
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 （（（（３３３３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２２２２日日日日（（（（金金金金））））     

※ 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    高高高高    良良良良    正正正正    幸幸幸幸    

((((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    学校給食費学校給食費学校給食費学校給食費

未納問題未納問題未納問題未納問題につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    公立図書館公立図書館公立図書館公立図書館

のののの図書行方不図書行方不図書行方不図書行方不

明明明明とととと未返却問未返却問未返却問未返却問

題題題題についてについてについてについて    

((((１１１１))))    未納未納未納未納になったになったになったになった不足分不足分不足分不足分はははは何何何何でででで補補補補てんてんてんてんしているしているしているしている

のかのかのかのか    

    

((((２２２２))))    経済的経済的経済的経済的なななな理由理由理由理由でででで払払払払えるえるえるえる、、、、払払払払えないはどこでえないはどこでえないはどこでえないはどこで

線引線引線引線引きするのかきするのかきするのかきするのか    

    

((((３３３３))))    那覇市那覇市那覇市那覇市においてにおいてにおいてにおいて、、、、一般一般一般一般のののの小小小小中学生中学生中学生中学生のののの未納者未納者未納者未納者

数数数数とととと金額金額金額金額。。。。生活保護生活保護生活保護生活保護費費費費をもらっているをもらっているをもらっているをもらっている要保護要保護要保護要保護

家族家族家族家族のののの未納者数未納者数未納者数未納者数とととと金額金額金額金額をををを問問問問うううう    

            さらにさらにさらにさらに近郊近郊近郊近郊のののの豊見城市豊見城市豊見城市豊見城市とととと浦添市浦添市浦添市浦添市のののの状況状況状況状況もももも問問問問

うううう    

    

((((４４４４))))    徴収対策徴収対策徴収対策徴収対策としてのとしてのとしてのとしての次次次次のののの２２２２点点点点のののの検討検討検討検討をををを求求求求むむむむ    

        ①①①①    連帯保証人連帯保証人連帯保証人連帯保証人付付付付ききききのののの支払支払支払支払いいいい契約書契約書契約書契約書    

    

        ②②②②    裁判所裁判所裁判所裁判所にににに支払支払支払支払いいいい督促督促督促督促のののの申申申申しししし立立立立てててて    

    

    

    

((((１１１１))))    中央図書館以下中央図書館以下中央図書館以下中央図書館以下７７７７つのつのつのつの図書館図書館図書館図書館のこれまでのこれまでのこれまでのこれまで約約約約

５５５５年間年間年間年間のののの年度別年度別年度別年度別のののの紛失数紛失数紛失数紛失数とととと被害額被害額被害額被害額。。。。５５５５年間年間年間年間のののの

紛失総数紛失総数紛失総数紛失総数、、、、被害総額被害総額被害総額被害総額をををを問問問問うううう    

    

((((２２２２))))    同同同同じくじくじくじく７７７７つのつのつのつの図書館図書館図書館図書館のののの落書落書落書落書きされたきされたきされたきされた本本本本、、、、破破破破

損損損損されたされたされたされた本本本本のののの数数数数とととと総数総数総数総数    

    

((((３３３３))))    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの返却返却返却返却ボックスボックスボックスボックスのののの総数総数総数総数とととと現状現状現状現状    

    

((((４４４４))))    盗難防止対策盗難防止対策盗難防止対策盗難防止対策とととと管理状況管理状況管理状況管理状況をををを問問問問うううう。。。。防止防止防止防止ゲーゲーゲーゲー

トトトトのののの導入導入導入導入をををを検討検討検討検討しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。あるいはあるいはあるいはあるいは安安安安いいいい

費用費用費用費用でのでのでのでの良良良良いいいい方法方法方法方法はないかはないかはないかはないか    

 



 

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    

((((１１１１))))    全国全国全国全国のののの登録犬登録犬登録犬登録犬のののの数数数数とととと、、、、それにそれにそれにそれに対対対対してのしてのしてのしてのワクワクワクワク

チンチンチンチン接種率接種率接種率接種率。。。。未登録犬未登録犬未登録犬未登録犬のののの数数数数とととと実際実際実際実際のののの接種率接種率接種率接種率    

    

    

((((２２２２))))    同様同様同様同様にににに全国全国全国全国ワーストワーストワーストワーストのののの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、またまたまたまた、、、、那覇那覇那覇那覇

市市市市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    

    

    

((((３３３３))))    沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市としてはとしてはとしてはとしては、、、、過去過去過去過去にどのようにどのようにどのようにどのよう

にににに取取取取りりりり組組組組んできたかんできたかんできたかんできたか。。。。またまたまたまた、、、、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みみみ

をををを問問問問うううう    

    

    

    

((((１１１１))))    沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの文化環境部自然保護課文化環境部自然保護課文化環境部自然保護課文化環境部自然保護課ではではではでは、「、「、「、「沖縄沖縄沖縄沖縄

県傷病野生鳥獣救護実施要領県傷病野生鳥獣救護実施要領県傷病野生鳥獣救護実施要領県傷病野生鳥獣救護実施要領」」」」でででで野生動物野生動物野生動物野生動物ドドドド

クタークタークタークターのののの認定認定認定認定とととと保護飼養保護飼養保護飼養保護飼養ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの募集募集募集募集

をををを行行行行っているようっているようっているようっているようであるであるであるである。。。。現在現在現在現在、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市におにおにおにお

けるけるけるける野生野生野生野生ドクタードクタードクタードクター、、、、保護飼養保護飼養保護飼養保護飼養ボランティアボランティアボランティアボランティアのののの

数数数数とととと現状現状現状現状をををを問問問問うううう    

    

((((２２２２))))    沖縄沖縄沖縄沖縄こどものこどものこどものこどもの国国国国とととと名護名護名護名護ネオパークネオパークネオパークネオパークのののの現在現在現在現在のののの

活動状況活動状況活動状況活動状況    

    

((((３３３３))))    那覇市那覇市那覇市那覇市((((南南南南部部部部))))にににに県立県立県立県立またまたまたまたはははは市立市立市立市立のののの「「「「傷病野傷病野傷病野傷病野

生鳥獣病生鳥獣病生鳥獣病生鳥獣病院院院院」」」」のののの設設設設立立立立はははは可能可能可能可能かかかか    

    

((((４４４４))))    県県県県内内内内、、、、市市市市内内内内のののの個個個個人動物病人動物病人動物病人動物病院院院院でそのようなでそのようなでそのようなでそのような鳥鳥鳥鳥、、、、

動物動物動物動物をををを扱扱扱扱っているっているっているっている認定病認定病認定病認定病院院院院のののの件件件件数数数数とととと状況状況状況状況    

            緊急処置治療緊急処置治療緊急処置治療緊急処置治療はははは認定病認定病認定病認定病院院院院でででで可能可能可能可能であるであるであるであるがががが、、、、

満杯満杯満杯満杯のののの状状状状態態態態がががが続続続続きききき、、、、受受受受けけけけ入入入入れれれれがががが困困困困難難難難であるであるであるである。。。。

今後今後今後今後のののの見見見見識識識識あるあるあるある対策対策対策対策をををを問問問問うううう    

    

    

        ３３３３    狂狂狂狂犬病犬病犬病犬病予予予予防防防防

接種問題接種問題接種問題接種問題につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    傷病野生鳥傷病野生鳥傷病野生鳥傷病野生鳥

獣救護事獣救護事獣救護事獣救護事業業業業にににに

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めめめるるるる者者者者】】】】    

        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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 



個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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    大大大大    浜浜浜浜    美早江美早江美早江美早江    

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

１１１１    住宅住宅住宅住宅行行行行政政政政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    福祉福祉福祉福祉行行行行政政政政にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    本市本市本市本市のののの住宅弱住宅弱住宅弱住宅弱者者者者にににに対対対対するするするする居住居住居住居住支支支支援援援援のののの概概概概要要要要とととと

実実実実績績績績をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    ｢｢｢｢居住居住居住居住サポサポサポサポートートートート事事事事業業業業｣｣｣｣についてについてについてについて    

        ①①①①    導入導入導入導入のののの経経経経緯緯緯緯、、、、障障障障害者害者害者害者のののの居住確居住確居住確居住確保保保保のののの現現現現状状状状をををを

伺伺伺伺うううう    

    

    

        ②②②②    具体具体具体具体的的的的なななな取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、数数数数値目標等値目標等値目標等値目標等についてについてについてについて

伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    ｢｢｢｢身元身元身元身元保証人保証人保証人保証人制制制制度度度度｣｣｣｣についてについてについてについて    

        ①①①①    事事事事業業業業のののの概概概概要要要要をををを伺伺伺伺うううう（（（（従来従来従来従来のののの居住居住居住居住支支支支援援援援とのとのとのとの

違違違違いはいはいはいは何何何何かかかか））））    

    

    

        ②②②②    本市本市本市本市のののの施施施施設設設設でででで、、、、該該該該当当当当するするするする施施施施設設設設はあるかはあるかはあるかはあるか。。。。

あるとすれあるとすれあるとすれあるとすればばばば、、、、同施同施同施同施設設設設のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題はははは何何何何かかかか

伺伺伺伺うううう    

    

    

        ③③③③    制制制制度度度度をををを活用活用活用活用すすすすべべべべきときときと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    

    

    

    保保保保育料育料育料育料のののの軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置のののの拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて    

((((１１１１))))    軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置のののの内容内容内容内容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))))    本市本市本市本市がががが実施実施実施実施したしたしたした場場場場合合合合、、、、軽減軽減軽減軽減しししし、、、、拡充拡充拡充拡充されるされるされるされる

人数人数人数人数及及及及びびびび財政負担財政負担財政負担財政負担はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

    

((((３３３３))))    今今今今回回回回、、、、本市本市本市本市もももも軽減措置軽減措置軽減措置軽減措置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

るるるるがががが、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

 



 

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))))    平成平成平成平成15151515年年年年９９９９月月月月定定定定例例例例会会会会及及及及びびびび平成平成平成平成11117777年年年年９９９９月月月月定定定定例例例例

会会会会でででで取取取取りりりり上上上上げげげげたたたた下下下下記記記記のののの項項項項目目目目についてについてについてについて、、、、そのそのそのその後後後後

のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう    

        ①①①①    泊泊泊泊高高高高橋交差橋交差橋交差橋交差点点点点のののの安全安全安全安全確確確確保保保保についてについてについてについて    

    

    

    

        ②②②②    上之屋上之屋上之屋上之屋ババババスススス停停停停のののの上屋設置上屋設置上屋設置上屋設置についてについてについてについて    

    

    

    

    

((((２２２２))))    県県県県営営営営あけあけあけあけぼぼぼぼのののの市市市市街地住宅街地住宅街地住宅街地住宅((((裏裏裏裏))))交差交差交差交差点点点点のののの信号信号信号信号

機機機機のののの時時時時間間間間調整調整調整調整についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        ３３３３    地域地域地域地域行行行行政政政政にににに

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めめめるるるる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、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質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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))))    モノレモノレモノレモノレーーーールルルルのののの利利利利用促用促用促用促進進進進策策策策としてとしてとしてとして４４４４駅周辺駅周辺駅周辺駅周辺にににに

パークパークパークパーク・・・・アンドアンドアンドアンド・・・・ラララライイイイドドドドをををを設置設置設置設置しししし、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、

那覇市那覇市那覇市那覇市含含含含めめめめ44445555団体団体団体団体のののの企業企業企業企業がゆがゆがゆがゆいいいいレレレレーーーールルルル愛好愛好愛好愛好会会会会

をををを結成結成結成結成しししし、、、、会会会会員員員員はははは約約約約6,7006,7006,7006,700人人人人をををを数数数数えるえるえるえる規模規模規模規模になになになにな

っているそうっているそうっているそうっているそうだがだがだがだが、、、、そのそのそのその後後後後、、、、変変変変化化化化ががががあったかあったかあったかあったか

どうかどうかどうかどうか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレーーーールルルル株式株式株式株式会会会会社社社社がががが、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市

モノレモノレモノレモノレーーーールルルル広告広告広告広告事事事事業協業協業協業協同組合同組合同組合同組合にににに支払支払支払支払っているっているっているっている

業務委託料業務委託料業務委託料業務委託料はははは、、、、平成平成平成平成15151515年度年度年度年度がががが2,22,22,22,255559999万万万万8,0008,0008,0008,000円円円円、、、、

平成平成平成平成11116666年度年度年度年度がががが1111,696,696,696,696万万万万3,0003,0003,0003,000円円円円、、、、平成平成平成平成11117777年度年度年度年度がががが

1111,734,734,734,734万円万円万円万円であるであるであるである    

            業務委託料業務委託料業務委託料業務委託料のののの内訳内訳内訳内訳についてはについてはについてはについては、、、、広告販売業広告販売業広告販売業広告販売業

務務務務、、、、広告広告広告広告のののの受受受受付付付付等等等等、、、、ポポポポスタースタースタースター等等等等のののの検検検検出出出出、、、、撤撤撤撤去去去去

作業作業作業作業、、、、広告広告広告広告物物物物のののの維持維持維持維持管理管理管理管理業務業務業務業務、、、、広告料広告料広告料広告料のののの請請請請求求求求

及及及及びびびび徴収徴収徴収徴収等等等等のののの経理経理経理経理業務業務業務業務、、、、営業資料等営業資料等営業資料等営業資料等のののの作成業作成業作成業作成業

務務務務のののの費用費用費用費用とのことであるとのことであるとのことであるとのことである    

            それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの委託委託委託委託されたされたされたされた業務業務業務業務のののの内訳内訳内訳内訳をををを金額金額金額金額をををを

入入入入れてれてれてれて詳詳詳詳しくしくしくしく示示示示しししし、、、、業務委託料業務委託料業務委託料業務委託料とととと一一一一致致致致するよするよするよするよ

うううう説説説説明明明明をををを願願願願うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    當銘助役當銘助役當銘助役當銘助役はははは、、、、モノレモノレモノレモノレーーーールルルル株式株式株式株式会会会会社社社社のののの取取取取締役締役締役締役

会会会会でででで、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市議議議議会会会会でででで質質質質問問問問されたされたされたされた内容内容内容内容、、、、問題問題問題問題提提提提

起起起起ががががあったということをあったということをあったということをあったということを伝伝伝伝えるえるえるえる約約約約束束束束をしたをしたをしたをした

がががが、、、、どのようなことをどのようなことをどのようなことをどのようなことを話話話話ししししたかたかたかたか伺伺伺伺うううう    

            またまたまたまた、、、、今年今年今年今年やがやがやがやがてててて開催開催開催開催されるされるされるされる取取取取締役締役締役締役会会会会でのでのでのでの

対対対対応応応応をどうするつもりかをどうするつもりかをどうするつもりかをどうするつもりか伺伺伺伺うううう    

    

３３３３    久久久久    高高高高    友友友友    弘弘弘弘    

((((大志大志大志大志のののの会会会会))))    

    モノレモノレモノレモノレーーーールルルル

((((株株株株))))のののの健健健健全全全全運営運営運営運営

についてについてについてについて    

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

        市市市市長長長長、、、、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質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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    

    区画整区画整区画整区画整理事理事理事理事業業業業もももも完了完了完了完了しししし、、、、人人人人口増口増口増口増のののの続続続続くくくく新都心地新都心地新都心地新都心地

区区区区のののの計画計画計画計画のののの新新新新たなたなたなたな小学校小学校小学校小学校及及及及びびびび中学校中学校中学校中学校のののの開開開開校校校校についについについについ

てててて伺伺伺伺うううう。。。。急激急激急激急激なななな児童児童児童児童数数数数のののの増加増加増加増加でででで開開開開校間校間校間校間もないもないもないもない銘苅銘苅銘苅銘苅

小学校小学校小学校小学校においてはにおいてはにおいてはにおいては増築増築増築増築しているのしているのしているのしているのがががが現状現状現状現状であるであるであるである。。。。

関関関関連連連連してしてしてして、、、、人人人人口増口増口増口増のののの推移推移推移推移、、、、現況現況現況現況やややや予測予測予測予測などについなどについなどについなどについ

てもてもてもても伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    小学校小学校小学校小学校のののの開開開開校校校校予予予予定定定定についてについてについてについて    

    

((((２２２２))))    中学校中学校中学校中学校のののの開開開開校校校校予予予予定定定定についてについてについてについて    

    

((((３３３３))))    銘苅銘苅銘苅銘苅小学校小学校小学校小学校のののの開開開開校校校校からのからのからのからの人人人人口口口口やややや児童児童児童児童数数数数のののの推推推推

移移移移やややや予測予測予測予測についてについてについてについて    

    

    

    

    

    開通開通開通開通がががが待待待待たれるたれるたれるたれる新都心牧志新都心牧志新都心牧志新都心牧志線線線線はははは、、、、開通予開通予開通予開通予定定定定のののの遅遅遅遅

れもありれもありれもありれもあり進捗進捗進捗進捗がががが気気気気になるになるになるになる。。。。さらにさらにさらにさらに、、、、全全全全面開通面開通面開通面開通にもにもにもにも

大大大大いにいにいにいに期待期待期待期待するものであるするものであるするものであるするものである。。。。またまたまたまた、、、、アクアクアクアクセセセセススススなどなどなどなど

のののの交通交通交通交通問題問題問題問題やややや段差段差段差段差もあるもあるもあるもある地形地形地形地形ゆゆゆゆええええ、、、、法法法法面面面面やややや植栽植栽植栽植栽がががが

どうなるのかどうなるのかどうなるのかどうなるのか、、、、環境環境環境環境整備整備整備整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    

((((１１１１))))    開通開通開通開通のののの時期時期時期時期やややや進捗進捗進捗進捗についてについてについてについて    

    

((((２２２２))))    横断横断横断横断歩道等歩道等歩道等歩道等のののの整備整備整備整備についてについてについてについて    

    

((((３３３３))))    新都心地区新都心地区新都心地区新都心地区とととと中中中中心心心心市市市市街地街地街地街地とのとのとのとの交通結節交通結節交通結節交通結節につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

４４４４    与与与与    儀儀儀儀    清清清清    春春春春    

((((市民市民市民市民のののの会会会会))))    

１１１１    新都心地区新都心地区新都心地区新都心地区

のののの小小小小・・・・中学校中学校中学校中学校

開開開開校校校校にににに関関関関連連連連しししし

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    新都心牧志新都心牧志新都心牧志新都心牧志

線線線線のののの開通開通開通開通にににに関関関関

連連連連してしてしてして    

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

        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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 



個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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    我如古我如古我如古我如古    一一一一    郎郎郎郎    

((((日日日日本本本本共産党共産党共産党共産党))))    

１１１１    那覇那覇那覇那覇・・・・南風南風南風南風

原原原原ククククリリリリーンーンーンーンセセセセ

ンターンターンターンターのののの管理管理管理管理

運営運営運営運営とととと本市本市本市本市のののの

関関関関わわわわりについりについりについりについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    ごごごごみみみみ行行行行政政政政にににに

ついてついてついてついて    

    

((((１１１１))))    焼焼焼焼却却却却炉炉炉炉・・・・灰溶融炉灰溶融炉灰溶融炉灰溶融炉などなどなどなどがががが民間民間民間民間にににに委託委託委託委託されてされてされてされて

いるいるいるいるがががが、、、、管理管理管理管理運営運営運営運営費費費費をををを負担負担負担負担しているしているしているしている母母母母体体体体としとしとしとし

てててて、、、、そのそのそのその委託委託委託委託契約契約契約契約にどのようににどのようににどのようににどのように関関関関わわわわっているっているっているっている

かかかか    

    

((((２２２２))))    ななななぜぜぜぜ去年去年去年去年よりよりよりより2222,,,,111100000000万円増万円増万円増万円増えてえてえてえて、、、、２２２２億億億億4444,,,,676767675555

万円万円万円万円にににに委託料委託料委託料委託料ががががふふふふえたのかえたのかえたのかえたのか説説説説明明明明せせせせよよよよ。。。。今今今今回回回回のののの

入入入入札札札札にににに参参参参加加加加したしたしたした他他他他のののの企業企業企業企業のののの金額金額金額金額はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

((((３３３３))))    環境施環境施環境施環境施設設設設組合組合組合組合がががが出出出出したしたしたした要求要求要求要求水準水準水準水準書書書書（（（（仕仕仕仕様書様書様書様書））））

とととと企業企業企業企業がががが提出提出提出提出したしたしたした技術技術技術技術提提提提案案案案書書書書のののの11118888年度年度年度年度とととと11119999年年年年

度度度度のののの違違違違いをいをいをいを述述述述べべべべよよよよ    

    

((((４４４４))))    委託委託委託委託先先先先のののの沖縄沖縄沖縄沖縄ププププラントラントラントラント工工工工業業業業のののの職職職職員員員員以以以以外外外外のののの労労労労

働働働働者者者者がががが、、、、焼焼焼焼却却却却炉炉炉炉などのなどのなどのなどの心心心心臓臓臓臓部部部部にににに27272727人人人人もももも派派派派遣遣遣遣でででで

従従従従事事事事していることはおかしくないかしていることはおかしくないかしていることはおかしくないかしていることはおかしくないか。。。。管理管理管理管理運運運運

営営営営できるできるできるできる会会会会社社社社としてとしてとしてとして審査審査審査審査ををををパスパスパスパスしたのしたのしたのしたのにににに、、、、実実実実

際際際際はははは他他他他社社社社からからからから技術技術技術技術者者者者をををを受受受受けけけけ入入入入れなけれれなけれれなけれれなければばばばできできできでき

ないないないないということかということかということかということか    

    

((((５５５５))))    労働労働労働労働者派者派者派者派遣遣遣遣はははは１１１１年以年以年以年以上上上上働働働働いたらいたらいたらいたら、、、、正正正正規規規規雇雇雇雇用用用用

しないといけないのではないかしないといけないのではないかしないといけないのではないかしないといけないのではないか    

    

((((６６６６))))    事事事事故故故故ががががあってはならないあってはならないあってはならないあってはならない重重重重要要要要なななな公公公公共共共共施施施施設設設設だだだだ

からこそからこそからこそからこそ直直直直営営営営ににににすすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。見見見見解解解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ががががアアアアルルルルミミミミ缶缶缶缶やややや古古古古紙紙紙紙などのなどのなどのなどの資資資資源源源源化物化物化物化物のののの抜抜抜抜きききき

取取取取りをりをりをりを禁禁禁禁止止止止することをすることをすることをすることを検討検討検討検討していることしていることしていることしていることがががが報報報報道道道道ささささ

れているれているれているれているがががが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容をををを問問問問うううう。。。。法的法的法的法的にににに問題問題問題問題はないはないはないはない

のかのかのかのか    

 



 

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    

((((１１１１))))    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの学校給食学校給食学校給食学校給食でのでのでのでの県県県県産産産産品品品品のののの使使使使用率用率用率用率はいはいはいはい

くらかくらかくらかくらか    

    

((((２２２２))))    学校給食学校給食学校給食学校給食でのでのでのでの消消消消費費費費はははは１１１１日日日日あたりあたりあたりあたり何食何食何食何食かかかか。。。。

111100000000％％％％のののの地産地地産地地産地地産地消消消消によるによるによるによる経済経済経済経済効果効果効果効果をををを問問問問うううう    

    

((((３３３３))))    地産地地産地地産地地産地消消消消をどのようにをどのようにをどのようにをどのように推進推進推進推進するのかするのかするのかするのか。。。。年度年度年度年度

ごごごごとのとのとのとの推進目標推進目標推進目標推進目標をををを設設設設定定定定してしてしてして111100000000％％％％をををを目目目目指指指指すすすすべべべべ

きではないかきではないかきではないかきではないか。。。。これをこれをこれをこれを推進推進推進推進するするするする担担担担当当当当をををを経済経済経済経済観観観観

光光光光部部部部にににに設置設置設置設置すすす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。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう    

    

((((４４４４))))    沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの食食食食糧糧糧糧自給率自給率自給率自給率はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか    

    

    

    

((((１１１１))))    父子世父子世父子世父子世帯帯帯帯はははは全県全県全県全県とととと本市本市本市本市でででで何何何何世世世世帯帯帯帯あるかあるかあるかあるか    

    

((((２２２２))))    200200200200万円万円万円万円のののの所所所所得得得得でででで中中中中２２２２・・・・高高高高３３３３のののの子供子供子供子供ががががいるいるいるいる父父父父

子世子世子世子世帯帯帯帯をををを母子世母子世母子世母子世帯帯帯帯にににに置置置置きききき換換換換えるとえるとえるとえると、、、、どのようどのようどのようどのよう

なななな支支支支援援援援ががががあるかあるかあるかあるか    

    

((((３３３３))))    父子世父子世父子世父子世帯帯帯帯へへへへのののの支支支支援援援援をををを独独独独自自自自にににに実施実施実施実施すすすすべべべべきではきではきではきでは

ないかないかないかないか    

    

    

    市市市市道道道道識識識識名名名名11119999号号号号のののの国国国国場場場場川川川川にににに架架架架かるかるかるかる泊泊泊泊下下下下橋橋橋橋のののの管理管理管理管理はははは

どこかどこかどこかどこか。。。。橋橋橋橋にににに沿沿沿沿ってってってってＮＴＴＮＴＴＮＴＴＮＴＴののののケケケケーーーーブブブブルルルルがががが走走走走っていっていっていってい

るるるるがががが、、、、そのそのそのその保護保護保護保護囲囲囲囲いいいいがががが平平平平板板板板なたなたなたなためめめめ、、、、子供子供子供子供がががが乗乗乗乗ってってってって

遊遊遊遊ぶぶぶぶ事事事事件件件件ががががあったあったあったあった。。。。改善改善改善改善をををを要求要求要求要求すすすすべべべべきときときときと思思思思ううううがががが対対対対

応応応応をををを問問問問うううう    

    

    

    

    

        ３３３３    地産地地産地地産地地産地消消消消のののの

推進推進推進推進についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    一人一人一人一人親親親親家家家家庭庭庭庭

政政政政策策策策についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    道道道道路路路路行行行行政政政政にににに

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めめめるるるる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、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質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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    

    地地地地方自方自方自方自治治治治法法法法令令令令上上上上、、、、一般一般一般一般競争競争競争競争入入入入札札札札がががが原原原原則則則則とされてとされてとされてとされて

いるにもかかいるにもかかいるにもかかいるにもかかわわわわららららずずずず、、、、指指指指名名名名競争競争競争競争やややや随意随意随意随意契約契約契約契約がががが主流主流主流主流

をなしをなしをなしをなし、、、、特特特特にににに公公公公共共共共工工工工事事事事ををををめめめめぐぐぐぐるるるる入入入入札札札札はははは、、、、談談談談合事合事合事合事件件件件

がががが相相相相次次次次いでいでいでいで発生発生発生発生しているしているしているしている    

((((１１１１))))    一般一般一般一般競争競争競争競争入入入入札札札札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検討検討検討検討したことしたことしたことしたこと

ががががあれあれあれあればばばば（（（（公公公公共共共共工工工工事事事事））））それをもとにそれをもとにそれをもとにそれをもとにメメメメリリリリットットットット・・・・

デメデメデメデメリリリリットットットットをあをあをあをあげげげげてててて説説説説明明明明願願願願うううう    

    

    

((((２２２２))))    国国国国・・・・県県県県はははは一般一般一般一般競争競争競争競争入入入入札札札札制制制制度度度度についてについてについてについて、、、、今後今後今後今後

どうするとどうするとどうするとどうすると言言言言っているかっているかっているかっているか。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市のののの対対対対応応応応策策策策にににに

ついついついついてててて伺伺伺伺うううう    

    

    

    那覇市那覇市那覇市那覇市内内内内にあるにあるにあるにある道道道道路路路路をををを横断横断横断横断しているしているしているしている電柱電柱電柱電柱はははは、、、、どどどど

れくらいあるのかれくらいあるのかれくらいあるのかれくらいあるのか。。。。国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市のののの管理管理管理管理ごごごごとのとのとのとの本数本数本数本数

はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか、、、、説説説説明明明明をををを願願願願うううう。。。。またまたまたまた、、、、適適適適正正正正なななな高高高高さにさにさにさに設設設設

置置置置されているかされているかされているかされているか、、、、いついついついつ調調調調査査査査したかもしたかもしたかもしたかも含含含含めめめめ答弁答弁答弁答弁願願願願うううう    

    

    

    

    予予予予防接種防接種防接種防接種制制制制度度度度がががが改改改改正正正正されされされされ、、、、ＭＲＭＲＭＲＭＲワクチンワクチンワクチンワクチンのののの接種接種接種接種

がががが低低低低下下下下しているというしているというしているというしているというがががが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇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

方方方方針針針針についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    改改改改正正正正消消消消費者契約法費者契約法費者契約法費者契約法のののの施行施行施行施行にににに伴伴伴伴いいいい、、、、悪徳商悪徳商悪徳商悪徳商法法法法のののの業業業業

者者者者をををを対対対対象象象象にににに、、、、被害者本人被害者本人被害者本人被害者本人にかにかにかにかわわわわってってってって消消消消費者費者費者費者団体団体団体団体がががが

そのそのそのその業業業業者者者者をををを訴訴訴訴えることえることえることえることがががができるできるできるできる消消消消費者費者費者費者団体団体団体団体訴訟訴訟訴訟訴訟制制制制

度度度度がががが６６６６月月月月からからからからスタートスタートスタートスタートするするするするがががが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県・・・・那覇市那覇市那覇市那覇市のののの

取取取取りりりり組組組組みみみみ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策策策策ををををどうするのかどうするのかどうするのかどうするのか、、、、併併併併

せせせせてててて説説説説明明明明願願願願うううう    

６６６６    座座座座    覇覇覇覇    政政政政    為為為為    

((((そうそうそうそうぞぞぞぞうううう))))    

１１１１    入入入入札札札札契約契約契約契約適適適適

正化正化正化正化についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    道道道道路路路路行行行行政政政政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

３３３３    予予予予防接種防接種防接種防接種にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

４４４４    消消消消費者費者費者費者団体団体団体団体

訴訟訴訟訴訟訴訟制制制制度度度度につにつにつにつ

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めめめるるるる者者者者】】】】    

        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、、、、上上上上下下下下水水水水道道道道事事事事業業業業管理者管理者管理者管理者、、、、    

病病病病院院院院事事事事業業業業管理者管理者管理者管理者、、、、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質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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    上上上上    里里里里    直直直直    司司司司    

((((民民民民主主主主クラクラクラクラブブブブ))))    

１１１１    母子母子母子母子保保保保健健健健行行行行

政政政政についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    男性男性男性男性のののの育児育児育児育児

へへへへのののの関関関関わわわわりとりとりとりと

働働働働きききき方方方方についについについについ

てててて    

((((１１１１))))    本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける母乳母乳母乳母乳育児推進体制育児推進体制育児推進体制育児推進体制についてについてについてについて伺伺伺伺

うううう。。。。母乳母乳母乳母乳育児育児育児育児がががが母母母母とととと子子子子のののの健健健健康康康康についてどのよについてどのよについてどのよについてどのよ

うなうなうなうな影響影響影響影響をををを及及及及ぼぼぼぼすとすとすとすと考考考考えているのかえているのかえているのかえているのか、、、、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、、、、ユニユニユニユニセセセセフフフフととととＷＨＯＷＨＯＷＨＯＷＨＯ((((世界世界世界世界保保保保

健機健機健機健機構構構構))))がががが1111992992992992年年年年にににに発発発発表表表表したしたしたした「「「「母乳母乳母乳母乳育児成育児成育児成育児成功功功功のののの

たたたためめめめのののの11110000かかかか条条条条」」」」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    

    

((((２２２２))))    新新新新生生生生児児児児訪訪訪訪問事問事問事問事業業業業のののの現状現状現状現状についてについてについてについて    

        ①①①①    平成平成平成平成11117777年度年度年度年度のののの訪訪訪訪問問問問件件件件数数数数とととと対対対対象象象象児児児児とのとのとのとの割割割割

合合合合。。。。過去過去過去過去のののの訪訪訪訪問問問問件件件件数数数数がががが低低低低調調調調となっているとなっているとなっているとなっている理理理理

由由由由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    訪訪訪訪問問問問助産助産助産助産師師師師のののの数数数数、、、、保保保保健健健健師師師師のののの数数数数はははは適適適適正正正正かかかか    

    

        ③③③③    訪訪訪訪問事問事問事問事業業業業においてにおいてにおいてにおいて何何何何にににに重重重重点点点点をををを置置置置いているいているいているいている

のかのかのかのか    

    

④④④④    国国国国のののの「「「「こんにこんにこんにこんにちちちちはははは赤赤赤赤ちゃちゃちゃちゃんんんん事事事事業業業業」」」」のののの概概概概要要要要

とととと事事事事業業業業がががが始始始始まるにまるにまるにまるに至至至至ったったったった経経経経緯緯緯緯、、、、またまたまたまた本市本市本市本市はははは

このこのこのこの事事事事業業業業にににに取取取取りりりり組組組組んでいくんでいくんでいくんでいくのかのかのかのか    

    

        ⑤⑤⑤⑤    市立病市立病市立病市立病院院院院のののの助産助産助産助産師師師師はははは新新新新生生生生児児児児訪訪訪訪問事問事問事問事業業業業をはをはをはをは

じじじじめめめめ、、、、市市市市内内内内のののの妊妊妊妊産産産産婦婦婦婦、、、、経経経経産産産産婦婦婦婦のののの健健健健康康康康にににに連連連連携携携携

しているのかしているのかしているのかしているのか。。。。今後今後今後今後のののの展望展望展望展望もももも伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    妊婦妊婦妊婦妊婦一般一般一般一般健健健健康診査康診査康診査康診査についてについてについてについて、、、、国国国国はははは公費公費公費公費負担負担負担負担

分分分分をををを拡大拡大拡大拡大しようとしているしようとしているしようとしているしようとしているがががが、、、、本市本市本市本市でもでもでもでも取取取取りりりり

組組組組むむむむ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。。。。またまたまたまた、、、、出産出産出産出産後後後後のののの健健健健康診康診康診康診

査査査査のののの無無無無料料料料化化化化もももも検討検討検討検討できないかできないかできないかできないか、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((１１１１))))    本市本市本市本市男性職男性職男性職男性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取取取取得得得得者者者者についてについてについてについて、、、、

以下以下以下以下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    平成平成平成平成11118888年度年度年度年度のののの取取取取得得得得者数者数者数者数とととと対対対対象象象象者者者者とそのとそのとそのとその占占占占

めめめめるるるる割割割割合合合合ついてついてついてついて    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏    名名名名    

((((会派名会派名会派名会派名))))    

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

        ②②②②    過去過去過去過去５５５５年間取年間取年間取年間取得得得得者者者者がががが００００人人人人とととと聞聞聞聞いているいているいているいている

がががが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由とととと現在現在現在現在のののの推進体制推進体制推進体制推進体制のののの課題課題課題課題につにつにつにつ

いていていていて    

    

        ③③③③    今後今後今後今後、、、、男性男性男性男性のののの育児育児育児育児休休休休業業業業取取取取得得得得者者者者のののの取取取取得得得得目標目標目標目標

をををを設設設設定定定定するするするする予予予予定定定定はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市のののの次次次次世代世代世代世代育成育成育成育成事事事事業業業業ににににおいておいておいておいて男性男性男性男性のののの育児育児育児育児

へへへへのののの関関関関わわわわりをりをりをりを促促促促すすすす事事事事業業業業はははは何何何何かかかか。。。。ママママタタタタニニニニティティティティ教教教教

室室室室のののの実実実実績績績績とととと市民市民市民市民、、、、行行行行政政政政からのからのからのからの評価評価評価評価についてについてについてについて伺伺伺伺

うううう。。。。平成平成平成平成 11119999年度年度年度年度におけるにおけるにおけるにおける事事事事業業業業展展展展開開開開をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    次次次次世代世代世代世代育成計画育成計画育成計画育成計画はははは、、、、進捗進捗進捗進捗管理管理管理管理、、、、計画計画計画計画見見見見直直直直しししし

などはなどはなどはなどはななななされているのかされているのかされているのかされているのか。。。。またまたまたまた審審審審議議議議会会会会はははは計画計画計画計画

策定後何策定後何策定後何策定後何回開回開回開回開かれかれかれかれ、、、、そこからどのようなそこからどのようなそこからどのようなそこからどのような意意意意見見見見

がががが出出出出ているのかているのかているのかているのか    

    

    

    

    平成平成平成平成 11119999年度年度年度年度もももも厳厳厳厳しいしいしいしい予予予予算編算編算編算編成成成成をををを強強強強いられているいられているいられているいられている

がががが、、、、病病病病院院院院事事事事業業業業会会会会計計計計、、、、上上上上下下下下水水水水道道道道事事事事業業業業会会会会計計計計においてそにおいてそにおいてそにおいてそ

れれれれぞぞぞぞれれれれ５５５５億億億億円円円円、、、、合合合合計計計計 11110000億億億億円円円円のののの投投投投資資資資をしているをしているをしているをしている。。。。そそそそ

のののの資資資資金金金金をををを一般会一般会一般会一般会計計計計やややや国保会国保会国保会国保会計計計計でででで繰繰繰繰入入入入やややや借借借借入入入入れれれれがががが財財財財

政制政制政制政制度度度度上上上上できなかったのかできなかったのかできなかったのかできなかったのか。。。。またそうしたことをまたそうしたことをまたそうしたことをまたそうしたことを

働働働働きかけなかったのはなきかけなかったのはなきかけなかったのはなきかけなかったのはなぜぜぜぜかかかか    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    予予予予算編算編算編算編成成成成にににに

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めめめるるるる者者者者】】】】    

        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、、、、上上上上下下下下水水水水道道道道事事事事業業業業管理者管理者管理者管理者    

        病病病病院院院院事事事事業業業業管理者管理者管理者管理者、、、、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質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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    

    昨昨昨昨年年年年来来来来、、、、指指指指定管理者定管理者定管理者定管理者制制制制度度度度のののの導入導入導入導入によるによるによるによる諸諸諸諸々々々々のののの市市市市

運営運営運営運営施施施施設設設設がががが民間民間民間民間のののの活活活活力力力力をををを利利利利用用用用したしたしたした運営運営運営運営にににに移移移移行行行行しししし、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは市民市民市民市民とのとのとのとの協協協協働働働働によるまによるまによるまによるまちづちづちづちづくりによるくりによるくりによるくりによる道道道道

路路路路・・・・公公公公園園園園ボランティアボランティアボランティアボランティアなどなどなどなど市民市民市民市民のののの協協協協力力力力によりによりによりにより確確確確かかかか

なななな実実実実績績績績をををを積積積積んでいるんでいるんでいるんでいる    

    

((((１１１１))))    市立公市立公市立公市立公園園園園はははは現在何現在何現在何現在何カカカカ所所所所あるかあるかあるかあるか伺伺伺伺うううう。。。。そのそのそのその内内内内

にににに管理管理管理管理をををを委託委託委託委託しているしているしているしている公公公公園園園園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))))    ススススポポポポーーーーツツツツ施施施施設設設設をををを併併併併設設設設しているしているしているしている公公公公園園園園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（（（（屋屋屋屋外外外外、、、、屋内含屋内含屋内含屋内含めめめめ））））    

    

((((３３３３))))    若狭若狭若狭若狭公公公公園少園少園少園少年野年野年野年野球球球球ググググララララウウウウンドンドンドンド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    当当当当該該該該公公公公園園園園はははは設置設置設置設置後後後後、、、、何年何年何年何年になるのかになるのかになるのかになるのか    

    

        ②②②②    管理管理管理管理はどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか    

    

        ③③③③    ググググララララウウウウンドンドンドンドのののの改修改修改修改修・・・・整備整備整備整備のののの予予予予定定定定はないかはないかはないかはないか    

    

    

    

    観光観光観光観光立県沖縄立県沖縄立県沖縄立県沖縄のののの玄玄玄玄関口関口関口関口であるであるであるである那覇市那覇市那覇市那覇市におけるにおけるにおけるにおける主主主主

要要要要道道道道路路路路のののの除除除除草草草草関係関係関係関係であるであるであるであるがががが、、、、昨昨昨昨年年年年のののの末末末末におもにおもにおもにおもろろろろまままま

ちちちちをををを通通通通ったったったった際際際際にににに分分分分離離離離帯帯帯帯のののの雑草雑草雑草雑草がががが伸伸伸伸びびびびているのにているのにているのにているのに驚驚驚驚

いたいたいたいた。。。。どのようなどのようなどのようなどのような管理管理管理管理になっているのかになっているのかになっているのかになっているのか伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    管理管理管理管理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    

    

((((２２２２))))    主主主主要要要要道道道道路路路路のののの除除除除草草草草についてどうについてどうについてどうについてどう実施実施実施実施していしていしていしてい

るかるかるかるか    

    

((((３３３３))))    予予予予算算算算措置措置措置措置のののの状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか    

８８８８    與與與與    儀儀儀儀    實實實實    司司司司    

((((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    公公公公園園園園行行行行政政政政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    道道道道路路路路行行行行政政政政にににに

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めめめるるるる者者者者】】】】    

        市市市市長長長長、、、、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質質質問問問問（（（（３３３３日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 11119999年年年年３３３３月月月月２２２２日日日日（（（（金金金金））））    

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    平平平平    良良良良    識識識識    子子子子    

((((社社社社社社社社連合連合連合連合))))    

１１１１    観光観光観光観光行行行行政政政政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    平平平平和和和和行行行行政政政政にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    観光観光観光観光行行行行政政政政におけるにおけるにおけるにおける基基基基本理本理本理本理念念念念はははは何何何何かかかか。。。。それをそれをそれをそれを

もとにもとにもとにもとに、、、、全全全全庁庁庁庁的的的的にどのようなにどのようなにどのようなにどのような取取取取りりりり組組組組みをしてみをしてみをしてみをして

いるかいるかいるかいるか    

    

((((２２２２))))    平平平平和和和和学学学学習習習習ガガガガイイイイドドドド事事事事業業業業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意意意意図図図図はははは

何何何何かかかか    

    

((((３３３３))))    県県県県内内内内へへへへのののの中学校中学校中学校中学校のののの修修修修学学学学旅旅旅旅行行行行がががが、、、、このこのこのこの 11110000年間年間年間年間

でででで約約約約 11110000倍倍倍倍にににに増加増加増加増加しているしているしているしている。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして、、、、どどどど

のようなのようなのようなのような対策対策対策対策をとっているかをとっているかをとっているかをとっているか    

    

((((４４４４))))    本事本事本事本事業業業業のののの見見見見直直直直ししししがががが行行行行わわわわれれれれ、、、、結結結結果果果果、「、「、「、「本市本市本市本市職職職職員員員員

によるによるによるによる平平平平和和和和ガガガガイイイイドドドド事事事事業提業提業提業提供供供供はははは終終終終了了了了するするするする」」」」となとなとなとな

っているっているっているっているがががが、、、、むしむしむしむしろろろろ発発発発展展展展的的的的にににに事事事事業業業業をををを見見見見直直直直すすすすべべべべ

ききききだだだだとととと考考考考えるえるえるえる。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    「「「「那覇市国民保護那覇市国民保護那覇市国民保護那覇市国民保護計画計画計画計画」（」（」（」（素案素案素案素案））））のののの内容及内容及内容及内容及びびびびパパパパブブブブ

リリリリックックックックコメコメコメコメントントントントについてについてについてについて、、、、以下以下以下以下伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    本本本本計画計画計画計画素案素案素案素案をををを作成作成作成作成するにあたりするにあたりするにあたりするにあたり、、、、昨昨昨昨年年年年２２２２月月月月

定定定定例例例例会会会会のののの答弁答弁答弁答弁でででで、「、「、「、「可能可能可能可能なななな限限限限りりりり有効有効有効有効なななな那覇市那覇市那覇市那覇市のののの

国民保護国民保護国民保護国民保護計画計画計画計画をつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたいをつくっていきたい」」」」としていとしていとしていとしてい

るるるるがががが、、、、モモモモデデデデルルルル計画計画計画計画とはとはとはとは別別別別にににに、、、、本市本市本市本市のののの平平平平和和和和スタスタスタスタ

ンスンスンスンスやややや沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦のののの教教教教訓訓訓訓等等等等どうどうどうどう盛盛盛盛りりりり込込込込まれたかまれたかまれたかまれたか    

    

((((２２２２))))    現在現在現在現在、、、、パパパパブブブブリリリリックックックックコメコメコメコメントントントントをををを募集募集募集募集しているしているしているしている。。。。

現現現現段段段段階階階階でのでのでのでの意意意意見見見見提出提出提出提出のののの件件件件数数数数はははは何何何何件件件件かかかか。。。。またまたまたまた、、、、

様様様様々々々々にににに寄寄寄寄せせせせられたられたられたられた市民市民市民市民意意意意見見見見のののの内容内容内容内容をををを、、、、誰誰誰誰ががががどどどど

のようなのようなのようなのような基準基準基準基準でででで判判判判断断断断しししし本本本本計画計画計画計画にににに反映反映反映反映するのかするのかするのかするのか    

    

((((３３３３))))    本本本本計画計画計画計画についてについてについてについて、、、、第第第第１１１１篇第篇第篇第篇第２２２２章章章章「「「「国民保護国民保護国民保護国民保護

措置措置措置措置にににに関関関関するするするする基基基基本方本方本方本方針針針針」（」（」（」（１１１１）「）「）「）「基基基基本的人本的人本的人本的人権権権権のののの

尊重尊重尊重尊重」」」」においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「国民国民国民国民のののの自由自由自由自由とととと権権権権利利利利にににに制制制制限限限限がががが

加加加加えられるときであってもえられるときであってもえられるときであってもえられるときであっても、、、、そのそのそのその制制制制限限限限はははは必必必必要要要要

最最最最小小小小限限限限のものにのものにのものにのものに限限限限りりりり」」」」とあるとあるとあるとあるがががが、、、、そのそのそのその程程程程度度度度・・・・

内容内容内容内容はどのようなものかはどのようなものかはどのようなものかはどのようなものか。。。。またまたまたまた、、、、従従従従わわわわないないないない場場場場

合合合合はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏    名名名名    

((((会派名会派名会派名会派名))))    

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

((((４４４４))))    本本本本計画計画計画計画のののの内容内容内容内容がががが、、、、国際人国際人国際人国際人道道道道法法法法にににに定定定定めめめめるるるる「「「「ジジジジ

ュュュュネーネーネーネーブブブブ条条条条約約約約第第第第一一一一追追追追加議加議加議加議定定定定書書書書」（」（」（」（日日日日本本本本政政政政府府府府、、、、

2004200420042004 年年年年批准批准批准批准））））にににに違違違違反反反反しているしているしているしている可能可能可能可能性性性性はないかはないかはないかはないか

見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    特特特特別支別支別支別支援教育援教育援教育援教育についてについてについてについて、、、、以下以下以下以下伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    特特特特別支別支別支別支援教育援教育援教育援教育をををを必必必必要要要要とするとするとするとする児童児童児童児童生生生生徒徒徒徒のののの数数数数、、、、

支支支支援員援員援員援員（（（（ヘヘヘヘルルルルパーパーパーパー））））要要要要請請請請のののの件件件件数数数数、、、、充充充充足率足率足率足率、、、、配配配配

置置置置できできできできずずずずにににに親親親親等等等等がががが対対対対応応応応しているしているしているしている数数数数、、、、ボランテボランテボランテボランテ

ィアィアィアィア対対対対応応応応数数数数    

    

((((２２２２))))    ヘヘヘヘルルルルパーパーパーパーをををを増員増員増員増員するたするたするたするためめめめにににに、、、、人人人人材材材材養養養養成成成成事事事事業業業業

及及及及びびびび対策対策対策対策についてについてについてについて    

    

((((３３３３))))    ボランティアボランティアボランティアボランティア派派派派遣遣遣遣をするをするをするをする際際際際、、、、ヘヘヘヘルルルルパーパーパーパー及及及及びびびび

ボランティアボランティアボランティアボランティア養養養養成成成成をををを行行行行っているっているっているっている団体団体団体団体やややや、、、、支支支支援援援援

団体団体団体団体とのとのとのとの連連連連携携携携のののの仕仕仕仕組組組組みみみみがががが整整整整っているかっているかっているかっているか    

    

((((４４４４))))    ボランティアボランティアボランティアボランティア派派派派遣遣遣遣についてのについてのについてのについての予予予予算算算算額額額額とととと、、、、そそそそ

のののの内容内容内容内容についてについてについてについて    

    

((((５５５５))))    文文文文科省科省科省科省よりよりよりより、、、、特特特特別支別支別支別支援教育援教育援教育援教育支支支支援員援員援員援員のののの計画計画計画計画的的的的

配配配配置置置置をするたをするたをするたをするためめめめのののの新新新新たなたなたなたな地地地地方方方方財政措置財政措置財政措置財政措置がががが予予予予定定定定

されているされているされているされている。。。。本市本市本市本市へへへへのののの予予予予定定定定措置措置措置措置額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか、、、、

それによりそれによりそれによりそれにより何人何人何人何人配配配配置置置置できるかできるかできるかできるか、、、、全全全全配配配配置置置置にににに向向向向けけけけ

てててて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てみについてみについてみについて    

    

            

    

    

    

    

３３３３    教育教育教育教育行行行行政政政政にににに

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めめめるるるる者者者者】】】】    

        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、、、、関係関係関係関係部部部部長長長長    

 


