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平成29年第１回渡嘉敷村議会（定例会）会期日程

自 平成29年３月７日
会期３日間

至 平成29年３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

３月７日 火 本会議 議長諸般の報告

村長行政報告

村長施政方針

一般質問

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

会議録署名議員の指名

議案第７号 議案第８号 議案第９号

３月８日 水 本会議 議案第10号 議案第11号 議案第12号

議案第13号 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

発議第１号
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平成29年第１回渡嘉敷村議会定例会は

平成29年３月７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 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 補 佐 山 城 淳

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：３月７日（火曜日）午後４時40分
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平成29年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

平成29年３月７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 教育委員会教育長の任命について

第８ 報告第１号 平成29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 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10 議案第２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11 議案第３号 渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例について

第12 議案第４号 教育委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例について

第13 議案第５号 家畜の放し飼い取締り条例について

第14 議案第６号 渡嘉敷村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例について
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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29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、２番島村武議員、３

番平田春吉議員を指名いたします。

日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から３月９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）

異議なしと認めます。従って、会期は、本日から３月９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

委員から、平成28年12月分、平成29年１月分、２月分の例月出納検査の結果報告がありま

す。議員控室に配置し閲覧出来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。

12月19日、子ども議会が開催され議員が参加をしております。

１月7日、村成人式が開催され議長及び議員が参加をしております。

１月12日、消防出初め式が行われ、議員全員が参加をしております。

同日、南部地区市町村議会議長会が開催され参加をしております。

同日、南部地区関係団体合同新年懇親会並びに南部振興会表彰式祝賀会が開催され参加

をしております。

１月31日、南部離島町村長議長連絡協議会（役員会〉開催され参加をしております。

２月４日、第12回とかしきマラソンが開催され参加をしております。

２月16日、南部離島町村長議長と県議会、那覇市、南部離島選挙区選出議員との行政懇

談会が行われ参加をしております。

２月21日、沖縄県町村議長会、第46回定期総会が開催され参加をしております。

２月22日、沖縄県離島振興市町村議会議長会、第８回定期総会が開催され参加をしてお

ります。

同日、議会議員及び事務局職員研修会が開催され、議員全員参加をしております。

２月23日、沖縄県町村議会議員及び事務局職員研修会が南風原町で開催され議員全員が

参加をしております。
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２月27日、南部広域市町村圏事務組合議会定例会が開催され参加をしております。

２月28日、南部広域行政組合定例会が開催され参加をしております。

３月５日、見花原遊歩道開始式典が開催され議長及び議員が参加をしております。

以上、報告を終わります。

日程第４、村長の行政報告を行います。

○ 松本好勝村長

改めまして、おはようございます。

それでは、平成28年12月13日開催の村議会12月定例会以降の行政報告を行います。

12月15日、渡嘉敷小中学校太陽光発電設備発電点灯式を行いました。

12月19日、こども議会、こども議員は渡嘉敷小中学校の生徒でございました。

12月22日、国立公園満喫プロジェクト第３回地域協議会、県庁の方で行われております。

12月25日、元県議、島尻郡選出の外間盛善氏県功労者表彰受賞祝賀会に議長とともに参

加をいたしました。これは豊見城市中央公民館で行われました。

12月26日、対米請求権事業協会臨時総会に出席をいたしました。

12月28日、御用納め。

年明けまして、平成29年１月２日、初起しがありましたので、船長、機関長を伴って神

社と海神宮にて１年間の安全祈願を行いました。

１月３日、渡嘉敷区合同生年祝賀会。

１月４日、御用始め。

１月７日、成人式祝賀会、12人の新成人の参加がありました。

１月10日、南部地区情報通信基盤整備推進事業、南部地区海底光ケーブル開通記念式典

が県庁で行われました。

１月11日、内閣府武川審議官外２名が来島し、一括交付金等に関する救急対応整備事業、

そして救急車、ＡＥＤ、防災無線、学校教育支援インターネット等の事業、保育所整備事

業等の視察を行っております。

１月12日、村消防出初め式、同日、南部振興会主催の功労者表彰式、新年祝賀会が行わ

れました。

１月14日、村トリム大会、第38回村駅伝大会が行われました。ちなみに、38回目にして

村役場が初めての優勝でありました。２位に渡嘉敷小中学校、３位になんくるないさチー

ムでございました。

１月16日、沖縄離島活性化推進事業説明会、総合事務局でありました。

１月19日、南部市町村会総会、沖縄県市町会、沖縄県町村会主催。沖縄県市町村長研修

会終了後、県の三役及び県幹部職員との新年懇親会がございました。

１月20日、渡嘉敷村商工会設立25周年、青年部10周年記念式典が村中央公民館で行われ

ております。
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１月23日～25日の間、修学旅行誘致キャンペーンということで、神奈川県に役場から私

と商工課長、それから商工会から会長と修学旅行担当の職員が参加をいたしました。これ

は旅行社関係、そして高等学校関係を回ってまいりました。

１月28日、渡嘉敷郷友会総会、新年会が行われました。新垣教育長が参加、出席をして

おります。

１月30日、沖縄県振興会議、沖縄振興市町村協議会が行われ、平成29年度の沖縄振興特

別推進交付金にかかる688億円の県と市町村との配分について、５対３の割合で配分する

ことに決定をしております。県の分が420億円、市町村分が268億円ということで、前年度

より118億円の減額というふうになっております。ちなみに本村の配分額は、2億2千300万

円でありました。

２月４日、第12回とかしきマラソン大会、たいへん素晴らしい天気に恵まれて開催をし

ております。県内外より多くのランナーやボランティアの参加があり、711人の完走で完

走率が86.81％でございました。ハーフマラソンは、はじめて地元出身の大城絢也君が初

優勝ということで、タイムが１時間24分16秒でありました。

２月５日、マラソンの後片づけとボランティアの皆さん方を募ってホエールウォッチン

グを行いました。

２月７日、沖縄21世紀ビジョン基本計画改定案に関する沖縄県企画部と南部市町村長と

の意見交換会に出席をいたしました。

２月８日、村長表敬ということで、前日より夕方の便で来島された国立公園満喫プロジ

ェクト石井委員ご一行の村内視察がありました。これは私が留守でしたので副村長が対応

しております。

２月９日、内閣府政策統括官（沖縄政策担当）付企画担当（沖縄振興一括交付金等）中

村参事官外９人の意見交換会が行われております。その時に本村の現状、例えば入札不調

等の報告を行っております。

２月14日、国際映画祭に関する渡嘉敷応援団観光大使、お笑い芸人利根川ホプキンスな

どが来島しております。

２月15日、南部広域市町村圏事務組合の理事会、那覇警察署２カ年連続優秀警察署受賞

祝賀会に参加をいたしました。

２月16日、一般社団法人日本損害保険協会より、軽消防自動車の寄贈があり、副村長、

総務課長等が対応しております。

同日、南部地区町村長・議長連絡協議会と那覇市及び南部離島選挙区選出の県議会議員

との行政懇談会があり、議長とともに出席をいたしました。

２月18日、教育委員会主催の文化祭が行われております。

２月20日～22日、沖縄県町村会主催の愛知県・三重県の行政視察に県内29町村長と共に

参加をいたしました。
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２月23日、南部広域行政組合理事会、沖縄県町村会定期総会、土地開発公社理事会、地

域振興協議会総会、国保連合会理事会等が行われています。

２月24日、沖縄県市町村職員互助会役員会・総会。

同日、産業展示会等が本村で行われています。

２月27日、沖縄県離島振興協議会・過疎地域振興協議会総会・研修会が行われました。

２月28日、とかしきマラソンの支援された企業に対するお礼回りいたしました。那覇警

察署に対しましては警察官派遣と白バイ借用等のお礼をいたしました。

３月１日、慶良間諸島国立公園のビーチクリーンの実施に伴うＰＲ活動のため関係者を

伴って座間味村村長と私とともに タイムス、新報さんに強力の要請行動を行いました。

同日、４月の人事異動に伴う、職員の人事異動内示の発令を行っております。

３月２日、東京大学大学院滝沢教授外４人が水道施設視察のため来訪されております。

３月４日、ビーチクリーン前夜祭ということで、商工会青年部等の皆さん方による青少

年旅行村での、クバ山での前夜祭が行われました。

３月５日、サンゴの日、これは慶良間諸島国立公園指定３周年記念事業といたしまして、

早朝９時からダイビング協会の皆さん方が、サンゴ植付出発式を阿波連漁港で行いました。

11時にビーチクリーンの出発式、クバ山で行っております。それから阿波連ビーチのビー

チ清掃を行いました。

午後２時なんですけど、見花原遊歩道供用開始式典が行われ、その後、環境省主催の自

然観察会というふうな行事等を行っております。

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。

休憩します。

再開します。

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29年度の施政方針を申し上げます。

平成29年度施政方針

１）はじめに

平成29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２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、
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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、外国人観光客の大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。

近年の本村の人口・世帯数については、現状での推移が想定され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27

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

は教育施設や観光関連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。

一方、平成29年度の沖縄振興特別推進交付金については、不用額が多いことなどを理由

に前年度比138億円を減額されたことにより、市町村配分額も減額となっており、今後の

事業執行への影響が懸念されますが、今後も適正な事業執行に努めてまいります。

本村の平成29年度の事業は、継続事業12事業、新規事業４事業の計16事業を、平成29年

度当初予算へ計上し、実施することにしております。
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４）平成29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、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。

また、高齢者生活福祉センターの生活支援ハウスとショートス ティをご利用していた

だくことで、ご家族の負担軽減と高齢者の方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「身体障がい者巡回相談」「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

とかしき保育所は開所から２年目を迎えますが、より多様化した保育ニーズに対応でき

る環境の確保と、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、通院は就学前までを継続してまいります。

また、こどもの健全な育成を図るため医療費の支払いが困難な方に対し、こども医療費

貸付制度を平成28年12月から実施し、こどもの疾病の早期発見と早期治療を促進してまい

ります。

今後も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
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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。

（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。

これまで、特定健診の受診の際に徴収しておりました、自己負担金を無料にすることで、

特定健診の受診率の向上を図り、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、経営についても平成25

年度に沖縄振興特別推進交付金を活用した離島航路安定化支援事業で「フェリーとかしき

買取り」支援を受けたことによる、多額な船舶リース料負担の軽減に伴い経営状況も好転

しているところであります。

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と思われる入域客の増加が本年度も見込ま

れ、旅客運賃増収が期待されるところであります。



- 11 -

また、車両、貨物につきましても、沖縄振興特別推進交付金を活用した事業等の発注に

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、就航から17年が経過した高速船「マリンライナーとかしき」の経

年劣化によると思われる機関故障が増え、船舶修繕費の増加が懸念されるところであり、

今後、安全運航に支障がでる恐れがあるため、代船建造計画について作業を進めています

が、本村の財政基盤は脆弱であり、その財源確保に苦慮しているところであります。今後

も沖縄県等に高速船建造支援についての要望をしてまいります。

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、本年度の経営状態も不安定な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、引き続き一般旅客自動車運送事業者

と連携を密にして、安定した輸送機関の確保を図ってまいります。

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

金制度を継続して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。

今後も清潔な生活環境を保持するよう、空き地の管理ついても所有者等に対して適正な

管理をしていただくよう、ご理解とご協力をお願いしてまいります。

（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
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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、水道広域

化に向けた土地関連調査業務等を継続して実施してまいります。

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23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。

昨年度から、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

備の一部の更新を含め、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、消防自動車、救急車の配備及び村内公共

施設等へのＡＥＤの設置をはじめとした防災・救急対応整備を、一括交付金等を活用して

年次的に実施してまいりました。

平成28年度予定しておりました避難道の整備及び避難場所案内版設置事業につきまして

は、入札不調により実施することができなかったことから、今年度に実施することにして

おります。

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。

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、
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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28年の入域客は130,051人となり、前年と比べ6,737人の増加に留まった。その原因

としては、外国人観光客については前年に比べ6,960人増加し、７月から８月の２ヶ月間

の入域客が14,000人余り増加したものの、９月から10月にかけての高速船「マリンライナ

ーとかしき」がエンジントラブルで運休を余儀なくされ、同期間の入域客が前年度に比べ

10,000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、慶良問諸島が国立公園に指定されたことに伴い、国の施策

による国立公園満喫プロジェクト実施地域に選定されたことに加え、外国からのクルーズ

船による日本観光ブームが続いており、今後も外国人観光客の増加を含め観光入域客は好

調に推移していくものと期待をしているところであります。

入域客の動向については、観光ピーク時の台風襲来による定期船の運航状況に大きく左

右されることから、沖防波堤の早期復旧と渡嘉敷港の防舷材の改修工事を急ぎ、港内の波

浪による欠航が発生しないよう対策を行い、今後どう運航率を上げていくかが課題だと思

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、観光閑散期の冬場の一大イベントである「とかしきマラソ

ン」の継続的に開催することはもちろんのこと、新たなイベントの導入の検討や、平成26

年度から商工会と連携して実施している修学旅行の誘致のための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」を継続するなど、国内プロモーションに力を入

れ、減少しつつある国内観光客の誘致を図りたいと思います。

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

ベント等に積極的に参加するとともに、村商工会の観光関連事業者と連携し、受け入れ態

勢の充実・強化を図るとともに、情報通信媒体を活用した観光イベント情報の発信をする

など観光客の誘客に努めてまいります。

また、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や、島の食材を活用し

た食事メニュー開発が求められ、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、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、平成28年度において本村産業の現状分析と各分野の意向調査を完了し、平
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成29年度に今後５ヶ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。

昨年は天候不良のため中止となった「とかしきマラソン」については、懸念されていた

中止に伴う影響もほとんどなく、好天の下で「第12回とかしきマラソン」を盛大に実施す

ることができました。

今回の第12回大会は、前回大会の中止の経緯を踏まえ、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、安定的な大会運営が行えるよう大幅な大会開

催要項の見直しと、合理的かつ効率的な大会運営方法に繋げていくことができたと考えて

おります。

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、

協力団体及びボランティア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、年を追う毎に販売品目も充実してきていますので、平成29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ので、平成29年

度に関係条例の制定に向け協議を行ってまいります。

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

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、平成

28年度に作成した国立公園満喫プロジェクトステップアッププログラムのスムーズな実施
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に向けて、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29年３月５日の国立公園指定記念日には、阿波連地域に休憩施設の東屋が併設され

た見花原遊歩道の供用が開始され、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、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

知するとともに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年度には、土地改良施設維持管理適正化事業に

より、排水路等の土砂渡漢を終えております。

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。

今後は農地利用の最適化をより良く果たせるようにするため、新たな農業委員会等に関

する法律の改正に伴い、主たる任務である担い手への農地等の利用の集積・集約化、遊休

農地の解消、新規参入の促進など農地等の利用の最適化を集約的に農業委員会と連携し推

進して参ります。

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、漁具等の保全のほか、水産業の漁村にとって不可欠なインフラ施設であります

ので、総合的かつ計画的に取り組むべき施策として、漁港機能の保全対策の推進を位置づ

けるとともに、今年度は、平成27年度に実施した漁港機能保全計画簡易調査を基に、更に

漁港施設の計画的な補修・改修を目標として掲げた、水産物供給基盤機能保全事業を活用

した水産基盤施設の維持管理・更新のための「漁港機能保全計画」を策定し、戦略的な維

持管理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

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。



- 16 -

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、沖縄振興特別推進交付金の削減に伴い、市町村予算の配分が要望額

の60%の交付率と厳しい状況となっており、完成の見通しについては、平成31年度頃にな

るものと思われますが、早期完成に向け沖縄県と協議して予算の確保に努めてまいりたい

と思います。なお、今年度は橋梁工事のＰ１橋脚Ａ２橋台との上部工工事を予定しており

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。今年度は5年ご

とに行われる橋梁長寿命化点検及び修繕計画を策定し、緊急的な補修、改修などを実施し

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、河川改修工事を継続

的に実施しているところであります。

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。

港湾整備については、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29年３月頃となっております。
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また、沖縄県が既に発注済みのフェリー岸壁の防舷材の改修及び護岸の嵩上げ改良等に

ついては、一日も早い工事完了を沖縄県に要請していくとともに、施設の適切な維持管理

に努めてまいります。

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。

（7）教育行政について

学校教育については、幼児、児童生徒一人一人がかけがえのない存在であり、村の将来

を担う未来への希望です。子どもの笑顔が崗ちあふれ、子ども達が安心して学び、心身と

もに健やかに成長することができる環境づくりに努めてまいります。

本村ではこれまで、小人数の中で幼稚園及び小・中学校が連携しての教育活動を進めて

おり、情報化や国際化への対応、環境教育の取組みなど社会変化に応じた教育内容の充実

と、子どもの安全対策、教育環境の整備を積極的に取り組んできました。

「よく考え自ら学ぶ、心豊かでたくましい幼児、児童、生徒の教育」を教育目標に、豊

かな自然と特色ある体験活動をとおして、次世代を担う子どもたちが、ふるさとに誇りを

持ち、夢と希望が持てる教育を継続して推進してまいります。

また、離島で児童生徒が減少する中、小人数で課題となるコミュニケーション能力の育

成や学びの競争意識の高揚などに、教育の活性化に向けたオンライン学習塾や、電子黒板

などを活用したＩＣＴ活用学習支援事業での学習環境改善の取組や、中学校での複式学級

対策として、昨年度より実施しました「島体験留学制度」を継続して実施してまいります。

また、老朽化した幼稚園園舎の建て替えを行い保育環境の改善に努めてまいります。

社会教育及び生涯学習については、社会教育の拠点となる公民館施設のハード・ソフト

面の充実に努めるとともに、各種団体等の活動を支援し魅力ある総合学習の環境づくりを

推進してまいります。

地域文化の継承及び創造については、長い歴史の中で積み重ねられてきた独自の文化や

芸能があり、地域の個性や独自性を生み出しており、今後も関係団体の活動を推進してい

くとともに、発表機会の充実に努め文化性の高いむらづくりを進めてまいります。

平和教育については、本村は去る大戦で日本軍の海上挺身隊が配備されたためアメリカ

軍が上陸し、逃げ場を無くした住民は家族単位で集団自決を行うなど、悲惨な戦争を体験

しております。体験者が高齢化する中、聞き取り調査を行い戦争の無い平和の尊さを学び、

平和教育の充実に努めてまいります。

以上のとおり、学習環境改善事業を実施するとともに、幼児、児童生徒を多数持つ保護

者の負担を軽減するため、３人目からの給食費の免除処置などの子育てを支援し、中央公

民館耐力度調査事業や文化財保護事業等の整備促進に予算を計上して、教育行政を推進し

てまいります。



- 18 -

５）おわりに

これまで、平成29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29年度各会計当初予算額 (単位:千円・％)

会 計 名 29年度 28年度 増減額 増減率

一 般 会 計 1,917,877 1,939,052 △21,175 △1.1

航 路 事 業 特 別 会 計 550,224 523,864 26,360 5.0

国民健康保険事業特別会計 120,743 106,913 13,830 12.9

後期高齢者医療特別会計 5,287 5,649 △362 △6.4

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 67,574 76,156 △8,582 △11.3

下 水 道 事 業 特 別 会 計 40,060 45,397 △5,337 △11.8

合 計 2,701,765 2,697,031 4,734 0.2

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上

げて、平成29年度の施政方針と致します。

平成29年３月７日 渡嘉敷村長 松本好勝

○ 玉城保弘議長

これにて施政方針を終わります。

休憩します。

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。

４番小嶺勉議員。

○ ４番 小嶺勉議員

改めておはようございます。一般質問を行いたいと思います。まず最初に、条例制定に

ついてお伺いします。いま国内ではいろんな小動物や動物などが野生化して問題になって

います。この件について、我が村でも村外からそういうペットとか、動物を持ち込む場合

は村内持ち込みの対策についてお伺いするんですが、これ条例を制定していろんなところ

で問題になっている動物植物は村内持ち込みは禁止すべきではないかと考えますが、この

条例制定について村長のお考えをお伺いします。

○ 松本好勝村長
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外来生物の問題等については、生態系のみならず人間や農林水産業まで幅広くにわたっ

て悪影響を及ぼす場合があります。すべての外来生物が悪影響を及ぼすわけではないわけ

ですが、元々その場所で生活していた在来の生物との競争により非常に大きな悪影響を及

ぼすものもおります。このようなことから外来生物被害予防三原則のように入れない、捨

てない、広げないの原則を心に止めながら条例制定について環境省とも協議調査研究をし

ているところでございますので、このことについては、その内容と調査研究のことでござ

いますので、ぜひ、こういった条例制定をやってまいりたいと思っております。

○ ４番 小嶺勉議員

いま全国でいろんな場所でいろんな小動物、この問題は大変な問題になっています。ぜ

ひ、早目に条例を制定して、そういうのが我が村内に持ち込まれないように、ぜひ、早目

に環境省等とも相談しながら条例を制定にもっていくことをお願いしておきます。

次、人材育成についてですが、これは前々から何回か質問しております。いま我が日本

全国でも、いろんな企業が人材育成にいろいろ奔走しています。

どうやって我が町、我が村、我が社を盛り立てていくか、育成していくか、すべて人材

にかかっているわけです。そういう意味で、私は再三、人材育成についてお伺いしており

ますが、いまいち、我が村も本気でやろうとしているのかどうか見えてきませんので、も

う一度村長の答弁をお願いします。

○ 松本好勝村長

人材育成については、前回同様の答弁とはなりますけれども、業務量の増加や新たな業

務サービスに対応しつつ、質の高い住民サービスを提供していくためにも沖縄県が行って

いる市町村職員実務研修は、職員の資質の向上を図る上でたいへん意義があると考えてお

ります。市町村職員実務研修へ派遣する職員の資格は勤務成績が優秀であり、かつ身体健

全である中堅職員で市町村行政の経験が豊富で市町村長が特に必要と認めるものとなって

おり、事務研修に派遣する職員は、本村の人事配置等十分考慮し、計画的に行う必要があ

ると考えております。今後とも市町村実務研修へ派遣を含め、職員の人材育成、開発能力

取り組んでまいりたいとは考えております。

現在のところ、これだけの少人数の職員でございますので、担当職員の実務研修等を通

して職員研修をさせているつもりでございます。そしてその中で、職員の質の向上を図っ

ているところでありますけれども、何分にもいまの職員の状況の、特に中堅職員を例えば

県の方に派遣するとかいうところまではできないのが現状でございます。いずれにしまし

ても、今後は考えなければいけないとは思っていますけれども、そのためには人員を増や

すとか、当初の計画でそれを立てなければいけない問題がありますので、今のところは精

一杯の状況で、前村長時分から再三質問がされているということは理解をしておりますけ

れども、できないのが現状でございます。

○ ４番 小嶺勉議員
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農業は、１、２、３、４がなくて、１に土づくり、２に土づくり、３に土づくりですが、

我が島づくりは、１に人づくり、２に人づくり、３に人づくりだと私は思っています。ぜ

ひ、人材を育成するのに最大のご尽力をやっていただきたいと考えています。

次、国立公園についてですが、前に、旧水族館跡地利用で質問したことがありますが、

確か村長は、ここは環境省が後にビジターセンターをつくりたいという答弁をおっしゃい

ました。その後、環境省としてはビジターセンターは具体的につくるのか、つくらないの

か、どういうふうになっていますか。ひとつお伺いします。

○ 松本好勝村長

ビジターセンターは、村内に建設する予定であります。建設用地の選定ができ次第、初

年度に設計を行い次年度に建設をする計画です。国立公園満喫プロジェクト ステップア

ップ プログラム2020の計画期限内、平成32年度までの建設予定をしておりますが、先ほ

ど小嶺議員言われるような所も環境省に、このへんどうですかという提示をいたしました。

しかしながら何かしら極力、港と言いますか、港湾内につくりたいということ等があって、

今私たちも悩んで港湾内は港湾課の県の管轄になるもんですから、そことどうしようかと

いうことで悩んでいるところではありますが、いずれにしても、当初、私たちがどうです

かと言うところは、いまこの地主と肝心な契約した本人が亡くなられたもんですから、両

方ともですね、いまそれに向かって交渉しているところです。何とかそこを私たちはいず

れにしても、次の方の質問に出てくるかもしれませんが、あまりにも見苦しいから、何と

か保証人が、これ責任持って交渉してやってもらえないかというふうなところまではいっ

ていますけど、直ぐ何時までにそれを撤去するとかというところまではいっておりません。

ですからビジターセンターそのものは、本村に造る予定にはなっておりますけれども、場

所等の選定についてはまだ確定をしておりません。

○ ４番 小嶺勉議員

我が村につくるということは決まっていても何時までも土地もない、あれもないと言っ

ていてまさか隣村に持って行かれても困りますので、できれば早く、土地問題から解決し

てやっていってほしいとお願いしておきます。

次、農業及びイノシシ対策ですけど、前にも提案しましたけど、パイプハウス等がござ

います。それを希望する農家に行政が造ってあげて、畑として、そのハウスを利用しなが

らイノシシ対策も非常に楽にできると考えて前にも質問しました。例えば10坪ぐらいのパ

イプハウスを造るとイノシシの習慣からして、前が見えなければ、そこに入らない、そこ

越えないというのがあるそうで、例えばハウスであれば畑をマルチする場合の黒いビニー

ルがあります。これを簡単に囲えるという利点もあります。そういうのから考えたら難し

く金をかけて対策するよりは畑の場合はこちの方がまだ金もかからず費用対効果も高くな

ってくるんじゃないかと考えております。

昨今これはもう国全体そうですけど、農業後継者、従事者がほとんど少なくなっていま
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す。これは渡嘉敷だろうが離島だろうが沖縄県全体例外ではありません。その趣旨からそ

ういうハウスがあれば、これ10年も20年も使えますからあれば、別に農業者だけじゃなく

ても、やりたいという方がいれば、そこの畑を使ってもらって畑を遊ばさないように土地

の利用をずっと継続してできるんじゃないかと考えております。その件、村長、考え方を

お伺いします。

○ 松本好勝村長

質問のイノシシ対策を兼ねたことなんですけれども、イノシシ対策を兼ねた畑に10坪程

度のパイプハウスの設置については、農作物へのイノシシ被害軽減の方法としては良い考

えてではないかなというふうに考えておりますが、現在沖縄県の鳥獣被害防止総合対策交

付金等を活用して行っている進入防護柵での対策を継続してまいりたいというふうに思い

ます。なおパイプハウスの導入についてはコスト面や設置方法、補助金等が充当できるの

かどうか、今後、調査検討していきたいというふうに考えております。

○ ４番 小嶺勉議員

農業系のハウス設置には一括交付金も使えると聞いております。それでこれから大事な

のは畑を畑としてどうやって継続していくかということです。今の調子でいけばたぶん畑

は４、５年もすれば原野になってしまいます。そういうのを考えながら、だれが畑をやっ

てもやりやすいような方法を考えていってほしいということで、こういう意見を出してい

ます。ただ囲ってイノシシが来なければ良かろう、そういうことだけでは対策は生まれな

いと思います。誰も畑をしないところイノシシのそういうのを囲ったり、何かしても何の

意味もないということです。使いながらじゃないと意味がないわけですから、そういうこ

とで、ハウスのことを提案しております。これまた改めて質問しますので、これ一応、村

長、考えておいてください。

次、環境税についてですけど、今回、1千200万いくらか入っておりますけど、税収があ

りますけど、村民からどういうふうに使っているのか、いくらぐらいあるのかと聞かれた

りします。どのぐらいぐらい入っているというのはわかりますから説明できますが、使い

道は細かくは説明できませんので、これ村長でもいいし担当でもいいです。

○ 松本好勝村長

環境協力税等につきましては、既に、私たちは村民の皆さん方おわかりではないのかな

と感じておりました。これの使い道等については、これまで毎年５月に開催している行政

懇談会等においても出席者の参加者の皆さん方にはチラシ等でもって配布をして通知をし

ているというふうに思っております。そうですね、確かに出席者以外の村民への周知がな

されていませんので、こういった質問が来るかと思いますけれども、今後は、広報誌及び

ホームページ等でできるだけわかりやすく広報していきたいというふうに思っております

けれども、現在、この環境協力税というのは村道、例えば阿波連線のこういった草刈り等、

あるいは公園等の草刈り等に使われております。ですからそれ以外では、その環境協力税
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というのは、ほとんど使われてないというふうなことですけれども、第１番目に一番わか

りやすく村民の皆さま方に説明するには、道路の草刈り等に主に使われているという説明

の方が良いのではないかなというふうに思っております。

○ ４番 小嶺勉議員

お年寄りがホームページを開くなんてことは、まずできないと思いますけど、一番わか

りやすいのは、広報誌もそうですけど、半年に１回ぐらいでもいいですから、村内の掲示

板があります。そういうところにわりと大きい文字で書いて張り出しても良いのではない

かと考えます。できれば村民がわかりやすいように掲示し、または村の民生課でもいろい

ろ扱っていますので、それを利用して村民がわかりやすいように出していただきたいとお

願いしておきます。

次、住宅についてですけど、去年でしたか、総務課長と村長、新予算のそういうところ

行って見てきたと報告がありましたけど、その時の説明では渡嘉敷で生まれた方の地主は

オッケイだけど、その子どもさんが反対しているというお話でしたけど、その後その方々

とお会いして何かお話したことございますか。

○ 松本好勝村長

いまの小嶺議員が言われたとおり、実はその方々と話し合っていますけれども、当初、

私が一番懸念していたのは、終戦後亡くなられたお父さんの名義だけれども、まだ子ども

たちの名義になっていないというところが１件ありましたけれども、それ最近になって親

の名義から子どもの名義に変更されたという連絡を受けております。そしてもう１件は、

すぐに私たちは了解してできるものというふうにして考えておりましたら、先ほど小嶺議

員おっしゃるように、ここで育ったお父さんは、すぐにでも村に貸したいというふうな感

じでしたけれども、子どもさんの方からちょっと待てというふうなこと等があって、今ス

トップしているような状況です。

業者といたしましては、両方一緒に使いたいといいますかね。例えば、どういうことか

と言いましたら、長屋造りで９世帯分造りたいと、そういう設計を出してきたんですけれ

ども、今現実的にオッケイがでたところに、この４所帯分、そしてその隣に４所帯分とい

うふうにしては合わないと言いますかね。強度の面からも長屋じゃないとちょっと難しい

ですよと、いうふうなこと等があって、今ストップしている状況です。ですから、この２

つの屋敷１つにしても、そういった造りしかできないのではないかなと思っていますけれ

ど、これいまのところ、そこで足組をしているような状況になっております。そしてまだ

まだありはしますけれども、こういう１カ所別に全く離れたところにこういうところもあ

るんですよと、やはり業者としては、長屋造りをしないと採算がとれないといいますか、

そういうことになって、いま足踏み状態になっているというのが本音でございます。

○ ４番 小嶺勉議員

前も話がありましたけど、その両地主の田畑があるわけですけど、物件つくるときは勿
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論一発でつくらないと、コスト的にも大変なことになるわけですよ。それを前の場合は地

主との間に行政が入って話があったと思うんですけど、ちょっと粘れば、例えば行政だけ

じゃなく、新洋さんも一緒に行って粘るといいますか、ゆっくり交渉すれば、僕、個人的

にはできる可能性はあると考えていますけど、そのへん村長としては、これからもゆっく

り相談していくという考えは持っておられますか。

○ 松本好勝村長

子どもさんにも会って、こういった状況を話してみたいというふうに思っておりますけ

ど、それ以後、そういうストップかかったままになってますので、この交渉は随時続けて

いきたいというふうに思っております。これだけ一般村民から、この住宅問題で提示され

ているわけですから、私たちはそれに基づいて、ねばり強く交渉してしていきたいという

ふうに思っております。

○ ４番 小嶺勉議員

用地交渉というのは、どこでもたいへんな問題だと皆さん議会のみなさんも行政の人も

おわかりのとおりです。焦らずにゆっくりゆっくり交渉していってもらいたいとお願いし

ておきます。

沖縄一括交付金ですけど、この件は新聞に載っておりましたが、これ船舶課長ちょっと

行政のわかる範囲内で説明してください。

○ 島村清船舶課長

ただいまのご質問でございますが、その件につきまして沖縄県に問い合わせたところで

すね。平成28年度、本年度は座間味村他合計２隻の船舶更新申請を実施したと平成29年度

につきましては、久高海運さんの１隻の計画で、もともと事業費そのものが違っています

と、要するに28年度は事業費が大きくて、29年度の予定は１隻しかないと、さらには80ト

ンクラスの小さい船になるということで、そういう意味での減額であって、特に補助金が

少なくなっているというかたちのものではないという回答をいただきましたので、以上で

ございます。

○ ４番 小嶺勉議員

はいわかりました。次、国民健康保険ですけど、いま県内の市町村で引き上げするか、

検討している市町村と、検討中という市町村と、渡嘉敷も入れて、これから検討する考え

があるという市町村に分かれています。将来、渡嘉敷村でもし引き上げるとしたら、いつ

頃を計画していらっしゃるのか、予定があれば答弁お願いします。

○ 松本好勝村長

平成29年度においては保険料の引き上げは考えておりません。30年度からは沖縄県が広

域化等を進めるにあたり、県が定めた標準的な保険料算定方式等を参考に算定方式や保険

料率を定め保険料を賦課徴収していくことになります。平成30年１月頃には保険料率が決

定されるという予定になっておりますので、その後、研究したいと思いますけれども、今
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このことにつきましては、南城市長がここの理事会長でございますので、中心にいろいろ

国に対して陳情しているところでございます。

去った11月の全国町村長大会が東京でありましたので、全町村長集まって内閣の方に陳

情し、そして沖縄県が、こういう結果になったのは70年前の戦争がもたらした影響もある

というふうなことで、いま陳情を進めておりますので、そして最終的には、今は市町村単

独ですが、広域化しなければもうやっていけないというふうなこと等で取り組んでいると

ころでございます。ですから先ほど申し述べました保険料率の決定等は、その後になるだ

ろうということになりますので、いますぐ、大体の予測であって、どういうふうになるか

は今未知数でございます。

○ ４番 小嶺勉議員

わかりました。これで私の質問を終わります。

○ 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。

休憩します。

再開します。

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

おはようございます。一般質問の通告書に従いまして順に一般質問を行います。まず村

指定のゴミ袋について以下伺ってまいります。今回、ごみ袋に関しての質問は村内の高齢

者の方からのご要望でございます。まず１番価格設定の概要について伺います。

○ 松本好勝村長

ごみ袋等につきましての設定は、近隣の市町村の料金を参考にして設定をしております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。この件に関しては高齢者の方からちょっと高いということで、

以下２番に移っていきますが、高齢者の割引価格での販売を検討していただきたいという

ことでございます。当局の見解を伺います。

○ 松本好勝村長

現時点では、割引価格での販売は予定はしておりません。なお、村では、生ごみ処理機、

処理容器購入補助金制度もあり、ごみの減量を目標としており、村民の皆さまにできるだ

けごみを減らしていただけるよう環境への配慮も含め、ご協力をお願いしたいというふう

に考えております。

また、29年度からは空き缶、空き瓶、ペットボトル等につきましては、那覇市方式とし

て、例えば買い物袋等の透明な物に入れて必ずしも村が設定したこういったごみ袋ではな

くして、買い物用の透明の袋にでも出してもらいたいというふうなピーアールをしようと

思ってます。早速４月から始めようと思っています。期間が短いもんですから、これすぐ
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家庭配布するなりして、那覇市方式、あるいは沖縄市方式、そういったことでやっていこ

うと思ってはいますけど、ぜひこのことにつきましては、確かに當山議員指摘のように、

いまの制度でしたら、例えば２人家族ぐらいでしたら、ビン類でしたら３カ月もかかると、

あるいはおばあちゃん１人でしたら場合によっては半年もかかっていっぱいになるんじゃ

ないかということがありますので、何とか透明な袋であれば、ちょっと溜まってもすぐ出

せるような態勢にしていきたいというふうに考えております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。ビン、缶につきましてはそのような対応をしていただけるとい

うことで感謝申し上げます。ただ、よその自治体と比べていきたいと思いますが、滋賀県

の草津市が全国都市家庭ごみ有料化アンケート調査というのを行っております。その中で

単純従量制による有料化を実施している206市の内、社会的配慮によるごみ袋の料金を減

免している自治体というものが56市、これが全体の27％だったと、まだまだ低い助成をし

ている団体の率ではございますけれども、その中でやはり高齢者、そして低所得者に対す

る減免制度を実施しているというわけでございます。

もう１件が、東京都の町田市、こちらが３件対象あるんですが、町田市に住民登録があ

る。そして70歳以上である。そして前年度の住民税が非課税である。対象者に対してごみ

袋10リットルを２袋、燃やせるごみの20リットルを４袋、燃やせないごみ袋の20リットル

を１袋の合計７袋を高齢者世帯に対して助成をしているという現状もございますので、今

回、村が燃えないごみに関して、透明なごみ袋で対応していただけるということで、ある

程度の負担の減少には繋がるのかなとは思いますが、今後のまた近隣の市町村の対応も含

めて、どうにか検討していただけたらと思います。

次、Ｕ字型ごみ袋の導入について、お伺いをしたいと思ういますが、まず当局の見解を

伺います。

○ 松本好勝村長

本村では現在使っているのが、平方ごみ袋というようです。Ｕ字型ごみ袋については、

村民の皆さんからご意見ご希望があれば、製作コスト及び販売価格への影響または利便等

を勘案して、導入については検討していきたいというふうには思いますけれども、さらに

金額がおそらく従来よりは多くなるのではないかというふうに懸念されるところでありま

す。ですけれども、このことについては、しばらく販売する方々との研究検討をしていき

たいというふうに思っております。直ぐここで、じゃあ、はい、Ｕ字型にしますよという

ことはちょっと言いかねますので研究課題とさせてください。

○ ５番 當山清彦議員

ぜひ、検討していただきたいんですが、この件に関しては、私も長期にわたって調査を

しておりまして、まず豊見城市議会の宜保安孝議員、そして那覇市議会の桑江豊議員と意

見交換をしまして、先日２月の那覇市議会の定例会に傍聴に行ってまいりました。そこで
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那覇市においては、やはり規模が大きいということで厳しいという状況でございましたが、

県内では現在12市町村で、このＵ字型ごみ袋の導入というものが始まっている状況でござ

います。その中で全てＵ字型に変えているとことが宜野湾市、名護市、今帰仁村、本部町

そして宜野座村、金武町、北谷町、中城村、与那原町、そして試験的に導入しているとこ

とが豊見城市、恩納村、読谷村というふうに12自治体がすでにＵ字型ごみ袋の導入を決め

ております。その中でこれも高齢者からの意見でございます。平型のごみ袋ですとごみを

詰めた後、握力の弱い高齢者の方々はどうしても結びづらい、平型ごみ袋もしこれぐらい

であったとしても、ごみを入れたらこのぐらいなんですよ、結ぶだけで、これだと高齢者

の方々きついというような意見が多数ございます。そういったことも含めて何とか早急な

かたちで当局には対応をしていただきたいとは思っております。村長の見解を伺います。

○ 松本好勝村長

説明している意味は十分わかっているつもりなんですけど、先ほど申し上げましたよう

に金額的にどうなのかというふうなこと等がありますので、ぜひ、研究課題とさせてくだ

さい。

○ ５番 當山清彦議員

よろしくお願いいたします。次の質問に移ります。車両運賃の売掛取引について伺いま

す。１月、２月の例月出納検査でも指摘をしておりますが、当局の車両、公共工事の請負

業者、村内の一部事業所は車両売掛で取引しているということでございます。私自身、窓

口で対応していただいたときは、原則現金であるというふうに伺いました。また、村内の

事業所も伺ったら…。

申し訳ございません。すみません。飛ばしました。失礼いたしました。

保育所の待機児童問題について伺います。去った２月23日に、保護者との意見交換会を

当局が開催し、クラスを複式で対応することで解決したと伺っております。そして現状、

対象園児の年齢引き下げ、そして保育士不足、建物の面積と、これは法律関係であると思

いますけれども、今後、待機児童が発生するのは明確であるということで、当局の見解と

今後の対策を伺います。

○ 松本好勝村長

平成29年度の入所については、２月23日の説明会のとおり保護者の同意を得て、異クラ

ス編成というかたちで、今回申し込みのありました皆さん方につきましては、待機児童が

発生しないこととなりました。ただし、29年度内に入所希望園児が多く発生した場合は、

待機児童となってしまいます。本村としては今後とも保育士の募集を継続実施し、できる

限り待機児童がでないよう努めてまいりたいというふうに考えております。

また、平成30年度からは渡嘉敷幼稚園が新築の予定があり３クラス制の導入をする計画

となっていることから、待機児童の解消が期待されると考えております。今後も保護者の

皆さまのご理解とご協力をお願いしたいというふうに思っております。村といたしまして
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は、何とかこういった待機児童をなくすということで、年齢が異なる子どもたちのわかり

やすく言えば、学校でいいますと複式学級みたいなこととなるかと思いますけれども、そ

ういったことで解消していきたいというふうに思っておりますので、これについては私た

ちが説明はいたしますけれども、保護者の理解と協力がなければ全くできないというふう

なことになりますので、ひとつそこらへんのご理解をお願いしたいというふうに思ってお

ります。

○ ５番 當山清彦議員

先ほどは大変失礼いたしました。私も待機児童の問題に関しては保護者から相談を受け

て、今回の議会で対応したいと思っていたんですが、当局の複式の対応ということで、私

はすばらしい迅速な対応であったと思いますが、いま村長が幼稚園の３年保育を計画して

いるということをおっしゃっていただいたので、そのへん伺える範囲で伺いたいんですが、

次年度の新年度予算で幼稚園の予算が計上されておりますけれども、仮の園舎で運営する

場合でも３年保育はやっていくのか、それとも今のままの２年でやるのか、そういったこ

とも保護者の中からちょっと相談を受けているものですから、このへんのお考えを伺いま

す。

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、30年度オープンの予定で、そしていま29年度に新築予定とい

うふうにして、30年度にはオープンできるだろうというふうに考えて工事を進めていきた

いというふうに思っております。

○ 議長 玉城保弘議員

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

次年度、仮庁舎を建てられて、まず３年保育がスタートするのかどうか、それを伺いま

す。

○ 松本好勝村長

仮教室であっても、30年度にはオープンするというふうな予定で進めております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。では30年度から幼稚園を３年保育をスタートするということで

通告書には書いてありませんが、ちょっと伺っていただきたいんですが、現在１歳を随時

で受け入れしている状態で１歳児、２歳児、３歳児を保育所でやっていくと、幼稚園を４、

５、６の３年でやっていくという理解でよろしいでしょうか。

○ 大城良孝副村長

30年の４月からは、保育所は０歳、１歳、２歳、幼稚園は３歳、４歳、５歳児という受

け入れになります。
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○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。いま副村長から答弁いただいて、伺いたいことがあるんですが、

この０歳のクラスというものを、なぜ０歳児を受け入れるお考えをもったのか、どうかを

伺います。

○ 大城良孝副村長

いま０歳児と言っていますけれども、実際には法的な呼び方で０歳児ということがあっ

て、満１歳には達している子どもたちのことを０歳児という呼び方で呼んでいます。です

から仕事に早く復帰したい仕事を早くしたい両親共働きの皆さんが少しでも早く保育所に

入れるようにということで０、１、２ということでの保育の受け入れということでござい

ます。

○ 議長 玉城保弘議員

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。私の意見もありまして、いま保護者の方々が大変この問題に関

してよく集まられているようでございます。ただ父母会は動いていないというような状況

で、皆様の意見をまだまとめられていない保護者がいる中で、０歳児の受け入れを始めた

から待機児童が出てくるんじゃないのかというような意見が出ているということでござい

ます。今回も当局から配られた資料ですと、19名の園児の中で、今回、複式に対応してい

ただいて、その枠にはおさまっているということでございますけれども、今後、予測のつ

かない子どもたちが増えた場合に、確実に待機児童がでるような状況だと思います。これ

で伺いたいのが、どのような人数設定で保育所を設計したのかというのを伺いたいと思い

ます。伺える範囲でかまいません、通告しておりませんので。

○ 松本好勝村長

そういった資料持っていませんので、すぐどういうふうな内容で設計をされたかという

ふうなことは答弁できません。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。また後日、対応していただけたらと思いますが、保護者がやは

り不安に感じている部分が強いということでございます。今後の幼稚園の３年保育に関す

ることであったり、今後の保育所の運営に対することであったり、保護者としても私も保

護者の１人ですし、しっかりと父母会を通して当局と対応するのが筋だと思っていますの

で、こちらとしては、そのように進めていきたいんですが、現在、父母会はあまり動いて

もらっていない状況ですので、私どもの考えを一つにしてやっていきたいと思いますが、

今後、当局からしっかりと意見交換会なり、相談会なり、そういた対応をしていただける

かどうか伺います。
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○ 松本好勝村長

そういったこと等でいろいろ疑問点等がある場合には、こちら対応したいというふうに

思っております。

○ 議長 玉城保弘議員

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

休憩前に引き続き一般質問を行います。車両運賃の売掛取引について伺いします。１月、

２月の例月出納検査での指摘事項でございますけれども、当局の車両、公共工事の請負業

者、村内の一部の事業所は車両売掛で取引しているということでございますが、私、個人

的に伺ったことと、村内の業者さんから売掛で取引したいけど船舶課が対応してくれなか

ったということで、運賃は原則現金取引という当局との見解に相違だあるということで、

当局の見解を伺います。

○ 松本好勝村長

現在、輸送量の多い公共工事請負業者及び一部村内事業所においては、貨物及び車両受

付を貨物運送契約を締結して月締め請求処理をしております。今後も原則現金受付扱いと

しますが、輸送量のある事業所で希望があれば貨物運送契約を締結して貨物及び車両受付

を月締め請求処理で対応してまいります。

○ ５番 當山清彦議員

これをですね。貨物が多ければという方法だと、やはりどうしても民間の方からは苦情

がくるというふうに思っております。そこでしかりとした契約書を作っていると船舶課長

から事前に伺っておりますので、事業所はどうしてもまとめて支払いたい、全ての経費に

関して、それが事実だと思いますので、輸送量の量に関係なく、どうか事業所に関しては

売掛の取引の契約をしていただけないか、見解を伺います。

○ 島村清船舶課長

原則、現金扱いでございますが、事業所を立ち上げている方々には正式に契約をしてい

ただいて月締めの貨物と車両についての請求処理で対応してまいりたいと思います。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。私もそのように相談者にはお答えしたいと思います。ありがと

うございました。

次の質問に移ります。不妊治療の助成についてお伺いします。こちらは昨年の６月に初

めて一般質問をさせていただきました。そこで村長の答弁が治療受ける夫婦の経済的負担

の軽減を図るため助成が必要だと思っております。というふうに明確なご答弁をされてお

ります。今回、新年度の予算を見ても私が見落としているかもしれませんが、まず進捗状

況を伺います。
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○ 松本好勝村長

確かにそのとおりでございますけれども、平成24年の６月１日より船舶運賃の補助を実

施しております。29年度中に要項を策定し実施していこうというふうに考えております。

こちらの勉強不足もあるかもしれませんけれども、手元に市町村の全てではないんですけ

れども、資料があるんですけれども各市町村まちまちなんですよね。そういうことでちょ

っとあわてるなよということで、市町村のそういった統一見解がされていないために、も

う少し時間をくださいいうことで、これ見ましても市町村全部バラバラのような気がいた

しますので、近隣、あるいは離島は離島なりに揃えていかなければいけないのかなとは思

っておりますので、いましばらく待っていただきたいというふうに思っております。

○ ５番 當山清彦議員

様々な質問に対して、やはり近隣の市町村と比較してみると、そういった答弁が多いわ

けでございますけど、前回の６月の定例会でお話したとおり、やはり高額なんですよ、治

療費というものが、そして不妊治療女性が多いと思われる中、男性の対象者もいるという

ことも既に世間的にもわかっている。そこでどうにか経済的な負担だけでも自治体でお願

いしたいということでございます。また私も、昨年の６月の定例会以降、実際に不妊治療

行っている方から、ぜひ早急に当局に対応していただきたいというお声もいただいており

ます。確実に村内に不妊治療を行っている患者さんはいるわけでございますので、いま村

長は29年度中にやっていくようにするという答弁いただいたので、私もその旨を相談者に

お話したいと思います。なるべく早急なかたちで行政の経済支援というものを行っていた

だけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、防災についてお伺いします。この３月議会になると６年前の震災を思い出すわけ

でございますが、政府は2005年の３月指針を策定しております。2011年３月11日の東日本

大震災を経て、支援計画整備の需要が再認識されたわけでございます。市町村は要援護者

の登録台帳を作成し、一人ひとりに応じた避難支援プランをつくることになっております。

そこで以下伺います。これは一括して伺いますので、答弁も一括してやっていただけたら

と思います。１.要援護者の数、２.避難支援プランの作成状況、３.要援護者の避難訓練

の実施の計画があるかどうかを伺います。

○ 松本好勝村長

それは１つ目の要支援者の人数でございますけれども、現在登録しておりますのは村内

26名でございます。それから２の避難支援プランの作成状況でございますけれども、現在

登録者26名の避難支援プランを作成済みです。その内容としては、一つには要援護者氏名、

２つ目に台帳登録の理由、３つ目に緊急時の家族等の連絡先、４つ目に特記事項、それか

ら５つ目に役場記載台帳の作成日、それから６つ目に地図これは要援護者と支援者との位

置ですね。７番目に住宅の見取り図、８番目に必要な支援、９番目に情報伝達の流れ、10

番目に避難所までの経路、11番目に避難時の携行品等、そして避難誘導時の留意事項、13
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番目に避難先での留意事項、14番目に、その他留意事項として詳細なデータなどがござい

ます。

それから３番目の要援護者の避難訓練でございますけれど、これは毎年沖縄県の広域避

難訓練の際に実施をしております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。事細かに計画を立てられているという現状をお伺いして大変う

れしく思っておりますが、この３番の避難訓練でございますけれども、26名本村の要援護

者がいるということでございますけれども、各ひとり一人そういった訓練をされているの

かどうかを伺います。

○ 山城淳民生課長補佐

先ほどのご質問ですが、年に１回の県広域避難訓練において社協と村と協力しまして、

避難を実施しているところです。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。この要援護者に関するものは災害対策基本法の一部改正により

そういった指針が国から降りてきているものと思いますが、この指針の第２分の第５に避

難行動支援に係る地域の共助力の向上ということで、各団体、本村においては消防団が主

に対応すると思いますが、またその他にもしっかりと地域、お隣りですとか、そういった

ものの協力も必要不可欠だと思っておりますが、そのへんの当局の見解を伺います。

○ 議長 玉城保弘議員

休憩します。

再開します。

○ 神里敏明総務課長

大変失礼いたしました。要援護者の避難訓練については、毎年の広域訓練の中で消防団

も加わって要援護者の訓練ということで実施をしております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。またさらに進んだ話でしっかりと要援護者の地域住民等も交え

たかたちでの訓練とはいわず、そういった協力ができるような体制づくりが必要だと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。空き屋対策について以前にもお伺いしましたが、今回、国土交通

省が全国に約820万戸ある空き屋の活用を後押しするために、各地の自治体が個別に運用

している空き屋バンクの情報を集約した全国版サイトを立ち上げるということを発表され

ております。

そこで以下伺っていきます。こちらも一括して伺いします。本村の空き屋の現状につい

て、２.今後の対策について、３.上記事業を活用する考えはあるか、当局の見解を伺いま

す。
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○ 松本好勝村長

それでは１番目の空き屋の現状について、本村の空き屋の現状については、見た範囲で

43戸ほどあるものと感じております。実際の空き屋数は村内の家屋等の全戸調査を実施し、

定められた基準に沿って該当する建物を空き屋として判定する必要があります。

２、今後の対策について、今後は、定住促進に向けた空き屋活用事業等が実施できる補

助メニューを活用して空き屋調査から利活用が可能な建物の所有者の以降調査を実施し、

その結果に基づいて利活用計画を策定する事業展開をしていきたいと考えているところで

あります。

３、上記事業を活用する考えはあるかということなんですが、国交省が予定している空

き屋バンクの全国版サイトの活用については、村としては先に村内の空き屋の実態調査を

実施し、利活用に向けた対策を講じる必要があると考えております。その後、所有者等の

意向によって活用する活用しないの判断をされていくものだと理解をしております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。調査をして頂けるということでございますけれども、その調査

を何時やるのか、いつまでにやるのかというのを伺いたいと思います。

○ 神里敏明総務課長

空き屋の実態調査といいますか、これは全く現時点では村のは手を付けていない状況で

ございます。これからこういった議員がおっしゃるような空き屋バンク等を活用するため

にもそういった空き屋の把握等を実態調査をして計画的な方策を講じていく必要があると

思っております。これに関しても補助メニューにつきましては、これからどういった事業

があるかということを検討していくことになって、今、離島活性化事業というのが内閣府

に新たに出ている事業がございまして、そういった事業が活用できないかということで検

討しているところでございます。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。こちらの事業に関しては防犯上や治安の面も含めてあと住宅不

足がずっーとずっーと続いているわけでございますので、また先ほど村長がおっしゃられ

た定住促進、そういった面も含めて早急な対応をお願いしたいと思います。

次の質問に移ります。乳ガン検診について伺いますが、こちらもものすごくタイムリー

な話で先月の20日、超党派での議員連盟がございます。乳ガン検診と子宮頸ガンに関する

議員連盟がありまして、その場所で岐阜選出の野田聖子衆議院議員が厚生労働省の担当に

迫ったということで、この高濃度乳房というのが日本人には非常に多いということでござ

います。これが乳ガン検診で使われるマンモグラフィー乳房エックス線撮影の方法だけで

は非常に困難だと乳ガンに関しては白く写る、高濃度の乳ガンに関しても白く写るという

ことでございます。そして学会と自治体、そして受診者の中で、厚生労働省は学会はこれ

を公表するのは時期尚早だというお話をされているというのが、今回わかったわけですが、
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これをしっかりと住人に知らせるべきだということでございます。

それで以下伺っていきます。本村の現状と今後の対応について、そして超音波検査にか

かる医療費、もし別にかかるんであれば、医療費を助成するお考えはないかどうか伺いま

す。

○ 松本好勝村長

今のご質問でございますけれども、私たちも素人で、ほんとにそういったことが詳しく

ありませんけれども、担当課から出てきている資料そのものの程度しか私もわかりません

ので、それを読み上げて回答したいというふうに思います。

婦人科検診の結果は自治体側に異常なしか、要精密検査の判定のみ届きます。乳腺タイ

プや密度の判定については、自治体側では把握できない状況にあり、また対象者に乳房の

構成を通知することは現在行っておりません。婦人科検診にて超音波検査を実施すること

は可能ですが、超音波検診は、マンモグラフィーと比較すると検査に時間を要することか

ら、今後、希望があれば検診機関と調整し、実施を検討してまいります。

それから、２つ目の超音波検査にかかる医療助成についてということでございますけれ

ども、超音波検査の医療費助成は現在行っておりません。平成26年度まではマンモグラフ

ィー検査を２年連続受診している場合、全額自己負担となっていましたが、平成27年度よ

り住民の負担軽減と受診機会を増やすことを目的として、一律料金で希望者全員が受診で

きるようになっております。

○ 議長 玉城保弘議員

休憩します。

再開します。

○ ５番 當山清彦議員

読売新聞さんの調査で、主要131自治体に行ったアンケート調査で、約３割、40自治体

が、こちらの対策をもうしているという調査結果が出ております。沖縄県でいえば那覇市

が通知などの対策はしていると、その中で超音波検査を併用している団体というのが12自

治体はあるわけでございますので、今後の当局の対応というものをしっかりと答弁してい

ただけたらと思います。

○ 山城淳民生課長補佐

先ほどございました件につきましては、これから厚生労働省、国もしくは県の方から明

確な指示が、これからあるかと思いますので、それに基づきまして村としても対応してい

きたいと考えております。

○ ５番 當山清彦議員

国からの指針も重要でございますけれども、しっかりと当局だけでもなんとか考えを示

していただけたらと思いますが、本当に今話し合われているような内容ですが、有名人が

乳ガンを患われてということで、地域の住民も乳ガンに関しては、たいへん関心が強いよ
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うでございますので、しっかりと受診者のための対策というものを行っていただけたらと

思います。以上で私の一般質問を終わります。ご答弁ありがとうございました。

○ 議長 玉城保弘議員

これで５番當山清彦議員の一般質問を終わります。

次に、６番與那嶺雅晴議員の発言を許します。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

議長、６番、通告書に基づいて６点ほど質問を行いたいと思いますが、午前中、待機児

童の問題がありまして、他の離島からいわせると贅沢な悩みだなというふうに思われてい

るんじゃないかなと思います。今後の対応をお願いして私の質問に入ります。

鳥獣対策ですね、これはイノシシ問題に関しては４名の議員が変わったかたちで質問さ

れております。最近、捕獲率が低下しているんじゃないかという質問ですが、実際数字的

に以前に比べて数字把握しているんでしたら教えていただきたいと思います。

○ 松本好勝村長

１月末現在の捕獲数が78頭、昨年に比べて捕獲数が低下をしております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

これはよく村民からも、最近、捕獲したという話をあまり聞かないもんですから、こう

いう質問にあたったんですが、実際この低下したことに対して買い上げ、一つ対応したら

どうかということを今質問しているわけですが、村の考えはどのようなんですか。

○ 松本好勝村長

このことについては、いろいろ課内でも検討研究しているようですけれども、昨年の11

月17日に、それについての協議会、臨時総会を開催し、捕獲数アップのための箱罠の設置

数についても協議をいたしております。

また買い取り方法に付いては、農林水産省の会計検査の公表を踏まえ鳥獣被害防止総合

対策交付金と、独自事業の双方から交付金を受領することが可能かどうか、調査研究中で

ございます。早い時期に対応できるように条例整備も含め調査研究をし、次回の定例議会

までに報告できるように努めてまいりたいというふうに思っておりますけれども、ご指摘

のように、これは農林水産省の補助だけでなしに、村独自に支出しても、こういったこと

はやるべきではないかというふうに思っているところでございます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

たぶんこれ、イノシシ対策に対しては140万ぐらいかな予算がいつも計上されておりま

すけどね。これ買い取りしても、そんなに予算的には、どっちかというと予算内ぐらいの

捕獲になるんじゃないかなと思いますけどね。現在、その罠を見ていたら全くもう放置さ

れて罠を何件か私も見ています。捕獲者がもう少し切磋琢磨して捕獲できるような環境を

つくっていただきたいなと思います。

次、いきます。村道ギズ線の落石工事についてでございます。過去４年ぐらい区分分け
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されて、これは予算の都合だと思いますけどね、工事がやられております。いまからがす

ごく難所の場所で、今までの予算にしたらせいぜい10ｍぐらいしかできないんじゃないか

なと私なりのこれは検討ですけどね、これ今からが一番危ない場所なんですので、一括で

工事ができないものかですね、これをちょっと伺いたいと思います。

○ 松本好勝村長

村道ギズ線の緊急予防治山事業については、残りの区域について２億円程度の工事費に

なるものと思われます。これからあとする分ですね、しかし28年度分については昨年の８

月に指名競争入札と９月、11月に、それぞれ一般競争入札を行っておりますが、入札不調

となっており、その後、翌債の手続き繰越明許費を終了し、４回目、一般競争入札が３月

15日の予定となっております。なお、29年度につきましても県全体で7千万円程度の予算

しか確保しておられません。他の事業、他にも割り振りされるため、渡嘉敷村の緊急予防

治山事業の完了までには、あと３、４年かかるものというふうに思っております。早急に

対応していただけるよう、これからも協議をしてまいりたいと考えております。ご指摘の

ように、あと何年か、そういったことが続くのであろうと、これには工事費等のそういっ

た予算確保の問題等もでてきますので、あとしばらくかかるものと思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

入札が不調だったというね、今まで過去にやった場所というのは、そんなに危険の増す

ような場所でなかったんですよね、今から何十倍と危険も増すわけですから、そういうこ

とで業者も懸念しているんじゃないかなというふうに思われます。村長３、４年という数

字を出していますけど、私は５年以上かかると思います。できたら早急に、今の施工のや

り方は私あれで、モルタル吹きつけで非常に良いと思いますよ、施工自体はね、できたら

一括でお願いするよう申して、次の方に移りたいと思います。

街灯整備についてでございます。今の街灯は土地改良工事で、かれこれ25年余ってやが

て30年なるんじゃないかなというふうに思いますが、中には月夜になると月の光より街灯

の光の方が弱くて、これは特にカバー等が劣化しているせいでもあるはずですけど、こち

らでなんといいますか、話によると、このＬＥＤに変えることによって補助も下りるとい

うことで、実際、豊見城市、宜野湾市が実施しております。今、浦添市と南城市が調査中

であるということを聞いております。調査報告すると、そのＬＥＤに変えて貰えるという

ことで、いろいろ業者、自治団体、それに関して申請中であるということを聞いておりま

すので、我が村も、そういうふうなものを利用してＬＥＤに変えることができないかどう

か、現在、阿波連と渡嘉敷で246万7千円の街灯費が出ていますけど、そういったもんも街

灯費の費用の負担にも影響してくると思いますけど、そういう考えはあるかないかを、お

尋ねしたいと思います。

○ 松本好勝村長

いろいろな先んじて調査、あるいは研究されてたいへんありがとうございます。集落内
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の街灯については確かに機能していないものも見受けられますので、実態調査を行い、改

修方法等を十分検討しなければいけないというふうに考えております。特に改修費用の財

政的な面については、活用できる補助メニューがないか等を、しっかりと計画を立てて実

施していく必要があるというふうに考えております。このことにつきましては両区長とも

相談をしながやっていかないといけないと思っておりますけれども、今、與那嶺議員ご指

摘のように既にそういったことが始められている。調査されているという南城市あたり、

宜野湾市あたりの例を参考にしながら、研究調査して検討していきたいというふうに思っ

ております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

しっかり研究して早急に対応していただきたいと思います。

次、村おこしについてでございます。水田にコスモス植えてみたらどうかということで

これは新聞の切り抜き等を添付して質問していますけど、実際、私、新聞に載る前に現地

に行って直に写真撮ったんですよ。素人なもんですから、あまり良い写真が撮れなくて、

たまたま新聞に、こういう立派なものが出たので、これはこの新聞を利用しようというこ

とでやっています。大宜味村ではオクラレルカという紫の花が６月ぐらいに咲き、いつも

新聞賑わせております。新聞添付していますけど、羽地田井等と金武の方の水田もコスモ

スが植えられて、中城はヒマワリですか、よく新聞に載ります。島でしたらまとまった地

域に水田があるがゆえに、立派なコスモス畑ができるんじゃないかなと思いますけど、村

長は私の一般質問に対してちょっとイメージしたことがあるかどうか、水田にコスモスが

咲いているイメージしたかどうか、お尋ねしたいと思います。

○ 松本好勝村長

これはたいへんすばらしい質問だなと思って、全く同じ考えをされる人もいるんだなと

思って、この質問を読んでおります。実は私個人的になりますけれども、実家カンジャヤ

ーの工事が南側の河川沿いの土手もきれいに整備をされて、実家が稲作をやらないのであ

れば、ここにコスモスを植えてみたらどうかなということで、たまたまではあるんですが、

まだ３週間ぐらい前に家内と相談をしたところであります。そうするとちょうど道路下に

なるもんですからきれいな眺めになるのではないのかなということでいましら、こういっ

た質問が出て経済課長にも同じ考えする人もいるんだなということと、いま雑草が生えて

いる田んぼ等もありますので、確かにそこにコスモス等を植えると通る人たちから非常に、

場合によっては観光も見に来る人まで増えるのではないかんというところまで考えている

ところでございます。ですから、これはどういうふうにやっていくかを、これからの課題

だと思いますけれども、たいへん良いアイディアではないのかなと思っていますので、ま

た皆さま方と一緒になって、これも調査研究をして、いくら金がかかるのか、どうするの

か考えていきたいというふうに思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員
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村長がそんなロマンティックな答弁するとはちょっと思っていませんでしたけれども、

これ私が新聞を出した田井等、これが1200坪です、この面積は。今渡嘉敷の村長がおっし

ゃったマチムトダーからキンヌカーラまでいくと、左側だけでも５千坪あります。右側、

今、皆さん囲っていますよね。あそこは別にしてもあの通りだけでも２千坪あります。こ

れだけのコスモス畑できたら、すごく観光として多くなるんじゃないかと思います。私、

実際、現地に行っていろいろ調べてきたんですよ。これ個人でやっているのかなと思った

ら水田組合がやっているということで、８割方が名護市の負担、予算は。後の２割が水田

組合の予算でやられています。村長、先ほど予算の研究どうのこうのと言っていますけど

ね、もう既に予算というのは、一括交付金の観光美化の方で予算引っ張ってこれるんじゃ

ないですか、これ。

羽地田井等の方に行って、どうして苗を購入したかというのまで聞いてきました、私。

そしたら農協さんを通して購入したということでございます。10キロあたり12万円ぐらい、

あれだけの面積にどれだけ入るかというのは、私もまだ計算はしていないんですけどね。

植え方も全部一応指導してもらってきました。トラクターで田んぼを２回耕しなさいとい

うことまで習ってきました。水田だけに水は巻かなくていいと耕した後に投げて蒔くだけ

で十分だよというふうに聞いてます。実施するのは何も問題ないんじゃないかというのは

空想的に言っているんじゃなくて、実際現地に行って、当事者たちから聞いて簡単だよと、

予算さえあれば簡単だよというふうに習っております。農家の方も水田でちょうど二期作

刈り入れした後に、種を蒔くタイミングがちょうどいいと、そしてまた一期作植える前に

耕して肥料として農家にとっても一石二鳥だというふうに聞いています。ですからできた

ら時期的にもね、ちょうど渡嘉敷マラソンが実施されるとき花が咲きますので、離島で水

田持っているところってあまりないですよ。先ほど村長がおっしゃったように素晴らしい

沖縄一のコスモス畑になるんじゃないかなと私は夢を抱いて一般質問しているわけですけ

どね。ぜひ実施していただきたいなと思っています。

これを耕した後に例えばＰＴＡとか、子どもたちにでも協力してもらって種を蒔くのは

そんなに難しいことでもないし、非常にいいんじゃないかんと思いますけど、再度聞きま

すけど、研究じゃなくても拳あげてやるぞと言ってもらいたいぐらい私は、信念をもって

一般質問しているんですけど、再度、村長の意見をお聞きしたいと思います。

○ 松本好勝村長

例えば先ほどから話があるように、一括交付金でも引っ張ってきてできるのかどうか、

こういったすぐいま、予算的なことで私が決定するわけではありませんけれども、極力こ

ういうことができるのであれば、私も渡嘉敷村のトップとして、他所から見てもすばらし

いなと、そしてさすが国立公園だなというふうに思われるような施策として、これすぐで

きるかどうかまでは、いつからということは言えませんけれども、これは庁内で決議をし

て、それに向かって進みたいというふうに思います。
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○ ６番 與那嶺雅晴議員

ありがとうございます。村長ね、去った１週間ぐらい前かな新聞に沖縄ビーチベストテ

ンがのっていましたね。１位が先島あたりでしたけな、座間味村が３位、渡嘉敷が４位と

何か観光に関しては、いつも一歩リードされているような感じするのは、私だけじゃない

と思います。たぶんこのコスモス植えることによって、すごく島の村おこしにもなると思

いますので、しっかりと対応していただきたいなと思います。それによって遊休地等も無

くなるし、先ほど午前中も水田とか畑とかは、あと４、５年で原野になるんじゃないかと

いう話もありましたけど、そういったものも対応できるように実施していただけたらあり

がたいと思います。

次、いきます。文化保護についてでございます。これは文化財に適応されていないとい

うのは、知っての上での一般質問で文化保護という言葉を使ってますけど、そこらへんは

ご理解していただきたいと思います。阿波連のヒーターティヤーですね、そこの方に歩道

を設置したらどうかという質問ですけど、何年か前でしたかな、４、５年前、県の文化財

保護団体と一緒にヒーターティヤーを一緒に探しに行ったんですけど、今でしたらどうで

すかね。かなり見つけにくい場所です。距離的には50、60ｍですからね、道路から、ぜひ

そういうところを歩道を付けていただきたいなと思いますけど、教育長どうですか。

○ 新垣一典教育長

ただいまの質問ですが、阿波連のヒーターティヤー現在ほとんどの方が行かれていない

というのと、場所が特定されていないかと思うんですが、以前に、10年ほど前だというふ

うに聞いておりますけれども、阿波連区の金城幸治さんに案内をしてもらって教育委員会

の職員が写真を取ってきて資料館に展示をされております。かなりきれいに石で囲まれて

烽火台というような感じのする史跡が残されているように思います。その場所については

現在調査等はされていない状況なんですが、現場調査を行って史跡として登録して整備す

るか、それから観光施設として、たぶんお山の頂上あたりにあるんで日の出と日の入り、

サンセットというんですかね、そういった眺望がいい場所になっているのかなという気が

いたします。調査をして史跡として整備をするのか、観光施設として整備をするのかとい

うものを調査して検討する必要があるのかなと思っております。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

今は時代的にいろんな通信網というのもいろんな機種も出てね、座っていてもアメリカ

にでもいろんな通信網等ができる今の時代ですけど、通信の原点として、そういったもの

があったということを、今の子どもたちにも知らせるのも非常にいいことじゃないかなと

思っております。

実際教育長は、あまり場所が特定していないという答弁ですけど、私は知っています。

２回ほど行っていますので、直径1ｍ50㎝ぐらいです。高さ60㎝ぐらいの、そんなに大き

な石じゃなくて石積みで囲われています。今ね、かなりススキが覆ってなかなか入れない
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んですよ調査すると言っても。調査するにあたってはどっちかというと、今時期かな、冬

場の方に調査する方がいんじゃないなかと思います。獣道であるわけでもないので、かな

り厳しい場所ですので、時期等のタイミングを図って調査していただくようお願いします。

次、行政運営についてでございます。今日午前中に村長の施政方針にもありましたけど、

29年度県への陳情、何を陳情しますかということですけど、先ほど午前中に高速艇等の問

題を陳情する報告がありました。28年度は桟橋の港湾の問題ですか、村営アパートの問題

等陳情したと思いますけど、これ去年の陳情もまだ実現されていないわけですから、今回

の高速艇の問題と重ねてやるべきだと思っていますけど、村長、どうですか。

○ 松本好勝村長

ご指摘のとおりでございます。確かに28年度から特に港湾の問題については、要請とい

うことであげてあります。これは沖縄県の離島振興協議会と沖縄県過疎地域振興協議会等

の要請文でございますけれども、その中でも既に南部市町村の市町村協議会等でも離島活

動等についての要望書、これ既に29年度に出来上がっております。その中で、私がもっと

も重要視しているのが、渡嘉敷港湾の整備についてということで、今、災害が起きている

外防波堤の方は、今月いっぱいにおそらく完成するものと思っております。けれどもこれ

も以前から要望していました防舷材船フェリーが接岸する場所ですね。そこも既に防舷材

は一昨日もう完成したよと、私はまだ見ていませんけれども、それについての嵩上げはお

そらくちょっと遅くなるということで、６月ぐらいまでには完成するのではないかなと思

っております。そのことについては、今年度の要請文から省略してありますけれども、ま

ず第１番目に港湾整備でありますけれども、フェリーバースの整備を要望しております。

これは以前から、けらま丸の頃から、もう既にそういう方々は亡くなっている方々がほと

んどなんですが、彼たちからも南側に桟橋を造って、船をここで停泊させるんだったら城

に向かって舳先を接岸しなければここで船は置けないよということで、元船長の亡くなっ

た杉原さんあたりから既に言われております。そして今回去年からこれも出してあります

けれども、まず真っ先にフェリーバースの新設ということで申し出をしております。です

からこれは、すぐ今できるという、こちらの港湾は既に整備を終わっているかたちになり

ますので、新設ということは難しいかなとは思っておりますけれども、そのことについて

は、昨年の５月25日に沖縄総合事務局の建設行政に関する要望事項の中の懇談会で、この

問題を提起しましたら、翌月の６月７日に沖縄の総合事務局の港湾企画課長と４人揃って

現場視察を行っております。私もその中で、いくら私がきれいな言葉で要望書で上げても

意味が皆さま方わからんと思いますので、現場調査をまずしてくださいということがあっ

て、そして翌月の７月14日には沖縄県の土木建築部の港湾課長、他５人ですかね、来て現

場をご覧になっております。ですからそういう内容をきれいに説明してありますので、こ

の要望等については、何とか、この桟橋、港湾問題については沖縄県も力を入れてもらえ

ると思っています。それと総合事務局の土木建築部あたりも、ぜひこれ何とかお願いしま
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すよということで話はだすけれども、現場視察ということは優先しましたので、そういう

ことで私はどうしてもイナトヌチビ側に新設の桟橋を造りたいというふうに思っておりま

す。

それから２点目に、現在の高速船の浮き桟橋の改修でございますけれども、これは新造

船の今のマリンライナーとかしきが新造船をそろそろ17年なりますので、代船建造しなけ

ればいけないということがあって、それにはバリアフリーの現在の新しい船からは、そう

いうシステムになりますから、おそらく５ｍぐらいは伸ばさなければいけないと、現在の

船よりはですね。同じ規模とした場合には、ですからそこの改修工事、これも２点目に要

望しております。

そして３つ目には構内の浚渫をやってくれと深くなることはありません。浅くなる一方

ですので、それをぜひやってもらいたいということで港湾整備については、その３点を出

しております。

それとマリンライナーとかしきの代船建造計画でございますけれども、就航以来17年が

経ちますので、そろそろいろんな痛みが入ると言いますかね、年数に伴って、そういった

こと等がありますので、これも沖縄県の一括交付金を利用して財政支援をしていただきた

いということで去年から申し出ております。そして既にこれにも載っけてあります。29年

の分もですね。ですから一番要望すべきのは、こういった船舶の問題等についてというこ

とで、引き続き要望していきたいというふうに思っております。

まだまだ共通として南部離島７町村が泊港のバースの問題等、あるいはまた今、中から

橋ができたもんですから、南岸から北岸に車の交通量がたいへんな状態になったりします

ので、これも那覇港の管理組合等の要望を出しております。これは７町村揃ってだそうと

いうことで安全対策を考えてもらいたいと場合によってはトマリンの２階から船に直接降

りられるような、そういうことも考えてもらいたいということで要望しているところでご

ざいます。しかしながら本村にとってもっとも大事なのは渡嘉敷港湾の整備ということで

ございます。そして繰り返すようですが、高速船マリンライナーとかしきの代船計画とい

うことでございます。

○ ６番 與那嶺雅晴議員

村長、今の陳情の内容はたいへんよくわかりました。ちょっと陳情の姿勢について、お

伺いしますけどね、これは私の考えですけど陳情にあっては、議会も一緒に行って陳情す

べきだと思っておりますけど、それに関してはどんなですか、村長。

○ 松本好勝村長

このことに関しましては、向こうとの問題等もありますので、向こうと言いますのは総

合事務局、あるいは県の港湾課との問題等ありますので、そこと協議して、もしそこがそ

の方がいいんじゃない、早道じゃないですかと言われるのであれば、早速、議会にも呼び

かけをしようと思います。
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○ ６番 與那嶺雅晴議員

確かに村長がおっしゃったように大勢で行くと相手に対して圧力かけるような感じで失

礼になると思いますけど、せめて議長だけでも一緒に行って陳情するのが相手に対しても

いい印象を与えるんじゃないかと思います。29年度も４月１日から開始しますので、健康

に十分注意して頑張ってください。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６番與那嶺雅晴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、１番宮平鉄哉議員の発言を許します。

○ １番 宮平鉄哉議員

一般質問する前に當山さんの質問のときに間に合わなかったことをお許しくださいま

し、無事立ち会いスムーズにいってほっとしているところです。

それでは一般質問始めます。村内の環境美化について質問したいと思います。村有地を

利用して建っている家がトタンの屋根や窓ガラスなど、あまりにもぼろぼろになっており、

観光客や研修生などから見た目が悪いイメージを与えている。早く撤去することはできな

いものなのか検討してほしい。

この場所は、皆さんもご承知の青年の家に上がってくるところの水族館の前の飲み屋の

窓ガラスが割れたりとか、トタンが真っ赤に錆びてぼろぼろになっている。環境の美化に

ついてイメージが悪いんじゃないかということで質問しましたけど、この問題、小嶺議員

からも前にちょっとあったんですが、家の後の使い道とか、そういうの決まっているそう

ですから、早く撤去して悪いイメージを出さないようにしてほしいという感じですけど、

私たち村民は長い間その物件を見て、そのことに対するイメージが見慣れていない感じが

しているが、沖縄本島から来ている学校の先生方や交流の家などの人たち曰く「どう見て

も、あまりいい感じじゃないですよね」なんて言っているのを聞きます。物件の主に近い

人たちなどに相談するなりしてできる限り早く解体をして、次の行動をしてほしいと思い

ますが、村の見解を聞きたいと思います、村長。

○ 松本好勝村長

質問の件でございますけれども、村としてもたいへん気にしているところでございます。

当該物件については、使用者の死亡により放置されている状況ですが、村は以前から、そ

の物件に対する連帯保証人等の方に対応をお願いしているところですが、いろいろな問題

があるようで進んでいないのが現状であります。今後とも早期の対応をお願いしてまいり

たいというふうに思っております。こちらにしても、この連帯保証人の方にいろいろ話は

出しているところでございます。今後とも、その話し合いを持って早急な対応をしていき
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たいというふうに思います。

○ １番 宮平鉄哉議員

今、連帯保証人と話しているということ聞きましたけど、なーなーじゃなくてできるだ

け早くしないと、去年よりも今年はもっと悪くなっている感じがして、トタンの上まで真

っ赤になって見苦しい感じがします。これを今連帯保証人なんかと話をして早く行動して

早く解体して、あとあと新しい物件を造るなら造るでいいんですけど、そういう今の真っ

赤なっている錆び、ガラスの割れた感じ、イメージをなくするように、まず先にしてくだ

さい。お願いします。

次、伐採、渡嘉敷小中学校の運動場のブロック塀の側に立っているモクマオウが、祭り

の花火を見にくくしている感じがする。もう取り除いた方がいいんじゃないですか。この

問題ですね、一番村長が祭りのときは花火喜んでいますけど、あの花火が上がったら祭り

は価値がないみたいな感じもするんですけど、もう来賓側から見るときにもモクマオウの

位置とか村民が座っている所から見るけど、いろいろ花火見る感じはいろいろ違いますけ

ど、モクマオウというの、毎年ちょこちょこ大きくなっていくし、そういうのが花火を見

にくくしているんじゃないかと、この問題、僕、実際自分の記憶によると17、8年前にも

一般質問にだした記憶があるんですよ。このとき保安林とかなんとか言って蹴られたんで

すけど、だいたい大きな東北の大震災みたいな感じがない限りは、このモクマオウあって

もどうしようもないと思うんですよ。それがどうしても保安林にかかって根切りとか、そ

んな感じで取る感じができない場合になったら、剪定して、きれく丸くして、花火がきれ

く見えるという感じのイメージに切り替えてやるようじゃないと、せっかく祭りの花、花

火がモクマオウの影響でよく見えない。渡嘉敷村の祭りは花火が、那覇の祭りより小さい

けど、花火は一人前に大きくいいですよねと、言われることを聞いたことあります。その

ためにもモクマオウを剪定、切るのがだめだったら剪定して、きれいな花火を観光客や村

民なんかに見せるのも、いいことではないかと思って質問しました。どうですか、村長。

○ 松本好勝村長

これは学校緑化のために植えられた樹木ということでありますので、すぐ花火が見えに

くいから、すぐ伐採というふうなこととはちょっと意味が違うのではないかんと思ってい

ますが、いずれにしましても剪定等で適正な管理をしなければいけないというふうに思っ

ておりますので、これはよく学校側とも相談をして結論を出したいというふうに思います

けれども、これは学校グラウンドのそのものが花火を打ち上げするために集めるために、

そこで私たちは学校運動場を借りているという立場ですので、見えにくいからこーせ、あ

ーせというのは言えませんけれども、いずれにしましても、剪定などして適正な管理をし

ていきたいというふうに思っております。

○ １番 宮平鉄哉議員

今、村長は伐採のことばかり言っていますが、僕は伐採できなかったら剪定してくださ
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いと言ったんですよ。だから剪定して花火がきれく見えたら、別はそれ以上のことは言い

ません。それもしないでなーなーでまた17、8年前のことをなくなったのも、村長の意地

がすたれますよ。そういう具合に相談して、常に観光客にも村民にもきれいな花火を見せ

るという気持ちでやってください。

次、イノシシについて、最近、秋から冬にかけてイノシシの被害が部落内まで入ってい

るような感じがします。先月、村道阿波連線でも大きなイノシシを２、３回ほど僕でも見

るようになりました。そして屋敷内では夜中に荒らし回って被害を与えている感じです。

阿波連の屋敷内の２、３カ所、ものすごく荒らされましたけど、そして墓地の場合は個人

的になりますけど、旧の16日に墓掃除に行ったら墓石が地震の後みたいに崩れている状況

でした。この不満を何処にぶつけたらいいやら村長教えてください。

○ 松本好勝村長

イノシシ等の問題等については、これは今日も議会をとおしてじゃなくしても農家の皆

さん方から、あるいは一般村民からもいろんな苦情等が届いておりますけれども、やはり

これにはこういったイノシシ、そして今日もこの後いろんな問題等で条例化する分もあり

ますけど、やはりこの不満というのは村に向かっておりますけど、これ村が奨励をして飼

ったわけでもなんでもございません。ですからこのことについては、もう管理者と協議を

しなければいけないのではないかなと思っております。不満の気持ちもよくわかります。

私は今農家の皆さんからも、たいへんな苦情を受けているところでございます。ですから

このことについては、おっしゃると何処にどういうふうにぶつけたらいいのか、わからな

いような状況で、皆さん方もあとは役場の方に、その矛先が向かっているのではないかな

と思いますけど、このことについて今すぐ何処にぶつけたらいいのかというふうに村長に

聞かれても村長自体回答のしようがありませんので、ちょっといろんな方面から、ぜひも

う少しこのことについては、私にも考える余裕を与えてください。

○ １番 宮平鉄哉議員

村長、イノシシの問題は考える余裕といっても７、８年前ぐらいから一般質問出ている

と思いますが、村長代わったにしろ、もっと真剣に考えてほしいと思いますね。今回の一

般質問イノシシに対する質問者が今６名の一般質問者の内から４名も一般質問出ていま

す。本当に大きな問題になっています。皆さまが思っていることがよくわかります。今後

はイノシシに島を乗っ取られないように対抗していきたいと思いますけれど、ところで一

昨年と去年のイノシシを取った数の多さはいかがでしょうか、増えたのでしょうか、減っ

たのでしょうか教えてください。確か一昨年は100匹以上の数だったと記憶していますけ

ど、先ほど與那嶺議員からの質問で78頭という数字を知ったんですけど、27年度のイノシ

シと28年度の78頭、その前は百何匹でしたか、これ覚えています？ 課長。

○ 新里武広経済建設課長

宮平議員のイノシシの捕獲数の状況なんですけど、捕獲が始まったのが、平成23年度か
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ら捕獲をやっております。因みに平成26年度につきましては、捕獲頭数が122頭、昨年27

年度が119頭、今年度28年度、これは平成29年１月末現在で78頭となっております。

○ １番 宮平鉄哉議員

これはだんだん減っている感じがするわけですが、イノシシが減ったというのは先ほど

も與那嶺さんからも質問あったけど、餌の入れ方が何とか、そういう感じなのか、それと

もイノシシが減ったのか、それはどう思いますか、村長。

○ 松本好勝村長

イノシシが減っているということはないかと思いますが、イノシシ自体が、この箱罠を

見破ってといいますかね、入ったら小さいのは入るようですが、大きいのは入らないと、

要するに学習能力が高まってきたということを考えた方がいいんじゃないですかね。イノ

シシそのものが減ったという感じではないかと思います。

○ １番 宮平鉄哉議員

たいへんなことになりましたね。イノシシが慣れたということですか。３、４年前はイ

ノシシも部落内の屋敷を荒らすということはなかったんですが、慣れてきたのか、阿波連

２、３カ所屋敷内でやられていますけど、僕の知っている感じですけどね、もっとあるか

もしれません。あとは畑とか田んぼとか、そういう所が周囲を囲ったために屋敷内に行っ

ているという感じなのか、それはイノシシに聞いてみないとわかりませんけど、どちらに

してもイノシシに対する気持ちをもっと強くもって立ち向かっていきたいと思います。

イノシシを捕獲するときイノシシが畑や田んぼに入らないように網やフェンスを購入設

置料などたくさんの金が動いたと思いますが、そのことに対してイノシシを飼っている人

からのいくらか、迷惑料みたいな村に対する誠意な気持ちなどはなかったでしょうか。こ

れまで全額村の予算で対処したのでしょうか、村民からの声を聞かせてください。

○ 松本好勝村長

今おっしゃることは、迷惑料みたいなものがあったかどうかという意味合いですよね。

このことについては、特別にそういった村に対してどうするか、迷惑料云々という話は直

接は来ておりません。ただ今後の対策として村もどうですかというふうなことは言われて

いますけれども、村としても現在、網で囲ってあるのをクミヌクシー、あたりのそういっ

たこともやっておりますし、それからその対策としていろいろ網を張れば下から潜ってい

たとかということがありますので、また裾の方を整備したりやっているところでございま

す。確かに効果があるのではないかなというふうな、担当がそういうふなことを言ってお

ります。そしてまた嘉手苅の方に電気柵と言いますかね、そういうことで３カ月ぐらいし

かなりませんが、それもやって、ただそれについてはまだ結論はでておりません。ですか

らこの迷惑云々ということにつきましは、村としては、そういったことの直接の被害者に

対して畑の主に対して、そういった支払い等の補償等はしておりません。

○ １番 宮平鉄哉議員
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今、僕の質問は、村長、被害を与えている感じで僕らが今金を使って対処しているわけ

ですよね。そのことに対して申し訳ないという感じで当事者から、そういう感じの気持ち

はあったかと聞いているんですよ。村長、答えているのは網の中入っているとか、何とか

そんなのじゃなくて、そういうのが人間の誠意の気持ちだと思いますよ。

これは村長からも言いにくいし、誰も言いにくいかもしれんけど、これはやっぱり言わ

なければいけない立場の質問だと思います。これを言わなくても本人の誠意の気持ちがあ

ったら申し訳ない迷惑かけたから、そういうので何とかしますという感じの気持ちが普通

の一般的な常識的なもんなんですよ。これをなーなーにして７、８年になっているわけで

すよね。村長の言葉そうですよね、実際。僕、今あんたがやったからあんた出しなさいじ

ゃないですよ。そうじゃなくて、そういう誠意な気持ちがありましたかということを聞い

ているわけです。これが一般的な人間の常識なんですよ。それもなくてなーなーして村長

も黙っとって、本当に渡嘉敷の村長は人柄がいいな、優しいなと思われると、おかしいで

しょう。そういうことを聞いているわけですよ。これは村民の意見をあなたは代表して聞

いてくださいということだから、僕は聞いているわけです。一言。

○ 松本好勝村長

このことについては直接、私の方に迷惑かけましたとか、そういうことはありませんけ

れども、本人から農業委員会の委員の皆さんにはご迷惑をかけたというふうな謝罪の言葉

があったようです。

○ １番 宮平鉄哉議員

まあこれお互い、村長自体もその方とは言いにくい間柄だとは僕は思っています。どう

いうふうに言っていいかわからんけど、でもそれに対する考え方は、みんなでイノシシを

退治して村に被害のないような感じに考えていったら一番いい考えだと思います。村民そ

ろってイノシシのことを考えて対処していきたいと思います。議長、終わり。

○ 玉城保弘議長

これで１番宮平鉄哉議員の一般質問を終わります。

次に、２番島村武議員一般質問の発言を許します。

○ ２番 島村武議員

通告書に従って質問をしてまいります。村長におかれましては朝から議員の皆さんのこ

れだけの質問を受けて答弁で気苦労しているところでしょうけれども、あとしばらくなの

で、しっかりと答弁をお願いします。

私が出しております今回４点の質問は、これまで何度かしてきた質問を少しまとめてあ

ります。やはり質問した以上はあくまでも実現を目指したいということで、これまでも何

度も何度も同じ質問も繰り返しながら、相当数の質問を私残しておりますので、これから

絞り込んで実現が先になりそうなものを前提として質問を続けていきたいと思っておりま

す。
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そこで第１番目、防災についてでありますが、これは今年度28年度に村長が予算づけを

して取り組みをしたわけですけれども、入札が不調に終わったと、それも３度終わって、

ほんとにどうしようかんと思っているところではあると思うんですけれども、前回の私の

答弁には県と対応方について、協議をしていくというようなご答弁がありましたけど、そ

の中でどういう協議をなされたのか、これを継続して来年に繰り越して事業していくのか、

あるいはまた新しい事業として事情申請をしていくのかということで、質問を出してあり

ますのでご答弁をよろしくお願いします。

○ 松本好勝村長

緊急避難場所等についての問題でございますけれども、平成28年度執行予定で計上し、

そして避難道整備等の工事については沖縄県とも調整した結果、繰越は行わず平成28年度

は取り下げを行い、新たに平成29年度の一括交付金事業に計上して事業執行することにな

っております。

○ ２番 島村武議員

この質問の大きな部分は、事業がきちっとできるかということが主眼でありましたけれ

ども、これ28年度に３度入札が不調だということであれば、これは新年度また予算化して

も不調に終わる可能性もまた、そういうことも含んでいるわけですけれども、それについ

ての見通しはどのように考えておりますか。

○ 神里敏明総務課長

28年度で３回不調ということになっております。28年中に一度単価の見直し等も行った

わけですけれども、さらに29年におきましても使用単価等の見直しできる分はする必要が

あるということで考えておりまして、ただこればかりはスムーズに落札するのか、不調に

なっていくのかということはわからないんですが、できるだけ落札する方向で、そういっ

た見直し等を対策していくしかないのかなと考えております。

○ ２番 島村武議員

コストの見直し、事業単価の見直しということであれば、予算の手当もそれなりにやっ

ていかないといけないということですけれども、それを見越しての申請ということだろう

とそれで理解してよろしいですか。

避難場所というのはつい最近も福島県で震度５弱の地震がありました。ああいうことが

起きるたびに６年前を思い起こし、身震いがする思いをしているわけですけれども、当時

の教訓として、これまで何度も申し上げてきましたけれども、近くの高台というのが合い

言葉みたいなかたちで避難場所に最適であると、近ければ近いほどいいというのが基本的

に考えをもっていくと、一番妥当だろうというふうに考えております。そういうものもイ

ーシヌモーですね通称、そこも整備をしていくということは、特に去年から保育所の子ど

もたちもそこに移っておりますし、それから幼稚園の方々が26名もいらっしゃるというこ

とであれば、その方々も普段から福祉センターを利用していると、その時間帯に出くわし
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たときに、やはり一番避難がしやすい、一番近い場所だ、一番適切な場所であろうという

ような思いがありますし、いつこれが起きるかもわかりません。全力を尽くして新年度で

取り組みをし、完成をしていただきたいというふうに思っております。

次に移ります。イノシシの被害対策について、これは村長、それこそ午前中からもう私

で４番目の質問になるわけですけれども、皆さまからご質問がありました。私もこれ一番

最初に取り上げた頃には、ここまで早く議論が進んでくるとはちょっと予想もしていませ

んでしたけれども、４人の議員の皆さんが、こうやって質問をしていくということは、そ

れだけ待ったなしの対策をやらないといけないということだろうと、ご理解をいただきた

いというふうに考えております。

そこで防止対策をどうしようかというのが、当初から議論をし、執行部におかれては網、

防護柵を、そこにお試し期間として、もう既に半年以上経過しているわけですけれども、

当初やっぱり何頭か入った形跡があるということで、裾部分は補強して、その後、被害が

見られないというのが12月までの答弁でございました。

その中には嘉手苅の電気柵も試しはしていると、その結果は先ほど答弁あったように、

そろそろ出るのかな、あるいはしばらくかかるのかなという思いもあるし、また１件パイ

プで柵を作ったらどうだというような提言もありました。こうやって皆さんから質問が上

がってくるような状況になりますと、やはり待ったなしだと思っておりますが、村長、一

つ実績ができた、この防護策、裾部分を強化した防護柵、これはもう結果でているわけで

すよ。ですから後は実施していく、何時どういうかたちで実施をしていくかという段階に

きているべきだと、私、考えて今回また改めて出しておりますけれども、村長いかがでし

ょうか、そこらへんは。

○ 松本好勝村長

沖縄県の補助金と鳥獣被害防止総合対策交付金等を活用して今後とも対策を継続してま

いりたいというふうに思っておりますが、今年度中に追加要望に柵購入し優先順位を決め

て順次対策を講じてまいります。なお、平成29年度も同様に柵購入費を要望しており農作

物への被害の軽減に努めてまいります。平成29年度で柵の購入費等も要望しているところ

でございます。

○ ２番 島村武議員

これはたぶん現時点では、最善の策であろうと思っております。ただ一つ気になるのは

頭数が減っている点と、罠捕獲に関する、今期予算は費目存知でされて、新たに計上され

てませんけれども、罠に対する予算ですよ。これが現在の個数で間に合うとあるいは捕獲

数が減ってきたことで、罠です罠、箱罠、今年度は予算費目存知されているので、その理

由は何かということ、頭数が減ってきているからなのか、あるいはもう当面これ以上必要

ないということなのか、これは措置はどうですか。

○ 新里武広経済建設課長
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捕獲する箱罠については、現在25基の箱罠でもって今捕獲している状況です。隊員の方

も限られておりますので、箱罠を多く増やしても捕獲するのはかなり管理が厳しくなりま

すので、そのへんは25基で対応、捕獲していきたいというふうに考えております。

○ ２番 島村武議員

先ほどからの答弁の中で鳥獣被害対策交付金ですか、現在皆さん利用しているのは、こ

れ鳥獣被害に関しては特措法もありますよね、確か鳥獣被害防止特措法、この中でいろい

ろ対応できる内容にもなっているようですけれども、そっちの方検討されたことはありま

すか。

○ 新里武広経済建設課長

島村議員の、この特措法については、まだ検討しておりませんけど、箱罠については村

の予算には実際載ってきておりません。会計別になっておりますので、その予算が補助金

の名前が鳥獣被害防止総合対策交付金というふうになっております。その中で防護柵の購

入であったりとかですね、あとは箱罠の購入もこちらの方で購入するというかたちになっ

ております。

○ ２番 島村武議員

これ先ほどの人数の問題もでましたけど、特措法の中では確か財政支援、それから権限

の移譲、人材の確保、人材の確保のところで、人材を確保するための予算措置も権限措置

もできるようになっているわけですよね。わかりました、じゃあ、次回やってもいいです

けど、この中で実施隊というのがあるんですよ、鳥獣対策実施隊、これは市町村が勿論条

例化しないといけないわけですけれども、市村長が任命することによって、その人たちの

勿論報酬の問題が絡んでくるんで条例化すると、それに対する補助というのが当然ありま

す。８割補助であったり、５割補助であったりと、そこと抱き合わせすることによって、

私が何を言いたいかというと、経費の問題、そこにも使える予算があるんだよということ

を提案しているわけですよ。だからそれについて検討したことありますかと、さっきの質

問になっているわけですけれども、そこにいかないんで、よろしいですか、答弁。

○ 新里武広経済建設課長

実施隊については、これは渡嘉敷村鳥獣被害対策に関する条例でもって行っております

ので、その条例に従って時給等、報酬等は支払いしている状況になっております。

○ ２番 島村武議員

これは協議会ですよね、これで今私が言ってきたことが全てカバーできると、この中で

例えば話が少し広がっていきますけれども、当然そこで関わっている人たちはいろんな危

険な状況に当然予測されるわけで、そういう保障と言いますか、公務災害になります？

そういういった対応はどうなています？ 適用は。

○ 玉城保弘議長

休憩します。
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再開します。

○ 新里武広経済建設課長

実施隊の保険等については対象となっております。

○ ２番 島村武議員

これはあれですか村長、今後、銃の免許だとか、そっちの方まで広がっていく可能性も

ありますよね、それだけのことになってくると、そういうものも全てカバーできていると

いうことですね。

○ 新里武広経済建設課長

はい、そういうふうに認識しております。

○ ２番 島村武議員

イノシシの問題につきましては、管理者の責任がどうのという段階はもうとっくに過ぎ

ているというふうな思いがあります。それで生体で出して資金造成したらどうだというよ

うな提案もしてきましたけれども、あとは村長実施のみで、取り敢えず防護柵を目に見え

るかたちで進めていっていきたいというふうに思っておりますが、これは柵をやっていく

にしても当然、優先順位みたいな、どこを先にするかというのがでてくるんで、なるべく

村長の前回の質問にも答弁いただきましたけれども、村民の皆さんと協議をしていくとい

うような答弁もなされておりますので、ぜひそういうかたちで村民の皆さんの意見も取り

入れながら、取り組んでいってほしいというふうに思っております。

次に移ります。墓地の管理道路について、これは12月ですね、答弁は、29年度で予算化

をするという答弁があったわけですけれども、予算書見る限り私の見落としかどうかわか

りませんけど、ないような気がしていますけど、これについていかがでしょうか。

○ 松本好勝村長

見落としではございません。計上漏れでございます。確かに29年度に組み込むという答

弁を以前にしておりますけど、今回の29年度の当初予算では見落としてしまって、その分

計上しておりません。６月補正により計上したいというふうに思っております。誠に申し

訳ありません。

○ ２番 島村武議員

何人者議員の皆さんも、この住宅の問題を取り組んでやってきております。村長は屋敷

を買い取る、あるいは借り受けて村営住宅を造っていこうと、政策は当然進めていかんと

考えておりますし、大賛成ですので、進めていっていただきたい。しかしながら、我が村

の例えば高齢化率、平成15年で確か21％ぐらいまでなっているんですよ。ということは当

然、子どもたちが増える、子どもをつくり育てる世代が増えているということは、これは

数字上明白であり、子どもたち保育園の待機児童の問題が出て来るということは当然予想

されるし、これからもちろんだんだん増えていきます。そうなってくると個人や親戚だけ

では対応できないというのは当然あると思って、そこのゲートボール場跡につくるために



- 50 -

絶対必要な道路であるというような認識を持っておりますので、ぜひ、今年早い内にt６

月の補正ということですので、用意されていて即取り組んでいただきたいと考えておりま

すけれども。これ６月の補正が成立しますと、大体、どれぐらいを目途に取りかかれます

か。

○ 神里敏明総務課長

これから業者への調査測量等の見積もり依頼しますので、それをとればある程度の期間

というのがわかるんですけれども、まあ、この範囲でしたら一月二月あればできるんでは

ないかというふうに考えています。

○ ２番 島村武議員

成立次第、さっそく取り組んでいただきたいと思います。

４番目、一括交付金についてこれも午前中から皆さんの質問にありましたので、ただ、

１点ですね、今年、先の答弁で2億2千300万が今年の配分額だと、これ確かに基本配分額

であと40億の特別枠の中から毎年ですけども、4千万、5千万というようなかたちで２次申

請というかたちで動いて事業を申請していっているようですが、これ先週の研修会の中で、

ちょっと気になることがあったんですけど、これまで沖縄県の交付金が減額されてきたの

は執行率、つまり不用額が多いということで、今回の減額に結びついている大きな要素な

んで、県もそれを解消するために、どちらかという執行率は市町村の方が高いんです県よ

りはね、少しですけども。それを高めていこうとするために要するに市町村に対して、早

目に判断をして、要するに不用額にならないように早目に判断をして、他所に回しなさい

と、要するに自分の方から、手を挙げてこれだけ予算が余りますよというようなかたちで

取り組んでくれというような、そういうような方針でいるみたいですけれども、これ、皆

さん一括交付金でやるんじゃないかと思いますけど、そのときに、そういう話まででます？

○ 松本好勝村長

このことにつきましては、市町村長の集まりの中でも県の方からそういった、あまりに

も執行率が悪いんじゃないかというふうなこと等があってこうなっているというふうなこ

とを言われていますけれども、他にも言うところによりますと、何か、あまり表で言えな

いようなこともあるようなことを言われています。ですから私たちは自分たちのできる範

囲のことにおいては、例えば執行率の入札不調に終わって、この事業執行できないという、

市町村においてはそういうこともからんでいるのかなというふうに思いますけれども、原

因は県に言わせると、あまりにも市町村の執行率が悪いためにこうなっているんだという

こと等もあって、私たちもたいへん頭を痛めているところですけれども、このことについ

ては、何とか、自分たち、我が村のことにおいて、自分たちで何とか不調に終わっている

入札関係もというふうなことは考えております。ですから、今日、先ほども議論しました

けれども、避難道についても同じようなことではないかなというふうに考えて思っていま

すので、極力、それについては２回、３回とやり直しをして、何とか今年の予算について
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計上する分についても早目にそういった決着をしなければいけないと思っています。県の

方に言わせると、執行率、執行率するんですけれども、おっしゃる指摘のところもありは

しますけれども、また、他の面にもあるのかなというふうな、かんぐりも持っているとこ

ろであります。

○ ２番 島村武議員

執行率については県の方が悪いという実感ですけどね。市町村が確かに41市町村ありま

すので、集めたら金額的には当然多くはなるわけですけれども、いずれにしましてもそう

いうかたちで不用額になりそうなものというのは早目に逆に引き上げというか、そういう

かたちで、そういう方向で県は行こうとしていますので、なるべく早い時期に、要するに

予算化してからなるべく早い時期に執行していかないと、そういう悪い言葉でいえば取り

立てにあうということになりますので、取り組みを早く早くして、今後とも正直のところ

入札の不調というのはこれは自力でどうにもならんところもあったりはしますけれども、

早目に取り組めば何とか予算が消化できるということですのであると思いますので、ぜひ

ぜひそこらへんは、大変でありますけれども、せっかくの予算を消化するというようなか

たちで取り組んでいっていただきたいというふうに思っております。以上で、私の質問終

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。平田議員。

○ ３番 平田春吉議員

私も６点ほど通告書に従いまして、質問したいと思います。まず、目安箱の設置につい

てと書いておりますが、実は記憶違いかもわかりませんが、これはずっと以前にも出して

いるような気がするんですよね。たっての要望で出してくれと、いうことでしたので、要

望です。出しますけれども、ただ、この苦情受理処理の問題として、この苦情の意見を聞

くというのが行政懇談会がありますよね、それとおそらく議員の一般質問だと思うんです

よ、そうじゃなくして、他に言いたいことがたくさんあると思います。そういうあれをつ

くってほしいと。ただ、言われたことは、役場内にはつくってくれるなと、なんでかとい

うと役場の人が見ている前でこれをやるわけにいかないからと、指摘がありました。それ

でこういうふうに書いてあります。阿波連に１つ、渡嘉志久に１つ、渡嘉敷の場合には中

央公民館の裏か、待合室というあれで出ていますけど、どうなんでしょうか。村長。

○ 松本好勝村長

目安箱の設置については、これまで要望があったということは聞いておりませんが、ぜ

ひとも設置してほしいとの要望があるようでしたら、設置の検討をしたいというふうに考

えて考えております。ただし、目安箱は官公庁などに広く意見を募る目的で設置されるも

のであり、苦情等に対する村の回答を求めるものではないというふうに考えております。
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○ ３番 平田春吉議員

と申しますと、苦情を受理するのは、行政に対する苦情はだめだということですか。僕

の聞き違いかな。

○ 松本好勝村長

住民からのそういったこと等については議員の皆さん方がよく地域の人たちのコミュニ

ケーションがとられていますので、この本議会等でそういった提案がなされるものと思っ

ていますので、あえてそういった目安箱の設置はやる必要があるのかなというふうな考え

は持っております。これは苦情するための、設置箱ではありませんよと言いたいわけです。

○ ３番 平田春吉議員

あのですね、要望している方に言わせたら、皆さん、一般質問なさっていますよ、それ

もありますけれども、議員と直接話できない人もいますよね、中にはね、一般村民から多

くの意見を吸い上げるという意味でそれを設置してほしいということなんですけれども、

確かに村長がおっしゃるように議員もみんなあって、いろんなのを聞いて質問だしており

ますよね、それだけでは足りないから、ぜひ、設置してほしいということなんですけれど

も、どうなんでしょうか。

○ 松本好勝村長

わかりました。これは検討したいと思いますが、こういったことに関しましては行政相

談員いますので、随時そういったところには相談が行って、その行政相談員から役場の方

にこういう質問がありますよ、こういう苦情がありますよということは、相談に来ますの

で、こちらとしてもそれについての回答と誠意に答えているつもりではあります。

○ ３番 平田春吉議員

村長がおっしゃっていることはわかりますよ。中にはやっぱり自分でどういうふうにし

てほしいとか、書きたい人がいるんじゃないかなと思うんですよね、だから行政相談員に

相談する手もあります。自分で直接、こういうことを言いたいということでこれを出して

あると思うんです。要望してあると思うんです。ですからそこらへん、勘違いなさらない

ように。

次行きます。阿波連漁港の防波堤の突端なんですけれども、めちゃくちゃですね、テン

ト張って泊まるは、ごみは投げ捨てるわ、これにも書いてありますけれども、ひどいとき

になると向こうに公園がありますよね、ベンチに弁当ガラがちらかって、ハエがたかって

いるんですよ、この状態ではちょっとまずいなと思って質問出したんですけど、あれ何と

か規制しないと、大変ですよ。村長、あれどういう見解をなさいます？

○ 松本好勝村長

ただいまの質問でございますけれども、平成27年５月にキャンプ禁止、ごみ持ち帰り、

たき火禁止、花火禁止等の禁止行為を注意喚起をし、看板を設置いたしました。これまで

はポイ捨て、漁港内でのバーベキューやキャンプ等があり、その都度対応してきましたが、
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看板設置後はだいぶ改善されたというふうに思われます。しかし、平田議員の質問にもあ

るように一部のマナーの悪い方々はあとをたちませんので、パトロールの強化と禁止行為

看板を増やすなどして監理委託しております。渡嘉敷漁協とも協議をして、対応してまい

りたいというふうに考えております。

なお、釣り禁止等の規制については検討させていただきたいとて思います。この方につ

いても違反行為がある場合には私たちは駐在さんとも協力をして見回りをやっているつも

りでございますので、いまはそういったことがないのかなと思っておりますけれども、久

しぶりにそういうことでキャンプといいますかね、そういうことがあるようでしたら、随

時、そういう見回りを実行していきたいと思っています。

○ ３番 平田春吉議員

村長、これ提案なんですけど、僕の、いいですかね。逆に金をとったらどうかと思うん

ですよ、あそこ突端だけ、おそらく向こうで魚釣っているのは、地元の人はいないと思う

んですよ。沖縄本島かあちこちからいらっしゃる人は魚釣っていると思う、だから、地元

の人は向こうで火を炊いたりこんなことしませんよね、だから逆に金をとってやればいい

んじゃないかなと。おそらく、あれは規制しようと思ったって、看板掲げたって、一緒だ

と思うですよ、おそらく、皆さん目にしていると思うんですけど、あっちの上にテント張

ってますよ。防波堤の上に、夏になるとね。おそらくいたちごっこになるんじゃないかな

と。僕は思ってます。だからそういうようなことをさせない方法、いま言ったように金を

とってやる方法とか、いろんなことをやらないといけないと思うんですけれども、とにか

く海洋汚染につながっているんですよ、既に、ビニールは捨てるはオキアミのごみはその

まま投げるは、あれをなんとか規制してほしいと思うんですけど、どうなんでしょうか。

○ 松本好勝村長

先ほど申し上げましたように、看板等の設置でそれでもそういったことが後を絶たない

というのであれば、もう見回り態勢を強化する以外ないのではないかなと思います。です

から私たちはこれはもう、禁止事項は禁止事項として、守ってもらわなければいけません

ので、職員１人で行くんじゃなしに駐在さんもご一緒になって、そういった警備態勢を強

化していきたいというふうに考えて思います。

○ ３番 平田春吉議員

大変だとは思うんですけれども、ひとつよろしくお願いいたします。

次、この船舶の運行についてでございますが、船舶が欠航するときはどのような方法で

決定していますかという質問なんです。と言いますのはこういう苦情が多いんですよね。

何で、１便出せるのに１便出さんで欠航したかと、欠航する後が３日、４日と続くんです

よね。村民の中でそういう不満を持っている人がたくさんいるんですよ、それでこれを出

せということで出したんですけれども、ただ、極端な話、船長に船出して何かあったら誰

が責任持つかと言われたらどうしようもないんです。だからそこらへんをね、どういうふ
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うなやり方をした方がいいのかということを検討して欲しいというのと。あと一つ、ある

ＯＢがですね、こうおっしゃっていたんです。僕に。那覇空港の近くに行ったら一文字が

あるんだと、そこの波を見たら船が出せるか、出せないかわかるよと、いうことをおっし

ゃった人がいます。だからそこらへんも一つ手かなと思うんですが、どうでしょうか。

○ 松本好勝村長

ただいまの質問でございますけれども、船舶の運航については航海の安全を確保するこ

とを目的に定められた運航基準に基づき当日の天気予防、海上及び港内の波浪状況等を確

認し、船長が運航の可否判断をし、決定をしております。本航路は利用者が安全で安定的

な運航を確保することを最も重要だと考えていますので、そこらへんご理解していただき

ますようにお願いをしたいと思います。参考までに申し上げますが、安全管理規程という

のがございまして、運航基準のですね、この中で運航の可否判断、そしてその中で、船長

は発航前、出港前という意味合いです。発航前において航行中に遭遇する気象、海象に関

する情報を確認し、次の条件に達する恐れがあるときは発航を注視しなければならない。

ということです。本村航路の運航基準、発航中止の目安なんですが、マリンライナーとか

しきが、風速15ｍ以上、波高が3.5ｍ以上、マリンライナーの場合ですね。そしてフェリ

ーとかしきの場合には風速が17ｍ以上、波高が４ｍ以上という、こういった基準等に基づ

いて、船長が判断して、もちろんこれは北風なのか、南風なのかという問題等も含まれて

きますけれどもそして特に渡嘉敷村の港湾の南東の風の場合、たいへん厳しいような状況

がありますので、そこらへんも判断をして、勘案をして、船長が決定するというふうなこ

とになっています。ですから一部村民はこんなこと言ったらまずいですけれども、自分が

こうだからというふうに言うかもしれませんが、私たちとしては一人ひとりの運航で今日

は凪だから大丈夫だよ、なんで出せないかという意見等もあるかと思いますが、これはあ

くまでも私たちは安全航海が大事ですので、それに基づいて、船長は判断しているという

ふうに思っております。

○ ３番 平田春吉議員

村長がおっしゃることですけれども、やはり村民としてはちょっとでも、出せたら出し

てほしいというあれがあるわけですよね、翌日から２日、３日、船欠航するわけですから、

だから見てみーこうなっただろうみたいなことになるんですよ。だから無理は言えないけ

れどもできるだけいまおっしゃったようなあれに引っかからない程度でよろしいですか

ら、繰上出港１便だけでも出すとか、そういう努力もほしいなと思います。

次いきます。防災についてでございますが、これは以前に、補助食を消防車庫において

あるということを聞いたことがあるんですけれども、現在、どこで保管して、何食保管さ

れてありますか。

○ 松本好勝村長

緊急時の補助食は何人分どこで保管しているいますかということでしょうけれども、こ
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れについても緊急時の補助食は人口の３日分程度の数量を目標に備蓄しています。交流の

家総数量の約50％、パン缶詰42箱、アルファ米42箱、水500ミリリッター131本。それから

役場庁舎に、総数量の約15％、パン缶詰15箱、アルファ米12箱、水500ミリリッター40本。

それから森林公園、阿波連の照屋の方です。総数量の約35％、パン缶詰33箱、アルファ米

30箱、水500ミリリッター92本。交流の家、森林公園は村が設置した備蓄倉庫に保管をし

ておりますということでございます。

○ ３番 平田春吉議員

森林公園はどこの方に置いてあるんですか。

○ 松本好勝村長

トイレご存じですよね、そこのトイレのそばに設置をしております。

○ ３番 平田春吉議員

村長、人口のパーセントで３日分とおっしゃいますけれども、いま、日帰りの観光客が

相当いますよね、もし、何かあったときはどういう対応するんですか。

○ 松本好勝村長

これはあくまでも本村の人口に対する割合でございますので、特に観光客ということは、

目安にしておりません。ですけどこれは広域的な問題もからんできますので、このことに

ついては、それなりの対策をしていかなければといけないと考えています。

○ ３番 平田春吉議員

沖縄県もいろいろね、最近、防災についていろいろ事業やっていますし、行動起こして

います。ですからこれはできるだけ100％というのは無理かもしれませんけれども、日帰

りの客を宿泊している客、冬場でしたら大したことないけれども、夏場は大変な数が入っ

てきますよね、そこらへんも踏まえてやってほしいと思います。

次、いきます。

観光地の整備についてでございますが、この質問を書いた理由は何かというと、渡嘉敷

村の観光に陰りが見えているんです。というのは日帰りはいっぱいいますけど、宿泊の歩

留まりがものすごく少ない。非常に危機感を持っています。まず、それの起爆剤として阿

波連のキャンプ場、これは公の観光施設ですよね、これを整備して、なんとか客を呼び込

む方法、これをしてほしいなと思っているんです。

これにも書いていますとおり、キャンプ場で検索したら、出てくるのはいろいろありま

す。ところがうちのオートキャンプ場、オートキャンプ場の用をなさないですよね、はっ

きり言って。今まで統計で10名泊まったかなというぐらいじゃないですか、おそらく。使

うような施設ではないんです。あれでは誰はも使わないはずです。何とか整備してほしい

と思うんですけど、どうでしょうか。沖縄振興特別推進交付金という助成金があるんです

けれども、市町村によっては、これは観光地美化緑化、観光地周辺設備の整備という項目

で助成を受けている市町村がございます。渡嘉敷村は観光立村というけど、観光にあまり
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金を使ってないような感じがするんですが、どうなんでしょうか。

○ 松本好勝村長

阿波連キャンプ場内のバンガロー建設については、保安林区域という製薬があり、新た

な施設の建設は難しいと考えています。オートキャンプ場についてはご指摘のとおりほと

んど活用されていないのが現状であります。オートキャンプの利用がどのくらい見込める

のか、調査をし、オートキャンプ場を今後どう活用していくか、検討していく必要がある

というふうに思っております。先ほど言われました沖縄振興特別推進交付金の活用等につ

いてですけれども、このことについては、現在一括交付金を活用して年次的に観光施設の

改修と、現在ですね、及び環境美化、そして清掃事業を実施しておりますということでご

ざいます。

○ ３番 平田春吉議員

いま、村長がおっしゃった、このバンガローを設置する余地がないと、いっぱいあるん

ですよ、よく調べてみたらどうでしょうか。

それとですね、観光地の整備をしていかないと観光客は呼べない、歩留まりか悪いとさ

っき言いましたよね、そのへん危機感を持っていますので、ぜひ公の観光地を整備して、

お客さんを呼べるように、また、そのキャンプ場で収益を上げられるように、ぜひ、整備

してほしいと思うんですけど、どうでしょうか。

○ 松本好勝村長

これからの29年度の事業といたしましては、美化推進事業、そして青少年旅行村施設改

修事業、渡嘉志久海岸公園、トイレシャワー施設改修事業等を予定をしております。

○ ３番 平田春吉議員

いろいろ方法を考えて、お客さんを呼ぶ方法、これを行政も民間も含めてみんなで検討

して考えていかないと大変なことになると思います。

次、いきます。この質問は、要望は出したんですけれども、内航船の待合室なんですけ

どね、８割ほどできているんですよ、僕は本人にも言ったんですけど、一応、これは課長

もこれはこういうふうにやるよと言っているけども、お客さんから苦情が来て、大変だと、

早く何とかしてくれということで出したわけです。あとは、まだ、屋根がついてない、側

がない、中のベンチというんですか、がない、ということなんですけど、どういうふうな

あれをやっていくか、これをお聞きしたいと思います。

○ 新里武広経済建設課長

阿波連のみつしまの待合所につきましては、現在、骨組みが完成しているところでござ

います。これから、上の屋根の方、これはテント方式で行ってまいります。横につきまし

ては、どうしても横殴りの雨等の対策をしていけませんですので、雨に濡れないように横

はカバーの方で対応していこうというふうに考えています。椅子につきましては、渡嘉敷

港の待合所にあります青い長椅子、そちらでもって対応していきたいというふうに考えて



- 57 -

います。というのは荒天時、台風時とかの片付け等考えるとその方がいいのかなというふ

うに考えいます。内航船の待合所につきましては、漁港の用途がありまして、本来はそち

らに設置することは厳しかったんですけど、ある意味で仮設という意味で待合所をテント

方式でやっております。今後、何かいい補助、あるいは環境省のいいプログラムがあれば、

それに乗っかってきちんとした待合所がつくれればと考えております。

○ ３番 平田春吉議員

あのですね、課長、横の部分もテント張ったとしますよね、雨はいいけど、夏は大変で

すよね、そこらへんはどういうあれをやるのかここをお聞きしたいですね。

○ 新里武広経済建設課長

横の部分については、雨対策を考えていますけど、風が入るようなかたちで隙間は空け

ておくというかたちで考えております。

○ ３番 平田春吉議員

苦情が大変だということです。そうだと思います。一日早く完成させてお客さんが入れ

るようにしてほしいと思います。以上で私の質問を終わります。

○ 玉城保弘議長

これで３番平田春吉君の一般質問を終わります。

これで一般質問を終わります。

休憩します｡

再開します。

日程第７、同意第１号、教育委員会教育長の任命についての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

同意第１号、教育長の任命について

下記の者を渡嘉敷村教育委員会の教育長に任命したいので、議会の同意を求める。

記

住 所 渡嘉敷村字阿波連85番地

氏 名 宮平昌治

生年月日 昭和30年12月18日

平成29年３月７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の教育長が、平成29年3月31日で任期満了するので、その後任を任

命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第４条第

１項の規定により議会の同意を得る必要がある。

以上ご審議のほど、よろしくお願いします。
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○ 玉城保弘議長

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

休憩します。

再開します。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉めます。

ただいまの出席議員数は６名です。

次に立会人を指名します。

会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に３番平田春吉議員、並びに４番小嶺勉

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」と、反対の方は「反対」と記載願い

ます。

なお、白票は反対とみなします。

投票用紙の配布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。

「異常なし」と認めます。

只今から投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次投票を願います。

○ 小嶺正之事務局長

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番常山清

彦議員、６番輿那嶺雅晴議員。

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。

３番平田春吉議員及び４番小嶺勉議員の立ち会いをお願いします。

選挙の結果を報告します。

投票総数６票のうち有効票６票、無効票０票です。

有効投票のうち賛成６票、反対０票です。

以上のとおりです。



- 59 -

したがって、日程第７、同意第１号、渡嘉敷村教育委員の任命同意については、原案の

とおり可決されました。

議場の出入り口を開きます。

休憩します｡

再開します。

日程第８、平成29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。

休憩します。

再開します。

○ 神里敏明総務課長

ただいま議長からありました報告第１号についてですけれども、お手元の議案のかがみ

の方が平成28年度となっていますけれども、誤りで、平成29年度の事業計画です。訂正方

よろしくお願いします。

○ 松本好勝村長

報告第１号、平成29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

第243条の３第２項の規定により、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29年３月７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。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認め、これをもって質疑を終決いたします。

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。

日程第９、議案第１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。

○ 松本好勝村長

議案第１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の一部を次のように改正

する。ということでございます。

下の方に書いてございます。
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平成29年３月７日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

農業委員会等に関する法律の改正により、新たに農地利用最適化推進委員の報酬の額及

び農地利用最適化交付金事業による農業委員及び農地利用最適化推進委員に対する活動及

び成果の実績に応じて支給する能率給について、定める必要がある。

以上、ご審議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決いたします。

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、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

議案第２号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

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、地方自治法第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29年３月７日 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の状況を考慮し、

職員の給与を改定する必要がある。

以上ご審議のほど、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。

質疑はありませんか。

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。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認め、これをもって質疑を終決いたします。

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、渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例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。

○ 松本好勝村長

議案第３号、渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例について。

渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第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29年３月７日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律及び地方税法

施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令が示されたこと等に伴い所要規定の整

備を行う必要があるため。この条例を提案しております。

以上ご審議のほど、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。

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決いたします。

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）
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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12、議案第４号、教育委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例に

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。

○ 松本好勝村長

議案第４号

教育委員会の委員の定数に関する条例の一部を改正する条例

教育委員会の委員の定数に関する条例の一部を次のように改正する。

平成29年３月７日 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、本条例の一部を改正する

必要がある。

以上ご審議のほど、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決いたします。

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、家畜の放し飼い取締り条例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。

○ 松本好勝村長

議案第５号

家畜の放し飼い取締り条例

家畜の放し飼い取締り条例を制定することについて、地方自治法第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29年３月７日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

村内における家畜の放し飼いを禁止し、農作物に対する被害防止及び公衆衛生の向上を
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図るため、本条例を制定する必要がある。

以上ご審議のほど、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決いたします。

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、渡嘉敷村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例についてを議題

といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 松本好勝村長

議案第６号

渡嘉敷村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例

渡嘉敷村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例を制定することについて、地方自治法第

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29年３月７日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

すべての子どもをいじめに向かわせないための「未然防止」・「早期発見」・「早期対応」

に的確に取り組むため、いじめ防止対策推進法第12条及び第14条の規定に基づき、渡嘉敷

村いじめ問題対策連絡協議会等設置条例を制定する必要がある。

以上ご審議のほど、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。

質疑はありませんか。

○ ３番 平田春吉議員

１ページ４条の連絡協議会は10人以内をもって組織すると書いてありますけど、10人以

内というと１人～９名までということですか、どういうお考えでこういう書き方をしてい

るんですか。
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○ 新垣一典教育長

10人以内ですから１人も入りますが、下の方に、１号から４号までに対象となる委員に

なる職名、役職等を記載していますので、１人では組織はされないと思いますので、こう

いう方々を選任して組織をするということです。そういう方々が10名以内で組織をすると

いうことです。

○ 玉城保弘議長

休憩します｡

再開します。

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決いたします。

これより、議案第６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。

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

（散会 午後４時40分）



平成29年

第１回渡嘉敷村議会定例会

第２日目

３月８日
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平成29年第１回渡嘉敷村議会定例会は

平成29年３月８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 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 補 佐 山 城 淳

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：３月８日（水曜日）午後３時10分
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平成29年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

平成29年３月８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について

第２ 議案第７号 平成28年度渡嘉敷村一般会計補正予算(第6号)について

第３ 議案第８号 平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算(第5号)について

第４ 議案第９号 平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)について

第５ 議案第10号 平成28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11号 平成28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

第７ 議案第12号 平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第3号)について

第８ 議案第13号 平成29年度渡嘉敷村一般会計当初予算について

第９ 議案第14号 平成29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15号 平成29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16号 平成29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17号 平成29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18号 平成29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 議員派遣の件について

第15 発議第１号 地方議会議員の厚生年金制度加入を求める要望決議について
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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、本日の開議を開きます。

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、２番島村武議員、３

番平田春吉議員を指名いたします。

日程第２、議案第７号、平成28年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第６号）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。

○ 松本好勝村長

改めましておはようございます。それでは議案第７号、平成28年度渡嘉敷村一般会計補

正予算（第６号）について。

平成28年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第６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29年３月７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７号、平成28年度渡嘉敷村の一般会計補正予算（第６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2億8千215万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ18億1千688万5千円とする。

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、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

なお、補正予算等の審議の場合には、ぜひ質問される場合にはページ数を先に言ってい

ただきたいというふうに思いますのでひとつよろしくお願いしたいと思います。この予算

審議等につきましては副村長以下、各担当課長、随時説明をさせたいと思いますのでよろ

しくお願いをいたします。

○ 玉城保弘議長
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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。

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８号、平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第５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８号、平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第５号）について。

平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第５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29年３月７日提出 渡嘉敷村長 松本好勝

提案理由

予算の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８号、平成28年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定める

ところによる。

歳入歳出予算補正

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1千516万5千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ6億3千350万3千円とする。

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。
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（「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した。

日程第４、議案第９号、平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第５

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９号、平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第５号）につい

て。

平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第５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29年３月７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９号、平成28年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第５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794万1千円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ1億2千469万3千円とする。

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。

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）
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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５、議案第10号、平成28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、平成28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28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29年３月７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10号、平成28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4万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ567万6千円とする。

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。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結します。

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）

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11号、平成28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11号、平成28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。

平成28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、

地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。
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平成29年３月７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11号、平成28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に歳入歳出それぞれ115万7千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ8千247万8千円とする。

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、ご質疑のほどよろしくお願いたします。

○ 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。

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７、議案第12号、平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第３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12号、平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第３号）について。

平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第３号）を定めることについて、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求める。

平成29年３月７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12号、平成28年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第３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193万7千円を減額し、歳入歳出予算
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の総額を歳入歳出それぞれ4千387万6千円とする。

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、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。

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。

休憩します。

再開します。

日程第８、議案第13号、平成29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13号、平成29年度渡嘉敷村一般会計当初予算について。

平成29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29年３月７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13号、平成29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19億1千787万7千円と定める。

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。

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

６億円と定める。
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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の款の流用。

以上、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。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

當山議員。

○ ５番 當山清彦議員

おはようございます。36ページ総務費の企画費の委託料、29の観光情報配信事業2千543

万4千円、この事業の概要を伺います。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 神里敏明総務課長

ただいまの質問ですけれども、事業内容ですけれども、観光情報発信用デジタルサイネ

ージの導入ですね、それから乗船券発券精算クレジット決済のシステムの構築の委託料と

なっています。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。クレジット決済の事業費も含まれているということで、私も一

般質問で長い間継続して質問してきた内容で、このようなかたちで予算措置をしていただ

いて大変うれしく思っております。この事業の開始予定というものを伺えたらと思います。

○ 神里敏明総務課長

本事業につきましては、平成29年度の一括交付金事業ですので、年度内で完了しまして

目標としました平成30年から供用開始を予定しております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。次に移ります。95ページ、教育費の学力向上支援事業費の委託

料、22、学校ＩＣＴ活用支援事業の委託料、この事業の概要を伺います。

○ 金城満教育課長

この事業は、一括交付金を活用しまして、平成28年度から実施している事業でございま
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す。事業名が学校ＩＣＴ活用指導支援事業でございまして、28年度に現在実施をしており

ますけれども、学校のＩＣＴ、電子黒板、それから児童生徒用タブレット、その他周辺機

器の整備を28年度に実施しておりまして、それから29年度に引き続き同じく電子黒板、そ

れからタブレット、パソコンですね、それから周辺機器の整備を２年間事業の継続事業で

29年度に実施する事業でございます。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。この電子黒板の数、そしてタブレットの数、生徒ひとり一人あ

たるようなかたちでの整備になるのかどうか、伺います。

○ 金城満教育課長

電子黒板は各学年それぞれ１台ずつ、渡嘉敷小学校４台、阿波連小学校４台、渡嘉敷中

学校３台、合計11台になります。タブレットにつきましても、全児童生徒に１人１台ずつ

設置を予定しております。28年度につきましは、全部で19台、それから教師用３台、22台

を設置をしております。29年度の予定につきましては、阿波連小学校21台、渡嘉敷中学校

19台、トータル40台のタブレットパソコンの設置を予定しております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。こちらも私、一般質問で要請したもので、このようなかたちで

２年の継続事業ということで、これだけの数のタブレットを導入していただけるというこ

とで大変うれしく思っております。

次の質問に移ります。その下の方のオンライン学習塾の委託業務1千463万8千円、この

委託料の概要というか、内訳というか、概要を伺います。

○ 金城満教育課長

こちらにつきましても昨年から一括交付金事業を活用しまして、家庭教育支援事業とい

うことで、公民館を利用して、オンライン学習塾を開会をしています事業となっておりま

す。概要につきましては、小学校５年生から中学校３年生まで、現在予定につきましては

32名、これ児童生徒総数になりますけれども、月曜日から木曜日までオンラインインター

ネットを介して東京大学の学生がテレビの画面に出て対面授業ということで、そういう授

業のかたちで塾を開催するという概要になっております。

○ ５番 當山清彦議員

ありがとうございます。けっこう大きな額だと思うんですが、その概要、たぶん塾に何

名か付かれていますよね、その方々の人件費等も入っているんですかね。東京大学の学生

の人件費、その他、他のどういう費用がこの事業の中に入っているのかを伺います。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満教育課長
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この学習塾の中身につきましては、まず授業料、授業の時数で536授業、これ金額もい

いですか、こちらが1千179万2千円ですね、それからその他大きい内容につきましては、

事業振興管理費、この事業は委託で事業を進めるもんですから、その中に管理費がござい

まして、これが40万円、それからテレビ会議システム月額費用、これ３教室で実施いたし

ます。これが15万円。それから講師、テキスト代6万5千円、それから事業の学習の成果の

報告書等の費用がございます。これが3万円ですね。それからテストを何回か学力の向上

を目指しておりますので、それについてテストを何回か実施いたします。それが人数分で

8万3千円、その他消耗品等々ですね。それから講師が年に１回、現地授業ということで直

接講師の方が渡嘉敷島に見えまして、こちらの費用、旅費になりますけれども、そちらが

30万円、それから現場で支援員の方が管理する方がいらっしゃいます。そちらの賃金が68

万4千円、等々合わせまして1千463万8千円という中身になっております。

○ ５番 當山清彦議員

以上で終わります。ありがとうございました。

○ 玉城保弘議長

他に質疑はありませんか。

○ ２番 島村武議員

76ページの農林水産業費の委託料の件ですね、阿波連漁港施設機能保全計画策定委託業

務これの業務内容ご説明願いますか、どういう事業なのか。

○ 新里武広経済建設課長

阿波連漁港機能保全計画策定委託業務につきましては、昨日もお話しましたけど、平成

27年度に簡易調査をしております。これは阿波連漁港の長寿命化修繕計画に伴って、今後

きちんと管理運営をしていく必要がありますので、それに伴って29年度に修繕計画を立て

ていくという管理策定計画に伴う管理委託ということになります。

○ 玉城保弘議長

他に質疑ありませんか。

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。

日程第９、議案第14号、平成29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14号、平成29年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算について。
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平成29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29年３月７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29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5億5千48万4千円と定める。

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の款の流用。

以上でございます。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。

當山議員。

○ ５番 當山清彦議員

15ページの人件費になるんですかね。委託料、外国人対応職員派遣委託料645万8千円の

概要を伺います。

○ 島村清船舶課長

ただいまのご質問ですが、外国人対応船舶課で持っているのは英語担当を１人365日と

いうかたちで予定しております。

○ ５番 當山清彦議員

本島の事務所に何名かいらっしゃると思うんですが、この予算には入っていないという

ことですか。

○ 島村清船舶課長

失礼しました。那覇事務所の分でございます。
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○ 玉城保弘議長

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10、議案第15号、平成29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15号、平成29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29年度渡嘉敷村国民健康保険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29年３月７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29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1億2千74万3千円と定める。

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の款の流用。

以上ご審議のほどよろしくお願いいたします。

○ 玉城保弘議長



- 78 -

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ました。

日程第11、議案第16号、平成29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16号、平成29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29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29年３月７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29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528万7千円と定める。

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5

00万円と定める。

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の款の流用。

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12、議案第17号、平成29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17号、平成29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29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

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29年３月７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29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6千757万4千円と定める。

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の款の流用でござ

います。

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。

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13、議案第18号、平成29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18号、平成29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29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29年３月７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29年度渡嘉敷村の下水道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4千6万円と定める。

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の款の流用。

以上、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。

休憩します。

再開します。
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他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認め、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14、議員派遣の件についてを議題とします。

議員派遣についてはお手元にお配りしたとおりであります。

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

休憩します。

再開します。

異議なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

議員派遣について採決いたします。

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15、発議第１号、地方議会議員の厚生年金制度加入を求める要請決議についてを

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１号

平成29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

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める要望決議

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第２項の規定により、議会の議決を得たい

ので提出をいたします。

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める要望決議

地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高ま

りが求められる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重く
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なっている。

また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められ

ている。

しかしながら、一昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員の立候補者が減

少し、無投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大き

な問題となっている。

こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものにすることが、議員を志す

新たな人材確保につながっていくと考える。

よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員

の厚生年金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。

以上、決議する。

平成29年３月８日 沖縄県島尻郡渡嘉敷村議会

あて先

衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 内閣官房長官 財務大臣 総務大臣

厚生労働大臣

以上であります。

よろしく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。

休憩します。

再開します。

これより日程第15についてを採決いたします。

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号の規定により、平成29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一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、事件の条項・字句・

数字、その他の整理を議長に一任することに決定しました。
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お諮りします。

本定例会の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29年第１回渡嘉敷村議会定例会を閉会いたします。

（閉会 午後３時10分）
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