
平成平成平成平成 19191919 年年年年（（（（2007200720072007 年年年年））））２２２２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 （（（（２２２２日 目日 目日 目日 目 ））））    

平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日 ((((木木木木 ))))    

※※※※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    山山山山    川川川川    典典典典    二二二二    

((((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    教育行政教育行政教育行政教育行政にににに

ついてついてついてついて    

    2010201020102010 年年年年８８８８月全国高校総体月全国高校総体月全国高校総体月全国高校総体((((インターハイインターハイインターハイインターハイ))))沖縄大沖縄大沖縄大沖縄大

会会会会がががが初初初初めてめてめてめて開催開催開催開催されるされるされるされる。。。。全国一巡全国一巡全国一巡全国一巡のののの最後最後最後最後のののの大会大会大会大会でででで

27272727 市町村市町村市町村市町村をををを会場会場会場会場にににに 29292929 競技競技競技競技 33333333 種目種目種目種目がががが実施実施実施実施されるされるされるされる。。。。

2005200520052005 年年年年のののの千葉千葉千葉千葉総体総体総体総体にはにはにはには選手選手選手選手、、、、監督監督監督監督、、、、コーチコーチコーチコーチ、、、、大会大会大会大会

関係者関係者関係者関係者などなどなどなど約約約約６６６６万万万万2,0002,0002,0002,000人人人人((((うちうちうちうち県外関係者約県外関係者約県外関係者約県外関係者約３３３３万万万万

4,0004,0004,0004,000 人人人人))))がががが参加参加参加参加しししし、、、、観客観客観客観客延延延延べべべべ人数人数人数人数はははは約約約約 65656565 万人万人万人万人にににに上上上上

がっておりがっておりがっておりがっており、、、、沖縄総体沖縄総体沖縄総体沖縄総体でもでもでもでも同規模同規模同規模同規模かそれかそれかそれかそれ以上以上以上以上のののの参参参参

加者加者加者加者がががが見込見込見込見込まれているまれているまれているまれている    

    県県県県のののの教育関係者教育関係者教育関係者教育関係者やややや高体連高体連高体連高体連などなどなどなどスポーツスポーツスポーツスポーツ関係者関係者関係者関係者はははは

「「「「海邦国体海邦国体海邦国体海邦国体(1987(1987(1987(1987 年年年年))))以来以来以来以来のののの全国規模全国規模全国規模全国規模のののの大会大会大会大会でででで、、、、選選選選

手手手手だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、県民県民県民県民にににに特特特特にににに青少年青少年青少年青少年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

えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる」」」」とととと期待期待期待期待しているしているしているしている。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市ではではではでは、、、、バレバレバレバレ

ーボールーボールーボールーボール((((女子女子女子女子))))、、、、柔道柔道柔道柔道、、、、弓道弓道弓道弓道、、、、テニステニステニステニス、、、、なぎなたなぎなたなぎなたなぎなた、、、、

水泳水泳水泳水泳((((競泳競泳競泳競泳、、、、飛飛飛飛びびびび込込込込みみみみ))))のののの６６６６競技競技競技競技７７７７種目種目種目種目のののの開催開催開催開催がががが予予予予

定定定定されておりされておりされておりされており、、、、平成平成平成平成 19191919 年度施政方針年度施政方針年度施政方針年度施政方針のののの中中中中でもでもでもでも明確明確明確明確

にににに織織織織りりりり込込込込まれているまれているまれているまれている    

    

((((１１１１))))    全国高校総体全国高校総体全国高校総体全国高校総体ににに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    

    

    

((((２２２２))))    ３３３３年後年後年後年後のののの全国高校総体開催全国高校総体開催全国高校総体開催全国高校総体開催にあたりにあたりにあたりにあたり、、、、市内市内市内市内

小中学校小中学校小中学校小中学校やややや各競技団体各競技団体各競技団体各競技団体とのとのとのとの連携連携連携連携がががが必要必要必要必要だとだとだとだと思思思思

うがうがうがうが、、、、具体的具体的具体的具体的にどうにどうにどうにどう取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、実践実践実践実践していくしていくしていくしていく

のかのかのかのか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    翁長市政翁長市政翁長市政翁長市政ののののテーマテーマテーマテーマであるであるであるである「「「「市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働」」」」

でででで、、、、全国高校総体全国高校総体全国高校総体全国高校総体をどのようにをどのようにをどのようにをどのように位置位置位置位置づけていづけていづけていづけてい

くのかくのかくのかくの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    

((((１１１１))))    経済産業省経済産業省経済産業省経済産業省はははは、、、、平成平成平成平成 18181818 年度地域省年度地域省年度地域省年度地域省エネエネエネエネ型型型型リリリリ

ユユユユースースースース促進促進促進促進事業事業事業事業((((平成平成平成平成 18181818 年年年年 10101010 月月月月～～～～平成平成平成平成 19191919 年年年年

３３３３月月月月))))「「「「泡盛泡盛泡盛泡盛びんのびんのびんのびんの地域地域地域地域リユースモデルリユースモデルリユースモデルリユースモデル実証事実証事実証事実証事

業業業業」」」」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はこのはこのはこのはこの事業事業事業事業をををを実施中実施中実施中実施中だがだがだがだが、、、、本事業本事業本事業本事業

のののの内容内容内容内容とととと目的目的目的目的はははは何何何何かかかか    

    

        ②②②②    現時点現時点現時点現時点までのまでのまでのまでの実証実実証実実証実実証実験験験験のののの経経経経過説過説過説過説明明明明をををを求求求求めめめめ

るるるる    

    

        ③③③③    本事業本事業本事業本事業をををを受受受受けてけてけてけて新新新新年度以年度以年度以年度以降降降降、、、、本市本市本市本市はどうはどうはどうはどう

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    

    

    

((((２２２２))))    「「「「地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化」」」」やややや「「「「温暖化現象温暖化現象温暖化現象温暖化現象」」」」等等等等のののの「「「「温温温温

暖暖暖暖」」」」はははは本来本来本来本来「「「「心温心温心温心温まるまるまるまる話話話話」」」」とかとかとかとか「「「「ぽぽぽぽかかかかぽぽぽぽかかかか暖暖暖暖

かいかいかいかい陽気陽気陽気陽気」」」」とかとかとかとか良良良良いいいい言葉言葉言葉言葉としてとしてとしてとして使用使用使用使用されるもされるもされるもされるも

のであるのであるのであるのである    

ブラジブラジブラジブラジルルルルでででで開催開催開催開催されたされたされたされた世界世界世界世界初初初初のののの環境環境環境環境国国国国際際際際会会会会

議議議議のののの際際際際、「、「、「、「globalglobalglobalglobal    warmingwarmingwarmingwarming」」」」をををを「「「「地地地地球温暖化球温暖化球温暖化球温暖化」」」」

とととと翻訳翻訳翻訳翻訳しししし、、、、日日日日本本本本ののののマスコマスコマスコマスコミミミミにそのままにそのままにそのままにそのまま取取取取りりりり上上上上

げらげらげらげられれれれ独独独独りりりり歩歩歩歩ききききしてしてしてして今日今日今日今日までまでまでまで表現表現表現表現されてされてされてされてきききき

たたたた。。。。正正正正しいしいしいしい翻訳翻訳翻訳翻訳はははは「「「「高高高高温化温化温化温化」」」」であったであったであったであった。。。。したしたしたした

がってがってがってがって「「「「地地地地球球球球高高高高温化温化温化温化」、「」、「」、「」、「高高高高温化現象温化現象温化現象温化現象」」」」としてとしてとしてとして

表現表現表現表現されるべされるべされるべされるべききききであるであるであるである    

そこでそこでそこでそこで、、、、本市本市本市本市がががが全国全国全国全国にににに先駆先駆先駆先駆けけけけてててて「「「「温暖温暖温暖温暖」」」」をををを

「「「「高高高高温温温温」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、使用使用使用使用しししし発発発発信信信信するするするすることことことことがががが重重重重要要要要

だとだとだとだと思思思思うがうがうがうが、、、、当当当当局局局局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

        ２２２２    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    

【【【【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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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    仲仲仲仲    村村村村    家家家家    治治治治    

((((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    施政方針施政方針施政方針施政方針にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    行行行行財財財財政政政政基盤基盤基盤基盤、、、、執執執執行体行体行体行体制制制制のののの強化強化強化強化についてについてについてについて    

            新新新新たたたたにににに６６６６部局課室部局課室部局課室部局課室がががが昇格昇格昇格昇格、、、、新設新設新設新設するとのするとのするとのするとの方方方方

針針針針がががが示示示示されたされたされたされた。。。。そのそのそのその必要必要必要必要性性性性とととと意義意義意義意義についてについてについてについて問問問問

うううう    

        ①①①①    こどもみこどもみこどもみこどもみららららいいいい局局局局かかかからららら部部部部へへへへのののの昇格昇格昇格昇格    

    

    

        ②②②②    健康保険局健康保険局健康保険局健康保険局のののの新設新設新設新設    

    

    

        ③③③③    同同同同局局局局にににに医療制医療制医療制医療制度度度度改革推改革推改革推改革推進進進進課課課課のののの新設新設新設新設    

    

    

        ④④④④    市民協働市民協働市民協働市民協働推推推推進進進進課課課課のののの新設新設新設新設    

    

    

        ⑤⑤⑤⑤    総合青少年総合青少年総合青少年総合青少年課課課課のののの新設新設新設新設    

    

    

        ⑥⑥⑥⑥    新庁舎建設準備新庁舎建設準備新庁舎建設準備新庁舎建設準備室室室室のののの新設新設新設新設    

    

    

    

    

((((２２２２))))    執執執執行体行体行体行体制制制制のののの強化強化強化強化見見見見直直直直しのしのしのしの観観観観点点点点かかかからららら提案提案提案提案するするするする    

            教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会はははは、、、、学校教育学校教育学校教育学校教育部部部部とととと生涯生涯生涯生涯学学学学習部習部習部習部でででで

構構構構成成成成されているされているされているされている。。。。昨今昨今昨今昨今のののの教育関連教育関連教育関連教育関連のののの諸課題諸課題諸課題諸課題やややや

重責重責重責重責をををを考考考考えたえたえたえた時時時時にににに、、、、教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会かかかからららら「「「「生涯生涯生涯生涯学学学学

習習習習部門部門部門部門」」」」をををを独立独立独立独立ささささせせせせてててて、、、、総合的総合的総合的総合的なななな執執執執行体行体行体行体制制制制をををを

行行行行うううう視点視点視点視点かかかからららら、、、、生涯生涯生涯生涯学学学学習部門習部門習部門習部門をををを市長市長市長市長部局部局部局部局へへへへ移移移移

してしてしてして、、、、教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会はははは、、、、教育教育教育教育委員委員委員委員やややや教育長教育長教育長教育長がががが学学学学

校教育校教育校教育校教育にににに専念専念専念専念するするするする体体体体制制制制をををを考考考考えるえるえるえる時時時時期期期期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    

    

 



 

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))))    保保保保育育育育料料料料のののの滞納問題滞納問題滞納問題滞納問題についてについてについてについて    

①①①①    保保保保育育育育料料料料のののの滞納状況滞納状況滞納状況滞納状況((((過去過去過去過去３３３３カカカカ年年年年ののののデータデータデータデータ))))

をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

②②②②    滞納滞納滞納滞納のののの理由等理由等理由等理由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    

    

    

③③③③    状況状況状況状況によってはによってはによってはによっては救救救救済済済済措措措措置置置置もももも準備準備準備準備されていされていされていされてい

るのかるのかるのかるのか問問問問うううう    

    

    

④④④④    悪質悪質悪質悪質なななな滞納滞納滞納滞納へへへへのののの対対対対応策応策応策応策はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、現状現状現状現状でででで

よいのかよいのかよいのかよいのか、、、、それともそれともそれともそれとも改善策改善策改善策改善策をををを考考考考えているのえているのえているのえているの

かかかか問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    待待待待機児童機児童機児童機児童のののの状況状況状況状況とととと対対対対策策策策についてについてについてについて    

    

    

    

    

((((１１１１))))    学校学校学校学校給食費給食費給食費給食費のののの未納未納未納未納のののの状況状況状況状況とととと対対対対策策策策についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    未納未納未納未納によるによるによるによる学校学校学校学校給食給食給食給食へへへへのののの直接直接直接直接的的的的なななな悪影響悪影響悪影響悪影響等等等等

をををを具体的具体的具体的具体的にににに説説説説明明明明してしてしてしていただいただいただいただききききたいたいたいたい    

    

    

    

    

        ２２２２    保保保保育行政育行政育行政育行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    学校学校学校学校給食給食給食給食にににに

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、、、、助助助助役役役役、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 

 

 

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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))))    本市本市本市本市のののの市市市市税税税税のののの総総総総額額額額((((収入収入収入収入済済済済額額額額・・・・不納欠損額不納欠損額不納欠損額不納欠損額・・・・

滞納額滞納額滞納額滞納額・・・・還付未還付未還付未還付未済済済済額額額額))))をををを平成平成平成平成15151515年年年年・・・・16161616年年年年・・・・17171717年年年年

のののの３３３３年度年度年度年度のののの実実実実績績績績をををを示示示示しししし、、、、収入状況収入状況収入状況収入状況をををを説説説説明明明明願願願願うううう    

    

((((２２２２))))    収納率向収納率向収納率向収納率向上上上上のののの手手手手法法法法としてとしてとしてとして滞納徴収滞納徴収滞納徴収滞納徴収のののの民間民間民間民間委委委委

託託託託はははは可能可能可能可能であるかであるかであるかであるか、、、、当当当当局局局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    

    

    公公公公のののの施施施施設及設及設及設及びびびび民間民間民間民間のののの施施施施設設設設((((大規模大規模大規模大規模商商商商業施業施業施業施設等設等設等設等))))にににに

おいておいておいておいて、、、、障障障障がいがいがいがい者者者者用駐車用駐車用駐車用駐車ススススペペペペースースースースにににに一一一一般車両般車両般車両般車両がががが駐駐駐駐

車車車車しししし、、、、本来本来本来本来のののの設設設設置置置置意義意義意義意義がないがしがないがしがないがしがないがしろろろろにされているにされているにされているにされている

とのとのとのとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、当当当当局局局局はははは現状現状現状現状をどのようにをどのようにをどのようにをどのように把握把握把握把握しししし

ているかているかているかているか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((１１１１))))    学校学校学校学校給食給食給食給食がががが原因原因原因原因によるによるによるによる食物食物食物食物アアアアレルレルレルレルギギギギーーーー事事事事故故故故

のののの発発発発生生生生についてについてについてについて    

    ①①①①    過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間((((平成平成平成平成 15151515 年年年年・・・・16161616 年年年年・・・・17171717 年年年年))))のののの状状状状

況況況況をををを説説説説明明明明願願願願うううう    

    

    ②②②②    本市本市本市本市はどのようなはどのようなはどのようなはどのような対対対対策策策策をしているかをしているかをしているかをしているか伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    去去去去るるるる２２２２月月月月25252525日日日日中教中教中教中教審審審審のののの分分分分科科科科会会会会はははは教教教教員免許員免許員免許員免許をををを

10101010 年年年年更新更新更新更新にににに改改改改めるめるめるめる等等等等、、、、いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる教育教育教育教育改革改革改革改革２２２２法法法法

案案案案についてについてについてについて大大大大筋筋筋筋合合合合意意意意したとのしたとのしたとのしたとの報報報報道道道道があったがあったがあったがあった

がががが、、、、本本本本件件件件にににに関関関関するするするする当当当当局局局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))))    「「「「災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける物資物資物資物資のののの供給供給供給供給にににに関関関関するするするする協定協定協定協定

書書書書((((案案案案))))」」」」締結締結締結締結のののの動動動動ききききがあるようだががあるようだががあるようだががあるようだが、、、、そのそのそのその要要要要

旨旨旨旨とととと災害災害災害災害対対対対策策策策ににににおいておいておいておいてどのようなどのようなどのようなどのような効果効果効果効果がががが期待期待期待期待

ででででききききるかるかるかるか、、、、当当当当局局局局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    災害別災害別災害別災害別対対対対応応応応マニマニマニマニュアュアュアュアルルルルやややや防災防災防災防災ママママップップップップのののの整備整備整備整備

がががが必要必要必要必要であるとであるとであるとである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解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

３３３３    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    市市市市税税税税のののの収納収納収納収納

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    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    

    

    

    

    

    

３３３３    教育行政教育行政教育行政教育行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    防災防災防災防災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、、、、病院病院病院病院事業事業事業事業管理管理管理管理者者者者、、、、    

        関係関係関係関係部部部部長長長長    

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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    湧湧湧湧    川川川川    朝朝朝朝    渉渉渉渉    

((((日日日日本本本本共共共共産産産産党党党党))))    

１１１１    こどもこどもこどもこども行政行政行政行政

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    保保保保育行政育行政育行政育行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    小小小小禄支禄支禄支禄支所所所所のののの

建建建建てててて替替替替えにつえにつえにつえにつ

いていていていて    

    

    

４４４４    介護保険介護保険介護保険介護保険にににに

ついてついてついてついて    

    

    母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭のののの６６６６割割割割がががが貧困世帯貧困世帯貧困世帯貧困世帯とととと言言言言わわわわれているれているれているれている    

    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭のののの世帯率世帯率世帯率世帯率、、、、平平平平均均均均年年年年収収収収、、、、貧困率貧困率貧困率貧困率

はははは幾幾幾幾ららららかかかか。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    2008200820082008 年年年年４４４４月月月月かかかからららら母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭のののの児童扶養児童扶養児童扶養児童扶養手当手当手当手当がががが減額減額減額減額

されるされるされるされる。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市のののの母母母母子子子子家庭家庭家庭家庭でででで、、、、児童扶養児童扶養児童扶養児童扶養手当手当手当手当をををを受受受受

けけけけ取取取取っているっているっているっている割割割割合合合合、、、、減減減減額額額額されるされるされるされる金額金額金額金額はははは幾幾幾幾ららららかかかか、、、、児児児児

童扶養童扶養童扶養童扶養手当手当手当手当のののの減額減額減額減額のののの中中中中止止止止をををを国国国国にににに緊急緊急緊急緊急にににに求求求求めるべめるべめるべめるべきききき

であるであるであるである。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの待待待待機児童機児童機児童機児童とととと潜在潜在潜在潜在的待的待的待的待機児童機児童機児童機児童のののの推移推移推移推移につにつにつにつ

いていていていて    

    新新新新・・・・新新新新エンエンエンエンゼゼゼゼルルルルプラプラプラプランンンン((((待待待待機児童機児童機児童機児童ゼロゼロゼロゼロ作戦作戦作戦作戦))))をををを実実実実

現現現現するためにはするためにはするためにはするためには、、、、あとあとあとあと何何何何園園園園必要必要必要必要かかかか    

    子子子子供供供供のののの保保保保育育育育をををを豊豊豊豊かにするためにもかにするためにもかにするためにもかにするためにも、、、、公立保公立保公立保公立保育所育所育所育所

のののの民間民間民間民間払払払払いいいい下下下下げげげげではなくではなくではなくではなく、、、、認認認認可化移可化移可化移可化移行行行行をををを抜抜抜抜本的本的本的本的にににに

推推推推進進進進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、認認認認可可可可外外外外保保保保育育育育園園園園のののの給食給食給食給食へへへへのののの補補補補助助助助

をををを行行行行うべうべうべうべききききであるであるであるである。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解とととと対対対対応応応応をををを問問問問うううう    

    

    

    補修工補修工補修工補修工事事事事ではではではでは、、、、安安安安全確全確全確全確保保保保がががが不不不不十十十十分分分分であるであるであるである。。。。早早早早急急急急

なななな建建建建てててて替替替替ええええがががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解とととと対対対対応応応応をををを問問問問

うううう    

    

    

((((１１１１))))    車車車車いいいいすすすすやややや介護介護介護介護電電電電動動動動ベベベベッッッッドドドド等等等等のののの福祉用福祉用福祉用福祉用具具具具のののの利利利利

用制用制用制用制限限限限のののの緩和緩和緩和緩和についてについてについてについて。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解とととと対対対対応応応応をををを

問問問問うううう    

    

((((２２２２))))    介護介護介護介護予予予予防防防防プラプラプラプランンンン作作作作成成成成のののの 06060606 年度実年度実年度実年度実績績績績とととと 07070707 年年年年

度予度予度予度予算算算算のののの乖離乖離乖離乖離についてについてについてについて    

    

((((３３３３））））    07070707 年度年度年度年度のののの介護介護介護介護予予予予防防防防プラプラプラプランンンン作作作作成成成成のののの目目目目標標標標とととと体体体体制制制制

についてについてについてについて。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解とととと対対対対応応応応をををを問問問問うううう    

    

((((４４４４))))    介護介護介護介護予予予予防防防防プラプラプラプランンンンをををを作作作作成成成成するするするする職職職職員員員員のののの身身身身分分分分につにつにつにつ

いていていていて。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解とととと対対対対応応応応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    

((((１１１１))))    地方地方地方地方財財財財政政政政法法法法とはとはとはとは何何何何かかかか。。。。地方地方地方地方財財財財政政政政法法法法第第第第 1111 条条条条のののの

趣趣趣趣旨旨旨旨はははは何何何何かかかか。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    栗東栗東栗東栗東市市市市にににに対対対対するするするする大大大大津津津津地地地地裁裁裁裁でのでのでのでの判決判決判決判決はははは、「、「、「、「財財財財源源源源

にににに地方地方地方地方債債債債をををを充充充充てるかどうかのてるかどうかのてるかどうかのてるかどうかの判断判断判断判断はははは、、、、地方地方地方地方財財財財

政政政政法法法法第第第第５５５５条条条条のののの趣趣趣趣旨旨旨旨かかかからららら市市市市にににに裁量権裁量権裁量権裁量権はないはないはないはない」「」「」「」「地地地地

方方方方債債債債をををを限限限限定的定的定的定的にににに許許許許容容容容したしたしたした地方地方地方地方財財財財政政政政法法法法のののの趣趣趣趣旨旨旨旨にににに

違反違反違反違反するするするする」」」」としたとしたとしたとした。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

((((３３３３))))    地方地方地方地方財財財財政政政政法法法法第第第第５５５５条条条条１１１１号号号号そのそのそのその他他他他地方地方地方地方公共公共公共公共団体団体団体団体

のののの行行行行うううう企企企企業業業業とはとはとはとは何何何何かかかか    

            旭橋駅再旭橋駅再旭橋駅再旭橋駅再開発事業開発事業開発事業開発事業をををを行行行行うううう民間会民間会民間会民間会社社社社はははは、、、、地方地方地方地方

公共公共公共公共団体団体団体団体のののの行行行行うううう企企企企業業業業いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる公公公公営企営企営企営企業業業業なのなのなのなの

かかかか。。。。当当当当局局局局のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

((((４４４４))))    地方地方地方地方財財財財政政政政法法法法第第第第５５５５条条条条５５５５号号号号のののの趣趣趣趣旨旨旨旨はははは何何何何かかかか。。。。当当当当局局局局

のののの見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

((((５５５５))))    那覇市那覇市那覇市那覇市がががが、、、、民間会民間会民間会民間会社社社社がががが行行行行うううう旭橋駅再旭橋駅再旭橋駅再旭橋駅再開発事開発事開発事開発事

業業業業へへへへのののの補補補補助金助金助金助金にににに起債起債起債起債をををを充充充充てるてるてるてることはことはことはことは、、、、地方地方地方地方財財財財

政政政政法法法法第第第第５５５５条条条条のののの趣趣趣趣旨旨旨旨かかかからららら違違違違法法法法であるであるであるである。。。。当当当当局局局局のののの見見見見

解解解解をををを問問問問うううう    

    

    

    

    

    

    

        ５５５５    旭橋駅再旭橋駅再旭橋駅再旭橋駅再開開開開

発事業発事業発事業発事業へへへへのののの補補補補

助金助金助金助金にににに起債起債起債起債をををを

充充充充てるてるてるてることにことにことにことに

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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 

 

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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))))    防止防止防止防止対対対対策策策策としてとしてとしてとして、、、、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をみをみをみを行行行行

っているのかっているのかっているのかっているのか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    公用車公用車公用車公用車のののの運転運転運転運転についてについてについてについて、、、、始始始始業業業業時時時時ににににチチチチェェェェッッッックククク

のためののためののためののための検知器検知器検知器検知器のののの導導導導入入入入のののの検討検討検討検討はははは    

    

    

((((３３３３))))    職職職職員員員員のののの交通違反交通違反交通違反交通違反・・・・事事事事故故故故歴歴歴歴のののの状況把握状況把握状況把握状況把握はははは、、、、どどどど

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    

    

    

    

    

((((１１１１))))    国国国国のののの施施施施策策策策はははは、、、、どのようになっているかどのようになっているかどのようになっているかどのようになっているか。。。。そそそそ

のののの施施施施策策策策にににに対対対対しししし那覇市那覇市那覇市那覇市としてのとしてのとしてのとしての取取取取りりりり組組組組みはどうみはどうみはどうみはどう

かかかか    

    

    

((((２２２２))))    那覇市地域子育那覇市地域子育那覇市地域子育那覇市地域子育てててて支支支支援援援援セセセセンターンターンターンターのののの設設設設置置置置状況状況状況状況

またまたまたまた、、、、設設設設置目的置目的置目的置目的とととと意義意義意義意義についてについてについてについて    

    

    

((((３３３３))))    那覇市地域子育那覇市地域子育那覇市地域子育那覇市地域子育てててて支支支支援援援援セセセセンターンターンターンターのののの利利利利用状況用状況用状況用状況

のののの把握把握把握把握はははは、、、、どのようになっているのかどのようになっているのかどのようになっているのかどのようになっているのか    

    

    

    

    

    

    

５５５５    渡久渡久渡久渡久地地地地    政政政政    作作作作    

((((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    酒酒酒酒気帯気帯気帯気帯びびびび運運運運

転転転転防止防止防止防止対対対対策策策策にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    子育子育子育子育てててて支支支支援援援援

セセセセンターンターンターンターににににつつつつ

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】】】】    

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 

 

 

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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    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    市政市政市政市政情情情情報報報報のののの

発発発発信信信信についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    自自自自治治治治会会会会のののの活活活活

性化性化性化性化についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    小規模団地小規模団地小規模団地小規模団地

のののの建替建替建替建替事業事業事業事業にににに

ついてついてついてついて    

    市政市政市政市政情情情情報報報報ををををメメメメールールールールでででで届届届届けるけるけるける公公公公式式式式メメメメールマールマールマールマガガガガジジジジンンンン

「「「「情情情情報報報報パパパパッッッッククククなはなはなはなはメメメメールールールール」」」」のののの配配配配信信信信ササササーーーービビビビススススがががが明明明明日日日日

((((３３３３月月月月２２２２日日日日))))よりよりよりよりスタースタースタースタートトトトするするするする。。。。市内外市内外市内外市内外かかかからららら本市本市本市本市のののの

情情情情報報報報にににに手手手手軽軽軽軽ににににアアアアクセクセクセクセススススででででききききるるるるツールツールツールツールとしてとしてとしてとして広広広広くくくく普普普普

及及及及することをすることをすることをすることを期待期待期待期待したいしたいしたいしたい。。。。ササササーーーービビビビススススのののの概概概概要要要要とととと普普普普及及及及

にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ及及及及びびびび目目目目標標標標についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    本市本市本市本市はははは、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働のののの大大大大ききききなななな役割役割役割役割をををを担担担担うううう自自自自治治治治

会会会会のののの活活活活性化性化性化性化にににに粘粘粘粘りりりり強強強強くくくく取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでききききているがているがているがているが、、、、特特特特

にににに活活活活動動動動がががが低迷低迷低迷低迷しているしているしているしている自自自自治治治治会会会会のののの活活活活性化性化性化性化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))))    活活活活動動動動がががが低迷低迷低迷低迷しているしているしているしている自自自自治治治治会会会会のののの状況把握状況把握状況把握状況把握につにつにつにつ

いていていていて    

((((定期総会定期総会定期総会定期総会をををを開催開催開催開催ででででききききないないないない自自自自治治治治会会会会のののの割割割割合合合合、、、、完完完完

全全全全にににに休眠休眠休眠休眠しているしているしているしている自自自自治治治治会会会会のののの割割割割合合合合などなどなどなど))))    

    

    

((((２２２２))))    低迷低迷低迷低迷化化化化のののの原因原因原因原因についてのについてのについてのについての認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    活活活活性化性化性化性化にににに向向向向けたけたけたけた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とみとみとみとかかかかかかかかわわわわりりりり

方方方方についてについてについてについて    

    

    

    

    小規模団地小規模団地小規模団地小規模団地のののの建替建替建替建替事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、他他他他団地団地団地団地とのとのとのとの

連携連携連携連携・・・・統廃統廃統廃統廃合合合合をををを図図図図るとのことだがるとのことだがるとのことだがるとのことだが、、、、特特特特にににに老朽老朽老朽老朽化化化化のののの

著著著著しいしいしいしい樋樋樋樋川市川市川市川市営住宅営住宅営住宅営住宅及及及及びびびび若松若松若松若松市市市市営住宅営住宅営住宅営住宅のののの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伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    ２２２２団地団地団地団地のののの老朽老朽老朽老朽化化化化のののの現状現状現状現状をををを、、、、どのようにどのようにどのようにどのように認識認識認識認識

しているかしているかしているかしているか    

    

    

((((２２２２))))    今今今今後後後後のののの事業事業事業事業のののの具体的具体的具体的具体的なななな方方方方向性向性向性向性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    

((((１１１１))))    道道道道路照路照路照路照明明明明灯灯灯灯のののの適切適切適切適切なななな管理管理管理管理についてについてについてについて    

            裁判裁判裁判裁判所所所所通通通通りやりやりやりや一一一一銀通銀通銀通銀通りのりのりのりの久茂久茂久茂久茂地小学校地小学校地小学校地小学校前前前前なななな

どどどど、、、、街路樹街路樹街路樹街路樹のののの生生生生長長長長にににに伴伴伴伴いいいい照照照照明明明明効果効果効果効果がががが著著著著しくしくしくしく低低低低

下下下下しているしているしているしている道道道道路灯路灯路灯路灯についてについてについてについて、、、、樹樹樹樹木木木木のののの剪剪剪剪定定定定ではではではでは

不不不不十十十十分分分分とととと思思思思わわわわれるがれるがれるがれるが、、、、対対対対応策応策応策応策をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    開開開開南南南南せせらせせらせせらせせらぎぎぎぎ通通通通りについてりについてりについてりについて、、、、整備整備整備整備のののの現状現状現状現状とととと

今今今今後後後後のののの方方方方向性向性向性向性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))))    古波蔵交差古波蔵交差古波蔵交差古波蔵交差点点点点におけるにおけるにおけるにおける歩歩歩歩行者対行者対行者対行者対策策策策についについについについ

てててて、、、、南南南南部部部部国道事国道事国道事国道事務務務務所所所所へへへへのののの要要要要請請請請をををを含含含含めめめめ、、、、そのそのそのその後後後後

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伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        ４４４４    道道道道路路路路・・・・交通交通交通交通

行政行政行政行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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 

 

 

 

 

 

 

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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    唐唐唐唐    真真真真    弘弘弘弘    安安安安    

((((大大大大志志志志のののの会会会会))))    

１１１１    教育行政教育行政教育行政教育行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２     農農農農水 行 政水 行 政水 行 政水 行 政

((((日日日日豪豪豪豪ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ

交交交交渉渉渉渉 ))))についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    昨昨昨昨年年年年、、、、平成平成平成平成18181818年年年年６６６６月定月定月定月定例例例例会会会会においてにおいてにおいてにおいて、、、、本本本本員員員員はははは文文文文

字字字字・・・・活字文活字文活字文活字文化化化化振興振興振興振興法法法法がががが成成成成立立立立したしたしたした時時時時代代代代的的的的背景背景背景背景をををを説説説説明明明明

しししし、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの小学校教育小学校教育小学校教育小学校教育にににに書書書書道教育道教育道教育道教育のののの特特特特区区区区のののの認認認認定定定定

をををを受受受受けけけけ、、、、小学小学小学小学１１１１年年年年、、、、２２２２年年年年にににに書書書書道道道道科科科科をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげるこるこるこるこ

とをとをとをとを提提提提言言言言したしたしたした    

答弁答弁答弁答弁でででで桃桃桃桃原原原原学校教育学校教育学校教育学校教育部部部部長長長長はははは次次次次のようにのようにのようにのように発言発言発言発言してしてしてして

いるいるいるいる。「。「。「。「議員議員議員議員ごごごご提案提案提案提案のののの書書書書道教育特道教育特道教育特道教育特区認区認区認区認定定定定にににに関関関関してしてしてして

はははは、、、、学学学学習習習習指導指導指導指導要要要要領領領領やややや学校学校学校学校現現現現場場場場のののの状況状況状況状況をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ、、、、先先先先

進市進市進市進市のののの事事事事例例例例、、、、実践実践実践実践例例例例もももも参参参参考考考考にしながにしながにしながにしながらららら今今今今後後後後、、、、調査調査調査調査

研究研究研究研究をををを行行行行っていっていっていっていききききたいとたいとたいとたいと考考考考えておりますえておりますえておりますえております。」。」。」。」このこのこのこの答答答答

弁弁弁弁かかかからららら８８８８ヶヶヶヶ月経月経月経月経過過過過していしていしていしているるるるがががが、、、、教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会におけにおけにおけにおけ

るるるる書書書書道特道特道特道特区区区区実実実実現現現現へへへへのののの努力努力努力努力のののの経経経経過報過報過報過報告告告告をををを願願願願うううう    

    

    

    

    

    

    

    昨昨昨昨年年年年12121212月月月月、、、、日日日日豪豪豪豪両両両両国国国国首脳首脳首脳首脳のののの電電電電話話話話会会会会談談談談にてにてにてにて、、、、2007200720072007

年年年年かかかかららららＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ交交交交渉渉渉渉をををを開開開開始始始始することですることですることですることで合合合合意意意意したといしたといしたといしたとい

うううう外外外外務務務務省省省省のののの報報報報道道道道があるがあるがあるがある。。。。このこのこのこの日日日日豪豪豪豪ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ交交交交渉渉渉渉はははは本本本本

県県県県農農農農業業業業においてもにおいてもにおいてもにおいても特特特特にににに、、、、さとうさとうさとうさとうききききびにびにびにびに深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響

がががが懸懸懸懸念念念念されているされているされているされている    

時時時時をををを同同同同じじじじくしてくしてくしてくして、、、、県内県内県内県内農農農農業団体業団体業団体業団体よりよりよりより本市本市本市本市議議議議会会会会及及及及

びびびび市当市当市当市当局局局局にににに対対対対してしてしてして２２２２月月月月14141414日付日付日付日付けけけけ、、、、日日日日豪豪豪豪ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ交交交交渉渉渉渉

にににに関関関関するするするする陳情陳情陳情陳情がなされているがなされているがなされているがなされている。。。。このこのこのこの日日日日豪豪豪豪ＥＰＡＥＰＡＥＰＡＥＰＡ交交交交

渉渉渉渉についてについてについてについて、、、、市当市当市当市当局局局局のののの見解見解見解見解とととと今今今今後後後後のののの対対対対応応応応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願願願願うううう    

    

    

    

 



 

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    

    行政行政行政行政用用用用語語語語のののの中中中中でででで「「「「障害障害障害障害者者者者」」」」とととと言言言言うううう表現表現表現表現はははは速速速速やかやかやかやか

にににに廃廃廃廃止止止止しししし、「、「、「、「障障障障がいがいがいがい者者者者」」」」とすべとすべとすべとすべききききとととと提提提提言言言言するするするする    

ななななぜぜぜぜなななならららら、、、、害害害害というというというという字字字字がががが災害災害災害災害、、、、損害損害損害損害、、、、公害公害公害公害、、、、害害害害

悪悪悪悪、、、、害害害害毒毒毒毒、、、、害意害意害意害意、、、、害害害害者者者者、、、、害害害害虫虫虫虫、、、、害害害害鳥鳥鳥鳥、、、、傷傷傷傷害害害害、、、、自自自自害害害害、、、、

殺殺殺殺害害害害､､､､等等等等々々々々ほほほほかかかかにもにもにもにも出出出出てくるてくるてくるてくるとととと思思思思うがうがうがうが((((紙面紙面紙面紙面のののの都都都都合合合合

でこのでこのでこのでこの程程程程度度度度にしておにしておにしておにしておくくくくがががが))))、、、、害害害害というというというという字字字字があまりにがあまりにがあまりにがあまりに

もももも良良良良いいいい意意意意味味味味でででで使使使使わわわわれていないれていないれていないれていない事実事実事実事実にかんがみてにかんがみてにかんがみてにかんがみて、、、、

一一一一点点点点のののの染染染染みもみもみもみも一一一一点点点点のののの曇曇曇曇りもないりもないりもないりもない障障障障がいがいがいがい者者者者のののの立立立立場場場場にににに

思思思思いをいをいをいを致致致致すとすとすとすと、、、、やはりやはりやはりやはり冷冷冷冷害等害等害等害等のののの害害害害はははは避避避避けるべけるべけるべけるべききききでででで

はないかはないかはないかはないか。。。。これがこれがこれがこれが真真真真のやさしさではないかのやさしさではないかのやさしさではないかのやさしさではないか。。。。当当当当局局局局

のののの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    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    

【【【【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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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))))    「「「「こどもみこどもみこどもみこどもみららららいいいい基金基金基金基金」」」」についてについてについてについて    

        ①①①①    施政方針施政方針施政方針施政方針にににに「「「「子子子子どもをどもをどもをどもを安安安安心心心心してしてしてして産産産産みみみみ・・・・育育育育

てるてるてるてる環境整備環境整備環境整備環境整備にににに強強強強力力力力にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。またまたまたまた、、、、

『『『『ここここどもみどもみどもみどもみららららいいいい基金基金基金基金』』』』をををを創創創創設設設設しししし」」」」とありまとありまとありまとありま

すすすす。。。。基金基金基金基金のののの内容内容内容内容とととと活活活活用用用用方方方方法法法法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 19191919 年度全国年度全国年度全国年度全国児童児童児童児童館館館館・・・・児童児童児童児童ククククラブラブラブラブ沖縄沖縄沖縄沖縄

大会大会大会大会がががが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市でででで 11111111 月月月月にににに開催開催開催開催されされされされるるるる。。。。大会大会大会大会

へへへへのののの協協協協力力力力・・・・支支支支援援援援策策策策としてとしてとしてとして助助助助成成成成するするするすることことことことはははは可可可可

能能能能なのかなのかなのかなのか伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    「「「「エコエコエコエコ・・・・アアアアクショクショクショクションンンン 21212121」」」」についてについてについてについて    

                施政方針施政方針施政方針施政方針にににに、、、、中小中小中小中小企企企企業業業業へへへへのののの環境環境環境環境経経経経営営営営シシシシスススス

テテテテムムムム「「「「エコエコエコエコ・・・・アアアアクショクショクショクションンンン 21212121」」」」のののの認認認認証取証取証取証取得得得得のののの

支支支支援援援援とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、内容内容内容内容とととと今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みにつみにつみにつみにつ

いていていていて伺伺伺伺うううう    

    

    平成平成平成平成18181818年年年年９９９９月定月定月定月定例例例例会会会会ででででＥＳＣＯＥＳＣＯＥＳＣＯＥＳＣＯ事業事業事業事業導導導導入入入入についについについについ

てててて伺伺伺伺ったったったったがががが、、、、市市市市立病院立病院立病院立病院へへへへのののの調査調査調査調査結果結果結果結果はどうなったはどうなったはどうなったはどうなった

のかのかのかのか伺伺伺伺うううう    

    

    首首首首里里里里鳥堀鳥堀鳥堀鳥堀町町町町にあるにあるにあるにある、、、、弁弁弁弁ケケケケ岳岳岳岳公公公公園園園園のののの中中中中をををを通通通通るるるる生生生生活活活活

道道道道路路路路がががが地地地地盤盤盤盤沈下沈下沈下沈下しているしているしているしている。。。。地域地域地域地域住住住住民民民民かかかからららら早早早早急急急急にににに道道道道

路路路路をををを整備整備整備整備してもしてもしてもしてもららららいたいとのいたいとのいたいとのいたいとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、道道道道路路路路整整整整

備備備備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    大名市大名市大名市大名市営営営営団地団地団地団地はははは、、、、自自自自治治治治会会会会でででで平成平成平成平成６６６６年年年年～～～～平成平成平成平成 18181818 年年年年

(12(12(12(12 年間年間年間年間))))にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、駐車駐車駐車駐車場場場場 631631631631台台台台分分分分をををを整備整備整備整備してしてしてしていいいい

るるるる    

今今今今回回回回、、、、議案議案議案議案第第第第３３３３号号号号「「「「那覇市行政那覇市行政那覇市行政那覇市行政財財財財産産産産使用料使用料使用料使用料条例条例条例条例のののの

一一一一部部部部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例制制制制定定定定」」」」によってによってによってによって、、、、借借借借地地地地料料料料がががが上上上上

がることがることがることがることになりになりになりになり、、、、自自自自治治治治会会会会としてのとしてのとしてのとしての駐車駐車駐車駐車場場場場のののの運営運営運営運営がががが

厳厳厳厳しくなるとのしくなるとのしくなるとのしくなるとの声声声声があるががあるががあるががあるが、、、、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    

８８８８    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    施政方針施政方針施政方針施政方針にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    ＥＳＣＯＥＳＣＯＥＳＣＯＥＳＣＯ事事事事

業業業業についてについてについてについて    

    

    

３３３３    道道道道路路路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    大名市大名市大名市大名市営営営営団団団団

地地地地のののの駐車駐車駐車駐車場場場場にににに

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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 



個個個個人人人人質問質問質問質問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月１１１１日日日日（（（（木木木木））））    

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    渡久渡久渡久渡久地地地地        修修修修    

((((日日日日本本本本共共共共産産産産党党党党))))    

１１１１    復帰復帰復帰復帰にににに伴伴伴伴うううう

市市市市職職職職員員員員のののの大大大大量量量量

採採採採用問題用問題用問題用問題、、、、退退退退

職職職職金問題金問題金問題金問題につにつにつにつ

いていていていて    

    米軍占領米軍占領米軍占領米軍占領のののの 27272727 年間年間年間年間のののの行政行政行政行政空空空空白白白白をををを埋埋埋埋めるためのめるためのめるためのめるための、、、、

復帰復帰復帰復帰にににに伴伴伴伴うううう市市市市職職職職員員員員のののの大大大大量採量採量採量採用問題用問題用問題用問題とととと、、、、そのそのそのその退職退職退職退職金金金金

についてについてについてについて国国国国のののの支支支支援援援援をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて    

    

((((１１１１))))    退職退職退職退職金金金金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問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))        

        ①①①①    戦戦戦戦後後後後 27272727 年間年間年間年間にににに及及及及ぶぶぶぶ米軍占領米軍占領米軍占領米軍占領でででで、、、、本本本本土土土土かかかからららら

切切切切りりりり離離離離されていたことによるされていたことによるされていたことによるされていたことによる、、、、法制法制法制法制度度度度、、、、医医医医

療療療療、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、教育教育教育教育、、、、暮暮暮暮ららららししししなどなどなどなど、、、、どのようなどのようなどのようなどのような

格格格格差差差差がががが当当当当時時時時あったかあったかあったかあったか    

    

    

        ②②②②    27272727 年間年間年間年間のののの米軍占領米軍占領米軍占領米軍占領にににに終終終終止止止止符符符符ををををうちうちうちうち、、、、復帰復帰復帰復帰

によりによりによりにより、、、、そのそのそのその格格格格差差差差をををを埋埋埋埋めるためにめるためにめるためにめるために、、、、どれだどれだどれだどれだ

けのけのけのけの体体体体制強化制強化制強化制強化とととと職職職職員員員員のののの増増増増がががが必要必要必要必要になったかになったかになったかになったか    

そのそのそのその増増増増員員員員がががが、、、、たまたまたまたまたまたまたまたま団団団団塊塊塊塊のののの世世世世代代代代のののの採採採採用用用用

とととと重重重重なったなったなったなった分分分分があるとがあるとがあるとが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問問問問うううう    

    

    

        ③③③③    またまたまたまた、、、、そのそのそのその時時時時期期期期にににに大大大大量採量採量採量採用用用用したしたしたした職職職職員員員員のののの退退退退

職職職職についてはについてはについてはについては、、、、米軍占領米軍占領米軍占領米軍占領のののの 27272727 年間年間年間年間がなけれがなけれがなけれがなけれ

ばばばば、、、、他府他府他府他府県県県県とととと同同同同様様様様、、、、戦戦戦戦後後後後のののの地方自地方自地方自地方自治制治制治制治制度度度度のののの

発発発発足足足足当当当当時時時時かかかかららららのののの計画計画計画計画的的的的なななな採採採採用用用用などがなどがなどがなどが行行行行わわわわれれれれ

ていたものでありていたものでありていたものでありていたものであり、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの大大大大量退職量退職量退職量退職者者者者のののの問問問問

題題題題はははは、、、、米軍米軍米軍米軍のののの 27272727 年間年間年間年間のののの占領占領占領占領等等等等、、、、特特特特殊殊殊殊的的的的なななな要要要要

因因因因もももも包含包含包含包含しているしているしているしている    

これこれこれこれららららのののの部部部部分分分分にににに関関関関してはしてはしてはしては、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの特特特特殊殊殊殊事事事事

情情情情にににによるものでありよるものでありよるものでありよるものであり、、、、国国国国のののの特特特特別別別別なななな財財財財政政政政支支支支援援援援

をををを那覇那覇那覇那覇市長市長市長市長がががが先先先先頭頭頭頭にににに立立立立ってってってって国国国国にににに要要要要請請請請をををを行行行行うううう

べべべべきききき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    

        ２２２２    財財財財政政政政問題問題問題問題にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    モモモモノノノノレールレールレールレール

とととと市内市内市内市内のののの公共公共公共公共

施施施施 設設設設 のののの 無無無無 料料料料

化化化化・・・・割割割割引引引引制制制制度度度度

についてについてについてについて    

((((１１１１))))    2006200620062006 年度年度年度年度((((平成平成平成平成 18181818 年度年度年度年度))))のののの財財財財政政政政調調調調整基金整基金整基金整基金とととと

減減減減債債債債基金基金基金基金のののの合合合合計計計計はははは幾幾幾幾ららららかかかか。。。。10101010 年年年年前前前前のののの 1919191997979797 年年年年度度度度

及及及及びびびび市長市長市長市長誕誕誕誕生生生生年度年度年度年度のののの 2000200020002000 年度年度年度年度とのとのとのとの額額額額・・・・比比比比率率率率のののの

比較比較比較比較をををを問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    このこのこのこの間間間間、、、、市民市民市民市民のののの暮暮暮暮ららららしししし、、、、福祉福祉福祉福祉、、、、教育教育教育教育のののの予予予予算算算算

がががが削削削削減減減減されていされていされていされているがるがるがるが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような方針方針方針方針をとっをとっをとっをとっ

ててててききききたたたたののののかかかか    

    

    

((((３３３３))))    新新新新年度予年度予年度予年度予算算算算案案案案ではではではでは、、、、小学校小学校小学校小学校・・・・中学校中学校中学校中学校のののの学校学校学校学校

管理管理管理管理運営運営運営運営費及費及費及費及びびびび教教教教材材材材費費費費がががが大大大大幅幅幅幅にににに削削削削減減減減されていされていされていされてい

るがるがるがるが、、、、５５５５年年年年前前前前とのとのとのとの総総総総額額額額、、、、学校学校学校学校ごごごごとのとのとのとの額額額額((((小中学小中学小中学小中学

校校校校のののの平平平平均均均均))))、、、、児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒１１１１人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの額額額額のののの比較比較比較比較

とととと、、、、そのそのそのその影響影響影響影響についてについてについてについて問問問問うううう    

    

    

((((１１１１))))    那覇市那覇市那覇市那覇市でででで高高高高齢齢齢齢者者者者のののの１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの年間年間年間年間医療費医療費医療費医療費

をををを長長長長野野野野市市市市並並並並みみみみにににに引引引引きききき下下下下げげげげることがでることがでることがでることができきききれれれればばばば、、、、

国国国国、、、、県県県県、、、、市市市市及及及及びびびび合合合合計計計計でででで幾幾幾幾ららららのののの医療費医療費医療費医療費のののの削削削削減減減減にににに

なるかなるかなるかなるか    

    

    

((((２２２２))))    2005200520052005 年年年年 12121212 月定月定月定月定例例例例会会会会でででで、、、、モモモモノノノノレールレールレールレールとととと市内市内市内市内公公公公

共共共共施施施施設設設設のののの無無無無料化料化料化料化、、、、割割割割引引引引制制制制度度度度をををを提案提案提案提案ししししててててききききたがたがたがたが、、、、

これまでのこれまでのこれまでのこれまでの検討検討検討検討などなどなどなど具体的具体的具体的具体的なななな経経経経緯緯緯緯とととと、、、、今今今今回回回回のののの

割割割割引引引引制制制制度度度度のののの目的目的目的目的とととと実施実施実施実施時時時時期期期期、、、、施施施施設設設設とととと割割割割引引引引額額額額にににに

ついてついてついてついて問問問問うううう    

            またまたまたまた、、、、モモモモノノノノレールレールレールレールとととと首首首首里里里里城城城城のののの割割割割引引引引制制制制度度度度のののの実実実実

現現現現にににに再再再再度度度度要要要要請請請請するなどするなどするなどするなど、、、、全全全全力力力力ををををああああげげげげるべるべるべるべききききでででで

あるあるあるある。。。。そのそのそのその際際際際、、、、モモモモノノノノレールレールレールレールのののの場合場合場合場合はははは、、、、割割割割引引引引額額額額

のののの負負負負担担担担についてについてについてについて、、、、市市市市とととと会会会会社社社社でででで折半折半折半折半するのがするのがするのがするのが妥妥妥妥

当当当当だとだとだとだ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    

((((１１１１))))    末吉末吉末吉末吉公公公公園園園園についてについてについてについて    

        ①①①①    多多多多目的目的目的目的広広広広場場場場へへへへののののトトトトイレイレイレイレ、、、、舞舞舞舞台台台台のののの設設設設置置置置とととと、、、、

ググググララララウウウウンンンンドドドドのののの整備整備整備整備にににに自自自自治治治治会会会会やややや利利利利用用用用者者者者のののの皆皆皆皆ささささ

んとんとんとんと要要要要請請請請してしてしてしてききききたたたたがががが、、、、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    

                またまたまたまた、、、、北側北側北側北側ののののゲゲゲゲーーーートトトトボールボールボールボール場場場場、、、、ググググララララウウウウンンンン

ドドドドゴゴゴゴルルルルフフフフ場場場場等等等等のののの整備整備整備整備はははは、、、、前回前回前回前回のののの質問質問質問質問へへへへのののの答答答答

弁弁弁弁ではではではでは、、、、すでにすでにすでにすでに完完完完成成成成しているはしているはしているはしているはずずずずではなかではなかではなかではなか

ったかったかったかったか。。。。どのようなどのようなどのようなどのような進進進進展展展展状況状況状況状況なのかなのかなのかなのか    

    

    

        ②②②②    公公公公園園園園にににに接接接接するするするする平平平平良良良良町町町町側側側側のののの森森森森がががが、、、、開発行開発行開発行開発行為為為為

等等等等によりによりによりにより、、、、公公公公園園園園のののの景景景景観上観上観上観上好好好好ましくないましくないましくないましくない状況状況状況状況

になっているのではないかになっているのではないかになっているのではないかになっているのではないか。。。。公公公公園区園区園区園区域域域域のののの拡拡拡拡

大大大大がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    寒寒寒寒川川川川緑緑緑緑地地地地公公公公園園園園についてについてについてについて    

            周辺周辺周辺周辺住住住住民民民民かかかからららら、、、、公公公公園園園園へへへへのののの出出出出入入入入りりりり口口口口のののの確確確確保保保保やややや、、、、

車車車車いすいすいすいすやややや救急車救急車救急車救急車がががが入入入入れるようなれるようなれるようなれるような里里里里道道道道のののの整備整備整備整備のののの

要望要望要望要望があがっているがあがっているがあがっているがあがっている。。。。寒寒寒寒川川川川ヒヒヒヒーーーージジジジャャャャーーーーやややや隣隣隣隣接接接接

のののの那覇市那覇市那覇市那覇市有有有有地地地地、、、、里里里里道道道道もももも含含含含めためためためた一体的一体的一体的一体的なななな整備整備整備整備がががが

必要必要必要必要ととと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問問問問うううう    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 

 


