
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（（（（２２２２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 14141414 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    

    現庁舎現庁舎現庁舎現庁舎はははは、、、、100100100100年後年後年後年後のののの市政市政市政市政のあらゆるのあらゆるのあらゆるのあらゆる環境等大環境等大環境等大環境等大

計計計計をもってをもってをもってをもって建設建設建設建設されたとされたとされたとされたと想定想定想定想定されるがされるがされるがされるが、、、、40404040年余年余年余年余をををを

経経経経てててて耐震性耐震性耐震性耐震性、、、、交通体系交通体系交通体系交通体系、、、、行政需要行政需要行政需要行政需要のののの現状現状現状現状からからからから、、、、建建建建

設設設設はははは急務急務急務急務のののの状況状況状況状況とととと思慮思慮思慮思慮するがするがするがするが、、、、行行行行政政政政のののの継続性継続性継続性継続性からからからから

平成平成平成平成５５５５年庁舎建設位置審議会年庁舎建設位置審議会年庁舎建設位置審議会年庁舎建設位置審議会のののの答申答申答申答申をどのようをどのようをどのようをどのよう

にににに考考考考えているかえているかえているかえているか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    小中校小中校小中校小中校のののの体育教育体育教育体育教育体育教育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))))    先先先先にににに開催開催開催開催されたされたされたされた全国小学校陸上競技沖縄全国小学校陸上競技沖縄全国小学校陸上競技沖縄全国小学校陸上競技沖縄

大会大会大会大会においてにおいてにおいてにおいて、、、、県代表県代表県代表県代表にににに本市在校生本市在校生本市在校生本市在校生のののの各種目各種目各種目各種目

のののの優勝者優勝者優勝者優勝者はははは何人何人何人何人かかかか    

    

    

((((２２２２))))    少年少女空手道大会少年少女空手道大会少年少女空手道大会少年少女空手道大会はははは県立武道館県立武道館県立武道館県立武道館でででで開催開催開催開催

されされされされ、、、、各学年各学年各学年各学年のののの優勝者優勝者優勝者優勝者はははは県代表県代表県代表県代表としてとしてとしてとして全国大全国大全国大全国大

会会会会にににに出場出場出場出場するがするがするがするが、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける指導者指導者指導者指導者へのへのへのへの補補補補

助助助助はどうかはどうかはどうかはどうか    

    

    

    

    

    かりゆしかりゆしかりゆしかりゆしウエアウエアウエアウエア着用普及着用普及着用普及着用普及によりによりによりにより、、、、各各各各界界界界のののの評価評価評価評価はははは

どうかどうかどうかどうか。。。。陳情陳情陳情陳情はないかはないかはないかはないか    

１１１１    玉玉玉玉    城城城城    仁仁仁仁    章章章章    

（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう））））    

１１１１    庁舎建設庁舎建設庁舎建設庁舎建設にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    観光行政観光行政観光行政観光行政にににに

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、、、、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（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年６６６６月月月月 14141414 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    永永永永    山山山山    盛盛盛盛    廣廣廣廣    

（（（（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    道路行政道路行政道路行政道路行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    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    

((((１１１１))))    古波蔵中央通古波蔵中央通古波蔵中央通古波蔵中央通りりりり道路道路道路道路ののののバリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化にににに

ついてついてついてついて    

            古波蔵古波蔵古波蔵古波蔵３３３３丁目丁目丁目丁目、、、、４４４４丁目丁目丁目丁目をををを通通通通るるるる中央通中央通中央通中央通りはりはりはりは、、、、

商店街商店街商店街商店街でででで人人人人々々々々のののの往来往来往来往来もももも多多多多くくくく、、、、またまたまたまた、、、、近近近近くにあくにあくにあくにあ

るるるる古蔵中学校生古蔵中学校生古蔵中学校生古蔵中学校生のののの通学路通学路通学路通学路でもあるでもあるでもあるでもある。。。。現在現在現在現在のののの道道道道

路路路路はははは、、、、車道車道車道車道とととと歩道歩道歩道歩道とのとのとのとの段差段差段差段差がががが高高高高くくくく、、、、歩道部分歩道部分歩道部分歩道部分

はでこぼこがはでこぼこがはでこぼこがはでこぼこが多多多多くくくく大変歩大変歩大変歩大変歩きにくいきにくいきにくいきにくい。。。。高齢者高齢者高齢者高齢者やややや

子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが危険危険危険危険なななな状態状態状態状態でででで歩歩歩歩いていていていているいるいるいる。。。。道路道路道路道路のののの

改良改良改良改良をををを行行行行いいいい、、、、バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー化化化化をしてをしてをしてをして、、、、地域地域地域地域のののの

活性化活性化活性化活性化とととと高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、子供子供子供子供たちたちたちたち弱者弱者弱者弱者にもにもにもにも配慮配慮配慮配慮したしたしたした

歩行歩行歩行歩行のののの安全性安全性安全性安全性をををを確保確保確保確保するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると思思思思うううう

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

    

    

((((２２２２))))    古波蔵古波蔵古波蔵古波蔵４４４４丁目丁目丁目丁目赤十字病院裏赤十字病院裏赤十字病院裏赤十字病院裏のののの道路道路道路道路整備整備整備整備にににに

ついてついてついてついて    

            漫湖公園漫湖公園漫湖公園漫湖公園、、、、赤十字病院裏赤十字病院裏赤十字病院裏赤十字病院裏のののの古波蔵古波蔵古波蔵古波蔵側東入側東入側東入側東入りりりり

口口口口はははは、、、、公公公公道道道道につながっていないにつながっていないにつながっていないにつながっていない。。。。道路道路道路道路のののの整備整備整備整備

がなされてなくがなされてなくがなされてなくがなされてなく、、、、公園公園公園公園をををを利利利利用用用用するするするする市民市民市民市民がががが不便不便不便不便

をきたしているをきたしているをきたしているをきたしている。。。。早早早早急急急急にににに整備整備整備整備するするするする必要必要必要必要があがあがあがあ

るるるる。。。。当局当局当局当局のののの所見所見所見所見をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    城城城城岳岳岳岳小学校体育館小学校体育館小学校体育館小学校体育館のののの早期早期早期早期建建建建てててて替替替替えについえについえについえについ

てててて    

    

        ①①①①    単単単単にににに、、、、屋内屋内屋内屋内体育体育体育体育施施施施設設設設としてのとしてのとしてのとしての機能機能機能機能をををを備備備備ええええ

るるるるだだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、社社社社会会会会

学学学学習機能習機能習機能習機能もももも果果果果たたたたせせせせるるるる施施施施設設設設づづづづくりはできなくりはできなくりはできなくりはできな

いかいかいかいか    

    

    

        ②②②②    校地校地校地校地がががが狭狭狭狭いのでいのでいのでいので、、、、げげげげたたたた履履履履きききき体育館体育館体育館体育館にしにしにしにし

てててて、、、、学校開学校開学校開学校開放放放放後後後後にににに施施施施設設設設をををを利利利利用用用用するするするする市民市民市民市民のののの駐駐駐駐

車場車場車場車場にににに使使使使えないかえないかえないかえないか    

    

    

((((２２２２))))    古蔵小学校古蔵小学校古蔵小学校古蔵小学校のののの早期早期早期早期改改改改築築築築についてについてについてについて    

            同同同同校校校校のののの改改改改築築築築スケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルル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    

((((３３３３))))    古蔵古蔵古蔵古蔵幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの早期早期早期早期改改改改築築築築についてについてについてについて    

    

        ①①①①    現在現在現在現在、、、、危険危険危険危険防止防止防止防止のためのためのためのため毎毎毎毎年補年補年補年補修修修修しているしているしているしている

がががが、、、、年年年年度毎度毎度毎度毎のののの予算予算予算予算はははは幾幾幾幾らかかったからかかったからかかったからかかったか    

    

    

        ②②②②    危険危険危険危険度度度度がががが高高高高くくくく、、、、早早早早めのめのめのめの建建建建てててて替替替替えがえがえがえが必要必要必要必要だだだだ

とととと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその見通見通見通見通しはどしはどしはどし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    

         

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



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（２２２２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 14141414 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))))    市民市民市民市民協働推進課協働推進課協働推進課協働推進課設置設置設置設置のののの目目目目的的的的についてについてについてについて説明説明説明説明

をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((２２２２))))    これまでのこれまでのこれまでのこれまでの市民及市民及市民及市民及びびびび企業企業企業企業とのとのとのとの協働協働協働協働事事事事業業業業のののの

実績実績実績実績についてについてについてについて述述述述べべべべよよよよ    

    

    

((((３３３３))))    今今今今後後後後のののの協働協働協働協働のまちのまちのまちのまちづづづづくりについてのくりについてのくりについてのくりについての展望展望展望展望

についてについてについてについて見見見見解解解解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((４４４４))))    協働協働協働協働のまちのまちのまちのまちづづづづくりくりくりくり基金基金基金基金のののの創創創創設設設設についてどについてどについてどについてど

うううう思思思思うかうかうかうか、、、、見見見見解解解解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((５５５５))))    ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法法法法人人人人とのとのとのとの連連連連携携携携についてはどうなっについてはどうなっについてはどうなっについてはどうなっ

ているのかているのかているのかているのか    

    

    

((((６６６６))))    本市本市本市本市のののの自自自自主財源主財源主財源主財源のののの構構構構成成成成比比比比はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。そのそのそのその構構構構

成成成成比比比比ののののアアアアップップップップのためののためののためののための寄付金寄付金寄付金寄付金のののの増増増増大大大大こそがこそがこそがこそが

大事大事大事大事だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのそのシステムシステムシステムシステムづづづづくりについくりについくりについくりについ

てどうてどうてどうてどう思思思思うかうかうかうか見見見見解解解解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((７７７７))))    地域地域地域地域とのとのとのとの協働協働協働協働によるによるによるによる教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて見見見見

解解解解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

３３３３    洲洲洲洲    鎌鎌鎌鎌        忠忠忠忠    

（（（（自自自自由由由由民民民民主党主党主党主党））））    

    協働協働協働協働のまちのまちのまちのまちづづづづ    

くりくりくりくり行政行政行政行政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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
 



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（２２２２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 14141414 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    崎崎崎崎    山山山山    嗣嗣嗣嗣    幸幸幸幸    

（（（（社社社社社社社社連合連合連合連合））））    

    市立市立市立市立病院病院病院病院のののの独独独独    

立行政立行政立行政立行政法法法法人化人化人化人化にににに    

ついてついてついてついて    

    当局当局当局当局はははは、、、、迫迫迫迫りくるりくるりくるりくる医療制度医療制度医療制度医療制度改改改改革革革革、、、、行行行行財財財財政改政改政改政改革革革革にににに

迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応するとしてするとしてするとしてするとして、、、、市立市立市立市立病院病院病院病院をををを平成平成平成平成22220000年年年年４４４４月月月月

１１１１日日日日からからからから、、、、独独独独立行政立行政立行政立行政法法法法人化人化人化人化へへへへ移移移移行行行行しようとしていしようとしていしようとしていしようとしてい

るるるる    

独独独独立立立立法法法法人人人人のののの法律法律法律法律がががが施施施施行行行行してからしてからしてからしてから、、、、わずわずわずわずかかかか３３３３年年年年、、、、

全国全国全国全国のののの自自自自治治治治体体体体病院病院病院病院でもでもでもでも、、、、大大大大阪府阪府阪府阪府などなどなどなど３３３３カカカカ所所所所にににに限限限限らららら

れたれたれたれた範囲範囲範囲範囲であるであるであるである。。。。ままままだだだだ、、、、安定性安定性安定性安定性、、、、自立性自立性自立性自立性にににに見通見通見通見通しししし

がががが立立立立っているとはっているとはっているとはっているとは言言言言えないえないえないえない状況状況状況状況にあるにあるにあるにある    

こうしたこうしたこうしたこうした現状現状現状現状のののの中中中中、、、、当局当局当局当局はははは市長市長市長市長がががが、、、、平成平成平成平成19191919年年年年１１１１

月月月月11117777日日日日、、、、いきなりいきなりいきなりいきなり記記記記者会見者会見者会見者会見でででで独独独独立立立立法法法法人化人化人化人化へのへのへのへの移移移移行行行行

をををを表表表表明明明明しししし、、、、わずわずわずわずかかかか半半半半年年年年のこののこののこののこの６６６６月定月定月定月定例例例例会会会会にににに定定定定款款款款をををを

上上上上程程程程しているしているしているしている    

国会国会国会国会でのでのでのでの附帯附帯附帯附帯決決決決議議議議のののの「「「「関係関係関係関係職員団職員団職員団職員団体体体体とととと十十十十分分分分なななな意意意意

思思思思疎疎疎疎通通通通をををを行行行行うことうことうことうこと」」」」もももも無無無無視視視視されてきているされてきているされてきているされてきている    

市立市立市立市立病院病院病院病院はははは、、、、地域地域地域地域のののの基幹病院基幹病院基幹病院基幹病院としてとしてとしてとして、、、、高高高高度度度度のののの医医医医

療機器療機器療機器療機器をををを備備備備ええええ、、、、医療水準医療水準医療水準医療水準のののの向向向向上上上上にににに重重重重要要要要なななな役割役割役割役割をををを果果果果

たしたしたしたし、、、、住住住住民民民民のののの医療医療医療医療ササササーーーービスビスビスビスにににに貢献貢献貢献貢献してきているしてきているしてきているしてきている。。。。

住住住住民民民民のののの意意意意見見見見をををを聞聞聞聞くくくく機機機機会会会会をつくらないままをつくらないままをつくらないままをつくらないまま住住住住民民民民のののの

命命命命とととと健康健康健康健康にににに直結直結直結直結するするするする病院病院病院病院がががが安安安安易易易易にににに独法独法独法独法化化化化するこするこするこするこ

とはとはとはとは、、、、公的責任公的責任公的責任公的責任をををを放棄放棄放棄放棄しししし、、、、安安安安心心心心良質良質良質良質なななな医療医療医療医療をををを後後後後退退退退

ささささせせせせることになるることになるることになるることになる    

    ７７７７対対対対１１１１のののの看護基準看護基準看護基準看護基準のののの確保確保確保確保やややや経経経経営破綻営破綻営破綻営破綻したしたしたした時時時時のののの

責任責任責任責任、、、、職員職員職員職員、、、、市民市民市民市民とのとのとのとの十十十十分分分分ななななコンセンサスコンセンサスコンセンサスコンセンサス、、、、議会議会議会議会

のののの関関関関与与与与のののの後後後後退退退退等等等等、、、、多多多多くのくのくのくの課題課題課題課題とととと問問問問題点題点題点題点をはらをはらをはらをはらんんんんでででで

いるいるいるいる。。。。次次次次のののの通通通通りりりり、、、、順順順順次次次次質問質問質問質問するするするする    

    

((((１１１１))))    自自自自治治治治体体体体病院病院病院病院のののの役割役割役割役割とととと使命使命使命使命はははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    法法法法人化人化人化人化移移移移行行行行へのへのへのへの経経経経緯緯緯緯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    業業業業務務務務スケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルルをををを伺伺伺伺うううう    

    

        ②②②②    内内内内部部部部でででで十十十十分分分分なななな検討期検討期検討期検討期間間間間とととと検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会はははは設設設設

置置置置したのかしたのかしたのかしたのか伺伺伺伺うううう    

    

        ③③③③    審議審議審議審議内容内容内容内容のののの議事議事議事議事録録録録とととと報告書報告書報告書報告書はははは作作作作成成成成したかしたかしたかしたか

伺伺伺伺うううう    

    

        ④④④④    第第第第２２２２次次次次アアアアクションプランクションプランクションプランクションプランでのでのでのでの位置位置位置位置づづづづけけけけ

とととと計計計計画画画画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    

                 ⑤⑤⑤⑤    職員団職員団職員団職員団体体体体とのとのとのとの交交交交渉渉渉渉はどうなっているのはどうなっているのはどうなっているのはどうなっているの

かかかか伺伺伺伺うううう    

    

        ⑥⑥⑥⑥    病院内病院内病院内病院内部部部部ののののアアアアンケンケンケンケーーーートトトトをををを実施実施実施実施したかしたかしたかしたか    

    

        ⑦⑦⑦⑦    市民市民市民市民へのへのへのへの説明責任説明責任説明責任説明責任はどのようなはどのようなはどのようなはどのような方法方法方法方法をををを

取取取取っているっているっているっているのかのかのかのか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    事事事事業収与業収与業収与業収与５５５５カカカカ年計年計年計年計画画画画についてについてについてについて    

    

            現行現行現行現行形形形形態態態態とととと独法独法独法独法化化化化移移移移行後行後行後行後のののの比較比較比較比較をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((４４４４))))    新看護基準新看護基準新看護基準新看護基準７７７７対対対対１１１１のののの導導導導入入入入についてについてについてについて    

    

        ①①①①    66660000人人人人増員増員増員増員してのしてのしてのしての看護師看護師看護師看護師のののの確保確保確保確保はははは、、、、将将将将来来来来維維維維

持持持持してしてしてして行行行行けるけるけるける客客客客観観観観的的的的デデデデーーーータタタタはあるのかはあるのかはあるのかはあるのか伺伺伺伺

うううう    

    

        ②②②②    平成平成平成平成19191919年年年年のののの勧奨退職勧奨退職勧奨退職勧奨退職、、、、定年者定年者定年者定年者、、、、自自自自己都己都己都己都合合合合

退職退職退職退職者合者合者合者合わせわせわせわせてててて、、、、どのくらいのどのくらいのどのくらいのどのくらいの人人人人数数数数かかかか伺伺伺伺うううう    

    

        ③③③③    平成平成平成平成19191919年年年年のののの県県県県内内内内のののの看護看護看護看護学校学校学校学校のののの卒業卒業卒業卒業生生生生のののの

人人人人数数数数をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう    

    

        ④④④④    県県県県内内内内のののの公公公公立立立立、、、、市立市立市立市立病院病院病院病院のののの充足率充足率充足率充足率、、、、及及及及びびびび人人人人

数数数数はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか伺伺伺伺うううう    

    

        ⑤⑤⑤⑤    県県県県のののの看護師看護師看護師看護師需需需需給給給給見通見通見通見通しししし計計計計画画画画ではではではでは、、、、どうなどうなどうなどうな

っているかっているかっているかっているか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((５５５５))))    職員職員職員職員のののの身身身身分保分保分保分保障障障障とととと労動条件労動条件労動条件労動条件のののの保保保保障障障障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伺伺伺伺うううう    

    

    

((((６６６６))))    情情情情報公報公報公報公開開開開、、、、住住住住民民民民監査監査監査監査のののの保保保保障障障障はあるかはあるかはあるかはあるか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((７７７７))))    議会議会議会議会のののの関関関関与与与与がうすくなりがうすくなりがうすくなりがうすくなり、、、、後後後後退退退退ではないかではないかではないかではないか

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    

((((８８８８))))    経経経経営営営営がががが債債債債務務務務超過超過超過超過になりになりになりになり、、、、解散解散解散解散したしたしたした時時時時はははは市長市長市長市長

にににに責任責任責任責任があるのかがあるのかがあるのかがあるのか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((９９９９))))    今今今今定定定定例例例例会会会会でのでのでのでの「「「「定定定定款款款款」」」」のののの提案提案提案提案はははは拙速拙速拙速拙速すすすすぎぎぎぎるるるる。。。。

撤回撤回撤回撤回しししし、、、、継続継続継続継続検討検討検討検討のののの考考考考えはないかえはないかえはないかえはない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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（２２２２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 14141414 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    

５５５５    玉玉玉玉    城城城城        彰彰彰彰    

（（（（民民民民主主主主クラクラクラクラブブブブ））））    

１１１１    年年年年金記録不金記録不金記録不金記録不

備備備備問問問問題題題題についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    環境行政環境行政環境行政環境行政にににに

ついてついてついてついて    

    社社社社会保険庁会保険庁会保険庁会保険庁のののの年年年年金記録不備金記録不備金記録不備金記録不備がががが約約約約5555,,,,000000000000万万万万件件件件あるあるあるある

ことがことがことがことが判判判判明明明明したしたしたした以降以降以降以降、、、、公的公的公的公的年年年年金金金金へのへのへのへの国民国民国民国民・・・・県民県民県民県民・・・・

市民市民市民市民のののの不不不不信感信感信感信感、、、、不不不不満満満満はははは収収収収まらないまらないまらないまらない状況状況状況状況にあるにあるにあるにある    

    柳澤厚柳澤厚柳澤厚柳澤厚生生生生労働労働労働労働大大大大臣臣臣臣はははは、、、、安安安安倍総理倍総理倍総理倍総理大大大大臣臣臣臣のののの指指指指示示示示をををを受受受受

けてけてけてけて照照照照合確合確合確合確認認認認作業作業作業作業をををを１１１１年年年年でででで終了終了終了終了ささささせせせせるとるとるとると述述述述べべべべてててて

いるいるいるいる。。。。そのしそのしそのしそのしわわわわ寄寄寄寄せせせせはははは各自各自各自各自治治治治体体体体にににに振振振振りかかってりかかってりかかってりかかって来来来来

ることがることがることがることが想定想定想定想定されるされるされるされる    

そこでそこでそこでそこで、、、、次次次次のののの点点点点についてについてについてについて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    

((((１１１１))))    国民年国民年国民年国民年金金金金納納納納付記録付記録付記録付記録のののの台帳台帳台帳台帳保保保保管管管管状況状況状況状況についについについについ

てててて    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市のののの対対対対象象象象者者者者についてについてについてについて((((受受受受給給給給者者者者・・・・加加加加入入入入者者者者含含含含

めてめてめてめて))))    

    

    

((((３３３３))))    照照照照合合合合作業作業作業作業にかかにかかにかかにかかわわわわるるるる体体体体制制制制についてについてについてについて    

    

    

((((４４４４))))    照照照照合合合合作業作業作業作業のののの終了終了終了終了時期時期時期時期についてについてについてについて    

    

    

((((５５５５))))    課題課題課題課題についてについてについてについて    

    

    

    

((((１１１１))))    一般家庭一般家庭一般家庭一般家庭からからからから出出出出されるされるされるされる資資資資源源源源ごみごみごみごみであるであるであるである空空空空

きききき缶缶缶缶やややや古古古古紙紙紙紙をををを、、、、行政行政行政行政回回回回収収収収以外以外以外以外のののの個人個人個人個人がががが抜抜抜抜きききき取取取取

ることをることをることをることを禁禁禁禁止止止止するするするする条例条例条例条例をををを検討検討検討検討されているこされているこされているこされているこ

とについてとについてとについてとについて伺伺伺伺うううう    

①①①①    過過過過去去去去３３３３年分年分年分年分((((平成平成平成平成11116666,,,,11117777,,,,11118888年年年年度度度度))))のののの資資資資源源源源

ごみごみごみごみのののの売却額売却額売却額売却額はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

        ②②②②    条例条例条例条例のののの内容内容内容内容とととと議会議会議会議会へのへのへのへの提案時期提案時期提案時期提案時期についてについてについてについて    

    

③③③③    個人個人個人個人収収収収集家集家集家集家にににに対対対対するするするする調調調調査結果査結果査結果査結果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    

((((２２２２))))    首里石嶺線首里石嶺線首里石嶺線首里石嶺線((((汀汀汀汀良良良良町町町町交差交差交差交差点点点点からからからから旧旧旧旧ＪＡＪＡＪＡＪＡ北北北北部部部部

ママママーーーートトトト前前前前))))・・・・石嶺福祉石嶺福祉石嶺福祉石嶺福祉センタセンタセンタセンターーーー線線線線((((厚厚厚厚生生生生園園園園周周周周

辺辺辺辺))))街路街路街路街路工工工工事事事事でででで砂塵砂塵砂塵砂塵対対対対策策策策がががが不十不十不十不十分分分分なためなためなためなため、、、、歩歩歩歩

行者行者行者行者やややや車車車車両両両両・・・・周辺周辺周辺周辺住住住住民民民民にににに多大多大多大多大なななな迷惑迷惑迷惑迷惑をををを被被被被ってってってって

いるいるいるいる状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。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    

    

    

    

    

    昨昨昨昨年年年年のののの11112222月定月定月定月定例例例例会会会会でででで子供子供子供子供たちをたちをたちをたちを犯罪犯罪犯罪犯罪からからからから守守守守るるるる

｢｢｢｢子子子子どもどもどもども安全連安全連安全連安全連絡網絡網絡網絡網｣｣｣｣についてについてについてについて提提提提言言言言したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその後後後後

のののの取取取取りりりり組組組組みみみみをををを伺伺伺伺うううう    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

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    

    
【【【【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、、、、副副副副市長市長市長市長、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    



    個人質問個人質問個人質問個人質問（（（（２２２２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 14141414 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))))    平成平成平成平成19191919年年年年３３３３月月月月33330000日日日日22221111時時時時15151515分分分分、、、、鹿児島鹿児島鹿児島鹿児島県県県県知知知知事事事事

からからからから緊緊緊緊急急急急患患患患者空者空者空者空輸輸輸輸のののの災害災害災害災害派派派派遣遣遣遣要要要要請請請請をををを受受受受けけけけ、、、、機機機機

長長長長以下以下以下以下４４４４人人人人のののの飛飛飛飛行行行行隊隊隊隊員員員員がががが搭乗搭乗搭乗搭乗したしたしたしたＣＨＣＨＣＨＣＨ44447777ＪＪＪＪ

ＡＡＡＡはははは那覇那覇那覇那覇からからからから徳之島徳之島徳之島徳之島へへへへ向向向向かったかったかったかった。。。。同同同同日日日日22222222時時時時６６６６

分分分分頃頃頃頃、、、、同機同機同機同機はははは消息消息消息消息不明不明不明不明となったとなったとなったとなった。。。。翌翌翌翌日日日日33331111日日日日徳徳徳徳

之島天之島天之島天之島天城城城城岳付岳付岳付岳付近近近近でででで墜落墜落墜落墜落したしたしたした機機機機体体体体がががが発見発見発見発見されされされされ

４４４４人全人全人全人全員員員員のののの死亡死亡死亡死亡がががが確確確確認認認認されたされたされたされた。。。。人人人人命命命命救救救救助助助助にににに向向向向

かったかったかったかった自自自自衛官衛官衛官衛官がががが殉殉殉殉職職職職されたことにされたことにされたことにされたことに対対対対しししし、、、、那覇那覇那覇那覇

市民市民市民市民をををを代表代表代表代表するするするする市長市長市長市長のののの思思思思いやいやいやいや見見見見解解解解をををを表表表表明明明明しししし

ていたていたていたていただだだだきたいきたいきたいきたい    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市にはにはにはには市市市市花花花花木木木木選選選選定定定定はされているがはされているがはされているがはされているが、、、、那覇那覇那覇那覇

市市市市をををを象徴象徴象徴象徴するするするする蝶蝶蝶蝶をををを選選選選定定定定していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい。。。。そそそそ

のののの際際際際にはにはにはには是非南是非南是非南是非南国国国国のののの貴婦貴婦貴婦貴婦人人人人とととと別別別別名名名名称称称称されてされてされてされて

いるいるいるいる、、、、オオゴマダオオゴマダオオゴマダオオゴマダララララをををを選選選選定定定定していたしていたしていたしていただだだだきたいきたいきたいきたい

とととと提提提提言言言言するするするする    

    

    

    

    去去去去るるるる６６６６月月月月10101010日日日日、、、、新都心公園新都心公園新都心公園新都心公園をををを夕夕夕夕方方方方６６６６時時時時からからからから７７７７時時時時

までまでまでまで現場現場現場現場視視視視察察察察をしたをしたをしたをした。。。。予予予予想想想想をををを超超超超えるえるえるえる公園利公園利公園利公園利用者用者用者用者でででで

駐駐駐駐車場車場車場車場ではではではでは車置場車置場車置場車置場がががが空空空空くのをくのをくのをくのを待待待待つつつつ体体体体験験験験をしたをしたをしたをした。。。。とととと

こここころろろろでででで新都心新都心新都心新都心公園公園公園公園ではではではでは、、、、多多多多くのくのくのくの活用者活用者活用者活用者でにでにでにでにぎぎぎぎににににぎぎぎぎ

しいしいしいしい中中中中、、、、３３３３歳歳歳歳、、、、４４４４歳歳歳歳、、、、５５５５歳歳歳歳のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園児児児児をををを対対対対象象象象にしにしにしにし

たたたたエリアエリアエリアエリアがががが無無無無くくくく、、、、もちもちもちもちろろろろんんんん子供子供子供子供たちがたちがたちがたちが歓喜歓喜歓喜歓喜するよするよするよするよ

うなうなうなうな遊具遊具遊具遊具施施施施設設設設もないもないもないもない、、、、他他他他のののの公園公園公園公園にはどこにでもあにはどこにでもあにはどこにでもあにはどこにでもあ

るようなるようなるようなるようなエリアエリアエリアエリアがないがないがないがない。。。。多多多多くのくのくのくの活用者活用者活用者活用者がががが切切切切望望望望してしてしてして

いるのでそのいるのでそのいるのでそのいるのでその実実実実現現現現方方方方をををを訴訴訴訴えるえるえるえる    

    

    

    

    本市本市本市本市ではではではでは、、、、一般家庭一般家庭一般家庭一般家庭からからからから出出出出されるされるされるされる資資資資源源源源ごみごみごみごみのののの抜抜抜抜

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するするする条例条例条例条例をををを準備準備準備準備中中中中とととと理理理理解解解解しているしているしているしている

がががが、、、、このこのこのこの条例条例条例条例のののの意意意意義義義義またはまたはまたはまたは必要性必要性必要性必要性をををを是非是非是非是非説明説明説明説明してしてしてして

いたいたいたいただだだだきたいきたいきたいきたい    

    

    

６６６６    唐唐唐唐    真真真真    弘弘弘弘    安安安安    

（（（（自自自自由由由由民民民民主党主党主党主党））））    

１１１１    一般一般一般一般行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    公園公園公園公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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    環境行政環境行政環境行政環境行政にににに

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、、、、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（（（（２２２２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 14141414 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    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    行政行政行政行政コストコストコストコスト

削減削減削減削減とそのとそのとそのとその効効効効

果果果果についてについてについてについて    

((((１１１１))))    市長部局市長部局市長部局市長部局、、、、教育教育教育教育委員委員委員委員会会会会、、、、上上上上下下下下水水水水道局道局道局道局でででで購購購購入入入入

しているしているしているしている地地地地図図図図及及及及びびびび地地地地図図図図ソソソソフフフフトトト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

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19191919年年年年度予算度予算度予算度予算においてにおいてにおいてにおいて各各各各課課課課のののの地地地地図購図購図購図購

入入入入冊冊冊冊数数数数とととと地地地地図図図図ソソソソフフフフトトトト・・・・システムシステムシステムシステム購購購購入入入入費費費費はははは幾幾幾幾

らからからからか    

    

        ②②②②    情情情情報報報報量量量量のののの多多多多いいいい地地地地図図図図システムシステムシステムシステムをををを庁庁庁庁内内内内におにおにおにお

いていていていて共共共共用化用化用化用化をををを図図図図れないかれないかれないかれないか、、、、見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    那覇那覇那覇那覇市市市市でででで導導導導入入入入されているされているされているされているコンコンコンコンピピピピュュュューーーータタタターーーー

ソソソソフフフフトトトトややややシステムシステムシステムシステムのののの導導導導入金入金入金入金額額額額とととと件数件数件数件数ならならならならびびびび

にににに購購購購入時入時入時入時におけるにおけるにおけるにおける随随随随意意意意契約契約契約契約のののの件数件数件数件数とそのとそのとそのとその割割割割

合合合合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))))    昨昨昨昨年年年年、、、、滞納滞納滞納滞納整整整整理理理理システムシステムシステムシステムをををを導導導導入入入入したがそのしたがそのしたがそのしたがその

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    

市市市市税税税税だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく他他他他のののの滞納滞納滞納滞納整整整整理理理理、、、、督促強督促強督促強督促強化化化化をををを

図図図図るるるる上上上上でもでもでもでも全庁全庁全庁全庁的的的的なななな体体体体制制制制がががが必要必要必要必要だだだだがががが、、、、マニマニマニマニュュュュ

アアアアルルルル作作作作りはりはりはりは進進進進んんんんでいるのかでいるのかでいるのかでいるのか    

    

    

    

((((４４４４))))    選挙選挙選挙選挙のののの開開開開票票票票作業作業作業作業のののの短縮短縮短縮短縮はははは、、、、公職公職公職公職選挙選挙選挙選挙法第法第法第法第６６６６

条条条条のののの「「「「市市市市町村町村町村町村のののの選挙管理選挙管理選挙管理選挙管理委員委員委員委員会会会会はははは、、、、選挙選挙選挙選挙のののの結結結結

果果果果をををを選挙選挙選挙選挙人人人人にににに対対対対してすしてすしてすしてすみみみみやかにやかにやかにやかに知知知知ららららせせせせるよるよるよるよ

うにうにうにうに努努努努めなけれめなけれめなけれめなければばばばならないならないならないならない」」」」というというというという趣趣趣趣旨旨旨旨にににに沿沿沿沿

うものでありうものでありうものでありうものであり、、、、選挙選挙選挙選挙事務事務事務事務費費費費のののの軽減軽減軽減軽減もももも期期期期待待待待されされされされ

るるるる。。。。全国全国全国全国的的的的にににに開開開開票票票票作業作業作業作業をををを短縮短縮短縮短縮するするするする動動動動きがあるきがあるきがあるきがある

がががが、、、、本市本市本市本市のののの確定確定確定確定票票票票をををを出出出出すすすす平平平平均均均均的時的時的時的時間間間間とととと 33330000 分分分分、、、、

1111 時時時時間間間間のののの短縮短縮短縮短縮によっによっによっによってもたらされるてもたらされるてもたらされるてもたらされる経経経経費費費費節減節減節減節減

効効効効果果果果はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

    

    



    

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))))    那覇那覇那覇那覇ここここどものためのどものためのどものためのどものためのデデデデザイザイザイザインンンン事事事事業業業業のののの内容内容内容内容

とととと、、、、今今今今後後後後のののの展望展望展望展望についてについてについてについて    

    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市ががががデデデデザイザイザイザインンンンというというというという言言言言葉葉葉葉をどのようにをどのようにをどのようにをどのように

定定定定義義義義づづづづけているのかけているのかけているのかけているのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    母母母母子手子手子手子手帳帳帳帳、、、、市立市立市立市立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園、、、、保育所保育所保育所保育所れれれれんんんんらくらくらくらく帳帳帳帳

などのなどのなどのなどの表表表表紙紙紙紙にはにはにはにはもっともっともっともっと良良良良いいいいデデデデザイザイザイザインンンンをををを取取取取りりりり

入入入入れてもいいのではないかとれてもいいのではないかとれてもいいのではないかとれてもいいのではないかと考考考考えるえるえるえる。。。。そのたそのたそのたそのた

めにもめにもめにもめにも表表表表紙紙紙紙ののののデデデデザイザイザイザインンンンをををを、、、、若若若若手手手手のののの紅型紅型紅型紅型作作作作家家家家、、、、

若若若若手手手手デデデデザイナザイナザイナザイナーーーーなどなどなどなどへへへへ公公公公募募募募しししし、、、、手手手手にとってにとってにとってにとって親親親親

ししししみみみみやすやすやすやすくくくく、、、、使使使使いやすいようないやすいようないやすいようないやすいような表表表表紙紙紙紙にできなにできなにできなにできな

いかいかいかいか。。。。そのことによってそのことによってそのことによってそのことによって伝統工芸伝統工芸伝統工芸伝統工芸、、、、若若若若手手手手デデデデザザザザ

イナイナイナイナーーーーのののの人人人人材材材材育成育成育成育成にもつながるとにもつながるとにもつながるとにもつながると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、

市長市長市長市長のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

     ２２２２    本市本市本市本市におけにおけにおけにおけ

るるるるデデデデザイザイザイザインンンン政政政政

策策策策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、、、、上上上上下下下下水水水水道事道事道事道事業業業業管理管理管理管理者者者者、、、、    

選挙管理選挙管理選挙管理選挙管理委員委員委員委員長長長長、、、、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（（（（２２２２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 14141414 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    

８８８８    我如我如我如我如古古古古    一郎一郎一郎一郎    

（（（（日本日本日本日本共産共産共産共産党党党党））））    

１１１１    ｢｢｢｢消消消消えたえたえたえた年年年年

金金金金 ｣｣｣｣問問問問題題題題につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

２２２２    生活保生活保生活保生活保護護護護行行行行

政政政政についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    資資資資源源源源ごみごみごみごみ抜抜抜抜

きききき取取取取りりりり禁禁禁禁止止止止にににに

ついてついてついてついて    

    

    5555,,,,000000000000万万万万件件件件ものものものもの年年年年金金金金がががが宙宙宙宙にににに浮浮浮浮いていていていて、、、、受受受受給給給給できなできなできなできな

いいいい国民国民国民国民がががが出出出出てててて大問大問大問大問題題題題となっているとなっているとなっているとなっている。。。。市民市民市民市民にもそのにもそのにもそのにもその

対対対対象象象象者者者者がいるがいるがいるがいる可可可可能能能能性性性性があるがあるがあるがある。。。。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。。。。那覇那覇那覇那覇市市市市ができるができるができるができる対対対対策策策策はははは何何何何があるかがあるかがあるかがあるか。。。。特別特別特別特別

なななな相談相談相談相談体体体体制制制制をとってをとってをとってをとって、、、、市民市民市民市民のののの年年年年金金金金をををを守守守守るるるる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    

    

    

    

((((１１１１))))    格格格格差差差差とととと貧困貧困貧困貧困がががが広広広広がりがりがりがり、、、、生活保生活保生活保生活保護護護護申申申申請請請請がががが増増増増ええええ

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、、、、全国全国全国全国とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市のののの実実実実

態態態態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))))    保保保保護護護護申申申申請請請請からからからから開開開開始始始始決決決決定定定定までまでまでまで、、、、14141414日日日日以以以以内内内内といといといとい

うううう原則原則原則原則はははは守守守守られているかられているかられているかられているか    

    

    

((((３３３３))))    憲憲憲憲法法法法・・・・生活保生活保生活保生活保護法護法護法護法がががが認認認認めているめているめているめている保保保保護護護護申申申申請権請権請権請権

をををを侵侵侵侵してはならないしてはならないしてはならないしてはならない。。。。ここここれをれをれをれを保保保保障障障障するためするためするためするため

にににに、、、、窓窓窓窓口口口口にににに申申申申請請請請用用用用紙紙紙紙をををを置置置置くくくく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    

    

    

((((４４４４))))    ケケケケーーーーススススワワワワーーーーカカカカーーーーのののの受受受受けけけけ持持持持ちちちち数数数数がががが多多多多すすすすぎぎぎぎるるるる

とととと、、、、過重過重過重過重負担負担負担負担をををを指指指指摘摘摘摘してきたがしてきたがしてきたがしてきたが、、、、そのそのそのその後後後後どうどうどうどう

改改改改善善善善されたのかされたのかされたのかされたのか    

    

    

    

((((１１１１))))    聞聞聞聞きききき取取取取りりりり調調調調査査査査のののの結果結果結果結果のののの概概概概要要要要をををを問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    空空空空きききき缶缶缶缶のののの回回回回収収収収がががが貴貴貴貴重重重重なななな生活生活生活生活のののの糧糧糧糧になってになってになってになって

いるいるいるいる現状現状現状現状をどうをどうをどうをどう思思思思うかうかうかうか。。。。全全全全面禁面禁面禁面禁止止止止してしてしてして、、、、生活生活生活生活

困窮困窮困窮困窮者者者者のののの生活生活生活生活をををを那覇那覇那覇那覇市市市市はははは生活保生活保生活保生活保護護護護などでなどでなどでなどで救救救救

うううう気気気気持持持持ちがあるのかちがあるのかちがあるのかちがあるのか    

    

    

((((３３３３))))    禁禁禁禁止止止止のののの条例条例条例条例はははは弱者弱者弱者弱者いいいいじじじじめでしかなくめでしかなくめでしかなくめでしかなく、、、、やめやめやめやめ

るるるる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    

        



    
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))))    識識識識名名名名霊霊霊霊園園園園でででで清清清清明明明明祭祭祭祭のときにのときにのときにのときに出出出出るるるるごみごみごみごみのののの状状状状

況況況況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。。。。このこのこのこの５５５５年間年間年間年間のののの状況状況状況状況をををを

問問問問うううう。。。。またまたまたまた交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞・・・・駐駐駐駐車場車場車場車場などのなどのなどのなどの対対対対策策策策はどはどはどはど

のようにのようにのようにのように行行行行わわわわれているかれているかれているかれているか    

    

    

((((２２２２))))    多目多目多目多目的的的的広広広広場場場場のののの利利利利用状況用状況用状況用状況とととと納骨堂納骨堂納骨堂納骨堂のののの建建建建替替替替ええええ

計計計計画画画画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。。。。    

    

    

    

((((１１１１))))    小小小小禄禄禄禄とととと真和志真和志真和志真和志ののののココココミミミミュュュュニニニニテテテティィィィババババスススス実実実実験験験験がががが

本本本本格運格運格運格運行行行行につながらなかったにつながらなかったにつながらなかったにつながらなかった原因原因原因原因とととと反省反省反省反省点点点点

はははは何何何何かかかか    

    

    

((((２２２２))))    利利利利用用用用したしたしたした市民市民市民市民のののの反反反反応応応応とととと要要要要望望望望はははは何何何何かかかか。。。。今今今今後後後後もももも

このこのこのこの実実実実験験験験はははは検討検討検討検討すすすすべべべべきときときときと思思思思うがうがうがうが、、、、見見見見解解解解をををを問問問問うううう    

    

    

((((３３３３))))    那覇那覇那覇那覇ババババススススのののの営業営業営業営業所所所所がががが移移移移転転転転しししし、、、、ババババスススス路路路路線線線線ととととダダダダ

イヤイヤイヤイヤがががが変変変変更更更更になったがになったがになったがになったが、、、、市民市民市民市民へのへのへのへの影響影響影響影響はないはないはないはない

かかかか    

     ４４４４    識識識識名名名名霊霊霊霊園園園園にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    公公公公共共共共交通行交通行交通行交通行

政政政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、、、、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（（（（２２２２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 14141414 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))))    コムスンコムスンコムスンコムスンのののの不不不不正正正正問問問問題題題題についてについてについてについて当局当局当局当局のののの見見見見解解解解

をををを問問問問うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    指定指定指定指定取取取取りりりり消消消消しにしにしにしに伴伴伴伴うううう本市本市本市本市へのへのへのへの影響影響影響影響    

    

    

    

((((３３３３))))    介介介介護護護護保険保険保険保険制度施制度施制度施制度施行行行行以降以降以降以降のののの本市本市本市本市内施内施内施内施設設設設のののの不不不不

正正正正のののの内容内容内容内容とととと、、、、そのそのそのその対対対対策策策策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    

    

    

    

    

    

９９９９    翁翁翁翁    長長長長    俊俊俊俊    英英英英    

（（（（公公公公    明明明明    党党党党））））    

    介介介介護護護護行政行政行政行政につにつにつにつ

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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    

 


