部一部一部一部売却売却売却売却はははは公共公共公共公共性性性性をもつをもつをもつをもつ第第第第

三三三三セセセセクタークタークタークターのののの性性性性格上格上格上格上、、、、公公公公正正正正・・・・公公公公平平平平・・・・透透透透明明明明性性性性

からしてからしてからしてからして、、、、当当当当然然然然、、、、公公公公募募募募によるによるによるによる競争競争競争競争入入入入札札札札とすとすとすとす

べべべべきときときときと考考考考ええええるるるる。。。。答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

        ⑥⑥⑥⑥    「「「「かりかりかりかりゆゆゆゆしししし」」」」ははははフロフロフロフロアーアーアーアーのののの買収買収買収買収後後後後、、、、転売転売転売転売

はははは可能可能可能可能かかかか。。。。一定一定一定一定期期期期間間間間のののの転売転売転売転売禁禁禁禁止止止止のののの歯歯歯歯止止止止めはめはめはめは

あるのかあるのかあるのかあるのか。。。。答答答答ええええててててほほほほしいしいしいしい    

    

    

    

    

    「「「「職務職務職務職務にににに関関関関するするするする働働働働きかきかきかきかけけけけについてのについてのについてのについての条例条例条例条例・・・・要要要要綱綱綱綱

についてについてについてについて」」」」取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの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答弁答弁答弁答弁をををを求求求求

めるめるめるめる    

    

    

    

    

    

    新新新新都都都都心地心地心地心地区区区区築築築築のののの慢慢慢慢性性性性的的的的交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞はははは抜抜抜抜本本本本的的的的対策対策対策対策

がががが必必必必要要要要とととと考考考考ええええるるるる。。。。答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

    

    

    

    大道大道大道大道森森森森公公公公園園園園及及及及びびびび城岳城岳城岳城岳公公公公園園園園のののの年次年次年次年次計画計画計画計画とととと進進進進捗捗捗捗状状状状

況況況況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    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    総総総総務行政務行政務行政務行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

３３３３    交通交通交通交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    

    

    

    

    

    

    

４４４４    公公公公園園園園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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（４４４４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 18181818 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    

10101010    渡渡渡渡久久久久地地地地        修修修修    

((((日本日本日本日本共産党共産党共産党共産党))))    

１１１１    学学学学校校校校へへへへのののの脅脅脅脅

迫迫迫迫についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    多多多多重重重重債債債債務務務務者者者者

のののの支援支援支援支援についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    学学学学校校校校給給給給食食食食へへへへ

のののの琉球琉球琉球琉球漆器食漆器食漆器食漆器食

器器器器のののの使使使使用拡大用拡大用拡大用拡大

についてについてについてについて    

    市内市内市内市内のののの小小小小学学学学校校校校へへへへヤヤヤヤミミミミ金金金金業者業者業者業者とととと思思思思わわわわれるものかれるものかれるものかれるものか

らららら脅脅脅脅迫迫迫迫状状状状がががが送送送送られたがられたがられたがられたが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、教育教育教育教育にににに対対対対するするするする許許許許

しがたいしがたいしがたいしがたい攻撃攻撃攻撃攻撃であるであるであるである    

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会はははは、、、、脅脅脅脅迫迫迫迫行行行行為為為為にににに屈服屈服屈服屈服することなくすることなくすることなくすることなく毅毅毅毅

然然然然としてとしてとしてとして対対対対処処処処すすすすべべべべきでありきでありきでありきであり、、、、今今今今からでもからでもからでもからでも告告告告訴訴訴訴、、、、告告告告

発発発発すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。ままままたたたた、、、、多多多多重重重重債債債債務務務務でででで苦苦苦苦ししししんんんんでいるでいるでいるでいる

父母父母父母父母にはにはにはには、、、、解解解解決決決決へへへへのののの支援支援支援支援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。。。。見解見解見解見解

をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    利利利利息息息息制制制制限限限限法法法法をををを上上上上回回回回るるるる利利利利息息息息はははは違違違違法法法法とのとのとのとの最高最高最高最高裁判裁判裁判裁判

決決決決がががが出出出出されされされされ、、、、貸貸貸貸金金金金業業業業規制法規制法規制法規制法もももも改改改改正正正正されたがされたがされたがされたが、、、、那覇那覇那覇那覇

市市市市民民民民のののの多多多多重重重重債債債債務務務務者者者者のののの実実実実態態態態、、、、過過過過払払払払いいいい金金金金返還返還返還返還のののの実実実実態態態態にににに

等等等等についてについてについてについて問問問問うううう    

ままままたたたた、、、、多多多多重重重重債債債債務務務務者者者者のののの多多多多くはくはくはくは、、、、国国国国保保保保税税税税やややや住住住住民税民税民税民税なななな

どもどもどもども滞納滞納滞納滞納しているとしているとしているとしていると思思思思わわわわれるがれるがれるがれるが実実実実態態態態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。そそそそ

のののの方方方方々々々々のののの多多多多重重重重債債債債務務務務解解解解決決決決へへへへのののの相相相相談談談談・・・・支援及支援及支援及支援及びびびび体制体制体制体制、、、、

解解解解決決決決状況状況状況状況などについてなどについてなどについてなどについて、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市及及及及びびびび他他他他市市市市のののの状況状況状況状況とととと

今後今後今後今後のののの対対対対応応応応をををを問問問問うううう    

    

    

    

    

    ９９９９月定月定月定月定例例例例会会会会でででで、、、、学学学学校校校校給給給給食食食食用用用用琉球琉球琉球琉球漆器漆器漆器漆器のののの使使使使用校用校用校用校のののの

拡大拡大拡大拡大についてについてについてについて、、、、市長市長市長市長はははは「「「「2001200120012001 年年年年にそのようなにそのようなにそのようなにそのような質問質問質問質問

がありがありがありがあり、、、、おおおお約約約約束束束束をしをしをしをし、、、、そのそのそのその後後後後２２２２校校校校においてにおいてにおいてにおいて導入導入導入導入ささささ

れれれれまままましたしたしたした」「」「」「」「ぜぜぜぜひひひひ導入導入導入導入もももも今後今後今後今後ともやっていきたいともやっていきたいともやっていきたいともやっていきたい」」」」

とととと答弁答弁答弁答弁したしたしたした。。。。ままままさにさにさにさに「「「「一一一一つのつのつのつの光光光光明明明明をををを見見見見いいいいだだだだすすすす思思思思いいいい」」」」

（（（（地元新地元新地元新地元新聞聞聞聞））））とととと評価評価評価評価されたがされたがされたがされたが、、、、具体的具体的具体的具体的にににに、、、、次年度次年度次年度次年度

はどれはどれはどれはどれだけだけだけだけのののの学学学学校校校校にににに拡大拡大拡大拡大するのかするのかするのかするのか    

    経経経経済済済済観光部観光部観光部観光部とととと教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会がががが押押押押しししし付付付付けけけけ合合合合いをしいをしいをしいをし

ているともているともているともているとも聞聞聞聞くがどうかくがどうかくがどうかくがどうか。。。。どこがどこがどこがどこが中中中中心心心心になるのかになるのかになるのかになるのか    

    全全全全国的国的国的国的にはにはにはには、、、、学学学学校校校校給給給給食食食食用用用用食器食器食器食器へへへへのののの漆器食器漆器食器漆器食器漆器食器のののの問問問問

題題題題もももも、、、、学学学学校校校校給給給給食食食食へへへへのののの地地地地産産産産地地地地消消消消問題問題問題問題もももも、、、、経経経経済済済済部部部部がががが中中中中

心心心心になってになってになってになって取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろではではではでは成成成成功功功功してしてしてして

いるがいるがいるがいるが、、、、市市市市長長長長のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう        
    

    



    

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    

    去去去去年年年年のののの12121212月定月定月定月定例例例例会会会会でのでのでのでの同同同同制制制制度度度度のののの提提提提起起起起にににに、、、、市長市長市長市長はははは

「「「「大大大大胆胆胆胆にににに取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる必必必必要要要要があるがあるがあるがある」」」」とととと答弁答弁答弁答弁。。。。そのそのそのその後後後後

２２２２月定月定月定月定例例例例会会会会ではではではでは「「「「政政政政策推進会策推進会策推進会策推進会議議議議」」」」でででで検討検討検討検討しているしているしているしている

とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁だだだだったがったがったがったが、、、、検討検討検討検討状況状況状況状況とととと実施実施実施実施時期時期時期時期、、、、実施実施実施実施方方方方

法法法法等等等等についてについてについてについて問問問問うううう    

    同同同同会会会会議議議議ではではではでは、、、、市市市市のののの公共公共公共公共施設施設施設施設についてはについてはについてはについては、、、、半半半半額額額額をををを

検討検討検討検討しているとしているとしているとしていると聞聞聞聞いているがいているがいているがいているが、、、、せめてせめてせめてせめて世世世世界遺界遺界遺界遺産産産産でででで

あるあるあるある「「「「識識識識名園名園名園名園」「」「」「」「玉玉玉玉陵陵陵陵」」」」はははは77770000歳歳歳歳以以以以上上上上のののの市市市市民民民民はははは無無無無料料料料

にすにすにすにすべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。ままままたたたた、、、、市市市市のののの方方方方針針針針がががが確定確定確定確定したしたしたした

段階段階段階段階でででで、、、、モノレールモノレールモノレールモノレールとととと首首首首里里里里城城城城のののの無無無無料料料料化化化化・・・・割割割割引引引引きにきにきにきに

ついてのついてのついてのついての申申申申しししし入入入入れをするなどれをするなどれをするなどれをするなど協協協協同同同同してしてしてして実現実現実現実現できできできでき

るようにするようにするようにするようにすべべべべきであるきであるきであるきである    

        ４４４４    高齢高齢高齢高齢者者者者ののののモモモモ

ノレールノレールノレールノレールやややや市市市市

のののの公共公共公共公共施設施設施設施設のののの

無無無無料料料料化化化化・・・・割割割割引引引引

きききき制制制制度度度度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】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    

 


