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12月定例会

豊見城市役所内部における市長等特別職からの
パワーハラスメント等実態把握調査特別委員会

職員アンケート実施 !!

パワハラを受けた!!

26人が回答

職員アンケート開封、集計作業（令和４年２月３日）

※アンケート結果（抜粋）は、１8 ページにて掲載
２月定例会
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2 月 22 日
（火）本会議（開会日）
3 月 10 日
（木）一般質問／ 3 月 11 日
（金）一般質問
3 月 14 日（月）一般質問／ 3 月15 日
（火）一般質問
3 月 18 日
（金）本会議（最終日）
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頁

質問議員

質

問

事

項

・市民生活について
・教育振興について
・公園整備について
（日本共産党） ・産業振興について
・まちの顔づくり事業について
ぎ

ま

頁

なか だ

まさ み

仲田 政美
（公明党）

かなめ

しょう ご

要 正悟
（真新会）

4

・子育て支援について
・教育行政について
・道路行政について
・バス停の環境整備について
・子宮頸がん予防の HPV ワクチン接種について
・パートナーシップ制度導入について
・饒波川の整備について
・子どもの養育支援について
・習い事助成事業について
・道路行政について
・第三者調査委員会について
・与根地区観光交流施設について
・市内の小中学校の電気料金について

8

・市長の公約について

（ZERO）

・パワーハラスメント問題について

ゼ

5

ロ

なみ ひら くに たか

波平 邦孝
ゼ

ロ

（ZERO）
あら かき あ

や

こ

新垣亜矢子
（保和会）

6

ぎ

ぼ

やす たか

宜保 安孝
（保和会）

おおしろ

よしのり

大城 吉徳
（公明党）

7
ひ

が

あきら

比嘉 彰
（保和会）

とく もと つぐ と

（保和会）

9

・福祉行政について
・安心安全な街づくりについて
（日本共産党） ・サッカー環境整備について
・待機児童について
ぎ

ぼ

りゅう へい

宜保 龍平
ゼ

ロ

（ZERO）
そ なん

る

み

楚南 留美
ロ

（ZERO）

10
あか みね よし のぶ

赤嶺 吉信
（保和会）

かわ みつ げん じ

川満 玄治
（保和会）

11
せ なが

・市長の政治姿勢について
・児童館建設について
・キャッシュレス化について
・漁港整備について
・道路行政について
・安全対策について
・新型コロナウイルス感染対策について
・子育て支援について
・マイナンバーカードについて
・環境美化について
・豊見城団地の警察官詰所跡地利用について

・部活動について
・子どもの貧困対策について
・公共施設耐震化について
・高齢者福祉について
・行政ＤＸ化について

あら かき りゅう じ

・農業振興について
・消防行政について
・地域振興について
・子どもの貧困対策について
・スポーツ振興について
・行政運営について
・教育行政について
・防災について

・道路行政について
・下原地域（看護学校付近の保栄茂川）の浚渫に
ついて
・市の鳥制定について
・市の財政について
・ヤングケアラーについて
・ＬＩＮＥを活用した行政サービスの活用について
・与根漁港の利用について
・市民が安心して暮らせる消防体制の強化につ
いて
・教育行政について
・与根観光交流施設について
・道路事業について
・し尿浄化槽清掃業務について
・市長、副市長等による職員へのパワハラ問題
について
・新型コロナワクチン接種について
・高齢者（コツコツ運動）事業について
・軽度・中等度等難聴児補聴器購入費助成事業
について
・政府が打ち出した１０万円給付について

ひろし

・パワハラに関する第三者委員会設置について
・与根漁港多目的広場の整備について
（日本共産党） ・コロナワクチン接種について

瀬長 宏

おお た

まさ き

大田 正樹
（保和会）

12

い しき

ま こと

伊敷 光寿

・教育行政について
・与根体育施設について
・市政運営について

（真新会）

・山川市政の、こども行政について（ 小・中学
校編）
・山川市政の、こども行政について（保育・こど
も園編）
・山川市政の、財政について
・道路行政について
・福祉行政について
・都市公園の安全・安心対策事業について
・子育て支援について
・新型コロナウイルス感染症について

あら かき しげ と

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。

13

新垣 繁人
ゼ

ロ

（ZERO）

・山川市長の市政運営について

※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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項

新垣 龍治

ゼ

大田 善裕

事

え さと たもつ

徳元 次人

・生活環境の整備について
・教育環境整備について
瀬長 恒雄 ・生理用品の設置について
・ワクドキ懇談会について
（日本共産党） ・市道２１８号線整備について
・公営墓地整備計画について
よし ひろ

問

真栄里 保

せ なが つね お

おお た

質

・学校給食の段階的無償化の取り組みについて
・国民健康保険について
（日本共産党） ・職員定数について
・道路行政について
ま

せい しょう

儀間 盛昭

3

質問議員

一 般 質 問

全ての小学校区に公設学童実現し
学童待機ゼロをめざす
質問

伊良波小学校区と座安小学校区への公設放課後児童ク
ラブを令和４年４月開所に向け取り組んでいますが、開所ま
でのスケジュールを聞かせてください。
福祉健康部長 伊良波、
座安小学校区の放課後児童クラブは、
令和４年４月１日の開所に向けて取り組んでいる。建築設計
業務は完了し、工事の発注準備を進めている。放課後児童ク
ラブの設置及び管理に関する条例の改正後、指定管理者の指
定を行う予定です。
オールジェンダートイレ
質問

2024 年４月（仮称）豊崎中学校開校を目指していま
すが、どのような学校トイレになるのでしょうか。築年数の
長い学校トイレ改修計画を示してもらったが、提起したオー
ルジェンダートイレとなるのか、実施計画を聞かせてくだ
さい。
教育部長 検討した結果、校舎等屋内運動場棟及び屋外トイ
レにて、男子、女子トイレと、健常者や身障者及び性別など
で限定せずに使用できる「誰でもトイレ」の３通りのトイレ
を整備する予定です。オールジェンダートイレは、学校現場

コロナ禍で影響を受けた子どもを社会全体で応援する
ため、政府は自公両党の合意を踏まえ、年内をめどに子ども
１人当たり現金５万円、明年春クーポン券５万円相当を給付
するとしている。本市の取り組みについて伺う。
市長 12 月 24 日５万円給付を目指している。プラス５万
円は国から正式な通知等がない中での取り組みは厳しい。
質問 クーポン券について岸田総理は、地方自治体が希望す
れば、年内に現金 10 万円の一括給付を認める意向を示して
いる。10 万円の給付は国難の時だからこそ、未来を担う子
どもたちに国を挙げて大切にする意思表示にもなる。入学、
卒業、進級を待たずして早めの措置が出来ないか伺う。
市長 しっかりと準備でき次第、年明け早々にでも対応して
いきたいと思っている。
子宮頸がん予防ワクチン接種、本年４月より再開
質問

子宮頸がん予防のヒトパピローマウイルス（HPV）ワ
クチン接種の勧奨中止を、厚生労働省は約８年ぶりに終了し積
極的な勧奨を求めている。各市町村は対象者へ予診票を送り準
備が整い次第、４月を待たずに実施可能としている。本市は再

儀間

盛昭

の意見等も聞いて検討を行いましたが、プライバシーに配慮
した密閉性の確保や利用方法に課題があるため、現段階での
整備は厳しいと判断しています。なお、各小中学校の「誰で
もトイレ」の整備状況は、学校施設改築及び新設事業におい
て、長嶺、豊見城、豊崎、座安、ゆたか、上田小学校、長嶺、
豊見城中学校については、バリアフリー目的に設置した多目
的トイレを「誰でもトイレ」として運用。また、令和２年度
に伊良波小学校も、
「誰でもトイレ」を整備しています。
３オン３の人気が高まっている
質問

にじ公園や豊崎海浜公園に設置されている屋外バス
ケットボールコートが傷んでいますが、これまでの維持管理
と今後の改修計画について、聞かせてください。
経済建設部長 コート及びリングの補修工事等の対応を行っ
ています。今後の改修計画は、
次年度以降の更新工事に向け、
取り組んでいきたい。

１０万円現金給付。子どもの幸せを
最優先にする社会の構築が重要
質問

日本共産党

仲田

公明党

政美

開に向けてどのように進めているか見解を伺う。
福祉健康部長 対象年齢の小学校６年生から高校１年生の約
5,174 人へ接種勧奨の再開に向け取り組んでいる。
質問 子ども医療費助成中学３年生までの通院分、４月から
確実な実施に向けての進捗状況を伺う。
福祉健康部長 各世帯へ受給資格者証を通知する業務調整を
行い、円滑に事業が実施できるよう取り組んでいる。
質問 翁長橋開通への進捗状況を伺う。
経済建設部長 令和４年１月の工事発注に向け進めている。
質問 制服の選択制導入について、その進捗状況を伺う。
教育部長 １校が制服選択制を導入している。導入した学校
を参考に、今後の導入に向け検討している。
質問 産後ケアにラウンジ併設通所型産後ケア施設の連携を伺う。
福祉健康部長 通所型産後ケア事業の必要性は認識している。
ご提案の施設との連携も、併せて検討したいと考えている。
その他の質問／豊崎中学校開校までの工程／市道 18 号線と
12 号線交差点を右上に登る通学路は崩落危険、改修を／バ
ス停に上屋やベンチ設置を／母子生活支援施設設置／中学生
に AED 講習で修了書交付を／パートナーシップ制度導入
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一 般 質 問

養育費の未払い問題は、間違いなく
子どもの貧困問題につながっている !

要

真新会

正悟

福祉健康部長

緊急を要すると認識したときに、まず警察等
と連携を取りながら、必要に応じて保護体制をとらざるを得
質問 本市の相談窓口について伺う。
ない状況になります。
福祉健康部長 児童虐待に関する相談窓口は、子育て支援課
質問 虐待以外にも離婚の相談や離婚後の養育費問題の相談
の家庭児童相談室です。
もあると思います。私の知人、身内でも小さいお子さんがい
質問 相談件数と内容について伺う。
るシングルマザーの方がいて、話を聞くと養育費をほとんど
福祉健康部長 令和２年度の児童虐待に関する相談件数は、 の方がもらっていない、または最初の１年間ぐらいだけも
殴る蹴る、家の外に締め出すなどの身体的虐待が 21 件。子 らっていた、そういった話が多いです。この養育費の問題は
どもへの性的虐待が０件。言葉により脅かす、子どもの目の 特に沖縄県では子どもの貧困問題につながっており、大きな
前で家族に暴力を振るうなどの心理的虐待が１７件。食事を 原因の一つだと思います。兵庫県明石市で、子どもの養育費
与えない、不潔にする、病気やけがをしても病院へ連れて行 を確実に受け取れるように、
民間の総合保障会社と連携して、
かないなどのネグレクトが０件。合計 38 件です。令和３年 官民連携で養育費の立替えを試行的に行っているそうです。
度は 12 月３日現在の実績で、身体的虐待が６件。性的虐待 ある程度行政が民間と何らかの形で連携を取り、第三者とし
が０件。心理的虐待が７件。ネグレクトが２件。合計 15 件 て介入する事によって、養育費の問題や面会交流の支援にも
つながると思うので、子どもの多くいるここ豊見城市でも、
です。
質問 実際に窓口まで相談に来られる方はごく一部で、実際
今後そういった取り組みを検討して頂きたく思いますが、本
はこの数字の倍以上の方が困っていると思います。緊急を要 市の見解を伺う。
福祉健康部長 明石市の状況も再度検証しながら、本市で対
する、命を脅かすような切羽詰まった状況だと判断した場合
には、どういった対応を取っているのか伺う。
応できるかについても検討します。
子どもの養育支援について

豊見城団地郵便局前の交差点を
スクランブル交差点に
生活環境の整備について
質問

豊見城団地郵便局前の交差点をスクランブル交差点に
できないか伺う。
市民部長 現在、歩行者専用表示方式による歩車分離式信号
機が設置されています。スクランブル方式による効果、歩行
者の交通量や交通事故発生形態、信号待ちの時間の増加によ
る影響なども含め、総合的に勘案した上で適否を判断する。
質問 北分譲から平良県営に下る市道 130 号線のマンホー
ルの段差の解消ができないか伺う。
上下水道部長 下水道マンホールに段差が確認できたことか
ら、早急に修繕を行っていきたい。
教育環境整備について
質問

豊見城小・長嶺小のナイター設備を冬季、スポーツ少
年団のサッカーや野球等の活動に利用できないか伺う。
教育部長 スポーツ少年団等が学校グラウンドで活動する時
間については、日没までを基本とし、活動時間の基準等も含
め、今後ともスポーツ少年団等と意見交換を行う。
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日本共産党

瀬長

恒雄

生理用品の設置について
質問

生理用品の設置状況を伺う。
福祉健康部長 長引くコロナ禍の影響で生理用品の購入が困
難な世帯の負担軽減を図ることを目的に、生理用品を無償配
布してます。配布施設は、豊見城市社会福祉協議会、わくわ
く児童館、真嘉部コミュニティセンター、市役所内の子育て
支援課及び社会福祉課の５ヶ所となっています。
質問 小中学校での生理用品の設置状況を伺う。
教育部長 小中学校全 11 校において生理用品の配布が行わ
れており、教室近くのトイレ個室や体育館のトイレ個室、保
健室でも設置、配布しています。
ワクドキ懇談会について
質問

市民からどのような意見、要望があったか伺う。
道路の修繕、信号機や防犯灯の設置、子どもの遊び場
の確保、自治会の放送設備の補修や拡充、公共下水道の早期
整備、市街化区域編入、継続した保育士の支援や障害児の受
入れ環境の整備、コロナ対策の支援、軽石漂着に対する支援。
市長

一 般 質 問

市長は我那覇後原編入問題の
解決策をはっきりと示すべきである

ゼ

大田

ロ

ZERO

善裕

ういう方向性で対応できるのか、土地区画整理事業組合、那
覇市、県等、様々な関係機関がありますので、しっかりと調
質問 我那覇後原編入問題の解決について、現在の進捗状況
整を図りながら進めていきたいと思います。
質問 これまで市長として那覇市、県とのテーブルに着いた
を伺います。
総務企画部長 我那覇後原編入問題につきましては、長年に
ことがありますか。
市長 公式にはありません。
わたり行政課題となっているところです。過去の議会にて陳
質問 令和３年７月に那覇市長より宇栄原南土地区画整理地
情採択をし、昭和 62 年８月に編入することが妥当な措置で
あると那覇市に回答されています。その後、行政内部での検 域について、豊見城市の意思が重要で、豊見城市の対応を見
討結果等、多くの行政課題が指摘され、平成 11 年９月に編 極めたいと。市長、すぐ那覇市とのテーブルに着いて、協議
入はしないという回答の後、現在まで至っている状況です。 する用意はないですか。
市長 これまでの経緯等が大変複雑に絡んでいますので丹念
編入問題に対しましては多くの行政課題があることから、過
去の経緯を踏まえながら関係機関と協議し、慎重に検討を重 に精査をしながら進めていきたいと思います。
質問 再度お尋ねします。我那覇後原編入問題の解決を公約
ねていきたい。
質問 市長の公約に関わるわけですが、どのような形で決着
で掲げていましたが、解決策について市長は何らアイディア
を図るのか、ご説明をお願いします。
を持っていなかったのか。
市長 今後の我那覇後原問題の解決手法、具体的にというこ
市長 我那覇後原編入問題についても、私の中ではしっかり
とでしたが、大変難しい課題です。地域住民からは、陳情書 と問題解決に策を取っている。公式においては、取り組みを
も議会のほうに届けられていると思います。市長部局にも届 行っていませんが、水面下のほうでしっかりと調整は図らせ
けられていますので、しっかりその旨で、担当部局としてど ていただいています。
市長の公約について

やるならやる。やらないならやらない。
中途半端が一番 NG です !
何事も土台が大事！農家の皆様の負担にならないように
質問

地産地消の対象品目を伺う。
経済建設部長 ダイコン、ジャガイモ、タマネギ、ニンジン
の４品目について実証実験を行ったところです。
質問 各品目の計画数、出荷数を伺う。
経済建設部長 ダイコンは計画数量 2,310 キロに対し出荷
数量は 1,772キロ。ジャガイモは 1,380キロに対し 60キロ。
タマネギは 1,830 キロに対し 424 キロ。ニンジンは 1,820
キロに対し 16 キロとなっています。
質問 過去の一般質問でも訴えたが土壌の問題やルールづく
り、要綱作成をするよう求めたがその後を伺う。
経済建設部長 特にルールづくりは行っていません。
質問 土壌の問題やルールづくり要綱作成等、農家のことを
全く考えていないなと思うが市長の見解を伺う。
経済建設部長 今回の反省を踏まえ頑張っていきたい。
情報リテラシーと言われる今の時代に多くの選択肢を！
質問

貧困の負の連鎖を断ち切るためには子どもの選択肢

ゼ

波平

ロ

ZERO

邦孝

を増やし、将来をイメージさせる取り組みが必要。見解を
伺う。
福祉健康部長 議員ご指摘のとおり親の支援と併せて子ども
たちが自分の将来を描けるように支援をしていきます。
市民の生命身体及び財産を守る消防団員の処遇改善を！
質問

消防団員の処遇改善について、基準額の引き上げが消
防庁から示されている。本市も改善すべきだが、伺う。
消防長 今回の消防庁長官通知を受けた報酬等の基準につい
ては、関係部局と調整を行っているところです。
キャンプ場を開設し、本市の地域振興に繋げましょう！
質問 コロナ禍で窮地に追い込まれている地域経済の回復へ
向け、キャンプ場を開設するだけではなく、市内の様々な業
者（職種）が関われるような仕組みを行政主導で推進してい
くべきだと考えるが見解を伺う。
総務企画部長 楽しんでいただけるような仕組みづくりを関
係部署や市内の関係団体等と調整の上、検討していきます。
その他の質問／スポーツ振興について
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一 般 質 問

人事マネジメントが致命的 !
経営管理・財政運営状況は不安

新垣

保和会

亜矢子

採用人数が言えないのはおかしい。
副市長 もっと精度の高い財源の確保、経費配分が必要にな
質問 12 月10 日に合格発表する予定が、
直前で12 月 27 日、 る。それを現在詰めている。
質問 県内１１市中３市が就職氷河期世代を１名～２名採用、
17 日後に発表が延期になった。このような延期は自治体と
してあり得ないこと。何が原因で発表が遅れているのか。
あるいは採用がない。本市は人件費が増大し予算を圧迫して
総務企画部長 各部署の業務量も勘案し、予算状況とも調整
いるにも関わらず多く採用している。市長と同年代が就職氷
を図る最終の詰めの作業を行っている。
河期世代。知り合いを採用しているのではと疑問を感じる。
質問 定員管理計画を基に採用人数に占める人件費は示せる。 総務企画部長 恣意的に受験年齢を設定してはいない。
今年何人採用し、いくらの人件費か答えられないなら、人事
育英会奨学金の原資を増やして多くの学生にチャンスを
マネジメントは致命的。
副市長 予算全体の中で人件費に幾ら充当できるかは、地方
質問 入学準備金のニーズが増え、拡充するには安定した
財政計画で、例えば交付税、地方債、臨時的な起債措置がど 原資が必要。令和２年度育英会決算償還金の収入が768万
うなるかなど、地方財政に占める全体の動向を見ないと令和 1,000円。調定額 1,716万 1,250円徴収率40.57％。原資と
４年度の予算全体が把握できないのが地方財政の状況。それ して不安定。原資をふるさと納税から充てるべきではないか。
教育部長 貸与型奨学金は年々減少し入学準備金や給付型奨
を含め、今、精査をしている。
質問 副市長は経営コンサルタントの資格、経歴がありなが
学金の拡充を求める意見がある。慎重に検討して行く。
質問 育英会応募資格の改善で保証人不要なローン（保証機
ら採用人数が確定する直前にそのような答弁で良いのか。各
課の数万円の予算要求も予算がないと突っぱねるのに、１人 関）の選択肢を増やすべき。
教育部長 機関保証制度導入も調査研究を進めていきたい。
当たり年間６００万円、何なら１,０００万円かかる人件費、職員
自治体として前代未聞！職員採用試験合格発表17日間延期⁈

西銘恒三郎沖縄担当大臣との
連携について市長の想いを問う
市長「積極的に連携を図っていきたい」
質問

地元、沖縄４区から沖縄担当大臣西銘恒三郎氏が誕生
しましたが、市長はどのように今後連携を図っていくつもり
か。私どもは野党であっても協力しますのでぜひそういった
意味で、どのように市長は大臣と連携を図れるか伺う。
市長 本県の特殊事情に起因する課題、また子ども関連施策
の充実、あと下水道整備の加速化など、本市として取り組む
課題等が多くありますが、沖縄振興計画に基づく諸施策につ
いては、地元の実情を熟知されている。地元沖縄４区選出の
沖縄担当大臣として、本市といたしましても積極的に連携を
図っていきたいと考えている次第です。

宜保

保和会

安孝

し、必要施設の整理や民間を活用した設置ができないか、検
討していきたいと考えています。
質問 具体的に、なるべく早めに進めてほしいのですが、場
所とかその辺の検討もなされてるのでしょうか。
福祉健康部長 旧大城医院跡地やＩＴ産業振興センター跡地
周辺などで市有地を活用した設置ができないか、検討してい
るところです。

豊見城中学校区にも早期に児童館設置を求める
質問

豊見城中学校区内へ児童館設置の声を以前より上げて
きました。進展が見られませんが、現状について伺う。
福祉健康部長 福祉健康部内での会議において、児童館だけ
ではなく、その他施設、児童発達支援センター等も併設した
複合型の施設等について議論もあり、今後関係部署とも調整
6
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豊見城中学校区にも児童館を !!

一 般 質 問
大城

安心安全な街づくり

公明党

吉徳

きないか、検討していきたい。
質問 字嘉数のつぼみこどもクラブ前の横断歩道の白線の引
質問 字嘉数 96 番地から 73 番地までの間の道路を路面舗
き直しと手押し信号機の設置が出来ないか伺います。
市民部長 信号機の設置に向けて、豊見城警察署と意見交換
装整備できないか伺います。
経済建設部長 補助採択に向けて、沖縄県に対して要望して
を重ねていきます。また横断歩道の不鮮明な箇所について豊
いきたい。
見城警察署へ横断歩道標示の補修を要請します。
質問 字嘉数 147 番地前の急勾配を改善できないか伺います。 質問 豊見城団地内の市道 46 号線、48 号線、40 号線、
経済建設部長 路面部分に滑り止め等で対応出来ないか検討
129 号線が交差する交差点に手押し信号機の設置と、交差点
していきたい。
近くに「スピード落とせ」の路面標示が出来ないか伺います。
質問 県道 256 号線の拡幅整備の際に接する伊良波集落に
市民部長 信号機の設置に向けて、豊見城警察署と意見交換
出入りできるよう、中央分離帯を何か所か開けてもらいたい を重ねていきます。
経済建設部長 路面標示については、予算状況を勘案しなが
との地域からの要請がありますが対応できないか伺いたい。
経済建設部長 市としても沖縄県に対し、要望を行っている
ら復元していきたい。
質問 豊見城団地の警察官詰所跡地利用について。関係部局
状況であります。引き続き要望していきたい。
と早期に協議の場を設けたいが、対応できますか。
安全対策について
市民部長 今後地域との話合いの場を設けていきたいと考え
質問 字嘉数公民館付近にスピード落とせと路面標示しても
ています。
らいたいが伺います。
その他の質問／新型コロナウイル感染対策／子育て支援／マ
経済建設部長 電柱幕やポストコーンを設置し注意喚起がで
イナンバーカード／環境美化について
道路行政について

登校時に学校周辺の道路が
交通渋滞を引き起こすのはなぜか？
教育行政について
質問

保和会

比嘉

彰

で決定し、昨年１２月、令和３年度の新入生から制服のネー
ムが廃止されることになりました。
質問 コロナ禍で臨時休校等があったが、学習時間の確保に
ついて伺う。
教育部長 臨時休校による学習時間の確保のために、長期休
暇を短縮し対応を行った。
質問 不登校の主な理由について伺う。
教育部長 不登校の原因については、様々な要因が絡み合っ
て不登校を引き起こしていることが多く、児童・生徒本人す
ら分からないこともあります。本市児童・生徒の不登校の原
因についても、個々の状況によって様々な要因があります。
質問 本市の不登校の対策について伺う。
教育部長 本市においては、不登校の支援としてスクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカー・また登校支援員
などを活用し、
家庭訪問や相談活動をして支援を行っている。

登校時の交通渋滞について市の見解を伺う。
教育部長 登校時に、一時的に学校周辺の道路が渋滞になる
学校が数校あります。各学校からは、保護者に対して登校時
の児童・生徒の安全や、周辺地域住民の生活環境を守るため
に公文書等を発出し、交通ルールの遵守と交通マナーの実践
をお願いしています。
質問 本市の校則の見直し、身なり指導について伺う。
教育部長 本市の中学校の身なり指導については旧態依然と
した指導はなされていません。以前は靴や靴下・肌着の色ま
で細かい規定があったが、現在は靴に関しては、運動に適し
た靴であればよいとされています。また、靴下や肌着の色に
ついても、普段の学校生活においては必ずしも白に限定して
いることはありません。
質問 豊見城中学校は本年度の入学生から、制服には氏名の
刺繍は入れないことになっているが、その経過を教育長に伺う。 その他の質問／与根体育施設について（与根多目的広場の関
教育長 豊見城中学校では、保護者から制服の胸元のネーム
連性について）／市長が設置する予定の第三者委員会につい
について廃止の要望がありました。令和２年度の検討委員会 て（なぜ附属機関ではなく懇話会なのか）
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一 般 質 問

給食の段階的無償化で
食生活の確立子育て環境の向上を
学校給食の段階的無償化について
質問

学校給食の段階的無償化がなぜ今必要か伺う。
教育部長 学校における食育の中心が学校給食であり、学校
給食が生きた教材として、児童・生徒の健全な食生活の確立
に大きな役割を担い子育て世帯の保護者の負担の軽減、子育
てしやすい環境の向上を図ることは、年少人口の割合が日本
一である本市が積極的に取り組むことに重要な意味がある。
質問 給食の質の低下は起きないか伺う。
教育部長 子どもたちや学校関係者から「給食がおいしい」
という声が届いています。段階的無償化実施で学校給食の質
の低下はないと考えている。
質問 段階的無償化の第２段階の開始時期について伺う。
教育部長 令和４年度の実施に向けて、調整を図っている。
国民健康保険について
質問

来年度から未就学児の均等割の半額が免除されるが、
軽減実施に伴う対象人数と法定配分額について伺う。
市民部長 約 1,698 万円が現時点における未就学児全体の

質問

外部指導員の方々が責任を持って大会まで引率するこ
とができる地域部活動推進事業を実施すべき。国へのエント
リー受付は２月まで。内部相談は間に合うか。
教育部長 ２月に間に合うように検討する。

真栄里

保

保険料となり、子どもの均等割軽減が次年度から実施される
と、その半額の 849 万円の軽減が実施されることとなる。
職員定数について
質問

本市の職員数の他市と比較を伺う。
本市は令和２年４月１日現在、全国類似市の
68 団体中７番目に職員数が少なく、
令和３年度 19名採用し、
定年及び普通退職者 10 名、６名が増員。県内の類似市町村
と比較で、本市の職員数は令和３年４月１日現在、県内で人
口 1,000 人当たりの職員数は、一番少ない状況。
質問 職員の残業時間の総数について伺う。
総務企画部長 １人当たりの年時間外勤務時間数は 144 時
間。職員一人ひとりの負担が変わっておらず、全体的な業務
量の増や職員数の不足が要因であると推測されます。
質問 病休などで休職を余儀なくされている職員数を伺う。
総務企画部長 令和３年度は、療養休暇取得及び休職した職
員数は 33 名となっています。
質問 市道 40 号線字金良道路の陥没について伺う。
経済建設部長 交通量多く安全対策のため修繕工事を完了。
総務企画部長

スポーツを頑張る子ども達のため
好環境構築を早急に判断すべき !!
中学校各種大会引率に外部指導員も可能にすべき‼

日本共産党

徳元

保和会

次人

施設の耐震補給が図られ、部分的な改修が可能な工法だと認
識している。事案ごとに検討できる。
健康寿命を延ばすために効果的な方法を常に更新しよう
質問

高齢者福祉について介護予防プログラムの見直しを。
効果的な事業が実施できるよう検討する。

福祉健康部長

貧困に陥る前にこどもを救う手法を早目にすべき
質問

子どもの貧困対策について。学校現場においてスクリ
ーニングシートを活用し、支援が必要な子をキャッチしアウ
トリーチすべき。
教育部長 実施の際には教職員や学校現場に過度な負担とな
ってはならないと考え、適切な時期に実施できるよう調査研
究を行う。
可能な限りのコストダウンで市民の命を守ろう
質問

公共施設耐震化は、コストダウンができる SRF 工法
という耐震化工法がある。市はこれを有効だと考えるか。
総務企画部長 高延性材を柱や壁に接着させることにより、
8
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部活動の在り方が変わることで教員の負担軽減も !

一 般 質 問

医療的ケア児及びその家族に対する
支援を一層進めよう

日本共産党

新垣

龍治

相談支援事業所等に対し、沖縄県が実施する医療的ケア児コ
ーディネーター研修の参加促進を行い、研修受講者を増やし
質問 市内で医療的ケア児を育てるお母さんから、子育てで
地域での相談体制を強化してしてきます。また、令和５年度
の苦労、支援体制をもっとよくしてほしいとの思いをお聞き までに研修受講修了者を医療的ケア児コーディネーターとし
する機会がありました。どのような子であっても安心して暮 て庁舎内に配置し、医療保健、福祉教育、労働等に関する業
らせる環境づくりをより一層進めていければという意味での 務を行う関係機関等が連携を図るための協議の場を設置する。
質問です。令和３年９月、医療的ケア児及びその家族に対す 保育では、公立保育所に看護師配置を検討している。受入体
る支援に関する法律が施行された。法の目的と内容を伺う。 制を整えながら、入所申込ニーズに応じ、必要な予算確保及
福祉健康部長 医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、 び市内教育保育施設への体制確保を促していきたい。
教育部長 教育委員会では、看護師１名を配置している。看
その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを産み
育てることができる社会の実現に寄与することを目的とし、 護師は支援児が在籍する豊見城小学校を拠点校として、上田
医療的ケア児の日常生活及び社会生活を社会全体で支援する 小学校、伊良波小学校を巡回しています。医療的ケア児への
ため、国、地方公共団体の責務、保育所の設置者、学校の設 対応は個別ケースの対応であるため、現在は保護者が行って
置者等の責務を定めています。
いるケア方法を学んでいる状況です。今後は主治医の直接的
な指示、指示書を得て医療的行為が行えるよう準備を進めて
医療的ケア児コーディネーターの配置
います。
保育・教育での看護師配置で体制確保を
その他の質問／とよみ小学校付近交差点の安全確保について
質問 本市の支援策について伺う。
／与根漁港多目的広場整備について／とよみ小学校サッカー
福祉健康部長 福祉では相談体制の整備として市内の障害者
ゴールポストの設置について／待機児童について
２０２１年９月、医療的ケア児及び家族支援の法律が施行

ゼ

市道３３号線（饒波地域内）の
早急の道路整備を
質問

饒波地域の市道整備について市道 33 号線（饒波地域
内）を早急に整備する必要があると思うが見解を伺う。
経済建設部長 市道 33 号線については、字饒波集落から八
重瀬町へと抜ける比較的交通量の多い狭隘道路であり、場所
によっては舗装の状態が悪い箇所であることを認識していま
す。道路整備については、今後の道路事業全体の進捗状況を
見計らいながら検討していきます。
質問 市道 33 号線の側溝にごみ等が詰まり機能を果たして
いない状況である。早急に側溝清掃を行い機能回復をする必
要があると考えるが見解を伺う。
経済建設部長 現場を確認したところ、雑草が繁茂している
状況と、側溝の詰まりが確認できました。今後は関係部署と
連携するとともに、除草作業及び側溝の浚渫を行いたい。
緊急性ある下原地域（保栄茂川）の早急の浚渫対応を
質問

令和３年９月に下原地域の災害対策等の観点から保栄
茂川浚渫費用を増額し早急に対応すべきだと指摘を行った
が、令和４年度予算措置（要求）等、本市の取り組み状況を
伺う。

宜保

ロ

ZERO

龍平

経済建設部長

排水路除草、浚渫等委託料における下原地域
に係る予算として、今年度は当初予算 300 万、９月補正で
700 万、合計で 1,000 万確保して当該地域の浚渫、清掃等
を行っています。令和４年度の当初予算については当該地域
の浚渫、清掃等に支障がないように調整を行っています。
市制施行 20 周年に向けて市の鳥制定を
質問

クロツラヘラサギを市の鳥制定を市制施行 20 周年に
向けて、これからの取り組み、そして新年度予算もこれから
だが、予算要求状況も含めて伺う。
総務企画部長 予算編成の中での検討になりますが、懇話会
等の細かい報酬等を要求しています。
質問 20 周年に向けて市の鳥制定はできますか。
総務企画部長 これからの懇話会等で検討されるものだと考
えています。
その他の質問／市の財政について／宮古島国際サミットにつ
いて
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一 般 質 問
ゼ

「ヤングケアラー」をご存じでしょうか？
質問

本市児童生徒にヤングケアラーが実在することについ
てどのように認識しているのか見解を伺う。
教育部長 一般的に、本来大人が担うと想定されている家事
や家族の世話などを日常的に行っている子どもを指すとされ
ている。全国規模の調査研究事業「ヤングケアラーの実態に
関する調査研究」において作成された報告書において実態が
公表されており、
「世話をしている家族がいる」と答えた中
学２年生が５.７％という結果になっている。
質問 行政が支援体制を確立していくためには、ヤングケア
ラーがどれくらいの数存在しているのか把握する必要がある
本市においても早期に独自の実態調査を行うべきと考える
が、見解を伺う。
教育部長 沖縄県が実施するアンケートに対して協力や連携
をしながら、現状の把握に努める。
質問 必要な支援へとつなげるためには、本市の調査結果に
ついて情報提供を求めるべきだと思うが見解を伺う。
教育部長 本市分については、情報がもらえるよう調整して
いきたい。
質問 ヤングケアラーという言葉が浸透していない中、自分

楚南

ロ

ZERO

留美

が該当すると理解していない子どもも多い。当事者がヤング
ケアラーであることを自覚できる取り組みが必要と考えるが
見解を伺う。
教育部長 名称や概念自体の社会的認知度が高いとは言えな
いことから、子ども自身のヤングケアラーについての認知度
向上が必要。学校現場における取り組みとして、教職員への
ヤングケアラーの概念等についての理解促進を図ることから
実施していきたい。
質問 群馬県高崎市は、全国自治体で初めて 2022 年度か
ら中高生のヤングケアラーがいる家庭を対象に、ホームヘル
パーを無料で派遣する事業を始める。本市でもこども未来基
金の活用やふるさと納税を財源とし、具体的な支援策を講ず
るべきと考えるが市長の見解を伺う。
教育部長 本市の現状を把握することに努めながら、適切な
支援へとつなげられるようスクールソーシャルワーカーと情
報共有しながら連携していくことと並行して、今後の必要な
取り組みについては、庁内の福祉関係課と支援体制を構築し
ながら検討していきたい。
その他の質問／ LINEを活用した行政サービスについて

市内の生活道路や通学道路の
危険箇所防止の改善を市民の力で

赤嶺

保和会

吉信

管理者と調整しながら検討していきたいと考えています。②
可能な範囲で協力し、また調整等を行っていきたいと考えて
質問 安全・安心な通学路の確保について、令和３年６月、 います。
千葉県八街（やちまた）市で起きた児童５人の死傷事故を受
道路事業について
け、検察庁の調査で１万数千箇所の危険箇所があるとの報道
質問 ①市道 257 号線整備事業の具体的な工事内容、スケ
があった。本市において、危険な通学路と思われる箇所件数
と具体的な取り組みについて伺います。
ジュールについて伺う。②市道 66 号線の一部が完了してい
教育部長 本市においては、学校から２２箇所、市民から３
るが、残りの整備について伺う。
経済建設部長 ①当該修正設計業務において、道路冠水対策
箇所、合計２５箇所の危険箇所が挙げられてます。具体的な
取り組みは、豊見城市通学路安全推進会議の構成員で合同点 の検討に時間を要したことから、令和４年１月の発注に向け
検を実施し、年明け２月４日金曜日に最終的な改善状況を確 て準備を進めているところです。②他箇所において道路陥没
認し、教育委員会ホームページで公表する予定です。
や大雨による土砂流出の対応など、緊急に対応する箇所が急
増したことから、優先度を踏まえた対応となります。
与根観光交流施設について
教育行政について

質問

観光としては、リピーターが来るような施設利用を計
画すべきと考える。①魅力的な計画はあるのか伺う。②交流
施設の活性化については、市のバックアップや指導も必要と
思うが、市の考えを伺う。
経済建設部長 ①今後よりよい魅力ある施設を目指し、指定
10
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その他の質問／し尿浄化槽清掃について

一 般 質 問

市長のパワハラについて職員の皆様、
勇気をもって答えてほしい

川満

保和会

玄治

質問

有志の会のアンケートで市長と特別職からパワハラ
を受けたと回答があった方が２８件、見たり聞いたり相談を
質問 懇話会と附属機関の設置根拠について、
なぜ懇話会か。 受けたのが ７４件、部下のミスにつよい口調で叱責をするが
副市長 専門的な知見に基づく調査検討が行われると考えて
７２件ありますがこのようなパワハラがありましたか。
副市長 全く身に覚えないことです。
いる。適切な指導助言を受けられると考えています。
質問 第三者委員会から意見や助言を聞いた上で、誰がパワ
市長 強弱をつけた喋り方になっていると思います。
質問 多くの人々の前で激しく叱責をしたことがありますか。
ハラがあったか、なかったかの判断をするのですか。
副市長 調査結果を踏まえた上で決まってくると思います。
副市長 個別の質問に対しては答えを控えたいです。
質問 結局答えてもらえません。市長、副市長、総務企画部
質問 降格したら ? よくそれで仕事に出てこれる等の嫌味
長、人事課の誰かが判断します。しかし今回のパワハラは市 を言われたが２４件、理由なく担当業務から外し未経験の仕
長、副市長のパワハラ問題です。市長部局の方たちが判断す 事をさせる１７件、１人だけ隔離し本業務から外す１７件、打
ると言う事はその方向に答えが流れます。その為、懇話会で ち合わせに参加させない１２件、叱責の際に机を叩いたりし
はなく附属機関なのです。附属機関は合議制です。附属機関 たことが市長、副市長ありませんか。
副市長 個別の質問についての答えは控えたいと思う。
で答えを出し判断します。中立、公平な判断が出来るので附
質問 書類を投げつける乱暴に置くなどして修正を命じたこ
属機関でお願いしたい。附属機関で調査されるとパワハラが
とはありましたか。
あったと明らかにされる事を恐れているのですか。
市長 その部分に関してはお答えできません。
懇話会では中立、公正な判断ができないと思います正々堂々
と附属機関を立ち上げませんか。
市長 懇話会の中で進めていきたいと思います。
市長、副市長のパワハラ問題について

利害関係がない専門家で構成された
第三者委員会が調査始める

日本共産党

瀬長

宏

総務企画部長

公平かつ中立、高い客観性の確保のため、主
務を行う総務企画部人事課においては、会議室の予約、委員
質問 第三者委員会の設置目的について伺います。
との日程調整などのサポート的役割を担うものと考えており
副市長 市政に対する疑念等について、市政を預かる者の責
必要最低限の委員会運営を支援するものと考えています。
質問 調査方法と期間について伺います。
務として、公平・中立、かつ客観性を確保した第三者委員会
総務企画部長 調査の方法や内容及び実施時期等については
を設置することとしたところです。第三者委員会においては
専門的な知見に基づく調査検討が行われるものと考えており 設置される第三者委員会にて検討されます。
質問 第三者委員会は、当事者双方から話を聞くことも可能
法に定める雇用管理上の措置について、適切な指導助言を受
けられるものと考えています。
な委員会なのでしょうか。
質問 委員の選任において、市の関与のない独立性・中立性
総務企画部長 双方からの聞き取りは可能であると考えています。
質問 今回双方から話を聞くことができるんですが、不一致
が確保されているのか伺います。
総務企画部長 委員選任におきましては、公平かつ中立の観
があった場合に第三者からも聞くことができるのですか。
総務企画部長 第三者からの聞き取りも可能と考えています。
点から、専門的な知見を有する各団体へ委員会設置の目的等
質問 パワハラかどうか確認できる委員会でしょうか。
を説明し、推薦依頼を行ってきました。推薦依頼団体につい
ては、
沖縄県弁護士会、
南部医師会、
沖縄県社会保険労務士会、 総務企画部長 委員会設置要領において、ハラスメントの事実
沖縄県公認心理士協会としており、各団体においては、理事 関係の解明に関することとあることから可能と考えています。
質問 調査結果とか報告書にまとめて報告、あるいはその中
会や常任委員会等において選任し、推薦されていると伺って
います。
で助言も含めてできる委員会なのでしょうか。
質問 委員会の事務局はどのような関わりになるか伺います。 総務企画部長 第三者委員会に委ねたいと考えています。
パワハラに関する第三者委員会設置について
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一 般 質 問

山川市長、学校教育現場に
予算を投入して下さい !
質問

ある学校の運動会でテントが足りなくて、よその学校
のテントがずらっと並んでいた。なぜよその学校の名前のテ
ントがあるのか、非常にみっともないという声を受けていま
す。足りない学校全てに購入するのは厳しいと思っています。
せめて教育委員会がテントを保有してもらって、学校に貸出
すようなことができないか伺う。
教育部長 テントに関しては、校長会や教頭会を通じ確認を
行いながら、どのような形で対応できるのか、確認して検討
していきたいと思います。
質問 各学校からグラウンドの状態が悪く、教育委員会に改
善を依頼している学校があると聞いています。学校グラウン
ドの状況について伺う。
教育部長 これまでに複数の学校や関係部署から、水たまり
や石の露出などの不具合で、修繕の要望がありました。小規
模な修繕を行った事例はあります。しかし、グラウンド全面
的な修繕は多額の費用が必要になるため、今後は、令和２年
度に策定した長寿命化計画を基に全面的なグラウンド修繕の
計画を実施することで、問題の解決を図っていきたいと考え
ています。

大田

その学校名を伺う。
教育部長 伊良波小、とよみ小、伊良波中、豊見城小、ゆた
か小となっています。
学校が必要としている英語授業をなぜ縮小？
質問

英語指導教諭 JTEを活用しての授業は 10 年以上行っ
ていると思います。教師や学校サイドはどのように思ってい
るのか伺う。
教育部長 それまで小学校で英語の授業がなかったこともあ
り、英語の免許を持っている先生が少ないと聞いています。
それで学校の担任の先生方は、この活動に大変喜んでいると
聞いています。
質問 小学校英語活動講師派遣事業の事業評価と最終結果を
伺う。
教育部長 事業評価については、一次評価では継続というこ
ととなりましたが、最終的に審議会の評価では、縮小統合と
いう形で、要改善事業ということになっています。

平良・高嶺地域の劣化・破損している防護柵の新調や
修繕が必要だと考えますが、対応について伺う。
経済建設部長 当該箇所は通学路でもあることから、早急に
対応する必要があり、現在修繕工事の手配を行っています。
質問 旧県道７号線もひどい状況です。
経済建設部長 沖縄県南部土木事務所からは、危険箇所には
ロープなど応急的な処理をするとの事です。
質問 豊見城団地内郵便局前の交差点から、金良向けトンネ
ル付近の交差点（市道 40 号線）の信号機設置について伺い
ます。
市民部長 継続的に地域住民並びに子どもたちの交通安全確
保による信号機の設置に向けて、豊見城警察署と意見交換を
重ねます。
質問 豊見城団地郵便局前の交差点を現在の歩行者専用現示
方式からスクランブル方式にしてはどうか伺います。
市民部長 豊見城警察署へ確認すると、総合的に勘案した上
で適否を判断するということでした。
令和 3 年 12 月定例会

伊敷

真新会

光寿

福祉行政について

質問

12

正樹

質問

市民が安心して通行できるよう
県ともしっかり調整を !
道路行政について

保和会
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質問

公営住宅の入居に関する連帯保証人不要について伺い
ます。
都市計画部長 連帯保証人を不要とする方針に至っている。
保証人廃止に向けて、令和４年２月定例会に条例廃止を提案
し、同年４月以降の入居者から適用できるよう取り組みます。
都市公園の安全・安心対策事業について
質問 高嶺児童公園及び豊崎にじ公園の遊具等改築・更新に
ついて伺います。
経済建設部長 令和４年１月末に工事完了の予定で、芝の養
生等を見計らいながら、供用開始を行います。

子育て支援について
質問

18 歳以下の臨時給付は、１回目の５万円は 12 月 24
日、あと５万円はいつなのか。伺います。
福祉健康部長 １月の上旬、中旬までには支給を行う。

一 般 質 問
ゼ

市長等からのパワハラ実態調査
特別委員会設置に関する決議
沖縄県と本市の人事交流について
質問

令和３年度で交流期間満了となるが、令和４年度も継
続を行うのか伺う。
総務企画部長 交流期間については沖縄県と協議中。
質問 継続するのであれば、継続する必要性を本市としてど
のように考えているのか必要性を伺う。
総務企画部長 そういうことも含めて、県と協議中。
質問 協議の完了は令和３年 12 月中なのか、いつ頃をめど
に協議が終了するのか伺う。
総務企画部長 協議のめど等については、特にありません。
質問 人事交流は県のノウハウを豊見城市にということで人
事交流を行っていると認識している。継続するなら本市のど
の分野が足りなく継続するのか市の見解を伺う。
総務企画部長 そういう必要なポジションも含めて、協議を
行っていきたい。
質問 最後に一点だけ確認します。本当に実績、経験が沖縄
県としてある方が人事交流をされているのか。沖縄県での経
験実績を豊見城市のどの分野で足りていないから、継続する

ロ

ZERO

新垣

繁人

のであれば、継続を考えているのか、もう一度伺う。
総務企画部長 行政課題様々あるので、どの分野なのかも含
めて、人事異動全体の中で検討できればと思う。
市長等からの市職員に対するパワハラについて
質問

パワハラ実態調査など、市長が設置する懇話会は最後
誰が意見集約を行い、
誰が意見をまとめるのか。市とは誰か。
総務企画部長 事実関係を調査し、報告をしていく。
質問 私が答えます。市とは市長です。市長が取りまとめる。
だからこそ、もう一度聞きます。日本弁護士連合会の指針で
示されたように第三者の附属機関を設置する考えはないか。
総務企画部長 行政運営上の意見聴取、情報や政策等に関し
助言を求める場として設置するので、
懇話会として設置する。
質問 市長、最後の交渉です。これから私、パワハラ特別委
員会設置決議の動議を提出する予定がありますが、最後に伺
う。公正・公平、中立を保つ意味で懇話会の設置ではなく、
第三者の附属機関を設置して調査をしていく考えはないか。
市長 公正・公平な観点から、しっかりと懇話会のほうで進
めていきたい。

議案に対する議員の賛否一覧（全会一致を除く）【令和３年 12 月定例会】
ゼ

保和会

真新会
伊敷
光寿
×
×
〇
〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

退

〇

〇

退

〇

〇

退

×

×

〇

退

×

×

〇

退

×

×

×

〇

退

×

×

×

×

〇

×

×

×

宏

×

〇

×

×

×

正悟

×

〇

〇

×

×

×

要

恒雄

×

〇

〇

×

×

議

瀬長

龍治

〇

〇

〇

×

×

×

〇

瀬長

盛昭

〇

〇

〇

×

議

×

〇

新垣

吉徳

〇

〇

〇

×

×

×

〇

儀間

政美

〇

〇

〇

議

×

〇

大城

邦孝

〇

〇

〇

×

×

〇

仲田

善裕

〇

〇

議

×

〇

波平

留美

〇

〇

〇

×

〇

大田

〇

議

〇

〇

楚南

龍平

〇

〇

〇

×

宜保

彰

繁人

議

〇

×

新垣

〇

〇

×

比嘉

剛

吉信

〇

×

赤嶺

正樹

〇

保

外間

安孝

真栄里

大田

玄治

不採択

宜保

「核兵器禁止条約への政府の署名と国会の批准
を求める意見書」を国の機関に提出することを
求める陳情

川満

陳
情
第 16 号

×

不採択

×

「核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に
求める意見書」を国に提出することを求める陳
情書

×

陳
情
第９号

×

不採択

×

日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名
し、国会が批准することを求める意見書の提出
を求める陳情

×

陳
情
第６号

〇

令和３年度豊見城市一般会計補正予算（第８号）

〇

修正部分
を除く
原案可決

議
案
第 45 号

〇

修正
可決

〇

原案
可決

〇

豊見城市役所内部における市長等特別職からの
パワーハラスメント等実態把握調査特別委員会
設置に関する決議

議決
結果

〇

名

日本共産党

次人

決議案
第６号

件

公明党

新垣亜矢子

案

徳元

議

ロ

ZERO

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

令和 3 年 12 月定例会は、12 月 7 日（火）～ 12 月 23 日（木）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。

6件
件
3件
20 件
2件
2件
4件

43

審議結果

認定 第２号

認定 認定

決 算

令和２年度 豊見城市 一般会計歳入歳出決算
認定 第３〜６号

令和２年度 豊見城市 特別会計歳入歳出決算

一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決算は下記の各会計決算比較表のとおりとなって
おり、予算決算特別委員会、教育民生常任委員会で閉会中に継続審査され、12 月定例会にて認定さ
れました。
32億1,997万2千円
（9.4％）

市税

消防費

68億1,752万5千円
（19.9％）

市債
15億6,933万7千円
（4.6％）

5億2,181万3千円
（1.5％）

地方譲与税等

歳入総額

土木費

14億6,126万3千円 17億6,103万1千円
（4.3％）
（5.2％）

342 億 5,063 万円

地方交付税

特定財源

国庫支出金

農林水産業費

会

計

国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
育 英 会 特 別 会 計
公営墓地事業特別会計

令和 3 年 12 月定例会

民生費
130億9,121万4千円
（38.8％）

2億1,628万5千円
（0.6％）

会計項目

14

337 億 3,060 万円

商工費

142億6,637万7千円
（41.7％）

般

歳出総額

14億7,573万8千円
（4.4％）
4億9,920万2千円
（1.5％）

一

総務費
98億3,031万円
（29.1％）

衛生費

36億3,540万1千円
（10.6％）

223億3,644万5千円
（65.2％）

公債費
19億9,889万4千円
（5.9％）

40億9,351万1千円
（12.1％）

119億1,418万9千円
（34.8％）

県支出金

2億1,996万円
（0.7％）

教育費

一般財源

32億8,076万円
（9.6％）

議会費

【 一般会計決算 】

その他

歳

入

令和 2 年度
342 億 5,063 万円

令和元年度
276 億 4,316 万円

増減率
1.239

歳

出

337 億 3,060 万円

271 億

43 万円

1.245

歳

入

65 億 1,153 万円

78 億 4,603 万円

0.830

歳

出

64 億 8,137 万円

78 億 2,824 万円

0.828

歳

入

5億

323 万円

4 億 7,639 万円

1.056

歳

出

4 億 9,966 万円

4 億 7,243 万円

1.058

歳

入

1,117 万円

1,034 万円

1.080

歳

出

935 万円

661 万円

1.415

歳

入

90 万円

3,496 万円

0.026

歳

出

16 万円

3,423 万円

0.005
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※表・円グラフの合計金額は、千円単位を四捨五入しています。

予算案、承認案件
議案 第 44 号

令和３年度 豊見城市一般会計補正予算（第７号）

原案
可決

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８,２２３万６千円を追加し、予算総額を３０２億５,７３５万７千
円とする補正となっています。
（新型コロナウイルス感染症関連予算）

議案 第 45 号

令和３年度 豊見城市一般会計補正予算（第８号）
本修正案は、与根漁港多目的広場の整備に係る費用１,４０２万３千円（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います。

修正
可決

○補正予算の内容（一部）

歳入

歳出

・償却資産（増）
・航空機燃料譲与税（増）
・健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業補
助金（追加）
・沖縄振興特別推進市町村交付金（増）
・沖縄県子どもの貧困対策推進交付金（増）
・保育対策総合支援事業費補助金（保育補助者雇上強化
事業）（増）
・農業次世代人材投資事業補助金（増）
・ふるさとづくり寄附金（増）
・財政調整基金繰入金（増）
・ふるさとづくり基金繰入金（増）

・ふるさと納税収納代行（増）
・ふるさと納税業務一括代行委託料（増）
・多言語版防災マップデータ更新委託料（追加）
・自動車運転免許取得・改造助成費（増）
・保育補助者雇上強化事業費補助金（増）
・県外保育士誘致支援事業補助金（追加）
・健（検）診情報連携システム整備委託料（追加）
・農業次世代人材投資事業補助金（増）
・海外農業研修生受入支援事業補助金（増）
・消火栓設置負担金（増）
・準要保護援助費（拡充分）小学校（増）中学校（増）
・こども未来基金積立金（増）

承認 第６号

専決処分の承認を求めることについて
（令和３年度豊見城市一般会計補正予算（専決第３号）

承
認

子育て世帯等臨時特別支援事業実施のため、令和３年度一般会計予算を補正する必要が生じたが、
議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであるため、専決処分を行い、議会で承認されました。
※専決処分とは … 議会が議決すべき事件について、長が議会に代わってこれを処分することをいう。専決処分ができるのは、法律に規定があ
る場合と、議会の議決により委任された場合とがある。

議案 第 50 号

条例案

豊見城市部設置条例等の一部改正について

豊見城市組織機構改革に伴う条例改正案が原案可決され、令和４年４月より「こども未来部」が
新設されることになりました。

決議案 第 5 号

原案
可決

決議案

子育て世帯に対して「１８ 歳以下への１０ 万円相当の給付」を全額
現金にて実施すること及び年内若しくは可能な限り早急な給付を
求める決議

原案
可決
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陳情 第 6 号

日本政府がすみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准する
ことを求める意見書の提出を求める陳情
「核兵器禁止条約への署名と批准を日本政府に求める意見書」を
国に提出することを求める陳情書
「核兵器禁止条約への政府の署名と国会の批准を求める意見書」を
国の機関に提出することを求める陳情

不採択

陳情 第 16 号

不採択

陳情 第 9 号

不採択

陳情

〔陳情 第 6. 9. 16 号に対する討論（抜粋）〕
賛成討論

反対討論

▶ 1945 年８月６日、広島では７万
8,000人余が亡くなり、３日後の８
月９日、長崎では、２万 7,000人余が亡くなりました。日本は
世界で唯一の原爆投下の被爆国として、犠牲国として、世界に
向け原爆の悲惨さを後世に伝え、世界に原爆の恐怖、敗戦国と
しての戦争の悲惨さを発信、訴え続けています。
しかし、2017 年７月に採択された核兵器禁止条約に、日本
は参加していません。2017 年７月７日に国連国際連合総会で
採択され、2021 年１月 21 日に発効した核兵器禁止条約は、
将来的な核兵器の全廃に向けた核兵器を包括的に法的禁止と
する初めての国際条約です。
2017 年７月の採択後、20 年に批准した地域が 50 に達し
て今年発効し、今年 10 月にはノルウェーが、そして 11 月に
はドイツ新政権が締結国会議にオブザーバー参加するという
方針を打ち出しました。日本政府に核兵器禁止条約への参加、
署名、批准を求める意見書、決議は、全国 622 自治体議会と
なり、全国 1,788 自治体の 35％となっています。沖縄県では、
県議会をはじめ那覇市議会、石垣市議会、うるま市議会、名護
市議会、南城市議会など、15 自治体が議決を行いました。
米軍基地を抱える沖縄は、一たび紛争が始まれば核の脅威に
さらされることは明らかであります。本議会が人類史の到達点
に立って、良識を発揮するとともに、陳情第６号 日本政府が
すみやかに核兵器禁止条約に署名し、国会が批准することを求
める意見書の提出を求める陳情を採択するよう求めます。

▶日本国は核兵器禁止条約につい
て、本来であれば一番に賛成をする
べき国だと私も思っている。一方で、核兵器の脅威がいまだ現実
に存在する状況において、あらゆる手段を講じて国民の生命、財
産を守ることを訴えていくのも政府として当然である。
人道の観点では、核兵器禁止条約が目指す核兵器の廃絶は、我
が国も共有している。しかし、この条約で現実的に核軍縮、核廃
絶を実現するためには、核兵器を持っている国が率先してやる必
要があるが、それらの国は入っていない。交渉会議に参加し、条
約に賛成した国は核兵器の直接の脅威にさらされていない国がほ
とんど。
安全保障の観点では、北朝鮮のように実際に核兵器の使用をほ
のめかし、ミサイルの発射すら日本のほうに向かってやっている
相手に対して、通常兵器だけで抑止は困難であり、核兵器による
抑止がどうしても必要となる。しかし、日本は非核三原則を国是
として挙げる日本自ら核抑止力を保有する選択肢はない。日米同
盟の下で核兵器を有する米国の抑止力に頼る以外ないのが現実問
題。核兵器禁止条約は、こうした厳しい安全保障環境を十分考慮
することなく、核兵器の存在自体を直ちに違法化するものであ
り、核兵器禁止条約に参加すれば、米国による抑止力の正当性を
損なうことにもなりかねない。国民の生命と財産を守る責任を有
する日本政府を私たち豊見城市議会も応援していかなければなら
ない。現実の安全保障上の脅威に適切に対処しながら、地道に核
軍縮を前進させる筋道を追求していく必要がある。

本会議での討論（反対、賛成）は議会中継をご覧ください。
賛成討論
真栄里

保（ 0：53：16 〜）

瀬長

宏（ 1：11：18 〜）

反対討論

⇒
⇒

新垣亜矢子（ 1：2：27 〜）

意見書案 第 15 号

意見書案

オスプレイからの水筒落下、那覇軍港への米軍機飛来に関する
意見書
意見書案 第 17 号

中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を
求める意見書
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議会中継

（令和３年
第７回定例会
12 月 23 日）

原案
可決

原案
可決

決議案
決議案 第６号

原案
可決

豊見城市役所内部における市長等特別職からのパワーハラ
スメント等実態把握調査特別委員会設置に関する決議
提案理由

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豊見城市議会有志の会が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。それに対し、市長部局は懇話会形式の第三者委員会設置を発表してい
るが､ 令和３年１１月１０日付原案可決された『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「第三者委員会」を早期設置し、公平・公正な調査を求める決議』に示す通り、
附属機関としての第三者委員会でなければ公平公正な調査は行われない。それを危惧し議会の意思決定に
従って附属機関での第三者委員会早期設置を求めたが市長はこれを拒否した。
このままでは、市長から職員へのパワハラの実態の有無が解明されない。よって豊見城市議会委員会条
例第６条第１項に基づき「豊見城市役所内部における市長等特別職からのパワーハラスメント等実態把握
調査特別委員会」の設置を決議する。
調査事項

豊見城市役所内部における市長等特別職からのパワーハラスメント等
実態把握調査特別委員会

① 実態把握のための職員アンケートの取り扱いにつ
いて
② アンケート結果に基づく参考人への聴取
③ 豊見城市ハラスメント事案に関する行政運営及び、
同第三者委員会設置要領に基づき設置される組織
並びに、所掌事務の作業実態等に対する監視

委員長

副委員長

大城 吉徳

真栄里 保

④ 本特別委員会が必要とする調査全般

委

員

徳元 次人

宜保 安孝

新垣 繁人

新垣亜矢子

瀬長

楚南 留美

宏

伊敷 光寿

〔決議案 第 6 号に対する討論（抜粋）〕
賛成討論

反対討論

▶山川市長、執行部は、人事課
にパワハラの相談がないからパ
ワハラの問題は無いとしている。野党が取ったアンケー
トで、パワハラを受けた 28 人のうち 20 人は誰にも相
談せず我慢し、精神衛生の観点から極めて劣悪な労働環
境に置かれていることが明らかになった。議会は 11 月
10 日の決議で、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、第三者調査機関の設置を求め
てきたが、山川市長、執行部、与党の政治的な思惑からか、
調査の結果に対し、助言するしか機能を有しない懇話会
形式を選択したことは明らかな議会軽視である。市長は
頑なに懇話会としてやろうとしているが、最終的に取り
まとめるのは市長であり公平・公正になるわけがない。
与党は「野党を支持する職員が、無いこともあるかの
ように書いている」
「一部の議員気取りの職員が」という
表現をし、職員の悲痛な叫びを疑っている。職場環境を
正常化し、職員が市民のために力を発揮でき、やりがい
を持って働ける環境を整えることが最大の目的である。
市長は考えを改め、附属機関として第三者委員会を設置
すべきである。

▶市長自ら第三者調査委員会の
設置を決め、これから調査が始
まるこの段階で、議会主導での特別委員会を設置する意味
が全く分からない。ハラスメントを調査、分析し、最も適
切な対策を講じるという行為は相当な専門性が必要。第三
者調査委員会は、弁護士、産業医、社会保険労務士、公認
心理士が委員となる。その分野の専門家であり、調査結果
に信頼性が持てる。今回提案の特別委員会は、議員各会派
からの代表議員が委員となる提案であり、ハラスメントと
いう非常にデリケートな問題、命にも関わるような問題を
扱う極めて専門性を必要とする調査を、その分野で全くの
素人である市議会議員のみで調査することは、大変危険な
ことでありえない。
客観的中立、公平に、利害関係の全くない第三者が調査
をするべきと我々は市長に提言、その方向で進んできた。
議員は、利害関係者として中立な立場では審査はできませ
んし、そういう利害関係者の議員が、個人のプライバシー
に関わる問題をどう結論を見出すことができるのか、その
立場にないので、こういう事案がパワハラだという報告書
をつくることも当然できない、やるべきではない。

本会議での討論（反対、賛成）は議会中継をご覧ください。
反対討論
要
瀬長

正悟（ 0：21：44 〜）
宏（ 0：31：49 〜）

賛成討論

⇒
⇒
⇒

大田

善裕（ 0：23：57 〜）

川満

玄治（ 0：27：58 〜）

徳元

次人（ 0：36：33 〜）

新垣亜矢子（ 0：53：40 〜）

議会中継

（令和３年
第７回定例会
12 月 17 日）
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豊見城市役所内部における市長等特別職からのパワーハラスメント
等実態把握調査特別委員会職員アンケート結果（質問内容等は抜粋）
あなたご本人は、この３年間に市長等特別職（行政委員会委員含む）からパワハラを受けたと
感じたことがありますか。※該当する対象者に〇（複数記入可）

質問

1

１. ご自身が（市長・副市長・教育長・教育委員）から受けた

１

受けた

2

ない

自分が

自分は
質問

5

質問

10

26

２. そのようなことはない

誰から

内訳

104

市長

副市長

教育長

教育委員

その他

22

8

0

1

3

あなたは職場において、この３年間にあ
なた以外の人がパワハラを受けているのを
見たり、聞いたり、相談を受けたりしたこ
とはありますか。

１

市長等から受けたパワハラや第三者が受
けたパワハラ等について、本特別委員会の
場において参考人として参加し、実状や体
験等を報告することが可能であれば、部署
名・氏名・連絡先を記入してください。

※アンケートの詳細結果は
次号掲載予定

回収件数

回 収 率

165

130

78.78%

※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。
※録画配信については、会議後約 10 日〜 14 日後アップロード。

３月は年度の最後の月で、就職や転勤、
卒業や進学等、さまざまな環境の変化があ
る季節です。市民の皆さまの幸先よい出発
の月になるよう祈りつつ編集後記を書いています。
豊見城市議会では、３月定例会から２月定例会に変更となり、２月
22 日に定例会が開会されました。２月定例会への変更について市民
への周知が行き届いていなかったのではないかと反省をしています。
この議会だよりを通して市民からの負託を受けた議員の一般質問や
審議結果について少ない紙面でお伝えしています。また市民の市政へ
の関心を高め、市民の福祉向上に役立つ議会につなが
るものと考えます。
議 会 インター
市民皆さまにはコロナ禍、不自由な生活を余儀なく
ネット 中 継 も
されていますが、一緒に乗り越えていきたいものです。
見てね！
！

編集後記

（伊敷 光寿）

12 月定例会の傍聴人数は 延べ１４人 でした。
トミッキーッ

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 12 月定例会

8人

参考人招致を
承諾した人数

配布件数

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。

議会インターネット中継

29 件

ない

アンケート回収結果

議会の傍聴について（お願い）

新型コロナウイルス感染症
に関する事

2

91 件

ある
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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

〶901‐0243 豊見城市字上田425番地

Tel.（098）850‑8139
Fax.（098）850‑8847

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

http://www.yutakahousing.com/
宅地建物取引業・県知事免許
（8）
第2146号

アパート管理のトータルプランナー

代表者

西

銘

富

幸

e-mail : info@yutakahousing.com

行政書士

西 銘 富 幸

Tomiyuki Nishime

〒901‑0242 沖縄県豊見城市字高安414‑4

TEL（098）
856 2543

沖縄県行政書士会々員

FAX（098）
850 1092

〒901‑ 0242 沖縄県豊見城市字高安 414‑4
電話（098)856‑2543 FAX（098)850‑1092
携帯 090 ‑ 3072 ‑ 7806
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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。

（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.197

市場本通り

新垣亜矢子

令和 3 年 12 月定例会

●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/municipal_government/55
gikai@city.tomigusuku.lg.jp

石垣島からの直送麺

議長

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

197

停電時でも
48時間、
市民との通信が
確保されています。

2022. 3.5 発行

昼夜、
異常や災害を監視しています。

中央公民館

