
平成平成平成平成 20202020 年年年年（（（（2002002002008888 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 20202020 年年年年９９９９月月月月 17171717 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        25252525 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        11115555 分分分分    社 社 連社 社 連社 社 連社 社 連 合合合合        15151515 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    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    福田康夫首福田康夫首福田康夫首福田康夫首

相相相相のののの突然突然突然突然のののの辞辞辞辞

任表明任表明任表明任表明についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

２２２２    燃油燃油燃油燃油・・・・物価物価物価物価

高騰高騰高騰高騰のののの対策対策対策対策にににに

ついてついてついてついて    

    

    

    

    

    

３３３３    国民健康保国民健康保国民健康保国民健康保

険険険険についてについてについてについて    

    

    

    

    

４４４４    後期高齢者後期高齢者後期高齢者後期高齢者

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    

    

    国政国政国政国政のののの最高責任者最高責任者最高責任者最高責任者であるであるであるである首相首相首相首相がががが、、、、昨年昨年昨年昨年のののの安倍首安倍首安倍首安倍首

相相相相にににに続続続続いていていていて、、、、福田首相福田首相福田首相福田首相とととと二人続二人続二人続二人続けてけてけてけて、、、、政権政権政権政権をををを投投投投げげげげ

出出出出したことはしたことはしたことはしたことは無責任無責任無責任無責任ののののきわきわきわきわみであるみであるみであるみである。。。。首相首相首相首相のののの資質資質資質資質

とともにとともにとともにとともに、、、、このようなこのようなこのようなこのような人物人物人物人物をををを首相首相首相首相にかついできにかついできにかついできにかついでき

たたたた、、、、与党与党与党与党、、、、自民自民自民自民・・・・公明政治公明政治公明政治公明政治のののの全体全体全体全体のののの責任責任責任責任がががが厳厳厳厳しくしくしくしく

問問問問われているわれているわれているわれている。。。。国政国政国政国政のののの最高責任者最高責任者最高責任者最高責任者としてのとしてのとしてのとしての自覚自覚自覚自覚がががが

あまりにもないあまりにもないあまりにもないあまりにもない、、、、福田首相福田首相福田首相福田首相のののの突然突然突然突然のののの政権投政権投政権投政権投げげげげ出出出出しししし

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問問問問うううう    

    

    

    投機投機投機投機マネーマネーマネーマネーのののの影響影響影響影響によってによってによってによって、、、、燃油燃油燃油燃油がががが高騰高騰高騰高騰、、、、原材原材原材原材

料費料費料費料費やややや物価物価物価物価ががががああああがるがるがるがる上上上上にににに、、、、家計家計家計家計のののの消費消費消費消費がががが冷冷冷冷ええええ切切切切っっっっ

てててて売売売売りりりり上上上上げもげもげもげも低迷低迷低迷低迷、、、、農漁業農漁業農漁業農漁業、、、、運輸業運輸業運輸業運輸業をはじめをはじめをはじめをはじめ、、、、中中中中

小零細業者小零細業者小零細業者小零細業者はははは存亡存亡存亡存亡のののの危機危機危機危機にににに立立立立たされているたされているたされているたされている。。。。燃燃燃燃

油油油油・・・・物価高騰物価高騰物価高騰物価高騰によるによるによるによる影響影響影響影響とととと、、、、これまでこれまでこれまでこれまで市市市市がががが行行行行ってってってって

きたきたきたきた対策対策対策対策をををを問問問問うううう    

    

    

    国保加入国保加入国保加入国保加入のののの市民一人市民一人市民一人市民一人あたりのあたりのあたりのあたりの国保税額国保税額国保税額国保税額、、、、国保税国保税国保税国保税

のののの負担負担負担負担をををを軽減軽減軽減軽減するためにするためにするためにするために行行行行っているっているっているっている一般財源一般財源一般財源一般財源かかかか

らららら国保財政国保財政国保財政国保財政へのへのへのへの政策的繰入額政策的繰入額政策的繰入額政策的繰入額とととと県内県内県内県内 11111111 市市市市でのでのでのでの最最最最

新新新新のののの順位順位順位順位をををを問問問問うううう    

    

    

 那覇市老人那覇市老人那覇市老人那覇市老人クラブクラブクラブクラブ連合会連合会連合会連合会がががが加入加入加入加入しているしているしているしている沖縄沖縄沖縄沖縄

県老人県老人県老人県老人クラブクラブクラブクラブ連合会連合会連合会連合会（（（（約約約約７７７７万人万人万人万人））））はははは、、、、「『「『「『「『後期高齢後期高齢後期高齢後期高齢

者医療制度者医療制度者医療制度者医療制度』』』』のののの廃止廃止廃止廃止をををを求求求求めるめるめるめる県民集会県民集会県民集会県民集会」」」」をををを 8888月月月月 22222222

日日日日にににに開催開催開催開催したしたしたした。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市はははは、、、、老人老人老人老人クラブクラブクラブクラブのみなさんのみなさんのみなさんのみなさん

やややや市民市民市民市民・・・・県民県民県民県民のののの声声声声にににに応応応応ええええ、、、、一体一体一体一体となってとなってとなってとなって、、、、国国国国にににに後後後後

期高齢者医療制度期高齢者医療制度期高齢者医療制度期高齢者医療制度のののの廃止廃止廃止廃止をををを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、、、、独自独自独自独自のののの軽減策軽減策軽減策軽減策をををを図図図図るなどるなどるなどるなど、、、、市市市市民民民民をををを守守守守るるるる

防波堤防波堤防波堤防波堤としてのとしてのとしてのとしての役割役割役割役割をををを果果果果たたたたすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかにすべきではないかに

つつつついていていていて問問問問うううう    

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    

     ５５５５    おもろまちおもろまちおもろまちおもろまち

１１１１丁目丁目丁目丁目のののの市有市有市有市有

地売却地売却地売却地売却についについについについ

てててて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    那覇市那覇市那覇市那覇市はははは 2006200620062006 年年年年 7777 月月月月、、、、当該市有地当該市有地当該市有地当該市有地ののののほとほとほとほと

んんんんどをどをどをどを、、、、第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域、、、、容積率容積率容積率容積率 200200200200％％％％でででで土土土土

地鑑定地鑑定地鑑定地鑑定をををを行行行行いいいい、、、、最低売却価格最低売却価格最低売却価格最低売却価格をををを設定設定設定設定したしたしたした。。。。そそそそ

のののの後後後後、、、、2007200720072007 年年年年 7777 月月月月内閣総理内閣総理内閣総理内閣総理大臣大臣大臣大臣がががが「「「「地域地域地域地域再生再生再生再生

計計計計画画画画」」」」をををを認認認認定定定定、、、、2007200720072007 年年年年 11111111 月那覇市月那覇市月那覇市月那覇市都都都都市計市計市計市計画画画画

審議審議審議審議会会会会でででで、、、、容積率容積率容積率容積率 444400000000％％％％のののの近隣商近隣商近隣商近隣商業地域業地域業地域業地域にににに用用用用

途途途途地域地域地域地域のののの変更変更変更変更がががが採決採決採決採決されされされされ、、、、県県県県知知知知事事事事のののの同意同意同意同意をををを得得得得

てててて 2007200720072007 年年年年 12121212 月月月月にににに決決決決定定定定告示告示告示告示されたされたされたされた。。。。そのことそのことそのことそのこと

によってによってによってによって、、、、当該地当該地当該地当該地ででででのののの建建建建設設設設床面床面床面床面積積積積がががが 2222 倍倍倍倍以以以以上上上上

となることをとなることをとなることをとなることを市当市当市当市当局局局局もももも議議議議会会会会答弁等答弁等答弁等答弁等でででで認認認認めてめてめてめて

いるいるいるいる。。。。それにもかかわらそれにもかかわらそれにもかかわらそれにもかかわらずずずず、、、、市当市当市当市当局局局局はははは売却売却売却売却条条条条

件件件件をををを見見見見直直直直すこともすこともすこともすこともせずせずせずせず、、、、2006200620062006 年年年年 7777 月月月月にににに設定設定設定設定しししし

たたたた価格価格価格価格でででで、、、、2002002002008888年年年年 2222 月月月月にににに随意契随意契随意契随意契約約約約でででで売却売却売却売却してしてしてして

いるいるいるいる。。。。売却売却売却売却のののの際際際際のののの所管部署所管部署所管部署所管部署をををを問問問問うううう    

    

    

((((２２２２))))    当該市有地当該市有地当該市有地当該市有地をををを取得取得取得取得したしたしたした本土業者本土業者本土業者本土業者はははは、、、、2006200620062006 年年年年

11111111 月月月月にににに事業者事業者事業者事業者選選選選定定定定委員委員委員委員会会会会にににに提提提提出出出出したしたしたした土地土地土地土地利利利利

用用用用事業事業事業事業提案書提案書提案書提案書のののの中中中中のののの事業事業事業事業スケジュスケジュスケジュスケジューーーールルルルでででで、、、、都都都都

市計市計市計市計画画画画・・・・用途用途用途用途地域地域地域地域のののの変更変更変更変更をどのようにをどのようにをどのようにをどのように明明明明記記記記しししし

ているかているかているかているか    

    

    

((((３３３３))))    当該地当該地当該地当該地をををを、、、、第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域第二種住居地域からからからから近隣商近隣商近隣商近隣商業地業地業地業地

域域域域にににに、、、、容積率容積率容積率容積率をををを 200200200200%%%%からからからから 444400000000％％％％にににに変更変更変更変更するこするこするこするこ

とはとはとはとは、、、、本土業本土業本土業本土業者者者者のののの土地土地土地土地利用利用利用利用事業事業事業事業提案提案提案提案をををを実現実現実現実現すすすす

るためにるためにるためにるために不可欠不可欠不可欠不可欠なものなものなものなものかかかか、、、、前提条件前提条件前提条件前提条件かかかか問問問問うううう。。。。

用途用途用途用途地域地域地域地域変更変更変更変更をををを図図図図るためにるためにるためにるために、、、、市市市市はどのようにはどのようにはどのようにはどのように

働働働働きかけをきかけをきかけをきかけを行行行行ったかったかったかったか    

    

    

((((４４４４))))    当該地当該地当該地当該地のののの都都都都市計市計市計市計画画画画・・・・用途用途用途用途地地地地域域域域変更変更変更変更にににに際際際際しししし

てててて、、、、付記付記付記付記されたされたされたされた那覇市那覇市那覇市那覇市都都都都市計市計市計市計画審議画審議画審議画審議会会会会のののの要要要要望望望望

とととと、、、、県県県県知知知知事事事事のののの同意同意同意同意をををを得得得得たたたた際際際際にににに付記付記付記付記されたされたされたされた沖縄沖縄沖縄沖縄

県県県県のののの要要要要望望望望をををを問問問問うううう。。。。これらのこれらのこれらのこれらの要要要要望望望望をどうをどうをどうをどう反映反映反映反映ささささ

せせせせたのかたのかたのかたのか問問問問うううう    

    

    

((((５５５５))))    当該地当該地当該地当該地のののの地域地域地域地域再生再生再生再生計計計計画画画画をををを作成作成作成作成するするするする際際際際にににに、、、、広広広広

いいいい関係関係関係関係者者者者のののの意意意意見見見見をどのようにをどのようにをどのようにをどのように集約集約集約集約したかしたかしたかしたか    

    

    

    

 



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    

((((６６６６))))    管管管管財財財財課課課課がががが行行行行うううう市有地市有地市有地市有地処分処分処分処分のののの土地鑑定土地鑑定土地鑑定土地鑑定のののの有有有有

効効効効期期期期間間間間がががが１１１１年年年年であるであるであるである理理理理由由由由についてについてについてについて問問問問うううう    

    

    

((((７７７７))))    土地開発公土地開発公土地開発公土地開発公社社社社のののの保有地保有地保有地保有地をををを、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市がががが再取得再取得再取得再取得

するものでするものでするものでするもので、、、、公公公公社社社社がががが取得取得取得取得したしたしたした当当当当初初初初のののの用途用途用途用途にあにあにあにあ

てるものてるものてるものてるもの、、、、及及及及びびびび当当当当初用途初用途初用途初用途をををを変更変更変更変更してしてしてして貸付貸付貸付貸付やややや売売売売

却却却却にあてるもののにあてるもののにあてるもののにあてるものの件数件数件数件数、、、、面面面面積積積積、、、、金金金金額額額額とととと那覇市那覇市那覇市那覇市

がががが再取得再取得再取得再取得するためのするためのするためのするための市市市市債金債金債金債金額額額額をををを問問問問うううう    

    

    

    

    本本本本議議議議会会会会はははは、、、、自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊とのとのとのとの共共共共用用用用となっているとなっているとなっているとなっている那覇那覇那覇那覇空空空空

港港港港のののの民民民民間専用化間専用化間専用化間専用化をををを求求求求めるめるめるめる決議決議決議決議をををを何何何何度度度度もあげていもあげていもあげていもあげてい

るるるる。。。。自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊はそのはそのはそのはその決議決議決議決議にににに逆逆逆逆行行行行しししし、、、、航空航空航空航空自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊がががが空空空空

中中中中給給給給油機油機油機油機のののの駐駐駐駐機機機機場整備場整備場整備場整備、、、、陸陸陸陸上自上自上自上自衛隊衛隊衛隊衛隊がががが第第第第１１１１混成団混成団混成団混成団

をををを「「「「第第第第 11115555 旅団旅団旅団旅団」」」」にににに格上格上格上格上げしげしげしげし約約約約 333300000000 人人人人増強増強増強増強、、、、さらさらさらさら

にににに、、、、戦闘戦闘戦闘戦闘機機機機ををををＦＦＦＦ４４４４ＪＪＪＪににににかかかかえてえてえてえてＦＦＦＦ11115555をををを配備配備配備配備しようとしようとしようとしようと

しているしているしているしている。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市はははは、、、、これらのこれらのこれらのこれらの自自自自衛隊基衛隊基衛隊基衛隊基地地地地のののの体制体制体制体制

とととと機機機機能強化能強化能強化能強化にににに対対対対しししし、、、、市民市民市民市民とととと観光客観光客観光客観光客のののの安全安全安全安全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、、、、またまたまたまた、、、、議議議議会会会会決議決議決議決議をををを遵遵遵遵守守守守するするするする立立立立場場場場からからからから、、、、断断断断

固反固反固反固反対対対対しししし、、、、那覇那覇那覇那覇空港空港空港空港のののの民民民民間専用化間専用化間専用化間専用化とととと自自自自衛隊基衛隊基衛隊基衛隊基地地地地のののの

撤去撤去撤去撤去をををを求求求求めるべきあるめるべきあるめるべきあるめるべきある。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

         

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

６６６６    自自自自衛隊衛隊衛隊衛隊那覇那覇那覇那覇

基基基基地地地地のののの体制体制体制体制とととと

機機機機能強化能強化能強化能強化につにつにつにつ

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】】】】    

        市市市市長長長長、、、、副副副副市市市市長長長長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

    

 



    代代代代表質問表質問表質問表質問（（（（２２２２日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 20202020 年年年年９９９９月月月月 17171717 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))))    翁長翁長翁長翁長市市市市長就長就長就長就任後任後任後任後のののの国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険のののの１１１１世帯世帯世帯世帯

当当当当たりたりたりたりのののの保険税保険税保険税保険税とととと、、、、1111 人人人人当当当当たりのたりのたりのたりの保険税保険税保険税保険税、、、、そそそそ

してしてしてして加入加入加入加入世帯世帯世帯世帯のののの平均所得平均所得平均所得平均所得はどうはどうはどうはどう変変変変わってきわってきわってきわってき

たかたかたかたか。。。。所得所得所得所得にににに占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合もももも問問問問うううう    

    

((((２２２２))))    国国国国勢調査勢調査勢調査勢調査におけるにおけるにおけるにおける那覇市那覇市那覇市那覇市のののの完完完完全全全全失失失失業率業率業率業率のののの

推移推移推移推移をををを問問問問うううう。「。「。「。「貧困貧困貧困貧困とととと格格格格差差差差」」」」がががが深刻深刻深刻深刻なななな問問問問題題題題とととと

なっているなっているなっているなっている。。。。翁長翁長翁長翁長市政市政市政市政はははは市民市民市民市民生活生活生活生活のののの実態実態実態実態をどをどをどをど

のようにのようにのようにのように把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。またまたまたまた何何何何がががが原原原原因因因因とととと考考考考

えるかえるかえるかえるか。。。。そしてどのようなそしてどのようなそしてどのようなそしてどのような対策対策対策対策・・・・施施施施策策策策をををを行行行行っっっっ

てきたかてきたかてきたかてきたか。。。。見解見解見解見解をををを問問問問うううう    

    

    

((((１１１１))))    社社社社会問会問会問会問題題題題となっとなっとなっとなっているているているている「「「「ワワワワーーーーキングプアキングプアキングプアキングプア

（（（（働働働働くくくく貧困層貧困層貧困層貧困層）」）」）」）」はははは、、、、働働働働くくくく人人人人々々々々のののの雇用雇用雇用雇用ののののルルルルーーーー

ルルルルさえもさえもさえもさえも自自自自由化由化由化由化・・・・規規規規制制制制緩和緩和緩和緩和してきたしてきたしてきたしてきた新自新自新自新自由主由主由主由主

義義義義、、、、構造改革路線構造改革路線構造改革路線構造改革路線のののの政治政治政治政治がががが原原原原因因因因であるであるであるである。「。「。「。「ワワワワ

ーーーーキングプアキングプアキングプアキングプア」」」」にににに対対対対するするするする翁長翁長翁長翁長市市市市長長長長のののの見解見解見解見解をををを問問問問

うううう    

    

((((２２２２))))    那覇市内那覇市内那覇市内那覇市内のののの労働労働労働労働者者者者にににに占占占占めるめるめるめる非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用者者者者

数数数数、、、、またまたまたまた年年年年収収収収200200200200万万万万円以下円以下円以下円以下のののの労働労働労働労働者者者者はははは何何何何人人人人いいいい

るのかるのかるのかるのか。。。。正規雇用正規雇用正規雇用正規雇用とのとのとのとの割合割合割合割合とととと推移推移推移推移をををを伺伺伺伺うううう。。。。そそそそ

してしてしてして那覇市那覇市那覇市那覇市職員職員職員職員のののの非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用のののの比比比比率率率率のののの推移推移推移推移

とととと、、、、事事事事務職務職務職務職のののの月月月月収収収収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)))) 商工商工商工商工業業業業のののの振興振興振興振興やややや中小中小中小中小企企企企業業業業のののの育成育成育成育成などになどになどになどに係係係係るるるる

商工商工商工商工費費費費やややや、、、、農農農農林林林林漁業漁業漁業漁業のののの振興振興振興振興にににに係係係係るるるる農農農農林水林水林水林水産業産業産業産業

費費費費、、、、労働労働労働労働者者者者のののの福福福福祉向祉向祉向祉向上上上上やややや就労支援就労支援就労支援就労支援などになどになどになどに係係係係るるるる

労働労働労働労働費費費費はははは、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のののの予算予算予算予算においてにおいてにおいてにおいて何何何何割割割割をををを占占占占めめめめ

ているかているかているかているか。。。。答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    

((((４４４４))))    国国国国・・・・県県県県・・・・市市市市がががが助成金助成金助成金助成金をををを交付交付交付交付したしたしたした市内市内市内市内誘致企誘致企誘致企誘致企

業業業業数数数数とととと助成助成助成助成額額額額のののの推移推移推移推移をををを伺伺伺伺うううう。。。。ココココーーーールセンタルセンタルセンタルセンターーーー

におけるにおけるにおけるにおける平均賃金平均賃金平均賃金平均賃金やややや、、、、雇用雇用雇用雇用者者者者数数数数とととと非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用

者者者者のののの占占占占めるめるめるめる割合割合割合割合、、、、またそのうちまたそのうちまたそのうちまたそのうち派派派派遣社員遣社員遣社員遣社員やややや請請請請

負負負負社員社員社員社員はははは何何何何人人人人いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。雇用実態雇用実態雇用実態雇用実態はははは把握把握把握把握されされされされ

ているのかているのかているのかているのか。。。。答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

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    「「「「貧困貧困貧困貧困とととと格格格格

差差差差」」」」へのへのへのへの翁長翁長翁長翁長

市政市政市政市政のののの対応対応対応対応にににに

ついてついてついてついて    

    

 

 

 

 

 

 

 

    

２２２２    ワワワワーーーーキングキングキングキング

プアプアプアプア（（（（働働働働くくくく貧貧貧貧

困層困層困層困層））））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】】】】    

        市市市市長長長長、、、、副副副副市市市市長長長長、、、、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    

 



    代代代代表質問表質問表質問表質問（（（（２２２２日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 20202020 年年年年９９９９月月月月 17171717 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))))    納骨堂納骨堂納骨堂納骨堂のののの建建建建てててて替替替替えもえもえもえも含含含含めためためためた霊園墓霊園墓霊園墓霊園墓地地地地管管管管理理理理

のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて検討委員検討委員検討委員検討委員会会会会がががが何回何回何回何回開催開催開催開催ささささ

れれれれ、、、、どういうことがどういうことがどういうことがどういうことが検討検討検討検討されたかされたかされたかされたか、、、、伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    霊園墓霊園墓霊園墓霊園墓地地地地及及及及びびびび納骨堂納骨堂納骨堂納骨堂のののの問問問問題題題題をををを解解解解決決決決するたするたするたするた

めにめにめにめに最最最最初初初初にやるべきことはにやるべきことはにやるべきことはにやるべきことは条例条例条例条例のののの改正改正改正改正であであであであ

るとるとるとると思思思思うううう。。。。条例条例条例条例のののの改正改正改正改正についてもについてもについてもについても検討検討検討検討していしていしていしてい

るかどうかるかどうかるかどうかるかどうか、、、、伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    識識識識名名名名霊園霊園霊園霊園やややや納骨堂納骨堂納骨堂納骨堂にににに無無無無縁仏縁仏縁仏縁仏がががが何何何何体体体体あるかあるかあるかあるか、、、、

無無無無縁仏縁仏縁仏縁仏をををを合合合合祀祀祀祀するするするする施施施施設設設設があるかどうかがあるかどうかがあるかどうかがあるかどうか、、、、伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    沖縄県内沖縄県内沖縄県内沖縄県内にににに２２２２項項項項道路道路道路道路はははは何何何何本本本本あるかあるかあるかあるか。。。。那覇市那覇市那覇市那覇市

内内内内にににに何何何何本本本本あるかあるかあるかあるか、、、、伺伺伺伺うううう    

    

    

((((２２２２))))    ２２２２項項項項道路道路道路道路にににに塀塀塀塀やややや擁壁擁壁擁壁擁壁がががが造造造造れるかれるかれるかれるか。。。。またまたまたまた植木植木植木植木

鉢等鉢等鉢等鉢等はははは置置置置けるかけるかけるかけるか、、、、伺伺伺伺うううう    

    

    

((((３３３３))))    ２２２２項項項項道路道路道路道路にににに固固固固定資産税定資産税定資産税定資産税がががが課課課課税税税税されているされているされているされている

かかかか、、、、伺伺伺伺うううう    

    

    

((((４４４４))))    ２２２２項項項項道路道路道路道路のののの管管管管理理理理はどこがはどこがはどこがはどこが行行行行っているかっているかっているかっているか、、、、伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

    

３３３３    久久久久    高高高高    友友友友    弘弘弘弘    

((((自自自自由由由由民民民民主主主主党党党党・・・・

市民市民市民市民のののの会会会会))))    

１１１１    霊園管霊園管霊園管霊園管理理理理にににに

ついてついてついてついて    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

２２２２    ２２２２項項項項道路道路道路道路にににに

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】】】】    

        市市市市長長長長、、、、副副副副市市市市長長長長、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

 



    代代代代表質問表質問表質問表質問（（（（２２２２日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 20202020 年年年年９９９９月月月月 17171717 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    

４４４４    座座座座    覇覇覇覇    政政政政    為為為為    

((((そうそうそうそうぞぞぞぞうううう))))    

１１１１    ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯにつにつにつにつ

いていていていて    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

２２２２    全国全国全国全国学力学力学力学力テテテテ

スススストトトトについてについてについてについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

３３３３    はしかはしかはしかはしか予予予予防防防防

接接接接種事業種事業種事業種事業につにつにつにつ

いていていていて    

((((１１１１))))    ISOISOISOISO    9999001001001001及及及及びびびび 11114444001001001001 のののの認認認認証証証証取得取得取得取得のののの目的目的目的目的、、、、成成成成

果果果果はどうかはどうかはどうかはどうか、、、、説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((２２２２))))    かかるかかるかかるかかる事業事業事業事業のののの総総総総経経経経費費費費はははは、、、、いくらかいくらかいくらかいくらか。。。。またまたまたまた更更更更

新新新新等等等等はははは、、、、どれくらいかかるかどれくらいかかるかどれくらいかかるかどれくらいかかるか。。。。別別別別々々々々にににに年度年度年度年度ごごごご

とにとにとにとに、、、、説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((３３３３))))    ISOISOISOISO事業事業事業事業導導導導入入入入のありのありのありのあり方方方方はははは、、、、9999001001001001 のののの場場場場合合合合、、、、自自自自

殺殺殺殺者者者者もももも出出出出るるるる程程程程、、、、過酷過酷過酷過酷なななな手法手法手法手法をををを押押押押しししし付付付付けたものけたものけたものけたもの

でしたでしたでしたでした。。。。今今今今回回回回全全全全庁庁庁庁的的的的拡拡拡拡大大大大をををを進進進進めめめめ 12121212 月中月中月中月中にににに認認認認

証証証証取得取得取得取得とのとのとのとの事事事事だだだだがががが、、、、組織組織組織組織のありのありのありのあり方方方方、、、、事事事事務務務務事業事業事業事業

配分配分配分配分、、、、職員職員職員職員とのとのとのとの意思意思意思意思疎通疎通疎通疎通はどうしたかはどうしたかはどうしたかはどうしたか、、、、現現現現状状状状

とととと課題課題課題課題もももも含含含含めめめめ、、、、説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

((((１１１１))))    全国全国全国全国学力学力学力学力テテテテスススストトトトのののの都道都道都道都道府府府府県県県県別別別別のののの成成成成績績績績はははは秋秋秋秋

田田田田、、、、福福福福井井井井などなどなどなど上位上位上位上位はははは変変変変わらわらわらわらずずずず、、、、最最最最下下下下位位位位のののの沖縄沖縄沖縄沖縄

もももも２２２２年連続年連続年連続年連続とととと出出出出てきたがてきたがてきたがてきたが、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市はははは県内県内県内県内でどでどでどでど

ういうういうういうういう状況状況状況状況にあるかにあるかにあるかにあるか今今今今後後後後のののの課題課題課題課題もももも含含含含めてめてめてめて、、、、説説説説

明明明明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((２２２２))))    昨年昨年昨年昨年にににに比比比比べべべべ今今今今年度年度年度年度はははは平均平均平均平均点点点点はははは全国的全国的全国的全国的にににに下下下下

がったというががったというががったというががったというが、、、、そのそのそのその理理理理由由由由はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた、、、、沖沖沖沖

縄県縄県縄県縄県やややや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結結結結果果果果でそのでそのでそのでその理理理理由由由由はははは

何何何何かかかか、、、、説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

((((３３３３)))) 学習状況学習状況学習状況学習状況調査調査調査調査のののの分分分分析結析結析結析結果果果果のののの説説説説明明明明をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

    

((((１１１１))))    はしかはしかはしかはしか予予予予防防防防のためのためのためのため全国全国全国全国のののの11113333才才才才とととと11118888才才才才全全全全員員員員

をををを対対対対象象象象にににに今今今今年年年年４４４４月月月月からからからから始始始始まったまったまったまったワワワワククククチチチチンンンンのののの

追追追追加加加加接接接接種種種種をををを６６６６月月月月末末末末にににに受受受受けたけたけたけた人人人人はははは、、、、11113333才才才才でででで

38383838....8888％、％、％、％、11118888才才才才はははは22229.9.9.9.6666％％％％とととと低迷低迷低迷低迷しているとしているとしているとしていると厚厚厚厚生生生生

労働労働労働労働省省省省はははは発表発表発表発表したがしたがしたがしたが、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県及及及及びびびび那覇市那覇市那覇市那覇市のののの現現現現

状状状状はどうかはどうかはどうかはどう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    

((((２２２２)))) 勧奨勧奨勧奨勧奨期期期期間間間間がががが過過過過ぎぎぎぎたがたがたがたが、、、、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はどみはどみはどみはど    

うかうかうかうか伺伺伺伺うううう（（（（学校学校学校学校はどうするかはどうするかはどうするかはどうするか。。。。別別別別々々々々にににに））））    

    

    

    

    

((((１１１１))))    新新新新たなたなたなたな観光観光観光観光名名名名所所所所づづづづくりとくりとくりとくりと街街街街のののの活活活活性性性性化化化化をををを目目目目

的的的的にににに沖沖沖沖映映映映通通通通りでりでりでりで「「「「触触触触れれれれ手手手手、、、、重重重重ねねねね手手手手、、、、あのあのあのあの人人人人のののの

手手手手設設設設置置置置事業事業事業事業」」」」はははは、、、、休休休休止止止止状状状状態態態態がががが続続続続いているがないているがないているがないているがな

ぜぜぜぜかかかか    

    

    

((((２２２２))))    これまでこれまでこれまでこれまで銅版手形銅版手形銅版手形銅版手形８８８８枚枚枚枚のののの設設設設置置置置内容内容内容内容とととと費費費費用用用用

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。。。。負担負担負担負担方方方方法法法法やややや、、、、市市市市のののの補補補補助助助助率率率率はははは

どうかどうかどうかどうか    

    

    

((((３３３３))))    このこのこのこの事業事業事業事業はどこがはどこがはどこがはどこが主主主主体体体体となってやるべきとなってやるべきとなってやるべきとなってやるべき

かかかか、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり方方方方はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。またまたまたまた、、、、どどどど

うううう認識認識認識認識しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

((((１１１１))))    訪訪訪訪問問問問看護看護看護看護、、、、介護介護介護介護関係関係関係関係者者者者等等等等がががが駐駐駐駐車禁車禁車禁車禁止止止止場所場所場所場所にににに

止止止止めるめるめるめる際際際際にににに使使使使うううう「「「「駐駐駐駐車許車許車許車許可可可可証証証証」」」」のののの緊急時緊急時緊急時緊急時のののの申申申申

請請請請はははは現現現現状状状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    

    

    

((((２２２２))))    緊急訪緊急訪緊急訪緊急訪問中問中問中問中にににに看護師看護師看護師看護師らのらのらのらの車車車車がががが取取取取りりりり締締締締まらまらまらまら

れるれるれるれるケケケケーーーーススススがががが全国全国全国全国でででで相相相相次次次次いでいるがいでいるがいでいるがいでいるが、、、、各警察各警察各警察各警察

署署署署（（（（那覇那覇那覇那覇署署署署・・・・豊豊豊豊見見見見城城城城署署署署））））にににに出出出出向向向向いていていていて手手手手続続続続きすきすきすきす

るるるる現現現現行制度行制度行制度行制度のののの簡略簡略簡略簡略化化化化のののの方方方方法法法法はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    

            

    

    

    

    

    

４４４４    地域地域地域地域活活活活性性性性化化化化

事業事業事業事業についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    福福福福祉祉祉祉行政行政行政行政にににに

ついてついてついてついて    

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

        市市市市長長長長、、、、副副副副市市市市長長長長、、、、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     



    代代代代表質問表質問表質問表質問（（（（２２２２日目日目日目日目））））    平成平成平成平成 20202020 年年年年９９９９月月月月 17171717 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))))    平成平成平成平成 11118888 年年年年２２２２月定月定月定月定例例例例会会会会にににに上上上上程程程程されたされたされたされた議案議案議案議案第第第第

33336666 号号号号「「「「財産財産財産財産のののの取得取得取得取得についてについてについてについて」（」（」（」（おもろまちおもろまちおもろまちおもろまち一一一一

丁目丁目丁目丁目１１１１番番番番１１１１、、、、１１１１番番番番２２２２））））のののの趣趣趣趣旨旨旨旨はははは、、、、何何何何だだだだったかったかったかったか。。。。

またまたまたまた那覇市土地那覇市土地那覇市土地那覇市土地利用利用利用利用事業者事業者事業者事業者選選選選定定定定委員委員委員委員会会会会

のののの当当当当初初初初のののの目的目的目的目的とととと、、、、それにかかわそれにかかわそれにかかわそれにかかわるるるる予算予算予算予算額額額額

とととと決算決算決算決算額額額額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))))    ９９９９月月月月 11111111 日日日日のののの新新新新聞報聞報聞報聞報道道道道によるとによるとによるとによると、、、、市市市市はははは地域地域地域地域

再生再生再生再生協協協協議議議議会会会会をををを設設設設置置置置するとしするとしするとしするとし、、、、市市市市長長長長はははは「「「「事業計事業計事業計事業計

画画画画にににに沿沿沿沿ってってってって前向前向前向前向きにきにきにきに検討検討検討検討するというするというするというするという地域地域地域地域再再再再

生生生生法法法法のののの趣趣趣趣旨旨旨旨にのっとりにのっとりにのっとりにのっとり」」」」とととと発言発言発言発言されているされているされているされている。。。。

地域地域地域地域再生再生再生再生協協協協議議議議会会会会のののの位位位位置置置置づづづづけけけけはははは何何何何かかかか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((３３３３))))    事業者事業者事業者事業者側側側側はははは10101010月月月月11115555日日日日にににに工工工工事事事事着着着着工工工工としていとしていとしていとしてい

るがるがるがるが、、、、それまでそれまでそれまでそれまで、、、、住民住民住民住民説説説説明明明明をををを含含含含めめめめ、、、、どのようどのようどのようどのよう

なななな日日日日程程程程になっているかになっているかになっているかになっているか伺伺伺伺うううう    

    

    

    

((((４４４４))))    開発行開発行開発行開発行為為為為にににに伴伴伴伴うううう地域地域地域地域のののの生活生活生活生活環境環境環境環境のののの変化変化変化変化にににに

ついてついてついてついて、、、、当当当当局局局局はどれはどれはどれはどれだだだだけけけけ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伺伺伺伺

うううう    

    

    

    

((((５５５５))))    当当当当局局局局はははは平成平成平成平成11119999年年年年７７７７月月月月20202020日日日日、、、、21212121日日日日にににに先進先進先進先進事事事事例例例例

地地地地視視視視察察察察をををを行行行行ったようったようったようったようだだだだがががが、、、、視察視察視察視察のののの趣趣趣趣旨旨旨旨とととと目的目的目的目的

はははは何何何何かかかか。。。。またまたまたまた視察視察視察視察のののの成成成成果果果果とととと、、、、それにそれにそれにそれに対対対対するするするする市市市市

長長長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    

５５５５    平平平平    良良良良    識識識識    子子子子    

((((社社社社社社社社連合連合連合連合))))    

    おもろまちおもろまちおもろまちおもろまち１１１１

丁目丁目丁目丁目のののの土地売土地売土地売土地売

却却却却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】】】】    

        市市市市長長長長、、、、副副副副市市市市長長長長、、、、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    

 


