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家族や友人と︑政治が話題に
なることはありますか？
伊佐さん

崎濱さん

翁長元県知事が亡くなってから︑家
族と政治のことについて︑話することが
多くなった︒
基地については︑
ヘリコプターが自分の
家周辺を旋回していることが多く︑騒
音が気になります︒
友人とは︑政治についてはほとんど話
題にならないです︒
父が政治に興味があるため︑よく話
題となります︒特に︑基地問題とか︑沖
縄関連が多いです︒
また︑基地の移設に
ついては︑賛否についても話題となりま
す︒
友人とは︑政治についてはほとんど話
題にならないです︒
豊見城市の好きなところは？
伊佐さん

那 覇 市に住んでいたことがあり︑那
覇市に住んでいたころと比べて︑排気ガ
スの臭いが全 くしないところです︒空 気
がとてもきれいと感じます︒
また︑自然があるところも好きなと
ころです︒
それと︑マンゴーがとてもおいしい︒
叔
父さんがトマト農家をしているが︑トマ
トもおいしいです︒
崎濱さん

普通に歩いてても︑挨拶されたりす
るところです︒緑豊かなところも好きで
す︒

も考慮したい︒通学に不便にならないよ
豊見城市の課題は何だと
うにしたいです︒
思いますか？
道路が急に曲がっている場所があり︑
伊佐さん
自転車で通るときに︑一度停めて︑降り
そ
住んでいる近辺で︑街灯がほとんどな てからじゃないとスムーズに通れない︒
い箇 所があ り あ ま す︒
バイト帰 りに徒 こは結構自転車が通るし︑小学生も通
る場所で︑自分は何度かぶつかった経験
歩で︑帰宅するときは︑とても暗い︒
安全対策をしたいです︒
時くらいになると︑とても暗く感じま もあるので︑
崎濱さん
す︒
豊見城市を活気のある東京みたいな
通 学に利 用 する市 内一周バスが２時
間に１本しか来ないため︑通 学に不 便 にぎやかな街にしたいです︒
小中学校の時に通った歩道整備があ
を感じています︒
豊見城市民体育館周辺について︑正 まりされていない箇所があったので︑通
直︑交通整備が整ってから︑体育館がで 学路を整備したいです︒
きても 良かったと感 じる︒周 辺は交 通
選挙権年齢が 歳以上に
渋滞がよくできている︒
なってどう思いますか？
信 号が点 滅 する箇 所の交 通 安 全 対
伊佐さん
策をしてほしい︒
︑そこは︑事故がよく
良いとも悪いともいえない︒
良い面は︑
起こる箇所だと感じています︒
若い人の意 見 も 取 り 入れやす くなった
崎濱さん
整備されていない道路があると思う︒ と思う︒
けれど︑若い人と言っても︑高校
嘉数公民館に行くとこの道路は整備が 生だから︑市長とか議員のことも分か
必要だと感じる︒
そこは︑車の往来があ らない人がいると思 うし︑意 味 も 分か
るが︑歩道がないため整備してほしいで らなく︑投 票 することが良いかわから
す︒
ない︒判 断できない︑分からないのに適
当に投票してもどうかなと感じる︒
政治家になったら︑豊見城市を
政治に興味がなくて︑候補者も知ら
どのようにしたいですか？
ない人ばかりだと投 票に行かない人 も
多くなると思う︒
伊佐さん
︵高校生の 歳ではなくて︶年齢によ
市 内一周バスの本 数 を 増やしたい︒平
日だと２時間に１本︑土日祝祭日だと る選挙権ではなくて︑社会人になってか
さらに４時間に１本しか通らない︒
土曜 らの選挙権でもいいとは思います︒
崎濱さん
日に学校がある場合︑
バスの時間帯に合
わすと︑
学校に遅刻してしまう︒
良いと思 う︒若い年 齢から実 施 する
通勤通学の利便性を向上させるため︑ ことでいろいろと考えることに繋がると
バスの通過本数を増やし︑
通過時刻に
思います︒
その点で︑
良いと思います︒
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しゅう と
さき はま

平成28年の参議院議員選挙より、選
挙権年齢が満18歳以上へと引き下げら
れ、若い世代の選挙や政治への参加が
求められております。
多くの若い世代に選挙や政治への関
心を高めてもらうため、前々号（182号）
から 高校生インタビュー をスタートし、
今回も引き続き実施いたします。
第３回目は、県立南部農林高等学校
のお２人です。
い

高校生インタビュー！
第3 回

10

18

18

インタビューに答えて頂いた伊佐はづきさん、崎濱秀人さん、
ご協力ありがとうございました。次回もお楽しみに！
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一 般 質 問

根差部地内の側溝整備を早急に！

側溝整備について

番地～

号線

番地）の側溝が

質問 根差部地内市道

（

号線の

経済建設部長

根差部地内

円に対し納付額が 万９千

円、納付率

％となっていま

す。

産業集積基盤整備事業について

質問 土地区画整理組合の進

ー１番地付近の里道の現場状
況は、側溝も設置されておら

上下水道部長

地域住民の命

状況について伺う。

備交付金（雨水事業）の活用

質問 防災、安全社会資本整

豊見城市与根

月に、組合施工によ
ます。

等、地域における総合的な生

化対策や事前防災、減災対策

と暮らしを守る総合的な老朽

質問 豊見城市与根（シーサ

活空間の安全確保の取り組み

質問 沖縄振興公共投資交付

イド）土地区画整理事業の進

月に

を集中的に支援する。

昨年の

金（汚水事業）の活用状況は。

下水道整備事

業の他にも道路、公園、まち

上下水道部長

質問 健康増進拠点地区の土

づくり等を対象とした交付金

となっています。

質問 公営企業法適用移行支

地域災害拠点

病院の立地を踏まえた健康医

年度の

万４千 円と

年度の実質収支

国民健康保険特別会計について

なっています。

支払額が１千

平成

援業務委託料の内容を伺う。

既存施設等の

創業環境の向上、交通利便性

都市計画部長

利用の方針について伺う。

質問 新産業拠点地区の土地

ビス施設等の立地を図ります。 上下水道部長

療施設及び関連する各種サー

都市計画部長

地利用方針について伺う。

を認可しています。

組合施工による区画整理事業

都市計画部長

捗状況について伺う。

る区画整理事業を認可してい

昨年の

西部土地区画整理事業として

都市計画部長

捗状況について伺う。

清雄

ず、砂利舗装箇所に水たまり
ができている状況であったた
工事を行っています。当該箇
所においても、側溝整備の工
予定です。

月中旬までに行う

が設置されておらず、大雨時
質問 そこの工事の完了時期

事発注を

に現場を確認したところ、路
を伺う。
月完了

この工事は小

規模工事ですので、

経済建設部長

面上を雨水が流れている状況

現場の状況については、側溝

経済建設部長 市道

側溝の整備について伺う。

が民家へ流れこんでいる状況。 め、８月にアスファルト舗装

整備されていないため、雨水

274
根差部地内市道 253 号線の側溝は 12 月に完了予定

です。現在、側溝整備に向け
て業者へ整備工事の見積もり
予定です。

月中旬までに行う予

依頼をしています。整備工事
発注を
定です。
質問 整備発注工事に向けて

取り組むということでしたが、
工事はいつごろ完了予定なの

月、２カ月では完

448

万６千 円の赤字と

高度医療技術

年度は心臓

の大幅な増に影響している。

増や高額調剤費の増も医療費

等の移植手術、がん患者数の

続く一方、平成

の進展に伴う医療費の高騰が

国保年金課長

なっているがその要因を伺う。

額７億

を生かした新たな産業のため、 質問 平成

工業、流通両施設等の立地を
図ります。

29

880

か伺う。
経済建設部長 工事発注を

月、

月中旬の予定。それから工期
が

206

406

成の予定となっています。
側溝整備について

ー１番
ー２番地）の側溝が整

質問 根差部地内（

地～

下水道事業について

年８月

質問 下水道使用料の請求漏

れの状況を伺う。

平成

29

4
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83.4

186

29

備されていないため、雨水が
民家へ流れ込んでいる状況で
あり、民家から苦情等が多く

上下水道部長

万１千

590

10

12

日現在、請求額

253

寄せられています。側溝の整

12

12

30

248

10

与那覇

253

253
274

会派所属なし

産業集積基盤整備事業、下水道事業、
国民健康保険特別会計について

269
12

備について伺う。

31

10

274

一富

赤嶺

245
11

豊政会

一 般 質 問

の行政センター（新庁舎）が

永年の懸案であった豊見城市

質問 都市基盤整備について

め、立体交差点にするとの協

離が短かく高低差が大きいた

城中央線との交差を交差点距

号線に変

環境整備について

号線

質問 ①昨年９月の一般質問

でも取り上げた、市道

をつけ、整備計画の平準化に

よる修繕計画の策定を行いま

す。

質問 一斉点検で、補修が必

要な個所を伺う。

路線のうち、

の舗装状態が悪いが対応を伺

う結果です。

修繕が必要な箇所は

経済建設部長

う。②市内の道路状況が非常

質問 修繕が必要な箇所

件

件とい

に悪い。市道の一斉点検を行

については、どのぐらいの期
いか伺う。
経済建設部長

①修繕工事を

い、補修などの対応ができな

ガードパイプの腐食や歩道上

の一部（高嶺公民館付近）の

26

間で全て終わる予定で計画し

ているか伺う。

経済建設部長 今年度、舗装

っています。実施設計が終わ

現在、発注に向けて準備を行

整備をしていきたいと考えて

務の中で、優先順位をつけて

ので、その修繕計画の策定業

の移動や週一回の道路パト

②職員、臨時職員による日常

・不妊治療の助成について

その他の質問

解について

・県民投票に対する市長の見

年度にて市

に実施できるよう、優先順位

を行い、舗装の修繕が効率的

り、補修が必要な区間の抽出

画策定委託業務を発注してお

内道路の舗装長寿命化修繕計

ベースに、平成

調査報告にある点検結果を

託業務が終了しており、その

た道路ストック総点検調査委

道の一斉点検は、先に実施し

するように努めています。市

た危険箇所等は、早急に対応

施しており、その際に発見し

ロールにて舗装等の点検を実

注に向け取り組んでいきます。 います。

ったら、次年度以降、工事発

委託業務を発注する予定です。 長寿命化修繕計画を策定中な

行います。今年度、実施設計

52

議がなされ、市道
わる取付道路や高安南交差点

工事着手

筆 契 約 済、

％。④当該区間の用
筆中

年度

い状況下に置かれており、今

116

完成間近である。しかし、新
庁舎周辺の都市基盤（特に交
からの進入が可能となります。
ｍ（上田

通アクセスの街路等）が未整
号線から

③県道
番地）までの進捗は平成

年度末
地取得は
％。平成

予定です。

質問 昨今の建設業等を取り

最低制限価格の引き上げを

長地区）の進捗状況、整備ス

事 業 費 ベ ー ス で 約 ３ ％ 進 捗。

後も、競争の激化によって工

等の高騰により、非常に厳し

巻く環境は、人材不足や資材
年度末、

当 該 区 間 及 び 上 田 交 差 点 は、

事等の適正な履行や品質の確

道路課長 ①平成

新庁舎への移転も控えており

日、県に対し、 ピング防止を目的に設定して

保が可能か懸念される。ダン

年７月

いる最低制限価格を引き上げ

平成

上田交差点から旧ＮＨＫ入口

られないか、見解を求める。
沖縄県が沖縄

交差点まで、早期供用に向け

都市計画部長

県建設業審議会の答申を基本

た優先的整備と上田交差点改
良について要請をした。②平

年４月に

に算出式の見直し、上限値の
撤廃について平成

年度末、饒波川線外１線
％、

現時点の見直しについては考
えていない。

会派所属なし

敬理
大城

備の状況であり、市民や来訪
者にとって不便を被らないか
号線。高安南交差

懸念されます。①豊見城中央
線（県道
点から上田交差点まで）②饒
号線整備事業④県道

波 川 街 路 事 業（ １ ～ ３ 工 区 ）
③市道

29

％。 実施。本市も同年６月に実施。
号線との取付け工

１工区は今年度高安南交差点
及び市道

事予定で、翌年度完了予定。
年度着工予
定、２工区は饒波川線と豊見

３工区は平成

28

成

整 備 事 業（ １ 工 区 ） は
２工区は ％、３工区は

95.2

4.4

清弘

當銘

31
360

69

ケジュールを伺う。

東風平豊見城線（保栄茂・翁

31

渋滞が予想されることから、

29

52

修繕工事発注に向けて進み出した市道 26 号線

10
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54

30
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52.9
81

130

85.2

11

25

30
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豊政会

新庁舎周辺の交通アクセス整備が
急務である！

心地よく利用できる道路環境を！

一 般 質 問

待機児童のいない豊見城市を

日本共産党

市民には要求に応えた公園
管理かどうか知る権利がある

質問 市道

号線字与根（市

れ、商業棟の都市機能集積を

誘導し、日常生活の利便性に

年度は、

体育館入口付近より旧豊見城

資する場とされていることか

福祉健康部長 平成

子ども・子育て支援事業計画

号

留美

カ ン ト リ ー 向 け ）、 市 道

通学路の安全対策は重要！

の更新年、待機児童の解消に
取り組む。

園指定管理者の法人等に関す

経済建設部長 個人情報、公

年度５歳児の待機が出ました

ども園も全てやるとの事。次

質問 現認可保育園が認定こ

認定こども園で待機児童
解消につながるか

る情報。個人情報保護制度に

福祉健康部長 待機が出ない

ということはないか、それだ

生産技術等に関する情報、信

ような形で準備をしていま

て、営業、販売活動等に関す

用に関する情報、経理、人事
す。

け確認したい。

等に関する情報など、法人等
その他の質問

線字饒波（長嶺小学校横）及

ているところです。②豊見城

ら、商業施設の誘致を検討し

られます。安全を考慮し早急

のガードパイプには腐食が見

りたいと考えており、公募の

市市有地利用対策委員会に諮

対策委員会の第一回目の開催

定。なお豊見城市市有地利用

道路課長 議員ご指摘の市道

時期については、来年２月頃

号線及び市道

は今年度実施する予定となっ
ており、市道

号線においても次年度以降、

他路線の状況も確認しながら

判断していきたい。

我那覇後原地域、事業開始
から 年早期の事業完了を

質問 ①区画整理事業本換地

に向けた現在の状況について

質問 ①現庁舎跡地は、近隣

都市計画部長

考えを伺う。

伺う。②事業終了後の本市の

商業地用途が見直されたが跡

組合によると、今年度は公園

組んでいる。換地処分を来年

①当区画整理

地利用をどのように考えてい

等の整備や保留地処分に取り
て伺う。

利用の方針として、交通の利

隣商業地域に変更され、土地

一種低層住居専用地域から近

地は、第一種住居地域及び第

あれば、区画整理法に基づき、

ています。②今後換地処分が

について、両市で協議を進め

における本市と那覇市の境界

なっており、現在、換地計画

度に行う予定の事業計画と

便性を生かした日常生活を支

本市の市域に位置する公共施

総務企画部長

えている商業棟の集積を図る

設は本市へ移管されます。

生活拠点として位置づけら

タープランにおいて身近な

用については、都市計画マス

地区とされています。跡地利

①現庁舎の敷

るのか。②公募の時期につい

現庁舎跡地利用について

を予定しています。

号線の防護柵設置について

ますが見解を伺う。

時期については現時点では未

び市道

号線（饒波バス停前）

36

に改修する必要があると考え

32

質問 指定管理者の報告につ

いて、個人情報保護の観点で
黒塗りすることは間違いだと
会派所属なし

楚南

思うが、その根拠を伺う。

10

36

る 情 報、 経 営 に 関 す る 情 報、

の 不 利 益 と な る 情 報 と し て、

・豊崎から与根への道路交通
規制について

該当箇所を非公開とした。全
てを非公開とはせず、法人等

レストハウスについて

40

10

32

6
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31

の不利益となる情報を精査し、 ・ 与根漁港に造るお魚センター、
一部を非公開とした。
待機児童解消は市長公約だ
質問 次年度の待機児童数が

気になりますが、次年度の取
り組みを伺う。

市の公園管理業者の事業計画も
黒塗りはおかしい

盛昭

儀間

一 般 質 問

庁舎建設工事請負契約の
変更内容について

ビニール張りに変更したとき、
万１千円の増額になってい
それぞれの工

県知事選挙の期日前投票期間

質問 根 差 部 ベ ー ス ナ イ ン が

市長 ３期目は出ないという

質問 その事実について伺う。

新たな資金援助依頼か

す ば ら し い 快 挙 を 成 し 遂 げ た ことを決断したのは事実。

ことに行政として協力支援は

準優勝報告会が行

必須。何か考えは。
教育部長

市長 答弁は差し控える。

ということでよろしいか。

市長 答弁は差し控えます。

やはり複雑な心境。適

市長が県管理の土地を
無断使用

市長 答弁は差し控える。

たほうがいいですよ。

質問 事実でないなら否定し

質問

やったかどうか記憶に

選挙１年前までには、

結局は解決できなかっ

市長 はい、そのとおりです。

束も交わした。事実か。

決し、ゼロにすると我々と約

この金銭問題はクリアし、解

質問

なかったから。

市長

質問 なぜウソをついたのか。

たこともある。

市長 「 し て い ま せ ん 」
と言っ

ません」と答弁しましたね。

をしたときは「一切しており

質問 市民にどう説明するか。

市長 私みずからやってない

質問 こ の メ ー ル の 事 実 確 認 が後援会がやった。

切でないメールだった。

市長

ついて市長の心境は。

依頼メールを送信した事実に

質問 業 務 報 告 中 に 資 金 援 助

市長の政治倫理について

教育部長 その通りです。

の 表 彰 を 当 日 や っ て も ら え る 情報がある。事実か。

質問 市 ス ポ ー ツ 少 年 団 か ら と断言したが、新たな依頼の

ポ ー ツ 少 年 団 よ り 表 彰 を 検 討 。 質問 議会で二度とやらない

われる予定。その際に市ス

！？

るが、伺う。
企画財政課参事

種の増減額の差違で説明して

質問 建設変更に関する契約

の前後の金額の差違について
ある。それを参照頂きたい。
主な工種（土

伺う。
企画財政課参事

木・地業・鉄筋・コンクリー
質問 投票箱保管室の警備上

投票箱の保管室の警備に
ついて

万６千円で、

ト・型枠工事）は、契約時点
は、３億３千
防犯カメラを設置すべきと思

骨工事は契約時点は３億８千

中設置してある。庁舎の警備

選管兼監査委員事務局長 沖縄

うが、伺う。

万

同契約変更後は３億２千
８千円で、その差違金額は、
万８千円の減額である。鉄

万１千円で、同契約変更後

回してもらうよう提案してい
ます。

次人
德元

豊政会

大躍進 ！！ 根差部ベースナイン☆︎
高円宮賜杯全国準優勝おめでとう！！

仁一

比嘉

５９５

万２千円であり、 員は、通常の巡回より多く巡

万１千円の増額の差違

は３億９千
１千
である。
その他、タイル工事・金属
工事・金属製建具工事等々の
変更前後の増減額の差違額と
なっている。
質問 変更についての事前の

十分協議した

協議はなかったのか伺う。
企画財政課参事

結果の変更増減額である。
質問 金属工事・ピクチャー

レール・管理用カーテン・内
装工事・内部床仕上げ等々の
ダブっていな

工事はダブっていないか伺う。
企画財政課参事

い。

た。もう市長選には出ないと

チーム全体で成し遂げた素晴らしい快挙に感動！
！

３６４

１２４

８５１

質問 内外装工事のタイル工

一度は判断しましたね。
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！？

７５９
６９３
事について、タイル張りから

市民の新しい庁舎（やかた）市民の飛躍の庁舎（やかた）

１５８

会派所属なし

庁舎建設工事（庁舎棟）の
工事請負契約の変更について

一 般 質 問

注意喚起を行い、指導を徹底

へ近づかないよう児童生徒へ

報告し、地震時には当該箇所

の２校。両学校に調査結果を

は座安小学校と豊見城中学校

ロック塀が設置されているの

上下水道部長 下水道本管へ

レの整備拡充について伺う。

質問 災害用マンホールトイ

整備を検討していきたい。

流通に留意し、液体ミルクの

被災者支援に役立った。今後

総務企画部長 熊本地震の際

座 安 小 学 校 は、 補 強 方 法 や

に向け、ウージ染めかりゆし

ピック、パラリンピック開催

からない自然災害には適切な

ピックに向けて、新商品開発

東京オリンピック、パラリン

含め今月、通知をしている。

質問 次年度から進めていく

ということでよろしいか。

せたが国、県として修繕の補

助はないとのこと。

教育部長 その予定です。

豊崎護岸整備について

質問 特にマンゴーのハウス

で経年劣化し、修繕ではなく

新規で設置する場合の影響を

質問 ６月議会で質問したが

進捗状況を伺う。

伺う。

経済建設部長 毎年収穫して

道路課長 ９月

日、県担当

いるマンゴーが１年ほど実が

つかない等、影響が出る。

未来へ繋ぐ子育て支援

質問 子ども医療費の窓口無

料化について中学卒業まで対

象にしていくべきと考えるが
見解を伺う。

者に現状を見ていただき、除

草 を 依 頼 し た。 県 の 回 答 を

待って、対応について検討し

たい。

児童・生徒の登校復帰支援
について

題について伺う。

質問 子どもたちの様子と課

正や国保のペナルティー、市

教育部長 とよむ教室は、子

県の要綱改

の財源確保など慎重に取り組

どもたち一人ひとりの状況に

子育て支援課長

まないといけない。

重要。よさを伸ばしつつ登校

市民部長 次年度対象の要望

が進捗状況を伺う。

質問 ６月議会で質問をした

登校復帰を支援していく。

保護者と在籍校と連携をして

支援体制の充実が挙げられる。

入室児童・生徒の増加による

復帰を支援している。課題は

寄り添った学習や生活指導が

豊見城団地通り防犯灯
化について

調査について、団地通り会も

8
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等、 関 係 機 関 と 調 整

の上、検討したい。

質問 通学路の安全対策とし

て、その周辺に設置されてい
質問 災害時の乳幼児に常温

質問 経年劣化したビニール

質問 全体的な計画を伺う。

未来へ繋ぐ農業振興支援に
ついて

るブロック塀の安全調査につ
で保存可能な液体ミルクを備

ハウスの修繕等を含め、再生

小学校のクーラー設置
について

いて見解を伺う。
蓄する考えはないか伺う。

するよう文書にて依頼した。

直接接続する下流型と、各施

教育部長 学 校 敷 地 内 に ブ

教育部長 できる限り早期に

質問 注意喚起だけでは不十

設内での貯蓄型の方法があり

フェンスへの取りかえなど検

ウ ェ ア の 商 品 開 発 を 推 進 し、

判断や行動が命を守る助けに

の専門家を招聘しながら何ら

組んでいく。

支援を積極的に行う考えはな

分。早期対応の見解を伺う。

検討を図っていきたい。

討。できる限り早期に対策が

販 路 拡 大 の 絶 好 の チ ャ ン ス、

なる。子どもたちの防災意識

かのアドバイスをいただいて

１３

教育部長 豊見城中学校は改

行えるよう取り組んでいきた

当局の見解を伺う。

修事業に伴い取り壊しを予定。 質問 ２０２０年東京オリン

い。

を高めるには、低学年用及び

新商品開発につなげたい。

２０２０年の

高学年用の「子ども防災手帳」

その他の質問

総務企画部長

を作成し全小学校へ配布する

・骨髄移植のドナーへ助成を

質問 いつどこで起こるかわ

考えはないか見解を伺う。

・パートナーシップ制度導入を

・字座安の通学路整備を

総務企画部長 子ども防災手

帳は、子ども一人ひとりの個

・路上寝防止条例制定を

農林水産課長 県に問い合わ

全教室に設置できるよう取り

繁人
新垣

いか伺う。

P
T
A

別の災害対応に必要な情報を
この手帳に示し、防災対策に
必 要 な ツ ー ル で あ る と 認 識。

L
E
D

平成 30 年９月定例会

声論会

現代こそ、不可能と思われた時代
”
ビニールハウス∞再生支援”

政美

仲田

公明党

防災・減災対策は政治の要 ！！
安心・安全なまちづくりを ！！

一 般 質 問

非核都市宣言

周年

月５日です。来年度が

質問 市非核都市宣言は平成

元年
周年になります。記念事業

考えられる。交通ルールを守

り、自分で自分の身を守る態

年度から

徒歩登校を推進するとうたっ

度が育まれる。最後に子ども

質問 本市は平成

てるが、進捗について伺う。

のよりよい教育環境のために

補正を組んで発行予定

教育部長 本市が徒歩登校（

地域のきずなを強くし、地域

音訳ボランテ

ィアの再開に検討してきまし

てくてく登校）として学力向

秘書広報課長

たが、このたび音訳サービス

ることにもつながる。

報紙を通し広く市民への通知

本市で一番登校距離の長い学

な る の が 距 離 と 時 間 で す が、

質問 徒歩登校する際に気に

がなされ、現在まで保護者や

校はどこか伺う。

年度には市広

地域の協力を得て継続して取

教育部長 小学校では伊良波

らで、翌平成

年度か

のコミュニティーを再構築す

を扱う専門会社への委託補正
月号以降発

予算を計上する方針です。今
回の補正予算は
行される経費です。
新庁舎工事の遅れ

上げられたのが平成

上推進計画の中で初めて取り

彰
比嘉

を行う計画について伺う。
来年は宣言を

周年を迎えます。本市

総務企画部長

して
年３月に平和市長会議に

の非核平和の取り組みは、平
成
日まで

り組まれているところです。

小学校区の字瀬長で

キロメ

現在のてくてく登校の実施状

ートル。中学校では伊良波中

校の徒歩登

況は、小中学校

間にして

分程度かかる。

号線（長堂自治

～

キロメートルとなっていて時

3.2

質問 当初の完成予定は平成

遅れ、工事への直接損害、工

学校区の豊崎Ｂ街区から約
訳 は、 小 学 校

％です。小学校では学年が

％、 中 学 校

校率は ％となっている。内

2.2

ぼ同じ割合となっている。

高くなっている。中学校はほ

原町道（津嘉山）において水

会）から金良橋を越えた南風

が出ている。また、南部農林

たまりができ、地域から苦情
ついて伺う。

高校の生徒にも迷惑をかけて

つ目は、体力や運動能力の向

集中して取り組めること。二

性化し、一校時目から学習に

ことで体温が上がり、脳が活

徒歩登校で体が目覚め、歩く

ろ、南風原町も以前から水た

職員と現地確認に行ったとこ

ついては、南風原町の担当課

道路課長 議員指摘の箇所に

ができるか伺う。

町に道路整備を要請すること

能力、危険回避能力が育つと

目は、子どもたちの危険予知

豊かな感性を磨くこと。四つ

を実施し終了したところ。

問題解消に至らず、改修工事

何度か応急処置をしてきたが、

節 の 移 り 変 わ り を 感 じ た り、 まりについては把握しており、

上。三つ目は、歩くことで季

ト が 考 え ら れ る。 一 つ 目 は、 いる。そこで本市から南風原

教育部長 次のようなメリッ

質問 徒歩登校のメリットに

質問 市道

40

加盟、８月１日から

25

24

上がるにつれ、徒歩登校率は

35

庁 舎 １ 階 で 原 爆 写 真 を 展 示、
を担う子ども達を広島県大竹

事以外の被害が出ている。建

総務企画部長

万 円、

25

11

年３月 日、工事が大幅に

市と平和大使交流事業を実施

設工事紛争審査会への調停は、

争審査会への調停は調整中で

ました。原爆パネル展の際に

円、弱電設備

万 円、 空 調 設 備

万円、駐
万円

万円、サーバー工事

200

82.1

原爆ポスター展を実施、未来

しています。特に記念事業の

意見の違いは、金額は幾らか。

事をしてもらいたい。国連で

あり、これまでの協議で遅延

県建設工事紛

も核兵器禁止条約が採択され

日数について意見の相違があ

総務企画部長

ました。広島、長崎の被爆者

ります。工事請負契約書第

質問 他の工事への影響によ

ヒバクシャ国際署名の署名簿

備

できてない。今後の方向性は。 です。

万

るそれぞれ損害金額、総額は。

を添え置いて、職員が常時い

エネルギー棟工事

電気設備

て、市民がいつでも署名でき

車場棟

万円、衛生設

る体制をつくっていきたい。

２件 万円、合計２千

186

41

計画は考えていません。
周年にふさわしい行

が去年から提案をして、国連

条により、請負代金から遅延

質問

へ提出する署名活動をしてい

日数に応じ、年 ％の割合で
月

ます。市として署名の取り組
年

計算した額です。
平成

み、実施する考えは。
総務企画部長

2.8

46
298

に市長が国際署名に署名をし

豊政会

徒歩登校を更に推進し子どもたちの
忍耐力や基礎体力を育成しよう

10

30

質問 市広報の音声版が発行

689

825

160
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9

279

637

11

75.8

15

15
28

59

30

30
21

安夫

佐事

10
30
30

日本共産党

非核都市宣言 30 周年記念事業
市広報音声版の再発行

一 般 質 問

排水路の有効活用について

質問 小規模保育園を増やす

保育行政について

か。市長の見解を伺う。

す。負担を民間任せでいいの

ありません。

小規模保育施設公募の予定は

福祉健康部長 現在のところ

協定等の協議の上、公私連携

要になったものであります。

に伴って新たな通報装置が必

福祉健康部長 こども園移行

していきます。また、法人が

要があり、学校施設課と調整

いては修繕の上、引き渡す必

域は、ゆたか小学校区、また

機学童が多く発生しそうな地

となっています。引き続き待

点の待機学童数は全体で

年４月に上田児

童クラブが開所予定。豊見城

クラブが１クラス増やす計画

金の対象にしてほしいが見解

福祉健康部長 一括交付金で

と、新規事業者による児童ク

小学校区については同地区内

の対応は難しいと考えますが

ラブ開所予定計画があり、最

を伺う。

引き続き県と連携しながら国

大

名程度の受け入れ増加を

の制度変更を注視していきま

質問 次に課題としては古い

す。

・保育料未納繰越分について

その他の質問

目標としています。

10
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ムがありません。認定こども

防災について
質問 与根漁港施設内に隣接

考えがあるか伺う。

質問 公私連携認定こども園

も調整していきたいと思いま

くものですがそういったもの

工事において設置整備して頂
るか伺う。
保育幼稚園参事

す。

質問 次年度の待機学童見込

学童について

り、次年度７園の移行実施に

み状況と対策を伺う。

年５月時

加入する福祉医療機構の費用

豊見城小学校区については待

福祉健康部長 Ｈ

が３倍になる課題などありま

機学童が増加する事が予想さ

人

す。

れています。ゆたか小学校区

としては、大規模な修繕につ

向け取り組んでいます。課題

ども園を試行的に運営してお

進める中、これまで豊見城こ

つきましては待機児童対策を

公私連携に

という独特の制度に課題があ

園となると設置義務が生じま

質問 与根・豊崎地域避難所

する排水路の有効利用につい
て伺う。
農林水産課長 ご指摘の箇所

人の市民が避難されると

いう状況がわかりました。沖
先となっています。与根一帯

は与根地域の雨水排水の放流

千

の収容能力について、３万３

正樹
大田

縄でマグニチュード７強の地
震が発生した場合に、市が今
は低平地で勾配がないことか

施設等の事業展開からは埋め

抱えている津波対策、ハザー

総務企画部長 ハザードマッ

立てを前向きに検討していき

ら、地域の雨水排水処理は懸

プについては、本年度見直し

たいが、地域排水処理の観点

ドマップを見直すことが必要

をする予定です。

からすると慎重な検討を要す

案事項となっています。複合

質問 ひとり暮らし高齢者の

ると考えています。

だと思うが見解を伺う。

避難について伺う。

・民泊について

質問 公立幼稚園のある沖縄

の対策はＨ

30

独特の制度ですから一括交付

44

総務企画部長 避難訓練では、 その他の質問

日頃より地域住民がお互い顔
の見える関係を構築し、避難
に支援を要する方がいること
を認識した上で声をかけあう
避難を心がけるよう推奨して
います。
不法投棄について
質問 監視カメラを設置した

場所については改善されてい
る。しかし道路際の場所につ
い て は 依 然 不 法 投 棄 が あ る。
市は今後どのような対策を考
えているか伺う。
市民部長 不法投棄重点パト

ロールマップを作成し監視体

31

幼稚園の場合火災通報システ

80

平成 30 年９月定例会

声論会

待機児童や待機学童の対策は、
市と民間の連携強化が必要不可欠！

793

制の強化を考えています。

道路沿いに目立つ、不法投棄の現状

吉信

赤嶺

豊政会

安心安全な街づくりと
地域の見直しを、最優先に考える

一 般 質 問

市長 役員会で当時副市長が

質問 副市長解職の真相は。
質問 チラシに「借金は正当

い。

市長 見ても聞いてもない。

わかっていたか。

市長に追及してきた。それは

た。私達はそれを真実として

の行動が時系列で書かれてい

知っています。市長の今まで

質問 後援会の役員は中身を

市長 中身は見ていません。

質問 中身は何だったのか。

職せざるを得なかった。

う促したが、拒否したので解

じ、前副市長に辞表を出すよ

質問 身内会社のために口利

ただきます。

ここでの発言は控えさせてい

市長 個 人 的 な こ と な の で、

画とはどういう計画か。

の怒りの声がある。正当な計

も返されていないという社長

市長にお金を貸し、まだ１円

持って返事をしてください。

追及されて当たり前。覚悟を

質問 市長は公人。政治家は

ます。

の発言は控えさせていただき

行財政改革について

す。本市の魅力を全国的にＰ

Ｒするため、前年度、平成

す。その影響によるものです。

は、自分の生まれた故郷や応

企画財政課長 ふるさと納税

上の特徴を伺う。

企画財政課長 ふるさと納税

年

の税法
質問 「ふるさと納税」

度が創設されました平成

度からの実績として、平成

年度寄付件数４件、寄付額

援したい自治体など、どの自

治体に対する寄付でも対象に

年度寄付件

数１件、寄付金額５千円、平

なる制度です。都道府県や市

万５千円、平成

年度寄付件数２件、寄付

成

区町村に対してふるさと納税

金額２万４千円、平成

年度寄付件数

万１千円、

件、寄付金額

万３千円、平成

万５千

年度寄付件数

万

年

年度寄付件数８件、寄
付金額

寄付件数

６千円、平成

千

件、

万１千円、平成

年度寄付件数

件、寄付金額
円、平成
寄付金額

年

件、寄付金額

万１千円です。

年度寄付件数
５千

年から平成

倍の伸びになって

質問 平成

度には約

29

29

平成

６件、寄付金額

７千円、平成

寄付件数５件、寄付金額 万

23

544 26

244

20

が、周知と広報活動について

取り組みという形になります

るさと納税の収入増へ向けた

企画財政課長 本市では、ふ

いますが、その要因を伺う。

10

強化をして取り組んでいま

うち２千円を超える部分につ

いて、一定の上限まで所得税

と住民税から全額が控除され

ます。

「稼ぐ力」で新しいとみぐすくをつくろう。

24

107

27

806

28

615

をすると、ふるさと納税額の

年度

21

26 20

20

の実績といたしましては、制

年度よりふるさと納税のポー

質問 見てもいないものを条

きを繰り返したのは、市長の

質問 自由度の高い財政運営

件に副市長の辞職を求めるの

宜保晴毅ということでいいか。

事実と違う発言をし、その後、 な計画に基づき返済されてい

はおかしな話。市長の行動言

市長 ここでの発言は控えさ

タルサイト運営事業者と連携

動、金銭問題に関して、ご自

せていただきます。

を実現する観点から「ふるさ

分は指摘されたことは何も改

質問 口利きしたのを認めた

るので詐欺罪には当たらな

善・解決していない。「３期目

のに何で答弁を拒否するのか。

市長室で私に封筒を見せ「出

を支えるために直しなさい」

宜保晴毅がもし市長でなかっ

し、本市のＰＲを図っていま

と言ったことを直せなかった

たら、企業の皆さんは身内の

と納税」について伺う。

ことが今回の問題。私達は責

会社に借金の依頼をしても応

い」と書かれている。この認

任をとるという意味で「手を

じてくれたと思いますか。

るところに出る」という発言

下げ、一緒に新しい候補者を

市長 ここでの発言は控えさ

識でいいか。

29

で、行政運営を一緒にやって

善裕
大田

市長 個人的なこと。ここで

応援して欲しい」とお願いし

せていただきたいと思います。

546 28

1

80

237

25

168

22

218

亜矢子

新垣

いくことはできないと強く感

た。ご自分がやったことの責
任はどうやって取るのか。
市長 具体的な答弁は控えた
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11

会派所属なし

補助金に頼れない政策の実現には、
潤沢な自主財源が必要

豊政会

宜保市長は公人です！
追求されて当然！

一 般 質 問

質問 生活保護の他市

の認定をすべきであったと、

あらたに生じた
土地の確認について

都市計画部長 豊見城市、高

安地区計画ということで道路、

公園緑地等に位置づけ都市計

中心市街地区画整理事業を費

年７

河川区域変更による廃川敷地

れば、詳細な情報は現存ない

今後、区画整理とのことであ

号線沿いの擁壁

行政が行う個人所有地
改修工事について

質問 市道

改修工事の進捗について伺う。

議することになっている。

性については、今後、県と協

質問 時期的なものを伺う。

準備をしている段階である。

実施設計を済ませ、工事発注

月中旬から来

月末の予定である。

12
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市の
いじめ問題専門委員会が判断
をしています。そのような内

質問 饒波川改修工事に伴い、 画決定がなされており、公共

て伺う。
容を含め受けとめたい。

「あらたに生じた土地の確認、 事業の代替地として県に働き

福祉健康部長 他
質問 この報告書を受け入れ

かける考えはない。

‰となり、豊見城

外間

保護率は

字の区域の変更（区域編入）」

るという姿勢が見られません。

質問 考えてないとのことだ

‰です。

に係る議案があり、議会承認

て区画整理を基本とする宅地

が、あらたに生じた土地、河

後の登記手続の時期及びそれ

開発推進の考えはないか伺う。

総務企画部長 県土建部河川

用等の問題で縮小した部分、

都市計画部長 この地区は、

課に確認したところ、登記は

それ以外は地区計画で道路、

等の発生として、平成

が、その意思があれば改めて

廃川が示されている。本市は

議会承認を経て、「あらたに

生じた土地の確認及び字区域

の変更」の告示をする。

質問 将来、本市へ移管予定

の土地になるのか伺う。

年度に

質問 ハードルの高い事業に

経済建設部長 工事発注を

経済建設部長 平成

なるが、「あらたに生じた土

月上旬に予定しており、工期

市街地整備課長 譲与の可能

詳細な調整を考えたい。

月６日付沖縄県告示第 号で

定、その他の手続は特になく、 公園等の設置を行った部分で

予算の都合があり次年度に予

あるか伺う。

以外にも何らかの必要手続が

を経て編入し、登記したい旨

市の保護率は

当程度減少させ、つまり事故

川管理道路、民間地を活用し

その中で５件は報告書でいじ
いて認めますか。

人、ほかの市の平均は

生活保護を受けている状況で
教育長 大変残念なことであ

りますが、しっかりと受けと

他市に比べて低いという認識
は持っていますか。

針、それに沿っていない、ず

認識が文科省が示している指

そういう姿勢です。いじめの

質問 これも受け入れない、

めたいと思います。

市の平

市長 それが一概に悪いとは

思っていません。
質問 就学援助も他

均、そして市の援助率はどう
なっているか伺う。

あり方に大変問題があるとい

れている。教育行政の指導の

本市は

う報告書になっています。教

％、

質問 共働きでないと認めな

育長はその辺は認めますか。

市の平均

い、持ち家だったら認めない

教育長 答申書につきまして

教育部長

ほかの自治体でやっていない

はしっかり受けとめたい。

％です。

壁をつくっている。こういう

にはいかないようです。適宜

いで、受け入れるというわけ

ことをやめるべきではないか。 質問 これもまた受けとめた
教育部長 審査の一部として

参考にしています。

適切に対応がなされていれば

質問 第三者委員会の調査報

を防止できた可能性は十分に

本件児童に対するいじめを相

告書で、教育委員会の対応を

認められると考えると。これ

地を家屋建築のできる整備を

年

については、

29

し、県道拡幅事業等に係る地

権者の代替地として県に働き

かける考えはないか伺う。

11

いじめによる自殺について

失態と指摘されたが、反省す

は認めませんか。
教育長 個別事項に対し意見

32

11

る考えはあるか伺う。
教育部長 失態について、い

や評価を述べる立場にないの
が教育委員会の立場です。

条第

じめ防止対策推進法第

１項第１号に定める重大事態

3

23.4
28

297 30

10

の事前説明を受けたが、承認

質問 千人当たり豊見城市は

剛

めと認定しました。これにつ

市の平均

平均及び本市の保護率につい

10
24

10.9

10

平成 30 年９月定例会

10
人

声論会

あらたに生じた土地も含め
隣接地計画の再考を…

10

宏

瀬長

24.4

13.8

日本共産党

生活保護や就学援助は必要な方々に
支援が届いていません！

一 般 質 問

年度から平成

ファミリーサポートセンター
について
質問 平成

年 度 ま で の「 お ね が い 会 員 」
と「 ま か せ て 会 員 」「 ど っ ち
年度は

年度は７月

件となって

人、「どっ

料の負担軽減、まかせて会員

人、「どっ

風しん混合ワクチンの接種費

前のお子様を対象に、麻しん・

となっています。

通知しています。その他、ホー

用助成を行っており、個別に

とみぐすく

ようこそ豊見城市へ！ 行政視察受け入れ状況

毎年、全国各地の議会から、本市の取り組み状況や市内の関連施設について、視察に訪れます。なお、視察の際
には議長、議会事務局、各関係課等で対応し説明を行っております。来訪都市、視察内容について、ご紹介します。

●平成30年度視察受け入れ状況（平成30年9月〜平成30年11月）

※平成30年度の視察受け入れ件数は、11月末時点で5件になります。

助活動実績について、平成

年度は１千

件で、前年

年度は合計１千 件、平成
件減、平成

年度は合計１千
比
件で前年比 件の増となっ

ています。平成

ます。

今後も増えることが見込まれ

ることから、援助活動実績は

おり、会員数も増加傾向にあ

も会員」の推移について伺う。 末時点の実績で
福祉健康部長 平成

人、「まか
人の会

人、「 ど っ ち も

「おねがい会員」
せて会員」
会員」３人で、合計
質問 では、市民がさらに利

人、 用しやすくするために、利用

員数となっています。平成
年度は「おねがい会員」
「まかせて会員」

の報酬費の増額は図れないか

質問 本市での風しん対策に

していきたい。

くの要望があれば、今後検討

福祉健康部長 市民の声、多

伺う。

人

年度は

人増の会員数と

ちも会員」６人で、合計
で前年比
なっています。平成

人で前

人、「 ど っ ち も

「おねがい会員」 人、「まか
せて会員」
人で、合計

ついて伺う。
福祉健康部長 本市では予防

人、 接種法に基づき、１歳と就学

年度は７月末

人増の会員数となって

会員」
年比
います。平成

時点で、「おねがい会員」

人

質問 子育てをする親にとっ

ムページ等情報提供と、妊娠

人で、合計

「まかせて会員」

28 27

て大変助かる制度であり、ど

年度

全都市／成長力ランキング上位維持まちづくり

29 210 311

652

514 30

の希望者への注意喚起を行っ
年度から、平成

いうことです。それでは次に、 ています。
平成

福祉健康部長 ファミリーサ

ポートセンター間における援

兵庫県議会

4

平成30年11月15日

11

東洋経済新聞社の全国都市成長力ランキング1位について

1

栃木県小山市議会

5

平成30年10月4日

職 員

視 察 内 容

議 員 等

議 会 名

視 察 人 数

視 察 時 期

101

862

30

んどん会員数が増えていると

ちも会員」

59

までの実績について伺う。

30
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13

45

28

540
591
663

739

30

17

兵庫県議会（建設常任委員会）

栃木県小山市議会（総務常任委員会）

457

27
486
29
697

55

624

勝正

赤嶺

27
26

105

18

106
27

豊政会

平均年齢38才と若い人が多い
本市の子育て支援について

一般質問掲載の道路場所の確認方法について
議会だよりでは、定例会において各議員が一般質問した内容（一部抜粋）を掲載しており、毎回、市内の
道路整備等について、複数の議員が一般質問で取り上げており、議会だよりにもその質問内容を掲載しており
ます。
また、市民の方からは、議会だよりで市道○○号と掲載しても、位置・場所等が無いとわからないという声
がこれまでもありました。
そこで、議会だより調査特別委員会は、位置・場所の掲載について検討した結果、豊見城市ホームページ
に掲載されている「平成２９年度 豊見城市路線網図（ＰＤＦ）」を案内することで、市民の方からの声に応え
れたらと思います。
これからも、より多くの市民の皆様に、分かりやすく、興味をもって読んでいただける紙面づくりを目指してい
きますので、どうぞよろしくお願いします。
豊見城市路線綱図

検索

議会におけるタブレット端末の導入について

９月定例会の議場において

本市議会では、９月定例会より、タ
ブレット端末を使用し、議会運営を行っ
ています。
タブレット端末には、議案書をはじ
め、予算決算審査に必要な資料、通
知文書等がデータで掲載されており、
また、議会中等においてもインターネッ
トによる検索も簡易に出来る等、ぺー
パーレス化による印刷コスト削減や、
利便性の向上が図られております。
今後も、上記目的の他、議員の調
査研究を補佐・支援するために、行
政計画書等のデータ掲載を予定して
おります。

平成 30 年９月定例会
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新庁舎の議会フロア ご紹介♪
本市では、
平成３１年１月４日から、
新庁舎で全業務を開始いたします。
（１月以降の議会は、
新議場での開会と
なります。）
今回は、
新議場等のオープンに先駆け、
一部ご紹介したいと思います。
実際にご覧になりたい方は、ぜひ市民見学会へお越し下さい。
「新庁舎の市民見学会」 平成３０年１２月９日
（日） １０：００〜１６：００

議場（議長席、議席 等）

傍聴席（一般席６０席、報道関係者席４席）

傍聴席には、
スロープを利用し入ることも可能で、
車椅子でも傍聴可能なスペースを配備しております。
また、
５階に優先トイレも配備されており、
バリアフリーに配慮しております。
その他、
議会傍聴等に関するお問い合わせに関しては、
議会事務局
（Tel.098-850-0025）
まで。
※市ホームページにて、
議会インターネット中継を平成３１年２月から予定しています。

平成30年度市議会議員・職員研修会が開催されました
平成３０年１１月２１日
（水）
、
沖
縄県市議会議長会主催による
「平成３０年度市議会議員・職
員研修会」が開催されました。
「地方
（沖縄）
議会から日本を
変える」
と題して、早稲田大学
名誉教授、
早稲田大学マニュフ
ェスト研究所顧問の北川正恭
氏の講演もあり、県内１１市から
多くの市議会議員、市職員が
参加しました。
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９月 定例会の審議結果
● 予算案

４件

● 条例案

５件

● その他議案

７件

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

● 報告

６件

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

● 意見書案

２件

ださい。

● 陳情

３件

平成 30 年９月定例会は、９月 11 日（火）～９月 27 日（木）までの
17 日間の会期で開催されました。

予算案
議案第 43 号

原案可決

平成 30 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から歳入歳出それぞれ６，
１９８万３千円を減額し、予算総額を２５８億８，
４７１万
４千円とするとともに、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（追加案件の一部）
・市広報紙音声版作製委託料

・コンビニ交付システム旧姓併記改修委託料

・新庁舎警備委託料

・とよみ小学校児童クラブ測量等調査委託料

・宜保区画整理事業清算金

・法人立認可保育園施設修繕費補助金

・公民連携研修委託料

・対面相談会業務委託料

・自治体情報セキュリティ向上サービス使用料

・学校内ネットワーク保守委託料

・住基システム旧姓併記改修委託料

・座安小学校創立 110 周年記念事業補助金

条例案
議案第 48 号

豊見城市役所の位置を変更する条例の制定について

原案可決

豊見城市新庁舎建設事業の執行に伴い、地方自治法第４条第１項の規定に基づき豊見城市役所の
位置を変更する条例を制定しました。
議案第 50 号

豊見城市県道豊見城糸満線沿岸地区地区計画区域内に
おける建築物の制限に関する条例の制定について

原案可決

県道豊見城糸満線沿線地区地区計画の決定に伴い、県道豊見城糸満線沿線地区地区計画区域内
における建築物の制限等について条例を制定しました。

平成 30 年９月定例会
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人事案
諮問第 3 号

人権擁護委員候補者の推薦について

適

任

赤嶺静氏を人権擁護委員候補者として推薦することを適任としました。

陳

情

陳情第 8 号

豊見城市道 6 号線と那覇市具志 27 号線の連結整備
に関する陳情

陳情第 10 号

県産品の優先使用について（要請）

陳情第 11 号

すべての沖縄の子どもたちの健やかな成長のために
こども医療費助成制度の拡充を求める陳情書

採
択

意見書案
意見書案第 2、 3 号

すべての沖縄のこどもたちの笑顔のためにこども医療費助成制度の拡充
を求める意見書
原案可決

【意見書案第２号】
沖縄県のこども医療費制度において、本土との格差是正を早期に実現するよう求める意見書を国の関
係行政庁へ提出しました。
１．こどもの医療費助成制度を現物給付にした市町村の国保への国庫補助の削減（ペナルティー）
は、すべて廃止すること。
２．どの地域に住んでいても、少なくとも義務教育の間は、こどもの医療を受ける権利を保障する
ために、国の制度として中学校卒業まで国の医療費無料制度を早期に実現すること。
【意見書案第３号】
沖縄県知事職務代理者、沖縄県副知事あてに、国が制度化を図るまで県の制度として医療費無料制
度の拡大拡充を実現するよう求める意見書も提出しています。
１．こどもの医療費助成制度を現物給付にした市町村の国保への国庫補助の削減（ペナルティー）
は、すべて廃止するよう国に強く求めること。
２．国の制度として中学校卒業まで国の医療費無料制度を早期に実現するよう国に求めること。
３．国の制度化ができるまで、県の制度として、中学校卒業まで、所得制限なし、一部負担なし、
現物給付で医療費無料制度の拡大拡充を、県と市町村が協力して早期に実現すること。
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あなたの一票が未来を創る！
みんなで選挙へ行こう！
！
〜 投票は１８歳から 〜

平成31年2月22日任期満了に伴う豊見城市議会議員選挙が
下記の日程で執行されることになりました。

豊見城市議会議員選挙
投票日

平成31年2月10日
（日）

平成30年7月豪雨被害に対する義援金について
平成30年7月に発生した豪雨被害に対する義援金を、8月24日付、豊見城市議会として、
全国市議会議長会へ21万円をお振込いたしました。義援金については、被災地域の支
援のために拠出されました。被災地の一日も早い復旧と復興をご祈念申し上げます。

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、傍聴者名簿に住
所・氏名等を記入するだけの簡単な

昨年９月の
「議会だより」Vol.179より紙面をリニューアルし
発行しております。準備期間に約２年をかけ、全国の市町村議
会広報誌を参考に、豊見城市議会に合った紙面作りを心掛
けて参りましたがいかがでしょうか。新しく取り組んだ高校生
インタビューも今回で市内県立高校３校を済ませました。取
材で印象に残ったのは
「18歳選挙権があっても、議員が何を
しているのか全然わからないし興味が無いから、選挙に行か

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。

ないかも…」
という言葉。
これこそが正に市民の声！と真摯に
受け止め、今後も改善をしながら
「議会とは」
「 政治とは」
「議
員とは」
どのような活動をしているのかをお伝え出来るよう、
よ
り多くの方々に興味を持って読んでいただける紙面作りを目
指して参りますので、是非、
ご注目頂きますようよろしくお願い

９月定例会の
傍聴人数は

43人でした。

いたします。
新垣亜矢子
議会だより調査特別委員会
トミッキー

【委員長】新垣亜矢子
【委 員】
比嘉彰

【副委員長】
佐事安夫

仲田政美

新垣繁人

市議会の日程等詳しい情報は、豊見城市議会のホームページをご覧ください。
平成 30 年９月定例会
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広 告

広 告

印刷物が生み出す「効果」
を第一に考えます。

①スマホまたはタブレットで上記QRコードより
無料アプリ COCOAR2 をダウンロード。
②COCOAR2を起動し、
この広告面をスキャン
すると動画を見ることができます。
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