
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（（（（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 14141414 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    

１１１１    古古古古    堅堅堅堅    茂茂茂茂    治治治治    

（（（（日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党））））    

１１１１    公共事業公共事業公共事業公共事業のののの

入札契約入札契約入札契約入札契約につにつにつにつ

いていていていて        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    税金税金税金税金でででで行行行行われるわれるわれるわれる公共事業公共事業公共事業公共事業とそのとそのとそのとその財源財源財源財源をををを特特特特

定定定定のののの人物人物人物人物・・・・業者業者業者業者とととと結結結結んでんでんでんで食食食食いものにするいものにするいものにするいものにする官製官製官製官製

談合談合談合談合、、、、そしてそしてそしてそして落札率落札率落札率落札率のののの高止高止高止高止まりまりまりまり、、、、贈収賄事件贈収賄事件贈収賄事件贈収賄事件、、、、

「「「「政治政治政治政治ととととカネカネカネカネ」」」」のののの問題問題問題問題にににに国民国民国民国民のののの怒怒怒怒りとりとりとりと批判批判批判批判がががが

噴出噴出噴出噴出しししし、、、、行政行政行政行政へのへのへのへの信頼信頼信頼信頼がががが大大大大きくきくきくきく揺揺揺揺ららららいいいいでいでいでいでい

るるるる。。。。認識認識認識認識をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    全国市民全国市民全国市民全国市民オンブズマンオンブズマンオンブズマンオンブズマン連絡会議連絡会議連絡会議連絡会議、、、、日本弁護日本弁護日本弁護日本弁護

士会士会士会士会、、、、公正取引委員会委員長公正取引委員会委員長公正取引委員会委員長公正取引委員会委員長はははは、、、、談合談合談合談合によるによるによるによる

落札率落札率落札率落札率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指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている    

かかかか    

    

    

((((３３３３))))    市市市市のののの公共工事公共工事公共工事公共工事のののの今年度今年度今年度今年度、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度のののの入札件入札件入札件入札件

数数数数、、、、落札金額落札金額落札金額落札金額、、、、平均落札率平均落札率平均落札率平均落札率をををを問問問問うううう    

    

    

((((４４４４))))    中立公正中立公正中立公正中立公正なななな立場立場立場立場でででで、、、、客観的客観的客観的客観的にににに入札入札入札入札・・・・契約契約契約契約にににに

ついてのついてのついてのついての意見意見意見意見・・・・具申具申具申具申、、、、透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保、、、、競争性競争性競争性競争性

のののの向上向上向上向上、、、、不正行為不正行為不正行為不正行為のののの排除排除排除排除、、、、適正適正適正適正なななな施工施工施工施工にににに資資資資すすすす

るためにるためにるためにるために第三者第三者第三者第三者によるによるによるによる入札監視委員会入札監視委員会入札監視委員会入札監視委員会のののの設設設設

置置置置、、、、談合情報談合情報談合情報談合情報のののの 24242424 時間受付可能時間受付可能時間受付可能時間受付可能なななな通報窓口通報窓口通報窓口通報窓口

のののの設置設置設置設置、、、、職員職員職員職員がががが弁護士弁護士弁護士弁護士とととと相談相談相談相談しししし違法行為違法行為違法行為違法行為をををを通通通通

知知知知できるできるできるできる公益通報制度公益通報制度公益通報制度公益通報制度のののの整備整備整備整備についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

((((５５５５))))    自治体自治体自治体自治体ののののトップトップトップトップやややや幹部幹部幹部幹部、ＯＢ、、ＯＢ、、ＯＢ、、ＯＢ、議員議員議員議員、、、、業者業者業者業者

らからのらからのらからのらからの職員職員職員職員へのへのへのへの不正不正不正不正なななな働働働働きかけきかけきかけきかけをををを防止防止防止防止すすすす

るためにるためにるためにるために「「「「口利口利口利口利きききき」」」」をををを記録記録記録記録するするするする制度制度制度制度をををを設設設設けてけてけてけて

いるいるいるいる自治体自治体自治体自治体がががが都道府県都道府県都道府県都道府県とととと県庁所在市県庁所在市県庁所在市県庁所在市などなどなどなどのののの

全国全国全国全国 119119119119 自治体自治体自治体自治体のうちのうちのうちのうち約約約約４４４４分分分分のののの１１１１にあたるにあたるにあたるにあたる

31313131 自治体自治体自治体自治体にににに増増増増えているえているえているえている（（（（朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社朝日新聞社 07070707 年年年年１１１１

月月月月調査調査調査調査）。）。）。）。公公公公共事業共事業共事業共事業のののの執行執行執行執行、、、、市市市市のののの仕事仕事仕事仕事にににに対対対対すすすす

るるるる市民市民市民市民のののの信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るためにもるためにもるためにもるためにも今年度中今年度中今年度中今年度中にににに制制制制

定定定定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    

 



    

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))))    全国学力全国学力全国学力全国学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査のののの公公公公表表表表はははは、、、、生徒生徒生徒生徒・・・・    

児童児童児童児童間間間間、、、、学学学学校校校校間間間間、、、、地域地域地域地域間間間間のののの序列化序列化序列化序列化、、、、格差拡格差拡格差拡格差拡大大大大    

につながるにつながるにつながるにつながる。。。。国会国会国会国会ににににおおおおけるけるけるける首首首首相相相相やややや文科文科文科文科大大大大臣臣臣臣のののの    

答弁答弁答弁答弁、、、、政府政府政府政府のののの指指指指導導導導にににに沿沿沿沿いいいい、、、、学学学学校単校単校単校単位位位位はははは非非非非公公公公開開開開    

にすべきであるにすべきであるにすべきであるにすべきである。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう    

学力学力学力学力・・・・学習状況調査学習状況調査学習状況調査学習状況調査はははは、、、、様様様様々々々々なななな私生活私生活私生活私生活ににににかかかか

かかかかわるわるわるわる調査調査調査調査があるがあるがあるがある。。。。日本弁護士会日本弁護士会日本弁護士会日本弁護士会などはなどはなどはなどは、、、、児児児児

童生徒童生徒童生徒童生徒やそのやそのやそのやその保護者保護者保護者保護者ののののププププライバシーライバシーライバシーライバシー権権権権をををを侵侵侵侵

害害害害するするするする疑疑疑疑いがいがいがいが極極極極めてめてめてめて強強強強いいいいののののみみみみならならならならずずずず、、、、行政行政行政行政機機機機

関関関関等個等個等個等個人情報人情報人情報人情報保護法保護法保護法保護法にもにもにもにも違違違違反反反反するとするとするとすると断断断断じじじじてててて

いるいるいるいる。。。。見見見見解解解解をををを問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    那覇那覇那覇那覇市市市市のののの教教教教職員職員職員職員のののの病気療養病気療養病気療養病気療養３３３３カカカカ月月月月未満未満未満未満のののの

病気休暇病気休暇病気休暇病気休暇のののの実態実態実態実態ととととこころこころこころこころのののの病病病病者数者数者数者数。。。。こころこころこころこころのののの

病病病病はははは、、、、長時間長時間長時間長時間勤務勤務勤務勤務、、、、45454545 分分分分休暇休暇休暇休暇がががが取取取取れないれないれないれない、、、、仕仕仕仕

事事事事のののの自自自自宅持宅持宅持宅持ちちちち帰帰帰帰りなどりなどりなどりなど多忙多忙多忙多忙がががが要要要要因因因因ではないではないではないではない

かかかか    

    

    

((((３３３３))))    定数定数定数定数内内内内でででで任用任用任用任用さささされているれているれているれている臨臨臨臨時時時時教諭教諭教諭教諭数数数数をををを問問問問

うううう。。。。定数定数定数定数内臨内臨内臨内臨時時時時教諭教諭教諭教諭はははは、、、、子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの教育権教育権教育権教育権・・・・

学習学習学習学習権権権権をををを安安安安定的定的定的定的・・・・効果効果効果効果的的的的にににに保保保保障障障障するするするする立場立場立場立場かかかか

らららら、、、、県県県県にににに対対対対してしてしてして本本本本務教諭務教諭務教諭務教諭としてとしてとしてとして採用採用採用採用しししし配配配配置置置置すすすす

るようるようるようるよう求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか    

    

    

    

    

    

延延延延長長長長検討検討検討検討委員会委員会委員会委員会でででで最終案決最終案決最終案決最終案決定定定定後後後後ののののスケジュースケジュースケジュースケジュー

ルルルルとととと課課課課題題題題をををを問問問問うううう    

     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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    モノレールモノレールモノレールモノレール

延延延延長長長長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、、、、関係関係関係関係部長部長部長部長    

 



    個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 19191919 年年年年９９９９月月月月 14141414 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    

２２２２    山山山山    内内内内    盛盛盛盛    三三三三    

（（（（自民自民自民自民・・・・無無無無所所所所属属属属

連合連合連合連合））））    

学学学学校教育校教育校教育校教育行政行政行政行政

についてについてについてについて    

((((１１１１))))    学学学学校給校給校給校給食食食食セセセセンンンンターターターターについてについてについてについて    

    ①①①①    病原病原病原病原性大性大性大性大腸菌腸菌腸菌腸菌ＯＯＯＯ157157157157のののの汚染汚染汚染汚染源源源源のののの特定特定特定特定とととと対対対対策策策策

についてについてについてについて    

    

    ②②②②    県県県県内内内内ににににおおおおいていていていてＯＯＯＯ157157157157発発発発症患症患症患症患者者者者のののの状況状況状況状況についについについについ

てててて    

    

    ③③③③    セセセセンンンンターターターター移転移転移転移転ののののメドメドメドメド及及及及びびびび運営形態運営形態運営形態運営形態とととと財政財政財政財政

状況状況状況状況についてについてについてについて    

    

    

    

((((２２２２))))    全国学力全国学力全国学力全国学力テステステステストトトトについてについてについてについて    

    ①①①①    テステステステストトトト概概概概要要要要、、、、経緯経緯経緯経緯、、、、意意意意義義義義についてについてについてについて    

    

    ②②②②    43434343年年年年ぶぶぶぶりにりにりにりに全員調査全員調査全員調査全員調査をををを復活復活復活復活させさせさせさせたたたた要要要要因因因因につにつにつにつ

いていていていて    

    

    ③③③③    結結結結果果果果公公公公表表表表のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて    

    

    

    

((((３３３３))))    イイイインンンンターターターターンンンンシシシシップップップップ職場体職場体職場体職場体験験験験学習学習学習学習についてについてについてについて    

    ①①①①    職職職職域域域域、、、、業業業業種種種種についについについについてててて    

    

    ②②②②    実実実実施状況施状況施状況施状況についてについてについてについて    

    

    ③③③③    評価評価評価評価とととと職場職場職場職場へのへのへのへのフォローフォローフォローフォローについてについてについてについて    

    

    

    

((((４４４４))))    分分分分校教育校教育校教育校教育についてについてについてについて    

    ①①①①    分分分分校校校校のののの定定定定義義義義    

    

    ②②②②    分分分分校校校校のののの実態実態実態実態とととと規模規模規模規模    

    

    ③③③③    本本本本校校校校とのとのとのとの教育教育教育教育連連連連携携携携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    

((((５５５５))))    学学学学校周辺校周辺校周辺校周辺のののの治治治治安安安安についてについてについてについて    

    ①①①①    不不不不審火審火審火審火やややや放火放火放火放火のののの発発発発生生生生状況状況状況状況についてについてについてについて    

            特特特特にににに中学中学中学中学校校校校クラクラクラクラブブブブ部部部部室室室室へのへのへのへの放火放火放火放火についてについてについてについて    

    

    ②②②②    連連連連続続続続してしてしてして発発発発生生生生したしたしたしたこここことへのとへのとへのとへの対対対対策策策策についてについてについてについて    

    

    

    

((((６６６６))))    生徒生徒生徒生徒のののの健健健健全全全全育成育成育成育成についてについてについてについて    

    ①①①①    非非非非行事行事行事行事実実実実でのでのでのでの補導実態補導実態補導実態補導実態についてについてについてについて    

    

    ②②②②    対対対対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、、、、関係関係関係関係部長部長部長部長    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 19191919 年年年年９９９９月月月月 14141414 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))))    本市本市本市本市のののの現現現現状状状状とととと課課課課題題題題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

        ①①①①    過去過去過去過去３３３３年間年間年間年間のののの相談件数相談件数相談件数相談件数    

    

        ②②②②    各各各各施設施設施設施設ににににおおおおけるけるけるける入所数入所数入所数入所数    

    

        ③③③③    待機児童待機児童待機児童待機児童数数数数    

    

    

((((２２２２))))    関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連連連連携等携等携等携等はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っっっってててて

いるのかいるのかいるのかいるのか    

    

    

((((３３３３))))    里親里親里親里親制度制度制度制度のののの概概概概要要要要とととと活用活用活用活用状況状況状況状況    

    

    

    

    

((((１１１１))))    今今今今回回回回のののの一一一一部法部法部法部法改改改改正正正正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伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市としてどうとしてどうとしてどうとしてどう取取取取りりりり組組組組むむむむのかのかのかのか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    第第第第２２２２次那覇次那覇次那覇次那覇市市市市男女男女男女男女共共共共同参画計画同参画計画同参画計画同参画計画についてについてについてについて    

            評価評価評価評価とととと課課課課題題題題点点点点をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    第第第第３３３３次那覇次那覇次那覇次那覇市市市市男女男女男女男女共共共共同参画計画同参画計画同参画計画同参画計画についてについてについてについて    

        ①①①①    策策策策定定定定にににに向向向向けてのけてのけてのけてのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールをををを伺伺伺伺うううう    

    

        ②②②②    提提提提言言言言をどのようにをどのようにをどのようにをどのように活活活活かしていくのかかしていくのかかしていくのかかしていくのか    

３３３３    大大大大    浜浜浜浜    美早江美早江美早江美早江    

（（（（公公公公    明明明明    党党党党））））    

１１１１    要保護要保護要保護要保護児童児童児童児童

対対対対策策策策についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    ＤＶＤＶＤＶＤＶ防止対防止対防止対防止対

策策策策についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

３３３３    男女男女男女男女共共共共同参同参同参同参

画画画画についてについてについてについて    

    
【【【【答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる者者者者】】】】    

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

 



    個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 19191919 年年年年９９９９月月月月 11114444 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月月月月11111111日日日日のののの大大大大雨災害雨災害雨災害雨災害からからからから    

((((１１１１))))    長長長長田田田田２２２２丁目丁目丁目丁目ののののマンマンマンマンショショショションンンン建建建建設設設設現現現現場場場場でのでのでのでの土土土土

砂崩砂崩砂崩砂崩れれれれ問題問題問題問題はははは、、、、急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜崩壊危険箇崩壊危険箇崩壊危険箇崩壊危険箇所所所所のののの開開開開発行発行発行発行

為為為為にににに原因原因原因原因があるのではないかがあるのではないかがあるのではないかがあるのではないか。。。。県県県県とととと市市市市のののの対対対対応応応応

をををを問問問問うううう    

    

((((２２２２))))    南南南南部部部部医療医療医療医療セセセセンンンンターターターター前前前前のののの環環環環状状状状２２２２号線号線号線号線をををを横断横断横断横断

するするするする排排排排水路水路水路水路がががが氾濫氾濫氾濫氾濫したしたしたした。。。。以前以前以前以前にもにもにもにも改善改善改善改善をををを求求求求

めめめめ、、、、今今今今回回回回もももも現現現現場場場場でででで対対対対応応応応をををを指摘指摘指摘指摘したがしたがしたがしたが、、、、そのそのそのその後後後後

のののの対対対対応応応応とととと対対対対策策策策をををを問問問問うううう    

    

((((３３３３))))    真和志真和志真和志真和志高高高高校下校下校下校下のののの地地地地すべりすべりすべりすべり工事工事工事工事ににににおおおおいていていていて、、、、最最最最

終終終終的的的的なななな排排排排水路水路水路水路工事工事工事工事がががが行行行行われてわれてわれてわれておおおおららららずずずず、、、、大大大大雨雨雨雨のののの

たたたたびびびびにににに住住住住民民民民のののの不不不不安安安安をををを大大大大きくしているきくしているきくしているきくしている。。。。県県県県とととと協協協協

力力力力してしてしてして早急早急早急早急にににに対対対対策策策策をとるべきではないかをとるべきではないかをとるべきではないかをとるべきではないか    

    

中中中中庭庭庭庭のののの駐車駐車駐車駐車場場場場をををを廃廃廃廃止止止止したしたしたした理由理由理由理由とととと、、、、車車車車でしかでしかでしかでしか利利利利用用用用

できないできないできないできない市民市民市民市民へのへのへのへの対対対対応応応応をををを問問問問うううう。。。。またまたまたまた、、、、夜夜夜夜間間間間やややや道具道具道具道具

をををを使使使使ううううサークルサークルサークルサークルなどへなどへなどへなどへ配慮配慮配慮配慮しししし駐車駐車駐車駐車場場場場をををを周辺周辺周辺周辺にににに確確確確

保保保保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    

    

    

((((１１１１))))    第第第第一一一一牧志牧志牧志牧志公設市場公設市場公設市場公設市場はははは本市本市本市本市のののの歴史歴史歴史歴史のののの中中中中でででで、、、、どどどど

のようなのようなのようなのような役割役割役割役割をををを果果果果たしてきたかたしてきたかたしてきたかたしてきたか    

    

((((２２２２))))    空空空空きききき小小小小間間間間のののの数数数数はははは幾幾幾幾つつつつあるのかあるのかあるのかあるのか    

    

((((３３３３))))    小小小小間間間間のののの「「「「使用権使用権使用権使用権をををを継継継継承承承承させさせさせさせないないないない」」」」というというというというここここ

とはとはとはとは、、、、本市本市本市本市のののの中中中中小小小小企企企企業業業業育成育成育成育成のののの方針方針方針方針にににに反反反反するのするのするのするの

ではないかではないかではないかではないか。。。。継継継継承承承承できるようにすべきではなできるようにすべきではなできるようにすべきではなできるようにすべきではな

いかいかいかいか    

    

((((４４４４))))    ささささままままざざざざまなまなまなまな理由理由理由理由でででで賃貸料賃貸料賃貸料賃貸料をををを滞納滞納滞納滞納していてしていてしていてしていて

もももも、、、、現現現現にそれでにそれでにそれでにそれで生計生計生計生計をををを立立立立てているてているてているてている業者業者業者業者をををを追追追追いいいい

出出出出すのではなくすのではなくすのではなくすのではなく、、、、使用使用使用使用条例条例条例条例のののの弾弾弾弾力的力的力的力的なななな運用運用運用運用とととと

小小小小口口口口融融融融資資資資などなどなどなど、、、、零細零細零細零細業者業者業者業者をををを保護保護保護保護・・・・育成育成育成育成するするするするここここ

ととととここここそやるべきそやるべきそやるべきそやるべきこここことではないかとではないかとではないかとではないか    

４４４４    我如我如我如我如古古古古    一一一一    郎郎郎郎    

（（（（日本共産党日本共産党日本共産党日本共産党））））    

１１１１    防防防防災災災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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    繁繁繁繁多多多多川川川川公民公民公民公民

館館館館・・・・図書館図書館図書館図書館のののの

駐車駐車駐車駐車場問題場問題場問題場問題にににに

ついてついてついてついて    

    

    

３３３３    第第第第一一一一牧志牧志牧志牧志公公公公

設市場設市場設市場設市場のののの運営運営運営運営

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、、、、関係関係関係関係部長部長部長部長    

    



    個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 19191919 年年年年９９９９月月月月 14141414 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    

    第第第第8888回回回回全国全国全国全国児童児童児童児童館館館館・・・・児童児童児童児童クラクラクラクラブブブブ沖縄沖縄沖縄沖縄大会大会大会大会ががががＨＨＨＨ19191919

年年年年11111111月月月月3333日日日日、、、、4444日日日日（（（（２２２２日間日間日間日間））））行行行行われわれわれわれ、、、、県県県県外外外外からからからから200200200200

名名名名参参参参加加加加してのしてのしてのしての、、、、本市本市本市本市でででで開開開開催催催催さささされれれれるるるる。。。。大会大会大会大会等等等等へのへのへのへの支支支支

援援援援策策策策とととと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伺伺伺伺うううう    

    

    

児童児童児童児童クラクラクラクラブブブブにににに通通通通うううう障害児障害児障害児障害児へへへへ配慮配慮配慮配慮したしたしたした施設整備施設整備施設整備施設整備

についてについてについてについて    

    

    

((((１１１１))))    全国的全国的全国的全国的にににに温温温温度上度上度上度上昇昇昇昇についてはについてはについてはについては、、、、異常異常異常異常気気気気象象象象とととと

してしてしてして地地地地球温暖球温暖球温暖球温暖化化化化のののの影響影響影響影響ともともともとも言言言言われているがわれているがわれているがわれているが、、、、県県県県

内内内内「「「「熱熱熱熱中中中中症症症症」」」」のののの発発発発生生生生件数件数件数件数及及及及びびびび死亡死亡死亡死亡数数数数とととと予予予予防対防対防対防対策策策策

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))))    10101010 月月月月はははは運運運運動動動動会会会会シーシーシーシーズンズンズンズンとなるがとなるがとなるがとなるが、、、、小小小小中学中学中学中学校校校校

ににににおおおおいてのいてのいてのいての「「「「熱熱熱熱中中中中症症症症」」」」のののの予予予予防防防防についてについてについてについて又又又又、、、、中中中中

学学学学校校校校でのでのでのでの部部部部活活活活動動動動へのへのへのへの指指指指導導導導についてについてについてについて    

    

    

那覇那覇那覇那覇市立市立市立市立病病病病院院院院へのへのへのへのＥＳＣＥＳＣＥＳＣＥＳＣＯＯＯＯ事業事業事業事業導導導導入入入入についてについてについてについて

伺伺伺伺うううう    

    

    

    

石嶺福祉石嶺福祉石嶺福祉石嶺福祉セセセセンンンンターターターター線線線線へのへのへのへの道道道道路路路路整備整備整備整備のののの進捗進捗進捗進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    

    

    

    

石嶺石嶺石嶺石嶺小小小小学学学学校校校校のののの石嶺福祉石嶺福祉石嶺福祉石嶺福祉セセセセンンンンターターターター線線線線のののの道道道道路路路路整備整備整備整備

にににに伴伴伴伴いいいい正正正正門門門門のののの位置位置位置位置変更変更変更変更についてについてについてについて    

    

    

    

石嶺石嶺石嶺石嶺小小小小学学学学校前校前校前校前のののの横断横断横断横断歩歩歩歩道道道道とととと信信信信号号号号設置設置設置設置（（（（押押押押ししししボボボボタタタタ

ンンンン式式式式））））についてについてについてについて    

５５５５    大大大大    浜浜浜浜    安安安安    史史史史    

（（（（公公公公    明明明明    党党党党））））    

１１１１    第第第第 8888 回回回回全国全国全国全国

児童児童児童児童館館館館・・・・児童児童児童児童

クラクラクラクラブブブブ沖縄沖縄沖縄沖縄大大大大

会会会会についてについてについてについて    

    

    

２２２２    児童児童児童児童クラクラクラクラブブブブ

についてについてについてについて    

    

    

３３３３    「「「「熱熱熱熱中中中中症症症症」」」」

予予予予防防防防についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    ＥＳＣＥＳＣＥＳＣＥＳＣＯＯＯＯ事事事事

業業業業についてについてについてについて    

    

    

    

５５５５    道道道道路路路路行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

６６６６    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    

    

    

    

７７７７    交交交交通行政通行政通行政通行政にににに

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、、、、関関関関係係係係部長部長部長部長    

 



    個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 19191919 年年年年９９９９月月月月 14141414 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    

６６６６    多和田多和田多和田多和田    栄栄栄栄    子子子子    

（（（（社社連合社社連合社社連合社社連合））））    

１１１１    那覇那覇那覇那覇市立市立市立市立病病病病

院院院院のののの地地地地方独方独方独方独立立立立

行政法人行政法人行政法人行政法人化化化化にににに

ついてついてついてついて    

((((１１１１))))    ここここれまでれまでれまでれまで、、、、入入入入院院院院ににににおおおおけるけるけるける診診診診療療療療報報報報酬酬酬酬はははは看看看看護護護護師師師師

のののの人数人数人数人数をををを基準基準基準基準としてとしてとしてとしておおおおりりりり、、、、看看看看護護護護師師師師がががが多多多多けれけれけれければばばば

診診診診療療療療報報報報酬酬酬酬がががが増増増増えるえるえるえる仕仕仕仕組組組組みみみみとなとなとなとなっっっっているているているている。。。。市立市立市立市立

病病病病院院院院のののの「「「「独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人化化化化」」」」はははは、「、「、「、「７７７７：：：：１１１１」」」」のののの

看看看看護護護護師師師師配配配配置置置置基準基準基準基準をををを導導導導入入入入しししし、、、、診診診診療療療療報報報報酬酬酬酬をををを増増増増やしやしやしやし

たいというのがたいというのがたいというのがたいというのが根拠根拠根拠根拠となとなとなとなっっっっているているているている    

厚厚厚厚生生生生労労労労働働働働省省省省はははは、、、、入入入入院院院院ににににおおおおけるけるけるける診診診診療療療療報報報報酬酬酬酬をををを見見見見

直直直直しししし、、、、患患患患者者者者のののの症症症症状状状状にににに応応応応じじじじたたたた「「「「要要要要看看看看護護護護度度度度」」」」といといといとい

うううう新新新新しいしいしいしい基準基準基準基準をををを策策策策定定定定するとするとするとすると報報報報じじじじられているられているられているられている    

    要要要要看看看看護度護度護度護度がががが低低低低いいいい患患患患者者者者がががが多多多多けれけれけれければばばば看看看看護護護護師師師師がががが

多多多多くてもくてもくてもくても診診診診療療療療報報報報酬酬酬酬はははは下下下下がるがるがるがる結結結結果果果果となるとなるとなるとなる。。。。そそそそここここ

でででで次次次次ののののこここことについてとについてとについてとについて見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

①①①①    「「「「要要要要看看看看護度護度護度護度」」」」導導導導入入入入についてについてについてについて、、、、情報情報情報情報はははは得得得得てててて

いたのかいたのかいたのかいたのか。。。。いついついついつ頃把握頃把握頃把握頃把握したのかしたのかしたのかしたのか    

    

②②②②    ｢｢｢｢要要要要看看看看護度護度護度護度｣｣｣｣導導導導入入入入によりによりによりにより「「「「収収収収支支支支５５５５カカカカ年年年年計計計計

画画画画」」」」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    

    

③③③③    ｢｢｢｢要要要要看看看看護度護度護度護度｣｣｣｣導導導導入入入入によりによりによりにより「「「「７７７７：：：：１１１１」」」」看看看看護護護護師師師師

配配配配置置置置のののの見見見見直直直直しもあるのかしもあるのかしもあるのかしもあるのか    

    

④④④④    平平平平成成成成20202020年度年度年度年度のののの看看看看護護護護師師師師のののの採用採用採用採用予予予予定定定定のののの合合合合格格格格

通知者通知者通知者通知者はははは何何何何人人人人かかかか    

    

    

    

((((２２２２))))    評価評価評価評価委員会委員会委員会委員会のののの条例条例条例条例制定制定制定制定がががが提案提案提案提案さささされているれているれているれている。。。。

そのそのそのその選考基準選考基準選考基準選考基準はははは何何何何をををを根拠根拠根拠根拠にににに選考選考選考選考さささされるのかれるのかれるのかれるのか    

    

    

    

((((３３３３))))    債債債債務務務務超超超超過過過過したしたしたした場合場合場合場合、、、、職員職員職員職員解解解解雇雇雇雇のののの責責責責任任任任はどうはどうはどうはどう

なるのかなるのかなるのかなるのか    

    

    

    

((((４４４４))))    医療医療医療医療制度制度制度制度はめまはめまはめまはめまぐぐぐぐるしいるしいるしいるしい勢勢勢勢いでいでいでいで見見見見直直直直さささされれれれ

ているているているている。。。。入入入入院費院費院費院費のののの抑抑抑抑制制制制がががが目目目目的的的的となとなとなとなっっっっているているているている    

            制度制度制度制度改改改改革革革革のののの推推推推移移移移をををを十十十十分分分分にににに見見見見守守守守っっっってててて慎重慎重慎重慎重にににに

対対対対応応応応すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、独独独独立行政法人立行政法人立行政法人立行政法人移移移移行行行行をををを

先送先送先送先送りするりするりするりす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        



    

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))))    市立市立市立市立幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園のののの短期短期短期短期・・・・中中中中期展望期展望期展望期展望についてについてについてについて当当当当局局局局

のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((２２２２))))    待機児童解待機児童解待機児童解待機児童解消消消消のためにのためにのためにのために幼幼幼幼稚園稚園稚園稚園のののの空空空空きききき教室教室教室教室

をををを利利利利用用用用してしてしてして保保保保育育育育園園園園のののの分分分分園園園園をををを検討検討検討検討しているとしているとしているとしていると

ののののここここととととだだだだがががが、、、、当当当当局局局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))))    子育子育子育子育てててて家家家家庭庭庭庭就労支援就労支援就労支援就労支援モモモモデデデデルルルル事業事業事業事業のののの進捗進捗進捗進捗状状状状

況況況況についてはどのようになについてはどのようになについてはどのようになについてはどのようになっっっっているのかているのかているのかているのか    

    

    

    

    

    市市市市としてどのようなとしてどのようなとしてどのようなとしてどのような調査調査調査調査をやをやをやをやっっっったのかたのかたのかたのか。。。。ささささらにらにらにらに

被被被被災災災災者者者者支援支援支援支援をどのようにをどのようにをどのようにをどのように進進進進めているのかめているのかめているのかめているのか伺伺伺伺うううう    

     ２２２２    就就就就学学学学前前前前保保保保育育育育

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    安里安里安里安里川川川川地域地域地域地域

のののの浸浸浸浸水水水水被被被被害害害害にににに

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、、、、病病病病院院院院事業事業事業事業管管管管理理理理者者者者、、、、    

        関係関係関係関係部長部長部長部長    

 



    個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 19191919 年年年年９９９９月月月月 14141414 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))))    旧河川旧河川旧河川旧河川のののの本市本市本市本市へのへのへのへの無無無無償譲渡償譲渡償譲渡償譲渡のののの進捗進捗進捗進捗状況状況状況状況    

    

    

((((２２２２))))    どのようなどのようなどのようなどのような跡跡跡跡地地地地利利利利用計画用計画用計画用計画になになにな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    

    

    

((((３３３３))))    地地地地元元元元のののの意見意見意見意見はどうかはどうかはどうかはどうか    

    

    

    

    

((((１１１１))))    私私私私道整備道整備道整備道整備補補補補助助助助制度制度制度制度のののの意意意意義義義義    

    

    

((((２２２２))))    本市本市本市本市内内内内道道道道路路路路のののの全長全長全長全長とととと公道公道公道公道とととと私私私私道道道道のののの割割割割合合合合    

    

    

((((３３３３))))    私私私私道道道道のののの整備率整備率整備率整備率    

    

    

((((４４４４))))    未未未未整備整備整備整備のののの私私私私道道道道のののの今今今今後後後後のののの考考考考ええええ方方方方    

    

    

    

    

識名識名識名識名１１１１丁目丁目丁目丁目24242424、、、、25252525、、、、22226666番番番番地地地地のののの下水下水下水下水道整備道整備道整備道整備のののの進捗進捗進捗進捗

状況状況状況状況    

７７７７    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））））    

１１１１    旧旧旧旧国場国場国場国場川河川河川河川河

川川川川（（（（仲井仲井仲井仲井真地真地真地真地

域域域域））））のののの跡跡跡跡地地地地利利利利

用用用用についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    私私私私道整備道整備道整備道整備にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    下水下水下水下水道整備道整備道整備道整備

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、、、、関係関係関係関係部長部長部長部長        
 



    個個個個人人人人質質質質問問問問（（（（２２２２日日日日目目目目））））    平平平平成成成成 19191919 年年年年９９９９月月月月 14141414 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    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    安里安里安里安里川川川川のののの氾氾氾氾

濫濫濫濫とととと防防防防災災災災行政行政行政行政

についてについてについてについて    

((((１１１１))))    去去去去るるるる８８８８月月月月11111111日日日日のののの大大大大雨雨雨雨によによによによっっっってててて発発発発生生生生したしたしたした安安安安

里里里里川川川川のののの氾濫氾濫氾濫氾濫についてについてについてについて、、、、災害災害災害災害発発発発生生生生時時時時のののの状況状況状況状況、、、、降降降降

雨雨雨雨量量量量及及及及びびびび本市本市本市本市がとがとがとがとっっっったたたた取取取取組組組組みみみみについてについてについてについて    

    

    

    

((((２２２２))))    県県県県とのとのとのとの連連連連携携携携についてについてについてについて    

①①①①    当日当日当日当日、、、、県県県県からからからから通報通報通報通報やややや情報情報情報情報提供等提供等提供等提供等はあはあはあはあっっっったたたた

のかのかのかのか    

    

        ②②②②    今年今年今年今年のののの４４４４月月月月のののの氾濫氾濫氾濫氾濫時時時時のののの降降降降雨雨雨雨量量量量とととと、、、、そのそのそのその際際際際

のののの本市本市本市本市のののの対対対対応応応応。。。。そのそのそのその氾濫氾濫氾濫氾濫をををを受受受受けてけてけてけて県県県県がががが委委委委託託託託

したしたしたした調査調査調査調査のののの報報報報告告告告書書書書をををを市市市市はははは受受受受けけけけ取取取取っっっっていたていたていたていた

のかのかのかのか。。。。またまたまたまた、、、、1991991991998888年年年年ののののモノレールモノレールモノレールモノレール建建建建設工事設工事設工事設工事

中中中中にににに発発発発生生生生したしたしたした浸浸浸浸水水水水についてもについてもについてもについても県県県県はははは調査調査調査調査をををを

行行行行っっっったがたがたがたが、、、、そのそのそのその時時時時のののの報報報報告書告書告書告書のののの内内内内容容容容についてについてについてについて

把握把握把握把握しているのかしているのかしているのかしているのか    

    

    

    

((((３３３３))))    過去過去過去過去のののの降降降降雨雨雨雨量量量量やそのやそのやそのやその際際際際のののの被被被被害害害害状況状況状況状況とととと今今今今回回回回            

のののの被被被被害害害害状況状況状況状況はははは何何何何がががが違違違違うのかうのかうのかうのか。。。。蔡温橋蔡温橋蔡温橋蔡温橋のののの改改改改修修修修工工工工

事事事事がががが氾濫氾濫氾濫氾濫のののの原因原因原因原因だだだだとととと指摘指摘指摘指摘するするするする声声声声がががが多多多多いがいがいがいが、、、、当当当当

局局局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。。。。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原因原因原因原因究究究究明明明明をををを

どのようにどのようにどのようにどのように行行行行っっっっていくのかていくのかていくのかていくのか    

    

    

    

((((４４４４))))    被被被被害実態害実態害実態害実態のののの調査調査調査調査はどのようにはどのようにはどのようにはどのように行行行行っっっったのかたのかたのかたのか。。。。

被被被被害内害内害内害内容容容容やややや被被被被害害害害額額額額のののの把握把握把握把握のためののためののためののための調査調査調査調査のののの実実実実

施施施施はははは必必必必要要要要ではないかではないかではないかではないか    

    

    

    

((((５５５５))))    蔡温橋蔡温橋蔡温橋蔡温橋周辺周辺周辺周辺のののの事業事業事業事業主主主主はははは多多多多大大大大なななな被被被被害害害害をををを受受受受けけけけ

たがたがたがたが、、、、本市本市本市本市のののの見見見見舞舞舞舞金制度金制度金制度金制度やややや融融融融資制度資制度資制度資制度をををを利利利利用用用用でででで

きないのかきないのかきないのかきないのか    

    

    



    

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    

((((６６６６))))    再再再再発防止発防止発防止発防止ににににむむむむけてけてけてけて    

        ①①①①    被被被被害害害害のあのあのあのあっっっったたたた地域地域地域地域のののの道道道道路建路建路建路建設設設設及及及及びびびび管管管管理理理理、、、、

都市都市都市都市計画計画計画計画にににに不備不備不備不備はなかはなかはなかはなかっっっったかたかたかたか。。。。またまたまたまた牧志牧志牧志牧志・・・・

安里安里安里安里再再再再開開開開発事業発事業発事業発事業進捗進捗進捗進捗にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響がががが

あるのかあるのかあるのかあるのか    

    

        ②②②②    再再再再発防止発防止発防止発防止ににににむむむむけてけてけてけて、、、、県県県県やそのやそのやそのやその他他他他のののの機関機関機関機関とととと

のののの連連連連携携携携にどのようなにどのようなにどのようなにどのような課課課課題題題題があるのかがあるのかがあるのかがあるのか    

    

    

    

((((１１１１))))    特特特特別支援別支援別支援別支援教育教育教育教育にににに関関関関するするするする平平平平成成成成19191919年年年年文文文文部部部部科科科科学学学学

省省省省のののの予算措予算措予算措予算措置置置置でででで、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市にににに交交交交付付付付さささされたれたれたれた額額額額はははは幾幾幾幾

らからからからか。。。。それによそれによそれによそれによっっっってててて、、、、何何何何人人人人ののののヘヘヘヘルルルルパパパパーーーーがががが配配配配置置置置

さささされるれるれるれるここここととなととなととなととなっっっったのかたのかたのかたのか    

    

    

    

((((２２２２))))    現現現現場場場場からからからから要要要要求求求求さささされているれているれているれている特特特特別支援別支援別支援別支援ヘヘヘヘルルルルパパパパ

ーーーーはははは何何何何人人人人なのかなのかなのかなのか。。。。それにそれにそれにそれに対対対対してしてしてして本市本市本市本市としてはとしてはとしてはとしては

何何何何人人人人配配配配置置置置しようとしようとしようとしようと計画計画計画計画しているのかしているのかしているのかしているのか    

    

    

    

((((３３３３))))    発発発発達達達達障害障害障害障害支援支援支援支援セセセセンンンンターターターターがががが設立設立設立設立さささされたがれたがれたがれたが、、、、ここここ

のようなのようなのようなのような外外外外部部部部機関機関機関機関とととと本市本市本市本市のののの間間間間でででで連連連連携携携携体制体制体制体制をををを

とるべきとるべきとるべきとるべきだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、連絡連絡連絡連絡協協協協議会議会議会議会などのなどのなどのなどの設立設立設立設立

はははは検討検討検討検討さささされているのかれているのかれているのかれているのか。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    特特特特別支援別支援別支援別支援教教教教

育育育育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、、、、上上上上下水下水下水下水道事業道事業道事業道事業管管管管理理理理者者者者、、、、

関係関係関係関係部長部長部長部長    

 


