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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    

    

    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 20202020 年年年年９９９９月月月月 11118888 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    

    翁長市長就任以降翁長市長就任以降翁長市長就任以降翁長市長就任以降のこどものこどものこどものこども政策政策政策政策のののの実績実績実績実績とととと、、、、今後今後今後今後

のののの課題課題課題課題についてについてについてについて以下以下以下以下のののの質問質問質問質問をしますをしますをしますをします    

    

((((１１１１))))    待機児童解消待機児童解消待機児童解消待機児童解消にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、そしてそしてそしてそして今今今今

後後後後のののの課題課題課題課題はははは何何何何かかかか        

    

((((２２２２))))    認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設認可外保育施設にににに対対対対するするするする助成助成助成助成をををを拡拡拡拡大大大大してしてしてして

いるがいるがいるがいるが、、、、市長就任以降市長就任以降市長就任以降市長就任以降どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの金額金額金額金額、、、、まままま

たたたた、、、、どのようなどのようなどのようなどのような助成事業助成事業助成事業助成事業をををを行行行行っているのかっているのかっているのかっているのか    

        

平成平成平成平成 21212121 年度完成年度完成年度完成年度完成、、、、22222222 年度供用開始予定年度供用開始予定年度供用開始予定年度供用開始予定のののの奥奥奥奥

武山野球場武山野球場武山野球場武山野球場。。。。市長市長市長市長もももも巨人軍巨人軍巨人軍巨人軍をををを誘致誘致誘致誘致してしてしてしてプロプロプロプロ野球野球野球野球

アイランドアイランドアイランドアイランドをををを作作作作りたいとあるりたいとあるりたいとあるりたいとある    

    

((((１１１１))))    野球場完成後野球場完成後野球場完成後野球場完成後はははは、、、、サッカーサッカーサッカーサッカーのののの公式戦公式戦公式戦公式戦もできもできもできもでき

るるるる陸上競技場陸上競技場陸上競技場陸上競技場のののの早急早急早急早急なななな整備整備整備整備がががが本市本市本市本市としてとしてとしてとして必必必必

要要要要であるであるであるである。。。。市長市長市長市長ののののリーダーシップリーダーシップリーダーシップリーダーシップでででで進進進進めるべめるべめるべめるべ

きときときときと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか    

        

((((２２２２))))    今後今後今後今後プロプロプロプロ野球野球野球野球をををを誘致誘致誘致誘致しししし、、、、またまたまたまた、、、、サッカーサッカーサッカーサッカー場場場場、、、、

陸上競技場陸上競技場陸上競技場陸上競技場がががが整備整備整備整備されたらされたらされたらされたら、、、、キャンプキャンプキャンプキャンプ等等等等におにおにおにお

とずれるとずれるとずれるとずれる選手達選手達選手達選手達のののの体体体体ののののケアケアケアケアもももも考考考考ええええ、、、、施設内施設内施設内施設内にににに

スポーツトレーナースポーツトレーナースポーツトレーナースポーツトレーナー等等等等をををを配置配置配置配置するするするする。。。。またはまたはまたはまたは、、、、

市立病院市立病院市立病院市立病院とととと連携連携連携連携するするするする等等等等、、、、スポーツスポーツスポーツスポーツ医学医学医学医学ののののメッメッメッメッ

カカカカととととしてもしてもしてもしても利用価値利用価値利用価値利用価値のあるのあるのあるのある施設施設施設施設づくりをづくりをづくりをづくりを進進進進

めてめてめてめて行行行行くべきとくべきとくべきとくべきと考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか    

    

((((３３３３))))    那覇市那覇市那覇市那覇市がががが管理管理管理管理するするするする庭球場庭球場庭球場庭球場（（（（漫湖公園漫湖公園漫湖公園漫湖公園テニステニステニステニス

コートコートコートコート））））をををを公式戦公式戦公式戦公式戦のできるのできるのできるのできるコートコートコートコートへへへへ整備整備整備整備してしてしてして

いくいくいくいく考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか    

    

    

１１１１    渡久地渡久地渡久地渡久地    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    こどもこどもこどもこども政策政策政策政策

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    スポーツスポーツスポーツスポーツ行行行行

政政政政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        
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    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 20202020 年年年年９９９９月月月月 18181818 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)))) 児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒をををを凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪凶悪犯罪からからからから守守守守るるるる為為為為にににに    

①①①① 去去去去るるるる９９９９月月月月３３３３日日日日、、、、市内市内市内市内３３３３小学校小学校小学校小学校にににに児童児童児童児童にににに危害危害危害危害

をををを加加加加えるとのえるとのえるとのえるとの脅迫電話脅迫電話脅迫電話脅迫電話があったががあったががあったががあったが、、、、那覇市教那覇市教那覇市教那覇市教

育委員会育委員会育委員会育委員会としてどのようにとしてどのようにとしてどのようにとしてどのように対対対対応応応応したのかしたのかしたのかしたのか伺伺伺伺

うううう    

    

②②②② またまたまたまた、、、、児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒（（（（園児園児園児園児含含含含むむむむ））））のののの身身身身のののの安全安全安全安全

のののの為為為為にににに、、、、どのようなどのようなどのようなどのような対策対策対策対策をををを行行行行っておりっておりっておりっており、、、、またまたまたまた

行行行行うつもりかうつもりかうつもりかうつもりか伺伺伺伺うううう        

    

    

((((２２２２)))) 学学学学力力力力テストテストテストテストについてについてについてについて    

①①①① 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県としてはとしてはとしてはとしては２２２２年連年連年連年連続最続最続最続最下位下位下位下位というというというという残残残残

念念念念なななな結果結果結果結果となったがとなったがとなったがとなったが、、、、本市本市本市本市としてはとしてはとしてはとしては全国全国全国全国平平平平

均均均均・・・・県県県県平平平平均均均均にににに比比比比してどのようなしてどのようなしてどのようなしてどのような結果結果結果結果だだだだったかったかったかったか

伺伺伺伺うううう    

    

②②②② 結果結果結果結果をををを踏踏踏踏まえてまえてまえてまえて、、、、どのようなどのようなどのようなどのような取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを行行行行

いいいい、、、、またはまたはまたはまたは、、、、強化強化強化強化するつもりかするつもりかするつもりかするつもりか伺伺伺伺うううう        

    

    

((((３３３３)))) 動動動動くくくく教育委員教育委員教育委員教育委員へのへのへのへの提提提提言言言言    

            那覇市那覇市那覇市那覇市がががが市長市長市長市長をををを首首首首長長長長とするとするとするとする独独独独任任任任制制制制のののの組組組組織織織織

であるのにであるのにであるのにであるのに対対対対しししし、、、、那覇市教育委員会那覇市教育委員会那覇市教育委員会那覇市教育委員会はははは５５５５人人人人のののの

教育委員教育委員教育委員教育委員のののの合合合合議制議制議制議制のののの組組組組織織織織であるであるであるである。。。。    

            それにもかかそれにもかかそれにもかかそれにもかかわわわわらずらずらずらず、、、、教育委員教育委員教育委員教育委員のののの１１１１人人人人であであであであ

るるるる教育長教育長教育長教育長はははは突出突出突出突出してしてしてして目立目立目立目立つがつがつがつが、、、、他他他他のののの４４４４人人人人のののの教教教教

育委員育委員育委員育委員はははは残念残念残念残念ながらながらながらながら、、、、市民市民市民市民にににに対対対対しししし顔顔顔顔がががが見見見見えなえなえなえな

いのがいのがいのがいのが実実実実状状状状であるであるであるである。。。。    

            よってよってよってよって、、、、市長市長市長市長によるによるによるによる「「「「跳跳跳跳びだせびだせびだせびだせ！！！！市長市長市長市長室室室室」」」」

のようなのようなのようなのような公公公公聴聴聴聴会会会会やややや、、、、学校学校学校学校現現現現場場場場へのへのへのへの視察視察視察視察やややや関係関係関係関係

者者者者とのとのとのとのココココミュミュミュミュニケーシニケーシニケーシニケーショョョョンンンンをををを積極的積極的積極的積極的にににに行行行行っっっっ

ていくことをていくことをていくことをていくことを教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会改革改革改革改革のののの１１１１つとしてつとしてつとしてつとして

提案提案提案提案したいしたいしたいしたい。。。。見見見見解解解解をををを伺伺伺伺うううう        

２２２２    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))))    

教育行政教育行政教育行政教育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、、、、教育委員長教育委員長教育委員長教育委員長、、、、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    
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    個人質個人質個人質個人質問問問問（（（（１１１１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 18181818 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    

今今今今回回回回のののの土土土土地開発公地開発公地開発公地開発公社経営健全化計画社経営健全化計画社経営健全化計画社経営健全化計画にににに基基基基づくづくづくづく、、、、

おもおもおもおもろろろろままままちちちち一丁一丁一丁一丁目目目目のののの市市市市有有有有地地地地売却売却売却売却についてのについてのについてのについて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    

    

    

((((１１１１))))    地地地地域新域新域新域新エネルギエネルギエネルギエネルギーーーービジョビジョビジョビジョンンンンのののの主主主主旨旨旨旨についについについについ

てててて    

    

((((２２２２))))    直近直近直近直近でのでのでのでの見直見直見直見直しについてしについてしについてしについて    

    

    

通通通通学学学学路路路路のののの白線白線白線白線（（（（外外外外側線側線側線側線））））及及及及びびびび横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道、、、、ススススククククーーーー

ルゾルゾルゾルゾーンーンーンーンのののの路面表示路面表示路面表示路面表示のののの消消消消却化却化却化却化のののの修復修復修復修復についてについてについてについて    

    

((((１１１１))))    進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況についてについてについてについて    

    

((((２２２２))))    修復修復修復修復エエエエリアリアリアリアについてについてについてについて    

３３３３    山山山山    内内内内    盛盛盛盛    三三三三    

((((自民自民自民自民・・・・無所属無所属無所属無所属    

連合連合連合連合))))    

１１１１    総務総務総務総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    エネルギエネルギエネルギエネルギーーーー

問題問題問題問題についてについてについてについて    

    

    

    

    

３３３３    路面表示路面表示路面表示路面表示のののの

修復修復修復修復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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    
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    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 20202020 年年年年９９９９月月月月 18181818 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    比比比比    嘉嘉嘉嘉    憲次郎憲次郎憲次郎憲次郎    

((((社社社社社社社社連合連合連合連合))))    

１１１１    とまりとまりとまりとまりんんんんホホホホ

テテテテルルルル棟棟棟棟のののの売却売却売却売却

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

((((１１１１))))    ホホホホテテテテルルルル棟棟棟棟のののの賃料賃料賃料賃料にににに関関関関しししし、、、、㈱㈱㈱㈱かりかりかりかりゆゆゆゆしとしとしとしと三井三井三井三井

不動産不動産不動産不動産㈱㈱㈱㈱とのとのとのとの間間間間のののの交渉経過交渉経過交渉経過交渉経過をををを伺伺伺伺うううう。。。。特特特特にににに、、、、交交交交

渉渉渉渉のののの中中中中でででで㈱㈱㈱㈱かりかりかりかりゆゆゆゆしがしがしがしが提示提示提示提示したしたしたした賃料賃料賃料賃料のののの額額額額はははは、、、、

現在現在現在現在、、、、泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭開発開発開発開発㈱㈱㈱㈱とととと㈱㈱㈱㈱かりかりかりかりゆゆゆゆしとのしとのしとのしとの間間間間でででで授授授授

受受受受されているされているされているされている賃料賃料賃料賃料とととと比較比較比較比較してしてしてして高高高高いかいかいかいか低低低低いかいかいかいか

伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    ㈱㈱㈱㈱かりかりかりかりゆゆゆゆしはしはしはしは、、、、三井不動産三井不動産三井不動産三井不動産㈱㈱㈱㈱とのとのとのとの賃料交渉賃料交渉賃料交渉賃料交渉

がががが不調不調不調不調にににに終終終終わわわわったためったためったためったため、、、、11111111 月月月月末末末末ででででホホホホテテテテルルルルをををを

閉館閉館閉館閉館するとするとするとすると、、、、６６６６月月月月 11117777日日日日にににに表明表明表明表明していますがしていますがしていますがしていますが、、、、

現時点現時点現時点現時点でもそのことにでもそのことにでもそのことにでもそのことに変更変更変更変更はないのかどうはないのかどうはないのかどうはないのかどう

かかかか伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    三井不動産三井不動産三井不動産三井不動産㈱㈱㈱㈱はははは、、、、泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭開発開発開発開発㈱㈱㈱㈱へのへのへのへの「「「「購入購入購入購入

意意意意向向向向表明書表明書表明書表明書」」」」ででででホホホホテテテテルルルル区画区画区画区画をををを㈱㈱㈱㈱かりかりかりかりゆゆゆゆしがしがしがしが継継継継

続続続続してしてしてして管理管理管理管理・・・・運営運営運営運営することをすることをすることをすることを条件条件条件条件としてとしてとしてとして提示提示提示提示

しているがしているがしているがしているが、、、、㈱㈱㈱㈱かりかりかりかりゆゆゆゆしはしはしはしは１１１１１１１１月月月月末末末末ににににホホホホテテテテルルルル

をををを閉館閉館閉館閉館するとするとするとすると表明表明表明表明しているしているしているしている。。。。このことをこのことをこのことをこのことを受受受受けけけけ

てててて、、、、泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭開発開発開発開発㈱㈱㈱㈱とととと三井不動産三井不動産三井不動産三井不動産㈱㈱㈱㈱とのとのとのとの間間間間でどでどでどでど

のようなことがのようなことがのようなことがのようなことが話話話話しししし合合合合わわわわれたのかれたのかれたのかれたのか伺伺伺伺うううう    

    

((((４４４４))))    泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭開発開発開発開発㈱㈱㈱㈱にににに対対対対してしてしてして三井不動産三井不動産三井不動産三井不動産㈱㈱㈱㈱がががが有有有有

するするするする優先交渉権優先交渉権優先交渉権優先交渉権というというというという権権権権利利利利のののの存続期存続期存続期存続期間間間間はいはいはいはい

かかかかほほほほどかどかどかどか。。。。優先交渉権優先交渉権優先交渉権優先交渉権はははは、、、、一方的一方的一方的一方的にににに放棄放棄放棄放棄できできできでき

るのかるのかるのかるのか、、、、反反反反対対対対にににに泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭開発開発開発開発㈱㈱㈱㈱はははは、、、、三井不動産三井不動産三井不動産三井不動産

㈱㈱㈱㈱がががが有有有有するするするする優先交渉権優先交渉権優先交渉権優先交渉権をををを一方的一方的一方的一方的にににに剥奪剥奪剥奪剥奪できできできでき

るのかるのかるのかるのか伺伺伺伺うううう    

    

((((５５５５))))    泊泊泊泊ふふふふ頭頭頭頭用地用地用地用地にににに関関関関してしてしてして、、、、現在現在現在現在のののの行政行政行政行政財産財産財産財産をををを普普普普

通財産通財産通財産通財産にににに変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは、、、、行政行政行政行政財産財産財産財産

のままのままのままのまま三井不動産三井不動産三井不動産三井不動産㈱㈱㈱㈱とのとのとのとの賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約賃貸借契約をををを締結締結締結締結

するするするする場合場合場合場合、、、、那覇那覇那覇那覇港港港港管理組合管理組合管理組合管理組合議議議議会会会会のののの同意同意同意同意がががが必要必要必要必要

だだだだとととと思思思思うがうがうがうが、、、、同意同意同意同意がががが得得得得られるのかどうかられるのかどうかられるのかどうかられるのかどうか伺伺伺伺

うううう。。。。またまたまたまた、、、、普通財産普通財産普通財産普通財産にににに変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合、、、、とまりとまりとまりとまり

んんんん建建建建設設設設時時時時にににに受受受受けたけたけたけた国庫補国庫補国庫補国庫補助金助金助金助金のののの額額額額はいくらはいくらはいくらはいくら

でででで返還返還返還返還金金金金はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか、、、、そしてそしてそしてそして誰誰誰誰がががが負担負担負担負担するのするのするのするの

かかかか伺伺伺伺うううう    
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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))))    本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園のののの全全全全学学学学級数級数級数級数はいくらはいくらはいくらはいくら

でででで、、、、そのうそのうそのうそのうちちちち定定定定数数数数内内内内臨時職臨時職臨時職臨時職員員員員がががが担担担担当当当当していしていしていしてい

るるるる学学学学級数級数級数級数はいくらかはいくらかはいくらかはいくらか伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園臨時職臨時職臨時職臨時職員員員員のののの平平平平均均均均手取手取手取手取りりりり月月月月収収収収、、、、ボボボボーナーナーナーナ

ススススのののの有有有有無無無無をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

松川松川松川松川のののの坂坂坂坂下下下下交差点交差点交差点交差点からからからから市立病院市立病院市立病院市立病院にににに抜抜抜抜けるけるけるける真和真和真和真和

志中央線志中央線志中央線志中央線のののの田崎田崎田崎田崎病院病院病院病院前前前前にににに横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道とととと信号信号信号信号機機機機のののの設設設設

置置置置をををを求求求求めるめるめるめる陳情陳情陳情陳情がががが昨昨昨昨年年年年のののの７７７７月月月月にににに出出出出されているがされているがされているがされているが、、、、

そのそのそのその後後後後のののの処処処処理理理理をををを伺伺伺伺うううう    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        ２２２２    幼稚幼稚幼稚幼稚園園園園職職職職員員員員

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

３３３３    交通交通交通交通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        
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    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 20202020 年年年年９９９９月月月月 18181818 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))))    市長市長市長市長のののの二期八二期八二期八二期八年年年年のののの実績実績実績実績とととと特特特特にににに心心心心にににに残残残残るるるる出出出出

来来来来事事事事についておについておについておについてお聞聞聞聞かかかかせせせせくくくくだだだださいさいさいさい。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後

のののの抱負抱負抱負抱負についてについてについてについて見見見見解解解解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

((((２２２２))))    政政政政治治治治・・・・経済経済経済経済・・・・社社社社会会会会面面面面等等等等にににに関関関関しししし、、、、将来将来将来将来のののの我我我我がががが

国国国国のののの方方方方向向向向性性性性とととと沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ並並並並びびびびにににに本市本市本市本市

のののの役割役割役割役割そしてそしてそしてそして本市本市本市本市のののの未来未来未来未来のののの都都都都市市市市像像像像についてについてについてについて、、、、

見見見見解解解解をををを求求求求めるめるめるめる    

    

((((３３３３))))    若狭若狭若狭若狭地地地地域一帯域一帯域一帯域一帯のののの都都都都市市市市計画計画計画計画についてについてについてについて、、、、そのそのそのその構構構構

想想想想をををを述述述述べよべよべよべよ    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

５５５５    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党主党主党主党・・・・    

市民市民市民市民のののの会会会会))))    

    市長市長市長市長のののの基基基基本本本本姿姿姿姿

勢勢勢勢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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    
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    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 20202020 年年年年９９９９月月月月 18181818 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    

松松松松山公園整備事業山公園整備事業山公園整備事業山公園整備事業のののの久久久久米米米米郵便局跡郵便局跡郵便局跡郵便局跡地利用地利用地利用地利用にににに於於於於

けるけるけるける事業事業事業事業のののの概概概概要要要要とととと進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しとししとししとししとし

てててて、、、、福州福州福州福州園園園園とのとのとのとの一一一一体体体体的的的的なななな公園公園公園公園はははは何何何何時時時時完成完成完成完成しししし市民市民市民市民がががが

利用利用利用利用、、、、活活活活用用用用できるのかできるのかできるのかでき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    

    

    

平成平成平成平成 11114444年年年年８８８８月月月月７７７７日日日日にににに 10101010 年間年間年間年間のののの時時時時限限限限立立立立法法法法でででで「「「「ホホホホ

ーーーームムムムレスレスレスレスのののの自立自立自立自立のののの支援支援支援支援等等等等にににに関関関関するするするする特特特特別措別措別措別措置置置置法法法法」」」」がががが

施行施行施行施行されされされされ、、、、５５５５ヵヵヵヵ年年年年がががが経過経過経過経過しししし、、、、このこのこのこの程程程程平成平成平成平成 20202020 年年年年７７７７

月月月月 33331111 日日日日厚厚厚厚生生生生労働省労働省労働省労働省とととと国土交通国土交通国土交通国土交通省省省省はははは「「「「ホホホホーーーームムムムレスレスレスレス

のののの自立自立自立自立のののの支援支援支援支援等等等等にににに関関関関するするするする基基基基本本本本方方方方針針針針」」」」をををを発発発発表表表表しておしておしておしてお

りりりり、、、、国国国国のののの責責責責務務務務、、、、地地地地方方方方公公公公共団共団共団共団体体体体のののの責責責責務務務務、、、、国国国国民民民民のののの協協協協力力力力

もももも法律法律法律法律にににに謳謳謳謳わわわわれているれているれているれている。。。。    

そこでそこでそこでそこで、、、、那覇市内那覇市内那覇市内那覇市内にはにはにはには現在現在現在現在何人何人何人何人ののののホホホホーーーームムムムレスレスレスレスがががが

いるのかいるのかいるのかいるのか。。。。ホホホホーーーームムムムレスレスレスレス支援団支援団支援団支援団体体体体であるであるであるであるプロプロプロプロミミミミスキスキスキスキ

ーーーーパパパパーーーーズズズズにはにはにはには、、、、那覇市那覇市那覇市那覇市ののののホホホホーーーームムムムレスレスレスレス出身出身出身出身がががが 77770000 名名名名

余余余余いるがいるがいるがいるが、、、、那覇那覇那覇那覇市市市市ははははホホホホーーーームムムムレスレスレスレス対策対策対策対策としてとしてとしてとして、、、、プロプロプロプロ

ミミミミスキースキースキースキーパパパパーーーーズズズズにににに１１１１ヶヶヶヶ月月月月１１１１人当人当人当人当りりりり 3,3,3,3,000000000000 円円円円のののの支支支支

援援援援はははは是非是非是非是非必要必要必要必要とととと思思思思うううう。。。。市長市長市長市長のののの答弁答弁答弁答弁をををを求求求求めるめるめるめる    

    

    

旧郵住協古島団旧郵住協古島団旧郵住協古島団旧郵住協古島団地地地地のののの立立立立退退退退きにきにきにきに際際際際しししし高高高高齢齢齢齢者者者者、、、、障障障障がががが

いいいい者者者者、、、、母子母子母子母子及及及及びびびび生生生生活活活活保保保保護世護世護世護世帯帯帯帯のののの公公公公営営営営住宅住宅住宅住宅へのへのへのへの優先優先優先優先

入入入入居居居居についてについてについてについて、、、、このこのこのこの方方方方々々々々はははは 33330000 所所所所帯帯帯帯だだだだがががが一次一次一次一次抽抽抽抽選選選選

免免免免除除除除をしてをしてをしてをして、、、、優優優優遇措遇措遇措遇措置置置置をしているとをしているとをしているとをしていると、、、、県県県県もももも市市市市もももも「「「「かかかか

たくなたくなたくなたくな」」」」なななな態態態態度度度度ですがですがですがですが、、、、このこのこのこの優優優優遇措遇措遇措遇措置置置置ではではではでは１１１１人人人人もももも

入入入入居居居居したしたしたした人人人人はいまはいまはいまはいませんせんせんせん。。。。ここらでもうここらでもうここらでもうここらでもう一一一一度度度度再再再再考考考考しししし

てててて、、、、県県県県とととと市市市市がががが合合合合議議議議をををを持持持持ってってってって、、、、各各各各々々々々15151515 所所所所帯帯帯帯づつづつづつづつ頑頑頑頑

張張張張ってもらえないかってもらえないかってもらえないかってもらえ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    

    

    

    

    

    

    

    

        

６６６６    唐唐唐唐    真真真真    弘弘弘弘    安安安安    

((((自自自自由由由由民民民民主党主党主党主党・・・・    

市民市民市民市民のののの会会会会))))    

１１１１    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    

    

    

    

    

２２２２    福祉福祉福祉福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    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    住宅住宅住宅住宅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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    
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    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 20202020 年年年年９９９９月月月月 18181818 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    

山下山下山下山下町第町第町第町第一一一一洞穴遺跡洞穴遺跡洞穴遺跡洞穴遺跡についてについてについてについて    

このこのこのこの遺跡遺跡遺跡遺跡はははは、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県にもにもにもにも数数数数万万万万年年年年前前前前のののの旧石器旧石器旧石器旧石器時時時時代代代代

からからからから人人人人がががが住住住住んんんんでいたでいたでいたでいた事事事事をををを証証証証明明明明するするするする重重重重要要要要なななな遺跡遺跡遺跡遺跡でででで

ありありありあり、、、、県県県県指指指指定定定定のののの文文文文化財化財化財化財であるであるであるである。。。。平成平成平成平成 18181818 年年年年 2222 月月月月議議議議

会会会会においてにおいてにおいてにおいて、、、、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表示表示表示表示板板板板がはがさがはがさがはがさがはがされるれるれるれる

などなどなどなど遺跡遺跡遺跡遺跡がががが破損破損破損破損されているされているされているされている状況状況状況状況をををを訴訴訴訴ええええ、、、、当当当当局局局局のののの対対対対

応応応応とととと対策対策対策対策をををを求求求求めためためためた。。。。それにそれにそれにそれに対対対対しししし担担担担当部長当部長当部長当部長はははは「「「「予予予予算算算算

をををを確確確確保保保保しししし、、、、年年年年次的次的次的次的にににに民民民民有有有有地地地地のののの公公公公有有有有地地地地化化化化をををを行行行行いいいい、、、、貴貴貴貴

重重重重なななな文文文文化財化財化財化財のののの保保保保全全全全とととと活活活活用用用用をををを図図図図りたいりたいりたいりたい」」」」とのとのとのとの答弁答弁答弁答弁でででで

あったあったあったあった。。。。そのそのそのその後後後後のののの進進進進捗状況捗状況捗状況捗状況についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

    

翁長市長翁長市長翁長市長翁長市長がががが「「「「市長市長市長市長出前出前出前出前トートートートークククク」」」」やややや「「「「跳跳跳跳びだせびだせびだせびだせ！！！！

市長市長市長市長室室室室」」」」でででで市民市民市民市民にににに直直直直接呼接呼接呼接呼びびびびかけたかけたかけたかけた協働協働協働協働のののの街街街街づくりづくりづくりづくり

のののの施策施策施策施策はははは、、、、多多多多くのくのくのくの市民市民市民市民からからからから賛賛賛賛同同同同をををを受受受受けけけけ数数数数多多多多くのくのくのくの企企企企

業業業業やややや自自自自治治治治会会会会などなどなどなど地地地地域域域域団団団団体体体体のののの皆様皆様皆様皆様とととと公園公園公園公園やややや道路道路道路道路のののの

清掃清掃清掃清掃やややや管理管理管理管理のののの協協協協定定定定がががが締結締結締結締結されつつありされつつありされつつありされつつあり多多多多方面方面方面方面かかかか

らららら評評評評価価価価されているとこされているとこされているとこされているところろろろであるであるであるである。。。。しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら、、、、

一方一方一方一方においてにおいてにおいてにおいて、、、、市民市民市民市民協働協働協働協働のののの大大大大きなきなきなきな担担担担いいいい手手手手とととと期期期期待待待待をををを

されているされているされているされている自自自自治治治治会会会会のののの組組組組織織織織率率率率やややや加加加加入入入入率率率率がががが低低低低迷迷迷迷をしをしをしをし

ているているているている現状現状現状現状にあるがそのにあるがそのにあるがそのにあるがその対策対策対策対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        

((((１１１１))))    市内小学校市内小学校市内小学校市内小学校のののの空空空空きききき教教教教室室室室をををを自自自自治治治治会事会事会事会事務務務務所所所所にににに

利用利用利用利用できないかできないかできないかできないか 

    

((((２２２２))))    小学校小学校小学校小学校区区区区にににに市民市民市民市民相談相談相談相談員員員員をををを配置配置配置配置できないかできないかできないかできないか    

    

    

代代代代表表表表質問質問質問質問でででで取取取取りりりり上上上上げげげげたたたたこどもこどもこどもこどもみらいみらいみらいみらい基基基基金金金金のののの成成成成

果果果果にににに関連関連関連関連してしてしてして市内小市内小市内小市内小中中中中学校学校学校学校のののの旗旗旗旗頭頭頭頭のののの活活活活動動動動についについについについ

てはてはてはては、、、、教育関係者教育関係者教育関係者教育関係者をはをはをはをはじじじじめめめめ多多多多方面方面方面方面からからからから評評評評価価価価をををを受受受受けけけけ

ているとこているとこているとこているところだろだろだろだがががが、、、、このこのこのこの活活活活動動動動のののの成成成成果果果果をををを、、、、たとえたとえたとえたとえばばばば

トラントラントラントランジジジジットットットットモモモモーーーールルルルやややや那覇那覇那覇那覇まつりまつりまつりまつりのののの旗旗旗旗頭頭頭頭行行行行列列列列にににに

参参参参加加加加をさをさをさをさせせせせるなどるなどるなどるなど、、、、観光観光観光観光行政行政行政行政やややや那覇那覇那覇那覇のまのまのまのまちちちちのののの活活活活性性性性

化化化化のののの施策施策施策施策にににに反反反反映映映映ささささせせせせていくていくていくていく考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか見見見見解解解解をををを

伺伺伺伺うううう    

    

    

    

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    文文文文化財化財化財化財行政行政行政行政

についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    市民市民市民市民文文文文化化化化行行行行

政政政政についてについてについてについて    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

３３３３    小小小小中中中中学校学校学校学校のののの

旗旗旗旗頭頭頭頭事業事業事業事業のののの活活活活

用拡大用拡大用拡大用拡大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    
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    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 20202020 年年年年９９９９月月月月 18181818 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    

    平成平成平成平成 10101010 年年年年にににに着工着工着工着工したしたしたした壺壺壺壺屋屋屋屋牧牧牧牧志線志線志線志線ココココミュミュミュミュニニニニテテテティィィィ

道路道路道路道路工工工工事事事事及及及及びびびび照照照照明明明明灯灯灯灯設置設置設置設置工工工工事事事事、、、、通通通通称称称称やちむんやちむんやちむんやちむん通通通通りりりり

がががが出来出来出来出来てからてからてからてから、、、、今年今年今年今年９９９９月月月月でででで 10101010年年年年がががが経過経過経過経過したしたしたした    

((((１１１１))))    平成平成平成平成 10101010 年年年年やちむんやちむんやちむんやちむん通通通通りがりがりがりが整備整備整備整備、、、、完成完成完成完成とととと同同同同

時時時時にににに従従従従前前前前のののの車両相互車両相互車両相互車両相互通通通通行行行行をををを一方通一方通一方通一方通行行行行にににに変更変更変更変更

してからしてからしてからしてから、、、、今年今年今年今年でででで 10101010 年目年目年目年目になになになになるるるるがががが、、、、やちむやちむやちむやちむ

んんんん通通通通りへのりへのりへのりへの県県県県内外内外内外内外からのからのからのからの観光客観光客観光客観光客のののの数数数数はははは平成平成平成平成

11111111 年当年当年当年当初初初初とととと平成平成平成平成 11119999年年年年までまでまでまでをををを比較比較比較比較したしたしたした場合場合場合場合、、、、

人人人人通通通通りはりはりはりは増増増増えたのかえたのかえたのかえたのか減減減減ったのかったのかったのかったのか伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    やちむんやちむんやちむんやちむん通通通通りりりり活活活活性化性化性化性化にににに向向向向けたけたけたけた取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに

ついてどのようなついてどのようなついてどのようなついてどのような事事事事をしているのかをしているのかをしているのかをしているのか伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    都都都都市市市市景観形景観形景観形景観形成地成地成地成地域域域域のののの指指指指定定定定をををを行行行行いいいい歴史歴史歴史歴史的的的的遺遺遺遺

産及産及産及産及びびびび環境環境環境環境保保保保全全全全のののの整備整備整備整備をををを推推推推進進進進しているといしているといしているといしているとい

うがうがうがうが、、、、補補補補助金助金助金助金はいくらはいくらはいくらはいくら出出出出しているのかしているのかしているのかしているのか    

    

((((４４４４))))    現在現在現在現在沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力のののの電電電電柱柱柱柱にににに外外外外灯灯灯灯をををを設置設置設置設置していしていしていしてい

るがるがるがるが、、、、電電電電気気気気料料料料金金金金及及及及びびびび電電電電柱使柱使柱使柱使用用用用料料料料はははは何何何何処処処処がががが負担負担負担負担

しているのかしているのかしているのかしているのか    

    

((((５５５５))))    沖縄沖縄沖縄沖縄電電電電力力力力のののの電電電電柱柱柱柱にににに、、、、太陽太陽太陽太陽ソソソソーラーーラーーラーーラーのののの設置設置設置設置をををを

希望希望希望希望したしたしたした場合場合場合場合、、、、設置設置設置設置はははは可可可可能能能能なのかなのかなのかなのか伺伺伺伺うううう    

    

    

去去去去るるるる８８８８月月月月 11111111 日日日日、、、、本市本市本市本市のののの上山上山上山上山中中中中学校学校学校学校のののの体育体育体育体育館館館館改改改改

築築築築工工工工事事事事現現現現場場場場でででで作業作業作業作業していたしていたしていたしていた男男男男性性性性がががが足足足足場場場場からからからから転落転落転落転落

してしてしてして死亡死亡死亡死亡するするするする事事事事故故故故がががが起起起起きたきたきたきた。。。。事事事事故故故故からからからから１１１１ヶヶヶヶ月月月月がががが経経経経

過過過過してしてしてしているいるいるいる。。。。発発発発注注注注者者者者としてとしてとしてとして事事事事故故故故調調調調査査査査にかかにかかにかかにかかわわわわったったったった

とととと思思思思いますいますいますいます    

((((１１１１))))    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伺伺伺伺うううう    

    

((((２２２２))))    ななななぜぜぜぜこういうこういうこういうこういう事事事事故故故故がおきたのかがおきたのかがおきたのかがおきたのか原因原因原因原因とととと対対対対

策策策策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう    

    

((((３３３３))))    事事事事故故故故後後後後のののの再再再再発発発発防止防止防止防止対策対策対策対策はどのようにはどのようにはどのようにはどのように対対対対処処処処

したのかしたのかしたのかしたのか伺伺伺伺うううう        

８８８８    宮宮宮宮    國國國國    恵恵恵恵    徳徳徳徳    

((((そうそうそうそうぞぞぞぞうううう))))    

１１１１    やちむんやちむんやちむんやちむん通通通通

りについてりについてりについてりについて        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

２２２２    建建建建築工築工築工築工事事事事現現現現

場場場場のののの安全安全安全安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    

    

    

【【【【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、、、、関係部長関係部長関係部長関係部長    

 


