
平成平成平成平成 11119999 年年年年（（（（2002002002007777 年年年年））））６６６６月那覇市議会定例会月那覇市議会定例会月那覇市議会定例会月那覇市議会定例会    

    

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

平成平成平成平成 11119999 年年年年６６６６月月月月 13131313 日日日日（（（（水水水水））））    

※※※※１１１１人当人当人当人当たりたりたりたり 15151515 分間分間分間分間（（（（答弁答弁答弁答弁をををを除除除除くくくく））））    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

    沖縄沖縄沖縄沖縄のののの県花県花県花県花としてとしてとしてとして市内市内市内市内のののの公園公園公園公園やややや道路道路道路道路にににに街路樹街路樹街路樹街路樹

としてとしてとしてとして植樹植樹植樹植樹されているされているされているされているデイゴデイゴデイゴデイゴのののの木木木木によるによるによるによる事故事故事故事故がががが

発生発生発生発生しししし、、、、市民市民市民市民にににに被害被害被害被害をををを与与与与えているえているえているえている。。。。植栽植栽植栽植栽のののの有有有有りりりり様様様様

についについについについてててて伺伺伺伺うううう    

    

    

 

((((１１１１))))    新都心新都心新都心新都心のののの銘苅小学校裏門銘苅小学校裏門銘苅小学校裏門銘苅小学校裏門のののの銘苅銘苅銘苅銘苅 18181818 号通学号通学号通学号通学

路路路路（（（（道路道路道路道路のすぐのすぐのすぐのすぐ下下下下はははは湿地帯湿地帯湿地帯湿地帯））））にににに亀裂亀裂亀裂亀裂がががが生生生生じじじじ、、、、

湿地帯側湿地帯側湿地帯側湿地帯側にににに下下下下がっているがっているがっているがっている。。。。大雨大雨大雨大雨がががが続続続続くとくとくとくと亀裂亀裂亀裂亀裂

がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん広広広広がりがりがりがり、、、、道路道路道路道路がががが陥没陥没陥没陥没しししし土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害がががが

起起起起こるこるこるこる危険性危険性危険性危険性があるがあるがあるがある    

            亀裂亀裂亀裂亀裂がががが生起生起生起生起したしたしたした起因起因起因起因はははは何何何何なのかなのかなのかなのか。。。。またどのまたどのまたどのまたどの

ようなようなようなような対策対策対策対策をををを講講講講じるのかについてじるのかについてじるのかについてじるのかについて伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    梅雨梅雨梅雨梅雨やややや台風台風台風台風によるによるによるによる大雨大雨大雨大雨でででで土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害のののの危険危険危険危険

性性性性がががが高高高高まったときやまったときやまったときやまったときや、、、、土砂災害土砂災害土砂災害土砂災害がががが発生発生発生発生したとしたとしたとしたと

きききき、、、、地割地割地割地割れがれがれがれが発生発生発生発生したしたしたした場合等場合等場合等場合等々々々々をををを想定想定想定想定してしてしてして、、、、

まさかのまさかにまさかのまさかにまさかのまさかにまさかのまさかに備備備備えてえてえてえて、、、、学校学校学校学校やややや付近住民付近住民付近住民付近住民をををを

対象対象対象対象にににに防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練やややや避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練をするをするをするをする必要必要必要必要があがあがあがあ

るとるとると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考考考考えをえをえをえを伺伺伺伺うううう    

 

 

 

 市市市市のののの職員職員職員職員はははは、、、、職種職種職種職種によってによってによってによって受験資格受験資格受験資格受験資格がががが限定限定限定限定されされされされ

ているとているとているとていると思思思思うがうがうがうが、、、、虚偽申告虚偽申告虚偽申告虚偽申告でででで受験受験受験受験しししし採用採用採用採用されていされていされていされてい

るるるる職員職員職員職員はいるのかはいるのかはいるのかはいるのか、、、、いないのかいないのかいないのかいないのか。。。。またまたまたまた調査調査調査調査したこしたこしたこしたこ

とはあるのかとはあるのかとはあるのかとはあるのか伺伺伺伺うううう    

 

 

１１１１    宮宮宮宮    國國國國    恵恵恵恵    徳徳徳徳    

((((そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう))))    

１１１１    道路管理及道路管理及道路管理及道路管理及

びびびび公園管理行公園管理行公園管理行公園管理行

政政政政についてについてについてについて    

 

  

 

 

２２２２    道路管理行道路管理行道路管理行道路管理行

政政政政についてについてについてについて    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    学齢詐称問学齢詐称問学齢詐称問学齢詐称問

題題題題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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年６６６６月月月月 13131313 日日日日((((水水水水))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

２２２２    比比比比    嘉嘉嘉嘉    瑞瑞瑞瑞    己己己己    

（（（（日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党））））    

１１１１    那覇市立病那覇市立病那覇市立病那覇市立病

院院院院におけるにおけるにおけるにおける医医医医

師師師師、、、、看護師不看護師不看護師不看護師不

足足足足とととと過重労働過重労働過重労働過重労働

問題問題問題問題についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費

未返還問題未返還問題未返還問題未返還問題にににに

つつつついていていていて    

    

((((１１１１))))    那覇市立病院那覇市立病院那覇市立病院那覇市立病院がががが公的病院公的病院公的病院公的病院としてとしてとしてとして地域地域地域地域にににに果果果果

たしているたしているたしているたしている役割役割役割役割はどのようなものがあるかはどのようなものがあるかはどのようなものがあるかはどのようなものがあるか    

小児科小児科小児科小児科・・・・産婦人科産婦人科産婦人科産婦人科・・・・麻酔科麻酔科麻酔科麻酔科のののの医師数医師数医師数医師数、、、、助助助助産産産産

師数師数師数師数はははは充充充充分分分分確保確保確保確保できているかできているかできているかできているか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    労労労労使使使使間間間間でのでのでのでの「「「「三六協三六協三六協三六協定定定定」」」」はははは結結結結ばばばばれているかれているかれているかれているか

職員職員職員職員のののの時時時時間間間間外勤務外勤務外勤務外勤務のののの平平平平均均均均とととと、、、、最多最多最多最多のののの時時時時間間間間外勤外勤外勤外勤

務時務時務時務時間間間間、、、、勤務勤務勤務勤務医医医医のののの月平月平月平月平均均均均とととと最多最多最多最多のののの当当当当直回直回直回直回数数数数、、、、

またそのうまたそのうまたそのうまたそのうちちちち当当当当直前後直前後直前後直前後そのままそのままそのままそのまま勤務勤務勤務勤務してしてしてしていいいい

るるるる日日日日はははは何日何日何日何日あるかあるかあるかあるか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    女女女女性性性性勤務勤務勤務勤務医師医師医師医師のののの、、、、産産産産休休休休・・・・育育育育児児児児休暇取得休暇取得休暇取得休暇取得のののの状状状状

況況況況。。。。入入入入職職職職してしてしてして３３３３年年年年以以以以内内内内にににに離離離離職職職職しているしているしているしている職員数職員数職員数職員数

とととと割合割合割合割合をををを伺伺伺伺うううう。。。。女女女女性医師性医師性医師性医師やややや看護師看護師看護師看護師がががが働働働働きつきつきつきつづづづづ

けけけけらららられるれるれるれるようにようにようにように、、、、子育子育子育子育てててて支援支援支援支援をををを充充充充実実実実ささささせせせせるるるるべべべべ

きときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、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))))    医師医師医師医師、、、、看護師不足看護師不足看護師不足看護師不足のののの根根根根本的本的本的本的解決解決解決解決にはにはにはには、、、、職員職員職員職員

定数定数定数定数条例条例条例条例をををを改改改改正正正正しししし、、、、労労労労基法基法基法基法をををを遵守遵守遵守遵守したしたしたした職員職員職員職員増増増増

員員員員配置配置配置配置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    

    

    

    

    

((((１１１１))))    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高額療養費高額療養費高額療養費高額療養費のののの未返還未返還未返還未返還件件件件数数数数、、、、

金金金金額額額額はははは幾幾幾幾ららららかかかか伺伺伺伺うううう。。。。償償償償還還還還払払払払いについていについていについていについて、、、、初回初回初回初回

申申申申請請請請すれすれすれすればばばば２２２２回回回回目目目目以降以降以降以降はははは自動自動自動自動的的的的にににに振振振振りりりり込込込込まままま

れるれるれるれる「「「「事事事事前前前前申申申申請方式請方式請方式請方式」」」」をををを導入導入導入導入してしてしてして改善改善改善改善をををを図図図図るるるる

べべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    那覇市那覇市那覇市那覇市にはにはにはには非課税世非課税世非課税世非課税世帯帯帯帯はははは何何何何世世世世帯帯帯帯ありありありあり、、、、負担負担負担負担

限限限限度度度度額額額額ののののわわわわかるかるかるかる「「「「認認認認定定定定証証証証」」」」のののの交交交交付付付付率率率率はいくはいくはいくはいくらららら

かかかか。。。。「「「「認認認認定定定定証証証証」」」」のののの申申申申請書請書請書請書とととと返返返返信封筒信封筒信封筒信封筒などをなどをなどをなどを同同同同

封封封封しししし個個個個別別別別通通通通知知知知をすをすをすをするなどるなどるなどるなど、、、、通通通通知体制知体制知体制知体制をををを充実充実充実充実ささささ

せせせせるるるるべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえる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))))    自衛隊機自衛隊機自衛隊機自衛隊機・・・・米軍機米軍機米軍機米軍機がががが那覇市那覇市那覇市那覇市上空上空上空上空をををを飛飛飛飛行行行行するするするする

法法法法的的的的根拠根拠根拠根拠はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた飛飛飛飛行行行行機機機機種種種種、、、、所属基所属基所属基所属基地地地地、、、、

経経経経路路路路、、、、回回回回数数数数、、、、時時時時間帯間帯間帯間帯、、、、騒音値騒音値騒音値騒音値((((デデデデジベルジベルジベルジベル))))はどはどはどはど

うなっているかうなっているかうなっているかうなっているか。。。。ここここここここ３３３３年間年間年間年間のののの演習演習演習演習内内内内容容容容のののの推推推推

移移移移をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    那覇市那覇市那覇市那覇市はははは騒音測騒音測騒音測騒音測定定定定器器器器をををを設置設置設置設置してしてしてして市民市民市民市民のののの被被被被

害害害害実態実態実態実態をををを調査調査調査調査するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、県県県県やややや国国国国そしてそしてそしてそして米米米米

軍軍軍軍にににに対対対対してしてしてして抗議抗議抗議抗議をするとをするとをするとをすると共共共共にににに、、、、改善改善改善改善をををを求求求求めるめるめるめる

べべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    「「「「県県県県障障障障害害害害福祉計画福祉計画福祉計画福祉計画」」」」をををを受受受受けてけてけてけて、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はははは何何何何

人人人人のののの地域生地域生地域生地域生活移活移活移活移行行行行をををを目目目目指指指指すのかすのかすのかすのか。。。。またまたまたまた就就就就労労労労支支支支

援援援援事事事事業業業業内内内内容容容容とととと就就就就労人数目労人数目労人数目労人数目標標標標をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    「「「「那覇市那覇市那覇市那覇市障障障障害者害者害者害者雇雇雇雇用用用用安安安安定定定定化推進化推進化推進化推進事事事事業業業業」」」」のこのこのこのこ

れまでのれまでのれまでのれまでの実績実績実績実績についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。障障障障害者害者害者害者やややや難病難病難病難病患患患患

者者者者がががが地域地域地域地域でででで働働働働けるようにけるようにけるようにけるように、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はははは就就就就労受労受労受労受けけけけ

入入入入れれれれ企業企業企業企業をををを開拓開拓開拓開拓、、、、支支支支援援援援していくためのしていくためのしていくためのしていくための専任専任専任専任職職職職

員員員員をををを配置配置配置配置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。。。。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    米軍機米軍機米軍機米軍機、、、、自自自自

衛隊機衛隊機衛隊機衛隊機のののの那覇那覇那覇那覇

市市市市空空空空域域域域使使使使用用用用状状状状

況況況況についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    障障障障害者害者害者害者のののの就就就就

労労労労支援支援支援支援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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、病院事病院事病院事病院事業業業業管理者管理者管理者管理者、、、、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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年６６６６月月月月 13131313 日日日日((((水水水水))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

    那覇市立那覇市立那覇市立那覇市立宇栄原宇栄原宇栄原宇栄原小学校小学校小学校小学校ではではではでは、、、、平成平成平成平成18181818年年年年11111111月月月月かかかからららら

翌翌翌翌19191919年年年年２２２２月月月月までのまでのまでのまでの３３３３ヶヶヶヶ月間月間月間月間でででで、、、、全全全全校校校校挙挙挙挙げげげげてのてのてのてのエコエコエコエコ

活動活動活動活動のののの結結結結果果果果、、、、過過過過去去去去３３３３年間年間年間年間とととと比比比比べべべべてててて、、、、水水水水→→→→44445555％％％％減減減減、、、、

電気電気電気電気→→→→11112222％％％％減減減減をををを成成成成しししし遂遂遂遂げげげげ、、、、二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量二酸化炭素排出量4.4.4.4.9999

ｔｔｔｔのののの削減削減削減削減にににに成成成成功功功功しているしているしているしている    

    ついてはついてはついてはついては、、、、本市本市本市本市としてとしてとしてとして、、、、これまでこれまでこれまでこれまで、、、、どれどれどれどれだだだだけけけけ排排排排

出削減出削減出削減出削減がなされたかがなされたかがなされたかがなされたか伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後どのどのどのどの程度程度程度程度のののの

削減削減削減削減をををを見込見込見込見込んでいるのかんでいるのかんでいるのかんでいるのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    去去去去るるるる４４４４月月月月26262626日日日日にににに（（（（社社社社））））那覇那覇那覇那覇青青青青年会年会年会年会議所主催議所主催議所主催議所主催でででで自自自自

治基治基治基治基本本本本条例条例条例条例にににに関関関関するするするするフォーラムフォーラムフォーラムフォーラムがががが開催開催開催開催されされされされ、、、、そのそのそのその

中中中中でででで、、、、市民会市民会市民会市民会議方式議方式議方式議方式でのでのでのでの条例原案条例原案条例原案条例原案（（（（素案素案素案素案））））作作作作成成成成をををを

目目目目指指指指すのであれすのであれすのであれすのであればばばば、、、、そのそのそのその前段階前段階前段階前段階としてとしてとしてとして、、、、市民講市民講市民講市民講座座座座

的的的的なななな勉強勉強勉強勉強会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ、、、、そのそのそのその課程課程課程課程でででで参加参加参加参加者者者者のののの知識知識知識知識

をををを共有共有共有共有しししし、、、、市民会市民会市民会市民会議議議議のののの運営運営運営運営のありのありのありのあり方方方方などもなどもなどもなども含含含含めてめてめてめて

議論議論議論議論することですることですることですることで、、、、スムーズスムーズスムーズスムーズなななな形形形形でのでのでのでの市民会市民会市民会市民会議議議議立立立立ちちちち

上上上上げげげげにににに繋繋繋繋がるとのがるとのがるとのがるとの意見意見意見意見があったがあったがあったがあった。。。。本員本員本員本員もこのもこのもこのもこの考考考考ええええ

方方方方にににに同感同感同感同感であるがであるがであるがであるが、、、、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    

    

    

    

    那覇市那覇市那覇市那覇市沿岸漁業協同組沿岸漁業協同組沿岸漁業協同組沿岸漁業協同組合合合合がががが使使使使用用用用しているしているしているしている壺川壺川壺川壺川

漁港漁港漁港漁港はははは、、、、本市本市本市本市がががが所所所所有有有有するするするする唯一唯一唯一唯一のののの漁港漁港漁港漁港でありでありでありであり、、、、区画区画区画区画

整整整整理理理理のためのためのためのため、、、、平成平成平成平成２２２２年年年年にににに現在現在現在現在のののの位位位位置置置置にににに本市本市本市本市とのとのとのとの合合合合

意意意意のもとのもとのもとのもと移設移設移設移設されたされたされたされた経緯経緯経緯経緯があるがあるがあるがある    

    関係者関係者関係者関係者かかかからららら聴聴聴聴くとこくとこくとこくところろろろによるとによるとによるとによると、、、、そのそのそのその漁港周辺漁港周辺漁港周辺漁港周辺

およびおよびおよびおよび港港港港内内内内にににに土砂土砂土砂土砂のののの堆積堆積堆積堆積がががが著著著著しくしくしくしく、、、、船船船船のののの出入出入出入出入りはりはりはりは

満潮時満潮時満潮時満潮時でしかでしかでしかでしか行行行行ええええずずずず、、、、不不不不便便便便をきたしているとのこをきたしているとのこをきたしているとのこをきたしているとのこ

とであるとであるとであるとである    

またまたまたまた、、、、前前前前市政市政市政市政のののの頃頃頃頃にににに、、、、土砂土砂土砂土砂浚渫浚渫浚渫浚渫をををを２２２２度度度度ににににわわわわたったったったっ

てててて要要要要請請請請するもするもするもするも叶叶叶叶わずわずわずわず、、、、結結結結果的果的果的果的にににに移設後移設後移設後移設後11117777年間年間年間年間、、、、浚浚浚浚

渫渫渫渫がなされていないがなされていないがなされていないがなされていない。。。。早急早急早急早急にそのにそのにそのにその対対対対応応応応策策策策をををを講講講講じるじるじるじる

べべべべきであるときであるときであるときであると考考考考えるがえるがえるがえ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。。。。またまたまたまた、、、、

県県県県やややや国国国国とのとのとのとの連携連携連携連携についてもについてもについてもについても図図図図るるるるべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが

見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

３３３３    屋屋屋屋    良良良良    栄栄栄栄    作作作作    

（（（（自自自自民民民民・・・・無所属無所属無所属無所属

連連連連合合合合））））    

１１１１    地地地地球温球温球温球温暖暖暖暖化化化化

対策対策対策対策についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    自治基自治基自治基自治基本本本本条条条条

例例例例についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    壺川漁港壺川漁港壺川漁港壺川漁港問問問問

題題題題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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年６６６６月月月月 13131313 日日日日((((水水水水))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

４４４４    知知知知    念念念念        博博博博    

（（（（市民市民市民市民のののの会会会会））））    

１１１１    入入入入札札札札制度制度制度制度にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納

税税税税についてについてについてについて    

 

 

 

 

((((１１１１))))    1111,000,000,000,000万円万円万円万円以上以上以上以上のののの建建建建設設設設工工工工事事事事のののの入入入入札札札札にはにはにはには最最最最低低低低

制制制制限限限限価価価価格格格格がががが設設設設定定定定されているがされているがされているがされているが、、、、平成平成平成平成18181818年年年年度度度度のののの

入入入入札札札札件件件件数数数数、、、、落札落札落札落札率率率率、、、、最最最最低低低低制制制制限限限限価価価価格未格未格未格未満満満満のののの件件件件数数数数

はいくはいくはいくはいくららららかかかか    

    

    

((((２２２２))))    平成平成平成平成18181818年年年年度度度度のののの444400000000万円万円万円万円以上以上以上以上のののの委託委託委託委託業務業務業務業務（（（（設設設設

計計計計等等等等））））及及及及びびびび解体解体解体解体工工工工事事事事のののの入入入入札札札札件件件件数数数数とととと、、、、平平平平均均均均落札落札落札落札

率率率率とととと最最最最高高高高・・・・最最最最低低低低のののの落札落札落札落札率率率率はいくはいくはいくはいくららららかかかか    

    

    

((((３３３３))))    444400000000万円万円万円万円以上以上以上以上のののの設計設計設計設計及及及及びびびび解体解体解体解体工工工工事事事事のののの入入入入札札札札にににに

もももも最最最最低低低低制制制制限限限限価価価価格格格格をををを設設設設定定定定すすすすべべべべきときときときと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、当当当当

局局局局のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((４４４４))))    制制制制限付限付限付限付一一一一般競争般競争般競争般競争入入入入札札札札がががが実実実実施施施施されているよされているよされているよされているよ

ううううだだだだがががが、、、、経緯経緯経緯経緯・・・・結結結結果及果及果及果及びびびび効効効効果果果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    

    

 

 

 

((((１１１１))))    他他他他市市市市町村独町村独町村独町村独自自自自のののの新新新新税税税税にはどのようなものにはどのようなものにはどのようなものにはどのようなもの

がががが実実実実施施施施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。。。。本市本市本市本市においてのにおいてのにおいてのにおいての新新新新税税税税

導入導入導入導入についてはについてはについてはについては検討検討検討検討したのかしたのかしたのかしたのか。。。。新新新新税導入税導入税導入税導入にににに関関関関

するするするする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    

    

    

((((２２２２))))    政政政政府府府府、、、、与党与党与党与党はははは個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税のののの一一一一定割合定割合定割合定割合をををを生生生生まままま

れれれれ故故故故郷郷郷郷のののの自治体自治体自治体自治体などになどになどになどに納納納納めることをめることをめることをめることを可能可能可能可能にににに

するするするする「「「「ふふふふるさとるさとるさとるさと納納納納税制度税制度税制度税制度」」」」のののの創創創創設設設設をををを目目目目指指指指すすすす方方方方

針針針針をををを固固固固めめめめ、、、、６６６６月月月月にににに閣閣閣閣議決議決議決議決定定定定するするするする「「「「骨太骨太骨太骨太のののの方方方方針針針針」」」」

にににに検討検討検討検討するということをするということをするということをするということを明記明記明記明記するようするようするようするようだだだだがががが、、、、

もしこれがもしこれがもしこれがもしこれが導入導入導入導入されたとなるとされたとなるとされたとなるとされたとなると、、、、地地地地方出方出方出方出身身身身者者者者

のののの多多多多いいいい本市本市本市本市にとってはにとってはにとってはにとっては個人住民個人住民個人住民個人住民税税税税のののの減減減減収収収収にににに

繋繋繋繋がるのではないかとがるのではないかとがるのではないかとがるのではないかと危危危危惧惧惧惧するがするがするがするが、、、、当局当局当局当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    

    本市本市本市本市のののの平成平成平成平成 18181818 年年年年度度度度のののの住民住民住民住民税税税税はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

    本市本市本市本市のののの住民住民住民住民でででで本市本市本市本市以外以外以外以外にににに本本本本籍籍籍籍をををを持持持持つつつつ市民市民市民市民

のののの割合割合割合割合はははは何割何割何割何割ぐぐぐぐららららいかいかいかいか    

 



 

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))))    平成平成平成平成 15151515 年年年年６６６６月月月月 13131313 日日日日のののの本会本会本会本会議議議議におけるにおけるにおけるにおける本員本員本員本員

のののの質問質問質問質問でででで、、、、７７７７月月月月８８８８日日日日をなはのをなはのをなはのをなはの日日日日とととと定定定定めめめめ、、、、市民市民市民市民

意識意識意識意識のののの高高高高揚揚揚揚、、、、イイイイメメメメージージージージアップアップアップアップ、、、、ままままちちちち興興興興しとしとしとしと地地地地

域域域域のののの活活活活性性性性化化化化にににに繋繋繋繋げげげげたたたたららららどうかとどうかとどうかとどうかと提提提提案案案案したしたしたした。。。。今今今今

年年年年はははは国国国国際際際際通通通通りのりのりのりのトトトトラララランンンンジジジジットモットモットモットモールールールールもももも実実実実施施施施

されているがされているがされているがされているが、、、、そのそのそのその関関関関連連連連もももも含含含含めたなはのめたなはのめたなはのめたなはの日日日日のののの

取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう    

 

 

 

 

((((２２２２))))    なはのなはのなはのなはの日日日日はははは記念記念記念記念日日日日協協協協会会会会にににに登録登録登録登録されているされているされているされている

ようようようようだだだだがががが、、、、条例条例条例条例等等等等によりによりによりにより公公公公式式式式にににに制制制制定定定定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。。。。そのそのそのその場合場合場合場合どのようなどのようなどのようなどのような手手手手法法法法があるがあるがあるがある

かかかか、、、、どのようなどのようなどのようなどのような効効効効果果果果がががが期待期待期待期待できるのかできるのかできるのかできるのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((３３３３))))    指指指指笛笛笛笛大会大会大会大会をなはのをなはのをなはのをなはの日日日日にににに開催開催開催開催してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか    

 

        ３３３３    なはのなはのなはのなはの日日日日にににに

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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、教教教教育育育育長長長長、、、、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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年６６６６月月月月 13131313 日日日日((((水水水水))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

５５５５    大大大大    浜浜浜浜    美美美美早早早早江江江江    

（（（（公公公公    明明明明    党党党党））））    

１１１１    母母母母子福祉子福祉子福祉子福祉にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    放放放放課後子課後子課後子課後子どどどど

もももも教室教室教室教室についについについについ

てててて    

    

((((１１１１))))    本市本市本市本市のののの母母母母子世子世子世子世帯帯帯帯のののの実態実態実態実態をををを伺伺伺伺うううう    

        ①①①①    市市市市のののの総総総総世世世世帯帯帯帯にににに占占占占めるめるめるめる率率率率    

    

        ②②②②    母母母母子世子世子世子世帯帯帯帯のののの平平平平均均均均収収収収入入入入    

    

        ③③③③    生生生生活保活保活保活保護護護護世世世世帯帯帯帯にににに占占占占めるめるめるめる母母母母子世子世子世子世帯帯帯帯のののの割合割合割合割合    

    

    

((((２２２２))))    平成平成平成平成11114444年年年年のののの一一一一部部部部法改正法改正法改正法改正をををを受受受受けてけてけてけて、、、、平成平成平成平成22220000年年年年

４４４４月月月月にににに減減減減額対象額対象額対象額対象となるとなるとなるとなる本市本市本市本市のののの児児児児童扶童扶童扶童扶養養養養手手手手当当当当

受受受受給給給給者者者者のののの世世世世帯数帯数帯数帯数とととと受受受受給給給給額額額額はどのようにはどのようにはどのようにはどのように見込見込見込見込

まれるのかまれるのかまれるのかまれるのか    

    

    

((((３３３３))))    自自自自立立立立支援支援支援支援策策策策のののの内内内内容容容容（（（（国国国国及及及及びびびび本市本市本市本市独独独独自自自自のものものものも

のののの））））    

    

    

((((４４４４))))    来来来来年年年年度度度度にににに向向向向けてけてけてけて、、、、本市本市本市本市としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように取取取取

りりりり組組組組みみみみをするのかをするのかをするのかをするのか    

    

    

    

    

((((１１１１))))    本市内本市内本市内本市内のののの実実実実施施施施状況状況状況状況についてについてについてについて、、、、以以以以下下下下のののの点点点点をををを伺伺伺伺

うううう    

        ①①①①    実実実実施施施施数数数数    

    

        ②②②②    上上上上記記記記のののの実実実実施施施施数数数数のうのうのうのうちちちち、、、、継継継継続続続続実実実実施施施施数数数数とととと新新新新規規規規

実実実実施施施施数数数数    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市のののの運営運営運営運営委委委委員会員会員会員会のののの役割役割役割役割・・・・機機機機能能能能はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ    

ているのかているのかているのかているのか    

    

    

((((３３３３))))    コーコーコーコーデデデディネィネィネィネーーーータタタターーーーのののの役割役割役割役割、、、、配置状況配置状況配置状況配置状況はどうはどうはどうはどう    

        かかかか    

    

((((４４４４))))    平成平成平成平成 11116666 年年年年度度度度かかかからららら実実実実施施施施されたされたされたされた「「「「地域地域地域地域子子子子どもどもどもども

教室教室教室教室」」」」とのとのとのとの相違点相違点相違点相違点及及及及びびびび現現現現場場場場のののの課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺

うううう 

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

((((１１１１))))    本市本市本市本市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))))    交交交交付付付付税税税税措措措措置置置置がされることになったががされることになったががされることになったががされることになったが、、、、対対対対応応応応

をををを伺伺伺伺うううう    

 

 

 

 

((((１１１１))))    泊泊泊泊小学校小学校小学校小学校でのでのでのでの説明説明説明説明会会会会のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう（（（（参加参加参加参加者者者者

のののの声声声声、、、、反反反反応応応応などなどなどなど））））    

    

    

((((２２２２))))    今後今後今後今後のののの進進進進めめめめ方方方方についてについてについてについて    

 

        ３３３３    特特特特別支援別支援別支援別支援教教教教

育育育育ヘヘヘヘルルルルパパパパーーーーにににに

ついてついてついてついて    

 

 

    

    

    

    

４４４４    小学校通学小学校通学小学校通学小学校通学

区区区区域域域域変更変更変更変更計画計画計画計画

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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、教教教教育育育育長長長長、、、、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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年６６６６月月月月 13131313 日日日日((((水水水水))))    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

６６６６    大大大大    城城城城    朝朝朝朝    助助助助    

（（（（日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党））））    

１１１１    市市市市長長長長のののの政政政政治治治治

姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて    

    

    

    

((((１１１１))))    陸陸陸陸上自衛隊上自衛隊上自衛隊上自衛隊情報情報情報情報保全隊保全隊保全隊保全隊によるによるによるによる国国国国民民民民監視監視監視監視行行行行

為為為為はははは、、、、県内県内県内県内でもでもでもでも沖縄弁護沖縄弁護沖縄弁護沖縄弁護士士士士会会会会などなどなどなど公的公的公的公的機機機機関関関関やややや

15151515団団団団体体体体５５５５個人個人個人個人にににに対対対対してもしてもしてもしても行行行行わわわわれれれれているているているている。。。。県民県民県民県民

市民市民市民市民ののののププププラララライイイイバシバシバシバシーーーーとととと基基基基本的人本的人本的人本的人権権権権のののの保保保保護護護護をををを

保障保障保障保障するするするする日本日本日本日本国国国国憲憲憲憲法法法法をををを蹂躙蹂躙蹂躙蹂躙するものでありするものでありするものでありするものであり、、、、

このこのこのこの自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの国国国国民民民民敵視敵視敵視敵視のののの監視監視監視監視活動活動活動活動はははは、、、、直直直直ちちちちにににに

中中中中止止止止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。。。。市長市長市長市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    

    

    

    

    

((((２２２２))))    自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊はははは法法法法的的的的根拠根拠根拠根拠がなけれがなけれがなけれがなければばばば動動動動いていけいていけいていけいていけ

ないないないない武装武装武装武装組組組組織織織織でででであるあるあるある。。。。防防防防衛出動衛出動衛出動衛出動やややや災害派災害派災害派災害派遣遣遣遣、、、、

札幌雪祭札幌雪祭札幌雪祭札幌雪祭りのりのりのりの雪像雪像雪像雪像づづづづくりのようなくりのようなくりのようなくりのような活動活動活動活動までまでまでまで、、、、

そのそのそのその活動活動活動活動はははは自衛隊法自衛隊法自衛隊法自衛隊法でででで厳厳厳厳格格格格にににに定定定定めめめめらららられていれていれていれてい

るるるる。。。。しかししかししかししかし防防防防衛衛衛衛省省省省はははは今回今回今回今回のののの海海海海上自衛上自衛上自衛上自衛隊隊隊隊のののの出動出動出動出動

についてについてについてについて一一一一切切切切法法法法的的的的根拠根拠根拠根拠もももも明明明明ららららかにしないまかにしないまかにしないまかにしないま

まままま、、、、辺辺辺辺野古海野古海野古海野古海域域域域へへへへのののの機機機機材材材材設置作業設置作業設置作業設置作業をををを強強強強行行行行しししし

たたたた。。。。国国国国会会会会にににに法法法法的的的的根拠根拠根拠根拠をををを説明説明説明説明できないことはできないことはできないことはできないことは、、、、

違違違違法法法法なななな行行行行為為為為だだだだったとったとったとったと指指指指摘摘摘摘せせせせざざざざるをるをるをるを得得得得まままませせせせんんんん。。。。

辺辺辺辺野古海野古海野古海野古海域域域域のののの環境環境環境環境調査調査調査調査へへへへのののの海海海海上自衛隊上自衛隊上自衛隊上自衛隊のののの投投投投

入入入入はははは法法法法的的的的根拠根拠根拠根拠のないのないのないのない違違違違法法法法行行行行為為為為でありでありでありであり、、、、今回今回今回今回のののの

ようなようなようなような暴暴暴暴挙挙挙挙をををを許許許許せばせばせばせば、、、、辺辺辺辺野古野古野古野古だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、全全全全

国国国国どこでもどこでもどこでもどこでも米軍米軍米軍米軍やややや自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊のののの施施施施設設設設建建建建設設設設にににに住民住民住民住民

がががが抵抵抵抵抗抗抗抗したしたしたした場合場合場合場合、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊がががが投投投投入入入入されることにされることにされることにされることに

道道道道をををを開開開開くものでくものでくものでくものであるあるあるある。。。。戦戦戦戦後米軍基後米軍基後米軍基後米軍基地地地地のののの建建建建設設設設

でででで、、、、このこのこのこの那覇市那覇市那覇市那覇市でもでもでもでも小小小小禄禄禄禄、、、、天久天久天久天久、、、、安安安安謝謝謝謝、、、、銘苅銘苅銘苅銘苅

などのなどのなどのなどの基基基基地地地地建建建建設設設設でででで武装武装武装武装米米米米兵兵兵兵がががが直直直直接接接接出動出動出動出動しししし土土土土

地地地地強強強強奪奪奪奪したことはしたことはしたことはしたことは、、、、国国国国際際際際的的的的にもにもにもにも有名有名有名有名だだだだがががが、、、、今今今今

度度度度はははは、、、、米軍米軍米軍米軍にににに変変変変わわわわってってってって、、、、自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊がががが実実実実働部働部働部働部隊隊隊隊にににに

なることなることなることなることをををを示示示示しておりしておりしておりしており、、、、今今今今年年年年１１１１月月月月までまでまでまで内内内内閣府閣府閣府閣府

のののの制制制制約約約約下下下下にあったにあったにあったにあった防防防防衛衛衛衛庁庁庁庁がががが省省省省にににに昇昇昇昇格格格格しししし、、、、自衛自衛自衛自衛

隊隊隊隊のののの動動動動きもきもきもきも新新新新しいしいしいしい段階段階段階段階にににに入入入入ったことをったことをったことをったことを如如如如実実実実

にににに示示示示すものではないかすものではないかすものではないかすものではないか。。。。辺辺辺辺野古海野古海野古海野古海域域域域にににに環境環境環境環境調調調調

査査査査へへへへのののの海海海海上自衛隊上自衛隊上自衛隊上自衛隊投投投投入入入入にににに対対対対するするするする市長市長市長市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    

        ２２２２    「「「「とまりんとまりんとまりんとまりん」」」」

再建再建再建再建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    モノレモノレモノレモノレールールールール

旭橋駅旭橋駅旭橋駅旭橋駅周辺周辺周辺周辺地地地地

区区区区第第第第１１１１種市街種市街種市街種市街

地地地地再再再再開開開開発事発事発事発事業業業業

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年年年年７７７７月月月月、（、（、（、（株株株株））））かりかりかりかりゆゆゆゆしかしかしかしかららららあったあったあったあった

「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄かりかりかりかりゆゆゆゆししししアアアアーーーーバンリゾバンリゾバンリゾバンリゾーーーートトトト・・・・ナハナハナハナハ」」」」撤撤撤撤

退予退予退予退予告告告告はははは撤撤撤撤回回回回されたのかされたのかされたのかされたのか、、、、それともそれともそれともそれとも、、、、現在現在現在現在でででで

もももも有有有有効効効効なのかなのかなのかなのか    

    

    

((((２２２２))))    （（（（株株株株））））かりかりかりかりゆゆゆゆしかしかしかしからららら那覇市那覇市那覇市那覇市議議議議会会会会にににに提提提提出出出出したしたしたした

「「「「とまりんとまりんとまりんとまりん一一一一部部部部売却売却売却売却におけるにおけるにおけるにおける公公公公募募募募実実実実施施施施条件条件条件条件

についてについてについてについて」」」」（（（（平成平成平成平成 19191919 年年年年４４４４月月月月 11110000 日付日付日付日付けけけけ））））につにつにつにつ

いていていていて、、、、泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭開開開開発発発発（（（（株株株株））））のののの筆頭株筆頭株筆頭株筆頭株主主主主・・・・那覇市那覇市那覇市那覇市

のののの翁翁翁翁長市長及長市長及長市長及長市長及びびびび社社社社長長長長のののの當當當當銘副市長銘副市長銘副市長銘副市長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))))    那覇那覇那覇那覇ババババススススタタタターーーーミナミナミナミナルルルルのののの全全全全株株株株式式式式をををを、、、、不不不不動動動動産産産産開開開開

発発発発をををを展展展展開開開開するするするする（（（（株株株株））））ゼクゼクゼクゼクススススがががが取得取得取得取得したがしたがしたがしたが、、、、ゼゼゼゼ

ククククススススはははは（（（（株株株株））））旭橋駅旭橋駅旭橋駅旭橋駅周辺周辺周辺周辺再再再再開開開開発発発発のののの株株株株主主主主となるとなるとなるとなる

のかのかのかのか    

    

    

((((２２２２))))    ゼクゼクゼクゼクススススががががババババススススタタタターーーーミナミナミナミナルルルル地地地地区区区区（（（（ＡＡＡＡ街街街街区区区区））））でででで

再再再再開開開開発事発事発事発事業業業業をををを実実実実施施施施するするするする場合場合場合場合、、、、単独単独単独単独でのでのでのでの事事事事業業業業まままま

たたたたはははは事事事事業業業業のののの変更変更変更変更もももも可能可能可能可能性性性性としてはあるのかとしてはあるのかとしてはあるのかとしてはあるのか    

    

    

((((３３３３))))    旭橋駅旭橋駅旭橋駅旭橋駅周辺周辺周辺周辺地地地地区区区区第第第第一一一一種市街地種市街地種市街地種市街地再再再再開開開開発事発事発事発事業業業業

へへへへのののの補補補補助金助金助金助金はははは、、、、起起起起債債債債充充充充当当当当がががが違違違違法法法法であるであるであるであるばばばばかりかりかりかり

でなくでなくでなくでなく、、、、少少少少なくなくなくなくとととともももも平成平成平成平成 15151515 年年年年度度度度、、、、11116666年年年年度度度度、、、、

11117777年年年年度度度度、、、、18181818 年年年年 11111111 月月月月 33330000日日日日まではまではまではまでは、（、（、（、（株株株株））））旭橋旭橋旭橋旭橋

都市都市都市都市再再再再開開開開発発発発にににに対対対対するするするする沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの出出出出資比資比資比資比率率率率はははは、、、、

2.72.72.72.7％％％％であったことかであったことかであったことかであったことからららら、、、、地地地地方方方方財財財財政政政政法法法法施施施施行行行行令令令令

第第第第１１１１条条条条がががが補補補補助金認助金認助金認助金認可可可可のののの条件条件条件条件としているとしているとしているとしている「「「「地地地地方方方方

公共公共公共公共団団団団体体体体のののの２２２２分分分分のののの１１１１をををを出出出出資資資資しているしているしているしている法法法法人人人人」」」」とととと

なるなるなるなる平成平成平成平成 18181818 年年年年 11112222月月月月１１１１日日日日までまでまでまで、、、、違違違違法法法法・・・・脱脱脱脱法法法法行行行行

為為為為がががが続続続続いたことになるがいたことになるがいたことになるがいたことになるが、、、、そのそのそのその原原原原因因因因はなはなはなはなぜぜぜぜ

かかかか。。。。ななななぜぜぜぜ、、、、県県県県のののの出出出出資資資資金金金金 2.72.72.72.7％％％％のののの法法法法人人人人にににに補補補補助金助金助金助金

のののの認認認認可可可可ががががあったのかあったのかあったのかあったのか、、、、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    

((((４４４４))))    ２２２２月月月月 27272727 日日日日のののの２２２２月定月定月定月定例例例例会会会会でででで、、、、私私私私のののの日本共産日本共産日本共産日本共産

党党党党をををを代表代表代表代表してのしてのしてのしての質問質問質問質問でででで「「「「監監監監査査査査委委委委員員員員のののの役割役割役割役割といといといとい

たしましてはたしましてはたしましてはたしましては、、、、財財財財務務務務事事事事務務務務がががが関係関係関係関係法法法法令令令令にににに基基基基づづづづきききき

適切適切適切適切にににに執執執執行行行行されているかどうかをされているかどうかをされているかどうかをされているかどうかを審審審審査査査査するするするする

ものでありましてものでありましてものでありましてものでありまして、、、、法法法法令令令令解解解解釈釈釈釈についてについてについてについて判断判断判断判断すすすす

るるるる立場立場立場立場にないにないにないにない」」」」とととと答弁答弁答弁答弁がありましたががありましたががありましたががありましたが、、、、「「「「旭旭旭旭

橋再橋再橋再橋再開開開開発事発事発事発事業業業業」」」」へへへへのののの補補補補助助助助事事事事業業業業のののの認認認認可可可可そのものそのものそのものそのもの

がががが、、、、認認認認可可可可当当当当時時時時はははは((((株株株株))))旭橋旭橋旭橋旭橋都市都市都市都市再再再再開開開開発発発発にににに対対対対するするするする

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県出出出出資比資比資比資比率率率率がががが 2.72.72.72.7パパパパーーーーセントセントセントセントでありでありでありであり、、、、地地地地

方方方方財財財財政政政政法法法法施施施施行行行行令第令第令第令第１１１１条条条条がががが補補補補助金認助金認助金認助金認可可可可のののの条件条件条件条件

としているとしているとしているとしている「「「「地地地地方方方方公共公共公共公共団団団団体体体体がががが２２２２分分分分のののの１１１１出出出出資資資資しししし

ているているているている法法法法人人人人」」」」にはにはにはには該該該該当当当当せずせずせずせず、、、、違違違違法法法法であることであることであることであること

がががが明明明明ららららかかかかではないかではないかではないかではないか。。。。監監監監査査査査ではではではでは、、、、地地地地方方方方財財財財政政政政法法法法

及及及及びびびび同法同法同法同法施施施施行行行行令令令令にににに照照照照ららららしてしてしてしてのののの監監監監査査査査はなされはなされはなされはなされ

たのかたのかたのかたのか。。。。またこのまたこのまたこのまたこの補補補補助助助助事事事事業業業業はははは、、、、地地地地方方方方財財財財政政政政法法法法施施施施

行行行行令第令第令第令第１１１１条条条条「「「「地地地地方方方方公共公共公共公共団団団団体体体体がががが２２２２分分分分のののの１１１１出出出出資資資資しししし

ているているているている法法法法人人人人」」」」平成平成平成平成 15151515 年年年年９９９９月月月月１１１１日日日日かかかからららら平成平成平成平成 18181818

年年年年 11111111 月月月月 33330000日日日日まではまではまではまでは、、、、違違違違法法法法なななな補補補補助助助助事事事事業業業業だだだだったったったった

のではないかのではないかのではないかのではないか、、、、監監監監査査査査委委委委員員員員のののの答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めめめめるるるる    

    

    

    

    

((((１１１１))))    飼飼飼飼いいいい主主主主、、、、徘徊犬徘徊犬徘徊犬徘徊犬のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策((((狂犬狂犬狂犬狂犬病対策病対策病対策病対策

などなどなどなど))))    

    

    

((((２２２２))))    ハブハブハブハブ対策対策対策対策につにつにつについていていていて（（（（棲息棲息棲息棲息状況状況状況状況、、、、被害被害被害被害、、、、対策対策対策対策

などなどなどなど））））    

    

    

((((３３３３))))    市市市市のののの公園公園公園公園予予予予定地定地定地定地のののの適適適適正正正正管理及管理及管理及管理及びびびび民間民間民間民間空空空空きききき

地地地地のののの適適適適正正正正管理管理管理管理化化化化のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策についてについてについてについて    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、代表監代表監代表監代表監査査査査委委委委員員員員、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
 


