
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（（（（３３３３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 15151515 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    

勤務体制勤務体制勤務体制勤務体制のののの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

本市職員本市職員本市職員本市職員のののの能率的能率的能率的能率的なななな職務職務職務職務のののの遂行遂行遂行遂行とととと長時間労働長時間労働長時間労働長時間労働

のののの解消及解消及解消及解消及びびびび職員職員職員職員のののの健康管理健康管理健康管理健康管理のののの観点観点観点観点からからからから、、、、現行現行現行現行のののの職職職職

員員員員のののの勤務体制勤務体制勤務体制勤務体制をををを見直見直見直見直してしてしてして時差出勤時差出勤時差出勤時差出勤のののの導入導入導入導入をををを図図図図るるるる

考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか。。。。それによってそれによってそれによってそれによって超過勤務手当超過勤務手当超過勤務手当超過勤務手当のののの削減削減削減削減

等等等等もももも期待期待期待期待できるできるできるできるととと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    

    

    

((((１１１１))))    公園公園公園公園のののの整備整備整備整備・・・・管理体制管理体制管理体制管理体制についてについてについてについて    

市内市内市内市内のののの供用開始公園供用開始公園供用開始公園供用開始公園はははは箇所箇所箇所箇所もももも面積面積面積面積もももも増増増増えてえてえてえて

いるがいるがいるがいるが、、、、公園公園公園公園のののの管理予算管理予算管理予算管理予算はははは年年年年々々々々減少減少減少減少しししし、、、、ここここここここ

数年間数年間数年間数年間においてもにおいてもにおいてもにおいても約約約約10101010％％％％以上削減以上削減以上削減以上削減されていされていされていされてい

るるるる。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、本市本市本市本市のののの財政状況財政状況財政状況財政状況がががが好転好転好転好転しししし

ていくていくていくていく見通見通見通見通しのしのしのしの立立立立たないたないたないたない中中中中であってもであってもであってもであっても、、、、市民市民市民市民

からのからのからのからのニーズニーズニーズニーズのののの高高高高いいいい公園公園公園公園のののの整備整備整備整備はははは継続継続継続継続してしてしてして

いかなければならないといかなければならないといかなければならないといかなければならないと考考考考えるえるえるえる    

本市本市本市本市のののの公園公園公園公園のののの整備整備整備整備、、、、管理管理管理管理のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて

はははは、、、、今後見直今後見直今後見直今後見直していくべきしていくべきしていくべきしていくべき時期時期時期時期にににに来来来来ているとているとているとていると

思慮思慮思慮思慮されるがされるがされるがされるが、、、、これについてはこれについてはこれについてはこれについては自治会自治会自治会自治会やややや民間民間民間民間

企業企業企業企業のののの活用及活用及活用及活用及びびびびＰＦＩＰＦＩＰＦＩＰＦＩ等等等等のののの導入等導入等導入等導入等のののの検討検討検討検討もももも

積極的積極的積極的積極的にににに推推推推しししし進進進進めるめるめるめるべきとべきとべきとべきと私私私私はははは思思思思うがうがうがうが、、、、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    

    

    

((((２２２２))))    市民等市民等市民等市民等をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした記念植樹制度記念植樹制度記念植樹制度記念植樹制度についについについについ

てててて 

            制度制度制度制度のののの要綱要綱要綱要綱がががが制定制定制定制定されたとされたとされたとされたと聞聞聞聞くがどのよくがどのよくがどのよくがどのよ

うなうなうなうな内容内容内容内容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。。。。特特特特にににに今年今年今年今年２２２２月月月月のののの

定例会定例会定例会定例会においてにおいてにおいてにおいて記念植樹記念植樹記念植樹記念植樹のののの料金料金料金料金はははは、、、、市民市民市民市民のののの利利利利

用用用用しやすいしやすいしやすいしやすい額額額額にににに設定設定設定設定していただきたいとしていただきたいとしていただきたいとしていただきたいと要要要要

望望望望したがしたがしたがしたが、、、、どのようなどのようなどのようなどのような料金設定料金設定料金設定料金設定になったのになったのになったのになったの

かかかか。。。。他他他他にこのにこのにこのにこの制度制度制度制度のののの課題等課題等課題等課題等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

めめめめるるるる    

１１１１    金金金金    城城城城        徹徹徹徹    

((((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    総務行政総務行政総務行政総務行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

２２２２    公園行政公園行政公園行政公園行政にににに

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（（（（３３３３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 15151515 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    

    1947194719471947年年年年にににに施行施行施行施行されたされたされたされた日本国憲法日本国憲法日本国憲法日本国憲法はははは、、、、戦争戦争戦争戦争をしなをしなをしなをしな

いいいい、、、、戦力戦力戦力戦力をををを持持持持たないということでたないということでたないということでたないということで平和憲法平和憲法平和憲法平和憲法とととと呼呼呼呼ばばばば

れれれれ、、、、今日今日今日今日までまでまでまで60606060年間戦争年間戦争年間戦争年間戦争もなくもなくもなくもなく暮暮暮暮らしてきたらしてきたらしてきたらしてきた。。。。しししし

かしかしかしかし今今今今、、、、憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条がががが改憲改憲改憲改憲されようとしているされようとしているされようとしているされようとしている。。。。そそそそ

こでこでこでこで、、、、県都県都県都県都のののの市長市長市長市長としてのとしてのとしてのとしての見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((１１１１))))    18181818年度国保会計年度国保会計年度国保会計年度国保会計のののの決算見込決算見込決算見込決算見込みみみみ違違違違いはいはいはいは、、、、ななななぜぜぜぜ

起起起起きたのかきたのかきたのかきたのか    

    

((((２２２２))))    一般一般一般一般会計会計会計会計からのからのからのからの繰繰繰繰入額入額入額入額はははは被被被被保保保保険険険険者者者者一一一一人当人当人当人当

たりたりたりたり817817817817円円円円とととと11111111市市市市のののの中中中中でででで一番低一番低一番低一番低いいいい。。。。一般一般一般一般会計会計会計会計

からのからのからのからの繰繰繰繰入額入額入額入額はなはなはなはなぜぜぜぜ少少少少ないのかないのかないのかないのか    

    

((((３３３３))))    18181818年度決算年度決算年度決算年度決算ではではではでは、、、、２２２２億億億億9999,,,,000000000000万円余万円余万円余万円余りもりもりもりも黒黒黒黒

字字字字決算決算決算決算であるであるであるである。。。。しかししかししかししかし、、、、今年度今年度今年度今年度、、、、市民市民市民市民一世帯一世帯一世帯一世帯

当当当当たりのたりのたりのたりの保保保保険税険税険税険税はははは約約約約5555,,,,000000000000円円円円のののの増額増額増額増額となってとなってとなってとなって

いるがないるがないるがないるがなぜぜぜぜかかかか    

    

    

((((１１１１))))    市市市市営団地営団地営団地営団地のののの目的目的目的目的とととと意義意義意義意義はははは何何何何かかかか    

    

((((２２２２))))    市市市市営団地営団地営団地営団地のののの入入入入居承居承居承居承継継継継のののの実態実態実態実態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    

    

((((３３３３))))    母子家庭母子家庭母子家庭母子家庭におけるにおけるにおけるにおける入入入入居支援居支援居支援居支援及及及及びびびび取取取取りりりり扱扱扱扱いいいい

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伺伺伺伺うううう    

    

    

    県内県内県内県内のののの次代次代次代次代をををを担担担担うううう若若若若者者者者のののの雇雇雇雇用状況用状況用状況用状況はははは年年年年々々々々厳厳厳厳しししし

くなりくなりくなりくなり失失失失業率業率業率業率もももも他県他県他県他県のののの２２２２倍倍倍倍であるであるであるである。。。。そこでそこでそこでそこで伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    本市本市本市本市のののの雇雇雇雇用用用用相談件相談件相談件相談件数数数数はははは、、、、月月月月何件何件何件何件あああありりりり、、、、実態実態実態実態

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))))    失失失失業率業率業率業率はははは何何何何％％％％になるかになるかになるかになるか    

    

((((３３３３))))    求人求人求人求人情報情報情報情報のののの提提提提供供供供はどのようになっているはどのようになっているはどのようになっているはどのようになっている

かかかか    

２２２２    多多多多和和和和田田田田    栄栄栄栄    子子子子    

（（（（社社社社社社社社連合連合連合連合））））    

    

１１１１    憲法憲法憲法憲法９９９９条条条条にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

２２２２    国民健康保国民健康保国民健康保国民健康保

険税険税険税険税についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    市市市市営団地営団地営団地営団地行行行行

政政政政についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    雇雇雇雇用対用対用対用対策策策策にににに

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、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、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（（（（３３３３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 15151515 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    

３３３３    山山山山    川川川川    典典典典    二二二二    

（（（（自民自民自民自民・・・・無所属無所属無所属無所属

連合連合連合連合））））    

    

１１１１    ｢｢｢｢一一一一連連連連のののの全全全全

県県県県選挙選挙選挙選挙｣｣｣｣につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    「「「「基幹系基幹系基幹系基幹系業業業業

務務務務システムシステムシステムシステム」」」」

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    歴史博物館歴史博物館歴史博物館歴史博物館

についてについてについてについて    

    昨昨昨昨年年年年11111111月月月月のののの沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県知知知知事事事事選挙選挙選挙選挙、、、、今年今年今年今年４４４４月月月月のののの参議院参議院参議院参議院

議議議議員員員員補欠選挙補欠選挙補欠選挙補欠選挙、、、、７７７７月月月月実実実実施予定施予定施予定施予定のののの参議院議参議院議参議院議参議院議員員員員選挙選挙選挙選挙にににに

ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県とととと本市本市本市本市のののの各選挙各選挙各選挙各選挙におけるにおけるにおけるにおける執執執執行行行行費費費費用用用用

((((予定予定予定予定費費費費用用用用もももも含含含含むむむむ))))はははは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))))    県県県県知知知知事事事事選選選選、、、、参議院補選参議院補選参議院補選参議院補選のののの有権有権有権有権者数者数者数者数とととと投票投票投票投票率率率率

((((沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県とととと本市本市本市本市))))    

    

    

((((３３３３))))    参議院議参議院議参議院議参議院議員員員員補欠選挙補欠選挙補欠選挙補欠選挙のののの評価評価評価評価とととと７７７７月月月月実実実実施予施予施予施予

定定定定のののの参議院議参議院議参議院議参議院議員員員員選挙選挙選挙選挙についてについてについてについて市長市長市長市長のののの見解見解見解見解をををを

聞聞聞聞くくくく    

    

    

    

    来年度来年度来年度来年度４４４４月月月月稼動稼動稼動稼動予定予定予定予定のののの基幹系基幹系基幹系基幹系業務業務業務業務システムシステムシステムシステムのののの

進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況についてについてについてについて問問問問うううう    

    

((((１１１１))))    健康健康健康健康福祉区福祉区福祉区福祉区分関連業務分関連業務分関連業務分関連業務システムシステムシステムシステムについてについてについてについて

現状現状現状現状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。。。。業者業者業者業者選選選選定定定定がががが終了終了終了終了

したとのことだがしたとのことだがしたとのことだがしたとのことだが、、、、選選選選定方法定方法定方法定方法、、、、選選選選定理定理定理定理由由由由、、、、予予予予

算額算額算額算額とととと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))))    住住住住民記民記民記民記録録録録、、、、市市市市税税税税、、、、財務会計等財務会計等財務会計等財務会計等各各各各システムシステムシステムシステムのののの

調達調達調達調達・・・・整備整備整備整備のののの進進進進捗捗捗捗状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか    

    

    

((((３３３３))))    基幹系基幹系基幹系基幹系業務業務業務業務システムシステムシステムシステムのののの構築構築構築構築へへへへのののの基基基基本方本方本方本方針針針針

をををを改改改改めてめてめてめて聞聞聞聞くくくく    

    

    

    

    歴史博物館歴史博物館歴史博物館歴史博物館がががが昨昨昨昨年年年年７７７７月月月月８８８８日日日日にににに開開開開館館館館してまもなしてまもなしてまもなしてまもな

くくくく１１１１年年年年になるになるになるになる。。。。現状現状現状現状をををを伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    当当当当初初初初のののの事業目的事業目的事業目的事業目的、、、、入入入入館館館館者数等目者数等目者数等目者数等目標標標標計計計計画画画画はははは達達達達

成成成成されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。またまたまたまた、、、、そのそのそのその主主主主なななな理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。

今後今後今後今後はどうなのかはどうなのかはどうなのかはどうなのか問問問問うううう        



    

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))))    11111111月開月開月開月開館館館館予定予定予定予定のののの沖縄沖縄沖縄沖縄県立県立県立県立博物館博物館博物館博物館とのとのとのとの連連連連携携携携

やややや協協協協力関係力関係力関係力関係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。。。。またまたまたまた、、、、11111111月開月開月開月開館館館館

をををを記念記念記念記念してのしてのしてのしての合合合合同同同同開開開開催催催催行事行事行事行事・・・・イベントイベントイベントイベントはははは企企企企画画画画

できないのかできないのかできないのかできないのか聞聞聞聞くくくく    

         

    
【【【【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、、、、選挙選挙選挙選挙管理管理管理管理委委委委員長員長員長員長、、、、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（（（（３３３３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 15151515 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))))    環境基環境基環境基環境基本計本計本計本計画画画画についてについてについてについて    

    

    

    

((((２２２２))))    平成平成平成平成19191919年度年度年度年度環境環境環境環境月間月間月間月間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))))    地球温暖化防地球温暖化防地球温暖化防地球温暖化防止止止止国民国民国民国民運動運動運動運動「「「「チチチチーーーームマイナスムマイナスムマイナスムマイナス

６６６６％％％％」」」」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    

            ６６６６つのつのつのつのアクションアクションアクションアクションのののの実実実実施内容施内容施内容施内容についてについてについてについて    

        ((((温温温温度度度度調節調節調節調節、、、、水道水道水道水道、、、、車両車両車両車両、、、、商品選択商品選択商品選択商品選択、、、、ごごごごみみみみ、、、、

電気電気電気電気のののの使使使使用対用対用対用対策策策策))))    

    

    

    

((((４４４４))))    地域生地域生地域生地域生活活活活環境環境環境環境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    

      害虫駆害虫駆害虫駆害虫駆除除除除のののの実実実実施内容施内容施内容施内容、、、、変遷変遷変遷変遷についてについてについてについて    

 

 

 

 

 

城城城城北小学校北小学校北小学校北小学校グランドグランドグランドグランドのののの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    

 城城城城北北北北小学校小学校小学校小学校はははは少年少年少年少年野球野球野球野球、、、、サッカサッカサッカサッカーーーー等等等等がががが盛盛盛盛んんんんにににに行行行行

わわわわれておりれておりれておりれており、、、、地域地域地域地域をあをあをあをあげげげげてててて青青青青少年少年少年少年のののの健健健健全育全育全育全育成成成成にににに大大大大

きくきくきくきく貢献貢献貢献貢献しているしているしているしている    

    そこでそこでそこでそこで運動場運動場運動場運動場のののの安全安全安全安全対対対対策策策策、、、、防塵防塵防塵防塵対対対対策策策策、、、、散水散水散水散水対対対対策策策策

等等等等がががが必必必必要要要要とととと思思思思うがうがうがうが、、、、そのそのそのその対対対対応応応応についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

４４４４    山山山山    内内内内    盛盛盛盛    三三三三    

（（（（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    環境環境環境環境問題問題問題問題にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    地域地域地域地域のののの安全安全安全安全

対対対対策策策策とととと環境環境環境環境にににに

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、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、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（（（（３３３３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 15151515 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    瀬瀬瀬瀬    長長長長        清清清清    

（（（（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    農農農農業業業業振興振興振興振興にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    ハハハハーーーーブブブブのののの安安安安定供定供定供定供給給給給をををを図図図図るためるためるためるため、、、、ハハハハーーーーブセンタブセンタブセンタブセンターーーー

のののの落落落落成成成成式式式式のののの新新新新聞記事聞記事聞記事聞記事があったがあったがあったがあった。。。。小禄地域小禄地域小禄地域小禄地域ののののハハハハーーーーブブブブ

農家農家農家農家のののの皆様皆様皆様皆様のののの生産意欲生産意欲生産意欲生産意欲がががが高高高高まりまりまりまり、、、、新新新新しいしいしいしい施設施設施設施設のののの効効効効

果果果果にににに大変大変大変大変期待期待期待期待をををを寄寄寄寄せせせせているているているている。。。。次次次次のことについてのことについてのことについてのことについて当当当当

局局局局へへへへ伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    ハハハハーーーーブブブブ農農農農業業業業のののの振興振興振興振興にににに対対対対するするするする那覇那覇那覇那覇市市市市のののの認識認識認識認識

についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    今今今今回回回回ののののハハハハーーーーブセンタブセンタブセンタブセンターーーーのののの事業事業事業事業概概概概要要要要とととと那覇那覇那覇那覇

市市市市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    

    

    

    

    

    コムスンコムスンコムスンコムスンのののの事業事業事業事業指指指指定定定定打打打打ちちちち切切切切りにりにりにりに伴伴伴伴うううう介護介護介護介護事業事業事業事業

利用者利用者利用者利用者へへへへのののの影響影響影響影響についてについてについてについて    

厚生厚生厚生厚生労働労働労働労働省省省省はははは訪訪訪訪問問問問介護大介護大介護大介護大手手手手ののののコムスンコムスンコムスンコムスンがががが指指指指定定定定

申請申請申請申請時時時時にににに不正不正不正不正によるによるによるによる指指指指定定定定申請申請申請申請がなされたとしてがなされたとしてがなされたとしてがなされたとして、、、、

介護介護介護介護保保保保険険険険法法法法のののの規規規規定定定定にににに基基基基づづづづきききき、、、、同社同社同社同社のののの全全全全国国国国のののの訪訪訪訪問問問問介介介介

護護護護事業所事業所事業所事業所のすべてののすべてののすべてののすべての介護介護介護介護ササササーーーービスビスビスビス事業所事業所事業所事業所においにおいにおいにおい

てててて、、、、新規指新規指新規指新規指定及定及定及定及びびびび更新更新更新更新をしてはならないをしてはならないをしてはならないをしてはならない旨通旨通旨通旨通知知知知がががが

あったあったあったあった    

指指指指定定定定更新更新更新更新をををを受受受受けられないけられないけられないけられない事業所事業所事業所事業所をををを利用利用利用利用していしていしていしてい

るるるる利用者利用者利用者利用者へへへへのののの影響影響影響影響がががが懸懸懸懸念念念念されるがされるがされるがされるが、、、、当局当局当局当局はどのよはどのよはどのよはどのよ

うなうなうなうな対対対対応応応応をするかをするかをするかをするか伺伺伺伺うううう    

    

((((１１１１))))    今今今今回回回回ののののコムスンコムスンコムスンコムスンのののの処処処処分分分分をををを当局当局当局当局としてとしてとしてとして、、、、どのどのどのどの

ようにようにようにように認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか    

    

    

((((２２２２))))    那覇那覇那覇那覇市市市市におけるにおけるにおけるにおけるコムスンコムスンコムスンコムスンのののの事業所事業所事業所事業所がががが何何何何カカカカ

所所所所あってあってあってあって、、、、どのようなどのようなどのようなどのようなササササーーーービスビスビスビスがががが提提提提供供供供されされされされ、、、、

利用者利用者利用者利用者へへへへのののの影響影響影響影響についてについてについてについて、、、、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るえるえるえる

かかかか    

    

    

((((３３３３))))    那覇那覇那覇那覇市市市市としてとしてとしてとして、、、、利用者利用者利用者利用者ののののササササーーーービスビスビスビス利用利用利用利用にににに不不不不

安安安安のないようにのないようにのないようにのないように、、、、どうどうどうどう対対対対応応応応していくかしていくかしていくかしていくか        



    

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    

    小禄支小禄支小禄支小禄支所所所所についてはについてはについてはについては、、、、建築建築建築建築してしてしてして33334444年年年年がががが経経経経ちちちち、、、、ココココ

ンクリンクリンクリンクリーーーートトトトのののの老老老老朽朽朽朽化化化化及及及及びびびび柱柱柱柱内部内部内部内部のののの腐食腐食腐食腐食にににに加加加加ええええ、、、、剥剥剥剥

離離離離がががが生生生生ずずずずるるるる等等等等、、、、早急早急早急早急にににに整備整備整備整備がががが求求求求められているめられているめられているめられている    

    今後整備今後整備今後整備今後整備がががが検討検討検討検討されているされているされているされている宇宇宇宇栄栄栄栄原原原原市市市市営住営住営住営住宅宅宅宅をををを

高高高高層層層層高度高度高度高度化化化化することによりすることによりすることによりすることにより、、、、小禄支小禄支小禄支小禄支所所所所のののの移移移移転整備転整備転整備転整備

についてについてについてについて、、、、検討検討検討検討することがすることがすることがすることが必必必必要要要要だとだとだとだ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求求求求めるめるめるめる    

    

((((１１１１))))    宇宇宇宇栄栄栄栄原原原原市市市市営住営住営住営住宅宅宅宅のののの整備整備整備整備ススススケジュケジュケジュケジューーーールルルルにつにつにつにつ

いていていていて    

    

    

((((２２２２))))    小禄支小禄支小禄支小禄支所所所所のののの建建建建てててて替替替替えのえのえのえの必必必必要要要要性性性性とととと宇宇宇宇栄栄栄栄原原原原市市市市

営住営住営住営住宅宅宅宅地地地地内内内内でのでのでのでの整備検討整備検討整備検討整備検討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    小禄支小禄支小禄支小禄支所所所所のののの

改改改改築築築築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（（（（３３３３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 15151515 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    

    地地地地下下下下水水水水とととと北北北北谷浄谷浄谷浄谷浄水場水場水場水場のののの水水水水源源源源とのとのとのとの関係関係関係関係、、、、北北北北谷浄谷浄谷浄谷浄水水水水

場場場場からからからから給水給水給水給水をををを受受受受けているけているけているけている市市市市町村町村町村町村のののの人人人人口口口口についてについてについてについて。。。。

またまたまたまた、、、、水水水水源源源源がががが汚染汚染汚染汚染されたされたされたされた場場場場合合合合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。。。。過過過過

去去去去のののの国内国内国内国内外外外外のののの事例事例事例事例はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか。。。。市長及市長及市長及市長及びびびび上上上上下下下下水道水道水道水道

事業管理者事業管理者事業管理者事業管理者はははは安全安全安全安全なななな水水水水のののの提提提提供供供供についてについてについてについて、、、、どのようどのようどのようどのよう

なななな責責責責務務務務をををを負負負負っているかっているかっているかっているか    

 

 

 

 高高高高齢齢齢齢者者者者のののの一一一一人暮人暮人暮人暮らしのらしのらしのらしの数数数数とととと今後今後今後今後のののの予予予予測測測測、、、、孤独死孤独死孤独死孤独死

((((一一一一人暮人暮人暮人暮らしでらしでらしでらしで誰誰誰誰にもにもにもにも看看看看取取取取られられられられずずずず死亡死亡死亡死亡しししし一一一一日以上日以上日以上日以上

放置放置放置放置されていたされていたされていたされていた状状状状態態態態))))のののの実態実態実態実態とどのようなとどのようなとどのようなとどのような対対対対策策策策をををを

とっているかとっているかとっているかとっているか    

    乳酸菌飲乳酸菌飲乳酸菌飲乳酸菌飲料料料料などをなどをなどをなどを届届届届けながらけながらけながらけながら安安安安否確否確否確否確認認認認をををを行行行行っっっっ

ているているているている自治体自治体自治体自治体ではではではでは、、、、予算予算予算予算もそもそもそもそんんんんなにかからなにかからなにかからなにかからずずずず、、、、大大大大

きなきなきなきな成成成成果果果果をををを上上上上げげげげているとているとているとていると聞聞聞聞くがくがくがくが、、、、本市本市本市本市でもでもでもでも実実実実施施施施すすすす

べきであるべきであるべきであるべきである    

 

 

 

    沖縄沖縄沖縄沖縄戦戦戦戦をををを考考考考ええええ、、、、実相実相実相実相をををを後後後後世世世世にににに伝伝伝伝えるためにえるためにえるためにえるために，，，，教教教教

科書科書科書科書検定問題検定問題検定問題検定問題にににに関関関関するするするするパネルパネルパネルパネル展展展展をををを市市市市役役役役所本所本所本所本庁庁庁庁・・・・支支支支

所所所所ロロロロビビビビーーーーやややや公民公民公民公民館館館館、、、、図図図図書書書書館館館館などでもなどでもなどでもなどでも行行行行ったらどうったらどうったらどうったらどう

かかかか    

    またまたまたまた、、、、これまでこれまでこれまでこれまで戦争体戦争体戦争体戦争体験験験験をををを語語語語らないできたらないできたらないできたらないできた市民市民市民市民

もももも、、、、「「「「今今今今語語語語らなければらなければらなければらなければ」」」」とととと思思思思っているっているっているっている方方方方もももも出出出出てきてきてきてき

ているとているとているとていると思思思思うううう。。。。少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった体体体体験験験験者者者者がががが生生生生きているきているきているきている

ううううちちちちにににに証証証証言記言記言記言記録録録録をををを再再再再度聞度聞度聞度聞きききき取取取取りりりり、、、、まとめるまとめるまとめるまとめる必必必必要要要要がががが

あるとあるとあるとあると思思思思うがうがうがうが見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

 

 

 

 自自自自治会治会治会治会のののの公民公民公民公民館館館館がががが市市市市有地有地有地有地をををを借借借借りてりてりてりて設設設設置置置置していしていしていしてい

るるるる場場場場合合合合はははは、、、、借借借借地地地地料料料料のののの減減減減免免免免制度制度制度制度をををを適適適適用用用用すべきではなすべきではなすべきではなすべきではな

いかいかいかいか    

    

    

６６６６    渡久渡久渡久渡久地地地地        修修修修    

((((日本日本日本日本共共共共産産産産党党党党））））    

    

１１１１    嘉嘉嘉嘉手手手手納納納納基地基地基地基地

でのでのでのでのジェジェジェジェットットットット

燃燃燃燃料料料料流流流流出事出事出事出事故故故故

についてについてについてについて        

 

 

 

 

 

２２２２    高高高高齢齢齢齢者者者者のののの孤孤孤孤

独死独死独死独死をなくすをなくすをなくすをなくす

ためにためにためにために    

 

 

 

 

 

 

 

 

３３３３    平和行政平和行政平和行政平和行政にににに

ついてついてついてついて    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４４４４    市市市市有地有地有地有地借借借借地地地地

料料料料のののの減減減減免免免免につにつにつにつ

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、、、、副市長副市長副市長副市長、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、上上上上下下下下水道水道水道水道事業管理者事業管理者事業管理者事業管理者、、、、

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（（（（３３３３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 15151515 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))))    代代代代表表表表質問質問質問質問でででで取取取取りりりり上上上上げげげげたたたた祖慶祖慶祖慶祖慶家家家家のののの骨壷骨壷骨壷骨壷のののの件件件件

にににに対対対対するするするする当局当局当局当局のののの対対対対応応応応とととと、、、、安安安安謝前原謝前原謝前原謝前原333358585858（（（（６６６６号号号号、、、、

７７７７号墓号墓号墓号墓））））のののの墓墓墓墓地地地地のののの所所所所有権有権有権有権確確確確認認認認にににに対対対対するするするする文文文文化化化化財財財財

課及課及課及課及びびびび管財課管財課管財課管財課のののの対対対対応応応応をををを再再再再度伺度伺度伺度伺うううう    

    

    

    

    

    

((((２２２２))))    文文文文化化化化財課財課財課財課のののの一一一一市民市民市民市民にににに対対対対するするするする対対対対応応応応についてについてについてについて、、、、

教育教育教育教育長及長及長及長及びびびび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    

    

７７７７    久久久久    高高高高    友友友友    弘弘弘弘    

（（（（自自自自由由由由民民民民主主主主党党党党））））    

    

    発発発発掘掘掘掘調調調調査査査査におにおにおにお

けるけるけるける文文文文化化化化財課財課財課財課のののの

対対対対応応応応    

    
【【【【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、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、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（（（（３３３３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 15151515 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    

８８８８    喜舎喜舎喜舎喜舎場場場場    盛盛盛盛    三三三三    

（（（（公公公公    明明明明    党党党党））））    

    

１１１１    教育教育教育教育行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    夜夜夜夜間中間中間中間中学学学学についてについてについてについて    

            本年本年本年本年２２２２月月月月６６６６日日日日のののの一般一般一般一般紙紙紙紙にににに夜夜夜夜間中間中間中間中学学学学「「「「卒卒卒卒業業業業」」」」

認認認認定定定定のののの見出見出見出見出しでしでしでしで、、、、３３３３年年年年前前前前からからからから那覇那覇那覇那覇市市市市のののの自自自自主主主主夜夜夜夜

間中間中間中間中学学学学「「「「珊瑚舎珊瑚舎珊瑚舎珊瑚舎スコスコスコスコーーーーレレレレ」」」」でででで学学学学んんんんできたできたできたできた60606060、、、、

70707070代代代代のののの女性女性女性女性７７７７人人人人にににに対対対対しししし、、、、県県県県教育教育教育教育庁庁庁庁はははは中中中中学校学校学校学校のののの

「「「「卒卒卒卒業業業業」」」」をををを認認認認定定定定することにすることにすることにすることに決決決決めたとあっためたとあっためたとあっためたとあった    

    

①①①①    そのそのそのその認認認認定定定定のののの意意意意味味味味とそこにとそこにとそこにとそこに至至至至ったったったった経経経経緯緯緯緯をををを

伺伺伺伺うううう    

    

    

②②②②    戦争戦争戦争戦争やややや戦後戦後戦後戦後のののの生生生生活活活活苦難苦難苦難苦難のためにのためにのためにのために、、、、就就就就学学学学すすすす

るるるる機機機機会会会会をををを失失失失ったったったった方方方方々々々々はははは数数数数万万万万人人人人いるといるといるといると聞聞聞聞いいいい

ているがているがているがているが、、、、そのそのそのその方方方方々々々々がががが学学学学習習習習するするするする場場場場をををを設設設設けるけるけるける

ことはことはことはことは、、、、本来行政本来行政本来行政本来行政のののの役割役割役割役割だとだとだとだと思思思思うううう。。。。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))))    教育教育教育教育ササササポポポポーーーータタタターーーー制度制度制度制度についてについてについてについて    

            文文文文部部部部科科科科学省学省学省学省はははは企業企業企業企業をををを退退退退職職職職したしたしたした団団団団塊塊塊塊のののの世代世代世代世代

のののの人人人人材材材材をををを教育教育教育教育分分分分野野野野でででで活用活用活用活用するためするためするためするため、、、、来年度来年度来年度来年度かかかか

らららら教育教育教育教育ササササポポポポーーーータタタターーーー制度制度制度制度をををを創創創創設設設設しししし、、、、各地域各地域各地域各地域やややや自自自自

治体治体治体治体のののの後後後後押押押押しをしようとしをしようとしをしようとしをしようと計計計計画画画画しているようしているようしているようしているよう

であるがであるがであるがであるが、、、、本市本市本市本市においてはにおいてはにおいてはにおいては国国国国にににに先先先先駆駆駆駆けてけてけてけて、、、、教教教教

育支援育支援育支援育支援ボボボボランテランテランテランティィィィアアアア事業事業事業事業にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるでいるでいるでいる    

    

①①①①    本市本市本市本市のののの教育教育教育教育ササササポポポポーーーータタタターーーー制度制度制度制度のののの内容内容内容内容とととと趣趣趣趣

旨旨旨旨をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

②②②②    学校学校学校学校現現現現場場場場でのそのでのそのでのそのでのその事業事業事業事業へへへへのののの評価評価評価評価をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

③③③③    教教教教職職職職経経経経験験験験はないけれどはないけれどはないけれどはないけれど、、、、子子子子供供供供たたたたちちちちのためのためのためのため

にににに働働働働くくくく意欲意欲意欲意欲がありがありがありがあり、、、、またまたまたまた優優優優れたれたれたれた知識知識知識知識やややや技術技術技術技術

をもをもをもをもちちちち、、、、かつかつかつかつ、、、、社社社社会会会会経経経経験豊験豊験豊験豊かなかなかなかな人人人人がががが子子子子供供供供たたたた

ちちちちとかかとかかとかかとかかわわわわりをりをりをりを持持持持つことはつことはつことはつことは大変意義大変意義大変意義大変意義があがあがあがあ

るとるとるとると思思思思うううう。。。。本市本市本市本市のののの教育教育教育教育ササササポポポポーーーータタタターーーー制度制度制度制度をさをさをさをさ

らにらにらにらに拡拡拡拡大大大大するするするする予定予定予定予定はないかはないかはないか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    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((３３３３))))    アアアアレルギレルギレルギレルギーーーー疾患疾患疾患疾患についてについてについてについて    

            住環境住環境住環境住環境やややや食食食食生生生生活活活活のののの変化変化変化変化等等等等によりによりによりによりアアアアレルギレルギレルギレルギーーーー

をおこしやすいをおこしやすいをおこしやすいをおこしやすい環境環境環境環境になっておりになっておりになっておりになっており、、、、様様様様々々々々なななな調調調調

査査査査でもでもでもでもぜんぜんぜんぜん息息息息ややややアトアトアトアトピピピピーーーー性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎性皮膚炎、、、、食食食食物物物物アアアアレレレレ

ルギルギルギルギーーーー、、、、眼眼眼眼アアアアレルギレルギレルギレルギーーーーなどなどなどなど様様様様々々々々ななななアアアアレルギレルギレルギレルギーーーー

疾患疾患疾患疾患でででで悩悩悩悩むむむむ人人人人はははは国民国民国民国民のののの３３３３分分分分のののの１１１１をををを超超超超えているえているえているえている

ようであるようであるようであるようである    

            文文文文部部部部科科科科学省学省学省学省はははは平成平成平成平成16161616年年年年11112222月月月月からからからから平成平成平成平成17171717年年年年

２２２２月月月月にかけてにかけてにかけてにかけて全全全全公立公立公立公立小小小小中中中中学校学校学校学校３３３３万万万万6666,,,,888833330000校校校校

(1(1(1(1,,,,222277777777万万万万人人人人))))をををを対象対象対象対象ににににアアアアレルギレルギレルギレルギーーーー疾患疾患疾患疾患全般全般全般全般のののの

状況状況状況状況をををを調調調調査査査査しししし、、、、そのそのそのその結結結結果果果果をををを2222007007007007年年年年４４４４月月月月にににに公公公公表表表表

しているしているしているしている    

    

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小小小小中中中中学校学校学校学校のののの子子子子供供供供たたたたちちちちののののアアアア

レルギレルギレルギレルギーーーー疾患疾患疾患疾患のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

②②②②    食食食食物物物物アアアアレルギレルギレルギレルギーーーーにににに伴伴伴伴うううう急性症急性症急性症急性症状状状状「「「「アナアナアナアナフフフフ

ィィィィララララキキキキシシシシーーーーショックショックショックショック」」」」をををを経経経経験験験験しているしているしているしている子子子子供供供供

はどのくらいいるのかはどのくらいいるのかはどのくらいいるのかはどのくらいいるのか伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、過過過過去去去去にににに

おいてどのようなおいてどのようなおいてどのようなおいてどのような事例事例事例事例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    

    

    

③③③③    アアアアレルギレルギレルギレルギーーーーのあるのあるのあるのある子子子子供供供供たたたたちへちへちへちへのののの対対対対応応応応はははは

どのようになっているのかどのようになっているのかどのようになっているのかどのようになっているのか伺伺伺伺うううう    

    

    

④④④④    学校学校学校学校やややや保保保保育育育育所所所所などでなどでなどでなどで、、、、子子子子供供供供がががが発発発発作作作作をををを起起起起ここここ

したときにしたときにしたときにしたときに緊急緊急緊急緊急にににに措置措置措置措置やややや対対対対応応応応ができるよができるよができるよができるよ

うなうなうなうな統統統統一一一一ののののルルルルーーーールルルルはははは策策策策定定定定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

伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((４４４４))))    小小小小中中中中学校学校学校学校におけるにおけるにおけるにおける健康健康健康健康教育教育教育教育はどのようにはどのようにはどのようにはどのように

取取取取りりりり組組組組まれているのかまれているのかまれているのかまれているのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    



    

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会 派 名会 派 名会 派 名会 派 名 ))))    

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

本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける高高高高齢齢齢齢者者者者にににに対対対対するするするする福祉福祉福祉福祉ササササーーーービスビスビスビスにににに

軽軽軽軽度度度度生生生生活活活活援援援援助助助助事業事業事業事業があるがあるがあるがある    

    

((((１１１１))))    そのそのそのその事業事業事業事業のののの目的目的目的目的とととと内容内容内容内容をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    18181818 年度年度年度年度のののの実実実実績績績績をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    高高高高齢齢齢齢者者者者のみののみののみののみの家庭家庭家庭家庭でないでないでないでない場場場場合合合合でもでもでもでも、、、、一一一一緒緒緒緒にににに

暮暮暮暮らしているらしているらしているらしている家家家家族族族族のののの事事事事情情情情でででで高高高高齢齢齢齢者者者者のののの日日日日常常常常生生生生

活活活活のののの援援援援助助助助がががが必必必必要要要要とされるとされるとされるとされる場場場場合合合合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、、、、介護介護介護介護型型型型ファミファミファミファミリリリリーーーーササササポポポポーーーートセンタトセンタトセンタトセンターーーーのよのよのよのよ

うなうなうなうな事業事業事業事業はできないかはできないかはできないかはできないか伺伺伺伺うううう    

     ２２２２    福祉福祉福祉福祉行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        
【【【【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、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長        
    

 


