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工事請負契約について
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平成24年第７回渡嘉敷村議会定例会は

平成24年12月20日(木)午前10時00分に

渡嘉敷村議会議場に招集された。

会期１日間

１日目
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１ 平 田 春 吉 出 ５ 小 嶺 勉 出

２ 當 山 清 彦 出 ６ 玉 城 保 弘 出

３ 島 村 武 出 ７ 小 嶺 源 市 出

４ 與那嶺 雅 晴 出

出席議員７名

会議録署名議員 １番 平田春吉議員 ２番 當山清彦議員

職務のため会議に出席した者の職氏名 議会事務局長 仲間住恵

地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席 した者の氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

村 長 座間味 昌 茂 経済建設課長 神 里 敏 明

副 村 長 大 城 良 孝 教 育 課 長 小 嶺 正 之

教 育 長 新 垣 一 典 民 生 課 長 島 村 清

総 務 課 長 宮 平 昌 治 船 舶 課 長 大 城 良 辰

会 計 課 長 小 嶺 哲 雄 商工観光課長 我喜屋 元 作
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平成24年第７回渡嘉敷村議会定例会議事日程

平成24年12月20日（木） 午前10時開議

会議に付した事件は次のとおりである(第１号)

日 程 事件番号 件 名

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 議長諸般の報告

第４ 村長行政報告

第５ 一般質問について

第６ 議案第57号 渡嘉敷村給水条例の一部を改正する条例について

第７ 議案第58号 渡嘉敷村下水道条例の一部を改正する条例について

第８ 議案第59号 渡嘉敷村辺地に係る総合整備計画の変更について

第９ 議案第60号 阿波連辺地に係る総合整備計画の変更について

第10 議案第61号 南部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び南部広域市

町村圏事務組合規約の変更について

第11 議案第62号 工事請負契約について

第12 議案第63号 平成24年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第３号）について

第13 議案第64号 平成24年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第２号）について

第14 議案第65号 平成24年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて

第15 議案第66号 平成24年渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について

第16 議案第67号 平成24年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

第17 発議案12号 議会広報調査特別委員会設置に関する決議

第18 議案広報調査特別委員会の選任について

第19 議員派遣の件について
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○ 小嶺源市議長

おはようございます。ただいまから、平成24年渡嘉敷村議会第７回定例会を開会いたし

ます。本日の議事日程はお手元に配布した日程表のとおりであります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、１番平田春吉議員、

２番當山清彦議員を指名します。

日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、12月20日の１日間としたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。従って、会期は、本日12月20日の１日間に決定しました。

日程第３、議長の諸般の報告を行います。

月例出納検査の結果報告について地方自治法第235の２第３項の規定により、村監査委

員から平成24年９月、10月、11月分の月例出納検査の結果報告があります。議員控室に配

置し閲覧出来るようにしてあります。ご参考にしてください。

それでは、９月定例会以降の会務報告を行います。

９月24日、前島視察調査へ議長他議員が参加しております。

10月３日、南部地区市町村議会議長会役員会並びに10月定例総会に議長が出席をしてお

ります。

10月10日、沖縄県離島振興市町村議会議長臨時総会並びに沖縄県町村議長会定期総会に

議長が出席しています。

10月13日、渡嘉敷小中学校運動会へ全議員が参加しています。

10月14日、阿波連小学校運動会へ全議員が参加しています。

10月20日、国立沖縄青少年の家40周年記念式典へ議長他全議員が出席しています。

10月22日、飲酒運転根絶沖縄県民大会に議長が出席しています。

10月25日、町村議会議員研修に議長他全議員が出席しております。

10月30日、南部広域市町村圏事務組合議会定例会に議長が出席しております。

11月１日、離島６村運営協議会渡名喜村視察研修へ議長他全議員が出席しております。

11月５日、避難訓練に全議員が参加しています。

11月12日、南部地区市町村議会議長会臨時総会に議長が出席しております。

11月13日、第31回離島振興市町村議会議長会全国大会並びに第56回町村議会議長会全国

大会及び東京行政視察研修へ議長が出席しております。

11月20日、衆議院議員下地幹郎大臣就任祝賀会へ議長が出席しております。

11月23日、離島フェア2012開会式へ議長が出席しております。また全議員が視察してお
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ります。

12月14日、阿波連郷友会総会並びに忘年会へ副議長が出席しております。

これで諸般の報告を終わります。

日程第４、村長の行政報告を行います。

○ 座間味昌茂村長

おはようございます。９月定例会以降の行政報告をいたします。

９月2１日、とまりんフェスタ オープニング セレモニーに出席をいたしました。

９月24日、先ほど議長からありましたように前島に職員と議員の皆様と一緒に視察をし

ております。

10月１日、南部振興会評議委員会、それから、かりゆしグループ創業50周年記念感謝会

がありました。それに出席をしております。

２日に交流の家に視察予定をしておりましたスポーツ施設の件で県内のスポーツ施設国

頭村、嘉手納町、浦添、それから那覇市のスポーツ施設を視察に総務課長と青年の家職員

と一緒に行っております。

７日、島尻郡の陸上競技大会に副村長が参加をしております。

９日に市町村長研修会、長野県、山梨県、それと東京都の研修がございました。これは

県町村会の主催でございました。

16日、南部市町村広域事務組合会理事会がございました。

17日、自由民主党、石破茂幹事長と意見交換会がございました。

19日、文部科学省審議官スポーツ少年局長、それから少年課長ほか３名との意見交換会

がございました。

20日に国立青少年交流の家の創立40周年記念行事に出席をしております。

10月25日、これはラムサール条約登録湿地関係市町村会議というのが千葉県でございま

した。それにこちらのエコツーリズムの審議の経過報告のために出席をしております。

11月２日、社協主催の列島グランドゴルフ大会が座間味村でございました。それに出席

をしております。

３日、県功労者表彰式がございました。那覇のほうでそれも出席をしております。

５日は村内の防災訓練を行っております。

６日に２月２日の渡嘉敷島一周マラソンの企業協賛願い那覇のほうに出ております。

９日に南部市町村会定例総会、南部振興会評議委員がございました。

さらに同じ日に防衛白書の説明会が防衛局那覇事務所でございました。

12日に県介護保険連合創立10周年記念事業に副村長が出席をしております。

その日に島の方で大同火災から車椅子２脚の寄贈がございました。

21日、全国町村長大会並びに簡易水道全国推進全国大会、国保制度推進全国大会が東京

の方でございました。これに出席をしております。
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23日は、離島フェアの開会式がございました。

29日、県文化観光スポーツ部と交流の家のスポーツ施設の件で意見交換会をしておりま

す。

12月１日、那覇マラソン開会式がございました。

２日は那覇マラソンの大会がございました。

12月10日、毎年行っておりますけれども船舶安全総点検というのがございました。総合

事務局運輸部長、それから保安庁の担当官とのフェリーとかしきの検査に立ち会いをして

おります。以上が９月定例以降のおもな行政報告でございます。

○ 小嶺源市議長

これで行政報告を終わります。

日程第５、これより一般質問を行います。

一般質問は、申し合わせのとおり答弁も含めて90分以内といたします。

順次発言を許します。當山清彦議員。

○ ２番 當山清彦議員

おはようございます。早速ですが、通告書に従って順に質問させていただきます。まず

はじめに次年度沖縄特別推進交付金について伺います。まだ振興予算もまだ決まらないま

ま非常に答弁するのは難しいかと思いますが、今年度一括交付金が東日本大震災の影響に

より防災無線に多額に使われている部分については、議会も住民も納得している部分だと

思いますので、次年度これだけの予算をどう使っていくのか、住民も議会も気になるとこ

ろですので、まず村長及び執行部の考えを伺いたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

今年度の一括交付金の使用は今、當山議員からお話があったように、主なる総額が防災

の方に使用されることになっております。次年度はまだ額も決まっておりませんけれども

今年度、計画したものが随分、次年度に回すということになっておりますけれども、村民

の意見も聞き、皆さん方議会の意見も聞いて、それを吸い上げてやっていきたいというふ

うに思っておりますが、取り敢えず今年のやり残しの分は少し総務課長の方から説明させ

ます。

○ 宮平昌治総務課長

先ほど村長が答弁したとおり、いろんな意見を広く頂戴して事業要望していきたいと思

っているんですが、今年度、内諾をいただいた事業で３事業につきましては継続事業とし

て要望しておりますので、この事業については、次年度以降も引き続き事業を採択できる

ように要望していきたいと思います。まず村内の美化推進事業、それからイノシシの駆除

事業、それから阿波連小学校の学習支援員配置事業、この３事業については、継続事業と

なります。

それから主だった25年度の事業としましては、戦争遺跡の遊歩道の設置事業、それから
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戸籍の電算化事業、防災関連としまして備蓄倉庫、あるいは長期避難に対応できるような

対策事業等々を予定しております。その他にも細かい事業がございますが、主立った事業

はそういうところでございます。

○ ２番 當山清彦議員

村長もおっしゃったとおり、議会の意見、そして村民の意見を聞くのが一番重要だと思

います。

次の質問も一緒にしたいと思いますが、ホームページで一般から産業振興についてのア

イディアを募集していますが、取り入れていくかを伺うというふうに通告をしております

が、今、村長がおっしゃったとおり住民の意見を聞く議会の意見を聞くというのは、言葉

では簡単だと思いますが、ちゃんとかたちとして委員会等を設置するなり、また商工会、

商工業者も含めて話し合う場というものが必要だと思うんですが、村長のお考えを伺いま

す。

○ 座間味昌茂村長

おっしゃるとおりでございます。これは委員会等も立ち上げて、ぜひ多くの意見を吸い

上げて、それを実施していきたいというふうに思っております。今年は初めての一括交付

金の制度でございましたので要領えないところもありましたが、今年度の事業等の実施を

踏まえて今おっしゃったようなかたちでもっていきたいと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

明確な答弁をいただきたいんですが、次年度の交付金の活用についてちゃんと委員会を

設置して活用方法を決めていくということでよろしいのでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

はい、そのとおりでございます。

○ ２番 當山清彦議員

はい、ありがとうございます。次の質問に移ります。森林公園のログハウスを増築する

という案が指定管理者から素案として提出されていますが、まずこの件について村長の考

えを伺います。

○ 座間味昌茂村長

この件は確かに指定管理者から11月１日付けだったと思いますが、そういう要望が来て

おります。いろいろその当時作った目的がいろいろあります。そして場所の問題も少し考

えなくてはいけないんじゃないのかなというふうに思いますけれども、確か、この事業非

常に良い考えだとは思っておりますけれども、それはまでまだ具体的な検討がなされてお

りません。これもう一度、そのことについて検討していきたいと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

これについても、ぜひ村長先ほど言われた委員会で皆さんで話し合われて決めていくの

が筋だと思いますが、今年度の一括交付金をホームページで、こういうかたちで募集して
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指定管理者もきれいに見積、そして設計、あと他の自治体の例も上げて載っているわけで

すけれども、この書類をちゃんと執行部の皆さんまで回っているのか、村長まで回ってい

るのか、今回私が通告した後に、また指定管理者の方に提出してくださいというふうに指

定管理者の方に役場職員から連絡があったそうです。なぜ、役場職員にネットか、ちょっ

とわかりませんけれども、提出したものが無くなって、私が通告した後にまた要望するの

か、今の態勢が問題だと思いますが、村長いかがでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

そういう案で書類の受付決済の順序だと思いますけれども、そのへんはそういうことが

ないようにしっかり企画していきたいと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひともよろしくお願いいたします。次の質問に移ります。船舶について伺います。通

告ではフェリーというふうに書いてありますが、フェリーも「マリンライナーとかしき」

も同様に考えていただきたいんですが、団体客が乗船する際、混雑が予想される際は大き

な手荷物を客室への持ち込みを制限する必要があるというふうに思いますが、混雑時とい

うのは客室内にスーツケースを持ち込んで、そして通路にも広がっている状態です。海上

しけがある場合は、この荷物が崩れてまた通路もふさがれて、これを直すのは今現在乗組

員ではありません。ほぼ乗客がやっております。観光立村を掲げている本村として観光客

の待遇といいますか、村民に対してもそうですけど、非常に今の状態では問題があるとい

うふうに思いますが、また今の質問も一緒に行います。大げさですけど飛行機のように荷

物を預けられるようなシステムというのを作っていただけないかなというふうに思います

が、村長のお考えを伺います。

○ 座間味昌茂村長

確かに修学旅行2、300名乗る時のあのスーツケースを見ると、相当な量だというふうに

思っております。現在はコンテナの使用を案内しているということですね。その問題とい

うのは、団体の下船後の行動に非常に問題があるのではないかと。よくお互いでも飛行機

を乗るときに荷物を預けるか預けないかは、次の行動の時間帯の問題がいろいろあるとい

う考えですが、できるだけあの狭い場所で、それから船内も非常に狭いです。そういうと

ころでそこに人と一緒に乗せられないようにコンテナを使用するように今後も続けていき

たいとは思うんですけれども、そのへん飛行機の式と非常に難しい面があるのではないか

なと。渡嘉敷の港とはある程度面積が取れますので上手くいくかと思うんですが、泊港の

場合はどうもそれが上手くいくかどうかですね。そのへんはいろんな面から検討したりし

なくてはいけないなというふうに思っております。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひとも検討していただいて早急に解決していただきたいと思います。次の質問に移り

ます。また混雑時のお話なんですが、客室だけではなく外の通路にも混雑時は地べたに乗
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客が座るというのが今の現状でございます。壁の方に簡易的な折りたたみ椅子のようなも

のを設置すれば乗客も地べたに座らすということは無くなると思いますので、どうにか椅

子を増やすなり、折りたたみ椅子等を作るなり改善策を考えていただきたいんですがいか

がでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

船内の折りたたみ椅子の固定していない椅子なもんですから非常に危険な状態になるの

ではないかということが考えられますけれども、今の計画していることは、外の屋根付き

の屋外ですけれども、そこに今度のドックで40脚から50脚でしたか、それを今付ける予定

をしておりますが、そのへんのただ部屋内に、そういう固定でないものを置くと船は動く

もんですから危険な状態であるというがございます。これ少し今後の予定は船舶課長の方

から説明させます。

○ 大城良辰船舶課長

通路側の椅子の設置ということですが、これはバリアフリー法とか船舶安全法でちょっ

とそこの方は基準的に相当厳しいということでしたので、先ほど村長がおっしゃったよう

に遊歩甲板後部にだいたい50席ぐらいのスペースがありますので、それを予定しています

が、一応今度見積でも取ってあるんですけど今度できるか、今年から来年に向けてやりた

いと思っています。

○ ２番 當山清彦議員

椅子を増設していただけるということで、非常に乗客も居心地の良い船舶の運行をよろ

しくお願いしたいと思います。

次の質問に移ります。島発往復の車両運賃の割引を新たに作れないかということなんで

すが、こちら住民からの要望が非常に強いもので本島に行く際、車を持って行ってできれ

ば那覇で安くいろんな物を買って帰って来たいというふうに要望があるんですが、今、島

発の村民の割引はあると思いますが、車両の割引がない状態ですので、これをどうにか新

たに作れないか、またこれも特別会計からとなると難しいと思いますので、一般財源なり、

また一括交付金を活用するなりどうにかお考えいただきたいんですがいかがでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

現在ご承知のように本村の航路は補助航路であるということで、特別会計では割引運賃

を設定することは困難であると、今話のとおりでございますけれども、いろいろ県と調整

した結果、伊是名村はそれをやっているということですね。その方法が非常にここも気が

付かないような方法でやっているということ、これを一括交付金に適応されるということ

を聞いております。それを問い合わせて、それができるように一括交付金を使っていろい

ろ方法があるということを聞いていますので、その方法で実施できるものであれば実施し

ます。

○ ２番 當山清彦議員
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私もちょっと断られる前提で出したものですから、今非常に嬉しく思っております。ま

た村民も、この割引運賃ができれば非常に喜ぶと思いますので、ぜひとも伊是名村の方法

も勉強していただいて早急にお願いしたいと思います。

次の質問に移ります。村長の公約について約２年前に村長選で数多くの公約を掲げて再

選されたわけですけれども、もう２年ないですね、半分切りました。村長の今後の公約達

成の道筋というのができているかどうか伺います。

○ 座間味昌茂村長

これまで２カ年あっという間に過ぎました。他のいろいろな事をやるのに随分時間が早

くたったなというような感じがいたしますけれども、今後の公約については、これまでい

ろいろ道筋も立ててきましたので、これがあと２カ年でできるような方法を取っていきた

いと極力努力をして実現させたいというふうに考えております。

○ ２番 當山清彦議員

努力はもちろんのことだと思います。また村長の村民との直接対話の機会を作るという

公約は村民も非常に評価していると思います。若者の会合の場にも参加して話を聞いてい

ただけるということで非常にみんな期待をしておりますので、これだけ多くの公約を掲げ

ているわけですので、ぜひとも一つでも多く達成できるよう、これからの村政運営を頑張

っていただきたいと思います。

次の質問に移ります。防災訓練について伺います。11月５日に行われました防災訓練に

ついて伺いたいんですが、今回の参加人数と前年比をまず伺いたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

今年、防災訓練を先日行いました。この件については総務課長の方から説明をさせます。

○ 宮平昌治総務課長

対前年比ということでございますが、昨年と比べまして４人、人数で減っております。

昨年度が315名、今年度が311名です。

○ ２番 當山清彦議員

４名減られたということで残念に思いますが、今回の訓練は東日本大震災があって強い

要望で昨年も行われたわけですけれども前回の課題を踏まえての訓練であると思っていま

した。それで私も参加しました。ただ昨年との違いというのが全くわからない。議会でも

指摘されたようにサイレンの緊急性がないとか、そういったことも含めて昨年といったい

何が違うのかお答えください。

○ 座間味昌茂村長

これはやる毎に進歩がなければいけないとは思っておりますけれども、はっきりどこが

どう違ったのかとおっしゃられても、なかなかピンとこない面もありますけれども、その

件について担当の方から一応結果を答弁させます。

○ 宮平昌治総務課長
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今回の訓練について正直申し上げまして昨年と大きな違いはありません。今年の訓練は

沖縄県下一斉に実施された訓練でありまして、毎年そうなんですが訓練の狙いが避難誘導

訓練ということを主としております。今回も津波の到達予想時間内、本村は20分と定めら

れておりましたが、その時間内にどれだけの村民及び観光客の皆様が浸水範囲外へ避難で

きるかということを目的に実施しております。消防団員の役割、それから役場職員の誘導

体制及び避難場所、それから避難ルートの確認これを繰り返し訓練を行うということによ

っていざというときの避難がスムーズにいくというふうな大きな目的がございまして、そ

ういうことでは昨年も今年も同じような訓練ということになります。結果的には想定した

初期の時間内に避難が完了しておりましたので、目的は達成できたのかなと思っておりま

す。災害時において冷静に行動するためには、同じような訓練を行うことでそれぞれの方

々が体感として行動できるというふうなことも大事だと思っておりますので、昨年と大き

な変化はない訓練ということでございます。

○ ２番 當山清彦議員

今、総務課長がおっしゃったとおり訓練の反復というのも非常に大事だと思います。た

だ議会で指摘のあったとおりサイレンの緊急性ですとか、こういったものについては早急

に直すというふうに答弁されていたと思います。そして村民から非常に多くの苦情が来て

おります。何も変わっていないじゃないかというふうに来ております。

あともう１点、なぜ保育所の子どもたちの訓練をしないのか、今回、被災地でも子ども

たちの避難というのが遅れて大勢の幼児、児童が亡くなっております。なぜ保育所の子ど

もたちを訓練しないのか伺います。

○ 島村清民生課長

今回、保育所が参加していないというご意見ですが、毎回、保育所は参加しております。

○ ２番 當山清彦議員

保護者の方からちょっと話があったんですが、保育所はどういったかたちで避難をされ

ているのか、伺いたいと思います。

○ 島村清民生課長

時間内に避難経路、毎月１回ずつ避難訓練をやっているんですが、今回に関しても普段

の訓練どおり、目的地に添って車で移動しております。

○ ２番 當山清彦議員

すみません私の勉強不足でちょっと保護者の方から意見が多くありましたので、今回、

質問だしました。ただ、本村においては観光立村ということで観光客も想定に入れて避難

しないといけないと思います。私も私用で被災地に年１、２回行くんですが、被災地の訓

練というのは、どうしても被災していないところとは少々ギャップがあるというふうに思

います。それで次の質問と一緒に行いますが、消防団から数名被災地へ研修なり視察なり

派遣してはいかがでしょうか。
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○ 座間味昌茂村長

来年はまず消防団長が視察に行くことになっております。その他も検討してできるだけ

それに力を入れて、そういう研修等はさせていきたいと思います。

○ ２番 當山清彦議員

団長は今年か昨年も行っているというふうに伺っていますが、団員の方が全くないとな

いということで、被災地に行って学ぶ部分が多いと思いますので、ぜひとも数名派遣でき

るようなかたちをお願いしたいと思います。

次の質問に移ります。ヘリコプターの利用について伺います。座間味村は７月からアイ

ラスのヘリコプターの料金を半額補助すると、一括交付金を使って補助するというふうに

出しております。このような動きがあったので、村としてもやっていくのかなと思ってい

たんですが、ぜんぜん動きが見えないので今回質問しますが、隣の村はヘリを使用するの

に半額3万1千500円の補助が出るのに渡嘉敷村では出なかったですね。これは村民の苦情

が来るのは当然ですので、村長どうにか早急に同じような補助を実現できるようにお願い

したいんですが、お願いします。

○ 座間味昌茂村長

これは村民に限ってそういうことだと思いますけれども、一括交付金を検討して来年か

らはそれを適応するようにします。

○ ２番 當山清彦議員

座間味村は村民と観光客も入っておりますので、こちらの方も考慮していただいて考え

ていただきたいと思います。

次に移ります。座間味村は慶良間空港がありますので、日常的にもヘリコプターを使え

るという状況です。渡嘉敷村は船舶の欠航時のみというかたちです。これをどうにか日常

的にヘリコプターを使えるように改善していただきたいんですが、村長のお考えを伺いま

す。

○ 座間味昌茂村長

座間味は慶良間空港という普通の空港があります。こちらのヘリポートは消防庁の補助

を受けているということ。常勤が限られていると緊急用に利用する目的で設置されている

ということで、日常的な利用は認められないという見解が示されておりますが、その他と

いうところがありますので、そのへんを上手くできるのかなということはいつも考えてお

りますが、できるだけ他の町村ができるのに、何でここはできないかと言われて、いつも

そういうことがありますので、これは皆さん方十分に検討して、できる方が良いですので

できるだけその方に仕向けていきたいと思います。

○ ２番 當山清彦議員

白玉之塔のヘリポートは、村長が今おっしゃったとおり私も活用するのは難しいという

ふうに思っています。ただ交流の家との包括的連携協定を結んでおります。この協定の中
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に両機関が有する私的資源、人的資源及び物的資源の活用に関することというふうに明記

されておりますので、こういったところで交流の家のヘリポートを上手く活用できないか

協議できないでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

それが航空法とか、いろんなものがあると思いますので、向こうはヘリポートの活用は

現在廃止しておりますので、それがどうなるか勉強する余地があると思っております。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひとも早急に日常的なヘリコプターの利用ができるようになると、また違う客層の来

島も考えられますので、ぜひとも早急にお考えいただきたいと思います。

次の質問に移ります。役場職員の対応について通告しているとおり住民からの苦情が多

い、挨拶、勤務態度、そして住民サービスの格差是正に努めていただきたいと通告してお

ります。全ての職員とはいいません。一番窓口に近い職員、やはり住民、そしてここは観

光客も入ってきますので、入ってきたらまず挨拶、これも基本だと思います。こういった

ことをぜひ、格差是正に努めていただきたい。また役場職員もみんな元々いる方々です。

そこで移住者が来て、泊の窓口との対応が全然違うというふうに思われている方がいるそ

うです。村長も公約で役場内の閉鎖感を無くしていきたいというふうに公約にも上げてお

りますので、どうぞ格差是正に努めていただきたいと思うのですがいかがでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

誠に申し訳ないことでございます。私は村長室からあまりいちいちチェックすることは

できないんですが、そういうのは一般の方々が、そういう思いをしているのであれば公務

員の基本的な態度でございますので、そのへんは早急という必要もないと思いますけれど

も直ぐそういうことは改善していきたいと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

私もこういうことは、あまり言いたくありませんので、村長、首長として職員の指導を

しっかりしていただきたいと思います。

次の質問に移ります。国定公園について伺います。沖縄県は今２つの国定公園がありま

す。沖縄戦跡国定公園、そして沖縄海岸国定公園ということで、ほとんどが本島の残波岬

から名護市世冨慶、そして今帰仁村嵐山、屋我地、羽地から辺戸岬まで、そして渡嘉敷村、

座間味村は全て入っていますね。この国定公園をもっとアピールして、座間味村と連携を

して国定公園に関するイベントを計画できないかというふうに通告しているんですが、先

日、座間味村長とお話する機会がありまして、やっていきたいねということを協力してや

れたらいいねというふうに話ができました。また現在、渡嘉敷村商工会青年部、そして座

間味村商工会青年部、非常に良い交流をして慶良間は一つだという考えで今動いておりま

す。どうか座間味村と協力して、次年度予算付けまでして大きなイベントができないか、

まず村長の考えを伺います。
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○ 座間味昌茂村長

国定公園の件でございますけれども、今さらに国立公園の指定のことが出てきておりま

す。明日その意見聴取の会合がございますけれども先日ラムサール条約登録市町村会議と

いうのがありまして、そこへ行ってそういうもののインパクトが強いなということを思い

ました。これはもっと大きくピーアールしていかなければいけないと思っておりますけれ

ど、これは慶良間一円でございますので、座間味村と協議をして、それを今おっしゃった

ようなイベントもできるようにそれを進めていきたいと、これ今後非常に大きなプラスに

なることでございますので、そのことは十二分に検討していきたいと思います。

○ ２番 當山清彦議員

国定公園、国立公園、そしてラムサール条約と付加価値の固まりですね。ぜひとも座間

味村と協力して予算付けをして大きなイベントをやって両村の観光振興またその他、人口

増加いろんなことに繋がると思いますので、また商工会青年部もどんどん活用していただ

いて進めて行っていただきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。ご答弁あ

りがとうございました。

○ 小嶺源市議長

これで當山清彦議員の一般質問を終わります。

休憩します。

再開します。

これより島村議員の発言を許します。

○ ３番 島村武議員

おはようございます。さきに通告をしておりました質問書に従って質問をしてまいりま

す。まず１番目でございますけれども観光振興について村長は、また公約の話になります

が今回の村長選挙に望んで観光振興をもり立てて行こうと、かなりの決意を持って望んで

こられただろうと思っております。またその決意の現れとして、これまで経済建設課にお

いてありました観光部門の窓口を独立分離し、商工観光課として独立させて成長したと、

これがその現れであり評価すべきものだとは思っておりますけれども、課というのは作っ

てそこに置けば、これが機能をするかというと、そうでは当然ないわけで作った器に対し

ては何を入れていくのか。あるいはどういう方向に導いていくのかというのは作った長の

責任で当然あると思いますし、義務でもあると考えております。

そこでまず１番目に村長に伺いをしたいわけですけれども、この商工観光課は設置され

てほぼ１年を経過したという現状の中で、これは設立した当初村長が思い描いていたどの

ようなものかは、まだこれからお伺いするわけですけれども、どのようなことを考えて独

立させ、またこの１年間どういうかたちで取り組んでこられて端で見ていると、なかなか

これだというように照準を合わせて取り組んでいるというようには見えない部分はありま

すので、現在どのように設置したことについて考えておられるのか、あるいは芽出しがど
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のようなことを現在考えて取り組んでいるとか、そういうことがあれば村長の現在の考え

をお聞かせください。

○ 座間味昌茂村長

確かに公約の一つでもございました。現在、商工観光課を設置してありますが、私の考

えではまだまだ機能していない部分が多くあると考えております。私が考えるところとは

まだまだと思っているところです。この観光というのは非常に難しくてなんといいますか

な、いくら追求しても100％ということはないわけですね。奥が非常に深いと思っており

ますが、このことについては全てまず担当職員も知識の習得から始まっていくと思います

けれども、そのへんを十二分に調査研究をしていろんなところ、この島に適用するような

ことを十二分に勉強していかないといけないところがあります。それからいろいろなこと

を勉強しなくてはいけないということも随分あると考えておりますが、そのへんのところ

がまだまだ足りていないのではないかということですね。我が村の観光立村と掲げている

以上は、もっと力を入れていかなくてはいかないというふうには思っておりますが、これ

から一括交付金等の制度もできているということが非常に良い点が出てきておりますので

もっともっと勉強していかなければいけないというふうに思っております。

○ ３番 島村武議員

村長がおっしゃるように確かに、まだ１年ではありますけれどもやはり村長、長年、我

が村の観光というのは、こういう方向であるべきだというのは思って貰えたと思うんです

よね。だからこそ就任早々１年目にして課を独立させた、そこには明確たる方針というの

がないといけないと私はそこを申し上げているわけです。確かに１年間で成果を求めるの

は酷な話であって、私はこの１年間で何ができたかと何をしたかということを問うている

わけではないです。ところがなかなか悠長なことも言っていられないような現状があるわ

けですね。観光客の入域数というのは、確かにいろんな自然条件、離島がゆえに抱えてい

る問題もございますので、これだけを整備をしたにしてもなかなか伴わない部分というの

が当然ありますけれども、やはり目に見えるかたちで、こういう方針でやっていくんだと

いう長が示していくことによって、この職員がそれに添った計画立案をいうのは、その中

にもできてくるわけだし、長が何も方向性というのをやっぱり具体的に方向性を示さない

となかなか職員だけの力では大きな方針付けをして物事を取り組んでいくということは、

なかなか難しいことではないかというふうに思います。

これから次の質問も一緒にやっていきますが、小さい事ではありますけれども、例えば

今年の当初予算で、村長は、これまで十数年ですかアイランダー事業、これは離振協過去

に事業主体はそうですか、これの事業として10年来取り組んできた事業ですけれども、予

算も当初で計上した、職員派遣の分も計上した、今年今期の予算で職員を派遣しなかった

ということで予算減にしてありますし、助成金の30万のうちの15万だけやって20万円また

補正減をしたと、こういうようなことを見てますと村長は課はつくりました。観光業、力
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入れていきますよと言いながら、この結果を見ると逆に自分で門を閉ざしているんじゃな

いかと、例えば明確な方向性として、これがあるからこの部分はいいですよというのであ

れば話はわかりますよ。ところがまだ雲を掴むような話で何も方向性も何もない、事業が

そこで育っていこうとしているわけでもないような中で、せっかくこれまで十数年続いて

きて、その中で確かに何人かの成果でもってきたというような数字として表れないかもし

れないけれども、少なくてもこの十数年、それなりに観光客を入れて来るためのかなりの

影響は及ぼしてきたのではないかというふうに私は思っていますけれども、いともこう簡

単に私は商工会行きましたよ。行きましたけれども、何かどうも職員の手が足りなかった

のかどうかわかりませんけれども、いとも簡単にせっかく作った予算、これ自分が作った

んでしょう、この予算ね。簡単に一応みると、いうのは長がこれまで観光立村を目指して

きて観光に力を入れてこようとした、ご自分が掲げた施策に、これ逆行しているのではな

いかと、そこらへんどうですか。

○ 座間味昌茂村長

確かにそうです。これは職員各位の配慮も足りなかったと思いますけれども、今年は商

工会は参加させてあると慶良間太鼓も派遣させていると、今年のアイランダーの目的は都

市の在住者が離島の定住希望者との交流という課題もありましたが、そういうことはとも

かくとして、ここに派遣できなかったというのは予算がありながらですね、これはこちら

の失態でございます。ただ離島フェアと毎年ですけれども、それは最初から計画していか

ないといけないと思いますが、毎年同じ時期に来て、同じ日にこれがあるということが少

しネックになっている面もありますけれども、もう少しそのへんはもっと考えてやってい

きたいと思っております。

○ ３番 島村武議員

村長がおっしゃるとおり、このアイランダー事業というのは定住促進といいかすか、こ

れからの事業の手腕ではありますけれども、そればかりをやってきたわけじゃないですね

これまでね。当然、窓口として観光客を誘致というふうに向けてイベントもうってきたわ

けだし、規模が小さいようにも思えますけれども、例えばサンシャイン池袋でやっていま

すよね、ああいう一等地でもって、自分たちがあれだけのスペースを貰って椅子を確保し

て、ようするに単独の予算でやるとしたら大変ですよね。労力もいろんなツテを頼って、

始めてあの場所が確保できると。せっかくあるものというのは、それを広げていく。これ

が一番必要なことであって、狭めることは絶対あってはいかんと私としては思っているん

です。これが定住促進の事業であるからもちろんこういうことでやってはいかんよという

お叱りを受けるのであれば、長が行って、そこで「はい、すみません」としかしながら我

が村は観光立村としてやっていかなければいけないと、定住促進もやりながら観光も要す

るに枠を広げていくということも絶対必要なので合わせてやっていきますということで頭

を下げればすむ話なんですよ。
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逆にこれまで予算が少ないのではないかというような思いをやってきましたけれども、

なかなかこれまでの予算の額といいますか、財政の状況の中ではなかなか増やすというよ

うなこともやれないような状況もございましたけれども幸い今年度はそして来年度と先ほ

ど来年度の一括交付金が額がまだ決まらんという話がありましたが、だいたい大まかには

ほとんど今年と同額が予定をされているし、内定もそれで出ていると思っております。で

すからもう来年度３月の予算ですよね。３月の予算というのは皆さんだいたい12月にはヒ

アリング終えますでしょう。遅くても１月、去年は暮れの27日ですか、最後に交付金の額

が決まりましたのは12月ですから持ち越して、あるいは計上できなかったりとかありまし

たけれども、今年はまるまるそれから１年あるわけです。この12月に来年度の一括交付金

の予算の配置の目処、事業の、これがついていないというのもおかしい話で、これから委

員会を募って云々なんていう話は、それこそ何を考えているのと言われかねませんよ。

ちょっと話が横道にそれましたけれども、次の質問に移っていきますが、先ほどのアイ

ランダー事業、村長も今年参加できなかったのは、自分のところに少し手落ちがあったと

いうようなお話でしたけれども、どうでしょうか、来年の11月また同時期に、これ毎年同

じ時期にあるし、同じ土曜日、離島フェアは金土日ですけれども、そこにどうしてもぶつ

かってきますんで、年次の予定として予算も組むわけですから、年次の予定として予想も

当然できるだろうと思いますけれども、職員の手が足りないというのであれば、これ予算

もう少し規模を拡大して、例えば商工会、今若い子たちもいっぱいおりますよね。商工会

のメンバーはこれまで一次世代ですね。要するに親が起こした例えば民宿にしろホテルに

しろさまざまな飲料店とか食事を提供する場所とかも見ていると、もう様変わりですよね。

２世代目になっておりますし、それから２代目に変わろうとしている、そういう方々も何

人もいらっしゃるわけですよ。そうすると世代的には、この若い世代が商工会を構成をし

ているという現状があります。そうなってくると我々みたいな凝り固まった頭でものを考

えるよりも、一遍、商工会というものが、このアイランダー事業を通してですよ。例えば

これを充実させていくために一つ計画をやってみーと来年１年間は交付金でこれだけのも

のを作るから、これに見合った計画を出させて、観光課と商工会で知恵を絞って計画書を

出して、予算の枠はある程度の枠は決めていいと思いますよ。その中で計画に見合う予算

付けをして９月に補正してアイランダー送ったらどうですか。

これまでのちまちました10万とか20万とかでやってくるから、そこから何も得られるも

のがなかっかもしれない。これ１回がちっとした予算を付けて200でも300でもいいですよ。

これに見合うだけの計画書を上げろと、約１年10カ月ほどありますから、そしたらこれに

３月に予算を付けるということは難しいと思うので、ちゃんとした計画を上げて、それに

見合う予算を付けるという提案をしたいんですけれどもいかがですか。

○ 座間味昌茂村長

確かに良い意見でございます。これは来年から予算が付かないことには仕事できません



- 28 -

ので、できるだけではありませんが、多く来年は観光に徹底的につぎ込んで広く宣伝効果

を広げて誘客をしていきたいというふうに思います。

○ ３番 島村武議員

村長もそういうお考えみたいですので、ぜひ取り組んでいただけたらなと思っておりま

す。村長自らキャラバン組んでもやりたいということも公言をなされました。それこそそ

ういう突破口の一つ、それをするためにはかっこうのイベントではないかというふうな思

いがあります。商工会もそれから商工観光課もばちばち使いこなしてくださいよ。何年続

けてこういうイベントができるかわかりません。今年は一括交付金の皆さん方の使い方を

見ていても最終的に細かいところに散って、実際どういう事業をやったかといったら防災

だけであったということになりかねませんので、防災にしても千何百万円ぐらいの予算残

があって今回それでいろいろ散らして補正したようですけれども、やはり一つこれは確固

たるものだというような予算付けをして、ぜひ商工会、せっかく若い力もありますから、

これを使い切ってくれるようにお願いをいたします。予算は何時つけるかどうかはわかり

ませんけれども注視をしながら村長がどうやって取り組んでいくのか具体的に予算をいく

らつけてくるのかこれは注視をしていきたいと思っております。

次に移ります。防災についてでございます。これは一昨年去年ですか3・11以降やはり

我々全国民の心の中に大きく刻まれた出来事といいますか、震災でございました。大変痛

ましい災害でありました。それを契機に防災について真剣に考えてみるというような空気

が国中広がっております。我々も例外ではありません。その中で去年今年と２回、２年連

続で防災訓練を行ってきたわけですけれども、見たところ当然と言えば当然かもしれませ

んけれども、１回目よりは２回目の方がだらんとした緊張感のない状況であったというの

が誰の目にも明らかであったわけでございます。そこで１つお伺いするわけですけれども、

２回目の訓練が終わった時点で、ちゃんとそこらへんを総括できたのか、そして総括を行

った中でどのような問題点が指摘をされて、次に改善に向けようとなされたのかお伺いし

ます。

○ 宮平昌治総務課長

２回目の訓練を終わっての総括ができましたかということなんですが、先ほども當山議

員のご質問にお答えしたとおりなんですが、今回の訓練は津波の到達時間内20分以内とい

う時間内にどれだけ多くの方が避難を、浸水地域から避難ができるかという目的で実施し

たわけなんですが、各避難所とも15分以内には避難完了しておりましたので、そういう意

味では目的は達成できたのかなという感じはもっております。いろいろ変わった訓練とい

いますか、毎年同じ訓練じゃなくて違う訓練もというご指摘もございますので、そのへん

もまた次回からの訓練に検討する課題かなと思っております。

○ 小嶺源市議長

休憩します。
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再開します。

○ ３番 島村武議員

当初の１回目の問題点、それから２回目おそらく感じている分は先ほどの答弁のような

同じようなことではないかというような思いはありますけれども、２回目見ていますとど

うもだらけていると、あまり緊張感がないというのが正直な感想でございました。これは

一にも二にもどんと入ってくるものがないと、どうしても２回目、３回目以降、ゆるみが

出てくるということはしかたがないようなこともあるかもしれません。しかしながらやは

り何にも変わらない状況の中で、ただのんべんだらりとやっていてもなかなか難しいんで

すよいざとなった時は、だからやはり、どうやってもきちっとした緊張感のもとで一度行

うと、１番最初行ったときよりもさらに緊張感持つようなかたちで、やっぱりやるべきだ

というような思いがあるわけですけれども、なかなか今のサイレンの音では難しいという

のがあるのではないかというふうには思っておりますけれども、これは質問前後しますけ

れども、どうでしょう今度のデジタル化に移行することによって、サイレンの大きさとい

うのは予測はできていますか。そこらへんどうですか。

○ 宮平昌治総務課長

今年の防災行政無線の整備の中にサイレンの音の整備も入っております。現在、音のサ

ンプル、業者から届いて、それを今チェックしておりますので、イメージ的にはパトカー

のサイレン、ちょっとかん高い音ですね、そういうものを採用しようということにしてお

ります。音色が４パターンぐらいセットであるみたいで、その中に音の長さとか調整でき

る機能が付いておりますので、基本的にはパトカーのサイレンの音のようなかん高い音に

緊張感があるといいますか、そういう音にしようという計画はしております。

○ ３番 島村武議員

これは２週間ぐらい前ですか、何回かサイレンの音が聞こえましたけれども、その音を

チェックしていたということになりますか。何日か前に、あれとはまた別のですか。はい

わかりました。このサイレンの音、総務課長から答弁いただきましたけれども、皆さんが

聞いてこれであれば届くというような判断が今現在はあるということですか。

○ 宮平昌治総務課長

放送の届く範囲というのもスピーカーを調整したり位置を調整したり村域全内を網羅す

るというもう既に調査は業者の方でやっておりますので問題ないと思います。

○ ３番 島村武議員

こればかりは、実際音が鳴ってみないとなかなか判断がしづらい部分がありますけれど

も今のままですと放送は若干無理にしてもサイレンぐらいはきちっと届いている現状でな

ければいけなというのがあります。サイレンでも今だったら本当に風向きによっては聞こ

えないという箇所が何箇所もあるわけで、放送運用よりもまずはサイレンが最重要ではな

いかという思いがあっても何回も何回も防災に関する質問の度に言っておりますけれども



- 30 -

こればっかりはもう目をつぶっても聞こえるぐらいのそういうかたちで村民の皆さんに届

くというふうなかたちに持っていかないと、それこそ今回の先ほどの質問の中にありまし

たけれども311名ぐらいしか参加をしていないということになったら700名の内の311名と

いったら５割にも満たない人たち、残りの５割はどうするか、これはまさしく緊張感とや

るんだというこの意識が、仕事でどうしようもない方々は別にしましても５割以上の方が

仕事で参加できなかったというふうにはどうしても思えない。これはやっぱりしっかりと

原因はどこにあるかというのをちゃんと考えるべきだと、その内の一つがそのサイレンで

ないかという思いがありますので、これに関しては本当にこれが鳴ったら直ぐ泡を食って

逃げるというぐらいの、緊張感をもつぐらいの音量をちゃんとやってもらいたいというふ

うに思っています。

ロのフェリーの沖待ちですね。これはちょっと確認するのを忘れましたけれども、確か

那覇と泊港は経験があったように思っております。ところが島内では要するに島の渡嘉敷

港ではまだ一度も経験もないし特に船が新造してからはないわけで、これをどうでしょう

村長、私はこの前の訓練を見ていて儀津崎がそこですから港が見えるわけですけれども、

我々は避難しているのに、そこから車を持って港から出入りをしたりとかという。一番危

険な部分に出入りをしていると、これは何事かと村民の皆さんから言われるわけですよ。

これは仕事ではないから我々は避難していると言えはしますけれども、仕方がなくて避難

しているというようなそういう雰囲気になってくるわけですね。ああこれではやっぱり価

値がなくなってくる。確かに何度かやることによって逃げる場所はここだなというのはあ

りますので、何回かすることによって本能的にサイレンがばんと鳴ったらここに逃げれば

いいという、これを習慣ずけるということは、毎年毎年これをやっていくということで、

そこで成果が出てくるわけですけれども、目の前でフェリーの時間帯もあるでしょうけれ

ども、さあ、あれはどうなんだろうという声も多くありますけれども私はこれ一度やって

みる必要性があると思っていますがいかがですか。村長。

○ 座間味昌茂村長

これ前もって客の了解も得て直ぐできるということでございます。

○ ３番 島村武議員

何時やるかはあれですけど、絶対必要なことだと思っていますので、ぜひ皆さんの中で

時間帯を組んでやっていただきたいというふうに思っています。その中で例えば時間を指

定しない、どうしても緊張感の話になりますけれども、時間も指定しない中でやる方法は

ないものか、あるいは全く期間を決めない中では当然無理だろうとは思っていますので、

例えば１週間とか、この１週間の枠の中で１回やりますよということを周知徹底をしてお

いてやってみる必要性があるのではないかというふうに思っておりますけれども、そうす

ればもっともっと参加者も増えていくんじゃないかとそのようにちゃんと放送とサイレン

が聞こえるということには前提とはなりますけれども、抜き打ち的なかたちのやりようも
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一つあるのではないかと思っていますけれどもいかがでしょうかね。

○ 座間味昌茂村長

できるだけそういうことは必要だとは思いますけれども多くの参加をいただくためにも

事前周知を行って今のところはですね。そのへんのところは抜き打ちで果たして参加人数

のこの原因や混乱を招くことがあるのではないかなと懸念されるぶんもありますけどこれ

はやるべきだとは思うが、非常に難しいことではないのかなということを思います。

○ ３番 島村武議員

確かに仕事をなさっている方々とか観光客が大勢いらっしゃる時間帯とか時期とかとい

うことになりますと難しい分もあろうかと思いますけれども、それを指定してくるわけで

はないですので、これは一考の価値はあるかと思っております。先ほどの緊張感を持って

もらうための音量あるいはサイレンが前提だと申しましたので、デジタル防災設備がきち

っと完了した上で、今年の事業ですから、これは今年で来年末にはできると思っています

けれども、それを踏まえたうえで行っていただくということを提案をしておきます。

そこでもう一つ、去った何月でしたかね、こども議会での子どもたちから、学校にいな

いとき休みの日はどうするのというかたちで村長に提案と質問がございました。これやは

りそういうことっていうのは絶対必要であろうと、学校からは先生方が誘導して避難はで

きますけれども、お家におりますと親が仕事なさっていたりとか、あるいは家庭から離れ

て道で遊んでいたりとかする場合に普段の避難の経路とお家からの経路とは当然違ってき

ますので、このことについては絶対必要なことであるし、１度に限らず何回か逆に学校に

いる休み、土日祝祭日以外は少ない回数でもいんじゃないかと思っているんですよ。なぜ

かといいますと先生方が誘導して行きますから大人がちゃんと案内しますので、逆に子ど

もたちそれぞれの判断を必要とする場面での訓練がかなりの回数が必要ではないかという

ふうな思いはありますがいかがでしょうか、村長、授業中でない、要するに休み休日の日

の訓練についてはいかように考えておりますか。最後の質問になって申し訳ないですけど

もう一度お願いします。

○ 座間味昌茂村長

これは絶対必要だと思いますので、実施するようにしていきたいと思います。

○ ３番 島村武議員

わかりました。これは村民の生命財産を守る立場の村長としては、この訓練はなかなか

人の都合に合わせてやるのではないというのも一つの側面をもっておりますので、こんな

ときにやりやがってというようなかたちで、批難を受ける場合もあるかもしれませんけれ

ども、やっぱりそれを押してもあえてやるだけの価値はあるのではないかと思っておりま

すので、そこらへんのところを踏まえた上で、より一層、取り組んでいただきたいという

ふうに思っております。

次の質問に移る前に申し訳ないですけど、１番目に質問をしておりました観光振興につ
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いての一番最後の二の部分で入域客への運賃補助の適用の要請ということを出しておりま

して、先ほど漏らしてしまいましたので、議長申し訳ございません。ここでもし議長にお

許しいただけるのであれば、改めてここで質問をしたいと思いますがいかがでしょうか。

もう一度質問をさせていただきますけれども先ほどの當山議員の話の中で運賃の補助の

問題がありました。貨物のですね。村長、前向きな答弁をなされていたようでございます

けれども、幸いなことに我々、島に住む村民にとりましては今回の県の村民への運賃の補

助というのは大変大きなものがあります。実際に本当に安くなったなと実感を村民の皆さ

んは持たれ、自分もはじめ皆さんもそうだと思っておりますけれども、その中でなんとか

入ってくる入域のお客さんにも何とかできないかなというような声が多くあるのも事実で

あります。実際にギャップというのは、この補助を受けてみて、大きかったなというこの

差が大きいなというのは我々も実感しているところでありますけれども、ただ、運賃補助

を村がやるということは、自分で運賃を下げるようなもんですから当然できない話であっ

て、今回の運賃補助に関しては県が一括交付金を利用してやっていただきました。同じよ

うな視点で、ぜひこれも半額といいますか運賃補助の要請をスタートしていただきたいと

いう思いがあって、今回質問に出してあるわけです。

これは村長、今は様々なかたちで先ほどの離振協もそうですけれども、いろんな外郭団

体やら村長が構成のメンバーになっている団体ありますよね、離島だけでもありますし、

南部、県も含めて、そこらへんの中で離島共通でもよろしいですし、まず１村では無理で

すから、そのようなかたちで提案をしていただいて、ぜひ入域客に関しても半額と言いま

せんけれども、何らかの補助が、運賃補助ができないものかなという思いがあって、今回

提案をさせていただいているんですけれどもいかがでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

この件は今現在村民は半額補助になって、一括交付金で目に見えて非常に楽になったと

いいますか一番目に見えてはっきりするのが、私たちの運賃半額補助だと思っております。

これ離島という条件の整備というのが目標でございまして、島に定住できるように、そう

いう補助をしていくというのが目的です。最初から全入域客にどうかということで県とも

話をもったことあります。なかなかそのへんのところはどうなのかということで、まだそ

ういうはっきりした返事ができるということは、まだ受けておりませんが、これ各離島の

町村長全部集まって、まず要請してみようということで今話は付いておりますから、これ

は近いうちに要請をしてできるだけこれができたら、おそらく入域客が随分増えるだろう

という私たちのもくろみでございます。そのへんは要請をしてみたいというふうに思って

おります。

○ ３番 島村武議員

確かに以前にも、そういう話は提案しましたけれども、なかなかスムーズな結果が出る

ような話ではございませんでした。またこれから取り組んでいくことによって可能になる
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のではないかと、この問題というのは毎回毎回同じことを言われようが何しようがと、要

望を受ければ同じことを繰り返し繰り返して要請していくことによって輪の広がりもでき

てきますし、離島のそれぞれの意思も強固なものにより固まっていきますし、力にもなっ

てきますので、継続をして取り組んでいただきたいというふうに考えております。

答弁ありがとうございました。次の質問に移ります。３番目の福祉センターについて、

今回村長これは社会福祉協議会と統合をして運営なさろうとしておるわけですけれども、

これにつきましても村長は公約の中でも何とか特養の準じるような施設を造っていきたい

ということを述べて、実際に取り組をなさっているようでございますけれども、この社会

福祉協議会と統合することによって、現実に浮かび上がってくるメリットはどういうのが

あるのかなと、それからこれがどうですかね社会福祉協議会で将来そこの組織を統一した

かたちでこの組織を成長させていこうとして考えているのか、まず始めにお伺いしますけ

れども、協議会と一緒になったらどんなメリットがあるんですか。例えば、人間が集約さ

れて要するに少なくてすむとか、あるいは経費の削減になるとか、いろんなものがあるの

ではないかと思うのですけれども、なかなかちょっと見えない部分があるんで細かいこと

ではあると思いますが、そこらへんはどういうことをもって一緒になさろうと思ったんで

すか、村長。

○ 座間味昌茂村長

このことは随分前から広域のほうとも意見交換をしております。一番こういう方法がい

んじゃないかという指導をうけて社協と、ということにしておりますけれども、現在の福

祉センターは、民生課長を所長として、兼務配備、現場に管理者がいないという状況で運

営されているというのが今の状況ですね、まずそれが全体的に解消されるということそれ

から休日、祭日、平日の時間外のサービス等を民間並に事業展開ができるということはメ

リットではなかろうかと、社協であれば営業時間の調整は管理者を現場に配置して、業者、

利用家族の支援や要望に答えやすい態勢づくりができるというころではなかろうかと、そ

れから居住部門の可動によって島内で１日も長く住んでいただき、本島施設へ移行、また

本島家族宅へ一時的に移動していく状況を緩和することができるのではなかろうかという

ようなことですね。それ等々があって、まず社協と連携をして社協に委託をしてやってい

こうというのが私たちの目的でございます。

○ ３番 島村武議員

現在の社協は、確か会長が今現在おられるわけですけれども、統合して現在の会長職を

努めておられる方に管理をしてもらうと、これも確かに報酬の問題があると思うんですが、

無報酬で勤めておられるというふうに理解をしておりますけれども、この形態というのは

管理者をトップが会長として協議会の会長としてトップに据えて、その管理の元にやって

いくということですよね、これの資格といいますか、その位置的なものというものはどう

いうふうになっていくんでしょうか、これから。
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○ 島村清民生課長

今現在、福祉センター、村が県から指定事業所を指定を受けておりますので、次年度は

社協に委託するかたちで、する予定でございます。あとは福祉施設というかたちで支援ハ

ウスを立ち上げる予定ですので、その部分は村が指定を受けて社協に委託する。介護の事

業所、通所であったり、訪問であったりという事業所は社協のほうが県から指定を受けて

事業主体になりますので、それを予定しております。

○ ３番 島村武議員

ということは村長、これ現在もそうですけれども、社協とはいえ、やっぱり助成金も村

からかなりの額いっていますし、センターも同じようにいっていますね。その中で社会福

祉協議会の私の考えですけれども、ひとつのあり方として一番珍しいかたちというのは、

篤志家の寄付とかいうようなかたちで運営されるのが一番望ましいかたちではありますけ

れども、なかなか望んでも上手くいかないと勢いやはりどうしても行政からの支援がない

と成立をしないということになるわけでございまして、まあ介護保険に関しては、当然、

公的な補助金とか何とか、そういうのがありますので、ある程度の補助金は必要になるか

もしれませんけれども、なかなか運営が成り立つということにはならない。必ず行政から

の幾ばくかの助成金が当然必要になってくるということは、これは何処の施設を見ても実

証されておりますけれども、村長は当初、民間の力を活用したいというふうにも述べてお

られました。これ次の質問もそこに入っていくわけですけれども、今の状況の中で福祉協

議会として、よしんば組織を一つに統合しても、まあ合理化は中でできるかもしれません。

おっしゃるように、ところがやっぱりどうしても助成金として出て行くということは当然

継続していくだろうと、その中で民間の活力を利用して任せてさせるというような方向性

を持っておられたようですけれども、その方向性と社協がずっとこの組織を束ねていくこ

とによって、行政側が金の部分の支出を伴っていくということになるんですけれども、い

ずれ将来は民間に任せられる者には任せていきたいというふうな考え方を持っているわけ

ですか。

○ 座間味昌茂村長

これですね、民間の経営状態も全部調べて、ある程度調べてみました。経費も運営費も

全部比べてみた訳ですけれども、それほど差はない、こっちの方が、かえってこの方が、

まず今計画している面では軽くなっているような気がするわけですけれども、これまず手

がけて、進めていきながら社会、民間活用というのが大きく叫ばれている時代ですので、

そのへんは追々実際にやってみて考えていきたいという気持ちは持っております。

○ ３番 島村武議員

現実に統合して、福祉協会の全体的な予算の枠と、それから当然いろんな利用者の負担

のものがありますので、それが上がってこないと、なかなか議論しずらい部分もあります

けれども、村長の考え方としては、まだ民間も頭の隅にあるというようなことでよろしい
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でしょうか。

島に生まれ育った高齢者の方々というのは、当然、島で最後終えたいと思うのはこれ百

人が百人、皆さんそうであろうと思います。そこで利用できる施設があるのであればこれ

に越したことはないわけで、どっちみち同じお金を払うのであれば、島にいたいというの

は当然の心の動きだろうというふうに思っております。これは我々が抱えている問題であ

りますのでどこで、片が付くというふうなことではないかもしれませんが しかしながら、

負担というものが、余りにも大きくなってくると、これまた利用価値のないものになって

しまうし、それを共有しようと思ったら、どうしてもキャパを広げていくしかないわけで

ありますけれども、これは最初から大きなことがもちろんできるわけではないですけれど

も、細かいところ少し教えてもらいたいですけれども、この施設が、なぜこれ聞きたいか

というと、村民の皆さんには要するに、そこで老人ホームができて住めるんだというよう

な勘違いというか、そう思われている方も中にはやっぱりいらっしゃいますんで、そこら

へんもまた広報もちゃんとしてもらいたいんですけれども。

現在４月から統合するわけですよね、経理上も、その中で例えばこれまでのデイサービ

スもそうですけれども、特にショートステイの部分ですね、これまでなかった。これはど

れぐらいの方が利用できるのか、ショートステイというのは規程があります。１週間とか

２週間とかあるんで、ずっとそこで生活できる訳ではないと現状は、そういうのはあると

思うんですけれども、何室何名ぐらいが利用できてどういうかたちになっていくのかとい

う細かいところを課長の方から。

○ 島村清民生課長

はい、今のご質問ですが、今、福祉センター居室が６室ほど今利用できるということで

改修の予算も含めて検討しているところでございます。そして、１室にできれば２人は入

れて６室利用すれば約12名は利用可能かなということで考えています。あとどの程度利用

できるかという話がありましたけれど、個人の介護度とか、そういうので利用できる日数

とかが違ってきますので、さっきも申し上げましたが福祉施設の部分、支援ハウスの部分

で介護の施設ではございませんので介護給付の対象にはなりませんので、それから溢れて

くる部分は、この支援ハウスで、受け皿として今、県と協議しているところでございます。

○ 3番 島村武議員

６室ということで２人ずつにすれば、12名が利用できるということになるわけですけれ

ども、たとえば医療部門だとか、そういったものというのは、このセンターを造ったこの

成り立ちが、何とかショートステイをさせていこうと、そのときの条件として看護士とお

医者さんというのがあって、どうしても当時踏み切れなかったという経緯がございます。

従って、その空き室の６部屋というのは、そのためにいま２室は協議会が使っている訳で

すけれども、そのために造った部屋なんですよ、今回それを利用していこうとなさってい

るわけですけれども、確かに医療部門というのは、そこではもちろんできませんし、例え
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ばそこでショートステイというかたちを取った場合、最大でどのくらいの日数がそこで過

ごすことができるのか、その場合には医療態勢みたいなものというのは、通常の要するに

事故起きたときに緊急に運ぶことになるのか、このことを少し説明願います。

○ 島村清民生課長

先ほども申し上げましたが、この施設は介護施設と福祉施設に分かれますので、介護施

設の利用に関しては、個人別に利用できる範囲が決められてきますので宿泊部分だけ利用

する訳ではございませんので、通所でデイサービスを受けたりもしますので、それからす

ると総合的に計画して、じゃあこの人は何日利用できると、その介護から溢れてくる部分

ですね、介護サービスから、その部分は村の支援ハウスというかたちで、そこは介護給付

の対象になりませんので、全額自己負担にはなりますけど、まさか途中で利用者をお家に

返すわけにもいきませんので、そういうかたち個人負担は多くはなりますが、そういう面

で日数としては、もちろん利用者が希望する日数を確保できるようにということで支援ハ

ウスというかたちを今検討しているところでございます。

○ 3番 島村武議員

確かに介護保険の場合は、当然、医療費もあるいは内容によって、当然、さまざま変わ

ってきますけれども、なるべく負担がないようにということになると、これまたどうやっ

ても公的助成金が必要になってくるということで、かなりこれまで以上に利用者の負担が

増えるのかなというような感じは持っております。これは実際にスタートすることになっ

ておりますので、そのスタートした経過を見ながら数字的なものがどういう具合に動いて

くるのか、それを注視しながら今後改めて質問等を考えていきたいと思っております。

次に移ります。村営住宅についてでございます。そこにゲートボール場と村内の空き屋

あるいは空き屋敷、そういったものの利用ということで提案させて頂いておりますけれど

も、やはり一番大きいのは、この隣りの土地なんですよね、従来ゲートボール場として使

っていたところが現在もう返すというようなかたちになっておるようでございますけれど

も、村長はどうでしょうか村営住宅について、もっと建設が必要だと思っておられるのか、

あるいはもうこれぐらいでいいと思われているのか、これまで必要性は述べてこられまし

たけれども改め伺っておきますけれども、まず村営住宅の必要性についてどういう考え方

をお持ちですか。

○ 座間味昌茂村長

村営住宅については、土地の確保ができなくて今まで年々縮小してきておりますけれど

も、今でも空き屋、空き室ができたときに募集すると１棟に５、６所帯５、６名が応募し

てくるということは、まだ不足だということですね。それで今おっしゃるような空き屋敷

等をいま交渉している所もありますけれども、できるだけそういう所が利用できたら即一

番予算の取りやすいといいますか、公営住宅の非常に容易に取れるというように指導され

ておりますのでこれから、そういう空き屋を利用してできることであればやっていきたい
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と思っております。こちらには企業のアパート等もございませんので、村営住宅を逐次増

やしていくように努力したいと思います。

○ 3番 島村武議員

たぶん需要をかなりのもんがあるのではないかと、ましてや定住を促進をしていくとい

うことであれば、当然それを受け皿として当然のことながら必要になってくるわけでござ

います。それからこのゲートボール場跡については、これはもう交渉の余地がないという

ことでしょうか。私はかっこうの場所だと思って前から話は出したりしているんですけれ

ども、これについてはもう交渉の余地はないと、手遅れだということですか、如何ですか

そこらへんは。

○ 座間味昌茂村長

それは一応、土地、境をはっきりさせて個人に返還をしております。それはまだそうい

う交渉はしたことはないんですけれども、きれいに籍をはっきりさせたことは事実ですが、

私の考えとしては農協を仮設で使えはしないかなというのが頭にあったんですけれども、

農協は予算の関係でそこは使えないというようなことでしたので、まあそのへんは他の所

と一緒にしたまあ同じ立場だとは思いますが、そういう空き屋敷は交渉する余地があるの

ではなかろうかと思っております。

○ 3番 島村武議員

今の村長のお話を伺っていると、まんざら可能性がないわけではないとという感じを受

けております。実は前村長時代もここに造ったらどうかというふうな話を申し上げたこと

がありましたけれども、どう考えても最終的に大きな土地はここしかないなと皆さん感じ

るところでありますので、できるのであればここに造れば相当の数が造れます。ですから、

全力注いで土地の確保をやっていただきたい。そういうふうに思っておりますので、ぜひ

交渉はしているということですので、より詰めた交渉をしていただきたいと、また農協さ

んが使うからと言って、別に何年も使うわけではありませんので、使おうが使うまいが、

じゃ１年は使うなら使うでもよろしいですけれども、これが終わったあとはじゃあ借りる

とかという交渉は当然な事ながらできるわけですし、これをぜひやっていただきたい。そ

の中でひとつ聞いておきたいだけれども、ここは、課長かな、何筆があって、あれですか、

地主は何名ぐらいおられますか。

○ 宮平昌治総務課長

たぶん５筆だったと思います。

○ ３番 島村武議員

５筆であれば、であればと言えば失礼ですけれども、何とか個別のものであれば村内に

いらっしゃらないのであれば、村長自ら出かけて行っても交渉するだけの価値はあると思

っておりますので、続けて交渉していただきたい。そのように思っております。

次の質問に移ります。テレビの共同アンテナでございますけれども、これは以前にもい
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ろいろ話はでましたけれども、もうそろそろ具体的にやるのかやらんのか決める時期では

ないのかなというような思いがあって、今回改めてまた質問として出させておりますけれ

ども、これはＮＨＫの共同アンテナは当然管理組合があって、そこの管轄の中にあるわけ

ですけれどもさりとて自己負担会員の自己負担だけでできるもんかどうかということにな

りますと、なかなか難しい部分はあろうかと思っております。従って、今後の一括交付金

の活用というかたちで書いてありますけれども、これがまた利用できるのではないかと、

もしかしたらこのまま何もやらないような状況になったら、またいつ何時アンテナぶっ飛

んでしまうかもしれないし、現在も情報社会という中では特にテレビが占める役割という

のは本当に大きいのがあるわけです。全ての情報はほとんどと言っていいほどテレビから

伝わってくる。これがテレビを１日見ていないようでいても、テレビがついていないとい

うのはそれこそ何かを手足をもがれたような感じがするわけですけれども、村長は以前か

ら要するにどのぐらいの規模でどのぐらいの予算がかかるんだというようなことを今調べ

させているとかという話でしたけれども、そこらへんの進展の状況は現在どうなっていま

すか。

○ 座間味昌茂村長

これはまだ具体的な数字は出てきていないんですけれども、1千万円単位でかかるとい

うことですね。そしてＮＨＫが1千万円は補助するというようなことを言っているようで

す。それで一括交付金も来年度のものをこれに適応できるかどうかを今確認させていると

ころですね。その内容を少し総務課長の方から説明させます。

○ 宮平昌治総務課長

テレビの共同アンテナの整備については一括交付金でということでご提案があるんです

が、事前に県の方に問い合わせて、その可能性があるのかどうか確認をしましたところ本

土とか沖縄本島内でも同様の課題があれば特有の課題であるということの説明が難しいん

じゃないでしょうかということがありまして、確認した段階では大丈夫ですよという感触

は得られてはおりません。

○ ３番 島村武議員

じゃあ一括交付金では無理だということですか。

○ 宮平昌治総務課長

全くできませんという回答ではございませんでしたので、特殊性を整理できればという

話もございましたので、そのへんから離島の定住条件の整備、それから台風の災害等々で

他の地域とも違う特殊性それから共聴組合というのがあるんですが、その組合員たる村民

の皆様が受信料プラス修繕費用積立金の割当とか、そういう負担を強いられている部分も

ありますので、そのへんから理由付けをして要望していってキャッチボールしていく中で

答えを見い出していきたいなというふうには考えております。

○ ３番 島村武議員
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行政側としては、現在これをもう取り組んでいるということで了解してよろしいわけで

しょうか。これは利用者の負担というかたちを書きましたのは、これもうあくまでもこれ

の管理は総務課長言われるように管理は組合側が担っているわけですので、そこで何の負

担がないということは難しいだろうというふうには考えております。できるのであればさ

きほどＮＨＫが1千万円ぐらいなら出せるということであれば行政側の負担を極力減らし

て、その分を一括交付金で助成していくというかたちも取られるだろうと思っております。

私はこれについては多分、村民の皆様のコンセンサスは得られると考えているんですよ。

聞くところによると、もう個人でアンテナを引いておられる方もおられるようですので、

やはり利用者の負担という額が大小は別にしても負担額がないと、やはりそこに整合性が

取れないということになりますので後日加入をするのであれば、負担した分を負担してい

ただいて管理をしていくというかたちも取れると思っております。

古い話になりますけれどもその昔、竹下創生資金ありました。今回の交付金と性質が少

し違いますけれども当時の座間味穀村長に、ちょうど平成の時代に入ってくるちょうどこ

の兆しがある時代でしたから、この創生資金を使って座間味村長に私、提案しましたよ、

一般質問で、共同アンテナ、平成のアンテナ付けてくれと、そしたら座間味毅村長は、こ

の資金を使わなくてもできると公言なさいましたけれども、最終的にはその資金で作りま

した。そのぐらい利用度は、今は使い勝手は良くないかも知れませんけれども、好意的な

要するにそれこそ離島に住んでいるもののハンディーキャップを埋めるということでは大

儀名文が立つのではないかというような思いがありますので、これは皆さんの頑張りに掛

かっているということだろうと思っております。ひとつ負担も少しするかもしれませんけ

れども助成をして、なかなか故障しないもの、そして何時も管理ができるような場所を選

定してもらって、管理がやりやすいそういう場所に設置をしていただきたいというふうに

思っております。これをもう少し説明をして、また改めて現実になりましたら、もう１回

質問してまいります。

６番目と７番目に関しましては、これは前政権下で進めてきたことであります。また県

の政権が変わったわけではございませんので継続してやってもらえるだろうと思いますけ

れども、中央の政権が変わりましたので、どう推移していくのかというのを少しみたいな

という思いがございます。多分、村長の方も政権が変わったということで、また改めてど

うなのかというのに、いろいろ模索しながら、これの実現に向けては取り組んでいくだろ

うとは思っていますので、できれば３月までには何らかのかたちで、またそこからの反応

もあろうかと思いますので、この２つにかんしましては、今回は取り下げというかたちで

議長の許しを得て取り下げさせていただいて、３月に改めて推移を伺いたいと思いますの

で、これで私の一般質問を終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

○ 小嶺源市議長

これで島村議員の一般質問を終わります。
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休憩します。

再開します。

休息前に引き続き一般質問を行います。

與那嶺雅春議員。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

午後１番であります。皆さんお昼の後はちょっと居眠りもしたいかなと思いますけれど

も危機感をもって対応してくださるようお願いいたします。

まず環境整備についてでございます。私も島帰ってきて40年になりますけれども、こん

なに台風が多かった時期というのは、今年が一番だったんじゃないかんと思います。台風

が多いということは、それなりに被害も多かったんじゃないかなと思います。調べてみた

ら村要覧のところを見ていても、どれだけ台風の被害があったというのは掲示されており

ません。こういうのは島の歴史にも関わる問題ですので、防災との組み合わせ等も考えて、

ぜひ、こういった台風被害額というのは調査していただきたいなというふうに思っていま

す。それによってまた環境整備も何処何処強化しなければいけないというふうなことが自

ずと出てくると思います。県あたりでは、だいたい３日ぐらいでは、その額が出ています。

今度の被害額いくらでしたって、当村ではそういったものは不可能なのかどうかちょっと

お聞きしたいと思います。

○ 座間味村長

今回の17号台風が一番大きかったと思いますけれども、歴史上はまだ強い台風もござい

ました。1960年代にここで70ｍから80ｍというのがありました。それ以来のものですね。

その頃の人たちでないと覚えていないと思います。今の質問ですけれども被害を調査して

いるかといいますが、被害は調査してあります。金額も全部出ております。総務の方から

説明させます。

○ 宮平昌治総務課長

それでは台風17号、その台風の被害が大きかったものですから、その調査の概要につい

て説明申し上げます。まず公共施設関係の被害なんですが、報告20件寄せられておりまし

て金額にしまして1千200万、農産物被害につきましては、こちらは水稲栽培なんですが米

ですね、こちらは全滅ということで報告を受けております。被害額に換算しますと4ヘク

タールで158万6千円ということになります。それ以外にもＮＨＫの共同アンテナとか、そ

れから沖縄電力の電線、ＮＴＴの電線等の断線等もあったんですが、それについての被害

額がいくらになるかというのは査定はしておりません。それから交流の家関係も調査しま

して、こちらも金額にしまして730万ぐらいというふうな報告を受けております。土日台

風が過ぎた後に、職員総出で倒木の処理、それから道路清掃、集落内の片付け等々を行っ

ておりますので、これについて金額に換算するといくらになるかというのは出ていないん

ですが、職員、土日総出での作業を行っております。概要につきましたは以上でございま
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す。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

今、何千円という単位まで出ましたけれど、台風17号に限ってですよ、大変民間からも

たくさんね、屋根が吹っ飛んだとか、そういった被害もあったと思うんですけど、そこら

へんは数字等は上がって来ないものか。それとまた台風17号だけだったのか、その前もか

なり大きいものがありましたよね、今年はね、台風に限ってその都度都度、計算計上して

るの？ 予算のあれを調査しているの？

○ 宮平昌治総務課長

17号以外の被害については、特に報告は上がってきておりませんでしたので、今回の報

告は17号の被害状況だけになります。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

これはできたら、その都度やったほうがいいですよ、被害額がいくらということを、そ

れでさっき言ったように、環境整備等が整っていくと思いますので、確かに土日返上して

くれたのはご苦労様であります。できたら都度都度、被害額を調査していただきたいなと

思っております。

次いきます。診療所前の道路の整備。これは前回も出しました。なぜ私がこれを出すか

といったらね、あそこは多分、仲村さんのところから診療所までのところはかなりの勾配

になっていますよ。逆から来ると自転車漕いでくると、お年寄りの方だったらかなりエネ

ルギーを使います。その中であるお年寄りが自転車漕ぎながら、私にこんなことを言った

んです。アンソール 道ヒャーと。それで前回も質問したんですよ、それから３カ月にな

りますけど、まず道路の調査をされたかどうかをお聞きしたいと思います。

○ 神里敏明経済建設課長

渡嘉敷部落内線、診療所前の方は、部落内線５号線になりますけれども、５号線だけで

はなしに集落内道路の方は現場を確認しております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

調査はしたけど何の対応もしていないと、そうですよね。前回も村長も答弁だよね、早

急にやりますという答弁だったと思っております。調査をして早急にやりますと。確かに

早急というのは、どの期間を早急と言っているか解からないけど、予算書見ても、ちょっ

と載ってますね、道路管理14万5千円でしたか、それはそこの整備に使う予算なんですか。

14万5千円、多分、載っていたと思いますけど。

○ 神里敏明経済建設課長

今回の補正予算に計上しているものは、その場所の補修にかかるものではございません。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

どこに使うかわからないけどね、私は早急に全部整備せいじゃないんですよ、せめて穴

が大きく開いたところぐらい、補修が出来ないのかと。この県道ですかこれ、港までの道
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路は、良く補修していますよね、あそこに関しては作ってから一度も補修してないはずで

すよ。また年寄りが、アンソール 道ヤヒャーという嘆かわしい声を聞かないといけない

のかなと思ったら情けないですよ皆さん。どうですか、皆さんが出来なかったらアスファ

ルトとプレート買ってきて、消防の前に置いといてください、私がやりますよ、皆さんが

出来なかったら。早急にやる予定はないですか、部分でもいいですから。

○ 神里敏明経済建設課長

早い時期にやるように、作業工程を作っているところですので、特に激しい部分から先

に対応したいというふうに考えています。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

予算もそんなにかかるはずじゃないですよ、事故が起こったら、皆さんの問題になりま

すので、そういった事故とか起こらないように、出来たら全面舗装ですけどね。早急にで

したら、出来るところから手順よくやっていただきたいなと思っております。

次いきます。次の問題は課長をいじめているわけではないけどね、笑わないでください

よ課長、こういう一般質問はさせないでくれと課長にじきにお願いしてありました。だけ

ど現場見たらされてないと、恩納に置かれているトラクターですね、私が見ているだけで

も５年になります。あそこは良くハブが出て、私のタイヤのそばからハブが出たときに、

何回かお願いしました、課長にもお願いしました。いまだに動いていないというのは、そ

れは持ち主に移動をお願いしたのか、持ち主がわからないのか、どっちなんですか。

○ 神里敏明経済建設課長

ただいまの與那嶺議員の質問ですけども、議員がおっしゃったとおり長い間放置されて、

通報連絡等受けていたんですけども、そのままになっておりました。お詫びを申し上げた

いと思います。その時点で役場の方としても所有者を確認し、口答で指示をしたのですけ

れども移動がされなかったと、ということで強制的に公道に放置されているわけですから、

厳しく対処すればよかったのかなと思いますけれども。今回、一般質問がでたからではご

ざいませんけども、再度、所有者の方に撤去をお願いいたしまして、この前の日曜日には

すべて撤去してあります。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

いいですか、課長、撤去されたからいいということではありませんよ、今後もそういう

ことがあったら、短期間だったら修理とかそういったのがあるはずだけど、５年間も放置

されていたというのは、まったくおかしい話ですから、今後そういうことがないように気

をつけてください。

次、カラスの駆除にいきます。我々議員は先月、渡名喜に行ってきました。渡嘉敷と約

30キロしか離れてません。向こうはカラスが１羽もいないと初めてわかりました。まず、

びっくりしたのは港に魚の燻製が干してあるんですよ、まず、うちの島では考えられない

です、野良猫が来て食べるは、カラスは取っていくは、向こうは日干ししてあるんです。
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ネットもなにもかけないで、聞いたらカラスがいないと。うちの島は異常発生です。カラ

スは保護鳥なんですか、取っちゃいけないようになっていますか。まずお聞きしたいと思

います。

○ 我喜屋元作商工観光課長

ただいまのご質問ですけれども、カラスは保護鳥という扱いではございません。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

保護鳥じゃなかったら勝手に取っていいんですか。

○ 我喜屋元作商工観光課長

これは勝手に取っていいというわけではございません。鳥獣とかはちゃんと免許を持っ

ている方が取らないといけないという決まりがございます。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

たぶん今年の補助で資格を取られた方が２人いますよね、彼らに聞いたらイノシシの罠

ですぐ取りやすいという話を聞いています。10羽でもすぐ取れると。それを許可があった

ら取れると。課長がそれを鳥獣免許の資格者の２人いるわけですから、それを減らすのは

可能ですよね。できたら、すぐ実施していただけません。さっきいったみたいに渡名喜み

たいに０でなくてもいいですけど。ここは野菜は植えたらお年寄りがするのを見ていたら

すぐネットをかぶせんと対策ができないようなやり方していますのでね。これが可能でし

たら私はある程度減らせるんじゃないかと思っていますけど。そこらへんを一つお聞きし

たいと思います。

○ 我喜屋元作商工観光課長

カラスが多いということで、被害も大分出ているようです。いま渡嘉敷村の鳥類被害対

策防止計画ではイノシシが対象鳥獣になっておりまして。10月に開催した有害鳥獣対策防

止協議会の中で計画の見直しをして、カラスも鳥獣対象に含めて駆除していこうというこ

とで、いま計画書の見直しを県と協議を進めているところであります。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

課長、期待しています。ぜひ、がんばって下さい。

次、少子化対策についてでございます。村長始め良く少子化対策といっておりますけれ

ど、はたして何を対策しているのかなというふうな感じがしないわけでもありません。特

別に取り組んでいるものがあったら、お聞きしたいなと思っております。

○ 座間味昌茂村長

確かに少子化対策、これはどこの市町村でもそういうことが大きく叫ばれておりますが、

ある程度、我が村でもその対策に手を付けているところもありますけれども、十分とは言

えないところがあります。今回来年度予算に向けてこれを取り組んでいくという計画をし

て、いろんな面で今、資料作成中でございます。

○ ４番 與那嶺雅晴議員
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村長、計画中であるんでしたら、もう少し具体的に何を計画中なのかまで教えて下さい。

○ 座間味昌茂村長

一番、そういう少子化対策というのは人口減少とも関わりあります。人口増とも関係が

ありますので。出来るだけこれから、出産、就学、そういうものに対して助成をしていき

たいというふうに思います。これには少し規則、条例等を制定しないといけませんので、

いま資料を集めておりますので、新年度すぐこれから先に、私は取り組んでいくというこ

とにしております。高齢者対策とというのは、ある程度は形としては、老齢祝い金とか、

その他いろいろやってはおりますけれども、どっちかというと少子化に対しての対策があ

まりなされていないような気がいたしますので、そのことはできるだけ来年度予算の目玉

といいますか、そういうことに仕向けていきたいというふうに思っております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

今、村長がおっしゃったのは、少子化対策に対して強化していきたいという答弁でござ

いますけど、私いつか村長室に行って、少子化対策の一案として子どもたちにランドセル

を配布することを提案して、村長もいいアイデアということで、これはすぐ出来ることだ

と、すぐ出来ることとすぐ出来ないことがあるということで、村長も約束といったらおか

しいですけど、今年の補正で組みましょうということでしたけど、数字見てきている限り、

あがってないようですけど、まったくそういう考えはないわけですか。

○ 座間味昌茂村長

そういう考えは持っております。これは来年度の４月にすぐスタートできるように、こ

ういうことはすぐやります。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

４月１日からです新年度が発生するのは。多分、学校は４月６日からです。この６日間

で可能なんですか。それとも来年度１年生になる父兄はすでに準備する可能性もあるわけ

です。ランドセルに関しては。そこらへんのこの、村長がするというのはこの６日間で実

施できることですか。

○ 座間味昌茂村長

今、與那嶺議員はランドセルということに決めつけるわけですけれども、私はすぐ物品

をやるということじゃなくして、４月１日から目に見えて現れるようなことをやりますの

で、そのへんは十分準備期間はあります。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

村長のいまの答弁は曖昧で信用していいのかわかりませんが、半分期待して半分期待し

ないで次進みます。保育園の建設についてでございます。見てる限り土地はある、財政的

にもそんなに難しいことではないというふうに私は思っています。25年度の見通しをお聞

きしたいと思います。

○ 座間味昌茂村長



- 45 -

いまの保育所の建物は、当初、へき地保育所で現在も名称はそうなっておりますけれど

も。当時は新しい園舎を作ってやるとうことではなく、空いた建物を利用しなさいという

のか当初の出だしでした。それでもとの、これは琉球政府時分の高等弁務官の資金で作っ

た公民館でございました。それを利用して今の保育所になっているわけでございますけれ

ども。これを一番先にやるべきことだと私、いつも思っているわけですが、来年度十二分

にこれを調べて、今年から来年にかけて、できたら次の年度26年には、そういうことがち

ゃんと出来ないのかなと、やっていきたいと考えているところです。これは途中どうする

か、どこかに広く持ていくのか、いま先の計画があるようで幼保一元というのと、小学校

まで続けるというのと国県にも計画があるようです。そういうのがあって早く芽だしをし

ないといけないと思います。今の場所ではとても狭いという感じがしますので、そのこと

は検討して早急にやって行きたいと思っております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

先程の村営アパートの件に関しても、土地の問題とかでてきましたよね、中々困難とい

う答弁でしたけど、いま村長の話では、もっと広い土地を求めてから26年度に作りますと、

うちの島は限られた面積ですよ、そう簡単に広い土地が探せると私は思いませんけど。ど

うですか、今の場所でもいいんじゃないですか、壊して、広くして、隣に仮にプレハブで

も作っていて運営していて。なんか26年度と言っていますけど、いまの一般質問から逃げ

るために26年という数字をあげている、私は25年度はどうですかと聞いているんですから、

25年度は出来ないなら出来ないで、調査費でもあげるのかどうなのか。もう少し具体的に

お願いします。

○ 座間味昌茂村長

確かにいまの面積ではできるのかなという考えもありますけれど、あれは全部取り壊し

てやるぐらいなら、広々と作りたいというのが私たちの希望ですけれども、中々それがさ

っきの村営住宅の面からしても、土地が求められないということがありますけれども、そ

のへんが難しいところですが。そういう小さな規模であればいまの場所でも十分できると

思います。できたら私は26年度にやるということをしたいと、いまの状態では危険な状態、

人命にかかる状態も起こるかもしれませんので、そのへんは十二分進めて行きたいと思い

ます。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

私がなんで保育園の問題を何回もやるかといったらね、これ少子化対策等とも適応する

問題があるんじゃないかなと、できたら完全給食といいますかね、本島ではかなりそうい

った保育園があります。いまのこの施設ではそれはちょっと無理です。ですからできたら

そういった子育て、少子化対策に対する環境制度を十分していただけないかなという思っ

ての質問を毎回出しています。これは建設する間は信念をもって、しつこく質問する予定

であります。先ほど村長はもっと広いところ、それは理想ですよ、あくまでも広く作って



- 46 -

それにこしたことはないです。でも目ぼしい土地もない、理想だけ掲げても、それが実現

するのかなと非常に疑問に思います。いろいろ巷の噂では、そこに農協の仮設のプレハブ

を作って、一時使用させるという話もあるんですけど、それは本当ですか、村長。

○ 座間味昌茂村長

そういう話もありましたけれども、これは一時的な問題であって、いまの話はすぐつく

るということになると、支障がでるということになると思います。それはそこに作ること

は決まったわけではありません。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

わかりました。再度言ますけど、私はこの問題は信念をもってやりますから、村長は26

年度と言いますから、25年度の予算書を見て、これによって、この調査費とか組まれて無

い時にはそれはそれなりの角度で一般質問をします。

次、いきます。24年度の事業についてでございます。今年もあと100日足らずになって

おります。予算は通過したけどまだ現場の方が動いていないと、ウニギラマの碑の進捗状

況とだしていますけど、あれは当初200万の予算だったけど、後でまた補正されて700万に

なっていたというふうに思っております。観光立村だけに、どれだけ皆さんがロマンと遊

び心をもって建設するのかなと思ってましたけど、正直いって700万の予算でこれだけの

物しかできないのかなと思ったら、情熱に欠けているのか、ロマンに欠けているのか、遊

び心に欠けているのかという、ちょっと疑うものがありますけど。これ多分、私の数字の

確認では、これ６畳間くらいのものですよね、これ面積的に。皆さんが解かりやすいよう

に６畳間という数字を言ってますけど。これどんなかな、マネキンといいますか、ウニギ

ラマと弁慶のマネキンでも作って、そこに立てて、よく観光地にいったらあるんじゃない

ですか、顔が抜かれて、そこに自分達の顔を入れて写真撮るのかありますよね、正式な名

前はわからないけど、そういったものでもやったらどうか、石だけ置いたってさ、誰も見

にいきませんよ、これ。いつ頃、実施するんですか、できたら当初でも組んで、さっきか

らロマンロマンばっかり言ってますけど、そういった発想できないもんか、それも一つお

聞きしたいと思います。

○ 新垣一典教育長

與那嶺雅晴議員がおっしゃるように６月、９月に補正予算で事業スタートしております

が、まだ現場の方着手してないのが現状ですけれども、それは当初は道路の残地を利用し

て施設を設置する予定でしたけれども、計画を進めるなかで周辺整備、休憩施設が効果的

であるということで、個人の私有地を含めた計画の見直しをして、現在はウニギラマ伝説

のうふなー橋の展示と大谷辻の歌碑を合わせて東屋含めて、あるいは周辺の環境整備を施

設を含めて見直しをしております。用地交渉も済んで事業の拡大をして、今回の12月の補

正に追加予算を計上しております。補正予算が通過すればすぐ現説をして28日には入札を

する予定で、年度内完成を目指して計画を進めております。
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○ ４番 與那嶺雅晴議員

教育長、進行状況に関しては、いまの答弁でいいです。しっかり伝わります。私のいっ

ているのは、もっと遊び心的なことはできないの。

○ 新垣一典教育長

よく観光地で見られる、その土地土地のモニュメントみたいなものを顔写真にするとい

うことだと思いますが、今回の事業としては史跡、歌碑の設置ですから、確かに観光と繋

げてそういうことも必要かと思いますが、教育委員会の事業の目的からは史跡の設置、展

示、それから歌碑の建立ということで、そういう目的にしておりますので、またそういっ

たものは観光施設のなかで取り上げていければと思います。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

私の解釈が間違ってなかったら、これは計画外だからこれはやらないでおこうという考

えなのかどうか、いま教育長がおっしゃったように、そのプランのなかに入っていなから

やりませんと、遊び心が無いなら無いでいいですよ、できたらそういうのがあったほうが、

観光立村として面白いんじゃないかなあというふうに思います。休憩をお願いします。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

これ以上、多くは望みません。次いきます。

次は待合所の屋根の工事です。これも当初は1千万で、當山議員が最初、質問したとき

は１千万円の予算でしたよね、それから皆さんが計画していたのが、パーになって2千万

ここに予算が回ってきています。村長も先ほどから一括交付金を議員の皆さんの意見を反

映させてやりたいといいますけど、前回、この2千万がパーになったのは職員住宅を作る

予定が、パーになってここに予算が回って来たのかなと思っていますけど。その後の進捗

状況を教えてください。

○ 神里敏明経済建設課長

港ターミナルの屋根改修工事につきましては、当初は固定式の屋根を設置をするという

ことで考えておりました。その際に構造的な構造計算書とか、既設の建物の、そういった

資料を県の方に確認しにいったんですけれども、県の方にその資料がもうないということ

で、現在は稼動式で計画しているところであります。稼動式の屋根の設置でいま検討して

います。今月の12日に設計の方の業務を発注をしておりまして、設計の方で履行期間30日

で設計のほうを上げてもらうということになってます。工事のほうは１月の中旬頃には発

注できるのかなというふうに考えているところであります。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

いまの課長の説明である程度の概要はわかりました。一応、着実に進んでいるというの
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は間違いないんですね。確かに１月の設計、入札、３月の年度内には完成はしないという

ことですね、物事態は。入札してすぐできるわけじゃないから。非常に気になっているの

は稼動式で本当大丈夫などうかと。課長、あんた自身も大丈夫かなと思っていない。そう

いった可動式を作って、台風が来てもつってというふうに思っています。もう少しいいア

イデアないのかなといつも思たりするけど、急いで予算消化するのも悪くないことではあ

るけど。ちょっと私もこういった立場にいた人間として、３千万すぐ飛んでいくような、

一台風来たらそんな感じもするわけです。図面も上がってきていないから、それに関して

なんやかんや言えないですけど。わかりました。着実にそういったものをするものという

ことでその24年度の事業の遅れはあまりないというふうに解釈して、私の一般質問を終わ

ります。御答弁ありがとうございました。

○ 小嶺源市議長

これで４番與那嶺雅晴議員の一般質問を終わります。次に５番小嶺勉議員の発言をゆる

します。

○ ５番 小嶺勉議員

通告どおり一般質問に入りたいと思います。まず、河川の整備。くんみ橋から上流の個

人有地の用地交渉、それがすまなければ、県は工事を進めることはできないわけです。い

ま村としてはどういうふうにそういう交渉をもっていっているのかお聞かせください。

○ 神里敏明経済建設課長

小嶺議員から質問がございました、くんみ橋からの上流川の個人有地の用地交渉の進捗

状況ということなんですけれども、河川改修はおわかりのとおり県のほうが実施している

ところでございます。この前、県の用地担当のほう確認いたしましたら、平成25年度、今

年度は工事実施されないですけど、平成24年度の工事カ所、くんみ橋から右岸側、山手側

のほうです。用地は全部買収済みであるということを聞いています。平成26年度以降の逆

に左岸側の方については、一部買収していないところがあるというふうに解答をいただい

ております。

○ ５番 小嶺勉議員

山手側がほとんどできているということは、そうとうできているということですよね、

パーセントにしたら。その部落側がということですか、向こうは残っているというのは何

パーセントぐらい残っていますか。

○ 神里敏明経済建設課長

大変申し訳ありません。その左岸側の残りの筆数については詳しいことは確認しており

ません。

○ ５番 小嶺勉議員

そこに用地をもってる主の方々から、折角、賛成したのにいつまでたっても工事は始ま

らんと、そういうお話がありますので、できるだけ早めに用地交渉してそういう方々も安
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心させていただきたい。また河川側に住む方々も、なるべく早く安心させていただきたい

と思います。そういう意味で村からも早急に、そういう地主の方々とできるだけ何回も合

って交渉していただきたいと思います。

次に２番、教育についてですが、いま渡嘉敷の子どもたちに嘉手苅川が何処にあるか聞

きましたら、悲しいかなわからないと、我々大人の責任ではないかと思います。折角、渡

嘉敷の素晴らしい校歌に歌われてる嘉手苅川ですが、このわからないと。そういう意味で

渡嘉敷の何億分か、何万分かの縮小された模型を作って、そこに山の流れる川の名称です

ね。どうせ作るんですから、渡嘉敷の海の周囲そのへんの名称、たとえば海の周りにも82

もの名称があるわけです。カーラといますか、何とかガーラと名称が着くのが約15から20

ぐらいとお年寄りの方から聞いています。もちろん阿波連もいれてです。そういうのをつ

くっていただければいろんな、まあ教育委員会とは関係ないですが、観光にも非常に役に

立つのではないかと思います。そういうのがあれば子供たちも観光客もそういうのを見て

この島を再認識されるんではないかと思います。ターミナルに置くとか、学校に置くとか

それなりのものを作って、ぜひ設置してほしいと思うんですが、村長または教育長。

○ 新垣一典教育長

島の模型についてということで、子供たちが島の地形、或いは名称等がよく理解されて

いないというふうなことです。確かに中々いま子どもたちが自然とふれあうといいますか、

特定の場所だとよく活動しているようですけれども、島全体となりますと中々わかりづら

いということもあります。今年は３、４年生を対象に社会科の副読本を製作しております。

これは「のびゆく渡嘉敷島」というふうなことで、島の状況の副読本となっております。

それを撮影しております。島の地形についてはまだ計画はもっておりませんが、確かにふ

るさと教育に非常に必要だという認識もありますので、学校、あるいは、財政当局と調整

しながら前向きに検討していきたいと思います。

○ ５番 小嶺勉議員

将来の子供たちのためにも、渡嘉敷のためにも、村のためにも、ぜひそういうのを作っ

ていただきたいと思います。

次３番に移ります。農地についてです。土地改良した嘉手苅地区の、皆さんご存知の雨

降るとぜんぜん使い物にならないわけです。一週間も畑に入れないと、土地改良した意味

がないと、道路と側溝のほうが畑より上がっておると。今年の土地改良で嘉手苅だけじゃ

なく、どこ見てもそうですが、嘉手苅の場合ですが、個人で畝を立てて排水をよくしよう

と努力しているんですが、その排水した水が側溝にぶちあたって落ちないわけです。それ

に個人で穴を開けて排水できないもんでしょうか。経済課長そういうのできるんだったら、

一つ教えて下さい。

○ 神里敏明経済建設課長

ただいまの質問、嘉手苅地区の排水状況につきましては、私も現場の方に行って実際に
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耕作者からこうこうですよ、排水が悪いですよという状況を聞かされて確認もしておりま

す。側溝に独自で穴を開けているのは何カ所か確認はされました。排水が悪いんだなとわ

かりはしますけども、やっぱり作られた側溝を割るようなことは見た目がよくないんで、

もっと違う方法で排水機能をよくするなどのことを私たちの考えだけではなしに有識者、

そういった技術をもっているかたの意見も聞きながら、どうにか対応したいなというふう

には考えております。

○ ５番 小嶺勉議員

ほとんどの方がお年を召された方が多いわけですから、なるべく個人に負担をかけない

ように行政の力でできるものはぜひやっていただきたいとお願いしておきます。それから

これから大雨でも降るようなことがあった場合、一回現場に行ってその地主の方々の意見

を聞いてほしいと思います。私もたまに聞いていますけど。

次４、文化についてです。渡嘉敷もこれから高齢化、老人が増えていくわけです。ガジ

マヤー祝とか、いっぱい毎年何名か出てくるわけです。これ個人でやるというのはなかな

か難しいと聞いております。これを村でできないもんかという多数の意見があるんですが、

村長、どういうお考えかお聞かせ下さい。

○ 座間味昌茂村長

この件は前に一般質問が何年か前にあったようで、もうやらないといったようなことを

聞いておりますけれど。該当者が希望すれば私は毎年でもやっていきます。

○ ５番 小嶺勉議員

私も小禄自治区に住んだことがあるんですが、向こうでもそういうお祝いは盛大に自治

区あげてやっておりのを、よく見かけました。他の市町村の方に聞いたら村あげてやって

いるというのをよく聞いています。ぜひ渡嘉敷も村主催でやっていただきたいと思います。

次５番、土木・建設です。いま大きな工事は結構コンサルを使用されていると思うんで

すけど、今回の河川工事、橋梁工事は向こうもコンサルが入ってますが、このコンサルと

いうのはどういうふうに指名したり、指定したりしてやっているのか、ちょっとわからな

いのですが、そのへん詳しいことを経済課長から説明お願いします。

○ 神里敏明経済建設課長

まず、コンサル業者の指名方法なんですけれども、業者を決定する際には業者選定委員

会というものを開催します。その構成は村長、副村長、総務課長、それから事業主管課長

で選定委員会を開くわけですけれども、その際には渡嘉敷村の入札参加資格審査申請書が

提出されて、渡嘉敷村に登録されている業者のなかから、これまでの実績等を考慮して業

者を選定しています。いま小嶺議員からありました、現在の橋梁工事のコンサルが入って

いるということなんですけれども、これ施行管理、特に橋梁工事につきましては、技術的

な部分が左右されるもんですから、行政側の担当職員では対応できないところがあると、

それで専門知識を持っている方を常駐させて、その現場を管理してもらうという、施工監



- 51 -

理のコンサルのなかの技術職の方が配置されている状況でございます。

○ ５番 小嶺勉議員

非常にわかりやすいように聞きたいんですが、例えばいまの現場は約１億9千万ですか、

工事金額、その金額の内のだいたい何パーセントがコンサル料金として支払われるのか、

説明できますか。

○ 神里敏明経済建設課長

このコンサル料といいますか、コンサル料とは言わないんですけれども、料金は工事の

割合とか、そういったことで出すんではなしに、そういった現場技術業務という、ちゃん

とした単価が設計の単価がございまして、それを普通のお家建てる際の設計とか、同じよ

うに専門技術者を入れる際の、設計を作成して積算を立ててから発注しますので、工事費

の何割ということではなしに、その技術職の単価等を諸々含めて価格というのは設定され

ております。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 小嶺勉議員

この件は他の大学の皆さんと相談してもう一回改めて聞いて見ます。

次に６番、観光です。村のカレンダーを作って観光パンフレットみたいなかたちで、い

ろいろ離島フェアとかイベントなどで村のアピールを兼ねて配ってみてはいかがと考えて

いますけど、村はそんな考えございませんか。

○ 座間味昌茂村長

今のご意見は大変いいことだと思っております。こういうのが大きな写真入りで作ると

非常に観光宣伝になるのかなと思っております。よっぽど金が掛かるのではなかろうかと

思うんですが。半分有料にしてもいいんじゃないかなと思うぐらいです。できたらアイデ

アを考えて出せるかどうかを、実現実のいる話ですから、工夫していきたいと思っており

ます。

○ ５番 小嶺勉議員

村の行事、年間イベントそれから島の生産物また加工品、そういう島の魅力を網羅した

暦を作って、イベントだけでなく、わざわざ国際通りのデパート前とかメインプレスの前

とか、そういういろんなところで相手に配っても非常にメリットがあるんじゃないかと考

えておりますので、ぜひ、前向きに来年から実施できるようにやっていただきたいとお願

いしておきます。これで私の一般質問を終わります。

○ 小嶺源市議長

玉城保弘議員。

○ ６番 玉城保弘議員
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それでは水産業の振興についてということで通知しております。３月に定例会のなかで

も村長は水産業の振興に努めたいということで申し上げたと思います。そのなかで今年度

まず、一括交付金を利用して漁組さんのほうですね、製氷機を購入していただいというこ

とで、まずは感謝を申し上げます。水産業を振興のなかでやはりうちの漁組さんで特に力

を入れている加工業ですね。村長も申し上げておりました、皆さんもご存じのとおりマグ

ロジャーキーがいまナンバー１のヒット商品かなと思います。しかしながらいつまでもマ

グロジャーキーだけに頼っていては発展はないということです。少し今の漁業者に現状を

申し上げてから質問したいと思います。実際に加工品、例えばマグロですと、実際に取り

に行かれている方、年間どれぐらい操業日数があるかというふうな確認をいたしましたら、

約半分だそうです。１年間のなかで半分しか操業日数がないと。もちろん台風等をして海

の状況等もありますけれども、１年を通して漁ができないという状況だというふうに報告

を受けております。そこで１年を通して漁業者が漁をできる方法を水揚げができる方法と

いうことで、いま漁業協同組合の方でウミブドウ養殖事業を立ち上げる準備をしていると

いうことです。もちろんマグロ漁もいきながら、海が時化てもできる事業ということで養

殖事業っていうことを準備をして勉強中だということです。そこで問題になってくるのが、

場所になろうかと思います。最終的には村有地をお借りするようなかたちになろうかと思

います。例えば漁協前広場あたり、こういうとこにそういった養殖業の施設を建設するこ

とが可能かどうか、お聞きいたします。

○ 神里敏明経済建設課長

漁協前広場はご承知のとおり、港湾施設内となっておりまして、施設管理者は沖縄県に

なります。県の方に確認しましたところ、漁協前広場埋め立てしたわけですけれども、埋

め立ての際に国庫金が導入されておりまして、その部分を養殖で使うとなると目的外の使

用になると、その場合に国がおそらく許可を出さないんじゃないかというような県の見解

であります。もし許可が出たにしても財産の処分等が発生しますので、県のほうが国のほ

うに補助金を返還するということになりまして、結論からいいますと非常に難しくハード

ルが高いというふうな県の見解でございます。

○ ６番 玉城保弘議員

漁協前広場はちょっと難しいんではないかということですけれど。それでは村有地にな

りましょうか阿波連地区で修繕施設等がああいった場所というのは課長、いかがでしょう

か。場所的には大丈夫かということです。

○ 神里敏明経済建設課長

漁港施設につきましては管理者は村になっておりますので、調整協議したなかで問題な

いということであれば、そういった利用することは可能かと思います。

○ ６番 玉城保弘議員

村長にお聞きしたいんですが、先ほど申し上げたような漁民ですね、マグロ漁とか実際
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に操業なされている方々の今は操業日数が半分ないと。やっぱりどうしても養殖事業を取

り入れていかないと今後厳しいという状況もお話しました。もし漁組さんの方でそういう

場所提供をしてくれという話が出た場合、村長はその計画のとおりご協力できるのかお考

えをお聞きいたします。

○ 座間味昌茂村長

漁港は漁民が使うものです。そこでそういう施設もできるという見解でございますので、

そういう敷地が満たせることができたら十分可能と思います。

○ ６番 玉城保弘議員

ぜひ、ご協力いただきたいと思います。私も実際に養殖事業ということで個人的に糸満

市のほうを見てまいりまして、個人レベルでやられているんですが、かなり大がかりなウ

ミブドウの養殖をやっておりました。そこで特に感じたことは、若い女性の方々がたくさ

ん働いているんです。まさしくこれかなと思ったのは、そうやって養殖事業等を進めるこ

とによって、しっかりと雇用が生まれていると。

中身をお聞きしますと、例えば20名登録をしまして20名が全員出勤するわけではありま

せん。ローテーションしながら、あう時間帯に合わせて出勤してもらって仕事をしていた

だいていると。当てはまるのが我が村である、子育てされているお母様方とか、時間を調

整しながらでも仕事ができるという、まさしく我が村で望んでいる雇用の仕方かなと思い

ました。どうしても養殖事業の施設ができないものかなという願いです。しっかりと雇用

も生まれるのであれば、ぜひ一括交付金など利用できないものかと思うわけですけれども、

村長のお考えをお聞きします。

○ 座間味昌茂村長

第一次産業である農漁業ですけれども、これをぜひ進めていきたいと思っております。

ですからそういうことは十分にバックアップをさせていきたいというふうに考えておりま

す。

○ ６番 玉城保弘議員

心強いお返事をいただきましたので、ぜひお願いしたいと思います。

次の質問に入ります。住民割引運賃についてでございます。これは村営船で今半額の補

助があることですけれども、我々もそういう恩恵を受けていて、たいへんありがたい制度

だなと思っております。しかし、実際に前島地区、ナガンヌにも実際に住民が住んでいて、

それが使えないかとか、または阿波連に実際に住所もあるんですけれども、仕事の関係上、

島外から利用する方が多いんだということで、前にもこれは質問をしていますが、那覇発

の住民割引に関しては適用外だということで返事はいただいております。しかし、いま高

校生に関しては那覇発でもオッケイだということです。もう１つは、渡嘉敷から往復を買

っていってそれを利用したらどうかということも出てきました。しかし、これは期限が２

週間しか使用できないとうたっていますので、それも使えないということです。
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何を申し上げたいかと申しますと、なぜ使えないかと、そこからお聞きしてからもう一

度質問したいんですけれど、那覇発がなぜできないかということをまずお聞きいたします。

○ 宮平昌治総務課長

離島住民等交通コスト負担軽減事業、県の事業なんですが、この要綱によりますと、島

からの往復運賃に適用しますという規定がありますので、自ずと那覇からの往復は適用さ

れないというふうに理解しております。

○ ６番 玉城保弘議員

住民であっても那覇は駄目ということですか。あくまでも渡嘉敷発でなければ県の方は

認めないと。県の方からの規定というのは、これ１件ですか、ほかにもありますか、あく

までもこれだけですか。

○ 宮平昌治総務課長

先ほど玉城議員の質問の中に述べておりました高校生、島出身の高校生については、那

覇市の住民登録があっても保護者が島に住民登録していれば適用するということでの高校

生適用になります。那覇発の往復でも高校生は適用になりますということです。

○ ６番 玉城保弘議員

そういう決まりになっているということですから、これ以上申し上げても、その返答し

か返ってこないと思います。しかし、先ほど申し上げました、実際に阿波連、前島に住民

があります。でも今は利用できない。実際に、例えば固定資産、住民税、しっかり納めて

いただいている、なのに使えない。特例か何かを設けるかして対応していただきたい。や

はり平等性に欠けるということで、そういう声が聞こえます。今はそういう答えしか出て

きませんから何か方法を考えていただきたい。そんなに大勢の人数でもなく少ない人たち

ですが、しっかり納めるものは納めているわけですから、いち住民として認めていただき

たい。平等性ということなんですけれども、これについては検討の余地はありますか、村

長。

○ 座間味昌茂村長

決まりから非常に難しい問題ですけれども、全て渡嘉敷住民であると、それから固定資

産から住民税を全部納めているという人たちですね。これはどういうものができるのかな

と、この制度でできなければ、優待というのがどういう限度までできるか、そのへんを検

討してみたいと思います。

○ ６番 玉城保弘議員

例えば、そういった制度を利用して、住民登録だけして利用する方も出てくるかもしれ

ません。ですけれどもしっかりとこれは税金等も納めている判断ができるのであればぜひ

何か考えていただきたい。変なインチキをしているわけではない方々に関してはしっかり

と対応していただきたいと思います。ぜひ、いい検討といいますか、ご返事を期待してお

ります。これで私の質問は終わります。
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○ 小嶺源市議長

休憩します。

○ 玉城保弘副議長

再開します。

議長が一般質問を行いますので、副議長の下で再開いたします。

○ ７番 小嶺源市議員

一括交付金について質問いたします。この一括交付金というのは最初の話では何にも縛

られないで使い勝手がいいというのが最初のお話だったように記憶いたしております。今

のままでいくと、張本勲さんに言わせますと喝ということになりますよね。何にも使えな

いのが一括交付金です。我が村も24年度から相当の計画があったと思うんですが、今現在

何件申請して、認可が出たのは何件ですか。

○ 宮平昌治総務課長

まず、採択された総事業13事業でありまして、その13事業が採択される前には16事業ぐ

らい要望していたと思います。

○ ７番 小嶺源市議員

13件も許認可いただいているとすればこれはいい方じゃないかという思いがあるわけで

す。質問は通告していませんけれども、金額的にはどのぐらいになりますか。把握できて

いたらお答えください。

○ 宮平昌治総務課長

渡嘉敷村の配分額2億3千万円、この2億3千万円の配分額は全て達成をしているところで

す。

○ ７番 小嶺源市議員

一番大きいのは防災費があったから2億3千万円ですよね。これがなかった場合は8千万

円ぐらいですか。防災が1億5千万円だったかな。こうなってきた場合、防災は３.11以降、

国民の関心事であるから一括交付金でできたんであって、普通の年だったらどうかなとい

う思いがあるわけです。たぶんに駄目だと言われたはずです。となってきた場合に、いき

おい来年度以降、どういうのを要請すれば補助金がもらえるかというのは、これは議員の

皆さんもみんな心配していることだろうと思っております。先程来、何名かの議員からも

質問がございました。村長は村民の意見を聞く場所を設けるというお話でしたけれども、

来年度に向けて今現在、皆様方はどのような事業内容をお考えなのかをお聞かせください。

○ 宮平昌治総務課長

25年度に向けての事業については、當山議員のご質問にもお答えしたとおりなんですが、

３事業については継続事業として要望していくことにしております。それから、主な事業

としましては、戦争遺跡の遊歩道設置事業、それから戸籍の電算化事業、それから防災関

連事業、これは備蓄倉庫、それから長期避難対応対策設備ということで、他にも細かいの
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はあるんですが、主だったものは、こういう事業を予定しております。

○ ７番 小嶺源市議員

継続事業で３点ほど計画があるということですが、これは継続事業だからどうのこうの

とは言いませんけれども、新規事業については何かお考えがありますか。たぶんにこれは

最初に計画していた村営住宅とかなんとかいうのは今後絶対に適用できないだろうと思っ

ております。一括交付金の交付規定は18項目でしたか。あれを見ると、18項目に該当しな

い事業はないんじゃないかというぐらい非常におおざっぱな内容でした。見た場合はです

ね。これだったらどんな事業でも適用できるんだという思いをいたしておりました。しか

しこれはやっぱり官僚がやることですから、こうなるわけですね。これはボトムアップで

あがったものではなくして、トップダウンできたものだからお役人が喜ぶはずがないです

よ。何かいちゃもんをつけて工事をさせないというのが彼らの考え方ですので。そして、

今後は政権が変わるわけですね、もとの自民党に。早くも防災費の名を借りて公共事業を

やろうというのが最近のマスコミ報道等で出てきます。1千兆円の借金がある国が今度も

また何百兆と借金をするわけです。国民１人当たり800万円の借金を背負っている国とい

うのは世界広しと言えども日本だけだと思います。これにますます借金をして土木事業を

やろうというわけです。土木建築が栄えて国滅びるというのが日本の国の政治のあり方と

いうのは昔から今も変わらないわけです。

そこで、この一括交付金の事業については、一般村民からの意見も村長は拝聴するとい

うような答弁でした。具体的にどういう人たちを集めてそういう計画をやろうとしている

のかお聞かせ願います。

○ 座間味昌茂村長

農民、それから漁民、それから一般の方々、特に役職を持っているというような特殊な

人たちを一部含めるということです。そういうことでできるだけ網羅した、議会議員はも

ちろんのこと多くの人たちの意見を聞いていきたいというふうに思っております。

○ ７番 小嶺源市議員

これは一括交付金の場合はソフト、ハード、両方あろうかと思います。一番予算がつき

やすいのはソフト事業じゃないかと思います。なぜかというと、ハードということになる

と道路とかそういうのが出てくるわけですので、これは普通の補助金でできるというのは

彼らが言うのは間違いない話です。それでソフト部分について何かいいお考えはあります

か。

○ 座間味昌茂村長

特に観光に関すること、先進地視察とか知識をもたすような事業をしていきたいと思っ

ております。それから、これは普通の補助金に該当しない事業はできるというようなこと

になっております。そういうようなものの中には、例えば阿波連ビーチの整備とかそうい

うのができたらいいなというふうに思っています。
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○ ７番 小嶺源市議員

村長の答弁で、観光先進地の視察という答弁がございました。私はこういうのは大いに

やるべきだろうと思っております。村がやるのか、あるいは商工会に補助金を流して商工

会にやってもらった方がいいのかは、これは後で考えたらいい話だと思っています。村長、

先進地視察というのは非常にいいことです。大いに進めたらいいと思っています。

それから、誰が何といったって村の一次産業は観光であるというのを否定する人はいな

いと思っています。観光に伴って一次産業の振興も一緒にできたら一番いいわけです。よ

く言われる言葉が地産地消と、地元でつくったのを地元で消化する、願わくば民宿とか、

農協とか、お店とかが地元でつくった品物を消費するというふうになれば、もちろんこれ

は漁業も含めて、非常にいいんじゃないのかなという思いがあるわけです。

一般質問は通告していないから止めますけれども、農業の肥料の補助金とか、一次産業

の振興に伴って、そういうのも大いにやるべきじゃないかなという思いをいたしておりま

す。次に、大谷線とマラソンコースは、これまでも何回かやってますのでいたしません。

こういうのも一括交付金の対象になるのであれば、大いに努力をしてもらいたいと思って

おります。

次のビーチクリーナーの購入、先ほど村長もおっしゃっていましたけれども、渡嘉敷村

の観光の目玉は青い海、白い砂浜、緑の山となっております。波の上のビーチでビーチク

リーナーで清掃しているのを何度か見かけたことがあります。これも私は前にも申し上げ

ましたけれど、ビーチクリーナーを買って渡嘉志久ビーチ、阿波連ビーチの清掃を定期的

に、又は台風がきた後に定期的に、また臨時的に掃除をしたらどうかなという思いがあり

ますけど、村長これは前にも一般質問していますのでお答え願いたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

これは前からの要望を聞いております。一般の応募者からも、これが出てきておりまし

た。これは出来るだけ実現させるようにします。

○ ７番 小嶺源市議員

こういうものだったら間違いなく採用してもらえると思うんです。今のところ補助対象

になるような事業ではないと思っています。となると、簡単にもらえるんじゃないかと思

っていますが、これは早急に申請して、どうせ24年度一括交付金の消化できない予算がた

くさん出てくるだろうと思っています。渡嘉敷じゃないですよ、沖縄県でですね、消化で

きないところがたくさんあろうかと思っています。早めに申請して、24年度今年度の予算

で購入できるのであれば、そのような努力をしていただきたいと思っております。

次に、村民の森構想。これはやるんであれば、ある程度計画的に歩道をつけるとか、車

いすが通るような傾斜を緩くするとか、あるいは植栽もサクラだけでなくして村花である

ケラマツツジも混植した方がいいんじゃないかなという思いがあるわけです。混植といっ

ても、こういうのは専門家の人にアドバイスを受けた方がいいんじゃないかなという思い
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がありますが、村長はどう考えますか。

○ 座間味昌茂村長

車いすの歩道は検討しないといけないと思っていますが、他の植栽に関することは、あ

の森は私はきれいにできると思っていますので、ただ、車いすが通るようなというのが少

し、出入り口がどうなのかと考えたときに少し難しいのかなと思ったりしますが、でも出

来るだけそういうような希望が多ければ、近づけるような方法は考えてみたいと思います。

○ ７番 小嶺源市議員

だから専門家のアドバイスが必要じゃないですかと言っているわけです。よく検討して

いてください。

それから、村民１人１本運動、今の大谷線のサクラを植えた時、私たち議会議員も呼び

出されて２日ぐらい手伝いをいたしました。夕方、慰労会の時にやった話は、なんで村花

であるケラマツツジでなくして、サクラかという議論したのを思い出しましたよ、その後

で。サクラもいいけれども、村花であるケラマツツジもまた捨てたもんではないと思って

います。東村がケラマツツジと付いたのを売りものにして、ツツジ祭りをやっています。

これは本家本元である私たちが、いの一番にやるべきことだったんじゃないかという思い

がするわけです。村長、１人１本運動、もちろんこれは苗木の提供は村がやらないといけ

ないと思うんですが、村民１人１本運動を奨励するお気持ちはございませんか。

○ 座間味昌茂村長

ケラマツツジの話もでましたけれども苗床をつくらせて、常にそういう苗を提供できる

ような状態において、それができるのではないかと思います。これは非常に必要なことだ

と思っております。これまでそういうムラブー的なことがあったんですが、それは今ない

です。そういうことを利用してこれは大いにやるべきことだと思っております。

○ ７番 小嶺源市議員

願わくば観光客にも１本ずつ与えて植えていただいて名前を書いて、そうすれば５年後、

10年後に来たときに、私が植えたサクラはどうなったんだろうと、そういう思いがあろう

かと思っています。これは民宿をなさっている方々にもお願いして、そういう方法も考慮

したほうがいいんじゃないかと思っていますので、検討してください。

次に、フェリーの買い上げと一般観光客への割引の件です。フェリーについては順次買

い上げていくというのが県の方針のようですけれども、渡嘉敷村の場合はいつ頃になりそ

うですか。

○ 座間味昌茂村長

県の説明で聞いたところ、25年に実施しますというような返事を受けております。

○ ７番 小嶺源市議員

25年度というと来年ですよね。そうなれば支払いがなくなるわけですから、船運賃も安

くなっていくだろうと思っております。早急な買い上げを強力に要請してください。
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次に、観光客への船運賃の割引ですけれども、この前、下地代議士がお見えになったと

きに、代議士の話で、那覇－宮古、那覇－八重山の飛行機賃が片道で３千円になるという

お話をしておりました。往復６千円ですよね。渡嘉敷の高速船は那覇から来られるお客さ

んは4千620円。那覇と渡嘉敷が32㎞、那覇と八重山が500㎞、600㎞あるんですか。そうす

ると観光客というのは宮古、八重山に流れて、渡嘉敷に来る客が減りはしないのかなとい

う危惧をするわけですけれども、これをもう一度、観光客を増やすためには、この運賃の

引き下げは絶対条件だろうと私は思っておりますけれども、村長どうですか、これは渡嘉

敷だけじゃないよね、近隣離島、全部そうだと思うんですが、県に対して、これは県も一

括交付金をつかうわけですから、県の財政に影響はないと思いますので、ぜひ離島全村に

お見えになる観光客にこの割引制度を適用するように要請するお考えはありませんか。

○ 座間味昌茂村長

これまでもそういう話は要請してきておりますが、また強力に、特に渡嘉敷、座間味、

粟国、渡名喜、この４村は一緒になって強力に推し進めたいというふうに思っております。

北部にも離島がありますが、そこも一緒になって。離島振興協議会のほうで進めたらどう

かということは協議したことがありますが、そのへんは具体化していないところがありま

すが、今度の会合では、それを強力に進めていきたいと思っております。

○ ７番 小嶺源市議員

防災の件ですけれども、先ほど総務課長が来年度事業でやるという答弁でした。これは

指定避難場所である森林公園と交流の家、最低限観光客、村民が２日、３日ぐらい生活で

きる程度の食料品、飲料水等はぜひ必要じゃないかと思っております。造るんであればそ

のへんのところも考慮してやっていただきたいと思っております。食料品については賞味

期限があるわけです。この前、テレビで見ていたら、非常に性能がよくなって、５年ぐら

いは大丈夫だそうですね。平気だそうです。今のは、テレビでやっておりました。そうで

ないにしても年に１、２回防災訓練の時は、これを村民に出したらどうですか。水も缶詰

も村民に食べていただくと。そうすることによって防災意識が高まっていけばこんないい

ことはないと思います。ひとつ要望としては、つくるのであれば、村民、観光客が２、３

日ぐらい生き延びられる程度の食料の備蓄はお願いしておきたいと思います。村長いかが

お考えですか。

○ 座間味昌茂村長

これは２、３日ぐらい生き延びれるようなことをやりますが、ただ、２、３日というこ

とを想像したときにどんな状況かなと思ったりして、そのへんは少し考えるところがあり

ますが、これは確かにそういうことは実現したいというふうに思います。

○ ７番 小嶺源市議員

沖縄に地震がないというのは歴史は否定しているわけです。明和の大地震という大きな

地震があって、240年ほど前ですか何万人もの方が亡くなったというのは歴史が物語って
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います。災害が予知できれば一番いいわけですけれども、これができないのが現状です。

だからよく言う言葉に備えあれば憂いなしです。できたら明日は我が身という気持ちで取

り組んでいただきたいと思います。

次に学生寮、新聞の切り抜きも添付しています。村長も私も名護のさくら寮は視察に行

ってきました。非常に立派な建物、運営形態だろうと思っていたら、新聞を見ると希望者

がどんどん減っていて、運営にも苦労しているというふうなことが新聞に書いてあります。

学生寮については過去何十年間にわたって、出ては消え、消えては出る、出来ないんじゃ

ないかなという思いをしたこともありますけれども、これまで県知事、県議会議長、県教

育長と２回ほど直接知事にお目に掛かってお願いを申し上げましたところ、やるというふ

うなお返事でした。これは県がやるわけですから、北は伊平屋、東は北大東、西は与那国、

多良間、そのへんを含めてやらんといかんわけですね。できたら南部離島６村でできたら

一番いいわけですが、県の教育庁がつくるとなると、さっき言ったようなとんでもないよ

うな範囲になるわけです。広い範囲になるわけです。そうなってくると造る場所はどこに

なるんだろうという思いがするし、また運営はどうなるんだろうなという思いがあります。

村長、最近何か関係当局と学生寮の建築に向けての進捗状況等についてお話をお聞きした

ことがありますか。

○ 座間味昌茂村長

情報として私が聞いた範囲内は、来年設計して来年でつくるという話まで聞いておりま

す。場所は２、３カ所候補地は聞きましたが決定したものは聞いておりません。１月の十

何日かに南部離島村長議長会議が粟国でありますが、その時に教育庁からその説明が十分

にあるということは来ております。早急にどこまで進んでいるか調べないといけないと思

っております。

○ ７番 小嶺源市議員

マスコミ報道によりますと県は６月定例会でこれの設計予算を可決したと新聞に報道さ

れておりました。今頃になって設計もできていないというのはいかがなものかなという思

いはするわけです。年明けて１月22日に粟国村で南部離島村長議長連絡協議会が行われて、

その席で県の方から説明会があるというお話も聞いております。出来るだけ早く出来るに

こしたことはないですが、これまた内容ですよね、どういう建物になるのか。何か最近の

報道では、島から親兄弟が出た場合には一緒に泊まれるようなという話も新聞に書いてい

ますよね、そういうことも。だからそうなってくると、また運営形態はどうなるんだろう

なと。泊まったときの宿泊費は誰が払うのか。子どもがいる親は無料で泊まれるけれども、

一般村民はお金を払ってホテルに泊まると。またこれもいかがなものかなといろいろ問題

提起がされるわけですけれども、とりあえずは造ることを優先すべきじゃないかという考

え方もあります。またそうでない人もおります。これに反対する村民も議員も１人もいな

いと思っていますので、お互いいい知恵を出して、どういう方法がいいのかということで
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やっていきたいと思っております。

次に福祉センター。私はずっと民活と言ってきました。村長は村でやると言ってきまし

た。隣の村の資料もいただいていますが、今日朝しかもらっていませんので内容について

はまだよく分かりませんが、未だに村長は村でやった方がいいと思っていますか。私は民

間活力が時代の流れじゃないかなと思っていますけど、村長はどうお考えですか。

○ 座間味昌茂村長

出だしは村でやるということです。

○ ７番 小嶺源市議員

村長が村でやるのが一番いいというお話ですから、これは村長の考え方でいいですが、

私はそうは思いません。これ一度やり出すと途中で止めるわけにはいきませんよね。莫大

な金をつぎ込まないといけないですよ。午前中の質問で福祉協議会がやれば福祉協議会が

運営するような話でしたが、この福祉協議会はお金ないようね。これまた村が丸抱えで補

助金を流さないといけなくなってくるんじゃないかというのが私の思いです。だから民間

活力がいいんじゃないかと言っているわけです。

○ 座間味昌茂村長

民間でも村の補助金は出します。そういう形態になっておりますので、まず当初、出だ

しを見てください。そのことは十分責任をもって、全て予算の面も計算してあります。

○ ７番 小嶺源市議員

村長は前回も質問したら、お一人6万5千円ぐらいというお話をしていましたよね。これ

は資格とかいろんなのが出てきますよね。昼間だけ行って向こうで体操したり運動をやっ

たりするというのとは訳が違いますよね。食事の世話、洗濯の世話、入浴の世話、諸々や

るわけです。今のような５、６名の態勢では絶対できるようなことではないと思うからそ

う言うんです。社会福祉協議会が、どこからお金をもってくるんですか。結局は村から丸

抱えですよ、補助金。

粟国の村長さんからお話を聞く機会がありましたが、向こうはいま30名のお年寄りが施

設に入っておられるそうです。なぜ30名かといいますと、30名以下では採算が取れないと

いうことらしいです。それで村は人口30名キープできるわけですし、それによってまた職

場が確保できるということで、年間300万円程度の補助金を流しているというお話でした。

30名で300万円ですからお一人10万円ですか。あの規模でもこんなですから、渡嘉敷の場

合７名規模になると、300万円では済まないんじゃないかと思いますが、村長は計算でき

たとおっしゃっていましたよね、村からの出費はどのぐらい予想していますか。

○ 座間味昌茂村長

この数字は確実な数字ではないと思いますが、民生課長から説明させます。

○ 島村清民生課長

いま費用の話が出ましたが、費用を検討しているところでございますが、平成24年度今
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年の福祉センターにかかる総合的な予算が約4千300万円程度を予定しております。新年度

どうしても夜間の預かりサービスも入るわけですので、今の試算の中では約500、600万円

ぐらい増える予定ですので、かかる費用としてはそれぐらいを予定しています。収入面か

らしますと、実績からしても約2千万円ぐらいからしますと、既に24年度の段階で2千400、

500万円ぐらいの一般財源持ち出しがありますので、それにまた新たに費用が増えるとい

うかたちになっております。

○ ７番 小嶺源市議員

村長、９月の定例会で私が一般質問をしたときに、お一人6万5千円ぐらいという答弁で

したけれども、それで出来るんですか。

○ 島村清民生課長

6万5千円という話なんですが、宿泊施設の利用の話だと思うんですが、6万5千円程度じ

ゃなくてもう少しかかるかなという予想はしていますが、最終的な数字はまだ出てござい

ません。

○ ７番 小嶺源市議員

ここにある人の、保養施設に入った人の請求書があります。11万8千円です。とてもじ

ゃないけれど6万5千円で、そういうことが出来ると思っているのであれば早く止めてくだ

さい。本当に6万5千円でできるわけですね、それ以上の負担はないわけですね。

○ 座間味昌茂村長

それプラスアルファー少し増えるという今の担当課長からの説明でした。そういうもの

です。

○ ７番 小嶺源市議員

ということは、これ約12万円ですよね。残りは村が負担するということになるんでしょ

う、どうですか。本当に6万5千円で村の負担なくして運営できるということですよね。

○ 座間味昌茂村長

全体の経営は村がやるわけですから、個人の負担はそれだけですよということです。

○ ７番 小嶺源市議員

だから、足らない分は村が丸抱えするわけですよねと聞いているんです。村長はそうだ

とおっしゃっているわけよね。例えば、6万5千円徴収する、利用者から、足らない分は村

が丸抱えですよねと聞いているわけです。

○ 座間味昌茂村長

そうです。その施設全体を運営するには6万5千円の個人負担でできませんので、それは

全部村が負担するということです。

○ ７番 小嶺源市議員

だから、民活を利用したらどうですかと言ったのはそれです。隣の座間味村も沖縄偕生

園ですよね、運営なさっているのは。向こうは沖縄偕生園の前の理事長は安里政晃さんで
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私もよく存じ上げております。だから私がさっきから言っているように、民活が時代の流

れであって、足らない分は村が丸抱えでやるというのは、これは結局、村民負担ですよ。

個人が負担するのか村民が負担するのかの違いです。私も何もみんなが助け合ってお年寄

りを大切にしようという考え方を否定するものではありません。ただ、これから後の負担

を考えた場合は、いかがなものかなという思いがするからあえてこういうことを言うわけ

です。村長がやるというお考えですけれども、私は今後、たいへんな負担が村にかかって

くる。村に負担がかかるということは、イコール村民の負担ですから、よくお考えになっ

てください。

次にＮＴＴ、これ質問したのが１カ年ぐらいになるわけです。村長は全くやる気もない。

村長は綱引きのたびに小嶺源市に何を言われるのかなという思いでいつも綱引きをしてい

ると思っています。村長、その後なにかＮＴＴと相談した経緯がありますか。

○ 宮平昌治総務課長

この件につきましては何度かご質問を受けているところでありますが、今回の質問につ

いても再度ＮＴＴに確認をいたしまして、同じような回答しか得られなかったんですが、

内容としましては、当初、契約書がありますかというご質問のことがあったんですが、こ

れについては沖縄電力、ＮＴＴとも賃貸借契約みたいな書面ではなくて、道路法第32条の

規定によりまして道路の専用許可申請書ということで村に出して村長が許可をして電柱等

を設置するということになっているようでございまして、電柱の移設については無償であ

るというふうな回答でございました。以前にもケーブルの移設についてはお金が発生しま

すという答弁をしているんですが、この件については同じような返事でございました。

○ ７番 小嶺源市議員

土地を無料で借りっぱなし、邪魔だから移動してくれと言ったら工事費をよこせと、こ

んな話がどこにあるの。沖縄電力は要望があればいつでも無料で移動いたしますと言って

いるし、あなたたちも沖縄電力に電柱移動を要請して工事金ちょうだいと言われたことが

あるのか、どうなんですか。

○ 宮平昌治総務課長

ＮＴＴも電柱の移設は無料だということです。

○ ７番 小嶺源市議員

電柱があるから電線を張ってあるんだよね。電柱がなければ電線はないわけだから、電

柱を撤去してみなさいといったらどうか。どこが違うの僕が言っているのは。あんたたち

が言ってるのがおかしんだよ。電柱がなければ電線を張らなくて済むじゃないか。これは

へりくつでも何でもないんだよ。

それともう１つ、調べたと思うけれど、96条の６、この解釈はどうするの。

○ 宮平昌治総務課長

これにつきましても契約書、先ほど申し上げましたように賃貸借契約というのはなくて、
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道路の専用許可申請書を出して、村に出して、村長がそれを許可すれば電柱等は設置でき

るということですので、議会の議決を必要としなかったのかなという理解でございます。

○ ７番 小嶺源市議員

村長、思い出してほしいんですけれど、前に村長をなさっていた時にアリランの碑の建

設がありましたよね。村長はその時に96条で議会の議決を求めたのを覚えておられますか。

○ 座間味昌茂村長

はい、その時は確かにそういうことだったと思います。

○ ７番 小嶺源市議員

それで、この法律に書いてあるのは代価なくして土地を貸し付けるときは議会の議決を

得なさいと書いてありますよね。なんでやらないの。

○ 宮平昌治総務課長

これはＮＴＴに限らず沖縄電力さんもそうなんですが、先程来申し上げているとおり、

道路の専用許可申請書、それで電柱の設置を村にお願いして、村はこの申請に対して許可

をすると。その段階で電柱の設置ができるということだと思います。

○ ７番 小嶺源市議員

沖縄電力の話は…

《録音なし》

○ 座間味昌茂村長

これまでそれほど邪魔になっているとも思ったこともあるし、そうなのかなと、やって

みたらですね、確かに真ん中にあって、両方の活動ができないのかなと思うこともありま

す。

○ ７番 小嶺源市議員

これ以上やっても感情論になりますので、これで止めます。

次、震災から１年については省略いたします。

次、ＪＡ、聞くところによると金融業務から撤退というふうなお話のようですが、村長

これ知っていますか。

○ 座間味昌茂村長

これ一応説明がありました。

○ ７番 小嶺源市議員

ということは金融業務から撤退ということでよろしいわけですね、どうですか。

○ 座間味昌茂村長

渡嘉敷支店が撤退するということで、そういうことに関しては中央ではそのまま続ける

ということございました。

○ ７番 小嶺源市議員

ということは、もうＪＡの窓口で今までのようにして預金の取り扱い、あるいは振込等
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の業務等はやらなくなるということですか。

○ 座間味昌茂村長

これは決定したかどうかはわかりませんが、ここでの説明はもう決定という話をしてお

りましたけれども、村民集めての説明会では、いろいろ村民からの要望が出ていたようで

ございます。

○ ７番 小嶺源市議員

村は水道料金の振込とか税金の振込とかそういうのはＪＡとは契約なさっているんです

か。

○ 小嶺哲雄会計課長

現在、農協を金融機関として活用しているケースはごく少ないです。郵貯銀行が主体的

にやっておりますので、自振とか農協を使っているということはほとんどないです。

○ ７番 小嶺源市議員

村長、これＪＡが合併したときに今の機能はそのまま残すという約束だったはずです。

この期に及んで儲からなくなったから撤退というのは私いかがなものかなと思います。合

併の弊害がここに出てきたのかなと思いもするわけです。村長もし撤退するんであればそ

の業務は、そのまま郵貯がやってもらえるのかどうか、そのへんのところお考えになった

ことがありますか。

○ 座間味昌茂村長

はい、それは十二分に検討しております。それで農協の方も一般村民が差し支えがない

というような、そういうことを案内していたようです。

○ ７番 小嶺源市議員

郵貯銀行は取り扱っていないところがたくさんあるわけですね。いろんな業務、振替と

かそういうのにしてもやっていないのがある。だから郵貯は普通の銀行とは同じような扱

いではないようですよね、今ね。私はこれ万が一にＪＡが金融業務から撤退するとなると

村民生活に多大な影響がでてくるんであろうと思っております。ひとつそういうことがな

いように村長もＪＡとよく話しあってください。

阿波連ビーチの管理棟の修理の件ですけれども、これも一括交付金には該当しないだろ

うなとは思っています。なぜかというと別の補助金があるのではないのかなと思っており

ます。村長これ、一番手っ取り早いのは一括交付金ですけれども、これ該当しそうですか

どうですか。

○ 座間味昌茂村長

これは該当させるように私は努力してみたいと思うんですが、これができれば直ぐ来年

あたりはできないかということを今考えているところです。

○ ７番 小嶺源市議員

努力するだけの価値はあると思っています。一つ大いに努力してください。
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次に退職金、これも新聞の資料を添付をしております。地方公務員は恵まれすぎだとい

うのが、この趣旨だろうと思っていますけれども、これ前にも言いましたよね。上げると

きは公務員と一緒に上げた。下げる時は知らんぷりというのが、地域の住民から理解得ら

れませんよ。上げるときは公務員と一緒に上げる。下げる時はシランフーナーというのは

良くないですよ。村長どう考えですか。

○ 座間味昌茂村長

これはいろいろ国からの指導もいろいろあってそのようになってきたのかなと給与関係

も随分引き締めてきた10年、20年前よりはどんどん下げてきたということは事実ですね。

だから行革の中でできるだけそのへんは切りつめてきたいと考えておりますが、上げる時

は上げて下げるのはしないということですが、それは少し解釈が間違っているんじゃない

かなと私は思うんですが、10年、20年前より随分行革で締め付けられてきたというふうに

解釈しております。

○ ７番 小嶺源市議員

これは国からの指導ですよね。下げないところは交付税からカットされるようになって

くると思いますよ。そう思いませんか。

○ 宮平昌治総務課長

退職手当の件につきましては、見直しについて県知事の方からも通知が届いているとこ

ろでありますので今後については、退職手当組合、こちらの動向を見極めないといけない

んですが、退職手当組合の条例改正が行われれば、自ずと各自治体まで影響受けますので、

退職組合の条例改正が行われた後に地方自治体の条例の改正の必要性も出てくるかと思っ

ております。

○ ７番 小嶺源市議員

それだけでもないよね。給与だって公務員は大幅カットしたはず、国会議員も大幅にカ

ットしています。２割カットしたのかな解散前に、これが今の時代の流れですよ。渡嘉敷

村はお金がたくさんあるから、あぐらをかいて下げないというのはいかがなものかと思い

ますよ。まずはあなた達が言うように、別のところの様子も見ないといけないというのも

よくわかる。しかし先行して自らやるというのも一つの方法だと思いますよ。これはよく

考えていてください。

それで村長、副村長、教育長の退職金についてですけれども、これは秘密でも何でもな

いよね、条例事項だから、個人情報では絶対にない。これは村長、副村長、教育長、１期

４年勤務したとして退職金どのぐらいなるか教えてください。

○ 宮平昌治総務課長

こちらは沖縄県市町村総合事務組合特別職等の職員の退職手当支給条例に基づき算定さ

れたものを申し上げます。村長が４年間の任期で手当額が1千162万8千円。副村長が４年

の任期で564万3千円。教育長が４年の任期で441万1千800円となります。職員につきまし
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ては平成24年度から33年度に退職予定のこの10年間で退職する方々の平均値を出している

んですが、現行の算定率でいきますと2千194万1千200円。今、国の改定に基づいて自治体

まで通知がきている改定率でいきますと1千899万4千800円となります。

○ ７番 小嶺源市議員

《録音なし》

いいあれではありませんでしたので、議長にお願いをして現場まで行って見てきました。

これに書いてあるとおり確かに人骨が見えました。私たちも「触らぬ神に祟りなし」かな

という思いはありましたけれども、清彦君に線香を買って来てもらって、線香を立てて手

を合わせて帰って来ました。非常にびっくりしたのは、渡嘉敷村の阿波連の人が向こうに

戦争に行ったということが、本当にそういうことがあったのかなと思いはしたわけです。

ここに皆さんには届いていないかと思いますけれども、あとで渡名喜の方から送ってきた

資料を見ると、約300年ほど前にそういうことがあったといういわれがあるわけです。こ

れ阿波連の方々に何名かお聞きしたけれども、そういうことは全くわからないという話で

すよね。もしそういう事実があれば話は別ですよ。そういう事実があれば別ですけれども、

そういうことがなかったら名誉回復するような方法を考えないといかんじゃないのかなと

思います。この資料にはアーラ墓ですけれども、この新しい資料ではアハラー墓というふ

うになっているわけですね。私これはもう少し内容を調査して調べてみる必要があるんじ

ゃないのかと思っていますけれども、これ教育長か、村長か、誰でもいいけどそういうの

に詳しいこと聞いたり、あるいは調査したことがありますか。

○ 新垣一典教育長

議長から質問あった内容で調べてみたんですが、議長が調べているものと、ほぼ同じか

と思いますが、早速、渡名喜村の教育委員会に問い合わせて資料を送ってもらったんです

が、村史の、議長は、それをお持ちですか。さっき見せておりました。それを送ってもら

いましたので、今、議長が理解しているのと一緒かと思います。300年というような年齢

が記載されているようなんですが、それは不明であると、そのお墓の木管片ですね。それ

からシャム南蛮の骨蔵器が利用されているということで、また墓の作り方も自然の洞窟の

入口を石で積み上げたり、島の各所に見られる古墳と同じような様式になっていると、そ

のことから渡名喜島の祖先の墓であって、決して来襲した敵を祭った墓ではないというこ

とが明瞭であるというふうに記載されております。

そのことについて先ほど議長もお話しておりましたけれども、阿波連のお年寄りに何名

かお聞きになったようですが、元区長の大城政連さん、うちの課長から聞きましたら、そ

ういうふうなことは聞いたことはないようです。うちの村史も見たんですが、そういうこ

とは記載されていないです。ただ、ちょっとおもしろいと言いますか、座間味村にはアマ

ノシンマヌヒャーという方が、渡名喜島の娘を嫁にしようとして渡名喜島と戦争になった

という言い伝えが記されております。座間味村の文化財とか、そういう史跡の中に資料と
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して記載されております。

○ ７番 小嶺源市議員

私、覗いてみたんですけれども、あれどうみたってさ木管とか、ああいうのが形が残っ

ているわけだから300年というのはね、それはないと思うよ。あれだけ雨風にさらされて、

ああいうのが300年も残るとは私ちょっと思えない。とにかくこれは思いだよね、ある意

味ではね、そう思わないか。間違っているんであれば、これは訂正を要求した方がいいと

思う。これは今後の研究材料として向こうとよく連絡を取り合いながらやってもらいたい

と思っています。

この座間味村の議会の通年制度、これは僕たち議会にとっては非常に良い制度よ。365

日議会やっているんだから、極端な言い方、議長が出てきて「開会します。これから本日

のやります」と言えばできるわけだから良いわけですけれども、これは執行部の皆さんは

大変よね。毎日、議会を開かんといけないということになってくるわけですから、毎回、

座間味村も局長に調べてもらったところ、いま直ぐやるつもりではないというふうなこと

のようです。私たちも県の町村議長会側から説明は受けております。これは私たちも近隣

町村の様子を見ながら、どうすべきかというのは、やろうと思っていますので、これは答

弁はけっこうです。

次に、一周マラソンの掲示板、今日見たら、あと44日になっています。これね村長、非

常にわかりにくいよね。例えば今日は12月20日か１日反対に読んでいかんといかないよ。

年を越すと新しいカレンダーを持ってきて数えていかんといけない。それよりも25年度の

マラソンは２月２日ですよと、それを盛り上げるために、あと何日というのは、これ僕、

絶対入れるべきだと思う。あと何日ですよというのは、但し２月２日というのは入れた方

が良いと思うけど、どうお考えですか。

○ 座間味昌茂村長

そういうことがありましたので、側の方に張ってあります。開催日もですね、少し文字

が小さいのかなと思っているところですけれども２月２日というのはちゃんと掲示してあ

りますので、もう少し大きくしようと思っております。

○ 玉城保弘副議長

休憩します。

再開します。

○ ７番 小嶺源市議員

後先になっていますけれども、河川道路工事についてお尋ねします。カンジャヤーから

西之橋の間、向こうはあれで終わりなんですか、それとも改良工事の予定があるんですか。

どうなっていますか。

○ 神里敏明経済建設課長

河川改修は沖縄県の方が実施をしておりますけれども、今年度は予算の都合で実施はな
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かったということで、県の方に確認しましたら25年度は用地も確保してあるので実施予定

ですと。場所はくんみ橋からカンジャヤーの排水路と繋がる分までを改修をすると、25年

度で予定しているということです。

○ ７番 小嶺源市議員

私が聞いたのはカンジャヤーから西之橋の間の村道の拡張工事はどうなったのと聞いて

いる。河川の話はあとでもう一回聞くから、今、私が聞いているのはカンジャヤーから西

之橋間の村道の拡張工事はどうなんたんですかと。

○ 神里敏明経済建設課長

カンジャヤーから西之橋までの村道の改良ですけれども、実を言いますと用地関係がま

だ解決していなくて、いま橋梁工事の方から先に手を付けておりますけれども、おそらく

今の予定では最終年度になるのかなというふうに見ています。

○ ７番 小嶺源市議員

要するに用地交渉ができていないから、工事着工できないということでいいのかどうな

んだ。

○ 神里敏明経済建設課長

もちろん用地の件もございますけれども、先に橋梁の方から手を付けて、その間に用地

交渉を進めるということで、これは当初からそのような計画でいま進めているところであ

ります。

○ ７番 小嶺源市議員

言っていることがよくわからないね。わかりやすく言うと、用地交渉ができていないと

いうことだよね。ああだこうだと言わないで、用地交渉ができないために着工できません

とそう答弁してください。

○ 神里敏明経済建設課長

先程から言っていますけれども、用地の解決はまだしておりません。ただ、用地解決し

ていないから先に橋梁、別の箇所をやっているということなしに、そのように当初から計

画を立てて今やっているところでございます。

○ ７番 小嶺源市議員

笑うしかないね。これは明繰事業だよね、去年からのね。来年は着工できるんですか、

どうなんですか。

○ 神里敏明経済建設課長

現時点で平成25年度の工事箇所は、橋梁の橋台の下部工、上部工のみの今計画でござい

ます。

○ ７番 小嶺源市議員

これは、順序よくやればいいんだよ。何であっちは工事はやらないで川下に行ったの？

こういうのは順番にやってくればああいうことも起こらないんじゃないか。あっちも半
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端でウッチャナギテこっちに手を付けるとこれ橋できたって通らんだろうあっちまでは、

それよりも上の方から順序にやってくれば、西之橋カンジャヤー間というのは工事終わる

んじゃないのどうですか。

○ 神里敏明経済建設課長

小嶺議員がおっしゃるのも十分わかっておりますけれども、現時点で工事事態が28年度

までの計画を既に立てておりますので、そのように添って進めていきたいというふうに考

えております。

○ ７番 小嶺源市議員

もういい、この件は。

河川工事だけど先ほど小嶺勉君の質問の答弁の中で、一部土地交渉ができていないとい

うお話でした。これ２級河川だから管理は県だから県が工事するというのはこれはわかる。

これ用地交渉も全て県がやるの？ それとも村がやるのか、県がやるの村がやるの？

○ 神里敏明経済建設課長

県が用地交渉はするわけですけれども、県のほうに任せるということではなしに、村も

できるだけ協力をして、県から協力願いがあるときは、その時点で協力するというふうに

行っております。

○ ７番 小嶺源市議員

これ県の方から村の方でやってくれんかという、そういう要望事項はあるはずよね、多

分にな。一緒にやってくれませんかとか、用地交渉してくれませんかという、そういうこ

とはあるんですか、ないんですか。

○ 神里敏明経済建設課長

今年度につきましては、特にそういった県からの要望はございませんでした。

○ ７番 小嶺源市議員

24年度は工事ないわけですよね。県のほうから、どういう理由で24年度は工事やりませ

んと。またすぐ予算がないとは言わない方がいいよね。どういう理由ですか。

○ 神里敏明経済建設課長

これは県に直接確認したわけですけれども、県のほうも河川予算として１枠で取って、

その中に何処何処の箇所を工事するという計画が県の方でございます。平成24年度につき

ましては県のお話によりますと緊急に整備すべき箇所が発生したため県のほうで確保して

いる予算を全て向こうに利用して工事をやったというようなお話を聞いております。

○ ７番 小嶺源市議員

緊急的にやるところがあったと言ったら、私たちが調べようもないわけですよね。しか

し工事というのは継続的にやってもらうように、要請すべきだと思います。緊急避難的に

あったという、緊急的にやらないかんということがあったから、そうなったということで

すので信用しましょう。それであと何年ぐらいで、あの２級河川の工事は終わるんですか。
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○ 神里敏明経済建設課長

今年度、実施しなかったということもございますので、それから今年度の事業計画もだ

いぶ変わってくるんで再度県の方に確認しないといけないのかなと、ただ作業工事箇所と

いうのはくんみ橋から２号排水路カンジャヤー付近の分までの左岸、右岸、そして西之橋

からくんみ橋の間の左岸側、残りはこれだけですのであと数年かなという感じです。

○ ７番 小嶺源市議員

何点か一般質問をしたところではありますけれども、一括交付金についてはいろいろあ

るんですけれどもこれは逆に言うとジンブンスーブよね、知恵を出せばいろんな事業がで

きると思います。執行部の皆さんは万難を排して事業を取る、取った事業は速やかに施行

するということで頑張ってください。以上で質問終わります。

○ 玉城保弘副議長

休憩します。

○ 小嶺源市議長

再開します。

平田春吉議員。

○ １番 平田春吉議員

私も通告書に従いまして一般質問をしたいと思いますけれども、２、３重複した質問が

出ておりますのでできる限り角度を変えて質問をしたいと思います。よろしく答弁をお願

いいたします。

まず、高齢者福祉センターについて、今まで村長の答弁をお聞きしましたところ社協に

移ると、民間並みのサービスをする、居住を受ける、経費が軽くなる、４月からスタート

するという答弁でしたけれども、職員の処遇について、どういう計画があるか、教えてい

ただけませんか。

○ 座間味昌茂村長

これは今までの高齢者福祉センターとは少し違う面がありますから、これまた各分野に

別れます。そのへんのところは、それに応じた処遇の仕方を考えております。

○ １番 平田春吉議員

宿泊型を受けるということですよね。となると夜勤が出てまいります。夜勤が出るとい

うことは職員が一緒に勤務するわけですよね。この職員はどういうふうな配置をするんで

すか。

○ 島村清民生課長

今、考えていますのが夜警１名と職員２人態勢からまず始めて、その後、状況を見なが

ら職員配置を考えていこうという計画で、いま検討しているところでございます。

○ １番 平田春吉議員

職員を２人と申しますけれども、これはその中に看護師もいらっしゃいますか。
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○ 島村清民生課長

今回、４月以降ですが、サービス提供する事業所、今現在、通所あるいは訪問の事業所

の指定を取っていますが、これ１回取り下げまして離島相当サービスというので新たにサ

ービスを展開する予定でございます。その中では離島地域の特殊な事業をくみ取りまして

特に介護の基準に達していないような施設であったり人員配置であったり、だいぶ緩和さ

れているような状況で、サービスが提供できるということで、それを選択しておりますの

で、そういった事業提供サービスを予定しております。

○ １番 平田春吉議員

私が質問した理由というのは、何かといいますとお年寄りですよね。お泊まりになる。

もし何かあったらどうします。普通の一般の職員で全部やるわけですか。

○ 島村清民生課長

今のご質問ですが、何かあったときには渡嘉敷診療所を利用するかたちになります。

○ １番 平田春吉議員

これ医療機関との調整はできているんですか。

○ 島村清民生課長

直接まだ細かい打ち合わせはしてございませんが、これから最終的なものが決まりまし

たら、ちゃんと綿密な打ち合わせも必要だと考えております。

○ １番 平田春吉議員

県の方からこの診療所の先生は夜勤とか、そういうのはさせないという話があったとい

うことですけど、これは事実ですか。

○ 島村清民生課長

直接この話は伺っていませんが、今の考え方としますと診療所の先生がうちで働くとい

うことではなくて、一住民として急病になったときには診療所を利用するというかたちで

ございます。

○ １番 平田春吉議員

お年寄りを預かるわけですよね。態勢も立てないで、またお医者さんもいない、大丈夫

なんですか、心配しているのはそこなんですよ。看護師さんもいない、もしそこでお年寄

りがお亡くなりになったと。これいろいろ処置しないといけないですよね。これ責任、誰

が持つんですか。

○ 島村清民生課長

今のご質問の件ですが、この施設は離島相当サービスということで、特に医師と看護師

の配置状況について医師は特に配置する必要はございませんので、そういうサービスでま

ずは提供を始めるということですが、先ほども申しましたとおり、そこで何か急病、ある

いは具合が悪くなったら、やはり診療所を利用するというかたちになります。

○ １番 平田春吉議員
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確かに規約はそうかもしれませんけれども、これ誰が考えたって常識じゃないですか。

例えば今おっしゃったように、職員だけ配置して何かあったとする。ただ誰が責任を取る

かと言っているんですよ。いいですか、例えば家族の方がどうだったの聞いたらどういう

ふうに説明するんですか。

○ 島村清民生課長

施設で起きたことは、もちろん施設側が責任を負わないといけないんですが、まず我々

の受入態勢としてはそういうことも含めて医療度の高い方々は今受け入れ対象にはなって

ございませんので地域で独居であったり、老夫婦であったり、そういう方々が家では暮ら

せないという方々を対象にして、今、受け入れを始めようかなという考え方ですので、あ

まり医療度が高くなってから、地域の中で、この施設を利用することは想定してございま

せん。

○ １番 平田春吉議員

何かね、あまりにも無責任な感じがするんですけれども、それかまたは施設を先に動か

すために勇み足なのか、ちょっとそういう心配でならないものがあるんですよ。それとま

た職員の待遇はどういうような待遇扱いをするんですか。これはっきりわかりませんけれ

ども噂では賃金扱いという話が出ているみたいですが、どうなんですか、実際。

○ 島村清民生課長

まだ最終的決定はされてございませんが、いま社協の方とも詰めているところですが、

いま現在、福祉センターでは、臨時の職員と賃金の職員が入り交じって勤務している体系

でございますので、それを同じレベルにしようということで嘱託、専門職に特化した嘱託

職として、もちろん個人の資格の問題とかいろいろ個人差はございますけれども、ある一

定額を嘱託の給料として定めて、その処遇で皆さんを雇えればなということで、いま協議

している最中でございます。

○ １番 平田春吉議員

本当に心配でたまらないんですよ。何か何かあった時にどうするのかと、村長もただ造

ればいいと、やればいいとこういうあれなんですけれどもね。ちょっと中の態勢をきれい

に考えてやってほしいなと思うんですけれども、どうなんですかね。いま言ったように施

設はこういう許可でできているから、これでいいという言い方なんですけれども、ほんと

の話、これでいいのかなという思いがします。

次に移ります。先ほどもこれも重複した質問なんですけれども、ビーチクリーナーの話

ですよね。これは一括交付金を使うという話がありましたけれども、これ環境協力税にも

関係してくるんじゃないかと思うんですがどうでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

先ほど答弁しましたけれども、機械は入れましょうと入れるようにしましょうというこ

とですね。それから今の話、環境協力税を投入できないかという話ですが、これはいろい
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ろ賃金関係に全部使っております。これもビーチの清掃には該当しますので、あらゆる方

面の方向から、それを投入したいと思います。

○ １番 平田春吉議員

村長、いま賃金に使っていると、これ環境協力税賃金だけのものですか。

○ 座間味昌茂村長

賃金だけのものではないですね。環境に関することは使えるということです。

○ １番 平田春吉議員

なんで村長、さっき賃金に全部使って、ないとおっしゃいましたよね。そういう環境協

力税というのは村民も出していますよね。他府県の人もみんな出していますよね、渡嘉敷

に出入りなさっている方、これを全部賃金に使うという答弁だったら、これはちょっとお

かしんじゃないかなと思いますよ、どうですか。

○ 座間味昌茂村長

ビーチに関するところを主に賃金を投入していますよということです、現在これは前に

も実績を議員の皆さんに配ったんじゃないかなと、前年度のものでありますけれども、使

えるのは何と言いますか、サンゴ礁関係も使えるし、観光施設の管理費それからとにかく

そういう諸々の維持費、全てそれは使えるわけですよ。環境に関することはですね。それ

ですから、できるだけ有効的な使い方をしているということです。

○ １番 平田春吉議員

やっぱりこれ税金だから、ただ何処に使えばいい、ここに使えばいいじゃなくて、ちゃ

んと自分で図って、何処にどのぐらいのパーセントで使うという仕訳が必要じゃないかと

思うんですけれども、どうでしょうか。

○ 宮平昌治総務課長

これは当初予算で配分、使い道ですね。配分をして予算を計上して議決をいただいてい

るわけですので、議員の皆さんもその中身については、もう知っているという前提なんで

すが、賃金という使用度が高いんですが、観光施設を維持管理していくために、そこの清

掃賃金とか、それから村道沿いの維持管理のために、そこを整備する方々の賃金とか、そ

ういうことで一括りに賃金と言いましても、いろんな施設の維持管理に使っておりますの

で、比率が高いのは賃金であるのは間違いないんですが、いろんな施設を維持管理するた

めに使われているというふうに、ご理解いただきたいと思います。

○ １番 平田春吉議員

賃金だけに使っていないという言い方なんですが、他に賃金は何処に使っているんです

か。

○ 宮平昌治総務課長

当初予算で計上してありますのは、まずは白玉之塔の維持管理費用、それから海岸清掃

費小型焼却施設の燃料費それからサンゴ礁保全活動助成金、観光施設管理費の維持管理費
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用、それから林道施設の維持管理こちらも草刈賃金であります。それから村道の維持管理、

海岸海浜管理委託料、遺跡等文化財管理費の維持管理費というふうな項目で予算計上して

おります。

○ １番 平田春吉議員

これは一応項目ですよね、使われていないのもたくさんありますよね、出していないの

もね、ないですか。項目上げただけでしょう。

○ 宮平昌治総務課長

使われていないという項目はございません。全部使用はしております。

○ １番 平田春吉議員

先ほどサンゴ礁保全活動費とかおっしゃっていましたが、それ何処に使ったんですか。

○ 宮平昌治総務課長

失礼しました。サンゴ礁の保全活動助成金については、今現在、支出はありません。

○ １番 平田春吉議員

何でそういうふうに全部使っていると言うんですか、いい加減な答弁では困りますよ。

それと、向こうに専属の清掃員を雇ったらどうかと思うんですがどうでしょうか。渡嘉志

久ビーチ、阿波連ビーチ。

○ 座間味昌茂村長

それは大変理想的でございますけれども、臨機応変に、そういう専属の方々がいますの

で、それを順次回転させながらやっているのが、今現状だと思いますけれども、夏期間だ

けでも常駐させようかなという考え方ももっていますけれども、それが難しいのかなとい

うようなことを考えています。

○ １番 平田春吉議員

何でこういう質問をするかというと住民から苦情が出ているんですよ。環境協力税取っ

て掃除するのは我々かという苦情がたくさん出ています。返答に困って何と言ったらいい

のかと思ったんですけれども、極端な話、確かに草刈りも上等です。あれも必要ですよ。

しかし、大半を使っているわけでしょう。これが果たして全部環境を守ためのものと言え

るかというとそうじゃないと思うんですよ。これも確かに必要ですよ。だから比率配分を

ちゃんとやった方がいんじゃないかというのは、そこなんですけれども、どうでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

これはいろいろありますけれども、できるだけそういう希望に添いたいと思っておりま

す。

○ １番 平田春吉議員

ただ、金があるからあっちに使え、こっちに使えというんじゃなくして、ちゃんと考え

て比率配分をして、どういうふうな環境を守るためにはたくさんいろいろ議員からの一般

質問たくさん出ました。いろいろなものでました。その中で充当するのはたくさんあると
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思うんですよ。そこらへんを考えて使ってほしいと思います。

それともう一つホームページで情報公開しなさいと言ったけれども、されていないです

よね。どうですか。

○ 宮平昌治総務課長

環境協力税の使途についての情報公開ということですか。広報とか、そういうものにも

出しておりますし、ホームページ等にも、今後、掲載する方向で検討していきたいと思い

ます。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ １番 平田春吉議員

ホームページ上で公開していなかったら「していない」という答えをちゃんと答弁を言

ってほしいと思います。

○ 宮平昌治総務課長

ホームページでは掲載しておりません。

○ １番 平田春吉議員

なぜ公開しないんですか。これ極端な話、他府県人もさっきから僕が言っているように

他府県人からも取っていますよね、当然、公開しないといけないものだと思うんですがど

うですか。

○ 座間味昌茂村長

多くの人が、これを環境協力税出しております。これはホームページで公開させます。

○ １番 平田春吉議員

村長が答弁なさったように公開するのが当たり前だと思います。ぜひ、早めにホームペ

ージ上で公開してください。

次、観光についてですが、年々、日帰り観光客が多くなって宿泊型の客が少なくなって

いるというような苦情がたくさんまいっております。実際、そうなんですけれども、これ

対策方法として何か良いアイディアないのかなといろいろ調べていますが、まず僕が考え

たのは高速船は日帰りが使うとしたら、フェリーは宿泊、交流の家が使うと、そういうふ

うな分け方もどうかなと思いますが、どうでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

これは一般客のそういう分け方が果たして可能かどうか非常に難しいことだと思ってお

ります。

○ １番 平田春吉議員

確かに村長おっしゃるようにこれ難しいです。また船舶の売上もあげないといかんしい

ろんな問題絡んできますけれども、できるならば先ほども質問がありましたように商工観
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光課をフルに活用して、宿泊型の観光客の誘致、それを今後やってほしいと思うんですけ

れども、どうでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

午前中からいろいろ質問がありましたが、これは積極的にやる必要があるということで

やっていきます。

○ １番 平田春吉議員

それに関連して、実は、何時なのか、先月なのかわかりませんけれども、商工会がキャ

ンペーンに行ったそうです、何名か。その時に感じたことは役場職員が一緒に行ってほし

いということらしいんですよ。旅行社回り、業者回りしますよね、そのときに役場職員が

一緒に行った方が、ものすごく効果的だという答え返ってきたんですけれども、これは可

能ですか。

○ 座間味昌茂村長

これは十分可能です。こちらも予算をちゃんと作ってありますから十分可能です。

○ １番 平田春吉議員

ぜひ、よろしくお願いいたします。日帰り観光客のごみ対策なんですけれども、以前か

ら質問出しておるんですけれども、小さい袋を作って燃えるごみ、燃えないごみ、10円、

20円になるかわかりませんけれども、そういう販売する方法というのは考えたことはない

ですか。

○ 座間味昌茂村長

ビーチにごみ箱置くというのは決めてありますけれども、ちり袋を販売するということ

はまだそういうことは考えておりません。

○ １番 平田春吉議員

現状を見てみますと、そこらへんに捨てる人もいるし、あるいは隣近所の民宿の所にぼ

んぼん置いていく、これ現状なんですよ。ごみ箱を設置するのもまた問題があるんじゃな

いかなと、と言いますのは、ごみ回収日がありますね。その件はどうするかという問題も

でてくると思うんですよ。

僕はそれよりもごみ袋、燃えるごみ、燃えないごみを分けて持っていく、何処に持って

行ったって、そのまま出せるわけですよね。そういうふうなこと前から言っているんです

けど、前に質問しましたら船舶で説明をしていると、ごみを持って帰るようにという答弁

でしたけれども、果たしてそんなに上手くいくのかなと、おそらく僕持って帰る人は10名

のうち１人ぐらいじゃないかなと思うんですがどうでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

こういう細かいことですけれども、これは非常に重要なことですので、ごみを持って帰

れと言っても船から持って帰る人は、おそらく議員がおっしゃるように10名に１人かなと

いうぐらいだと思いますので、最も良い方法を考えて直ぐ実行せんといけないと思うんで
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すけれども、そういう良いアイディアがあったらお教え願いたいと思います。

○ １番 平田春吉議員

だから私が出したアイディアというのが小さいごみ袋、燃えるごみ、燃えないごみの袋

２つ売るということですよね。それが１点なんですけれども、他にもまた、いい意見があ

りましたら、ぜひ早急に対策を考えてほしいと思います。

最後に環境整備についてですけれども、これも重複しております。阿波連ビーチのテナ

ントと青少年旅行村の整備というふうに書きましたけれども、青少年旅行村を新しく造り

替えて、あるいは名前が変わるかもしれません。例えば道の駅みたいな感じの造りにして、

そこで地産地消の品物も売る、テナントもそこに入れる、という考えをもってきたらどう

かなと思うんですけど、どうでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

午前中からこの質問がございました。一番早期にやるべきなのが地域の整備だと考えて

おりますので、これは一括交付金が使用できるのではないかと今考えておりますが、早急

にこれはやるべき課題だと考えております。

○ １番 平田春吉議員

これは10年以上昔から何回も出たり消えたり出たり消えたりしているものです。ぜひ、

いい方法を講じて、いろんな方に集まってもらって、いろんな意見を聞いて早急にやって

ほしいと思います。以上で私の質問は終わります。答弁ありがとうございました。

○ 小嶺源市議長

これで１番平田春吉議員の一般質問を終わります。

これで一般質問を終わります。

休憩します。

再開します。

日程第６、議案第57号、渡嘉敷村給水条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第57号、渡嘉敷村給水条例の一部を改正する条例でございます。提案理由といたし

ましては、水道法（昭和32年法律第177号）の一部改正に伴い、敷設工事監督者及び水道

技術管理者の配置基準及び資格基準について条例で定める必要があるということで、この

条例をつくっております。40条と41条のところを、この法律に基づいて入れているという

ことでございます。ご審議のほどひとつよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。
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再開します。

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第57号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第７、議案第58号、渡嘉敷村下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第58号、渡嘉敷村下水道条例の一部を改正する条例でございます。これの先ほどの

上水道と同じことで、下水道法の一部改正に伴い、公共下水道の施設に関する構造及び維

持管理の技術上の基準等を条例で定める必要がありますので上程をしております。よろし

くご審議のほどお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第58号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第８、議案第59号、渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第59号、渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の変更についてでございます。辺地に係る

総合整備計画を変更することについては、辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上

の特別措置等に関する法律第３条第５項の規定により議会の議決を必要としますので、こ

こに上程していることでございます。質問に応じて、詳細については担当課長から説明を

させます。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。
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他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第59号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○ 小嶺源市議長

日程第９、議案第60号、阿波連辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第60号、阿波連辺地に係る総合整備計画の変更について。辺地に係る総合整備計画

を変更することについては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

に関する法律第３条第５項の規定により議会の議決を必要といたします。これは先ほどの

渡嘉敷辺地と同じことでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第60号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第10、議案第61号、南部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び南部

広域市町村圏事務組合規約の変更についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第61号、南部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び南部広域市町村

圏事務組合規約の変更についてでございます。これは国の広域行政圏施策の廃止及び第３

次南部広域行政圏計画の計画期間終了に伴い、南部広域市町村圏事務組合の共同処理する

事務の一部を変更し、南部広域市町村圏事務組合規約を変更することについて協議したい
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ので、地方自治法第290条の条例の規定により、この案を提案するということでございま

す。

これは南部広域市町村各市町村で条例化しないといけないということで、ここで上程を

しております。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

（「進行」の声あり）

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第61号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○ 小嶺源市議長

日程第11、議案第62号、工事請負変更契約について（村道阿波連線橋梁工事）を議題と

します。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第62号、工事請負変更契約についてでございます。村道阿波連線橋梁工事の請負変

更契約の締結について、議会の議決に伏すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を必要とするということでございますが、阿波連線橋梁工

事の入札残に係る追加工事を、工事の契約をいたしました最初の株式会社東信興建と変更

契約をして、3千620万円850円の契約変更ということになっております。これは西之橋か

ら三月橋にかけての嘉手苅地域の村道を三月橋の近くまでもってくるという工事でござい

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

（「休憩お願いします」の声あり）

休憩します。

再開します。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって質疑を終結いたします。
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これより議案第62号を採決いたします。

本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○ 小嶺源市議長

日程第12、議案第63号、平成24年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第３号）についてを議

題とします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第63号、平成24年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第３号）についてでございます。

予算を定めることについては地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を必

要とするということで提案しております。

概要は、歳入歳出それぞれ1千356万1千円を追加して、歳入歳出それぞれ17億9千869円

とするということでございます。

詳細にわたっては各担当課長から説明させますので、よろしくご審議のほどお願いいた

します。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

（「休憩お願いします」の声あり）

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第63号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第13、議案第64号、平成24年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第64号、平成24年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第２号）についてでござ

います。

提案理由としては、予算を定めることについては地方自治法第96条第１項第２号の規定
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により議会の議決を必要といたしますので上程しております。

概要といたしましては、歳入歳出それぞれ22万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を5

億6千142万1千円といたします。

細部については、担当課の方から説明させますので、ひとつご審議のほどお願いいたし

ます。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「進行」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第64号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第14、議案第65号、平成24年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第65号、平成24年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）でござ

います。

予算を定めることについては地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を

必要とするということで提案をしております。

概略といたしましては、歳入歳出それぞれ37万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ1億2千140万7千円といたします。

詳細に渡っては担当課の方から説明させますので、ひとつご審議のほどよろしくお願い

いたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「進行」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第65号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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○ 小嶺源市議長

日程第15、議案第66号、平成24年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第66号、平成24年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）についてで

ございます。

予算を定めることについては地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を

必要といたしますので上程しております。

詳細については、歳入歳出それぞれ30万5千円を追加して、歳入歳出額をそれぞれ7千82

2万5千円といたします。

詳細については担当課の方から説明させますので、よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第66号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第16、議案第67号、平成24年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第２号）に

ついてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第67号、平成24年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第２号）についてでご

ざいます。

予算を定めることについては地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を

必要といたしますので上程いたしておりますが、概略といたしましては、歳入歳出それぞ

れ4千円を追加し、総額をそれぞれ1千185万8千円といたします。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。
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（「進行」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第67号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第17、発議第12号、議会広報調査特別委員会設置に関する決議についてを議題とい

たします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ ５番 小嶺勉議員

発議第12号 平成24年12月20日

渡嘉敷村議会議長 小嶺源市 殿

提出者 渡嘉敷村議会議員 小嶺 勉

賛成者 渡嘉敷村議会議員 玉城保弘

議会広報調査特別委員会設置に関する決議

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第２項の規定により議会の議決を得たいので

提出いたします。

議会広報調査特別委員会設置に関する決議。

次のとおり議会広報調査特別委員会を設置するものとする。

記

１ 名 称 議会広報調査特別委員会

２ 設置の根拠 地方自治法第110条及び委員会条例第１条

３ 目 的 議会広報の編集及び発行に関する調査

４ 委員の定数 ６人

５ 調 査 期 限 調査終了まで閉会中もなお調査を行うことができる。

（提出理由）

議会広報は議会と住民を結ぶ架け橋であり、議会の審議・活動状況を広く住民に知らせ

る重要な役割を担っている。この議会広報の充実強化を図り、編集委員として十分な活動

ができるようにするため、地方自治法上の根拠を有する「議会広報調査特別委員会」を設

置する。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。
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異議なしと認めます。

よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第18、議会広報調査特別委員の選任を行います。

お諮りします。

議会広報調査特別委員の委員については、委員会条例第３条第１項の規定によって、平

田春吉議員、営山清彦議員、島村武議員、與那嶺雅晴議員、小嶺勉議員、玉城保弘議員を

指名したいと思います。

ご異議ありませんか。

異議なしと認めます。

したがって、議会広報調査特別委員の委員は、平田春吉議員、営山清彦議員、島村武儀

員、與那嶺雅晴議員、小嶺勉議員、玉城保弘議員を選任することに決定しました。

日程第19、議員派遣の件についてを議題とします。

お諮りします。

議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

異議なしと認めます。

したがって、議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定しました。

お諮りします。

会議規則第45条の規定により、平成24年第７回渡嘉敷村議会定例会において、議決され

た事件の条項・字句・数字その他の整理を議長に委任することにご異議ありませんか。

ご異議なしと認めます。

したがって、本定例会において、議決された事件の条項・字句・数字その他の整理を議

長に委任することに決定しました。

以上で本日の日程は、全部終了しました。

これで平成24年第７回渡嘉敷村議会定例会を閉会いたします。

（閉会 午後４時50分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

渡 嘉 敷 村 議 会 議 長

署名議員（議席番号１番）

署名議員（議席番号２番）


