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詳しくは、議会事務局（TEL. O98-850-0025）
までお問い合わせください。
豊見城市議会

頁 質問議員
宜保 安孝
（保和会）

3
瀬長 宏
（日本共産党）

大田 正樹
（保和会）

4
大田 善裕
（ZERO）

川満 玄治
（保和会）

5
波平 邦孝
（ZERO）

瀬長 恒雄
（日本共産党）

6
要 正悟
（真新会）

宜保 龍平
（ZERO）

7
比嘉 彰
（保和会）

質

問

事

項

・保栄茂土地改良事業について
・子育て支援について
・パワハラ問題について
・山川市長の政治姿勢について
・道路行政について
・議会によるパワハラアンケートについて

頁 質問議員
伊敷 光寿
（真新会）

８

・保育の待機児童について

徳元 次人

・豊見城中学校のピアノ設置について

（保和会）

質

事

項

・ふるさと納税について
・習い事助成事業について
・道路行政について
・生活環境について
・会計年度任用職員について
・市長によるパワハラ問題について
・PFI推進について
・デジタル化の推進について

・核兵器禁止条約について

・犬猫殺処分ゼロについて

・保育・子ども行政について

・市役所内部における市長等特別職からのパワハ
ラについて
・健康福祉について
・保育行政について
・母子福祉事業について
・人事について

新垣亜矢子

・生活環境改善について
・文化観光創出事業並びに周辺整備について
・市長・副市長のパワハラ問題について

（保和会）

９

・環境行政について

仲田 政美

・暮らしやすい街づくりについて

（公明党）

・パワハラ疑惑の実態解明について
・市長公約と次年度予算について
・真玉橋架橋５００周年について
・市長・副市長等によるパワハラ問題について
・道路行政について
・高齢者事業について
・行政DX化について
・農業振興について
・保育行政について
・パワーハラスメント問題について
・子ども改革について
・後期高齢者医療制度について
・文化行政について
・産業振興について
・子育て支援について
・市民生活について
・与根体育施設について
・ふるさと納税について
・
（仮称）豊崎中学校について
・保栄茂土地改良区について
・第三者委員会について
・石綿（アスベスト）健康被害について

楚南 留美
（ZERO）

10
真栄里 保
（日本共産党）

新垣 龍治
（日本共産党）

11
赤嶺 吉信
（保和会）

・山川市政について
・市長等特別職のパワハラについて

大城 吉徳

・市の鳥制定について

（公明党）

・モノレール誘致について
・パワハラ問題について
・道路行政について
・新型コロナウイルスについて
・市政運営について
・生活保護について

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。

12
儀間 盛 昭
（日本共産党）

13

新垣 繁人
（ZERO）

・多様性を尊重し合う社会について
・ヤングケアラーについて
・通学路・生活路の安全対策について
・子育て支援について
・教育行政について
・女性の健康推進について
・安心・安全なまちづくりについて
・臨時特別給付金について
・市民が安心して暮らせる消防職員体制の強化に
ついて
・パワーハラスメントについて
・学校給食の段階的無償化について
・ジェンダー平等について
・補聴器購入助成制度について
・産地指定作物について
・給食センターの分離・新設について
・パワハラについて
・子ども医療費助成制度について
・放課後児童クラブについて
・こども未来基金について
・給付金について
・沖縄ＳＶとの協力について
・ジョン万次郎について
・市民の安全安心について
・市制施行20周年記念事業について
・道路行政について
・新型コロナウイル感染対策について
・新マイナポイントについて
・農業振興策について
・豊見城団地の警察官詰所跡地利用について
・子育て支援策について
・財源確保について
・市政運営について
・教育環境整備について
・観光振興について
・山川市長の市政運営について
・市役所内部における市長等のパワーハラスメント
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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一 般 質 問

保栄茂地区非農用地開発に
進展あり !!

保和会

宜保

安孝

は、令和６年度の採択予定で令和４年度に地区調査、令和６
年度に実施設計、令和７年度から整備工事に着手する予定と
質問 保栄茂区民の長年の悲願である土地改良事業について、 のことです。
私は今３期目ですが、１期目のときから地域の方々より、ど
子育て支援について
うにか開発を進めるよう、２代目、３代目の子孫が家を造り
たくても排水整備がされていないということで家が造れな 質問 ９月議会の一般質問にてどの子に対しても公正公平な
い。いろいろな課題があってなかなか進まないという現状が 支援について企業主導型の保育園の実情を訴えました。１月
ありましたが、県の事業等も含めて明るい兆しが見えてきた からのまん延防止に伴う登園自粛期間について何らかの支援
ようなので質問します。保栄茂土地改良区内にある「保栄茂 を行ったか伺う。
福祉健康部長 今回より企業主導型保育施設についても市補
非農用地区域」の開発整備の「前提条件」として、土地改良
区の下流にある「農業用排水路」と、さらに下流にある「糸 助金の対象としています。
満市下水路」
の整備が必要ですが進捗状況について伺います。
市長等からのパワーハラスメント問題について
経済建設部長 当該区域の開発を行うためには流末農業用水
路の整備を行う必要があり、これまで整備に関する費用負担 質問 議会特別委員会にもしっかりと出席されるのか伺う。
の割合について、豊見城市と糸満市において長期にわたる調 市長 委員から何か呼びかけ等がありましたら、適切に対応
整を行ってきた経緯があります。現在流末農業用排水路の流 していきたいと考えています。
域面積に係る市町村面積で算定することで合意し、令和３年
10月15日付で基本協定を締結しているところです。また、
沖縄県に確認したところ、現時点でのスケジュールについて
保栄茂土地改良事業について

職員対応において改善すべき点は
改善していくと市長が表明
議会によるパワハラアンケート結果について伺います。
市長 市長としての職責の範囲において職員を指導し、また
課題や改善点を指摘しているところですが、業務調整等にお
ける職員とのコミュニケーションにおいて、私の説明不足や
丁寧さを欠く表現等により職員に不安を与えた点もあったか
と思いますので、その点については自ら検証し、改善すべき
点は改善していきたいと考えています。
質問 相談のしやすい窓口を外に出すというのも一つの案と
思いますが、それを検討する考えがあるのか伺います。
総務企画部長 外部窓口の設置については、先進事例や第三
者委員会の提言等も参考に、調査検討していきたい。
質問 市として一定研修も重ねている。市長、副市長もその
研修に参加すべきと思いますがいかがでしょうか。
市長 いかなるハラスメントもない職場環境づくりを進める
観点から職員研修が実施されていますが、そのような機会に
我々も参加していきたいと考えています。
質問

保育の受け入れ定員が増え待機児童解消へ前進
質問

前市政の最終年度平成30年４月１日と令和４年４月

日本共産党

瀬長

宏

１日の定員数について伺う。
福祉健康部長 前宜保市政の最終年度平成30年４月１日時
点での利用定員数は2,509名。令和４年４月１日の利用定
員数は3,362名の見込みとなり、平成30年４月１日と比較
すると、853名の定員増となります。
質問 受入枠をこの４年間で増やしたということは、高く評
価したいと思います。申し込みの数でいうと１歳児が特に増
えているのが顕著に表れていて、二次利用調整において、想
定より多い年齢があるのか伺う。
福祉健康部長 歳児別で０歳児が７名、１歳児が43名、３
歳児が18名、４歳児が３名増加となっています。
質問 １歳児が思ったより申し込みが増えているが、今後特
別な対策を検討するということになるのか伺う。
福祉健康部長 利用定員の弾力化による受入れの実施や、保
育士不足により利用定員を下回っている施設については、保
育士確保などの対策を図りながら、取り組んでいきたい。
その他の質問 ／豊見城中学校のピアノ設置について／核兵器
禁止条約について
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一 般 質 問

山川市長、市民から多くの苦情が
届いていますよ
こども園から要請があったと思うが、
「長嶺小学校の
土地（運動場裏手駐車場）を児童・園児の送迎用スペースと
して有効活用したい」見解を伺います。
教育部長 敷地内の現場状況の確認を校長先生とこども園を
所管する福祉健康部との意見交換を行い、小学校も含めた現
状の送迎車の対策は早急に行っていかなければならないこと
を共通認識しています。今後の対策については、保護者に対
する周知期間も必要になり、現状の運用を段階的に変更して
いくことも含めて検討しています。
質問 きょうだい児で、同じ施設（認可園・こども園含む）
に入所できていない園児は何名いるか。また、その対応策は
あるか詳しく伺います。
福祉健康部長 令和４年２月現在、きょうだい児で同じ施設
に入所できていない児童数は37名となっています。保育コ
ンシェルジュによる希望する園の待ち状況の説明や転園の案
内、またはきょうだい児とできるだけ近い施設を案内するな
ど、状況に応じた対応を行っています。
質問 字高安（タワーサイドハイツ入口）付近の、側溝から
の悪臭について。
質問

一般廃棄物収集運搬業務の委託料を実態に即した金額
へ改定するべきだと考えます。市の見解を伺う。
市民部長 本業務の委託料の算出については、廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施行令の規定により、委託料が委託業
務を遂行するに足る額であることとされ、過度な経済性を求
めることなく、環境保全の重要性の重視と業務の確実な履行
を確保する必要があることから、各業者からの見積もりを参
考に業務内容等を総合的に勘案して算出し、実態に即した委
託料となっているものと考えています。
質問 委託業者の皆さんが認識している実情と市が考える
実態に大きな隔たりがあるように思います。委託料が安過ぎ
て、市が求める法人化へ移行すると、生活が維持できずに廃
業に追い込まれる危機感さえ抱いています。どうやら手取り
で16万円か15万円位に設定せねばならず、厳しい賃金設定
の中で仕事をしなければならない。本市の人口の伸びと世帯
数の増加から、現在の委託料の設定というものが、果たして
実情に即したものなのかということを改めて考えていかなけ
ればならない時期に来ていると思います。そこで改善案で①
委託料を実情に即して値上げ改定をすること。②現在の８地
4
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大田

正樹

側溝からの悪臭について、平成27年９月に市民
からの通報により、悪臭の発生原因について調査を行ってい
ますが、悪臭の発生原因の特定には至っていません。今回、
改めて原因を調査し、側溝上流側及び周辺住宅の中に浄化槽
世帯が何件かありました。断定することは難しいですが、適
切な管理が行き届いていない浄化槽からの汚水が当該側溝に
流入し、それが悪臭の原因になっている可能性も考えられる
ので南部保健所との連携や、生活環境の改善に努めていきた
いと考えています。
質問 字豊見城（旧ＦＭとよみ裏）付近の、下水道接続につ
いて伺います。
上下水道部長 状況確認したところ、民間開発で私道が整備
され、複数の土地の権利者がいることが分かりました。私道
に公共下水道を整備する際には土地所有者に対して下水道整
備の同意を取っています。当該土地の所有者について、下水
道整備のための確認を行ったところ、一部の権利者について
は、下水道整備の承諾を得ることができましたが、他の権利
者については承諾が得られていない状況です。
市民部長

市には「適正な労働対価の保障」と
「過酷な労働環境」の改善を求む
質問

保和会

ZERO

大田

善裕

区からの区割りを増やして事業者の負担軽減を図り、週休２
日制を実現すること。③豊崎をはじめ、戸数の多いエリアに
はステーション収集を推進し、過度な収集の負担を軽減する
こと。④燃料サーチャージ制を導入して、急激な燃料費の高
騰による経営の圧迫から事業者を守ること。⑤事業協同組合
への組織化を援け、
補助金や融資を受けやすくさせる。また、
税金の軽減やパッカー車の購入・更新に負担の少なくなるよ
うな経営体質に改善を促すこと。このことにより、本市の大
事な市民サービスを日々支える委託業者の皆さんに安心して
生活できる報酬の保障と同時に、健康で文化的な人生を歩ん
でもらう必要があることから、以上のことを早急に検討し改
善を求めます。
市民部長 委託料、それから委託会社の状況については、今
後も委託業者の意見聴取をしながら、できるだけ負担のない
ように改善をしていきたいと考えています。市としては委託
業者が業務を遂行するに足る額であることを念頭に、予算措
置をしていますので、今後も委託業者と協議をした上で、今
回指摘された問題点を解決できるのか、
さらに調査しながら、
共に頑張っていきたいと思います。

一 般 質 問

子供にお金がないから半年で習い
事をやめなさいと親は言えない
習い事助成事業について
習い事助成事業は、次年度予算にどのような形で反映
しているか伺う。
福祉健康部長 小学校１年生から６年生までの児童を対象に
最大６か月間、習い事の月謝にかかる費用の一部を助成する
予定としています。
質問 事業予算は幾らか伺う。
福祉健康部長 現時点で約7,400万円を見込んでいます。
質問 対象人数は1,600人で、小学生が対象と聞いています
が市内には5,300人余りの小学生がいます。応募者が1,600
人以上の場合はどうするのか。
福祉健康部長 抽選を行って選定の予定となっています。
質問 本当に必要な子どもたちに習い事が助成できるのか疑
問です。なぜ６か月という、
期間で区切られているのか伺う。
福祉健康部長 年度末に次年度に向けた検証を行い、事業を
拡充するか、どういう事業がよいか検証を考えています。そ
の結果、事業を実施できるのが６か月と算出しています。
質問 6か月で、一旦終了ということですか。
質問

高齢者と若者の多世代交流の観点からもデジタル支援
員制度を活用し、地域のスマホ勉強会を行うべき。
総務企画部長 デジタル化が進められる中、技術を使いこな
せる方々とそうでない方々のデジタル格差の解消が課題であ
ります。令和４年度も格差の解消に取り組んでいきます。
質問 LINEによるオンライン行政手続きサービス
（緊急連絡、
道路破損情報、各種申請、問合せ対応等）の導入を行うべき。
総務企画部長 更なる市民サービスの向上を目指し、LINE
機能を拡張し行政手続きのオンライン化を推進していきます。
質問

悲鳴を上げている酪農家の皆様を守っていきましょう！
過去200舎以上あった県内の酪農家もコロナの影響
を受け50舎程度に減少しています。市内には１舎しかない状
況ですが、
酪農家の皆様を支援し、
守っていくべきだと考える。
市長 色々な連携を図りながら、支援策を講じていきたい。
質問 地産地消について、
土壌問題はクリアしたのかを伺う。
経済建設部長 土壌問題の対応は非常に厳しいものでした。
質問

川満

玄治

令和４年度実施する事業については、６か月
で一旦終了するという形になります。
質問 習い事をさせ、６か月で習い事が身につくことはあり
得ないです。６か月後は自腹でやるということですか。
福祉健康部長 本事業はきっかけづくりになっていますの
で、ご理解いただきたいと思います。
質問 ６か月後、お金がない為「ごめんね」と親として言え
ません。子どもの精神的なダメージは大きいです。継続事業
だと思います。令和４年度の実施計画では、５年度はついて
いない。継続事業ではないと思うがいかがですか。
福祉健康部長 令和５年度、６年度と、どのように継続でき
るか、基金ですので、一般寄附の収集活動も進めていきたい。
福祉健康部長

真玉橋架橋500周年について
質問 1522年に真玉橋が架橋され、今年で500年という記
念の年ですが、市として考えがあるか伺う。
教育部長 真玉橋のデジタル復元や歴史講演会を通じて、豊
見城市の歴史を市民に広く知ってもらう機会にしたいと考え
ています。

行政 DX 化にスピード感を持ち
市民の利便性向上に繋げましょう！
高齢者と若者の多世代交流は地域の活性化にも繋がる！

保和会

ZERO

波平

邦孝

今後は市内農家が栽培可能な野菜等を提案して頂く内容です。
今後は潜在的待機児童へのケアが必要！保育を前へ前へ
潜在的待機児童数について把握をしているのか伺う。
潜在的待機児童については、令和３年10月
１日現在で199名となっています。
質問 待機児童が多い１歳児、２歳児の救済ケアには小規模
保育施設の活用が効果的だと考えます。現状の課題を伺う。
福祉健康部長 受入の実施や保育士確保等の対策を図りなが
ら引き続き待機児童の解消に向けて取り組んでいきます。
質問

福祉健康部長

正々堂々と逃げずに附属機関での答申を受けましょう！
山川市長らしく、正々堂々と逃げずに、懇話会ではな
く附属機関での答申を受けて、万が一パワーハラスメントが
認定された場合、正々堂々とご自分の責任の取り方を判断さ
れたらいいのではないかと考えますが、市長の見解を伺う。
市長 第三者委員会（懇話会）からの対応措置について助言
がありましたら真摯に受け止め、適切に対応していきたい。
その他の質問 ／子ども改革について
質問

令和４年２月定例会・５月臨時会
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一 般 質 問

後期高齢者医療費窓口負担２割化
により本市で2,600万円負担増
後期高齢者医療制度について
医療費の窓口負担２割化の動向について伺う。
市民部長 令和４年１月に施行期日を、令和４年10月１日
とすることが公布されています。
質問 医療費の窓口負担２割化による豊見城市での影響につ
いて伺う。
市民部長 本市被保険者数5,339人で試算すると、約1,000
人の方が２割負担へ移行すると見込まれています。
質問 窓口負担２割化による豊見城市の影響の金額を伺う。
市民部長 厚労省によると、２割負担導入に伴う１人当たり
の年間平均窓口での負担増額は、軽減措置後、２万6,000
円となると試算され、本市における被保険者の影響額は、全
体でおよそ2,600万円となると想定されます。
質問

文化行政について
美ら島おきなわ文化祭2022にむけての豊見城市の取
組状況について伺う。
教育部長 全日本川柳協会と共催し、
「響（とよ）むまち、
質問

日本共産党

瀬長

豊見城川柳の祭典」を10月30日に開催します。
質問 豊見城市総合文化祭の取組について伺う。
教育部長 例年の各団体の舞台発表に組踊「手水の縁」の上
演を追加する形で開催します。
質問 デジタル博物館事業の取組状況を伺う。
教育部長 令和２年度より２年間で収蔵品のデジタル化を
5,000点、収蔵写真資料のデジタル化を20万点、文化財の
ドローン撮影を15か所、3Ｄ図作成を11か所、民話資料の
デジタル化650点の内容を完了。また、地域と協働で写真集
「とみぐすく写真アーカイブ」を23地域分作成しました。
産業振興について
住宅リフォーム支援事業の令和４年度の取組について
伺う。
都市計画部長 自己の居住する住宅のリフォーム工事を行う
市民に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業。
令和３年度より100万円増額し、事業費ベースとして300
万円に拡充し取り組み、６月頃から応募受付を行う予定。
質問

山川市長就任後に、ふるさと納税
受入額沖縄県内１位という実績！
山川市長就任前の納税額とこれまでの推移額を伺う。
総務企画部長 市長就任前に当たる平成30年度の受入額は
１億5,348万2,000円、就任した令和元年度は３億9,922
万6,724円、令和２年度は６億3,394万2,985円、なお令和
元年度の受入額については首里城に係る寄付額１億5,204万
5,800円を除いた額です。
質問 令和２年度の受入額は沖縄県内１位の実績となってい
ますが今後の本市のふるさと納税についてのビジョンを伺う。
市長 財源確保についての公約が一定の成果を上げる事がで
きました。今後は、さらなるサイト運営の利便性向上とこれ
まで通り、リピーターを大事にする取組み、地域の地場産業
の育成に貢献できる仕組みを進めていき、本市のビジョンを
事業所等と連携し、本市でしかできないサービスを創出し、
今後もこども未来基金等への財源拡充へとつなげていきたい。
質問

（仮称）豊崎中学校について

6

防災上の施設計画はどうなっているのか伺う。
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真新会

要

正悟

学校施設内に収容可能な規模は、校舎棟及び屋内
運動場棟の３階以上に約6,000㎡を確保しています。
総務企画部長 豊崎地区の人口5,366人、また観光客等を
考慮した人数として、約6,000人が１日、２日程度避難で
きることを想定しています。
教育部長

ふるさと納税について

質問

恒雄
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保栄茂土地改良区について
保栄茂非農用地と糸満市阿波根の非農用地は同じ土地
改良事業から生み出されたものですが、糸満市との調整はで
きるのか伺う。
経済建設部長 現在は流末農業用排水路の流域面積による割
合とすることで合意し、令和３年10月15日付で基本協定書
を締結しています。また、豊見城市と糸満市にまたがる地区
であり、広域的な観点から、本流末農業用排水路整備を県事
業として早期に整備するよう本市と糸満市のそれぞれから県
に対し要請を行いました。今後とも沖縄県及び糸満市と協力
し、保栄茂土地改良区に係る流末幹線排水路整備を推進して
いきたいと考えています。
質問

一 般 質 問
ZERO

全国ワースト 1 位！
沖縄県の子どもの虫歯
令和元年度の施政方針にてフッ化物洗口を推進すると
いうことであったが、現在の取り組み状況を伺う。
教育部長 令和元年９月より、座安小学校ととよみ小学校の
１年生を対象にフッ化物洗口を実施しています。令和３年度
は新型コロナウイルス感染拡大の影響もありますが、再開に
ついては学校や学校歯科医と連携しながら検討していきたい。
質問 市長は、フッ化物洗口を推進すると令和元年度の施政
方針の中にもありましたが、そこは変わらないのか伺う。
市長 各関係機関とも連携を取りながら、コロナ禍が落ち着
いたらしっかりと進めていきたい。
質問 教育長はフッ化物洗口については重要性、必要性はあ
るという認識で宜しいのか。
教育長 虫歯予防という形の中では必要だと考えている。
質問 与党はこれまで、フッ化物洗口については劇薬だとい
うことをこれまで訴えているが、実際久米島では12歳児で
いうと１人平均虫歯経験歯数が１本以下であり、県平均の約
３分１、全国平均以下という高い虫歯予防ができています。
改めて伺うが、劇薬という認識なのか伺う。
教育長 やはり口に入れるものなので、劇薬という認識では
質問

宜保

ない。
質問 虫歯が体に与える影響は多くあるが、ここは令和４年
度のコロナが落ち着いたら速やかに開始できるような体制強
化を今からでも図っていただきたいが見解を伺う。
教育部長 コロナウイルス感染症の影響がないと分かった時
のために、体制強化についても日頃から検討していきます。
市長等特別職のパワハラについて
特別委員会が実施したアンケートについて市長は、結
果や根拠が分からないと新聞等にコメントをしているがどの
部分が根拠や信頼性が分からないのか具体的に伺う。
市長 ２月４日の新聞報道の中での根拠や信頼性が分からな
いという発言は、調査結果の具体的な内容が把握できないこ
と、事実解明の手段等が確認できないという趣旨です。
質問 当時は２月４日だからそのようなコメントをした。で
は今はアンケートの中身については根拠や信頼性があると考
えていいのか。
市長 現時点では、議会特別委員会が実施したアンケートに
ついては発言を控えたい。
質問

市長が選んだ懇話会より
附属機関のほうが公平・公正だ
２月15日の新聞に出ていた、机を叩き叱責や「誰が
課長にしたのか」という発言等は事実か伺う。
市長 ２月15日の新聞で議会調査特別委員会における職員
の証言内容が報道されましたが、現在市が設置した懇話会の
第三者委員会において専門的な知見に基づく事実解明の取組
が進められていることから、現時点での証言内容については
発言は控えたいと思います。
質問 市長は答弁について誰かに相談していると思いますが
それは誰ですか。
市長 いろいろな思いがあって、当然答弁に臨んでいます。
先日も少し答弁しましたが、市長としての職責の範囲におい
て職員を指導し、
課題や改善等を指摘しているところですが、
業務調査等における職員とのコミュニケーションにおいて私
の説明不足や丁寧さを欠く表現等により職員に不安を与えた
点もあったかと思いますので、
その点については自ら検証し、
改善すべき点は改善していきたいと考えています。
質問 なぜ第三者委員会を附属機関ではなく、懇話会にした
のか。
総務企画部長 第三者委員会「懇話会」については、専門的
質問

龍平

保和会

比嘉

彰

な知見を持つ第三者より行政運営上の意見聴取及び助言等を
求めるため設置しています。第三者からの知見を導入し、雇
用管理上の対応措置を行うのに必要な助言を受けることに
なっています。パワハラ認定については、附属機関か懇話会
にかかわらず、地方公務員法や関係法令で定める法的手続き
を踏むことが必要であることを認識しています。
質問 市道41号線の整備計画について伺う。
経済建設部長 市道41号線の設備計画については、社会資
本整備総合交付金を活用し、平成24年度より事業に着手し
ています。令和５年度の事業完了を目指し、取り組んでいる
ところです。令和３年度は、用地３筆の契約を済ませ、令和
４年２月には全ての分筆登記が完了しています。令和４年度
については、引き続き用地補償交渉に努め、状況に応じて工
事を実施していきたいと考えています。
質問 市が全力をもって地権者を説得するという意見で市長
がお願いしたらどうですか。
経済建設部長 現在、私も含めて担当部署のほうで交渉を
行っていますので状況を見て、必要があれば市長にもお願い
したいと思っています。
令和４年２月定例会・５月臨時会
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一 般 質 問

山川市政が目標に掲げている
10億円の財政確保に期待！
ふるさと納税について
山川市政になり、ふるさと納税の寄附受入額はどのよ
うに推移しているのか伺います。
総務企画部長 市長就任前の平成30年度の受入額は１億
5,348万2,000円、就任した令和元年度は、３億9,922万
6,724円、令和２年度は６億3,394万2,985円のふるさと納
税受入額となる。
質問 令和２年度、県内市町村において、ふるさと納税額が
１位になりました。これまでと異なる取り組みをされたのか
伺います。
総務企画部長 組織体制の強化を図るため、令和２年度より
企画調整課にふるさと納税班を新たに設置し、本市の魅力発
信、新たなお礼の品を継続的に開発している。また、返礼品
を取り扱うポータルサイトにおいては、寄附者が寄附をした
くなるようなサイトのリニューアル等に加え、新たな寄附者
を取り込むため、新たなサイトの構築を手掛けている。オリ
ジナルのメールマガジンの発信をこれまで同様、継続して実
施する。

光寿

事業計画を伺います。
福祉健康部長 子どもたちがやってみたい習い事に挑戦で
き、才能を開花させるきっかけをつくる環境を整えるため、
小学１年生から６年生の児童を対象に最大６ヶ月、費用の一
部を助成する。令和４年度の早い時期に登録事業所を募り、
その事業所を利用する児童を募集する。
質問

道路行政について
市道46号線の一部区間において、亀裂やひび割れ沈
下がある。対応を伺います。
経済建設部長 令和元年度にも同様に沈下が見られたため、
道路１車線分のアスファルト舗装工事を実施した。その後、
経過観察として、令和２年度に複数のひび割れが発生したこ
とから、充填剤を注入し、経過観察を行っている。現在、当
該箇所の亀裂等の確認をしているので、今後現場の安全対策
を行うとともに、専門業者からのアドバイスを受け、応急処
置を含め、調査、設計等を検討する。
質問

山川市長パワハラ問題について
自ら逃げてはいけない！
市長パワハラ問題について

保和会

徳元

次人

今後はPPP/PFI（民間活用）を優先的に活用推進すべき

机を叩きながら、職員に対して、
「二十何年も役所で
働いていて、あなたはその程度なのか。今までの政権は人材
育成が全然なっていない。
」そういう発言をしましたね。
市長 発言は控えたいと考えています。
質問 豊見城市に対していろんな貢献をしている商工会青年
部について「商工会青年部の皆さん、商工会を売名したいん
だったらよそでやってもらえばいい」
、これは言いましたか。
市長 発言は控えたいと考えています。
質問 これは小学校でコロナによる休校になったとき、職員
に対して当たり散らした話です。市長はずっと課長にだけ一
方的に机を叩きながら「お前はそれでも管理職か、明日まで
に答えをもってこい」というふうに言いましたか。
市長 発言は控えたいと考えています。
質問 当時の担当課長に向かって、市長から「誰が課長にし
たと思っているんだ。飛ばすから覚悟しておけ」
。それは発
言しましたか。
市長 発言は控えたいと考えています。
質問

令和４年２月定例会・５月臨時会

伊敷

習い事助成事業について

質問
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質問 「優先的検討規定」は策定済みだと思いますが、直近

１年間の動向はどうなっているか伺います。
総務企画部長 現在のところ本市においてPPP/PFIを活用
した事業の実績はありません。
質問 １件も取り組まなかったということですね。
総務企画部長 PPP/PFIの導入事業の件数は１件もありま
せんでした。
デジタル化に向けた交付金獲得は市の責務
デジタル田園都市国家構想推進交付金の活用について
本市の取組を伺います。
総務企画部長 活用が図れる事業について調査研究を行うと
ともに、予算化等に向けた調整等を進めていきたい。
質問 申請しなかった理由は何ですか。
総務企画部長 申請までの期間が短期間であったこともあ
り、本申請まで至っていません。
質問

一 般 質 問

市長は自らパワハラの責任を取り
辞職すべき！！

保和会

新垣

亜矢子

る。血液検査でハイリスクの子どもの早期発見をするため、
小児生活習慣病予防健診を実施すべきではないか。
質問 特別委員会の公式なアンケート結果には26人の職員が
福祉健康部長 本市では令和元年度に市内小学校５年生と中
直接パワハラを受け、そのうち22人が市長からパワハラを受 学２年生に食生活アンケート調査を行った結果、特に朝食に
けたとの結果が出た。さらに８人が参考人招致で悲痛な思い 菓子パンやコンフレークなどの甘いものを摂っている児童・
を訴えてくれた。市長は職員に混乱と分断、精神的苦痛を与 生徒が半数以上いるなど、食生活の課題が見えている。今後、
えたことは明白である。職員の訴えを真実として受け止め、 子どもの生活習慣改善の取組や実施体制を検討していきます。
責任を取り謝罪し、辞職すべきと考えるがその意思はあるか。
保育コンシェルジュのオンライン相談を実施して欲しい
市長 市長として、これまで以上に職員と力を合わせ市政運
質問 出生率の高い本市だからこそ、保育コンシェルジュは
営に当たる考えです。
重要な役割を担っているが、小さなお子さんを連れて窓口で
県内の子どもの肥満の割合は全国平均を上回る傾向
相談するのは、落ち着かなくて大変なときがある。現在行っ
子どもの糖尿病予備軍が問題視されている
ている窓口の相談、電話の相談だけではなく、オンライン相
質問 うどんで有名な香川県が平成20年糖尿病受療率全国
談なら両手が空き、保護者の皆さんは子どもの世話をしなが
１位になり、平成22年糖尿病の死亡率全国５位、将来の生活 ら相談ができる。保育コンシェルジュのオンライン相談を実
習慣病発症を予防するため、平成24年度から小学校４年生、 施してはどうか。
福祉健康部長 オンライン相談の実施については今後検討し
令和元年度から中学１年生を対象とした小児生活習慣病予防
健診を補助事業に追加し血液検査を実施している。沖縄も沖 ていきたい。
縄そばを食べているので小児糖尿病発症率が高い可能性があ
市長には職員と違い罰則規定がない

行政の申請書類等の不必要な
性別欄を廃止へ！
豊見城市は令和４年４月１日に市制20周年を迎える。
多様性を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと輝ける社会
実現に向け20周年の記念事業の一環として、性の多様性を
認め合う
「レインボー都市豊見城市宣言」
について見解を伺う。
市民部長 市制施行20周年を迎える令和４年度において、
豊見城市性の多様性尊重宣言を市内外に表明し、誰もがお互
いの人権や多様性を尊重する社会づくりに向け取り組む。
質問 市内外へ表明する具体的な事業をどう進めるか。
市民部長 職員研修の充実を図り、窓口業務における当事者
への配慮、対応手引きハンドブックの作成、又、申請書類等
の不必要な性別欄を廃止する予定。
質問 パートナーシップ宣誓制度について見解を伺う。
市長 事業がどうできるか議論が必要。できる限りこのいい
節目の時に前向きな形で取り組めるようしっかり検証したい。
質問 ヤングケアラーには支援体制の構築が急務。実際にス
クールソーシャルワーカーが把握している件数は何件か。
教育部長 令和３年度で対応している延べ件数は、市内３中
学校区で問題が改善された件数が129件、状況が好転した件
数が220件、
継続支援中が440件。教育委員会でできること、
質問

公明党

仲田

政美

福祉部署でつないでできることを見極めながら支援体制を構
築していきたい。
質問 座安小学校区に待望の学童クラブが設置される。座安
小学校体育館側から一部箇所に歩道がない。安全対策として
座安学童クラブ周辺の歩道のカラー舗装化について見解を。
経済建設部長 歩道がなく道路が狭くなっている部分と座安
子ども園前の横断箇所にカラー舗装整備を実施したい。
質問 オリオンECO美らSUNビーチは県内最大級の人工
ビーチとして、県内外から多くの利用客が訪れる行楽場所。
赤ちゃんや幼児を連れて楽しみたいと思っても授乳に駐車場
までの移動負担が行くのをためらう原因になっている。市主
催のイベント会場や、災害時の避難所の備品の一つにもなる
民間開発の「授乳ブース」を備える考えについて見解を伺う。
経済建設部長 イベント会場としての豊崎海浜公園内におけ
る利用者からの授乳室利用の要望には、管理棟内の畳間や学
習室を案内している。
質問 授乳室の要望があるとの事だが次年度早々の設置は。
経済建設部長 補助事業の活用なども含めて、次年度以降に
取り組んでいきたい。
令和４年２月定例会・５月臨時会
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一 般 質 問

安全な通学路を確保！平成29年
からの取組みがおおむね完了‼
これまで市内全ての保育・学校施設の通学路、スクー
ルゾーンにおいては、過去設置された横断歩道にカラー舗装
を施すべきと提言しましたが、
令和３年度の整備実績を伺う。
経済建設部長 令和３年度の実績は、横断歩道のカラー舗装
は市道３号線に４ヵ所、市道13号線に６ヵ所、市道35号線
に１ヵ所、市道47号線に５ヵ所、市道55号線に３ヵ所、市
道254号線に２ヵ所、市道257号線に１ヵ所、市道412号
線に３ヵ所、市道420号線に１ヵ所、合計26ヵ所。その他
のカラー舗装としまして、
歩行道路へのカラー舗装を２ヵ所、
交差点標示のカラー舗装を５ヵ所実施。横断歩道のカラー舗
装も含めますと、合計33ヵ所の整備を行った。
質問 令和４年度の整備計画について伺う。
経済建設部長 令和３年度でおおむね完了している。令和４
年度については、これまで整備した箇所の点検を行い、塗装
が剥がれている箇所や、消えかけている箇所の修繕と、さら
に整備が必要となる箇所の対応を行っていきたい。
質問 保育施設・スクールゾーン（半径500メートル以内）
のガードパイプの腐食、破損が目立ちます。路面標示同様に
今後は短期集中的に整備を推進すべきと考えますが見解を伺う。
質問

食育について伺う。
教育部長 栄養及び食生活に関する正しい知識と自己管理能
力の育成を目指して食育の授業を実施している。
質問 ４月実施予定の段階的無償化の内容について伺う。
教育部長 １点目に、就学援助制度において、給食費拡充の
基準の拡大で対象者は約300人を想定しています。２点目
は、
学校給食費のうち牛乳分を無償化するもので全ての児童・
生徒約7,500人を対象としています。
質問 段階的無償化の第二段階において、支援の金額は幾ら
になるか伺う。
教育部長 就学援助制度における給食費拡充は支援額は小学
校では最大で年額４万4,400円、中学校は年額４万9,500
円となる。牛乳にかかる分を無償とした場合は、小学校、中
学校とも月額1,200円を市で負担する。
質問

パートナーシップ宣言について
質問
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楚南

留美

短期集中的な整備については、交通安全対策
特別交付金を活用しながら、取り組んでいきたい。
質問 市道36号線、長嶺中学校前及び市道32号線、饒波バ
ス停付近のガードパイプの腐食については、平成30年及び
令和３年３月議会一般質問にも取り上げ、令和４年２月に改
修していただいたと認識している。しかしながら、市道36
号線に関しては、長嶺中学校校門前から嘉数向けのガードパ
イプの腐食が見られ、市道32号線については、道路側のほ
うは通学路でもあるので早めに改修を求めたい。
経済建設部長 市道36号線及び市道32号線については、横
断防止柵の一部に腐食があるため、当該箇所についても令和
４年度に実施していきたい。
経済建設部長

その他の質問 ／「臨時特別給付金」について／市道４号線（我

那覇60番地付近）道路拡張について／市民が安心して暮ら
せる消防職員体制の強化について／パワーハラスメントにつ
いて

給食費支援の拡充で子どもが生き
るまち豊見城市実現を
学校給食の段階的無償化について

ZERO

日本共産党

真栄里

保

本市のパートナーシップ制度の在り方を検討して
いきます。
質問 パートナーシップ宣言が行われたらどうなるか。
市民部長 市改良住宅入居の手続を行う場合には、何らかの
公的な証明書による事実確認を行う必要がある。傷病手当支
給金についても調査研究していきます。
質問 パートナーシップ証明書の発行について伺う。
市民部長 那覇、浦添市を参考に検討していきたい。
質問 加齢性難聴者への補聴器購入助成制度の導入について。
福祉健康部長 関係部署と連携を図り、検討していきたい。
質問 豊見城産トマトを活用したメニューの開発を伺う。
経済建設部長 オキコ株式会社はトマトのレアチーズケー
キの開発、沖縄ハム総合食品株式会社はちゅらとまとカレー
や、
とまとde軟骨ソーキ等の開発。ファミリーマートからは、
豊見城産のちゅらトマト使用と表示されたハンバーガーやサ
ラダの販売。学校給食センターは、令和２年度にトマト入り
いり卵、チキンのトマト煮、令和３年度はトマトハヤシライ
ス、鶏肉と豊見城産トマトの煮込み、トマトシチューを給食
の献立に取り入れ、豊見城産トマトを使用している。
市民部長

一 般 質 問
日本共産党

経済的格差が健康格差に、
医療費助成の拡充は不可欠
令和元年度沖縄子ども調査（高校生調査）が実施され
た。報告書133ページの受診抑制について、
「経済的理由で
受診できないと回答した高校生が、非困窮層に3.3％、困窮
層に8.1％いた。2016年東京都調査の1.7％に比べて、約２
倍または５倍です。むし歯があるのに治療を受けなかったと
回答した高校生は非困窮層で4.6％、困窮層では14.1％。経
済格差が健康格差につながっている状況が見てとれる。受診
させたほうがよいと思いながらそうしなかった保護者も、今
回の調査では回答者の19.1％を占めた。経済的理由で医療
機関が受診できず、未処置のむし歯があるという状況は、経
済格差が直接に健康格差につながっていることを表す。医療
費無料化が受診勧告をしやすくしていることから、子どもの
貧困対策としての医療費助成の拡充が不可欠であり、同時に
労働環境の見直しも社会に求められているといえる」と報告
されている。豊見城市が高校卒業までの医療費助成を行うこ
とは大きな意義がある。本市の取組を伺う。
福祉健康部長 沖縄県では令和４年４月から中学校卒業まで
の通院に係る医療費の無償化が決定しており、本市において
も令和４年４月から中学校卒業までの通院に係る医療費の無
質問

新垣

龍治

償を開始します。
高校卒業までの医療費の無償化については、
関係条例等の改正、システム改修等を行い、下半期から医療
費の助成の実施をするため、令和４年度当初予算に計上して
いるところです。
民設学童への家賃補助制度活用で保護者負担の軽減を
質問 次年度予定の県の家賃補助事業は、土地代を除いて家
賃を支払っている学童を対象に、年間300万円を上限として
いる。県の試算でも子ども１人当たり2,000円程度の利用
料の減額が期待できるとしています。民設学童を対象とした
国や県の家賃補助制度の活用で保護者負担の軽減が期待でき
る。積極的に活用するべきと考えるが見解を伺う。
福祉健康部長 沖縄は令和４年度の新事業として一括交付金
を活用し、放課後児童クラブへの家賃補助を開始予定とのこ
とから、本市としては補助金の活用を含め、国や県など関係
機関と調整を行いながら、学童保育料の引下げについて検討
していきたい。
その他の質問 ／こども未来基金について／給付金について／
沖縄ＳＶについて

災害に強い街とジョン万次郎の
歴史を子供達につなぐ学習の強化

保和会

赤嶺

吉信

られます。実際に大津波が発生した場合、本当に住民は避難
できるのか、大変心配するところです。市としては、住民へ
質問 （ア）副読本の作成、提供について、教育長の見解を
の避難対策をどのように考えているのか伺う。
伺う。
（イ）
事業の継続について、
ジョン万次郎英語弁論大会、 総務企画部長 消防本部や警察署と連携し、津波災害警戒区
高知市への派遣並びに教育長杯ジョン万カップ少年野球交 域一帯に、第三配備体制による救助体制を行っていきます。
流大会開催継続は今後とも必要と考えるが見解を伺う。
（ウ）
市制施行20周年記念事業について
NHK大河ドラマ化実現への本市の後押しについて伺う。
教育長 （ア）土佐清水市と連携を取って、活用できるか検
質問 ①記念事業は、どのような事業を計画しているのか伺
討していきたい。
う。②記念事業の内容について伺う。
教育部長 （イ）スポーツには人と人とをつなぐ力がありま
市長 ①各課提案事業、市内各種団体が実施する冠事業、市
す。よりすばらしい友好関係を築いていけるものと確信して 内企業等との連携事業を実施します。②20周年記念ビデオ上
いますので、今後とも土佐清水市とのスポーツ交流事業を継 映や市政功労者表彰等を予定し、特別事業として、NHK日本
続したいと考えています。
放送協会との連携で公開番組収録を行う予定です。
ジョン万次郎について

市長 （ウ）ジョン万次郎に係る大河ドラマ化の実現に向け

て取り組んでいきます。

その他の質問 ／道路行政について／市道442号線について

市民の安全安心について
質問 地震津波防災対策について、津波警報等の情報が円滑
に住民に伝わっていれば、被害を防げた場合があったと考え
令和４年２月定例会・５月臨時会
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一 般 質 問
公明党

新型コロナワクチン接種を
全希望者に早期に！
新型コロナウイルス感染対策について
３回目の接種ですけれども混合接種でも十分に効果は
あるとの専門家からの知見もあるのでその辺について市民の
皆さんに周知する必要があるか伺う。
福祉健康部長 今後早めに３回目接種を全希望者に接種して
いくためには周知が必要だと認識していますので今後も継
続的に、この混合接種についても周知を図っていきます。
質問 ５歳から11歳の接種を本市はどう取り組む予定なの
か伺う。
福祉健康部長 ５歳から11歳の接種については、個別接種
と集団接種を予定しています。個別接種については、３月末
から市内の小児科医３か所で実施を予定しています。集団接
種については、４月から中央公民館で小児科専門医と看護師
をそろえて、準備体制を整えた上で接種はスタートしていき
たい。
質問

新マイナポイントについて
質問

新マイナポイントの付与は今年の６月頃からスタート

多数野党の反対は
理解が得られません
2018年11月、山川市政が誕生し、任期最終の予算
議会となります。この間の市政運営について思い返しながら
質問します。2019年１月、副市長人事を提案されましたが
野党の反対で否決。同年６月、監査委員の選任について、弁
護士の経験を行政運営に生かしたいと提案されましたが、不
同意。同年９月、教育委員会委員の任命に対し、不同意。同
年12月、
令和元年度一般会計補正予算（第４号）が修正可決。
2020年３月、与根体育施設条例廃止の議案が否決。同年３
月、
部設置条例等の一部改正案（こども未来部新設）が否決。
同年３月、市職員定数条例の一部改正案が、野党議員により
修正可決。同年３月、令和２年度一般会計当初予算が減額修
正可決。同年３月、令和元年度一般会計補正予算（第５号）
が修正可決。補正予算
（第５号）
は、
市長は再議を提案するも、
修正可決（先の議決）のとおりとなる。2020年６月定例会
に２度目の与根体育施設条例廃止の議案を提案するも、
否決。
同年６月、令和２年度一般会計補正予算（第１号）が野党に
より減額修正可決。同年７月、臨時会にて３度目の与根体育
施設条例廃止の議案を提案するも、否決。同年９月定例会に
て、４度目の与根体育施設条例廃止の議案を提案するも、野
質問
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大城

吉徳

するが、期限について示していただきたい。
総務企画部長 マイナポイントの申込期間は令和５年２月末
となっていて、マイナポイント付与に係るマイナンバーカー
ドの申し込み期限は令和４年９月末までとなっています。
農業振興策について
質問 農産物安定生産緊急支援事業補助金上限額の４万
5,000円は支給出来る状況か伺います。
経済建設部長 対象者全てに上限額の４万5,000円が支給
されています。
質問 待機児童解消が出来ない要因を伺います。
福祉健康部長 主な要因として、保育の受け皿不足と保育士
の人材不足と考えています。

豊見城団地の警察官詰所跡地利用について
今後の計画について伺います。
市民部長 地域との意見交換を継続的に行い、住民主体の安
心安全なまちづくりにつながることを基本として検討してい
きます。
質問

日本共産党

儀間

盛昭

党の反対により否決。与根体育施設条例廃止については、野
党の反対により６度連続否決となりました。2022年度も厳
しい市政運営が強いられると思いますが、３年間の市政運営
や議会の対応について、評価及び認識をお聞かせください。
市長 議会との関係の中で与根体育施設設置条例等の廃止を
含む議案、または予算案で十分な理解を得られず、否決や修
正がありましたが、議会の理解と協力をいただけるよう、引
き続き努力をしていきたいと考えています。
質問 ６度も否決された与根体育施設条例廃止の議案につい
ては、今後も重要な課題。再生医療産業拠点の整備は、今後
どう取り組まれるのか、お聞かせください。
市長 今後、再生医療産業拠点形成のアクションプランを
しっかりと策定に向けて取り組んで、市民と共有を図ってい
きたいと考えています。
その他の質問 ／学校給食センター委託契約の改善／瀬長島等

観光資源活用／ハーリー舟船揚場の活用／豊崎中学校の建設
取り組み

一 般 質 問

公務員は全体の奉仕者であり、
市長の奉仕者ではない。
沖縄県との人事交流について
交流期間満了となるが、令和４年度も継続するのか。
総務企画部長 沖縄県との人事交流期間については、現在協
議調整中です。
質問 ３月15日時点で協議中だと沖縄県が支障をきたすと
思う。本当に協議中なのか。
総務企画部長 現在協議中です。
質問 令和３年12月の答弁の中で、豊見城市のどの部分の
ノウハウが足りないのかも含めて沖縄県と協議中と答弁して
いるが、なぜ沖縄県と協議するのか。
総務企画部長 当市において組織体制の在り方や効率的な行
政運営を学ぶ、そういった意味は大きく、本市の様々な行政
課題への改善の糸口になる。その必要性は高い。
質問

令和４年度施政方針について

ZERO

新垣

繁人

ては子ども改革の推進、豊崎中学校建設事業、社会資本整備
事業など、旺盛な財政需要が見込まれ、財源確保策について
は、沖縄振興特別推進市町村交付金をはじめとする各種補助
金を活用した効果的な事業展開に努める。
質問 質問取りで「令和５年度、今後予算は組めますか」と
いう私の質問に財政課長は答えられなかった。だから聞きま
す。今後予算を組むことは可能か。
総務企画部長 今後、国や県の制度活用の研究を行ったり、
令和４年度に財政課にて行政経営班を設置して、新財源の確
保並びに制度の活用促進を図っていきたい。
質問 そのような対応を取るのは時期的にもう遅い。今後の
予算をどのように組むのか。根拠も含めて、市長に伺う。
市長 今後の財政運営については、財政の安定性、持続性を
しっかりと示し、今後きちんと提言、提案をしていきたい。
市役所内部における市長などのパワハラについて

財源的に継続性ある内容となっているか伺う。
総務企画部長 令和４年度予算については、コロナの影響に
より歳入の大幅な増を見込むことができない中、歳出におい
質問

特別委員会において、市長が職員に対してパワハラを
行っていると職員から証言がありました。
心当たりはあるか。
市長 現時点で個別の証言内容について発言は控えたい。
質問

議案に対する議員の賛否一覧（全会一致を除く）【令和４年２月定例会】
保和会
案

件

名

議
結

決
果

公明党

日本共産党

真新会

伊敷 光寿
要
正悟
瀬長
宏
真栄里 保
瀬長 恒雄
新垣 龍治
儀間 盛昭
大城 吉徳
仲田 政美
波平 邦孝
大田 善裕
楚南 留美
宜保 龍平
新垣 繁人
比嘉
彰
赤嶺 吉信
外間
剛
大田 正樹
宜保 安孝
川満 玄治
新垣亜矢子
徳元 次人

議

ZERO

※５月臨時会は
７件とも全会一致

修正可決 〇 〇 〇 ○ 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × × × × × × ×
議
案
令和４年度豊見城市一般会計予算
第 1 号

意見書案 那覇軍港での軍事訓練の中止と無条件返還
第 2 号 を求める意見書

修正部分
を除く 〇 〇 〇 〇 〇 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
原案可決

否 決

× × × × × 議 × × × × × × × 退 退 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇

※「 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 「―」
：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。
令和４年２月定例会・５月臨時会
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2 月 定例会の審議結果
●
●
●
●
●
●
●

予算案
条例案
その他議案
報告
意見書案
決議案
陳情

1 ６件
８件
５件
４件
２件
１件
２件

令和４年２月定例会は、２月22日（火）～３月18日（金）までの25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

豊見城市議会

予

算

議案第１号

検索

案

歳入・歳出
306億8,687万６千円

令和４年度豊見城市一般会計予算

修正可決

本予算案は、付託された予算決算特別委員会において、会議規則第101条の規定により修正案が提出さ
れ、修正案が可決、また修正案を除く部分については原案可決されました。
本修正案は、本会議において委員長から審査の経過と結果について報告され、本会議においても本修正
案が可決、修正案を除く部分については原案可決されました。

○修正案の概要４項目（歳入歳出それぞれ2,812万４千円の減）※歳入歳出の差額は基金繰入金減額修正分
① 市長室の会議用テーブルと椅子の費用



②

学校給食費の段階的無償化に係る費用

教育費雑入

③

高校卒業までの医療費（入院・通院）拡充に係る費用

④ 瀬長島等観光資源活用検討懇話会報償費

○新規事業一覧

71万７千円の減


１億100万円の増
 2,720万７千円の減



※かっこ内は事業費

市制施行20周年記念事業（表彰部門）
（126万３千円）
内部事務システム導入事業
（2,767万１千円）
市制施行20周年記念事業（式典・祝賀会）
（286万５千円）
姉妹都市３市町歓迎レセプション（20周年記念事業） （29万５千円）
ホームページリニューアル事業
（1,474万円）
スポーツ拠点エリア基本構想策定事業
（1,097万８千円）
世界のトミグスクンチュ歓迎会（５年に１度）
（463万７千円）
瀬長島環境美化強化事業
（1,040万５千円）
地域医療介護総合確保基金事業
（２億4,048万７千円）
地方改善施設整備事業
（1,420万５千円）
市ワク・ドキこども未来プロジェクト事業
（612万７千円）
市制施行20周年記念事業(（仮称）こども未来講演会)
（200万円）
こども習い事助成事業
（7,474万４千円）
保育所等施設整備事業
（１億1,882万４千円）
保育対策総合支援事業（保育所等におけるICT化推進等事業）
（385万８千円）

多胎妊婦健康診査支援事業
（30万３千円）
妊産婦等への育児用品支給事業
（31万３千円）
こども医療費助成事業（中学生まで）
（１億5,146万円）
与根多目的広場改修事業
（1,645万６千円）
新商品開発チャレンジ支援事業
（403万円）
豊見城市消費喚起事業
（１億円）
道路台帳システム導入事業
（1,548万８千円）
市道54号線（勢理客橋）道路メンテナンス事業
（2,607万２千円）
橋梁長寿命化点検調査・計画策定事業
（4,016万９千円）
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都市計画マスタープラン見直し事業
（484万円）
地域公共交通計画策定業務
（1,000万円）
パーソントリップ調査事業
（101万７千円）
低炭素社会構築事業
（253万円）
豊見城市民体育館機能強化事業
（6,579万円）
オリオンECO美らSUNビーチ観光整備事業
（799万７千円）
消防ポンプ自動車Ⅱ型代替整備事業
（7,121万円）
医療的ケアのための看護師配置事業
（315万円）
校内自立支援事業
（517万６千円）
校務用ネットワーク構築業務
（970万７千円）
オンライン授業支援事業
（748万円）
小中学校長寿命化事業
（1,230万９千円）
認定こども園施設整備事業
（1,504万６千円）
家庭教育支援事業
（14万６千円）
中央公民館設立40周年事業
（60万円）
市民のために成長する図書館（市制施行20周年記念講演会）

（14万４千円）
図書館システム連携事業
（3,003万１千円）
豊見城市歴史・文化企画展
（164万６千円）
組踊学校鑑賞会
（192万３千円）
スポーツコンベンション誘致推進事業
（50万円）
学校給食賄材料費
（４億3,398万７千円）
学校給食センター設備改修事業
（4,164万６千円）
学校給食関連事業所支援事業
（540万円）

条 例 案
議案第20号

豊見城市改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について

原案可決

豊見城市改良住宅の入居手続きにおいて、連帯保証人を不要とするための改正案が上程され、原案可決
されました。令和４年４月より施行されています。

意見書・決議案
意見書案第１号

ロシアのウクライナ侵攻を糾弾し、ロシア軍の即時無条件
完全撤退を求める意見書

原案可決

決議案第１号

ロシアのウクライナ侵攻を糾弾し、ロシア軍の即時無条件
完全撤退を求める抗議決議

原案可決

意見書案第２号

那覇軍港での軍事訓練の中止と無条件返還を求める意見書

否

決

【意見書案第２号に対する討論（抜粋）】
反

対

討

論

５・15 メモ、那覇軍港に関する使用主目的に陸上側につい
ての制限は明記されていない。今回の訓練内容は、人道支援・
非戦闘員避難活動訓練であり、戦闘訓練ではなく、非戦闘地域
への避難輸送訓練。国民保護において、県知事及び那覇市長は、
武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等
に及ぼす影響を最小にするための避難、救援、武力攻撃、災害
への対処等の措置が責務として示されている。本市においても
「市の責務として、武力攻撃事態等において国民保護法その他
法令、基本指針及び県国民保護計画を踏まえ、市国民保護計画
に基づき国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国
民保護措置を的確かつ迅速に実施し、その区域において関係機
関が実施する国民保護措置を総合的に推進する」とあります。
台湾と国境を接し、尖閣諸島を行政区として保有する沖縄県は、
近年政治的な緊張感が高まっている中、ロシア侵攻によるウク
ライナ情勢は、いよいよ対岸の火事ではなくなっている。議会
として、国民保護を現実課題として真剣に考えなければならな
い状況である。よって、今回の訓練は、那覇港湾施設の使用主
目的に沿うものだと考える。

賛

成

討

論

沖縄県や那覇市が那覇軍港での軍事訓練中止を求める中、
２月８日から 13 日まで訓練が強行されました。沖縄県庁
や那覇市役所から２キロも離れていない、県都那覇市の那
覇軍港での突如オスプレイの飛来等、銃を構えた兵士の訓
練が行われ隣接する市街地や那覇空港など、県民をはじめ
観光客の安全を脅かすもので、到底容認できません。
さらには、米軍は県の訓練中止、要請の受け入れを拒否し、
日本政府も米軍に訓練中止を申し入れることは難しいとコ
メントし、訓練の常態化により県民に新たな基地負担が増
えるおそれがあり、これまでの日本政府の外交に強い不信
感と怒りを感じます。また、在沖米海兵隊は昨年 11 月、那
覇軍港にＭＶ 22 オスプレイなどを飛来させ、その際は機体
の輸送船への積み込みなど港湾機能の利用が目的でしたが、
今回は人道支援や非戦闘員の避難などを目的としました。
ところで 1972 年、日米合意の沖縄の基地使用条件など
を定めた５・15 メモでは、同施設の使用目的を港湾施設及
び貯油所としています。県はこの規定を根拠に、昨年 11 月
のオスプレイなどの飛来以降、航空機の運用・使用に反対
してきました。那覇軍港での軍事訓練は、台湾有事を想定
した軍事訓練であり、沖縄が戦争に巻き込まれる危険がさ
らに増すもので言語道断です。また、先の大戦での「鉄の
暴風、地上戦、捨て石」そのようなことが思い出されます。
沖縄には軍隊が住民を守らなかったという戦争体験者の発
言が数多くあります。将来を担う子や孫に戦争につながる
軍事基地を残してはならないと考えます。

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

賛成討論

川満 玄治（３：１：16 ～ ）

⇒

瀬長 恒雄（３：５：21 ～ ）

徳元 次人（３：８：６～ ）

⇒

要

正悟（３：13：31 ～ ）

伊敷 光寿（３：16：15 ～ ）
瀬長

宏（３：20：９～ ）

令和４年２月定例会・５月臨時会

議会中継

（令和４年
第１回定例会
３月18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中間報告
令和４年３月10日の本会議において、委員長より中間報告がなされました。詳細
については、豊見城市議会ホームページをご覧ください。［右ＱＲコードから］
第１．はじめに
豊見城市議会では、市長・副市長よりパワーハラスメント（以下「パワハラ」という。）を受けたという職員からの苦情が議員複数
名に届いたことをきっかけに、全会一致による調査実施の協議を図りましたが、与党側の反発により党派を超えた共同調査が不成立
となったことから、野党側で組織する「有志の会」により市長等特別職からのパワハラに関する職員アンケート調査が実施されました。
その結果、市長等特別職から自身がパワハラを受けたと28件にも及ぶ被害の申告があり、市議会一般質問やマスコミ報道含め、パワ
ハラ疑惑として世間を騒がせることとなりました。
それらを受け山川市長は、雇用管理上の措置として、ハラスメント事案に対する意見・助言を求める第三者委員会の設置要領の制
定とあわせ、令和３年11月８日の記者懇談会において、自身を含む特別職によるパワハラ行為などについて審議する意向を突如表明
しましたが、当該委員会が条例に根拠をなさない懇話会形式の組織であることに反発した市議会は、中立・公正さの担保のため第三
者委員会は地方自治法及び豊見城市附属機関の設置条例に基づき設置される適正な委員会とすべき議会決議として、同年11月10日（決
議案第４号）可決により公式表明による抵抗に至るも、長設置の第三者委員会は、設置根拠を懇話会としたまま平行線を辿りました。
そのような中、同年12月17日、有志の会は、野党側のみで設置された任意団体としての位置付けに留まることを自認していたこと
もあり、市長等特別職によるパワーハラスメントについての全容解明に努める公正な権能を持つべきことと、市民や職員に対して一
連の騒動に関する説明責任を果たすべきとし、豊見城市議会委員会条例第６条を設置根拠とした「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（以下「議会パワハラ委員会」という。）」の設置決議案第６号が令和３
年12月17日可決し、現在に至っております。
第２．調査事項
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
④ 本特別委員会が必要とする調査全般
第３．調査概要と結果
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は、アンケート調査要領を策定し、令和４年１月24日から１月31日におい
て、班長級以上職員165名を対象にアンケートを実施。回答数130件、回答率78.78％。回答結果は、自身がパワハラを受けたが
26人であり、その内訳、市長から22人、副市長から８人、教育長から０人、教育委員から３人となり、自分自身以外の人がパワハ
ラを受けているのを見たり・聞いたり・相談を受けたことがあるかの問いに対し、「ある」と答えた職員は91人。さらに、議会の
設置した特別委員会に参考人として参加し、実状や体験を報告するとして、実名により申し出た職員が８人でありました。
② アンケート結果に基づく参考人への聴取については、名乗り出ていただいた８名中７名の職員が個別かつ直接面談形式により、
令和４年２月14日開催の本特別委員会にて聴取を行い、業務の都合上参加できない１名については、委員長より書面を用いて質問
形式による聴取を行い、それぞれの状況確認を行いました。また、アンケート等から名前のあがった前教育長、前教育部長、現教
育部長の３名についても、同年２月17日開催の本特別委員会にて参考人聴取を実施しました。
（※なお、本調査に参考人として自ら名乗り出ていただいた職員からの聴取内容をケースごとにまとめております。ケースごとの
聴取内容については、ホームページをご覧ください。）
なお、第２．調査事項の
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
④ 本特別委員会が必要とする調査全般
については、現在、執行機関より説明員を招致するなどし、調査をすすめています。
第４．委員会開催状況
本委員会設置決議後、作業チームの細かな会議を除き、全12回の特別委員会を開催（令和４年３月10日時点）。アンケートの内容協議、
開封集計作業、参考人聴取、説明員等の招致等を実施しました。現在までの委員会開催内容状況等を含め、実施したアンケート集計
結果の詳細を今年度内に市議会ホームページにて公開予定であります。
第５．今後の動向
本特別委員会が実施したアンケートに記載された自由記述や参考人発言については、引き続き慎重な調査を行う必要があることか
ら、状況に応じて執行機関職員も対象に参考人として委員会招致し、さらなる実態把握を進めてまいります。なお、自由記述欄も含
め参考人招致により得た内容については、プライバシーに配慮しながら可能な限り市議会ホームページで報告いたします。
また、日本弁護士連合会の地方公共団体における第三者調査委員会調査等指針では、「地方公共団体における第三者調査委員会の行
う調査は、適法かつ適正な行政の執行を確保するため、公正・中立な立場から、対象事案につき事実関係を究明・把握・認定し、必
要に応じて意見等を形成し、これを報告することを目的とする。」として地方自治法第138条の４第３項及び第202条の３第１項の附
属機関として第三者委員会を設置する場合は、条例を根拠とする必要があり、その形態が第三者委員会の趣旨を全うするために最も
適した形態であると示していることから、長設置の懇話会形式の第三者機関が、条例に基づく附属機関としての設置根拠を確保する
よう求めつつ、市議会の権能としての監視を継続することを申し添え、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中間報告とします。
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5 月 臨時会の審議結果
● 条例案

３件

令和４年５月臨時会は、５月24日（火）の１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

● その他議案

４件

● 報告

４件

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

豊見城市議会

条

例

検索

案

議案第25号

豊見城市一般職員の給与に関する条例の一部改正について

原案可決

人事院及び沖縄県人事委員会の給与勧告並びに他市町村の給与改定状況等を考慮し、一般職員の期末手
当の支給割合を改定する必要があるため、改正案が上程され、原案可決されました。

議案第26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

原案可決

一般職員の期末手当の支給割合改定との均衡を考慮し、令和４年６月及び12月に支給する常勤特別職
員の期末手当の支給割合を引き下げる措置を講ずるため、改正案が上程され、原案可決されました。

議員提出議案第２号

豊見城市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部改正について

原案可決

人事院勧告及び近年の厳しい経済情勢等を踏まえ、令和４年６月及び12月の議員にかかる期末手当の
支給割合を引き下げる措置を講ずるため、改正案が上程され、原案可決されました。

承認第２～５号

専決処分の承認を求めることについて

承

認

※専決処分とは
議会が議決又は決定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。
また、法律の規定による専決処分において、専決処分ができるのは以下の４つの場合である。
① 議会不成立（例 在職議員数が定足数に達していないため、議会が開けない）
② 自治法第113条ただし書（定足数に関する例外的な取扱いの規定）によっても会議を開けな
い場合
③ 特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合
④ 議会において必要な時期までに議決又は決定すべき事件を議決又は決定しない場合

令和４年２月定例会・５月臨時会
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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、
どのような状況かわかりやすい」「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した。
そのようなお声をいただき、令和３年12月定例会より試行的に下の写真のとおり運用しておりましたが、令和４年５
月臨時会より本格的に運用することになりましたのでお知らせします。今後とも広報、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。

25

全国市議会議長会

特 別 表 彰

瀬長宏議員が、 年の

長きにわたり豊見城市

政の発展に貢献したと

し て、 令 和 ４ 年 ５ 月

回

98

25

編

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。

日に開催された第

議会の傍聴について（お願い）

全国市議会議長会定期

10

総 会 に お い て、 特 別 表

彰 を 受 章 さ れ ま し た。

全国市議会議長会
一般 表 彰

宜 保 安 孝 議 員 が、
年の長きにわたり豊
見城市政の発展に貢
献 し た と し て、 令 和
４年５月 日に開催
された第 回全国市
議会議長会定期総会
に お い て、 一 般 表 彰
を 受 章 さ れ ま し た。
98 25

集

後

記

議会で新しい事が始まりました。今回の議会だよりに
もあるように、初めて２月に始まる定例会を開催。また、
以前の議会中継は質疑の間に答弁調整をする休憩の際、
映像と音声を消していましたが、開かれた議会中継を目

※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。

指し、映像と音声をお届けしています。議会傍聴には行
けない方も、インターネットの中継で時には大声が飛び
交う熱い議場の様子をご覧になれます。是非臨場感を味

※録画配信については、会議後約10日〜14日後アッ
プロード。

わって頂ければ幸いです。
（新垣

新型コロナウイルス感染症
に関すること

▼

議会インター
ネット中継も
見てね！！

▼

議会インターネット中継

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

２月定例会（本会議）の傍聴人数は延べ70人でした。
５月臨時会の傍聴人数は０人でした。

【委
トミッキーッ

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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員】大城 吉徳

新垣 龍治

伊敷 光寿

宜保 龍平

豊見城市議会

検索

退院後など、
ご自宅での療養に関する不安や対処方法など、
お悩みお困り事などございましたら、私達訪問看護師に
お気軽にご相談ください。

訪問看護「事業所番号 4761390402」

ナースステーシ
ナースステー
ナースステ
ーション 豊見城

豊富な現場経験と知識をもつ看護師が
利用者様のご希望に添える
サービスを提供します。

〒901-0242 沖縄県豊見城市高安337-1（102号室）
TEL.098-996-3738 FAX.098-995-8196
AX.098-995-

【運 営】合同会社

CS企画

［事業概要］
介護保険・医療保険指定事業所
生活保護指定／自立支援医療機関指定
難病指定医療機関
緊急時対応体制／ターミナルケア体制

ナースステーション豊見城

social

印刷機械・製版機械・製本機械・DTP機械材料販売
機械搬入搬出業務

今までも

これからも

印刷 業 界のパートナーとしてお客 様をサポートいたします。

ソシアル

株式会社

〒901-00411 沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄40番地
TEL.098-840-7445 FAX.098-840-7446

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

という媒体を通して、
『紙』

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 番地
TEL.098-998-9950 FAX.098-998-9988

ずっ～と家で過ごしたい。

自分らしく、穏やかな生活を送るためのお手伝い グリーン訪問看護ステーションはあなたをサポートします。

株式会社 Green沖縄

代 表

名城 久展

〒901-0204

沖縄県豊見城市字金良 77 ー 1

TEL.098-996-4827 FAX.098-996-4837

国場十字路 与那原→

丸亀製麺●
グリーン

訪問看護ステーション

ココ■

金良

セブン
イレブン

① 経験豊富な専門スタッフ ② いつでもどこでも相談可能
③ 24時間対応します

←古波蔵

●

グリーン訪問看護ステーションの３つの特徴

良長園●

グリーン訪問看護ステーション

事業所番号 4720600263

障がい福祉サービス事業

↑長嶺小学校

事業所番号 4761390287

長堂

ローソン
●

●サンエー
つかざんシティー

津嘉山十字路

●
南部農林高校

●津嘉山自動車
学校

何でもお気軽にご相談下さい！
令和４年２月定例会・５月臨時会

グループホーム

首 里

〒903-0805 那覇市首里鳥堀町５丁目14－１

TEL：０８０－６４８４－４９３０

N ,sコーポレーション
【関連企業】

合同会社

介護タクシーグリーン
車イス・リクライニング対応
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TEL.098-857-0008・098-857-0006
（キッズ専用）
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▲

〒901-0146 沖縄県那覇市具志890番地1

スポーツクラブの
入会キャンペーン
もHPをチェック！
！

■印刷／株式会社 国際印刷

Α·Ȝσඤఘࡑ͜ଟশັಎĢĢ

■編集／議会だより調査特別委員会 委員長 新垣亜矢子
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当日の
ご入会で

E-mail : gikai@city.tomigusuku.lg.jp

入会金

