
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（（（（４４４４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 11119999 日日日日（（（（水水水水））））    

※※※※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    

学校等学校等学校等学校等のののの現状現状現状現状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伺伺伺伺うううう。。。。公民館公民館公民館公民館やややや市市市市

民会館民会館民会館民会館、、、、そのそのそのその他他他他のののの指定場所指定場所指定場所指定場所についてもについてもについてもについても伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    浄水施設浄水施設浄水施設浄水施設やややや自家発電自家発電自家発電自家発電のののの設備設備設備設備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    

    

    

((((２２２２))))    備蓄倉庫及備蓄倉庫及備蓄倉庫及備蓄倉庫及びびびび備蓄内容備蓄内容備蓄内容備蓄内容    

    

    

((((３３３３))))    防災防災防災防災計画計画計画計画においてにおいてにおいてにおいて指定指定指定指定されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、どのどのどのどの部部部部

署署署署がががが改善策改善策改善策改善策をとるかをとるかをとるかをとるか。。。。経費等経費等経費等経費等をををを含含含含めてめてめてめて、、、、今後今後今後今後

のののの方針方針方針方針をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県においてにおいてにおいてにおいて認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園制度園制度園制度園制度のののの現状現状現状現状

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。。。。課題課題課題課題はははは何何何何かかかか    

    

    

((((２２２２))))    那覇市那覇市那覇市那覇市はははは幼保一元化幼保一元化幼保一元化幼保一元化としてとしてとしてとして行政組織行政組織行政組織行政組織をををを改改改改

編編編編したがしたがしたがしたが、、、、どういうどういうどういうどういう検討検討検討検討をしてきたかをしてきたかをしてきたかをしてきたか。。。。またまたまたまた

市立市立市立市立のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園とととと保育所保育所保育所保育所のありのありのありのあり方方方方とこのとこのとこのとこの制度制度制度制度

をどうをどうをどうをどう組組組組みみみみ込込込込んでいくのかんでいくのかんでいくのかんでいくのか説明説明説明説明せよせよせよせよ    

    

    

((((３３３３))))    財政措置財政措置財政措置財政措置についてについてについてについて、、、、どういうものがありどういうものがありどういうものがありどういうものがあり、、、、

どのようなどのようなどのようなどのような者者者者をををを補助対象補助対象補助対象補助対象としているかとしているかとしているかとしているか。。。。認定認定認定認定

基準基準基準基準はどうかはどうかはどうかはどうか説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる    

１１１１    座座座座    覇覇覇覇    政政政政    為為為為    

（（（（そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう））））    

１１１１    災害時災害時災害時災害時のののの避避避避

難場所指定難場所指定難場所指定難場所指定にににに

ついてついてついてついて    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    認定認定認定認定こどもこどもこどもこども

園園園園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、、、、教育長教育長教育長教育長、、、、上下水道事上下水道事上下水道事上下水道事業管理者業管理者業管理者業管理者、、、、

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（（（（４４４４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 19191919 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    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    交通弱者交通弱者交通弱者交通弱者へへへへ

のののの移送移送移送移送サービサービサービサービ

ススススについてについてについてについて    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    特定健診特定健診特定健診特定健診のののの

受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    解体工事解体工事解体工事解体工事のののの

アスベストアスベストアスベストアスベスト問問問問

題題題題についてについてについてについて    

「「「「福祉有償運送福祉有償運送福祉有償運送福祉有償運送」」」」はははは、、、、公共機関公共機関公共機関公共機関でのでのでのでの移動移動移動移動がががが困難困難困難困難

なななな障害者障害者障害者障害者やややや高齢者高齢者高齢者高齢者をををを有料有料有料有料でででで病院病院病院病院やややや余暇活動余暇活動余暇活動余暇活動のののの目目目目

的地的地的地的地へへへへ運送運送運送運送するするするするサービスサービスサービスサービスであるであるであるである    

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯなどのなどのなどのなどの団体団体団体団体がががが同事業同事業同事業同事業をををを運営運営運営運営するするするする場合場合場合場合にににに

はははは、、、、自治体自治体自治体自治体がががが設置設置設置設置するするするする「「「「運営運営運営運営協協協協議会議会議会議会」」」」のののの承認承認承認承認がががが義義義義

務付務付務付務付けられているけられているけられているけられている。。。。県内自治体県内自治体県内自治体県内自治体のののの設置状設置状設置状設置状況況況況をををを伺伺伺伺

うううう。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市はははは早期早期早期早期にににに「「「「運営協議会運営協議会運営協議会運営協議会」」」」をををを設置設置設置設置すすすすべべべべきききき

とととと考考考考ええええるがるがるがるが見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    来来来来年度年度年度年度からからからから始始始始まるまるまるまる「「「「特定健診特定健診特定健診特定健診・・・・特定保健指特定保健指特定保健指特定保健指

導導導導」」」」のののの受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上とととと内容内容内容内容充実充実充実充実のためにのためにのためにのために、、、、那覇那覇那覇那覇

市市市市はあらはあらはあらはあらゆゆゆゆるるるる施策施策施策施策をををを実実実実施施施施すすすすべべべべきであるきであるきであるきである。。。。①①①①日日日日

曜曜曜曜健診健診健診健診・・・・夜夜夜夜間健診間健診間健診間健診などのなどのなどのなどの受診機会受診機会受診機会受診機会をををを増増増増やすこやすこやすこやすこ

とととと、、、、②②②②中小零細企中小零細企中小零細企中小零細企業業業業むむむむけのけのけのけの出張出張出張出張健診健診健診健診、、、、③③③③結核結核結核結核

やがんやがんやがんやがん検診検診検診検診などとなどとなどとなどと合合合合わわわわせてせてせてせて実実実実施施施施することすることすることすること等等等等

をををを取取取取りりりり組組組組むべむべむべむべきであるきであるきであるきである。。。。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))))    那覇市那覇市那覇市那覇市のののの保健行政保健行政保健行政保健行政におけるにおけるにおけるにおける、、、、保健保健保健保健師師師師・・・・栄養栄養栄養栄養

管理管理管理管理士士士士のののの果果果果たすたすたすたす役割役割役割役割をををを伺伺伺伺うううう。「。「。「。「特定健診特定健診特定健診特定健診・・・・特特特特

定保健定保健定保健定保健指指指指導導導導」」」」のののの目目目目標標標標受診率受診率受診率受診率達達達達成成成成のためののためののためののための必必必必要要要要

定定定定数数数数はははは何人何人何人何人かかかか。。。。受診率向上受診率向上受診率向上受診率向上のためにものためにものためにものためにも専任専任専任専任保保保保    

健健健健師師師師・・・・栄養栄養栄養栄養管理管理管理管理士士士士をををを増員増員増員増員すすすすべべべべきであるきであるきであるきである 
    

    

    

    

解体工事解体工事解体工事解体工事がががが始始始始まっているまっているまっているまっている旧旧旧旧県立那覇病院及県立那覇病院及県立那覇病院及県立那覇病院及びびびび

自治会館自治会館自治会館自治会館にはにはにはには、、、、どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいのアスベストアスベストアスベストアスベストがががが使用使用使用使用ささささ

れていたのかれていたのかれていたのかれていたのか。。。。地地地地域域域域のののの人人人人々々々々からからからから解体工事解体工事解体工事解体工事によるによるによるによるアアアア

スベストスベストスベストスベスト被被被被害害害害がががが懸念懸念懸念懸念されているがされているがされているがされているが、、、、飛散飛散飛散飛散防防防防止止止止策策策策なななな

どのどのどのどの対対対対応応応応はとられているのかはとられているのかはとられているのかはとられているのか。。。。またまたまたまた地地地地域域域域へのへのへのへの説明説明説明説明

状状状状況況況況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    

那覇市那覇市那覇市那覇市寄宮寄宮寄宮寄宮ののののガガガガーーーーブブブブ川川川川でででで、、、、テテテテララララピピピピアアアアなどなどなどなど約百匹約百匹約百匹約百匹

がががが水水水水面面面面にににに浮浮浮浮いたいたいたいた状状状状態態態態でででで見見見見つかつかつかつかりりりり、、、、地地地地域住域住域住域住民民民民がががが水質水質水質水質

へのへのへのへの不安不安不安不安をををを募募募募らせているらせているらせているらせている。。。。原因原因原因原因はははは何何何何かかかか。。。。市民市民市民市民生生生生活活活活

やややや環境環境環境環境へのへのへのへの影響影響影響影響とととと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。。。。    

        ４４４４    ガガガガーーーーブブブブ川川川川のののの

水質問題水質問題水質問題水質問題につにつにつにつ

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（（（（４４４４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 19191919 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    

    青少青少青少青少年年年年をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境、、、、健健健健全全全全育成育成育成育成、、、、非非非非行防行防行防行防止止止止にににに

ついてついてついてついて以以以以下伺下伺下伺下伺うううう    

((((１１１１))))    平成平成平成平成 11117777・・・・11118888 年度年度年度年度においてにおいてにおいてにおいて、、、、小小小小・・・・中中中中学学学学生生生生にににに

よるよるよるよる学校内学校内学校内学校内外外外外でででで暴力暴力暴力暴力行為行為行為行為をしてをしてをしてをして補補補補導導導導されたされたされたされた

人人人人数数数数についてについてについてについて    

    

    

((((２２２２))))    いいいいじじじじめめめめ、、、、深夜徘徊深夜徘徊深夜徘徊深夜徘徊、、、、飲酒飲酒飲酒飲酒、、、、喫煙喫煙喫煙喫煙、、、、窃盗窃盗窃盗窃盗等等等等不不不不

良良良良行為行為行為行為でででで補補補補導導導導されたされたされたされた人人人人数数数数とととと指指指指導導導導体制体制体制体制についについについについ

てててて((((平成平成平成平成 11117777・・・・11118888年年年年))))    

    

    

((((３３３３))))    子供子供子供子供へのいへのいへのいへのいじじじじめめめめ、、、、自自自自殺殺殺殺及及及及びびびび不登不登不登不登校校校校のののの実態実態実態実態とととと

そのそのそのその要要要要因因因因、、、、そしてそしてそしてそして対対対対応応応応策策策策についてについてについてについて((((平成平成平成平成 11117777・・・・

11118888年年年年))))    

    

    

    

    廃川敷廃川敷廃川敷廃川敷地地地地についてについてについてについて、、、、本市本市本市本市よりよりよりより県県県県にににに対対対対しししし公園公園公園公園用用用用

地地地地・・・・広広広広場等場等場等場等としてとしてとしてとして活活活活用用用用したいしたいしたいしたい旨要旨要旨要旨要請請請請されされされされ、、、、県県県県からからからから

おおおおおおおおむねむねむねむね同同同同意意意意をををを得得得得たとのことであるがたとのことであるがたとのことであるがたとのことであるが、、、、現状現状現状現状とととと今今今今

後後後後のののの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伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    字国字国字国字国場場場場、、、、字字字字仲井真仲井真仲井真仲井真、、、、字字字字上間一部地上間一部地上間一部地上間一部地域域域域のののの区区区区画画画画整整整整理理理理

事業事業事業事業についてはについてはについてはについては、、、、すでにすでにすでにすでに実態調査実態調査実態調査実態調査もされてもされてもされてもされて地地地地区区区区ごごごご

とのとのとのとの基本計画及基本計画及基本計画及基本計画及びびびび整整整整備計画備計画備計画備計画されたとされたとされたとされたと思思思思うがうがうがうが、、、、現状現状現状現状

とととと今後今後今後今後のののの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伺伺伺伺うううう    

３３３３    大大大大    城城城城    春春春春    吉吉吉吉    

((((自民自民自民自民・・・・無無無無所所所所属属属属

連連連連合合合合))))    

１１１１    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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    国国国国場場場場川川川川のののの廃廃廃廃

川敷川敷川敷川敷地地地地（（（（仲井仲井仲井仲井

真真真真地地地地区区区区））））につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

    

    

    

３３３３    土土土土地地地地区区区区画画画画整整整整

理事業理事業理事業理事業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、、、、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（（（（４４４４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 19191919 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    

    平成平成平成平成11117777年年年年にににに策定策定策定策定されたされたされたされた、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市文文文文化化化化振興振興振興振興計画計画計画計画

「「「「那覇市那覇市那覇市那覇市文文文文化化化化のまのまのまのまちづちづちづちづくりくりくりくりプランプランプランプラン」」」」はははは、、、、第第第第３３３３次総次総次総次総

合計画合計画合計画合計画のののの部部部部門門門門計画計画計画計画でででで2002002002009999年度年度年度年度までまでまでまで向向向向こうこうこうこう５５５５年間年間年間年間

のののの那覇市那覇市那覇市那覇市のののの文文文文化行政化行政化行政化行政のののの拠拠拠拠りりりり所所所所となるものですとなるものですとなるものですとなるものです    

    「「「「市民市民市民市民文文文文化化化化のののの創造創造創造創造とととと振興振興振興振興」「」「」「」「伝統文伝統文伝統文伝統文化化化化のののの保保保保存存存存とととと

継継継継承承承承」」」」というというというという目目目目標標標標をををを掲掲掲掲げげげげ、、、、歴史文歴史文歴史文歴史文化化化化のののの香香香香りりりり高高高高いいいい美美美美

しいしいしいしい文文文文化化化化都都都都市市市市のののの実実実実現現現現をめをめをめをめざざざざしししし、、、、幸幸幸幸福福福福をををを実感実感実感実感できできできでき、、、、

そこにすみそこにすみそこにすみそこにすみ続続続続けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思うようなうようなうようなうような都都都都市市市市創創創創りがりがりがりが謳謳謳謳

わわわわれているれているれているれている    

    過去過去過去過去のののの長長長長いいいい時間時間時間時間のののの中中中中でででで生生生生まれまれまれまれ、、、、今日今日今日今日までまでまでまで受受受受けけけけ継継継継

がれてきたがれてきたがれてきたがれてきた歴史歴史歴史歴史的的的的文文文文化化化化、、、、特特特特にににに文文文文化財化財化財化財やややや文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産にににに

ついてついてついてついて、、、、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    

((((１１１１))))    現現現現在在在在、、、、文文文文化財化財化財化財としてのとしてのとしてのとしての指定指定指定指定をををを受受受受けているけているけているけている場場場場

所所所所、、、、物物物物はははは何何何何件件件件あるかあるかあるかあるか    

    

    

    

((((２２２２))))    指定指定指定指定のののの基準基準基準基準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    

    

    

    

((((３３３３))))    史跡史跡史跡史跡等等等等のののの管理管理管理管理はどのようになされていはどのようになされていはどのようになされていはどのようになされているるるる

かかかか    

    

    

    

((((４４４４))))    市内市内市内市内におけるにおけるにおけるにおける文文文文化財化財化財化財、、、、文文文文化化化化遺遺遺遺産産産産はははは他市他市他市他市町村町村町村町村

にににに比比比比べべべべてどういうてどういうてどういうてどういう状状状状況況況況かかかか    

４４４４    與與與與    儀儀儀儀    實實實實    司司司司    

((((自民自民自民自民・・・・無無無無所所所所属属属属

連連連連合合合合))))    

    文文文文化行政化行政化行政化行政につにつにつにつ

いていていていて    

    

    

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

        市長市長市長市長、、、、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（（（（４４４４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 19191919 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    

    栄町栄町栄町栄町市場市場市場市場はははは終戦終戦終戦終戦後後後後のののの廃墟廃墟廃墟廃墟のののの中中中中、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市第第第第２２２２のののの市市市市

場場場場としてとしてとしてとして、、、、市民市民市民市民・・・・県県県県民民民民のののの買買買買いいいい物物物物やややや物資調達物資調達物資調達物資調達基地基地基地基地とととと

してのしてのしてのしての役割役割役割役割をををを担担担担いいいい、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの発発発発展展展展にににに大大大大きなきなきなきな役割役割役割役割をををを

果果果果たしていたがたしていたがたしていたがたしていたが、、、、近近近近年年年年、、、、スースースースーパパパパーーーーやややや大型店舗大型店舗大型店舗大型店舗等等等等のののの

影響影響影響影響をををを受受受受けけけけ同地同地同地同地域域域域はははは低迷低迷低迷低迷がががが続続続続いているいているいているいている    

    現状現状現状現状打開打開打開打開にににに向向向向けたけたけたけた、、、、諸諸諸諸政策政策政策政策のののの検討検討検討検討、、、、構想構想構想構想、、、、再生再生再生再生

へのへのへのへの下下下下記記記記のののの概概概概要要要要をををを伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    市市市市街街街街地地地地再開再開再開再開発事業発事業発事業発事業のののの成立要成立要成立要成立要件件件件    

    

    

((((２２２２))))    栄町栄町栄町栄町市場地市場地市場地市場地区区区区のののの経経経経緯緯緯緯とととと取取取取りりりり組組組組みみみみ状状状状況況況況    

    

    

((((３３３３))))    再開再開再開再開発事業発事業発事業発事業のののの今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ    

    

    

    

    

((((１１１１))))    爆爆爆爆発発発発炎炎炎炎上上上上からからからから22225555分後分後分後分後にににに新新新新たなたなたなたな爆爆爆爆発発発発のののの危険危険危険危険

性性性性をををを顧顧顧顧みみみみずずずず、、、、搭乗搭乗搭乗搭乗者者者者のののの安否安否安否安否のののの確確確確認認認認のためのためのためのため、、、、機機機機

内内内内のののの隅隅隅隅々々々々をををを調調調調べべべべたたたた救救救救助助助助隊隊隊隊のののの現場現場現場現場のののの状状状状況況況況をををを伺伺伺伺

うううう    

    

    

((((２２２２))))    空港空港空港空港事務所事務所事務所事務所とととと本市本市本市本市消消消消防防防防はははは緊急緊急緊急緊急時時時時のののの際際際際、、、、情報情報情報情報

交交交交換換換換するするするする協定協定協定協定をををを締結締結締結締結しているがしているがしているがしているが、、、、本市本市本市本市消消消消防防防防へへへへ

のののの通通通通報報報報のののの経経経経緯緯緯緯をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    那覇市那覇市那覇市那覇市職員表彰規職員表彰規職員表彰規職員表彰規定定定定のののの趣趣趣趣旨旨旨旨のののの概概概概要要要要をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

５５５５    玉玉玉玉    城城城城    仁仁仁仁    章章章章    

((((そうぞうそうぞうそうぞうそうぞう))))    

１１１１    栄町栄町栄町栄町市場地市場地市場地市場地

区区区区市市市市街街街街地地地地再開再開再開再開

発事業発事業発事業発事業についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    中華航空中華航空中華航空中華航空機機機機

事事事事故故故故についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    那覇市那覇市那覇市那覇市職員職員職員職員

表彰規表彰規表彰規表彰規定定定定につにつにつにつ

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（（（（４４４４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 19191919 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    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    財政問題財政問題財政問題財政問題にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    子子子子どものどものどものどもの医医医医

療療療療費費費費無無無無料化問料化問料化問料化問

題題題題についてについてについてについて    

((((１１１１))))    06060606年度年度年度年度決算剰決算剰決算剰決算剰余余余余金金金金のののの額額額額とととと2000200020002000年度年度年度年度以以以以降降降降のののの

推推推推移移移移についてについてについてについて問問問問うううう    

またまたまたまた、、、、今年度今年度今年度今年度のののの財政財政財政財政調整調整調整調整基基基基金金金金とととと減債減債減債減債基基基基金金金金へへへへ

のののの積積積積立立立立てをてをてをてを最最最最終終終終的的的的にににに前前前前年度年度年度年度とととと同率同率同率同率にしたにしたにしたにした場場場場

合合合合、、、、そのそのそのその額額額額とととと基基基基金金金金のののの残残残残高高高高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    

さらにさらにさらにさらに2000200020002000年度年度年度年度以以以以降降降降のののの推推推推移移移移についてについてについてについて問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    那覇那覇那覇那覇港港港港のののの11111111号号号号ふふふふ頭頭頭頭以以以以降降降降のののの埋埋埋埋めめめめ立立立立てててて・・・・開開開開発発発発にににに

伴伴伴伴うううう、、、、国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市のののの負負負負担額担額担額担額についてについてについてについて    

    

    

((((３３３３))))    2006200620062006年年年年11112222月定月定月定月定例例例例会会会会でででで、、、、入札入札入札入札のののの改善改善改善改善でででで落札落札落札落札額額額額

のののの差差差差がががが６６６６億円億円億円億円となっているととなっているととなっているととなっていると答弁答弁答弁答弁していたしていたしていたしていた

がががが、、、、去去去去年年年年とととと今年度今年度今年度今年度はははは幾幾幾幾ららららのののの改善改善改善改善になったかになったかになったかになったか、、、、

あるいはあるいはあるいはあるいは負負負負担担担担がががが増増増増ええええたのかたのかたのかたのか    

    

    

    

    

    

    市長市長市長市長はははは、、、、我我我我がががが党党党党のののの代代代代表表表表質問質問質問質問にににに対対対対してしてしてして「「「「乳乳乳乳幼幼幼幼児児児児医医医医

療療療療費助成制度費助成制度費助成制度費助成制度のののの問題問題問題問題につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、方向方向方向方向性性性性といといといとい

うものはうものはうものはうものは、、、、ややややっっっっぱぱぱぱりりりり義務教育義務教育義務教育義務教育のののの課課課課程程程程までいってしまでいってしまでいってしまでいってし

かるかるかるかるべべべべきときときときと思思思思っているっているっているっている」「」「」「」「毎毎毎毎年年年年、、、、毎毎毎毎年年年年、、、、それにいそれにいそれにいそれにい

つもつもつもつも注注注注目目目目をしながらをしながらをしながらをしながら、、、、････････････丁寧丁寧丁寧丁寧にににに是正是正是正是正をしていくをしていくをしていくをしていく

とととと、、、、そういうそういうそういうそういう方向方向方向方向性性性性でででで考考考考ええええてみたいてみたいてみたいてみたい」」」」とととと述述述述べべべべたたたた    

来来来来年度年度年度年度からからからから、、、、市市市市独独独独自自自自のののの無無無無料化料化料化料化のののの拡拡拡拡大大大大をををを図図図図るるるるべべべべきききき

であるであるであるである    

    そのそのそのその際際際際、、、、最最最最低低低低限限限限、、、、宜野湾宜野湾宜野湾宜野湾市市市市とととと同同同同様様様様なななな制度制度制度制度はははは行行行行うううう

べべべべきであるきであるきであるきである    

    



    

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))))    市市市市のののの窓口窓口窓口窓口へのへのへのへの担担担担当当当当のののの配配配配置置置置やややや、、、、多重債多重債多重債多重債務者務者務者務者へへへへ    

のののの支支支支援援援援をこれまでをこれまでをこれまでをこれまで求求求求めてきためてきためてきためてきた    

2006200620062006年年年年のののの11112222月月月月定定定定例例例例会会会会ではではではでは、、、、當銘當銘當銘當銘助助助助役役役役はははは「「「「かかかか

かかかかわわわわりのあるりのあるりのあるりのある部課部課部課部課でででで勉強勉強勉強勉強会会会会のののの形形形形でででで早早早早速速速速発発発発足足足足

をさせてをさせてをさせてをさせて検討検討検討検討ししししたいたいたいたい」」」」とととと答弁答弁答弁答弁したがしたがしたがしたが、、、、どのよどのよどのよどのよ

うにうにうにうに対対対対応応応応しししし、、、、どのようなどのようなどのようなどのような体制体制体制体制になったかになったかになったかになったか    

またまたまたまた、、、、もっともっともっともっと強強強強化化化化するするするするべべべべきであるきであるきであるきである    

    

    

((((２２２２))))    ササササララララ金金金金にににに頼頼頼頼らないようにらないようにらないようにらないように、、、、生生生生活活活活資金資金資金資金のののの貸貸貸貸出出出出

制度等制度等制度等制度等をををを設設設設けてけてけてけているいるいるいる全国全国全国全国のののの事事事事例例例例をををを問問問問うううう    

またまたまたまた、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市でもこのようなでもこのようなでもこのようなでもこのような制度制度制度制度はははは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    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    国国国国のののの国国国国保交付保交付保交付保交付金金金金のののの過去過去過去過去のののの過小過小過小過小交付交付交付交付がががが全額全額全額全額

交付交付交付交付されたされたされたされた場合場合場合場合、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの額額額額とととと沖縄沖縄沖縄沖縄全全全全県県県県のののの市市市市

町村町村町村町村のののの合計合計合計合計額額額額はははは幾幾幾幾らからからからか    

    

    

((((２２２２))))    未未未未交付交付交付交付金金金金のののの返還返還返還返還額額額額はははは、、、、全額全額全額全額、、、、国国国国保保保保税税税税のののの引引引引きききき

下下下下げげげげにににに使使使使ううううべべべべきであるきであるきであるきである    

    

    

((((３３３３))))    ミミミミススススをををを発発発発見見見見しししし、、、、国国国国にににに対対対対してしてしてして堂堂堂堂々々々々とととと指指指指摘摘摘摘しししし訂訂訂訂

正正正正させたさせたさせたさせた市市市市のののの職員職員職員職員のののの今今今今回回回回のののの行動行動行動行動はははは、、、、行政行政行政行政へのへのへのへの

信頼回復信頼回復信頼回復信頼回復及及及及びびびび市市市市のののの国国国国保財政保財政保財政保財政へのへのへのへの貢献貢献貢献貢献としてとしてとしてとして

高高高高くくくく評価評価評価評価できるとできるとできるとできると思思思思うがうがうがうが市長市長市長市長のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

今後今後今後今後もももも、、、、ミミミミススススやややや誤誤誤誤りなどにりなどにりなどにりなどに気気気気がついたがついたがついたがついた時時時時

はははは、、、、相手相手相手相手がどこであれがどこであれがどこであれがどこであれ、、、、キッキッキッキッパパパパリリリリとととと指指指指摘摘摘摘できできできでき

るようにるようにるようにるように全全全全庁庁庁庁的的的的にににに職員職員職員職員へのへのへのへの教育教育教育教育・・・・啓啓啓啓発発発発・・・・徹底徹底徹底徹底

とととと、、、、そういうそういうそういうそういう職職職職場場場場環境環境環境環境・・・・気風気風気風気風をををを作作作作るるるるべべべべききききだだだだとととと

思思思思うがうがうがうが、、、、今今今今回回回回のののの教教教教訓訓訓訓をををを含含含含めめめめ市長市長市長市長のののの見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

        ３３３３    ササササララララ金金金金、、、、多多多多

重債重債重債重債務問題務問題務問題務問題にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

４４４４    国国国国のののの国国国国民健民健民健民健

康康康康保保保保険険険険交付交付交付交付金金金金

算算算算定定定定ミミミミスススス問題問題問題問題

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、、、、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（（（（４４４４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 19191919 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    崎崎崎崎    山山山山    嗣嗣嗣嗣    幸幸幸幸    

((((社社社社社社社社連連連連合合合合))))    

１１１１    自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊那覇那覇那覇那覇

基地基地基地基地のののの旅旅旅旅団団団団格格格格

上上上上げげげげ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

事業事業事業事業についてについてについてについて    

    

米軍米軍米軍米軍再再再再編編編編はははは、、、、北北北北部部部部へのへのへのへの基地基地基地基地集集集集中中中中化化化化とあとあとあとあわわわわせせせせ、、、、米米米米

軍軍軍軍とととと自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊とのとのとのとの一体化一体化一体化一体化がががが進進進進められめられめられめられ、、、、中国中国中国中国のののの台頭台頭台頭台頭をををを

にらみにらみにらみにらみ、、、、南西南西南西南西諸諸諸諸島島島島防防防防衛衛衛衛などがなどがなどがなどが強強強強調調調調されされされされ、、、、自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊那那那那

覇基地覇基地覇基地覇基地のののの旅旅旅旅団団団団格格格格上上上上げげげげがががが明明明明確確確確となっているとなっているとなっているとなっている    

ではではではでは、、、、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掌握掌握掌握掌握しているかしているかしているかしているか見見見見解解解解をををを

伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    陸陸陸陸上自上自上自上自衛衛衛衛隊第隊第隊第隊第１１１１混混混混成団成団成団成団からからからから旅旅旅旅団団団団へのへのへのへの格格格格上上上上

げげげげでででで、、、、何何何何がががが変変変変わわわわるかるかるかるか見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    主主主主力戦力戦力戦力戦闘闘闘闘機機機機ＦＦＦＦ４４４４部部部部隊隊隊隊ととととＦＦＦＦ15151515部部部部隊隊隊隊のののの入入入入れれれれ替替替替

ええええ    

    

    

((((３３３３))))    米軍米軍米軍米軍嘉嘉嘉嘉手納手納手納手納基地基地基地基地ののののＦＦＦＦ15151515とととと自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊のののの部部部部隊隊隊隊のののの

相互相互相互相互運運運運用用用用はははは実実実実施施施施    

    

    

((((４４４４))))    陸陸陸陸上自上自上自上自衛衛衛衛隊隊隊隊ががががキャキャキャキャンプンプンプンプハハハハンンンンセセセセンンンンでででで米軍米軍米軍米軍とととと

のののの射撃射撃射撃射撃共同共同共同共同訓練訓練訓練訓練をををを行行行行うううう    

    

    

((((５５５５))))    弾薬弾薬弾薬弾薬庫庫庫庫ややややククククララララススススタタタターーーー弾弾弾弾のののの貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵のののの実態実態実態実態    

    

    

    

    

少子少子少子少子化化化化のののの流流流流れをれをれをれを変変変変ええええるためるためるためるため、、、、次次次次世代世代世代世代育成育成育成育成支援支援支援支援対対対対

策策策策推進法推進法推進法推進法がががが公公公公布布布布されたされたされたされた    

このこのこのこの法律法律法律法律はははは、、、、国国国国・・・・自治体自治体自治体自治体・・・・事業事業事業事業主主主主がががが社社社社会会会会挙挙挙挙げげげげてててて、、、、

次次次次代代代代のののの社社社社会会会会をををを担担担担うううう子供子供子供子供たたたたちちちちがががが健健健健やかにやかにやかにやかに生生生生まれまれまれまれ、、、、かかかか

つつつつ育成育成育成育成されるされるされるされる環境環境環境環境をををを整整整整備備備備することをすることをすることをすることを求求求求めているめているめているめている    

ではではではでは市市市市のののの施策施策施策施策をををを伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    子子子子育育育育てててて家家家家庭庭庭庭のののの就労支援就労支援就労支援就労支援モデルモデルモデルモデル事業事業事業事業のののの概概概概要要要要

をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    那覇市特定事業那覇市特定事業那覇市特定事業那覇市特定事業主主主主行動計画行動計画行動計画行動計画にににに、、、、非非非非常勤常勤常勤常勤職員職員職員職員

もももも位置位置位置位置づづづづけけけけ、、、、育育育育児休児休児休児休業業業業をををを認認認認めるめるめるめるべべべべきではないきではないきではないきではない

かかか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    

教教教教職員職員職員職員のののの病病病病気休気休気休気休職職職職者者者者がががが増増増増加加加加しししし、、、、特特特特にににに精神疾患精神疾患精神疾患精神疾患のののの

増増増増加加加加がががが特特特特徴徴徴徴的的的的であるであるであるである    

慢慢慢慢性性性性的的的的なななな超超超超過過過過勤勤勤勤務務務務、、、、休憩休憩休憩休憩時間時間時間時間がががが取取取取れていないれていないれていないれていない実実実実

態態態態、、、、家家家家庭庭庭庭へのへのへのへの持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり仕仕仕仕事事事事のののの増増増増加加加加などがなどがなどがなどが大大大大きなきなきなきな原原原原

因因因因といといといといわわわわれているれているれているれている    

教育現場教育現場教育現場教育現場やややや子供子供子供子供たたたたちちちちにににに深深深深刻刻刻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ていていていてい

るるるる    

ではではではでは、、、、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伺伺伺伺うううう    

((((１１１１))))    「「「「労働労働労働労働安全安全安全安全衛衛衛衛生生生生委委委委員員員員会会会会」」」」のののの設置設置設置設置をすをすをすをすべべべべきできできできで

はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    市市市市のののの学校現場学校現場学校現場学校現場のののの実態調査実態調査実態調査実態調査をしたことがあをしたことがあをしたことがあをしたことがあ

るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう    

        ３３３３    教育行政教育行政教育行政教育行政にににに

ついてついてついてついて    

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

        市長市長市長市長、、、、副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（（（（４４４４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 19191919 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))))    姉妹友好姉妹友好姉妹友好姉妹友好都都都都市市市市提携提携提携提携のののの目的目的目的目的とこれまでのとこれまでのとこれまでのとこれまでの経経経経

過過過過、、、、今後今後今後今後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説明説明説明説明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

    

((((２２２２))))    姉妹友好姉妹友好姉妹友好姉妹友好都都都都市市市市提携提携提携提携によるによるによるによる事業事業事業事業のののの効効効効果果果果とそとそとそとそ

のののの評価評価評価評価についてについてについてについて    

    

    

    

    

((((３３３３))))    ゲゲゲゲートートートートウェイウェイウェイウェイ拠拠拠拠点形点形点形点形成成成成ののののミニミニミニミニ版版版版としてとしてとしてとして、、、、姉姉姉姉

妹友好妹友好妹友好妹友好都都都都市間市間市間市間のののの物物物物流流流流拠拠拠拠点点点点としてとしてとしてとして人人人人・・・・物物物物がががが一体一体一体一体

化化化化されたされたされたされた常常常常設設設設のののの姉妹姉妹姉妹姉妹都都都都市市市市物物物物産館産館産館産館をををを設置設置設置設置しししし、、、、国国国国

際都際都際都際都市市市市をををを目指目指目指目指すすすすべべべべききききだだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、当当当当局局局局のののの見見見見解解解解

をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

８８８８    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))))    

    国際国際国際国際交交交交流流流流につにつにつにつ

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（（（（４４４４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 19191919 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))))    昨昨昨昨年年年年のののの県県県県知知知知事事事事選挙選挙選挙選挙、、、、４４４４月月月月のののの参参参参議院補議院補議院補議院補欠選欠選欠選欠選

挙挙挙挙、、、、先先先先のののの参参参参議院議院議院議院選挙選挙選挙選挙それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの投票投票投票投票率率率率はどうはどうはどうはどう

なっているかなっているかなっているかなっているか。。。。ううううちちちち期期期期日日日日前投票前投票前投票前投票数数数数とととと率率率率をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    上上上上記記記記選挙選挙選挙選挙におけるにおけるにおけるにおける銘苅庁舎銘苅庁舎銘苅庁舎銘苅庁舎とととと本本本本庁舎庁舎庁舎庁舎それそれそれそれ

ぞれのぞれのぞれのぞれの期期期期日日日日前投票前投票前投票前投票数数数数とそのとそのとそのとその割割割割合合合合をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

田田田田原原原原１１１１丁丁丁丁目目目目在在在在「「「「どんどんどんどんぐぐぐぐりりりり公園公園公園公園」」」」のののの中中中中にににに高高高高圧線圧線圧線圧線のののの

鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔がががが立立立立っているっているっているっている    

((((１１１１))))    市内市内市内市内にににに高高高高圧線圧線圧線圧線のののの鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔はいくつあるのかはいくつあるのかはいくつあるのかはいくつあるのか。。。。そそそそ

のののの中中中中でででで公園内公園内公園内公園内にはいくつあるのかにはいくつあるのかにはいくつあるのかにはいくつあるのか    

    

    

((((２２２２))))    公園内公園内公園内公園内にあるにあるにあるにある鉄塔鉄塔鉄塔鉄塔のののの安全安全安全安全対策対策対策対策はどうなっはどうなっはどうなっはどうなっ

ているのかているのかているのかているのか（（（（現状現状現状現状））））    

    

    

    

    

((((１１１１))))    田田田田原原原原 1111丁丁丁丁目目目目、、、、金城金城金城金城１１１１、、、、２２２２丁丁丁丁目市道目市道目市道目市道のののの交通交通交通交通安安安安

全全全全対策対策対策対策についてについてについてについて    

豊豊豊豊見城見城見城見城警察警察警察警察署署署署からからからから公公公公安安安安委委委委員員員員会会会会へのへのへのへの上上上上申申申申        

（（（（HHHH11118888....2222....2222））））後後後後のののの進捗進捗進捗進捗    

    

    

((((２２２２))))    県道県道県道県道62626262号線号線号線号線字字字字宇宇宇宇栄栄栄栄原在原在原在原在横断歩横断歩横断歩横断歩道道道道へのへのへのへの歩歩歩歩行行行行

者者者者専用専用専用専用ボタボタボタボタンンンン式信号式信号式信号式信号機設置機設置機設置機設置のののの陳陳陳陳情情情情をををを受受受受けけけけ、、、、豊豊豊豊

見城見城見城見城警察警察警察警察署署署署にににに要要要要請請請請（（（（HHHH11118888....11112222....28282828））））後後後後のののの進捗進捗進捗進捗    

    

９９９９    桑桑桑桑    江江江江        豊豊豊豊    

((((公公公公    明明明明    党党党党))))    

１１１１    選挙選挙選挙選挙行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    公園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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    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    

    
【【【【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員員員長長長長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

 


