総務財政常任委員会

期間：令和元年 10 月 28 日〜 10 月 30 日

○ガバメントクラウドファンディング（ＧＣＦ）について（大阪府阪南市）
自治体がふるさと納税制度を活用して、寄付金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、共感した方
から寄附を募る仕組み。今後、豊見城市においてもガバメントクラウドファンディングを導入できないか
視察を行った。
○共同利用型自治体クラウド事業について（大阪府高石市）
自治体が保有する住民情報やデータを外部のデータセンターにおいて、管理・運用し、複数の自治体で
共同利用する取組みを、大阪府で初めて実施した先進事例について、視察を行った。業務手法の標準化、
コスト縮減、情報セキュリティ水準の向上、災害時の業務継続性の確保が期待できる。
○のかみふれあい公園運営事業（パークゴルフ場）について（和歌山県紀美野町）
豊見城市の長嶺城址総合公園においてもパークゴルフ場を整備する計画があることから、日本パークゴ
ルフ協会公認のパークゴルフ場の収益状況や今後の方針等について、視察を行った。

○牛滝温泉やすらぎ荘（いよやかの郷）運営に係るサウンディング型市場調査について（大阪府岸和田市）

近年、自治体で取組みが増えている「サウンディング型市場調査」について、視察を行った。（サウンディ
ングとは、事業発案段階や事業化段階において、事業内容等に関して直接の対話により民間事業者の意見
や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展させるための情報収集を目的として手法。）

教育民生常任委員会

期間：令和元年 11 月６日〜 11 月８日

○子育てクーポン事業について（東京都清瀬市）
子育て世帯の経済的負担軽減のため、市内のいろいろな子育てサービスに利用できる子育てクーポン及
び子育て商品券の事業について視察を行った。
○健康ポイント事業について（東京都昭島市）
高齢者等の健康維持活動を促進するため、スポーツをしたり、健診を受けたり、自治会活動や市のイベ
ントへの参加でポイントを付与、換金することができる健康ポイント事業について視察を行った。
○ゆいの森あらかわについて（東京都荒川区）
図書館、文学館、子どもひろばが一体となった、赤ちゃんから高齢者まで、すべての世代が利用できる
施設で、災害時には避難所としても利用できる「ゆいの森あらかわ」の視察を行った。
○介護支援ボランティア事業について（東京都稲城市）
高齢者自身が介護支援ボランティア活動をすることで、介護予防を推進し、介護関係費用を直接的・間
接的に抑制することを目的とした介護支援ボランティア事業の視察を行った。

経済建設常任委員会

期間：令和元年 11 月 11 日〜 11 月 13 日

○長島防災コミュニティーセンターについて（三重県桑名市）
長島防災コミュニティーセンター施設における防災対策の取組み、及びグリーンパワーステーション（防
災設備等）の役割について、視察を行った。
○グリーンパワーステーションの性能等について（三重県桑名市）
風力・太陽光といった自然エネルギーを利用した、街路灯（グリーンパワーステーション）の性能・維
持管理費を目的とした視察を行なった。
○公契約条例について（愛知県豊橋市）
公共工事における、労働者の適正な労働条件（賃金）を確保することなどを目的とした、公契約条例に
ついて視察を行なった。

○ PPP・PFI 事業について（愛知県岡崎市）

岡崎市は行政と民間が連携し、岡崎げんき館、総合運動場整備事業などを PPP・PFI 手法を用いて実施。
その事業の基となった岡崎市 PPP・PFI ガイドラインなどの視察を行なった。
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一 般 質 問

地域懇談会について
質問 要望や意見等に対して

の市の対応を伺う。

階で具体化してくるものと考
えています。
子ども改革について

委員会」を設置し、一つ目に

質問 現在どのような検討が

談会終了後に報告書を作成し
基金に関すること、二つ目に

市長 ２週間を目途に中間的

全自治会に対して内容等を配
学校給食に関すること、三つ

行われているのか伺う。

布する予定です。また、市民
目に推進体制に関することの

な検討状況を回答の速報とし

への周知は市のホームページ
３部門にワーキングチームを

市長 「 子 ど も 改 革 推 進 検 討

に掲載を予定しています。

設置し、調査検討を行ってい
質問 具体的に話し合われて

子ども未来基

いる内容を伺う。
総務企画部長

金ワーキングチームでは基金

教育部長 現在、豊見城市立

り組み状況を伺う。

質問 教育委員会における取

わっていません。

着工させたいとの考えは変

策定に着手し、私の任期中に

市長 今年度より基本計画の

う。

市長の決意は変わらないか伺

質問 任期中には着工という

その他の質問

しています。

の会計のあり方について検討

達のあり方の検討、学校給食

新たな仕組みづくり、食材調

グチームでは地産地消推進の

教育部長 学校給食ワーキン

けた検討を行っています。

ンスを考慮し、体制強化に向

グチームでは組織全体のバラ

討し、推進体制整備ワーキン

恒雄

瀬長

て自治会に送付し、全ての懇

質問 今後どのような団体と

福祉作業所、

懇談会を想定しているか伺う。 ます。
総務企画部長

農業漁業従事者、介護施設、
ミニデイサービスでの懇談会
を検討しています。

設置の為の財源の調査、条例

小中学校適正規模調査時点修

・幼児教育保育無償化について

整理、充当事業等について検

正業務を行っています。具体

・市営住宅について

豊崎中学校建設について

的な整備スケジュールは事業
手法や建設内容が確定した段

総務企画部長

一般会計から

市長 現在「子ども改革推進

ができないか伺う。

のための制度や基金の創設等

見城市でも独自の子育て支援

支援を行なっていますが、豊

生活困窮家庭の子どもたちの

子ども未来基金」を設置し、

質問 沖縄県では、「沖縄県

から学校給食の会計。この三

の調達のあり方の検討、それ

係る新たな仕組づくり、食材

教育部長 地産地消の推進に

ームの検討内容を伺う。

質問 学校給食ワーキングチ

いて調整を行っています。

からの繰り入れは、原資につ

金を想定してます。一般会計

の繰り入れと民間からの寄附

検討委員会」を設置し、具体

つを柱にして検討を行ってい

子育て支援について

的な方策の検討に入っていま

ます。

自の制度や基金の創設につい

検討を行なっています。市独

ングチームを設置して、調査

のスポーツ、サッカーとか野

っていくのか。改めて野外で

少年団の支援をどのように行

質問 行政として、スポーツ

豊見城小学校のグランドの照
明利用について

す。一つ目に基金に関するこ

と。二つ目に学校給食に関す

ること。三つ目に推進体制に

ても、その中で検討していき

球で、せっかくある照明設備

関することの三部門にワーキ

ます。

を使えないか伺う。

かな成長、これも指導者の中

質問 基金の設置に向けた今

現在、子ども

には念頭にあると思います。

教育部長 子どもたちの健や

未来基金ワーキングチーム内

教育委員会もそういうところ

後のスケジュールを伺う。

で、基金設置運営に関する事

をしっかり押えて、議論して

総務企画部長

業計画案の作成、予算案の作

いきたい。指導者の方々は昼

多いので、教育委員会が勝手

成、基金設置条例案の作成、

どを予定しています。制度設

に決めることはできない。ス

間の仕事を持っている方々が

計が整い次第、早ければ令和

ポーツ少年団、各団体の中で

有識者との意見交換の実施な

月の基金設置に向け作

業を進めています。

促していきたい。

しっかり議論を深めるよう、

２年

質問 基金の財源を伺う。
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日本共産党

子育て支援について、豊見城市
独自の子ども基金の創設を

正悟

要

真新会

開かれた市政の実現を！市民参画
による協働のまちづくりの推進！

一 般 質 問

質問 本市の「 第

次総合計
成、育成する考えについて伺
う。

英会話力は将来の進路選
択・職業選択の力に

質問 市のまちづくりを、今

年、その先を見

平成

年度

人、平成

年度

人とほぼ横ばいの状況。ま

年度

％、平成

年度

た、就学援助の認定率は、平

成

％と、年々

考えるのではなく、今ある環

限などで対象者を絞ることを

事への補助金がある。所得制

は厳しい。市長の公約に習い

い家庭は英会話教室に通うの

てもらいたい。経済的に苦し

国語を学ぶ環境をもっと整え

据え、教育への投資として外

事業開始から３年、事業の精

い る と い う 認 識 を 持 つ べ き。

緊急性を脱するためにやって

策事業は、事業名からしても

質問 沖縄子供の貧困緊急対

います。

引き続き必要な状況と考えて

市の子どもの貧困対策事業は

増加傾向であることから、本

年度

境を充実させ、公平な選択肢

査をすることで、もっと効果

％、平成

を与えるために、放課後英語

総務企画部長 事業評価のた

的な事業選択が出来るのでは

たＡＬＴの採用は、必要な課

めにも調査が実施できるか検

クラブなどの活動にＡＬＴを

題の一つだと捉え、しっかり

討し、貧困生活の現状等確認

ないか。後追い調査等実施し

と教育委員会と連携し検討し

出来ればと考えている。

のか伺う。
総務企画部長

年度

人、

え、新規の事業計画はない。

援の充実が図られていると考

の子どもの居場所において支

既存の５カ所

の貧困状況が改善されている

対策の新規事業計画と、本市

質問 沖縄子どもの貧困緊急

一世帯でも多く、貧困から
抜け出してもらいたい

ていきたい。

配置する考えはないか伺う。

年、

29

ているのか伺う。

後の

30

29

（持続可能
総務企画部長 市独自の地域

めて開催できるよう取り組む。

129

30 16.39

画 」に 、
な開発）「 誰一 人取り残さ な
防災リーダーの養成、育成に
シ ス テ ム を 構 築 し 整 い 次 第、
早急に取り組んでいきたい。

②「性の多様性を尊重する条
その他の質問

128

28

市長 放課後の時間を活用し

18.27

い」の理念を政 策に取り入れ
る考 え はないか見 解を伺う。
市長 今後基本 構想、各施 設

に つ い て 議 論 を 進 め る 中 で、 質問 モノレール延伸誘致に
向けた市民運動について伺う。
市長 市民の機運を高め、官

の要素を反映させる

ことを念頭に置き、総合計画

再度行えないか、見解を。

質問 「組踊」の学校鑑賞会を

民一体となった取り組み必要。

など性の多

の策定を行っていきたい。
質問 ①

様性についてパートナーシッ

例の制定」について伺う。

・食品 ロ ス削減 につい て

年度から改

③個人の意志で制服を自由に

・幼児教育 保育 無 償化 万全に

プ制度導入の進捗状況を伺う。 教育部長 令和

選択できるようにすることは

・オリンピ ック・パラ リンピ ッ
・自転車保険の加入促進を

ク盛 り 上 げ イ ベ ン ト 開 催 を

できないか見解を伺う。
に関す

る情報が市民に十分周知され

・公用車に、ドライブレコーダ

市民部長 ①

ておらず、パ ートナー制度に

市民の機運が高まっていない。 搭載 が必 要 、計 画的設 置を

20

6
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亜矢子
新垣

17.79

那覇空港第２滑走路供用開始をビジネスチャンスに

②「 レ イン ボー 宣 言 」の取り
組みを進めな が ら 、条例制定
③将来において制

について検討したい。
教育部長

等の施策進展

服の選択制は検討が必要。
質問

が遅い。専任職員の配置を。
市長 専任の職員配置、 しっ

かり強化に向け検討したい。
質問 防災リーダーの育成に

ついて、研修を行い基準にか

SDGsの理念を、できることから心がけ、はじめよう

10

利用者数は平成

123

L
G
B
T

なった人をリーダーとして養

28

2

L
G
B
T

保和会

外国人観光客数増をチャンスに！
放課後英語クラブで人材育成

5
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G
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公明党

仲田 政美

国連サミットで採択宣言！
！︎
17の国際目標 SDGs社会の実現を！
！︎

一 般 質 問

なという思いは、私自身感じ

を伺う。

質問 豊崎中学校着工までの

学校でも不登校への取り組み

リーフレットを作成し、どの

教育部長 豊見城市登校支援

思いや、子どもたちに対する

スケジュールや年度を伺う。

ができるように目指していき

時代が求める学校建築を

思いについては十分に応えら

教育部長 全て何の問題もな

ています。それぞれの教師の

質問 ある小学校で１年生の

れるよう、内部で努力してい

教職員の産休明け等におけ
る業務引継ぎについて

担任が夏休み前に、通知の紙

質問 消費税については７月

質問 執行部、議員の皆様も

ものと認識しています。

るよう適正に配置されている

合的に勘案し、適材適所とな

質問 各地方公共団体の裁量

する。

政健全化を図ることを目的と

ていく安定財源を確保し、財

市長 社会保障制度を維持し

す。今後に於いてそういうこ

方のような存在だと思うんで

は子どもにとっては自分の味

の遅れについて

・上田小グラウンド整備工事

その他の質問

れることに期待したい。

3

質問 「緊急防災 ・ 減災事業

思いますが、どう感じている

規模の縮小も考えるべきだと

教育部長 長寿命化に向けて、

債」を活用した体育館へのク

討する考えはないか伺う。

この施設を使っていく。将来

か伺う。

教育部長 どういう事業債な

て、増改築、複数施設、も含

は、この一施設だけではなく
思っています。

めて検討する。

観光マリーナ整備を

マリーナ実現を求める声にど

質問 瀬長島に観光客対応の

できないか伺う。

う対応するのか伺う。

瀬長島には年

万人余の来島者があり、

総務企画部長

間

これらを取り込める観光メニ

ューがあれば、より一層魅力

国外へ発信していけると考え

ある豊見城市を県内外、また

質問 各学校に支援員１人配

て、地元と意見交換を進めて

観光と漁業という観点を含め

ています。今後は、瀬長島を

次年度に向けて、

ズな対応、システム化、マニ

質問 どの学校でも、スムー

討をしているところです。

・公園東屋の整備促進を

・子供が希望する麺類を増やせ

・給食に更なる地産地消強化を

その他の質問

いきたい。

ュアル化が必要だがその対策

教育委員会の中でしっかり検

教育部長

討されているのか伺う。

置をこれからも求めます。検

不登校児童対策は

設計の中で検討したい。

レも、今後の基本計画、基本

男女気にせず利用できるトイ

教育部長 きれいなトイレ、

「時代の求めるトイレ」を検討

要です。中学校建築計画に、

できるトイレが学校にこそ必

質問 男女気にしないで利用

のか、しっかり勉強したいと

ーラー設置を豊崎中学校に検

年度工事着手を考えています。 質問 給食センターの分散化、

たい。

きたいと考えています。

さんもびっくりしたという話
の参議院選挙でも争点の一つ

自身が１年生の時の担任の先

もありますが、消費税増税は

とがないように教頭会、校長

・図書館「雑誌スポンサー制

く事業が進んだ場合、令和

一枚で「先生が変わります。

盛昭

儀間

実は育休の先生だったので、
休み明けからは本来の先生が

を 聞 き ま し た。「 育 休 補 助 教
とされましたが、現時点での

消費税増税について山川市
長の考えを問う

員」が１年生の担任となるこ

市長の増税についての考え方

来られる」という内容で親御

とについて伺う。

生の名前と顔を覚えていませ

市民に求めますか。

について伺う。

んか。私は３年生、４年生の

市長 適正に転嫁する。

学校長において総

先生は忘れても、幼稚園や１

質問 市長、国に対して増税

りませんか。

会も含めて配慮できないか。

度」について

288

教育部長

年生の時の担任は覚えていま
友達をつくるのも上手ではな

市長 高齢者の社会保障や幼

す。人格形成の過程に於いて、 をやめてくれと言う考えはあ
かった子たちが、学校に行く

教育長 今回、子どもに対す

・沖縄月星について

不安もある中、「担任の先生」 児教育の無償化などに充てら

る配慮が多少足りなかったか

とみぐすく市議会だより ● vol.188
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7

日本共産党

子供が主人公の学校をめざそう

安孝

宜保

保和会

子ども達の為に学級担任の配置は
慎重に

一 般 質 問

斉パトロールを実施、監視カ

スポーツは経済に結びつく

リーグに

8

も拡充をする気はあるか。

市長 可能であれば前倒しで

教育部長 大きく穴の開いて

緊急的に改修すべき。

なって初めての公式戦の開催

いるところは早急に対応する

教育長 各専門部を含め協会

はできたか。次年度やるか。

質問 都市公園改修の予算化

安心して遊べる公園を

た予算装置も含めて検討。

ものについては次年度に向け

よう指示を出している。その

が決定。次シーズン以降も誘

致活動行っていく。

体育協会の強化について

質問 各種目別協会は体協に

と話し合いをし、どういう組

経済建設部長 宜保にこにこ

加入すべき。その方針は。

織構成が望ましいかについて

公園遊具も修繕可能と見てる。

市長 その設計が大前提。

か。

質問 パークゴルフ場は残す

パークゴルフ計画どうなる

は意見交換をしていきたい。
オリパラ合宿誘致

質問 オリパラ合宿誘致につ

協定については検

いて協定は可能か。
教育部長

討したい。誘致活動は継続的
にやっていく。

こども医療費拡充について

県のたたき台

質問 どこまで検討している

のか伺う。
福祉健康部長

年 度、

年度としてい

として小学卒業令和
中学卒業令和

る。県の要網改正等に足並み

をそろえ検討を行う。

質問 その間は前倒ししてで

8
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した。その中で、市が一括交
付金でカメラや防犯灯の申請

もやりますし、市民負担がか

質問 無償化は来年度は出来

メラの設置等による監視体制

質問 長嶺小学校防球ネット

質問 琉球ゴールデンキング

ないと認識します。段階的無
の強化を図っています。

日

をするのであれば適用すると

市長公約の給食費段階的無償
化について

償化とは、今、何段階に入っ
その他の質問

月

からないよう取組む。

ていますか。市長の任期中の

・長嶺城趾のサウンディング

年

ス誘致の進捗状況は。

段階とは、何段階に分けて考
調査について

日 間、

回答をもらっています。不法

えているのか伺う。

・市長の地域懇談会について

日の

質問 市長が就任して１年で

応策を伺う。

副市長 いつまでに無償化と

・自主財源確保のワーキング

2

教育部長 令和

徳元 次人

投棄のポイントにつけて、よ

市内の至る所に不法投棄がされている

すが、次年度の給食費無償化
の防止になる。市でもしっか

り安全で不法投棄や事件事故

副市長 学校給食費に限らな

り取り組むべきだが、市の対

は可能性としてありますか。
いが、令和 年度から全部実
行出来るという事は現実的に
月に不法投棄一

市民部長

いう所まで具体的な検討が進

チームについて

‼︎

難しいと考えている。

んでないのが現状です。
質問 市長の公約の影響を受

人の子供達に対し、

け、給食が２割減らされたま
まの７千

値上げができなかった事で受
けている影響をどう思うか。
市長 栄養摂取基準を充足し

ない状況が続いてきた事を踏
まえると早急な対応が求めら
れていると認識しています。
市内の不法投棄について
質問 先日沖縄県の安全安心

対策に伴う防犯カメラの整備
事業化の要望について、本市
選出の島袋大県議に要請しま

4

令和元年9月定例会

9

2

B

U
P
‼

5

玄治

川満

2
7

⁉︎

豊見城市全体でキングスを応援しましょう‼

保和会

琉球ゴールデンキングスが
再び豊見城へやってくる！！

２

882

保和会

市長の給食費無償化の公約
その影響で給食の量が増やせない

一 般 質 問

農業に活気を！農家に笑顔を！
全ては豊見城市農業振興のために

おり、関係部署、関係機関と
調整を行い、できる限り早い
時期に整備できるように取り

農業振興について
質問 本市特産品であるマン

組んでいきます。

し販路拡大に繋げ

ゴーやちゅらトマトなどを県
内外に
市長政策について
質問 新野球場建設やスポー
経済建設部長 現在の豊見城

ロ
ゼ

るには市長のトップセールス
が必要であると考えるが市長
市長 マンゴーやトマト、も

総合公園での整備に当たって

豊見城市の普通財産の有効活
用について

質問 旧庁舎跡地利用につい

て進捗状況を伺う。

質問 上田保育園跡地利用に

上田保育所跡

ついて、今後の有効活用につ

いて伺う。

福祉健康部長

地は中心市街地にあり、利用

価値も高いことから、市有地

利用対策委員会で効率的な運

旧庁舎跡地利

用計画については、条件付き

用を検討していきたいと考え

総務企画部長

による公募型一般競争入札に

ています。

注し、境界復元後に公募を行

長嶺中学校区に導入すべきと

質問 通級指導教室について

教育行政について

より、売却に向けて作業を進

めています。現在は令和元年

日に境界復元業務を発
う予定です。

考えるが市の見解を伺う。

月

質問 今後、売却後の利益利

旧庁舎跡地利

童生徒が、一人ひとりの障が

部特別な指導を必要とする児

通級指導教室は一

教育部長

用については、豊見城市市有

ど、旺盛な市行政需要に対応

康保険特別会計の赤字解消な

財源として受け入れ、国民健

し、処分後は一般会計で一般

有効な土地利用について検討

今年度までに設置に至ってい

も設置申請を行っていますが、

これまで長嶺小学校について

自立活動の指導が行われます。

活上の困難を改善するための

標や計画を立て、学習上、生

ては長嶺中学校も含めて、学

ません。次年度の設置につい

用について進捗状況を伺う。

校と相談しながら設置に向け

センター跡地利

跡地利用につ
総務企画部長

検討を進めていきたいと考え
いては、

その他の質問

ています。

ことで、より事業効果を高め

・豊崎美ら

支店の敷地を含めて整備する

られることから、サウンディ

ビーチ駐車

おきなわ豊見城

質問 旧

したいと考えています。

地利用対策委員会等において、 いの状況に応じた具体的な目

総務企画部長

用について伺う。

6

ツジム整備の進捗状況を伺う。

しくは葉野菜等、売り上げと
は敷地の問題やどのような事

んでいきます。

8

龍平

宜保

ZERO

豊見城市民の生活向上を目指し、
財源の確保を！

の見解を伺う。

しては上位のほうに上がって
のみならず、 業で整備していくのかといっ
たことについて検討を要する

いますので、
色々な農業に関わる方々に対

を行っていきたいと考えてい

部分が多岐にわたることから、

ます。
ます。

して我々としても販路拡大に

質問 市特産品を中心とした

質問 ワーキングチームは立

継続して関係部署と調査研究

国内外への販促活動について

ち上がっているのかを伺う。

対応していきたいと考えてい

本市の戦略などを伺う。

教育部長 体育施設機能強化

計画の中で陸上競技場に特化

引き続き市熱

帯果樹奨励補助金の活用や、

した部分は検討しています。

経済建設部長

沖縄県農林水産物販売促進協

市長 市民の要望の高い事業

想について市長の決意を伺う。

質問 スポーツ拠点エリア構

に取

議会との連携等により、販売
促進活動を推進し、
り組んでいきます。

であり、私の公約にもしっか
り位置づけている事業であり

進捗状況を伺う。

その他の質問

ます。その中でも可能な限り

教育部長 早期整備に向けて

・観光関連用地について

質問 伊良波中学校区域への

現在検討を行っているところ

・ネーミングライツについて

早期に着手できるよう取り組

ですが、整備については補助

ナイター設備について現在の

ナイター設備について

P
R

ロ
ゼ

P
R

事業を活用した整備を考えて

考えています。

可能性を検証していきたいと

ングを予定し、開発に向けた

いて

・会計年度任用職員制度につ

場について

S
U
N
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I
T

J
A

J
A

邦孝

波平

ZERO

一 般 質 問

で心配なのが、保育の質が確

質問 今回無償化されること

導監督の充実等を図る事とし

とが重要です。都道府県の指

質を確保し、向上していくこ

ています。立ち入り調査の際

保できるかということがあり
ます。基準を満たさない認可

数超が、基準不適合と報道さ

も、県内の認可外保育園の半

も報告されています。新聞で

いる施設での事故が多いこと

施設が多く、基準違反をして

事故の発生は圧倒的に認可外

されています。保育中の死亡

公平性が確保できるかが心配

とで認可園と比べ、安全面で

など、無償化の対象とするこ

ファミリーサポートセンター

償にする動きが広り、那覇市

質問 全国で副食費などを無

るように支えていきたい。

資格のある支援員を確保でき

安心して子どもを預けられる、

して実施している。引き続き、

援員等の研修もこれまで継続

保育こども園課長

等を実施する考えはないか。

質問 子育て支援員等の研修

く考えです。

で同行し、状況を把握してい

いない施設として県が公表し

今後新たな県補助の創設など

源で担うことにも限界がある。

市道

号線の

号線の予算削減

道路行政について
質問 市道

について伺う。
経済建設部長

整備については、社会資本総

号線に

点目が過去の

情となっている。陳情内容は

点あって、

経緯に関する事柄となってい

るが、陳情の内容に不明な点

了を目指していて、予算が減

る。

に対して事実確認を行ってい

ころです。

10
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公園に関する陳情書が提出さ

れています。陳情の対象にな

っている公園は、本市を含む

那覇広域都市計画区域におい

て、都市計画法に基づく開発

日、それより前の民

許可制度が適用された昭和

月

間事業者による宅地開発の際

年

推進しているが、今年度にお

現在の土地所有者が個人とな

に整備された公園となってい

千円の減額補正

ける補助金交付決定の内示額
万

ます。そういうことがあって、
て３千

っていることから、自治会と

千

を行なっています。市道

億

千円となっています。

線に係る事業費は
万

質問 この減額で今後どのよ

市道

うな影響が出るか伺う。
経済建設部長

額されるということは、その

するための予算措置を求める

があるので、現在、当自治会

事業工期が延びると予想され

内容となっている。本市には

年度末の完

ますが、次年度以降にしっか

同様の案件がほかに４地区

点目が、当公園を確保

りと減った分の予算要望を行

あって、これまで所有者に対

して土地の無償譲渡をお願い

していますが、なかなか応じ

質問 桜ヶ丘ハイツ自治会公

質問 自治会としては本市に

てもらえず、苦廬していると

園の土地問題の陳情書が提出

求めているが見解を伺う。

てこ入れしてもらって解決を
処について伺う。

市長 先ほど都市計画部長が

答弁したとおり、事実関係を

月

ヶ丘ハイツ自治会より本市に

確認し、対応を検討したい。

都市計画部長

対して、桜ヶ丘ハイツ自治会

日に桜

されていると思うが、その対

公園整備について

いきたい。

いながら、予算確保に努めて

ついては、令和

してその解決を望む趣旨の陳

号

の減により、６月の定例会に

合整備交付金を活用し事業を

49

41

41

5

外保育施設、ベビーシッター、 に窓口業務に支障がない範囲

れています。本市で指導監督

でも年収 万円未満のひとり
親家庭や障がい児を抱える家
庭を対象に、主食費の無償化

ているのは３施設です。

も視野に、県と意見交換をし

41

273

７８

子育て支

基準を満たさない施設がいく
つあるか伺います。
豊見城市内に

に取り組むことを表明してい

福祉健康部長

おける新たな届け出の対象と

えはないか伺う。

ますが、本市でも無償化の考

施設あり、その

なった５つの事業所内保育施
設を除くと

質問 基準を満たすため、ま

ていきたいと考えています。

全てを市の財

た安全を確保するための行政

その他の質問

福祉健康部長

の努力が必要となってくると

・ワクドキ地域懇談会

うち指導監督基準を満たして

思いますが、このための支援

・学校クーラー設置について

・学校給食について

・待機児童について
今般の無償化

について、本市の取り組みを
伺います。
福祉健康部長

を契機に、認可外保育施設の

一

令和元年9月定例会

1

二

保和会

比嘉 彰

市道 41 号線の工事を早期に完了
し金良・長堂地域の活性化実現を

龍治

新垣

8

二

4

1

41

15

360

1

4

8

15
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保育の無償化は、保育の質
（安全）
の公平性確保が求められる

一 般 質 問

質問

月

日早朝からの短

児童生徒の登下校の安心安全
について

大雨警戒レベル

質問 スマホの所有について、

時間集中豪雨時に発令された

質問 ①市職員に占める非正

難マニュアルはどのようにな

学校への持ち込みは原則禁止、

会計年度任用職員について

規職員の割合について②同一

っているのかを伺う。

学校側と保護者との決まりは

の場合、避

労働、同一賃金の立場から夏

教育部長 今後、市の防災担

あるか伺う。

ても正規職員への登用につい

見解を伺う。

性の改善について

ることを通して、危険性の周

知及び保護者の責任のもとで、

家庭のルールづくりをお願い

しているところです。

質問 親が生活保護受給者で、

生活保護について

は市から提案をしたのか。そ

その子どもも大人になり生活

そのような負の連鎖を断ち切

保護受給になるケースがある。

業振興センターは老朽化し、

る対策が必要と考えるが、取

産

耐震性に問題がある。以前利

り組み状況や計画を伺う。

福祉健康部長 子どもの自立

市内企業の支

ーソナルサポート及び子ども

小中学生のいる世帯への、パ
総務企画部長

援という観点から、市から提

の居場所や無料塾、学習支援、

のみ利用。ヘルメット着用、

時金を受給する進学準備給付

際には、新生活の立ち上げ一

ています。大学等に進学した

避難ルートの確保と安全対策

す。

などの取り組みを行っていま
です。

を条件として貸し付ける内容

避難行動が迅速に行える１階

の短い倉庫として用途を限定。 キャリア形成等の支援を行っ

案しています。人員滞在時間

な建物を貸していいのか伺う。 を助長することが必要である。

したのではないか。そのよう

用していた企業はそれで退去

対応したのですか。旧

れとも業者の救援要請受けて

とですが、貸し付けについて

暫定的な事案だったというこ

質問 今回は緊急避難措置で

旧
産業復興センターの
貸出について

していきたいと考えています。 からの講演会を計画、実施す

4

長嶺城址公園整備について
億円か

億円に拡大した時期②

質問 ①総事業費が

ら
億円の事業費が拡大するこ

当との連携を図りながら、児

教育部長 保護者会や保護者

冬の一時金について支給すべ

童生徒を守るより安全な対応

割合について④一坪当たりの
て道を開くべき。④本市は人

取得と建設費それぞれの金額、 き③会計年度任用職員であっ

とについて③総事業費の土地

26

向けの警察署や携帯電話会社

吉信

ができないか、しっかり検討

用地取得費の見通し⑤地権者
口当たりの職員比率が、県内
市の中で最も少なく職員定

号線に抜ける

年

８
占める割合は
･ ％となっ
ている。②会計年度任用職員

いとの均衡等を踏まえ定める
必要がある。③年齢制限につ
いては検討していく。④会計
年度任用職員制度への移行に
あわせて、職員定数の見直し
その他の質問

万円。

6
I
T

の総数と市道
道路の建設の見通し⑥総合公
①平成

園の維持管理費について伺う。 数の見直しの検討が必要だが、
経済建設部長
総務企画部長

名の職員に

常勤を任用し、正規職員の

名の非

①臨時職員

月の都市計画②その後、基本
名、嘱託員 名、計

・６ヘクタール、総事業

億円と変更している。 名を含めた総数

円、総事業費に占める割合は
約
％。④現時点

と工事費を含めた経費が約
億４千万円、

における用地補償費は、一立
円

法平米当たり単価２万３千
円、坪当たり約７万６千

と見込んでいる。⑤対象地権
道路は、長嶺城址総合公園に

・平和行政について

を行っていきたい。

アクセスする道路となり、交

・根差部集落内の安全対策に

号線に至る

通量の増加が予想され、国庫

ついて

名。市道

補助事業を活用した道路整備

者数

きで支給は正規職員の取り扱

に対し、期末手当を支給すべ

億７千万

162

％。建設費として委託費

③用地補償費が約

費を約

約

設計を経て、整備予定面積を

１２
27
200

に取り組む。⑥年間維持費は、 ・中央公民館申し込みの利便
６千
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保和会

災害時や火災時における市政対
応の見直しを

59
135

800

保

真栄里
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市民サービス向上へ未来を創造す
る市役所は職員の安定雇用から

一 般 質 問

質問 障がい児保育について

質問 問 題 提起した周辺道路

ごみ行政について

ないと考えています。

質問 空き家や建物解体時、

質問 「みどりの基本計画」で

公園・緑地整備について

次年度、県に

引っ越しなどで排出される一

号線）の進捗は。
万円を予算要望し

は、座 安 小校 区 へ近 隣 公 園・

の内

千

般廃棄物（家具、家電、食器

街区公園の設置が謳われてい

を整備予定。

など）を市が収集できる制度

ます。今後の同計画に対する

量に排出される一般廃棄物に

市民部長 引っ越しなどで大

画整理事業にあわせて、近隣

ついては、地区計画や土地区

補助を活用することを基本と

公園や街区公園の整備を推進

ターへの搬入ができない方に

しているため、現時点におい

ついては、直接糸豊環境美化

ついては、豊見城市シルバー

ては、長嶺城址公園の整備を

することとなっています。公

人材センターへ依頼するよう

優先したい考えから、座安小

センターへ搬入を案内してい

案内しています。本市の一般

校区においては具体的な整備

園の整備に当たっては、国庫

廃棄物収集運搬許可業者につ

スケジュールはありません。

り、市民に対して迅速な対応

棄物に特化した許可業者を募

家庭から大量に排出される廃

今後は引っ越しなどによって

ってもよいのではないか。

備していく行政の在り方があ

を市の単独費用で現実的に整

するのではなく、小さな公園

ヘクタール以上の公園を整備

ーしたいとした場合、当然こ

集運搬許可業者が、エントリ

質問 県が所管する廃棄物収

ますので、座安小校区におけ

タール以上という課題もあり

している。公園補助は２ヘク

公園整備の必要性は十分理解

座安小校区の

れが認められるという認識で

る単独費用での公園整備が出

経済建設部長

よいか。

来ないか検討していきたい。

したい。それについては問題

市民部長 公募でもって実施

と考えています。

ができるよう努めていきたい

の収集運搬を行っていますが、 質問 国庫補助を受けて、２

いては、主に事業系の廃棄物

る。 自 ら 糸 豊 環 境 美 化 セ ン

座安小校区に

を新設し、市民の利便性向上

経済建設部長

全長

対し

加配保育士の予算措置が十分 （
支援を必要と

な対応なのか伺う。
福祉健康部長

する園児に対し加配保育士の
予算措置を行っているが、障
がい児保育審査会において新

いうのが本音です。

経済建設部長

整備スケジュールを伺う。

いる変更はすべきではないと

質問 市民に配慮せず業者に

配慮してどうするのか。事業
者の収益が上がらないから契

された事を覆す行政でいいの
か。もう一度考え直す気はな
いか、市長いかがですか。
市民に負担を

社会情勢をふまえ関係機関と

その他の質問

えがないか伺う。

と不法投棄の抑制に努める考

質問 豊崎ビーチ駐 車 場料金

５年間の社会実験（１時間
無料）が、早くも変更か

増え加配保育士も増える可能
変更について１時間無料の市

たに支援を必要とする園児が
性があり、必要に応じ予算措
民配慮はどうなるのか。

万円の地方交付税措置がされ

考えるが、管理業者の撤退の

市民負担を強

厚労省通達では、概ね障がい

可能性もありました。断腸の

経済建設部長

児２人に対し保育士１人の配

交付決定は補

に負担させるのではなく、市

約変更とはおかしな話。市民

事業に取り組みたい。

が受け取る金額を減らす手法

地区計画の変

経済建設部長

協議調整を進めていきたい。

計画との整合性や地区の実状、 強いる事はしたくなかったと

更に取り組んでいます。上位

都市計画部長

べきではないか。

健康地区と同様に規制緩和す

いて新産業地区の規制が強い。 もあったのでは。議会で議論

質問 与根区画整理事業につ

助要網に基づき障がい児保育

福祉健康部長

予算化してはいかがか。

この通達に従い適切な配置、

をするようにとされています。 を頂きたい。

思いで変更したものでご理解

質問 障がい児１人あたり

置を検討していきたい。

‼
︎

・ 文化観光創出事業について
年度内を目途

善裕

大田

775 9
m
800

質問 いつ結論が出るのか。
都市計画部長

に変更したいと考えている。

ロ

利便性の向上と不法投棄の抑制を
一挙に。新しいごみ行政の姿を。
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ZERO

ゼ

515
m

453

置基準として適切な職員配置

150

正樹

大田

保和会

子育て、教育、生活環境
住み良いまちづくりを目指して！

一 般 質 問

質問 新小学

年生入学準備

限に属する事務となり、教育

質問 近隣市町村でまだ入学

は検討を進めていきたい。

き入学前支給の対応について

治体の事例を参考に、引き続

見出せていませんが、先進自

時点において有効な解決策は

じる場合が想定されます。現

なるため、異なった判定が生

備金と通常分の就学援助で異

援助で他の自治体では全くや

ると言われますが、特に就学

ある。教育長は全部権限があ

づき事務をつかさどる立場に

は教育委員会の意思決定に基

執行機関であるため、教育長

質問 教育委員会は合議体の

しています。

については、事細かに説明を

さんには特に就学援助の場合

の状況について教育委員の皆

委員の問題、あるいは共働き、

前支給ができていない自治体

市

らない壁をつくるような民生

市の内

借家、こういう豊見城市で特

異なことをやっている。こう

いうやり方で大丈夫かどうか

問いかけをするというのも教

育長の責務として考えるので

すが、どうでしょうか。

年間で認定要件

は満たしているが、民生委員

教育長 少しでも疑義を持た

教育部長 民生委員の関与に

応については真摯に取り組ん

ことだと思っていますので対

でいきたいと考えています。

質問 保育料が無償化になっ

保育料無償化について

題提起をしているのですが、

負担増は現時

点において見込んでいません。

福祉健康部長

なる世帯があるのか伺います。

ても、副食材料費の負担増と

育長に委任された教育長の権

教育長 就学援助の事務は教

く報告されていますか。

教育委員会の会議の中で詳し

て認定要件、これは何度も問

質問 民生委員の関与を含め

確認できませんでした。

よって非認定となった事例は

た事例は何件あるか伺います。 れることについて、よくない

の関与によって非認定となっ

質問 この

民生委員の関与をなくせ

解しています。

は事前に支給をしていると理

教育部長 県内

はどれくらいあるのですか。

委員に説明案件ではありませ

消費税増税について

のような検討を行なったのか。 ん。しかしながら、一般質問

質問 各自治会集会場など、

質問 そのほか、自治会への

金の入学前支給について、ど

高齢者の支援について
質問 プレミアム付き商品券

月から

質問 ひとり暮らし世帯への

今年

教育部長 所得条件が入学準

総務企画部長

始まる消費税率引き上げの負

急病や家庭内

の事故等の緊急時に、迅速な
担を軽減する。対象者は

年

救助を行う「緊急通報システ
と、子育て世帯となっている。

ム事業」、定期的に電話をかけ、 度、住民税が非課税である者
健康状態や安否確認を行う
「お天気コールサービス事業」、
調理や買い物等が困難な方に
させ、安否確認を行う「食の

クーラーが未設置の箇所につ

市民と市長のワクドキ懇談
会について

自立支援事業」 、電話機を貸
いて伺う。

食事を配達し、栄養面を充実

与し、設置費用及び月々の基
市民部長 市内

自治会のう

本料金の助成を行う「老人福

箇所となっている。

支援センターの訪問による安

支援体制について伺う。

ち、

否確認などを行っている。

市民部長 防犯灯の電気料金、

どの支援を行っている。

質問 介護者の負担軽減につ

介護に関する

備品購入や修繕、清掃活動な

福祉健康部長

悩みや相談に対し、地域包括
支援センターや、住宅介護支

質問 高校卒業までの医療費

こども医療費助成事業につ
いて

社会福祉士、介護支援専門員

助成の進捗状況について伺う。

援センターにおいて、保健師、
等による相談窓口を設け、随

改正等の動向を注視し、足並

沖縄県の要綱

者を介護している家族や近隣

みをそろえつつ、高校卒業ま

福祉健康部長

の援助者に対し、介護方法や

での窓口無料化を視野に入れ

時対応している。また、高齢

介護予防、介護者の健康づく

9

2019

た検討を行う。

11

福祉健康部長

事業について伺う。

宏

瀬長

支援はあるのか伺う。

日本共産党

入学準備金入学前支給や就学援助
認定要件は教育委員と協議すべき

10

いて伺う。

祉電話貸与事業」 、住宅介護

48

り等についての知識及び技術
を習得させる為の「 豊見城家
族介護教室」がある。
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1

5

21

光寿

伊敷

真新会

人は誰でも平等に年を重ねる。
手厚い補助体制が重要！

一 般 質 問

安心安全、活き活きと暮らせるまちを
目指して !!

質問 市道

号線（名嘉地

ー

番地）及び
番地前

番地前）に

号線（我那覇

番地より我那覇
市道
から我那覇
歩行者への安全対策としてグ
リーンベルトを設置すべきと
道路端部をカ

考えますが、見解を伺う。
経済建設部長

ラー舗装し、ドライバーや歩
行者に対し注意喚起を促すよ
うな対策を検討し、警察署と

年度に

行政改革推進審議会について

質問 進捗状況を伺う。

豊崎中学校建設について

月に第

教育部長 現在、建設計画の

去る

基礎的資料となる小中学校適

質問 進捗状況を伺う。
総務企画部長

回を開催し

正規模調査時点修正業務を

月に第
ています。

行っている。その業務完了後

回、

質問 市長公約として行って

伺う。

、

を活用

した先進地視察など、状況を

質問

いて確定させていきたい。

中で事業手法や建設内容につ

む予定となっています。その

に基本計画策定業務に取り組

そうです。

いる審議会でよいか。
総務企画部長

令和元年度事

質問 諮問内容を伺う。
総務企画部長

業評価、改善検証における第

次評価の要改善事業リスト

年度に

教育部長 基本計画策定業務

案の作成です。平成

実施した事務事業から対象外

の活

の中で、

用を含めて事業手法の検討を

、

となる事業を除いた事務事業

について、担当部課長による

が低いなど、基準を満たす事

市長も一緒になって先進地に

質問 教育委員会だけでなく

行う予定。

務事業をまとめた要改善候補

行ったほうが、事務判断と政

次評価の結果、総合評価

事業リストを作成し、庁議メ

治判断が早目にリンクできる

第

ンバーで構成される市行政改

と思うが。

市長 基本計画策定業務が始

次評価でリス

トをさらに精査します。その

ま る か と 期 待 を し て い る が、

革推進本部の

結果を取りまとめたリストに

所や時期も含めて対応してい

その進捗状況を見ながら、場
く。

きたい。

ついて、審議会で審議してい

質問 諮問も含めて、これま

でと同じ内容と捉えてよいか。 質問 補助申請するにもリミ

ットがある。判断するリミッ

トはいつ頃か。

同様の内容で
す。

教育部長 基本計画を発注す

総務企画部長

質問 前市長のときと同じ内

をしていく必要がある。

るので、やはり前段から検討

同様です。

容ということですよね。
総務企画部長

14
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めの待避所の整備を行うなど
対策を講ずる必要があると考
現場の状況を

えますが見解を伺う。
経済建設部長

再確認し、待避所の設置を含
め、ほかにどのような安全対
策を講ずることができるのか
検討したい。
ウォーキングコースの整備に
ついて
質問 市民の健康増進の観点

から、市陸上競技場外周に膝

協議を行い、設置に向けて取
り組んでいきたい。

への負担が少ない「ゴムチッ

令和

えますが見解を伺う。

プ舗装」へ再整備すべきと考

質問 カラー舗装の設置時期

可能な限り早

経済建設部長

ゴムチップ舗装を施工するな
ど、ウォーキングに適した構

P
P
P

P
P
P

について、詳しく伺う。
経済建設部長

号線（我那覇

急に設置したい。
質問 市道

番

造として、園路の改修工事を

ー

地付近）は市内有数の狭隘道

実施していく予定として要望

番地付近から我那覇
路であり、早急に安全対策を

する。

質問 先進地を参考にして、

自治会公民館の新たな活用に
ついて

講ずる必要がある。道路に接
する排水路を暗渠化し、歩行
者の安全に配慮した対面通行
ができる道路へ再整備すべき
と考えますが見解を伺う。

しい取り組みの試行を進める

自治会公民館を拠点とした新

いては補助事業を活用し実施

べきと考えますが、見解を伺

道路整備につ

することが前提。事業全体の

う。

経済建設部長

進捗を見極めながら検討して

の社会福祉協議会のこれまで

市民部長 西原町及び西原町
質問 すぐに暗渠化が厳しい

の取り組みなどを調査研究し

いきたい。
のであれば、安全対策として

検討していきたい。

9

4

歩行者や車両のすれ違いのた
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検証 3∞行政改革推進審議会とは

60
6
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ゼ

238

132
8

124
261

ロ
ゼ

307
222

留美

楚南

ZERO

一 般 質 問

剛

外間

法があり、現在その方法の協

辺に設置されている落下防止

質問 とよみ小学校運動場周
質問 ボックスカルバートを

めていく。

は、協議締結ができるよう努

議を進めている。今年度中に

等のパイプフェンスが老朽化
設置する箇所の工事に関する

教育行政について

しているが、その対応につい
県道豊見城中

沖縄県との協議内容を伺う。
経済建設部長

て伺う。
教育部長 当面の間は危険箇

度以降の予算確保に努める。

多額の費用が伴うため、次年

保の対応を図る。全面改修は

車線切りかえ工事等を行い、

ックスカルバートの設置及び

現段階での内容は、本市がボ

工区の交差部分は協議中で、

央線、本市施行の饒波川線

質問 運動場周辺スタンドの

ボックスカルバート設置完了

所を補修するなどし、安全確

倒木樹水、民家への越境枝葉

した後に、県の路盤及び舗装
年度・工事着手

工事が行われる。本市の計画

の対応について伺う。
教育部長 現場確認をしまし

では、令和

の計画。令和

年度の早い時

期に施工区分における協議を
完了したいと考える。

令和元年 10 月 25 日に、豊見城市議会基本条例第
22 条の規定に基づき、議員の政策形成及び政策立案
の能力向上を図ることを目的に、議員研修会を開催。
沖縄市経済文化部観光振興課 宮里大八主幹を講師
に、「SDGs とは何か（SDGs の基本を学ぶ）」のテー
マで実施いたしました。

令和元年 11 月 22 日、沖縄県市議会議長会主催による
「令和元年度市議会議員・職員研修会」が開催されました。
「地方議会をめぐる課題（質問・質疑、政策提案、政
務活動費等）について」と題して、元都道府県議会議長
会事務局次長のの内田一夫氏の講演もあり、県内 11 市
から多くの市議会議員、議会事務局職員が参加しました。

令和元年度第２回豊見城市議会議員
研修会を開催しました
令和元年度市議会議員・職員研修会が
開催されました

2
豊見城中央線・本市街路事業の早期の完成を望む

3

2

て、草刈作業と同時に対応す
月に予定してい

る旨を学校に伝えたところ、
学校側から
る運動会の直前に作業してほ
しいとの要望があり、それに
あわせ行うことになっている。
道路行政について
質問 沖縄県の豊見城中央線

事業と本市街路事業の案分補
償に関する協議の進捗を伺う。
案分補償の対
ヶ所を予定。その

経済建設部長

象物件は

対象物件に対し、双方で影響
する建物面積を確定し、面積
割合で額の算出案分の方法と
割とする方

工事において建物再築の場合
には負担割合を

5
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11

3

保和会

仮称、学校施設整備費基金の
創設を・・・

９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

４件
９件
10 件
４件
１件
２件
４件

令和元年９月定例会は、９月１０日（火）～９月３０日（月）までの
21 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

QR コードはこちら⇒

豊見城市議会

予算案
議案第 41号

原案可決

令和元年度豊見城市一般会計補正予算（第２号）

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4 億 2,492 万 1 千円を増額し、予算総額を 258 億 2,231 万 1 千円とすると
ともに、債務負担行為及び地方債の補正を行いました。

補正予算の内容（一部）
歳入
・子ども・子育て支援臨時交付金（追加）
・子育てのための施設等利用給付交付金（追加）
・プレミアム付商品券事務費補助金（増）
・プレミアム付商品券事業費補助金（追加）
・自主防災組織等リーダー育成・連携促進支援事業補助金（追加）
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業補助金（増）
・子ども・子育て支援交付金（補足給付事業）
（追加）
・県地域振興協会コミュニティ活動促進事業助成金（追加）
・後期高齢者健康長寿訪問指導事業委託金（追加）
・座安小学校ブロック塀改修事業債（追加）

歳出
・総合計画・総合戦略策定支援業務委託（追加）
・コミュニティ活動促進事業助成金（追加）
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金（増）
・保育所入所選考 AI システム導入業務委託料（追加）
・保育所入所選考 AI システム保守委託料（追加）
・障がい児保育事業補助金（増）
・プレミアム商品券発行等運営業務委託料（増）
・モノレール延伸需要予測委託料（追加）
・子育てのための施設等利用給付費（幼稚園等）
（追加）
・子育てのための施設等利用給付費（預かり保育事業等）
（追加）
・ブロック塀対策工事（追加）
・
（仮称）豊崎中学校基本計画策定業務委託料（追加）
・図書館基本計画策定委員（追加）
・中央監視装置監視パソコン取替業務委託料（追加）
・中央監視装置自動制御設備保守点検業務委託料（追加）

条例案
議案第45号

原案可決

豊見城市基本構想の策定に関する条例の制定について

地方自治法の改正により市町村基本構想の策定義務が廃止されたことに伴い、今後本市の総合的かつ計画的な行政の
運営を図るため、基本構想を定める必要があることから、条例制定を可決しました。

議案第49号

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴う関係条例の整理に関する
条例について

原案可決

消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、所要の改正を可決しました。

議案第60号

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係
条例の整備に関する条例について

原案可決

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律
（令和元年法律第 37 号）が公布されたことに伴い、所要の改正を可決しました。

令和元年9月定例会
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その他議案
議案第57号

可

市道の路線廃止について

決

道路網の計画的な整備を図るため、
市道の路線
（２３号線、
２０３号線、
３８４号線、
４０５号線、
４２０号線）
の廃止を可決しました。

議案第58号

可

市道の路線認定について

決

道路網の計画的な整備を図るため、市道の路線（２３号線、２０３号線、３８４号線、４０５号線、４２０号線、４５４号線、
４５５号線、４５６号線）の認定を可決しました。

同意案第７号

同

監査委員の選任について

意

植松孝則氏を監査委員に選任することについて同意しました。

陳情
陳情第2号

全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹
を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める陳情書

一部採択

陳情第17号

地元産品奨励及び地元企業優先使用について（要請）
陳情第18号

県産品の優先使用について（要請）
陳情第19号

市道の幅員の拡張について（お願い）

採

択

採

択

採

択

意見書案・決議案
決議案第7号

原案可決

議案第 41 号令和元年度豊見城市一般会計補正予算（第 2 号）に対する附帯決議

【提案理由】
今後は、
附属機関の設置及び「懇話会等」の開催について明確な基準を定め、
市職員の充分な理解を図ると共に、
「懇話会等」の委員及び構成員への、報償費に対する有償無償の基準、報償費支出額の基準を定めることを求めるため。

決議案第8号

原案可決

豊見城市総合計画調査特別委員会設置に関する決議（詳細は 18 ページ）
意見書案第11号

全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて、地方自
治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを求める意見書

原案可決

議案等（全会一致を除く）に対する議員の賛否一覧【令和元年9月定例会】
議案に対する議員の賛否の状況
※「〇」：賛成 「×」：反対 「欠」：欠席 「除」：除斥 「退」：退席の意思表明をした上で退席 「―」：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。
大田

外間

赤嶺

比嘉

吉徳

政美

正樹

剛

吉信

彰

議

退

×

×

×

×

×

仲田

○

大城

邦孝

○

×

徳元

正悟

○

×

波平

×

安孝

要

宏

盛昭

×

玄治

儀間

善裕

×

宜保

瀬長

留美

×

川満

大田

繁人

○

×

楚南

龍平

×

新垣

光寿

次人

宜保

新垣亜矢子

伊敷

○

○

保
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恒雄
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不同意

真栄里

教育委員会委員の任命について

議決
結果

瀬長
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名

○

同意案
第 6号

件

龍治

案

新垣

議

議員名（議席番号順）

令和元年９月定例会において
「豊見城市総合計画調査特別委員会」を設置しました
「第５次豊見城市総合計画」が策定されるにあたり、現行の「第４
次豊見城市総合計画」の検証を行うため特別委員会を設置しました。
委員は議長を除く全議員（２１名）
とし、委員長に仲田政美議員、副
委員長に要正悟議員を選出しました。

令和元年秋の叙勲受章報告
令和元年秋の叙勲

24

元豊見城市議会議員

大 城 英 和さんが︑
７期
年 余の永 きにわた り 市
︵ 村 ︶議 会 議 員として在
職 し ︑市 勢 発 展 と 住 民
福 祉の向 上に貢 献 した
として︑
令和元年 月３
日に 旭 日 小 綬 章︵ 地 方
自 治 功 労 ︶を 受 章 され
ました︒
11

議長への受章報告（令和元年11月18日）

沖縄県市議会議長会表彰
第１７０回沖縄県市議会議
長会定期総会において、豊見
城市議会議員
（元職含む）
が、
特別表彰（５名）
、一般表彰
（６名）を受章されました。

特別表彰

一般表彰

議員36年以上 儀 間
議員32年以上 与那覇

盛 昭
清 雄
議員28年以上 瀬 長
宏
議員20年以上 赤 嶺 勝 正（元）
佐 事 安 夫（元）

赤
赤
新
大
徳
外

議員８年以上

嶺
嶺
垣
田
元
間

一 富（元）
吉 信
亜矢子
正 樹
次 人
剛

編集後記

議会傍聴のご案内
本会議は誰でも傍聴することができます。
会議当日、傍聴人受付簿に氏名、市内及び市外
の区分を記入するだけの簡単な手続きです。
市議会の活動を知るよい機会となりますので、
ぜひお越しください。

9月定例会の
傍聴人数は

本年２月の改選後、第20期の議会議員として新庁舎からのスタート。
早いもので、令和元年も年の瀬を迎える時期となりました。
市議会もインターネット中継を開始し、
「開かれた議会」として市民
に発信中です。そして、私たち「議会だより調査特別委員会」も、その
集約版とも言うべき「とみぐすく市議会だより」の編集に、一同力を合
わせ取り組まさせて頂きました。
今回の主な内容は、２年に一度行われています「常任委員会の所管
事務に関わる行政視察」のリポートです。先進地の調査・研究を糧とし
て、今後の委員会活動に役立てて参る所存です。
（仲田政美）

議会だより調査特別委員会

77人でした。
トミッキー

【委 員 長】新垣亜矢子 【副委員長】川満玄治
【 委 員 】仲田政美

新垣龍治

伊敷光寿

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。
令和元年9月定例会

宜保龍平

豊見城市議会

検 索
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