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令和元年第２回渡嘉敷村議会（定例会）会期日程

自 令和元年６月12日
会期２日間

至 令和元年６月13日

月 日 曜 日 区 分 日 程

会議録署名議員の指名

会期の決定

６月12日 水 本会議 議長諸般の報告

村長行政報告

一般質問について

報告第２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、

６月13日 木 本会議 議案第23号、議案第24号、議案第25号

議案第26号、議案第27号
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令和元年第２回渡嘉敷村議会定例会は

令和元年６月12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２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 與那嶺 雅 晴 出 ５ 座間味 満 出

２ 国 吉 栄 治 出 ６ 當 山 清 彦 出

３ 新 垣 一 史 出 ７ 玉 城 保 弘 出

４ 宮 平 鉄 哉 出

出席議員７名

会議録署名議員 ３番 新垣一史議員 ４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 新里武広

地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席 した者の氏名

職 名 氏 名 職 名 氏 名

村 長 座間味 秀 勝 観光産業課長 玉 城 広 喜

副 村 長 神 里 敏 明 教 育 課 長 小 嶺 国 士

教 育 長 知 念 優 民 生 課 長 新 垣 聡

総 務 課 長 金 城 満 船 舶 課 長 我喜屋 元 作

会 計 課 長 宇 野 昭 子

終了：６月12日（水曜日）午後５時08分
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令和元年第２回渡嘉敷村議会定例会議事日程

令和元年６月12日（水） 午前10時開議

会議に付した事件は次のとおりである。

(第１号)

日程 事件番号 件 名

第１ 会議録署名議員の指名について

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 一般質問について

第６ 報告第２号 平成30年度渡嘉敷村繰越明許費繰越計算書の報告について

第７ 議案第18号 専決処分の承認について

(渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例)

第８ 議案第19号 専決処分の承認について

(渡嘉敷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例)

第９ 議案第20号 渡嘉敷村重度心身障害者(児)医療費助成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21号 渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の策定について

第11 議案第22号 渡嘉敷村過疎地域自立促進計画の変更について

第12 議案第23号 令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算(第１号)について

第13 議案第24号 令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算(第１号)について

第14 議案第25号 令和元年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算(第１号)について

第15 議案第26号 令和元年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算(第１号)について

第16 議案第27号 令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第１号)について
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○ 玉城保弘議長

おはようございます。ただいまから令和元年第２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、お手元に配布を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３番新垣一史議員、４

番宮平鉄哉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６月13日までの２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６月13日までの２日間に決定をいたし

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31年３月分、４月分、令和元年５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。

３月９日、渡嘉敷小中学校卒業式に出席をしております。

３月15日、阿波連小学校卒業式に出席をしております。

３月22日、渡嘉敷幼稚園卒園式に出席をしております。

３月28日、白玉之塔慰霊祭に参列をしております。

４月８日、渡嘉敷小中学校入学式に出席をしております。

４月９日、渡嘉敷幼稚園入園式、阿波連小学校入学式に出席をしております。

同日、議員協議会が開かれております。

４月20日、2019鯨海峡海開きに出席をしております。

４月25日、南部離島長村長議長連絡協議会定例会に出席をしております。

４月26日、平成31年度沖縄振興拡大会議に副議長が出席をしております。

５月14日、議員協議会が開かれております。

5月16日、南部地区市町村議会議長会臨時総会管内離島行政施設研修が久米島町で開催

され出席をしております。

５月20日から22日まで、離島六村議会運営協議会があり香川県小豆島に研修に議員６名

と事務局長が産業、農業、漁業、観光について総合的促進を図るため参加をしております。

５月28日、令和元年度町村議会議長・副議長研修会が東京都であり、副議長が受講して
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おります。

５月29日、県土木建築部と南部市町村との行政懇談会があり、出席をしております。

５月31日、令和元年第２回南部広域行政組合議会臨時議会に出席をしております。

以上で議長の会務報告を終わります。

日程第４、村長の行政報告を行います。座間味秀勝村長。

（「休憩お願いします」の声あり）

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

座間味秀勝村長。

○ 座間味秀勝村長

それでは行政報告の前に一言だけ議員の皆さまに、ご案内をしたいと思います。３月い

っぱいで前副村長任期を迎えられました。退任をされております。４月１日から新しく副

村長、そして課長人事を行っておりますので、ここで紹介をさせていただいてから行政報

告に入りたいと思います。

それでは４月１日から副村長として、神里敏明氏を起用しておりますのでよろしくお願

いいたします。総務課長に金城満でございます。

（「よろしくお願いいたします」の声あり）

観光産業課長、今回、観光課と経済建設課の方と合併しております。観光産業課長に玉

城広喜でございます。

（「よろしくお願いいたします」の声あり）

民生課の方です。民生課に新垣聡でございます。

（「よろしくお願いいたします」の声あり）

船舶課の方、我喜屋元作でございます。

（「よろしくお願いいたします」の声あり）

会計課に宇野昭子。

（「よろしくお願いいたします」の声あり）

教育課長に小嶺国士でございます。

（「よろしくお願いいたします」の声あり）

この陣容で対応頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは行政報告いたします。３月６日、定例議会出席以降について主なったものを報

告させていただきます。

３月７日、海神祭の方に出席をしております。

３月９日、渡嘉敷小中学校卒業式。

３月15日、阿波連小学校卒業式。
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３月20日、渡嘉敷保育所卒園式。

３月22日、渡嘉敷幼稚園卒園式。

３月23日、島外で自由民主党沖縄県支部連合大会に出席をしております。

３月29日、退職辞令を交付しております。

４月１日、辞令交付式、新採用２人となっております。

４月９日、渡嘉敷幼稚園入園式。午後から阿波連小学校入学式。

４月11日に新造高速船の内装検討会に出席をしております。

４月17日、渡嘉敷漁協加工場整備計画進捗状況について意見交換をしております。

４月18日、島ぜんぶでおーきな祭、第11回沖縄国際映画祭、オープニングセレモニー、

そしてオープニングパーティーに出席をしております。

４月19日、第48回沖縄県下水道協会総会に出席をしております。

４月20日、2019鯨海峡とかしき島海びらきに出席をしております。

４月21日、島ぜんぶでおーきな祭、第11回沖縄国際映画祭、国際通りでのレッドカーペ

ットに参加をしております。

４月22日、平成31年度渡嘉敷村老人クラブ連合会総会に祝辞を述べております。

４月25日、南部離島町村長議長連絡協議会に出席をしております。

４月26日、平成31年度県民の警察官表彰式。午後から沖縄振興拡大会議に出席しており

ます。

５月７日、沖縄県道路利用者会議。午後から沖縄県道路整備促進期成同盟会沖縄地方連

絡協議会に出席をしております。

５月13日、沖縄海事広報協会通常総会に出席をしております。

５月15日、組踊上演300周年記念事業開幕式典に出席をしております。

５月16日、那覇港振興協議会総会。午後から、渡嘉敷村観光協会設立第１回総会を開催

しております。

５月20日、南部広域行政組合理事会。

５月22日、全国港湾海岸防災協議会通常総会、これ新潟市において参加をしております。

同じく、新潟市にて公益社団法人、日本港湾協会の定時総会に出席をしております。

５月24日、一般社団法人沖縄県建設業協会70周年記念祝賀会に参加をしております。

５月27日から29日にかけて、全国離島振興協議会通常総会、長崎県五島市にて出席をし

ております。

以上、行政報告を終わります。

○ 玉城保弘議長

これで行政報告は終わりました。

日程第５、これより一般質問を行います。

一般質問は申し合わせのとおり答弁を含めて90分以内といたします。順次発言を許しま
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す。３番新垣一史議員の発言を許します。

○ ３番 新垣一史議員

おはようございます。４月新年度を迎えましてまた元号も令和に変わりまして体制も新

しくなったということで、私ちょっとトップバッターで若干緊張はしていますが、答弁の

方よろしくお願いします。それでは早速質問に移らせていただきます。

浄水施設について伺いたいと思います。まず１つ目に６月２日の日曜日、午前11時15分か

ら翌朝の朝６時にかけて、予告無しに村内放送が11時にかかって、11時15分からの長時間

の断水が実施されましたが、その原因と復旧までの経緯を伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

それでは新垣議員のご質問にお答えをします。まずその理由については浄水管理システ

ムの基盤の故障、これが原因となっております。復旧までの経緯といたしまして６月２日、

日曜日午前９時頃、担当者が施設管理業務中に浄水施設システムの停止を確認しておりま

す。その後、システムの補修業者を現地での対応を依頼し渡船の手配を行っております。

午前11時半頃、庁舎にて緊急対策会議を開催しております。午後３時半頃、業者が本島か

ら渡船にて到着し、原因究明に取りかかっております。その結果、午後５時頃、手動運転

に切り替えをし、水を作り始めております。午後９時頃には故障した代替えとなる基盤に

取り替え浄水施設の自動運転を開始しております。翌５月３日、午前６時に全面給水を開

始しております。

浄水施設の現状としましては、先ほど答弁しました基盤一次流用し、自動浄水システム

として復旧をしている状況でございます。この基盤というのは役場の３階の管理システム

の中に組み込まれている基盤でございます。これを一次持ち出して移動して現場にて対応

をしているという状況でございます。今後の対策ということですが、故障した基盤につい

ては修理が可能か、また他に代替品の有無がないかの有無の確認を業者に依頼しておりま

す。

今回このようなシステムのトラブルについては、通常の点検業務において発見すること

は大変困難な状況がありました。今後の対策としましては、トラブルの早期発見できる限

り早期のトラブルの発見できるよう努めてまいりたいと思っております。以上でございま

す。

○ ３番 新垣一史議員

この基盤のトラブルということだったんですけれども、これは突発的なものなんでしょ

うか。それとも経年劣化等で考えられる今後も起こりうるトラブルなんでしょうか。

○ 玉城広喜観光課長

今の議員の質疑ですが、基盤については突発的な事が原因だと考えられております。こ

の基盤については、かなり高額なものですから常時保有をしているということができない

現状があります。以上でございます。
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○ ３番 新垣一史議員

また今後いつこういった事態が起こるかというのが予測できないということでしょう

か。

○ 玉城広喜観光課長

今の議員のご質問にお答えいたします。基盤というのは皆さんがお使いになっている携

帯電話とか、パソコンに組み込まれている電子部品でありますので、いつ故障が起こるか

予想することが非常に厳しいというふうに認識をしております。

○ ３番 新垣一史議員

今、浄水施設の質問について１、２、３上げていたんですけど、３まで答えていただい

たので、自分の質問の方が少し混乱してしまって申し訳ないんですけれども、少し遡って

ちょっと聞きたいのが、まず11時に防災無線で村内放送で断水の予告があって断水までに

15分という短い時間でした。これは勿論、皆さんが準備のために急激に水を使いすぎない

ようにとか配慮もあるかと思うんですけれども、対策会議が11時半、対策会議を行う前に

これは担当者の判断か一部職員の判断で、この11時から11時15分の間で余裕を持たせたと

いうのがあると思うんですけれども、時間があまりにも短いと思うのですが、村の方の見

解としては、どういう見解でしょうか。

○ 玉城広喜観光課長

今の議員のご質問にお答えいたします。実際、担当者が朝９時頃ですね、システムのダ

ウンを確認しておりますが、実際、基盤がダウンしたのは翌日の、時間は定かではないの

ですが、だいぶ前からダウンをしているというふうに。

○ 玉城広喜観光課長

前日にダウンしているということを確認をしております。そういうことから担当者、気

づいたときには配水池にはほとんど水が残っていない状況で、断水については村長、他に

私の方で電話を取り、断水する時間を決めて早急に放送で住民へ周知したということにな

ります。

○ ３番 新垣一史議員

システムダウンの方が前日からあった。時間は定かではないけど前日からあったようで、

貯水槽にはほとんど水が無い状態だったということなんですけど、そこに至るまでに気づ

く余裕はなかったのか、今後も含めて管理態勢はどういう状況だったのか、教えていただ

きたいです。

○ 玉城広喜観光課長

今の議員の質問にお答えいたします。通常であれば、浄水施設のトラブルについては基

盤が正常であれば、私たち職員担当者の携帯電話の方に通知が来るようになっているんで

すが、そのシステムがダウンすることによって配水池に水がないとかというような状況も

連絡も通知も来なかったことから処理対応が遅れたという状況でございます。
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○ ３番 新垣一史議員

この基盤故障のシステムダウンで通知が来なかったということなんですが、では今後こ

ういったことが起きないように通知が来てからの対応ではなく、じゃあ基盤の方が大丈夫

なのか、システムの方が大丈夫なのかという、水道当番いますよね、毎日。その当番の方

が毎日チェックする、そういった対策を今後取っていこうとかという話はでたんでしょう

か。

○ 玉城広喜観光課長

ただいまの議員のご質問にお答えいたします。現在、平日についてはうちの職員の担当

者が朝と晩、浄水施設の方を点検に回っております。土日祝祭日に関しては民間の方に委

託をして朝と晩、点検をしていただいております。ですからこの故障が起きたのは晩点検

が終わった後にシステムがダウンしたと思われております。たまたま点検しない時間帯に

ダウンしてしまったことから今回のことが起きているとは思いますが、この浄水施設を点

検管理している業者と今後協議をしていって、安全な水が供給ができるような管理体制が

更にないかということで検討していきたいと思っています。

○ ３番 新垣一史議員

夕方、夜のチェックが終わった後のシステムダウンで、そこから翌朝９時に気が付くま

での間で貯水槽がほぼほぼ空になるということが、それだけ水の使用料が多いということ

ですよね。特にゴールデンウイークとか繁忙期ということではなく、平日でも日帰りのお

客さんとか多いので、日帰りのお客さんが使う時間帯ではないですよね。ということは貯

水槽が小さいということもあると思うんですが、今後の対策について伺おうと思っていた

のが、昨年の渇水問題等の時に、この浄水施設の話も出ていまして、９月の定例議会の答

弁であったのが、県が進めている広域化の中で浄水場の新設を令和２年度に着工する予定

があるという話だったんですけれども、そのときの答弁の中でも候補地の選定だったりと

いうのであまり話がスムーズに進んでいないような印象を受けたんですが、令和２年度に

着工するというのは予定通り行われそうでしょうか。

○ 玉城広喜観光課長

県の企業局からも報告受けておりますが、現在、実施設計に入っているということです

ので、次年度からは取りかかれる見込みがあると考えています。

○ ３番 新垣一史議員

では次年度から着工できそうということで、そこは安心したんですけれどもゴールデン

ウイークにも水の使用量が上がって、防災無線での村内放送で節水を呼びかけるアナウン

スが毎日流れていました。またこれから夏場の繁忙期を迎えてちょっとしたトラブルがあ

ってもこういった断水とか、そういうことに繋がると思うんですが、村としてのそういう

ときの水が少ないとき、去年の渇水とは違って浄水施設の問題だと思うんですけど、そう

いったことの対応とか、そういうのは考えられているんでしょうか。
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○ 玉城広喜観光課長

今の議員の質問にお答えいたします。ゴールデンウイークに節水の呼びかけをしたとき

の原因といたしましては膜圧の低下、要はフィルターの根詰まりによる低下で上水能力が

落ちたことから節水の呼びかけをしております。この後、補正予算でも計上しております

が、膜の取り替えをして、プラスアルファーまた活性炭で、その膜の洗浄をブロワーかけ

て能力を上げたいというふうに思っておりますの、でご理解をお願いしたいと思います。

○ ３番 新垣一史議員

今の浸透膜の交換だったり、フィルターの活性炭の交換で対応できそうということで安

心しております。この前の断水、特に日中だったということもありますが、やっぱり村民

のみならず観光立村をうたっている本村で、あの日は日帰りのお客さんは特に大勢いたと

思うんですが、結局シャワーも浴びれないせっかく渡嘉敷まで来てシャワーも浴びれない

という状況、そういう島に来たときに、このお客さんたちが、もう一度来てくれるかとな

るとイメージダウンでなかなか来ないかもしれない、海はきれいだったけどシャワーも浴

びれなかった不便だった。そういうことがないように今後も危機管理といいますかこうい

ったライフラインの確保の対応というのを前もって予測をして対応していっていただきた

いと思います。

次の質問に移らせていただきます。渇水対策について伺いたいと思います。ちょうど去

年の６月定例議会の頃に降水量の不足で渇水対策の質問がいくつか上がっていました。今

年はけっこう雨が降っているので、そういう心配もないかなと思いますが、今後そういっ

たこと起きるかも知れないので伺いたいと思います。まず大丈夫だと思うんですが、現在

の水源の貯水率について伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

それではお答えします。現在のダムの貯水率ということですが、名称としては取水堰と

いうふうに取り扱っていきたいと思います。取水堰についてはイシッピ取水堰、恩納川取

水堰、そして阿波連の方の大川取水堰この３カ所から原水を取っておりますが、３カ所と

もオバーフロー状態満水という状況でございます。

○ ３番 新垣一史議員

今オーバーフロー状態満タンということで安心しているんですけれども、昨年の渇水問

題が取り上げられていたときですね、前村長の答弁で印象的だったのが天に祈るしかない

という感じの答弁だったので、結局、何の対応策もなかったような感じで、その後９月の

定例議会まで渇水問題が取り上げられていて、前村長の答弁では海水の淡水化施設の検討

であったり、雨水の貯水施設設置補助金についても検討ちょっと考えなければいけないの

かなという答弁だったんですが、去年と比べて何か渇水対策について新しい対策を取って

いるのかどうかというのを伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長
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先日のトラブルのときにも一部でありましたけれども、井戸水、例えばトイレなどにつ

いては、井戸水が利用できるようにするということもあろうかと思います。そして集落内

に設置してある防火水槽、これも先日も利用しましたが、その場合にはこういった貯水し

てある水これを供給できるようにしていきたいと考えております。また飲料水については、

先日、交流の家から運んでということがありました。運ぶのに20リッターのポリ容器を使

って非常に手間がかかったということがありますので、例えばそういう時に備えて少し大

きめの500リッター、あるいは１トンといった容器を準備しておくということも視野に入

れて検討していきたいと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

今の村長の答弁ですと、断水がこの間のように断水が起きた場合とか、そういう感じの

回答に受けられるんですが、今聞きたいのは、取水堰の貯水率が下がったとき去年のよう

にですね、そういった時に、来年度新しい浄水施設が着工して浄水能力も上がって、そし

て貯水槽の方も大きくなって能力は上がったのに原水の確保ができなかった場合、先ほど

いった井戸水の使用を検討している節水について検討している、節水に使えるような対策

というので井戸水が有効だと思います。去年もこの話は出ていまして井戸の実態調査も行

われているようなので、それはいいと思うんですが、去年の回答では、じゃあ井戸水を使

うためのポンプだったりそういったのを、予算的に助成は難しいということだったんです

が、助成は難しいにしても村の方で節水対策として井戸水の利用を促すようなプランとか

推進策というのは、今後考えられていることはあるんでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

例えば、水道水を使わなくて済まされること。例えば庭木の水やりとか、そういったこ

と場合によってはトイレもですね、いざという時は、そういう利用もありかなということ

でございます。このことについては、先ほど補助金、助成金の話もございましたけれども、

それについて直ぐやるという状況ではございませんが、極力個人で所有している井戸です

のでそれが使える状況にしていただくということを広報とか、そういったことで呼びかけ

をしていくということはしていきたいと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

節水に向けての呼びかけというのは今のでわかりました。根本に戻りますが、小雨傾向

が続いたときの、去年のような、原水確保の為の対策、今後のそういったものがあれば教

えていただきたいですけど。

○ 座間味秀勝村長

先ほど３つの取水堰の話をいたしました。原水をもっと溜めるとなると堰をもっと上げ

るということに繋がるのかなと思いますが、その前にその堰の中に堆積している土砂それ

の状況がどうであるか、それを取り除くことはできないかといったところが先かなと思っ

ております。将来的には計画を立ててその堰内の土砂を取り除くことができるのかどうか、
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そこらへんも検討していく必要があるかと考えております。いざ昨年のように原水があり

ませんということになったときには、例えば海水の淡水化プラントこれを一時的に導入す

るということも考えられるかと思うんですが、何しろものすごく高額なお金がかかるとい

う状況ですので、極力、基金を節減しながら水を確保できるという方向を模索していきた

いと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

今言った土砂の浚渫等をして貯水量を増やすという方法、そういったことも検討すると

いうことで高額にはなるんですが、淡水化施設とか、そういったことも見据えて、今後、

原水不足、水が確保できるような対策を取っていくということですが、いつこういった去

年のような状況に陥るかかわからないと思いますのでできるだけ早めの対策、そういった

タイムスケジュールなりを作って、この件について進めていっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

次の質問に移らせていただきます。高齢者の免許返納について伺いたいんですが、最近

ニュースでも高齢者のアクセルとブレーキの踏み違い等の大きな事故で人に突っ込んで行

ったり、また自分、同乗者が交差点に突っ込んで行って事故で亡くなったりと大きな事故

がニュースで取り上げられています。本村でも公共交通機関が少ないので車が必要という

現状がありますが、こういう事故を未然に防ぐためにも自主返納を進めている、独自に取

り組みをしている自治体もあるようですが、本村で今現状、こういった自主返納を進める

ような話が出ているのかどうか伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

高齢者ドライバーによる重大な事故が増加しているということについては憂慮すべき深

刻な問題だと捉えております。そのような中で自治体による事故対策としてアクセルとブ

レーキの踏み間違い防止のペダルの設置費用にかかる経費の一部の助成をしたりとか、免

許の自主返納者に公共のバスなどの交通公共機関を利用する際の回数券の配布を行ってい

るなどとしている自治体はございます。一方、本村においては集落を離れて点在している

ことは交通公共機関が限られていることから高齢者が生活の足として車輌を使うことは必

要なことだと考えております。但し、高齢者ドライバーによる事故を未然に防ぐ対策は必

要でございます。現在は那覇警察署主催の高齢者安全運転講習会、これは年に２回開催さ

れておりますので、この講習の受講を促す。また自主返納についても啓蒙・普及を図って

いきたいと考えております。また自主返納した方、あるいは高齢者に対して村による何ら

かの予算を伴う助成度これを検討しているかということについては、現在のところは計画

はございませんので、今後の研究課題とさせていただきたいと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

免許返納に向けた今後の助成制度を研究検討していきたいということなので、ぜひそれ

を進めていただいて、先ほど村長の方からありましたように、急激なアクセルとブレーキ
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の事故を防ぐシステムの導入に対する助成だったり、また集落をまたぐのは難しいんです

が渡嘉敷の高齢の方たちが使っている三輪車、自転車とか、またあまり走ってはいないん

ですが電動の三輪車オートバイではなくて電動のやつがありますよね、ああいったものの

購入の際の助成とか、そういったのも視野に入れてやはり事故が起きてからでは遅いので

そういったのを防ぐための対応というのを今後よろしくお願いしていきたいと思います。

次に４つ目、住宅問題について伺いたいと思います。昨年の６月の定例議会の答弁で平

成29年度渡嘉敷村空屋活性化事業での実態調査があったということで、それを踏まえた上

で平成30年度、昨年度で５棟の空き屋の設計を目指すとの答弁がありましたが、その後進

捗状況はどうなっているか伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

平成30年度に沖縄離島活性化推進事業による空き屋調査を行っております。この空き屋

活用事業の実施の結果対象となったのは１件です。要するに改修して使えるという見込み

があったのは１件ということで、これについては改修の設計を終えております。今年度は

その改修工事を行っていく予定でございます。

○ ３番 新垣一史議員

今の答弁で１棟、今年度で改修工事を行うということですが、去年は６月定例会の回答

で５棟ということでしたが１棟でということですね。わかりました。

では空き地に関しては、名義変更等で話しが進んでいないふうに見受けられたんですけ

ど、その件に関しても何か前進したのか、進捗あったのか、伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

名義変更とは相続ということになるんですが、例えば空き地があって、そこを借りたい、

使えないかといったときに、相続が上手くなされていなくてという状況が多々あるという

のが現状でございます。これについて相続が済みました。使える状態ですよ。というのは

こちらが調査している中には、今のところまだございません。

○ ３番 新垣一史議員

相続ということなので、こちら側からアプローチするのは、なかなか難しいかと思うん

ですが、やはり前もって使えるように話を進めていかないと急に使わせてくださいという

ことで難しいと思うんですよね。一応、相続がスムーズに行けば使っていいですよとかの

回答もあったということなので、将来的には見込めるかなと思うんですけど、それがスム

ーズにいくような協力だったりというのは、何か村の方でできそうなことはありますか。

○ 座間味秀勝村長

相続について非常に難しいといいますか、相続できていないという案件についてはかな

り答弁で言葉にするのはちょっと難しいんですけどもね、かなり複雑の事情があるという

ことがありますので、村がそこに介入、もしくは何らかの手助けをというのは、たいへん

難しい状況にあるのかなという、それが現状であるかと思います。
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○ ３番 新垣一史議員

たいへん難しいとは思うんですけど、こういった事例が増えてくると、これからまだ空

き屋ですとか空き地というのが今後増えてくる可能性がある。せっかく使える場所がある

のにそれが使えない。結局そこが廃墟になったり草が生えて見栄えが悪かったり、観光で

来た観光客の方たちが見ても住んでいる私たちからしても、島が寂れていく、そういった

状況になりそうな予想か今あるんですね。なので難しいとは思うんですけど、やはりこれ

は行政だけじゃなく、我々議会も勿論ですし、民間とも親戚だったりとか、そういう人た

ちとの話し合いを通して問題解決に取り組まないといけないことだと思いますし、また次

の②の質問の方でこの話もしようと思ったんですけど、結局３月の定例会で私が質問させ

ていただいた地域おこし協力隊の件だったり、12月で質問させていただいた準公務員住宅

であったりとか、そういった島に居住して仕事をする、人手が足りない所に人員を充てる

に関しても、やっぱり住宅がないと話が進まないということで、本当に住宅問題重要な問

題だと思うんですが、次の質問に、そのまま移るんですが、昨年の12月の準公務員住宅の

時にもそうですし、３月の地域おこし協力隊の時の質問でもそうだったんですが、村長の

方から回答として、今ある村営住宅であったり職員住宅、そういったのを対応するのは難

しいので、今後、住宅問題に関して民間活力の導入、それのための手助けというふうなこ

とを述べられていましたが、現在、どのような手助けというのを考えられているのか、も

し何かありましたら、教えていただきたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

民間活力を導入しての例えばアパートの建設ということがあった場合に、これまでにも

そういう提案をしたという経緯がございますが、そのときにやはり課題となったのが土地

ということなんです。ですから例えば先ほどの話からの続きになりますが、土地売買はし

ないけど、貸すならいいという方法はないのかとか、そういったことも含めて、あらゆる

角度からそれが実現できるように要するに土地の調達ですね、借りて例えば30年スパンで

借りるとか、そういうようなかたちでもできないのか、売買はできないが貸すことはでき

るよということはないのか、そこも視野に入れて交渉していきたいと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

この住宅問題の際に、この空き屋、空き地の利用の仕方、交渉の仕方というのが常に検

討しながら前に進めていかないという回答が問題的に難しいからだとは思うんですが、他

の自治体たまたま先日テレビで見た移住したい市町村で、この５年ぐらい３位以上ずっと

キープしているという大分県の豊後高田市が空き屋バンクというのを使って行政の方で空

き屋を月３万円で、住める状態になった空き屋を３万円で貸出している。やっぱりそうい

った先進的な対策に乗り出したところの活動とか、そういったものを勉強したり視野に入

れながら、この問題の解決に向けて取り組んでいただかないと、本当に近い将来、人口が

急にまた流出するという可能性もあると思うので、ぜひ重要課題として取り組みをしてい
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ただきたいと思います。よろしくお願いします。

次に５つ目、有害鳥獣問題について伺いたいと思います。現在、田んぼや畑でイノシシ

による被害を防ぐためにフェンスを張っている場所がありますが、まだ張られていない場

所もありますよね。その張られていない所のフェンスの今後張っていくのか、またどうい

ったタイムスケジュールで動いていくのかというのを教えていただきたいです。

○ 座間味秀勝村長

イノシシの被害防止対策としましては、平成28年度から鳥獣被害防止対策交付金、これ

の活用と村費、単独費ですね、これを活用してワイヤーメッシュの柵を設置しているとい

う状況でございます。今年度については交付金を活用して嘉手苅地区300ｍ、恩納原地区1

60ｍ、クンミ原150ｍ、オトノコ原300ｍの設置を予定をしております。これ以外にも緊急

に対策をするべきという場所については村が単費でもって設置をするということを計画を

しております。

○ ３番 新垣一史議員

今いろいろ予定もあり、緊急を要する場合は単費で対応するということだったんですけ

れども、つい先日、話を伺った高齢者の方の畑が、またイノシシに荒らされたということ

でそこは個人ではネットを張ったりしていたんですけど、結局何処からか入ってしまって

荒らされたということで、また島の高齢者の方の特徴として直接自分でなかなか行政の方

には言ってこない方もいらっしゃいますよね。こういった方の話を聞いた場合、我々から

声を上げて対応していただだくということはできるのでしょうか。本人からではなく代理

というか、その話を聞いたという人たちからの申し出でも単費での対応というのは可能で

しょうか。

○ 座間味秀勝村長

先日、同様な事案がありまして、早速、対応するようにということで担当課の方で、そ

の対応にあたっております。こういった情報は担当課、あるいは担当者、私も含めてです

けれども、村民から広く情報を集めて、対応をしていくということが必要だと考えており

ます。

○ ３番 新垣一史議員

自分が耳にする被害ですね、やっぱり高齢者の方たち頑張ってせっかく作った作物が特

にターウムとか、１年かかてやっと収穫というときに本当にタイミング悪く収穫直前に荒

らされてしまって本当にがっかりして、また今回この間聞いた話も高齢なので今植えたの

がパパイヤだったりとか、時間がかかる作物だった場合、ちょっと冗談交じりだとは思う

んですが、自分が生きている間に収穫できないかもしれんけどと言っていたのが結局、収

穫とか、育つのも待たずに荒らされてしまって落胆ぶりがすごいんですね。なので今農業

離れが進んでいる中、島の農業を支えている高齢者の方たちが農業を離れないように、そ

ういった前もった対応を今後も進めていただいて駆除については３月の答弁でいただいて
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いるので、来年からの一斉駆除に期待をして、村は単費でも被害については未然に防げる

ように対策するということなので、今後もそれを強化して進めていっていただきたいと思

います。

②の質問に移ります。このイノシシの被害について住民からの意見であったんですが、

自分が直接聞いたのは時間で消える村営住宅とかですね、結局遅い時間になるとタイマー

で街灯が消えて真っ暗になる所があるというのを、議会の方で聞いていただけないかとい

うことで聞いたんですが、それ以外にも街灯がなくて道が暗い所とかですね、そういった

もしイノシシとかと出くわした時に危険だなと思う場所が村内でもけっこうあると思うん

ですが、そこに新しい街灯を設置するとか、そういったのは予算がけっこうかかって大変

だと思うんですが、今市販されているような太陽電池を使ったセンサー式のライトとか、

そういったので対応して欲しいという要望、そういったのがあったんですが、村としては

検討できるかどうか伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

イノシシが集落の住宅の近く、または屋敷内の中には入り込んでいるという状況はたい

へん憂慮しております。住民の皆さまにたいへんご心配をおかけしているということは承

知をしております。現状においてはこういった安全対策については集落に直接降りて来る

ような場所、そういった所にワイヤーメッシュの柵を設置したりイノシシがいやがる忌避

効果のある素材を、そこに設置をしたりというような対策は行っております。今後につい

てなんですが、現在、集落内の街灯については不足していることを承知しております。そ

して今集落内の大きな街灯は全て水銀灯ということになっております。水銀灯はもう今後

製作されていかない、作られていかないＬＥＤに変わっていくということもありますので、

今ちょうどＬＥＤ化に向けての事業を取り組んでいこうとしているちょうど最中でござい

ますので、次年度以降ということになると思いますが、防災の観点も含めて、またＬＥＤ

化すれば電気料も今の契約の３分の１ぐらいまで落とせると経費が節減に繋がるというこ

ともありますので、そこも含めて検討をして取り組んでいく考えであります。

○ ３番 新垣一史議員

街灯については、今の答弁で納得したんですが、先ほど言った自分が直接住んでいるわ

けではないので住民の方の意見だったので、きちんとまだ確認が取れていないんですが、

団地、村営住宅のタイマーによる電気、それを一斉に交換となるとこれも費用がけっこう

かかるので直ぐに対応できないと思うんですが、そういった安価にできる対応策そういっ

たのを検討していただけるのかどうか伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

基本的に団地敷地内にある電気についてはタイマーで管理している部分もあるかと思い

ます。これについてはタイマーでなくてずっとつくような状態にできるということであれ

ば直ぐその対応はできると考えております。
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○ ３番 新垣一史議員

予算の面でずっとつけていても大丈夫というのであれば、それに超したことはないんで

すが、もし予算の面で電気代が厳しいということだったら市販されているセンサーライト

ですね、安く購入することもできて取り付けも簡単ですので、そちらの方も視野に入れて

もし予算の方が厳しいのであれば、住民の要望に答えて安全を守れるような対策を今後取

っていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

最後の質問に移らせていただきます。高速船ドック中のフェリー代船についてですが、

先日５月27、５月30日、本村のマリンライナーとかしきがドック中にも関わらずフェリー

とかしきが粟国村への代船提供がありました。ゆいまーるで私たちも粟国村から代船頂い

ているので、この代船について反対とかそういうことではないのですが、ドック期間中が

かぶってしまったこと、またかぶってしまって、本村で２日間船がなかったそれに対する

対策、前もって、こういった事態が考えられたときに、どういった対策を取ったのかとい

うのを教えていただきたいとです。

○ 座間味秀勝村長

高速船のドック期間中においては、阿嘉島あるいは座間味島を経由して本島と行き来で

きるように内航船みつしまの運行時間の変更をしていただいております。また今回につい

ては27、30日については、例えば、みつしまの定員を超えるような予約が入った場合には、

海上タクシーによる移動もできるということでございますので、海上タクシーの事業者と

は、その場合には対応できるかということについては事前に調整をしておりました。ただ

結果的にみつしまの定員を超える予約なりはなかったというふうに聞いております。

○ ３番 新垣一史議員

まず聞きたいのは、ドック期間がかぶった他の市町村、他の自治体と、そういったかぶ

らないような事前の話し合いとか、そういったのはあったんでしょうか。

○ 我喜屋元作船舶課長

ただいまの質疑にお答えします。高速船のドック、５月17日からドック期間中ではあり

ますけれども、この期間については５年前からもう計画されております。粟国村の代船の

依頼がありましたのが、今年の２月に粟国村の方からありまして、これを承認といいます

か、受けたのは村内の行事とか、あるいは他の団体の予約とか、そういうのも勘案してな

るべく影響が少ないような予定で日程調整をしております。ですからドックが重なったと

いうのは、もう避けられない状況でありましたので、できる限り影響が少なくなるような

期間での２日間、座間味さんの方も２日間、粟国の方に行っておりますけれども、この２

日間だけは、村の航路が全くなく皆さんにご不便をおかけしたことは大変申し訳なく思っ

ております。

○ ３番 新垣一史議員

ドック期間が５年前にもう決定していて粟国村からの依頼が２月だったということなん
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ですが、避けられなかったということですが、５年前に決定する、粟国村はこのドックは

同じように５年前に決まったことなんでしょう。またドックを決める際に両村によるドッ

ク期間がかぶって、こういったことが起きないような調整というのはされていたのか、そ

れともそれぞれが、この期間にドックするというのを単独で決めてしまって、こういう状

況になってしまったのか伺いたいです。

○ 座間味秀勝村長

船舶のドックということについては、船の就航させた時期、これでもう決定をしてしま

します。高速船は先ほど５年前と説明したのは、例えばこちらで例えば新糸満造船に今ド

ックをしておりますが、そこの造船場の予約状況であったり、あるいは他の市町村の船、

他の会社の船もありますので、そういったことがあって、５年前から予約をしていないと

できないというのが現状でございます。何時までに受けなければいけないか、これも決ま

っています。高速船マリンライナーとかしきが就航したのは、平成12年７月１日ですけれ

ども、それに先だって６月22日に検査を受けておりますので、今回も６月22日までに検査

を受けるために、この期間ということでございます。

そしてもうひとつは例えば１月かかるドックの場合、国の航路補助の観点から月に15日

以上の運行がないと、この船員などの船費が認められないということもございます。それ

で２カ月に跨って15日以上の運行ができるような対処を取るということでのこの設定とな

っております。

そしてフェリー粟国については、５年前から決まっていたということではないと思いま

す。フェリーについては、おそらくドックの見積を取るなどをして決定をしていると思い

ます。とかしきについてもそうですので、そういう流れがあるのであまり前もって、１年、

２年前からという状況ではないかと理解しております。

○ ３番 新垣一史議員

今の説明ではあまり納得がいかないんですけれども、５年前から決まっていることであ

れば、じゃあ急に代船をお願いしてきた粟国の方が急すぎるという感じを受けてしまうん

ですけど、そうならないためにも宿のダブルブッキングと同じような感じで５年前から決

まっていることであれば渡嘉敷の方はドックに入っている、なのでこのときは避けようと

か、そういったことを調整して今後こういったことが起きないように、逆の場合ももしか

して考えられると思うので、調整してドック期間を決めるということをやってほしいので

すが、今までは調整してドック期間を決めるということをしていなかったということです

か。

○ 座間味秀勝村長

先ほどご説明しましたけれども、その船の就航時期で、もう決定をしております。です

からそれを動かすことはできないです。検査の時期をですね。この検査の時期に合わせて

先ほど言ったような事情を勘案してのドックの設定になりますので、これを例えば１カ月、
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２カ月前倒しするとかというのは非常に厳しい状況になるかと思います。

○ ３番 新垣一史議員

でも船を造った時点での決定項なので調整のしようがないということで、よろしいです

か。また今後こういったことがあるかも知れないということでよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

それぞれのドック時期については、そうなるかと思います。

○ ３番 新垣一史議員

じゃあドック時期をずらすのは難しいということだったんですが、じゃあこういった全

面欠航ということがないように、先ほど村長の答弁の中でみつしまの使用、あとは海上タ

クシーの使用というのを促していたということですが、それだけでは対応が弱いのかな、

結局、個人に任せますというかたちだと思うんです、それって。例えばなんですけれども

座間味村のフェリーは形状の問題で渡嘉敷の港に入って来れないということで現在新しい

船になってからは代船で座間味村のフェリーが入って来ることはなくなったんですが、こ

の２日間欠航時期に逆に貨物の輸送はできないとは思うんですが、座間味村の高速船を昼

間の時間に渡嘉敷の方に回してもらう、そうすれば観光客なり島の住民の足となって行き

来することは可能だったと思うんですが、そういった要請とかはされたんでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

代船運行というのは代船する相手方からこの代船料をいただいて運行しております。例

えば、その代わりに、こちらから何処かの船を代船で運航するという話になるのかなとい

う感じを受けるんです、例えば今のように人間だけ運べるようにするとかといった対応は

可能かとは思います。今後こういった事態が起きることが予測される場合は、そこは検討

できることかなと考えます。

○ ３番 新垣一史議員

予測もしていなかったし、対応策も練っていなかったということで、座間味の方にはそ

ういったオファーは出していないということですかね。

○ 座間味秀勝村長

はい、座間味村の高速船をこちらへというオファーは出しておりません。

○ ３番 新垣一史議員

大変失礼な言い方かもしれないですけど、ちょっと考えたら浮かぶ方法なのかなと思う

んですよ。それをしなかったことで２日間、村民の足に影響を与えてしまったということ

は、これは大きな問題だと思います。また今後このようなことがないように、またのちほ

ど他の議員からもこの件に関しては質問等があるみたいなので僕の質問はここまでにしま

すが、今の回答ではやっぱり納得がいかないので、今後の議員さんの質問含め、また今後

の船舶の運行に関する方法ですね、そういったことも含めいろいろ検討して住民に影響が

でないように、また観光客に影響が出ないような船舶の運航を心がけていっていただきた
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いと思います。それをお願いして、私の一般質問を終わりたいと思います。

○ 玉城保弘議長

これで３番新垣一史議員の一般質問を終わります。

次に４番宮平鉄哉議員の発言を許します。

○ ４番 宮平鉄哉議員

まず第１でマリンライナーの乗客定員が200名なのに、交流の家の研修生で150名とか18

0名の予約入っていることがあるが、研修生が100名以上の時は13時の便にしてほしいと思

いますが、このことについて過去のことを調べてみましたら、平成31年になってから３月

３日143名、３月４日158名、３月５日158名、３月26日158、３月27日138とかという数字

が予約の日程表にありまして、今年に入ってからでも、そういうのが４、５回ありました。

今年の2019年度今の現状ですけれど、夏シーズンに入ってから団体の研修生が入って来る

ことがあると思いますが、このことに対して村はどうお考えですか。そのままの今の現状

の感じでやった方がいいと思いますか、お答えください。

○ 座間味秀勝村長

今の件については、まず交流の家の研修生ということについては、ほぼ全団体において

フェリーとかしきの利用となっております。議員ご指摘の件については、交流の家を利用

しているんですが、交流の家が主催しているものではなくて旅行会社が企画したものでご

ざいます。その中で青少年交流の家を利用される研修生の団体でマリンライナーとかしき

の定時便、乗船を希望される場合には、村民等の利用等も勘案をして150名以内に納まる

ように旅行会社等にもお願いをしているという状況でございます。また民宿等を利用され

る修学旅行の団体についても同じような対応を行っておりますが、しかし先ほど議員のご

指摘のあった状況が発生をしております。このことについては旅行社の方にはお願いをし

てあったんですが、結果的にはそういう状況が生まれたということがございますので、今

後そういうことが起こらないように強く働きかけをしていくというふうにしたいと考えて

おります。

○ ４番 宮平鉄哉議員

このことは過去にも住民が那覇に行くにも乗れないという感じのことも多々ありまし

て、そういうことで取り上げたんですけど、今の感じでは交流の家の客ではないというこ

とでいいですか。お客さんが、そういう感じの観光客がきたということですか。

○ 座間味秀勝村長

交流の家を利用してはおりますが、交流の家が主催している研修受け入れではないとい

う意味合いでございます。

○ ４番 宮平鉄哉議員

村民が那覇へ行くために便がないとか、あと民宿とか、日帰り客とか、そういう海水浴

とか、ダイビング客とかの客が乗れないということに繋がる感じだったら、こういう団体
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さんは２便の１時の便に乗せた方が友好的に村民の仕事もあるような感じに思えたからそ

う感じなんですけど、ただ、今の感じによると前もって先手がちみたいな感じで、予約し

たからこっちの方がいいて感じな考えじゃなくて、もう少しいろいろな角度から考えて村

民の仕事にも差し支えないような感じのやり方を考えてほしいと思う感じで聞きました。

今後ともそういう感じも考えて、予約の団体さん150名とかそういう感じの、あと200名の

定員だから、乗れないのはわかっているんですから、そういうことも考えながらの予約を

受けるようにしてほしいと思います。

これで高速船の問題は終わって、次に観光コースの現状について質問したいと思います。

青少年交流の家にあるヒータチヤーの石碑に取り付けられた案内板が劣化でおいているが

早く直してほしい。観光客がくすくす笑っていました。それを見てちょっと気まずい思い

をしたんですけど、そのことについて一言村の考えをお聞かせください。

○ 座間味秀勝村長

議員ご指摘の件については、ヒータティヤーという言い方をするのかなと思います。ヒ

ータティヤー跡地として石碑が建っていると思います。その石碑に埋め込まれたといいま

しょうか、設置をされた金属製の石碑の由来等について説明をした板がございます。これ

のことだと認識をしております。このことについてはですね、昭和56年に交流の家、当時

の青年の家が設置をしたというものでございますので、早速この質問をいただきまして６

月７の日に交流の家の方に、この状況を報告して対応をお願いしております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

観光案内の石碑に取り付けられたアルミ製のプレートだったんですけど、これ観光のポ

イントの１つだと思っています。やっぱり僕もチャンスがあって2、30名の客をマイクロ

バスで案内したときがあって、そこの説明とかまでは、あまりできなかったんですが、ガ

イドさんが非常に上手なもので、ついて行ったらそういうプレートが落ちて案内板が落ち

て、お客さんがそれを見て笑っている感じをみすぼらしく思いました。これはやっぱり観

光地としては、そういうプレートとか案内板とかというのは本当に落ちている事態が村の

はじだと思っています。そういう感じもちゃんと村の方はそういう観光地の案内の場所、

ポイント、ポイントもたまには回って、何処がどうなっていけないみたいな感じをしてや

らないと、先にお客さんに笑われてから後でやるみたいな感じじゃ本当になさけない話だ

と思いますので、今後もそういう村の方はそういう感じでやって、ちゃんと観光客にも対

する配慮をしてほしいと思います。

次にもう一つ、以前にも質問しましたが、渡嘉志久にある特攻艇秘匿壕前の土盛が長い

間そのままであることに疑問を感じるが、説明板、特攻艇の模型等を造り設置して観光客

にわかりやすいようにしたらいいと思いますが、村としてのそういう観光客に対する思い

ということは考えていませんでしょうか。

○ 座間味秀勝村長
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議員ご指摘の件につきましては、私が教育課長の時にも、そのお話をいただいておりま

して、そのときから準備を進めておりましたので、先日これが何であるか、土石が何であ

るかということについての説明板の設置をしております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

土は特攻艇の壕から掘った土を見せるのもいいんですけど、もう少しそこに案内した場

合にもっとお客さんにわかりやすい模型とか、そういう案内板とかあったらもっと観光客

としてもわかりやすいと思います。

僕たちも昨年の５月でしたか、鹿児島県に６村の議員研修派遣で行きましたが、鹿児島

県に特攻隊の飛行機が大きいのが展示している場所がありまして、とてもわかりやすい感

じがしました。模型やらハウスとか兵隊さんの帽子とか、いろいとあって観光地としてち

ゃんとしているなとそういう思いをして、今この質問を出したんですけど、やっぱり観光

立村の村渡嘉敷村であったら、そういうことも考えながらやってほしいとつくづく思った

ために、そういうこと出しました。これについて教育長からも一言お願いします。

○ 知念優教育長

お答えさせていただきます。特攻艇についてなんですけれども、特攻艇につきましては、

説明板へ写真を掲載しておりますので、現時点で模型製作につきましては考えておりませ

ん。但し、先ほどからご質問がありますように今後そういったものは逐次点検をしながら

進めていきたいと考えております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

そういうことに議員から質問が出たから回るとか、そういう考えじゃなくて、日常から

そういうことを考えながらやっていたら、失敗がないと思いますから考えてください。議

長これで終わります。

○ 玉城保弘議長

これで４番宮平鉄哉議員の一般質問を終わります。

次に５番座間味満議員の発言を許します。

○ ５番 座間味満議員

それでは私の方から一般質問に入る前に６月２日、断水があったんですが、その際、職

員の対応、本当に村の人も喜んだんじゃないかと思います。本当にありがとうございまし

た。それに関して先ほどいろいろ質問も、だいたい似ているもんですから同じような答弁

になるかと思いますが、私も同じように、わかった範囲はわかった範囲内で質問はしませ

んが、私が聞いた事に関して村長のご意見を教えてください。まず最初に水道事業につい

てなんですが、将来的に水道の維持管理は県の企業局が管理することになっていると聞い

ていますが、これの事実関係をお伺いしたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

お答えいたします。県企業局が整備する上水施設については、県が維持管理を行うこと
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となっております。令和３年度に整備が完了し、これ予定でございます。令和３年度に整

備が完了し、令和４年度から供用の開始を予定しているという状況でございます。現時点

においては、事業内容としてはイーシヌモー、クミチジ山ですね。そこの西側に原水漕、

要するに浄水する前の水ですね。取水堰から引いた水これを溜める50トンの漕と増圧ポン

プ場を整備する計画となっております。そして浄水施設については、現在の照岳にある浄

水施設の隣接して新たな浄水施設を建設するという内容になっています。

○ ５番 座間味満議員

ただいまの答弁に関してなんですが、４年度から、目安に企業局と提携して県がやると

いうことをお聞きしたんですが、これに対して村としては、どのような中身をもって県と

相談していくのか。例えば、ただいまの浄水場を拡大するのか、今イーシモヌモーに50ト

ンのタンクを造るというふうな答弁なさっているんですが、これを村としては具体的にど

のようにして調整していこうかということは、お考えになっていますか。

○ 玉城広喜観産業光課長

議員の質問にお答えいたします。浄水施設といたしましては、現在、村が持っている施

設は利用せずに県が新たに整備をするということで伺をしております。その後に、現在、

村が持っている調整池の方は少し規模を拡大していきたいということで県の意見をお伺い

しております。

○ ５番 座間味満議員

これですね、ただいま観光産業課の課長から答弁がありましたが、これがおそらくひょ

っとしたら渡嘉敷村だけじゃなくて隣村も含めての企業局が管理するというふうなお話も

聞いているんですが、そのへんも本当なのかどうなのか、お答えお願いしたいと思います。

○ 玉城広喜観産業光課長

議員の質問にお答えいたします。現在、進めているのは、沖縄県の企業局が広域化とい

うことですので、渡嘉敷村それから座間味村、その他の市町村を含めて広域という捉え方

で県が管理をするということになっております。

○ ５番 座間味満議員

ただいまの答弁によりますと、広域化で隣村もやっていくと、例を例えれば隣村に関し

ては海水を淡水化に変えていくというふうな設備を持っているわけなんですけど、我が村

は水が非常に豊富ですよね。それに関して例えばデメリット、メリット、例えば県が管理

したときに基本料金が安くなるのか、現在、確かに隣村の場合は海水を淡水化にしていく

ために基本料金が高いと、逆に水が足りなくなった場合、渡嘉敷の水を隣村に持って行っ

て、そこで断水を補う可能性も十分考えられるわけですよ。それに対してのメリットとデ

メリットをお伺いしたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

私が理解している範囲でお答えさせていただきたいと思いますが、まず広域化になると
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今よりは水道料金は下がる方向にいくと、本村においてはですね。そういうふうに聞いて

おります。県が管理して広域化ということで、じゃあこちらから座間味に水を送るのかと

いうことですが、そういうことではないと、要するに施設の管理を県が一括してやると、

そこでコスト縮減していくというような考え方というふうに考えております。

○ ５番 座間味満議員

広域化になっていくということなんですが、以前にもあった話らしいんですが、広域化

して結局管理できないということで、また各村に戻したという例があるんですが、実際こ

のへんずっと永久的に本当に広域化で水の管理ができるのか、そのへんも交えて将来的に

考えてもらいたいと思っておりますので、そのへんはただ広域化にやるというわけじゃな

くて、村のご意向も県と調整しながらやっていってもらいたいと思いますので。

そしてもう一つ現状として原水はあるんですが、水が作れないということで特にゴール

デンウイーク期間中、放送で水の節約にお願いしますと、これは仕方のないことなんです

が、観光に対して、先ほど新垣議員からも話があったんですが、あまりいいイメージじゃ

ないと思うんですよ。ただ広域化なる前に、村としてどうにか対策を考えてもらいたいと

思いますのでそのへんも含めて、これから水対策問題に頑張っていただきたいと思います。

続きまして２番、治山事業についてついてお伺いします。今、渡嘉敷村の治山事業はや

っていますが、あと何年ぐらいで完了するのかお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

この件につきましては、沖縄県が実施をしている。儀津線の治山事業、これは渡嘉敷緊

急予防治山工事というふうに銘打たれております。これについて県に確認しましたところ

令和３年度が事業の最終年度、完了年度だというふうに確認をしております。

○ ５番 座間味満議員

令和３年に完成予定ということなんですが、これは基本的にも村内の治山事業というの

は残っていないわけないわけですよね。儀津の場合、予算が確保できないのか、それとも

予算をちゃんと取って単年度に終わらすことができないのか、結局、危険な状況ですよね。

それも含めて村長は実際、県に行ってもっと相談をする必要があると思うんですが、その

へんのところお聞かせください。

○ 座間味秀勝村長

この治山事業については、私の就任以前に既に計画は立てられて実証しているというこ

とでありまして、このことについて私が就任してからもっと早くというような要請をした

ことはございません。県の方ではこの予算確保を当然要望をしているんですが、なかなか

まとまった予算の配分がされないというふうには聞いております。

○ ５番 座間味満議員

ただいまの答弁なんですが、私は林務担当の時に直接南林に問い合わせたところ、これ

は村道だから土木が優先的にやりなさいということで一度蹴られたことがあるんですが、
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結局もう今は南林が直接治山事業でやっているわけですよね。それに関しても少し県と調

整すれば、私の考えとしては予算が取れると思うんですが、そのへんのお考えを聞かせて

ください。

○ 座間味秀勝村長

これの計画について県の方にも確認をして早期に、令和３年度を待たずに早期に完成で

きるようにという要望はしていきたいと考えております。

○ ５番 座間味満議員

それでは、村長、期待しておりますので、ぜひ頑張って早めに完了するようにお願いし

たいと思います。

これに関してなんですが、２番、渡嘉志久の神社の山が崩壊しそうなんですよ。これ見

て非常に危ない、これ崩れてきたらおそらく神社も崩壊するんじゃないかというのが現状

なんですが、このへんも含めてこれも治山事業でできないのか、それとも土木でやるのは、

そのへんをお伺いしたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

神社の裏側ということですが、神社の真裏も含めてなんですが、かなり広範囲にわたっ

てそういう危険な状況があるかと思っております。これについては平成30年度、今年の２

月に入ってからですけれども沖縄県の方で急傾斜地崩壊危険区域ということで指定をして

おります。そしてどういった対策をするかという計画は立てられております。この経緯は

この工事を行うこととなっており、現在は私有地もかなりかかってくるものですから地権

者の皆さんに承諾を得ているという作業をしております。

○ ５番 座間味満議員

ただいまの答弁なんですが、計画に入っているということで少しは安心したんですが、

地権者の問題ということなんですが、これは実際に県だけに任せるわけじゃなくて、村も

協力してやっぱり土地問題ですから早めに煮詰めていただきたいと思いますので、ぜひ努

力して早めにできるようにお願いしたいと思います。

続きまして３番なんですが、村道阿波連線の土砂流出防止箇所についてなんですが、村

道阿波連線、元の炭窯に行く手前の左側の方に土砂の流出防止でトンブロックがいくつか

積んであるんですが、そこに土砂が詰まって満杯まではいかないんですが、詰まって水が

溢れて赤土が流れていくということで、おそらく私の考えでは、今トンブロックをおいて

いる所の上流が崩壊しているかということは、あそこの久比里原に近いもんですから赤土

がほとんどなんですよ。この前の６月10日の大雨で渡嘉志久ビーチがもうほとんど赤土で

濁って泳げない状況になったんですよ。そのへんに関して、もう直ぐにでも土砂を撤去し

てもらいたいと思うんですが、そのお考えをお聞かせください。

○ 座間味秀勝村長

ご指摘のトンブロックで囲っている部分ということにつきましては確認しましたとこ
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ろ、まださほどそこから土砂がそこから溢れるほどの堆積はないと、但し大雨で水が流入

すれば当然オーバーフローしていくというような状況かと思います。この上流部分ですね、

そもそも原因となっている上流部分の調査を一度する必要があるかと考えております。考

えられるのは、先ほど議員ご指摘の崩落崩壊があるのか、そういったところも含めて一度

調査をして対策を考えていきたいと思っております。

○ ５番 座間味満議員

これは具体的に言えば、村長、何月からの予定なのか、それも含めて、これ前確認した

らトンブロック積んでいる所の側溝は詰まっているわけなんですよ。そこから、その側溝

は土砂で埋まっているものですから水が流れていかないと、そのままここから流れていく

というような状況になっているんですよ。それが赤土の原因だと思います。先ほど言った

んですが調査というのは含めて何月頃にやる予定ですか。

○ 座間味秀勝村長

具体的に何時ということではございませんが、時期をみて、できるだけ早期に対応して

いきたいと考えております。

○ ５番 座間味満議員

村長いつも観光立村と言っているわけなんですが、地域の景観も一緒になんですが、海

も含めてマリーンブルーと言われているぐらいですから、これは早めに対策してもらいた

いと思います。ひとつよろしくお願いします。

続きまして、４番、もう先ほども定期船の航路についていろいろ一般質問出ているんで

すが、これは５年前からの計画ということでお聞きしていますので、また代船の運行につ

いても、先ほど答弁してもらっておりますので、それをいち早く検討してもらって、また

次年度からもそういうことが起きる可能性というのが十分に考えられるわけなんですが、

ひとつ頑張っていただきたいと思います。これに関してはもう先ほど答弁していただきま

したので、これで高速艇についての質問はしません。

続きまして、最後なんですが、５番、今年の３月の定例議会でも質問したんですが、ユ

クイチジの件、非常に素晴らしい景観ですよね。そこに水をお願いしたら村長は商工会と

調整して今後検討したいというご返事を聞いたんですが、これどのようになっていますか。

○ 座間味秀勝村長

この件につきまして、商工会の方に今後商工会としての管理活用についてということの

打診をしております。どのようにするかということについて、商工会の方では理事会に図

って検討するということになっております。

○ ５番 座間味満議員

商工会と理事会にかけてやるという答弁なんですけど、私たちもこうやって何名かでや

って消防車の方もお貸していただきまして本当感謝しているわけなんですが、年２回ぐら

いで満タンにすれば十分行けると思いますので、今見たら花がいっぱい咲いて非常に綺麗
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ですよね。咲くの咲かないの、草が生えているのと、だいぶ景観が違うと思いますので、

そのへんも含めて、また同じような一般質問が出ないようにひとつ努力していただきたい

と思います。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番座間味満議員の一般質問を終わります。

休憩します。

○ 玉城保弘議長

再開します。

午前中、新垣一史議員の答弁の中で誤りがあり修正したいとの申し出があります。

これを認めます。

○ 玉城広喜観光産業課長

午前中の答弁の中で、３番新垣一史議員議員からの質疑で、浄水施設についての中で答

弁しました内容に一部誤りがありますので訂正させていただきたいと思います。その中で、

基盤が故障した時間、停止した時間について、午前中の答弁の方では、午後の点検の後だ

と認識しているということで回答いたしましたが、その時期は午前のみの点検業務で委託

完了しておりまして、８時から９時の間に点検業者が点検したときには異常はなかったと。

その後に、この基盤を取り外しまして調べましたところ、だいたい11時頃に基盤が停止し

ているということになります。ですので土曜日の11時から翌日の９時頃、担当者が基盤の

停止を確認しておりますので、約１日は浄水がストップした状態が続いていたものと確認

ができます。以上を訂正してお詫びして答弁させていただきます。ありがとうございます。

○ 玉城保弘議長

次に、６番當山清彦議員の発言を許します。

○ ６番 當山清彦議員

皆さまこんにちは。一般質問に入る前に一言御礼を申し上げます。先月の末頃、渡嘉敷

小学校、中学校、そして幼稚園のＰＴＡ会長、阿波連小学校のＰＴＡ会長、両名のお名前

で救命浮環設置に関する陳情書を提出されたかと思っております。そしてその陳情書に私

と国吉栄治議員、紹介議員として判を押させていただきました。その際私ども出張中で村

には在住しておりませんでしたけれども、早急に当局の皆さんに設置していただいたとい

うことで心から感謝を申し上げます。

それでは、通告書に従いまして一般質問を行います。まず１番、公契約条例についてお

伺いします。この件に関しては、これで４回目の質問となっておりますので、私から細か

い事は申し上げるつもりはございません。進捗状況を伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

答弁いたします。公契約条例の制定については、この目的は、官製ワーキングプアの防

止といったことを大きな目的としていると理解しております。既に制定している自治体に
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おいても条例を適用する事項についてそれぞれ違いがあり、それぞれの実情に応じた内容

とすることが必要と思われます。ただいま条例制定に向けて取り組んでおりますが、この

条例制定によって影響を受ける事務についても多々検証する必要があり、相当の時間を要

するものでありますので、ご理解をいただきたいと思います。

○ ６番 當山清彦議員

私が最初の質問をしてから相当の時間が経過していると思っております。また、この件

に関しては私は２番の船舶燃料の委託事業者の選定についてとセットで質問をしておりま

す。これまで監査でも様々な指摘をしてきた中で、公の契約に関してしっかりと条例で整

備していただかないと我々監査としてもいくら指摘をしても直らないという現状がござい

ます。県においても、以前も申し上げたとおりＡ４、２枚程度でございます。その中で県

は条例施行規則、また基本構成等もしっかりと練っております。まずは県と同じようなか

たちで私は整備する必要があると思っております。急務だと思っております。見解を伺い

ます。

○ 座間味秀勝村長

先ほどの答弁でも申し上げました。これについては一定に要件、状況を課す内容という

ことになりますので、条例を制定して契約委託をした相手方にこれを求めるということで

あれば、それを審査、監査する機能も事務も必要ということになります。それを適用する

範囲をどれだけにするのか、どこまでにするのかといったことについてなお検討が必要と

いうことで鋭意取り組んでおります。

○ ６番 當山清彦議員

村長おっしゃるとおりだと思っております。県の中では沖縄県の契約の審議会も整備さ

れております。この中で定められている中でＰＤＣＡサイクルを継続的に実施することで

取り組みの実効性を高めていくことというふうになっております。私どもから当局の皆さ

んへ監査事務局長の方からＰＤＣＡサイクルのフォーマットは送られていると思います。

その中で監査の中でも事業の経過、そして今後の課題等それで明らかになると私ども思っ

ております。これは早急な整備が必要だと思っておりますので早急に整備をしていただき

たいということを申し上げたいと思います。

次の質問に移ります。船舶燃料の委託事業者の選定について。これまでこれも同様に４

回伺ってまいりました。そして例月出納検査、決算監査、那覇事務所の監査でも監査とし

てはしっかりと監査意見として上げてまいりました。進捗状況を伺います。

○ 座間味秀勝村長

船舶燃料の委託業者の選定についてでございますが、今年12月に新造高速船就航に伴い

リース料が新たに発生することから航路会計の運営が厳しくなるものと考えております。

国の補助金を受けての航路運営が見込まれることから更なる経費節減の取り組みが必要と

考えております。現時点では各離島航路の燃料単価動向調査を随時行いながら適正な価格
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で契約ができるよう指導して努めてまいります。

○ ６番 當山清彦議員

進捗状況ということでお伺いをしております。これまで過去伺ってきた中で、漁港に関

していえばまだ県漁連を通している。そういった現状もあるわけでございますので、まず

当局がどのようなかたちで進めていくのか具体的な案を伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

私が就任してから価格の改定等の変更契約ということがございましたので、その時に他

の航路の単価を参考に、それに近づけるよう努力をしてもらうということでの単価調整を

していただいたこともございました。いまおっしゃる県漁連が間に入るということで、そ

こに価格が高騰するという理由が存在するのであれば、そこは是正するように指導を行っ

ていきたいと考えております。

○ ６番 當山清彦議員

これまで指摘してきた中で、座間味村は県漁連を入れていないと、そういった実情も議

会の中でも監査の中でも訴えてまいりました。早急な選定に関して入札が一番ベストだと

思っております。また、村長がおっしゃったとおり、これから12月に新造船が航行予定と

なっております。その上で今、私どもの航路が黒字なのは近年の沖縄県の観光客の増、国

立公園での観光客の増、または那覇市から一番近い離島ということで、様々な要因が重な

って黒字で運営してきていると思っております。このような状況の中で以前、この航路に

関しては様々な要請を国、県に対してはしていると思いますけれども、我々議員も様々な

かたちでこれまで要請をしてまいりました。そしてセッションをしてまいりました。現状

で経営改善をしない中で国、県からの補助金を当てにするというのはないのかなと思って

おります。ですから、しっかりとした経営改善、経費の節減というものが必要だと思って

おりますので、改めて村長のお考えを今一度伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

財政状況ということにつきましては、今日後ほど提案いたします補正予算の中にもござ

いますが、基金を億単位で取り崩して充てているという状況がございます。これは続けら

れる状況ではないと考えております。したがって、１円の支出も無駄にしない、絞る、あ

るいは１円でも収入を得られるという努力が必要になってくると考えております。その中

で先ほどの燃料の購入価格についても年間相当な額になりますので、そこは努力をする取

り組むべき事項だと考えております。

○ ６番 當山清彦議員

今回村長は、これまで過去前村長ですけれども、地元の企業育成という大義名分をつか

ってこれまでずっと答弁をされてきた。その中で今回村長はそのようなかたちでやってい

くというお考えは伺いましたので、ただ待ったなしでございます。12月これから年間１億

円のリース料が発生いたします。平成で言いますけれども32年度までの沖縄振興計画の中
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で33年度から新たな振興計画が始まっていく。その中で早急に私も船を買い上げていただ

きたい。それをしっかりと県、国に伝えるためには経営改善が必要だと思っておりますの

で早急な改善をお願いいたします。

次の質問に移ります。クレジット決済とオンライン決済の導入についてお伺いいたしま

す。すみません通告書がちょっと誤っております。過去でございます。過去伺ってきた中

で、船舶の運賃に関して導入をしていただきました。またネットでの予約も実現いたしま

した。そこは感謝を申し上げます。現在、貨物運賃と車両運賃に関してはクレジット決済

ができない状況でございます。この支払いに関しては村民、また観光客の皆さまへのサー

ビス部分だと思っております。まず、１番についてお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

貨物運賃、車両運賃のクレジット決済導入に向けての課題についてということでござい

ますが、後の２番３番にも共通する回答になるんですけれども、いま、船舶の運賃につい

てクレジット決済を行っているという状況がございます。これについてですね、このクレ

ジット決済を導入して、例えば人件費などの経費が節減に繋がったかというと、いまのと

ころはそういう状況ではなくて逆に業務量が増したという状況でございます。この課題と

いうことについてはいかに軽減できるか、その１点かと思います。経費の節減に繋がるよ

うなシステムの導入ができるかということになるかと思いますので、これはまだ詳細につ

いて現時点で何がと、具体的に何がというお答えができる状況ではございませんが、これ

についても後々の２番３番についても同じような状況なんですけれども、もっと具体的に

経費節減に繋がるシステムということを、どんなものがあるかということについて先行導

入している市町村がございますので、そことの勉強も含めて検討していきたいと考えてお

ります。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。船舶の職員の皆さまからも同様のお話を伺っておりますが、片

方がクレジットができて、こっちができないとなるとやはり住民から不満が出てくるもの

でございます。また２番３番に関して私の記載ミスでございます。１つにまとめてお伺い

しますけれども、公金の支払いは全てクレジット、またはオンライン決済にできるように

なるのではないのかなと私は期待をしております。現在、県税の方では進んでおります。

その中で公金の支払いについて、軽自動車税を例に挙げますけれども、石垣市と竹富町に

関してはオンラインでの軽自動車の納税が始まっております。他の市町村でも事例がある

ということで、本村がこれから、いま村長がおっしゃったとおり課題があるのは重々承知

をしておりますけれども、どのように進めていくのかを改めてお伺いしたします。

○ 座間味秀勝村長

先ほど答弁しました中にもございました、いま挙がりましたが、石垣市、竹富町におい

ては先行して導入されている市町村がございます。渡嘉敷村において、この住民の規模、
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あと住民税収規模でもってシステムを導入して負担軽減、もちろん利便性の向上はあると

思いますけれども、同時に負担軽減を図るといったときにどういったシステム、どういっ

た構成が必要なのか、あるいは単独ではなくて別の広域化みたいなことで組織をつくって

やった方がいいのかも含めて今後検討が必要なのかなと思っております。

○ ６番 當山清彦議員

おっしゃるとおりだと思います。村長は住民の意見も聞き、また行政運営上の費用対効

果も考えていくのが当然だと思っていますけれども、やはり住民の意見としては利便性の

向上が一番でございます。公金支払いをオンライン決済ができますと国民の大好きなＴポ

イントも貯まるということでたいへん注目も集まっております。またそれだけではなくて

全ての公金の支払いが全国的にオンライン決済が進んでおります。いまの課題も含めて村

長がおっしゃるとおり費用を軽減するために広域化にもっていく、それが政治の力だと思

っております。今後もぜひとも推進をしていただきたいと思っております。よろしくお願

いいたします。

次の質問に移ります。防犯カメラについてお伺いいたします。通告書に記載しておりま

すとおり沖縄振興予算の方で整備をしていただきました。こちらが島尻愛子元沖縄担当大

臣の肝いりの事業で、こちらが10分の10の補助率だったと記憶しております。そんな中、

住民からプライバシーの保護に関してご指摘がありまして、このガイドラインをしっかり

設置しているのかどうかをまず伺います。

○ 座間味秀勝村長

この件につきましては、昨年４月１日からの運用をしております。平成30年４月１日か

らでございます。その際、「渡嘉敷村防犯カメラの設置及び運用基準」なるものを制定し、

これに沿って運用しております。

○ ６番 當山清彦議員

その運用基準を公開しておりますか。

○ 座間味秀勝村長

通常、条例規則等については告示を公示をいたしますけれども、この運用基準というこ

とについて公開をしたかどうかについては、現時点即答できる状況にございません。お時

間をいただければ調べて返事をいたします。

○ ６番 當山清彦議員

していないと思っております。それで議会に上げておりますので、他所の自治体は同じ

事業でこの沖縄振興予算の中で整備しております。その中でガイドラインをしっかり設置

しているところと設置していないところが出ております。これはしっかりと住民のプライ

バシーに関するものでございますので、しっかりと整備していただきたいと思います。こ

れも早急な問題だと思っております。

そこで１件伺いたいのが、現在の防犯カメラの映像を主管課とどのように閲覧というか
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見ることができるのか、誰の許可が要るのか。一度定めたというのであれば、ある程度の

基準はできていると思っております。その一連の、犯罪関係であれば警察から来るんでし

ょうけど、様々なことでその防犯カメラの記録を見たいということで、その一連の流れを

伺えたらと思います。

○ 金城満総務課長

お答えいたします。運用基準の中に、画像データ等の適正管理という項目がございまし

て、データの保存期間は２週間となっております。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満総務課長

それではお答えいたします。まず、管理責任者について、運用要項基準の中で総務課長

をもって充てるということになっておりますので、そのように対処していきたいと思って

おります。それから、画像データ等の利用、提供につきましては３項目ございまして、ま

ず１つ目が、法令等に基づく手続きにより照会等を受けた場合。２つ目は、住民等の生命、

身体または財産を保護するため緊急かつやむを得ない場合。それから、３つ目が、画像デ

ータ等から識別される特定の個人の同意がある場合に限って提供ができるというふうにな

っておりますので、職員が見ることはありません。総務課長でもってこれを確認して、提

供の制限に合致していれば、それを提供して閲覧するというかたちになっております。

○ ６番 當山清彦議員

今の答弁でいうと、総務課長の権限でということでよろしいんですよね。その中で防犯

カメラ専用の端末があって、その場所がちゃんと鍵がかかるようになっているかとか、端

末のパスワードをちゃんとしているかとか、そういうのも含めてお伺いいたします。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 神里敏明副村長

當山議員からの質問にお答えします。防犯カメラの画像データを保存されたものを閲覧

するためには専用タブレット端末が必要でして、その端末につきましては責任者である総

務課長が管理を行っております。その専用のタブレットだけでは見れなくて、さらにそれ

に付属する機器を取り付けして暗号化されたデータを読み取るということになります。設

置箇所につきましては、住民等プライベートにかかるものについてはモザイクがかかると

いうような設定がされております。タブレットのパスワードについては特に更新等は行っ

ていない状況でございます。

○ ６番 當山清彦議員
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ありがとうございます。いま休憩の中でお伺いしましたけれども、パスワードの更新を

行っていないと。またそれも技術的な問題で厳しいということでございますけれども、や

はりそこはパスワードの更新もしていただかないといけないのかなと思っております。ま

た、ちょっと先ほどの答弁で変わったのが専用の端末があると、タブレット型であるとい

うことで、閲覧をする場所が重要なのかなと思っております。他の自治体のガイドライン

を見てみますと、入室が不可能が施錠された室内で管理しましょうというかたちで書いて

あります。また、その中で庁舎内で総務課長のデスクで何かがあったときにそれを閲覧す

る職員が通ったら見えるじゃないですか。そういったところも出てくるんですね。そこも

しっかりと他の自治体のガイドラインも含めてしっかりとした整備をしていただけたらと

思っておりますのでよろしくお願いいたします。

そして、もう１件なんですが、昨今、子ども達が被害になる犯罪が増えております。学

校周辺にも必要なのかなと思っております。この事業がいま僕が知っている限りで30年度、

31年度がちょっと忘れてしまいまして、継続の事業であるのであれば再度要望が必要なの

かなと思っております。そこも含めて、沖縄振興予算が無理でも単費でも必要なのかなと。

先月、不審者がいるということで子ども達の登下校の少々の規制がございました。これも

長引いた状態。これもまた警察からの不確定な情報でだいぶ長引きました。こういったこ

ともございますので子ども達の命を守るという観点から学校付近の整備も改めてお願いし

たいと思っております。よろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。公衆電話と特設公衆電話についてお伺いします。災害大国日本に

おいて防災に強いまちづくりをしていくのは、どこの自治体も一緒だと思っております。

その中で現在、公衆電話の必要性が見直されているところでございます。特設公衆電話に

ついてはＮＴＴ西日本のホームページで、村がどこに設置しているかというのは分かって

いる状況でございます。現在２カ所整備されているということで、１件伺いたいのが私の

調査不足で申し訳ありません、公衆電話が村内に何カ所あるのか伺いたいと思います。

○ 金城満総務課長

お答えいたします。公衆電話はいま村内に４カ所設置を確認しております。場所は役場

内１カ所、港の旅客ターミナル内に１カ所、交流の家の本館の中に１カ所、渡嘉志久マリ

ンビレッジ、ホテルのフロアーに１カ所、合計４カ所の設置がございます。

○ ６番 當山清彦議員

この中で高台にあるのが交流の家だけの状況でございます。またこの特設公衆電話にお

いても中央公民館の玄関ホールと渡嘉敷役場の会議室というふうになっております。これ

を先日局長からうかがいまして３階にあるということで伺っております。これはどうして

もある程度高台に置いておかないといけない。そして防災備蓄倉庫にも、これは設置して

いただかないといけないのかなと思っております。まずその件に関してお伺いします。

○ 金城満総務課長
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特設公衆電話につきましては、現在議員がおっしゃるとおり２カ所に設置しております。

災害時等に、いま携帯電話等が不通になったときに有線である公衆電話がＮＴＴの回線の

公衆電話が使用できるという、使えるという利点がありまして、いま２カ所に設置してお

ります。

それから、防災避難場所に設置を高台という意味合いで必要ではないかというご意見が

ございますけれども、これにつきましてはすぐにできるものではないというふうに考えて

おりますけれども、こちらにつきましては設置をしていただいておりますＮＴＴさんと協

議をする中で防災拠点のインフラといいますか、そういう整備は必要だと思っております

ので、それについては協議をして、それからどういうふうにするかということをこれから

考えていきたいというふうに思っております。

それから、いま現在、沖縄県の通信事務所の方から、通信管理事務所の方から、携帯の

衛星電話を対応していただいております。昨日から11月末まで借りておりますけれども、

そういった移動の衛星携帯電話についても１個ではありますけれども、そういう避難場所、

高台に何かあったときには移動して使えるというようなものも活用していく予定にしてお

りますので、それも含めて今後はどのようなかたちでどれだけのものが必要なのかという

のを検討していきたいと考えております。

○ ６番 當山清彦議員

いま課長が答弁されたとおり持ち運びができる衛星電話、これが災害時にパッと持って

いけるかというのが、たいへん重要な問題だと思っております。しっかりと防災の拠点に

はそういうのを整備した方がいいと思っております。皆さんご存じのとおり災害時には携

帯電話の通信は規制がかかるわけでございます。その中で公衆電話は、この特設公衆電話

以外で公衆電話は無料で、また優先的に繋がるということで、2011年３月11日の東日本大

震災、私も身内が被災しまして、その当時、私は渡嘉敷村議会３月定例会でございました。

その中で丸４日５日、約１週間連絡がつかない状態でした。その時の経験も踏まえてです

ね、またこの特設公衆電話に関してはちょっと資料忘れてきたんですが、確か人口当り１

台とかそういったものがあったと思います。であれば私どもの自治体での２台というのは

明らかに少ないと思っております。そういったものも含めてＮＴＴさんとの調整をしてい

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。村主催のイベントへの職員の動員についてお伺いしますが、これは記載

してあるとおりであります。昨今の働き方改革の流れから、この質問が出てきております。

また、小さな自治体の中で職員の皆さんの負担があるのも重々承知の上で、また、皆さん

が一生懸命イベントをされているのも分かりますけれども、その中でどうしてもやっぱり

不満というのが出てくると思っております。また、祭りに関しても以前指摘を申し上げま

したけれども、その中でどうしても労働時間と、また手当て等も考えていかなければなら

ない時代なのかなと思っております。村長の見解を伺います。
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○ 座間味秀勝村長

働き方改革については、私の政策方針の中にもうたっております。職員の待遇、処遇に

ついての見直しは必要だと考えております。現在のところ、とかしきマラソンなどにおい

ては、休日に開催されるイベント等は職員が中心となって運営を行っている現状がありま

して、参加した職員には、代休処理で対応していただいているという状況がございます。

また、一般の村民にボランティアを呼びかけるような一斉清掃等について、こういったと

きには職員についても同様にボランティアというような扱いでお願いをしているというこ

とでございます。これらイベント等について日曜祝祭日というのがたいへん多いわけでご

ざいまして、そこにかり出されるといいましょうか、参加をする職員はかなり多くの土日

を、そこに費やしているという状況があるかと思います。このことについてイベントその

もののあり方実施時期、そういったところも議論をして改革をしていく必要があるのかな

と考えておりますので、今後、取り組んでいきたいと思っております。

○ ６番 當山清彦議員

以前、祭りのことで質問させていただいたときに、村長に同様の答弁をいただいたと思

っております。また職員の皆さまの処遇改善でございますので、また費用も厳しい財政状

態の中だとは思いますけれども、代休というかたちでなく、ある程度の手当ては必要なの

かなと思っております。

もう１件申し上げれば、県費の教員の皆さまもここでご協力をいただいているところで

ございます。しっかりとした職員の皆さまの待遇というものを執行部の皆さまで今一度考

え直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、本島出張時の費用弁償についてお伺いいたします。これは記載しているとおりです

けれども、過去、泊港周辺のホテルの価格が高騰しているということによってあげていた

だきましたけれども、その際にも同じ事を申し上げました。本島に住宅がある方々への対

応がないと。その方々はもちろん最少の費用でやっていくのが当然だとは思いますけれど

も、家を借りている方も費用が発生しております。またその間の交通費も発生しておりま

す。その方々は宿泊される方々より、お金がかかるというふうな考え方もございます。ま

た、以前申し上げたとおり、隣りの座間味村は手当てをしております。進捗状況を伺いた

いと思います。

○ 座間味秀勝村長

このことについては、持ち家である者についての手当てをあげると、出すということに

ついて、旅費として支給することが適正かどうかということについていろいろ調べんたん

ですが、根拠となるものがないと、法令取り扱い上ですね、事務取り扱い上についても、

というようなことがあるかと思います。出張における宿泊先として自己所有の住宅、アパ

ート等を利用した際に、これに対して宿泊費という、出張旅費ですから宿泊費になるわけ

ですから、宿泊費ということで支給することになりますと、現在、条例上は実費支給、頭
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打ちで実費支給ということになっておりますので、これにも反するということになります。

現時点では支給をする、持ち家等に対して、あるいは賃貸している住宅等に対して支給を

する根拠が見つからないというのが現状かというふうに理解しております。

○ ６番 當山清彦議員

これは離島自治体ならではの悩みだと思っております。家を持っている方、賃貸で借り

ている方、身内の家がある方、皆さま違うんですね、形態が。そんな中、家のない方はホ

テルを取られる、それだけの費用が生まれる。他の方々は家を借りている、身内の家があ

る、そこに行くまでの交通費というのは今の宿泊旅費の中には含まれていないと思ってお

ります。であれば、更に費用が増えるのかなと。みんな近くに泊まればいいじゃないか、

ホテルに泊まればいいじゃないかという考えも生まれてまいります。費用をこれからもし

っかりと削減していくために、これは必要な経費だと思っております。改めて見解を伺い

ます。

○ 座間味秀勝村長

おっしゃるとおり持ち家に泊まらずに、ホテルに泊まるということになれば、その分支

出は増えると、経費は嵩むということになりますので、このことについては先ほど答弁し

たとおり、この支出の根拠なるものを明確に位置づけて対応する必要があるかなと思って

おりますので、なお検討してまいりたいと思っております。

○ ６番 當山清彦議員

村長の公約の中にもありました職員の研修の充実、これも絡んでくるものだと私は思っ

ております。また、しっかりと旅費を節約しようとしている職員の皆さまも監査をしてい

て見受けられます。そういった職員の皆さまの努力も無駄にしないためにも、しっかりと

この件に関しては整備が必要だと思っております。よろしくお願いします。

次に移りますが、この件に関しては苦言を呈させていただきたいと思っております。マ

リンライナーのドックについてですけれども、こちらは私どもの４月の議員協議会の中で

国吉議員の方から問題提起がございました。そんな中で議会まで待ってられないという中

で協議をした上で、議長がとりまとめて我々の考えを当局に伝えたというのが現状でござ

います。そして、その内容が議長にも伝わっていない、局長にも伝わっていない、村広報

をして、我々議会議員は知ることになったというような現状でございます。記載している

とおり二元代表制の根幹を揺るがす大問題だと私は思っております。当局の見解を伺いま

す。

○ 座間味秀勝村長

このことにつきましては、私の記憶の中では、阿波連小学校の入学式の席で議長からこ

のお話を聞いたと記憶しております。当然その時ですので口頭でのお話を受けて、こちら

で何らかの対応を検討しますというふうに返事をいたしました。対応策について、また口

頭なり、あるいは書面で回答するという必要があるという認識ではございませんでした、
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その時ですね。何らかの対応策を練って、それを対応すればよいのかという認識でござい

ましたので、このことについては、こういうような行き違いがないようにするために議会

事務局を通して書面でもってやり取りをするといった連携をしてまりたいと思います。

○ ６番 當山清彦議員

こういった中で、こういう緊急性を要するものに関しては、書類が出ていないですとか、

書類で提出した方がいいのか、そういうのは抜きにして、こんな小さな自治体ですから、

ましてや私どもの議長です。我々の中から選挙して選んだ代表です。その議長が持って行

った話です。それをないがしろにされるというのは、たいへん重要な問題だと思っており

ます。この件に関しては、私も過去、議会軽視に関して様々なかたちで訴えてまいりまし

た。今後こういったことがないようによろしくお願いいたします。

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。

○ 玉城保弘議長

これで６番當山清彦議員の一般質問を終わります。

次に、１番與那嶺雅晴議員の発言を許します。

○ １番 與那嶺雅晴議員

通告書に基づいて４点ほど一般質問をしていきたいと思います。質問の要項に関しては

あえて１行書いております。皆さんが答弁しやすいようにという私なりの配慮であります。

よろしくお願いします。

まず、台風災害の復旧工事についてでございます。これは村長もご存じのように港湾が

いま陥没といいますか、台風24号で約15㎡ぐらいでしょうね、陥没しております。もちろ

ん私も復旧工事というのは災害だから来月すぐ直るということはあり得ないというふうに

は理解しております。それにしてもそろそろ１年になるし、復旧工事によっても優先順位

もあると思います。この場所は本会議で私の記憶で３回目です。復旧も復元ですので、ま

た同じような災害が発生すると、３回もそのことを行うこと自体が税金の無駄遣いだなと

思っております。実際、県に対して、村長も早急に対処してくれるようにお願いしている

とは思いますけど、それについてまず質問したいと思います。

○ 座間味秀勝村長

議員ご指摘の場所はフェリーバースのことだと理解しております。これについては別に

発注された工事と抱き合わせで復旧工事をするということになっておりまして、夏休み入

るまでに施行するというような方法でございますが、おっしゃるとおり災害復旧という位

置づけでございますので、こちらはもっと広範囲にコンクリートを流し込むなどして二度

と災害がないような、次にまた起きないようなと要望をしておりますが、県の方からの回

答としてはあくまで災害復旧という位置づけでありますので、いまブロックの剥がれた部

分、そこのみの復旧になりますという回答を得ております。

○ １番 與那嶺雅晴議員
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村長、他の工事と抱き合わせるということですけれど、それはそんなに急を要する場所

じゃなかった抱き合わせも必要かと思いますけれども、私、毎日そこで作業あたっていま

すけどね、かなり危険です。私は単独でも早急にそこだけでもやるべきだと思いますし、

また同じような花ブロックでやることによってまた災害が発生します、絶対に。今回はそ

の部分はたぶん５年ぐらい前にも陥没していますので、そこはいまコンクリート化されて

いますよね。今の場所も復元じゃなくしてコンクリートでもって強化するような要請をし

ていただきたいと。正直言っていま、村長、次の工事と抱き合わせする何かあります？

どこと抱き合わせするというの。

○ 座間味秀勝村長

抱き合わせというよりも、港湾そのものが沖縄県の管理でありますので、抱き合わせと

いうのは県が発注する事業に併せてと。要するにいまブロックが流された部分だけとなる

とあまりにも小額で発注するのが難しいということが県の判断でございます。そして、い

ま何と抱き合わせかといいますと、実は業者も決まっておりまして現場も調整しておりま

す。それは高速船のドルフィンですね、要するにロープを取るために造成する部分、そこ

が発注されておりまして、その業者がそれも施工すると。ブロックを復元するのではなく

て流された部分をコンクリート張りで補修をすると、復元するということになっておりま

す。

○ １番 與那嶺雅晴議員

いま業者も決まっているということでしたら、６月ですから夏休み前にはできるかどう

か改めてお聞きします。

○ 座間味秀勝村長

最初に答弁したと思いますが、夏休みまでには施工するようにということでの業者との

調整を行っております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

この件に関しては理解できました。もしまだまだかかるようでしたら、私に言わせると

中はビーチコーラルでも持ってきて、応急措置でもできないかなというふうに質問しよう

かと思いましたので、即できるようですので、次に移りたいと思います。

次は、村内環境整備であります。外灯問題ですね、前村長のときも質問しました。前向

きに考えますという、皆さんはいつも前向きにしか考えないけれど、それが答弁だはずで

すけれど。午前中３番議員からも外灯についての質問がありました。それはあくまでも数

の問題であって、私は質に対して質問したいと思います。

今の外灯は、たぶん村長もご存じのように、これは土地改良のときの整備でございます。

築25、26年はなるかなと思います。それでかなりいろいろ、電球自体は切れてなくてもカ

バーが劣化してほとんど効力を発揮していないということです。いまＬＥＤ等新しい技術

が導入されましたので、これによってかなり、いま照らしている部分もより明るくなるん
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じゃないかなと思いますけれども、これに関しては一括交付金というのをつかえないもの

かどうか、ひとつお尋ねします。

○ 座間味秀勝村長

議員おっしゃるとおり、いまの外灯ですと、かなり老朽化しております。私が嘉手苅の

工事をしたときに10基増設をしましたけれども、それでもまだ暗いところがあるという状

況でございます。それ以外一番古いものとなると昭和60年頃、最初の集落地域整備事業を

したときに建てたものであって、かなり老朽化しているものがあると認識しております。

これについて他の地域では一括交付金を活用して防犯の観点からという取り組みでＬＥＤ

化にしているという自治体もございますので、実はこのことについては私の方で既に動い

ております。ある程度見積もりも取っております。ですから次年度以降の要望に上げてい

きたいというふうに考えております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

村長がおっしゃるように豊見城市、浦添市では、それが実現化しております。私も浦添

市の方にその仕事に携わった友達がいて、渡嘉敷村はまだかということを言われたので、

実際それで前村長のときも同じように質問しましたけど、いま村長の答弁の中でかなり実

施するに値するような力強い答弁がありましたので、これは期待しておきたいと思います。

次にいきます。パークゴルフ場の整備についてでございます。これも前村長が公約に挙

げていたと思って私も質問した経緯があります。そしたら公約じゃなかったということで、

ちょっと何といいますかね、誤差が生じたといいますかね、質問を取り下げたというか、

再度質問することはなかったんですけど、我々老人会の中からも、近くの離島も整備して

いるので渡嘉敷もぜひやったらどうかということがありました。これに関しては村長どん

なですか。全くその考えはないですか。

○ 座間味秀勝村長

私が一番最初に考えることは、まず財政上の問題ということが先にくるんですが、近隣

で久米島町、粟国村が、この整備をしておりまして、その状況も少し調べておりますが、

何しろ利用料に対して収入が10％あるかないかというような状況になっていると。それほ

ど高額な利用料を設定することもできないしと。パークゴルフですので当然芝生なり草地

ということになります。そうするとほぼ月に１回では間に合わない、２、３週間に１回ず

つは草刈りもしないといけないということでかなり維持管理に経費を要しているという状

況もあるようですので。

また、もう一つは、例えば粟国村においては約1.6㏊、要するに100ｍ四方で１㏊ですか

ら、それの1.6倍ぐらいの面積が整備されているという状況で、これに年間900万円ぐらい

の維持費がかかっているというような状況がございます。収入は100万円程度というよう

なことでございますので、いまある例えば、交流の家の敷地、施設を利用してのグラウン

ドゴルフみたいなことになるかと思うんですが、そういう利用なら今も可能かと思うんで
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すが、かなり広範囲の整備となると、また用地の問題も出てくるかという状況でございま

すので、いますぐにこれを計画できるという段階ではないと認識しております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

このゴルフをしたことないんです私も、正直言って。見たこともないです。いま村長の

答弁でどれだけの面積が必要だというのは、いま理解しましたけどね。いろいろ人の話を

聞くと、交流の家の方で整備すると、その中で管理者の問題等で、その話が崩れた、とい

う話聞いたと、それはどんなです、事実なのか私もちょっと曖昧なんですけど、そういう

話を村民から聞いたので。

○ 金城満総務課長

いま議員がおっしゃっていることについては、私も交流の家の職員に少し聞き取りをい

たしました。確かに松本前村長から、交流の家の展望台部分ですね、総合グラウンドでは

なくて東展望台辺りの一帯を少し造成をして、あの辺りを含めてどうでしょうかという計

画のお話はあったということは聞いております。ただし、交流の家としてまして、これを

利用するにあたっては管理運営上の問題がございますので、上のほうの機構ですね、の方

に少しお話をしたところ、維持管理の部分はどうしますか、というふうなお話があったそ

うです。そうしたときにやっぱり維持管理が交流の家でやるとなると、村が直営なり指定

管理者制度なりやり方はいろいろあるかと思いますけれども、交流の家の中につくります

ので、その観点からどういうふうにするかといったときに、少しこれは厳しいですよとい

うようなお話が少しあったということは聞いております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

村長、その話ちょっとまとめますけど、財政上難しくて全くいまその計画はないという

解釈でよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

そのとおりでございます。

○ １番 與那嶺雅晴議員

分かりました。分かりましたけれどね村長、ひとつそういうものも議会で上がったとい

うのは心の片隅か、どこかの片隅に置いていて下さい。

次いきます。新造船建造についてでございます。今日は高速船問題がたくさん出ました

けど、私の問題はちょっと質が違うのでまた改めて質問します。私ごとですけれど、今回、

那覇で告別式がありまして、わずか30分の時間を那覇で２泊しました。この島は本当に高

速艇がないと不便だなというのをしみじみと感じました。もう何十年もなるわけですから、

村民もそれで意識化がされて、いろいろ生活の中で非常に高速艇のありがたさ、便利さを

認識しているもんだと思います。

よく聞かれることが、いつできるのかということです。いまどこまで進んでいるのかを

聞かれるので、あえてこれは村長室にでも電話したら聞けることだと思いましたけど、我
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々も議事録等もありますので、あえて聞こうと思っていますけれど、ひとつ答弁よろしく

お願いします。

○ 座間味秀勝村長

現在、高速船の代船、新造船については、広島県尾道市にありますツネイシクラフト＆

ファシリティーズと会社で建造中でございます。これまでの経緯も少し説明いたします。

去った31年２月４日から６日に造船所内にて甲板部、機関部の詳細打ち合わせを行ってお

り、３月から材料の切断、加工組立を開始しております。直近、いまどういう状況かとい

いますと、船体が裏返った状態で底の部分を造っているというような状況になります。こ

ちらに写真もございますので、これまた後ほど提供したいと思いますが、いま裏返った状

態で底を組み立てていると。そして７月に入るとこれまたひっくり返した状態に、正常な

状態ですねいわゆる、になって客室とかの組み立てに入ってくというような状況でござい

ます。現在は底の船底部の組み立てを行っているという状況でございます。そして、就航

は当初からの計画どおりに12月15日、これを予定しております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

いま村長が答弁したのは、あの写真は我々議会だけじゃなくして、どこかの掲示板にで

も現在こんな状況で進行していますというのを貼ると非常にありがたいなと思っておりま

す。村長も12月15日という日にちを定めています。これはあくまでも予定ですので、少々

ずれるのも可能かと思いますけど、これは船舶課長が、たまに行って実際見たりするとい

うことはいまやっているの？ この写真は送られてきたの。

○ 座間味秀勝村長

いま手元にありますこの写真は先週、内装仕上材とかについて、船の船体の詳細部分、

４月に調整したことの最終決定をする会議が先週もたれております。その時に事業者の方

から提供のあったものでございます。

○ １番 與那嶺雅晴議員

４つの質問、的確に答弁して下さいましてありがとうございます。令和の年になりまし

た。皆さんも気を引き締めて一生懸命頑張ることを期待して、私の一般質問をこれで終わ

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１番與那嶺雅晴議員の一般質問を終わります。

次に、２番国吉栄治議員の発言を許します。

〇 ２番 国吉栄治議員

お疲れ様です。最後の一般質問となりますが、お時間の余す限りよろしくお願いします。

早速ですが、国立公園利用拠点施設についてということで、こちら何度か質問あげさせて

いただいてますが、前回、一般質問でお尋ねしたこともありますけど１回目の協議会と書

かれているんですが、こちらは住民説明会の方ですね、すみません。それを開催されてか
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ら数カ月経っていますが、その後、何の進展もない状態となっております。以下の内容に

ついて確認します。１番からお願いします。

○ 座間味秀勝村長

国吉議員ご質問のタイトルであります国立公園利用拠点施設とございますが、これいま

進めている前回説明会をしたのはですね、利用拠点施設いわゆる環境省の事業ではござい

ません。環境省の事業はそこにいま入る計画はないと、この間３月に住民説明会をしたの

は、この青少年旅行村、今の管理棟、あるいは広場、駐車場を含めてどういった総合的な

整備が必要かということについて、皆さんのご意見をお聞きしたということでございます。

これを基に今年度さらに詳細な計画を立てていきます。その段階で住民の皆さんとの意見

交換もしてまいりますので、そういう段取りとなっております。今何も進んでいないとい

うわけではなくて、今年度この事業これからまた発注してまいりますので、そこの段階で

また動いてまいります。ご理解をお願いします。

○ ２番 国吉栄治議員

施設の方の延長線の話だと思ってたので、こういうかたちになりました。ただ、僕質問

したのは、今度、いつ頃開催予定かということなんですけど、キャンプ場施設、目的、今

後の流れというところでいろいろ住民の方でも話が上がってきて、やっぱり数ヵ月経つと

経緯とか別に記載されているわけでもないですし、そういったのを確認するうえではやは

り余り期間を空けないで、話し合い説明会、今おっしゃっているようにコンサルティング

をどのように進めていくかということも含めて、説明はできると思うんですね、なのでそ

ういったことも含めて、今後いつ頃、前回やられていた続きがあるというふうに最後の方

にはおっしゃっていたので、いつ頃予定されているのか、お聞きしたいです。

○ 玉城広喜観光産業課長

今の議員の質問にお答えいたします。現在、先ほど村長もおっしゃったとおり、去年い

ろんな意見が多々出ておりますので、それを勘案して、今後、場所の選定、また敷地の大

きさ、建物規模など勘案した上で実際に取り組んでいけるものなのかということを今検討

しておりますので、その後ということになりますと、またこれから夏のシーズに入ります

ので、秋口頃からまた説明会等をもっていければというふうに考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。それでは秋口頃ということなので、前回は住民の意見の方も拾

い上げていただいて、いいかたちで、あそこの施設が出来上がっていくことを望みますの

でよろしくお願いします。

続くんですけど、こちらの方で意見が上がっていたところで、皆さんご存じだと思うん

ですけど、一番、阿波連の駐車場、今のバス乗り場ですか、そこから阿波連のキャンプ場

の駐車場まで道を繋いで欲しいという意見が多かったと思うんですけど、この話がいろい

ろと進めて行く上で実際に取りかかるといった場合に伺っている話だと、あそこにある保
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安林の解除とか、そういったもろもろはすごく時間がかかると、あとプール施設ですね。

ずっとプールとして使われていないですけど、やはりああいった施設とかも話を聞いたと

ころ、用途変更とかそういったものをすれば、取り壊しも進められるというふうに伺って

いるんですけど、そういったものの対応というのもお考えでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

まずですね、全体の整備計画は固まって、保安林の解除が必要となれば、保安林の解除

に取りかかりますという流れでございます。今、保安林の解除をしますという話ではまず

ございませんので、まずは全体計画、これをきちっと作っていくことだと思っております。

そしてこの保安林の解除に相当な時間がかかるというのは、海岸寄りの国有の保安林もご

ざいます。国有の保安林だと１年から１年半ぐらいだいたいかかって、これまでも解除し

ているという状況がございますので、長期的な視野で整備計画を実施していくことになる

かと思いますので、そこはご理解をいただきたいと思います。

そしてプール施設について用途変更という話がございましたけれども、通常用途変更と

いうのは、例えば建家を造りました倉庫として造りましたが事務所として使いますみたい

なことが、だいたい通例なんですが、プールとして造ったものをプールじゃないものにす

るというところが認められるのかどうかというのは、ちょっとそこは何とも今は即答はで

きないという状況ですので、こういった回答になります。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。プールとして使われていたということなのでプール用途変更と

いうのは一瞬できないような話なんですけど、皆さんもご存じのとおりプールとしてだい

ぶ使われていない状態です。これも僕が聞いている話では、数年もう耐用年数、諸々です

ね、数年経てば用途変更できるという話を伺ったので、ただ僕も伺っただけなので、ぜひ

調べて早めに、こちらの施設の方はずっと使っていないのは現実に皆さん周知の事実なの

で、こちらのものができるんであれば早めに対応していただきたいんですが、そこらへん

ご回答をいただいてよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

先ほども申しましたが、そこを何に使うかという計画がまず先だと考えております。そ

れなりの変更という話がございますが、例えば廃止ということも視野に入れる必要もある

のかなと思っております。その際、多額の国庫補助金が投入されておりますので、それの

返還などといった手続も生まれてくる可能性がございます。設備については８年とか10年

とかといった耐用年数になるかと思いますが、躯体はコンクリートでございますので、少

なくとも40年、50年という耐用年数がくると思いますので、そこらへんは詳細に検討して

いく必要があるかと思っております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。なのでたぶんしっかりと、まずは何をするかという目的、会議
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がすごく重要になってくると思うんですね。やはり造ったものが使えない状態とか、そう

いったわけでは困りますので、やはり住民の意見、そして利用する観光客の意見も含めて

観光業に携わっている方々の意見を聞いてしっかりとしたものを造っていただきたいで

す。あと時間が係るのであれば、やはり会議の回数といいますか、住民説明会、意見交換

会をもっと数増やしながら進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。

それでは次の質問に入ります。阿波連漁協付近の廃船及び廃材の処理について、こちら

も何度かあげさせていただいておりますが、こちらコンテナの方が前回持ち主がわからな

い状態だったということで、ただ、今回確認したところ総務課も漁業も把握されていると

通告文書を送るなど対応されているとのことだったんですけど、現状見ている限りコンテ

ナがどうこうされているという状態ではやはりないので、何度も言いますが、台風が来て

からでは、やはり遅いので早急にこちらの方対応していただきたいと思うんですが、どう

でしょうか。

○ 座間味秀勝村長

議員ご質問の件につきましては、これまでも何度か議会で上がっているかと思っており

ます。まず、阿波連漁港の維持管理につきましては、漁港施設の適正維持管理機能を図る

ことを目的に、渡嘉敷漁業協同組合に管理委託をしております。このことから廃船につい

ては調査の結果に基づき、村を漁協と連名で所有者へ船舶の移動片づけについて通知を行

っております。また廃材の処理についても所有者、その利用者が処理対応することが適正

だと考えますので、これについては組合員である皆さんについては、どうか漁協の理事の

皆さんも漁協力を仰ぎながら、こちらから文書で何度も何度もやっているんですが、じゃ

あ組合としても、そこをきちんと組合員の皆さんに周知を図っていただくというご協力を

仰ぎながら対応していきたいと考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

文書の通知は漁協の方もされているというふうに伺ってます。文書の通知もわかるんで

すけど、僕が言いたいのは、夏台風もう通知という手段はもう行っているんですね、ただ

ずっと変わっていない状態なんですね。これ３月から上げていますけど、ずっと変わらな

い状況何か起こった場合こちら責任は誰が追うのかと思われますか。ここで台風が来た場

合に、船を揚げている船が壊れたりとか、考えずらいですけど、起こってほしくないです

けど人災が起こった場合、最終的な責任が誰にくるのかとお考えですか。

○ 座間味秀勝村長

所有者が明らかに判明しているものが、その災害時の際の原因となった場合は、その所

有者が責任を負うべきだと考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません。

（「休憩」の声あり）
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○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ２番 国吉栄治議員

個人の物が確定している物であれば、やはり村としては行政執行を行うことは厳しいと

いう判断はわかりました。ただコンテナの崩壊しているのは２つあったと思うんですけど、

２つとも所有者はわかっている状態ですか。

○ 玉城広喜観光産業課長

今のコンテナの所有者の件ですが、私は確認はしておりませんが、漁協としては把握を

しているということで伺っております。

○ ２番 国吉栄治議員

はい、わかりました。ただこの件に関しては根本的な問題の発生というか、根本的に大

切なことはやはり台風が来たときに、実際コンテナ崩壊していますので、この中に入って

いるもので、止められている施設内の皆さんの資産だとか、人命に危害が当たるようなこ

とはあってはいけないということで上げさせていただいておりますので、あと景観にも影

響を与えますので、僕もここらへん関係各所にまた連携を取りながらしっかり対応してい

きたいと思います。

それでは、次いきます。船舶についてということで、こちらは何度も本日で４回目にな

ってしまうんですが、先月の17日から高速船がドック入りしているということで27日、30

日に粟国村への代行のため、実質的、村民の足のない状態が発生しましたというところで

先ほど當山議員が確認したように、我々としては議会の方で協議会を行って対応要請を行

ったんですけど、その件に関しては答えがわかったんですけど、村民への周知が村民だよ

りで告知されたとうんですが、再度、どのようにされたのかを伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

これにつきましては平成31年、今年の３月の初旬にマリンライナーとかしきの運行便数

の変更周知を村内掲示板、船舶課窓口、那覇連絡事務所窓口、村のホームページ、４月の

発行の広報渡嘉敷へ掲載をして周知をしております。また防災行政無線による放送でも周

知を図っております。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません。記憶がちょっと定かじゃないんですが、３月中旬の掲示板については、み

つしまへ乗ってもらうことじゃなくて、ドック入りの告知だったと思うんですね、ドック

入りしますよという告知だったと思うんですね。全体に３月15日以降に掲示板に張られて

いるのを見ています。ドック入りの案内だったと思うんですね、この時点で。広報誌に関

してはみつしまの案内だけ、いつもどおりのみつしまの案内だけだったと思うんですね。

こちらそういった状態だったんですけど、その点は、例えばですよ、ドック入りのため、
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そして粟国の代船のため、船がないので、みつしまをご利用くださいという案内でありま

したか。

○ 座間味秀勝村長

先ほど申し上げましたとおり、３月にマリンライナーとかしきの運行便数の変更の周知

ということを、いま申し上げましたが、その時点でフェリーの欠航についても、その運行

予定表の中に入っているという認識でございます。

○ ２番 国吉栄治議員

そうですね、ドック入りと代船運行という話は出ていたんですけど、議会でも確認した

かったのは、それをどのようにまず対応されるんですかという話だったんですね。みつし

まの案内というのが答えというんであれば、それを村民に告知しましたかという質問です

けど、どのように周知されましたかということなんですけど、勿論これ船ないですという

だけが答えにならないと思うんですけど、そこをお聞きしたいですね。

○ 座間味秀勝村長

みつしまの便の変更については、広報での周知ということになります。

○ ２番 国吉栄治議員

広報での告知だけということですけど、広報だけの告知が広報、何時でました？

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 座間味秀勝村長

ご指摘のとおり、船舶２日間全面欠航になるということでの、特別な周知ということは

確かにしておりませんでした。

○ ２番 国吉栄治議員

今後、やはり使う側、村民の方もやはり知っていないと急きょ対応する場合でしたらし

ょうがないんですけど、知っていないと準備もやはりできませんので、先ほどおっしゃっ

ていた水上タクシーの案内の方も、やはり同じようなケースでしっかり村民に伝わるケー

スで案内された方がいいと思いますので、今後はその点も注意して対応していただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。

そして２番の方です。３月の議会にて団体予約を受けている部分においては、高速船を

３隻、または10時の高速船で団体がうまっている場合は、フェリーの追加便を出して運行

される予定と伺いましたが、僕が今確認した時点６月の頭で確認した時点で対応がされて

いない日がありました。７月31日だと思っています。この日は高速船２便なんですけど、

10時便は渡嘉敷から出発の10時便は６月の頭の時点は２席しか空いていなかったんです

ね、昨日の時点ではもう満席でした。その理由と言いますか、どのようになっていますで

しょうか。
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○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 座間味秀勝村長

船舶の運航において満席になる場合には増便運航をというご質問かと思いますけれど

も、これについては既に満席便があったとしても、さらに団体予約が入るといった場合に

は増便の運航も考えられますけれども、３月の答弁でもしておりますが、採算の問題もあ

りますので予約の状況によって増便するかしないかということは検討をしていくというこ

とになると考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

わかりました。それでは、採算が合うというのは何名からで、例えばフェリー何名、高

速船何名というふうにあると思うんですけど、ここらへんの人数というものを教えていた

だいてよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

１便あたりの増便の目安としては、高速船で75名以上、フェリーでは150名以上の団体

予約等に対応するということになっております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。一応ですね、70名、150名というのは、先ほど質問にも上がっ

ているように経費というものを削減したりとか、燃料代とか、あと旅行会社に払っている

５％という経費はいろんなかたちで発生していると思うんですけど、そういったのを下げ

たり、あとやはり島に来る人が増えてくれば、もうちょっとこの人数の状況も変わってく

ると思いますので、ぜひ、その点も合わせて頑張っていただければと思います。

それでは次の質問に移ります。ビーチ遊泳エリアのルール、使い方についてということ

で、こちら、いま現在渡嘉志久ビーチと阿波連ビーチと２つビーチがございますが、現状

の内容とルール、そして誰が何時決めたのかというのが、わからないという方が質問多う

かったので、こちらお伺いいたします。

○ 座間味秀勝村長

ビーチの遊泳エリアについては、平成６年６月これが一番最初になります。これは沖縄

県水難事故の防止法に遊泳者の安全の確保等に関する条例、これに基づいて海水浴場とし

て開設をしております。当時、じゃあ誰がどう決めたかということについては、具体的な

資料は残っておりませんが、私も過去７年間担当をしておりました。そのときにも若干の

移動をしたりとかをしておりますが、それはその地域の皆さんの意見を繁栄しつつ、また

予算、管理上の問題もございますので、ここを加味して現在の状況になっているというこ

とでございます。

○ ２番 国吉栄治議員
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条例に基づいてルールを作られたということはわかったんですけど、現状のルールとは

どういうかたちになっているかというのは、ちょっと説明いただけますか。すみません。

休憩お願いします。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ２番 国吉栄治議員

今回、渡嘉敷島に２カ所のビーチがあるということで、こちらのルールの方、僕が聞き

たかったのは、例えば遊泳エリアとか、監視エリアとか、それぞれあると思うんですけど、

そういったのをどういうふうに決められているか、あとその囲いの距離ですね、そういっ

たのがちゃんと決められているか、それは誰と話し合って決められているのか、そして何

度か変更とかが見えているんですけど、それはどのタイミングでやられているのかをお伺

いしたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

今、遊泳エリア、監視エリアということでございますが、村として設定しているのは監

視エリア、監視区域ということでございます。そこを一定の場所を限定して、そこは監視

員が監視業務にあたりますよということでやっております。これをどう決めたかというこ

とについてですが、これは当然、村の方で関係者の事業者等の意見も聞きながら、これま

でやってきておりますので、その結果、今の状態になっているということであります。

渡嘉志久ビーチについては最近の設置になりますので、これは今後これに課題があれば

そういった変更についても検討していく必要があるのかなと思っております。

○ ２番 国吉栄治議員

こちら、やはり渡嘉敷島は今夏場シーズンになると、先ほどの船が予約を取れないぐら

いやはり海の観光資源もしっかり使って観光立村として活躍していく場がある島ですけ

ど、そういった意味では監視エリアというところは、だいたいみなさん狭めに設定されて

いるんですね。遊泳エリアというところは勿論遊泳エリアがないというのはちょっとどこ

の観光地に行っても遊泳エリアって海でメインで売っている島とかだったら、遊泳エリア

というのが設定されているんですね、なのでその他の設置とかも含めて質問書に書かれて

いるんですけど、できたら僕が聞いている限りでは、先ほど村民の方々から確認されてこ

ういう決まりを作っているという話でしたけど、先ほど村長が言ったように監視エリアな

のか、遊泳エリアのかというのも、皆さん聞いても確認しても皆さんそれぞればらばらで

す実際の答えは。なので今まではしょうがないので、今後は事業者さん、そしてお客さん

の声を聞いている事業者さん、そして実際に監視される方というかたちで、協議会、意見

交換会、こちらを開いていただきたいと思うんですけどその点どのように考えていますか。

実際にたぶん個別に話されたのはたぶんあると思うんですけど、その人たちがまとまった
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意見がないものですから、ここは遊泳エリアなのか、監視エリアなのかと言っても、村長

は監視エリアと即答できましたけど、そうじゃない方々に聞けば、それぞれ見解が違うと

思います。なので１回皆さんが集まって意見交換会じゃないですけど、ビーチの監視エリ

アについて話し合う協議を開いていただきたいんですが、その点どう思われますか。

○ 座間味秀勝村長

この監視業務などを担当してきた中で、私の考えを申し上げますと、できれば自由に泳

がせてあげたいというのが観光客のためにはなると思います。ビーチを自由に使わす。と

ころがビーチには動力船の乗り入れもあります。ジェットスキーやら、ガラスボートやら

と。そこで安全をどう確保するかということでの区画が必要になってくるということでの

監視区域の設定という流れになるかと思います。監視区域が大きいか小さいかもっと沖ま

で出した方がいいという話もございますが、これについては監視にあたる人間の数にまた

制限をされるという部分もありますので、先ほどお話があったとおり監視業務をされてい

る方々との話も当然しております。そうしながら今のかたちになっておりますので、これ

はまだ不足だ、こんなした方が良いというご意見があるのであれば、随随上げていただく。

若しくは毎年夏前に水難事故防止の協議会ですかね、那覇署を交えてやっておりますので、

そういった場での議題として上げていくということも必要かと考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。まさにとのとおりだとは思うんですが、僕が聞きたかったのは

皆さん意見が違いますよと、捉えているものが、どういうことが起こっているかというと、

まさに僕らが思うとおり、遊泳エリアは広い方がいいとか、泳げる所はやっぱり綺麗な海

ですから、広い所がいいにこしたことはない。だけど監視エリア、見ないといけないとこ

ろ、人命を守らないといけないところは狭い方がいい。こういった話し合いはどこかでし

ないといけない、まとめてやってほしいという話なんですね、なぜかというと意見がまと

まっていないから、これを説明するのは誰ですか、監視員の方がお客様に説明するのも当

たり前かもしれないですけど、勿論そのお客様が泊まっている宿の方も説明できた方がい

いじゃないですか。尚かつボートを動かしているダイビング業者さんが、その危険エリア

に入って来たりとか、そのルールのもとを知っていたばあいに関してですよ。そういった

危険な場所、航路に入って来た方に注意を促すこともできるじゃないですか。今はまとま

った認識が皆さん持たれていないと理由はなぜかと、みんなで集まって理由はこうですよ、

こうしませんかとか、そういう話がないんですね、今までの流れでいうと、なのでそれを

もっていただければ、もっとまとまって利用者そして安全を守る監視業務の方々、そして

周りの人たちからも注意喚起を呼び起こされるということでいいんじゃないですかという

話なんですね。なのでその開催を要はみんなが集まって開催することをやってもらえませ

んかという話なんですけど、どうでしょう。

○ 座間味秀勝村長
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先ほど答弁しましたとおり夏前に持たれる水難事故安全防止協議会、これに図るという

ことが一番適当かなと考えております。しかし、そこにみんなが来るかどうかということ

については呼びかけはしておりますが、これまでの状況をご覧になってもわかると思いま

すが、みんながそういう意識をもつのかどうかというところでございますので、こちらか

らは、そういう働きかけはしていきたいと考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。一応、僕らの方としましても、事業者さん村民に声かけて大切

な観光資源ですので、それを活かして勿論安全第一で盛り上げていけれるようにやってい

きたいと思います。

次の質問いきます。渡嘉敷村のホームページについてということで、今年度は新しく村

のホームページが作られるということなんですけど、やはりここも同じように渡嘉敷島の

ホームページやはり島の顔となるページとなりますので、できればですね、今まで担当課

の方で中心にやられていたと思うんですけど、こちらの方も説明会なりとかを開始して意

見を聞くのも一つてじゃないかなというふうに思っています。先ほどの海の利用とかを決

めた場合こちらで周知するとか、船の問題が出た場合に周知するとかいろいろ活躍できる

と思いますが、説明会の予定はございますかということですね。

○ 座間味秀勝村長

今年度において村の公式ホームページのリニューアルの予定をしております。発注はこ

れからでございますので、広く村民の意見を吸収できるように取り組んでいきたいと考え

ております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。ぜひ、再三になりますが、説明会を開いていただいて島の顔に

なるホームページですので、住民の意見をいかしていただきたいと思います。

それでは次の質問にいきます。阿波連線について現段階の工事の進捗情報をお願いいた

します。

○ 座間味秀勝村長

村道阿波連線の工事の進捗状況については、今年度は漁協側の橋梁から道路取り付け工

事を行うという予定をしております。そして次年度、令和２年度は高欄の取り付け令和３

年度に西の橋と現在の村道とのすりつけを行うという予定となっております。

○ ２番 国吉栄治議員

今は順調に進んでいるということの理解でよろしいでしょうか。だいたいこの４年で工

事終了というかたちで、よろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

用地の件については３月の議会で答弁をしたとおりでございます。用地の承諾はほぼ得

ておりますので、令和３年度までには完了する予定で動いております。
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○ ２番 国吉栄治議員

はい、ありがとうございます。阿波連線、前回の議会でも上げさせていただいたんです

けど、工事は進んでいるということでいんですけど、崖の部分ですね、金城さんの家があ

る崖の部分と渡嘉志久ビーチが見える見晴らしが良い道路ですね、こちらの調査を予定と

いうふうにおっしゃっていたんですけど、その後どうなってますでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

今ご指摘の場所については、道路が窪んで集水枡が浮き上がって見えるという状況にな

っている箇所かと思いますが、社会資本総合整備事業、これを今年度ボックスカルバート

の補修について要望していたんですが、残念ながら県からの配分がなしという状況でござ

いますので、直ぐ何時という見通しがたっておりませんけど、このへんの改修についても

働きかけを行っていきたいと思っております。

○ ２番 国吉栄治議員

昨日、知った部分でも、崖が崩れている部分も、近くに存在しているということで、や

はり道路が何度にもなりますけどバスが大型化しているというのと、あとは台風が大きく

なってきているので、そういった意味では、あそこのライフラインにもなります。道路が

落ちた場合というのは、被害が計り知れないものになると思いますので、ぜひ早めに対応

していただければと思います。

それでは次の質問にいきます。渡嘉敷村観光誘客受入委託業務について、委託業務につ

いての成果報告といいますか、これいつ頃から始まって、どのようになっているのかとい

うのをお伺いしたいんですが。

○ 座間味秀勝村長

観光誘客委託業務これについては名称は若干今は変わっておりますが、私が観光の担当

をしておりました平成28年度から本格的に取り組んだ事業であります。これで県外であっ

たり県内も含めてですが、さまざまなピーアール活動を展開してきております。現在は名

称を渡嘉敷村観光誘客受入委託業務というふうにして取り組んでおります。

○ ２番 国吉栄治議員

成果報告というのは、一応、観光アピールされに行っているというのは、わかったんで

すが、ここでいう成果というのは、お客さんがどれぐらい増えたとか、そういったものは

ございますでしょうか。あと、できれば毎回たぶん年間経費的なものは変わるんでしょう

か、そこも合わせて大体いくらぐらいなのか、お教えください。

○ 座間味秀勝村長

これまで取り組んだ成果で、具体的に何名観光誘客が増えたかというのは、実測はかな

り難しい状況でございます。この成果、逆に言うと、年々伸びているということは一つ成

果もあるのかという考えも持つことができるかと思うんですが、委託業務の事業の中でも

例えば島外、県外でピーアールした時に、じゃあ、このピーアールした場所に来た人が島
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を訪れたら何かの得点はあげるとかということで取り組むという方法もあるかと思ってお

りますので、そこも検証していくということが必要かと思っております。成果を図るとい

う意味ではですね。

そして事業費という話なんですが、これ一括交付金を活用しての事業として取り組んで

おりますので、今年度の需用費については、既に契約をすましておりまして2千500万円程

度の予定で動く計画でございます。

○ ２番 国吉栄治議員

今回は2千500万ということでよろしいですね。けっこう金額も大きいと思うんですけど、

観光課が産業観光課になって統合されて観光に携わる職員さん、これ何名ぐらいであたる

予定なんですか、それとも委託者が中心になってやっていく事業ですか。

○ 玉城広喜観光産業課長

誘客業務の業務の内容としましては、先ほど村長も申したとおり昨年度で申しますと、

イベント委託した業者が例えばコンベンションビューローさんが県外で開催するイベント

へ参加して渡嘉敷村のブースのバックアップをするということで、村からはほとんどのイ

ベントに職員が１人派遣して、その他のバックアップを委託業者が行うというかたちにな

っております。

それから皆さんもご存じのとおり各分岐点に誘導案内板といいますかね、ここから行く

と阿波連に行きますとかという看板の設置も、この事業者が行っております。それからま

た阿波連地区の方で事業者にスキルアップということで、多言語スクラップを向上目的に

説明会等も設けておりますが、この事業の中の一環となっております。

○ ２番 国吉栄治議員

けっこう金額をいただいているんですけど、成果が年々お客様が増えているというとこ

ろではある意味成果じゃないかというところでおっしゃられていて、確かに上がっている

限りでは、成果になっていると思うんですけど、今回から観光協会とか、あと商工会とか

も本村には元々あるので、そちらの方も連動させながら村費ではなく一括交付金を使って

やっているということでやっていますが、観光についてということにおいては、事業所さ

んもできるだけ絡めて担当課の方だけじゃなくて事業者さんも絡めて何かやれることとか

はご検討されていますでしょうか。

○ 玉城広喜観光産業課長

先ほどのご質問にお答えいたします。当村の事業者を同行してイベントということでご

ざいますが、今年度は４月に毎年、東京のサンシャインビルの方で開催されますダイビン

グフェアの方に、今年度は事業者３名、前年度も３名の事業者を引率して、渡嘉敷村のピ

ーアールを行っておりますが、更に違う角度から、そういう展開ができないかということ

を、いま観光産業課の方でも検討しているところです。

○ ２番 国吉栄治議員
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ぜひ、観光誘致に繋がるようなかたちに持っていっていただきたいと思います。以上を

もちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○ 玉城保弘議長

これで２番国吉栄治議員の一般質問を終わります。

これで一般質問を終了いたします。

休憩します。

再開します。

日程第６、報告第２号、平成30年度渡嘉敷村繰越明許費繰越計算書の報告についてを議

題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。座間味村長。

（「休憩」の声あり）

休憩します。

再開します。

失礼しました。最初からいきます。

日程第６、報告第２号、平成30年度渡嘉敷村繰越明許費繰越計算書の報告についてを議

題といたします。

座間味村長。

○ 座間味秀勝村長

報告第２号

平成30年度渡嘉敷村繰越明許費繰越計算書について

地方自治法施行令第146条第２項の規定に基づき、平成30年度渡嘉敷村繰越明許費繰越

計算書を次のとおり報告する。

平成30年度渡嘉敷村繰越明許費繰越計算書

一般会計、９款消防費、１項防災行政無線施設維持費、事業名が防災行政無線機器修繕

事業、金額は664万5千円。繰越額が664万5千円。以上。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

以上、ご審議をお願いいたします。

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

○ ３番 新垣一史議員

屋上の防災用の発電機の災害復旧ということですけれども、これの復旧の工期とか、予

定とかは決まっていますでしょうか。
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○ 金城満総務課長

お答えいたします。平成31年３月８日から令和元年７月１日まで116日間となっており

ます。

○ 玉城保弘議長

他に質疑はありませんか。

○ ２番 国吉栄治議員

こちら実費と伺っているんですが、村費というふうに伺っているんですが、金額は大き

いんですが、これ保険対応ですかというところと、保険とかはこういうのは入っていない

んですか。

○ 金城満総務課長

これにつきましては、当初台風で壊れたときに、役場の総合保険がございまして、これ

は施設整備にかかるものです。その中に含まれて非常用発電機も設備の一部というふうな

かたちで、私たちは認識をして保険会社にお話をしたところ、これは適用外ですよという

ことで発電機については適用外ということで判断されましたので、今回、村の単独事業、

単費で施設の修繕を行うということになっております。

○ ２番 国吉栄治議員

他にもこういった保険対応じゃない部分とかもあるんですか。けっこう金額が大きいの

で、今後、発生したら大変だと思うんですけど。

質問を変えます。こちらの保険対応になるこの金額、けっこう大きいのでこちらが保険

対応できる保険とかは探されたりしているんですか。

○ 金城満総務課長

現状においては、そういう手立てをしておりませんが、そういうものが保険対応になる

ものかどうかというものについては、今後、検討して進めていきたいと思っております。

○ 玉城保弘議長

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。

これより報告第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）

ご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18号、専決処分の承認(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。座間味村長。

○ 座間味秀勝村長
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議案第18号

専決処分の承認について

地方自治法施行令第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

３項の規定により報告し承認を求める。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

渡嘉敷村告示第15号

専決処分書

地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例（別紙）。

専決処分の理由

地方税法等の一部を改正する法律が平成31年３月29日に公布され、平成31年４月１日か

ら施行される。これに伴い渡嘉敷村税条例の一部を改正し、同日から施行する必要がある

が、同条例の改正について、議会を招集する時間的余裕がないことから地方自治法第179

条第１項の規定により専決処分する。

平成31年３月29日 渡嘉敷村長 座間味秀勝

専決処分の内容は、以降のページでございます。

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。

質疑はありませんか。

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）

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第８、議案第19号、専決処分の承認（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。座間味村長。

○ 座間味秀勝村長

議案第19号

専決処分の承認について

地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定により報告し承認を求める。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝
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渡嘉敷村告示第16号

専決処分書

地方自治法第179条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

渡嘉敷村国民健康保険税条例の一部を改正する条例（別紙）

専決処分の理由

地方税法等の一部を改正する法律が、平成31年３月29日に公布され、平成31年４月１日

から施行される。これに伴い渡嘉敷村国民健康保険税条例の一部を改正し、同日から施行

する必要があるが、同条例の改正について議会を招集する時間的余裕がないことから、地

方自治法第179条第１項の規定により専決処分する。

平成31年３月29日 渡嘉敷村長 座間味秀勝

内容については、以降のページでございます。

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）

ご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20号、渡嘉敷村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例について

を議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第20号

渡嘉敷村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

渡嘉敷村重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例の一部を次のように改正する。

第２表中保健医療機関等の「健康保険法第43条第３項第１項」を「健康保険法第63条第

３項第１号」に改める。

第９条に次の２項を加える。

４ 第１項の規定にかかわらず、沖縄県との重度心身障害者（児）医療費助成制度の自動
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償還方式に関する事務取扱に係る契約を取り交わしている保険医療機関等に対し、受給資

格者が受給資格者証を提示し、当該保険医療機関等へ医療費を全額支払った場合は、助成

金の申請が行われたものとみなす。

５ 受給資格者が前項の助成金の申請を行った場合は、保険医療機関等で生じる医療費に

係る一切の情報を、当該保険医療機関等が渡嘉敷村及び沖縄県国民健康保険団体連合会に

提供することに同意したものとみなす。

附則

施行期日

１ この条例は、令和元年８月１日から施行する。

経過措置

２ この条例の施行の日前の診療にかかる支払われた医療費については、なお従前の例に

よる。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

理由

８月から移行予定の自動償還払いに対応するために条例を整備する必要がある。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。

（「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20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）

ご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21号、渡嘉敷辺地に係る総合整備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。

○ 座間味秀勝村長

議案第21号

渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の策定について

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１

項の規定に基づき、渡嘉敷辺地に係る総合整備計画を策定したいので議会の議決を求める。

別紙 渡嘉敷辺地に係る総合整備計画書（平成31年度から平成35年度）

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝
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提案理由

辺地に係る総合整備計画を定めることについては、辺地に係る公共的施設の総合整備の

ための財政上の特別処置等に関する法律第３条第１項の規定により議会の議決を必要とす

る。次のページに総合整備計画書を掲載しております。

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。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

日程第11、議案第22号、渡嘉敷村過疎地域自立促進計画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。

○ 座間味秀勝村長

議案第22号

渡嘉敷村過疎地域自立促進計画の変更について

渡嘉敷村過疎地域自立促進計画について、別紙のとおり変更したいので過疎地域自立促

進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により議会の議決を求め

る。

渡嘉敷地域自立促進市町村計画（変更）

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

過疎地域自立促進市町村計画を変更することについては、過疎地域自立促進特別措置法

第６条第７項において準用する同条第１項の規定により議会の議決を必要とする。

次のページに計画を掲載しております。

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。

質疑はありませんか。

○ ２番 国吉栄治議員

こちらの方ですね、水産物供給基盤機能保全事業ということで、31年度、32年度それぞ

れついていますが、こちらの中身の方をお教えいただいてもよろしいでしょうか。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員ご質問の31年度、今年度令和元年度の事業としましては、阿波連漁港の機能保全事

業を工事としては次年度から着工する予定で、今年度は設計を行う予定です。内容としま

しては、防波堤突堤の基礎の部分、鋼管の方がだいぶ錆がきておりますので、そこの修繕、

保全の方になります。
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それから、もう２つありまして、漁港道路の整備。阿波連漁港の保管庫の後ろの方に道

路があるんですが、そこの方を舗装工事を予定しております。

それから、もう１つが、渡嘉敷港の巻揚機の工事の３点となっております。

○ 玉城保弘議長

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）

ご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。

この後、会議時間の延長を行います。

日程第12、議案第23号、令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算(第１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。

○ 座間味秀勝村長

議案第23号

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第１号）について

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第１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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

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。

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第１号）

令和元年度渡嘉敷村の一般会計補正予算（第１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5千675万2千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ16億7千296万2千円とする。

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。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は「第２表地方債補正」による。
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令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

以降、補正予算の内容を掲載しております。

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。

○ 玉城保弘議長

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）

ご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24号、令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第１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。

○ 座間味秀勝村長

議案第24号

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第１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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

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。

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第１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に歳入歳出それぞれ198万3千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ6億4千329万5千円とする。

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。



- 61 -

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

以降、詳細を記載しております。

ご審議のほどをお願いいたします。

○ 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。

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24号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）

ご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25号、令和元年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

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。

○ 座間味秀勝村長

議案第25号

令和元年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

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。

令和元年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第１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166万1千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ9千691万6千円とする。

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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

以降、詳細を記載しておりますので、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。
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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）

ご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26号、令和元年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第１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。

○ 座間味秀勝村長

議案第26号

令和元年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第１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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

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。

令和元年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第１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469万1千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ6千364万円とする。

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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

以降に詳細を掲載しております。

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。
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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）

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。

日程第16、議案第27号、令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第１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。

○ 座間味秀勝村長

議案第27号

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第１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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

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。

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第１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32万4千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ2千422万9千円とする。

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。

令和元年６月12日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

以降に詳細を掲載しております。

ご審議のほど願いいたします。

○ 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。

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27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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ご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、令和元年渡嘉敷村議会第２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。従って、本定例会において議決された事件の条項、字句、数字、

その他の整理を議長に委任することに決定いたしました。

お諮りします。

本定例会会議に付された事件は全て終了いたしました。従って、会議規則第７条の規

定の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。従って、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。

これで本日の会議を閉じます。

令和元年第２回渡嘉敷村議会定例会を閉会いたします。

（閉会 午後５時08分）
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