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６月 定例会の審議結果
●予算案
●条例案
●その他議案
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●意見書案
●陳情

３件
３件

平成29年６月定例会は、６月２日（金）〜６月20日（火）
までの19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。
検索
豊見城市議会
×

議案第30号

平成29年度一般会計補正予算（第１号）

原案可決

当初予算総額に9,294万2千円を追加し、予算総額を250億5,694万2千円としました。
○補正予算の主な内容
・議員報酬（増額）
・一般コミュニティ助成事業（新規）
・防犯灯等緊急整備事業（新規） ・特定地域経営支援対策事業（増額）

議案第35号

農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を
定める条例の制定
原案可決
農業委員会等に関する法律が一部改正され農地利用最適化推進委員が新設されたことに伴い、農業委員
及び農地利用最適化推進委員の定数を定めました。
【改正前】
委員名
主な役割

農業委員

【改正後】
農業委員

農地利用最適化推進委員

委員会における農地の権利移動等の
主に委員会における農地の権利移動
農地パトロール（耕作放棄地の発生・
意思決定及び農地パトロール（耕作放
等の意思決定
防止・解消等）の現場活動
棄地の発生・防止・解消等）の現場活動

選出方法

選挙・推薦

推薦・公募による市長の任命制
（議会の同意が必要）

推薦・公募による
農業委員会の委嘱制

定数

１２名

８名

４名

承認第１号

平成28年度一般会計補正予算（専決第１号）

承 認

承認第２号

平成28年度国民健康保険特別会計補正予算（専決第2号）

承 認

国民健康保険特別会計の財政事情が厳しいため、一般会計より1億8,308万4千円を繰り出し、国民健康
保険特別会計へ繰り入れました。
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陳情第２号

「駐留軍関係離職者等臨時措置
法」の有効期限延長に関する陳情
採

択

意見書案第５号

駐留軍関係離職者等臨時措置法
の有効期限延長に関する意見書
原案可決

駐留軍関係離職者等臨時措置法が2018年５月
に有効期限を迎えるため、駐留軍労働への理解と
駐留軍関係離職者等臨時措置法の必要性を勘案し、

駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書
駐留軍関係離職者等臨時措置法は、2018年５月16日で有効期
限を迎える。
駐留軍雇用は、米国の軍事政策や国際情勢等に影響を受ける特殊
な職場環境下にあり、本質的には不安定な状況に置かれている。
本県においては「在沖海兵隊のグアム移転及び嘉手納以南の基
地返還と北部基地への統合」などを含む在日米軍再編に関する合
意をしており、「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合
計画」も発表されている。
海兵隊施設には、4,854人（平成29年３月）、嘉手納以南の対
象施設には3,734人（平成29年３月）の日本人従業員が勤務して
おり、状況如何によっては駐留軍等労働者としての雇用継続が困
難となる事態も懸念され、これまで以上に駐留軍関係離職者等臨
時措置法に基づく雇用対策が不可欠である。
昨今の全国的な雇用情勢は、完全失業率３％台で推移している
が、県内の失業率は全国の約２倍で推移している。また、駐留軍
等労働者は中途採用者が多いことから平均年齢46.3歳と高い状
況にある。こうした状況の中、万が一、大規模な人員整理等が発
生すれば、駐留軍関係離職者の再就職・自活の道は容易ではなく、
地域的な雇用情勢はパニック状態に陥ることは必定である。
よって、国におかれては、駐留軍労働への理解と駐留軍関係離
職者等臨時措置法の必要性を勘案のうえ、同法の有効期限を再延
長されるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

同法の有効期限を再延長されるよう関係省庁に対

平成29年６月20日
沖縄県豊見城市議会

し要請を行ってほしいという陳情です。陳情は採
択され、意見書を、厚生労働大臣、防衛大臣に提

あて先 厚生労働大臣、防衛大臣

出しました。

委員会リポート

特別委員会編

※活動内容をご紹介します。

議会改革調査特別委員会
議会改革に関する７項目の調査事項「議会棟建設工事」、
「議会公開の
あり方」、
「議員定数」、
「同日選挙」、
「政務活動費」、
「議員報酬」、
「議
会基本条例」について、調査研究等を行っています。現在は、
「議会基本
条例」の制定について、活発な議論、調査研究を進めているところです。
議会基本条例制定について議論

議会だより調査特別委員会
議会だよりの編集、調査研究を行っています。より多くの市民の皆さん
に読んでいただける議会だよりを目指し、今号から紙面のデザインをリ
ニューアルしました。今後とも紙面の編集に改良を加えて、より分かりやす
い充実した「とみぐすく市議会だより」にしていくよう取り組んでいきます。
リニューアルにむけて編集作業中

宅地課税証明書の誤発行に関する調査特別委員会
「宅地課税証明書誤発行の調査に関する事項」、
「再発防止に関する事項」、
「国家賠償法に基づく訴訟事件への
市の対応等を調査する事項」について調査・審査等を行っています。
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一般質問

市政を問う

６月定例会では、22 人の議員が一般質問を行い、３日間にわたり活発な議論を展開しました。
質問と答弁は要約、抜粋されておりますので、質問事項の全文記録（議事録）については、豊見城市議
会ホームページの会議録検索システムより、ご覧ください。
また、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。

（６月定例会の傍聴人数は 27 人でした。）

豊見城市議会
ページ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

質問議員

×

検索

QR コードはこちら⇒

質問事項 ※議会だよりには一部のみの掲載になります。

新

垣

亜矢子

山

川

仁

○瀬長地域の市道 6 号線、63 号線交通環境整備について

○教育行政について

○公立幼稚園について

○道路行政について
他６件

与那覇

清

雄

○西部地区の活性化策及び道路行政について

仲

田

政

美

○教育行政について

比

嘉

綾

○高齢者の地方移住について

○介護予防の取り組みについて

楚

南

留

美

○通学路の安全対策について

○臨時福祉給付金について

大

城

敬

理

○乳幼児健診について

儀

間

盛

昭

○国民健康保険事業について

德

元

次

人

○とみぐすく祭りについて

大

田

善

裕

○沖縄振興一括交付金について

大

田

正

樹

○豊見城中学校区内の児童館設置について

赤

嶺

勝

正

○子ども・子育て支援新制度について

比

嘉

彰

○下水道事業について

佐

事

安

夫

○学校給食センター調理等委託業務について

赤

嶺

吉

信

○西海岸地区の津波災害時の避難表示の設置について

外

間

剛

○土地区画整理事業縮小に伴う認定道路について

新

垣

人

○未来へ繋ぐ子育て支援について

瀬

長

宏

○損害賠償裁判について

宜

保

安

孝

○道路行政について

當

銘

清

弘

○市街化区域の見直しについて

比

嘉

仁

一

○損害賠償事件について

赤

嶺

一

富

○災害に強いまちづくりについて

繁

○教育行政について

○婚活イベントについて

○保育行政について

他１件

○豚舎の悪臭対策について

他２件

他２件

他１件

○環境衛生について

○公園管理について

○スポーツ振興について
○財政について

○保育行政について

○市民の安全について

○豊崎海浜公園について

○農振・農用地について

○公園整備について

他１件

他３件

○墓地建設について

他３件

○市公営墓地整備計画について

他２件

他２件
○新庁舎建設について

○豊崎の護岸整備について

○就学援助制度の取り組みについて

○教育行政について

他１件

○交通行政について

他３件
○待機児童問題について
○保育行政について

○豊見城農業振興地域整備計画について

○豊崎の公園管理について

他２件

他3件

他１件

○道路行政について

※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。
平成 29 年 6 月定例会
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一 般 質 問

３年保育が開始されているが、 ては、幼稚園現場や教育委員

質問 座安・豊見城幼稚園で

等設置について伺う。

頭区内）のハンプ（減速帯）

質問 市道６号線（瀬長・田

から各種関係法令等をクリア

して多くの方々が訪れること

点から、ビーチには１年を通

商工観光課長 観光振興の観

年保育のカリキュラムについ

運営の問題点が出ているのか。 会と情報共有の上、考えられ

経済建設部長 市道６号線は

し、体験型の海を育む取り組

から座安幼稚園と豊見城幼稚
園で３年保育が実施され、２

ていくものと期待しています。

スピードを出す車が多く危険

みが展開できれば、新たな観

保育幼稚園課長 今年の４月

で、ハンプ設置については車

光プログラムの提供に繋がる

受け入れたことに対し、お褒

は、公立幼稚園など３歳児を

す。しかし多くの保護者から

厳しいということでございま

題としましては保育士確保が

２カ月余りたちましたが、課

で３歳児の受け入れを行って

てきました。今年度から２園

され、保護者のニーズに応え

ら土曜日の預かり保育が実施

ら学校給食を、平成

象者も含めて全員に、お知ら

く。６年生の９月前後には対

給する方向で検討を進めてい

品費としての入学準備金を支

対象に、入学前の３月に学用

に中学校へ入学予定の生徒を

学校教育課長 平 成

申請声掛けが必要ではないか。

善と、６年生に対して早目の

対応できるよう認定時期の改

に出費がかさむ。入学準備に

る児童生徒の学用品費は３月

署等関係機関とも連携し最善

デメリットも多く豊見城警察

ているが、市はどの方向か総

質問 ２つの課で見解が違っ

討し、道路パトロールや自治

今後、歩行者の安全対策を検

て整備計画はありませんが、

経済建設部長 現段階におい

一人当たりの平均で年

の時間外勤務の実績は、職員

人事課長 本市の平成

のか伺う。

質問 職員の時間外は適切な

サービス残業の実情は

は厳しいと言う事です。

ありますが、市としての立場

企画部長 相矛盾するようで

合的な判断を伺う。

号線・瀬長区内

会からの修繕連絡があった場

月平均 時間となっています。

年度

合には対応に努めたい。

の歩道整備について伺う。

質問 市道

歩車道の分離、生活道路の
危険個所は早急に整備を

策を慎重に検討したい。

して有効であると考えますが、 事になる。

両速度の抑制の一つの方法と

出費のかさむ３月に中学校
入学準備金支給を検討
質問 就学援助費は年３回支

名の３歳児を受け入れ

ております。以前から預かり
給されているが、入学を控え

めの言葉をいただいている。

せし、３月に間に合わせるよ

仁
山川

園で
年度か

受け入れを増やしてほしい要

うできないか考えている。

厳しいよりも、どうすれば
市民の財産になるか考えて

質問 豊崎美らSUNビーチ

を訪れる市民や観光客に珊瑚

の苗作りや植付けが体験でき

る施策を展開し海を育む取り

時間、

住民が暮らしやすい環境整備を

保育を実施し、平成

望もいただいている。

その他の質問

号線）の安

組みについて伺う。

農林水産課長 珊瑚の育成等

は、非常にデリケートで難し

い内容となっており事業展開

28

114

年度か

質問 保 護 者 か ら は 区 域 が

号線、

・渡嘉敷とエコシティとはし
なを結ぶ交差点（市道 号
線、

・おなが橋に非常時利用でき
る階段をつけ、歩行者専用

63

はハードルが高い。

9.5

年４月

違っても２年保育、３年保育

・自転車専用レーンの設置に
ついて

を求めている方がいて、評価
が良い。今後も複数年保育を
充実させ、幼児教育から継続
した学校教育を実施すること

年保育、２年保育、１年保育、

として利用することについ

全対策について

それぞれの実施状況を検証し、

て

について見解は。

20

30

とみぐすく新風会

瀬長・田頭地域の声に迅速かつ
柔軟に対応し未来への街づくりを！

28 27

保育幼稚園課長 今年度は３

26

亜矢子

新垣

30

本市における教育課程や複数
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豊政会

基礎学力の向上を図り
スムーズな小学校への接続を

一 般 質 問

年３月の事業完了を目標に取

には組合施工区画整理の実施

市街地整備課長 平成

臨床心理士など専門家６名の

学校教育部長 弁護士や医師、

ついて。

平成

年９月の一般質問で、

は、早期認定、早期支給につ

仕組みづくりをと質問。答弁

３月に支給できるよう、その

提供する婚活事業への行政に

企画情報課長 出 会 い の 場 を

り組み、開催する考えを伺う。

ています。本市としても、取

質問 自治体による婚活支援

いて調査研究したいとありま

よる支援も検討が必要かと感

現在、入学後８月に支給され

した。以上を踏まえア今年度

じているところ、本市の置か

事業が全国的に広がりを見せ

の直近の申請者数を伺う。イ

れている状況も踏まえ、必要

ておりますものを新入学生へ

この制度は新入学児童生徒に

性を検討してまいる所存。

豚舎の悪臭対策について

とりましては、入学のための

支度金となります。３月支給

質問 字豊見城の豚舎悪臭改

への進捗状況を伺う。

学校教育課長 ア 平 成

善対策について伺う。

年度

の就学援助の申請者は、５月

生活環境課長 平 成

年度か
１日現在約１千

らは生活環境課、農林水産課、

南部保健所、中央家畜保健衛

人弱。イ３

月支給に向けての早期認定に
ついて、平成

生所の４機関で定期的に情報

年４月に中学

校へ入学する生徒を対象とし

共有や臭気等の改善に向けた

認やふん尿処理の仕方、臭気

期的に豚舎を訪問し、現状確

する方向で検討を行っている。 調整会議を実施。各機関が定

今後、小学校に拡充を図って
まいりたい。

等の改善指導を行うなど、改

質問 人権教育の観点から、

・わくわくポイント事業導入

その他の質問

善対策に取り組んでいる。

男女混合名簿を全幼・小・中学

・那覇空港自動車道桁下利用

男女混合名簿、全幼稚園で

校へ導入拡大の進捗状況は。

6
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学校教育課参事 現在、全幼

当時から豊崎小学校、さらに

年３月の完成を予定し

ている。

質問 今や社会全体で叫ばれ

昨年とよみ小学校が男女混合

平成

道東風平豊見城線沿線地区）
質問 上田小学校、幼稚園改

ている中、本市としてもしっ

名簿を導入している。

質問 地区計画策定事業（県
の事業内容及び経過、進捗状
築事業の内容及び進捗状況に

かり取り組んでいただきたい

稚園で実施。小学校は、開校

況について。
ついて。

子どもの貧困対策について

市街地整備課長 平成
学校施設課長 校 舎 棟 を 今 年

考えている。
り組んでいる。

年度

より当地区のまちづくり協議
度中に完成させ、平成

質問 産業集積基盤整備事業

質問 いじめ問題専門委員会

に向けて、権利者による組合

委員が、多忙な日程を調整し

婚活イベントについて

会とともに、方向性と整備手
月から旧校舎棟を解体し、運

（与根地区）の事業内容及び

のその後の審議の進み具合に

設立準備会が発足された。合

ながら鋭意取り組んでいる。

一つに就学援助金があります。

法について合意形成を図って
動場や屋外外構工事の整備に

経過、進捗状況について。

意形成が図られた後には、組

毎回、専門委員会が終了する

仲田

年４

いる。今後、合意形成を図っ
着手する予定であり、平成

政美

た後に事業化していきたいと

公明党

就学援助金の入学支度金を新中学
校入学生徒へ３月までに支給開始

28

て、入学前の３月までに支給

28

年度

合の設立認可申請などの法的

と、委員長がマスコミに対し
報道によると報告書完成は９

手続きを進め、区画整理事業
いきたい。

月半ば以降である。審議委員

て審議状況を説明している。

質問 豊見城中学校改築事業

が全て対応しているので理解

によるまちづくりを推進して

の内容及び進捗状況、今後の

をお願いしたい。
用語の解説

事業スケジュールについて。
学校施設課長 去 る ３ 月 に 基
本設計を完了し、現在実施設

土地区画整理事業

道路、公園、河川等の公

月

から造成工事と同時に、現在

共施設を整備・改善し、

年

の武道場の解体工事に着手す

土地の区画を整え宅地の

計をしている。平成

る予定である。その完了後、

29

31

30

利用の増進を図る事業。
平成

200

30
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31

年１月に普通教室棟及

10

清雄

与那覇

27

28

29

び体育館の建築工事に着手し、

30

とみぐすく新風会

西部地区の活性化及び
道路行政について

一 般 質 問

ながらでも、やりがいと生き

による機能低下や障害を抱え

介護予防の原点であり高齢化

な安全確保に向けた取り組み

進する上で、通学路の継続的

質問 「てくてく登校」を推

どのような考えか伺う。

月の合同点検以降については

な合同点検は必要不可欠、８

政府や自治体に高齢者の地方
本市において、医療・介護

した状態を持てると考えます。

年以降、合

よう改善していきたい。

臨時福祉給付金について

施する予定。

請までの支援がもう少し必要

くように、特に高齢者には申

質問 給付金が全員に行き届

質問 通学路にある信号機が

できる限り優しく手を差し伸

と考えますが。
いか伺う。

べて申請できるように職員が

設置されていない横断歩道を

道路課長 現場の交通量や見

しっかり対応していますので、

社会福祉課長 一 人 ひ と り 、

通し、歩行者の危険性や緊急

今後もそれを続けていきたい。

る箇所がある。しかし本来、

横断歩道の管理者は沖縄県公

質問 毎日のように非常招集

安委員会であることから、関

係機関と連携し、予算状況も

がかかり、非番週休にもかか

と考えるが見解を伺う。

グリーンベルトを敷設すべき

設置がされてない通学路には

質問 歩道やガードレールの

人事課長 人口増加に加え、

早急に解決すべきと考えるが。

むことができるのか不安です。

な現状では、万全の態勢で臨

務についています。このよう

する保護者がいます。定期的

質問 安全面から不安を口に

し、検討していきたい。

議も必要、関係機関とも連携

また沖縄県公安委員会との協

検討していきたい。

体の組織体制のあり方の中で

消防体制を検証しつつ、市全

需要は増えるものと考えます。

あることから、消防に対する

校、地域の方々の考えや要望、 高齢化も加速している状況に

道路課長 教育委員会や各学

協力できることは検討したい。 わらず、人手不足のために勤

鑑みながら道路管理者として

市民が安心して暮らせる消
防体制の強化について

性等を踏まえ対策を行ってい

カラー舗装（青塗り）できな

係機関を含めた合同点検を実

今年度８月ごろをめどに、関

同点検は行われていませんが、

道路課長 平成

点検の実施状況について伺う。 な形で、年ごとに取り組める

24

24

高齢者の地方移住について

質問 民間有識者からによる

は重要、平成

移住支援を提言し、豊見城市
サービスの充実だけではなく、

学校教育課長 来 年 度 も 同 様

がいを持って、生活を維持す

は入っていないが、移住先と
自立した生活が送れるような

年以降の合同

日本創成会議では、医療、介

して介護とともに受け入れ能
支援体制の整備が必要と考え

留美
楚南

綾

比嘉

護不足の解決策の一環として、 ることこそ、心身ともに充実

地域が「お勧め地
るが見解を伺う。

力のある
域」に挙げられている。沖縄
障がい・長寿課長 自 立 し た

る。高齢者が要介護状態にな

県でも石垣市や那覇市は入っ

か伺う。

ることを予防し、要介護状態

生活を送るための支援として、

障がい・長寿課長 首 都 圏 の

などになった場合も住み慣れ

ていて、本市がお勧め地に

高齢化問題と認識している。

た地域で、自立した生活が送

地域支援事業に取り組んでい

本市におきましては、高齢者

れるように、地域包括ケアシ

入った場合、どう対応するの

が要介護となっても、住み慣

ステムの構築に努める。

護が必要な方の状況に合

要であるという状態。介

現在、介護サービスが必

要介護

用語の解説

れた地域で自分らしい暮らし
を人生の最後まで続けること
ができることを支えるため、
住まい、医療、介護・予防、
生活支援を一体的に提供する
地域包括ケアシステムの構築
に取り組んでいる。
介護予防の取り組みについて

質問 要介護状態になってか
らの支援は当然であり、要介
護状態にならないための取り
組みこそ強化しなければなら
ないと思う。自分のやりたい

わせて５段階に分類。
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7

会派所属なし

「てくてく登校」が安心して
できる環境を！

41

ことを自ら実行できることが、

高齢者が安心して暮らす市へ

日本共産党

高齢者が住み慣れた地域で
自分らしく人生を過ごせる市に

一 般 質 問

子育てに優しいまちを目指して！

会派所属なし

質問 確認していただきたい

質問 県単位化実施後、納め

国県からの助成実現を

わせくださいという認識です

やすい市国保税目指し、県か

ということは、各自で問い合
か。

乳幼児健診の混雑解消につ
いて
質問 乳幼児健診をスムーズ

健康推進課長 乳 幼 児 健 診 の

を伺う。

これまでの成果と今後の課題

いますけれども、これを改善

いう状況は非常にまずいと思

せをしないと把握できないと

質問 各園に市民が問い合わ

年、そ

１千万円。使用禁止までの年

数は、しおさい公園

の他は 年です。

縄振興拡大会議にて市町村提

国保年金課長 平 成

判定（危険性の高い異常・緊

供用開始から短期間でＣやＤ

質問 ５公園６基が使用不可。

３千万円の遊具使用可能年
数が短過ぎる

案議題とした。今後も市長会

急修繕必要または破棄し更新

年度沖

や国保研究協議会等を通し、

を検討）その見解を伺う。異

常発見した年数・設置工事費

用・メーカーについて伺う。

経済建設部長 豊 見 城 団 地 緑

年から１年

上充用（次年度予算から使

保決算は５億７千

費用については妥当だと考え

経過し、確認ができません。

です。保存文書が保存年限を

と５年。その他

う）を行っており、約８億円

ています。使用可能期間も、

年度国

の累積赤字を抱える。国保の

遊具の耐用年数は概ね

万円の繰

赤字解消には収納率の向上等

ら 年で妥当と考えています。

は厳しい状況。赤字解消は、

年か

があるが、保険税の引き上げ

国保年金課長 平 成

保累積赤字解消の決意を伺う。 地２基の異常発見年数は６年

質問 県単位化実施までの国

赤字解消せよ

積極的に要請したい。

求めるべきだが見解を伺う。

らの市国保会計への財政支援

受付時間につきましては、昨
していくために市ホームペー

質問 せせらぎ公園のローソ

18

8
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けての受診が始まりましたが、 です。

月までの健診では受付時

年
やっていないを入れることは

間が平均１時間から１時間半。 ジに一時保育をやっているか、
ピーク時は、一部に２時間前

いと思っています。

うはぜひ、今後載せていきた

保育幼稚園課長 こちらのほ

できないか伺う。

年１月からは

後かかる場合もありました。
今年、平成
受付時間を２部に分け、平均
分となって

分、最長で１時

分、最短で

待ち時間が
間
ては、さらなる待ち時間の短

ン裏手に井戸が５つあり、そ

環境整備について

縮として、スマホなどによる

こに水がたまっている状況で、

11

盛昭

保育幼稚園課長 そのとおり

納めやすい国保税であるべきです

に行うために、受付時間を分
日本共産党

儀間

13

10

います。今後の課題としまし

事前予約方式等の検討も行っ

この井戸に、今グレーチング

一般会計繰り入れの調整を今

後も考えていきます。

高価な東屋の使用年数が短
すぎます

質問 設置費用は幾らか、何

基設置され、使用禁止は何基

基設

か、何年で使用禁止となった
か伺う。

経済建設部長 東 屋 は

置。使用禁止６基。１基約

高価な遊具が築５年で使用禁止では困ります

ています。

で蓋はされているが、蚊が入
らないような網でさらに覆う
ことはできないか伺う。

一時保育について
質問 市民から一時保育利用

公園緑地課長 せ せ ら ぎ 公 園
の跡だと確認はしていますの

の問い合わせがあった場合、
伺う。

で、現場を確認して、対応し

のジャンピング噴水のタンク
保育幼稚園課長 市民が窓口

ていきたいと思います。

どのような対応をしているか

とか、問い合わせに来た場合
は、認可外につきましては確
認していただきたいと案内し
ています。

15

56

29

62

29

13

28

700

12

31

敬理

大城

一 般 質 問

手らオリンピアンを招いて行

制度の延長を望むような考え

して実施できないか伺う。

ストとのダンスコラボ交流と

中で市内学生と出演アーティ

質問 「とみぐすく祭り」の

るということで会長はじめ、

技力向上、組織強化につなが

生涯学習部長 協 会 設 立 が 競

の目標があるのか伺う。

質問 各専門種目に協会設立

も取り組んでいるところ。

企画情報課長 平 成

いて、伺う。

質問 同制度の実施期間につ

あります。教育と福祉、その

市長 教育の予算で相当額が

があるか、伺う。

商工観光課長 取 り 組 み と し
各専門部会との話し合いの中

沖縄振興一括交付金について

ては可能だと思うので、実施
で設立をお願いしている。

われた陸上競技講習会などに

する「とみぐすく祭り実行委
質問 本市の認定こども園に

アーティストと市内学生と
のコラボで市民に希望を！

員会」と調整する。
ついて検討状況を伺う。

興計画による振興策で、現在

制度は、本土復帰後の沖縄振

ら

の継続が困難になると考えま

現在実施している様々な事業

質問 同制度が終了した場合、

思っている。

年間となっており、この

の改正沖縄振興特別措置法に

企画情報課長 財 源 と な る 沖

すが、当局の対応を伺う。

年度末までの期

縄振興計画の方向性が未だに

期限は平成
限です。

具体化されない状況でありま

制度をフル活用し、各分野に

終期も視野に入れつつ、現行

質問 市 長 の 初 当 選 、そ の 任

月８日から

すが、４年後の一括交付金の
か。
年

おいて、豊見城市、ひいては

市長 平成
です。

答弁された中で平成

年３月

質問 先ほど企画情報課長が

れることになっています。

殊性に起因する事業に充てら

に資するものなど、沖縄の特

れ、沖縄の自立、戦略的発展

事業に対して交付金が交付さ

て作成した事業計画に基づく

する事業等を自主的に選択し

は、市町村が沖縄の振興に資

企画情報課長 同 制 度 の 趣 旨

旨を伺う。

なっていますが、同制度の趣

市長の政策の大きな原動力に

度が施行されたと理解します。 推進に尽力していきたい。

沖縄県の振興に資する事業の

11

質問 市長の任期後に、同制

22

期 はいつか ら 始 まっていま す

33

基づくものであり、改正法の

分は継続をしてもらいたいと

質問 今後も恒例としてコラ

保育幼稚園課参事 認 定 こ ど

とともに保護者の就労状況等
おいて必要とされている子育

年度か

ボを継続するために、実施事

商工観光課長 受 託 業 者 選 定
市内小中学生とのコラボレー

て支援を行う等交流の場とし

の際の判断材料の一つとして、 に関わらず利用でき、地域に
ション交流の可・不可を評価

型への移行を中心に検討中。

稚園から公立型及び公私連携

に加えることは可能と考える。 て利用できる施設で、公立幼
スポーツ競技力向上には
体育協会の強化は必須！
質問 体育協会強化策につい
ての取り組みを伺う。
生涯学習部長 市 か ら 職 員 の
派遣を行い、役員体制の強化、
体育施設の指定管理、さらに
体育協会として選手強化策で
各種競技大会の開催はもとよ
り、県民体育大会に向けた練
習環境の整備、提供、年間を

大田

10

が期限との事ですが、市長は

一括交付金のねらいは、沖縄の自立した姿

を明記することは可能か伺う。 て教育・保育を一体的に行う

も園は就学前の子どもに対し

善裕

業者への仕様書等で事業実施

海千山千の会

自主財源の創出で、
足腰の強い財政運営を

24

33
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9

通しての記録会の開催や、今
年３月にケンブリッジ飛鳥選

きいやま商店と豊見城中ダンス部とのコラボが実現！

次人

德元

豊政会

「とみぐすく祭り」市民とアーティスト
コラボで意義深いものに！

一 般 質 問

住みよいまちづくりを！

い状況でした。このような中、

参加しました。主な意見・質

質問 保育所保育指針が改定さ

高齢化で後継者がいない、土

ルについての質問、意見は、

問は、総合見直しスケジュー

那覇市公園駐車場有料化を参

れた背景・趣旨について伺う。

保育所保育指針について

考に社会実験として実施する

地を農地として活用していな

調査、対策など検討した結果、

質問 豊見城中学校区に児童

福祉部長 ０歳から２歳児の

豊見城中学校区が児童の数
が多いのに・・・なぜ？

館がないのか市の見解を伺う。 こととしました。今回の駐車

いので分家住宅に利用したい。

場有料化の内容については、

た。

保育所利用児童数の増加、子

子育て支援課長 現在、長嶺

趣旨は、乳児、３歳未満児の

質問 土地利用のアンケート

今後進められる道路計画に

広報紙やホームページでお知

保育に関する記載の充実、幼

調査の結果について伺う。

育ての負担や孤立感の高まり

中校区、伊良波中校区には児

児教育の積極的な位置づけ、

経済建設部長 農 業 を し て

伴って土地利用が図られるよ

らせしています。

安全な保育環境の確保など、

いる方の

配置し、幼児期から児童期へ

副参事やコーディネーターを

いては、保育幼稚園課に特命

福祉部長 改定への対応につ

分家住宅として土地利用をし

確保でした。自由意見では、

では、

定となっています。基盤整備

と最も多く、次に価格が不安

％の方が農業用水の

の円滑な接続を図れるよう保

質問 本市の対応について伺う。 課題として収入が少ない

％

％が将来農地を拡

職員の資質向上に関する記載

など、社会情勢の変化に対応

童館を整備していますが、議
質問 「ぱっとビーチに行け

公園緑地課長 今 回 の 社 会

年間総額を見積もっているか

㎡

大したい。 ％が現状を希望、

うにしてほしい等がありまし

員ご質問の豊見城中校区には

ご質問の豊見城中校区の児

実験で今後の利用状況など、

のためにも、設置に向け引き

伺う。

ります。

の充実です。

するなどが背景です。改定の

勝正
赤嶺

小学校との相互連携と接続カ

所得向上、補助事業希望者に

残してほしい。担い手の育成、

育園、幼稚園、認定こども園、 たい。一方で、農用地区域は

リキュラムの推進に努めてい

事業を導入してほしい。と

いった意見がありました。

その他の質問

・市道 号線の進捗状況

・市道 号線の安全対策

・市道 号 線 （ 旧 市 道
線）の安全対策

号

ます。また、現場では、平成

年度改定後、指針内容の共

通認識を図っていきます。

農振・農用地について

質問 地域説明会での地権者

の参加人数、主な意見や質問
について伺う。

経済建設部長 参 加 者 は ８

％の方が

10
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子を産み、子育てしやすい、
安全・安心して住める豊見城を

児童館が整備されていません。 なくなるね」などの声もあり

童館につきましては、場所の

推移を分析していきたいと考

ますが、ビーチ駐車場有料化

選定、用地の確保に係る財政

えています。

各中学校区への児童館設置の

的な負担も大きい事など、総

質問 今の答弁だと実際どれ

に伴い、どのぐらい利用者減、

合的な判断や検討に時間を要

ぐらい減少するか予測してい

必要性については十分認識し

していますが、子どもの健や

ないようですね。では、市公

影響を見積もっているか伺う。

かな成長と安心して産み育て

園条例の１㎡月 円を根拠に、

ているところです。

る事ができる地域社会の形成
続き検討しています。

千

公園緑地課長 今 回 の 全 駐
車場の面積が約２万

あります。条例上の１㎡

円・月をもとに年額を算出す

議論不足と市民への説明不
足と感じるが・・・
質問 豊崎地区の駐車場有料

万円にな
公園緑地課長 豊 崎 地 内 の

その他の質問

千

ると、年総額

公園駐車場では目的外駐車や

・ビーチ浚渫について

48.5

22

化について伺う。

長時間駐車などの迷惑駐車に

・市民憲章について

55.1

17.6

39.7

442 49 257

500
90

7
970

対する苦情や指摘が多く、月
台の目的外駐車などが

名、

14.3

90

2

30

地域合計で

197

平均

あり注意喚起するも効果がな

359

正樹

大田

声論会

一 般 質 問

説明会を予定している。９月
には都市計画等市民全体説明
会を経て、都市公園整備事業

伺う。
公園事業認可などの手続きや

度内の都市計画決定及び都市

金の３割程度。下水道を接続

については、おおよそ水道料

上下水道部長 下 水 道 料 金

個人負担について伺う。

質問 下水道料金と整備時の

行っていきたいと考えている。

り込めるよう、協議・調整を

金良長堂地域を計画区域へ取

の際に再度県と調整を行い、

見直しが想定されている。そ

平成

年に次期整備構想等の

は、現時点で予定はないが、

設用地立地可能性調査にて評

いては、豊見城市公営墓地建

も決定している。候補地につ

るとともに公営墓地の候補地

画を策定し、基本方針を定め

月に豊見城市公営墓地整備計

生活環境課長 平 成

ついて伺う。

質問 公営墓地の進捗状況に

より用地買収等に着手したい。

調査等を進めて、平成

事業に採択させ、実施設計、

年度より都市公園国庫補助

年３

業者が辞退しない募集を

年に業者に委託

質問 学校給食センター調理
部門が平成

７億６千

万円。調理と配送

を同一業者にした方が効率的

な作業となるため、別業者に

委託することは考えていない。

公営墓地字嘉数地内に決定

の理由、募集期間、委託金額

参加したのか、辞退した業者

集業務の経過、何社説明会に

ザル方式を採用した理由、募

い場、これまでの墓地イメー

隣住民等にとって居心地のよ

人を忍びながら憩える場、近

生活環境課長 利 用 者 が 故

ジュールを伺う。

質問 公営墓地整備の基本方

について伺う。調理部門と配

ジを一新できる景観に配慮、

ポーザル方式で行われました。

送部門を同一業者に委託して

安価に提供できるよう、納骨

針、用地の選定、今後のスケ

いる理由、別業者に委託する

堂、合葬墓、芝生墓等の新し

い形態を採用する。

給食は安全安心で安定的な給

学校給食センター所長 学 校

地を字嘉数地内に決定。今年

連携が図られることから候補

地から本市公園整備計画との

用地選定は、５カ所の候補

食が求められる。業者の基本

年

年の都

度に基本設計、平成

～

度に用地確保、

年度に工事

経営の安定など総合的に評価

を行い、 年度供用開始。

質問 市歴史民俗資料展示室

月

方式を採用。平成

の利活用状況、改善、移動計

団体、

日から募集要項を配布、翌年

画について伺う。

日に説明会、３社が参

１月

文化課長 昨 年 度

名の利用、市内外の老

プレゼンを行い２月

日に契

が厳しい理由で辞退。１社が

出。うち２社が配送車の手配

施設で努めていきたい。

役割は果たしており、既存の

校の授業で調べ学習に利用。

人ホーム、学童クラブ、小学

２千

約。契約金額は、５年間で

日までに３社が提案書を提

加。現場見学会を行い、１月

年

するため公募型プロポーザル

体制、取り組む意識、見積額、 市計画決定へ、平成

的な考え方や衛生管理、作業

３社応募したが２社辞退

考えはないか伺う。

業者選定に公募型プロポー

委託業者の選定を公募型プロ

され５年が経過。契約期限で

24

下水道事業について
質問 金良・長堂地域への下
の合意形成を図り、平成

上下水道部長 金 良 ・ 長 堂
申請を行っていきたい。平成

年

水道施設の整備予定はいつか

地域への下水道整備について

する場合の工事費用は宅地の

価された５カ所の候補地につ

年度

形状や配管方法により、金額

いて、周辺状況の調査結果等
も考慮し、複数項目にて候補

数地内に決定している。

32

にばらつきがあるが、平均
万円程度である。

公園緑地課長 平 成

その他の質問

33

安夫
佐事

111

34

地の比較及び評価を行い、そ

月に長嶺城址総合公園基本計

・学童保育について

22

の中で字嘉数地内の評価が高
整備計画との連携が図られる

かったこと。特に本市の公園
質問 長嶺城址公園の進捗状

ことなどから、候補地を字嘉

長嶺城址公園は地域の活性
化に着実に繋がる

況について伺う。

画等策定委託業務を発注し、

・交通安全対策について

年４

基本計画や基本設計に着手し

・都市計画について

12

日本共産党

学校給食は安全・安心で安定的に
提供できるように

30

ている。今後のスケジュール
日に地権者に

31 30

40
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853

10

28

22

29

彰

比嘉

29

31

29

32

としては６月

21

30

30

豊政会

東部地域の活性化に向けて
着実な前進を！

一 般 質 問

いる状況を確認しています。
可能な限り早期に対応を検討

土地区画整理事業縮小に伴
う認定道路について

条１項にある。建築基準法上

の道路には、現存道路以外に

道路事業等の事業計画のある

道路で、２年以内に事業執行

しています。南側と同様に排

質問 ①認定した道路の整備

西海岸地区の津波災害時の
避難表示の設置について
水路への土砂の堆積を確認し

指定ができると、同法第

質問 ①市民体育館は災害時

整備完了までおおむね何年計

１項４号に規定がある。道路

予定のものは、沖縄県が道路

画か伺う。②現況もなく供用

に接してない敷地でも状況に

事業はいつごろからの計画で

開始もない認定道路に接道さ

より建築可能な場合があり、

ていますので、事業予算の執

せた建物建築は可能か伺う。

特例の基準として施行規則

条

道路課長 ①豊見城・高安地

場合の規定がされている。

号、
び

質問 県の指定要件の基準を

号線の３路線の事業に取

り組んでおり、地区内に残る

年度から市道

条の２に、その敷地周辺に公

の避難指定施設になっている

の改善対策について沖縄電力

区の代替整備事業として平成

行状況を勘案しながら浚渫、

総務課長 ①屋内に入ってか

と事前協議を行ったのか伺う。

園、広場等広い空地を有する

が、外階段から室内へ避難し

ら屋上までの避難誘導表示板
②旧国道

号及

除草を検討しています。

いことから室内への表示板設
道路行政について

については、議員ご指摘のと

の右折帯事業の進捗について

路線は、市内一円において、 伺う。

年度より街路補助事業

せて事業化を考えている。ま

現在事業中の路線完了に合わ

に係る取扱要領の新設事業の

法上の規定に基づく道路指定

都市計画課長 県 の 建 築 基 準
た、

事業を行っているが、饒波川

饒波川線２工区及び３工区の

となる規定になっている。

てに該当する場合に指定可能

を活用し、饒波川線ほか１線、 指定要件として、次の要件全

線ほか１線の事業完了に合わ

２現地において指定道路の位
置、形状が明確なもの。

１事業認可等の告示がされて
いるもの。

せ４工区、５工区の事業化を

考えている。この地域の市民

関係者の皆様から事業推進を

早急に望む声があることから、 ３道路が利用可能な状態に工
事が進捗し、計画どおりに

期待に応えられるよう、道路

都市計画課長 ② 都 市 計 画 区

通上、安全上、防災及び衛

４指定道路に面して建築され
る建築物の利用に際し、交

供用開始が見込まれるもの。

域内での建築物を建てる際に

生上支障がないものと認め

事業及び街路事業で道整備に

は、建築基準法上の道路に２

られるもの。以上の４要件。

鋭意努力していく。

ｍ以上、敷地が接道しなけれ

12
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剛
外間

42

10

吉信

赤嶺

た際に誘導表示板の設置がな

声論会

土地区画整理事業縮小に伴う
代替整備の優先的取組みを…

置をすべきだと考えるが見解
質問 市道７号線に特別高圧

号の高架橋

おり案内表示板は設置されて
伺う。

436

を伺う。②国道

いませんので設置に向けて関

経済建設部長 ① 沖 縄 電 力 と

190

送電線の設置が予定されてい

係課と調整していきたいと考

協議を行っています。②与根

24

に設置されている避難階段へ

えています。②について高架

入り口交差点箇所の暫定改良

の避難経路表示について伺う。 る件について伺う。①設置後

橋部分への避難経路表示は安

工事も予定している。

号与根そば入口へ

全上の考慮から厳しい旨の回
答です。
生活排水路整備について
質問 与根漁港内、漁港に向
かって体育館側が南側です。
自治会側が西側になります。
このように排水溝が土砂や雑
草等で埋まっている状況にあ
ります。この件について見解
を伺う。
経済建設部長 前 回 の 浚 渫 か
年が経過していることか

23

331

54

ばならないとの規定が同法

43

ら

各地域の津波災害時の避難表示の周知徹底

12

331

ら、相当の土砂等が堆積して

10

豊政会

長期にわたり課題が多い、
西海岸地区整備事業

一 般 質 問

未来へ繋ぐ子育て支援について

少子化対策で私は貧困対策に
繋がるものと思っています。

損害賠償裁判の原告主張は法
的要件等をクリアしてない

きことがあると思うんです。

原告の「建築士が県担当者か

ら証明書があるので、開発を

税務課長 沖縄県開発審査会

市町村に対して説明会といっ

が発行されたことのみが原因

提案基準の要件及び予定建築

質問 ０歳児から就学前の子

である」との主張にどう当局

物の用途及び規模についての

行えるとの回答があった」、

は反論しているのか。

問い合わせがあったのみであ

質問 原告の「開発ができな

税務課長 市街化調整区域内

り、前提事実に誤りがあると

た状況としてどのようになっ

の開発行為については、県の

の主張をやっています。

どもの医療費助成の現物給付

審査において、相当量の技術

質問 問い合わせをしたけれ

この主張にどう反論したのか。

基準をクリアしなければなら

ども事前協議はやっていない。

くなったのは、誤った証明書

ないことから、宅地課税証明

そうであれば、この主張は事

らないのでしょうか。

たり前のことが裁判官に伝わ

実ですから、なぜこういう当

許可もおりないというのが現

アしないと、建築許可も開発

質問 いくつかの要件をクリ

取得のみをもって建築が可能

税務課長 宅地課税証明書の

う反論していますか。

は存在しない」との主張にど

で足り、それ以上の注意義務

税証明書の発行を求めること

る原告の注意義務は、宅地課

と、当然裁判官も何で和解を

市として強い主張をし続ける

質問 事業が実行できないと

う主張を行っている。

意義務違反が認められるとい

なかったことは、誰に責任が

提案しているときに、和解を

いう、その辺を踏まえて対応

あるんですか。

なった場合、解約条項を入れ
を行っています。

とを主張しています。

調査義務すら尽くしてないこ

税務課長 不動産業者は、信

義誠実義務等から認められる

質問 和解をする前にやるべ

事実に反する原告主張は、
証拠を示して論破すべき

蹴るような主張をするのかと

いというのが裁判官の意向で、 であると考えることには、注

税務課長 まず和解をさせた

あるとの主張を行っています。 原告の「土地売買契約におけ

書の確認のみをもって本件土

ているのか伺う。
月に第１

回目の説明会がありました。

月定例会に

豊崎の護岸整備について
年

護岸は現在のところ機能面が

実に反する、うそになります。

に対する制度改正等、国県の
子育て支援課長 国は少子化
対策を支援する観点から平成
月に改正予定。県は平
質問 平成
おいて県南部土木事務所に対

月に改正予定してお

り、制度の方針が定まってい
し適切な維持管理を行うよう

は現物給付を対象とした要項

損なわれている状況ではない

も含めて市長の見解を伺う。
市長 県の見解を開いて驚い
ています。市選出の県会議員

質問 広域化へ向けた全体的

地を購入した原告には過失が

子育て支援課長

宏
瀬長

動向について伺う。
日本共産党

市は和解ありきではなく、関係者の
証言など審理を尽くすべきです

年

年

ない現状です。国民健康保険

要請を行うとの答弁をいただ

成

におけるペナルティーを受け

日

きましたが、進捗状況を伺う。
月

ない範囲で制度拡充に努めて
年

道路課長 平成

改正を行うという中で今時点

ため繁茂している雑草、雑木

項改正を行っています。
月をめ

の力をかりて、一日も早い除

年

どに０歳児から就学前を現物
で現物給付を対応できる中で
県が仮に低所得制限し、小中

な進捗状況を伺う。

月に延びる。
学校まで枠を広げることに

国保年金課長 全 て の 事 務 が

さらに改正し

よって県内市町村は現物給付

継続審議となっています。
なってしまいます。

に手を挙げることができなく

国民健康保険の広域化について

草を要請していきたい。

質問 国は平成

質問 南部土木事務所の回答

で県は０歳児から就学前を対

年

2

月に現物給付を対象とする要

子育て支援課長 平成

について対応する予定はない

付けにて要請を行っています。

22

象とした現物給付の要項に

月に県

12

との回答でありました。

質問 新聞等で今年

28

なっているのか伺う。

3
29

4

繁人

新垣

6
12

いきたい。

28

4
10

給付対象とする。県は今時点

30
10
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30
30

声論会

子ども医療費助成∞国保納付金∞
護岸管理∞注視すべきは県にあり

一 般 質 問

質問 ①進捗状況について②

地権者意向調査結果について

安地区
）市道 ・ 号線
成 年度計画作成予定⑤土地

（金良長堂地区
）市道２
改良事業計画で農家の分家住

号線（豊見城地区
）です。 宅用地として位置づけ、農振

千㎡以下の店舗、事務所
計画では白地となっている。
②

共同住宅や

㎡以下の店舗の
立地が可能です。

ふるさと納税について

企画情報課長 ① 豊 見 城 市 を

いか伺います。

をリニューアルする考えはな

質問 ①返礼品について②返

都市計画課長 都 市 計 画 マ ス

よく知ってもらい親しみが持

質問 近隣商業施設が立地で

タープランに基づき、旧国道

てる特産品（マンゴー、トマト、古

礼品の上限は何割か③返礼品

号から豊崎入口の県道東風

す。

号小

きる用途の見直しを伺いま

平豊見城線沿線、国道

酒、ウージ染、加工食品）特典品

（宿泊券旅行クーポン券、豊崎美

禄バイパス沿線、名嘉地イン

ターチェンジ付近の旧県道

らSUNビーチマリンレジャーな

号

号線沿線、真玉橋の国道

を提供する②寄附額の三
ど）

礼品の導入を検討する。

体験型を拡張した魅力ある返

整備手法を検討していきたい。 割程度③人間ドック利用券、

農振計画の見直しについて

14
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員におきましては、まず島袋

市街化区域の見直しについて

③見直し基準は④スケジュー

大県議には、昨年要請に行き

質問 ①今回の見直しの理由

ルは⑤保栄茂非農用地の取扱

道路行政について
ました旧国道

と箇所（位置と範囲、面積に



11.8
ha

号線の早期整

質問 本市における道路整備
備については、今年度実施設

いについて伺います。

の予算において国、県等から

農林水産課長 ① 基 礎 調 査 終

計を発注し、与根入口の右折

了し計画案作成中②

の予算が毎年削減されていま

都市計画課長 ① 今 後 人 口 増

計画変更希望あり③土地改良

つ い て ②) 土 地 利 用 動 向 に つ
いて伺います。

加が見込まれ、将来にわたり

区の基盤整備地区は存続し集

帯整備は早速今年度暫定で整

秩序ある土地利用を図る必要

団性に欠ける飛地小規模な区

すが、過去３年間の経緯を伺

があり市街化区域への編入を

域は周辺土地利用状況や補助

108

勘案し除外を検討。又編入も

筆

図る。見直し箇所は６地区の
で
 、旧国道

事業の可能性、農地転用等を

備。また一昨年になりますが、

「県政与党」でありますので、

号（伊良波

います。

交付率約

毎年削減されている道路予算

考慮し公共の福祉を優先④平

新田宜明前県議には、市道
号線万人橋の予算の１年前倒
しで獲得にお力添えをいただ

年度は当初予算要望額

億７千万円に対し、交付決
いて、先月開通式を無事執り

て、
定額が９億２千万円で、交付
行うことができました。そし

％、

年度は当初予

率が約

算要望額９億８千万円に対し、 て昨年県議に当選された瀬長

当初予算要望額が９億３千万

の増額を期待しています。

交付決定額が８億４千万円で、 美佐雄県議におかれましては、

円に対して、交付決定額が

その他の質問

年度は

６億円で、交付率は約 ％。

・寺子屋学習

％、平成

質問 県選出国会議員や市選

・保育士加点制度
・「自転車活用法」について

地区
）
 翁長地区
市道
号線（渡嘉敷、渡橋名、座

経済建設部長 道 路 事 業 と し

清弘
當銘

安孝

宜保

331

出県議会議員との連携につい
て伺います。
市長 特に西銘恒三郎代議士
におかれましては、国土交通
委員長でありますので直接お
願いをしています。その効果
で、那覇空港自動車道の延伸
である小禄道路、そして本市

30

沿線をまちづくりの方向性と

68

の次なる発展の起爆剤といっ

38.8
ha

331

３２９

ても過言ではない与根ゴルフ
場周辺の区画整理事業成功の
かぎとなる豊見城道路のアク
セス道路等の国道の予算は満
額ついていると報告を受けて

３３１

3.2
0.8 ha 40
ha
41

28

います。また市選出県議会議

17.3
ha

１５０

86

110
ha
21.4
ha

25

3

３３１

46

道路予算が削減され渋滞緩和対策にも影響が…

29

65

平成 29 年 6 月定例会

豊政会

土地の高度利用を活かした
まちづくりについて

27

68

13

声論会

県政の停滞から波及し、豊見城
市政への影響が如実に表れて来た

一 般 質 問

害を与えない。それから大き

として、可能な限り市民へ損

税務課長 市がとるべき姿勢

か伺う。

を期待する真意はどこにある

質問 訴訟上、市当局が和解

公園緑地課長 ２ 企 業 が ２ ヶ

名を伺う。

質問 現在の受注金額と会社

報やＨＰで公募している。

理者募集要項を制定して、広

要項及び豊見城市公園指定管

令に基づき、指定管理者募集

等の設置及び管理に関する条

公園緑地課長 豊 崎 海 浜 公 園

進捗につきましては、平成

道路課長 市道

捗状況について伺う。

ニュータウン地内の事業の進

質問 市 道

豊見城警察署へ問い合わせた

往来が多く確認しています。

とおり、こちらの道路は車の

号線豊見城

な損害が及ばないようにする。
所受注、緑化振興会が３年契

いては、道路整備の進捗を確

認しつつ、交通量の状況等を

％

年７月までで、進捗率約

踏まえた上で検討をし、今後、

関係機関へ要請していく考え

となっており、総事業費約

万円のうち、約

です。それと新たに見えやす

１億３千
７千

いように工夫して対策もした

万円、施工範囲２千

平方メートルのうち、約

いと思います。

平方メートルののり面

１千

質問 県道

号線根差部入口

工事及び磁気探査業務を完了

いて伺う。

交差点の信号機設置時期につ
年

協働のまち推進課長 根差部

しております。現在は平成

た補正予算にて、残りの範囲

り面工事及び磁気探査を事業

の約１千

信号機は設置されていません。

入口交差点については、現在、

万円、工期を平成

ところ、信号機を設置する予

豊見城警察署に問い合わせた

定との回答は得ています。

年６月ま

号線（保栄茂）のエコ

ますが、規制標識は設置をさ

停止の電柱幕が設置されてい

側には停止線と電柱への一時

協働のまち推進課長 渡嘉敷

について伺う。

名団地入口交差点の安全標識

シティーとはしな、県営渡橋

市道

質問 市道 号線（渡嘉敷）

道路行政について

でいる状況です。

り、事業完了に向け取り組ん

での予定にて現在施工中であ

年２月から平成

費約６千

平方メートルのの

月に交付申請いたしまし

11

損害賠償事件について

質問 訴訟上の解決が困難で
約で１億７千

質問 与根地区市道

ところ、規制標識の設置につ

あるとの理由について伺う。
共同企業体が１年の指定管理

質問 損害賠償事件の焦点で

一部の道路整備について本議

175

号線の事業

税務課長 判決では土地購入
料として１千 万円。

ある土地の所有権移転に関す

会前にお伺いしたところ、担

28

54

770

28

万円、ＴＳＰ

代金や諸費用、利息、逸失利
益、遅延損害金等相当額の賠

与根地区道路整備について

る過去の状況について伺う。

当課が早速仮整備を行ってお

償金の支払が予想される。

年の換地処

号線の

税務課長 昭和

あり、感謝したい。

900

640

れていません。議員ご指摘の

市道175号線、豊見城ニュータウン地内の工事は完了

り、市民要請応諾型の姿勢で

日付で

500

130

豊政会

一富
赤嶺

仁一

比嘉

175

29

206

分の際に、田んぼから畑へ、
年４月

理不尽なことで、市民が損害を受ける必要はない

29

520

660

売買契約

その後平成
雑種地へ変更されている。

理不尽

400

26

豊崎公園の管理について
質問 豊崎公園の管理等の仕
組みや現状について伺う。
公園緑地課長 管 理 形 態 は ①
直営管理②委託管理③指定管
理等がある。豊見城市豊崎海
浜公園等の設置及び管理に関
する条令で規定している。
質問 公園管理の受発注の形
式や過去の受発注に関する経

損害請求?

10

23

20

51

過について伺う。
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市
地主
業者

23

海千山千の会

損害賠償事件と市当局の姿勢
について

災害に強いまちづくりについて

NEWＳ

市議会だよりリニューアル
議会だより
議会だよ
りリニューアル！
！
本号から、分かりやすく、もっと親しまれる
紙面を目指して、議会だよりが生まれ変わりま
した。これからも市民のみなさんに「よみたい」
と感じていただける「議会だより」を目指して
取り組んで行きます。

発行

179

Vol.

2017 . 9 . 5

議会だより調査特別委員会メンバー
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、本市には全国各地の議会から行政の取り組み状況や市内の関連施設について視察の方々が訪れます。
なお、視察の際には関係各課、議会事務局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。

発行 / 沖縄県豊見城市議会
議長
大城吉徳

〒901-0292 豊 見 城 市 字 翁 長 8 5 4 番 地 1
電話（098）850-0025 FAX（098）850-6444

青森県十和田市議会

福島県川俣町議会

茨城県下妻市議会

○平成 29 年度視察受け入れ状況（平成 29 年 8 月末時点）
視察時期

議会名

視察人数

視察内容

議員

職員

平成29年4月24日 大阪府和泉市議会

市役所庁舎及び議場について

1

0

平成29年7月4日

青森県十和田市議会

“うない”の活躍が社会を変える！プロジェクトについて

8

0

平成29年7月4日

福島県川俣町議会

豊見城市まち・ひと・しごと人口ビジョン・総合戦略について

6

3

平成29年7月5日

静岡県御殿場市議会

第四次豊見城市行政改革アクションプランについて

7

2

庁舎建設基本構想及び建設位置の選定について

6

2

平成29年7月10日 茨城県下妻市議会

編集 / 議会だより調査特別委員会
委員長
新垣亜矢子

http://www.city.tomigusuku.okinawa.jp/municipal̲government/55
gikai@city.tomigusuku.lg.jp

編集後記
今回号から紙面を刷新しました。市民
からの意見や編集委員の如何にしたらわ
かりやすい、読みやすい紙面にするか努
力してきた結果であります。
市民の意見をおおいに取り入れていき
ますのでご意見をお願いします。
戦後72年が経過してきましたが、戦
争の危機が叫ばれています。一方、平和
を求める声も大きくなっています。

次の定例会は９月12日
開会予定です。
会期日程は決定次第、ホームペー
ジに掲載します。詳しくは、議会事
務 局（Tel.098-850-0025）ま で
お問い合わせください。

国連で 7 月 7 日に核兵器禁止条約が採
択されました。今、国連を動かしている
のは大国でなく、小国の多数が強くなっ
てきました。民主主義が世界に根付いて
きた証です。
豊見城市は核兵器廃絶都市宣言をして
います。市民運動が国を動かし、世界を
動かしていることも歴史が進んでいる証
です。
（佐事安夫）

議

会

傍

聴

の

全国市議会議長会
永年勤続表彰
全国市議会議長会より、永
年にわたり地方自治の進
展に寄与した功績により、
瀬長 宏 議員が20年勤続
表彰を受けました。

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。
（6 月定例会の傍聴人数は 27 人でした。）

トミッキー

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。 豊見城市議会
平成 29 年 6 月定例会
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