予

議案第63号

算
修正可決

令和元年度豊見城市一般会計補正予算（第４号）

地方自治法第 115 条の 3 及び会議規則第 17 条の規定により、本会議において修正の動議が提出され、本修正案が可決、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、歳出の 2 款 1 項 2 目文書広報費の印刷製本費、市広報紙配布委託
料の合計額 99 万 9 千円を全額 0 円とし、それに伴い、歳入の 18 款 2 項 1 目財政調整基金繰入金の補正額 7,222 万 4 千円を 7,122
万 5 千円にするという内容）

請願・陳情・意見書
請願第2号

採

「クロツラヘラサギ」を豊見城市の鳥制定への請願書
陳情第8号

択

不 採 択

公契約条例の制定を求める陳情
陳情第20号

不 採 択

字豊見城（とよみ自治会）の道路等を市へ早期の移管について（要請）
陳情第21号

不 採 択

桜ヶ丘ハイツ自治会公園の土地問題に対する陳情書
陳情第24号

一部採択

令和 2 年度建物管理業務委託の入札に関する件（要請）
陳情第25号

若年がん患者の在宅療養支援を求める要請書

採

択

採

択

陳情第26号

「居宅介護支援事業所の管理者の資格要件に係る経過措置期間
延長に関する意見書採択」 に関する陳情について（依頼）
意見書案第12号

居宅介護支援事業所の管理者の資格要件に係る経過措置期間延
長に関する意見書

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12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。
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大田

繁人
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楚南

龍平
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宏

新垣
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善裕

宜保
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○
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○
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○

不採択

×

桜ヶ丘ハイツ自治会公園の土地
問題に対する陳情書

保

陳情
第21号

真栄里

不採択

退

字豊見城（とよみ自治会）の道路等
を市へ早期の移管について（要請）

退

陳情
第20号

退

不採択

○

公契約条例の制定を求める陳情

○

陳情
第8号

同意

○

教育委員会委員の任命について

○

同意案
第8号

×

修正
可決
令和元年度豊見城市一般会計補正予算
（第４号）
修正部分を除く
原案可決

×

議決
結果

恒雄

3

名

龍治

議案
第63号

件

瀬長

案

新垣

議

議員名（議席番号順）

頁 質問議員
瀬長 恒雄

５
宜保 安孝

仲田 政美

６
川満 玄治

・豊見城市の防災・減災対策について
・公契約条例の制定について
・子ども改革について
・高齢者支援について

・市長の政治倫理について
・市の保有財産について
・市政の諮問機関（委員会等）について
・学校給食について

新垣亜矢子

・教育行政について
・道路行政について
・福祉行政について
・奨学金制度について

８

・地域懇談会及び各種団体懇談会について
・部活動などの外部指導員について
・豊崎中学校建設について
・市の補助金対象としている各種団体について

新垣 龍治

・教育行政について
・保育行政について
・健康づくりについて
・投票環境の整備について

宜保 龍平

・旧庁舎跡地利用について
・フッ化物洗口について
・市長の公約について
・マンホールの有効活用について

９
比嘉 彰

10 赤嶺 吉信

他1件

真栄里 保

11

・福祉行政について
・放課後子ども教室について
・教育行政について
・道路行政について

儀間 盛昭

要 正悟

10 徳元 次人

・道路行政について
・安心・安全なまちづくりについて
・市長の台湾出張について
・豊見城中学校の改築工事について

・産業振興について
・教育振興について
・排水路管理について
・公園管理について

７

頁 質問議員

質問事項

・市政運営について
・道路行政について
・聖火リレーについて
・教育行政について
・市道 66 号線の修繕工事について
・美らＳＵＮビーチの管理について
・公園施設の維持管理について
・市陸上競技大会の運営について

伊敷 光寿

楚南 留美
他1件

12
外間 剛

他1件

質問事項
・スポーツ振興について
・フッ化物洗口について
・与根漁港（北側）について
・農地活用について
・首里城復興の取り組みについて
・長嶺城址総合公園整備について
・会計年度任用職員制度導入について
・南斎場について
・会計年度任用職員について
・保育行政について
・庁舎について
・保健衛生について

・饒波川浚渫について
・訴訟事件について
・道路行政について
・旧ＩＴセンターについて

・市長の公約について
・保育行政について

波平 邦孝

・介護行政について
・インバウンド観光について
・民間活力導入による施設整備等について
・財政状況について

新垣 繁人

・市長の公約について
・豊崎護岸の環境整備について
・豊見城市の鳥（市鳥）制定について

他2件

14
瀬長 宏
他3件

15 大田 正樹

他2件

・これまでの質問に対する進捗状況について
・安心・安全なまちづくりについて
・福祉行政について

大田 善裕

13

他3件

・教育行政について
・損害賠償裁判について
・行政改革について

・山川市政運営全般

（機構改革・予算編成方針・議会との関係等）について

他1件
※QR コードにスマートフォンをかざすとインターネット中継が閲覧できます。
※一般質問とは、議員が市の行財政全般にわたり、事務の執行状況や将来に対
する方針を聞き、疑問点について市長の見解を求めるもの。
本市議会の質問時間は、答弁時間を含み１人 42 分以内です。
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4

一 般 質 問

豊見城市の防災・減災対策
について

質問 市道

号線（上田北地

区）整備工事の進捗状況につ

例の内容については、一般的
に公契約に係る受注者に、一

や保護者より上がっています。

市の予算で対応できないか伺

う。

市民部長 既に防犯灯の修繕

号線（中地区）

質問 台湾出張の目的につい

市長 豊崎でホテルの建設を

て伺う。

番地付近

グループとの意見交換、澎湖

進めている嘉新セメント企業

メートルの区間で事業

付近の延

上田北地区の

市長の台湾出張について

令和元年度末

％を見込んでいる。

経済建設部長

長約

県馬公市の水産業等の視察。

月には地域自治会との意見

どについて沖縄県台北事務所

豊見城ブランドの台湾発信な

会を開催したい。工事につい

係権利者等を対象に事業説明

質問 予算はどこから使った

との意見交換を行いました。

したのか伺う。

のか。または、どこから流用

ては令和

予定し、令和

節の交際費から

人も同行？

節の旅費へ流用を行った。

副市長 第

第

市長の出張に

の支出規程、予算編成方針等

質問 職員の旅費規程や財政

質問 伊良波小学校裏（市道

では、旅費は最小の人数で組

改善策として

交差点の安全性に疑問の声が
あるが。

Ｔ

へ移設依頼を行っ

つけてほしいとの声が先生方

質問 伊良波階段に防犯灯を

ています。

現在

がありますが、適切な人数だ

ったのかどうか伺う。

行されていると考えています。

は、電柱の移設を考えており、 副市長 適切に人選され、執

経済建設部長

むようにというようなルール

号線付近、伊良波階段）の

安心・安全なまちづくりに
ついて

でいきます。

了を目指して事業に取り組ん

年度の事業完

年度からの着手を

交換を行い、

月ごろには関

採択されています。令和

年

から字上田 番地

終点である字上田

経済建設部長

の計画について伺う。

質問 市道

ースで約

を発注しているところです。

いて伺う。

ており、国や県の動向を注視

時点の予定進捗率は事業費ベ

定額以上の賃金の支払を義務
づけるものや、受注者に対し
かを確認するための手段を定

質問 防災・減災の計画とそ

月に豊見城

て労働環境が確保されている

年

おおむね自治

し、高齢者を初め運転者全体

91

の啓発活動について伺う。
市長 平成

めたもの、あるいは、公契約
における公共性、透明性の確

市地域防災計画を策定し、減
災に比重を置いた取り組み方
保などが定められています。

質問 学校給食ワーキングチ

体が発注する業務に従事する

に向けて、過失事故がなくな

1 130

針となっています。防災・減
災への啓発活動として、防災
へ配布。自助・共助を推進す
ームの検討状況を伺う。

子ども改革について

る取り組みとして、自治会長

副市長 主に学校給食の段階

マップを作成し、市内全世帯

会で自主防災組織の結成の促

的無償化、学校給食における
つの

課題の検討を進め、現在、無

校給食費の公会計化の

地産地消の仕組みづくり、学

進の周知。今年度、多言語表
年度

記の避難誘導看板を新規で
カ所設置。また、令和

25

2

7

においても多言語対応の防災

地産地消に係るＪＡとの意見

マップの作成を行うと同時に、 償化に至るステップの検討、
既存の避難誘導看板の蓄光型

交換等に取り組んでいます。

装 置（ 踏 み 間 違 い 防 止 装 置 ）

質問 高齢者の安全運転支援

高齢者支援について

への変更を行い、災害時の避
難誘導に対応していきたい。
公契約条例制定について

自治体で公契約

の設置補助ができないか伺う。

質問 全国

条例が制定されているという

市民部長

国が今補助を検討

ことでしたが、公契約条例の

労働者の適正な労働条件の確

るよう安全運転支援装置の普

しているという報道等がされ

保、労働者の生活の安定、地

及促進に向けて呼びかけをし

目的、内容を伺う。

域社会の活性化等を目的に掲

ていきたい。

都市計画部長

安孝

宜保

3

げています。次に、公契約条

10

2

9

保和会

歩道の無い通学路市道25号線
上田北地区の早期整備を

25

417

4

T
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5

2

360

N

3

21

1

13

2

恒雄

瀬長

8
47

日本共産党

安心・安全の為の防災・減災対策
労働者・高齢者の支援を

一 般 質 問

質問 ストマ用装具
（蓄便袋・

ども教室」の開催は地域の資
できるよう積極的に取り組む

源を生かし、次年度から開催

院、施設入所で給付の対象と
考えはないか見解を伺う。

市において、在

質問 障がい者等の日常生活

ても給付を行っていきたい。

施設入所、入院中の方に対し

しているが次年度から在宅、

では、入院中の方は対象外と

ならないとある。アパートを

施設において保護しなければ

護者及び児童を母子生活支援

込みがあった場合は、その保

域内における保護者から申し

項には、福祉事務所の所管区

市長の答弁は倫理的にどう
なのか

されると認識してます。

質問 市の普通財産は市が持

続可能な未来を見据えた財産

り方について、市では職員の

的な資産活用に向け、基金条

重ね取得した財産です。計画

として先人達が節約と倹約を

酒気帯び運転もあり、スポレ

例を設置する予定はないか。

周年激励会のあ

ク、ＢＢＱ、職員も楽しみに

副市長 次の資産形成に充当

質問 市長

していた忘年会も中止になり

う為、検討します。

する非常に大事な視点だと思

周年激励会の開催を中

年経過

真玉橋の市道 号線につい
て

・

しているが開通しない理由は。

民間宅地開発

業者によって平成

経済建設部長

かったですか。

は完了してます。道路と公園

年に工事

市長 私のほうからそのよう

の帰属手続きが完了してない

為開通していません。

る普通財産はありますか。

質問 今後売却を予定してい

い、先に道路だけを帰属手続

る為、早めの対応をしてほし

開通すると交通の便もよくな

質問 根差部や嘉数の皆様は

副市長 沖縄医療生活協同組

可能と思う。

きは出来ないか。

経済建設部長

その他の質問

開発業者の方が両方完了して

える。

・学校給食について

質問 売却益の活用方法は。

質問 まさか市長公約に充当

・市政の諮問機関（職員のみ

からという意見がある為、開

する可能性もあるか。

の委員会、附属機関、審議会、

副市長 一般会計に入れて、

副市長 重要性、緊急性を勘

懇話会を含）について

発業者と協議を行います。

案し、必要な歳出事業に充当

国保の赤字を埋めていくと考

長庁舎を売却予定です。

合に貸し付けている所と旧翁

市の保有財産について

な考えはありませんでした。

ら先延ばしや中止の考えはな

全て自粛している為、市長か

質問 市長から今回忘年会等、 質問 完成して

ていない為、答えが出来ない。

市長 後援会から確認が取れ

止する考えはなかったか。

市長

恒例行事も全部中止したが、

1

蓄尿袋）は、他の市町村の入
なっているが、本市において
教育部長

次年度、しっかり

も給付対象に改める考えはな
進めていきたい。

市の給付状況は

いか、見解を伺う。
市長 県内

本市を除く

用具給付事業の制度を知らず

借り上げるなど、ひとり親（母

玄治

川満

6
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ひとり親（母子）家庭生活
支援事業について

に給付を受けていない市民が

子）家庭生活モデル事業を行

1

宅及び施設入所、入院中の方

実際いる。市民への周知はど

う考えはないか見解を伺う。

条第

のような考えか伺う。

市長 しっかりと担当部局と

質問 児童福祉法第

市長 対象者に対して、窓口

も検討、調整を図り進めたい。

22

を給付対象としている。本市

での案内、市ホームページ、

広報紙等を活用し周知したい。 質問 豊見城中学校区の児童
館設置は、複合施設の完成ま
で時間がかかる。その間、提
案していた既存の一部を借り

放課後子ども教室について
質問 これまで、放課後子ど

るなど、子どもの居場所づく
公的施設、民

りについて見解を伺う。

回であっ

も教室の開催は月

回。子ども

福祉健康部長

間施設の一部を利用するなど
早期開所に向け調査を行う。
与
･ 根地域の交通渋滞解消を
翁
･ 長高層住宅から右折改善
を

教育部長 子どもたちの健全

会を提供することは重要、事
業費の予算確保に努めたい。
質問 「 座 安 小 学 校 放 課 後 子

7

427

6

1

その他の質問

回の開催への見解を伺う。

たちの健全育成のために、月

たが、現在は月

4

3

保和会

まさか！！市長公約実現の為に市
の保有財産売却か？

23

10 11

育成及び地域住民との交流機

4

公明党

仲田 政美

福祉施策が前進！！︎ストマ用装具
入院中から給付対象に！

一 般 質 問

質問 まちの顔づくり事業、

海岸地域への観光拠点づくり」

副市長 要請の「豊見城市西

新も対応する必要がある。現

たな通信環境の整備と同時に、

ＪＡ敷地と旧ＩＴセンター跡
は、重要な課題と認識、両団

質問 新学習指導要領実施に

複合施設を基本として検討し

まで、多くの方が利用できる

せんが、子どもからお年寄り

の検討にはまだ至っておりま

副市長 施設の具体的な内容

必要と思うが。

ふわ遊具を整備した遊園地も

望まれている。屋内でのふわ

から夜まで集える複合施設が

寄りまで幅広い年代が、昼間

質問 子どもから青年、お年

能性を調査研究している。

ニュー事業を実施するか、今

答えます。どのような観光メ

副市長 船だまり場の認識で

るのか伺う。

るが、地元の声にどう対応す

マリーナ整備が求められてい

質問 瀬長島に観光客対応の

お願いしている。

体験プランの具体化の検討を

の整備等課題を整理し、龍船

設整備や人材育成、運営体制

意見交換、龍船体験事業、施

船おろし場の現状と課題等、

予算計画、校内無線ＬＡＮ整

目指しているが、本市の導入

コンを利用できる環境整備を

用パソコンやタブレットパソ

でに児童生徒１人１台、教育

整備事業

教育部長 今年度電子黒板の

質問 電子黒板更新予算は。

きないか検討していきたい。

あらゆる財源を活用し整備で

金を含めた補助メニューなど、

万円余り、タブレ

備等、ＩＣＴ教育に対応する

ン教室などのＩＣＴ機器の更

整備済みの電子黒板やパソコ

地利用について、その後の取
体とも十分な意見交換を行っ

時点では、ＩＣＴ環境整備計

児童生徒１人１台のタブ
レットパソコンを整備

り組み状況を伺う。

向けＩＣＴの取組みが急がれ

ていくこととしている。

後は瀬長島を観光と漁業の観

ている。文科省は令和

ていく必要がある。観光文化

質問 私たち教育民生常任委

点で、地元の皆様のご意見を

副市長 民間市場調査、先進

員会の所管事務調査でも、図

伺っていきたい。

資源として龍船の位置づけや

書館併設の複合施設を見た。

教育部長 文部科学省は令和

環境整備計画について伺う。

の予算措置をしている。

ット整備事業に５千万円余り

提示されるが、現段階では具

整備に向けた具体的モデルが

ドマップを作成し、今後環境

の実現を目指すとあり、ロー

行い、世界最先端の教育環境

・市長公務に随行職員を伴う

いて

・育英会奨学金制度活用につ

・高齢者移動支援について

と美化サポーターについて

・道路除草作業ボランティア

その他の質問

体的な導入計画を含めた予算

基準について

年までにＩＣＴ環境整備を

調整は行っていない。仮に今

年度導入した電子黒板操作用

タブレットと同型機で整備を

万

想定した場合、タブレット１

台当たり、見積単価で約

円、これに令和７年の児童生

徒数約７千 人の算出で、７

購入経費。タブレットの通信

環境整備費用や電子黒板との

連携にかかる費用のほか、現

在無償付与の教科書デジタル

ＩＣＴ化に対応する教員の指導力強化が重要

豊見城市でも、図書館も可能
でしょうか。
副市長 全国でも図書館を絡

めた魅力ある複合施設がある

700

地視察を実施。複合施設の可

画等は未策定だが、一括交付

亜矢子
新垣

年ま

保和会

教育環境ＩＣＴ化は莫大な予算！
市の負担を想定し予算確保を！

盛昭

儀間

7

10

億８千万円程度がタブレット

800

市立中央図書館としっかり調
整していきたい。
ハーリーを市観光資源に
質問 市観光協会から要請さ

れている「ハーリー舟の舟上

7

版購入費が別途発生する。新

とみぐすく市議会だより ● vol.189
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7

場実現」の対応について伺い
たい。

各地にある有料の遊具あったらいいね（市民は無料で）

日本共産党

とみぐすくの「まちの活性化」めざす

一 般 質 問

年度も市民との協働の街づく

よう取り組んでいきます。次

を共有し、早めに解決できる

況で、今後も市民と市が課題

算額等の調整を行っている状

どの考慮の上、実施年度、予

尻地区で統一した校務支援シ

入による勤務時間の把握、島

活用した出退勤システムの導

は市内全学校にⅠＣカードを

員会を設置し、教育委員会で

立学校教職員業務改善検討委

教育部長 昨年度に豊見城市

異物混入事故の検証、衛生管
理の徹底と再発防止を求める

日の時点で健康被

ターで調理することでどのよ

うな制限があるか伺う。

教育部長 大きく分けると時

前

時

分ごろまでに調理を

終える必要があります。納品

月

害が生じるおそれのない非危

された葉野菜に除去できない

は、

件、内訳は虫

類、プラスチックなどの危険

害が生じるおそれのある金属

件、植物片１件です。健康被

うなもの１件、ビニール片１

件、焦げた食材３件、糸のよ

や幼虫など６件、毛髪など３

によっては予めカットした状

業にも時間を要すため、食材

また、野菜の下処理や洗浄作

立から省くことがあります。

材を確保できず、その日の献

使用量が多いため代わりの食

数の虫など見つかった場合、

険物の混入が

物の混入はありません。

校で起こる場合が考えられま

理作業中が起因する場合、学

製造過程が起因する場合、調

場合、食品加工業者などでの

は、食材そのものに起因する

教育部長 混入の過程として

気の麺類も陸上競技大会など

供日を分けて対応。同じく人

度につくることが難しく、提

たちに人気の揚げパンは、

立の幅が限られます。子ども

施設の制約は、提供できる献

のコストがかかっています。

質問 何が原因と考えますか。 態で納品するため、カット代

す。 件のうち、パン及びご

はんの４件は業者が起因。

件のうち給食センターが起因

給食の欠食数が多い時しか提

供できないこともあります。

を求めますが、アレルギーを

は６件、混入過程不明が５件。 質問 アレルギー対応の向上

給食センターの６件は、乾物

名、全

持つ児童生徒の把握を伺う。

教育部長 小学校で

や野菜などの洗浄不足による
ものです。

％。中学校で

名、

％です。

中学校全体で約６％です。小

中学校合わせ

8
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が、制度を活用している市町
村の情報を得ながら、どのよ
うな運用で市内中学校教職員

間的な制約と施設の制約があ

地域懇談会及び各種団体懇談
会について

質問 学校給食の異物混入に

りを実現するため、市民の意

ステムの導入、超過勤務者へ

への配送時間を考えると、午

の業務改善ができるか調査研

見や提言等を幅広く聞きなが

の産業医面談の実施、全学校

教育部長 今年度の異物報告

質問 実施状況、要望等への
質問 全国的に教員志願者が

ります。時間的な制約は学校

自治会と懇談会を実
減少しているが、外部指導員

ついて本市の実態を伺う。

龍治

究していきます。

市長

名、質

施し、総参加人数は
制度を含めた、教職員の働き

ら、より一層開かれた市政の

へ留守番電話の設置、また学

その他の質問

15

問及び要望件数は、総合計で

実現及び市民参画による街づ

校現場では学校閉庁日の実施、

方改革に関して伺う。

くり推進を図るため、引き続

毎週水曜日のノー残業デー及

働き方改革の一環として制度

・豊崎中学校建設について

1

件です。必要性や緊急性な

き自治会や各種団体との地域

び、ノー部活動デーの実施、

の見直しなどに取り組んでい

職員会議などの学校での会議

学校事務の共同実施の推進、

懇談会を実施します。
部活動などの外部指導員制度
について伺う

化され、これまでの外部指導

・市の補助金対象としている

ます。

者と違い、部活動指導員は学

各種団体について

10

体の約

266

132

年に教育の

校職員としての身分を有し、

・命の授業について

30

5.1

教育部長 平成

教員にかわり部活動の顧問が

30

箇所で８千食の調理は、メ
ニューやコストなどに制約

つのセン

5.4

・教育行政について

11

令和元年12月定例会

11
15

質問 約８千食を

1

でき、校外の引率も可能とな
っている。本市ではまだ部活
動指導員は配置していません

1

29

新垣

476

23

今後の対応について伺う。
日本共産党

より良い学校給食の提供の為に
給食センターの分離を

448

正悟

要

真新会

行政と民間の連携で
地域の価値・住民満足度 UP を！

一 般 質 問

旧庁舎跡地利用について

福祉健康部長

今年度から３

歳児検診におけるフッ化物塗

市政運営について

応となっている。部長答弁の

メリットは、部長答弁をする

ことによって日常的な業務管

質問 市長・副市長と部課長

質問 首長と議会は「車の両

が見えてこない。市長は議会

とのコミュニケーションにつ

布も開始しています。

（特に野党）とどのようなス

いて伺う。

質問 今年の３月定例会の答

タンスで対応するか伺う。

副市長 市長・副市長と部課

理や業務執行がしっかり行わ

市長 執行部と議会は「車の

長とのコミュニケーションに

輪」といわれているが、私は

両輪」として、それぞれの役

ついては、庁議あるいは業務

質問 フッ化物洗口について

割に基づいて、市民の負託に

報告といった定例的な報告の

弁で、「市有地利用対策委員

応えていく必要があると考え

機会がある。それに加えて必

れているところです。

ている。議会に対してこれま

野党という立場なので現市政

とであれば拒む必要はないと

道路行政について

号線の

号線の進捗状況

について伺う。

質問 市道

明会なども含めて、これまで

経済建設部長

質問 現在一般質問の答弁は

いきます。

末時点の予定進捗率は事業費

進捗については、令和元年度

％を見込んでいる。

ベース

月

次年度以降も、引き続き工事

日付、 及び磁気探査、用地買収、物

件補償を行う予定であり、令

年

議長から市長宛の文書によっ

年度の事業完了に向けて

和

副市長 平成

そのメリットについて伺う。

ほとんど部長が行っているが

市道

同様、誠意をもって対応して

していきます。議案の事前説

市長 適宜、しっかりと対応

など相談しているか伺う。

要に応じて業務調整を日常的

進捗状況を伺う。

質問 商業施設の店舗と生活

考えています。

といった働きにより、虫歯予

で同様、誠意をもって対応し

会の中で解体を含めた売却方

質問 ２校のお試し期間だが、

拠点となるような施設を誘致

質問 虫歯予防対策として、

質問 公募状況によっては条

防に大きな効果があるものと

に行っているので、コミュニ

教育部長 座安小学校、とよ

週に１回、朝の活動時間を活

鑑定を入れた結果、建物にも
市内の他の小学校も試したい

するとなっているが、別の用

フッ化物洗口は効果的だと考

件変更を検討すべきと考える

理解しています。

ていきます。

針として進めていく」との答
年生を対象に、

が含まれてないのは何故か伺
用して実施しており、
％実施しています。

資産価値があることが判明し

と手を上げたら可能か伺う。

途で使用した場合、買い戻し

えるが市長の見解を伺う。

が見解を伺う。

質問 市長と同じ考えという

ケーションは図られている。

み小学校の

う。
計で

校合

副市長 売却に向けて不動産

たため、土地と建物を一体と

特約事項はあるか伺う。

教育部長 フッ化物の活用は、

して売却する方針としました。 教育部長 やりたいというこ

ＩＴ 管財課長 買い戻し特約

歯の耐酸性を高める石灰化の

副市長 入札期間中のため現

ことでいいですか。

41

て、「一般質問の答弁につい

5

をつけていますので、買い戻

時点での条件変更は考えてい

教育部長 そのとおりです。

9

すことが可能となっています。 促進、虫歯菌による酸の抑制

ません。

41

るものとし、事務的な見解の

ては、原則部長以上が対応す

・市道

その他の質問

取り組んでいきます。

号線の管理について

号線・

内容については課長等が対応

市道

号線・市道

することが好ましい」との回

32

その他の質問
・市長の公約について

・とみぐすく祭りについて
質問 １歳６カ月検診でのフ

・マンホールの有効活用につ

30

76.5

283

フッ化物洗口について

ッ化物塗布を継続実施すると

いて

質問 与党議員とは特別な時

弁であったが、解体つき条件

彰

比嘉

1

ともに、新たに３歳児検診で
も実施しているのか伺う。

4

ついては、原則部長以上の対

答があり、一般質問の答弁に

・小中校の体育祭について

・聖火コースについて

41
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9

保和会

市政運営向上のためには執行部と
議会は「車の両輪」になるべき

2

ロ
ゼ

市長、子どもたちの歯の健康を
守ってください！

95.6

龍平

宜保

ZERO

一 般 質 問

維持管理水準

ついに本格改修はじまる

が、緩和が可能か指定管理者

可欠だと考えているので取り
組んでいく。

年度以降の話

本来なら全児童生徒に歯の恩
恵があるべき。早期実現を

質問 次年度は小学

校。

年生ま

でフッ化物洗口実施予定

さらに拡充する計画は。

教育部長 学校現場の理解を

人当たり 円、

質問 全学校予算措置すると。

約

万円程度。

漁港の有効活用を

令和

年度排

ラ整備予算を確保すべき。

経済建設部長

水管設計業務及び工事を予定。

10

とみぐすく市議会だより ● vol.189

経済建設部長

公園施設の維持管理について

質問 陸上競技場クラブハウ

と協議していきたい。

を含めた施設の管理について
は、指定管理者が日常的な点

優先順位を間違ってはダメ

緩和すべき。
経済建設部長

前提で協議してほしいが。

きい。条例改正すべき。その

城市はきかない。この差は大

ツ協会にも減免がきく。豊見

育関係には減免、市内スポー

質問 沖縄市は市内外でも教

いて協議を進めていく。

緩和措置につ

質問 使用料減免については

市民体育館は大会等利用しや
すい体制に

で具体的な答弁は難しい。

副市長 令和

いう一言がなぜ言えないのか。 質問 企業誘致のためインフ

質問 既存事業を優先すると

中で検討していく。

副市長 ワーキングチームの

りで困る。既存を優先するか。 教育部長

新規優先すると市民が置き去

質問 既 存 事 業 を 断 ち 切 り、 増やしていきたい。

教育部長 調査研究を進める。 得ながら対象学年、対象校を

質問 スポーツ基金創設は。

が保たれることが前提となる

質問 公園施設の、東屋やト

ス改修について伺う。

市道 号線の修繕工事につい
て

イレなどの建物の点検整備は、

教育部長 合宿誘致のために

号線

号線の修繕工事
どのような取り組みになって

質問 市道

については、工事を早急に行
いるのか伺う。

①市道

はクラブハウス改修が必要不

う必要があるが、①工事費用
経済建設部長

伺う。
経済建設部長

検や定期点検を行い、劣化や
健全度の状況の状態の把握に

メートルのアスフ

ァルト舗装を行うための実施
努めています。修繕が必要な

設計を平成
おり、維持修繕工事費は約

に応じて、市及び指定管理者

施設については、規模や金額

年度に完了して

の延長約

東屋やトイレ

について②工事予定について

次人

徳元

！
！

165

万円となっています。②
が実施します。

も検討しましたが、既に他の

1

千
号線の整備時期は、令

年度以降を予定していま

日常管理にて養浜部の砂を整

事業の予約が入っているなど、

88

市道
和

市陸上競技大会の運営につい
て
質問 過去に陸上競技大会の

地するほうが効果的であると

やむなく中止を決定してます。

4

す。
ビーチの管理に

延期はあっても中止はなかっ

月定例会に

の判断に至り、

おいて減額補正の対応として
います。

2

！
！

2

美ら
ついて

た。今回、中止にした理由を
日の土曜日
時暴風域に入り、選

月

質問 台風の影響によりビー

教育部長

伺う。

月補正で

の朝方

手や役員などの安全を考慮し、
日日曜

中止しました。

月

経済建設部長

の予備日に延期する案を確認

今年度実施する予定でしたが、 し、 月へ開催を延期する案

29

2

充実した施設に”癒し”も期待される！！
（参考資料）

チに打ち上げられる大量の砂
の除去について、

調査委託料が減額となってい

9

行う上で必要な設計と調査を

る理由について伺う。

4

10

！
！

1

浚渫の工事を

21

9

12

12

令和元年12月定例会

保和会

つ い に 本 格 始 動！！ハ イ ク オ リ
ティなスポーツ合宿拠点に！！

66

66

329
28

S
U
N

吉信

赤嶺

66

800
66

2

保和会

市民生活に必要な道路、施設の
管理、市主催の大会の重視を

一 般 質 問

定面積を約

ヘクタール、総

勤回数が 回に満たない方は

％を減じた額を支給する。

質問 現在、地方公務員の臨

質問 契約継続の方法につい

会計年度任用職員について

認可を受けた。④事業費の縮

億円として事業

質問 ①県民にとっての位置

て伺う。

年、もしくは６年となる。

質問 期末手当、交通費の支

より増額の設定をしている。

を含めた年収ベースで、現行

人事課長 基本的に期末手当

伺う。

に伴い給料が増額されるのか

に応じた優先的対応として、

福祉健康部長

と連携について伺う。

育て支援センター「ぐっぴー」

いる。建物増築や隣接する子

預かり保育を遊戯室で行って

質問 座安保育所では、一時

保育行政について

給はあるのか伺う。

やむを得ず利用している。今

し、連携を図っていく。

現在、ニーズ

人事課長 期末手当について

分以上の方には、

後も相互の事業の特性を生か
時間

般職の通勤手当と同一の額を

の支給要件に該当すると、一

職給与条例に定める通勤手当

ムについても、基本的に一般

内容で支給する。パートタイ

該当すると、一般職と同一の

定める通勤手当の支給要件に

交通費は、一般職給与条例に

・オリオンビール本社移転に

て

・那覇空港第

・保健衛生について

その他の質問

できるよう対策を検討する。

副市長 設置を行い、誘導が

案内板の設置について伺う。

質問 地下にある身障者用の

庁舎について

支給するが、自動車等で通勤

ついて

滑走路につい

する方で、１ヶ月あたりの通

容で支給する。フルタイムの

一般職の期末手当と同一の内

が

は、１週間当たりの勤務時間

象職員について、給料表変更

度任用職員制度が始まる。対

勤務条件を目的とする会計年

臨時・嘱託職員の適正な任用、 能。また任用の上限は通算５

計年度とし、３会計年度に達

時・嘱託職員はさまざまな分

構成市町住民が優先されるべ

様がいなければ行政サービス

減、見直しの一環としてパー

質問 ①採用の基準について

②フルタイムとパートタイム
任用職員という選考を行うの
か。③再任用の際、一般公募

経済建設部長

きだが、見解を伺う。

した職は改めて公募を行うが、

づけ②ふるさと納税並びに募

円。

との差別化を図ること。②直

市民部長 ①平成

件で、４日

が維持できないほどである。

副市長 原則２回、通算３会

千

審査及び面接等の選考による

ちに事業費縮減の効果が得ら

火葬３日待ちが

現職の方が公募することは可

野で活用され、その職員の皆

万
と同じ扱いか伺う。

質問 ①なぜパークゴルフ場

採用となる。②応募者が希望

副市長 ①公募を行い、書類

ホールも必要か。②サウ

する職や勤務時間を選択して

が
ンディング型市場調査の結果

会計年度とし、年度に達し

応募する。③再任用は、通算

ホールか

と評価について③パークゴル
フ場の当初計画が

現職の会計年度任用職員が応

た職は新ためて公募を行う。

たり、どの時期に判断したの
⑤長嶺城址公園整備事業やパ

質問 ①申し込みから火葬に

南斎場について

いて市民アンケートを実施す

至る日ごとの件数について②

ークゴルフ場のホール数につ
べきだが、見解を伺う。

れる提案はない。③県内最大

待ちが 件。②構成６市町の

①他の市町村

規模のパークゴルフ場とする

優遇措置の検討や火葬炉の増

年度は、

ホールのパークゴルフ
ため

設の検討が必要。

このような中、来年４月から

クゴルフ需要の意向調査を実

金合計は

会計年度任用職員について

金の到達などについて伺う。

事業費を約

10

施する。⑤市民アンケート調

50

市長 ①世界遺産で県民のア

光寿

査を実施する。

首里城復興について

59 13.6

募することは可能。

ホールへと拡大するに当

3

伊敷

の象徴と考える。②首里城復

千円。募金活動、

件で

興の支援への寄附はふるさと
万

納税の寄附が１万 千
千

289

か④需要予測見通しについて

ら

36

保

真栄里

イデンティティ、沖縄の歴史

真新会

法改正の趣旨に沿っているのか？
少しでも良い待遇 ･ 良い処遇を！

4

520

長嶺城址公園整備について

9

募金箱、個人、団体からの募

2
211

場や駐車場等を追加し整備予

2

29

207
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62

30

760
18

15

8
54
54

日本共産党

市民要求に合う長嶺城址公園整備
人が大事にされる豊見城市へ

一 般 質 問

質問 消防職員の採用予定者

点に市内の西部地区（与根、

また、友愛医療センターを拠

饒波川浚渫について

め て い る ）、 民 地 内 個 人 宅 に

おいて保栄茂農排施設汚水菅

質問 大規模な浚渫工事を県

の内訳について伺う。
豊崎方面）の救急要請に迅速

の詰まりが原因と推定される

年度の消防職採

市長 令和

に要望する考えはないか伺う。 汚水逆流による宅内汚損賠償

回の口頭弁論が開かれ、

所に確認したところ、太平橋

解の提案があり、内容の特定

裁判所から原・被告双方へ和

（

から尚敬橋までの除草や浚渫

について協議中）、市道

南部土木事務

等は完成しており、高入端橋

同

号、

上流の浚渫については現在、

経済建設部長

に対応できるほか、状況によ
せての出勤も可能になること

名を予定し、採

用人数は、
名、救急救命士

っては医師や看護師を同乗さ

名、中級
から、傷病者である市民の救
命率の向上に大きく寄与する

月より運用開始

ものと考えている。
年

号線が交差する水路に原

10

名。

質問 何名の人員増か伺う。

名の人員増。

年度の調査結果
令和

8

理河川の状況を見ながら判断

計画はないが、現地や他の管

年

害、後遺障害の賠償（平成

告が転落し、治療費、休業損

日付で原告より那覇

地裁に訴状の提出がされ、同

月

していくとのこと。継続した

維持管理を依頼していく。

回口頭弁

論期日呼出状及び答弁書、催

日付で第

日目の出発点、観光立県をう

告状が通知され、

月

たう本県ですが、道路河川は

弁論が行われる）及び国民健

年

見える箇所だけを整備せず観

康保険診療報酬不正受給に係

質問 本市は聖火リレーの

光客がいつ来ても恥ずかしく

る診療報酬返還等請求控訴事

回の口頭

ない環境をつくるべきと考え

いと常日ごろから思っており

市長 良好な環境をつくりた

るが市長の見解を伺う。

在も係争中）の

これを相手側が不服とし、現

となり勝訴判決を受けたが、

件（本市を含む

団体が原告

ますので県にしっかりとした

対応をお願いする。

件と県建設

工事紛争審査会調停申請の

件があり、これは新庁舎建設

質問 結審した証明書誤発行

の審議をしたが双方和解に至

の支払いを求める調停（ 回

の工事遅れに伴う遅延損害金

に起因する損害賠償事件以外

らず調停を打切り仲裁へ移行

訴訟事件について

の訴訟事件数と事件以外の訴

副市長 民間事件が本市児童

訟事件数と事件名を伺う。

り和解の提案があり、それに

一回の仲裁が開催、審査会よ

となる。令和元年 月

日第

回の公

判が開かれ、事案審理途中で

ことになっている）

応じるか年内に双方回答する

自死賠償（これまで

口頭弁論に向けての準備を進

12
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剛

誇らしい観光立県としての対応を

消防長
質問 平成

名余
質問 妊娠、出産、子育てま

日平均

り非常招集により対応を行っ

でノンストップで切れ目のな

に基づくと、
名の職員増

い支援を目指し、アプリの導

ている現状から
が必要であるとの根拠も示し

入を提案しましたが、進捗状

名の

況について伺う。

年

年度であと

ていただいている。令和
度、令和

電子母子手帳

アプリは、母子手帳を補完す

福祉健康部長

体的に伺う。

るものとして大変便利なもの

人員増を図る考えについて具
市長 次年度以降、計画的に

子育て支援策の一つとして効
月より導入する。

ご提言も踏まえて、しっかり

年

果的であることから、令和

月開院予定

と消防体制が図れるように考
年

えていきたい。
質問 令和

の豊見城中央病院内に「病院
派遣型救急ワークステーショ
ン」の設置ができないか伺う。
消防長 正式名称「友愛医療

19

11

1

157

3

31

1

3

22

センター」への設置が予定さ

1

5

7

4

11

れ、運用に向けて調査研究、
調整を行っているところ。
質問 ワークステーションの

期待される効果について伺う。
消防長 救急隊員の医学的知

1

4

2
3

6

2

2

2 1
識と技術向上が図られます。

6

2
妊娠から子育てまで豊見城市母子健康手帳アプリ

9
6

外間

用予定者の職種内訳は、上級
保和会

5 2
2
1

留美

楚南

ロ
ゼ

労働環境の改善が市民の安心
安全に直結。消防職員増が実現！！

3
30

4
2

ZERO

一 般 質 問

市長の公約について

象になる学校給食費の段階的
無償化だと認識してますが、

介護行政について

現状を伺う。

副市長 豊見城市の自然、景

質問 本市の状況からすると、 観、歴史、文化等の豊富な地

を大きく上回る事が分かりま
所得制限を設けずに富裕層世

執行をしなければなりません。

業務負担の緩和など安定した

不足していることになるが、

ート地から、本市の農業や漁

質問 豊崎や瀬長島等のリゾ

う、努めているところです。

光範囲を幅広く誘導していく

本市は、令和
福祉健康部長

必要があると考えるが。

市長 観光の進展に的確に対

応するため、次年度の推進体

ターを

予定しています。地域包括支

制を強化することとしていま

事業所へ業務委託を

年度から地域包括支援セン

本市の取組み、対応策を伺う。 業、または歴史や文化等に観

予防サービスの提供に向けた

域資源の情報を提供できるよ

その認識でよいか。

した。子どもの貧困問題が深
帯や学校給食費を十分に支払

名程ケアマネージャーが

質問 学校給食費の段階的無

が対象とされます。

後

教育部長 県が実施した調査
質問 全ての児童・生徒を手

刻化している沖縄県の状況を
う能力のある世帯への援助は、

当てするには、相当額の予算

鑑みると、学校給食費を無償
どのような見地から援助を行

援センターが 事業所へ業務

マネージャー不足も改善され

委託されることにより、ケア

もそのまま広げていきます。

や漁業、さらには歴史や文化

す。体制整備をあわせて農業

質問 継続した介護予防サー

ビスの支援はできているのか、

本市の状況を伺う。

者が安心して住みなれた地域

しています。これからも高齢

介護状態にならないよう支援

ビスの充実を図ることで、要

度、予算要求が出ていますの

副市長 教育委員会から次年

として判断できるのかを伺う。

決まっていないのに、財政課

建設について、事業手法が今

質問 豊崎中学校（仮称）の

で、いつまでも元気に楽しく

で、今後の予算調整過程の中

介護予防サー

暮らせるよう継続した介護予

で調整していきたい。

質問 校区見直しについて、

市長の見解を伺う。

本市が率先して国内外にＰＲ

ゾート地（観光地）として、

質問 県内トップクラスのリ

・財政状況について

その他の質問

に対応していきたい。

た段階で教育委員会とも適切

市長 区割りの議論が始まっ

する必要があると考えるが、

インバウンド観光について

きます。

防サービスの提供に努めてい

福祉健康部長

民間活力導入による施設整備
等について

ると見込んでいます。

2

％

化することは、子を持つ家庭

うのか。市長の明確なご説明

2

％と全国平均の

の負担軽減に確実に繋がるも
をお願いします。

学校給食が児童及び生徒の心

2

2

の結果、沖縄県の子どもの貧

市長 全ての小中学校の生徒

ロ
ゼ

償化の政策の意義を伺う。

邦孝

波平

困率が

のであり、貧困対策として大
教育部長

す。

身の健全な発達に資するもの

学校給食法の中で、

きな意味を持つものでありま
質問 現在、本市の就学援助

養う上で重要な役割を果たす

で、児童及び生徒の職に関す

と示されています。このよう

制度において、学校給食の援

な学校給食法の理念や目的を

る正しい理解と適切な判断を

教育部長 要保護、準要保護

鑑みると、世帯の所得に関係

助対象となるのはどのような

世帯や生活困窮世帯となって

世帯か伺う。

倍

おり、今年度は基準額の

とで、子どもたちの発達や人

なく給食費の無償化を行うこ

います。

間形成なども公平に与えるべ

の範囲の中で支援拡充をして
質問 答弁では貧困対策が大

きな意義との事でした。現在、 きだと考えています。
質問 全く理解が出来ません。

政策の意義からすると、質問

援助をしている学校給食費の
財源を伺う。

の答弁になってない。
すが、子どもたちの発達や人

教育部長 県の子どもの貧困

です。

間形成などを公平に与えてい

教育部長 繰り返しになりま
質問 市長の公約では、小中

くという事です。

対策推進基金と市の一般財源

学校の全ての児童・生徒が対
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13

ZERO

安定した介護サービスの提供へ！
高齢者が安心して暮らせる街に！

29.9

ロ
ゼ

富裕層世帯への援助は、政策の意
義から乖離した「所得の逆分配」

13.9
1.4

善裕

大田

ZERO

一 般 質 問

っかりと対応していきたい。

質問 入学準備金の入学前支

標となっているのか伺う。

制限について、どのような指

織及び運営に関する法律第

教育部長 地方教育行政の組

給について、どのような取り

年度の新入

組みになるのか伺う。
教育部長 令和

項において、教育委

ように取り組んでいきたい。

員の任命について定められて

です。豊見城で特に解決でき

入学前支給を実現しているの

数以上の者が同一政党に所属

ある教育長及び教育委員の半

1

することがないようにし、

教育部長 短期間で判断する

がないように配慮が求められ

の中立と安定が失われること

つの政党の影響力が教育行政

とかということではなくて、

ています。教育行政の政治的

中立を確保するため、政党、

児童扶養手当を受けている方

世帯を対象にする。あるいは

はなくて、市町村民税非課税

質問 政党に所属していても

です。

ことが禁止されているところ

り、積極的な政治活動を行う

その他、政治団体の役員とな

を拾っていく、そうであれば

教育委員になれると理解して

年先送りをするので

皆さんが所得を検証する作業

いいですか。

教育部長 所属してもなれま

す。

質問 政治的団体の役員にな

っていたらだめですという規

定ですが、提案する前に役員

を下りた場合には、何も支障

おいて、同一政党所属の委員

継続性確保のための仕組みに

度における中立性、安定性、

質問 文科省は教育委員会制

とは考えていません。

も含めまして、そういったこ

しかしながら、過去の事例等

という判断に立つと思います。

教育長 法律の要件はなれる

はないと理解していいか。

の制限や委員の政治的活動の

教育委員は法律に従って選任
されるべきです

では考えていません。

教育部長 今回の見直しの中

いのでしょうか。

分かるわけで、それはできな

は省かれて、該当するかすぐ

質問

解しています。

丁寧に作業を進めてきたと理

のでしょうか。

ない事情というのは何がある

質問 全国の小学校の

います。教育委員会の構成で

条、第

4

％は

学時より入学前支給ができる

3

市長公約の行政改革推進審議
会について
市長公約の地域懇談会につい
て
質問 各地域からの要望内容

性、緊急性などを考慮する。

1

質問 行政改革推進審議会の

答申内容を伺う。
を伺う。
補修や除草などの道路関係。

ついて、指標の設定に当たっ

生活の安全面からの要望が強

73

副市長 答申内容は、今回対

⑴拡充・重点化、⑵現状維持
自治会周辺の公園設置や遊具

副市長 主なものでは道路の

⑶改善して継続、⑷縮小統合
等の修繕、信号機や防犯灯の

ては事業目的と合致する設定

くあったので一つの判断基準

先度を考慮の上最小の経費で

宏

瀬長
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事業について、

⑸休止・廃止のいずれかの判
設置などの安全対策です。

次

点目は、

になるかと思っています。

にすること。
評価の結果については、予算

質問 令和

年度の予算概算

編成時に生かしていくこと。

な市民要望に応える新規事業

見積もり要領を見ると「新た

を導入し、地域活性化へつな

については、既存事業との優

数年契約の委託業務等におい

るが、各課の職員は判断でき

最大の効果を図るよう、予算

なっています。

ないと思う。丸投げになって

ては、単年度ごとに評価を行

質問 今回最終評価がされた

副市長 市長、副市長、協働

いるのではないか。

ったのか。

のまち推進課、秘書課、メン
バーで対応しており、各部、
て検討してもらっている。丸

廃止はありません。
解を伺う。

投げではない。

各課に要望事項を伝え、そし
市長 答申内容を尊重し、し

質問 答申に対する市長の見

副市長 今回の評価で休止・

が休止・廃止の案件は何件あ

要求すること」と書かれてい

げていくこと。

点目は、複

点目は、積極的に民間活力

2

日本共産党

7 割以上の学校で入学準備金の
入学前支給が実現しています

象となった

定をした要改善リスト案を提
優先基準、選別方法を伺う。

質問 要望に対する予算化の

点の意見が付せられている。

副市長 一般論としては必要

示しており、今後に向けて
点目は、成果手法の設定に

4

3

える仕組みを検討することと

4

ロ
ゼ

検 証 4 ∞ 「 新 改 革 」とは 何な
のか 「丸 投げ」とは何なのか

30
2

1

1
3

繁人

新垣

ZERO

一 般 質 問

ある場合、次の資産形成につ

振興部、都市計画部と経済建

業振興の強化に取り組む企画

を展開する子ども未来部、産

市長 新規に子ども関連施策

いて、その答弁をできるよう

副市長 与根の財産処分につ

に売却予定だったが現在は。

質問 与根体育施設は、民間

検討している。

なげるため、基金設置を含め

設部を統合し都市建設部とす
な具体的な検討を進めている

次年度の組織改編は

る方向で検討中。
わけではない。
質問 民間に売る前提か。

策委員会（内部）市有財産有

ＩＴ 管財課長 市有地利用対
副市長 政策参与については

効利用審議会（外部）を開催

新ポスト政策参与の人数・職
務採用基準等が不透明

適切に運用していきたい。

年度予算について

の上決定していきたい。
令和

億

人当たりの借

質問 現在市債残高

万円、市民

千

質問 新たに採用の際は議会

に説明をお願いしたい。
副市長 議会への説明につい

ては、執行部から議会に提案
をすることにならない案件と

千円で間違いないか。

なので説明をお願いしている

質問 我々が関われない案件

質問 次年度概算見積額は。

です。

財政課長 地方債残高約

万

のですが。

財政課長 お答えできません。

億

副市長 人事に関わることな

くと答弁しています。翁長庁

して入り、赤字を解消してい

せん。財産収入は一般財源と

塡するという答弁はしていま

をもって国保特会の赤字を補

副市長 旧翁長庁舎売却収入

見込み段階のため説明できな

財政課長 議案になるまでは

に前もって説明できないか。

質問 案が固まり次第、議会

ません。

財政課長 明確な回答はでき

を上回るか、下回るのか。

質問 中期財政計画の推計額

財政課長 お答えできません。

289
い。

市有地売払い収入で国保赤字
解消するのでは

質問 財源不足額の見積りは。

金

7

ので、慎重に対応したい。

理解しています。

1

舎、とよみ生協の売却収入が
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289

2

7

430

44

正樹

大田

保和会

市長、副市長、
もっと議会との対話が必要では？

※このページをコピーして提出することも可能です。

とみぐすく市議会だよりアンケートのお願い
「とみぐすく市議会だより」を、より多くの方に親しまれ、読みやすい紙面にするために、アンケート
を実施します。
市民をはじめ、多くの方のご協力をよろしくお願いします。
※選択式を中心とした簡単なアンケートとなっておりますので、お気軽にご回答ください。
１

住まい
□ 豊見城市内（字

２

□ 20 代

□ 30 代

□ 40 代

□ 60 代

□ ときどき読む（読んだことはある）

□ 70 代

□ 80 代以上

□ 読まない

何で読みますか（複数選択可）
□ 各世帯に配布された議会だより
□ スマートフォン

５

□ 50 代

とみぐすく市議会だよりを読みますか
□ 発行ごとに読む

４

□ 豊見城市外

年代
□ 10 代

３

）

□ 公共施設（市役所、市立中央図書館

□ パソコン

等）にある議会だより

□ その他（

）

よく読むページはどこですか（複数選択可）
□ 議案の内容、結果（※議案とは、議会の議決（許可）を求めるため、市長や議員が議会に提出する案件のこと）
□ 議案への各議員の賛否（※賛成・反対の意思表示のこと）
□ 一般質問（※各議員からの執行機関に対する質問）
□ 直近の議会日程
□ 議会の時事情報
□ 特集記事（高校生インタビュー、座談会

等）

□ 視察研修報告、視察受け入れ
□ 編集後記
□ その他（
６

）

紙面を読みやすくするにはどうしたらいいと思いますか（複数選択可）
□ 一般質問の文章を縦書きから横書きに変える
□ フルカラーにする
□ 文字を少なく、内容を簡潔に書く
□ 文字を多くして、内容を細かく書く
□ 写真を多く掲載する
□ 文字を大きくする
□ その他（

７

）

とみぐすく市議会だよりに関して、ご意見等がありましたら自由に記入ください

【応募方法について】
① QR コードによる応募
表紙に記載されている QR コードにスマートフォン
のカメラをかざして、アンケートフォームをひらき、
質問にお答えください。

②アンケート用紙による応募
豊見城市議会事務局（豊見城市役所５階。連絡先：098-850-0025）
にて、随時、アンケート用紙を配布しております
ので、お気軽にお声かけください。（担当：嘉数）

※アンケート締切りは令和 2 年 4 月 30 日です。ご協力お願いします。
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