
平成平成平成平成 11119999 年年年年（（（（2002002002007777 年年年年））））９９９９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    

    

    代表質問発言通告書代表質問発言通告書代表質問発言通告書代表質問発言通告書（（（（２２２２日目日目日目日目））））    

平成平成平成平成 11119999 年年年年９９９９月月月月 12121212 日日日日（（（（水水水水））））    日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党        30303030 分分分分    社 社 連社 社 連社 社 連社 社 連 合合合合        20202020 分分分分    自由民主党自由民主党自由民主党自由民主党････    市民市民市民市民のののの会会会会    そ う ぞそ う ぞそ う ぞそ う ぞ うううう        15151515 分分分分    民主民主民主民主クラブクラブクラブクラブ        10101010 分分分分    
    

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    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    基地基地基地基地・・・・平和平和平和平和

問題問題問題問題についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へのへのへのへの新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設、、、、東村高江区東村高江区東村高江区東村高江区

へのへのへのへのヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設、、、、キャンプハンセンキャンプハンセンキャンプハンセンキャンプハンセンへのへのへのへの

射撃場射撃場射撃場射撃場新設新設新設新設、、、、及及及及びびびび陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊のののの共同使用共同使用共同使用共同使用、、、、うううう

るまるまるまるま市市市市のののの学校学校学校学校へのへのへのへの米軍車両米軍車両米軍車両米軍車両のののの侵入侵入侵入侵入、、、、嘉手納基嘉手納基嘉手納基嘉手納基

地地地地でのでのでのでのＦＦＦＦ15151515 米軍戦闘機米軍戦闘機米軍戦闘機米軍戦闘機のののの未明離陸未明離陸未明離陸未明離陸などはなどはなどはなどは、、、、政政政政

府府府府がががが言言言言うううう「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減」」」」どころかどころかどころかどころか、、、、県民県民県民県民

へのへのへのへの新新新新たなたなたなたな負担負担負担負担のののの押押押押しししし付付付付けけけけ以外以外以外以外ののののなになになになにものものものもの

でもないでもないでもないでもない    

            那覇市那覇市那覇市那覇市はははは政府政府政府政府とととと米軍米軍米軍米軍にににに対対対対してしてしてして、、、、強強強強くくくく抗議抗議抗議抗議すすすす

べきであるべきであるべきであるべきである。。。。市長市長市長市長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((２２２２))))    政府政府政府政府はははは、、、、名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へのへのへのへの新基地建設計画新基地建設計画新基地建設計画新基地建設計画

にかかるにかかるにかかるにかかる「「「「環境影響評価方法書環境影響評価方法書環境影響評価方法書環境影響評価方法書」」」」をををを、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

がががが受受受受けけけけ取取取取りをりをりをりを保留保留保留保留したにもしたにもしたにもしたにもかかかかかかかかわらずわらずわらずわらず、、、、一方一方一方一方

的的的的にににに方法書方法書方法書方法書のののの公告縦覧公告縦覧公告縦覧公告縦覧をををを強行強行強行強行ししししているているているている。。。。方法方法方法方法

書書書書にはにはにはには配備配備配備配備されるされるされるされる戦闘機戦闘機戦闘機戦闘機やややや、、、、飛行飛行飛行飛行ルートルートルートルートがががが示示示示

されていないされていないされていないされていないなどなどなどなど、、、、環境環境環境環境アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント法法法法をををを無無無無

視視視視したしたしたした内容内容内容内容ととととなっているなっているなっているなっている    

新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にはにはにはには、、、、世論調査世論調査世論調査世論調査でもでもでもでも７７７７割以上割以上割以上割以上もももも

のののの県民県民県民県民がががが反対反対反対反対しているしているしているしている。。。。このこのこのこの県民意思県民意思県民意思県民意思をををを無視無視無視無視

してしてしてして、、、、強権的強権的強権的強権的にににに新基地建設新基地建設新基地建設新基地建設にににに向向向向けたけたけたけた手続手続手続手続きをきをきをきを

進進進進めるめるめるめる政府政府政府政府のののの姿勢姿勢姿勢姿勢はははは許許許許されないされないされないされない。。。。市長市長市長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    

    

    

 

割当時間割当時間割当時間割当時間((((答弁答弁答弁答弁をををを除除除除くくくく))))            20202020 分分分分    



 

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    子子子子どもどもどもども医療医療医療医療

費費費費のののの無料化無料化無料化無料化にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

((((３３３３))))    テロテロテロテロ対策特別措置法対策特別措置法対策特別措置法対策特別措置法はははは、、、、米国米国米国米国などによるなどによるなどによるなどによるアアアア

フガニスタンフガニスタンフガニスタンフガニスタンへのへのへのへの報復戦争報復戦争報復戦争報復戦争をををを支援支援支援支援するためするためするためするため

のものでのものでのものでのもので、、、、海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊海上自衛隊ははははインドインドインドインド洋洋洋洋でででで給油支援給油支援給油支援給油支援

などをなどをなどをなどを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。しかししかししかししかし報復戦争報復戦争報復戦争報復戦争がもたらがもたらがもたらがもたら

したものしたものしたものしたものはははは、、、、テロテロテロテロのののの根絶根絶根絶根絶ではなくではなくではなくではなく、、、、テロテロテロテロはなはなはなはな

くなるどころかくなるどころかくなるどころかくなるどころか、、、、逆逆逆逆にににに増大増大増大増大しししし拡散拡散拡散拡散することにすることにすることにすることに

なりなりなりなり、、、、多多多多くのくのくのくの罪罪罪罪のないのないのないのない人人人人々々々々がががが犠牲犠牲犠牲犠牲になっていになっていになっていになってい

るるるる    

このこのこのこの事実事実事実事実はははは｢｢｢｢戦争戦争戦争戦争ででででテロテロテロテロはなくならないはなくならないはなくならないはなくならない｣｣｣｣ここここ

とをとをとをとを証証証証明明明明したしたしたした。。。。国国国国際際際際的的的的なななな司司司司法法法法とととと警察警察警察警察のののの力力力力といといといとい

うううう非非非非軍事軍事軍事軍事のののの方法方法方法方法でこでこでこでこそそそそ、、、、テロテロテロテロのののの根根根根をををを絶絶絶絶つことつことつことつこと

ができるができるができるができる。。。。日本国日本国日本国日本国憲憲憲憲法法法法第第第第９９９９条条条条をををを蹂躙蹂躙蹂躙蹂躙するするするするテロテロテロテロ

特措法特措法特措法特措法はははは延延延延長長長長すべきではないすべきではないすべきではないすべきではない。。。。市長市長市長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))))    乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児医療費医療費医療費医療費助成制度助成制度助成制度助成制度のこれまでのこれまでのこれまでのこれまで果果果果たしたしたしたし

てきたてきたてきたてきた意意意意義義義義とととと目目目目的的的的をををを問問問問うううう。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市のののの医療費医療費医療費医療費助助助助

成予算成予算成予算成予算のののの一一一一般般般般会計会計会計会計にににに占占占占めるめるめるめる割割割割合合合合及及及及びびびび類似都類似都類似都類似都

市市市市のののの平平平平均均均均はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

子子子子育育育育てててて世世世世帯帯帯帯のののの経済経済経済経済的負担的負担的負担的負担をををを軽減軽減軽減軽減しししし、、、、安心安心安心安心しししし

てててて子子子子どどどどももももをををを生生生生みみみみ育育育育てるためにもてるためにもてるためにもてるためにも、、、、今回今回今回今回のののの県県県県のののの

助成助成助成助成拡大拡大拡大拡大をををを機機機機にににに、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市としてとしてとしてとして通院通院通院通院・・・・入入入入院分院分院分院分

ともともともとも義務教育終了義務教育終了義務教育終了義務教育終了までまでまでまで、、、、所得制限所得制限所得制限所得制限やややや自己負担自己負担自己負担自己負担

をををを設設設設けずにけずにけずにけずに、、、、子子子子どもどもどもども医療費医療費医療費医療費をををを無料無料無料無料にすべきでにすべきでにすべきでにすべきで

あるあるあるある。。。。またまたまたまた病院窓口病院窓口病院窓口病院窓口でのでのでのでの支支支支払払払払いがないいがないいがないいがない「「「「現物現物現物現物

給付給付給付給付」」」」をををを実実実実施施施施すべきであるすべきであるすべきであるすべきである。。。。市長市長市長市長のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺

うううう    

    

    

((((２２２２))))    宜宜宜宜野野野野湾湾湾湾市市市市はははは通院通院通院通院をををを４４４４歳歳歳歳、、、、入入入入院院院院はははは義務教育終義務教育終義務教育終義務教育終

了了了了までのまでのまでのまでの無料化無料化無料化無料化をををを決決決決めためためためた。。。。仮仮仮仮にににに那覇市那覇市那覇市那覇市もももも同同同同様様様様

にににに無料化無料化無料化無料化したしたしたした場場場場合合合合はははは新新新新たにたにたにたに幾幾幾幾らららら必必必必要要要要かかかか。。。。またまたまたまた

入入入入院分院分院分院分をををを小小小小学校学校学校学校卒業卒業卒業卒業までまでまでまで拡大拡大拡大拡大したしたしたした場場場場合合合合はははは新新新新

たにたにたにたに幾幾幾幾らららら必必必必要要要要かかかか    

    

    

((((３３３３))))    今回今回今回今回のののの食食食食事療事療事療事療養養養養費費費費助成助成助成助成のののの廃止廃止廃止廃止、、、、所得制限所得制限所得制限所得制限をををを

設設設設けることによってけることによってけることによってけることによって助成助成助成助成をををを受受受受けられなくなけられなくなけられなくなけられなくな

るるるる子子子子どもはどもはどもはどもは何何何何人人人人かかかか    

 



 

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))))    住住住住民民民民健診健診健診健診のののの全全全全国国国国及及及及びびびび沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの受受受受診診診診

率率率率はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか。。。。来年来年来年来年からはからはからはからはじじじじまるまるまるまる「「「「特特特特定健康定健康定健康定健康

診診診診査査査査・・・・特特特特定定定定保保保保健指導健指導健指導健指導」」」」ににににおおおおいていていていて、、、、目標目標目標目標受受受受診率診率診率診率

にはあとにはあとにはあとにはあと何何何何人人人人のののの受受受受診診診診がががが必必必必要要要要かかかか    

    

    

((((２２２２))))    受受受受診率診率診率診率がががが目標目標目標目標にににに達達達達しないしないしないしない場場場場合合合合ののののペナペナペナペナルテルテルテルティィィィ

ーーーーはいくらかはいくらかはいくらかはいくらか。。。。またまたまたまた市民一人市民一人市民一人市民一人あたりあたりあたりあたり及及及及びびびび一世一世一世一世

帯帯帯帯あたりのあたりのあたりのあたりの負担増負担増負担増負担増はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

病気病気病気病気のののの早期早期早期早期発見発見発見発見のためにものためにものためにものためにも検検検検査項査項査項査項目目目目をををを減減減減らららら

すことはすことはすことはすことは許許許許されないされないされないされない。。。。保保保保険険険険税税税税やややや健診健診健診健診料料料料金金金金のののの引引引引

きききき上上上上げげげげなどはなどはなどはなどは行行行行わずわずわずわず、、、、市市市市独独独独自自自自のののの補助補助補助補助などをすなどをすなどをすなどをす

べきであるべきであるべきであるべきである。。。。市市市市のののの住住住住民民民民健診健診健診健診計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    「「「「健康健康健康健康なはなはなはなは 22221111」」」」ににににおおおおけるけるけるける市民意市民意市民意市民意識識識識調査調査調査調査でででで、、、、

住住住住民民民民健診健診健診健診をををを受受受受けていないけていないけていないけていない主主主主なななな理由理由理由理由はははは何何何何かかかか    

住住住住民民民民健診健診健診健診のののの受受受受診率診率診率診率をあをあをあをあげげげげるためにもるためにもるためにもるためにも、、、、保保保保健健健健

師師師師やややや栄養管理士栄養管理士栄養管理士栄養管理士をををを増増増増やすべきであるやすべきであるやすべきであるやすべきである。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市

にはにはにはにはそそそそれれれれぞぞぞぞれれれれ何何何何人配置人配置人配置人配置されているのかされているのかされているのかされているのか。。。。またまたまたまた

今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう 
    

    

     ３３３３    住住住住民民民民健診健診健診健診にににに

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、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長    

    

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11119999 年年年年９９９９月月月月 11112222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    渡久渡久渡久渡久地地地地        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    教科教科教科教科書書書書検定検定検定検定

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    国保国保国保国保税税税税問題問題問題問題

についてについてについてについて    

((((１１１１))))    教科教科教科教科書書書書検定検定検定検定でででで、、、、沖縄戦沖縄戦沖縄戦沖縄戦でのでのでのでの日本軍日本軍日本軍日本軍のののの命令命令命令命令、、、、

強強強強制制制制、、、、誘導誘導誘導誘導、、、、関与関与関与関与によるによるによるによる集団集団集団集団自自自自決決決決（（（（強強強強制集団制集団制集団制集団

死死死死））））のののの削除削除削除削除のののの撤回撤回撤回撤回をををを沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はははは求求求求めているがめているがめているがめているが

政府政府政府政府はははは拒否拒否拒否拒否をしているをしているをしているをしている    

            市長市長市長市長はははは、、、、33331111万万万万市民市民市民市民のののの代表代表代表代表としてとしてとしてとして、、、、今回今回今回今回のののの教教教教

科科科科書書書書検定検定検定検定のののの撤回撤回撤回撤回をををを求求求求めることをめることをめることをめることを明明明明確確確確にににに表表表表明明明明

しししし、、、、撤回撤回撤回撤回のためのあらのためのあらのためのあらのためのあらゆゆゆゆるるるる努力努力努力努力、、、、行行行行動動動動をすべをすべをすべをすべ

きであるきであるきであるきである    

            またまたまたまた、、、、県民大会県民大会県民大会県民大会のののの成功成功成功成功のためのためのためのため、、、、市民市民市民市民やややや市市市市職職職職

員員員員へのへのへのへの参加参加参加参加のののの呼呼呼呼びかけをびかけをびかけをびかけを行行行行うべきであるうべきであるうべきであるうべきである    

    

    

    

((((２２２２))))    ６６６６月定例月定例月定例月定例会会会会でででで提起提起提起提起したしたしたした、、、、戦争戦争戦争戦争記録体験記録体験記録体験記録体験のののの記記記記

録収集録収集録収集録収集をををを急急急急いでいでいでいで具体具体具体具体化化化化すべきであるすべきであるすべきであるすべきである    

    

    

    

    

((((１１１１))))    2020202006060606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市市市市のののの一人一人一人一人あたりあたりあたりあたり

のののの国保国保国保国保税額税額税額税額とととと順位順位順位順位、、、、一人一人一人一人あたりのあたりのあたりのあたりの政策的政策的政策的政策的繰繰繰繰入入入入

額額額額とととと順位順位順位順位はどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているかはどのようになっているか    

    

    

    

((((２２２２))))    国国国国のののの国保未国保未国保未国保未交交交交付付付付金金金金問題問題問題問題についてについてについてについて、、、、国国国国のののの対対対対応応応応

とととと那覇市那覇市那覇市那覇市のののの今後今後今後今後ののの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問問問問うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    今年度今年度今年度今年度からからからから国保国保国保国保税税税税をををを引引引引きききき上上上上げげげげ、、、、６６６６月定例月定例月定例月定例会会会会

ではではではでは「「「「引引引引きききき上上上上げげげげはははは妥当妥当妥当妥当だだだだったったったった」」」」とととと答弁答弁答弁答弁していしていしていしてい

るがるがるがるが、、、、今今今今でもでもでもでも妥当妥当妥当妥当だだだだったとったとったとったと考考考考ええええているのかているのかているのかているのか。。。。

値下値下値下値下げげげげすべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか    

    

    

    

((((４４４４))))    他他他他県県県県ではではではでは県県県県からからからから市市市市町町町町村国保村国保村国保村国保へのへのへのへの補助補助補助補助をををを行行行行

っているっているっているっている。。。。沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にににに強強強強くくくく求求求求めるべきではないめるべきではないめるべきではないめるべきではない

かかかか。。。。またまたまたまた、、、、年金年金年金年金未納未納未納未納者者者者からからからから、、、、国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険険険険手手手手

帳帳帳帳をををを取取取取りりりり上上上上げげげげることはやらなることはやらなることはやらなることはやらないことをいことをいことをいことを明明明明確確確確

にされたいにされたいにされたいにされたい    

 



 

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))))    安里川氾濫安里川氾濫安里川氾濫安里川氾濫のののの原因原因原因原因及及及及びびびび被害被害被害被害拡大拡大拡大拡大はははは、、、、蔡温橋蔡温橋蔡温橋蔡温橋

のののの工工工工事事事事によるものではないかによるものではないかによるものではないかによるものではないか。。。。工工工工事事事事によってによってによってによって

川川川川のののの断面断面断面断面はいくらはいくらはいくらはいくら小小小小さくなったことになるさくなったことになるさくなったことになるさくなったことになる

かかかか。。。。このことはこのことはこのことはこのことは、、、、４４４４月月月月にもにもにもにも指摘指摘指摘指摘されていたのされていたのされていたのされていたの

ではないかではないかではないかではないか。。。。被災者被災者被災者被災者のののの立立立立場場場場にににに立立立立ってってってって、、、、市長市長市長市長とととと

してもしてもしてもしても県県県県にににに対対対対してしてしてして災害補償災害補償災害補償災害補償すべきとすべきとすべきとすべきと意見意見意見意見をををを

言言言言うべきでなはいかうべきでなはいかうべきでなはいかうべきでなはいか    

    

    

    

((((２２２２))))    全全全全国的国的国的国的にににに市市市市独独独独自自自自のののの災害災害災害災害支援支援支援支援制度制度制度制度などをなどをなどをなどを設設設設

けているけているけているけている自自自自治体治体治体治体もあるがもあるがもあるがもあるが、、、、状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。那覇那覇那覇那覇

市市市市もももも災害災害災害災害支援支援支援支援制度制度制度制度をををを創創創創設設設設すべきであるすべきであるすべきであるすべきである    

今回今回今回今回のののの災害災害災害災害でででで、、、、店舗店舗店舗店舗などなどなどなど大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを受受受受けけけけ

たがたがたがたが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの「「「「小口資金融資制度小口資金融資制度小口資金融資制度小口資金融資制度」」」」やややや、「、「、「、「見見見見

舞金制度舞金制度舞金制度舞金制度」」」」などがなどがなどがなどが十分十分十分十分対対対対応応応応できていないことできていないことできていないことできていないこと

がががが明明明明らかになったらかになったらかになったらかになった    

那覇市那覇市那覇市那覇市小口資金融資制度小口資金融資制度小口資金融資制度小口資金融資制度とととと見見見見舞金制度舞金制度舞金制度舞金制度にににに

｢｢｢｢市長市長市長市長がががが特特特特にににに認認認認めたときめたときめたときめたとき｣｣｣｣とととと条条条条項項項項をををを加加加加ええええ、、、、今回今回今回今回

のののの災害災害災害災害からからからから適適適適用用用用できるようにすべきであるできるようにすべきであるできるようにすべきであるできるようにすべきである    

    

    

    

((((３３３３))))    被災者被災者被災者被災者へのへのへのへの窓口窓口窓口窓口のののの一本化一本化一本化一本化がなされていながなされていながなされていながなされていな

いことがいことがいことがいことが、、、、被災者救済被災者救済被災者救済被災者救済のののの上上上上でででで大大大大きなきなきなきな障害障害障害障害となとなとなとな

っているっているっているっている。。。。市市市市のののの防災体制防災体制防災体制防災体制のののの見見見見直直直直しがしがしがしが必必必必要要要要であであであであ

るるるる    

    

    

    

((((４４４４))))    安謝川安謝川安謝川安謝川上上上上流流流流、、、、古古古古島島島島１１１１丁目丁目丁目丁目のののの浸水浸水浸水浸水のののの解解解解決決決決へへへへ、、、、

暗渠暗渠暗渠暗渠のののの拡拡拡拡幅工幅工幅工幅工事事事事をををを2008200820082008年度年度年度年度にはにはにはにはじじじじめるとのめるとのめるとのめるとの

答弁答弁答弁答弁だだだだったがったがったがったが、、、、進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況をををを問問問問うううう。。。。ままままたたたた、、、、松川松川松川松川、、、、

古古古古島島島島のののの浸水浸水浸水浸水はははは真真真真嘉比嘉比嘉比嘉比遊水遊水遊水遊水地地地地のののの機機機機能能能能見見見見直直直直しとしとしとしと

河川改修河川改修河川改修河川改修、、、、市市市市のののの区画区画区画区画整理整理整理整理事事事事業業業業ににににおおおおけるけるけるける対対対対応応応応もももも

必必必必要要要要ととと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伺伺伺伺うううう    

        ３３３３    防災防災防災防災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、、、、副副副副市長市長市長市長、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長    

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11119999 年年年年９９９９月月月月 11112222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    

３３３３    平平平平    良良良良    識識識識    子子子子    

（（（（社社連合社社連合社社連合社社連合））））    

１１１１    米軍米軍米軍米軍北部訓北部訓北部訓北部訓

練練練練場場場場とととと水水水水行政行政行政行政

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    子子子子育育育育てててて支援支援支援支援

についてについてについてについて    

60606060年代年代年代年代にににに本市本市本市本市のののの水水水水がめでもあるがめでもあるがめでもあるがめでもあるヤヤヤヤンンンンババババルルルルのののの米米米米

軍軍軍軍北部訓練北部訓練北部訓練北部訓練場場場場にににに枯葉剤枯葉剤枯葉剤枯葉剤がまかれたがまかれたがまかれたがまかれたとのとのとのとの報報報報道道道道がさがさがさがさ

れたれたれたれた    

((((１１１１))))    当局当局当局当局としてとしてとしてとして、、、、そそそそのののの事実事実事実事実関係関係関係関係をどうをどうをどうをどう把把把把握握握握してしてしてして

いるかいるかいるかいるか    

    

    

((((２２２２))))    現現現現在在在在でもでもでもでも米軍米軍米軍米軍北部訓練北部訓練北部訓練北部訓練場場場場ににににおおおおいてはいてはいてはいては、、、、さまさまさまさま

ざざざざまなまなまなまな訓練訓練訓練訓練がされがされがされがされ、、、、福福福福地地地地ダムダムダムダムにににに大大大大量量量量ののののペペペペインインインイン

トトトト弾弾弾弾がががが発見発見発見発見されたことからもされたことからもされたことからもされたことからも、、、、枯葉剤枯葉剤枯葉剤枯葉剤をををを含含含含めめめめ

てててて化学化学化学化学汚染汚染汚染汚染物質物質物質物質がががが流流流流出出出出しているしているしているしている可可可可能能能能性性性性があがあがあがあ

るるるる。。。。市民市民市民市民のののの健康健康健康健康をををを守守守守るるるる立立立立場場場場からからからから、、、、北部訓練北部訓練北部訓練北部訓練場場場場

のののの撤撤撤撤去去去去ににににむむむむけてけてけてけて働働働働きかけるべききかけるべききかけるべききかけるべきだだだだとととと考考考考ええええるるるる

がががが、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    訓練訓練訓練訓練によるによるによるによる汚染汚染汚染汚染物質物質物質物質のののの流流流流出出出出をををを掌握掌握掌握掌握するたするたするたするた

めにどのようなめにどのようなめにどのようなめにどのような取取取取りりりり組組組組みみみみをしているかをしているかをしているかをしているか    

    

    

((((４４４４))))    県県県県当局当局当局当局ではではではではダムダムダムダムのののの水質検水質検水質検水質検査査査査をされているをされているをされているをされている

ようようようようだだだだがががが、、、、ダダダダイイイイオオオオキキキキシシシシンンンンにににに見見見見られるようにられるようにられるようにられるように水水水水

にににに溶溶溶溶けけけけないないないない汚染汚染汚染汚染物質物質物質物質がががが流流流流出出出出しているしているしているしている可可可可能能能能性性性性

もありもありもありもあり、、、、積極積極積極積極的的的的にににに実実実実態態態態把把把把握握握握をするをするをするをする考考考考ええええはないはないはないはない

のかのかのかのか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

厚労省厚労省厚労省厚労省のののの外外外外郭郭郭郭団体団体団体団体であるであるであるである22221111世世世世紀紀紀紀職業職業職業職業財財財財団団団団ではではではでは、、、、

｢｢｢｢子子子子をををを養育養育養育養育するするするする労働労働労働労働者者者者のののの雇雇雇雇用用用用のののの継継継継続続続続をををを図図図図るるるる｣｣｣｣ことことことこと

をををを目目目目的的的的にににに｢｢｢｢育児育児育児育児・・・・介介介介護護護護雇雇雇雇用用用用安定安定安定安定等等等等助成金助成金助成金助成金のののの支給支給支給支給｣｣｣｣事事事事

業業業業としてとしてとしてとして、、、、企企企企業業業業内保内保内保内保育所育所育所育所のののの設置設置設置設置等等等等にににに対対対対するするするする助成金助成金助成金助成金

制度制度制度制度があるがあるがあるがある    

((((１１１１))))    助成助成助成助成事事事事業業業業のののの設置要設置要設置要設置要件件件件及及及及びびびび概概概概要要要要についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    市内市内市内市内のののの企企企企業業業業内保内保内保内保育所育所育所育所のののの数数数数についてについてについてについて    

    

    

((((３３３３))))    当局当局当局当局はははは、、、、市内市内市内市内ににににおおおおけるけるけるける企企企企業業業業内保内保内保内保育所育所育所育所のののの設置設置設置設置

をををを推推推推進進進進するためにするためにするためにするために、、、、企企企企業業業業にににに対対対対してこれまでどしてこれまでどしてこれまでどしてこれまでど

のようなのようなのようなのような働働働働きかけをしてきたかきかけをしてきたかきかけをしてきたかきかけをしてきたか    

 



 

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    

    学校学校学校学校現現現現場場場場ににににおおおおけるけるけるける44445555分分分分途中休憩途中休憩途中休憩途中休憩がががが1111988988988988年年年年にににに施施施施

行行行行されてからされてからされてからされてから約約約約20202020年年年年となるとなるとなるとなる。。。。このこのこのこの間間間間、、、、組組組組合合合合をををを中中中中心心心心

としてとしてとしてとして、、、、見見見見直直直直すようにすようにすようにすように県議会県議会県議会県議会にもにもにもにも陳情陳情陳情陳情がががが出出出出されされされされ、、、、

採択採択採択採択されたされたされたされた経経経経緯緯緯緯もあるもあるもあるもある。。。。以以以以下下下下伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    44445555分分分分途中休憩途中休憩途中休憩途中休憩をををを導導導導入入入入したしたしたした前前前前後後後後のののの教員教員教員教員のののの精精精精

神疾患神疾患神疾患神疾患のののの数数数数のののの推移推移推移推移についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    児児児児童童童童、、、、生生生生徒徒徒徒のけがのけがのけがのけが及及及及びびびび問題行問題行問題行問題行動動動動のののの実実実実態態態態につにつにつにつ

いていていていて、、、、またまたまたまた44445555分分分分のののの休休休休みみみみ時間時間時間時間とのとのとのとの関連関連関連関連性性性性についについについについ

てててて    

    

    

((((３３３３))))    44445555分分分分休憩休憩休憩休憩ががががスタートスタートスタートスタートしてからしてからしてからしてから法法法法のののの趣趣趣趣旨旨旨旨にににに

基基基基づづづづきききき、、、、そそそそのののの実実実実効性効性効性効性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    

    

    

((((４４４４))))    実行実行実行実行するためにするためにするためにするために市市市市教教教教委委委委はははは、、、、学校及学校及学校及学校及びびびび管理者管理者管理者管理者

（（（（校長校長校長校長））））にににに対対対対してしてしてして、、、、約約約約20202020年年年年間間間間どのようなどのようなどのようなどのような具体具体具体具体

的対策的対策的対策的対策をををを行行行行ってきたかってきたかってきたかってきたか    

    

    

((((５５５５))))    そそそそのののの効効効効果果果果はははは上上上上がっているかがっているかがっているかがっているか    

    

    

((((６６６６))))    44445555分分分分休憩中休憩中休憩中休憩中にににに起起起起こっているけがこっているけがこっているけがこっているけが及及及及びびびび問題問題問題問題

行行行行動動動動にににに対対対対してしてしてして、、、、管理者管理者管理者管理者はどのようにはどのようにはどのようにはどのように対対対対応応応応してしてしてして

きたかきたかきたかきたか    

    

    

((((７７７７))))    現現現現行行行行のののの44445555分分分分途中休憩途中休憩途中休憩途中休憩をををを見見見見直直直直すすすす段階段階段階段階にきてにきてにきてにきて

いるといるといるといると思思思思うがうがうがうが、、、、早急早急早急早急にににに検検検検討委討委討委討委員員員員会会会会をををを立立立立ちちちち上上上上げげげげ

ることについてどうかることについてどうかることについてどうかることについてどうか    

        ３３３３    44445555分分分分途中休途中休途中休途中休

憩憩憩憩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、、、、副副副副市長市長市長市長、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、上上上上下水道下水道下水道下水道事事事事業管理者業管理者業管理者業管理者、、、、

関係部関係部関係部関係部長長長長    

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11119999 年年年年９９９９月月月月 11112222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    

((((１１１１))))    アアアアジジジジアアアア・・・・ゲゲゲゲートートートートウェウェウェウェイイイイ構想構想構想構想のののの意意意意義義義義並並並並びにびにびにびに目目目目

的的的的、、、、そそそそしてしてしてしてそそそそのののの概概概概要要要要についてについてについてについて述述述述べよべよべよべよ    

    

    

    

    

    

((((２２２２))))    本県本県本県本県のののの位置位置位置位置づづづづけけけけ並並並並びにびにびにびに取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて    

    

    

    

    

    

((((３３３３))))    アアアアジジジジアアアア・・・・ゲゲゲゲートートートートウェウェウェウェイイイイのののの拠点形拠点形拠点形拠点形成成成成にににに向向向向けたけたけたけた

本市本市本市本市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて、、、、本市本市本市本市のののの構想構想構想構想をををを求求求求めめめめ

るるるる    

    

    

４４４４    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主主主党党党党・・・・

市民市民市民市民のののの会会会会））））    

    アアアアジジジジアアアア・・・・ゲゲゲゲーーーー

トトトトウェウェウェウェイイイイ構想構想構想構想にににに

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、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長    

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11119999 年年年年９９９９月月月月 11112222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    与与与与    儀儀儀儀    清清清清    春春春春    

（（（（自自自自由由由由民民民民主主主主党党党党・・・・

市民市民市民市民のののの会会会会））））    

    新新新新・・・・建建建建築築築築確認確認確認確認

制度制度制度制度とととと経済経済経済経済活活活活動動動動

のののの停滞停滞停滞停滞についてについてについてについて    

新新新新・・・・建建建建築築築築確認制度確認制度確認制度確認制度がががが６６６６月月月月20202020日日日日施施施施行行行行されたされたされたされた。。。。耐震耐震耐震耐震

偽装偽装偽装偽装事事事事件件件件をををを受受受受けてのけてのけてのけての改改改改正正正正であるであるであるである。「。「。「。「構造構造構造構造計計計計算適合算適合算適合算適合判判判判

定定定定」」」」についてのについてのについてのについての諸諸諸諸問題問題問題問題がががが生生生生じじじじ、、、、建建建建築築築築確認業務確認業務確認業務確認業務停停停停止止止止

のののの状状状状態態態態がありがありがありがあり、、、、数数数数カカカカ月月月月はははは建建建建築築築築事事事事業業業業ががががストップストップストップストップするするするする

ことにもなることにもなることにもなることにもなる様様様様相相相相であるであるであるである    

市民市民市民市民生生生生活活活活にににに直直直直結結結結するするするする経済経済経済経済のののの停滞停滞停滞停滞ですですですです。。。。雇雇雇雇用用用用にもにもにもにも

深刻深刻深刻深刻なななな影響影響影響影響をををを与与与与ええええるるるる    

国国国国のののの今回今回今回今回のののの改改改改正正正正はははは拙速拙速拙速拙速でなかったのかでなかったのかでなかったのかでなかったのか？？？？強強強強くくくく思思思思

うものであるうものであるうものであるうものである。。。。以以以以下下下下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))))    今回今回今回今回のののの法法法法改改改改正正正正についてについてについてについて、、、、まずどうまずどうまずどうまずどう考考考考ええええてててていいいい

るのかるのかるのかるのか    

    

    

    

((((２２２２))))    建建建建築築築築確認業務確認業務確認業務確認業務のののの現況現況現況現況についてについてについてについて    

近近近近年年年年のののの確認確認確認確認件数件数件数件数のののの比比比比較等較等較等較等、、、、どういうどういうどういうどういう状況状況状況状況にににに

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    

    

    

    

((((３３３３))))    現現現現場場場場でのでのでので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    

工工工工事事事事のののの遅遅遅遅れやれやれやれや計画計画計画計画変更変更変更変更などがなどがなどがなどが考考考考ええええられるられるられるられる

がががが、、、、公共事公共事公共事公共事業業業業へのへのへのへの影響影響影響影響、、、、民民民民間間間間ササササイドイドイドイドでのでのでのでの影響影響影響影響

等等等等、、、、どうどうどうどう考考考考ええええているのかているのかているのかているのか    

    

    

    

((((４４４４))))    早期早期早期早期にににに正常正常正常正常なななな確認業務確認業務確認業務確認業務ができるようができるようができるようができるよう、、、、今後今後今後今後

のののの対策対策対策対策、、、、見見見見通通通通しについてしについてしについてしについて    

    

    

    

((((５５５５))))    ｢｢｢｢構造構造構造構造計計計計算適合算適合算適合算適合判判判判定員定員定員定員｣｣｣｣についてについてについてについて    

現現現現在在在在のののの陣陣陣陣容及容及容及容及びびびび対対対対応応応応はどのようにはどのようにはどのようにはどのように考考考考ええええてててて

いるかいるかいるかいるか    

    

    

    

((((６６６６))))    今回今回今回今回のののの改改改改正正正正でででで本本本本土土土土とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県とにどういうとにどういうとにどういうとにどういう

違違違違いやいやいやいや影響影響影響影響等等等等があるのかがあるのかがあるのかがあるのか    

 



 

順順順順

位位位位    

氏氏氏氏        名名名名    

((((会会会会 派 名派 名派 名派 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))))    建設建設建設建設業全体業全体業全体業全体ののののみみみみでなくでなくでなくでなく、、、、経済経済経済経済活活活活動動動動にににに大大大大きなきなきなきな

影響影響影響影響がががが考考考考ええええられるられるられるられる。。。。そそそそのののの影響影響影響影響についてはどうについてはどうについてはどうについてはどう

なのかなのかなのかなのか    

    

    

    

((((８８８８))))    またまたまたまた、、、、中中中中小小小小企企企企業業業業やややや建設建設建設建設業業業業のののの活性活性活性活性化化化化やややや支援支援支援支援のののの

施施施施策策策策等等等等についてについてについてについて考考考考ええええがあったらがあったらがあったらがあったら伺伺伺伺うううう    

            

    
【【【【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、、、、副副副副市長市長市長市長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長    

 

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11119999 年年年年９９９９月月月月 11112222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    座座座座    覇覇覇覇    政政政政    為為為為    

（（（（そそそそううううぞぞぞぞうううう））））    

１１１１    危危危危機機機機管理体管理体管理体管理体

制制制制についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    ネネネネットットットットカカカカフフフフ

ェェェェ難難難難民民民民についについについについ

てててて    

((((１１１１))))    安里川安里川安里川安里川はたびたびはたびたびはたびたびはたびたび氾濫氾濫氾濫氾濫しししし、、、、浸水被害浸水被害浸水被害浸水被害をををを出出出出しししし

てきたがてきたがてきたがてきたが、、、、またしてもまたしてもまたしてもまたしても、、、、過去過去過去過去のののの事事事事例例例例をををを生生生生かすかすかすかす

ことなくことなくことなくことなく、、、、大大大大きなきなきなきな被害被害被害被害をををを付付付付近近近近住住住住民民民民にににに与与与与ええええていていていてい

るるるる。。。。そそそそのののの原因原因原因原因はどこにあるかはどこにあるかはどこにあるかはどこにあるか。。。。災害災害災害災害対策対策対策対策につにつにつにつ

いてもいてもいてもいても、、、、ハードハードハードハードややややソソソソフトフトフトフトあるいはあるいはあるいはあるいは関係関係関係関係機機機機関関関関とととと

のののの連連連連携携携携はどうはどうはどうはどうだだだだったかったかったかったか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    ８８８８月月月月20202020日那覇日那覇日那覇日那覇空港空港空港空港内内内内でででで中華航空中華航空中華航空中華航空機機機機炎炎炎炎上事上事上事上事

故故故故がががが発発発発生生生生したしたしたした。。。。事事事事故故故故原因原因原因原因のののの究究究究明明明明はどうなってはどうなってはどうなってはどうなって

いるかいるかいるかいるか。。。。再再再再発発発発防止防止防止防止にににに向向向向けてどういうけてどういうけてどういうけてどういう方策方策方策方策をとをとをとをと

るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    上上上上記記記記((((１１１１)()()()(２２２２))))のののの災害災害災害災害事事事事故故故故にににに対対対対しししし、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はははは

どういうどういうどういうどういう対策対策対策対策をとったかをとったかをとったかをとったか時系列時系列時系列時系列にににに説説説説明明明明願願願願うううう    

    

    

((((４４４４))))    ９９９９月月月月１１１１日日日日はははは防災防災防災防災のののの日日日日とととと定定定定められめられめられめられ全全全全国国国国各各各各地地地地

でででで訓練訓練訓練訓練がががが行行行行われているがわれているがわれているがわれているが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はどういうはどういうはどういうはどういう

取取取取りりりり組組組組みみみみをしたかをしたかをしたかをしたか。。。。県県県県はどうかはどうかはどうかはどうか    

そそそそれかられかられかられから、、、、地地地地震震震震にににに対対対対するするするする備備備備ええええはどうなってはどうなってはどうなってはどうなって

いるかいるかいるかいるか。。。。沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内ににににおおおおけるけるけるける地地地地震震震震発発発発生生生生件数件数件数件数((((昨昨昨昨

年年年年))))、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの避難避難避難避難指指指指示場示場示場示場所所所所のののの数数数数。。。。医療機医療機医療機医療機関関関関

とのとのとのとの連連連連携携携携方法方法方法方法。。。。市市市市役役役役所所所所各各各各部部部部のののの役役役役割割割割等等等等にににについてついてついてついて

もももも説説説説明明明明願願願願うううう    

    

    

    

    

ネネネネットットットットカカカカフフフフェェェェ難難難難民民民民とととと呼呼呼呼ばばばばれるれるれるれる方方方方々々々々のののの実実実実態態態態調査調査調査調査

がががが先先先先にににに厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省によってによってによってによって実実実実施施施施されたがされたがされたがされたが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市

のののの状況状況状況状況はどうかはどうかはどうかはどうか伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    那覇市内那覇市内那覇市内那覇市内ににににおおおおけるけるけるけるインターインターインターインターネネネネットットットットカカカカフフフフェェェェ

やややや漫漫漫漫画画画画喫茶喫茶喫茶喫茶店店店店のののの数数数数    

    

    

((((２２２２))))    利利利利用用用用するするするする理由理由理由理由とととと年年年年齢層齢層齢層齢層、、、、利利利利用料用料用料用料金金金金はどうかはどうかはどうかはどうか    

    

    

    

 



 

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    

((((３３３３))))    これらのこれらのこれらのこれらの方方方方々々々々のののの雇雇雇雇用用用用状状状状態態態態はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。手取手取手取手取りりりり

のののの日給日給日給日給やややや月収月収月収月収はははは幾幾幾幾ららららかかかか    

    

    

((((４４４４))))    那覇市那覇市那覇市那覇市としてとしてとしてとして、、、、どういうどういうどういうどういう対策対策対策対策がとれるかがとれるかがとれるかがとれるか、、、、

またまたまたまたはとっているかはとっているかはとっているかはとっているか    

    

    

    

    

((((１１１１))))    沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県警警警警ののののダダダダイイイイエエエエットットットット作作作作戦戦戦戦ににににならいならいならいならい、、、、那覇那覇那覇那覇

市市市市のののの職員職員職員職員ををををテストテストテストテストケケケケースースースースとしてとしてとしてとして事事事事業業業業展開展開展開展開をををを

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    

    

    

((((２２２２))))    「「「「健康健康健康健康なはなはなはなは 22221111」」」」ではではではでは、、、、どういうどういうどういうどういう策策策策定定定定がありがありがありがあり、、、、

市民市民市民市民にどういうにどういうにどういうにどういうメニメニメニメニュュュューーーーをををを実実実実施施施施していくつしていくつしていくつしていくつ

もりかもりかもりかもりか    

    

    

((((３３３３))))    来年来年来年来年４４４４月月月月からからからから始始始始まるまるまるまる特特特特定健康診定健康診定健康診定健康診査査査査制制制制度度度度にににに

おおおおいていていていて、、、、国民国民国民国民健康健康健康健康保保保保険険険険、、、、被被被被用用用用者者者者保保保保険険険険などなどなどなど、、、、保保保保

険者険者険者険者ごごごごとにとにとにとに受受受受診目標診目標診目標診目標数数数数値値値値をををを設設設設定定定定することにすることにすることにすることに

なっているがなっているがなっているがなっているが、、、、そそそそのののの状況状況状況状況についてについてについてについて説説説説明明明明をををを求求求求めめめめ

るるるる    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    肥満肥満肥満肥満対策対策対策対策にににに

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、、、、副副副副市長市長市長市長、、、、教育教育教育教育長長長長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長    

 



    代表質代表質代表質代表質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 11119999 年年年年９９９９月月月月 11112222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    

７７７７    玉玉玉玉    城城城城        彰彰彰彰    

（（（（民民民民主主主主クラブクラブクラブクラブ））））    

１１１１    都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレ

ールールールール延延延延長長長長につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの交交交交

通通通通渋滞渋滞渋滞渋滞とととと公共公共公共公共

交通交通交通交通政策政策政策政策につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

去去去去るるるる８８８８月月月月29292929日日日日のののの沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレールールールール延延延延長長長長検検検検討討討討

委委委委員員員員会会会会でででで、、、、当当当当初初初初ルートルートルートルート案案案案とととと福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター案案案案とのとのとのとの折折折折

衷案衷案衷案衷案であるであるであるである福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター改良改良改良改良案案案案とととと、、、、浦添浦添浦添浦添ルートルートルートルート案案案案

のののの２２２２案案案案にににに絞絞絞絞られられられられ、、、、結結結結論論論論はははは11111111月月月月にににに持持持持ちちちち越越越越されたようされたようされたようされたよう

であるであるであるである。。。。そそそそこでこでこでこで以以以以下下下下のののの点点点点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伺伺伺伺

うううう    

((((１１１１))))    当当当当初初初初ルートルートルートルート案案案案、、、、福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター案案案案、、、、浦添浦添浦添浦添ルールールールー

トトトト案案案案のののの３３３３案案案案にににに対対対対するするするする本市本市本市本市のののの調査調査調査調査、、、、検検検検討討討討はははは行行行行っっっっ

たのかたのかたのかたのか。。。。またまたまたまたそそそそのののの結結結結果果果果についてについてについてについて 
    

    

    

((((２２２２))))    福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター改良改良改良改良案案案案にににに対対対対するするするする本市本市本市本市のののの考考考考ええええ

方方方方とととと 11111111月月月月のののの検検検検討委討委討委討委員員員員会会会会にににに臨臨臨臨むむむむ姿勢姿勢姿勢姿勢についてについてについてについて    

    

    

    

((((３３３３))))    11111111月月月月ののののルートルートルートルート決定決定決定決定にににに向向向向けてけてけてけて、、、、首首首首里里里里石嶺石嶺石嶺石嶺地地地地域域域域

とのとのとのとの合合合合意意意意形形形形成成成成をををを図図図図るためのるためのるためのるための説説説説明会明会明会明会のののの実実実実施施施施にににに

ついてついてついてついて 
    

    

    

    

    

((((１１１１))))    本市本市本市本市のののの交通交通交通交通渋滞緩渋滞緩渋滞緩渋滞緩和和和和をををを目目目目的的的的にににに建設建設建設建設されたされたされたされた

沖縄沖縄沖縄沖縄都都都都市市市市モノレモノレモノレモノレールールールールもももも開開開開通通通通後後後後４４４４年年年年がががが経経経経過過過過しししし

たたたた。。。。しかししかししかししかし、、、、本市本市本市本市のののの慢性慢性慢性慢性的的的的なななな交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞はははは依然依然依然依然

としてあるとしてあるとしてあるとしてある。。。。そそそそこでこでこでこで、、、、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    モノレモノレモノレモノレールールールール開開開開通通通通によってによってによってによって、、、、交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞はどはどはどはど

れれれれだだだだけけけけ緩緩緩緩和和和和されたのかされたのかされたのかされたのか。。。。そそそそのののの効効効効果果果果とととと過去過去過去過去４４４４

年年年年間間間間のののの推移推移推移推移についてについてについてについて    

    

    

②②②②    交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの原因原因原因原因をどのようにをどのようにをどのようにをどのように把把把把握握握握してしてしてして

いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。調査調査調査調査をををを実実実実施施施施していれしていれしていれしていればばばばそそそそのののの結結結結果果果果

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))))    本市本市本市本市及及及及びびびび隣接隣接隣接隣接地地地地にはにはにはには、、、、公共公共公共公共交通交通交通交通網網網網がががが整整整整備備備備ささささ

れていないれていないれていないれていない地地地地域域域域がありがありがありがあり、、、、とりわけとりわけとりわけとりわけ西洲西洲西洲西洲、、、、那覇那覇那覇那覇

新新新新港周港周港周港周辺辺辺辺でででではははは、、、、自自自自家家家家用車用車用車用車をををを利利利利用用用用せざせざせざせざるをるをるをるを得得得得なななな

いいいい状況状況状況状況であるとであるとであるとであると聞聞聞聞いているいているいているいている。。。。そそそそこでこのこでこのこでこのこでこの地地地地域域域域

ににににおおおおけるけるけるける、、、、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    企企企企業業業業数数数数、、、、就就就就業者業者業者業者数数数数についてについてについてについて    

    

    

②②②②    就就就就業者業者業者業者のののの通通通通勤形態勤形態勤形態勤形態のののの把把把把握握握握についてについてについてについて。。。。まままま

たたたた、、、、路路路路上上上上駐駐駐駐車車車車とととと駐駐駐駐車場車場車場車場のののの設置設置設置設置状況状況状況状況のののの把把把把握握握握にににに

ついてついてついてついて    

    

    

③③③③    現現現現在在在在ののののババババスススス路線路線路線路線のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの対対対対応応応応にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

((((３３３３))))    本市本市本市本市のののの交通交通交通交通渋滞渋滞渋滞渋滞のののの緩緩緩緩和和和和にはにはにはには、、、、モノレモノレモノレモノレールールールール、、、、

ババババススススなどのなどのなどのなどの公共公共公共公共交通交通交通交通にににに加加加加ええええ、、、、新新新新たなたなたなたな公共公共公共公共交通交通交通交通

のののの敷敷敷敷設設設設がががが必必必必要要要要であるであるであるである。。。。そそそそこでこでこでこで以以以以下下下下のののの点点点点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    市長公市長公市長公市長公約約約約であるであるであるである、、、、ＬＲＴＬＲＴＬＲＴＬＲＴ（（（（次次次次世世世世代代代代型路型路型路型路面面面面

電電電電車車車車））））のののの導導導導入入入入検検検検討討討討ととととそそそそのののの実実実実施施施施についてについてについてについて    

    

    

②②②②    沖縄本沖縄本沖縄本沖縄本島島島島をををを縦縦縦縦貫貫貫貫するするするする鉄軌鉄軌鉄軌鉄軌道道道道のののの導導導導入入入入へのへのへのへの

本市本市本市本市のののの考考考考ええええ方方方方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、、、、副副副副市長市長市長市長、、、、関係部関係部関係部関係部長長長長    

 

 

 


