
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    

    

    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９９９９月月月月 13131313 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    

１１１１    宮宮宮宮    里里里里    光光光光    雄雄雄雄    

((((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    那覇那覇那覇那覇まつりまつりまつりまつり

についてについてについてについて    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２２２    交通行政交通行政交通行政交通行政にににに

ついてついてついてついて    

 

 

((((１１１１))))    開催開催開催開催のののの意義意義意義意義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解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    過去過去過去過去５５５５年間年間年間年間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、、、、以下当局以下当局以下当局以下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    催催催催しししし物物物物のののの内容及内容及内容及内容及びびびび開催時間開催時間開催時間開催時間    

    

    

        ②②②②    本市本市本市本市のののの関関関関わりわりわりわり((((予算並予算並予算並予算並びにびにびにびに人員人員人員人員))))    

    

    

        ③③③③    個人個人個人個人・・・・団体団体団体団体のののの参加実績参加実績参加実績参加実績    

 

 

 

 

 

 

((((１１１１))))    駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場（（（（バイクバイクバイクバイク、、、、自転車自転車自転車自転車））））施設施設施設施設についてについてについてについて、、、、

以下当局以下当局以下当局以下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    本市内本市内本市内本市内のののの施設数並施設数並施設数並施設数並びにびにびにびに本市管理本市管理本市管理本市管理のののの施設施設施設施設

のののの運営状況運営状況運営状況運営状況    

    

    

        ②②②②    モノレールモノレールモノレールモノレール駅周辺及駅周辺及駅周辺及駅周辺及びびびび本市内公共施設本市内公共施設本市内公共施設本市内公共施設

周辺周辺周辺周辺におけるにおけるにおけるにおける整備計画整備計画整備計画整備計画のののの有無有無有無有無    

    

    

    

 



 

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))))    路線路線路線路線バスバスバスバスのののの排気排気排気排気ガスガスガスガスについてについてについてについて、、、、以下当局以下当局以下当局以下当局のののの

見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

        ①①①①    本市内本市内本市内本市内（（（（特特特特にににに国際通国際通国際通国際通りりりり））））にににに乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ中中中中のののの

路線路線路線路線バスバスバスバスのののの台数台数台数台数はははは１１１１日当日当日当日当たりたりたりたり何台何台何台何台とととと予測予測予測予測

されるかされるかされるかされるか    

    

    

        ②②②②    本市内本市内本市内本市内にににに乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ中中中中のののの車両車両車両車両のののの年式年式年式年式並並並並びびびび

にににに排気排気排気排気ガスガスガスガスについてのについてのについてのについての調査実績調査実績調査実績調査実績があればがあればがあればがあれば

おおおお知知知知らせらせらせらせ願願願願うううう    

    

    

        ③③③③    せめてせめてせめてせめて国際通国際通国際通国際通りりりり乗乗乗乗りりりり入入入入れれれれ中中中中のののの車両車両車両車両だけだけだけだけ

でもでもでもでも低公害車両低公害車両低公害車両低公害車両（（（（そしてそしてそしてそして交通弱者等交通弱者等交通弱者等交通弱者等、、、、人人人人にににに

優優優優しいしいしいしい車両車両車両車両））））にににに切切切切りりりり替替替替えることはできないえることはできないえることはできないえることはできない

かかかか    

            

    
【【【【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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年９９９９月月月月 13131313 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))))    不明墓地不明墓地不明墓地不明墓地のののの件件件件はははは管管管管財課財課財課財課のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして、、、、まままま

たたたた、、、、ねつねつねつねつ造造造造のののの件件件件はははは文化財課文化財課文化財課文化財課のののの問題問題問題問題としてとしてとしてとして切切切切りりりり

離離離離してしてしてして対応対応対応対応できないかできないかできないかできないか管財課管財課管財課管財課にににに伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    祖慶家祖慶家祖慶家祖慶家にににに返還返還返還返還されたされたされたされた蔵骨器蔵骨器蔵骨器蔵骨器をををを安謝前原安謝前原安謝前原安謝前原358358358358

（（（（６６６６号号号号、、、、７７７７号墓号墓号墓号墓））））でででで「「「「私私私私がががが見見見見たたたた」」」」とととと主張主張主張主張してしてしてして

いるいるいるいる文化財課文化財課文化財課文化財課のののの元臨時職員元臨時職員元臨時職員元臨時職員    具志堅全勢氏具志堅全勢氏具志堅全勢氏具志堅全勢氏のののの

陳述書陳述書陳述書陳述書をををを披露披露披露披露していただきたいしていただきたいしていただきたいしていただきたい（（（（具志堅全勢具志堅全勢具志堅全勢具志堅全勢

氏氏氏氏のののの了解了解了解了解をををを得得得得ているているているている））））    

    

    

    

((((３３３３))))    二二二二基基基基のののの蔵骨器蔵骨器蔵骨器蔵骨器をををを安謝前原安謝前原安謝前原安謝前原358358358358からからからから小禄小禄小禄小禄のののの文文文文

化財化財化財化財のののの倉庫倉庫倉庫倉庫へへへへ運運運運んんんんだだだだ文化財課文化財課文化財課文化財課のののの元臨時職員元臨時職員元臨時職員元臨時職員

亀谷亀谷亀谷亀谷長長長長範範範範氏氏氏氏のののの陳述書陳述書陳述書陳述書をををを披露披露披露披露していただきたしていただきたしていただきたしていただきた

いいいい（（（（本人本人本人本人のののの了解了解了解了解済済済済みみみみ））））    

    

    

    

((((４４４４))))    元臨時職員元臨時職員元臨時職員元臨時職員のののの陳述陳述陳述陳述をををを受受受受けてけてけてけて管財課管財課管財課管財課はははは何何何何をををを

したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう    

２２２２    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主民主民主民主党党党党・・・・

市民市民市民市民のののの会会会会））））    

不明墓地不明墓地不明墓地不明墓地にににに対対対対

すすすするるるる管財課及管財課及管財課及管財課及びびびび

文化財課文化財課文化財課文化財課のののの対応対応対応対応    

    

    
【【【【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、、、、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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年９９９９月月月月 13131313 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    

３３３３    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    健康健康健康健康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    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    

    

    

    

国民国民国民国民医療費医療費医療費医療費はははは毎毎毎毎年年年年 1111兆円兆円兆円兆円ずずずずつつつつ増増増増ええええ続続続続けておりけておりけておりけており、、、、

平成平成平成平成 11116666年年年年がががが 33332222 兆円兆円兆円兆円でこのままのでこのままのでこのままのでこのままの状状状状態態態態でででで推移推移推移推移すすすするるるる

とととと、、、、平成平成平成平成 22222222年年年年にはにはにはには 42424242 兆円兆円兆円兆円になるといわれているになるといわれているになるといわれているになるといわれている    

    

((((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医療費医療費医療費医療費のののの額額額額とととと毎毎毎毎年年年年のののの伸伸伸伸びのびのびのびの

額額額額をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    年年年年間間間間のののの１１１１人人人人あたりのあたりのあたりのあたりの医療費医療費医療費医療費のののの額額額額はははは一般一般一般一般、、、、老老老老

人人人人それそれそれそれぞぞぞぞれれれれどどどどのくらいかのくらいかのくらいかのくらいか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    全国全国全国全国でででで一番老一番老一番老一番老人人人人医療費医療費医療費医療費がががが低低低低いいいい長長長長野県野県野県野県のののの市市市市

部部部部とととと本市本市本市本市をををを比較比較比較比較すすすするとるとるとるとどどどどうなのかうなのかうなのかうなのか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((４４４４))))    20202020年年年年度度度度からからからから実施実施実施実施されるされるされるされる「「「「特特特特定健康診定健康診定健康診定健康診査査査査」」」」のののの

目目目目的的的的、、、、そしてそしてそしてそして本市本市本市本市のののの目目目目標値標値標値標値またまたまたまた、、、、それをそれをそれをそれを達達達達成成成成

すすすするためのるためのるためのるため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    

 

    

    

    

((((１１１１))))    最近最近最近最近教育教育教育教育現現現現場場場場においてにおいてにおいてにおいて、、、、理不理不理不理不尽尽尽尽なななな要求要求要求要求をしをしをしをし

てくるてくるてくるてくる親親親親（（（（モモモモンンンンススススタタタターーーーペアペアペアペアレレレレントントントント））））がががが急増急増急増急増しししし

ているといわれているがているといわれているがているといわれているがているといわれているが    

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現現現現状状状状ははははどどどどうかうかうかうか    

    

②②②②    全国全国全国全国ではそのではそのではそのではその対応対応対応対応のためのためのためのため精神的精神的精神的精神的にににに追追追追いいいい

込込込込まれるまれるまれるまれる教員教員教員教員がががが増増増増えておりえておりえておりえており、、、、自自自自治治治治体体体体でででで独独独独自自自自

にににに取取取取りりりり組組組組んんんんでいるとこでいるとこでいるとこでいるところろろろもあるがもあるがもあるがもあるが、、、、本市本市本市本市でででで

ははははどどどどうかうかうかうか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    本年本年本年本年８８８８月月月月、、、、県外県外県外県外のののの私私私私立立立立のののの学校学校学校学校でででで中中中中学学学学３３３３年年年年生生生生

がががが野球練習野球練習野球練習野球練習中中中中ボボボボールールールールがががが胸胸胸胸にににに当当当当たりたりたりたり死亡死亡死亡死亡したしたしたした

事事事事故故故故があがあがあがあっっっったたたた。。。。そのそのそのその学校学校学校学校ではではではではＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤ（（（（自自自自動動動動体体体体

外外外外式除式除式除式除細動細動細動細動器器器器））））をををを設設設設置置置置してはあしてはあしてはあしてはあっっっったがたがたがたが、、、、そのそのそのその

場所場所場所場所がががが分分分分からからからからずずずず処置処置処置処置がががが遅遅遅遅れてしまれてしまれてしまれてしまっっっったたたたよよよようううう

であるであるであるである    

本市本市本市本市のののの小小小小中中中中学校学校学校学校ににににＡＥＤＡＥＤＡＥＤＡＥＤをををを設設設設置置置置すすすするるるる予予予予定定定定

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    

繁多川繁多川繁多川繁多川２２２２丁丁丁丁目目目目11117777番番番番地地地地にににに地下地下地下地下水水水水がががが湧湧湧湧きききき出出出出るるるる井戸井戸井戸井戸

がありがありがありがあり、、、、昔昔昔昔からからからから住住住住民民民民のののの方方方方々々々々にににに利用利用利用利用されてきされてきされてきされてきていていていてい

るるるる。。。。そのそのそのその井戸井戸井戸井戸がががが３３３３年年年年ほどほどほどほど前前前前からからからから下下下下水水水水ののののよよよようなうなうなうな汚水汚水汚水汚水

がががが湧湧湧湧きききき出出出出てきててきててきててきて悪臭悪臭悪臭悪臭がががが発発発発生生生生しているしているしているしている。。。。そのそのそのその原原原原因究因究因究因究

明明明明とこれからのとこれからのとこれからのとこれからの対対対対策策策策ははははどどどどののののよよよようになうになうになうになっっっっているのているのているのているの

かかかか伺伺伺伺うううう    

 

 

 

 

浸水浸水浸水浸水についてについてについてについて    

    古島古島古島古島 1111丁丁丁丁目目目目のののの安謝安謝安謝安謝川川川川がががが国国国国道道道道 333333330000号号号号をををを抜抜抜抜けるけるけるける付近付近付近付近

とととと真嘉比川真嘉比川真嘉比川真嘉比川下下下下流付近流付近流付近流付近ではではではでは８８８８月月月月のののの水水水水害害害害でででで浸水浸水浸水浸水があがあがあがあ

っっっったたたた。。。。そのそのそのその一帯一帯一帯一帯はははは雨雨雨雨がががが降降降降るとるとるとると心配心配心配心配しなくてはならしなくてはならしなくてはならしなくてはなら

ないないないない状状状状態態態態であるであるであるである    

それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの地地地地域域域域のののの浸水浸水浸水浸水のののの原原原原因因因因とととと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    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    

    

    

    

    

    

    

 

 

４４４４    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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年９９９９月月月月 13131313 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    大大大大    城城城城    朝朝朝朝    助助助助    

（（（（日本共日本共日本共日本共産党産党産党産党））））    

１１１１    米軍再編推米軍再編推米軍再編推米軍再編推

進進進進特特特特別措置法別措置法別措置法別措置法

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    安里安里安里安里川水系川水系川水系川水系

のののの治水治水治水治水対対対対策策策策、、、、

及及及及びびびび浸水被浸水被浸水被浸水被害害害害

者者者者にににに対対対対すすすするるるる救救救救

済済済済・・・・支援策支援策支援策支援策のののの

確立確立確立確立についてについてについてについて    

    

((((１１１１))))    米軍再編米軍再編米軍再編米軍再編推進推進推進推進特特特特別措置法別措置法別措置法別措置法はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄からからからから米米米米海海海海

兵隊兵隊兵隊兵隊のののの一一一一部部部部がががが移移移移転転転転すすすするるるるグアムグアムグアムグアムのののの米軍基米軍基米軍基米軍基地内地内地内地内

にににに米軍米軍米軍米軍家家家家族向族向族向族向けけけけ住宅住宅住宅住宅やややや港湾港湾港湾港湾施設施設施設施設をををを建建建建設設設設すすすするるるる

ことことことことやややや、、、、在在在在日日日日米軍基米軍基米軍基米軍基地地地地のののの再編再編再編再編をををを受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる市市市市

町村町村町村町村にににに計画計画計画計画のののの進進進進みみみみ具合具合具合具合にににに応応応応じじじじてててて「「「「再編再編再編再編交交交交付付付付

金金金金」」」」をををを支給支給支給支給しししし、、、、再編再編再編再編計画計画計画計画をををを拒拒拒拒むむむむ自自自自治治治治体体体体はははは冷遇冷遇冷遇冷遇

すすすするものであるるものであるるものであるるものである。。。。このこのこのこの悪法悪法悪法悪法がががが去去去去るるるる８８８８月月月月22229999日日日日かかかか

らららら施行施行施行施行されたされたされたされた。。。。政政政政府府府府のののの自自自自治治治治体体体体いいいいじじじじめでめでめでめで財政財政財政財政がががが

切切切切迫迫迫迫しているしているしているしている状状状状態態態態をををを逆手逆手逆手逆手にとにとにとにとっっっってててて、「、「、「、「カネカネカネカネがががが

ほほほほしければしければしければしければ基基基基地地地地再編再編再編再編をををを受受受受けけけけ入入入入れれれれよよよよ」」」」とととと迫迫迫迫るるるる政政政政

府府府府のののの態度態度態度態度はははは極極極極めてめてめてめて卑劣卑劣卑劣卑劣であるであるであるである。。。。このこのこのこのよよよようなうなうなうな横横横横

暴暴暴暴をををを許許許許すすすすわけにはいわけにはいわけにはいわけにはいかないかないかないかない。。。。同法同法同法同法のののの施行施行施行施行にあにあにあにあ

たりたりたりたり、、、、改改改改めてめてめてめ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求求求求めめめめるるるる    

    

    

    

((((２２２２))))    米軍再編推進米軍再編推進米軍再編推進米軍再編推進特特特特措法措法措法措法のののの閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定をををを受受受受けてけてけてけて、、、、

８８８８月月月月22221111日日日日にににに那覇那覇那覇那覇防衛防衛防衛防衛施設局施設局施設局施設局（（（（当時当時当時当時））））はははは局内局内局内局内でででで、、、、

県県県県ははははじじじじめめめめ県県県県内内内内11114444市市市市町村町村町村町村にににに説説説説明会明会明会明会をををを開開開開いたといたといたといたと

いわれるがいわれるがいわれるがいわれるが、、、、このこのこのこの中中中中にににに那覇市那覇市那覇市那覇市もももも含含含含まれるのまれるのまれるのまれるの

かかかか。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市はははは、、、、那覇那覇那覇那覇港湾港湾港湾港湾施設施設施設施設をををを追追追追いいいい出出出出すすすす方方方方でででで

交交交交付金付金付金付金交交交交付付付付自自自自治治治治体体体体にはにはにはには該該該該当当当当しないしないしないしないののののでででではなはなはなはな

いかいかいかいか。。。。もしもしもしもし那覇市那覇市那覇市那覇市がががが該該該該当当当当すすすするのであればるのであればるのであればるのであれば、、、、何何何何

処処処処のののの基基基基地地地地（（（（施設施設施設施設））））かかかか。。。。またまたまたまた、、、、どどどどののののよよよようなうなうなうな事事事事業業業業

をををを検討検討検討検討しているのかしているのかしているのかしているのか、、、、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))))    安里安里安里安里川水系川水系川水系川水系のののの氾濫氾濫氾濫氾濫・・・・浸水被浸水被浸水被浸水被害害害害はははは、「、「、「、「安里安里安里安里川川川川

河川改修河川改修河川改修河川改修事事事事業業業業」」」」がががが終終終終わらなければわらなければわらなければわらなければ解解解解決決決決しないしないしないしない

のかのかのかのか。。。。またまたまたまた、、、、同同同同事事事事業業業業のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況とととと事事事事業終業終業終業終了計了計了計了計

画年画年画年画年度度度度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    

    

    

    

((((２２２２))))    牧牧牧牧志志志志３３３３丁丁丁丁目目目目 22222222及及及及びびびび 24242424 一帯一帯一帯一帯はははは低地低地低地低地帯帯帯帯でででで少少少少々々々々

のののの雨雨雨雨でもでもでもでも浸水浸水浸水浸水すすすするるるる常襲常襲常襲常襲地地地地帯帯帯帯でででであるあるあるある。。。。ポンプポンプポンプポンプ・・・・

アップアップアップアップにににによよよよるるるる強制強制強制強制排排排排水水水水施設施設施設施設ななななどどどどがががが必必必必要要要要でででで検検検検

討討討討すべすべすべすべきでないかきでないかきでないかきでないか、、、、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    

            

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

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    

((((３３３３))))    今回今回今回今回のののの安里安里安里安里川水系川水系川水系川水系のののの浸水被浸水被浸水被浸水被害害害害ではではではでは事事事事業業業業者者者者

にににに対対対対すすすするるるる救済救済救済救済・・・・支援策支援策支援策支援策がががが皆皆皆皆無無無無でありでありでありであり、、、、零細業零細業零細業零細業

者者者者はははは、、、、倒産倒産倒産倒産とととと廃業廃業廃業廃業がせまがせまがせまがせまっっっっているているているている。。。。市市市市のののの無無無無担担担担

保保保保・・・・無無無無保証保証保証保証のののの小口融資制度小口融資制度小口融資制度小口融資制度のののの弾力的弾力的弾力的弾力的運運運運用用用用やややや、、、、

福祉福祉福祉福祉政政政政策策策策のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして、、、、55550000 万円万円万円万円～～～～111100000000 万円万円万円万円のののの

｢｢｢｢つなつなつなつなぎぎぎぎ資金資金資金資金｣｣｣｣をををを創創創創設設設設しししし「「「「生生生生活活活活、、、、就就就就職職職職支援支援支援支援、、、、就就就就

学支援学支援学支援学支援、、、、災災災災害害害害援援援援護護護護、、、、葬祭葬祭葬祭葬祭、、、、出産出産出産出産、、、、育育育育児児児児、、、、一一一一時時時時

援援援援護護護護、、、、療療療療養養養養」」」」等等等等のののの支援支援支援支援をををを行行行行ううううべべべべきではないかきではないかきではないかきではないか。。。。

検討検討検討検討とととと実実実実現現現現をををを強強強強くくくく求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

((((１１１１))))    銘苅銘苅銘苅銘苅小学校小学校小学校小学校はははは、、、、平成平成平成平成11117777年年年年４４４４月月月月にににに開開開開校校校校したがしたがしたがしたが

すすすすぐぐぐぐにににに生生生生徒徒徒徒増増増増でででで教教教教室室室室がががが不不不不足足足足しししし、、、、平成平成平成平成18181818年年年年にににに４４４４

教教教教室室室室増増増増設設設設したもののしたもののしたもののしたものの、、、、３３３３年年年年生生生生はははは児童児童児童児童数数数数のののの関係関係関係関係

もありもありもありもあり、、、、40404040人人人人学学学学級級級級のののの４４４４ククククララララススススをををを余儀余儀余儀余儀なくなくなくなくささささ

れれれれ、、、、しかもしかもしかもしかも、、、、これこれこれこれ以以以以上児童上児童上児童上児童数数数数がががが増増増増えればえればえればえれば44441111人人人人

学学学学級級級級のののの可能性可能性可能性可能性もあるともあるともあるともあると心配心配心配心配すすすするるるる声声声声がががが父母父母父母父母のののの

なかにはあるなかにはあるなかにはあるなかにはある。。。。さらにさらにさらにさらに来来来来年年年年はははは、、、、児童児童児童児童数数数数がががが111120202020

人人人人もももも増増増増えるえるえるえる見見見見込込込込みみみみでででで、、、、教教教教室室室室のののの増増増増設設設設がががが早早早早急急急急にににに求求求求

められているとめられているとめられているとめられていると思思思思うがうがうがうが、、、、計画計画計画計画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))))    銘苅銘苅銘苅銘苅小学校校小学校校小学校校小学校校区区区区をををを含含含含むむむむ新都新都新都新都心心心心地地地地域域域域はははは高高高高層層層層

ママママンンンンショショショションンンン・・・・アアアアパパパパーーーートトトトのののの新新新新設設設設がががが続続続続いておりいておりいておりいており、、、、

小学校小学校小学校小学校のののの新新新新設設設設がががが急急急急がれるががれるががれるががれるが計画計画計画計画はあるはあるはあるはあるかかかか。。。。まままま

たたたた、、、、中中中中学校学校学校学校のののの新新新新設設設設をををを改改改改めてめてめてめて検討検討検討検討すべすべすべすべきでないきでないきでないきでない

かかかか、、、、答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

((((３３３３))))    銘苅銘苅銘苅銘苅小学校小学校小学校小学校はははは屋上屋上屋上屋上ププププールールールールのののの階段階段階段階段からのからのからのからの水水水水

漏漏漏漏れれれれ、、、、教教教教室床室床室床室床ののののフロフロフロフローーーーリリリリンンンンググググのののの膨膨膨膨張張張張ななななどどどどがあがあがあがあ

るといわれるがるといわれるがるといわれるがるといわれるが、、、、ななななぜぜぜぜかかかか。。。。他他他他のののの学校学校学校学校にもあるにもあるにもあるにもある

のかのかのかのか。。。。どどどどののののよよよようなうなうなうな対応対応対応対応をしたのかをしたのかをしたのかをしたのか。。。。またまたまたまた、、、、今今今今

後後後後のののの公共公共公共公共工工工工事事事事のののの計画計画計画計画のののの中中中中でででで、、、、台台台台風風風風時対時対時対時対策策策策やややや湿湿湿湿

気対気対気対気対策策策策ななななどどどど、、、、他他他他のののの工工工工法法法法もももも含含含含めてめてめてめて検討検討検討検討がががが必必必必要要要要でででで

はないかはないかはないかはないか、、、、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))))    泊泊泊泊小学校小学校小学校小学校、、、、真真真真和和和和志中志中志中志中学校学校学校学校体育体育体育体育館館館館はははは築築築築何年何年何年何年

かかかか。。。。老老老老朽朽朽朽化化化化がががが激激激激しくしくしくしく、、、、生生生生徒徒徒徒、、、、父母父母父母父母からはからはからはからは早期早期早期早期

のののの建建建建替替替替ええええのののの声声声声がががが強強強強くあがくあがくあがくあがっっっっていていていているるるる。。。。生生生生徒徒徒徒、、、、父父父父

母母母母のののの皆皆皆皆ささささんんんんのののの声声声声にににに応応応応ええええ早期早期早期早期実実実実現現現現のためののためののためののための検検検検

討討討討をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

((((５５５５))))    銘苅銘苅銘苅銘苅小学校小学校小学校小学校でででで５５５５月月月月にににに学校給学校給学校給学校給食食食食にににに異異異異物物物物混混混混入入入入

があがあがあがあっっっったといたといたといたといわれるがわれるがわれるがわれるが事実事実事実事実かかかか。。。。またまたまたまた、、、、他他他他のののの学学学学

校校校校ではではではではどどどどうかうかうかうか、、、、このこのこのこの３３３３年間年間年間年間についてのについてのについてのについての、、、、各各各各学学学学

校校校校とととと調理場調理場調理場調理場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    

    

    

    

((((６６６６))))    老老老老朽朽朽朽化化化化しししし、、、、平成平成平成平成19191919年年年年度度度度、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県からからからから用用用用地地地地のののの

返還返還返還返還をををを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那覇那覇那覇那覇給給給給食食食食セセセセンタンタンタンターーーーのののの

代代代代替施設替施設替施設替施設としてとしてとしてとして、、、、小小小小規模規模規模規模共共共共同同同同調理場調理場調理場調理場をををを銘苅銘苅銘苅銘苅小小小小

学校学校学校学校、、、、安謝安謝安謝安謝小学校小学校小学校小学校、、、、開開開開南南南南小学校小学校小学校小学校、、、、前前前前島小学校島小学校島小学校島小学校、、、、

壺屋壺屋壺屋壺屋小学校小学校小学校小学校にににに整備整備整備整備すすすするるるる計画計画計画計画とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁がががが平成平成平成平成

11117777年年年年11112222月月月月定定定定例例例例会会会会でのでのでのでの私私私私のののの個人質問個人質問個人質問個人質問にににに対対対対してしてしてして

ああああっっっったがたがたがたが、、、、進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう    

            

    
【【【【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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年９９９９月月月月 13131313 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    

    本市本市本市本市のののの掲掲掲掲げげげげるるるる市民市民市民市民とのとのとのとの協働協働協働協働をををを推進推進推進推進すすすするるるる上上上上でででで、、、、市市市市    

民民民民性性性性教育教育教育教育のののの実実実実践践践践はそのはそのはそのはその基基基基盤盤盤盤強強強強化化化化にににに資資資資すすすするとるとるとると考考考考ええええ

るがるがるがるが、、、、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。。。。施施施施策策策策メニュメニュメニュメニューーーーはははは大大大大人人人人向向向向

けとけとけとけと子供子供子供子供向向向向けにけにけにけに大大大大きくきくきくきく分分分分けられるとけられるとけられるとけられると考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、現現現現

在在在在どどどどののののよよよようなうなうなうな取取取取りりりり組組組組みみみみがなされているかがなされているかがなされているかがなされているか。。。。そのそのそのその取取取取

りりりり組組組組みみみみがなされているがなされているがなされているがなされている場合場合場合場合にはにはにはには達達達達成成成成のののの度度度度合合合合いにいにいにいに

ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう    

子供子供子供子供向向向向けのけのけのけのメニュメニュメニュメニューーーーにににに、、、、本市財政課本市財政課本市財政課本市財政課がががが昨昨昨昨年年年年度度度度かかかか

らららら制制制制作作作作しているしているしているしている「「「「なはしのなはしのなはしのなはしのよよよよささささんんんんのはなしのはなしのはなしのはなし」」」」をををを活活活活

用用用用すべすべすべす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、、、、活活活活用用用用すすすするるるる考考考考えがあるえがあるえがあるえがある

のかのかのかのか伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた、、、、活活活活用用用用すすすするるるる場合場合場合場合にはにはにはには、、、、例例例例えばえばえばえば公開公開公開公開

授授授授業業業業をををを開催開催開催開催したりしてしたりしてしたりしてしたりして、、、、宝宝宝宝のののの持持持持ちちちち腐腐腐腐れにならないれにならないれにならないれにならない

よよよようにうにうにうに工夫工夫工夫工夫すべすべすべす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    

    

    

    

    

    那覇市那覇市那覇市那覇市沿岸漁沿岸漁沿岸漁沿岸漁業業業業協協協協同組同組同組同組合合合合からのからのからのからの陳陳陳陳情情情情「「「「壺壺壺壺川川川川漁漁漁漁港港港港

浚渫工浚渫工浚渫工浚渫工事事事事についてについてについてについて」」」」にににに対対対対すすすするるるる報告報告報告報告書書書書がががが出出出出されていされていされていされてい

るがるがるがるが、、、、それをそれをそれをそれを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて伺伺伺伺うううう    

国国国国がががが次次次次年年年年度度度度よよよよりりりり明明明明治治治治橋橋橋橋－－－－那覇那覇那覇那覇大大大大橋橋橋橋間間間間のののの浚渫工浚渫工浚渫工浚渫工

事事事事着工着工着工着工のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。またまたまたまた本市本市本市本市としてとしてとしてとして国国国国

ににににどどどどののののよよよようなうなうなうな働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行なうつもりかなうつもりかなうつもりかなうつもりか伺伺伺伺うううう    

さらにさらにさらにさらに、、、、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としてとしてとしてとして国国国国のののの進捗進捗進捗進捗如如如如何何何何にににに

かかわらかかわらかかわらかかわらずずずず、、、、何何何何をなをなをなをなすすすす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。。。。那覇那覇那覇那覇港港港港管理管理管理管理組組組組合合合合へへへへのののの浚渫土砂浚渫土砂浚渫土砂浚渫土砂受受受受けけけけ入入入入れがれがれがれが難難難難

しいしいしいしいよよよようだがうだがうだがうだが、、、、そのそのそのその受受受受けけけけ入入入入れのれのれのれの可否可否可否可否にににによっよっよっよってててて幾幾幾幾らららら

ぐぐぐぐらいかわるのからいかわるのからいかわるのからいかわるのか伺伺伺伺うううう。。。。このこのこのこの件件件件はははは、、、、先送先送先送先送りしたがりしたがりしたがりしたが

故故故故にににに負負負負担増担増担増担増をををを招招招招くくくく結果結果結果結果になになになになっっっっているのではないているのではないているのではないているのではない

かかかか、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。水産担水産担水産担水産担当者当者当者当者はははは過去過去過去過去からのからのからのからの経緯経緯経緯経緯もももも

かかかかんんんんががががみみみみ、、、、本件本件本件本件がががが遅遅遅遅滞滞滞滞していることについてしていることについてしていることについてしていることについて反省反省反省反省

しししし総括総括総括総括すべすべすべすべきではないかきではないかきではないかきではないか伺伺伺伺うううう    

５５５５    屋屋屋屋    良良良良    栄栄栄栄    作作作作    

（（（（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    市民市民市民市民性性性性教育教育教育教育

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    壺壺壺壺川川川川漁漁漁漁港港港港浚浚浚浚

渫工渫工渫工渫工事事事事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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年９９９９月月月月 13131313 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    

６６６６    湧湧湧湧    川川川川    朝朝朝朝    渉渉渉渉    

（（（（日本共日本共日本共日本共産党産党産党産党））））    

１１１１    後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者

医療制度医療制度医療制度医療制度につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    旧旧旧旧軍軍軍軍飛飛飛飛行場行場行場行場

問題問題問題問題についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    現在現在現在現在のののの77775555歳歳歳歳以以以以上上上上のののの那覇市那覇市那覇市那覇市のののの高高高高齢齢齢齢者者者者のののの保保保保険料険料険料険料はははは

幾幾幾幾らからからからか。。。。後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者医療制度医療制度医療制度医療制度になになになになっっっったたたた際際際際のののの保保保保険料険料険料険料

はははは幾幾幾幾らとらとらとらと想想想想定定定定されるのかされるのかされるのかされるのか、、、、市市市市のののの財政財政財政財政負負負負担担担担ははははどどどどうなうなうなうな

るのかるのかるのかるのか。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺うううう    

    低所得者低所得者低所得者低所得者のためにのためにのためにのために沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県後期後期後期後期高高高高齢齢齢齢者者者者医療医療医療医療広広広広域域域域

連合連合連合連合独独独独自自自自のののの減免減免減免減免制度制度制度制度をををを創創創創設設設設すすすするるるるよよよようにうにうにうに要要要要請請請請すべすべすべすべ

きであるきであるきであるきである。。。。短期短期短期短期証証証証・・・・資資資資格格格格証証証証明書明書明書明書のののの発行発行発行発行をををを行行行行わないわないわないわない

よよよようにうにうにうに要要要要請請請請すべすべすべすべきであるきであるきであるきである。。。。当局当局当局当局のののの見解見解見解見解とととと対応対応対応対応をををを伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    市市市市はははは、、、、県県県県にににに対対対対してしてしてして旧旧旧旧軍軍軍軍飛飛飛飛行場問題行場問題行場問題行場問題のののの解解解解決決決決のためのためのためのため

ににににどどどどののののよよよようなうなうなうな申申申申しししし入入入入れをれをれをれを行行行行っっっったのかたのかたのかたのか。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄振興振興振興振興計計計計

画画画画のののの期期期期間内間内間内間内にににに解解解解決決決決すすすするためにはるためにはるためにはるためには、、、、どどどどののののよよよようなうなうなうなタタタタイイイイ

ムムムムススススケジュケジュケジュケジュールールールールがががが必必必必要要要要かかかか、、、、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    

    国国国国にににに要要要要望望望望すすすするるるる方方方方針針針針をををを決定決定決定決定すすすするるるる県県県県主催主催主催主催のののの連連連連絡絡絡絡会会会会

議議議議はいつはいつはいつはいつ開催開催開催開催されるのかされるのかされるのかされるのか。。。。遅遅遅遅くともくともくともくとも、、、、今今今今年年年年度度度度内内内内にににに

開催開催開催開催すすすするるるるよよよようにうにうにうに、、、、県県県県にににに要要要要請請請請すべすべすべすべきであるきであるきであるきである。。。。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    

    

    

    

    

    

 



 

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))))    那覇市那覇市那覇市那覇市契約規則契約規則契約規則契約規則にあるにあるにあるにある最最最最低低低低制制制制限価格限価格限価格限価格のののの目目目目

的的的的とととと役割役割役割役割についてについてについてについて    

    

    

    

((((２２２２))))    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの積積積積算算算算価格価格価格価格とととと下下下下請請請請けがけがけがけが受受受受注注注注者者者者・・・・元元元元請請請請

けとけとけとけと契約契約契約契約したしたしたした価格価格価格価格のののの比比比比率率率率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    

    

    

    

((((３３３３))))    公共公共公共公共工工工工事事事事のののの入入入入札札札札・・・・契約適正契約適正契約適正契約適正化化化化法法法法のののの目目目目的的的的とととと意意意意

義義義義についてについてについてについて。。。。同同同同13131313条条条条、、、、施施施施工工工工体体体体制制制制台台台台帳帳帳帳のののの提提提提出出出出のののの

目目目目的的的的とととと役割役割役割役割についてについてについてについて    

    

    

    

((((４４４４))))    建建建建設設設設業法業法業法業法のののの第第第第24242424条条条条のののの２２２２、、、、元元元元請請請請人人人人のののの義義義義務務務務につにつにつにつ

いていていていて、、、、第第第第19191919条条条条のののの３３３３、、、、不当不当不当不当にににに低低低低いいいい請負代請負代請負代請負代金金金金のののの禁禁禁禁

止止止止についてについてについてについて、、、、見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

        ３３３３    公共公共公共公共工工工工事事事事のののの

適正価格適正価格適正価格適正価格につにつにつにつ

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、、、、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９９９９月月月月 13131313 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    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    財財財財務務務務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    企企企企画行政画行政画行政画行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    市民行政市民行政市民行政市民行政にににに

ついてついてついてついて    

予算予算予算予算編編編編成成成成におけるにおけるにおけるにおける財財財財源源源源不不不不足足足足がががが憂慮憂慮憂慮憂慮されるとこされるとこされるとこされるとこ

ろろろろであるがであるがであるがであるが、、、、使途使途使途使途をををを明明明明確確確確にしたにしたにしたにした寄寄寄寄付付付付条例条例条例条例をををを制定制定制定制定すすすす

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    

    

    

那覇市那覇市那覇市那覇市はははは、、、、市内市内市内市内在住在住在住在住のののの篤篤篤篤志家志家志家志家のののの方方方方からからからから那覇市国那覇市国那覇市国那覇市国

場場場場 222251515151番番番番５５５５のののの土土土土地地地地 1111,,,,135135135135坪坪坪坪のののの寄贈寄贈寄贈寄贈をををを受受受受けたけたけたけた。。。。寄贈寄贈寄贈寄贈

のののの趣趣趣趣旨旨旨旨はははは、「、「、「、「地地地地域域域域事事事事情情情情にににに配配配配慮慮慮慮しししし、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民のののの福利福利福利福利

厚厚厚厚生生生生にににに寄与寄与寄与寄与してしてしてして本市本市本市本市のののの発発発発展展展展へへへへ繋繋繋繋げげげげていただきたていただきたていただきたていただきた

いいいい。。。。可能可能可能可能であればおであればおであればおであればお年年年年寄寄寄寄りとりとりとりと子供子供子供子供たたたたちちちちのためにのためにのためにのために活活活活

用用用用してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい」」」」とのことであるとのことであるとのことであるとのことである。。。。このこのこのこの行行行行為為為為とととと

志志志志にはまことににはまことににはまことににはまことに敬敬敬敬意意意意をををを表表表表すすすすものであるものであるものであるものである    

そこでそこでそこでそこで、、、、趣趣趣趣旨旨旨旨にのにのにのにのっっっっとりとりとりとり提案提案提案提案をしたいがをしたいがをしたいがをしたいが、、、、都都都都市市市市

公公公公園園園園法法法法のののの制制制制限限限限をををを受受受受けないけないけないけないよよよようなうなうなうな、、、、子供子供子供子供たたたたちちちちがががが自自自自由由由由

にににに遊遊遊遊べべべべ、、、、体体体体験験験験ができるができるができるができるよよよようなうなうなうな施設施設施設施設をををを造造造造っっっってはてはてはてはどどどどうううう

かかかか。。。。以下以下以下以下についてについてについてについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    寄贈寄贈寄贈寄贈をををを受受受受けてからのけてからのけてからのけてからの当局当局当局当局のののの対応対応対応対応とととと経緯経緯経緯経緯にににに

ついてついてついてついて    

    

    

((((２２２２))))    当当当当該該該該地地地地のののの現現現現況況況況とととと課題課題課題課題についてについてについてについて    

    

    

((((３３３３))))    今今今今後後後後のののの対応対応対応対応とととと方方方方針針針針についてについてについてについて    

    

    

    

平成平成平成平成13131313年年年年にににに制定制定制定制定されたされたされたされた法法法法律律律律「「「「地地地地方方方方公共団体公共団体公共団体公共団体のののの制制制制

定定定定のののの事事事事務務務務のののの郵便郵便郵便郵便局局局局におけるにおけるにおけるにおける取取取取扱扱扱扱いにいにいにいに関関関関すすすするるるる法法法法律律律律」」」」

にににによよよよりりりり住住住住民民民民のののの利利利利便便便便のののの増進増進増進増進をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、地地地地方方方方公公公公

共団体共団体共団体共団体のののの組組組組織織織織及及及及びびびび運営運営運営運営のののの合理化合理化合理化合理化にににに資資資資すすすすることをることをることをることを

目目目目的的的的にににに以下以下以下以下のののの業業業業務務務務等等等等をををを地地地地方方方方公共団公共団公共団公共団体体体体からからからから郵便郵便郵便郵便局局局局

にににに委託委託委託委託すすすすることができるることができるることができるることができるよよよようになうになうになうになっっっったたたた    

①①①①住住住住民民民民票票票票のののの写写写写しししし、、、、②②②②印鑑登録印鑑登録印鑑登録印鑑登録証証証証明書明書明書明書、、、、③③③③戸戸戸戸籍謄籍謄籍謄籍謄

抄抄抄抄本本本本、、、、④④④④納税納税納税納税証証証証明書明書明書明書    

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、、、、市民部市民部市民部市民部のののの窓窓窓窓口口口口はこれらのはこれらのはこれらのはこれらの交交交交付付付付

をををを受受受受けるけるけるけるべべべべくくくく市民市民市民市民でででで絶絶絶絶ええええずずずず混雑混雑混雑混雑しているしているしているしている。。。。特特特特にににに

３３３３、、、、４４４４月月月月のののの繁繁繁繁忙期忙期忙期忙期にはにはにはには、、、、市市市市役役役役所周辺所周辺所周辺所周辺のののの交通交通交通交通のののの混乱混乱混乱混乱

をををを招招招招くくくくほどほどほどほどのののの状況状況状況状況であるであるであるである。。。。本本本本庁庁庁庁舎舎舎舎のののの限限限限られたられたられたられた駐車駐車駐車駐車

ススススペペペペースースースースななななどどどどをををを考考考考えたえたえたえた場合場合場合場合、、、、市民市民市民市民のののの利利利利便性便性便性便性をををを考慮考慮考慮考慮

してしてしてして、、、、これらのこれらのこれらのこれらの窓窓窓窓口業口業口業口業務務務務等等等等についてについてについてについて郵便郵便郵便郵便局局局局にににに委託委託委託委託

すすすす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、、、、以下以下以下以下についてについてについてについて見解見解見解見解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    

((((１１１１))))    費用費用費用費用負負負負担担担担ははははどどどどううううななななっっっっているかているかているかているか    

    

    

((((２２２２))))    課題及課題及課題及課題及びびびび懸念懸念懸念懸念されるされるされるされる事項事項事項事項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９９９９月月月月 13131313 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))))    本市本市本市本市のののの学学学学童童童童保保保保育育育育をををを実施実施実施実施しているしているしているしている施設施設施設施設ははははどどどど

れくらいあるかれくらいあるかれくらいあるかれくらいあるか    

    

    

((((２２２２))))    利用利用利用利用しているしているしているしている児童児童児童児童はははは何人何人何人何人かかかか    

    

    

((((３３３３))))    施設施設施設施設のののの運営運営運営運営ははははどどどどののののよよよようにうにうにうに行行行行っっっっているかているかているかているか。。。。まままま

たたたた、、、、運運運運営営営営費費費費ははははどどどどうなうなうなうなっっっっているかているかているかているか    

    

    

((((４４４４))))    本市本市本市本市としてとしてとしてとして今今今今後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみはははは    

    

    

    

    

((((１１１１))))    県県県県民体育民体育民体育民体育大大大大会会会会（（（（陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技））））へへへへのののの競技競技競技競技者者者者のののの派派派派

遣遣遣遣ははははどどどどののののよよよようにしてうにしてうにしてうにして行行行行われるのかわれるのかわれるのかわれるのか。。。。またまたまたまた、、、、過過過過

去去去去５５５５年間年間年間年間のののの参加者参加者参加者参加者はははは    

    

    

((((２２２２))))    県県県県民体育民体育民体育民体育大大大大会会会会((((陸上競技陸上競技陸上競技陸上競技))))のののの過去過去過去過去５５５５年年年年のののの那那那那

覇市覇市覇市覇市のののの成績成績成績成績はははは    

    

    

((((３３３３))))    県県県県民体育民体育民体育民体育大大大大会会会会へへへへのののの派派派派遣遣遣遣費用費用費用費用ははははどどどどののののよよよようにうにうにうに

ななななっっっっているかているかているかているか    

８８８８    渡渡渡渡久久久久地地地地    政政政政    作作作作    

（（（（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    学学学学童童童童保保保保育育育育にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    県県県県民体育民体育民体育民体育大大大大

会会会会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、、、、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（（（（１１１１日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 19191919 年年年年９９９９月月月月 13131313 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    

    真真真真地地地地久久久久茂茂茂茂地線地線地線地線((((開開開開南工区南工区南工区南工区))))事事事事業業業業についてについてについてについて    

    県道県道県道県道 222222222222号線号線号線号線のののの拡拡拡拡張整備事張整備事張整備事張整備事業業業業がががが始始始始まるがまるがまるがまるが、、、、市市市市とととと

してもましてもましてもましてもまちづちづちづちづくりのくりのくりのくりの大大大大きなきなきなきな根幹根幹根幹根幹をなをなをなをなすすすすものであものであものであものであ

りりりり、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はははは県県県県にににに対対対対しししし、、、、要要要要望望望望、、、、提提提提言言言言、、、、事事事事業業業業計画計画計画計画のののの

調整調整調整調整ももももすべすべすべすべきだときだときだときだと思思思思うううう。。。。特特特特にににに、、、、次次次次のののの事項事項事項事項についてについてについてについて

もももも提提提提言言言言、、、、調整調整調整調整したかしたかしたかしたか伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    商店街商店街商店街商店街としてのとしてのとしてのとしての活性活性活性活性化化化化にににに欠欠欠欠かせないかせないかせないかせない車車車車寄寄寄寄

せせせせ、、、、駐駐駐駐停停停停車場車場車場車場のののの確保確保確保確保    

    

    

((((２２２２))))    電電電電線線線線のののの地中化地中化地中化地中化    

    

    

((((３３３３))))    街街街街路路路路樹樹樹樹のののの選選選選定定定定    

    

    

((((４４４４))))    中中中中心心心心市市市市街街街街地地地地にににに相相相相応応応応しいにしいにしいにしいにぎぎぎぎわいわいわいわい、、、、イイイイベベベベントントントント

広広広広場場場場((((ポポポポケケケケットットットットパパパパークークークーク))))のののの確保確保確保確保    

    

    

((((５５５５))))    本事本事本事本事業業業業をををを進進進進めるにあためるにあためるにあためるにあたっっっってのてのてのての物件物件物件物件、、、、営営営営業業業業等等等等

のののの適正補償適正補償適正補償適正補償問題等問題等問題等問題等    

    

    

    

    

    漫湖漫湖漫湖漫湖公公公公園園園園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    

((((１１１１))))    古古古古波波波波蔵蔵蔵蔵側側側側ジョギジョギジョギジョギングングングングココココースースースース周辺周辺周辺周辺のののの眺望眺望眺望眺望をををを

ももももっっっっとととと良良良良くくくくすすすすることはできないかることはできないかることはできないかることはできないか    

    

    

((((２２２２))))    公公公公園園園園ベベベベンンンンチチチチ等等等等でででで寝泊寝泊寝泊寝泊すすすするるるる浮浪浮浪浮浪浮浪者者者者をををを排除排除排除排除でででで

きないかきないかきないかきないか    

９９９９    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    都都都都市計画行市計画行市計画行市計画行

政政政政についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    公公公公園園園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    

    

    
【【【【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        
 


