
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    

    

議案議案議案議案にににに対対対対するするするする質質質質疑疑疑疑    

    平成平成平成平成 19191919 年年年年３３３３月月月月６６６６日日日日（（（（火火火火））））    

    〔〔〔〔日程第日程第日程第日程第４４４４〕〕〕〕    

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

((((１１１１))))    １１１１工区工区工区工区のののの入札入札入札入札、、、、落札落札落札落札、、、、仮契約仮契約仮契約仮契約はははは法法法法をををを遵守遵守遵守遵守

ししししているかているかているかているか    

    

((((２２２２))))    仮契約後仮契約後仮契約後仮契約後のののの業者業者業者業者のののの工事着工工事着工工事着工工事着工にににに向向向向けてのけてのけてのけての

業務業務業務業務    

    

((((３３３３))))    落札後落札後落札後落札後のののの担当部署担当部署担当部署担当部署、、、、三役三役三役三役のののの業務業務業務業務    

    

((((４４４４))))    落札後落札後落札後落札後にににに受受受受けたけたけたけた市内部市内部市内部市内部、、、、外部外部外部外部からのからのからのからの指摘指摘指摘指摘

そのそのそのその日時日時日時日時    

    

((((５５５５))))    仮契約後仮契約後仮契約後仮契約後、、、、辞退辞退辞退辞退したしたしたした事例事例事例事例    

    

((((６６６６))))    仮契約後仮契約後仮契約後仮契約後にににに業者業者業者業者がががが辞退辞退辞退辞退したときのしたときのしたときのしたときの懲罰懲罰懲罰懲罰

内容内容内容内容    

    

    

    

１１１１    古古古古    堅堅堅堅    茂茂茂茂    治治治治    

((((日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党))))    

    

    議案第議案第議案第議案第45454545号号号号・・・・

工事請負契約工事請負契約工事請負契約工事請負契約にににに

ついてついてついてついて((((石嶺市石嶺市石嶺市石嶺市

営住宅第営住宅第営住宅第営住宅第１１１１期建期建期建期建

替工事替工事替工事替工事((((建築建築建築建築・・・・１１１１

工区工区工区工区))))))))    

    

【【【【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    

２２２２    渡久地渡久地渡久地渡久地        修修修修    

((((日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党)))) 

    

１１１１     議案第議案第議案第議案第 ２２２２

号号号号・・・・那覇市一那覇市一那覇市一那覇市一

般職般職般職般職のののの任期付任期付任期付任期付

職員職員職員職員のののの採用等採用等採用等採用等

にににに関関関関するするするする条例条例条例条例

制定制定制定制定についてについてについてについて    

((((１１１１))))    なぜなぜなぜなぜ任期付任期付任期付任期付なのかなのかなのかなのか。。。。そのそのそのその職員職員職員職員はははは、、、、市内市内市内市内のののの

他他他他のののの埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの発掘調査発掘調査発掘調査発掘調査にはにはにはには、、、、どのようどのようどのようどのよう

にかかわるのかにかかわるのかにかかわるのかにかかわるのか    

    

((((２２２２))))    現在現在現在現在、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市にはにはにはには埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財埋蔵文化財のののの発掘調査発掘調査発掘調査発掘調査

をををを待待待待っているっているっているっている事業事業事業事業がどれだけあるのかがどれだけあるのかがどれだけあるのかがどれだけあるのか    

    

    

    

    



    

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

((((３３３３))))    現在現在現在現在のののの教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会のののの埋蔵文化財発掘埋蔵文化財発掘埋蔵文化財発掘埋蔵文化財発掘のののの

体制体制体制体制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。。。。市市市市のののの事事事事

業業業業にににに支障支障支障支障をきたしていることがあるのかをきたしていることがあるのかをきたしていることがあるのかをきたしていることがあるのか    

    

    

    

((((１１１１))))    平成平成平成平成17171717年度決算年度決算年度決算年度決算でのでのでのでの県内県内県内県内11111111市市市市のののの市民市民市民市民１１１１

人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの保険税額及保険税額及保険税額及保険税額及びびびび平均額平均額平均額平均額とととと順位順位順位順位にににに

ついてついてついてついて    

    

((((２２２２))))    今回今回今回今回のののの値上値上値上値上げのげのげのげの額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。１１１１人人人人当当当当たりたりたりたり

ではではではでは県内県内県内県内 11111111 市市市市でのでのでのでの順位順位順位順位はどうなるのかはどうなるのかはどうなるのかはどうなるのか    

    

((((３３３３))))    今回今回今回今回のののの値上値上値上値上げでげでげでげで、、、、年金生活者年金生活者年金生活者年金生活者ののののモデルケモデルケモデルケモデルケ

ースースースース、、、、所得年額所得年額所得年額所得年額、、、、160160160160 万円万円万円万円のののの夫婦夫婦夫婦夫婦のののの場合場合場合場合のののの

保険税額保険税額保険税額保険税額はははは幾幾幾幾らになるのからになるのからになるのからになるのか。。。。それはそれはそれはそれは、、、、年金年金年金年金

額額額額のののの何何何何カカカカ月分月分月分月分にあたるのかにあたるのかにあたるのかにあたるのか    

    

((((４４４４))))    保険税保険税保険税保険税のののの値上値上値上値上げをげをげをげを抑抑抑抑えるえるえるえる上上上上でででで、、、、市市市市としてとしてとしてとして

のののの対策対策対策対策はどういうものがあるのかはどういうものがあるのかはどういうものがあるのかはどういうものがあるのか    

    

((((５５５５))))    平成平成平成平成 17171717 年度決算年度決算年度決算年度決算でででで、、、、県内県内県内県内 11111111 市市市市のののの繰入額繰入額繰入額繰入額

とととと、、、、１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの額額額額はははは幾幾幾幾らでらでらでらで、、、、順位順位順位順位はどうはどうはどうはどう

なっているのかなっているのかなっているのかなっているのか    

    

((((６６６６))))    市市市市のののの平成平成平成平成 18181818 年度年度年度年度のののの財政調整基金財政調整基金財政調整基金財政調整基金とととと減債減債減債減債

基金基金基金基金のののの合計額合計額合計額合計額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。10101010 年前年前年前年前のののの 1997199719971997 年年年年

度度度度とととと市長誕生年市長誕生年市長誕生年市長誕生年度度度度のののの 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     議案第議案第議案第議案第 ９９９９

号号号号・・・・那覇市国那覇市国那覇市国那覇市国

民健康保険税民健康保険税民健康保険税民健康保険税

条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを

改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例

制定制定制定制定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    

    



    

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

((((７７７７))))    基金基金基金基金のののの合計合計合計合計をををを標準財政規模標準財政規模標準財政規模標準財政規模でででで割割割割ったったったった割割割割

合合合合のののの県内県内県内県内 11111111 市市市市のののの順位順位順位順位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    

    

((((８８８８))))    財政力指数財政力指数財政力指数財政力指数のののの県内県内県内県内 11111111 市市市市のののの順位順位順位順位はどうなはどうなはどうなはどうな

っているかっているかっているかっているか    

    

    

    新年度予算新年度予算新年度予算新年度予算、、、、第第第第 10101010 款教育費中款教育費中款教育費中款教育費中、、、、小学校小学校小学校小学校・・・・教教教教

材材材材費費費費、、、、中学校中学校中学校中学校・・・・教教教教材材材材費費費費についてについてについてについて    

((((１１１１))))    市負担市負担市負担市負担のののの教教教教材材材材費費費費のののの１１１１人当人当人当人当たりのたりのたりのたりの額額額額はははは幾幾幾幾

らからからからか    

    

((((２２２２))))    学学学学級級級級費費費費、、、、給食給食給食給食費費費費、、、、修学修学修学修学旅行旅行旅行旅行費費費費などなどなどなど保保保保護護護護者者者者

負担負担負担負担になっているものでになっているものでになっているものでになっているもので児童児童児童児童・・・・生生生生徒徒徒徒１１１１人当人当人当人当

たりのたりのたりのたりの額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか、、、、種類種類種類種類とととと額及額及額及額及びびびび合計合計合計合計につにつにつにつ

いていていていて、、、、各各各各学年学年学年学年ごごごごとにとにとにとに明明明明らかにしてらかにしてらかにしてらかにしていただきいただきいただきいただき

たいたいたいたい。。。。ままままたたたた、、、、ＰＴＡＰＴＡＰＴＡＰＴＡ会会会会費費費費をををを含含含含めるとめるとめるとめると幾幾幾幾らにらにらにらに

なるかなるかなるかなるか    

    

    

            

    

    

    

    

    

    

３３３３     議案第議案第議案第議案第 24242424

号号号号・・・・平成平成平成平成19191919年年年年

度那覇市一般度那覇市一般度那覇市一般度那覇市一般

会計予算会計予算会計予算会計予算につにつにつにつ

いていていていて    

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

        市長市長市長市長、、、、助役助役助役助役、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

３３３３    大大大大    浜浜浜浜    安安安安    史史史史    

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

    議案第議案第議案第議案第３３３３号号号号・・・・

那覇市那覇市那覇市那覇市行行行行政財産政財産政財産政財産

使使使使用用用用料料料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条条条

例制定例制定例制定例制定についてについてについてについて    

((((１１１１))))    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの行行行行政財産政財産政財産政財産はいはいはいはいくくくくつでつでつでつで、、、、市営市営市営市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のののの比率比率比率比率はははは何何何何％％％％をををを占占占占めているのかめているのかめているのかめているのか

((((金額金額金額金額にしてにしてにしてにして幾幾幾幾らになるからになるからになるからになるか))))    

    

    

((((２２２２))))    市営市営市営市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料料料料金金金金がががが改正改正改正改正にににに伴伴伴伴いいいい上上上上

がることになるがることになるがることになるがることになる((((石嶺石嶺石嶺石嶺団団団団地地地地・・・・宇栄原団宇栄原団宇栄原団宇栄原団地地地地・・・・

小小小小禄団禄団禄団禄団地地地地・・・・大大大大名名名名団団団団地地地地))))。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれれれれ平成平成平成平成 18181818 年年年年

度度度度のののの年年年年間料間料間料間料金金金金はははは幾幾幾幾らでらでらでらで、、、、駐車台駐車台駐車台駐車台数数数数はははは何何何何台台台台なななな

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

((((３３３３))))    那覇市那覇市那覇市那覇市がががが市営市営市営市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をををを整整整整備備備備したしたしたした

とことことこところろろろはははは、、、、いいいいくくくくつあるのかつあるのかつあるのかつあるのか。。。。駐車料駐車料駐車料駐車料金金金金はははは幾幾幾幾

らでらでらでらで、、、、台台台台数数数数はははは何何何何台台台台なのかなのかなのかなのか。。。。改正後改正後改正後改正後のののの駐車料駐車料駐車料駐車料

金金金金はははは、、、、平成平成平成平成19191919年年年年とととと22223333年後年後年後年後にはにはにはには年年年年間間間間幾幾幾幾らにならにならにならにな

るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう    

    

            

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

        市長市長市長市長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

((((１１１１))))    料料料料金金金金のののの適適適適正化正化正化正化、、、、ままままたはたはたはたは、、、、類似病院類似病院類似病院類似病院とのとのとのとの均均均均

衡衡衡衡をををを図図図図るるるる理由理由理由理由についてについてについてについて    

    

((((２２２２))))    料料料料金改定金改定金改定金改定をををを図図図図るるるる際際際際、、、、市内産市内産市内産市内産科医院科医院科医院科医院のののの料料料料金金金金

をををを参考参考参考参考ににににしたかしたかしたかしたか((((市内市内市内市内のののの産産産産科医院科医院科医院科医院のののの料料料料金金金金、、、、

平均額平均額平均額平均額、、、、最低最低最低最低額額額額、、、、最高最高最高最高額額額額があれがあれがあれがあればばばば説明説明説明説明をいをいをいをい

ただきたいただきたいただきたいただきたい))))    

    

((((３３３３))))    増増増増額決定額決定額決定額決定するするするするとととと、、、、病院病院病院病院事業会計事業会計事業会計事業会計にはにはにはには歳歳歳歳入入入入

でででで幾幾幾幾らららら増増増増額額額額になるかになるかになるかになるか    

    

((((４４４４))))    増増増増額額額額によってによってによってによって診断環境診断環境診断環境診断環境改改改改善善善善のののの内容内容内容内容とととと、、、、そそそそ

のののの改改改改善善善善によってによってによってによって医療過誤医療過誤医療過誤医療過誤リリリリススススククククがどれだがどれだがどれだがどれだ

けけけけ軽軽軽軽減減減減さささされるのかれるのかれるのかれるのか    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    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ブクラブクラブクラブ))))    

    議案第議案第議案第議案第14141414号号号号・・・・

那覇市那覇市那覇市那覇市立病院使立病院使立病院使立病院使

用用用用料料料料及及及及びびびび手手手手数数数数料料料料

条例条例条例条例のののの一部一部一部一部をををを改改改改

正正正正するするするする条例制定条例制定条例制定条例制定

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、、、、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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

    



    〔〔〔〔日程第日程第日程第日程第６６６６〕〕〕〕    

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

((((１１１１))))    モモモモノレノレノレノレールールールール旭橋旭橋旭橋旭橋地区第一地区第一地区第一地区第一種種種種市市市市街街街街地地地地再開再開再開再開

発事業発事業発事業発事業についてについてについてについて    

            市市市市のののの起起起起債発債発債発債発行行行行のののの担当部署担当部署担当部署担当部署とととと最終最終最終最終判断判断判断判断者者者者。。。。

起起起起債債債債のののの県県県県・・・・国国国国のののの許可許可許可許可・・・・同意同意同意同意のののの月日月日月日月日、、、、起起起起債債債債目目目目

的的的的、、、、限限限限度額度額度額度額、、、、起起起起債発債発債発債発行行行行日日日日、、、、起起起起債発債発債発債発行行行行のののの法法法法律律律律

根拠根拠根拠根拠。。。。法改正法改正法改正法改正のののの適適適適用用用用でででで2006200620062006年度年度年度年度からからからから起起起起債発債発債発債発

行行行行がががが許可許可許可許可からからからから協協協協議議議議にににに変変変変わっているがわっているがわっているがわっているが、、、、このこのこのこの

適適適適用用用用でででで発発発発行行行行さささされたれたれたれた起起起起債債債債    

            旭橋都旭橋都旭橋都旭橋都市市市市再開再開再開再開発発発発株式株式株式株式会会会会社社社社へへへへのののの県県県県のののの出資出資出資出資

金額金額金額金額とととと割合割合割合割合のののの変遷変遷変遷変遷とそのとそのとそのとその原因原因原因原因。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県がががが旭旭旭旭

橋都橋都橋都橋都市市市市再開再開再開再開発発発発株式株式株式株式会会会会社社社社のののの資資資資本金本金本金本金をををを２２２２分分分分のののの

１１１１以以以以上上上上取取取取得得得得したしたしたした年月日年月日年月日年月日とそれとそれとそれとそれ以降以降以降以降にににに発発発発行行行行

さささされたれたれたれた起起起起債債債債    

            旭橋都旭橋都旭橋都旭橋都市市市市再開再開再開再開発発発発株式株式株式株式会会会会社社社社へへへへのののの補補補補助金助金助金助金をををを

充充充充当当当当するするするする起起起起債発債発債発債発行行行行をををを厳格厳格厳格厳格にににに限限限限定定定定しているしているしているしている

法法法法律律律律はははは何何何何かかかか    

    

((((２２２２))))    モモモモノレノレノレノレールールールール旭橋旭橋旭橋旭橋地区第一地区第一地区第一地区第一種種種種市市市市街街街街地地地地再開再開再開再開

発事業発事業発事業発事業ににににおおおおけるけるけるける県県県県とととと国国国国のののの許可許可許可許可事事事事項項項項、、、、添添添添付付付付・・・・

説明説明説明説明がががが義義義義務務務務づづづづけられているけられているけられているけられている事事事事項項項項    

            県県県県・・・・国国国国へへへへのののの申申申申請文請文請文請文書書書書、、、、ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング、、、、協協協協議議議議

ででででのののの旭橋都旭橋都旭橋都旭橋都市市市市再開再開再開再開発発発発株式株式株式株式会会会会社社社社のののの資資資資本金割本金割本金割本金割

合合合合のののの報告報告報告報告内容内容内容内容についてについてについてについて    

    

((((３３３３))))    旭橋都旭橋都旭橋都旭橋都市市市市再開再開再開再開発発発発株式株式株式株式会会会会社社社社についてについてについてについて問問問問うううう    

            県県県県がががが出資出資出資出資金金金金をををを増増増増額額額額しししし２２２２分分分分のののの１１１１以以以以上上上上としとしとしとし

たたたた原因原因原因原因とととと経過経過経過経過    

            県県県県のののの出資出資出資出資率率率率がががが法法法法律律律律にににに反反反反するするするする２２２２分分分分のののの１１１１以以以以

下下下下のののの場合場合場合場合、、、、事業事業事業事業許可許可許可許可、、、、施行施行施行施行、、、、起起起起債債債債充充充充当当当当、、、、補補補補

助金支助金支助金支助金支出出出出などでなどでなどでなどで要件要件要件要件にはにはにはには何何何何があるかがあるかがあるかがあるか、、、、どうどうどうどう

いうのがあるかいうのがあるかいうのがあるかいうのがあるか    

            法法法法律律律律にににに反反反反しているしているしているしている期期期期間間間間のののの補補補補助金支助金支助金支助金支出出出出をををを

ははははじじじじけとするけとするけとするけとする諸問題諸問題諸問題諸問題のののの解解解解決決決決方方方方法法法法。。。。このこのこのこの問題問題問題問題

でのでのでのでの、、、、市当市当市当市当局局局局のののの調整調整調整調整、、、、国国国国・・・・県県県県再開再開再開再開発会発会発会発会社社社社なななな

どとのどとのどとのどとの協協協協議議議議・・・・ヒアリングヒアリングヒアリングヒアリング内容内容内容内容についてについてについてについて    

１１１１    古古古古    堅堅堅堅    茂茂茂茂    治治治治    

((((日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党))))    

    

    議案第議案第議案第議案第24242424号号号号・・・・

平成平成平成平成19191919年度那覇年度那覇年度那覇年度那覇

市一般会計予算市一般会計予算市一般会計予算市一般会計予算

及及及及びびびび 議案第議案第議案第議案第 28282828

号号号号・・・・平成平成平成平成19191919年度年度年度年度

那覇市市那覇市市那覇市市那覇市市街街街街地地地地再再再再

開開開開発事業発事業発事業発事業特別特別特別特別会会会会

計予算計予算計予算計予算    

【【【【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    



    

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

    第第第第10101010款第款第款第款第６６６６項項項項保健体育費保健体育費保健体育費保健体育費１１１１目目目目、、、、学校学校学校学校給食給食給食給食調調調調理理理理

業務委業務委業務委業務委託託託託事業事業事業事業    

((((１１１１))))    識識識識名名名名・・・・城岳城岳城岳城岳小小小小とあるがとあるがとあるがとあるが新新新新たなたなたなたな委委委委託託託託のののの予算予算予算予算

なのかなのかなのかなのか    

    

((((２２２２))))    なぜなぜなぜなぜ、、、、予予予予算算算算説明説明説明説明をしなかったのかをしなかったのかをしなかったのかをしなかったのか    

    

((((３３３３))))    学校学校学校学校やややや父母父母父母父母にににに説明説明説明説明をしたのかをしたのかをしたのかをしたのか    

    

((((４４４４))))    いついついついつ委委委委託託託託さささされるのかれるのかれるのかれるのか    

    

((((５５５５))))    すでにすでにすでにすでに民民民民間間間間委委委委託託託託をしているをしているをしているをしている施設施設施設施設のののの食材食材食材食材

のののの県産県産県産県産品使品使品使品使用率用率用率用率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    我如我如我如我如古古古古    一一一一    郎郎郎郎    

((((日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党))))    

    議案第議案第議案第議案第24242424号号号号・・・・

平成平成平成平成19191919年度那覇年度那覇年度那覇年度那覇

市一般会計予算市一般会計予算市一般会計予算市一般会計予算    

【【【【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    

３３３３    湧湧湧湧    川川川川    朝朝朝朝    渉渉渉渉    

((((日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党))))    

    議案第議案第議案第議案第24242424号号号号・・・・

平成平成平成平成19191919年度那覇年度那覇年度那覇年度那覇

市一般会計予算市一般会計予算市一般会計予算市一般会計予算

及及及及びびびび 議案第議案第議案第議案第 28282828

号号号号・・・・平成平成平成平成19191919年度年度年度年度

那覇市市那覇市市那覇市市那覇市市街街街街地地地地再再再再

開開開開発事業発事業発事業発事業特別特別特別特別会会会会

計予算計予算計予算計予算    

    旭橋駅周辺再開旭橋駅周辺再開旭橋駅周辺再開旭橋駅周辺再開発事業発事業発事業発事業についてについてについてについて、、、、以下質疑以下質疑以下質疑以下質疑をををを

行行行行うううう    

((((１１１１))))    次次次次のののの年月日年月日年月日年月日をををを問問問問うううう    

            都都都都市計市計市計市計画画画画決定決定決定決定、、、、都都都都市市市市再再再再生生生生緊急緊急緊急緊急整整整整備備備備地地地地域域域域のののの

指定指定指定指定、、、、事業事業事業事業施施施施行行行行者者者者となるとなるとなるとなる旭橋都旭橋都旭橋都旭橋都市市市市再開再開再開再開発発発発株株株株

式式式式会会会会社社社社のののの設立設立設立設立、、、、事業計事業計事業計事業計画認画認画認画認定定定定、、、、施行許可施行許可施行許可施行許可、、、、

工事着工工事着工工事着工工事着工、、、、事業事業事業事業完了完了完了完了予定予定予定予定。。。。事業事業事業事業のののの根拠根拠根拠根拠となとなとなとな

るるるる法法法法律律律律についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    出資出資出資出資金金金金がががが２２２２分分分分のののの１１１１以下以下以下以下であったであったであったであった平成平成平成平成 18181818

年年年年以以以以前前前前のののの那覇市那覇市那覇市那覇市のののの補補補補助金及助金及助金及助金及びびびび起起起起債債債債のののの総総総総額額額額、、、、

そのそのそのその法法法法的根拠的根拠的根拠的根拠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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

((((３３３３))))    旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東地地地地域域域域のののの再開再開再開再開発発発発のののの建建建建設設設設事業事業事業事業はははは全全全全

てててて、、、、公公公公共共共共施設施設施設施設なのかなのかなのかなのか。。。。公公公公共共共共施設施設施設施設ではないではないではないではない建建建建

設設設設事業事業事業事業とはとはとはとは何何何何かかかか    

    

    

((((４４４４))))    旭橋駅周辺再開旭橋駅周辺再開旭橋駅周辺再開旭橋駅周辺再開発発発発のののの全全全全てのてのてのての公公公公共共共共施設施設施設施設にににに

要要要要するするするする、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの補補補補助金及助金及助金及助金及びびびび起起起起債債債債についてについてについてについて    

    

    

((((５５５５))))    地地地地方方方方財政法財政法財政法財政法のののの第第第第５５５５条条条条でいでいでいでいうううう、、、、公公公公共共共共施設施設施設施設とととと

はははは何何何何かかかか    

    

    

((((６６６６))))    旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東地地地地域域域域のののの再開再開再開再開発発発発でででで建建建建設設設設さささされるれるれるれる、、、、公公公公

共共共共施設施設施設施設のののの管理管理管理管理者及者及者及者及びびびび管理責管理責管理責管理責任者任者任者任者はははは誰誰誰誰かかかか    

    

    

((((７７７７))))    旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東地地地地域域域域のののの再開再開再開再開発発発発でででで建建建建設設設設さささされるれるれるれる公公公公

共共共共施設施設施設施設とはとはとはとは、、、、市民市民市民市民にににに直接利便直接利便直接利便直接利便をををを与与与与えることえることえることえること

をををを目的目的目的目的とするとするとするとする施設施設施設施設なのかなのかなのかなのか    

    

    

((((８８８８))))    旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東地地地地域域域域のののの再開再開再開再開発発発発でででで建建建建設設設設さささされるれるれるれる公公公公

共共共共施設施設施設施設はははは、、、、市民市民市民市民いつでもいつでもいつでもいつでも自由自由自由自由にににに、、、、無料無料無料無料でででで利利利利

用用用用することがすることがすることがすることが出来出来出来出来るのかるのかるのかるのか    

    

    

((((９９９９))))    旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東旭橋駅東地地地地域域域域のののの再開再開再開再開発発発発でででで建建建建設設設設さささされるれるれるれる公公公公

共共共共施設施設施設施設はははは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの財産財産財産財産なのかなのかなのかなのか    

            市市市市のののの財産財産財産財産としてとしてとしてとして登記登記登記登記さささされるのかれるのかれるのかれるのか    

    

    

    

    

            

【【【【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    

    



    

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

((((１１１１))))    投資投資投資投資するするするする債債債債権権権権ののののリリリリススススクククク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    

    

    

    

((((２２２２))))    中中中中途解途解途解途解約時約時約時約時にはにはにはには元元元元本割本割本割本割れはれはれはれは発生発生発生発生するのするのするのするの

かかかか    

ままままたたたた、、、、中中中中途解途解途解途解約時約時約時約時ののののシミュレシミュレシミュレシミュレーーーーションションションションはははは

あるのかあるのかあるのかあるのか    

    

    

    

((((３３３３))))    購購購購入入入入するするするする金金金金融機融機融機融機関関関関    

    

    

    

((((４４４４))))    産婦人産婦人産婦人産婦人科病棟科病棟科病棟科病棟、、、、小小小小児科病棟児科病棟児科病棟児科病棟のののの改修等改修等改修等改修等    

            議案第議案第議案第議案第14141414号号号号のののの改定改定改定改定によってによってによってによって得得得得られたられたられたられた増増増増

額分額分額分額分によってによってによってによって実施実施実施実施するするするする工事費用工事費用工事費用工事費用はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    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ブクラブクラブクラブ))))    

    議案第議案第議案第議案第33332222号号号号・・・・

平成平成平成平成19191919年度那覇年度那覇年度那覇年度那覇

市市市市病院病院病院病院事業会計事業会計事業会計事業会計

予算予算予算予算    

【【【【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、、、、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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

    



    

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 ))))    

議案番号議案番号議案番号議案番号・・・・件名件名件名件名    発発発発        言言言言        要要要要        旨旨旨旨    

    地地地地方方方方債債債債にににに関関関関するするするする調調調調書書書書(269(269(269(269ペペペペーーーージジジジ))))によれによれによれによればばばば、、、、

19191919年度年度年度年度末末末末のののの残高見込残高見込残高見込残高見込額額額額はははは1111,,,,255255255255億億億億4444,,,,999933334444万円万円万円万円とととと

記記記記さささされているれているれているれている。。。。財政健財政健財政健財政健全全全全化化化化にににに向向向向けけけけ、、、、昨昨昨昨年年年年５５５５月月月月にににに

中期財政計中期財政計中期財政計中期財政計画画画画もももも策定策定策定策定しているがしているがしているがしているが、、、、減税減税減税減税補補補補ててててんんんん債債債債

はははは何年何年何年何年からからからから何年何年何年何年にかけてにかけてにかけてにかけて、、、、いいいいくくくくらららら発発発発行行行行しししし残残残残高高高高はははは

いいいいくくくくらからからからか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    平成平成平成平成 19191919 年度年度年度年度にににに予定予定予定予定さささされているれているれているれている国保税値国保税値国保税値国保税値

上上上上げでげでげでげで税税税税収増収増収増収増がないがないがないがない。。。。逆逆逆逆にににに 7777,,,,711711711711 万万万万 6666,,,,000000000000

円減円減円減円減収収収収しているがなぜかしているがなぜかしているがなぜかしているがなぜか    

    

    

((((２２２２))))    皆皆皆皆さんさんさんさんののののシミュレシミュレシミュレシミュレーーーーションションションションでででで医療医療医療医療分分分分のののの

限限限限度額度額度額度額がががが55553333万円万円万円万円からからからから56565656万円万円万円万円にににに引引引引きききき上上上上げらげらげらげら

れるがれるがれるがれるが、、、、このこのこのこの分分分分はははは計算計算計算計算にににに入入入入っているかっているかっているかっているか    

    

    

((((３３３３))))    高高高高額額額額療養療養療養療養制度制度制度制度についてについてについてについて    

        ①①①①    年年年年間間間間請求請求請求請求さささされないれないれないれない額額額額((((国保国保国保国保などなどなどなど別別別別々々々々

にににに))))はははは幾幾幾幾らからからからか説明伺説明伺説明伺説明伺うううう((((過去過去過去過去３３３３年分年分年分年分をもをもをもをも

ってってってって説明願説明願説明願説明願うううう))))    

    

        ②②②②    2008200820082008年度年度年度年度からからからから年年年年収収収収520520520520万円万円万円万円にににに満満満満たないたないたないたない

人人人人(70(70(70(70歳歳歳歳からからからから74747474歳歳歳歳ままままでででで))))でもでもでもでも１１１１割割割割からからからから２２２２

割割割割になるがになるがになるがになるが、、、、国保税値上国保税値上国保税値上国保税値上げにどういうげにどういうげにどういうげにどういう影影影影

響響響響をををを及及及及ぼぼぼぼすのかすのかすのかすのか    

    

    

    

    

５５５５    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     議案第議案第議案第議案第 24242424

号号号号････平成平成平成平成19191919年年年年

度那覇市一般度那覇市一般度那覇市一般度那覇市一般

会計予算会計予算会計予算会計予算    

    

    

    

    

    

    

２２２２     議案第議案第議案第議案第 26262626

号号号号・・・・平成平成平成平成19191919年年年年

度那覇市国民度那覇市国民度那覇市国民度那覇市国民

健康保険事業健康保険事業健康保険事業健康保険事業

特別特別特別特別会計予算会計予算会計予算会計予算    

【【【【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    

    

 


