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平成28年第１回渡嘉敷村議会（定例会）会期日程

自 平成28年３月８日
会期３日間

至 平成28年３月10日
日

月 日 曜 日 区 分 日 程

会議録署名議員の指名

会期の決定

３月８日 火 本会議 同意第１号

報告第１号

議案第１号 議案第２号 議案第３号

議案第４号 議案第５号 議案第６号

議案第７号 議案第８号 議案第９号

議案第10号 議案第11号 議案第12号

議案第13号

会議録署名議員の指名

３月９日 水 本会議 議案第14号 議案第15号 議案第16号

議案第17号 議案第18号 議案第19号

議案第20号 議案第21号 議案第22号

議案第23号 議案第24号 議案第25号

選挙第１号 発議第１号 発議第２号

発議第３号 発議第４号 発議第５号
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平成28年第１回渡嘉敷村議会定例会は

平成28年３月８日(火)午前10時00分に

渡嘉敷村議会議場に招集された。

会期３日間

１日目

議員の出欠別

議席番号 氏 名 出欠別 議席番号 氏 名 出欠別

１ 宮 平 鉄 哉 出 ５ 當 山 清 彦 出

２ 島 村 武 出 ６ 與那嶺 雅 晴 出

３ 平 田 春 吉 出 ７ 玉 城 保 弘 出

４ 小 嶺 勉 出

出席議員７名

会議録署名議員 ６番 與那嶺雅晴議員 １番 宮平鉄哉議員

職務のため会議に出席した者の職氏名 議会事務局長 小嶺正之

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 松 本 好 勝 経済建設課長 神 里 敏 明

副 村 長 大 城 良 孝 教 育 課 長 金 城 満

教 育 長 新 垣 一 典 民 生 課 長 仲 間 住 恵

総 務 課 長 宮 平 昌 治 船 舶 課 長 島 村 清

会 計 課 長 我喜屋 元 作 商工観光課長 小 嶺 哲 雄

終了：３月８日（火曜日）午後５時10分
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平成28年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

平成28年３月８日（火） 午前10時00分開議

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について

第２ 会期の決定について

第３ 議長諸般の報告

第４ 村長行政報告

第５ 村長施政方針

第６ 一般質問

第７ 同意第１号 渡嘉敷村教育委員会委員の任命について

第８ 報告第１号 平成28年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について

第９ 議案第１号 沖縄県介護保険広域連合を組織する地方公共団体の増加及び規約の変更

について

第10 議案第２号 渡嘉敷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

第11 議案第３号 渡嘉敷村へき地保育所一時保育料徴収条例を廃止する条例について

第12 議案第４号 渡嘉敷村庁舎整備基金条例を廃止について

第13 議案第５号 渡嘉敷村職員定数条例の一部を改正する条例について

第14 議案第６号 渡嘉敷村行政不服審査会条例の制定について

第15 議案第７号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について

第16 議案第８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例

第17 議案第９号 渡嘉敷村不服申し立てに係る書面等の写し等の交付手数料条例の制定に

ついて

第18 議案第10号 渡嘉敷村過疎地域自立促進計画の策定について

第19 議案第11号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

第20 議案第12号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について

第21 議案第13号 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例について
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○ 玉城保弘議長

おはようございます。ただいまから平成28年第１回渡嘉敷村議会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127条の規定によって６番與那嶺雅晴議員、

１番宮平鉄哉議員を指名します。

日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から３月10日までの３日間にしたいと思います。

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、会期は本日から３月10日までの３日間に決定いたしま

した。

日程第３、議長の諸般の報告を行います。

例月出納検査の結果報告について地方自治法第235条の２第３項の規定により村監査委

員会から、平成28年１月分、２月分の例月出納検査の結果報告があります。議員控室に配

置をし、閲覧できるようにしてありますので、ご参考にしてください。

それでは12月定例会以降の会務報告を行います。

１月７日、南部地区市町村議会議長定例総会があり出席をしております。

同日、平成28年南部関係団体合同新年会懇親会が開催され、私議長と副議長が出席をし

ております。

１月８日、沖縄県立離島児童生徒支援センター開所式に出席をしております。

１月９日、村成人式が開催され、議員全員参加しております。

１月28日、南部離島町村長議長連絡協議会定例会に出席しております。

１月30日、渡嘉敷村郷友会新年会に副議長が参加しております。

２月15日、沖縄県議会議員及び市町村議会議員との交流会に参加しております。

２月16日、沖縄県議会議長会第５回定例総会に出席しております。

２月17日、沖縄県離島振興市町村議会議長会第７回定期総会に参加しております。

同日、離島関係18市町村で行っております議会議員及び事務局職員研修会に議員全員と

事務局長が参加しております。

２月18日、沖縄県議会議長議長会町村議会議員及び事務局長職員研修会に議員全員と事

務局長が参加しております。

３月７日、昨日です。座間味村新庁舎落成式に参加しております。

以上、報告を終わります。
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日程第４、村長の行政報告を行います。

○ 松本好勝村長

それでは平成27年の12月15日開催の村議会12月定例会以降の行政報告をいたします。

12月16日、内閣府の政策統括官付沖縄製作担当、企画担当参事官が来島して、行政視察

を行っております。

12月17日、村総合教育会議が行われました。

12月18日、離島海運振興株式会社の総会に出席をしております。

12月21日、渡嘉敷中学校が毎日カップ受賞報告ということで表敬がありました。これは

全国中学校体力づくりコンテストにおいて、平成26年度の特別賞に続き、27年度も優秀賞

に輝き、２年連続の受賞となっているところでございます。その報告でございました。

平成28年新春、１月２日に初起しがありまして、本船の船舶の安全航海祈願祭のため、

船員、船長を伴って海神宮と神社へそれぞれおみきを供えております。

１月３日、渡嘉敷区の合同生年祝賀会が行われました。

１月４日、全職員が一同につどい御用始めの式典を行っております。

１月７日、南部合同新年懇親会及び南部振興会の表彰祝賀会に参加をいたしました。

１月８日、沖縄県立、離島児童生徒支援センター群星寮の開所式典に参加をしています。

この愛称の群星寮というのは、渡嘉敷中学校からの応募で決定をしたというふうな報告を

もらっております。

１月９日、村成人式祝賀会が盛大に行われました。

１月13日、那覇港振興協議会新年会に副村長が出席をしております。

１月14日、村消防出初め式の予定でしたけれども、午後から雨天の予報のため、パレー

ドのみ行っております。同日、町村会主催による市町村長研修会が自治会館で行われてお

ります。

１月15日、県企画部長を表敬し、泊港の陸電等についての要望を、本村、座間味村、粟

国村３村長と一緒に表敬をし、お願いをしております。

１月17日～21日、関東地区の修学旅行誘致運動に商工会から２名、会長以下ですね、そ

して私、本村観光課長伴って埼玉県、栃木県、茨城県等の修学旅行誘致キャラバンを行っ

ています。

１月24日、村内美化運動が行われました。

１月25日、海上時化のため、法務局より担当者が来村予定でしたけれども、来れないと

いうことで、人権養護委員に対する法務大臣よりの感謝状の伝達を行いました。長年やっ

ていただいた小嶺重郎さんへの法務大臣からの感謝状、新たに人権擁護委員となります新

垣光枝さんへの委嘱状の伝達でございました。

１月26日、沖縄行政評価事務所長、外１名の表敬訪問がありました。

１月28日、南部離島町村長・議長連絡協議会が行われております。
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１月29日、高速船代船建造支援についての要請行動を実施、座間味村長との協同で、小

規模自治体である両村の財政基盤が脆弱であるために財政の確保に苦慮しているため、財

政支援のお願いでございます。これは県の企画部長、謝花企画部長、そして企画振興統括

監の稲福統括監、そして交通政策課の真栄里課長、外職員にお願いをしております。

１月30日、渡嘉敷郷友会の新年会が行われ、参加をいたしました。毎年、郷友会そのも

のが高齢化といいますか、若い人の参加が少なくて、約30人ぐらいの集まりだったかと思

いますけれども、ほとんどが60歳以上というふうな方々でございました。

２月１日、沖縄振興会議が行われ、県41市町村が集合し、平成28年度の沖縄振興特別推

進交付金にかかる806億円の沖縄県と市町村との配分との協議を行いました。

２月３日、内閣府政策統括官岡本参事官、そして企画担当の方々と市町村長との交換会、

これは総務課長と私が出席をし、平成28年度の沖縄振興特別推進交付金事業等についての

説明を行っております。

２月４日、週末に天気が崩れるとの情報がありましたので、６日に行われる渡嘉敷マラ

ソンについての協議を行っております。これは関係者を集めての協議を行っておりますけ

れども、村長、副村長、教育長、総務課長、商工観光課長、船舶課長、両船長を含めまし

て、この天気情報をもとに中止の決定をしております。

２月９日、南部広域市町村圏事務組合の理事会が行われ、水道広域化への説明がありま

した。同日、クイーンざまみを渡嘉敷港浮き桟橋へのトライアルを行っております。これ

は現在のマリンライナー渡嘉敷の新造船に向けてのトライアルでございますけれども、ク

ィーンざまみは私どもの現在のマリンライナーより約５ｍ長いということで、果たして今

の浮き桟橋のところでその接岸し、そこで船を回せるかどうかというテストでございます。

そして、これにつきましては、副村長、課長等が対応いたしましたけれども、離海振等の

関係者の方々も含めて、そういったテストを行っております。

２月10日、南部市町村会定期総会に出席をいたしました。

２月16日、沖縄振興特別推進交付金特別枠事業評議会が行われています。

２月17日～19日、沖縄県内の30市町村長が参加をして長崎県、佐賀県への行政視察を行

っています。

２月24日、青少年交流の家運営委員会が那覇市の青年会館で行っております。

２月26日、県町村会定期総会、町村土地開発公社理事会、地域振興対策協議会総会、国

民健康保険団体連合会総会が那覇市自治会館で行われ、出席をしております。

２月29日～３月２日、商工観光課長を伴って、渡嘉敷マラソン協賛企業にお詫びとそれ

からこれからの運営等について、協力をお願いをしております。同日、午後からでしたけ

れども、沖縄県過疎地域振興協議会、そして離島振興協議会等の総会に出席をいたしまし

た。

３月５日、サンゴの日でございますれども、国立公園指定２周年記念事業が行われまし
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た。村のダイビング協会のメンバーにより、サンゴの植え付け作業が行われております。

そしてまた、午後１時～商工会青年部とキリンビールさんのご協賛により、チーム慶良間

のビーチクリーン活動が行われております。沖縄本島からもずいぶん参加者がこられまし

た。そして、夕方６時半からくばやまイベント広場の方で音楽、演芸等が行われ、にぎや

かな、天気が悪い中ではありましたけれども、わりと成功したのではないかなと思ってお

ります。

それから昨日なんですが、３月７日、先ほど議長からもありましたけれども、隣の座間

味村役場の落成式ということで三役、議長とともに出席をし、そして、こちらに帰りの船

で内閣府の日下大臣官房審議官が渡嘉敷視察という事で短い時間ではありましたけれど

も、今日は、10時の船で、先ほどお帰りになりました。行政視察で訪問をされていました。

以上、12月定例会以降の行政報告でございました。

○ 玉城保弘議長

これで行政報告は終わりました。

日程第５、村長の施政方針を行います。

○ 松本好勝村長

それでは、平成28年度の施政方針を申し上げます。

平成28年度施政方針

１）はじめに

平成28年度渡嘉敷村議会３月定例会の開催にあたり、提案しております議案の説明に先

立ち、村政運営に関する私の所信の一端と基本的な考えを申し述べ、議員各位や村民の皆

様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

私は、村長に就任して1年が経過いたしました。

就任以来、村民の福祉の向上と、安らぎと生きがいに満ちた明るい村づくりのため、諸

施策を展開してまいりましたが、キャッチフレーズとして掲げた「国立公園にふさわしい、

美ら島・渡嘉敷村づくり」についても、行政だけの取り組みではなく、村民一人一人の率

先した行動と、地域づくりへの積極的な参画意識を持つことが重要だと考えておりますの

で、引き続き村民一体となって取り組みを推進してまいります。

国立公園の指定以降、外国人観光客の入域増の影響もあって、村全体の観光入域客数も

堅調に推移しているところでありますが、本村の基幹産業である観光産業の活性化が、地

域おこしの原動力となることから、一過性のブームで終わることのないよう、ソフト・ハ

ード両面から観光関連事業の環境整備を加速させていきたいと考えております。

一方、国においては、人口減少に歯止めをかけ、地方の活性化を促進するため、平成27

年度に「まち・ひと・しごと創生法」が制定され、それに伴い各自治体においても平成27

年度から平成31年度までの５年間の政策目標・施策立案等を盛り込んだ「地方版総合戦略」

の策定が義務付けられております。
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本村においては、平成27年度に「渡嘉敷村総合戦略」の策定を完了し、平成28年度から

総合戦略に沿った事業を実施していくことにしております。

近年の本村の人口・世帯数については、増加要因が見込めず、わずかながら減少傾向に

推移している状況にありますので、「安定した雇用の創出」、「若い世代の結婚・出産・子

育ての推進」、「地方移住の推進」等の事業を実施し、本村における人口減少の克服と、

将来にわたって活力ある渡嘉敷村を維持することを目指した施策を展開してまいります。

なお、総合戦略に沿った事業の実施や効果検証には、村内の各界・各層のご意見やご提

案、並びに議会の積極的な関与も必要であると感じておりますので、議員の皆様の更なる

ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

２）財政運営について

本村の行財政状況については、実質公債費比率や資金不足比率等の財政指標は、平成26

年度決算に基づくいずれの指標も、健全化判断比率の範囲内で推移しておりますが、今後

は教育施設や福祉施設の整備等により、公債費比率の上昇が予想されるところであります。

自治体運営においては、何より住民に基礎的行政サービスを継続して提供することが重

要であることから、財源の重点的配分と経費支出の効率化を徹底し、節度ある財政運営を

堅持してまいります。

本村は、国からの地方交付税や、国・県からの補助金等に依存した典型的な依存体質の

財政構造となっており、自主財源の柱である村税等の伸びは期待できず、安定的な経常的

歳入財源を確保するのに厳しい状況が続いていることから、今後とも施策の優先順位を洗

い直し、健全なる財政運営を推進していく必要があると考えております。

３）沖縄振興特別推進市町村交付金について

沖縄振興特別推進市町村交付金、いわゆる一括交付金については、平成24年度から制度が

導入され、交付要綱に則った村の振興に資する事業を実施しているところであります。

平成28年度においても、継続事業7事業、新規事業9事業の計16事業を、平成28年度当初

予算へ計上し、実施することにしております。

４）平成27年度行政運営について

１．住民福祉と保健事業の推進

（１）高齢者福祉について

高齢者福祉については、高齢者が住み慣れた地域で、健康で安心して明るく暮らせるよ

う、生きがいづくり支援や、自立した生活の支援を、村社会福祉協議会や高齢者生活福祉

センターとの連携を図りながら、継続して推進してまいります。

さらには、地域における高齢者の心身の健康維持、保健、福祉、医療の向上、安定した

生活維持に必要な援助・支援を包括的に行うため、地域包括支援センターでの介護予防事

業の継続実施や、新たに実施する軽度生活支援事業等と、地域福祉コーディネーター育成

事業により、地域における見守り事業及び支え合い体制の構築にも取り組んでおります。
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また、高齢者生活福祉センターの生活支援ハウスを居住の場として活用し、高齢者が生

涯村で暮らせるよう介護支援の充実を図ってまいります。

（２）障がい者福祉について

障がい者福祉につきましては、広報活動や「身体陸がい者巡回相談」「精神保健福祉巡

回相談」などを継続実施し、障がいのある方が地域で安心して暮らせる社会環境づくりに

努め、相談事業や日常生活用具給付事業及び更正医療給付事業等を充実させ、障がい者福

祉事業の推進を図ってまいります。

また、重度心身障害者医療費助成事業、補装具給付事業、自立支援給付事業等も継続し

て実施いたします。

（３）子育て支援について

昨年から整備を進めておりました保育所が完成し、認可外保育所から認可保育所へ移行

することに伴い、多様化した保育ニーズに対応できる保育環境の確保と、保育士の資質の

向上を図り、「安心、安全な子育てができる保育の場」を提供してまいります。

また、安心して子どもを生み育てるために重要な、妊婦健診に係る本島往復渡航費の負

担軽減を図るため、36週の健診まで船舶運賃の全額助成を継続してまいります。

妊産婦及び家族の経済的な負担軽減を図るための出産助成金制度と併せて、子ども医療

費助成事業についても、入院は中学校卒業まで、通院はこれまでの対象年齢を、３歳児か

ら就学前まで助成対象範囲を拡大し、子育て世帯の負担軽減を図るとともに、母子推進員

を中心とした、子育て支援ネットワーク活動の充実と、安心して出産、子育てができるよ

う支援してまいります。

（４）保健事業について

特定健診並びに各種検診の受診率の向上、及び健康教育・訪問指導の強化を図り、個人

レベルでの健康づくりの意識高揚や、健康増進をサポートできる環境づくりに努め、早期

発見、早期治療につなげる取り組みを強化してまいります。

母子保健及び乳幼児保健については、健康診査、健康相談等を実施し、妊産婦及び乳幼

児の健康維持、並びに関係機関と連携して小児医療体制の充実強化を図ってまいります。

予防接種については、定期予防接種に加え、インフルエンザ等の接種費用の助成を実施

し、村民の経済的負担を軽減しつつ、疾病の発生及び重症化の予防を推進してまいります。

（５）本島医療機関への通院・入院に関わる船賃補助

本島医療機関での専門的な治療が必要な村民のため、船賃の渡航費用助成の継続実施と、

長期的に治療が必要な方を対象とした、治療のための船賃の渡航費全額助成についても継

続実施し、経済的な負担の軽減を図ってまいります。

（６）後期高齢者医療制度について

75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度については、沖縄県後期高齢者医療広域連合

と連携を図りながら、高齢者の健康保持に努めてまいります。
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（７）国民健康保険事業特別会計について

年々増加する医療給付費の抑制を図るためには、村民一人ひとりが健康への自覚と認識を

高めることが大切であることから、特定健診及びその他の保健事業と連携を取りながら、

予防と早期発見による医療費の削減に取り組んでまいります。

また、国民健康保険被保険者証と特定健診受診券とを一体化させた個人単位のカード化

は、被保険者の利便性向上に繋がっており、後発医薬品の普及促進と併せて、医療費の抑

制に努めてまいります。

さらに、保険税収納率の向上を図るため、きめ細かな納付相談等を行い、自主財源の確

保を図ってまいります。

２．交通通信体系の整備

（１）海上交通について

航路事業特別会計の運営につきましては、船舶が村民の移動や生活物資及び産業資材輸

送のほとんどを担っており、安定的な運航を確保することが最も重要だと考えております。

これまでも国、県の支援により安定的な運航は確保できておりますが、経営については

厳しい状況が続いております。

収入につきましては、夏季繁忙期の天候に左右される現状でありますが、平成26年に、

慶良問諸島が国立公園に指定されたことによる入域客の増加が28年度も見込まれ、旅客運

賃収入の増加が期待されるところであります。

また、車両、貨物につきましても、公共事業等の発注や一括交付金を活用した事業等の

実施により、輸送量の増加が期待できるものと考えております。

支出につきましては、本年度は「フェリーとかしき」の定期検査年度となっており、整

備による費用増が予想されることや、「マリンライナーとかしき」の経年劣化によるもの

と思われる修繕が増加しているため、修繕費の増加が懸念されるところであります。

さらに就航から16年が経過した高速船「マリンライナーとかしき」については、代船建

造計画推進委員会において、代船建造についての検討を進めてまいります。

以上のように、収入については改善状況が期待されますが、支出については、依然増加

傾向にあるものと思われ、本年度も厳しい経営状態が続くものと予想されます。

今後とも安定的かつ効率的な運航形態を維持することができる航路事業運営のため、努

力してまいりますので、ご理解とご協力をお願い致します。

（２）陸上交通について

公共交通機関のない本村では現在、一般乗り合い旅客自動車運送事業者と、タクシー事

業者による運送事業が営まれており、入域客の輸送や村民の利用に対応しております。

特に観光客の移動手段としての利用頻度が高く、お客様を温かく迎え、目的地まで安全

に輸送するという重要な役割を担っておりますので、引き続き安定した輸送機関の確保を

図ってまいります。
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今後とも監督官庁や関係機関の指導助言を仰ぎながら、陸上交通の安定的な運行と、法

令やマナーを遵守したサービス向上対策に努めてまいります。

３．生活環境の整備及び防災対策

（１）一般廃棄物処理施設の運営について

焼却炉については、今後とも適正な環境・排出基準を遵守しながら、安定した施設の維

持管理と廃棄物の適正処理に努めてまいります。

また、生ごみ等の堆肥化と、ごみの減量化を推進するため、ごみ処理機購入に係る助成

金制度を今年度も実施してまいります。

環境美化については、平成27年度から毎月０のつく日を環境美化の日として設定し、村

民への美ら島美化清掃を推奨しておりますので、引き続き美ら島・渡嘉敷村づくりに努め

てまいります。

（２）簡易水道事業について

本村の簡易水道事業は、浄水場及び関連施設が整備され、安全な水道水の安定供給に努

めているところですが、施設の機能維持を図っていくためには、多額の経費投入は避けら

れず、年数の経過に伴い、今後もランニングコストが増大することは確実なため、一般会

計からの多額の繰り入れを余儀なくされているのが現状であります。

特別会計である水道事業の健全な運営・充実を図っていくため、平成26年４月１日より、

約15%値上げする料金改定を実施いたしました。

今後も、経費の節減に努めるとともに、長期的な展望に立った経営改善を行ってまいり

ます。

また、沖縄県においては、「安全・安心な水道水を安定的に将来にわたって供給できる

水道の構築」を目的に、水道広域化に取り組んでいるところであります。

特に、運営基盤の脆弱な小規模離島の簡易水道事業体への水道用水供給範囲拡大による

水道広域化を、平成33年度までに実施できるよう取り組んでいるところであり、昨年度は

水道広域化に向けた渡嘉敷村簡易水道事業変更認可申請書作成業務、土地関連調査業務等

を実施いたしました。

今後は、沖縄県と連携強化を図り、水道広域化の早期実現に取り組んでまいります。

（３）下水道事業について

阿波連浄化センターについては、平成5年の供用開始から22年が経過し、施設や設備機器

の老朽化が進み、維持管理に多額な経費の投入を余儀なくされているのが現状であります。

これまで、国の臨時交付金を活用し、老朽化した設備の改修や補修計画策定等を実施し

てまいりました。

特別会計である下水道会計においても、健全な事業運営を図っていく必要があり、平成

26年4月1日より、約15%値上げする料金改定を実施いたしました。

今後は、平成25年度に策定した阿波連浄化センター長寿命化計画に基づき、機械設備の
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一部の更新を実施し、施設機能の適切な維持管理に努めてまいります。

（４）消防防災・救急救助対策について

常備の消防本部を持たない本村においては、地域における安心と安全を守るため、消防

防災業務や救急救助業務全般を、渡嘉敷村消防団が対応しております。

これまで、災害時に備えた備蓄食料の確保や、救急車の配備及び村内18か所へのAEDの

設置をはじめとした防災・救急対応整備を、一括交付金を活用して年次的に実施してまい

りました。

今年度は、避難道の整備及び避難場所案内版設置事業を実施することにしており、災害

時に対応した安心・安全な地域づくりを推進することで、観光地としてのイメージアップ

にも繋げていきたいと考えております。

平成27年10月29日から運用が開始されました「沖縄県消防通信指令センター」による11

9番通報体制については、高機能システムを活用することにより、従来よりも迅速で的確

な救助体制が構築され、より効果的、効率的な運用が図られております。

平成23年度より実施しております、周年対応の緊急時連絡体制及び急患搬送業務体制に

ついても、沖縄県消防通信指令センターと、消防団、役場、診療所との連携を図りながら、

平成28年度においても継続して実施してまいります。

地域の安心・安全確保のためには、消防団の果たす役割が益々重要視されてきている中、

本村においては、条例定数の40名の団員は確保できておりますので、安心安全な村、災害

に強い村づくりのため、今後とも消防防災・救急救助対策事業を推進してまいります。

４．産業の振興

（１）観光産業の振興について

平成27年の入域客は123,314人となり、前年と比べ1,768人の増加に留まっております。

その原因としては、外国人観光客については、対前年比7,000人増加したものの、７月か

ら９月の観光ピーク時の台風による欠航の影響で、同期間の入域客が対前年度比5,600人

余り減少したことが要因と考えています。

入域客数の推移については、平成26年３月に慶良問諸島が国立公園に指定されたという

好材料はあるものの、観光ピーク時の台風による定期船の運航状況に大きく左右されるこ

とから、平成26年173便、平成27年167便と欠航便数がほぼ横ばい状態となっている現状に

ついて、今後どう運航率を上げていくかかが課題だと思っております。

観光産業のもつ流動的な特質から、安定的な集客を図るには地域特性の創出が求められ、

「とかしきまつり」の継続や、観光閑散期の一大イベントである「とかしきマラソン」の

継続的な開催と、平成26年度から実施している修学旅行誘致のための、村商工会と連携し

た本土旅行社及び高校を訪問する「修学旅行・観光PRキャラバン」についても、継続して

実施してまいります。

また、沖縄県及び沖縄観光コンベンションビューローなどの観光関係機関が開催するイ
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ベント等への積極的な参加や、村商工会の観光関連事業者と連携した受け入れ態勢の充実

・強化、及び情報通信媒体を活用した観光イベント情報の発信を行うなど、観光客の誘客

に努めてまいります。

周年通した観光産業の充実を図るためには、観光閑散期における新たな離島独特の体験

メニューの開発が求められ、恵まれた自然環境や那覇泊港から最も近い離島という地理的

条件、歴史文化等の優位性のある観光資源を活用した魅力ある観光地づくりを目指すた

め、「農業、漁業、観光」事業者が連携した産業の活性化への取り組みと、村民自身が村

の良さを知り、村民全体で観光客を迎える「おもてなしの心」が重要なことだと考えます。

また、渡嘉敷村第４次総合計画や過疎地域自立促進計画にかかる産業振興の方向性を位

置づけるため、本村の産業の現状分析を行い、今後５ケ年間の目標値を明確にする「渡嘉

敷村産業基本計画及び実施計画」を官民が協働して作成し、観光振興に努めてまいります。

今年２月に開催を予定しておりました「第11回とかしきマラソン」については、天候不

良のため中止となりました。今回初めて大会を中止するに至ったことは、村民をはじめ実

行委員会としても大変残念な思いであり、離島においてこのようなイベントを開催するこ

との厳しさを痛感しつつも、今回の経験を今後の大会運営に繋げていくことが責務だと考

えています。

今大会へご協力頂きました村民の皆様をはじめ、ご支援頂きました協賛企業の皆様や、

協力団体の皆様には心より感謝を申し上げ、次回大会の開催に向け、更に努力をしていき

たいと考えています。

本大会は、リピーターの出場者も増加しており、マラソンイベントとして県内外に認知

されつつあります。住民一丸となっての大会運営、沿道での応援、ふれあいパーティーで

のランナー、ボランティアと村民との交流は、参加頂いた皆様から高い評価を得ておりま

すので、継続して開催してまいります。

また、旅行社等と連携し様々な観光資源を活用し閑散期の集客に努めるべく、村商工会

青年部や村内有志団体によるイベント等の充実発展を図り、観光産業の底上げに繋げてま

いります。

さらに、島の特産品販売の促進に活用している「渡嘉敷港旅客待合所」内での特産品等

の販売所開設については、平成28年度も引き続き推進してまいります。

エコツーリズムについては、慶良問地域エコツーリズム推進全体構想の認定を受け、本

格的な運用を始めるため、平成26年度に座間味村と協働しながら慶良問地域の「自然環境

の保全」と「観光資源の活用」を盛り込んだ利用ルールを策定しております。

また、条例制定についても両村で同時に進めて行かなければなりませんが、座間味村の

サンゴ保全利用部会の組織体制づくりが依然として進んでいないため、条例設置ができて

おりません。平成28年度に関係条例の制定に向け努力してまいります。

慶良問諸島国立公園については、平成26年３月５日の「サンゴの日」に慶良問諸島が全
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国で31番目の国立公園に指定されたことは周知のとおりであります。

慶良問諸島の海域は、透明度の高い優れた海域景観や多様なサンゴが高密度に生息する

こと、ザトウクジラの繁殖海域であることなど、本地域が沿岸から海域にかけて多様な生

態系を有することが高く評価され指定されたことは言うまでもなく、今後はその自然環境

の保全と、観光資源としての活用のバランスをどう保持していくかが課題となるため、環

境省慶良問自然保護官事務所と密なる連携を図っていきたいと思います。

平成27年度においては施設整備計画の第一歩として、阿波連地区の見花原に遊歩道と休

憩施設の東屋が設置され、地元住民をはじめ観光客の散策路として有効に活用されるもの

と期待をしております。

今後も環境省と連携しながら、自然環境保全に対する意識高揚を図り、環境保護への取

り組みと、国立公園としての渡嘉敷島を国内外へアピールし、自然保護の発信地として広

く周知するなど、観光振興との両立を図ってまいります。

（２）農業の振興について

平成20年度から平成25年度まで導入した、団体営ため池等整備事業により、排水路の改

修工事等を実施してまいりました。

平成28年度は、土地改良施設維持管理適正化事業により、排水路等の土砂浚渫を予定し

ております。

今後とも、農地及び農業用施設の災害の未然防止を図っていくために、農業施設の適正

な維持管理に努めてまいります。

渡嘉敷集落においての農業基盤整備の土地改良事業は、平成24年度に完了しております

が、耕作されていない農地が見受けられるため、平成26年度から農業委員会と連携して取

り組んでおります、遊休農地解消に向けての遊休農地斡旋事業は、新規就農者の育成を図

るため、継続して実施してまいります。

また、有機無農薬栽培を奨励するため、有機肥料購入に際し行っている購入補助制度を

継続実施し、併せて稲作農家の生産支援のため、国の行う農家戸別所得保障制度を積極的

に活用し、やる気のある農業者を支援してまいります。

食に対する安心・安全が注目されるなか、付加価値の高い渡嘉敷島ブランドの確立と、

本島内の異業種との連携を継続し、農業振興と農家の所得向上に努め、農地及び農業用施

設の保全を図ってまいります。

（３）水産業の振興について

平成21年度で改修工事が完了した阿波連漁港は、水産業に係る作業の安全確保や、荒天

時の漁船、漁具等の保全に寄与するものと考えており、今後は老朽化した施設の漁港機能

保全計画の策定に向けた調査を実施し、漁港施設の機能維持に努めてまいります。

なお、阿波連漁港は漁船数等の増加や船舶の大型化に伴い、漁港内が手狭になっている

状況にあるため、漁港施設の管理を委託している渡嘉敷漁業協同組合と連携を密にし、漁
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港の設置目的に沿った有効活用を今後も図ってまいります。

水産加工品事業については、渡嘉敷漁業協同組合の積極的な取り組みにより、水産物を

原材料とした特産品開発が行われ、すぼらしい成果を上げております。

中でもマグロジャーキーや佃煮は、とかしき島ブランドとして定着し、人気の高い商品

となっておりますので、生産拡大に繋がるよう、加工商品のパッケージや新たな特産品開

発が継続できるよう支援していくと共に、離島フェア等のイベントへの積極的な参加を促

し、販路の拡大を図ってまいります。

また、渡嘉敷漁業協同組合が実施する鮮魚等の海上輸送経費の支援を行うなど、漁業振

興を図ってまいります。

（４）林業の振興について

林業施設の整備については、概ね整備を完了しており、今後は現有する林道や、付帯施

設の適正なる維持管理を行い、効果的な利用を促進してまいります。

森林公園施設の維持管理については、これまで同様に指定管理者への委託を行い、適正

な維持管理と利用率の向上を図ってまいります。

また、森林環境保全直接支援事業、いわゆる造林事業を継続して実施し、森林機能の維

持と適正管理に努めてまいります。

（５）村道の整備について

村道整備については、継続事業の村道阿波連線改良事業が平成19年度から工事が実施さ

れてきておりますが、平成28年度は橋梁工事のA2橋台の整備を予定しております。

また、国の緊急経済対策として、平成24年度と平成25年度に、社会インフラの長寿命化

に対する財政支援により、道路ストック総点検を実施してまいりました。

今後は、道路ストック総点検の結果に基づき、整備計画を策定し、緊急的な補修などを

実施して、道路交通の長期的な安全確保を図ってまいります。

村道の維持管理については、環境協力税を活用し、年間をとおした除草作業等や側溝の

清掃を実施して、景観の維持と災害の未然防止に努めてまいります。

（６）港湾・河川等の県事業の整備状況について

渡嘉敷川河川整備については、沖縄県が自然災害防止事業として、河川改修工事を行っ

ているところですが、平成28年度も引き続き改修工事が行われる予定となっております。

今後も河川改修工事がスムーズに進捗するよう、引き続き沖縄県と調整協議を行ってま

いります。

平成26年度に設置工事が完了する予定となっておりました、漁協が使用している浮桟橋

の新設工事については、昨年設置が完了いたしました。

また、平成26年7月に発生した台風災害渡嘉敷港防波堤復旧工事については、工事の遅

れにより、復旧完了予定が平成28年10月頃となっておりますが、沖縄県に対し、早期復旧

の要請を行っているところであります。
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港ターミナルについては、施設の機能強化と利便性の向上を図るとともに、今後とも沖

縄県と協議し、施設の有効活用を促進してまいります。

その他の港湾施設についても、護岸の嵩上げ改良をはじめ、施設の安全と機能が低下し

ないよう、沖縄県に対し改善を要望していくとともに、施設の適切な維持管理に努めてま

いります。

（７）教育行政について

少子・高齢化が進み、グローバル化の進展や地球環境の持続性が重要な課題となる中、

確かな学力と生きる力などの学力向上の推進や、いじめの問題、子どもの貧困率の増加な

ど社会的な課題が顕著化しており、その対策に地域における教育の充実がますます重要と

されております。

昨年は、教育の政治的中立性、継続性、安定性の確保など、地方教育行政における責任

の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るとともに、地方に対する

国の関与の見直しを図るため、地方教育制度の大幅な改正が行われ、「地方教育行政の組

織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が平成27年４月から施行されました。

本村においても、総合教育会議の開催や教育大綱の策定を実施してきたところでありま

す。

村教育大綱においては、「人が煙めく、学びが広がる・とかしき」を基本に、確かな学

力を身につけ、生きる力や豊かな心の育成を重視した学校教育を推進し、学校教育環境の

施設整備など総合的な学習環境づくりを行い、幼・小・中一貫した教育の充実を図ってま

いります。

社会教育及び生涯学習については、自己を高め続けようとする村民意識に対応した、質

の高い芸術、文化活動、生涯学習・生涯スポーツ活動の積極的な展開に、公民館活動を活

性化させ、村にある国の機関の青少年交流の家と連携して推進してまいります。

また、幼児や青少年を対象にした教育力の向上や家庭教育の充実、歴史・文化活動の推

進など村民参加のもとで進め、村民自らの学習、文化、地域教育活動がむらづくりを支え、

むらの活性化を促す社会教育及び生涯学習の機会を積極的に展開してまいります。

さらに、伝統文化・地域資源をはじめ、有形・無形の貴重な文化遺産の保存と活用を図

ることにより、地域を愛し個性ある人材を育てるとともに「人が煌めく、学びが広がる・

とかしき」を創出する教育文化の格調高いむらづくりを進めてまいります。

一方、児童・生徒が減少する中、学校教育の活性化と児童生徒の健全な育成を図ること

を目的に、地域の子どもたちと共に通学し、島の自然と歴史風土や文化の体験を希望する

児童・生徒を、里親を活用して「島体験留学生」の受入を支援してまいります。

平成28年度の教育委員会の主な事業として

（１）子育て支援事業に

離島高校生修学支援事業(2,735千円)
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入学祝い金支給事業(510千円)

島体験留学制度支援事業(新規2,376千円)

幼稚園児保育入園料の免除(995千円)

（２）学習環境改善事業に

学校ＩＣＴ活用指導支援事業(新規、電子黒板等15,539千円)

教育環境充実事業(新規、学習塾8,396千円)

小学校学習支援員配置事業(4,496千円)

児童・生徒スポーツ等派遣事業(3,783千円)

（３）学校施設整備事業に

阿波連小学校屋内運動場改築事業(新規、294,101千円)

渡嘉敷幼稚園園舎新増改築設計委託費(新規、12,648千円)

渡嘉敷小中学校太陽光発電設備事業(51,262千円)

阿波連小学校太陽光発電設備事業(42,958千円)

（４）交流学習振興事業に

中学校交流学習派遣事業(スキー体験、1,140千円)

海外ホームステイ派遣事業(1,671千円)

以上のとおり、子育て支援や学校教育の整備促進に重点的に予算を計上して、地域の教

育力向上に取り組んでまいります。

５）おわりに

これまで、平成28年度の村政運営の基本姿勢と諸施策について申し述べてまいりました

が、これを執行する本年度の各会計の予算規模は次のとおりであります。

平成28年度各会計当初予算額 (単位:千円%)

会 計 名 28年度 27年度 増減額 増減率

一 般 会 計 1,939,052 1,946,796 △7,744 △0.4

航路事業特別会計 523,864 529,500 △5,636 △1.1

国民健康保険事業特別会計 106,913 112,272 △5,359 △4.7

後期高齢者医療特別会計 5,649 5,821 △172 △3.0

簡易水道事業特別会計 76,156 124,368 △48,212 △38.7

下水道事業特別会計 45,397 28,608 16,789 58.7

合 計 2,697,031 2,747,365 △50,334 △1.8

以上のとおり、提案しております予算の執行に当たっては、最小の経費で最大の効果を

上げるという認識のもと、職員全体が改革意識を持ち、行財政の効率的な運営を図り、住

民福祉と生活の向上にむけ、なお一層努力してまいる所存であります。

ここに、村議会をはじめ、村民の皆様の深いご理解とご協力を賜りますようお願い申し
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上げて、平成28年度の施政方針と致します。

平成28年３月８日 渡嘉敷村長 松本好勝

失礼しました。ただいまの１ページの下から６行目、平成28年度なんですけれども平成

27年度と読んだようですので、28年度に訂正をお願いしたいと思います。

○ 玉城保弘議長

これにて施政方針を終わります。

暫時休憩いたします。

再開します。

日程第６、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。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

議長、６番。おはようございます。28年度３月定例トップバッターでございます。通告

に基づいて４点ほど一般質問いたします。まず、11月６日に中止になったとかしきマラソ

ンについてでございます。ごめんなさい、２月６日ですね、中止になったとかしきマラソ

ンについてでございます。これは先ほど村長も施政方針の中でもいろいろ述べてましたけ

れども、かなり苦渋な思いをされたことだと思います。本当にご苦労さんでございました。

幸いに、これは私ふうに言わせると、10回までスムーズにきたと、これが記念大会じゃな

かったのが少しは幸いしたかなと思います。村長、この中止に関してこれは想定外であっ

たのか、内であったのかをお尋ねします。

○ 松本好勝村長

１週間前から天気とにらめっこというふうなことでありましたけれども、止むに止まれ

ぬといいますか、ただ少し時期が遅かったかなというふうには感じておりますけれども、

今後、今大会の中止を本当に苦渋の決断ではございましたけれども、これを次年度に、今

大会だけでのことではなくして、次回につながることがあるもんですから、まず安全第一

をとろうという決断であります。ですから私自身想定はしていませんでしたけれども、こ

うなるとはですね、できるものとして最後まで頑張りましたが、そして両船長を呼んで、

こういうことで協議をして、まず安全第一だということで決断をしたという、本当に残念

なことではありました。いま與那嶺議員がおっしゃるように第10回まではスムーズといい

ますかね、わりと時化てもできたということでしたけれども、今回の11回目に限ってこう

いうことになったというのは、私自身としてもたいへん残念なところでございます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

想定外だったということですね。これは想定できるわけですよね、頻繁に２月になった

ら高速艇が欠航するわけだから。ですけどこれ今まで中止がなかったということで今年も

大丈夫だろうというふうな考えがどこかにあったのだろうと思います。これは過ぎたこと
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ですので、次回からの大会に関して反映されればいいかなと思っていますけれども。

高速艇で運ぶ、大会がスタートする前に約300名ですよね、２回往復すると。これをフ

ェリーで午前中２回という、そういったシミュレーション的なものはできないものかどう

かですね。例えばフェリーで運航すると３ないし４ｍは今のところたいがい運航していま

す。ですけど高速艇になったら欠航となっていますので、率としてはフェリーの方が運営

できる率は高いんじゃないかと思いますが、村長この件に関してどのようなお考えですか。

○ 松本好勝村長

おっしゃるとおりなんですけれども、この方については次回から高速船で最高定員が20

0プラス200ですから400ということになりますけれども、それを抜きにして考えるべきで

はないかなということも私たち考えているところですが、次回におきましては、その運行

規定が今まででしたら３から無理ということですが、現在のフェリーになってからは４ｍ

まではなんとか運行していますので、それに基づいて大会規定を直すべきではないのかな

ということなどを商工観光課長なんかと話しているんですけれども、これまでの経緯とし

て、こういうことがうたってあるんですけれども、とかしきマラソンの実施要項の中に20

ほどいろいろ細かい点があるんですが、大会中止の規定があり、大会当日に高速船マリン

ライナーが海上時化により欠航した場合は開催を中止することになっていますので、大会

当日の気象情報、予報及び定期船の運航を検討し、今度の中止を決定したということ等が

あります。ですからマリンライナーの運ぶということも１つの要綱にうたってありますの

で、次回から高速船抜きにしても、フェリーだけで２回運ぶ方法はないかなと研究すべき

だと思いますので、船長等とも協議をして最終的な決定をしたいと思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

また別の案もありますよ。例えば代船、フェリーが午前中で２回無理でしたら代船をお

願いするとかいう方法で、いま村長がおっしゃったように出来るだけ高速艇抜きで大会が

運営できる方法を真剣に考えるべきだと思いますよ。というのはですね、３月、私が知っ

てるだけでも大会が３つあります。ランナーというのはどこの大会を走るか大概決めるん

です。今回渡嘉敷が中止になった、来年もやばいぞと。そこよりはどこかにエントリーし

ようというふうな。先ほどリピーターという話もありましたが、その逆もありますからね、

これは出来るだけ前向きに考えて、私は今回中止になったかというのを責めているわけじ

ゃないですよ。これからどうしたらスムーズにできるかということを前向きに検討してい

ただきたいと思いますけど、もう一度改めて答弁お願いします。

○ 松本好勝村長

ご指摘のように、今度このお詫びの企業回りしたときも、今後の問題として、そういっ

たことはある企業からもこういうふうなどう思いますかといろいろありますので、このこ

とにつきましては今回の中止を反省して、改めべきところは改めていきたいと思います。

いま與那嶺議員がおっしゃる、フェリー２回という午前中にですね、それも検討しなけれ
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ばいけないのではないかということで私自身も考えているところではございます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

ちょっと船舶課長にお尋ねしたいんですけれど、仮に８時に船が出て少々スタートずら

すということになったら可能ですかね、そのシミュレーションをやってほしいと思うんで

すがどんなですか。

○ 島村清船舶課長

いま具体的に時間が出ましたけれど、今後ですね、もちろん大会が実施されないと船便

を考えてもしょうがないわけですので、出発時間に関しては今後の検討事項でございます

ので、うちのフェリーを２回動かして開催が可能か、今後各関係者と探っていきたいと思

います。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

あまりまた船便がよすぎてね、日帰りばっかりになるとまた問題ですよね。宿泊もある

程度考えながら、何名か、ぜひ帰らないといけないメンバーもいるはずですけれど、そこ

らへん含めて再検討してほしいと思います。この大会はランナーだけじゃなくして島のオ

バーたちも非常に残念がっている声が聞こえましたので、出来るだけ運営がスムーズに行

えるように頑張って下さい。お願いします。

次、イノシシ対策についてでございます。昨年から稲作の被害が発生しました。今まで

稲作はなかったんですが、昨年からかなり被害が発生しています。これは農家の方から今

の状態ではもうやっても、ちょうど収穫の時期になったらやられるという、せっかくそこ

まで育てたのにというのがあって非常に嘆いております。それであれだけお金をかけて土

地改良したわけですから、そのまま放置するというのも非常に問題があると思いますので、

農家としてはいまワイヤーメッシュとか、あるいは《ネズカミ》等で対策していますけど、

これはかなり費用がかかるということで、何とか補助できないものかという声があります。

先ほど村長も施政方針の中で、やる気のある農業者を支援していきたいというふうに述べ

られていました、そこらへん強く期待したいと思いますが、どうですかね、村長。

○ 松本好勝村長

このイノシシ問題につきましては、個人的にもいろいろ農家のおばあさんたちからも、

そういった苦情等を受けております。それで現在イノシシの捕獲駆除を行っているところ

ですけれども、籠式といいますかそれをやっていますが、イノシシによる農作物への被害

は年々拡大している状況ということです。村としても新たな被害防止対策を講じる必要が

あると考えております。被害防止対策として侵入防止柵等を設置することは最も有効な策

ではありますが、村で農地周辺全体的に柵を設置するのか、または農家の方々に購入費用

等の一部を補助するか、財政面も含めて検討してまいりたいと思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

今の村長の答弁は前向きに考えているなというふうに私は思っています。確かにあれだ
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けの農地をワイヤーメッシュ等でやるとなったら環境的にも美化的にもあまりいいものじ

ゃないなという感じはするんですけど、そういう対策をやらないといま農作物ができない

というのが現状であります。これは稲作農家が12所帯ぐらいありますか、ぜひワイヤーメ

ッシュ等は強く希望するということでございました。村長がおっしゃった柵ですね、壁で

すか、聞くところによると人によっては放置していると、下から草も生えてきて壁自体は

見えないという話も聞こえますが、これは課長どんなですか現状的には、いま何名で、そ

れ従事している方がいらっしゃると思いますけれど。なんといいますかね、一生懸命とい

いますか、切磋琢磨にやっていますかね。

○ 神里敏明経済建設課長

現在、捕獲の実施隊、免許を持った方々が駆除処理をしておりますけれども、駆除され

ている方々も普段の仕事、業務を行いながら対応しているものですから、中には頻繁に回

れないという方もおりますし、また体調が悪くて、しばらく回れないという状況を本人か

ら聞いております。村といたしましても、やっぱり捕獲する時期が限られておりますので、

出来るだけその時期は集中して頑張ってもらいたいという指導等は行っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

そういう方々と何回かいろいろ協議したりするときがあるんですが、こういう言葉があ

るんです。獲っても金にならないからやる気がないというふうな、またこれ処分するのも

大変だよと。生きている動物を首締めて殺すのは簡単じゃないよということで、何回かは

獲ったらしいけど、もう獲る気がないというような感じもありましたけど、一回そのメン

バーを集めて今後の対策とか、そういうのを話し合う必要があるんじゃないかと思います

が、それに関してどう思いますか、課長。

○ 神里敏明経済建設課長

実施隊を含めた協議会という組織はございますので、定期的に総会は行っておりますけ

れども、出来るだけ早目の時期に総会をもって、そういった農家の方々からのお話、要望

とか、そういったことを含めてまた協議したいと思います。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

課長、26年度と27年度と捕獲数どれだけ違うの。

○ 神里敏明経済建設課長

現在、細かい資料は手元にないんですけれども、年間だいたいそんなに差はなく100頭

前後の捕獲数となっております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

これいま檻は何器あるんですか。かなり10何万円ぐらいかかっていますよね１器。今現

在何器、捕獲器はいま何器現在あるんですか。

○ 神里敏明経済建設課長

現在、すみません手元に資料がないので、24器ほどあります。購入したものもあるし作
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製したものも含めてですね。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

狩猟資格の補助金がありますよね、研修の補助ですか、あれがマイナスになっていたけ

れど、希望者は毎年募集する予定なの？

○ 神里敏明経済建設課長

狩猟免許、資格を取得したいということを、当事者から話は27年度はなかったんですけ

れども、独自で率先して免許を取ったという方に対して、村がもちろんその駆除の実施隊

に加入するということで補助しております。これについては特に村の方で現在は募集とか

いうのはやっておりません。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

村長にお願いしておきますけど、先ほど村長も個人的に言われて大変だという、言う側

も大変ですよこれ。言われる側も大変だはずですけれど言う側も大変です。かなりのエネ

ルギーが必要となります。ですけれどこの問題をほっておいたら大変なことになりますの

で、一層この問題に関しては努力してくださるようお願いしておきます。その決意を聞き

たいと思います。

○ 松本好勝村長

與那嶺議員がおっしゃるとおり、言う人も大変だろうし答える方も大変だと私は思って

おります。ですからこのことにつきましては前向きに検討して、こういうことをこの場で

述べていいのかどうか分かりませんけれども、もう農業はヌーチュクティン チュクイ

グレー アランと。このイノシシからどうかしてくれないということで私にも苦情を言う

方々もいます。ですからこれは前向きに検討して、今後どうするかということで、その財

政との先ほど申し上げましたようにあれもありますけれども、前向きに検討するというこ

とでここでは申し上げておきます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

今の言葉非常に受け止めておきます。これは先ほど言った施政方針の、ただ文章だけの

文言じゃないように、手の抜くことないように努力してくださるようお願いいたします。

次いきます。パークゴルフについてでございます。この問題は村体協とも実施したと書

いておりますけれども、はっきり言って私自身がパークゴルフというのを見たこともない

しやったこともないんです。これは村長は出馬表明したときに公民館でおっしゃっていま

したよね、これは公約として理解してよろしいですか。

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、村でつくるという意味合いじゃなしに、交流の家さんと協力

をしてその遊休地をなんとかできないかなということで、東展望台近辺に随分ススキが生

えて使っていないところがありますので、そこを整備できないものかということで、極力、

私は村でつくるんですかという質問も受けたんですが、これは村じゃなしに交流の家さん
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と協力して、村もバックアップしますので、ぜひそこに、そういった遊休地を利用して活

用すれば、海でダイビングできない観光の方々も、そこで遊べるんじゃないかということ

の発想からでございます。ですから私は自分が任期中になんとかすぐつくるということは

言いませんけれども、要請をし、ぜひ、次に繋げていけるように、そういう対応をとって

いきたいと考えておりますので、ひとつこのへんのご理解をお願いしたいと思います。そ

して体協との問題は、その後の話ですので、そこらへん住民の皆さん方にも、一応、出馬

表明のときに公約として述べはしましたけれども、そういうことを提案しているというこ

とでご理解していただきたいと思います。私ももちろん任期中にこのことにつきましては

努力したいと思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

場所的なことですけど、村長、あんたが生まれたあの近くですか。

○ 松本好勝村長

下の方にいくんじゃないしその敷地内ですね、塀囲ってありますよね、その敷地内の東

展望台近辺、あるいはヒータテヤの碑があります。そこも随分広場がありますので、その

へんということでございます。ですから昔、国場組がキャンプしとったそこらへんの下ま

でということは考えておりません。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

その問題ですが、いま公約にだったということはおっしゃっていましたけれど、この問

題に対して、村長ももう１年になりますけれど、交流の家さんと協議なされたことはあり

ますか。

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、交流の家さんにもお願いをし、そして交流の家運営委員会に

私は渡嘉敷村長としてメンバーに含まれておりますので、その中でも、そういった提案は

してあります。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

先ほど一周マラソンの件も話したんですけどね、島にはあと１つそういったイベント的

なものがあっても、特に冬場ね、いいんじゃないかと思っているんです。久米島あたりも

去年からトライアスロンですか、かなりイベントある上に、また新たに企画しているわけ

ですよね、それで活性化しようと。今のところ渡嘉敷はイベントが１つしかないというこ

とで、祭り等もありはするんですけど、冬場のイベントとして実施できないものかと考え

ております。この件に関しては村長、かなり積極的に努力していただきたいと思いますけ

れど、先方があることですので、具体的な数字はちょっと読めないはずですけど、手加減

としてはどんなですかね。

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、一応、交流の家さんともこういった方向でいったらいいんじ
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ゃないですかと、これは村だけの問題じゃなしに交流の家さんの入客等につきましても、

今ご本人たちもたいへん努力をしていますけれども、こういうことをすれば利用者も増え

るんじゃないかという提案もしておりますので、向こうもおそらくそのことにつきまして

は努力をしたいというふうな本人たちの希望ではありますけれども、はっきりしたことは

いま得ておりません。何分にも今の厳しい状況でございますので、予算も交流の家さん自

体何か削られるような話もありますので、今はこういった施設、修繕等についても、たい

へん厳しい状態が続いているという返事をいただいておりますけれども、このことについ

てもすぐいつから着工するとか、すぐはい分かりましたということは言えない状況でござ

いますので、引き続き私はこのことについては、ぜひ村のためでもある、そして利用者の

ためでもありますので、ぜひ引き続いて、このことは要請をしていきたいと思っておりま

す。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

村長、もし仮に交流の家さんの方が、これは予算的に厳しくて、これは不可能ですとな

った場合、村独自でも可能なんですか。

○ 松本好勝村長

向こうの施設内のことなもんですから、村で運営ということは現在のところ考えており

ません。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

村長これは公約ですから、何らかのかたちで実施することを、私は努力することを求め

ます。

次いきます。行政要望についてでございます。28年度は我が村は県に対して何を陳情す

るかということでございますけれど、それが決まっていたらお願いします。

○ 松本好勝村長

28年度は、まず一番やるべきことは港湾整備です。そしてもちろん灯台のある一文字の

ことにつきましては県が一生懸命努力してやってますけれども、今日の施政方針でそのこ

とを述べましたが、おそらく10月という返事はもらっていますが、今のような作業工程の

状況からみましたら、一文字の災害復旧も10月までにどうかなと感じております。なぜな

らば東風の度に作業船を移動して桟橋に接岸しなければいけないと、そういった頻繁に手

間取っているような感じを受けております。ですから工程どおり10月に完成すればいいけ

れども、私たちとしてはできたら、当初の考えはですよ、夏場の台風時期までにはなんと

かできるのではないかと思っていましたけれども、おそらくそういうことは現時点におい

ては難しいと考えております。
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それと、長期計画でいま渡嘉敷港で一番困っているのは、これは古い方々もお亡くなり

になった大先輩の方々からも言われ続けたことなんですけれども、東向きにグスク向きに

船を置かない限りここでは船の対応はできないということを前の慶良間のＯＢの方々、そ

して現在に至ってもこういう状態が続いているということでありますので、私はこの長期

計画でもって、もちろん私が任期中にそれができるとは思いませんが、そういった要望書

をウフジーヤーといいますかね、そこの近くにグスク向かって桟橋をだすと１本、接岸を

ですね。そして今のように例えば、現在の桟橋に接岸をして荷役をすると、それだったら

その東風の場合には船を着け直して、東に向かって置けたらいいんじゃないかなと思って

おります。これをまず真っ先に私はやろうと思っています。

そして、座間味村を見た場合には、船を入り口に向かって置くものですから、修学旅行

生の朝早く出港する場合も那覇から出すんじゃなしに地元で船を泊めて朝早く出港させる

と、そういった方法をとっているわけですよね。ですから、おそらく渡嘉敷はいま７時に

出すということなんですが、冬場は７時でも暗いですよということ等がありますので、そ

こらへんは船長あたりからも、そういう要望を受けていますので、ぜひこういった長期契

約でもっての渡嘉敷港湾の整備を進めたいと思っております。この要望書はすぐにはおそ

らくはできないと思っておりますけれども、長期計画として上げようと思っております。

それから、もう１つは、いまどこの地域でも、そうなんですが村営住宅の建設、人口を

増やすには、今度の国調でも約30人ほど渡嘉敷は少なくなっております。これはこの間も

ある議員さんから、住もうと思っても住宅がないのに住めるかということがありましたけ

れども、村営住宅の建設を、これも28年度は難しいです。要請に行きましたけれども、28

年度の分に関してはもう割り当てされているんですよと、そうであるならば何年か前に計

画を入れておけばということも言われておりますので、これは引き続き要請しようと思っ

ております。そして、この村営住宅等に関しましては余所からの予算があまるということ

があれば優先的に回してもらうということにしてあります。ですから土地は確保されてい

る、しかしながら、その財源がないということでありますので、これをまず真っ先にやろ

うというふうに思っております。

それともう１つは、貸してくれる住宅があるのであれば、民間を活用した民間に住宅を

つくらせて、そういったことができないかなということで、なかなかいま日程組んで見に

来させようと思っても天気が悪くてこれなかったということがありますので、民間の方々

にこれを見ていただいて、用地をですね、それを何とかできないかなということで、その

ことも含めて進めようと考えております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

村長、最初に言った一文字の件は、あれは別に陳情しなくても実際工事はしているわけ

ですから、工期内には終わらないとしてもいつかは終わるわけですけれど、私が一番気に

なっていたのは、先ほどおっしゃった東向けの停泊ですよ。前回一般質問で島村さんも私
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も同じような質問をしています。それだけやっぱりどんな立派な船がきても、今回60ｔで

すか、テトラポットをつくると、きてもそんなに大きくは変わらないと思います。ですか

らそのことを強く、村長はいま長期とおっしゃいましたけど、先ほどの村営アパートの件

にしてもすぐ行ってすぐできるわけじゃないですから、事前にそういうのはそういう目的

意識をもって、我が村はこうであるということを強く陳情すべきだと思います。

これで私の一般質問は終わります。ご答弁ありがとうございました。

○ 玉城保弘議長

これで６番與那嶺雅晴議員の一般質問を終わります。

次に１番、宮平鉄哉議員の発言を許します。

○ １番 宮平鉄哉議員

一般質問の題ですけれど、前回聞いた駐車場の用地交渉と工程は進んでいますかと質問

書いてありますけれど、もうこれ４回目になります。全然進んでいないような感じ、交渉

とか、そういうのが進んでいるのかどうかを聞きたいけれど、まずそのことから教えて下

さい。

○ 松本好勝村長

同じような答弁になるかと思いますけれども、提案のある駐車場の整備については個人

有地の承諾が得られないということでございます。青少年旅行村も背後地が保安林となっ

ていることから整備には至っていないとの答弁をこれまで行ってきました。前回、これは

12月の定例会以降の用地交渉においても借用の了解は得られませんでした。駐車場を整備

するためには了解を得られない地主の土地がどうしても必要であることから、その土地が

確保できない状況では駐車場整備も現段階では困難な状況であります。ビーチ周辺の用地

確保も困難な状況であるため、当面は現在の駐車場を利用していただくようご案内するし

かないかなと思いますので、ひとつそこらへんのご理解をお願いしたいと思います。

これまでこの地主の方には相談をしてはありますけれども、難しいという答弁しか出て

おりません。それとその１カ所は了解を取ってあるんですが、村が使うのであればいいで

すよいうことですが、如何せん引っ付いているためにその一方の土地が了解が得られなけ

ればもう手の付けようがないという今の段階でございます。

○ １番 宮平鉄哉議員

休憩お願います。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ １番 宮平鉄哉議員

気になって、立ち話ですけれど、担当課長と農協の前だったかなそういう話をどこまで

進んでいるかと聞いたんです。そうしたら上司が何も言わないのに僕が動けるねという感
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じのことなんです。全然ノータッチ、無関心という感じですよ。もうちょっと観光客のた

めに考えて下さいよ。こっちは必死になって車ぶつけないうちに、そういう感じで考えて

あげようと一般質問を出しているのにさ、上司が何もしてない、誰もしない、そういう言

葉が返ってきたら、おもしろくないでしょう、こっちも。どうですか村長、もう一つお願

いします、答弁。

○ 松本好勝村長

これはもう個人の土地のことは申し上げにくいんですけれども、これは地域の皆さん方

にも協力してもらってということがありますので、ぜひそのことにつきましては地域住民

の皆さん方も協力するのであればできますけれども、いやこの土地は使っては駄目ですよ

といわれるのであれば、もう私たちとしてはどうしようもないというのが現時点の答弁と

なります。

○ １番 宮平鉄哉議員

いま小嶺安雄さんの土地にいけないということですか、この話は。この人が駄目なら駄

目ということで、ちょっと30ｍぐらい回ったら行けるという感じじゃないですか。

○ 松本好勝村長

今のその土地のことにつきましては、これ調査をしてからお返事したいと思います。

○ １番 宮平鉄哉議員

そろそろ夏も近づいてきますから、早目にしてもらわないと観光客が29台のレンタカー

が売れた場合にそういう目にまた同じようなことが起きたりする感じがしますから頑張っ

て下さい。

次に、旅行村内の施設について、これも前に１回やったことありますね、プール内に雨

水が溜まり蚊が発生することがあるから水を取ってくれないかとお願いしたんだけれど

も、その時にはプールの水も取ってもらいました。それからあとまた変わったのか見てま

したけれど、また続いた長い雨でいっぱいになっている感じがしますね。この水は今は寒

いから何ともないと思いますけど、これから夏に向かっていって蚊のボウフラですか、幼

虫というか、そういうのが産卵のためにまた増えてきたら嫌だなと思います。キャンプ場

の人も蚊が多かったとなりますから、その方に対して何かいい方法がないかなと思って一

般質問を出したんですけど、どう思いますか、そのことに対して。

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、昨年の６月定例会でも質問を受けております。これまで蚊の

発生原因とならないように定期的に水中ポンプによる溜まった水の排水を行うようにして

おります。今後は旅行村施設の管理を行っている指定管理者へプールの管理を行うようお

願いしていくというふうに思っております。

○ １番 宮平鉄哉議員

水をポンプがはき出しきれなかったら、その水の中に例えばトウギョとかキンギョとか
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入れたらボウフラなんか食べてくれるから、それも一つの案だと思っております。とにか

く蚊が増えないような感じでお願いしたいと思います。

次に、クバ林、ビロウ樹ですね、クバ、周辺にたくさんあったベンチが１つも見えない

感じがするんですけど、これはどこか倉庫にでも置いているんですか。

○ 松本好勝村長

クバ山の下の腰掛けのこと、ベンチのことだと思っておりますけれども、このことにつ

いては老朽化が進んでいるために、平成24年10月に全部撤去して片付けたということでご

ざいます。

○ １番 宮平鉄哉議員

ベンチの老朽化というんですけど、これはもうスクラップにしたということですか。

○ 松本好勝村長

これは議会でそういう指摘を受けておりますので、25年に全部撤去して危険防止をした

ということです。

○ １番 宮平鉄哉議員

このベンチはスクラップしたんですかと聞いたんですけど、これは単なる鉄じゃないん

ですよ。お寺の除夜の鐘みたいな鋳物なもんだからなかなか腐らない、長持ちする地鉄。

これは地鉄も分厚くて、僕らが死んでもまだ残っているはずです。だからそれは２回目の

修理のときに板をちゃんとやってボルトで留めて、先に鉄よりも木の方が腐っている感じ

だったんです。だからこの本体があったらまたきれいなベンチができるんです、あれ。昔

の話だけど、これを造った本人、棚原鉄鋼というところで地鉄でやった感じで長持ちする

鉄なんですよ。だから貴重なものだから、スクラップしてなかったらまだ倉庫にあったら

また使えるような本体なんです。絶対に腐らないんですこれ。昔のシンメーナビみたいな

感じなんで。それ捨てていたらどうしようもないけど、倉庫かどこかにあったらまたでき

ますよ。これ考えて下さい。

お年寄りの方は旅行村、クバ山にオジーとオバーが行ってから、椅子グヮーもなくてイ

チヘーヘーしたという感じのことを言っていたので、なるほどベンチもあった方が、自然

公園のところに１つでもベンチに年寄りの方を座らせたいなという感じで一般質問してい

ますから、これもひとつお年寄りのおもてなしで考えてください。本当に１個もないんで

すよ、あそこに。

次に、もう１つ、今度はアスファルト道路の部分が古くなったせいか、円形状に剥がれ

て、車輌が通る度にバラスが飛び跳ねている。子どもの多くいる場所なので危ないと住民

からクレームがありました。聞いてみたら、本物のアスファルト工事のものじゃなくてタ

ール舗装とかいっていましたね、だから早く剥がれるんじゃないのと住民の方が言ってい

ましたけど、このタール舗装について質問します。

○ 松本好勝村長
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おそらくこのことについては、いま場所は申し上げておりませんが、聞いた範囲では慶

良間マリンの前の道路というふうに思っております。私もこの間、ダイビング協会が向こ

うへ行くために、ダイビングのサンゴを付けにいく前にそこを通りました、確認をしまし

たけれども、確かにおっしゃるように２、３カ所穴が空いていると、５㎝ぐらい下がりま

すかね、そういうところがありましたので、そのことについては早急に補修を行いたいと

思っておりますけれども、一つお願いしたいのは、こういった場所が役場の方でいちいち

目が行き届かないといいますかね、ありますので、ぜひ気がついたら経済課にでも連絡し

てもらえたら、それはすぐ対応したいと思いますけれども、定例会というのは年に４回し

かありませんので、そこまで待つよりは、気がついた時にすぐパッとやれば課の方で対応

させたいと思っておりますので、次回からひとつ定例会の前でもよろしいですから、そう

いったことの連絡をお願いしたいと思います。

○ １番 宮平鉄哉議員

これは知り合いの人から議会があるということで、これを言ってくれないかと言われた

もんで、２、３日前に一般質問に上げたんですけれど、直接役場行って、そういうことが

ありますよといっても一緒だと思います。要はやってくれるかやってくれないかの問題で

あって、そういうためにやっていますから。

４つ目、境界の壁の修繕について、公共住宅、教員住宅くばやま寮の東側の塀の壁を円

形状に直してほしい。車輌の運転がしにくくて何度か車の損害がある。この問題は要する

に公共の利用というか、個人の土地で頑固な人だったら嫌だというならあれなんだけれど

も、公共の施設の範囲なので、ましては交差点には全部の角がないんですよね、道路も阿

波連でも渡嘉敷でも、そうだと思いますけれども、車が通りやすくなっているんですけど、

ここだけは何十年前から、40、50年前かもしれないけれど、そういう角があって、車、ハ

イエースとか、マイクロバスとかちょっと大きいものは、角が90度なものですから、学校

側からしたら左折するときに、どうしても右側の、あれは大城良明さんですか、仲原さん

の家の空き屋敷までタイヤを持っていかないと左に曲がれないという感じなんです。だか

ら要するに角があるもんだからそういう感じになっているけれど、あれはまだ地主がこっ

ちにいないもんだからそういう感じで、人の土地にまでタイヤがはまってから左側に曲が

っている感じなんですけれども、ぜひあれば、15、16年前にも一般質問に出した記憶があ

るんですが、これはできないことでもないと。当時の村長が言っていましたけれども、そ

れから16年経ってもまだ一向にしていない。その間には島ンチュ同士だったら車でも要領

よくやるから車も傷めないけど、アルバイトの人なんかに車を持たせたら車が壁に何回も、

壁自体に車のカラーが着いている感じですから、要は運転しにくいということですよ。安

全のためにはやってもらいたいとそう思います。いかがですか、村長。

○ 松本好勝村長

このことについては以前にも宮平議員から同じような質問を受けております。安全確保
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のためにその近くにカーブミラーなどを設置してこれまで対応してきております。この道

路部分については現在改良計画はありませんが、道路の拡幅については道路改良計画が必

要となりますので、今後の課題とさせて下さいというふうに、担当課の方からは回ってき

ておりませんが、平成17年の６月議会の定例会の議事録を読ませてもらいました。平成16

年でも質問されております。その時に確か４回目の同様の質問を受けております。ですか

ら今回でおそらく５回かそこらになるのではないかと私は思っておりますけれども、阿波

連地域の住民の皆さんが、それほど困っているのであれば、調査をいたしました私は、こ

の間、その角の方、ウガンジュもあります、慰霊塔もありますけれども、この教員住宅の

敷地内に村有地であると以前からいわれておりますので、調査をして予算措置が可能であ

れば担当課の方に相談をして直すように前向きに検討したいと思います。

○ １番 宮平鉄哉議員

その場所は何年前とか、４回やっているということなんですけれども、阿波連小学校の

運動会、阿波連小学校の学習発表会、その時にその道路のところに行って、要するに空き

地があるもんだからあそこの前の方に、サンフラワーのところとかこっちの道路のところ

に、車を停めて、運動場には停められないからと車をいっぱい停めてパーキングみたいに

使っている例もあるし、学習発表会のときは運動場に置けなかったらこっちに置くという

感じ。若しくは学校とサンフラワーの間に車を停めていたら逃げ道が必要なんですよどう

しても、車の逃げ道が。サンフラワーと学校のところ車、カギかけて海水浴行ったら絶対

通れませんよ。だからその道はどうしても必要なんですよ。必要なのに角がこうなったら

有効的に使えてないから、それを考えて下さい、お願いします。

○ 松本好勝村長

十分内容は、これまでにも定例会等でいろいろ聞いておりますので分かりました。再度

申し上げますけれども、阿波連地域の方々の皆さん方が、それほど困っているのであれば

予算措置をして前向きにその部分を検討して、できたら直してあげたいと思っております。

ただ、ウガンジュ等の問題もありますので、少しまだ調査をする必要があります。ですか

ら前向きに検討するということで、今日この場では申し上げておきます。

○ １番 宮平鉄哉議員

阿波連住民が必要であればということを言うんですけれど、これは阿波連住民何名以上

とかそんなもんじゃないですよ。そういう言い方をしてたらもう。だったら聞きますよ、

村長、前回の村長にも聞きました、個人の予算でやっていいんですか、これだけ聞きます。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 松本好勝村長

繰り返しますけれども、地域住民のために前向きに検討して修復するようにしたいと思
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います。

○ １番 宮平鉄哉議員

お願いします。終わります。

○ 玉城保弘議長

これで宮平鉄哉議員の一般質問を終わります。

休憩します。

再開します。

次に２番島村武議員の発言を許します。

○ ２番 島村武議員

通告してありました通告書に従って質問をしてまいります。まず１番目の一括交付金に

ついてでございます。28年度の申請事業の認可状況についてというかたちでだしておりま

す。前もって執行部の方から新規継続両方合わせて16事業について予算が計上されている

わけですけれども、それが約２億円、去年の一括の事業費が2億5千400万だということで

この金額につきましては、ほぼ毎年同額ほどが割り当てといいますか金額的にはそこらへ

んいくのかなと思っておりますけれども、そこからすると約5千万円ぐらいが予算的に余

裕の分と、まだ計上されていない分にあたるのかなという思いがありますけれども、昨今、

新聞とかテレビとかでもよく耳にしますけれども、この一括交付金がだいぶ使い勝手が悪

いと当初は思ったよりは悪いということで、だいぶ不用額が補正で締め付けが強いという

ような思いがあって、この16事業部は計上されていますけれども、まず１点は、今年の総

額とそれから２億円を引いた残額に対する事業の予定、その内容をお伺いします。

○ 松本好勝村長

平成28年度の一括交付金を活用した事業については継続事業、ご指摘のように７事業、

新規事業９事業の計16事業要望しておりますが、現在のところまだ内諾や交付決定は受け

ておりましせん。その概要等について総務課長の方から答弁させます。

○ 宮平昌治総務課長

28年度の一括交付金事業については、先ほど村長から答弁がありましたように継続と新

規合わせて16事業要望しておりまして、本村の配分額が2億4千900万交付金ベースで、事

業費ベースでいきますと3億1千125万円になるんですが、今、要望している事業の金額は

まだ2億4千900万配分額に達しておりません。あと議員からお話がありましたとおり5千万

ほど残っております。この事業２次要望というかたちで、今度また要望に上げるんですが、

午前中、村長の方から内閣府との28年度事業の話し合いを持ったというお話がございまし

たが、その際に、内閣府に要望したのは、まち・ひと・しごと創生法で人口増加に資する

事業を推進してほしいという国の方針もございまして、本村も空き屋対策とか、そのへん

も絡めて移住者の受け入れに繋がるような空き民家を一括交付金を活用してできないかと

いうふうな要望は出しております。その際、内閣府の方から特にできないという理由はな
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いので、今後、要望を上げるんでしたら県と内閣府と詰めていきましょうという前向きな

回答をいただきましたので、5千万については、その方向で活用していったらどうかなと

いう前提で内閣府と相談をしたということでございますので、その人口増加対策に使うこ

とも一つの案なのかなというふうには考えております。

○ ２番 島村武議員

毎年度この一次審査がはっきりと認可が出るのが約７月ぐらいが最終になりますかね。

毎年度そうですよね。その頃には出そろってくるんだろうというふうに思っております。

ということは７月頃にはまた予算の内容が変わってくるということになるわけですね。そ

こでまあそれはよくわかりました。それは一応おいておきます。

その上でこれは先日も総務課長と少しお話させてもらったときに申し上げておいたこと

なんですが、去年の９月の一般質問でもこれ、私、取り上げましたが、ご存じのように漁

業協同組合が26年度から村に対して要望を出しておりました。加工場の建設と、それから

氷を運ぶ施設と、それにパヤオの部分というのを当初は27年度の予算として要望してあっ

たわけですけれども、村長からお話を伺った限りでは27年度は保育園がだいぶ金額入りま

したので計上ができないというようなことで、28年度にはやりたいというようなお話もう

かがっておりましたし、９月の一般質問の中でも、そのような答弁だったというふうに記

憶をしております。その中で金額的にかなりいっているのは承知をしておりますけれども、

この要望の段階までいかなかったと。これはどういう原因があるのか、そこらへんは村長

の方からご答弁をいただきたいんですが、いかがでしょうか。

○ 松本好勝村長

渡嘉敷漁業共同組合から要望のあったマグロジャーキー加工場整備工事については、島

村議員へ一括交付金活用しての事業要望を行うと申し上げたところでございますが、継続

事業７事業や、これまで要望してあった事業を優先に配分したことにより、28年度におい

ては事業費の確保ができずに要望出来ませんでした。

漁協からの要望事項については、1億4千9百万と事業費が高額なため、継続事業や新規

事業の調整を行い、本村の一活交付金の配分量内で、事業費の確保が可能かどうか判断し

て行かなければ行かないというふうに考えているところでございます。

○ ２番 島村武議員

出来なかった理由は高額だから出来なかったというお話でございますよね。これ来年

度についても同様のお考えになるわけですか。

○ 松本好勝村長

そうですね、まだはっきりと打ち合わせしておりませんけれども、今年また阿波連小学

校等の問題が出てきまして、それを優先的にやったということでございます。

○ ２番 島村武議員

私が伺っているのは、来年度の予算要求に関しても、今年と同じスタンスで望むんです
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かということをお伺いしているわけです。何故こういうことを伺いするかというと、先ほ

ど申しましたけど、26年度から要望している問題です。これは私の前任者がやられていま

すけれども、それを踏まえて再度、私の方からも要望した時点では28年度の予算内におい

てやりますと、あるいは総務課長、補足答弁でそれでやりたいと思っていますと、ご答弁

もなされておりますので、組合側としては、今年、計上していただけるもんだと、そうい

うふうに認識しますよ、そういう思いになるのは当然だと思います。ですから今年に期待

をしていたけれど、今年はいろんな事情が確かに船舶の予約システムや避難道路等々も含

めますと、ほぼそれで1億ぐらいなりますので、そしたら1億5千万に近い予算というのは

一括で組み込むことはなかなか難しいだろうなと、それは想像に難くはないんですけれど

同じようなこれだけ期待をいだかしたもの、同じスタンスでまた来年なって来年また事業

入ってきたら、これまた同じまた金額が大きいからと、またそれ翌年に回すんですか、そ

このあなたの覚悟を聞いているんです。

○ 松本好勝村長

このことについては、これから取り組んでいかなければいけないんですけれどもいろい

ろ事業の精査をしてをしてからしかもう何年度にやるということは申し上げることはでき

ません。ですけれども今年度そしてこれは前向きに、この要望等については村としても力

をいれなければいけないということではあるんですけれども、学校優先にしてきたために

ということで、ひとつご理解をしていただきたいというふうに思いますけれども、同じス

タンスで次々伸ばすということではございませんので、そこらへんよろしくお願いしたい

と思います。

○ ２番 島村武議員

これだけこの事業に対して村長もやりたいと思っていたという気持ちはもう本当だとは

思っておりますよ。思っていますけれど１年間こういうかたちで延びていると、これなぜ

かといいますと、もう相当老朽化しているから、老朽化していて先行きが見えない状況の

中で地震か何かあったときに少しでも崩れたりしたら職員の命がかかわってきますこうい

うの従業員の、そういう状況もあり、それから古いがゆえにいろんな空調の部分もよくあ

りませんので、結局、新しく、場所に造るしかないというのが結論に至って、26年から要

望してまいったわけです。

去年も２月に一遍、それから12月に一遍、中部保健所からも検査入っています。そこで

もだいぶいろんなこと指摘されていますけれども、古いが故にやっぱり空調が悪いと当然

カビの類になりますし、それの改善をしなさいですけれども、もし今年それが実現するの

であれば、そこにお金をかけなくてもできたという、いろんなそういう背景があるわけで

す。それだけ期待もしていましたと、そういうことですし、将来的にもし何年か延びるよ

うであれば、これはあそこで営業するわけにはいかないので保健所から止められますから、

逆にそこでお金をかけてやらなければいけないという状況が現在生じております。ただこ
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こでこればっかり議論していたら、私、時間無くなりますので、これ議会が終了しだい27

年の12月に１回要望書、計画書事業計画、説明付けて出してありますので、これは新たに

して、４月に入ってから新年度に入ってから、また改めて要望書を出させていただきます

ので、それを元にいつ頃どうしていくのか、あるいは方法論として加工場を先に整備して

あとを次年度に回すとか、あるいは予算的に希望があるのであれば、部分的にまた今年に

するとかというような、この方法論については少しお話し合いを持ちたいなというふうに

考えておりますので、ひとつ真剣にやっていただかないと、あの事業は正直言いましてこ

れからもう、今、伸び盛りになって供給が間に合わないと、だから移転しても新しいのを

造って事業を伸ばしていこうという、組合側もそれにひとつの基幹組合の大きな基幹の部

分です。専業もちろんありますけれども、ですからどうしてもこれは取り組んでいかなか

ない事業だし、早急に改善をしなければいけない、あそこの事業所ですので、これ待った

なしという状況にあるということをしっかりと胸に刻んでいただいていただきたいなとい

うふうに考えております。

次に移ります。遊漁船のバースの整備についてでございます。ご存じのようにあそこに

港内のまだ未舗装の部分がありますけれども、これは嵩上げの工事とかこの進み具合に合

わせて整備をしていくのか、これについての計画は現在どうなっているんでしょうか。

○ 松本好勝村長

未舗装部分についてのことなんですけれども、用途が産業用野積場となっておりますが、

港湾管理者である沖縄県に舗装できないのかどうか確認をしましたけれども、舗装は行わ

ないとの見解を示しておりますので、現在の用途のまま使用していくというふうなことに

なっております。

○ ２番 島村武議員

となると阿波連との幹線道路、村道の完成に従って向こうに船を上げているのは、現在、

漁民の皆さんの船は、当然、向こうを整備すれば向こうに移しますけれども、あの未舗装

部分というのもはほぼ石ころがあって、風が吹いたらびゅんびゅん飛び交うような状況に

なるので向こうに船の保管というのは厳しいんじゃないかという思いがありますけれど

も、これは県はそこをやらないというのであれば、村が何か立てる対策とかというのは考

えられませんか。そこらへんはいかかでしょうか。

○ 松本好勝村長

27年度で今おっしゃるところの外側の嵩上げですね。それを載せておそらくできている

のではないかなと思っていますけれども、これを次年度にやるというふうに県とはそうい

う相談をしてあります。ですから現在のままで台風なんかのときにはおそらく更地ですか

ら、また石ころだけになってしまうのかなという懸念はありますけれども、その工事が嵩

上げが進みましたら、今みたいな石ころだらけということは、少しは良くなるのではない

かなというふうには思っております。ですから当分はもうそこは更地のままでということ
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になっていますので、その後の対策どうするか、もしも嵩上げもして効果がないというの

であれば当然ながら、これも考えなければいけないというふうには考えております。

○ ２番 島村武議員

去年の暮れかな、調査はやられていましたで工事は入るんだなと、予定は今年の工事の

予定ですよね28年度のね。だからそれが完成するとしたら現実に船をそこに止めることに

なって、台風時風の場合はどうなるのかんとそこらへんで判断もできるし、同時進行でし

かできないのかなという思いはありますけれども、ひとつそこらへん頭に入れていただい

て必要な折りには再度、県に力強く押していただいて広さにしてはそんなに広い場所では

ないので、使うのであればあそこ舗装することによって、向こうでも船の繋留というのが

できますから、上まで引き上げて行く必要がないというようなことが推測されますので、

整備をどうするかというのは合わせて考えていただきたいというふうに考えております。

次に巻き上げ機について、これ質問出しておりますけれども、申し訳ございません。い

ろいろデータが大まかなデータだけではエンジンの優位性がまだ把握できませんので、と

にかく今回は保留させていただいて詳細なデータが出て時点でエンジンの方が絶対有利だ

というデータがでましたら、またそのときに改めて質問させていただきます。

次に移ります。フェリーバースについて嵩上げの工事についてでありますけれども、こ

れは港湾最重点事項として村長もこれからの要請事項も考えておられるようですので、ま

た工事も決まっているというふうに新年度に回るというようなことも聞きました前年度の

予算残で取り組む予定だったのが、どこも予算の残がないというようなことで、今年に回

るというお話を伺っております。それで嵩上げがどういうかたちで進行していくのか、そ

して、２番目にロの部分ですね。これは当時、嵩上げの工事があるということで、この中

でたいした額がかからないから抱き合わせみたいなかたちで予算づけてができないかとい

うことで質問出しておりましたけれども、嵩上げの部分が今年の28年度に回ったというこ

とで、これの扱いは今後どうなるのか、これを伺いします。お願いします。

○ 松本好勝村長

フェリーバースの嵩上げのことですけれども、防舷材の嵩上げ工事については沖縄県と

しては、４月には発注手続きを取り、そして早ければ６月着工となるようでございます。

そういうことで現在の進捗状況でございますけれども、以前にも話がありました車止めの

腐食等についての漁船への錆の付着被害については沖縄県の方に確認をするようにという

ことで話は出してあります。しかしながら現時点ではまだ見ましたかというとまだ見てい

ないというふうなことになっております。ですから再度県へ早目に確認するように要請を

するつもりでございます。

○ ２番 島村武議員

フェリーの嵩上げについては６月の着工ということですので、できれば一緒にやってほ

しかったなという思いありますけれども錆は年々ひどくなっていきますし、特に北東より
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の風から東よりの風が吹く場合にはもうこれが散って、特に白い漁船が多いですから付く

と錆模様が広がってくるという現実にあるようです。極力、早く取り組んで、それも改修

をしていただきたいというふうに考えております。６月着工ということですので、この工

事が終わった頃にでも注視をしながら継続して、これの状況進捗については質問をしてま

いりたいというふうに考えております。

次に移ります。高速船の建造について、村長も施政方針の中でもいろいろ述べられてお

ります。一般質問の中でもいろいろそういう話が出ております。計画の進捗につきまして

はこれから委員会も組織するというようなお話でございましたけれども、ご存じのように

フェリーは県からかなりの額を助成をしていただいて相当助かったという、ものすごく実

感があるわけですけれども２隻目にはなりますけれども、この高速についても現在は県は

どのような考え方を持っているのかなというのを伺いしたいと思います。

○ 松本好勝村長

進捗の方から話しましょうね、これまでの。高速船建造については、もう平成12年の就

航からずいぶんたっていますけれども、計画の進捗状況といたしましては船舶課長それか

ら船長、機関長で構成された課内のワーキングチームに沖縄県の沖縄離島海運株式会社に

ご協力いただきながら代船の計画概要について合計これまでに４回の勉強会を実施いたし

ました。現場としての意見集約と高速船代船建造概要等について今とりまとめをしている

状況でございます。そして船舶課内のワーキングチームの勉強会でございますけれども船

長、機関長、船舶課長、そして離海振の担当者等でもって構成してこれまで進めているわ

けなんですけれども、昨年の平成27年10月２日に高速船の代船建造の概要についてまとめ

ましょうということで、あらましの計画になるかと思いますけれども27年12月７日に第２

回目、そして３回目が28年２月９日、最近ですけどクイーンざまみをお願いしましてトラ

イアルを運行したと現在のバースの方での離接岸が可能なのかどうかですね。といいます

のは、今日、午前中にも申し上げましたけれども５、６メートルうちの方の船よりクイー

ンの方が長いということ等がありましたので、そういうこともトライアルをいたしました。

そして運行後、計画船のまとめを、今、現在やっているとことです。この県とのなにぶん

にも金銭的な問題絡んできますので、１月29日に高速船代船建造支援についての沖縄県知

事への要望書ですね、これは渡嘉敷、座間味両村長名で沖縄県の企画部長へ直接提出をお

願いいたしました。そして沖縄県におきましては平成28年度において一括交付金事業の前

半５年間の検証作業を行ってから後半の交付金事業実施の見直し等を予定されているよう

で、今回の要望内容についてもこの中で検討していく予定とのことです。ですから28年度

中には建造費の支援等について何らかの回答があるものというふうに思っております。い

ずれにしましても代船建造には多額の費用負担となり、その財源確保に苦慮している状況

であり、今後は沖縄県からの回答を待ちながら建造計画についての検討をしているところ

でございます。ただそのときの日にちは企画部長と直接お会いしたときは、そういう話は
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やっていませんけれども企画部長はまた４月から知事皇室に異動というふうになっていま

したので、その後お会いしたときに部長わかっていますよねと。ちゃんともしも新聞の事

例どおり異動するのであれば後任にはちゃんとそれ引き継いでくださいよということはお

願いをしてあります。以上、簡単な概略でございます。

○ ２番 島村武議員

この問題の経緯はわかりました。ただお話を伺っていると、この助成については全くだ

めというような状況ではないと要するに望みは持てているような状況だというお話ですよ

ね。これは現在、建造費がどれぐらいかかってくるかはわかりませんけれども、やはりせ

めて粘りようによっては、せめて半額でも獲得するということは、ものすごく大きなこと

ですので、継続してしつこいぐらい県に出向いて予算の助成をしてもらうよう取り組んで

ください。因みに、うちの高速船は、これからほぼ何年ほどが現在の状況の中で使える見

込を持っていますか。

○ 松本好勝村長

平成29年に大幅な定期検査が入る予定にしております。ですから私たちとしての今の上

手くいけばの話なんですが、それまでに計画を立ててできたら30年度にでも就航が本当に

望みですけれども、もしそれ外れる場合には、また大幅な修繕費等が嵩んできますので、

できたら上手くいけば自分たちの予想している段取りどおりいってもらいたいというふう

に思っているところですけれども、これは２隻体制というのは、今、高速船も含めてとい

うのは渡嘉敷村と座間味村だけなんですよね。他所の離島は高速船持っていませんから、

そういうことがありますので、一回りまずフェリーを建造すると県の方針らしいです。で

すからこのことが平成33年度まで一回りさせるという県の計画既に持っているわけですよ

ね。ですけれども現在の社会情勢からすると渡嘉敷、座間味は観光にも利用されていると

いうふうなこと等がありますので、この一回りしてからという当初の計画だったようです

けれども私たちはそれまで待てないのでということで、今、要望しておりますので、これ

がどうなるかというのは今はっきりしたことの回答はまだ得ておりません。

○ ２番 島村武議員

はい、わかりました。これは経過を見ながら継続して進捗について伺っていきたいと思

いますが、29年度と言いますと来年が29年度になりますので、そんなに時間はないだろう

と考えておりますので、ここが踏ん張り所だと思います。頑張ってください、村長。

それから村営住宅について、これも様々な角度からいろいろ議論されてきたわけですけ

れども、おわかりですよね、村長もだいたい行き来しながら登庁される毎朝見るスペース

ですけれどもゲートボール場の跡地利用について前村長時代から、そこを借り受けて村営

住宅、集合住宅を造ったらどうですかと、ここにこれ以上の大きな空いている土地は、今、

集落内には渡嘉志久、阿波連両方見渡してもないわけで、ものすごい貴重な価値があるの

ではないかという思いがあって、それを前村長時代から出させていただきました。そして
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５人の地権者ですかね。これは総務課長よくご存じですよね。その経緯は、補足の答弁も

いろいろいただきましたから、それを松本村長代わりまして、さあこの土地について何に

か利用してみたいなという取りあえず集合住宅の件は側においていても、これだけの空き

地を何かしら利用したいとかという考えたことはおありですか。

○ 松本好勝村長

私も平たん地にこれだけ空き地がある。そしてゲートボール場で利用していたというふ

うな経緯がありますので、これはそういった住宅等に一番適当ではないのかなというふう

に私もそういう希望を持っていましたけれども、前任者のそういった用地交渉の時代に、

そこはお墓への道路がないと土地を貸さないという経緯があったようです。そして今現在

そのことには触れていませんが、他の用地が確保できたので、そこを後回しにするという

ようなかっこうになっております。ですから現在も村営住宅を造ってもいいですよという

ふうな所が２カ所程もう既に村は賃貸をして金を払っておりますので、この部分につきま

しては現在この利用跡地の計画とこの役場の裏からなりますかね、聞いてみましたら裏か

らずっと旧ゲートボール場の近辺まで墓地用地の道路が出来ない限り地主からは土地を貸

さないというふうなことと言われているということなので、現在のところそこの周辺整備

道路用地の周辺整備等について、今のところ計画は持っておりません。ですから当分どう

なるかこれからの交渉次第なんですが、後回しになるというふうなことになっております。

○ ２番 島村武議員

何処の地権者もそうですけどなかなか一筋縄ではいかないというのが普通土地に関する

交渉ごとというのはほぼそうなっています。しかしながらこれだけの土地があるというの

は本当に遊ばせておくというのは本当にもったいない話で、私はできれば継続してそこか

ら小さい子どもたちの笑い声、泣き声が聞こえるような場所であってほしいなと常々思っ

ていて、どうしても集合住宅にこだわりがあります。

村長先に出されましたので管理道路につきましては、前村長の時代にも確かに管理道路

付ければ、５人の地権者の内に、前村長どこまで話を進めていたかわかりませんけれども

４人までは地権者オッケイされているという話は聞きます。これは総務課長おそらく証言

してくれると思いますけれども、その中でやっぱりお１人の方は管理道路を付ければいい

ですよと、管理道路を役場の後からということですよね。私の土地だいぶあるんですよ。

私そういうことでしたら協力しますよと、前村長に、協力しますから管理道路造りなさい

と造って、そこに地権者と交渉してやってくださいよ。何人か地権者そこにいますから管

理道路約２ｍぐらいの幅あれば何とかなるんじゃないかという思いありますけれども、そ

こまで話したら、前村長は村営住宅にかかる予算は一番取りやすい予算だと言って答弁さ

れましたでしょう。覚えてますよね。これ議事録見たら出てきます。答弁ですから、だか

らそれぐらい取りやすいものだから、できますよみたいな話はしましたけど、ほぼ聞いて

る私なんかもまゆつばで聞いていましたけどね。実際には簡単なものでもないし、そして
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時代のニーズは確かに村長おっしゃるように戸別です。今は政府も政策の中でやっぱりＩ

ターンを都市地区からも散らそうというそういう政策ですので、そういう方々に合うニー

ズとしては戸別だというかたちで住んでいるのは百も承知です。しかしながらそれだけで

はおそらく間に合わないんだろうという思いがあります。個別に関しては産業廃棄物のと

ころで関わってきますので、そこでも触れていきますけれども、そしてひとつですね。今

おっしゃられたもう既に借りれる、そういう場所の建築はもちろんです。これは進めてい

ただいてよろしんですけれども、この管理道路についてもぜひ取り組んでいただいて、そ

この利用が少し遅れるにしても管理道路造らない限り、手前味噌になります。自分のお墓

もありますし、あと４軒ありますから入るのにも農協の脇からはこんな重たい例えばお棺

とかだったら入りませんよ。そういう事情も踏まえていただいて管理道路も同じような重

点的に取り組んでいただきたいと思っておりますけれどもいかがでしょうか。

○ 松本好勝村長

わかりました。このことにつきましては、皆さま方既に見てご承知のようにその場所し

かもう適当な広場というのはこの島にはないのではないかなというふうに思っております

ので、そうすれば集落内のこの見晴らしも良くなるとはいうふうに考えております。です

から管理道路等につきましては再度こういう計画をもし通したらどうなるか、これから検

討しなければいけないと思っておりますので、そして概算を出してからまた地主等とそう

いった交渉地主は何名いらっしゃるかわかりませんけれども、今の議員の話のようにその

土地に幸い議員の土地があって協力するというふうな事等があれば、他の方々も相談がし

やすいのではないかなというふうに思っておりますので、ぜひこのことにつきましては検

討進めていきたいというふうに思います。

○ ２番 島村武議員

これはもう繰り返しになるかもしれません。前村長時代にも管理道路の青図を出してく

れと簡易の物でもいいですよと、何処から何処まで誰の土地がいくら引っかかるんだとい

うそれを出してくれと言ったけど、結局出さずじまいで現在に至っていますので、せめて

実行には至るまでには時間がかかるかもしれません。村長おっしゃるようにせめて計画図

ぐらいは作っていただいて、ここで誰それの地権者のところに地主さんのところにいくら

ぐらいかかるというようなことで計画を図面上で議論ができるような状況を作っていただ

きたいというふうに思っております。

６番目、保育園の跡地利用おかげさまでもう落成式も直ぐ来まして４月からは子どもた

ちも新しい園舎で過ごすことになるわけですけれども、これについては前回も村長に質問

をしました村民からも跡地利用を公園化したらどうだというようなお話もありますよとい

うことで、村長も考えてみようということでしたけれども、これの跡利用はどういうぐあ

いにするかは決まりましたですか。

○ 松本好勝村長
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現在の公民館の中庭のところ、へき地保育所については築45年が経過しており建物の再

利用は厳しいかと考えております。新保育所への移転後は取り壊す方向で検討していきた

いというふうに思っております。更地にした後の利用形態についてはより効果的、そして

効率的な利用形態に向けて多くの皆さんの意見を伺いながら慎重に検討してまいりたいと

いうふうに思っております。村中央公民館、これも40年ほどになりますので、この建て替

えもまもなく来るのではないのかなと思っております。そういった建て替え等の工事関係

も考慮しながら、これから研究する必要があるだろうというふうに思っておりますので、

当分の間取り壊しはしますけれども、更地にして暫く考えたのがいいのではないかなとは

思っております。

○ ２番 島村武議員

はい、わかりました。公民館が老朽化ということで、それも併せて総合的な計画という

ことになりますとやっぱり腰を据えてやらなければいけないことになると思いますので、

継続で質問しながら進捗の状況の中でまた村民の皆さまの考えだとか、そういったのが上

がってくればまたそれも合わせて提案をしていくというかたちを取っていきたいと思って

おりますので計画の進行については注視をしていきたいというふうに考えております。

次に移ります。イノシシの被害対策についてでございます。これも午前中に與那嶺議員

からも質問があったわけわけですけれども、やはり村民の農家の皆さん被害に遭われた方

々はたぶん同じ質問を出しているということは皆さんがほぼ同じ考え方、もう金網で囲う

しかないんだという、そういう考え方に至っているのかなという思いがあるんですね。い

くつか回ってみますと以前はナイロン製の網といいますか農業によく使うゴーヤーをはわ

せたりするようなものであったり、またナイロン製の網で囲ってあったのが今はほぼそれ

が見えなくなっているわけです。それではどうにもならなくなってお手上げの状態です。

ですから農家の皆さんがおっしゃるにはやっぱり取りあえずもう網で囲うしかない、その

網は製鉄の網でないとだめだと、金網でないとだめだというお話でございまいました。そ

こでですけど午前中の質問の中で村長はその助成はしますという断言はしませんでしたけ

れども、もうそこしか落としどころはないんじゃないかなという思いがあります。また大

量に購入しておいて、要するにそれを料金の設定はそれからなるけれども、ここで役場で

それがここで個別でも買えるような状況の中でもいんじゃないのかというような思いが個

人的にはあります。ただ定価販売とかということではなくして、かなりの助成の枠をかけ

て安く提供して被ってもらうというようなことにならざるを得ないんじゃないかと思って

いますよ。村長もう島中囲わんとけないかなと、以前そういう話もされましたが、どうや

らそれに近づいているのではないかというような思いがあります。そこで今年はいろんな

条件があって野菜ができずに産業展示会も中止になりましたね。これは今年は正直なとこ

ろ大寒波という本当に異常気象で、もうはじめでみぞれも降ったような状況でしたから、

それがあったがゆえに時に葉野菜類が立ち枯れをしてしまってできなかったという状況が
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生じたから天候のせいだなということになっていますけれども、もしこれがイノシシの被

害だったら、これ話違うところいっていますよ。これはしっかり肝に銘じていただきたい

なと思っております。来年もし天候被害じゃなくして、イノシシによる被害でそういう野

菜のムンジュクイができないというような状況が生じて展示会もできないということにな

ったら、これはいろんなところで違う問題が上がってきますので、そこらへんは気を付け

ていただきたいなと、だからできる手当は今年の内にきちっと議論していただいて手当を

する方法をやっていただきたい。

これは午前中、與那嶺議員に答弁されていますので、答弁求めませんが、そういうこと

で対応していただきたいというふうに考えております。当然そうなりますと資金がいりま

すから、いまは罠を仕掛けておりますけれども金網で囲うとなると勿論それに資金が入り

ますので、さてその資金造成をどうしようか、会計から出すばかりじゃなくて、何とかイ

ノシシ自体を利用して資金に充てていくという方法もあるのではないかという思いで、こ

の肉の料理の資金造成と、これをやったらどうかという点を出してありますけれども、こ

れについては村長、今、率直にどういうお考えをお持ちですかね。

○ 松本好勝村長

現時点ではイノシシ肉の利用による資金造成は考えておりません。捕獲したイノシシの

有効活用については、今後、検討していく必要もあるかと考えておりますが、捕獲したイ

ノシシの解体販売には食品衛生法による食肉処理業及び食肉販売業の営業許可が必要とな

り沖縄県が定めた施設基準をクリアした施設整備等が必要となるなど今後の検討課題とい

うことになっております。

○ ２番 島村武議員

村長おっしゃるとおりですよ。特に免許必要になります。だから村内でやってくれとは

言っていないですよ。これ配送することはできますよね。生体でかごに入ったまんまカバ

ーを付けてそのまま出したらいいですよ。業者いらっしゃるじゃないですか、沖縄本島。

これも１つの手段で１つの手段を提案しているんです。島内で処理をするとこれたいへん

なことになります。例えば生体で出しますね。生体で出してその生体業者がそこで解体を

するわけですけれども、そこまででもよろしいです。生体の料金で出してもいいわけです。

運賃は村営航路ですから安く料金を設定してもいいんじゃないですか。あるいはこの肉は

食肉業者この肉を利用して販売していく、最近、野生の鳥獣類の肉類というのはいろんな

形で需要高まってきてますから、そこらへんは心配ないだろうなという思いは持っていま

すよ。だから方法はいろいろいくらでもあると思います。例えば食肉業者と事業提携をし

て、そこで渡嘉敷ブランドを作って、逆に逆輸入して村外から発生することも可能なわけ

です。その場合は行政が直接タッチするわけにはいきませんので、生産者組合かなんか作

ってというかたちになるでしょうけれども、当面のところ生体で出すことによって１頭い

くらでとかという算段も出てくるんじゃないですか。そこらへんはちょっと考えて見られ
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たらよろしいかと思いますけれども、ヤミでさばいてさ、少し村民の口に入れない、あま

り大げさに言えないけれども、そういうので全く利用の価値がされていないというよりは

安くても生体で出して引き取ってくれる業者がいるのであれば、これ出す方法はあると思

いますけれどもどういう見解ですか、どちらでもよろしいですよ。

○ 松本好勝村長

生体のことまではまだ考えておりませんでした。これはそういうのが可能であればそれ

も１つの手かなとは思っています。今日、午前中に與那嶺議員からもこのことはありまし

たけれども、まだそこまで研究検討しておりませんので、ぜひそれは生体についても、こ

れはそういう研究をすべきではないのかなと思っております。と言いますのは與那嶺議員

に答弁したとおりですね、與那嶺議員に指摘されたとおりと殺という言葉使うのかな、そ

れもたいへん難しい問題であるというふうなことの指摘がありましたので、そうであるな

らばそれも１つの、今、島村議員がおっしゃるようなことも１つの案ではないのかなとい

うふうに思っておりますので、１つ研究、検討させてください。

○ ２番 島村武議員

価値は多いにあると私思ってます。生体で出して食肉業者に渡りますから、そこと事業

提携して十分渡嘉敷ブランドで販売することは可能です。これ研究して早目にお金に換え

て資金を農家の方に充てるように、手当をしていただきたいとそういうふうに思っており

ます。これもどうなっていますかということで継続して質問してまいりますので、進捗が

はあるような方法で取組をやっていただきたいというふうに考えております。

次に移ります。最後の質問ですけども産業廃棄物についてでございます。質問は主旨が

ちょっとわかりずらかったかなというような思いもあるので一応出した以上読みながら質

問してまいりますけれども、村内の廃屋の解体によって出る廃棄物の処分について処分料

の軽減や村外搬出にかかる経費について、村長はどのようなお考えをお持ちですかという

ことですけれども、これは１つには何年前ですかね、産廃場がいっぱいになったときに１

回県の補助を得て搬出してますよね。そうですよね、事実があるわけです。それを前提と

したら、この村内から上がってくる廃棄物、特にお家を造ろうとしている、あるいは壊し

たいと思っているけれども廃棄物の処理に立米3千円もかかるような状況の中では、これ

も相当負担だというような意見も声も村民の中にはやっぱりあるわけです。そこだけでも

軽減されれば、思い切って踏み切れるなというようなお話もあるようなので、ひとつ持ち

出しが前提で、これに補助が対応があるということが前提で、そしたらそこの軽減もでき

て村外の搬出までができて屋敷もちゃんときれいな状態になると廃屋を壊してそれありま

したけれども、民生課長からこの制度は現在はないというようなお話を前もって聞きまし

た。ただこういう制度というのは、ほぼ時限立法に近くて、そういう需要ができてきたか

ら条例で手当をしたという例が多いはずですので、こういう離島からいろんな声が上がっ

てきたら、また県は考えるとおそらく思います。ただそういうことができる道筋が作れる
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ということはですよ。これ一番大きいのは村内に相当数の廃屋と、それから廃屋予備軍と

いいますか、これになりそうなお家、しかもトタン屋根もありますけれども、ほぼ台風対

策ということでコンクリートのお家で造ってきたせいで、ほぼコンクリートなんですよ。

これを壊しますとうちの処分場で、だけどこれは処分ができる量ではないので何時の日か

島外に搬送しなくちゃいけない状況も生じてきます。これ村長、近い将来取り壊しとか壊

したいとかというような地主さんが壊したいけど、そこどうにかなりませんかとかという

お話をいただいたときにですよ、直接、何かやっぱりちゃんと言葉を返してあげないとい

けないと、そうい相談にやっぱり乗らざるを得ないような状況生じてくると思うんですけ

れども、廃屋について、いろんな処分取り壊しからあるいは跡地利用とかというものに対

する村長の基本的な考えというのをお伺いしたいんですけど。

○ 松本好勝村長

個人での廃屋の解体等によって生じるコンクリートガラや、それから廃材等については

これまでどおり集積場へ搬入し処理していきたいというふうに考えております。島外への

搬出については考えておりません。これは個人の物まで島外に出すようにして、そして運

搬船それなんか個人的に借りると肝心な建物造ったりができないというふうな経費がかか

りすぎて、ですから個人の分については、もう村内のそれに処理しようという計画でござ

います。そして減免についてのコンクリートガラ、集積場管理規則の中に第５条に手数料

の減免処置ができるというふうに定められておりますので、該当する方のそういった相談

にはのります。そしてそのような減免処置ができるかどうか、検討して実際これまでにも

やった経験もデータもありますので、ぜひそういう方々は相談をしていただきたいという

ふうに思っております。ですから極力、個人の全て負担にさせるということではございま

せんので、減免処置等の規則もありますので、それに基づいてやっていきたいというふう

に思っております。

○ ２番 島村武議員

この時代、特に島の地価等というのは沖縄本島内に比べても本当に微々たる価格でしか

査定されませんから、かえって造るのより壊すのがお金かかるんじゃないかと言われるよ

うなところもやっぱりあるわけですね。ですから壊すにも勇気もいるし決断もいるわけで

す。少なくても壊すことは本人の責任ですから個人で取り組んでいただくのがいけないわ

けですけれども、処分料に関しては村が手数料の中で言われたように減免の措置も講じら

れるようなところがあるので、それができるとなれば、それだったらやろうかとそこでま

た決断がまた促すことができるというような事例も生じてくると思いますので、そこらへ

んの相談にはやっぱりのっていただきたいというふうに考えておりますし、おそらく20数

件ほどが、人間が住まわれていない家があるだろうと大雑把な計算ですけれども、そうな

りますとこれが将来、廃屋になってくると、それこそ観光立村としては見てはいけない部

分ということになりかねませんので、借り受けるにしても、実際にそこでいろんな査定を
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していく中でも使えるのか使えないのかと、借りてまで、あるいはリフォームができるよ

うな状況ではないとかとだったら、やっぱり取り壊していかなきゃいけないというのは生

じてきますね。今も固定資産税の問題が出てきましたから、逆に昔はお家があった方が安

くなりましたが、今はある方が逆に加算させれていくので、そういう背景もあって壊そう

という思いになっている方々も多くいらっしゃるわけですよね。ですからそれが処分料が

もしかしたらネックになる、実際にネックになっている人もいますんで、合わせてどう取

り組んでいくということをですね。最後に一言よろしくお願いします。

○ 松本好勝村長

２カ月ほど前に、村内のある方から全く今おっしゃるようなことで相談を受けました。

そして村がそういうことの手だてをしないと、村もティー ワジャレー スンドーという

ふうなことですね、今ちょうどおっしゃるようなことです。そして主はこれ解体して片付

けたいけれども更地にしたいけれども、更地にするにも金がかかると、ですから私もいく

らかかるかわかりませんでしたけれども、聞いてみたら、そういったわりと私からすると

安い金額ではないのかなと思って、ああそういう方法があるなというふうに思ったところ

なんですが、全く同じような解体についての何軒か島にあって相談を受けているけれども

こういったことを金が出るために手をつけられないということで、ちょっとこれ考えても

らいたいという相談を受けております。ですからこれ村の美化運動の一環としても村が手

を差し伸べて、そういった方々については減免措置する方法でやっていかなければいけな

いというふうに考えておりますので、ぜひ相談等を受ける場合には民生課の方でそういっ

た相談をしていただきたいと思いますのでひとつよろしくご理解のほどよろしくお願いし

たいと思います。

○ ２番 島村武議員

私の一般質問は以上で終わります。ご静聴ありがとうございました。

○ 玉城保弘議長

これで２番島村武議員の一般質問を終わります。

次に３番平田春吉議員の発言を許します。

○ ３番 平田春吉議員

通告書に従いまして約４点ほど質問をしたいと思います。まず第１番目に国立公園に伴

う環境整備についてございますが、まず１これ阿波連ビーチ入り口付近の環境整備につい

てということでいろんな質問何回もしてきました。未だにしっくりいかない部分がありま

す。ですから今度は逆に村側のお考えを持っているか聞こうと思います。

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、これまでにも阿波連選出の議員の方々から何点か質問を受け

ております。これは以前からの問題であります。ただ、村としても、その周辺を整備する

にはどういった補助メニューがあるか、いろいろ探っているところではあるんですけれど
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も、現在、管理棟について、その当時管理棟も30年以上40年近くなるんじゃないかと思っ

ていますけれども、そういった時分と違って、現在これに基づく補助メニューがないかい

ま模索をしているところです。ですから言っている意味合いは分からないでもありません。

分かりますけれども、村としてもいま手の付けようがないのではないかなと考えていると

ころでございますので、ひとつそこらへん、もう少し考えさせていただきたいと思います。

○ ３番 平田春吉議員

役場の中で考えるのもいいですけれど、一般の方々に投げかけたらどうですか。いろん

な意見が出てくると思いますよ。僕もそうなんだけれどいろいろ聞いています。だからい

ろんな面から質問したんですけれども、役場の中だけで考えるんじゃなくして、どう思い

ますが、皆さんこうしたいけど、どういうふうにしたいですかと投げかけてみたらどうで

すか。

○ 松本好勝村長

いいヒントありがとうございます。阿波連区長、役員もいらっしゃるようですから、そ

の中で、ある程度煮詰めてくれないかと私から直接行ってお願いしたいと思います。

○ ３番 平田春吉議員

相談するということですので、同じ質問を何年もさせるんじゃなくして前に進めて下さ

い。よろしくお願いします。

次いきます。渡嘉敷地区の下水道の整備についてでございますが、以前に村長がなさっ

た答弁を持ち帰り、あるいは聞いた方々から相当お叱りを受けました。何のために国立公

園にしたのか。隣の村は島全部を下水道すると、お前らは何を考えているかと散々怒られ

ましたよ。ですから、どういうふうな考えをもっている、また次はどうするということを

村長の方からはっきりと説明してほしいと思います。

○ 松本好勝村長

確かにお隣はそういった各部落にそれが設置されているということですけれども、私た

ちも阿波連下水道を整備してから、かれこれ20数年経つのではないかなと思っていますけ

れども、渡嘉敷地区の下水道の整備については、今年度策定した渡嘉敷村美ら水プラン汚

水処理施設整備構想において、渡嘉敷地区、渡嘉志久地区の下水道整備を平成32年度以降

に実施する計画を立てておりますので、それまでに財政面の問題、処理施設用地の問題な

ど、これからも一つひとつ問題解決していかなければいけませんので、有識者等の意見を

聞きながら進めてまいりたいと思っております。なにぶんにも財政面との兼ね合いがあり

ますので、阿波連は一応整備していますけれども、いずれ国立公園というふうになってお

りますので、渡嘉敷の方もと考えておりますけれども、これは以前から考えていることで

はございますが、財政面とも関係がありますので、今すぐ手を付けるということはできな

いで現在に至っているわけです。ですから、そういった構想に基づいて、これから進めて

いこうというふうに思っております。
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○ ３番 平田春吉議員

村長、30年頃に計画してやるとおっしゃっているんですけれども、問題は金の云々とい

うからよけい誤解を招くわけですよ、予算がどうのということを言うから誤解を招く元に

なるんです。そうじゃなくて30年ぐらいに、例えばさっきおっしゃったように計画を立て

てやろうというんだったら、たぶん苦情はこないと思うんです。だからそこらへんの言葉

のニュアンスも少しは考えたほうがいいと思うんですが、再度お願いします。

○ 松本好勝村長

分かりました。私の表現が非常に誤解を生むような答弁になって申し訳ありませんけれ

ども、この構想どおり進めていくことについては、おそらく政権が変わっても、この段取

りしか出来ないと思いますので、ひとつそこらへんご理解していただきたいと思います。

○ ３番 平田春吉議員

次、いきます。この質問は午前中の宮平議員の質問と関連しております。それで、私は

逆に昼食時間に商工観光課長ともちょっと話をしたんですけれども、これの再利用の方法、

何とか知恵を出してやる方法はないのかなと思っております。というのは、水をくみ出す、

水が溜まる、またくみ出す、この繰り返しですよね。耐用年数からいろいろ聞きたいと思

うんですけれども、どういうふうなことをすれば、あの施設を動かすことができるか、一

度も動いたことがないです出来てから。そこらへんをお聞きしたいと思います。

○ 松本好勝村長

分かりました。昨年12月と同じ答弁になりますけれども、まだ有効な利用計画ができて

いないのが現状です。補助事業の制約で用途変更を行うのが難しいのですが、利用方法に

ついて今後も検討していきたいと思っております。

○ ３番 平田春吉議員

村長、例えばですね、中の条件等はあまりよく分からないんですけれども、砂を入れて

水が溜まらないようにすれば上は使えると思います。例えばバーベキューをしたりいろん

な面で。壊すとなると大変だと思います、確かにおっしゃるとおり。だから毎回水を抜い

てそのまましてほったらかしておくのがいいのか、そこらへんを検討してほしいなと思う

んですけれど。これ駄目というんだったら話は別ですよ。

○ 松本好勝村長

毎回同じような答弁で申し訳ありませんけれども、現段階においてはこの方法でそのま

ましたいというふうに思っておりますので、もうしばらく検討させて、もしあれでしたら

管理している側とも話し合いをもって結論を出したいと思っております。

○ ３番 平田春吉議員

状況によってはまた質問します。その時はよろしくお願いします。

次いきます。阿波連漁港内についてでございますが、以前にも與那嶺議員から質問があ

りました。スロープ側じゃなくして公園の裏から道路があります。これを整備してほしい
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という要望もあったんですけれどもまだされていないと。それで一番怖いのが昇降路のと

ころ人間も車も通るんですよ。あの道から通らない、あの道はガタゴト道で水が溜まって

いるから通らないんですよ。ワイヤー張っているときくるんですよね。待て待てと止めた

こと何回もあります。人間も観光客も入ってきます。車も入ってきます。非常に危険なん

です。だからそういう質問が出たと思うんですが、私はそういうつもりで質問します。

もう１点、その時に村長は答弁で、あのへんの環境を整備すると、古い船を片付けよう

と思うと村長はおっしゃっていましたけれども、あれどうなりましたか。

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、現在、補助メニューがないために、そのままにしている状況

ではありますけれども、もしなければ村費での整備を検討していきたいと思っております。

おそらく倉庫のところに観光のお客さんたちが入ってくるというふうなことになっている

かと思いますけれども、それからまたもう１点、次の質問になりますかね、とにかくいま

の質問に対しましては、村費での整備を検討していきたいと思っております。

○ ３番 平田春吉議員

いま質問したように非常に危険ですので、村長がおっしゃったように早くやって下さる

ようお願いします。

次いきます。船揚場ですね、村長の過疎地域対策促進計画の中に阿波連漁港施設につい

ては漁港機能保全計画を策定し、効率的に効果的な漁港施設の工事を図ると書いてありま

す。さっきの質問と関連しますけれど、現在過密状態ですはっきり言って。もう置けない

から余所に置いているところたくさんあります。そこの昇降路の上に敷地はあるんですよ。

コンクリートを張るだけなんです。経済建設課長よくご存じだと思いますけど。だからそ

れにコンクリを張るだけで相当いまの問題もある程度解消されてくる。過密状態になった

船も解消できます。だから過密状態になっている原因には１つには、さっき言った片付け

ですね。１人で２隻も３隻も持ってきてほったらかしている人間いますよ。だからそうい

う問題も絡めて全部ほとんど解消できると思うんですよ。これどうなんでしょうか、可能

なんですか。

○ 松本好勝村長

そのことにつきましても、これは補助事業で該当しないのであれば、村費でやる方法し

かないかと思っております。そして過密状態の話等も含まれておりますけれども、この間

も私漁港に行って見ましたら、まったく台車等もおそらく使えないだろうと思うところに

大きな船が乗っかっているということ等がありますので、こういったことを片付けするの

が先決じゃないかと私は思っております。ですから皆さん方の、そういった協力によって、

そうすればある程度の過密状態のものは防げるのではないかと自分自身も思っておりま

す。ですから、これは整備は整備ということでやるけれども、また整備して同じような台

車も動かない船がそこに捨てられていると。捨てているのか保管されているのか分かりま
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せんけどね、そういったことを踏まえてぜひ皆さん方と、あるいはまた漁協さん側と協議

をしてやっていきたいと思っております。そういったことが可能であるならば、村費でア

スファルトを引くなり、セメント張りするなりいうことを考えますけれども、やってもま

た同じようなほったらかしている船が、そのまま台車もそのままして使えないということ

ではどうしようもありませんので、そういったものを考慮してから検討してお互いにやっ

ていきましょう。

○ ３番 平田春吉議員

経済建設課長、これ村長はおっしゃっているけれども、助成金ではできないんですか、

村費でしかできないんですか。上の空き地の話です。

○ 神里敏明経済建設課長

阿波連漁港につきましては、平成21年度までに局部改良事業を終了していますので、事

業をやるには年度計画を出して、県に申請して許可をもらうというのが前提ですので、現

在はそういった計画はございませんので、補助メニューは現在ないということでございま

す。

○ ３番 平田春吉議員

課長、計画というのは出さないと計画は出ないんですよね。なぜかといいますと、去年

の12月か11月かに調査やっていましたよ阿波連漁港ですね。調査している人と話したんで

すけれども、古くなっているからこういうことを直さないといけない、いろんなことを直

さないといけないということで県から来たんですよという話をしてたんです。そういう計

画の中に入れておかないと、いくらやってもどうしようもないでしょう。だって計画を立

てないことには立案しないことにはなんにもならないでしょう。そう思いませんか。

○ 神里敏明経済建設課長

いま平田議員がおっしゃいました業者が調査に入っていたということですが、あれは村

の方で発注して調査を入れた業者でございます。県の方がやったものではありません。阿

波連漁港は村管理の漁港ですので県が直接関わることはございませんので、事業をするた

めには国、県の許可をもらって補助をもらってやるということです。先ほど議員もおっし

ゃいましたとおり、村長の施政方針の中で漁港の機能等出てきましたけれども、機能保全、

いわゆる漁港施設の長寿命化ですね、これまで造った施設の老朽化した部分を整備してい

くというためには、そういった調査をして年度計画を立ててやらないといけないというこ

とです。ただ、いまある施設の老朽化に伴うものは補助事業として可能ですけれども、舗

装してないから舗装しますというのはそういったのには該当しないということがございま

すので、先ほど村長が言いましたとおり舗装工事、それから船舶の管理保全箇所のコンク

リートについては村費で実施する方向になるかと考えております。

○ ３番 平田春吉議員

課長、いま僕は県かと思ったんですが村が調査をさせたわけですよね。調査をさせたの
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になんでその時に向こうまで計画入れなかったんですか。

それともう１点、あそこの空き地は最初から空き地にするつもりでやったんですか、保

全倉庫の側の道路。

○ 神里敏明経済建設課長

先ほども言いましたけれども、長寿命化機能保全計画の中には現在ある施設、例えば岸

壁とか、そこらへんの老朽化した施設の改善をしていくための計画でございまして、例え

ば舗装については元々舗装してあれば、それの老朽化したものを修繕していくということ

は可能ですけれども、元々舗装していないところを新規にやるということは、この事業に

そぐわないというかたちですので、先ほども言いましたけれども、村費でやる方向しかな

いのかなと考えております。

○ ３番 平田春吉議員

課長、あの空き地はどうなったのかと聞いているんだよ。最初から港の昇降路の予定地

だったんだろう。

○ 神里敏明経済建設課長

保全倉庫の西側のことかと思いますが、保全倉庫の海側の方につきましては船舶の保管

施設用地と、それから養殖の施設用地と、ちょうど半分半分に用途が分かれています。

○ ３番 平田春吉議員

おかしいこと言うな課長、船舶の保管用地だったら、あの砂地にどうやって船を持って

いくんですか。船を手で押していくの。また入ったら出しきれるの。これで保管できるん

ですか。

○ 神里敏明経済建設課長

その部分については、前回の局部改良事業で、予算が足らずにコンクリート舗装できな

かったということですので、今回村費でやっていく方向で検討したいと思います。

○ ３番 平田春吉議員

計画が無頓着だからこうなるんですよ。最初からそういうふうに計画を立ててやってお

けばそういうことにならないわけですよ。

次いきます。３月５日の国立公園の指定記念日のことですが、実はこの質問をする前に

商工会の方から相談を受けました。イベントを打つんだけれども村の助成が少ないと、何

とかしてくれないかということでこの質問を出したわけです。ところが今年については村

長以下、きれいにやっていただいて素晴らしかったと思います。村長もおっしゃっていた

ように。ただ、１点気になるのが、商工会に押しつけたらいいのかということですよね。

押しつけるには、それなりの助成金をあげないことには彼らは動きませんよね。そういう

ことも考えてやってほしいなと思うんですけれども、どうなんでしょうか。

○ 松本好勝村長

この間の日曜日の事業実施についての反省等になるかと思いますけれども、今年はキリ
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ンビールと商工会青年部が中心となったチーム慶良間が協働してのビーチクリーン及び後

夜祭、そしてまた環境省慶良間自然保護官事務所の主催による外来生物ワークショップ、

そして渡嘉敷ダイビング協会によるイキイキサンゴ大作戦など国立公園指定記念日サンゴ

の日の記念イベントが行われました。これらのイベントについては今後必要な予算措置等

を行いたいと思いますけれども、このことにつきましては予算で青年部と協議する必要も

ございますので、いまおっしゃるようなことは理解していますから、そういうことについ

て予算がなければ活動ができないということ等があれば、それなりの措置をしなければい

けないと思っておりますので、このことについては商工観光課等を中心に、また青年部と

のヒヤリング等もあるかと思いますけれども、そこらへん事業がうまくいくようにやって

いきたいと思います。

○ ３番 平田春吉議員

村長はいろいろ観光ＰＲをなさって頑張っていることもよく分かります。ですから、い

ま閑散期でうちのイベントが成功しているのがマラソンですよね。ですから閑散期、この

チャンスを利用して、このイベント自体を将来観光イベント、お客さんを呼ぶためのイベ

ントになる大きな要素をもっていますので、ぜひ商工会にお力添えをいただいてこれを発

展させていただきたいと思います。これで私の質問を終わります。

○ 玉城保弘議長

これで平田議員の一般質問を終わります。

休憩します。

再開します。

次に、４番小嶺勉議員の発言を許します。

○ ４番 小嶺勉議員

まず冒頭、座間味村議会議員の皆さんに新庁舎完成のお祝いを申し上げたいと思います。

それでは、質問に入ります。いまだかつて村民から役場へ行っても挨拶してもらえない

とか、案内が悪いとかいう苦言を呈している事柄が時々聞こえます。行政の皆さんも一生

懸命努力なさっているとは思いますが、いまだかつてそういう苦言を村民から呈するとい

うことはまだまだ行政サービスがなされていないのではないかと思いまして、この意見を

取り上げてみました。この点、これから村長がどういう努力していくか、お伺い申し上げ

ます。

○ 松本好勝村長

ご質問の村民からの苦言ということで、挨拶しても返事してくれない。ロビーに入って

戸惑っても知らんふりしている。３番目に、最初誰に声をかけていけばいいのか分からな

いということなんですけれども、このことについては、こういった質問が出るということ

は私自身、非常に反省しなければいけないと思っておりますし、役場における来庁者の対

応や言葉遣い及び挨拶や行動については日頃から全職員に注意を促しているところであり
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ます。職員もお客様への挨拶や問い合わせの対応、案内等も丁寧に行っているというふう

に私は考えておりますが、現にそういう苦言の内容があるということはたいへん村民に対

して申し訳ないと感じているところでございます。行政機関として今後とも村民から苦言

を受けることのないように、全職員さらに気を引き締め対応してまいりたいと思っており

ますので、皆様方にはお詫びと、そしてこれからのそういった役場職員の心得に注意をさ

せていただきたいと思います。私自身もこういったことで議会で質問が出るということは

考えてもおりませんでした。これからも職員に対するそういったマナーといいますか、来

庁者に対する村民の細やかな気配り等をやるようにということで、これから丁寧にそうい

うことは職員にも注意喚起を促していきたいと思います。

○ ４番 小嶺勉議員

出来れば窓口の各課、一番前に座っておられる方々全員が受付係みたいな気持で村民に

対応してほしいとお願いします。誰が受付係、誰が案内係ではなく、行政マン全員が、そ

ういう気持で村民のサービス向上に常々努力していってほしいとお願いしておきます。

次、空き家対策ですけれど、これ毎回のようにあちこちの議員さんから出ていると思い

ますが、今回は中井佳昌氏の住居跡地の利用について、前この件で私は村に、借りたい人

がいらっしゃるがどうするのかと、この借りたい方は自分でお金を出してもいいから全て

更地にしてから借りてもよいという条件を出しているということを役場の担当の方にお願

いし、それからたぶん行政の方には陳情書というか、申請書というか借りたいという旨の

文書は出していると思います。出してくれといわれて、私もその本人に会って出すように

と、出したと言っております。

しかしその時に私が聞いた話は、村は向こうに環境省の職員の事務所をつくる予定があ

るからということで民間に貸すことはできないと私は聞いておりました。それから私は何

も言わなかったんですが、今回もう一度聞いてみようと思って一般質問を作成したところ、

議会事務局の方に問い合わせてみたら、そういう返答をした覚えがないということを私も

聞いてちょっと頭にきたというか、がっかりしたというか。本来そういう計画は具体的に

村にはあるのか、ないのか。それから今後そこはどうするのか、はっきり答弁お願いいた

します。

○ 松本好勝村長

環境省の職員住宅という予定は考えておりません。ただ、環境省から港周辺に環境省の

ビジターセンターをつくりたいということがあったもんですから、今のところそういった

跡地しかないということで、確かに個人から貸してくれないかということがありましたの

で、現在は環境省のビジター建設用地として、おそらくそこしかないのではないかと考え

ております。そして更地にして返すように当本人の連帯保証人には更地にして原状回復後

戻すようにということで通知を出しているところでございます。ですから私たちとしては

住宅用地じゃなしに環境省のビジターセンターというふうに予定をして現在検討している
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ところでございます。

○ ４番 小嶺勉議員

環境省の事務所をつくるというのは具体的なことですか、それといつ頃できますか。

○ 松本好勝村長

いつ頃ということではありませんけれども、環境省としては早めにこういったことを提

示してもらえませんかということでありましたので、現在のところ、そこしかありません

よということで、場所をそこということで環境省には報告しております。

○ ４番 小嶺勉議員

元々村有地ですので個人に貸すということは今後ないということでよろしいでしょう

か。

○ 松本好勝村長

今のところ、その周辺に環境省が可能であるのであれば、現在のところ個人にお貸しす

るということは考えておりません。

○ ４番 小嶺勉議員

いつ頃環境省が手を付けるのか、いずれ質問したいと思います。

次、船舶ですが、前に船舶課に観光入域者の棒グラフを提案しましたら、作ってもらっ

たんですが、いつの日か途中からこの棒グラフが出なくなりました。今回、公園に指定さ

れ観光客も増えているという現実があります。これは議会議員だけじゃなくて村民でも観

光関係者でもどのぐらい増えたのか確認したいし知りたいところだと思います。この前、

新聞に隣村座間味村の観光客が10万人を突破したと。これは特定公園に指定されたお陰だ

ろうと書いてありました。渡嘉敷もそういういい影響は確かに出ています。そういうデー

タをグラフにして貼っておけば、どんな方でも誰がでも船舶事務所の前で確認することが

できるわけです。したがって、これからまたそういうグラフを作って掲示していっていた

だきたいと思いますが、船舶課のお考えはどうですか。

○ 島村清船舶課長

ただいまの議員のお話ですが、今後も継続して、また新たなデータを入れまして船舶課

の窓口で掲示していきたいと思います。

○ ４番 小嶺勉議員

出来るだけ継続してずっと貼り出していくようにお願いしておきます。

次、子どもの貧困ですが、いま子どもの貧困がものすごい社会問題と国内ではなってお

ります。この日本国、非常に豊かな国のように思えますが、悲しいかな６人に１人の子ど

もが貧困にあえいでいるという、これは現実であります。それよりもまた悪いのがワース

トなのが沖縄だといわれています。いま渡嘉敷ではそういう状況はないと思いますが、民

生課長、現実の状況はどういうふうになっているか一言お願いします。

○ 仲間住恵民生課長
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ただいまの小嶺議員の質問ですけれども、本村には今現在、母子世帯、父子世帯合わせ

て８世帯おりますが、全員が仕事をしておりますので、またなおかつ児童扶養手当等そう

いう国が支給している手当て等も受給しておりますので、貧困で支援を必要とする世帯は

いないものと考えております。因みに、国の貧困の基準の所得は126万円となっておりま

すので、本村においては、それ以上の所得を受給しているものと思っております。

○ ４番 小嶺勉議員

女性の１人手で子どもを１人もち２人もちして働いて160万円ですか、そのぐらいの収

入というのは、なかなか簡単にできるものではないと思います。ちょっと間違えば貧困困

窮家庭になるということも考えられるわけです。さて、これから渡嘉敷にもいろんな方々

が転入されております。これから子どもを持った夫婦、または母子家庭、父子家庭が転入

してこないともいえません。そういう場合、渡嘉敷にいい仕事があれば生活はできるでし

ょうが、そうでない場合は子どもが困窮生活を行わなければならない状況にはまっていき

ます。この対策について、村では例えば条例の設置とか、そういうのはお考えなんでしょ

うか、村長。

○ 松本好勝村長

今のところ、そういったこと等は想定していませんけれども、先ほど民生課長から答弁

があったように、現在において村においての、そういった貧困と呼べるような家庭はない

という答弁がありましたけれども、こういったことが村に来るということは現在想定して

おりません。ただ、来られる人を受け入れる方策として、村営住宅等の建設は必要である

のかなと考えております。

○ ４番 小嶺勉議員

住宅に関しては、前にも質問した覚えがあるんですが、今回もし、そういう生活困窮者

の方が発生した場合は、村の負担というよりは県でも27億7千万円の予算を計上しておら

れますので、いろんな面で予算措置はできると思います。そういうのを利用しながら、も

しそういう方々がこの島で発生された場合はすぐにでも対応できるようにいつでも準備し

て待ってて考えてほしいと思います。そういうことで民生課にはいつでもできるように勉

強していてほしいとお願いしておきます。

甚だ簡単ですが、これで私の質問は終わります。

○ 玉城保弘議長

これで４番小嶺勉議員の一般質問を終わります。

次に、５番當山清彦議員の発言を許します

○ ５番 當山清彦議員

一般質問に入る前にお礼を申し上げます。去った３月５日、サンゴの日にチーム慶良間

主催によるビーチクリーンイベント、そしてその後の商工会青年部主催の後夜祭、村には

多大なご協力を賜り、悪天候の中でしたけれども、無事成功裏に終えることができました。
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心から感謝申し上げます。

それでは、一般質問を行います。子どもの貧困対策について６件通告しております。国

は沖縄の子どもの貧困が特に厳しいことから28年度予算に沖縄子どもの貧困緊急対策事業

として10億円、補助率10分の10を計上し、今後も沖縄振興計画の期間中28年から33年を集

中対策期間として予算の確保を図り対策を積極的に推進することとしております。沖縄県

は沖縄県子どもの貧困、実態調査結果概要を公表し、沖縄県子どもの貧困率を29.9％と公

表しております。日本全体の子どもの貧困率は16.3％。今後、沖縄県子どもの貧困対策推

進計画を今年度中に策定するとしています。また、沖縄県は子どもの貧困対策のために30

億円の基金を設けると報じられております。

そこで以下伺います。ここで一括してお伺いいたしますので、答弁も一括していただい

て、その後再質問させていただきたいと思います。１、貧困の定義について伺う。２、本

村の貧困率について伺う。沖縄子どもの貧困緊急対策事業10億円内閣府の予算について伺

う。子どもの貧困対策推進基金30億円県予算について伺う。沖縄の子どもの貧困に関する

内閣府、沖縄県、市町村の意見交換会、村長が出席しておりますけれども、そこにおいて

どのような議論がなされたのかを伺います。６、本村の現状を踏まえ、今後、国県にどの

ような要請をしていくのか伺います。

○ 松本好勝村長

それでは、子どもの貧困対策について１番から６番まで答弁いたします。１番目の貧困

の定義について伺うということですけれども、子どもの貧困対策法が制定されて以降、子

どもの貧困率は15.7％、約６人に１人が貧困といわれています。貧困には２種類の定義が

あり、命を維持するために必要最低限の衣食住が満ち足りてない状態の絶対的貧困と、地

域において普通の生活ができない相対的貧困に分かれます。

２番目、本村の貧困率について伺う。貧困率についてはデータ調査はまだ実施していま

せんが、国や県が示す貧困所帯は本村にはいないと考えております。したがって、貧困の

定義からすれば本村には該当者がいないということでございます。

３番目、沖縄子どもの貧困緊急対策事業10億円、内閣府について伺う。子どもの貧困対

策事業について、平成28年から33年度の６年間の集中対策期間とし、地域の実情を踏まえ

子どもの貧困対策支援員の配置、居場所づくり等の運営費にかかる費用を全額補助する事

業ですが、本村には国や県が示す貧困の所帯はいないと考えております。

４つ目、子どもの貧困対策推進基金30億円、これは県の方について伺う。基金について

県は、今後市町村と意見交換を踏まえて要望を聞き、事業を決定していく方針と聞いてお

ります。

５番目、沖縄の子どもの貧困に関する内閣府、沖縄県、市町村の意見交換会、私が出席

しておりますが、どのような議論がなされたのかという質問でございますけれども、おそ

らく昨年の12月１日に沖縄総合事務局において41市町村長が参加をして、この問題につい



- 55 -

ていろいろ報告等がございました。名護、本部、浦添、南風原、与那原等からの報告があ

りましたけれども、離島市町村からはそういった意見報告はありませんでしたけれども、

私はこの会議に参加をして、本当なのかとびっくりしたような報告事項がされております。

といいますのは、給食しか食べれない子どもがいると。といいますことは朝、子どもが学

校に登校するまでに、まだ親が起きていなかったとか、そのために子どもは朝ご飯を食べ

ずに学校に来ると。そして今日朝起きてから給食が初めてと、お昼の、という子どももい

るようですし、また帰りにこの子どもたちのために、担任の先生がお昼あまったご飯をお

にぎりにして、この子どもに持たすとかいうふうなこと等が、北部の方からの報告であり

ました。ですから、このことにつきましては私たちまた離島市町村だいたい同じ場所に座

っていますので、意見交換するんですが、離島からそのような事例はまず聞いたことがな

いと。ですから今日発表されたことが事実なのかどうか、市町村長あるいは副市長等、い

ない場合には副市長が発表するわけですが、疑問ではありますが、これが事実として受け

入れなければいけないという問題がありましたので、離島市町村に聞いても、そういった

ことはまず離島からはないんだよなということで話し合いを行いました。ですからこの近

隣に関してもそういったことはないということですけれども、事実であれば沖縄の貧困に

対する問題は大変なことだなと。このことに最初取り上げたのは、島尻安伊子大臣が沖縄

の貧困問題について取り上げております。

６番目、本村の現状を踏まえ、今後、国県にどのような要請をしていくのか伺うという

ことですが、本村には現在母子所帯、父子所帯併せて８所帯おりますが、全員が仕事をし

ており、児童扶養手当も受給しておりますので、貧困で支援を必要とする所帯はいないと

思っておりますが、今後、支援を必要とする所帯が出てきましたら支援員を配置して対応

していきたいと考えております。先ほども民生課長の方から小嶺勉議員に説明がありまし

たけれども、小嶺議員が所得が160何万円かと言っていましたけれどもあれは間違いで126

万円、所得がですねということでございます。以上、１番から６番までお答えさせてもら

いました。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございました。今回この質問をさせていただきますのは、昨年の12月沖縄県

知事が各省庁や大臣に予算折衝を行わなかったという実態がありまして、そこで自民党県

連の中で政府与党の責任政党として各自治体の実態を踏まえて予算折衝を行うということ

で、私ども自民党県連青年局青年部は沖縄子どもの貧困対策のプロジェクトチームという

ものを立ち上げて、この10億円を県連、そして島尻安伊子大臣を通して麻生大臣に要請し、

今回の補助に至ったという経緯があり、今回質問をしております。また、私も事前に教育

委員会、そして私どものプロジェクトチームの会議のあとに民生課長に電話で話をさせて

いただいて、うちではいないというお答えではございましたけれども、今後、この10億円

というのは沖縄振興計画が続く６年間担保されている、年間10億円は担保されている。そ
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して今後また更に予算を拡充もできるというふうに内閣府の古谷審議官からお答えをいた

だいております。

そこで１件伺いますが、要保護と準要保護の本村の実態、人数を伺います。

○ 新垣一典教育長

ただいまの質問で本村の要保護、準要保護を必要とする児童生徒実態ということですが、

村の就学支援規則の中でも対象者、児童世帯は４世帯あります。そのうち受給を受けてい

る世帯が２世帯となっております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。こういったところでも少ない数字で私も会議中に、うちでは要

保護のしようもないなというふうに思っております。またその会議の中で、なぜそんなに

貧困層が少ないんだという話も私の方に逆にされたこともあります。現在、父子家庭、母

子家庭、一人親世帯、そういった方たちへの就労支援というものは行っているのかどうか、

伺います。

○ 松本好勝村長

そういう方々の特別な相談等は今のところ役場には相談はきておりません。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。先ほども申したとおり、この10億円まだまだ拡充もできるそう

なので、今後民生課、そして教育委員会とも協議しながら、私も要請してまいりたいと思

っておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

次の質問に移ります。とかしきマラソンの中止について伺います。午前中、與那嶺議員

の方からもご質問ありましたけれども、中止の決定は天候ということで早目の決断、苦渋

の決断だったと思いますけれども、それもすばらしかったと思います。その中で、②と③

について伺いたいと思います。出場者、協賛企業への対応について。そして③今後大会中

止になった際の出場者、協賛企業への対応を伺います。

○ 松本好勝村長

それでは、②番③番ということですけれども、午前中に與那嶺議員にも申しましたけれ

ども苦渋の決断をした、まずその背景でありますけれども、これも答弁させていただきま

す。とかしきマラソン実施要綱の、これは20ほどありますけれども、その中で大会中止の

規定があり、大会当日に高速船マリンライナーが海上時化により欠航した場合は開催を中

止することとなっていますので、大会当日の気象予報及び定期船の運航を検討し、今回の

中止を決定したということでございます。

それから、いまご質問の②番③番について、②番目ですけれども、これは出場者、協賛

企業への対応について伺うということですけれども、開催中止の決定を２月４日木曜日の

昼前に決定し、決定後直ちに村ホームページ及びフェースブック並びに村内放送での大会

中止の告知を行い、県外からの参加者全員に開催中止の電話連絡を行いました。また、県
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内からの参加者へは翌日５日金曜日に琉球新報に開催中止の記事を掲載し、緊急告知とい

うことで民放ラジオ３局、ＲＢＣ、ＲＯＫ、ＦＭ沖縄での１分間のスポット放送を３回ず

つ行いました。３回というけれども、これ聞くところによると４回、５回というふうなこ

とがあったようです。翌週の10日までに島外からの参加ランナー全員にＴシャツ、特産品、

ゼッケン、お詫びの挨拶状の送付を終えました。ご協力いただいた協賛企業への対応とし

ては、開催中止に至った経緯とお詫びに挨拶状の発送を行い、その後主立った協賛企業を

訪問し、今後ともご協力いただけるようお願いをしております。

それから、今後大会中止になった際の出場者、協賛企業の対応を伺うということですが、

今回初めて大会中止という決定を行いました。この経験を今後の大会運営に役立てていき

たいというふうに考えております。おそらくこのことにつきましては中止決定が遅かった

のではないかと私自身思っております。せめて３日前には決定をして通知すべきじゃない

のかなというふうに思っております。といいますのは、本土からの方々もいらっしゃるわ

けですから、２日前ではちょっと遅いのかなというふうに感じております。これは次年度

からの次回からの反省材料として活かしていきたいと思います。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。本当に苦渋の決断だったんだろうなと伺えますけれども、私が

１つすばらしいなと思ったのは、役場職員の方だと思いますけれども、中止になった当日

かなミニマラソンというかたちで、村内の子どもたちや来ていただいたランナーの方とマ

ラソン大会をしたということで、本当にすばらしいことだなと思っております。

もう１件ご提案させていただけたらと思いますけれども、これでもし船が出なかった場

合もその方々も来られないというかたちになります。また村長も反省点として挙げられて、

期間が短いということもありましたけれども、そういった際に、とまりんの広場とかでイ

ベントを開いたり、慶良間太鼓、フラマヒマヒさん、そして青年会をとまりんに集めて、

来ていただいたランナーの方々にパーティといいますか、そういった催しを開くのもいい

のではないかなと思います。また次年度から開催できることを祈っておりますけれども、

しっかりと今回の反省点を踏まえて大会の運営をしていただけたらと思っております。よ

ろしくお願いいたします。

次に移ります。３、船舶について。継続して行ってきた質問でございますので進捗状況

を伺えたらと思います。１、車輌運賃割引きについて、ネット予約について、クレジット

決済について進捗状況を伺います。

○ 松本好勝村長

このことにつきまし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

當山議員からのご質問について、車輌運賃の割引きについて、２番ネット予約について、

クレジット決済についてということでございますが、まず１番の車輌運賃の割引きについ
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ては、28年度の一括交付金事業でいま要望しているところでございます。午前中の島村議

員への答弁のとおりでございますが、まだ内諾交付決定は受けておりません。一括交付金

で要望しているということでございます。それから、ネット予約、クレジット決済につい

てですが、これも一括交付金事業で船舶の予約システムという一つのパッケージで要望し

ております。ホームページの改築等も含めて予約がホームページから入ってこれるような

システムと、それから発券業務、クレジット決済、それから運賃のやり取りのシステム等

々ですね、それ一つのパッケージでいま要望しておりますので、その交付決定を受けた後

にこの内容をもっと詰めて、どのシステムがうちの船舶のシステムにより使い勝手がいい

のか等々を含めて検討していきたいと思います。

○ ５番 當山清彦議員

交付決定というのはいつ頃になりますでしょうか。

○ 宮平昌治総務課長

例年３月15日前後には４月１日から事業実施する継続事業等々ありますので、15日前後

には内諾は出ておりますので、そのあたりになるかと思っております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。車輌運賃割引きについてですが、予算書を見たときに総務費に

車輌運賃の半額割引きがあったと思いますが、これと違うものですか、お願いします。

○ 宮平昌治総務課長

同じ予算でございます。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。予約、クレジット決済については村民待望にしているところで

ございますので、交付決定がされることを祈っておりますし、またそうじゃなくてもしっ

かりと整備していけるような道筋をつけていただけたらと思います。

次の質問に移ります。阿波連漁港インフラ整備について伺います。こちらも継続質問で

ございます。内航船利用者の旅客待合所の整備について進捗状況を伺います。

○ 松本好勝村長

内航船利用者等のための待合所の整備については、昨年12月定例会において答弁したと

おり、簡易的なもので平成28年度設置に向けて進めてまいります。なお、平成28年度当初

予算に計上しておりませんが、これから見積もり等を徴収し、補正予算に計上して対応し

たいというふうに考えております。

○ ５番 當山清彦議員

明確なご答弁ありがとうございます。こちらも座間味村からの強い要望でございまして、

またこの内航船、渡嘉敷の商工会青年部、座間味村商工会青年部が両村に要望して実現し

た事業でございますので、お客様の不便にならないようにしっかりと整備していただけた

らと思います。
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次に、島体験留学について伺います。１、島体験留学を再開する経緯について伺います。

○ 新垣一典教育長

島体験留学を再開するという質問、経緯の質問ですが、今回の島体験留学制度は３年前

に坂田氏が実施しましたわらびや山村留学の受け入れとは形態が違いますので、そういっ

たところのご理解をお願いしたいと思います。これはわらびやでの受け入れ手法と今回島

体験、行政が関わって支援するという内容に若干違いがありますので、そこの違いはご理

解をいただいて説明したいと思います。

近年、児童生徒の減少が進んでおり、中学校では平成28年度より２つの学年の生徒で編

成する学級が８人以下となり、平成30年度までの３年間は複式学級編成となることが予想

されるため、その対策として島内の里親協力を得て村が助成し島体験留学制度を導入する

ことといたしました。

○ ５番 當山清彦議員

この件については聞きたいことがたくさんあるので、通告書のものをまず一括してお伺

いします。島体験留学実施委員会、委員の構成について伺います。３、里親が提供する食

事の栄養管理体制について伺います。４、留学生との面接（審査、判断基準）は当局が立

ち会うのかどうか伺います。

○ 新垣一典教育長

島体験留学制度実施委員会委員の構成については、制度実施委員会設置要綱に基づいて、

渡嘉敷村教育委員会の委員３名、渡嘉敷村立小中学校校長２名、里親代表１名、教育委員

会、教育課長１名、計７名となっております。

３番目の里親が提供する食事の栄養管理体制を伺うということですが、食事の献立表等

の提示については行うこととしておりませんが、里親の義務として児童生徒を家庭的に養

育し、健やかな成長に向けて努力することを義務づけております。

４、留学生との面接（審査、判断基準等）当局が立ち会うのか伺う。答えといたしまし

て、実施要綱に募集基準を示し、制度実施委員会の委員及び里親が面接をして決定をする

こととなっております。

○ ５番 當山清彦議員

まず委員会の構成について伺いますけれども、教育委員会３名、両校の校長、そして教

育長、教育課長、そして里親ということでございますけれども、この委員会に里親が入る

のはどうなのかと思うのですがいかがでしょうか。

○ 新垣一典教育長

実際に受け入れ里親の代表として委員としておりますが、実態として受け入れについて

は自主的に家庭的に児童生徒を受け入れる里親、そういった方と、学校現場、それから行

政の教育委員会、そういう３者でもって検討していくのが妥当かということで入れており

ます。
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○ ５番 當山清彦議員

この島体験留学は前回のものとは全く違うというご答弁でございましたけれども、運営

するご本人、ご夫婦は同じということですし、教員の方々、保護者の方々から本当に不安

の声が多いのが現状でございます。

休憩お願いします。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

休憩中にいろいろ議論させてもらいましたけれども、本当に不安な要素が多いというこ

とで先日教職員の方からも私は呼び出されて実情を話されて、今回の質問をしております

し、今後、島体験留学実施委員会の中でしっかりと議論を重ねて、１件言わせていただけ

たら、栄養管理体制はしっかりやっていただきたいと思います。これだけは要望しておき

ますので、進捗状況をまた伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

次に移ります。渡嘉敷村観光案内休憩所の設置及び管理に関する条例について伺います。

２月に確か抽選してもう現在決まっていると思いますけれども、その時の公募方法を伺い

ます。２、現条例では応募者間での公平性がないと考えますが、当局の見解を伺います。

○ 小嶺哲雄商工観光課長

ただいまの質問ですが、今回の募集に関しては村内の公共掲示板の方に募集要綱を掲示

して公募を行いました。２番目の質問で、現条例では応募者間の公平性がないと考えるが、

当局の見解を伺うということなんですが、確かにいま、その条例では使用者の公募及び決

定方法の規定がないため、運用募集要綱を定め公募を行い、応募者が多数の場合には公開

抽選を行っております。今後はこの条例または規則で使用者の公募、選定方法等を規定す

る必要があるとは思っております。

○ ５番 當山清彦議員

まず公募方法についてですが、掲示板だけということでございますけれども、様々に情

報を発信する用途をもっているわけで、フェイスブックなり、ホームページなり、そして

メールマガジンもありますよね。教育委員会からも総務課からもいろんなメールが回って

きます。どうしてこういったものですよ、また営利目的ですよ、みんな知っていたら応募

していたという方が結構いらっしゃるんです。なぜ今回、掲示板だけだったのか伺います。

○ 小嶺哲雄商工観光課長

今回、募集要綱を公共掲示板に掲示しただけの募集に止めたかということですが、ホー

ムページに出さなかったのは、島外からの人たちも応募される可能性もあるということも

ありましたし、村の商工会の会員をメインとして募集をしたいということがあって公共掲

示板の掲示だけに止めました。
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○ ５番 當山清彦議員

村内だけの募集だからということで、それもたぶん条例には入っていないですよね。以

前私、観光案内休憩所の旧船舶課事務所の件で質問させていただいたときに、この応募で

すけれども…。

ちょっと休憩もらっていいですか。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

という答弁をされているんですよ。それも条例で定められていない状況の中で、だから

結局条例が不備だからそういうかたちになりますし、村民からも不満の声が出てくるわけ

ですよ、そのことについて見解を伺います。

○ 小嶺哲雄商工観光課長

こういった港の待合所等の公的機関の場所で店舗を募集する場合、基本的には商工会の

会員を限定したいという思いがあります。そして条例にそういった規定がないので募集要

綱を定めてそれを運用上使っているということでありますので、募集要綱に則って公平に

募集をしているということでご理解いただきたいと思います。

○ ５番 當山清彦議員

それだと全く理解してくれる方が少ないと思うんです。私も商工会員ですし、商工会青

年部の副部長を仰せつかっております。商工会青年部の中には理事もいらっしゃいます。

知らなかったという声も聞いています。商工会に対してどういう案内をしたのか、伺いま

す。

○ 小嶺哲雄商工観光課長

商工会に対しての直接の案内はしておりません。公共掲示板にこういった募集要綱を貼

りだしして募集しております。今回、公共掲示板に募集要綱を貼り出して募集した期間が

１月26日に掲示して２月15日までということで３週間の掲示期間をとってありましたの

で、それで応募いただいていると思っております。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

今後この条例をしっかり定めるつもりがあるのか、そしてこれまで５年の契約期間を済

んだ際、公募せずに契約者がそのまま継続するという流れだったと思いますが、今後どう

されるのか伺います。

○ 松本好勝村長
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このことにつきましては公平性を保つために、その都度５年契約、そしていま３年契約

という話がありますけれど、この年数につきましては検討して公平性を保つように公募で

やっていきたいと思っております。ただ一つ難点は、お店設置するためにちょっと経費が

かかっていますよね。そういったことがどうなるかということも勘案して考えなければい

けないと思っております。

○ ５番 當山清彦議員

そういう事業所さんのかかった経費とかもあると思いますけど、元々公共の場所ですし、

それを公募してやって、また継続といかたちより、ちゃんと募集してとの方が公平性は保

てると思います。あそこで商売したい方がいっぱいいるんです。だから以前に旧船舶課の

事務所を開放して、あそこもテナントとして利用するおつもりはないですかというご質問

をしたと思います。今後どうでしょうか。あの船舶課事務所も、通告はしておりませんけ

れども、答えられたでいいです、あの船舶課事務所をテナントとして貸し出すおつもりが

あるのかないのか、よろしくお願いします。

○ 松本好勝村長

旧ターミナルの話ですよね。このことについては以前に商工会等から話があって、荷物

を一応を整理した経緯もありますけれども、そこはまた監査等で使わなければいけないと

いう問題があって現在に至っているんですが、それを貸し出しするかどうかはちょっと研

究させてください。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。しっかり研究していただいて条例も整備していただけたら村民

の方からの苦情もなくなると思いますので、よろしくお願いいたします。

次、７番、一般質問の対応について伺います。通告書を読ませていただきますけれども、

28年２月18日、町村議会議員事務局職員研修会にて長野県の飯綱町の議会議長寺島議長を

お呼びして議会改革についてご講演を賜りました。飯綱町議会では半年に一度、一般質問

の検討結果を書面で議員に提出されている。私もこれまでずっとやってきました。ですが

書面で対応していただいたのは副村長のみでございます。村長からもいい答弁を伺ってお

りますけれどもなかなか対応していただけない。午前中、午後、様々な議員の中からも何

回も質問しているのに対応してくれない。こういうことをしていただけたら同じ質問しな

いんです。年に４回ある定例会、90分しかないこの一般質問の中で同じ質問をするのはも

ったいないんです。更に前に進んだ議論を進めるために、こういった対応をしていただき

たいと思っていますが、村長の見解を伺います。

○ 松本好勝村長

このことにつきましてはいろんな問題等があって、直接こちらから議長に対して回答す

るということ等があって、現在そういう方式をとっているかと思いますけれども、今回の

皆様方からのそういう質問等に対して、じゃあこれは資料提出なら資料提出ということで
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これからも議長宛に私どもは執行部の方は提出したいと思っております。ですからはっき

りそこで、研究しますとか検討しますとかいうこともつかうかも知れませんけれども、何

々について議員の方もこれを申し出て下さい。このことについて議長宛に回答してくださ

いということの一言あれば、私どももそのように議長宛に返事をしたいというふうに思っ

ております。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

この問題に対して再度村の見解を伺います。

○ 松本好勝村長

ご質問の件につきましては、平成26年の12月定例会でも要望を受けたところでございま

すが、その時の答弁として、検討事項や進捗状況等の確認については、議員の皆さまと執

行部との確認事項等への対応を確実なものにするため、議会事務局を通して文書でもって

上げていただき、執行部も文書でもって回答するとの提案をさせていただき、議員からも

了解をいただいたものと理解しているところでございます。議員からの要望、資料要求等

については、担当者のみの判断ではなく、回答提出にあたっては内部決済を得た上での対

応をとることとしておりますので、メール等の報告ではなく公文書で報告させていただき

たいと考えておりますので、ご理解の程よろしくお願いしたいと思います。

○ ５番 當山清彦議員

分かりました。文書で提出します。対応をよろしくお願いします。ただ、他の自治体で

はしっかり対応しています。他の自治体でうちの現状を話すと、本当に議会軽視だという

ことで笑われました。実際、私どもも研修会で、こういった話も聞いております。実際当

局も副村長には対応していただきました。書類でしっかりと。それができればいいなと思

っているんですが、村が書類を提出したら出すというお考えなのであれば、私は書類を提

出してお答えをいただきたいと思いますので、対応のほどよろしくお願いいたします。

私の一般質問最後になりますけれども、今議会で宮平総務課長と仲間民生課長は最後の

議会になるかと思います。私も議会でまだ６年目のまだまだ駆け出しでございますけれど

も様々な議論をさせていただきました。お二人には長年村の振興発展に寄与されて、本当

に心から感謝申し上げます。長年お疲れ様でございました。これ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。

○ 玉城保弘議長

これで５番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。
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日程第７、同意第１号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命について同意を求める件を議題

といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。松本好勝村長。

○ 松本好勝村長

同意第１号

渡嘉敷村教育委員会委員の任命について

下記の者を渡嘉敷村教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。

記

住 所 渡嘉敷村字渡嘉敷1918番地の２

氏 名 藤原史明

生年月日 昭和37年４月20日

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

渡嘉敷村教育委員会、委員１人が平成28年３月31日をもって任期満了となるので、その

後任を任命するため、議会の同意を得る必要がある。

以上、ご審議をお願いします。

○ 玉城保弘議長

この採決は無記名投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

ただいまの出席議員数は６名です。

次に、立会人の指名を行います。

会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に１番宮平鉄哉議員及び２番島村武議員

を指名いたします。

投票用紙を配ります。

念のため申し上げます。本案に賛成の方は「賛成」、反対の方は「反対」と記載をお願

いたします。なお、白票は反対とみなします。

投票用紙の配布もれ漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（立会人投票箱を点検）

異常なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順次投票をお願いいたします。
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○ 小嶺正之議会事務局長

１番宮平鉄哉議員。２番島村武議員。３番平田春吉議員。４番小嶺勉議員。５番當山清

彦議員。６番與那嶺雅晴議員。

○ 玉城保弘議長

投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。

開票を行います。

１番宮平議員、２番島村議員立ち会いをお願いいたします。

選挙の結果を報告いたします。

投票総数６票、内有効投票６票、無効投票０票。有効投票のうち、賛成６票、反対０票。

以上のとおりです。

したがって日程第７、同意第１号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命については原案のと

おり可決されました。

議場の出入口を開きます。

休憩します。

再開します。

日程第８、報告第１号、平成28年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

報告第１号

平成28年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について

地方自治法昭和22年法律第67号第243条の３第２項の規定により、平成28年度沖縄県町

村土地開発公社事業計画を別紙のとおり報告する。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより報告第１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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日程第９、議案第１号、沖縄県介護保険広域連合を組織する地方公共団体の増加及び規

約の変更についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第１号

沖縄県介護保険広域連合を組織する地方公共団体の増加及び規約の変更について

地方自治法昭和22年法律第号第291条の３第２項１規定により、平成29年２月１日から

沖縄県介護保険広域連合に西原町を加入させること及び同広域連合規約を別紙のとおり変

更することについて、同法第291条の11の規定に基づき議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

沖縄県介護保険広域連合に西原町を加入させること及び同広域連合規約を変更すること

について、地方自治法第291条の11の規定により本案を提出する。

以上、ご審議ほどをお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に、質疑はありませんか。

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１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２号、渡嘉敷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第２号

渡嘉敷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例

渡嘉敷村国民健康保険税条例平成12年条例第18号の一部を次のように改正する。

第10条中７月１日を４月１日に改める。

附則 施行期日

第１条、この条例は公布の日から施行し、平成21年４月１日から適用する。
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平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

現時点で国民健康保険税準則との齟齬があるため、渡嘉敷村国民健康保険税条例の一部

を改正する必要があるため。

以上、ご審議のほどお願いいたします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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２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11、議案第３号、渡嘉敷村へき地保育所一時保育料徴収条例を廃止する条例につ

いてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第３号

渡嘉敷村へき地保育所一時保育料徴収条例を廃止する条例

渡嘉敷村へき地保育所一時保育料徴収条例平成18年条例第16号は廃止する。

附則

この条例は平成28年４月１日から施行する。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

渡嘉敷村へき地保育所の閉所に伴い条例を廃止する必要があるため、これがこの条例案

を提出する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

質疑なしと認め、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３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12、議案第４号、渡嘉敷村庁舎整備基金条例を廃止する条例についてを議題とし

ます。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第４号

渡嘉敷村庁舎整備基金条例を廃止する条例

渡嘉敷村庁舎整備基金条例（平成元年条例第16号）は廃止する。

附則

この条例は公布の日から施行する。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

渡嘉敷村庁舎整備基金の廃止に伴い条例を廃止する必要があるため、これがこの条例案

を提出する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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４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５号、渡嘉敷村職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第５号
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渡嘉敷村職員定数条例の一部を改正する条例

渡嘉敷村職員定数条例昭和47年条例第６号の一部を改正する条例について、地方自治法

昭和22年法律第67号第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

へき地保育所の廃止に伴う施設名称の変更及び新設の渡嘉敷保育所が認可保育所となる

ことにより、職員を増配する必要がある。また教育委員会の所管に属する学校及び学校以

外の教育機関の職員の配置に変更が生じたため条例を改正する必要がある。これがこの条

例案を提案する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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５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６号、渡嘉敷村行政不服審査会条例の制定についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第６号

渡嘉敷村行政不服審査会条例の制定

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、渡嘉敷村行政不

服審査会条例を制定することについて議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

行政不服審査法（平成26年法律第68号）第81条第４項の規定に基づき、同条第１項の規

定により設置する渡嘉敷村行政不服審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定める必要

がある。

これがこの条例案を提案する理由である。
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以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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６号を採決します。

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15、議案第７号、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第７号

固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について

固定資産評価審査委員会条例（昭和47年条例第29号）の一部を改正する条例について、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

行政不服審査法（平成26年法律第68号）及び行政不服審査法施行令（平成27年政令第39

1号）の公布に伴い、固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する必要がある。

これがこの条例案を提案する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

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７号を採決します。

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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休憩します。

再開します。

会期時間の延長を行います。

日程第16、議案第８、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第８号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和47年条例第33号）

の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号

の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

特別職の職員で非常勤のものの追加に伴い所要の改正する必要がある。これがこの条例

案を提出する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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８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、議案第９号、渡嘉敷村不服申し立てに係る書面等の写し等の交付手数料条例

の制定を議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第９号

渡嘉敷村不服申し立てに係る書面等の写し等の公布手数料条例の制定
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地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により、渡嘉敷村不服申

し立てに係る書面等の写し等の公布手数料条例を制定することについて議会の議決を求め

る。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

行政不服審査法（平成26年法律第68号）の公布に伴い条例を制定する必要がある。

これがこの条例案を提案する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

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９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18、議案第10号、渡嘉敷村過疎地域自立促進計画の策定についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第10号

渡嘉敷村過疎地域利自立促進計画の策定について

渡嘉敷村過疎地域自立促進計画を定めることについては、過疎地域自立促進特別措置法

平成12年法律第15号第６条第１項の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

渡嘉敷村過疎地域自立促進計画を定めることについては、過疎地域自立促進特別措置法

第６条第１項の規定により議会の議決を必要とする。

以上でございます。ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

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10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）
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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19、議案第11号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

休憩します。

再開します。

○ 松本好勝村長

議案第11号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

渡嘉敷村職員の給与に関する条例（昭和48年条例第34号）の一部を改正する条例につい

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定により議会の議決を求

める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

沖縄県人事委員会の給与勧告並びに国及び他の都道府県の職員の給与改定を考慮し、職

員の給与を改定する必要がある。これがこの条例案を提出する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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11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20、議案第12号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第12号

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例
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特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和47年条例第35号）の一部

を改正する条例について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第１号の規定

により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

期末手当の支給割合を改定する国の特別職及び沖縄県の一般職の職員との均衡を考慮

し、常勤の特別職の職員の期末手当の支給割合を引き上げる必要がある。

これがこの条例案を提出する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

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12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21、議案第13号、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第13号

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例

教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例（平成27年条例

第８号）の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１

項第１号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

期末手当の支給割合を改定する国の特別職及び沖縄県の一般職の職員との均衡を考慮

し、教育長の期末手当の支給割合を引き上げる必要がある。

これがこの条例案を提出する理由である。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。
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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13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。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれで散会します。

（散会 午後５時10分）



平成28年

第１回渡嘉敷村議会定例会

第２日目

３月９日
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平成28年第１回渡嘉敷村議会定例会は

平成28年３月９日(水)午前10時00分に

渡嘉敷村議会議場に招集された。

会期３日間

２日目

議員の出欠別

議席番号 氏 名 出欠別 議席番号 氏 名 出欠別

１ 宮 平 鉄 哉 出 ５ 當 山 清 彦 出

２ 島 村 武 出 ６ 與那嶺 雅 晴 出

３ 平 田 春 吉 出 ７ 玉 城 保 弘 出

４ 小 嶺 勉 出

出席議員７名

会議録署名議員 ６番 與那嶺雅晴議員 １番 宮平鉄哉議員

職務のため会議に出席した者の職氏名 議会事務局長 小嶺正之

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 松 本 好 勝 経済建設課長 神 里 敏 明

副 村 長 大 城 良 孝 教 育 課 長 金 城 満

教 育 長 新 垣 一 典 民 生 課 長 仲 間 住 恵

総 務 課 長 宮 平 昌 治 船 舶 課 長 島 村 清

会 計 課 長 我喜屋 元 作 商工観光課長 小 嶺 哲 雄

終了：３月９日（水曜日）午後３時40分
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平成28年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

平成28年３月９日（水） 午前10時00分開議

会議に付した事件は次のとおりである。

(第２号)

日程 事件番号 件 名

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 議案第14号 平成27年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）について

第３ 議案第15号 平成27年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）について

第４ 議案第16号 平成27年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

について

第５ 議案第17号 平成27年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて

第６ 議案第18号 平成27年度渡嘉敷村簡易水道予算（第４号）について

第７ 議案第19号 平成27年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)について

第８ 議案第20号 平成28年度渡嘉敷村一般会計当初予算について

第９ 議案第21号 平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算について

第10 議案第22号 平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算について

第11 議案第23号 平成28年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算について

第12 議案第24号 平成28年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算について

第13 議案第25号 平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算について

第14 選挙第１号 渡嘉敷村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について

第15 発議第１号 議会の委員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について

第16 発議第２号 日米地位協定の見直しに関する意見書の提出について

第17 発議第３号 沖縄県の道路網の整備促進に関する意見書の提出について

第18 発議第４号 港湾整備と港湾環境の整備に関する意見書の提出について

第19 発議第５号 議員派遣の件について
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○ 玉城保弘議長

おはようございます。ただいまから、本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元

に配布した日程票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127条の規定によって、６番與那嶺雅晴議員、

１番宮平鉄哉議員を指名いたします。

日程第２、議案第14号、平成27年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

改めましておはようございます。

議案第14号、平成27年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）について

平成27年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）を定めることについて、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規程により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第14号、平成27年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）

平成27年度渡嘉敷村の一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3千102万5千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ19億3千201万1千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

繰越明許費

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は「第２表繰越明許費」による。

地方債の補正

第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

休憩します。
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再開します。

他に質疑はありませんか。

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14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３、議案第15号、平成27年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）につ

いてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第15号、平成27年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）について

平成27年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）を定めることについて、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第15号、平成27年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）、平成27年度渡

嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1千608万3千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4千768万6千円とする。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

以上ご審議のほどお願います。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

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15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した。

日程第４、議案第16号、平成27年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第16号、平成27年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）につい

て

平成27年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を定めることについ

て、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求

める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第16号、平成27年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

平成27年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところ

による。

歳入歳出予算の補正

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ262万2千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ1億1千442万4千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

以上ご審議をお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

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16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５、議案第17号、平成27年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
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についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第17号、平成27年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

平成27年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を定めることについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第17号、平成27年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

平成27年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ586万1千円と定める。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

以上ご審議お願いします。

○ 玉城保弘議長

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。

他に質疑はありませんか。

（「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17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６、議案第18号、平成27年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）

についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第18号、平成27年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について
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平成27年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）を定めることについて、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第18号、平成27年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）、平成27年

度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ57万6千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ1億2千975万6千円とする。

２ 歳入歳出予算の総額の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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18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19号、平成27年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第19号、平成27年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第４号）について、平

成27年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)を定めることについて、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由
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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。

議案第19号、平成27年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)

平成27年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ28万3千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ3千49万5千円とする。

２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

以上、ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

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。

他に質疑はありませんか。

（「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19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。

休憩します。

再開します。

日程第８、議案第20号、平成28年度渡嘉敷村一般会計当初予算についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第20号、平成28年度渡嘉敷村一般会計当初予算について、平成28年度渡嘉敷村一般

会計当初予算を定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第

２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第20号、平成28年度渡嘉敷村一般会計当初予算。
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平成28年度渡嘉敷村の一般会計の予算は次に定めるところによる。

歳入歳出予算

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ19億3千905万2千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。

地方債

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

一時借入金

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は

６億円とする。

歳出予算の流用

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項款の流用。

以上ご審議のほどお願いします。

なお、副村長以下、それから総務課長、そして担当課長の方が款項の内容等詳しいです

ので補足答弁などさせたいというふうに思います。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

與那嶺議員。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

ぱっと一応読んでから、また説明等はお願いしたいと思います。36ページの職員住宅の

件、39ページの外灯の件、41ページの避難道路の件、52ページのカジマヤーの件、53ペー

ジの福祉センターの賃借料の件、107ページの太陽熱の件を聞きたいと思います。まず村

営住宅の件、場所はわかりますけど、何所帯でどういう方が入居なさるのか、入居目的で

すね。一般事務員も可能なのか、そこらへんまでお願いします。

○ 宮平昌治総務課長

職員住宅の入居については、有資格者の確保が村内では厳しいもんですから島外からの

方々をほとんど雇用しているんですが、その方々の住居に優先的に充てるように、今、考

えております。６所帯予定しております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

どうということじゃないんですけど、ただ１点ですね、これだけ議会からも村営アパー
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トの件がよく質問が上がる中で優先順位と言いますか、そういう中で村民のご理解を得ら

れるかどうか、それをお聞きしたいと思います。

○ 松本好勝村長

いま現在、いろんな有資格者、例えば保育所等も、そしてまた保健士等いろんなそうい

う方々がどうしても島にはいないというふうなこと等で、あるいはまたこういった方々を

呼ばなければ行政運営ができないということ等があるもんですから、以前に保育所造った

ときに、どうしてもそういったことをやらなければ渡嘉敷に来る人はいないというふうな

こと等があって、今回もこのような、まずは住む家から確保してあげようというふうなこ

とで、行政運営のこと等があるもんですから、そのように計上しているところでございま

す。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

村長、もう１回、聞きますけど、この件、村民の理解を得られると思いますか。

○ 松本好勝村長

村民もご理解してもらえるものというふうに思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

さっきから言っているんですけど、村営アパートも何十年も建っていないですよね。何

回も私もそうだし、他の議員も何回も一般質問で上がってきているのに、村長が今おっし

ゃるように理解してもらえるというんでしたら、それで良いとして、私はちょっといかが

なものかなと思います。

次いきます。外灯39ページ、これは今まで各区長が年間6千円ぐらいだったかな、外灯

割り当てがあったと思います。たぶん前回までは村負担が90万ぐらいだったと思いますが、

70万から90万ぐらいの間だったと思うんですけど、今回168万5千円上がってきているんで

すけど、これはもう、今、村民負担はなくて全部、今、行政の方で持つということになっ

ているんですか。

○ 松本好勝村長

集落内の外灯等に係る設置費、維持管理費、電気料金は全額村が負担するということに

してあります。これは近隣聞いてみましたら、おかしいんじゃないのと、以前からそのよ

うなことで近隣は取ってあるのに何で渡嘉敷だけはそうなのかというふうな疑問点もあっ

たもんですから、去年の両区長と協議した結果、いや私どもが、私たちは入って時期から

それが正しいと思っていたもんですから、あるいはまたハブがいるために、そういう対策

を取ったのかどうかというのははっきりはしておりませんが、近隣がそういうことである

ならば、じゃあ私たちもこれやはり協議しましたら、そういう外灯に関しては村が負担す

べきではないのかなというふうに、これだけ計上しているところでございます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

この施設はたぶん土地改良事業でなさった工事だと解釈しています。これは村長が答弁
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するかどうかは、できなかったらできないでいんですけど、じゃあ今から部落負担に対し

ての6千円はもう支払わなくていいという解釈でよろしいかどうかですね。

○ 松本好勝村長

これに対しては、部落負担というのは部落負担で、この電気料金等に関して村、部落が

負担する。そして部落が負担すべきのは渡嘉敷、阿波連両部落そうなんですが、部落の負

担金として徴収するかと思います。またそのようにやらないと運営ができないのではない

かなというふうに思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

この領収の明細なんか見ると電気料というふうな領収証が来るんですよね。たぶん行政

で持つとなったら部落ではそういう領収証は切れないんじゃないかなと思います。これは

部落との問題ですので、これはまたそのぐらいにしておきたいと思います。まとめると一

応、村が全額負担ということだけですね。

次いきます。カジマヤーの件です。今回、該当者が１人いるようですけど、これは予定

通り実施可能なのか、また予算も毎年同じ数字が上がっているけど、この予算で十分なお

祝いができるかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。

○ 松本好勝村長

予算に計上してあるということはやる予定であるということでございます。ですからこ

ういった行事等につきましては当然やるものとして、私たちは進めていこうというふうに

考えております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

この件に関しては、念を押したかったもんですから私もこの件で実施するのかどうかと

いうのを一般質問した経緯があったので、これは再度確かめる意味で質問しました。

41ページの避難道路、これはどこに目的はわかりますが、場所的にどこを考えています

かね。

○ 宮平昌治総務課長

村内３カ所、いま予定しておりまして、渡嘉敷の方はハサマというんですかね。ハサマ

原というんでしょうか。そことイーシヌモー、それから阿波連の方は村道阿波連線を集落

に下りた所の左側の方、阿波連ではトゥンチグヮーと言っているんですが、そこから村道

にショートカットできるような避難道を予定しております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

今、阿波連に１カ所、渡嘉敷に２カ所ということになっているんですけど、これで十分

な避難道を確保できるというふうな解釈でよろしいですか。後々また計画があるかどうか

もですね。

○ 宮平昌治総務課長

十分ですかと言われたらちょっとあれなんですが、緊急避難的な避難ということで取り
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あえず３カ所を設定しているんですが、今後、こういう場所にも必要ですとか、あっちに

も必要ですとかという要望があれば検討していくこともあるんじゃないかなとは考えてい

ます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

一応３回となっておりますので、３回でおさめますけど、イーシヌモーというのも、い

ま候補に上がっていますよね。現在、公園化されて一応擬木でもって階段等があって草刈

りさえすれば、そのまま避難道路としても可能なんですけど、あそこは今の時期にしか草

苅られないよね、サクラ見るために、今後どのような具体的にあの階段をそのままするの

か、それとも手すり等を付けて、どうするか１カ所でいいから具体的な数字も上がってい

るわけですから、具体的なことを教えててもらえます？

○ 宮平昌治総務課長

業者も場所を選定する際に各場所調査して、いま議員のおっしゃった場所、擬木で階段

がある所、そこを修復すれば使えるということで手すり等を設置して、その場所を使うと

いうふうな計画でございます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

次、107ページのこれは阿波連小学校、渡嘉敷小学校の太陽光というの、あまり意味が

わかりません。かなり4千万、3千万の予算組まれているけど、これ何ですか、教育長。

○ 新垣一典教育長

この事業については国の方が奨励する自然エネルギーの事業で、今年度、設計をして事

業実施を来年やりますが、屋外に太陽光パネルを設置して発電施設を造って太陽で熱発電、

太陽光発電施設を設置する事業となっております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

教育長、あなたもご存じだと思うけどね。渡嘉敷小学校なんか毎年台風が来る度に瓦飛

んでいるような状態よね。あの上に物載せて大丈夫と思うの、私は吹っ飛ぶと思うよ。こ

れ答弁しなくてもいいけど、少し新たに基礎とか新たにどうのこうのやるんだったらいい

けど、瓦の上にそのまま乗せたら飛びますよ。これで私終わります。

○ 新垣一典教育長

瓦の上には載せません。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

ああ、載せない。

○ 玉城保弘議長

３番平田春吉議員。

○ ３番 平田春吉議員

51ページの離島住民割引運賃カードの件なんですけれども、これはあまり大きすぎてで

すね。財布に収まらないのが多いんですよね。免許証のカードの大きさにするのは可能な
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んでしょうか。

○ 仲間住恵民生課長

先ほどの平田議員のご質問なんですけれども、今は離島カードは免許証サイズのカード

に変わっております。

○ ５番 當山清彦議員

40ページお願いします。車両航送運賃半額補助、昨日、一般質問でも伺いましたけれど

も、この事業の予算額の詳細を伺います。

○ 宮平昌治総務課長

こちらは一括交付金を活用して自動車航送運賃の島から往復する車両の半額を補助する

片道分を補助するということで、軽自動車タイプの車両を100台、それから普通乗用車タ

イプといいますか、先ほどの軽自動車といいますと３ｍから５ｍ未満の車両を対象にして

いるんですが、こちらが100台、それから４ｍから５ｍクラスの車両100台ということで、

今、計上をしております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。今後この100台を増える場合、補正で対応していただけるのか

どうか伺います。

○ 宮平昌治総務課長

推移を見て年内の予算で対応できないという状況がはっきりすれば補正で対応すること

にします。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。私もこの質問に関しては４年継続してやってまいりまして、先

日行われました県議会議員と議長と村長ですかね、意見交換会みたいなものがありまして、

その後に県議にも同じような要請をしました。県でも考えていただけるというお返事をい

ただきました。また各市町村単独でやっているところは、まだ少ないような状況ですので、

これで県が、この支援をしていくとなると本村では通院に係る運賃の補助と同様に０円に

なるのかなという期待もありますけれども、今回これだけの予算を計上していただきまし

てありがとうございます。

次に移ります。67ページ、妊婦出産助成金こちらの件に関して一般質問で増額の要請を

したと思いますけれども、答弁でも倍額まではいけるんじゃないかという答弁をいただい

たと思いますけれども、この予算の詳細と増額するのかどうか、伺います。

○ 仲間住恵民生課長

ただいまの議員の質問なんですけれども、今、妊婦出産助成金については、これまでど

おりの助成額で予算は計上しております。

○ ５番 當山清彦議員

では一律5万円ということだと思いますけれども、先日、一般質問で答弁していただい
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た倍、10万円はいつ頃予定はしているのか、伺います。

○ 松本好勝村長

前回も答弁したかと思いますけど、その都度、そういった該当者等おそらく出てくるか

と思いますので、その都度、補正等で対応してまいりたいというふうに思います。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

再度お伺いしますが、当局の答弁が10万円まで上げれるんじゃないかという答弁いただ

いたので、その予定、当局が今年度当初予算では5万円の８名分ということで計上されて

いると思いますけれども、今後どのようなかたちで10万円まで上げていくのか徐々に徐々

に上げていくのか、また来年度に一気に10万円上げるのか、その予定があるかどうか伺い

ます。

○ 松本好勝村長

すぐ、いつから、じゃあこうしますということは、いまこの場で申し上げることはでき

ませんけれども、徐々になるかあるいはまた、すぐ一律に、じゃあ10万円にしますよとい

うことになるかは、いまこの場では申し上げることはできませんけれども、皆さん方のそ

ういった要望に答えて前向きに検討していきたいというふうに思います。

○ ５番 當山清彦議員

一度倍額までいけるというふうに伺っておりますので、どうか倍額まで持っていただけ

るようにしていただきたいと思います。

次、いきます。90ページ渡嘉敷村景観計画策定委託費の概要について伺います。

○ 神里敏明経済建設課長

これは委託料で委託業務になりますけれども、村の景観計画策定するためのいろいろな

環境調査ということで、そこらへんの調査業務になってきます。これと併せて村の方の景

観条例と制定も併せてやっていくというような調査業務になります。

○ ５番 當山清彦議員

今後、村の景観条例を策定していくにあたり、何か委員会のようなものも作って、その

中にまた村民なりの有識者とかも入れてやっていくのかどうか、伺います。

○ 神里敏明経済建設課長

この景観策定業務ですけど、もちろん委員会を立ち上げて専門の有識者も交えて業務委

員会等を設定して業務を進めていくことになります。

○ ５番 當山清彦議員

私も以前、一般質問で景観条例を作ってはどうかというふうに前村長のときですけども、

ご提案しました。そして那覇市の景観条例を作っているところも拝見してますし、ああい
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ったかたちで景観を統一するというのは非常に観光地として本当にいいことだと思ってお

りますので、また商工業者、阿波連なんかは事業所が多いですから、そういったところの

景観を統一していくという面で商工業者も入れていただけたらと思いますので、そのへん

も考慮していただけたらと思います。よろしくお願いします。

次に移ります。99ページ教育費の学校ＩＣＴ活用指導支援事業委託料について概要とこ

の予算、村長の施政方針でもあったと思いますけれども、電子黒板等の授業だと思います。

この概要を伺います。

○ 新垣一典教育長

これ学校ＩＣＴ活用支援指導支援事業、これ前年度から計画を進めておりましたけれど

も一括交付金の枠の関係で、今年から来年にかけてＩＣＴを活用した電子黒板等、それに

付随する指導研修等も含めて主に電子黒板の導入事業というような大まかな事業です。詳

細については課長の方から説明をいたします。

○ 金城満教育課長

学校ＩＣＴ活用指導支援事業の詳細についてお答えいたします。本事業は一括交付金、

沖縄振興市町村推進交付金を活用しまして、学校のＩＣＴ環境整備を行うことでパソコン

や校内ＬＡＮを通じてインターネットの活用等により情報教育の充実学力向上の推進を図

る目的で事業を計画をしております。その中でＩＣＴを活用した事業をする中で、周辺機

器の整備をいたしまして、その中で電子黒板、あるいはそれに付随した教材、教師用教材

とか整備いたしまして、それからプリンター等の購入、それからもちろん周辺整備のラン

設置とか、あるいは端末、子どもたちも含めましてタブレットパソコンの方の整備を予定

して、こういうＩＣＴを活用した情報教育を充実させるということで事業の予定をしてお

ります。先ほど教育長がおっしゃっておりましたけれども、当然、教員の先生方も、この

事業をするにあたって研修をしなくてはいけませんので、その研修に含める経費も含めて

２年間で事業を実施するということを予定をしております。

○ ５番 當山清彦議員

予算の概要を教えてください。

○ 金城満教育課長

事業費が、これ２年にまたがっておりまして、今年度は1千553万9千円ということでち

ょっと細かい、全てになりますでしょうか。

○ ５番 當山清彦議員

大まかな研修とか、電子黒板、端末の設置と研修と電子黒板の内容研修費。

○ 金城満教育課長

周辺機器購入事業として約1千万、それから端末の設置で約400万、研修費がそれ以外と

いうことで今考えております。

○ ５番 當山清彦議員
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ありがとうございます。非常に大きな予算ですけれども、こちらは教育現場から非常に

要望の強かった予算でございますので、今回の予算計上ありがとうございます。以上で終

わります。

○ 玉城保弘議長

他に質問ありませんか。

島村議員。

○ ２番 島村武議員

先ほども與那嶺議員から質疑が出されましたけれども、避難道の予算、今回計上されて

おります。この5千260万の予算で３カ所を整備するということですけれども、この内訳そ

れぞれのハサマとイーシヌモーと阿波連の整備３カ所に対する予算額、どう振り分けれお

られるのか金額的にどうなりますか。

○ 宮平昌治総務課長

今、個別の積算はまだ細かいのは上がってきておりませんが、トータルで5千万という

ことで、あと案内板の設置も含めて当初予算に計上している額ということで、いま個別の

金額はまだ出ておりません。

○ ２番 島村武議員

そうおっしゃられるとこれ、予算の根拠がないということになりはしませんか。３カ所

の工事をするとなったら、おおよそこれぐらいはかかるだろうという元に、予算を算出し

てきますよね。細かい積算は問うているんじゃないんです。これ予算額ですから、出ませ

んか。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 宮平昌治総務課長

先ほどの避難道のそれぞれの概算ということでございますが、まずハサマ避難道路が11

7万、それからクミチヂ山避難道路が582万、それから村道阿波連線が455万で避難場所の

案内板が1千365万、その他に共通仮設費、現場管理等々を含んで5千236万となります。

○ ２番 島村武議員

予算内訳はご報告いただきました。ハサマについてそれから阿波連線の整備下りて行く

左側になりますね。そして通称イーシヌモーの整備、これ先ほど答弁の中で、村長は阿波

連線に沿っている川が橋のたもとに設置されているあの階段を整備して、そこに避難をす

ると、そこの整備費だという答弁を確かされましたけれども、あそこは一番部落の外れで

すよね。これあくまでも避難道路で、あそこ公園整備云々とかという話ではないですから、

避難道路で整備をするということには難があるのではないかという思いがあるんですけ

ど、その理由は、その前にくんみ橋ありますよね。避難するんだったら車でもあるし、歩
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きもあるし、あそこに行くよりは、今あるきれいな道路から避難した方がはるかに早いで

す。あそこ避難道として整備するのに、少し根拠が乏しいんじゃないかという思いがあり

ますけれども、村長これどういう説明をなさるおつもりですか。

○ 宮平昌治総務課長

先ほど與那嶺議員との質問に対する答弁で、私の足らない内容で大変失礼しました。い

まクミチヂ山の避難道路の予定地はゆたか橋というんですか、そこからの登り口を活用す

るという予定でございます。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

日程第９、議案第21号、平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算についてを議題

とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第21号、平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算について。

平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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

を必要する。

議案第21号、平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計の予算は次に定めるところによる。

歳入歳出予算

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ5億2千386万4千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。

一時借入金

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は2

億円と定める。

歳出予算の流用

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項款の流用。

以上ご審議のよろしくお願いします。
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○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

平田議員。

○ ３番 平田春吉議員

15ページの事務所使用料について説明をお願いいたします。

○ 島村清船舶課長

４番の渡嘉敷事務所の使用料は南部土木事務所に支払いされている渡嘉敷事務所の使用

料でございます。

○ ３番 平田春吉議員

これの説明をお願いします。というのは北岸の事務所のことを言っている。北岸の事務

所のこと言っているのか、そこがあまりわかりませんの教えてほしいと思います。

○ 島村清船舶課長

１番が那覇事務所、泊の中のもので、２番目が北岸の仮設の北岸事務所でございます。

４番目が渡嘉敷の船客待合所の事務所の使用料でございます。

○ ３番 平田春吉議員

ありがとうございました。時間外にも船舶課長と話をしましたけれども、北岸の事務所

の中にトイレは造れないものかどうか、それと交渉したことはあるかどうか、お聞きした

いと思います。

○ 島村清船舶課長

北岸事務所にトイレというご質問でございますが、特にいまのところ調べたことはござ

いません。

○ ３番 平田春吉議員

お客さんは地元のお客さんでしたけれども、やっぱりそういう要望があったんですよ。

座間味の事務所まで行ってトイレ行く、それよりはここに造れるものだったら造ってほし

いと言う要望があったもんですから、プレバブの中にトイレ可能なのかどうかと、これを

お聞きしたかったんです。

○ 島村清船舶課長

先ほど述べましたとおり調べていませんので調べてから検討するということでよろしい

でしょうか。

○ ３番 平田春吉議員

もう１点、コインロッカーも置いてほしいという要望がありましたけど、可能なんでし

ょうか。

○ 島村清船舶課長

今のコインロッカーのご質問でございますが、隣に座間味事務所が使っている所にトイ
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レとそれがあるかと思いますので、それも含めて設置が可能かどうか、取りあえず調査を

してみたいと思います。

○ 玉城保弘議長

これより議案第21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22号、平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算につい

てを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第22号、平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算について。

平成28年度渡嘉敷村国民健康保険特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第22号、平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算書。

平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。

歳入歳出予算

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1億691万3千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。

一時借入金

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は3

千万円と定める。

歳出予算の流用

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項款の流用。

以上ご審議よろしくお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。
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質疑ありませんか。

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22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11、議案第23号、平成28年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算について

を議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第23号、平成28年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算について。

平成28年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算を定めることについて、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第23号、平成28年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計予算書。

平成28年度渡嘉敷村の後期高齢者医療特別会計予算は次に定めるところによる。

歳入歳出予算

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ564万9千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。

一時借入金

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5

00万円とする。

歳出予算の流用

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項款の流用。

以上ご審議のほどお願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。
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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23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12、議案第24号、平成28年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第24号、平成28年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算について。

平成28年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第24号、平成28年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計予算。

平成28年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。

歳入歳出予算

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ7千615万6千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。

一時借入金

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は3

千万円とする。

歳出予算の流用

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項款の流用。

以上ご審議お願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

質疑なしと認め、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24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25号、平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第25号、平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算について。

平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

平成28年３月８日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

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。

議案第25号、平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計予算。

平成28年度渡嘉敷村の下水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。

歳入歳出予算

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ4千539万7千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」に

よる。

一時借入金

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は1

千万円と定める。

歳出予算の流用

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（1）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項款の流用。

以上ご審議お願いします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

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。
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これより議案第25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、選挙第１号、渡嘉敷村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を議題といたし

ます。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第118号第２項の規定によって指名推薦にしたいと

思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定をいたしまい

た。

お諮りします。

指名の方法については議長が指名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」の声あり）

異議なしと認めます。したがって議長が指名することに決定をいたしました。

選挙管理委員には、小嶺均氏、小嶺明氏、新城弘美氏、棚原盛夫氏以上の方を指名した

いと思います。

お諮りします。ただ今指名いたしました小嶺均氏、小嶺明氏、新城弘美氏、棚原盛夫氏

を選挙管理委員の当選人と認め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。したがって、ただいま指名いたしました小嶺均氏、小嶺明氏、新

城弘美氏、棚原盛夫氏、以上の方が選挙管理委員に当選されました。

次に選挙管理委員会補充員に新垣克八氏、仲村隼人氏、金城直美氏、大城敏博氏以上の

方を指名したいと思います。

お諮りします。ただいま指名いたしました新垣克八氏、仲村隼人氏、金城直美氏、大城

敏博氏を選挙管理委員補充員の当選人として決定することに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。したがって、ただいま推薦しました新垣克八氏、仲村隼人氏、

金城直美氏、大城敏博氏、以上の方が選挙管理委員会補充員に当選されました。

次に補充員の順序についてをお諮りします。

補充員の順序は、ただいま指名した順序にしたいと思います。

ご異議ありませんか。
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（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。したがって補充の順位は、ただいま指名しました順序に決定を

いたしました。

日程第15、発議第１号、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

ること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。宮平鉄哉議員。

○ １番 宮平鉄哉議員

発議第１号

（議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和47年渡嘉敷村条例第32号）の一部

を次のように改正する。

第５条中「100分の147.5」を「100分の150」に、「100分の162.5」を「100分の165」に

改める。

附則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（昭和27年12月１日に在職する議員に対して支給する期末手当に関する特例措置）

２ 平成27年12月１日に在職する議員に対して同日に支給する改正後の議会の議員の報酬

及び費用弁償等に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第５条の規定の適用につ

いては、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

３ 改正後の条例の規定を適応する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用

弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による

給与の内払とみなす。

平成28年３月８日提出

渡嘉敷村議会議長 玉城保弘殿

提案者 渡嘉敷村議会議員 宮平鉄哉

賛成者 渡嘉敷村議会議員 島村 武

理由

期末手当の支給割合を改定する国の特別職及び沖縄県の一般職の職員との均衡を考慮

し、議会の議員の期末手当の支給割合を引き上げる必要がある。

これが、条例案を提出する理由である。

○ 玉城保弘議長

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）
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質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより発議１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、発議第２号、日米地位協定の見直しに関する意見書の提出についてを議題と

します

提案者から提案理由の説明を求めます。島村武議員。

○ ２番 島村武議員

発議第２号 平成28年３月８日

渡嘉敷村議会議長 玉城保弘殿

提出者 渡嘉敷村議会議員 島村 武

賛成者 渡嘉敷村議会議員 平田 春吉

日米地位協定の見直しに関する意見書

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

ので提出します。

日米地位協定の見直しに関する意見書

我が国には、日米安全保障条約に基づく日米地位協定によって、31の都道府県に131施

設、約10万2千ヘクタールの米軍基地施設が所在している。

米軍基地を抱える全国の町村は、我が国の防衛、安全保障の一翼を担う一方、米軍基地

の存在による住民生活への過重な負担を抱えている。

特に、全国の米軍専用施設の約74％を占める沖縄県においては、米軍施設から派生する

事件・事故や航空機騒音、環境問題、並びに米軍人・軍属等による犯罪が、戦後70年を経

た今日においてもなお後を絶たず、地域住民の生活に多大な影響を及ぼしている。

日米地位協定は、日米を取り巻く安全保障体制や我が国の社会環境が大きく変化してい

るにもかかわらず、昭和35年に締結されて以来、50年以上もの間、一度も改正されていな

い。

これまで運用改善や環境補足協定の締結がなされているものの、米軍基地から派生する

さまざまな事件・事故等から国民の生命・財産と人権を守るためにはまだ不十分で、根本

的な解決のためには日米地位協定を抜本的に見直す必要がある。

よって、日米地位協定を抜本的に見直しされるよう、地方自治法第99条の規定により、

意見書を提出いたします。

平成28年３月８日 沖縄県島尻郡渡嘉敷村議会議会

あて先 内閣総理大臣 外務大臣 防衛大臣 内閣官房長官

沖縄及び北方対策担当大臣 外務省沖縄特命全権大使 沖縄防衛局長
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以上でございます。よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。

○ 玉城保弘議長

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。

これをもって質疑を終結いたします。

これより発議第２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３号、沖縄県の道路網の整備促進に関する意見書の提出についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。平田春吉議員。

○ ３番 平田春吉議員

発議第３号 平成28年３月８日

渡嘉敷村議会議長 玉城保弘殿

提出者 渡嘉敷村議会議員 平田 春吉

賛成者 渡嘉敷村議会議員 小嶺 勉

沖縄県の道路網の整備促進に関する意見書

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

ので提出します。

沖縄県の道路網の整備促進に関する意見書

沖縄県においては、昭和47年の復帰以降４次にわたる振興計画により着実に道路整備が

進められ、道路は、県民のくらし、経済、文化等、あらゆる分野の向上・発展に大きな役

割を果たしてきたところである。

また、平成15年には沖縄都市モノレールが開業したものの、依然として陸上交通のほと

んどが道路交通に大きく依存している状況である。

このため、那覇空港・那覇港等の広域交流拠点に連絡する幹線道路ネットワークの構築

及び慢性的な都市部の交通渋滞への対応とともに、観光振興・地域活性化の支援、災害対

策など、増大・多様化する交通需要への対応が求められており、なお一層の道路網の体系

的整備と質的向上が必要である。

ついては、今後とも「沖縄21世紀ビジョン基本計画」に基づき､引き続き必要な道路が

計画的かつ着実に整備されるよう、下記事項について特段のご配慮を強く要望する。

記
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１．那覇空港等広域交流拠点や主要拠点へのアクセス性を向上させ、産業振興や人、物の

交流の迅速化を図るため、那覇空港自動車道（小禄道路）、沖縄西海岸道路、名護東

道路（数久田～許田間）、南部東道路及びスマート・追加インターチェンジ等ハシゴ

道路ネットワークの早期整備

２．都市部における交通渋滞を緩和し、環境改善や健全な市街地の形成を図るため、国道

329号西原バイパスをはじめとする幹線道路の整備や主要交差点の改善整備

３．中北部地域までの定時・定速の公共交通ネットワークを形成するため沖縄都市モノレ

ールについて、首里駅から沖縄自動車道までの延長整備促進。

４．離島における生活圏域の広域化、一体化を促し、定住化の促進を図るため離島架橋等

の整備促進

５．沖縄は台風常襲地帯であり、過去の電柱倒壊等の甚大な被害を踏まえ、防災機能の向

上を図るとともに、質の高い観光・リゾート地の形成を図るための無電柱化、美しい

道路景観の創出・保全、良質な道路緑化等の推進

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。

平成28年３月８日 沖縄県島尻郡渡嘉敷村議会

あて先 内閣総理大臣、国土交通大臣、財務大臣、内閣官房長官

沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄総合事務局長

以上であります。審議をよろしくお願いします。

○ 玉城保弘議長

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。

これをもって質疑を終結いたします。

これより発議第３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18、発議第４号、港湾整備と港湾環境の整備に関する意見書の提出についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。小嶺勉議員。

○ ４番 小嶺勉議員

発議第４号 平成28年３月８日

渡嘉敷村議会議長 玉城保弘殿

提出者 渡嘉敷村議会議員 小嶺 勉
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賛成者 渡嘉敷村議会議員 當山 清彦

港湾整備と港湾環境の整備に関する意見書

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

ので提出します。

県内各離島の港湾整備と港湾環境の整備に関する意見書

本県では、これまで離島地域の活性化を図るため各種の離島振興策が推進され、県内各

離島の港湾整備も年次的に進められ、着実に離島住民の暮らしの向上・地域の振興発展に

大きく寄与しているところであります。

しかしながら、県内各離島の港湾においては、それぞれの置かれた位置、環境等の違い

により、依然として解決すべき様々な課題を有しております。

普段からの港湾内のうねり対策、夏場の強風による港湾内の静穏度の悪化、相次ぐ台風

接近時の港湾内のうねりの長期化、季節風による防波堤の越波、季節風の波浪等によるフ

ェリーの欠航、荷役作業及び船舶係留等への影響など、離島住民の日常生活に大きな支障

が生じております。

また、離島の港湾は、地域間交流や島の持つ魅力を素材とした観光の促進をはじめ、物

流の高速・効率化等、離島の産業振興の大きな役割を果たしており、更なる機能向上が求

められております。

このように、県内各離島港湾は、離島住民の生活と産業振興の根幹を成しており、これ

までも県におかれては、県内各離島の港湾整備にご尽力されているところでありますが、

離島振興にとって重要な役割を果たす港湾の整備をはじめ、港湾の荷さばき場や駐車場の

整備等を含め港湾の環境整備を一日も早く実現していただけますよう、地方自治法第99条

の規定により意見書を提出いたします。

平成28年３月８日 沖縄県島尻郡渡嘉敷村議会

あて先 沖縄県知事 沖縄県議会議長 殿

○ 玉城保弘議長

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。

これをもって質疑を終結いたします。

これより発議第３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19、発議第５号、議員派遣の件について議題とします。
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お諮りします。

議員派遣についてはお手元にお配りしたとおり派遣をしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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布したとおり派遣するこ

とに決定をいたしました。

お諮りします。

会議規則第45号の規程により、平成28年渡嘉敷村議会第１回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。

（「異議なし」の声あり）

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いたしました。

お諮りします。

本定例会に会議に付された事件は全て終了いたしました。したがって会議規則第７条の

規定によって本日で閉会したいと思います。

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。

したがって本定例会は本日で閉会することに決定をいたしました。

これで本日の会議を閉じます。

平成28年第１回渡嘉敷村議会定例会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

（閉会 午後３時40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６番）

署名議員（議席番号１番）



平成28年

第２回渡嘉敷村議会臨時会

第１日目

５月９日
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平成28年第２回渡嘉敷村議会（臨時会）会期日程

自 平成28年５月９日
会期１日間

至 平成28年５月９日

月 日 曜 日 区 分 日 程

会議録署名議員の指名

会期の決定

５月９日 月 本会議 議案第26号
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平成28年第２回渡嘉敷村議会臨時会は

平成28年５月９日(月)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

議員の出欠別

議席番号 氏 名 出欠別 議席番号 氏 名 出欠別

１ 宮 平 鉄 哉 出 ５ 當 山 清 彦 出

２ 島 村 武 出 ６ 與那嶺 雅 晴 出

３ 平 田 春 吉 出 ７ 玉 城 保 弘 出

４ 小 嶺 勉 出

出席議員７名

会議録署名議員 ２番 島村武議員 ３番 平田春吉議員

職務のため会議に出席した者の職氏名 議会事務局長 小嶺正之

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 松 本 好 勝 経済建設課長 新 里 武 広

副 村 長 大 城 良 孝 教 育 課 長 金 城 満

教 育 長 新 垣 一 典 民 生 課 長 棚 原 まり子

総 務 課 長 神 里 敏 明 船 舶 課 長 島 村 清

会 計 課 長 我喜屋 元 作 商工観光課長 小 嶺 哲 雄

終了：５月９日（月曜日）午前10時15分



- 109 -

平成28年第２回渡嘉敷村議会臨時会議事日程

平成28年５月９日（月） 午前10時00分開議

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について

第２ 会期の決定について

第３ 議案第26号 財産の無償貸し付けについて
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○ 玉城保弘議長

おはようございます。ただいまから平成28年第２回渡嘉敷村議会臨時会を開会いたしま

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。

本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって２番島村武議員、３番

平田春吉議員を指名します。

日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は、本日５月９日の１日間にしたいと思います。

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５月９日の１日間に決定しました。

日程第３、議案第26号、財産の無償貸し付けについてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

改めまして、おはようございます。議案第26号、財産の無償貸し付けについて、地方自

治法第96条第１項第６号の規定により、次のとおり財産を無償で貸し付けることについて、

議会の議決を求める。

平成28年５月９日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

１ 貸し付ける財産

建物

名 称：渡嘉敷村歯科診療所

住 所：渡嘉敷村字渡嘉敷209番地

構 造：鉄筋コンクリート造１階

延べ床面積：83.78平方メートル

２ 貸付期間

平成28年５月10日から平成38年３月31日まで

３ 貸し付けの相手方

住 所：福島県福島市北五老内町４－22

氏 名：髙野 匠

提案理由

歯科診療所を無償で貸し付けしたいので、地方自治法第96条第１項第６号の規定に基づ

き、議会の議決を求めるものである。

診療所の状況等につきましては、別紙のとおりの状況になっておりますので、ご覧にな
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っていただきたいと思います。以上です。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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26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。

お諮りします。

会議規則第45条の規定により、平成28年渡嘉敷村議会第２回臨時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。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。従って本臨時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をいたしました。

これで本日の会議を閉じます。

平成28年第２回渡嘉敷村議会臨時会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

（閉会 午前10時15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２番）

署名議員（議席番号３番）


