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・新型コロナウイルス感染症について
・学校給食費について
・豊見城警察署豊見城詰所についての陳情について
・瀬長島の環境美化について
・教育行政について
・上田高架下の有効利用について
・道路行政について
・市職員に対するワクチン摂取について
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・道路行政について
・水産業と観光振興について
・環境行政について
・みどりの振興と管理について

・市長の政治姿勢について
・教育行政について
・与根体育施設（サッカー場）について
・しおさい公園について
・瀬長舟たまり場について
・新型コロナワクチン接種の円滑実施に向けた
体制の構築について
・コロナ禍の影響による支援について
・安心・安全なまちづくりについて
他2件

瀬長 恒雄

・市長の政策や市政について

（日本共産党）

・市の広報ツール LINE について
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・教育行政について
・行政運営について
・消防行政について
・保育行政について
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・与根体育施設について
・市の鳥（市鳥）制定について
・ホームタウン宣言について
・自衛隊配備について

・与根西部地区開発について

・不法投棄対策について
・安心・安全なまちづくりについて
・子ども改革について
・農業振興について
・産業振興について

・いじめ自殺裁判について
・与根西部土地区画整理事業について
（日本共産党） ・サッカー専用施設整備について
・人事について
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瀬長 宏
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・「生理の貧困」の解消について
・奨学金返済「肩代わり」制度について
・新型コロナワクチン接種について
・福祉行政について
・薬物乱用防止について
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・市政運営について
・道路行政について
・都市計画について
・土地開発について
・本市における新型コロナウイルスについて

（真新会）
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大田 正樹
（保和会）

・教育行政について
・山川市政の人事及び行政改革について
・与根体育施設（サッカー場）について
・道路行政について
・新型コロナウイルス感染症について
・豊見城警察官詰所（豊見城団地改良住宅内）
跡地について
・市職員の定数並びに働く環境について
・照屋教育長の任期満了について
・コロナ対策について
・予算執行状況の確認について
・山川市長・小川副市長（及び執行部）の議会
対応について

※QR コードにスマートフォンをかざすとインターネット中継が閲覧できます。
※一般質問とは、議員が市の行財政全般にわたり、事務の執行状況や将来に対する方針を聞き、疑問点について市長の見解を求めるもの。
本市議会の質問時間は、答弁時間を含み１人 42 分以内です。
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・新型コロナワクチン接種について
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一 般 質 問

ワクチン接種を一日も早く !
新型コロナウイルス感染症について
質問

今後、 申し込みの混乱を避けるためどのような方策を考
えているのか伺う。
市長 今後は予約枠も踏まえながら、 対象者の選定及びウェ
ブでの受付の体制強化を図り進めていきたい。
質問 1 日も早く接種出来るよう接種会場を増やせないか伺う。
市長 6 月の下旬からは現在の保健センターに加え、 豊見城
市立中央公民館の 2 会場で実施を進めます。
質問 今後の医師や看護師確保のために市内の医療機関に協
力をもらい会議を開いてはどうか、 伺う。
福祉健康部長 情報共有を図り、 65 歳以上の高齢者を、 7 月
末までに 2 回接種完了に向け、 今後も連携を図っていきたい
と考えています。
質問 医療機関等における個別接種はいつからの予定か伺う。
福祉健康部長 現在、 さらに希望する医療機関がないか調査をし
今月中には全施設がスタートできるように進めていきたい。

大城

公明党

吉徳

学校給食費について
質問

来年の 3 月定例会に給食費が安くなったと実感できる
ような予算措置ができなければ、 この無償化の政策は断念す
るという覚悟で取り組んでもらいたいと思いますが市長の決意
を伺う。
市長 しっかりとその方向に向けて取り組んでいきたい。
豊見城警察官詰所（豊見城団地改良住宅内）跡地利用
について
質問

この跡地を市が買い取り東屋を立て交通安全活動、 防犯
パトロール等の拠点として活用できないかとの市民からの声もあ
りますが、 検討できないか伺う。
市民部長 全庁的な調整の中で当該跡地利用についての幅広
い視点、 意見を聴取し、 沖縄県住宅供給公社並びに豊見城
警察署と調整していきます。
その他の質問／農業振興策について／県道整備について／市
内小中学校のコロナウイルスの感染症について

体罰・ハラスメントに関する
アンケートを中学校でも実施するべき
教育行政について
質問

コザ高校の男子生徒が、 今年 1 月に自ら命を絶つとい
う大変悲しいことがあり、 県が県立高校の生徒や学校関係者
などを対象に実施した部活動実態調査の結果を公表しました。
私は中学校でもこの部活動実態調査を実施するべきだと強く
思っていますが、 本市の見解を伺う。
教育部長 本教育委員会では、 部活動における体罰 ・ ハラスメ
ントの根絶を徹底することを本市部活動方針に盛り込み、 4 月
の校長 ・ 教頭会議で確認しています。 体罰 ・ 暴力 ・ 飲酒運転
等の信用失墜行為の防止や服務規律の徹底について、 4 月の
職員会議にて校長より全職員に確認されています。 生徒と担任
との教育相談や保護者を交えた三者面談、 生徒及び保護者の
学校評価等から、 部活動指導が適切に行われているか把握す
ることができるので、 現在のところ体罰 ・ ハラスメント等の調査
を行う予定はありません。
質問 今回の調査で体罰 ・ ハラスメントを受けたと答えた中で、
相談相手を 49.6％が「同じ部の部員」 と答え、「誰にも相談
できていない」 が 12％との結果をみると、 学校側に子ども達の

要

真新会

正悟

SOS が届いていないのではないか。 また、 中学生ともなると、
なおさら声を上げづらいのではないかと思います。 今回県実施
の調査の回答率が 36％ですので、 悩んでいる生徒は今回の
数字の倍以上はいると思いますので、 本市では中学校で部活
動実態調査を実施するよう強く要望します。
教育長 児童生徒の安全を含め、 活動を支援するのは我々の
務めです。 再度確認し必要であればアンケート調査に取り組
みます。
質問 本市での校則の現状 ・ 見直しについて。 合理性のない
不必要な統一は多様性を認めないことであり、 多様性を認めら
れない感覚がいじめに繋がり、 人権を侵害しかねないと思うが
本市の見解を伺う。
教育部長 本市 3 中学校では毎年校則の見直しを行い、 各学年
の生徒指導担当者等で構成される生徒指導委員会で、 生徒や保
護者の意見も参考にし、 校則の見直しを図った後、 職員会議にて
提案、 決定し、 次年度の教育計画に反映しています。
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一 般 質 問

『与根自治会との協定書』
の取り組みは
法令遵守で推進せよ
この課題解決に行政がどう取り組んだか問われている
質問

与根サッカー場に隣接する 3,000 平米の土地の取り扱い
を定めた協定の内容を伺う。
総務企画部長 与根地先公有水面埋立造成工事に当たり、 昭和
61 年 5 月 27 日に当時の豊見城村長と字与根区長の間で協
定書が交わさた。 村は、 与根地先公有水面埋立造成工事に
伴う、 字与根区長から要望のあった 5 項目に対し、 別紙協定
事項のとおり、 誠心誠意問題解決に努めるとなっています。
質問 協定に基づく自治会からの要望と、 それに対する市の対
応について伺う。
総務企画部長 要望の１つで、 字有地確保について、 地域の要
望である公共広場用地は、 地域の実情を十分配慮して、 埋立
地の村有地から約 3,000 平米を占用させるとなっています。
質問 占有使用させる土地がありますが、 自治会集落と反対
側に位置して使いづらい。 平成 29 年に区画整理事業が認可。
事業が計画されたとき、 自治会集落寄りに市有地を配置する
代替案が考えられなかったのか。 市の対応を伺う。
総務企画部長 与根西部地区土地区画整理事業は、 土地区画

盛昭

前市政で判断示されている。全力を挙げ自治会との協議
を強く求める
質問

市民体育館南側の 6,000 平米について、 市有地を一自
治会に無償譲渡することは、 法的に認められていないと思いま
す。 どのような対応をしてきたか伺う。
都市計画部長 平成 29 年 1 月 17 日に当時の市長から与根自治
会長宛て、協定書の履行について手交しています。 無償譲渡は、
専門家への相談等、 長年検討を重ね、 法的に困難という結論
に至ったことから、 調停や訴訟など司法による解決しかないもの
と考えています。 今後は過去の経緯や現状も含めて、 自治会と
話し合いにより解決していくことが必要だと考えています。

ゼ

大田

ロ

ZERO

善裕

福祉健康部長

障がい者福祉について

浦添市と認識しています。
これまでの実績を伺う。
福祉健康部長 改造実績につきまして、 令和元年度が 30 万円、
1 件、 令和 2 年度が 40 万円、 1 件、 令和 3 年度が 50 万円、
2 件となっています。
質問 金額や実績からすると、 市の単独費用と言えども財政を
圧迫するような政策ではないと考えます。 市長の見解を伺う。
市長 今、 福祉健康部の方で鋭意制度設計なども踏まえなが
ら調査研究をしていると伺っています。 先進地の浦添市の話も
ありましたが、 そこも踏まえながら、 我々も前向きに捉え、 取り
組んでいきたいと考えています。
質問

質問

令和 2 年 3 月一般質問において「自動車改造費助成
事業」 の支給要件緩和を求めましたが、 この間進展が見られ
ず業を煮やしています。
福祉健康部長 当該事業の助成対象となる身体障がい及び等級
については、 本人運転及び介護者運転いずれも上肢、 下肢
または体幹機能障害 1 級または 2 級と定めています。 当該事
業は重度身体障がい者の就労及び社会参加の促進を目的に、
国及び県の補助事業として位置づけられていましたが、 平成
28 年度からは補助金交付対象外となったことから市の一般財
源で対応しています。 本市における身体障がい者数は年々増
加しています。 過去 5 年における身体障がい者数の伸び率は
17.4％となっています。 それに伴い、 障がい者福祉サービスに
係るニーズも右肩上がりで増加し、 支給要件緩和については、
既に取り組んでいる自治体や他自治体の動向も注視しながら、
慎重に検討していきたいと考えています。
質問 県下 11 市の中で要件緩和をしている、 支給制限のない
自治体があるか。
令和 3 年 6 月定例会・8 月臨時会

儀間

整理法第 89 条による現位置換地を原則に換地計画を行ってい
る。 ほかの場所に配置する代替案は計画していませんでした。

制度がハンデキャップを助長しては
いけない。速やかな要件緩和を
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その他の質問／子育て環境の整備について／安心できる住環
境について／行政運営について

一 般 質 問

沖縄県で一番ワクチン接種の遅い豊見城
市長、市民は怒っている !!
ワクチン接種について
質問

職種別、 エッセンシャルワーカーの優先順位についての
考えがあるか伺う。
福祉健康部長 保育士や教員等からという優先順位についても、
調整を図りながら進めたいと考えています。
質問 エッセンシャルワーカーの接種、 与那原町は 6 月 13 日より
スタートです。 豊見城市の接種はいつからですか。
福祉健康部長 6 月の中旬以降にスケジュールを組んでいきます。
その中で優先順位についても検討します。
質問 6 月 13 日から接種が始まる与那原町、 未だにめどが立た
ない豊見城市はかなり遅い。 今後の接種予定について伺う。
市長 個別接種は一部ですが、 6 月 9 日より受付を開始です。
質問 個別接種について 3 月の定例会では、 医師会を通して
先生方と調整をしているとの事でしたが、 どうなっていますか。
福祉健康部長 6 月いっぱいにはスタートできるように今、 準備を
進めているところです。
質問 3 月に調整をして、 2 か所しか調整ができてない。 かな
り遅いと思います。 時間がかかる調整なのでしょうか。

質問

コロナ禍でハワイへの国際交流派遣は厳しいのが現実。
事業を見直す必要があるのでは。
教育部長 ハワイ州豊見城村人会と継続した交流を第一義的
に考慮し、 事業継続のためにもオンライン活用等で国際交流
を検討したが、 最終的に予算との兼ね合いもあり、 苦渋の決
断ではあるが今年度の国際交流事業を中止とした。
教育長 一括交付金事業は変更の認可申請をする必要があ
り、 予算ヒアリングでは変更する内容で計画を説明したが、
最終的に一括交付金の申請を取り下げた。 私としては大変
残念。
質問 ハワイとの交流は是非やるべき事業。 予算約 750 万円
を一括交付金の変更申請で事業の組替えをして、 オンライン
交流事業を計画したのに、 財政課は予算を切ったのか。
総務企画部長 当初予算で 14 名がハワイ州へ渡航予定でした
が、 渡航を中止し 40 名がオンラインにて交流する事業内容へ
変更し、 ＶＲ撮影経費等を含め 899 万円の予算要求があった。
総合的な判断で事業実施を見送ることと判断した。

玄治

福祉健康部長

集団接種を先行した為、 個別接種の調整が少し
遅れました。 一日も早く調整し個別接種を進めます。
質問 ワクチン接種対策室の人員体制等について伺う。
総務企画部長 4 月 1 日付でワクチン接種対策室に 5 名の専任
体制を構築しています。 その後国からの要請でスケジュールの
前倒しがあり、 6 月に入り計 15 名体制で対応しています。
質問 6 月からやるのは、 かなり遅いです。 糸満市は 1 月 18 日
に対策チームを立ち上げ、 専任が 5 人、 併任が 29 人、 会計年
度任用職員 1 人の配置です。 豊見城市のことをどう思いますか。
市長 適材適所、 併任も考えながら、 鋭意注視していきます。
質問 集団接種に対して、 市長として動きましたか。
市長 6 月 9 日に南部地区医師会に依頼をお願いしました。
質問 6 月 9 日と聞いて驚きましたが、 遅いと思いませんか。
市長 時期は遅れたかもしれませんがしっかり連携していく。
質問 LINE を使ってワクチン接種の予約等のシステムを作れな
いか伺う。
福祉健康部長 市民の命を守るための手段として取り組みたい。
その他の質問／こども未来基金について

子どもたちの学びを止めた予算 !
ハワイ国際交流事業中止 !
子どもたちの交流事業を止めるなんてあり得ない！

川満

保和会

新垣

保和会

亜矢子

コロナ禍だからこそオンライン交流をやるべきでは？
質問

多くの子どもたちが学校にいて交流事業が出来る。 予算
が付いているのに全部なくしゼロにするのではなく、 予算を落と
して交流事業を継続することは出来ないのか。
総務企画部長 ハワイ州への渡航による交流からオンライン交流
への事業内容変更は新規事業の取り扱いとなる。 県や国との
協議調整に時間を要するので中止と判断した。
質問 交流事業の今後の継続について教育長の見解を伺う。
教育長 前任の上原武弘教育長が、 以前に 1 回途切れたもの
を直接ハワイへ行き謝罪。 村人会に「今後、 二度と途切れる
ことがないように市としても取り組むのでご協力よろしくお願い
します」 と再開した経緯がある。 何よりも成果が非常に大きい。
スピーチコンテスト等、 英語のレベルアップを図る最終的な目
標として今後もハワイ交流をしっかり続けたい。
質問 一括交付金事業は新規事業でも組替えが出来る。 市長、
国際交流事業を何で止めるのですか。
市長 単年度で行っていく内容ではなかったという判断です。
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一 般 質 問

市長、与根体育施設サッカー場の
早期の利用制限解除を !
維持管理費が予算化されていないのはなぜか
質問

生涯学習振興課に伺います。 令和 3 年度当初予算要求
担当課として維持管理費の予算要求をしなかったのか伺う。
教育部長 令和 3 年度当初予算については予算化要求をし、
財政部局には復活要求もしています。
質問 総務企画部長、 当時財政課長です。 なぜ現在において
も予算をつけていないのか。
総務企画部長 令和 3 年 3 月定例会にて旧野球場を体育施設
に追加した条例が可決されたことにより、 今後は慎重な検討が
必要と考えています。
質問 予算の流用等も含めて市長が判断すべきだと思うが、 なぜ
判断しないのか。
市長 今回この条例を所管しているのが教育委員会です。 その
一定の意思決定と、 意見を確認する必要があるので、 今確認
作業を進めています。
質問 5 月半ばに庁舎外で教育委員、 数名とお会いしています
が、 まずそこは事実か。
市長 はい。

保護者の経済的理由等から生理用品が買えない「生理
の貧困」 が、 今まさに社会問題化している。 小 ・ 中学校、 子ど
もの居場所などのトイレの個室へトイレットペーパーが常備されて
いるように、 困った時すぐに手を伸ばして使えるよう常備しても
らいたいと思うが、 見解を伺う。
教育部長 生理用品の貧困ということに関し、 学校にアンケート
を行っている。 トイレに置くとか、 保健室に置くとか、 学校と調
整しながら進めていきたいと思う。
教育長 現場のほうと早めに調整をし、 一日でも早い対応がで
きるように努力していきたい。
奨学金返済「肩代わり」制度について
質問

若者の日々の生活に奨学金の返済が重くのしかかってい
る人は少なくない。 自治体や企業などが要件を満たす者に対し
て、 奨学金の全額や一部を負担する制度で、 約 700 市町村で
実施。 企業等がそこで働く社員の奨学金返済支援を実施した
場合、 経理上損金算入され本人は住民税負担がない上社会
保険料負担も増加しない。 本人、 企業ともにメリットがあること
を本市内の企業等へ周知 ・ 促進を図る考えはないか。
6
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宜保

ロ

龍平

質問

教育委員を市外に呼び出して、 この利用制限に関しての話
をしていると思うが、 どのように教育委員の方々と話をしたのか。
市長 非公式の場であるので内容についてはお答えできません。
質問 利用者のためにしっかりと使用してほしいとの思いで質問
しているが、 緊急事態宣言が明けた暁にはサッカー場を利用で
きるようにしてくれませんか。
市長 今そのような現状も踏まえ、 教育委員会と意見交換をし
ながら進めたい。
臨時教育委員会が開けない？ 市長は総合調整権発動を
質問

今現時点で教育委員会として、 どのような話がされてい
るのか。
教育長 これまで 6 月 7 日、 8 日、 9 日、 21 日、 22 日、 24 日、
25 日、 調整をしましたが、 日程調整はつきませんでした。 現
時点ではこれ以上の対応ができないので、 非常に残念です。
教育委員会は本来、 内部の議論をしっかりとすべきだという認
識があるので、 私としては非常に残念な状況です。

「トイレの個室に生理用品」
全小・中学校へ迅速な配備を求める !
質問

ゼ

ZERO

仲田

公明党

政美

総務企画部長

本制度の活用は、 企業による奨学金返還支援の
メリットのみならず、 優秀な人材確保策としても有用。 市のホー
ムページ等を活用した周知に向け、 制度の実施主体である日
本学生支援機構と調整を図っていきたい。
福祉相談コーディネーター配置で的確・迅速な支援を
質問 コロナ禍による生活困窮者の増加や、 介護と育児のダブ
ルケア、 高齢者虐待、 8050 問題等と問題が複雑化し、 適切
な支援に繋がらないケースが散見。 複合的な相談に対応でき
る「 福祉相談コーディネーター」 の配置について伺う。
福祉健康部長 社会情勢や環境の変化で、 市民の抱える問題が
複雑化しているのが現状。 福祉行政経験者を福祉相談コーディ
ネーターとして配置する組織体制の調整を図っていく。

その他の質問／新型コロナワクチン接種について／マスクの着
用が困難な意思表示のカード、 バッジの配布／薬物乱用防止
について

一 般 質 問

沖縄戦戦没者の遺骨が含まれた土砂を
基地建設の埋め立てに使うな
市長の政治姿勢について
質問

沖縄本島南部の戦没者の遺骨等を含む土砂を米軍辺野
古基地建設に使うことについて伺う。
市長 米軍基地の埋め立てに使うことは沖縄県民の平和への願
いや不戦への誓い、 また人道上、 許されるものではない。
質問 長嶺城址総合公園整備の中で農産物直売所の設置につ
いて伺う。
経済建設部長 農産物直売所は長嶺城址総合公園以外のところ
で、 設置等についてＪＡや農家等と調整を図り検討したいと考
えています。
新型コロナワクチン接種について
質問

スマホを充分操作できない方への申込み支援について伺う。
市役所内に受付サポートブースを設置し、 パソコ
ンを活用し予約のサポートを行います。
質問 交通手段確保支援について伺う。
福祉健康部長 ワクチン接種会場を医療機関として同じ扱いをし、
福祉タクシーの利用が可能となっています。
福祉健康部長

質問

失態をした人の、 人事異動について伺う。
総務企画部長 職務を遂行するに当たっては、 法令、 条例、 規
則を遵守し、 その職務につき、 上司の命令に従わなければなら
ない。 ミスが発生した際には組織として情報共有を行い、 影響
を最小限にとどめることや再発防止に努めている。
質問 人事異動は本人の納得、 了解しての異動か伺う。
総務企画部長 本人の希望や状況については自己申告書等を通
して把握している。
質問 2 月や 6 月に人事異動があるのは極端だと思う。 その極
端な人事異動に失望して退職したり、 休んだりしている職員は
いないか伺う。
総務企画部長 個別の事案については答えることはできない。
質問 無理な人事異動で休職した職員が実際いるでしょう。
総務企画部長 休みに入ったりとか、 個別のケースはありますが、
その原因が人事異動かどうかは把握していない。
質問 本人無視の人事異動は本当にモチベーションを低下させ
て、 市役所の弱体化につながると思うが、 いかがですか。

真栄里

保

質問

基礎疾患や受験生などへ優先接種が出来ないか。
一部医療機関の個別接種で、 透析患者に開始
することができました。 個別接種を担う医療機関を増やし付添
いや同居家族についても対応していきたい。
福祉健康部長

コロナに伴う生活支援について
質問

生活保護について伺う。
生活保護の相談があれば、 申請者の意向を丁寧
に聞き取りし、 申請者の相談に適切、 丁寧に対応するとともに、
可能な限り 2 週間以内の生活保護の決定が行えるよう生活が
不安になられる申請者を支援していきたいと思います。
質問 無料低額診療制度について伺う。
福祉健康部長 この制度の啓発のため、 自治会長会で説明等、
市の広報紙等での掲載へ調整を図ります。
質問 高安北交差点の冠水対策について伺う。
上下水道部長 雨水幹線の上流側と下流側で排水量が改善され
るよう、 高安北交差点の雨水の分散を図るため、 排水管を設
け下流側へ導く工事を行っており、 現況の通水断面の流量は
毎秒当たり 12.15 立米から 16.3 立米に改善されています。
福祉健康部長

今の豊見城市の人事異動は適材適所
ではない。最悪だと私は思う
人事異動について

日本共産党

保和会

比嘉

彰

総務企画部長

人事異動については、 人事評価をはじめとして経
験年数や職務遂行能力、 マネジメント能力などを総合的に勘
案して、 適材適所の人事異動を行っている。
質問 本市職員のコンプライアンスについて伺う。
総務企画部長 職員には法令遵守はもとより、 公務員にふさわし
い高い倫理観を身につけ、 モラルやマナーの向上に努めると同
時に組織として不祥事防止が求められていると考える。
質問 山川市政になって 2 年 8 ヵ月になるがこの間、 酒気帯
び運転等が 3 件も起こってしまったのはなぜか問う。
市長 任期のうち 3 名の酒気帯び運転が発生して、 市民の皆
さんには不信を抱くような、 不安を抱かせてしまって、 大変反
省をするところです。
道路行政について
質問

市道 41 号線の進捗について伺う。
令和 2 年度末現在で、 事業費ベースで８４．７％と
なっている。 令和 3 年度は用地交渉を主に進めるということで、
工事の予算はついていません。
経済建設部長
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一 般 質 問

多様性のある各種事業の
早期実現と促進を求める
道路行政について
質問

市道 204 号線の事業着手のめどと、 地元（翁長 ・ 与根
地域） から市道 204 号線の早期整備の要望の声がありますが、
計画を繰り上げる考えはないか伺う。
経済建設部長 市道 204 号線は、沖縄振興公共投資交付金
（ハー
ド交付金） を活用し整備する予定であり、 現在事業中の 6 路
線の事業進捗などを勘案し、 できるだけ早い時期に事業着手
ができるよう取り組んでいます。 また、 ハード交付金予算がここ
数年、 市の要望額に対し約 3 割程度の内示率となっていること
から、現在事業中の 6 路線の進捗にも大きく影響している状況。
早期の事業着手ができるよう取り組んでいきたい。
与根地区観光交流施設の運営体制について
質問 ①与根支部との協議調整は行ったのか伺う。 ②与根漁
内に養殖場や水産加工所を誘致する計画について伺う。
経済建設部長 ①の与根支部との協議については、 平成 27 年
度から随時協議を行っている。 指定管理の契約については、
今後指定管理者制度に係る運用指針等に基づき、 決定してい

赤嶺

経済的困窮で生理用品が買えないなどの理由で、 生理
用品の入手が困難になっている子どもたちの「生理の貧困」
が問題となっている。 小中学校や高校、 児童館や子どもの居
場所等で生理用品の無償配布ができないか伺う。
教育部長 教育委員会としても、 対応が必要と考えています。
各校の状況把握を行うためアンケート調査を行っており、 回答
を取りまとめ次第、 必要な支援へつなげられるよう準備を進め
ていきます。 支援方法としては、 学校保健室において生理用品
の配布を考えており、 生理用品などの必要な種類、 数量につ
いては、 学校現場と調整を行いながら対応していきたいと考え
ています。
質問 配布方法は、 生徒のプライバシーを守る観点からも個室
のトイレへの設置を検討できないか伺う。
教育部長 学校現場とも調整しながら、 トイレでの配布も検討し
ていきたい。
根差部入口への信号機設置と入口付近の電柱移設を
質問

根差部入口は、 交通量も多く信号機や横断歩道の設置
について地元自治会も求めています。 また、 市道 253 号線交
8
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吉信

きます。 ②の養殖場や水産加工所の誘致については、 地元の
漁業関係者と調整を行いながら、 取り組んでいきたいと考えて
います。
１つの土地に 2 世帯以上建っている時のゴミ出しについて
質問

ごみの排出量が 3 袋と限定されているが、 やむを得ない
場合の対応について伺う。
市民部長 2 世帯住宅である旨の連絡があれば、 収集できるよ
う調整を行っています。 台風や冠婚葬祭等の理由によるものと
確認ができれば、 一時的に 3 袋を超える場合であっても収集
できるよう調整を行っています。
沖縄県植樹祭で植栽した樹木の管理について
質問

豊崎海浜公園や、ゆたか小学校で植栽された木々の
管理に関する予算措置について伺う。
教育部長 委託費として除草作業の費用が計上され、 本年度も
同様に、 ＰＴＡ作業及び既決予算で対応していく予定です。

こどもたちの教育環境の前進へ
生理用品の無償配布を求める
質問

保和会

日本共産党

新垣

龍治

差点付近の電柱の移設も必要だと思うが見解を伺う。
市民部長 根差部入口の信号機の設置については、 根差部自
治会から要望もあり、 令和 2 年度信号機 ・ 横断歩道設置等
要望書の中で、 県道 11 号線から市道 253 号線の右折困難の
交差点として、 信号機の設置を豊見城警察署へ要請したところ
です。 引き続き信号機の設置に向けて、 豊見城警察署と意見
交換を重ねていきます。
経済建設部長 県道 11 号線との交差部、 市道 253 号線の電柱
移設については、 管理者である沖縄電力株式会社において移
設予定でありますが、 豊見城中央線の無電柱化に伴う電線共
同溝からの連系設備立ち上げ電柱であり、 豊見城中央線の電
線共同溝整備と深く関わるため、 現在沖縄県において電柱移
設の設計業務を行っているところです。
その他の質問／待機児童解消に向けての取組について／高齢
者への外出支援サービスについて／こども未来基金 ・ 子ども子
育て応援団の取り組みについて

一 般 質 問

「やむを得ない」＝「そうするより他に
方法がない」
（辞書）
自衛隊に対する評価を問う
質問

自衛隊が沖縄に移駐して 50 年目となることを受け、 沖
縄タイムスは県内の 41 市町村の首長、 そして議長にアンケート
を実施したとの報道がありました。「自衛隊は沖縄にとって必要
か」 との問いに対して「保守中道」 を自認する山川市長、 回
答について伺う。
市長 私は「やむを得ない」 と回答しています。
質問 市長は現在、 日米安保に対しては認める立場ですか。
市長 通告外のため、 お答えできません。
質問 日米共同の基地使用訓練についての質問については、
どのように答えましたか。
市長 「県民の基地負担が増えるため、評価できない」と答えた。
市長は公の場で、教育現場で働く教職員の声を聞くべき
質問

教職員の多忙化が叫ばれる昨今の教育現場であるが、
「教育の日」 の制定を望む声が“一部” ではあります。 本市
の考え方について、 市長の見解について伺う。
市長 教育委員会及び教育関係の皆様方と連携をして、 早期

宜保

高速大名行列方式は、 医師がキャスター付きの椅子で
移動しながら予診をし、 次々と接種を進めていく。 経過観察ま
でを一度座った椅子で済ませます。 通常の集団接種に比べると
速さの違いは歴然。 本市は県内一接種が遅れている。 汚名を
返上する秘策となると考えるが見解を伺う。
福祉健康部長 スピード感を持って一日も早く全市民に対しワクチ
ン接種完了に取り組んでいきたい。 紹介いただいた方法につい
ても検討したい。
質問 ワクチン集団接種会場に専門的見地から救急救命士を
配置する考えがないか見解を伺う。
福祉健康部長 できる限りの安全性を確保することは重要。 関係
部署等と調整を図り、 救急救命士の配置については前向きに
検討したい。

安孝

の制定に向けて協議をしていきたいと考えています。
質問 現場の声とかを聞いたことはありますか。
市長 公式の場ではありませんが、 何度かはあります。
質問 現場からの意見が、 反対が多数を占めるようなことであ
れば、 少し踏みとどまったほうがいいと思いますが、 いかが考
えるか。
市長 合議制の中で教育委員会、 教育行政の総意として、 受
け止めていきたいと考えています。
照屋教育長にも問うてみた
質問

照屋教育長の見解について伺う。
教育長 5 月に行われた校長面談においても、 教師の多忙化を
改善する取り組みを校長が主体的に取り組むよう要望した。 現
時点では「 教育の日」 を制定する考えはない。
質問 教育長は現場の先生方の声は聞いていますか。
教育長 6 月 11 日に各校長に対するアンケートで、必要が 1 校、
判断できないが 1 校、 不必要が 9 校という結果となった。

ワクチン接種率ワースト脱却の
秘策 !？ 高速大名行列方式を提案 !!
質問

保和会

ゼ

楚南

ロ

ZERO

留美

福祉健康部長

女性が一番相談しやすい窓口をまず検討した上
で、 公共施設等についても設置ができ、 さらにそこから配布を
していくという体系を今後検討したい。
安心・安全なまちづくりについて
質問

市道 238 号線（字我那覇 144 番地及び字豊見城、 なか
まクリニック専用駐車場） に接する十字路は、 事故が多発。 早
急に安全対策を講ずるべきと考えるが見解を伺う。
経済建設部長 注意喚起として、 交差点部分にカラー舗装による
クロス標示を 6 月中に設置予定。

生理の貧困について
質問

生理用品を必要とする女性が相談しやすい環境をつくる
ために、 本市に配置されている女性相談員を窓口として関係部
署や社会福祉協議会とも連携を図り速やかに届けられるよう支
援していただきたいが見解を伺う。

クロス標示が施された市道 238 号線

令和 3 年 6 月定例会・8 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.195
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一 般 質 問

与根西部地区を、市の産業振興を牽引
する産業拠点としての開発を
教育委員会の体育施設の条例廃止の決定について
質問

教育委員会において、 与根体育施設の野球場、 サッカー
場は、 今後豊見城市の方針に基づく地区計画に沿って、 新
産業拠点地区としての土地利用を行う用途変更を認め、 体育
施設の設置条例の廃止を決定して、 議会への条例廃止をこ
れまで提案しているのか伺う。
教育長 確かに教育委員会として廃止をする方針については可
決いたしました。
与根西部地区の地区計画について
質問 地区計画では、 体育施設を除却した後に体育施設を再
建することはできないと考えるが見解を伺う。
都市計画部長 サッカー専用施設の位置する新産業拠点地区
は、 新たな産業振興のため、 工業、 流通 ・ 業務施設等の立
地を図るものとし、 体育施設としての使用は想定していないこ
とから、 計画との整合性は図られていないものと考えています。

不法投棄対策の強化を図る必要があると考えるが本市
の見解を伺う。
市民部長 本市としては、 監視カメラ及び看板による抑止に努め
ながら、 草木の繁茂等により不法投棄がされないよう各管理者
に対して不法投棄がされない環境づくりの啓発に努めたいと考
えています。
安心・安全なまちづくりについて
質問

県道東風平豊見城線エコシティとはしな入口交差点はス
ピード超過の自動車も多く見受けられる大変危険な交差点であ
る。 信号機の設置を求める市民の方々からの声が多くあり、 令和
2 年 9 月議会において早急に設置をするよう求めましたが、 その
後の調整や進捗状況を伺う。
市民部長 豊見城警察署から沖縄県警察本部に対し、 当該交
差点への信号機の設置を上申した旨の報告がありましたので、
引き続き当該交差点の信号機設置については、 豊見城警察署
と調整していきます。
令和 3 年 6 月定例会・8 月臨時会

恒雄

質問

条例の一部改正については、 財源の裏づけがないこと、
教育委員会との協議も行わずに提案していること、 また、 いつ
まで使うのか、 どのような再整備を想定しているのかも示され
てない強引な提案だと思います。 今後の与根体育施設の在り
方を検討してほしいと思いますが、 見解を伺う。
教育長 新たな議論をするかどうかについて、 教育委員会内部
での議論については、 私が否定するものではありません。
市道２１８号線の整備計画への影響について
質問 条例廃止が否決されたことによる市道 218 号線の整備
計画への影響を伺う。
経済建設部長 事業着手の前提となる条例廃止が否決されたこ
とにより、 現時点においては当初予定していた工事区間の着
手ができなくなっています。 さらに新たな条例で体育施設の範
囲が拡大されたこともあり、 現在、 工事の実施方法等につい
て慎重に検討しているところです。

ゼ

波平

ロ

ZERO

邦孝

子ども改革について

質問

10

瀬長

与根体育施設条例の一部改正について

公約の優先より『クローズアップ
されない方々の声』を大事に !
不法投棄対策について

日本共産党
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質問

今年度の予算の中で「子ども習い事助成制度調査業務
委託料」 が組まれていますが、 実証実験は今年度のいつ頃か
ら行うのかを伺う。
福祉健康部長 子どもたちを想定していますので、 夏休み等、 長
期休暇の間を検討していきたいと考えています。
農業振興について
質問

コロナ禍をはじめ、 時代が確実に変わりました。 私が
常々提言しているスマート農業や 6 次産業化への対応を含め、
新時代に合った見直しや未来に向けての戦略が求められる。
地元農家の声や意見を大事にしてほしいと常々言っているが、
早急に意見交換をする考えがないかを伺う。
経済建設部長 地元農家が集まる場所において、 直接農家の声
を伺いたいと考えています。
その他の質問／産業振興について

一 般 質 問

いじめ問題専門委員会報告書の
指摘を全く受け入れない教育長
いじめ自殺裁判について
質問

児童らによるいじめ及び学校の不適切な対応について市
の責任がどのように問われ、 市はどこまで認めるのか。
教育部長 答弁については差し控えさせていただきます。
質問 いじめ問題専門委員会の報告書の 38 ページで、 こうい
う報告がされました。「小学校において、 適時、 適切に対応が
なされていれば、 本件児童に対するいじめを相当程度減少させ、
本件児童が極限まで追い込まれる状況に至ることを防ぎ、 もっ
て本件事故の発生を防止し得た蓋然性は十分に認められる」と。
これは可能性ではなく、 確かな見込みがあるという表現で強く
打ち出しています。 教育長は、 これについて認めますか。 その
指摘は受け入れますか。
教育長 現在係争中であり、 答弁することは差し控えたい。
質問 委員会の報告書の 32 ページに、「 学校としてはいじめ
があったというより、 トラブルに近いのかなと思っていると述べ、
いじめにつき、 極めて限定的な解釈をしている事実を認めてい
る。 いじめを広く定義した意義や重要性が真に理解されること
なく、 当時、 同校においていじめの定義は法の趣旨どおりに運

質問

クラブ活動における小学校運動場等の利用について、 周
辺地域から苦情があるのか伺う。
教育部長 休日の早朝から活動している団体があり、 迷惑をこう
むっているという声や、 活動中に偶発的ではあるが校外にボール
が飛んできて危ない。 又は、 大人が堂々とたばこを吸っており、
吸い殻などのポイ捨てがある等の苦情も寄せられている。
質問 もちろんマナーは早急に指導すべきだが、 子ども達の
利用しやすい環境整備について、 どのように検討されている
のか伺う。
教育部長 教育委員会からは、 近年の運動部活動の活性化が
進む反面、 一部の過度な活動により生徒の生活習慣や学力向
上等に影響を与えているとの指摘があることから、 小学生の発
達の段階を考慮し、 心身の成長や学校生活への影響等がない
よう、 子ども達や指導者、 保護者、 周辺地域の方にも安心し
てスポーツ活動を支援できるよう、 連携を図りながら活動指針
やルールづくりに取り組んでいきたい。
質問 期待していた答弁と違う。 私が今回取り上げた理由は、

瀬長

宏

用、 適用されることはなかった」 と。 いじめの定義を真に理解
していない。 これを学校教育を司る教育委員会の責任者として、
教育長はどれだけ感じていますか。
教育長 いじめの報告書に関して見解を述べる立場にない。
質問 死亡後における調査懈怠及び虚偽情報流布について、
市の責任はどこまで認めるとなっているのでしょうか。
教育長 答弁は差し控えたいと思います。
質問 本来は重大事態と認定して、 法の 28 条で調査委員会を
立ち上げるべきだったのですが、 それをやらなかったことについて
大変な責任があると思います。 報告書をまとめる最終段階におい
ても教育長は「いじめと自死との因果関係はないものと考えてい
る。 これは現時点でも重大事態には当たらないものと考えている、
こういう発言をし、 市教育委員会が何らかの根拠もなく、 いじめ
による自死ではないということにして、 重大事態の認定を行わな
かったことを端的に表している」 と。 これについて教育長は認め
ないという立場ですか。
教育長 答弁は裁判に影響が出ますので差し控えます。

一つを大きく捉えて、大きく抑制する
のではなく、今一度話し合いを !
少年クラブの運動場等の利用について

日本共産党

ゼ

新垣

ロ

ZERO

繁人

早朝から少年野球をしているとのクレームに対して制限がか
かっている状況がある。 これまで本市、 他市町村もそうだが、
練習試合をする際、 本来 9 時スタートだが、 その前から準備を
し柔軟体操もして練習試合などを行っている。 その一つのクレー
ムがあったがために、 その小学校に制限がかかり、 運動場に
制限がかかったことによって、 全ての体育館のクラブ活動にも
影響が出ているので周辺地域の方々のアンケートも取りなが
ら、 スポーツ少年団、 教育委員会定例会も含めて議論しても
らいたい。
教育長 議員から提案があったように、 我々は何のために学校
を開放しているのか。 当然スポーツ振興、 スポーツを通して子
ども達の健全育成をする大きな課題はあります。 そういう中で
苦情があったことは事実です。 しかしながら、 その一つを大きく
捉えて、 大きく抑制するのではなくて、 今一度、 スポーツ少年
団と今後の対応について話し合いをしたいと考えている。

令和 3 年 6 月定例会・8 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.195
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一 般 質 問

エコシティとはしな入口交差点は
大変危険 ! 信号機の早期設置を
質問

県道東風平豊見城線のエコシティとはしな入口交差点は
日頃より交通量が多く、 朝夕は学生の通学路となっていて、 交
差点近くには保育施設もあります。 また交差点付近の道路は見
通しのよい直線道路の上、 信号機が設置されていないためス
ピード超過も多く、 これまで車両の横転事故や車両同士の接触
事故、 児童と車両が接触する人身事故まで起きています。 大変
危険な交差点なので信号機の設置について伺います。
市民部長 市長から豊見城警察署に対し信号機の早期設置の要
望書を手交しました。 豊見城警察署からは沖縄県警察本部に
対し信号機設置を上申したとの報告がありましたので、 引き続
き信号機設置について豊見城警察署と調整していきます。
新型コロナウイルス感染症について
質問

沖縄県内のワクチン接種については、 市町村によって千
人規模接種や県の広域ワクチン接種センターなど、 接種加速
によりコロナ終息に期待が高まっています。 本市のワクチン接種
への取り組み状況について伺う。

1 回目の受付を実施したところ多くの方から「予
約が取れなかった」 ことや、 コールセンターに電話が殺到し「繋
がらない」 などの声が寄せられました。 受付体制の強化を図る
べく、 市役所内に受付ブースを設置しスマホを持っているけど
操作ができない方には操作の仕方を案内し、 スマホを持ってい
ない、 家にパソコンがない方には事業所が設置するパソコンを
活用し予約のサポートを行いました。 また介護施設等の巡回接
種は 5 月 17 日から開始し、 個別接種は 6 月 9 日より受付を
開始しました。 6 月の下旬からは現在の保健センターに加え、
豊見城市立中央公民館等の大規模会場を確保。 集団接種に
ついて土日祝日はもとより、 平日も医療従事者及びスタッフの
確保に努め可能な限り接種日を増やし、 一日でも早く市民の
接種完了を目指します。
その他の質問／豊見城警察官詰所（豊見城団地改良住宅内） 跡
地利用について／市職員の定数並びに働く環境について

照屋堅二教育長 2 期 6 年間
お疲れ様でした。新教育長に期待
照屋教育長の任期満了について
質問

市の教育 ・ 教育行政についての課題や、 今後の在り方
について照屋教育長に伺う。
教育長 1、 教育行政の政治的中立性です。 政治に惑わされず、
教育委員会の所掌事務に取り組んでもらいたい。 2、 行政委員
会として独立性を保ち、 与えられた権限を最大限に生かした教
育活動をしてもらいたい。
質問 次期教育長に対し、 しっかり取り組んでもらいたいことや
思いを、 照屋教育長に伺う。
教育長 1、 いじめ問題です。 管理職の人事異動や教師の異動
を受けて、 毎年 4 月の校長会及び教頭会で繰り返しその対応
に注意をし、 各学校でも取り組んできました。 引き続き対応を
お願いしたい。 2、 各学校におけるＧＩＧＡスクール構想の推進
です。 タブレットを駆使した新しい学習スタイルをつくってほしい。
3、 長嶺城址総合公園に多目的施設と同様な長さ 90 メートル、
幅 68 メートルのサッカー施設の建設を進めてほしいということ
です。 併せて、 完成するまで与根体育施設が利用できるように
対応をお願いしたい。
令和 3 年 6 月定例会・8 月臨時会

光寿

福祉健康部長

信号機設置を要望
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伊敷

真新会
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大田

保和会

正樹

ドクターの数を減らしたのか
質問

今定例会では、 私も含め多くの議員からコロナ対策につ
いての質問がありました。 6 月 12 日の沖縄タイムスの新聞報
道では、 豊見城市はワクチンが遅いというものです。 市長の見
解を伺う。
福祉健康部長 新聞報道ですが、 まず接種割合の一覧を見て、
本市は接種率が低いことがうかがえる。 接種会場、 接種方法、
医療従事者の確保、 方法等について再度見直し、 スピード感
を持って推し進めるための組織全体での取組体制を整える必要
があることについて昨日、 確認をしています。
質問 南部地区医師会が当初派遣しようとしていた医師の人数
を、 豊見城市は「ドクターの人数は要らない」 と言って、 南部地
区医師会が予定していた人数より減らした事実はありますか。
福祉健康部長 こちらのほうで人数調整をさせた結果、 そういう
状況になったかと思います。
質問 あるということですか。
福祉健康部長 人数調整をした結果となっています。

6月 定例会の審議結果
◉予算案
◉審議件数
◉条例案
◉その他議案
◉報 告
◉意見書案
◉決議案
◉陳 情

3件
件
3件
3件
3件
5件
1件
7件

43

令和 3 年 6 月定例会は、6 月 2 日（水）～ 6 月 18 日（金）までの 17 日間の
会期で開催されました。議案等を審議し、議決しましたので、その一部を紹介
します。他の議案等の審議結果については、豊見城市議会ホームページより
ご覧ください。

審議結果

予算案
議案 第 25 号（新型コロナウイルス感染症関連予算）

令和３年度 豊見城市一般会計補正予算（第１号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9,658 万５千円を増額し、予算総額を 287 億 2,646 万１千円とする補正
となっています。
○補正予算の内容（一部）

歳入
• 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化
交付金（追加）
• 子ども・子育て支援交付金
（放課後児童クラブ事業・特例措置分）
（増）
（子育て援助活動支援事業・特例措置）
（増）
（病児保育事業・特例措置）
（追加）
（利用者支援事業・特例措置）
（追加）
（養育支援訪問事業・特例措置）
（追加）
（地域子育て支援拠点事業・特例措置）
（追加）
• 財政調整基金繰入金（増）

歳出
• 子育て世帯生活支援特別給付金（増）
• 新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金（追加）
• 非常勤職員報酬（会計年度任用職員）
（増）
• 時間外勤務手当（増）
• 休日勤務手当（追加）
• 国民健康保険特別会計繰出金（増）

議案 第 26 号

令和３年度 豊見城市一般会計補正予算（第２号）
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,713 万３千円を減額し、予算総額を 286 億 7,932 万８千円とすると
ともに、地方債の補正となっています。
○補正予算の内容（一部）

歳入
• 社会資本整備総合交付金（道路事業）
（減）
• 道路メンテナンス事業補助（減）
• 県教育委員会小学校体育科指導コーディネーター
活用事業委託金（追加）
• 道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業
委託金（追加）
• 財政調整基金繰入金（減）
• 教育関連施設等整備基金繰入金（減）
• 宝くじ広報紙広告掲載 PR 補助金（追加）
• 文化観光創出事業債（増）
• 道路整備事業債（減）
• 豊見城中学校外構事業債（増）
•（仮称）
豊崎中学校実施設計事業債（増）

歳出
• 特別職給料（減）
• 訴訟等弁護委託料（追加）
• 市道設計委託料（減）
• 市道整備工事（減）
• 用地購入費（増）
• 豊見城中学校施工監理業務委託料（減）
• 豊見城中学校設計業務委託料（追加）

令和 3 年 6 月定例会・8 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.195
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条例案

議案 第２8 号

常勤特別職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について

職員の度重なる酒気帯び運転による道路交通法違反を重く受け止め、市長及び副市長の管理監
督責任を明確にするため、減給措置を講ずることが必要となったため、議案が上程され、可決さ
れました。
７月の１か月間の給与を市長、副市長ともに、10％減額となっています。

議員提出議案 第２号

豊見城市議会会議規則の一部改正について

本会議及び委員会への欠席事由の明文化（公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助
その他のやむを得ない事由）及び出産の産前・産後期間にも配慮した規則の整備を図るとともに、
請願に係る署名押印の見直しを行うため、 議案が上程され、可決されました。

同意案 第３号

原案
可決

原案
可決

同意案
同意

教育長の任命について

瀬長 盛光 氏を教育長に任命することについて、同意しました。

陳情 第５号

陳情

国民健康保険税（料）の特例減免等の継続を求める陳情
陳情 第６号

行政との連絡協議会をもち今後、認可外保育施設とスムーズで
円滑なコミュニケーションが取れるように、又、認可外保育施
設職員への処遇改善を求める要請（要請）

採択

一部
採択

陳情 第７号

認証保育を受けて、現在の市役所とのやり取りについての改善、
及び自園調理を行っている施設への給食費補助の支払いについ
て改善を求める要請（要請）
陳情 第８号

豊見城警察署豊見城詰所について（陳情）
陳情 第 10 号

国立病院の機能強化を求める陳情書
陳情 第 11 号

国保運営にあたって、コロナ禍など困窮から県民の生活を守る
ために地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める陳情書
陳情 第 12 号

「現物給付」への国のペナルティ全廃と 18 歳までこども医療費
無料制度実現 こども医療費無料制度の改善を求める陳情書
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採択

採択
採択

採択

採択

意見書案

意見書案 第６号

原案
可決

新型コロナウイルス感染拡大に伴う「傷病手当」の支給範囲の
拡大を求める意見書
意見書案 第７号

原案
可決

国立病院の機能強化を求める意見書
意見書案 第８号、第９号

原案
可決

国保運営にあたって、コロナ禍など困窮から住民（県民）の生活を
守るため地方自治の本旨に基づき、制度の改善を求める意見書
意見書案 第 10 号

原案
可決

「現物給付」への国のペナルティ全廃と18 歳までこども医療費
無料制度実現 こども医療費無料制度の改善を求める意見書

決議案

決議案 第３号

豊見城市コロナワクチン対策事業において対象となる全市民へ
の早急なワクチン接種完了を目指し、あらゆる策を講じ早期に
改善を求める決議

原案
可決

６月 12 日付沖縄タイムス紙の報道において、豊見城市のコロナワクチン接種率が沖縄県内最下位であることが
明らかになった。それに伴い、コールセンターの電話やインターネットに繋がりにくい等ワクチン接種予約の取り
づらさを感じている市民からは「いつになったら自分の番が来るのか不安だ」「いったいどうなっているのか」と
いう不安の声が寄せられている。
コロナワクチン接種事業は新型コロナウイルス感染拡大から市民の命を守り、安心安全を確保するため何よりも
重要且つ早急な対応が求められる。
以上のことから、本市のコロナワクチン接種を円滑に行うため、次の事項について早急な対策を講じる事を強く
求める。
記
1. 今後、対象となる全ての市民のワクチン接種予約を円滑に行えるよう LINE を活用したワクチン接種予約を早急に開始し、
さらに、インターネット操作が不慣れな方の為に代行予約体制を整え、市民の不安解消に努めること。

2. ワクチン接種に関するスケジュール、その他市民が知るべき情報を随時最新のものに更新し、ホームページ、LINE、
自治会放送、防災無線等で迅速に発信すること。
3. 接種会場に車椅子を十分に用意し、高齢者や障がい者へは負担が少ない方法（高速大名行列方式等）で対応すること。
4. 県の広域集団接種も率先して活用し、交通手段の無い方へ県の広域集団接種会場等への大型バスやタクシーなどの
移動に対し市で助成をすること。
5. 夜間ワクチン接種を行い、就労している市民が利用しやすいようにすること。

6. 個別接種が出来る体制を早急に構築するため、個別接種に応じた病院等に対して助成等のインセンティブを創設するなど、
個別接種が加速する仕組みづくりを行うこと。
7. ワクチン接種事業に携わる職員やボランティアスタッフへの先行接種を行うこと。

8. 乳幼児や児童生徒と関わる保育園・学童保育や児童デイサービス・小中学校教職員等のエッセンシャルワーカーに対し
優先接種を行うこと。
9. 64 歳以下の方へ接種券を早期に配布すること。

10. コロナワクチン対策を重視しつつ、通常業務を疎かにせず、市民サービスに影響を与えないようにすること。

改善を求める決議

あて先

豊見城市長

令和 3 年 6 月 18 日
豊見城市議会
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8月 臨時会の審議結果
令和 3 年 8 月臨時会は、8 月 10 日（火）の 1 日間の会期で
開催されました。

◉予算案
1件
◉その他議案 1 件

審議結果

予算案
議案 第 31 号

令和３年度 豊見城市一般会計補正予算（第３号）

原案
可決

豊見城市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（第 5 弾）
【総額 1 億 2,285 万 6 千円規模】
に伴う補正予算となっております。
○感染症拡大防止対策
・緊急雇用対策事業（直接雇用）
（632 万２千円）※当初予算増額分
ワクチン接種対応職員の充実強化及びワクチン接種に係
る職員配置等に伴う代替職員を配置することにより、職員
体制の維持強化を図る。

・作戦室整備工事事業（放送設備改修工事事業）
（30 万３千円）※当初予算増額分
救急車や消防車への支援業務や指令業務を行う消防署内
（3F）通信指令室における密の状況を解消するため、署内
（4F）作戦室内に放送設備を整備する。（放送設備改修工事
追加分）

○
「新しい生活様式」を踏まえた対策
・ 放課後児童クラブ機器類整備補助事業
（1,450万円）※新規
放課後児童クラブの入退室管理システムの導入費用や
WEB 研修やオンライン会議等に必要な機器類の整備に必
要な経費を補助する。

・ GIGAスクール活用促進事業
（1,487万2千円）※新規
児童生徒用端末の不足分及び予備機を補充することに
より、より活用しやすい学習環境を構築・確保する。

○経済対策
・就学援助（新型コロナウイルス対策）拡充事業
（1,123万2千円） ※新規
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯収入が減少
した保護者に対し、児童生徒が就学に必要な費用を援助す
ることで義務教育の円滑な実施を図る。

・豊崎海浜公園等環境保全事業（指定管理者支援）
（3,000万円）※新規
新型コロナウイルスの影響により、豊崎海浜公園等を管
理している指定管理者は安定的かつ持続的な管理運営業務
が困難な状況となっている。そのため、指定管理者に対し
て支援金を交付することにより、豊崎海浜公園等の環境保
全を図ることを目的とする。

・豊見城市学力強化支援事業（受験対策講座）
（810万5千円）※新規
コロナ禍により世帯収入が減少し、受験生を抱える保護
者の経済的な負担軽減を図るとともに、経済的な理由等に
より学習塾へ通うことができず、受験への不安を抱える生
徒に対し、放課後空き教室にて受験対策講座を実施する。
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・瀬長島野球場環境保全事業（指定管理者支援）
（500万円）※新規
新型コロナウイルスの影響により、瀬長島野球場を管理
している指定管理者は安定的かつ持続的な管理運営業務が
困難な状況となっている。そのため、指定管理者に対して
支援金を交付することにより、瀬長島野球場の環境保全を
図ることを目的とする。

・豊見城市公共交通事業者（路線バス、
タクシー等）
応援事業
（918万円）※新規
安全・安心な公共交通サービスを維持している、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を受けている地域公共交通の事
業者に対し応援金を支給する。

以下の事業【豊見城市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策
（第５弾）
】につい
ては、議案第 31 号の補正予算ではなく、予備費にて対応のため、令和３年８月
臨時会での審議・審査はありません。
予備費とは、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、計上されている費用。
年度当初に予見し難い事情の発生によって、予期しなかった経費の支出が生じた場合、その事案が重要で
あり、経費も相当多額になるときは、原則として議会の議決を得て予算を補正するべきであるが、臨時会を
招集する時間的余裕がないときや臨時会を招集するまでもない軽微な事案である場合に、長の権限で使用で
きる。

○感染症拡大防止対策

○
「生理の貧困」
対策

・認可外保育事業者補助（減免相当額）事業
（217万６千円）

・「生理の貧困」支援事業（127万９千円）
コロナ禍における経済的理由等により、高校や大学、専
門学校などに在籍する学生（15 歳～ 22 歳）の５人に１人
が生理用品の入手に苦労しているといった「生理の貧困」
が全国的にクローズアップされているが、長引く新型コロ
ナウイルスの影響で経済的な困窮が深刻化し、幅広い年齢
層においても「生理の貧困」が増加する恐れがある。生理
用品は女性にとって生活必需品であり、購入する余裕がな
ければ日常生活や健康への影響も懸念される。そこで、生
理用品の購入が困難な世帯の負担軽減を図るため、支援を
必要とする方に生理用品を無償提供する。

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、市の要
請に応じて認可外保育施設への登園自粛をした保護者に対
する保育料を減免した保育事業者への支援を行う。

・ 新型コロナウイルス感染症PCR検査費用補助事業
（70万４千円）
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、学校勤務
教職員等（市配置補助員等含む）のうち、ワクチンを接種
していない者で、PCR 検査を希望する者に対し、沖縄県が
実施する新型コロナウイルス感染症 PCR 希望者検査促進事
業において認定された検査機関における PCR 検査費用の自
己負担額に対し補助する。

・ 小中学校「生理の貧困」対策支援事業
（159万９千円）
市内小中学校に在籍する児童生徒の就学機会を確保する
観点から「生理の貧困」対策として生理用品の配布を行う。

○経済対策
・ 緊急事態宣言延長に伴う「飲食店等応援プロジェ
クト」事業（豊見城市キッズランチ応援事業）
（1,758万４千円）
新型コロナウイルス感染症の拡大による度重なる緊急事態
宣言やまん延防止等重点措置の適用による不要不急の外出自
粛や休業要請等により、特に影響の大きい飲食業界に対し、
安全・安心な事業所として、経済活動を維持・継続できるよ
う支援する。

議案に対する議員の賛否一覧（全会一致を除く）【令和３年６月定例会】
ゼ

保和会

公明党

日本共産党

真新会

恒雄

〇

〇

〇

〇

龍治

早

光寿

瀬長

盛昭

〇

伊敷

新垣

吉徳

〇

〇

儀間

政美

〇

正悟

大城

邦孝

〇

要

仲田

善裕

〇

〇

波平

留美

〇

大田

龍平

〇

宏

楚南

〇

保

宜保

彰

繁人

瀬長

新垣

〇

真栄里

比嘉

吉信

〇

赤嶺

×

議

正樹

×

剛

大田

安孝

退

外間

宜保

玄治

同意

川満

教育長の任命について

議決
結果

新垣亜矢子

名

欠

同 意 案
第 ３ 号

件

次人

案

徳元

議

ロ

ZERO

※８月臨時会は
２件とも全会一致

※ 「〇」：賛成 「×」：反対 「欠」：欠席 「除」：除斥 「退」：退場の意思表明をした上で退場 「早」：早退 「ー」：議場に不在 「議」：議長

※

議長の場合、過半数議決については、議決に加わる権利（表決権）はなく、可否同数の場合に決定する権利（裁決権）があります。
特別多数議決で法定されたものは議長にも表決権があります。
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豊見城市議会のホームページから会議録検索システムを
ご利用ください。 複数の検索方法があります。
会議録検索システム
› PC 閲覧用
› スマホ・タブレット用

スマホ・タブレット用

PC 閲覧用

キーワード
検索

発言者検索
詳細検索

議会の傍聴について（お願い）
傍聴の際は、「豊見城市議会における新型コロナウイルス感染症
対策の徹底について」（豊見城市議会 HP 掲載）へのご理解、ご協
力をよろしくお願いします。
※本会議の様子は、「議会インターネット中継」でご覧いただけます。

【ライブ配信及び録画配信（会議後約１０日～１４日後アップ）】
新型コロナウイルス感染症
に関すること
議会インターネット中継

６月定例会の傍聴人数は 延べ 10 人 でした。
８月臨時会の傍聴人数は 0 人 でした。
トミッキーッ

市民のみなさんこんにちは。

編集後記

とみぐすく市議会だよりは、皆さんからのご

要望や時代のニーズに応え、前回号（194 号）より本文を縦書きから
横書きに変更しました。見やすい紙面となりましたでしょうか。今回
も変更に伴って試行錯誤をしながらの編集作業となりました。市民の
みなさんの声を聞きながらこれからもより良い紙面づくりに取り組ん
でいきたいと思います。
新型コロナの感染拡大が続き、いまだ収束の見通し
議 会 インター
ネット 中 継 も
見てね！
！

がない中ですが、感染防止策を徹底し力をあわせて乗
り越えましょう。

議会だより調査特別委員会
【委員長】新垣亜矢子 【副委員長】川満 玄治
【委 員】大城 吉徳、新垣 龍治、伊敷 光寿、宜保 龍平

市議会の詳しい情報は、豊見城市議会のホームページをご覧ください。
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（新垣 龍治）

豊見城市議会

車検
新車・中古車販売
車高価買取
鈑金塗装

民間車検場（沖指559）

快適な
カーライフを
サポート！

株式
会社

宮里自動車
代表取締役

宮里

誠

mjs@dance.ocn.ne.jp

ホームページはこちら！

〶901‐0243 豊見城市字上田425番地

Tel.（098）850‑8139
Fax.（098）850‑8847

建機の販売・買取なら

至 仲井真
交差点

津嘉山
自動車学校
●

507

●
はま寿司

ホームページ

●南部農林
高校
セブン
イレブン
●

●

〒901‑0204 沖縄県豊見城市金良 259‑1

098‑987‑1533

司法書士
行政書士

info＠noguni-next.com

098‑987‑1534

至 豊見城小学校

染矢合同事務所

赤田義肢
製作所●

海邦銀行
●壺川支店

●壺川店

●旧事務所

沢紙 聖智

●KYハイツ

司法書士

コイン
パーキング

auショップ
●Aプライス

e-someya@athena.ocn.ne.jp

●南部徳洲会
病院

ファミリー
マート 82
●
至 南山病院

●シェーキーズ
●ガソリン
スタンド

染矢 弘芳

コイン
パーキング

司法書士
行政書士

車道

自動

空港

那覇

タウンプラザ
津嘉山（南）
かねひで●

染矢
合同事務所

ガナハビル202

（１Fみつわ産業壺川店）

hey.taxi.104@gmail.com
●壺川中公園

〒900‑0025 沖縄県那覇市壺川2‑1‑3 ガナハビル202

TEL
（098)836‑3799 FAX
（098)836‑4670

本社

沖縄県那覇市古波蔵３丁目７番２５号

TEL098 ‒ 987 ‒1400

HP http://www.yonemoto-k.co.jp

日本最大の建築家ネットワーク

OKINAWA MINAMI STUDIO

ARCH ITECTS STUDIO JAPAN
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ICT で市民の日常と命を守る 「豊見城市防災システム」
〜平常時は、
市民のコミュニケーションツールとして。緊急時は、防災情報手段として〜

消防本部

豊見城市役所

Wi-Fi
ホットスポット

指揮広報車

災害時に移動指令車
として活動します。

市内の公民館、
小中学校、こども園
市内の自治会スピーカー

監視カメラ

ICT通信技術で未来への可能性を無限に広げます。
幸せのために

議長
外間
剛
■ 編集 / 議会だより調査特別委員会

委員長
新垣亜矢子

とみぐすく市議会だより ● vol.195

https://www.city.tomigusuku.lg.jp/sp/municipal_government/55
gikai@city.tomigusuku.lg.jp

令和 3 年 6 月定例会・8 月臨時会

地域の連絡や防災無線に
使用されています。

■ 発行 / 沖縄県豊見城市議会

株式会社 大生通信

電話（098）850-0025 FAX（098）850-6444

海岸線を
監視しています。

〒 901-0292 豊 見 城 市 宜 保 一 丁 目 １ 番 地 １

停電時でも48時間、
市民との通信が
確保されています。
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緊急情報を、
迅速に市民に知らせて、
安全を確保しています。

停電時でも
48時間、
市民との通信が
確保されています。

2021.9.5 発 行

昼夜、
異常や災害を監視しています。

中央公民館

