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近世琉球の時代からあるとされる村の守り神。外から
入ってくる様々な災いをはね返すため、集落の端に据え
られている。災厄をもたらすとされる対象【丘陵やガマ
（洞窟）等】に睨みを利かせ、村の安全を守っている。
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詳しくは、議会事務局
（TEL：098‑850‑0025）まで
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『シーサー由来記』
（絵本）を豊見城市 H P で公開してい
ます。
絵本は、地元の歴史・文化広め隊（豊見城市商工会青年
部有志の会）が協働のまち推進課の「豊見城市市民団体活
動支援事業補助金」を活用して制作されました。

豊見城市の民話

❶❷田頭のシーサー
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※ 9 月定例会は、新型コロナウイルス感染症対策のため、各会派で対策を講じています。
（保和会は 3 人質問見送り。その他の会派は、
質問時間 30 分以内への短縮。）

頁

質問議員

問

事

項

・保育行政について
儀間 盛昭 ・教育行政について
（日本共産党） ・観光行政について
・市政運営について
ぎ

3

質

ま

せい しょう

あら かき あ

や

こ

新垣亜矢子
（保和会）

なか だ

まさ み

仲田 政美
（公明党）

4
ぎ

ぼ

やす たか

宜保 安孝
（保和会）

おお た

よし ひろ

波平 邦孝
ゼ

ロ

（ZERO）

（保和会）

8
ぎ

・教育行政について
・新型コロナ感染防止対策について
・生理の貧困対策について
・防災・減災対策について
・交通安全対策について
・教育行政について
・保育行政について
・都市計画審議会について
・災害復旧について

・保育行政について
・行政 DX 化について
・教育行政について
・ナイター設備について
・市長公約について

・スポーツ振興について
・災害対策について
・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
（日本共産党）
・子育て支援のとりくみについて

ゼ

しょう ご

要 正悟
（真新会）

い しき

ま こと

伊敷 光寿
（真新会）

7
ま

え さと たもつ

真栄里 保

・上田高架下の有効利用について
・教育行政について
・学童設置について
・自治会について
・新型コロナウイルス感染症について
・道路行政について
・FC 琉球ビーチサッカークラブについて
・豊見城市キッズランチ応援事業について

・新型コロナの対応について

（日本共産党） ・市長公約との関連について
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ロ

かわ みつ げん じ

（保和会）

9
そ なん

る

み

楚南 留美
ゼ

ロ

（ZERO）

質

問

事

項

・地方創生について
・学校教育について
・農業振興について
・行政 DX 化について
・殺処分ゼロについて

他1件

・市の鳥制定について
・沖縄振興策について
・子ども医療費無料化について
・コロナウイルス対策について
・職員の服務・定数・任用給与等・人事関連に
ついて
・道路行政について
・「監査」について
・新型コロナウイルス感染症流行による救急業務の
現状について
・市民が安心して暮らせる消防体制の強化について
・新型コロナウイルスワクチン接種事業について
・コロナ禍での本市における高齢者フレイル予防に
ついて

・文化財行政について
瀬長 恒雄 ・給食センターの分離、新設について
・住宅リフォーム支援事業について
（日本共産党） ・特別障害者手当について
・災害復旧について
せ なが つね お

10

せ なが

ひろし

瀬長 宏

他1件

・与根体育施設設置条例について
・与根西部土地区画整理事業について

（日本共産党） ・就学援助について

あら かき りゅう じ

かなめ

りゅう へい

川満 玄治

あら かき しげ と

新垣 龍治

6

ぼ

（ZERO）

・学校給食費の無償化について

なみ ひら くに たか

徳元 次人

・新型コロナウイルス感染者への支援について

（ZERO）

5

とく もと つぐ と

宜保 龍平

・令和４年度の予算編成について

ロ

質問議員

・教育行政について

大田 善裕
ゼ

頁

新垣 繁人
ゼ

ロ

（ZERO）

11
おおしろ

よしのり

大城 吉徳
（公明党）

・市政運営について
・与根体育施設（サッカー場）について
・教育行政について
・公営住宅の申請手続きについて
・豊見城警察署豊見城詰所の跡地利用について
・コロナウイルス感染症について
・保育行政について
・学校給食費無償化について
他2件

※ 顔写真横の 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。

一 般 質 問

年度内に全小学校区に公設学童
クラブが実現します
質問

放課後児童クラブは、 今年 4 月開所の豊見城小学校区
の学童に続き、 今年度は 2 か所の公設学童クラブ建設を高く
評価いたします。 私は、 公設学童クラブは可能な限り学校内に
実現すべきと提案をしてきました。 来年 4 月開所に向けた、 伊
良波小学校区の取組状況についてお聞かせください。
福祉健康部長 建設場所は、 伊良波小学校内、 正門右側の緑
地帯、 建設面積は約 100 平米、 定員 40 名の計画。 設計業
務を発注し、 建設工事に向けて進めています。
質問 座安小学校区の取組状況について、 お答えください。
福祉健康部長 場所は、 座安こども園の園庭部分、 建設面積
100 平米で、定員 40 名の計画。 現在、建設設計業務を発注し、
建設工事に向け進めています。
質問 認定こども園の園庭活用が図れることは評価いたします。
教育委員会には伊良波小学校内への学童施設建設を認めてい
ただき、 感謝いたします。 孫が学童保育所にお世話になってい
るとき、 その場で見たのですが、 学校の情報、 クラスの情報が
指導員に伝わっていなく、 対象となる児童がそろわず、 移動も
できず困っている場面がありました。 今回、 市内小学校全てに
公設学童クラブが実現します。 児童の放課後の安全確保は重

ハワイ国際交流事業を中止としたのは市長部局の判断ミス。
子どもたちのために事業再開を約束してほしい。
市長 今年度は中止したが、 次年度以降は教育委員会としっか
りと連携を図りながら取り組んでいきたい。
教育委員は市長とホテルで会合？しかし特別委員会招集に応じず
質問 現在任命されている教育委員は全員が山川市長の推
薦で選任された方々。 教育委員としての役割に疑問を感じる。
研修を受けて、 教育委員会が市長部局から独立した組織とい
うことを認識しているなら、 議決をだらだらと引き伸ばすような
ことは考えられない。 研修などしたのか。
教育部長 任命に当たり研修等は行っていません。

教育委員の職員に対する恫喝パワハラが事実なら大問題！
質問 教育委員の立場を何を勘違いしているのか、 職員に恫
喝等を行った教育委員がいるという噂を聞いている。 そのせ
いで職員が精神的に潰され休んでいるとも聞いている。 事実
なら早急に注意勧告、 または解任すべきだと考える。
副市長 そのような報告は受けていない。

儀間

盛昭

要な課題です。教育委員会と学童保育事業の連携が重要です。
教育長の見解をお聞かせください。
教育長 教育委員会としましては、 児童 ・ 生徒の安全安心は重
要と認識していますので、 学校現場と一体となって、 安心安全
な移動について対応していきたいと考えています。
質問 豊崎中学校開校に向け、 その後の取り組みについてお
聞かせください。
教育部長 建物は地上約 27 ｍの校舎棟及び地上 20 ｍの屋内
運動場棟の 2 棟、 敷地北面にグラウンドやテニスコートを整
備する計画。 出入口は、 正門、 歩行者専用の裏門、 災害時
の緊急時用として南面の市道 300 号線及び西面の市道 299
号線に出入口を配置する予定。 屋内プールで使用する温水
の熱源は、 コスト面や安定供給の観点から、 都市ガスを採用
します。
質問 豊崎中学校への通学路となる市道 257 号線と 203 号線
の交差点付近のその後の取組状況について。
経済建設部長 用地の売買契約から登記までを 6 月に完了、 設
計業務と警察と交差点協議を行っている。 工事は、 10 月頃を
めどに発注予定、 年度内完成に向けて取り組んでいきます。

ハワイ国際交流事業の再開を
約束して下さい !
質問

日本共産党

新垣

保和会

亜矢子

新型コロナウイルスに感染した方に見舞金を！
質問

新型コロナウイルスへの感染で自宅療養、 またはホテル
療養の市民に対し、 即座に市独自の支援金を給付すべき。 見
舞金として感染後すぐに支援してあげたいが見解は。
福祉健康部長 情報共有がないため、 実態を把握することは困
難な状況。 市独自の支援金給付は、 慎重に検討していく。
質問 行政同士、 情報を漏らすようなことはない。 市長が肝煎
りでやったキッズランチは予備費で支出した。 不特定多数に
1,758 万 4,000円分のお弁当が配られた。 コロナの感染者に対
しては、 ピンポイントで支援が出来る。 予備費から即時支援が
出来ないか。
福祉健康部長 予備費等の充用等も含め慎重に検討していく。
質問 市独自で自宅療養や自宅待機世帯の経済的負担軽減
のため、 日用品や食料品、 食事セット等の配布を無料で実施
すべきと考える。 防災備蓄品も支援品に充てられないか。
福祉健康部長 市社会福祉協議会等の活用について調整を行
い、 現在実施している支え合い福祉健康事業で支援していくこ
とにした。 備蓄品の活用は検討していきたい。
令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.196
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一 般 質 問

ヤングケアラーは個々に課題が異なる
市内小中学校の実態調査を
質問

ヤングケアラーとは、 本来大人が担うとされている家事や
家族の世話などを、 日常的に行っている 18 歳未満の事を称し
ている。 本市におけるヤングケアラーの実態調査実施について
見解を伺う。
教育部長 市内小中学校の状況を把握するため、 調査の対象
や内容などを精査の上、 適切な時期に実施したいと考えてい
ます。
質問 福祉 ・ 介護 ・ 医療 ・ 教育など関係機関等へ周知、 連携
し支援する考えについて見解を伺う。
教育部長 ヤングケアラーの早期発見、 把握に努め、 適切な支
援へ繋げられるよう、 スクールソーシャルワーカーと情報共有を
しながら連携していきたいと考えています。
質問 学校現場での、 講話等を通した子どもたちへの意識啓
発及び相談窓口の開設について、 見解を伺う。
教育部長 学校現場と調整し、 講話、 相談窓口についても取り
組んでいきます。
質問 令和 2 年 12 月議会で就学援助の新入学準備金が減額
されたことに対し、 元に戻す措置を求めた。 文科省が示す基準
単価に引き上げるべきと考えるが、 見解を伺う。

令和 4 年度入学する児童 ・ 生徒から適用できるよう、
予算についても適切に対応したいと考えています。
質問 本市には、 空手発祥の地、 沖縄が世界に誇る空手の殿
堂がある。 その「沖縄空手会館」を、 未来を担う子どもたち
の学びの場の一つに「見学会」や「体験等」として活用でき
ないか、 見解を伺う。
教育部長 各学校においてどのような活用手法があるか、 情報
交換を行いながら沖縄空手会館の活用について検討したい。
質問 平成 25 年度からアメリカ合衆国ハワイ州への国際交流事
業がスタート。 令和 4 年度の事業実施に向けての見解を伺う。
教育部長 2 年間できなかった交流事業を再開し、 令和 4 年度
以降事業を継続していけるよう検討していきます。
質問 生理の貧困対策に、 生理用品の無償配布を行っているが、
市内の小 ・ 中学校へは今後日常的サービスとして継続提供でき
ないか、 見解を伺う。
教育部長 今回の配布状況や学校現場の意見を踏まえると共に
財源確保、 予算措置を検討したいと考えています。
その他の質問／新型コロナ感染対策について／防災減災対策
に男女共同参画の視点から／豊崎地域の交通安全対策

宜保

保和会

安孝

質問

前教育長の退任式について
質問

前教育長の退任式について、 市長が主催しての退任式
が行われなかったことについて、 多くの市民や職員から疑問の
声が上がりました。 政治姿勢に差異があっても、 そこは一人の
人間として大きな心で見送るべきではなかったか。 市長の見解
について伺います。
市長 退任式については、 諸般の事情を考慮し、 参加を見合
わせています。
質問 市長の当日の日程について伺います。
市長 当日、 6 月 30 日ですが、 そのときの私の日程は公式、
非公式いろいろありますので、 個別具体的な案件については答
弁を差し控えたいと思います。
質問 様々な政治姿勢とかあっても、 一人の大人として、 6 年間
豊見城市教育行政のために頑張ってきた方が退任される。 その
ときに様々な思いはあっても見送るのが、 市長の前に、 一人の
人間として当たり前なことではないか。 その諸般の事情とは何か。
市長 私が市長就任以降の対応等を含めたこの間、 様々な事
情を考慮したことです。
令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会

政美

教育部長

前教育長の退任式へ
市長、副市長が不参加
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仲田

公明党
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令和 3 年 8 月の広報とみぐすく「照屋堅二前教育長 6
年間ご苦労様でした」、 たった 2 行。 平成 27 年の広報とみぐ
すくと比較して写真もなしで、 退任式での見送った写真もない。
これを見て、 市長、 私はどう考えても寂しいなと思いますが、
率直に市長の感想を伺います。
市長 市の広報紙については様々な観点から掲載されているも
のと感じていますので答弁は差し控えたいと思います。
その他の質問／県道 7 号線の土砂崩れについて／保育行政
について／教育行政（エアコンの洗浄）について／上田小、
上田こども園入口のラバーポールについて／都市計画審議会
にておかしな介入があったことについて

平成 27 年 8 月 広報とみぐすく

令和 3 年 8 月 広報とみぐすく

一 般 質 問
ゼ

政策のパラダイムシフトで
地域経済の立て直しを
令和 4 年度の予算編成について
質問

未曽有の事態に直面した今、 停滞した社会経済活動の
立て直しが急務である。 令和 4 年度予算では、 経済対策とし
て公共事業などの財政出動を積極的に拡大し、 苦境に立つ飲
食店やその他サービス産業への民間消費の波及効果を狙うの
がよいと考えます。 市長の所見を伺います。
市長 コロナ禍の現在のような社会経済活動が厳しい環境に
ある場合に、 公共事業の発注や物品調達等を通して社会経
済活動の活性化を促すことは、 財政の重要な役割の一つだと
認識しています。 このため、 令和 4 年度の予算については、
いずれの自治体においても厳しい財政状況の中、 地域経済の
回復を図る観点からも予算編成が求められているものだと考
えています。 本市も、 国や県における経済対策の実施状況、
地方自治体が経済対策を行う場合の財政支援等を注視しな
がら、 社会経済活動の活性化を通して地域経済の立て直しが
図れるように、 予算編成の中でしっかり検討していきたいと考
えています。
質問 市長が就任された平成 30 年度当時の経済環境、 また

大田

質問

園の保育教育に感銘を受けた保護者が希望する園に入
所（入園）できるよう本市として、 あらゆる施策を講じてほしい
と強く考えるが、 見解を伺う。
福祉健康部長 特定の園を希望する保護者には、 その園への入
所待ち状況や、 その他の園の教育 ・ 保育の状況を丁寧にお知
らせしながら市全体の教育 ・ 保育の質の向上を図り、 安心安
全な環境を整えていくことで、 保護者の選択肢が増える施策を
講じていきます。
質問 市のホームページにも各園の概要や特徴の掲載に工夫を
凝らし最新情報等を常にアップデートしてほしいが見解を伺う。
福祉健康部長 議員の提案を参考にしながら最新の情報を発信
できるよう、 見やすい構成を検討していきます。
質問 令和 4 年 4 月開園の新園 ・ 分園は間に合うか伺う。
福祉健康部長 間に合います。
行政 DX 化は早急に進めるべき
質問

行政 DX 化を進めると市民の皆様並びに行政職員にとっ

善裕

財政環境は、 沖縄県の入域観光客数が 1,000 万人を突破し
た最初の年です。 沖縄県の完全失業率が 3.4％。 有効求人倍
率が 1.25 倍。 本市の住民税、 固定資産税などの市税が毎年
2、 3 億円増加するような中で、 子ども改革の公約に現実味を
持たせて、 その制度を描いたと理解をしています。 しかしなが
ら、 コロナ禍における現在の経済環境を見てみますと、 令和 2
年度の沖縄県の入域観光客数が 258 万人。 沖縄県の完全失
業率が、 今年の 7 月期の沖縄県労働局の発表で 4.3％。 有
効求人倍率が 1.25 あったのが、 0.84 倍。 令和 3 年度の予算
における住民税や固定資産税の市税が、 前年比で 2 億 7,000
万円減少しています。 今年度は新規職員や職員数が増えたこ
とや会計年度任用職員制度の導入による影響などで、 人件費
が前年度比で 2 億 7,000 万円増えている。 子ども改革の公約
などを撤回しろとまでは申し上げませんが、 景気回復を確認す
るまで、 あらゆる無償化策は一度立ち止まって経済雇用対策を
優先し、 新年度予算の編成を取るべきだと思いますが、 市長
の所見を伺います。
市長 貴重なご意見としてしっかりと受け止めていきたいと思い
ます。

入園待機中のアフターフォローを含め
しっかりとした「ハンドリング」を !
選ぶ時代から選ばれる時代へ

ロ

ZERO

ゼ

波平

ロ

ZERO

邦孝

てどのようにプラスになるのか具体的に伺う。
総務企画部長 窓口サービスのオンライン化や自治体情報システ
ムの標準化、 共通化によって市民の利便性を向上させるととも
に、 デジタル技術を活用して業務環境を改善し、 効率化を図る
ことにより、 人的資源を行政サービスの更なる向上に繋げてい
きたいと考えています。
新教育長が描く豊見城市の未来とは？
質問

本市の教育行政について新教育長の抱負と描くビジョン
を具体的に伺う。
教育長 具体的には第 5 次総合計画に位置づけた施策の目標
の達成に向けて努めていきます。
質問 市内中学校区の緩和 ・ 見直しが必要。 見解を伺う。
教育部長 児童 ・ 生徒の状況を見ながら検討していきます。
質問 県外派遣費助成増額について新教育長の見解を伺う。
教育部長 派遣費増額に関しては年度によって足りなくなる場合
には補正予算にて対応を行うよう引き続き取り組みます。
その他の質問／ナイター設備について／市長公約について
令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.196
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一 般 質 問
日本共産党

サッカーの活動の場の確保
環境整備は必要
質問

サッカー関係者からの要望についての市の対応を伺う。
与根体育施設に代わる新たなサッカー専用施設整備
計画については、 市総合公園の再整備を含むスポーツ拠点エ
リア構想の中で検討する予定です。 与根体育施設の廃止に伴
う影響を最小化するため、 市陸上競技場の利用回数を増やせ
るよう運用したい。 陸上競技場のナイター整備については、 今
後与根体育施設の照明移設を含めて、LED 化等を検討したい。
与根漁港多目的広場での環境整備については、 今定例会の
補正予算でフェンスやサッカーゴール等の設置及び暗渠（あん
きょ）排水管調査及び今後の配置計画等の調査委託を実施す
る予定で人工芝の敷設等、 さらなる整備については、 9 月補
正で行う調査設計等を踏まえて、 今後検討していく予定です。
質問 与根サッカー場は、 区画整理事業に伴う市道 218 号線
の整備が始まれば一定期間利用できなくなる。 与根漁港多目
的広場の整備は、 その時の影響を最小限にするためにも有効。
サッカーの利用だけでなくグラウンドゴルフ等で利用することも
可能で有効利用が図れる。 併せて与根漁港内に観光交流施
設も整備されれば、 この一帯が子どもたちからお年寄りまで利
用できる市民の憩いの場としての効果も期待できる。
教育部長

新垣

スポーツ拠点エリア基本構想の今後のスケジュールを伺う。
総務企画部長 本年度は、 各施設の現状把握、 課題の整理、
施設管理者や利用者などの意向調査等を行う。 次年度は、 基
本方針、 実施方針を検討し、 パブリックコメントにより市民から
意見を募集し、 基本構想を策定していきます。
質問 とよみ小学校で活動するスポーツ少年団や保護者から、
他の小学校と同じようにとよみ小学校にアルミ製ゴールポスト設
置の要望があるが検討できないか伺う。
教育部長 とよみ小学校のサッカーゴールポストについては、 社
会教育活動を推進する観点から、 関係機関が連携して整備手
法や財源の確保等について調査研究していきたい。
真玉橋急傾斜地崩壊危険個所の早急な対策を
質問

真玉橋の急傾斜地崩壊危険個所周辺住民は豪雨が降る
たび不安な中で過ごしている。 対策を伺う。
経済建設部長 沖縄県南部土木事務所に確認したところ、 今年
度は、 一部の地権者より同意が得られたことから、 当該箇所
の工事に必要な調査、 測量、 設計を行い、 令和 4 年度から
真玉橋団地の北側区域の工事を実施する予定とのことです。

上田高架下は非常によい場所
早めの有効利用を !
上田高架下の有効利用について
質問

現在の進捗状況を伺う。
経済建設部長 平成 29 年度に庁内で検討委員会を立ち上げ、
周辺自治体の活用事例、 庁内各課の意見聴取を基に議論を
行い、 有効活用の方向性について取りまとめが行われ、 時間
が経過している事から、 再度庁内各部署へ有効活用可能性に
ついて調査を行ったところ、 平成 29 年度の公園的利用が望ま
しいとの検討結果と同様でした。 公園的な機能の整備を試験
的に取り組む事を検討しています。
質問 駐車場としての有効利用を提案していましたが、 近くに
保育園もあり、 来年には近くに新しい保育園もできますので、
子ども達が遊べる場として公園整備し、 公園利用者専用の駐
車場として整備できれば良いかと思う。 試験的な取り組みは
いつからか、 また時期や内容を伺う。
経済建設部長 今年度の実施計画に計上し、 予算等に取り組ん
でいく考えで、 整備内容は今、 議員の提案もあるので、 その
中で検討していきます。
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教育行政について
質問

本市の指導主事の人数について伺う。
教育部長 2 名です。
質問 県内の類似団体の人数を伺う。
教育部長 糸満市が 4 名、 南城市が 3 名です。
質問 豊見城市は 2 名と、 少ないですが、 指導主事と学校に
おける教育課程、 学習指導、 その他学校教育の専門的事項の
指導に関する事務に従事する、 いわば校長先生を含め、 教員
に助言と指導を与える事が職務であり、 非常に重要な立場で
すが、 指導主事を増やした場合に期待できるメリットを伺う。
教育部長 増えることで、 学校へ足を運び、 授業観察や生徒指
導対応等について指導や助言を行う機会が多くなり、 各学校
の授業改善や問題の解決等に寄与することができます。
市長 いじめ問題やヤングケアラー、 子どもの貧困等、 様々な
問題があります。 全庁的に教育委員会と連携して課題解決に
向けた検討を進めていきます。
その他の質問／中学校部活動実態調査について／自治会に
ついて

一 般 質 問

ワクチン接種大幅な改善 ! 本島
全年齢９市中５位、高齢者３位。
新型コロナウイルス感染症について
質問

ワクチン接種の進捗具合について、 6 月議会では県内本
島の 9 市で比較し最下位との指摘もありましたが、 現在何位
なのか伺います。
福祉健康部長 9 月 7 日時点、 全年代の 2 回目接種は 5 番目
になり、 65 歳以上の 2 回目接種は 82.18％、 名護市や南城市
に続いて 3 番目となります。
質問 PCR 検査費用補助事業を伺います。
福祉健康部長 教職員並びに学校配置各種支援員に対し、 PCR
検査費用の補助を実施しています。 自己負担分を補助する内
容になり、 1 人 1 回限り 3,200 円を上限に補助します。 なお、
現在補助申請は 2 校より提出されている。
道路行政について
質問

現在の大雨による地滑りや土砂くずれ被害について伺い
ます。 また県道 7 号線は、 山を削り造られた道路であり安全
対策を求めます。
経済建設部長 沖縄県南部土木事業所に確認すると、 豊見城消

質問

救急搬送について伺う。
消防長 救急隊の 30 分以上の現場待機件数は令和 2 年が 1 件、
令和 3 年 8 月末時点で 9 件、 新型コロナの感染拡大により医
療が逼迫し受け入れ調整に時間を要した。
質問 本市の消防職員は他市と比べて人員不足はないか伺う。
消防長 令和 3 年 4 月 1 日現在算定職員 112 名に対し、 現員
64 名、 充足率は 57、1％となっている。
質問 消防職員の増員が必要ではないか伺う。
副市長 市長部局としても積極的に対応していきたい。
質問 妊産婦の不安解消の取り組みについて伺う。
福祉健康部長 妊婦が感染すると本人及び胎児への影響が危惧
される。 妊婦及びパートナーを対象に優先接種の予約を開始し、
妊婦の安心安全に努めている。
質問 自宅療養者数とその対応について伺う。
福祉健康部長 在宅療養者について支援が必要、 社会福祉協議
会と調整を図り市民を支援していく。
質問 学校や保育現場での定期的な PCR 検査について伺う。

光寿

防付近の土砂が崩れていて、 現時点では大型土囊（どのう）
等で対応している。 被災範囲が広く、 歩道利用者に影響を及
ぼしていることから、 災害復旧事業化に取り組んでいて、 早期
の復旧に向けて引き続き取り組むとのことです。
FC 琉球ビーチサッカークラブについて
質問

市長表敬訪問の内容を伺います。
市制施行 20 周年を迎えるにあたり、 豊見城市を
ホームタウンとして宣言し、 豊見城市の発展の一翼を担いたい
という内容でした。
質問 チームの活動計画は、 どの項目も市の発展、 貢献に期
待でき、 すばらしい内容だと思いました。 コロナ感染対策と向
き合い、 運動不足から身体的及び精神的健康を脅かす健康
二次被害を防ぐため、 スポーツ啓発活動やキッズスクール創
設など、 ぜひ取り組んでいただきたい。 またホームタウン宣言
しているプロスポーツチームがないので、 本拠地とするチー
ム誕生に期待したい。 見解を伺います。
総務企画部長 可能な限り協力及び連携を図っていきたい。
総務企画部長

子育て世代の経済的負担軽減を
実現し、学校給食の段階的無償化を
新型コロナの対応について

伊敷

真新会

日本共産党

真栄里

保

福祉健康部長

安全安心の教育環境を確保する観点で、 学校現
場の声を聞き PCR 検査を受けやすい体制を整えていく。
市長公約との関連について
質問

ふるさと納税の取り組み状況について伺う。
総務企画部長 令和 2 年度寄附件数 1 万 9,509 件、 寄附額 6
億 3,３９４万 2,985 円となり、 県内 1 位の実績。 令和 3 年 4
月から 8 月が、寄附件数 6,702 件、寄附額 1 億 4,091 万 3,000
円で、 昨年同時期と比較して、 寄附件数、 寄附金額ともに増加。
質問 学校給食費無償化について伺う。
教育部長 こども未来基金は寄附金や市税、 ふるさと納税の一
部を財源としており、 また子育て支援策の財源として位置づけ
られているため、 こども未来基金を活用した学校給食費の段階
的無償化を提案していく。
質問 学校給食費の段階的無償化について伺う。
教育部長 学校給食ワーキングチームで検討を進め、 第 1 段と
して栄養充足率の向上。 第 2 段階以降は、 令和 2 年度学校
給食アンケート、 市民会議での検討を踏まえ、 子育て世代の
経済的負担軽減へ実現可能で継続的な仕組みを提案したい。
令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.196
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一 般 質 問

データに基づく政策立案を !!

質問

国も積極的に RESAS 活用を推奨。 それを活用すると根
拠が生まれ正しい政策が可能。 重点的に活用すべき。
総務企画部長 データを根拠に数値化等が図れ、 第 5 次総合計
画における各施策展開に反映できる。
生徒用 PC にはタッチペンは必須‼
生徒用端末はタッチペンを活用すべき、 予算計上可能か。
予算計上に至ってないが、 必要だと感じている。

教育部長

各種申請や窓口はデジタル化へ☆
質問

オンライン申請や窓口デジタル化に向けた課題を伺う。
総務企画部長 データ化した添付書類のアップロード媒体等の検
討による課題解決を図り、 行政手続のオンライン化の取り組み
を進めていきたい。
犬猫殺処分ゼロに向けて
質問

豊見城でもスマート農業を‼
質問

スマート農業の活用実施、 効果、 スタート時期を伺う。
経済建設部長 データ駆動型農業の事業化を、 令和 5 年度から
の実施に向けて取り組んでいる。
新防災システムで災害から市民を守ろう‼
質問

国は SIP4D というシステムを作っている。 本市もそれを
いち早く取り入れる考えは。

財源確保を目的に使途限定ふるさと納税項目の新設を。
副市長 特別項目として入れることは制度上可能。 引き続き必
要性を検討していきたい。
質問 犬猫殺処分ゼロという考え方は目指す方向か。
市民部長 殺処分ゼロは取り組む方向で沖縄県に従う。
異常な人事マネジメント…
質問

管理 ・ 監督者を対象に職員アンケートの実施を。
市長 既存アンケートを精査した上で判断したい。

市長は市の鳥制定の意義が存在する
にも関わらず何故制定しないのか？
市の鳥制定について
質問

これまで 3 月 ・ 6 月議会の一般質問にて制定の意義を
訴えてきたが、 制定の意義に対するこれまでの訴えをどのように
受け止めているのか見解を伺う。
総務企画部長 令和 3 年 3 月 ・ 6 月定例会における質問で市の
鳥の制定を行うことにより観光に繋げること、 市の活性化を図
ること、 子どもたちの総合学習の題材となり、 環境教育に活用
されること等を提言されているが、 市の鳥制定については様々
な観点から慎重な議論が必要。
質問 絶滅危惧種の鳥を市町村の鳥として制定している事例が
あるが、 本市は把握しているのか伺う。
総務企画部長 県内においては石垣市がカンムリワシ、 宮古島市
がサシバ、 国頭村がヤンバルクイナと定めています。 制定の意
義については詳細までは確認できていないが、 雄大で発展して
いくイメージが合致している等と回答を得ている。
質問 制定に要する予算と期間を伺います。
総務企画部長 市鳥を制定する際には、 選定委員会等の議論、
審議の場が必要となるので、 委員の報酬、 または報償費が必
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次人

総務企画部長 令和 4 年から沖縄県が稼働することにより、 本市
も連動する見込みとなっている。

正確な政策立案のために‼

質問

徳元

保和会

とみぐすく市議会だより ● vol.196

ゼ

宜保

ロ

ZERO

龍平

要となります。 また期間については市民等の意見も考慮し、 議
論、 審議する必要があるかと考えているので少なくとも半年程
度は必要かと考えています。
質問 市の鳥制定に向けた調整として、 これまでの取り組み状
況とこれからの取り組み内容を伺う。
総務企画部長 様々な観点から検討が必要であり、 特に制定の
意義については慎重に議論をする必要があります。 具体的な取
り組みについては今後の検討となります。
質問 市施行 20 周年の事業に向けて間に合うのか伺う。
総務企画部長 これから具体的な取り組みについては検討してい
きますので、 その中で検討できるかについても考えていきます。

観光・環境の観点から市の鳥に制定すべき！

一 般 質 問

全国平均の２倍以上の職員が
メンタルで休んでいる豊見城市
職員の休職について
質問

現時点での休職者数について伺います。
総務企画部長 令和 3 年度休職者数 48 名、 うちメンタルに起因
する休職者数 12 名です。
質問 私が調べた結果ですが、 令和 3 年 8 月末頃で実際 14
人の方がメンタルで休職をしているため、 増えていることに、 大
変驚いています。 平成 29 年の総務省が調べた所、 全国で 10
万人当たりの精神的な疾患で休職する職員の数は 1,409 人、
率にすると 1.4％です。 この割合（1.4％）を本市職員数に当
てはめると、 約 6.2 人です。 本市は 14 人であるため全国平均
の約 2 倍以上の方が、 メンタルで休んでいます。 9 月の時点
でです。 市長としてどう思いますか。
総務企画部長 厳しい職員数、 全体的に脆弱な体制である中、
一生懸命頑張っている職員もいるという現状です。
質問 答弁の意味が分かりません。 ではメンタルで休む理由を
教えて下さい。 分かる範囲で結構です。
総務企画部長 心因的な原因を基に休職している数ですが、 個
別具体的にお答えすることは出来ません。

質問 新型コロナウイルス関連や疑い件数及び陽性者搬送件
数について伺う。
消防長 令和 2 年 1 月から 12 月の搬送件数は 23 件で、 陽性
者数は 15 人。 今年の新型コロナウイルスに関連する搬送は、
8 月時点で 109 件、 陽性者は 76 人。
質問 新型コロナウイルスの流行によって生じた救急活動の変
化について伺う。
消防長 救急隊は一般負傷や交通事故等、 全ての救急事案に
おいて、 コロナ感染疑いを念頭に置いて活動を行っている。 特
に傷病者が新型コロナウイルスの陽性者であれば、 救急隊員
は感染防護衣を着て出動しますが、 搬送後の感染防護衣の脱
衣や救急車の消毒を行う際も、 目に見えないウイルスに神経を
すり減らす状況にある。 また、 新型コロナウイルス感染症患者
の増加に伴い、 医療体制が極めて逼迫したため、 沖縄県の要
請を受けて、 入院待機ステーションへ救急救命士を含む救急
隊 1 隊 3 名の派遣と、 本市ワクチン接種会場へ救命士を含む

玄治

質問 職員からよく話を聞きますがパワハラ、 セクハラ、 業務量
が多い等、 様々な問題があると聞いてます。 最近は特に、 パワ
ハラの話がよく聞こえますが、 全国平均の 2 倍以上が精神的
なことで休んでいるということは、 もう見過ごせない。 休職につ
いて市として予防策は。
総務企画部長 全職員対象のストレスチェックを実施し、 高ストレ
ス者へは相談窓口を案内しています。 時間外勤務を行った職
員のうち、 疲労の蓄積が認められる職員へ産業医等による医
師の面接指導を実施しています。
質問 しっかりやっていると思いますが減らないのは何故でしょ
う。 これだけやって増える状況は見過ごせません。 こういう環境
に対してのアンケートを求めたいです市長。
総務企画部長 現在アンケートを取ってますので精査します。
質問 主宰はどちらがやっていますか。
総務企画部長 人事課です。
質問 個人が特定できそうな感じなので、 やはり本音は話さない
と思います。 守秘義務を守った、 誰が回答したか分からない形
式で外部委託のアンケートを望みたいが市長いかがですか。
総務企画部長 人事課において整えたいと思います。

人員不足により消防職員が疲弊
市民が安心して暮らせる体制強化を
新型コロナウイルス感染症流行による
救急業務の現状について

川満

保和会

ゼ

楚南

ロ

ZERO

留美

救急隊 1 名の派遣を行っていることから、 今までにない活動状
況となっている。
質問 国の整備指針に基づく本市消防職員算定数及び現員
数、 充足率について伺う。
消防長 令和 3 年 4 月 1 日現在、 算定数 112 名、 現員数 64
人、 充足率 57.1％。
質問 令和 2 年度から令和 4 年度までの消防体制計画に基づ
き令和 4 年度も消防職員体制の強化を図るべきと考えるが当
局の見解を伺う。
総務企画部長 消防のみならず、 職員全体を対象とする豊見城
市定員管理計画の策定作業を進め、 調整を図っていきたい。
質問 退職者や再任用されている方に意向調査を行うと思う
が、 その時期について伺う。
人事課長 1 回目は 9 月、 2 回目は最終確認として 12 月。
質問 時期が遅いと思う。 消防に限っては前倒しして、 毎日が
非常招集、 非番、 週休でも人手不足で呼ばれる。 その状態を
解消してください。 人の命に係わる話、 どうやったらやれるのか
を真剣に考えていただきたい。
総務企画部長 職員適正化を図りながら検討していきたい。
令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.196
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一 般 質 問
日本共産党

給食センターの分離
新設で多彩な学校給食を !

瀬長

るよう、 整備を検討しています。

文化財行政について

給食センターの分離、新設について

質問

文化財や資料の収集、 保管、 展示等の現状を伺う。
教育部長 平成 14 年に豊見城市歴史民俗資料展示室を開室。
現在の施設の規模では、 公開可能な資料には限りがあり、 資
料の収蔵能力は限界に達している。 既存のプレハブは小規模
であり、 経年劣化により雨漏りや床の腐食など、 劣悪な環境
状況にあり、 保管資料の劣化、 破損等が想定されます。 それ
らのことから、 資料の保管が安心安全に行えることができ、 整
理作業もできる新たなプレハブの建設を行うことで、 それらの
問題が回避できるものと思われ、 今年度の実施計画も提出し
ています。
質問 デジタル博物館事業でデジタル化した資料をどのように
活用していくのか伺う。
教育部長 令和 3 年度末にホームページにて文化財、 収蔵資
料、 写真資料、 民話資料、 映像資料を公開していきます。
併せて、 地域の文化財について、 情報や解説等を現地で知
ることができるよう、 文化財所在地にある文化財標柱から QR
コードでインターネット上のデジタル博物館へアクセス可能にす

質問

給食センターの整備や献立等における課題を伺う。
今年で 36 年を迎える施設であることから、 蒸気管の
腐食による蒸気漏れなど、 老朽化や経年劣化の影響を受ける
ことがあります。 調理機器等については、 学校給食センターで
は焼き物料理を提供する加熱機器がないため、 給食献立に焼
き物料理の提供ができていません。 また、 料理過程で時間を
要する麺料理については、 現在の調理機器の数では全学校へ
の対応が難しい状況です。
質問 給食センターの分離、 新設が求められていますが、 教育
委員会としての方針を伺う。
教育部長 施設の修繕を行い、 調理機器等の更新を行いなが
ら安全安心な学校給食の提供を目指していますが、 施設の
老朽化や経年劣化等が確認され、 給食センターの在り方に
ついて検討する時期に来ていると認識しています。 現在の給
食センターを維持しつつ、 今後の方向性について検討してい
きます。
教育部長

前教育長の考えが間違った認識
だったことが議会で明らかに !
野党が強行した与根体育施設条例改正の事前調整なし
質問

予算を伴う条例改正を野党市議が行いましたが、 市長
サイドとの事前調整はあったのか伺います。
総務企画部長 条例改正に当たりましては、 事前調整はありませ
んでした。
質問 地区計画に反し、 区画整理事業の土地利用を見直した
ことになるが、 市長は許可をしたのか伺います。
都市計画部長 与根体育施設の条例改正は地区計画及び区画
整理事業の土地利用方針との整合性が図られていないものと
考えており、 土地利用の方針を変更する予定はありません。
また、 与根体育施設に関する土地区画整理法第 76 条の建築
行為等の制限に関する申請等はありません。
質問 当然この事業の執行の障害となるおそれがある場合は市
長の許可をもらうと法律にうたわれていますが、 それは今回やっ
ていないということが明らかになりました。 執行機関である教育
委員会との事前調整はあったのか伺います。
教育部長 教育委員会においても事前調整はありませんでした。
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恒雄

日本共産党

瀬長

宏

市長の権限を自分の権限と思い込んだ前教育長
質問

前教育長は「区画整理事業は条例が廃止されない以
上教育長が管理者で、 日常管理の権限は教育長にあるので、
私が組合と協議することは教育長の権限行使だ」と述べていま
すが、 これは前の教育長ですね。 教育長の権限で区画整理事
業を進めるという法的根拠はあるのか伺います。
教育部長 教育長に委任された事務の決裁権限は、 事務決裁
規程第 5 条では「重要かつ異例の事項については上司の決
裁を受けなければならない」と定められています。 市長の権
限に属する事務の補助執行として、 教育長に委任された与根
体育施設の管理運営については、 委任者である市長の決裁
を受けるものです。 さらには、 条例が存続した状態で上物を
除去する場合の法手続となる土地区画整理法第 77 条の照会
が組合から市に対して行われた場合、 直接施行の認可権限
を有する市町村長として、 いずれの手続に係る権限も市長に
属するものです。 いずれの法令等においても、 教育長の権限
の範囲内で区画整理事業を進めることが可能とする根拠は確
認できませんでした。

とみぐすく市議会だより ● vol.196

一 般 質 問

パワハラって何だろう 職員や議会と
の両輪って何だろう 市長に問う
市長などのパワーハラスメントについて
質問

市長室で市長が職員に対してパワハラを行っているとの
声が聞こえるが、 市長として心当たりがあるのか伺う。
総務企画部長 パワーハラスメントの報告はありません。
質問 市長室以外も含めて、 市長が職員や管理職員などにパ
ワハラを行ったことがあるのか。 心当たりをもう一度伺う。
総務企画部長 報告はない。 事実はないと認識している。
与根サッカー場使用料収入未処理を監査が指摘！！
質問

歳入項目がない中、 利用料金が発生していることに対し
て、 早急に予算措置をすべきだと訴えてきました。 条例が存続
するにも関わらず予算措置がされていなかったことに対し、 監
査委員の見解を伺う。
代表監査委員 令和 3 年 5 月分の例月現金出納検査で一般会
計において帳簿等と現金残高の不一致が確認された。 その原
因は、 与根体育施設使用料の歳入科目の未設による収入未処
理という報告を受けた。 監査委員としては、 市の口座に入金さ
れた金銭は適切に会計処理されるべきものであると考える。

質問

保証人をつけなくても申請手続ができるようにすべきだと
思いますが、 見解を伺います。
市長 今貴重な提言がありましたので、 前向きな方向性を踏ま
えて検討を進めていきたいと思います。
豊見城警察署豊見城詰所の跡地利用について
質問

現在どのように取り組んでいるのか伺います。
市民部長 引き続き当該跡地については幅広い視点から利活用
を考え、 沖縄県住宅公社への状況確認と意見交換、 そして豊
見城警察署と連携に努めていきます。
コロナワクチン接種
質問 12 歳以上の希望する全ての方々への接種はいつ頃終え
るのか。 計画を伺います。
福祉健康部長 11月中旬の予定です。

新垣

ロ

繁人

学校関連予算と PTA 予算について
質問

学校施設から生じる廃棄物等の処分代、 また消耗品や
備品代は基本学校関連予算で対応すべきと考えるが、 予算措
置を含め見解を伺う。
教育部長 例年、 予算編成方針に基づき各学校側で予算要求
書を作成し、 教育委員会との調整を経て、 財政課に予算要求
を行った後、 予算化されるので基本的に各学校において計上
されている予算で支出すべきと考える。
クラブ活動における小学校運動場などの利用について
質問 6月定例会で質問をしたが、 その後どのような検討がさ
れたのか、 現在の状況を伺う。
教育部長 スポーツ少年団に対して、 意見を求めていますがコロ
ナ禍において十分な活動もできない状況の中、 意見を集約し
検討することが出来てない状況であるとのこと。 小学生のスポー
ツ団体によるクラブ活動については、 子ども達の健全育成や心
身の成長にはとても大事なので、 教育委員会としてもできるだ
け活動を支援したい。

公営住宅申請手続は
連帯保証人を不要に
公営住宅の申請手続について

ゼ

ZERO

大城

公明党

吉徳

保育行政について
質問

新設予定の 4 認可保育園の定数は何名か伺います。
福祉健康部長 4 園の合計が 320 名となっています。
質問 園児 1 人当たりの市の負担額は幾らか伺います。
福祉健康部長 1 人当たりの市負担額平均は、 年間 27 万 654
円と試算されます。
学校給食費無償化は財政負担があまりにも重い！
質問

去る 6 月定例会で提案した、 きょうだい児 3 人目から無
償にした場合、 食材の牛乳を無償にした場合、 米やパンの主
食を無償にした場合、 おかずを無償にした場合、 それぞれ予
算は幾ら必要になるのか伺います。
教育部長 きょうだい児 3 人目から無償とした場合年間 3,036
万円、 牛乳を無償にした場合年間１億 16 万 1,600 円、 米や
パンを無償とした場合年間 1 億 270 万 2,600 円、 おかずを無
償にした場合年間 1 億 4,371万 2,800 円が必要となります。
その他の質問／県道 256 号線豊見城糸満線の拡幅整備につ
いて
令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.196
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9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
◉陳 情

4件
件
4件
8件
3件
3件
2件

43

令和 3 年 9 月定例会は、9 月 7 日（火）～ 9 月 24 日（金）までの 18 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 32 号

令和３年度 豊見城市一般会計補正予算（第４号）

修正
可決

本修正案は、与根漁港多目的広場の整備に係る費用 2,403 万 5 千円（設計委託料 1,001 万 2 千円、
施設整備工事費 1,402 万 3 千円）
を 0 円とし、
それに伴う歳入額（18 款 2 項 1 目 財政調整基金繰入金）
を調整する内容となっております。
○補正予算の内容（一部）

歳入

歳出

・普通交付税（増）

・訴訟等弁護委託料（追加）

・豊見城中学校沖縄振興公共投資交付金
（グラウンド）増

・防犯灯設置工事（追加）

・森林環境譲与税基金利子（追加）

・寄附金獲得支援（追加）

・教育費寄付金（増）
・財政調整基金繰入金（減）
・遅延損害金（追加）
・伊良波中学校教室整備事業債（追加）

・豊見城城址跡地清掃委託料（増）
・こども未来基金収納代行（追加）
・企業版ふるさと納税収納代行（追加）
・排水路除草・浚渫等委託料（増）
・除草・清掃業務委託料（追加）
・施設維持管理業務委託料（増）
・無電柱化事業民地引込負担金（増）
・文書集配業務委託料（追加）
・資材価格特別調査委託料（追加）

議案 第 42 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５号）

原案
可決

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 7,673 万 1 千円を追加し、予算総額を 291 億 6,061 万 6 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

歳出

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業
補助金（増）

・コールセンター業務委託料（増）

・財政調整基金繰入金（増）

・ワクチン集団接種会場に係る派遣委託料（増）

・ワクチン配送委託料（増）
・ワクチン集団接種会場に係る看護師派遣委託料（増）
・ワクチン接種に伴う窓口等委託料（増）
・ワクチン接種分別梱包等委託料（増）
・ワクチン集団接種会場駐車場管理委託料（追加）
・コロナワクチン接種システム改修委託料（追加）
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議案 第 37 号

条例案

豊見城市与根地区観光交流施設の設置及び管理に関する条例
の制定について

同施設の設置及び管理を行うため、地方自治法の規定により条例を制定する必要があることから、
上程され、原案可決されました。同条例には、開館時間や使用料等が規定されています。

議案 第 38 号

豊見城市森林環境譲与税基金条例の制定について

原案
可決
原案
可決

森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓
発、木材の利用（脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第二条第
三項に規定する木材の利用をいう。）の 促進その他の森林の整備の促進に関する施策の充実を図ることを目的に、
地方自治法の規定により条例を制定する必要があることから、上程され、原案可決されました。

諮問第 1 〜 4 号

同意案

人権擁護委員候補者の推薦について

伊波 盛武 氏、赤嶺 静 氏、島袋 典子 氏、新城 良男 氏を人権擁護委員候補者として推薦する
ことについて、適任としました。

陳情 第 13 号

陳情

公営住宅の入居に保証人を不要とする条例改正等を求める陳情書
陳情 第 15 号

市道 190 号線
（ゆたか小学校裏門周辺）
の歩道整備について
（陳情）

意見書案 第 11 号

適任

採択

採択

意見書案

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求め
る意見書

原案
可決

意見書案 第 12 号

原案
可決

普天間飛行場からの PFOS 等を含む水の放出に関する意見書
意見書案 第 13 号

消費税率 5％への引き下げ求める意見書

否決
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10月 臨時会の審議結果
◉予算案
◉報 告
◉意見書案
◉決議案

議会中継

令和 3 年 10 月臨時会は、10 月 26 日（火）～ 11 月 10 日（水）
までの 16 日間の会期で開催されました。
本臨時会については、予算案 1 件、報告 2 件を付議事件
として招集されましたが、緊急を要する事件が生じたこと
から、決議案及び意見書案も審議されました。

1件
2件
1件
1件

令和３年 第６回臨時会
10 月 26 日

予算案
原案
可決

議案 第 43 号

令和３年度 豊見城市一般会計補正予算（第６号）

豊見城市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策（第 6 弾）
【総額 4,703 万 3 千円規模】
に伴う補正予算となっております。
※第 1 弾から第 6 弾までの総額は 15 億 3,531 万 2 千円規模となります。
○経済対策

○感染症拡大防止対策

・ 農産物安定生産緊急支援事業
（1,120 万 6 千円）

※新規

・ 公共施設感染拡大予防対策事業
（129 万 3 千円）

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた生産農家に
対し、令和３年４月から令和４年１月 15 日までに肥料及
び農薬購入に要した費用の 50％、一農家当たり４万５千
円を上限に補助することで、農業者の経営・継続に向けた
支援を行う。

・ 水産業緊急支援事業補助金
（198 万円）

※新規

新型コロナウイルス感染拡大に伴う相次ぐホテル飲食店
等の休業により、漁業価格が低下している。そのため燃料
費等の経費が水産業を圧迫しているため、令和３年 11 月
から令和４年１月末までにかかった燃料費及び漁具購入に
要した費用の 50％、一月当たり１万５千円を上限に３ヶ
月間補助することで、漁業者の経営・継続に向けた支援を
行う。

・ 豊見城市観光バス等事業者支援事業
（1,217 万円）

※新規

新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが激減
している事業の中でも、これまで国や県からの支援策が少
ない観光バス・貸切バス等を営む事業者を支援するため、
本市内に本社や営業所を置く事業者に対し、１台あたり
３万円の支援金を交付し、ウィズコロナ・アフターコロナ
でも継続して事業ができるよう支援を行う。

・ 豊見城市彩発見事業

※新規（900 万円）

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業者支
援として、市外のショッピングモール等にて、物産展を行
い、市の魅力発信も併せて行う。
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※新規

新型コロナウイルス感染症感染拡大予防のため、中央図
書館利用者出入口の自動ドア化、児童用の小便器と手洗い
場の自動水栓化及び利用者自身で図書館資料の貸出処理等
を行うセルフ貸出機の整備を行う。

・ キャッシュレス決済導入事業
（607 万 2 千円）

※新規

証明書発行窓口における手数料をキャッシュレス化する
ため、キャッシュレス対応券売機の導入といった環境を整
備する。現金接触の機会を減らすことにより、新型コロナ
感染症の感染リスクの低下につなげる。

○
「新しい生活様式」
を踏まえた対策
・ 消防庁舎ネットワーク無線化事業
（352 万 2 千円）

※新規

新型コロナウイルスの影響により、執務室の分散等が
必要となった場合にも、無線 LAN 環境を整備すること
により、会議室等にパソコンを移動し、無線環境を利用
し業務や会議が可能となるよう整備を行う。

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 6 弾）
】につ
いては、議案第 43 号の補正予算ではなく、予備費にて対応のため、令和 3 年
10 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
・ とよむ適応指導教室空調機器更新事業
（119 万 3 千円）

・ 庁舎会議室等感染対策環境整備事業
（59 万 7 千円）

適応指導教室内設置の空調機を更新する事で、空調能力
を上げ、通室する児童生徒の感染拡大防止を図る。

庁舎に空気清浄機及びオゾン発生装置を配置し感染拡大
防止対策を行う。

意見書案

意見書案 第 14 号

原案
可決

軽石漂流・漂着による被害防止と支援を求める意見書

議案に対する議員の賛否一覧（全会一致を除く）【令和３年９月定例会、
１０月臨時会】
ゼ

公明党

日本共産党

〇
×

×

〇

×

×

〇

×

光寿

〇

〇

伊敷

〇

〇

〇

×

〇

×

〇

×

×

〇

×

〇

〇

×

〇

×

〇

〇

恒雄

×

〇

×

〇

×

龍治

〇

〇

×

〇

正悟

瀬長

盛昭

〇

〇

×

〇

要

新垣

吉徳

〇

〇

×

〇

×

儀間

政美

〇

〇

×

〇

大城

邦孝

〇

〇

×

〇

仲田

善裕

〇

〇

〇

波平

留美

〇

〇

〇

大田

龍平

〇

議

×

楚南

繁人

〇

〇

×

宜保

彰

議

〇

宏

新垣

吉信

議

×

保

比嘉

議

×

ー

瀬長

赤嶺

剛

〇

ー

真新会

真栄里

外間

〇

〇

正樹

〇

安孝

×

大田

×

宜保

〇

原案
可決

〇

決 議 案
第 4 号

市長・副市長等からの豊見
城市職員に対するパワーハ
ラスメント実態究明・解決
のため「第三者調査委員会」
を早期設置し、公平・公正
な調査を求める決議

〇

否決

〇

消費税率 5％への引き下げ
求める意見書

玄治

月臨時会

意見書案
第 13 号

川満

修正部分
を除く
原案可決

新垣亜矢子

修正
可決

〇

令和３年度
豊見城市一般会計補正予算
（第４号）

議決
結果

×

名

〇

議
案
第 32 号

件

〇

９月定例会
10

案

徳元 次人

議

ロ

ZERO

保和会

※ 「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 「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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決議案
決議案 第４号

市長・副市長等からの豊見城市職員に対するパワーハラス
メント実態究明・解決のため「第三者調査委員会」を早期
設置し、公平・公正な調査を求める決議

原案
可決

提案理由
行政運営に欠かすことのできない貴重な豊見城市職員を組織内のパワーハラスメントから守る
ため行った実態把握調査結果を踏まえて、執行機関当局は監視機能を有する議会の意見を反映さ
せた公平・公正な専門的知識を有した納得性のある「第三者調査委員会」を早急に設置し、実態
究明を行い、適切な環境改善を図り、働きがいのある職場環境を構築する必要があるため。

市役所内部において、市長・副市長等よりパワーハラスメント（以下「パワハラ」という。
）を受けた職員か
らの苦情をきっかけに実施した職員アンケートの結果では、28 件に及ぶ直接被害が申告されたところである。
顧みると、昨年３月定例会頃より複数議員による一般質問等において、特別職からのパワハラに関する疑惑が
呈され、実態調査の必要性を断続的に要求されてきたが「そのような事実は確認されていない」の答弁が繰り
返され、実態究明には至っていない状況下今般、議員有志の会実施の調査に触発されたのか、その結果に根拠
がないと主張し、第三者調査委員会設置が唐突に報道されたところである。なお、議員有志の会として当該委
員会の設置については大いに賛同するが、当会が実施した調査結果の公表に際し、急遽発表なされたのか甚だ
疑問である。
また、委員会の設置要綱等や委員の選定やなぜ特別職に的を絞らず敢えて全職員等を対象としたのか、調査
制度設計、再調査過程での職員保護担保、審査期間等の客観性について具体的には公表されていないことから、
このままでは委員会の主管事務局設置体制含め、公平・公正な調査が行われるのか大きく疑問が残るところで
ある。
よって、監視機能を有する議会の意見を反映させた公平・公正な専門的知識を有した納得性のある「第三者
調査委員会」を早急に設置し、実態究明を行い、適切な環境改善を図り、早急に正常な職場環境に戻すよう次
のとおり強く要請する。
記

１. 専門的知識による第三者調査委員会において、改めて事態究明を実施すること。
２. 当該委員会委員の選定については、弁護士会、医師会、協会等の所属団体よりの完全な自由推薦に応じるこ
ととし、市の一切の関与が無い事を公明正大に証すること。
３. 令和３年度内に結論を公表し、職員の職場環境の改善を行うこと。
４. 当該委員会は原則公開とし、随時、会議録を議会に提出すること。
５. 当該委員会事務局は、職員が納得いく設置内容とすること。
６. 内部通報者を特定し制裁を加えるようなことをせず、全職員に対して公益通報制度に関する情報を提供し、
保全や救済措置を講じること。
７. 市長・副市長等特別職は、本調査に一切関与しないこと。
８. 豊見城市附属機関の設置に関する条例に基づいた附属機関としての委員会であること。
以上、決議する。
令和３年 11 月 10 日
豊見城市議会
あて先
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〔決議案 第４号に対する討論（抜粋）〕
賛成討論

反対討論

▶この問題は、市長からパワハ
ラを受けたと、もがき苦しんで
いる多数の職員の生の声を直接我々野党議員が耳にした
ことをきっかけに始まり、事実であれば議会としても看
過できない。改善のため、市独自のアンケート調査を求
めましたが、拒否されました。ならば職員を守るために
議会主導でアンケート調査をとの動きでしたが、突如与
党が反対に転じたため、野党有志での実施に至りました。
そのアンケート結果では、８割の方が明確に市長からの
パワハラが存在することを、勇気を出して訴えてくれま
した。重要なのは、市長からパワハラを受けたと回答し
た方が 28 名、回答者の約３割。市長からパワハラされ
ていることを見た、聞いた、相談されたと回答した方が
74 名、回答者の約８割です。それでいて市長自身は「やっ
ていない、事実無根だ」と言っている。いかに逃れよう
としているかが伺えます。
自由記述の中には、
「必ず人事で異動させるからな。この
ままで済むと思うなよ」などの発言。この内容について市
長は、
「記憶にありません」とでもいうのでしょうか。
議員有志が、任意で実施したこのアンケートの質問内
容は、厚生労働省の規定に基づき、なおかつ、パワハラ
認定をされた芦屋市の質問に基づいています。
これを考慮した上で第三者委員会の公平性が担保さ
れ、しっかり調査が図られるように、私たちは、市長の
パワハラや理不尽な立ち居振る舞いで苦しんでいる職員
を救いたいというのが最大の目的ですし、第三者委員会
の中立な調査で、職場環境の改善に向かってほしいとい
うのが趣旨です。「条例に基づく附属機関としての第三
者委員会を設置すべきである」ということを強く求める
ことについては、附属機関と懇話会との相違点を読み上
げます。
附属機関の設置根拠は、法律と条例に基づいており、
附属機関においては、執行機関の行政執行のため、ある
いは行政執行に必要な調停、審議、審査、または調査を
行うとしっかり明記されています。
それに対し懇話会は、内部規程と決裁等、つまり市長
側の自由度が効くということです。懇話会は、任用され
ていないことから職務としてではなく、参加者として市
の求めに応じ、または懇話会等の目的に沿った意見の表
明、もしくは意見交換を行う。
つまりどういうことかというと、附属機関としての第
三者委員会を求めなければ、公平性は保てない。だから
条例改正したらいいんじゃないですかということ。
これは現職の職員と退職された方々も対象になりま
す。しっかりとしたヒアリングを経て、公正に、市長に
よるパワハラがあったかなかったかを明確にやっていた
だきたい。

▶第三者委員会は市長サイドで
設置することに問題ないのでは
ないかという提起をしてきました。
附属機関の設置については、幾つか附属機関の名称が
あるが、条例の中に、このパワハラについての第三者委
員会の設置はまだ位置づけられていませんので、今は懇
話会という形にしかなりません。
職員を守るためには、実効力のある第三者委員会で
しっかりと調査し、実態があれば是正をさせる。そして、
必要であれば処分をしっかりやって、パワハラはどうい
うものかということを再度職員周知を徹底し、パワハラ
の起こらない職場環境をどうつくっていくのか。これは
今、私たち議会も市長サイドも協力して対策をすべきで
あって、こういう客観性の担保もないアンケートを取っ
て批判ばかりすることは、いかがな行為かと。今回の決
議については時期尚早、今の時期にやるべきではない。
▶本市においてはハラスメント発生防止のため、研修や
通知等により啓発など様々な形で職場の意識向上を図
り、各種ハラスメントに関する法令に基づき、就業環境
が害されることのないよう、適切に対応するために必要
な体制の整備、雇用管理上必要な措置は既に講じており、
一定の効果を得ていると認識。市長自らが第三者調査委
員会を立ち上げる意向を示し、公平性を期すため市関係
者は除き、関係団体に推薦を依頼すると言っている。そ
れで十分市民には説明責任は果たせる。そこでさらに議
会から今回の決議を求めることは、全くもって不必要、
ナンセンスだと強く思っています。

〇附属機関と懇話会等の相違点
附属機関

懇話会等

設 置 根 拠

法律・条例

内部規程・決裁等

定 数 及 び
定 足 数

あり

なし

会議の運営

各委員の意見を集約
し、合議体として意
思決定して表明する。
（ 表 明 形 式： 答 申・
報告・建議等）

合議体としての意思
決定、意見集約を行
うことなく、参加者か
らの意見を、市が聴
取して取りまとめる。

委 嘱 行 為

あり
（委嘱状・辞令交付）

なし
（参加依頼等）
なし

身

分

非常勤の特別職

支

払

報酬（労働の対価）

報償費（謝礼）

執行機関の行政執
行のため、あるいは
行政執行に必要な調
停、審査、審議又は
調査等を行う。

任用されていないこと
から、 職 務としてで
はなく、参加者として
市の求めに応じ、又
は懇話会等の目的に
沿った意見の表明若
しくは交換を行う。

職

務

等

本会議での討論（反対、賛成）は議会中継をご覧ください。
瀬長
要
伊敷

反対討論
宏（00：33：04 〜）
正悟（00：46：21 〜）
光寿（00：52：56 〜）

⇒
⇒
⇒

賛成討論
大田 善裕（00：41：40 〜）
川満 玄治（00：48：44 〜）
宜保 龍平（00：54：47 〜）
徳元 次人（00：59：30 〜）
宜保 安孝（ 1：11：43 〜）
新垣亜矢子（ 1：16：16 〜）

議会中継

（令和３年 第６回臨時会 11 月 10 日）

令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.196
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議会インターネットライブ中継の配信内容が変わります！！
豊見城市議会では、本会議の議会中継（ライブ、録画）を行っていますが、「休憩中のやり取り等も見れた方が、
状況がわかりやすい」「いつ再開するのかわからない」等のお声をいただいております。
議会運営委員会で協議した結果、12月定例会より、試行的に下の写真のとおり、ライブ中継の休憩中（ 10 分間
の暫時休憩や昼食の時間等の再開時間が明らかな場合を除く）の音声と画面の表示を行うことになりました。
今後とも開かれた議会を目指し、広報、広聴の充実に努めてまいります。

変更前

変更後

ただいま休憩中です。

9月定例会の傍聴人数は 延べ 14 人 でした。
10月臨時会の傍聴人数は 延べ 2 人 でした。
トミッキーッ

緊急事態宣言も明け、新型コロナウイル
スも落ち着きを見せてきております。市民
の皆様、油断することなく日頃よりコロナ

対策を行っていただいたおかげです。手洗いうがいや三密の徹底を
引き続き行って参りましょう。さて、このコロナ禍で市民の生活等
にも多大な影響がありました。豊見城市議会としてもなんとかこの
状況を１日でも早く打破する為様々なコロナ対策
を講じて参りました！これからもしっかりと議会
議 会 インター
ネット 中 継 も
見てね！
！

として市民の暮らしを守っていくことを念頭に頑
張って参ります！

令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会

とみぐすく市議会だより ● vol.196

（宜保 龍平）

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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令和３年
秋の叙勲

議会インターネット中継

前豊見城市議会議員

新型コロナウイルス感染症
に関する事

期 年余の永きにわた

※録画配信については、会議後約 10 日〜 14 日後アップロード。

20

佐事 安夫 さんが、６

※本会議中のライブ配信は「議会 HP インターネット中継」より生放
送配信中に限りライブアイコンをクリックし、ご覧いただけます。

編集後記

り市
（村）
議会議員とし

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。

て在職し、市勢発展と

議会の傍聴について（お願い）

住民福祉の向上に貢献

総務企画部長
〜（略）〜専用させるとなって
います。
質問 専用させる土地があり
ますが、～（略）～

３

したとして、令和３年

総務企画部長
〜
（略）〜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、～（略）～

11

月 日に旭日双光章

正

（地方自治功労）
を受章

誤

されました。

お詫びと訂正のお知らせ

前号（第 195 号）4 ページの儀間 盛昭 議員一般質問掲載箇所左側の
上から 13 ～ 14 行目
（下線部分）
の部分において、誤りがありました。訂正し、
お詫び申し上げます。

豊見城市議会

これからも︑
あなたの暮らしと
地域のために︒

特定建設業

県知事許可（特‑29）3900号

有限会社

大栄土建

土木工事一式、解体工事一式、砕石販売

本社 沖縄県糸満市字照屋 1299 Tel.（098）994 ‑ 6921・Fax.（098）994 ‑ 5333

【豊見城営業所】豊見城市上田226 ‑ 8番地 Tel.（098）987‑ 4996 【南城市営業所】南城市玉城百名111番地 Tel.（098）987‑ 6744

手にしたときの重みや手触り、印刷の香りなど、
便利さだけでは語れない

『紙』

という媒体を通して、

私たちの感覚を刺激してくれる

これからも、より豊かで持続可能な社会づくりに貢献していきます。
株式
会社

沖縄支店

〒901‑ 0502 沖縄県八重瀬町字大頓1302

Tel.098‑998 ‑9950
Fax.098‑998‑9988

ずっと、もっと、地域のために。
総合土木・建設業（特定）第7230号
YONASIRO

代表取締役

金城 文雄

本社／〒901‑ 0204 豊見城市字金良 245 ‑1
支店／〒901‑ 0403 八重瀬町字世名城 752‑3

Tel.（098）840 ‑ 6925

Fax.（098）840 ‑ 6926

e-mail：yonasiro-k@kvp.biglobe.ne.jp

民間車検場 JA 指定工場

有限
会社

COCOʼS●

安全オートサービス
代表取締役

伊禮 幸吉

〒901‑ 0221 豊見城市字座安 286‑5

Tel.（098）850-2864

至名嘉地交差点

090-3792-2750
Fax.（098）850-5309

PLUS
MINUS●

（株）
アサヒ●

よね食堂●

県道２５６号 豊見城糸満線

・車検 ・一般整備 ・鈑金塗装 ・格安レンタカー

●ガソリン
スタンド
カーステーション

BAN
●BAN

至糸満

令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会 とみぐすく市議会だより ●vol.196
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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

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。

Wi-Fi
ホットスポット

指揮広報車

地域の連絡や防災無線に
使用されています。

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

（豊見城営業所）

■ 印刷 / 有限会社 ふたば印刷

とみぐすく市議会だより ● vol.196

市場本通り

新垣亜矢子

令和 3 年 9 月定例会・10 月臨時会

●ドンキ・ホーテ

国際通り

委員長

20

沖映通り

むつみ橋通り商店街

■ 編集 / 議会だより調査特別委員会

むつみ橋通り商店街内
Tel.080‑8354‑8699

平和通り

剛

あんつく

外間

八重山そば処

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

石垣島からの直送麺

議長

株式会社 大生通信

海岸線を
監視しています。

■ 発行 / 沖縄県豊見城市議会

停電時でも48時間、
市民との通信が
確保されています。

電話（098）850-0025 FAX（098）850-6444

市内の自治会スピーカー

監視カメラ

〒 901-0292 豊 見 城 市 宜 保 一 丁 目 １ 番 地 １

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

196

停電時でも
48時間、
市民との通信が
確保されています。

2021.12.5 発 行

昼夜、
異常や災害を監視しています。

中央公民館

