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令和元年第３回渡嘉敷村議会（定例会）会期日程

自 令和元年９月11日
会期２日間

至 令和元年９月12日

月 日 曜 日 区 分 日 程

会議録署名議員の指名

会期の決定

９月11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３号、報告第４号、報告第５号

認定第１号、認定第２号、認定第３号

認定第４号、認定第５号、認定第６号

会議録署名議員の指名

９月12日 木 本会議 議案第28号、議案第29号、議案第30号

議案第31号、議案第32号、議案第33号

議案第34号、議案第35号、議案第36号

議案第37号、議案第38号、議案第39号

発議第２号
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令和元年第３回渡嘉敷村議会定例会は

令和元年９月11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：９月11日（水曜日）午後４時17分
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令和元年第３回渡嘉敷村議会定例会議事日程

令和元年９月11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３号 平成30年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について

第７ 報告第４号 平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

第８ 報告第５号 平成30年度渡嘉敷村一般会計決算引き上げ分の地方消費税収が充てられる

社会補償４経費その他社会保障施策に要する報告について

第９ 認定第１号 平成30年度渡嘉敷村一般会計歳入歳出決算の認定について

第10 認定第２号 平成30年度渡嘉敷村航路事業特別会計歳入歳出決算の認定について

第11 認定第３号 平成30年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

第12 認定第４号 平成30年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

第13 認定第５号 平成30年度渡嘉敷村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

第14 認定第６号 平成30年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

第15 議案第33号 汽船「マリンライナーとかしき」の売船に関する契約について
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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３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します。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から９月12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９月12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

査委員から、令和元年６月分、７月分、８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６月定例会以後の会務報告を行います。

６月23日、令和元年沖縄全戦没者追悼式に副議長が出席をしております。

７月12日、県産品優先使用の要請行動に副議長が出席をしております。

７月18日、委員協議会が行われております。

７月22日、県農林水産部と南部市町村との行政懇談会が開催され出席をしております。

７月26日、太鼓エイサーフェスティバル。

７月27日、2019とかしき祭りが行われております。

８月９日、第52回沖縄県介護保険広域連合議会全員協議会研修会に新垣議員が出席をし

ております。

８月20日、第52回沖縄県介護保険広域連合議会会定例会に新垣議員が出席をしておりま

す。

同日、うるま市議員４人が行政視察のため21日までの予定で来村をしております。

９月９日、議員協議会が行われております。

以上、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。座間味村長。

○ 座間味秀勝村長

それでは６月12日、６月定例議会以降について報告をいたします。
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６月12日、６月定例議会。

６月13日、沖縄県離島航路確保維持改善協議会。

６月16日、第38回渡嘉敷村バレーボール大会。

６月17日、「ツーリズム EXPO ジャパン 2020 沖縄」この第１回開催地連絡協議会応援

団会議が開催されております。

６月20日、船名審議委員会委員委嘱状交付。

６月21日、泊ふ頭開発株式会社、第30回定時株主総会。

同日、全国漁業信用協会沖縄支部、令和元年度事業報告会。

６月22日、宮腰光寛沖縄北方担当大臣来村。

６月23日、令和元年度沖縄全戦没者追悼式。

６月25日、阿波連地区における行政懇談会。

６月27日、久米商船「フェリー海部」内覧会、祝賀会。

同日、離島フェア開催実行委員会総会。

同日、沖縄県離島振興協議会、沖縄県過疎地域振興協議会、合同研修会。

６月28日、公益社団法人沖縄県地域振興協会総会。

同日、沖縄県農業信用基金協会、令和元年度通常総会。

６月29日、岸田文雄自由民主党政務調査会長との昼食懇談会

６月30日、前島郷友会への「渡嘉敷村歴史文化資産保存活用事業」の説明会。

７月10日、水難事故防止推進協議会、阿波連生活館にて

７月12日、沖縄県工業連合会による県産品優先使用要請の対応。

７月17日、第188回沖縄県町村会定期総会。

７月18日、一般社団法人沖縄県地域振興協会、地域づくりイノベーション事業先導モデ

ル公募に係る地区別説明会。

７月22日、沖縄県農林水産部と南部市町村との行政懇談会。

７月23日、第１回沖縄県過疎地域活性化研究会。

同日、第140回沖縄県町村土地開発公社理事会。

同じく、120回沖縄県町村土地開発公社設立団体長協議会

同日、県国民健康保険団体連合会、令和元年度第１回通常総会。

７月24日、令和元年度沖縄県治水協会通常総会

７月25日、渡嘉敷港整備に係る懇談会。

７月26日、介護保険広域連合運営会議。

同日、とかしき祭り前夜祭、鯨海峡渡嘉敷太鼓エイサーフェスティバル。

７月27日、とかしき祭。

８月１日、船舶乗務員辞令交付式。

同日、住宅整備に関する懇談会。
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同日、 めんそーれ沖縄県民運動推進協議会・表彰式。

８月19日、沖縄県商工労働部情報産業振興課主催による飲食業・観光業向け先端ＩＴ活

用セミナー 。

８月21日、令和元年度上半期安全なまちづくり総合対策優秀警察署表彰式・祝賀会、那

覇警察署でございます。

８月22日、協賛企業訪問。

８月23日、離島教育親交懇談会。

８月24日、とかしきマラソン資金造成チャリティボウリング懇親会。

８月25日、沖縄１区町村長議員懇談会。

同日、那覇市議会久高議長就任祝賀会。

８月26日、渡嘉敷村生活支援体制整備事業協議体委員委嘱状交付式。

８月30日、阿波連小学校「ハナリ島遠泳」開会式。

同日、高速船代船建造支援要望(沖縄県企画部長)に対し、座間味村と富里村長と共同で

行っております。

同日、臨時的任用船舶乗務員の退職辞令交付式。

９月３日、南部市町村会定例総会。

同日、南部振興会市町村長協議会。

以上でございます。

○ 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

す。４番宮平鉄哉議員の発言を許します。

○ ４番 宮平鉄哉議員

１番バッターとして２、３質問したいと思いますけど、答弁よろしくお願いします。ま

ずはじめに村の観光産業の現状について質問したいと思います。夏シーズンの一般観光客

のほとんどの方々が渡嘉敷港から阿波連旅行村広場まで来て海水浴を楽しんでいる状態で

す。そこでお客様を運んでいる大型バスの運転手いわく広場をもっと広くしてほしい。事

故が起きても不思議ではないとは言っていますが、村はそのことについてどう思いますか。

お答えをお願いします。

○ 座間味秀勝村長

ご質問にお答えいたします。以前から旅行村前の広場スペースが狭いとの指摘を受けて

おり承知をしております。昨年度からこの広場も含めた一帯の環境整備について、今年３

月14日に阿波連住民の意見を聴取しております。今後はその意見を元に用地等の条件整備

や関連法規との整合を図り整備計画を立てていきたいと考えております。
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○ ４番 宮平鉄哉議員

その広場は、2、30年前から内容は29名乗りの中型マイクロバスで有償運送の許可を取

って観光客を運んでいる状態でしたが、現在は会社組織で50名乗りの大型バスになってい

ます。その分観光客も増えたからそういうことになったと思いますけど、その大型バスに

なってからのバス広場が、前々から中型バスの広場ぐらいでも狭い感じしたんですが、大

型になってからものすごく狭いという感じで、誰が見てもわかるような感じなんです。そ

れを広場を広くしないと、いつ何時事故が起こっても不思議じゃないというのは当然だと

思います。早く広場を造るようにしてほしいんですけど、その広場なんかを後何年ぐらい

待ったら村は手をつける思いですか。答えお願いします。

○ 座間味秀勝村長

先ほどお答えしましたとおり、今年度以降について具体的な整備計画を住民の皆さんの

意見を取り入れながら立っていくということになります。そして用地、保安林等もござい

ますので、その用地これについて法律との整合を図りながら時間をかけてやっていく必要

があると考えておりますので、具体的に何年度という約束は今申し上げることはできませ

ん。

○ ４番 宮平鉄哉議員

村長として具体的にわからないというんですけど、10年、20年やったらもう僕たちもい

ません。一般質問して早くできる姿を見たいんですけど、村長、だいたいでいいですけど

何年ぐらい経ったらできますよということもないですか。

○ 座間味秀勝村長

早ければ着手は２年後というふうに私の中では考えております。先ほど申しましたよう

に保安林の解除といったこともハードルとしてありますので、そこを見ていくということ

になりますが、着手としてはなるべく早い時期にやっていきたいと考えております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

嬉しいこと聞きました２年ぐらいで早くできたら本当にいいことだと思います。よろし

くお願いします。そのことについては、やっぱりレンタカーもだんだん増えてくるし観光

バスも増えてきます。人間も車も増えてきたら、今度は狭い広場では本当に事故が起こら

ないように願いたいものです。村長よろしくお願いします。

次２番目に、慶良間諸島国立公園阿波連海岸園地休憩所、ちょっと難しい名前、僕も今

度はじめてわかったんですけど、前はビジターセンターを造るという感じのそういう皆さ

んの言葉があったんですが、たぶんそれが名前が変わったかと思います。１年前に環境省

が慶良間諸島国立公園阿波連海岸園地休憩所、難しい名前になっていますが、長ったらし

い、その建設に動いている時期がありましたが、その後どうなったのか村民の多数の方々

が現状についてわからないと思います。そのこと、結果などについても教えていただきた

い。
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○ 座間味秀勝村長

質問にお答えいたします。慶良間諸島国立公園阿波連海岸園地休憩所については、環境

省が主体となり、昨年の11月時点では基本計画業務が継続中でありました。しかし先ほど

答弁したとおり、駐車スペースと周辺の地域と一帯となった整備計画、これが必要である

との考えから、昨年の12月に休憩所整備を見直す方針をとりました。その後、平成30年12

月議会において、国吉議員の質問に対し、環境省の整備計画を根本的に見直すことと答弁

をしております。住民には掲示板及び村内放送にて、青少年旅行村一帯の整備基本構想策

定について、周知を図り、今年３月14日に環境省が進めてきた整備計画の見直しを報告し、

同時に住民の皆さまからワークショップ形式で、整備計画についての構想を伺っておりま

す。

○ ４番 宮平鉄哉議員

前々はビジターセンターと呼んでいる時期がありましたけど、いまは名前も変わって、

その事業をやるそうですけど、村民を集めてそのことに対していろいろ何度か話し合いも

ありました。阿波連休憩所をつくるためには、旅行村の管理棟がありますけど、もちろん、

その旅行村管理棟があっては、休憩所というか、慶良間諸島国立公園阿波連海岸園地休憩

所というのができないといます。旅行村広場というのはぶち壊すわけですか、そのときは。

要するにそれをそのまま後ろにつくるとか、村の計画としてはどう考えていますか、それ

をお願いします。

○ 座間味秀勝村長

先ほど今年３月に、住民を集めてのワークショップを行いましたという答弁をしました

が、その中でさまざまな意見が出ております。私の考えとしても当然古くなっている管理

棟、そしてその背後にあるトイレ、シャワー、これについても整備をする必要があると考

えております。そのときにその管理棟が接している木が生えている部分後側ですね。そこ

は全て保安林ということになっております。そして今、コンテナ等を置いて営業している

部分がありますが、それも隣接している部分というのは全て国有保安林ということになっ

ております。先ほどの話にありました環境省の休憩施設というのは、このコンテナを置い

てある場所、今コンテナで営業をしている場所、そこに造りましょうと、その土地に合わ

せて造りましょうということでしたので、そこに建物を造ってしまうと、この広場が今手

狭だというご意見を伺っておりますし、私も観光の担当をしておりましたので、それ把握

しておりますので、そこを広く使うといったときに、これは障害になってしまうんではな

いかという考えがあります。それで休憩施設については建設を見合わせてもらっていると

いうことでございます。そしてこの保安林等について今後この計画の中で保安林は今日申

請して明日、明後日ということにはいけません、１年も２年もかかるというものでござい

ますので、時間をかけて皆さんの意見も繁栄しながら、より使い勝手の良い広場、あるい

は施設整備これが必要だなと考えております。
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○ ４番 宮平鉄哉議員

ただいまの村長の考えが僕も同じ賛成でございます。狭い所に物件を造ったところで、

バス広場が広くなるわけでもないわけですから、ちょっと待ってそれを後々古くなった旅

行村管理棟を壊して奥の方にという感じなんだけど、その奥の方というのも、実は保安林

じゃないですか、国有地保安林とか村有地保安林とかがあると思いますけど、奥の方につ

くるということですか、旅行村広場というのは、旅行の村の広場なくて、旅行村の管理棟

がなくて海浜園地休憩所をつくるということですか、奥の方に。これ造らないんですか、

これ海浜、奥の方につくるんでしょう。

○ 座間味秀勝村長

さきほど環境省の休憩施設については、建設を見合わせてもらっておりますという答弁

をしたつもりです。つまりは今環境省はそこに、この計画は続行はしておりません。村が

一帯の整備計画をとりまとめた上で、更にその後に環境省ができるということがあれば、

そこは調整していきましょうということになっております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

バス広場は広くするわけですよね、２年ぐらいで早ければという感じで壊すわけでしょ

う。休憩所もないということですか、今の話は。だいぶ後になるということですか。

○ 座間味秀勝村長

休憩所については、今、満喫プロジェクトという事業の予算措置の中で動いております。

こちらの全体計画は早急に計画が立って、例えば保安林の解除とかこれが早急にできる見

通しが立てば、また環境省に要請をするということはできます。しかし環境省が建てる建

物については、そこを運営することについては、環境省が職員を派遣するわけではござい

ません。地元での運営となります。そこも含めての検討が必要かと思っておりますので旅

行村と一帯となった管理、運営、このあり方も同時に考えていく必要があると思っており

ます。

○ ４番 宮平鉄哉議員

旅行村を壊した後に村有地保安林とか国有地保安林あるんですが、後々、ちまたの噂で

はオートキャンプ場までの道路も一緒につくるという話も聞いたことあります。そこらへ

ん道路とか、キャンプ場までの、例えばレンタカーでも増えたらオートキャンプ場に繋げ

るという感じな条件なったらいんですけど、なにしろそこらへんは個人有地やら村有地も

あると思いますけど、そういうのも乗り越えて、個人とも相談して、いろんな角度からや

ってほしいと思います。

次に３番目、スクールバスの運行について、10年前からバス組合が渡嘉敷と阿波連を部

落間の足になって村民から200円、一般客から400円の料金を貰って運行しております。夏

場のシーズン観光客も多いので良いのですが、オフシーズンになると観光客も少なくバス

の収入が少なくて経営がかなり厳しいとのことです。そこで教育委員会が行っている児童
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生徒の送迎バスをバス組合に委託することはできないんでしょうか。バス組合からの要望

が上がっていますが、そのことに対しても一言聞いてみたいと思います、村長。

○ 座間味秀勝村長

質問にお答えいたします。今、バス組合からの要望が上がっているというお話でしたが、

現時点において渡嘉敷観光バス合同会社より直接要望を受けている実績はございません。

要望があれば検討したいと考えております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

村長、議員は村民の行政に対して架け橋ですよね、だから今、僕はその村民からそうい

うことを要望されて伝えてくれんかということで来ているから良いように解釈してくださ

いね。来たら聞くとか、聞かないんじゃなくて、そのことを考えてからやってください。

そのバスの職員で年内に住民票を持っている渡嘉敷村民なんですけど、冬は仕事もないの

で本土に行ったり、夏になったらまた運転手が必要なもので内地から来ているって、そう

いう状況だそうです。できるならその内地に行って出稼ぎみたいな感じにするのも一人の

仕事としてできるんですから、教育委員会のスクールバスもバス組合でやるということも

ひとつの案だと思いますけど、どう思いますか、これについて。

○ 座間味秀勝村長

現在スクールバス、送迎バスというお話なんですが、送迎バスを運行している担当おい

ておりますけれども、担当が担っているのは送迎バスだけではございません。給食これの

荷物の受取そして給食の配送、あるいはこれに伴ってまた幼稚園児の送迎があったり、あ

るいはイレギュラーで学校の行事があった時の送迎とか、さまざまなことに対応をしてお

ります。そして教員宿舎の維持管理、これについてもこの担当がしております。今おっし

ゃる話だと冬場の閑散期にという話なんですが、学校は年中通して需要があります。この

仕事については。ですから冬場だけこれを出すということについてはどうかというふうに

思いますので、直接そのバス会社の方からそういうお話があったらそういう話をして折り

合いがつくのであれば、村として経費の節減に繋がるようなことであれば検討できるとい

うふうに考えております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

この一般質問は、バス組合の方が直接来たもんで、できるならばお願いしてみようかな

という感じでやっていますから、またその後は直接このリーダーが来てから村長と話する

ならその答弁をしてスムーズにいくようにしてください。議長、これで一般質問終わりま

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
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私たちも就任して１年になりました。やっと議会の内容も少しわかってきたのかなと思

っているわけなんですが、これからも村民の支持者の言われたことを行政とタイアップし

ながら、更にまた今年も頑張っていきたいと思いますので、そのへんよろしくお願いしま

す。それでは一般質問通告書のとおり一般質問に移らせていただきます。まず最初に１番、

一括交付金についてなんですが、次年度で一括交付金を活用した事業は終了になるとのこ

とですが、一括交付金を利用する事業計画についてお伺いしたいと思うんですが、その前

に一括交付金は実際本当に村長、来年度でもう打ち切りになるんですか。答弁お願いしま

す。

○ 座間味秀勝村長

はい、お答えいたします。沖縄振興特別推進市町村交付金、これを一括交付金というふ

うな言い方をしていますが、これについては令和２年度の終了ではなく沖縄県の基本構想

である21世紀ビジョンに基づき平成24年度から令和３年度までの14年間の事業実施計画と

いうふうになっております。そして本年度の事業については、この計画に基づいて13事業

を実施しているところであり、そのうち10の事業については令和３年度まで継続して実施

する計画となっているところであります。

○ ５番 座間味満議員

令和３年度まであと２年残ってますので、それに関して次年度の計画、村長は先ほど答

弁したとおり、繰越も含めて13の事業計画をしていると、次年度に関しては金額はよろし

いですので、どのような事業を実際にやろうとしているのか、そのへんのところに関して

ご答弁をお願いします。

○ 金城満総務課長

お答えします。令和３年度まで10事業、継続事業で実施する予定としておりますけれど

も、その10事業の内訳といたしまして、渡嘉敷村観光推進事業を令和３年度まで実施いた

します。この中では４つの項目がございまして、渡嘉敷村観光推進総合推進事業それから

渡嘉敷村美化清掃事業、渡嘉敷村観光施設整備事業、それから渡嘉敷村観光振興事業とい

うことで、観光の推進に関する事業を継続するということになっております。

それから渡嘉敷村離島生活コスト低減事業ということで、こちら２つの事業があります。

自動車航送コスト負担軽減事業、それから渡嘉敷村交通コスト負担軽減事業の２つとなっ

ております。それから渡嘉敷村教育振興事業といたしまして、３つの事業がございます。

こちら小学校学習支援配置事業、それから児童生徒派遣支援事業、それから家庭教育支援

事業となっております。継続事業につきましては以上となります。

○ ５番 座間味満議員

ただいま総務課長の方からお答えいただいたんですが、10事業と新年度予定していると

それに関してちょっと今年の初めにお願いした事業があったんですが、美月橋そして嘉手

苅側の避難道路、これをセットにして一括交付金でできないのかということに関してやる
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というような話があったんですが、次年度に関しては計画の予定はないんですか。お答え

お願いします。

○ 座間味秀勝村長

美月橋の避難道路については、一括交付金でやりますというふうなお答えをしているつ

もりではございません。ただ必要ですので、その建設に向けて取り組みをしてまいります

という考えでございます。一括交付金の中でこれができるかということについても、まだ

まだ一括交付金まだあと２年半残っておりますので、そこも含めて今後検討する必要があ

ると考えております。

○ ５番 座間味満議員

これからの検討ということなんですが、実際もう取り組まないと３年というのはあっと

いう間に終わってしまいます令和３年、これから本当に事業計画を立てていかないとちょ

っと難しいんじゃないかと私なりに考えてはいるんですが、そのへんもよく考えてもらっ

て着工できるよう、おそらく一括交付金を利用できなかったら、おそらく美月橋としては

必要な人道橋になりますので自腹になるのか、そのへんまた２級河川ですから、県の管轄

ではあるんですが、県と相談しながら県と村と単独でやるのか、そのへんも含めて、でき

れば令和３年までに交付金を利用できるんでしたら、それでできるように村長ひとつ努力

してもらいたいと思います。

それと比較して、あと２件、渡嘉敷一周マラソンの件、そしてとかしき祭りの件、これ

実際、交付金を利用して、これ観光に携わる事に関してのひとつイベントでもありますよ

ね、それに関して交付金は利用できると思うんですよ、それに対しても検討はされていま

せんか、村長、答弁お願いします。

○ 座間味秀勝村長

継続して、一括交付金が始まる以前から継続しているイベント事業について、一括交付

金を充てるということは基本的にできないこととなっております。というのは一括交付金

は他の補助メニューがない、あるいはこれから21世紀ビジョン沖縄振興計画に則った関連

事業であるということがうたわれておりまして、この継続事業これまでやってきているイ

ベント等に充てることはできないというふうになっております。

○ ５番 座間味満議員

じゃあ村長お伺いします。何で隣村はできているのに何で渡嘉敷はできないんですか。

そのへんご答弁お願いします。

○ 座間味秀勝村長

隣村ということについてのことですが、その内容は把握しておりませんので、この場で

お答えすることはできません。

○ ５番 座間味満議員

この場でお答えはできないということなんですが、もう少し努力して、はっきり言いま
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すと隣村ではいろいろ観光イベントいろいろ渡嘉敷よりもいっぱい行っています。実際聞

いてみると交付金を利用した事業が多いと、もうちょっと村もそのへん勉強しながら検討

していただきたいと思いますので、ひとつよろしくお願いします。

続きまして２番、水事情についてお伺いします。今年ですね、観光客が例年に比べてど

んどん多くなってきている可能性というのは十分にうかがうことはできるわけなんです

が、夏場の断水について村長はこれからどのように解決するのか、村長のご意見をお伺い

したいと思います。

○ 座間味秀勝村長

ご質問にお答えいたします。まず８月４日の断水についてですが、これについては過大

なご迷惑をおかけし大変申し訳なく思っているところでございます。それからそれ以前６

月の浄水施設監視システム障害による断水から継続してコンサルタントと対策を協議し解

決策をみいだしシステム改修費を本補正予算へ計上をしております。一連の断水の原因は

監視システムの基盤障害によるシステムダウンにより上水施設の異常が端末に送信されず

トラブルを認知するのに遅れが生じたということが原因であります。このことから監視シ

ステムの復旧が急務ということでしたが、高額の費用や再発防止対策の検討の時間を要し

ておりました。今後は沖縄本島内のクラウドシステムを活用し、監視システムを構築し、

導入費用の一部をリースとすることで経費を抑制する考えでございます。

○ ５番 座間味満議員

これは先ほど村長がおっしゃったとおり予算化するということで、これはもう今年の補

正でやるわけですか。

○ 座間味秀勝村長

はい、先ほど答弁しましたとおり、今補正予算に計上しております。

○ ５番 座間味満議員

これから冬場オフシーズンに入っていくわけなんですけれど、そういった水事情に関し

ては少しは良くなるのかなとは思ってはいますので、これからのこともあるわけですから

早急に対応してもらいたいと思います。それと夏場に節水にご協力をお願いしますという

ことで、ちょっと一例を挙げますと渡嘉志久ビーチのトイレ、あそこの足を流すシャワー

がありますよ一時的に、あそこでずっと一人でボタンを押してずっと一人はお風呂を入っ

ているというのが現状なんですよ。そのへん水道の蛇口の改善、例えば簡素でいうと下に

桶を置いて、何も書いていませんよ、あそこに。足の部分だけを洗うようにお願いします

と。節水の協力しても観光客は遊びに来ているわけですから、そういう節水に協力する観

光客も中にはいるわけなんですが、ほとんどがそういう考えはないと思いますので、その

へんも含めて、節水のやり方そのへんの工夫、他の施設に関しても少し努力をする必要が

あるんじゃないかと思いますのでこのへんも含めてご検討をお願いします。

続きまして前回一般質問したんですが、インシノモウ計画しております取水タンクの場
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所の計画は変更できないのか、お伺いします。

○ 座間味秀勝村長

これについては、水道の広域化に伴う計画でございまして、そこにインシノモウ、ご指

摘の場所ここに計画している施設は増圧ポンプ場というふうになっております。当初は第

２浄水場や他の建設候補地を模索しておりましたが当該用地に決定をされたという経緯が

ございます。これについてはもう既にボーリング調査と設計といったところまで進んでお

りますので、これを何処か他に今から変更するかというと今変更の考えはございません。

○ ５番 座間味満議員

村長がおっしゃるとおり他に変更するあれはないということで現在、現況的に言えばあ

そこは遊歩道で補助金で遊歩道造っていますよね、補助金で造った場所にまた同じような

金をかけて造るというのはどうかなと、実際、村長の考えとしては変更する予定はないと

いうわけなんですが、これは実際、県に行って相談したのか、それとも独自で判断したの

かそれをお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

当該用地に決定したのは私ではなくて、前村長の頃であります。そのときにもう既にボ

ーリング調査等も行われており決定をされた事項ですので、そこから他に移動しなければ

ならないという重要なそういった要因がなければ、これを変更するということはできない

のかと考えます。

○ ５番 座間味満議員

じゃあもうそういうことは不可能ということですよね、実際この場所の件について確か

にこれは現村長がやったわけではないと思うんですが、前村長がやったことなのか、契約

はやっているのか、その契約に関して何年契約をやっているのか、ずっともう将来的に継

続的にやっているのか、そのへんをお伺いします。

○ 玉城広喜観光産業課長

今の議員のご質問にお答えします。まずはじめに先ほど建設用地が遊歩道ということで

したが、遊歩道とは全く離れた場所が建設用地となっております。村有地となっておりま

して、県の方では住民に対する説明会を10月中旬に行う予定としておりまして、用地の補

償等契約については、まだこれから話を進めていくことになります。

○ ５番 座間味満議員

観光産業課長、玉城課長がおっしゃっているこれから契約に入っていくわけですよね。

何か後が先になっていないですか。契約してからはじめ、前回の答弁では来年からもう着

手予定ですよね、それに関して契約やってから本来ならばボーリング、そして測量も終わ

っていますよね、それに関してもうこれ以上は答弁しませんのでよく考えて行動をしてい

ただきたいと思います。そして将来的にじゃあ着工した後に、また県が管理できないとお

そらく粟国、渡名喜、座間味、海水を淡水化しているからコスト的に値段が高いと水道基
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本料金高いですよね、渡嘉敷は水があるからいいんですが、これが広域化になるとやっぱ

りそういうふうに、広域化になると渡嘉敷も基本的にいえば水道の基本料金を下げるとい

うのが目的で広域化の目的だと思うんですが、それに関して将来的に県がもうできないと、

要するに赤字になっていくと、要するに施設の維持管理、そして光熱があがったから維持

管理できないと言った場合に、村に返された場合には、これわかりませんよ、どうなるか

わかりませんが、もしそうなった場合にどうするのか、そのへん村長ご答弁お願いします。

○ 座間味秀勝村長

将来、赤字になって返されたらどうするかという話ですが、返されたら受けざるを得な

いと思いますが、そうならないように努力をするということで、この広域化ということに

至っておりますので、そこはご理解をいただきたいと思います。

○ ５番 座間味満議員

ただいまの答弁、確かに私もわかりはするんですけど、確かにそのへんをよく調整をし

ながら隣村の村長とも相談しながら、ぜひ安くなるということは村民に対しても十分な利

益になりますので、ひとつこのへん努力をしていただきたいと思いますのでひとつよろし

くお願いします。

続きまして３番、この件に関して炭釜手前の土砂の撤去についてなんですが、前回の一

般質問したんですが、いろいろを調査すると実際崩れているのか、崩れてないのか、その

へんの調査委は終わったんですか。

○ 座間味秀勝村長

ご質問にお答えいたします。現場の調査については現場が急峻で足場が悪いことから８

月22日にドローンによる現況調査を試みましたが、上空から見た範囲では樹木等に遮られ

て、その下の方の崩れている状況ということについては確認ができておりません。現場へ

の立入調査を試みましたが足場が非常に悪く、今にも崩れそうというような状況で危険で

あることから、そのときは断念をしております。今後、再度調査について検討をしていき

たいと思っております。

○ ５番 座間味満議員

一応、行動に出たというのは認めますので、そのへん足場が悪かったということですの

で、またおそらく同じようなことが起こるようなことは十分に考えられるわけですので、

できれば早めに調査を再度お願いしたいと思います。

次の土砂の撤去に関しては、補正予算で82万上がってきているわけなんですが、この撤

去の代金だと私は解釈しているんですが、玉城課長、そのへんご答弁お願いします。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員のご質問にお答えします。補正予算の方は撤去費用として38万円を計上しておりま

す。業者の方から見積を取りまして適正な見積だと認識し、予算計上しております。

○ ５番 座間味満議員
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82万だと思いますけどね、予算書見たら、そのへんはいいですが、議会が終わったから

直ぐ着手するのか、それとも年度末にやるのか、そのへんの答弁、課長よろしくお願いし

ます。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員のご質問にお答えいたします。できれば今月中で撤去運搬を行いたいと思っており

ます。

○ ５番 座間味満議員

ひとつ玉城課長、早めにお願いします。

最後の質問に移らせていただきます。フェリーとかしきのバリアフリーというんですか、

身体障害者とか小さい子連れスペースがあるんですが、そこに夏場になると目的外で使用

されていることが非常に多いと、例えば修学旅行生がここに座って引率の先生も座ってい

ると、そこに足の不自由な人たちがいたら座る場がないということが現実かどうか、この

へん船舶課長、よろしくお願いします。

○ 我喜屋元作船舶課長

ただいまの座間味議員の質問にお答えいたします。フェリーのバリアフリースペースに

つきましては、お年寄りや体の不自由な方を優先して使っておりますけれども、そこの場

所にも優先席の表示をして、対象者以外の方が立ち入らないように、入口にチェーンをし

ております。出港前には船員が見回りをして対象者以外の方が利用している場合であれば

注意をしておりますけれども、また出港直前に船員の方がバリアフリースペースの空き状

況を確認して、空きがあれば一般の方も利用させているという状況であります。ただいま

の議員の質問の内容ですと修学旅行の場合に、先に使っていたということがもしあるよう

であれば、そこはこれから乗務員にちゃんとそこを空けるようにということで指導をして

いきたいと考えております。

○ ５番 座間味満議員

出航前に船員も非常に忙しいと思うんですよ、定期的にやっているということは非常に

素晴らしいことなんですが、特に一般席満席の場合船員も忙しいわけですよ、それを出た

後でもいいですから、そのスペースの確認を、特にいっぱいする場合には再度確認をこち

らの方からもお願いしたいと思いますので、船舶課長、そのへん指導の方をよろしくお願

いしたいと思います。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。

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

おはようございます。それでは通告書に従いまして一般質問を行います。まず小規模企

業振興基本条例（案）について、こちらは３月の定例会でお伺いをしました。この件に関
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して、先月、商工会にも確認しましたら観光産業課からヒアリングがありましたというこ

とでお話を伺っております。また３月の答弁では、村長９月を目処にということをお話を

伺っておりましたので、進捗状況をお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

９月目処ということで取り組んではいたんですが、商工会側との調整に時間を要してお

りまして、12月、もしくは年度内までずれ込むかなというような状況でございますが、今

現にお話がありましたが、条例制定に向けて商工会との調整は着実に実施をしているとい

う予定でございます。

○ ６番 當山清彦議員

３月からこれまで６カ月あったわけで、商工会に伺っても先月ぎりぎりですよ、月末ぐ

らいにヒアリングがあったということでございます。また全国的に見ても大変遅い状況で

す。こちら小規模企業振興基本法が、26年の６月に制定されてから全国各地で各自治体で

施行されておりますので、早急な条例制定に向けて、しっかりと働きかけて条例制定に向

けた動きを加速化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、村営住宅についてお伺いたします。４番まで通告をしております。まず住宅の修繕

と現状回復についてですが、現状と課題、こちらは１、２、３と関連しておりますので一

括してお伺いしたいと思います。２番、入居退去時の立会について現状と課題について、

３、新たに入居した時点で設備に不具合があり住民が修繕した設備が本来当局が負担する

べき区分があった場合の負担について、１から３番まで一括してお伺いいたします。

○ 座間味秀勝村長

それでは質問にお答えいたします。まず住宅の修繕原状回復について現状と課題につい

てでございます。村営住宅については老朽化による経年劣化が進行する中で修繕箇所が年

々増えております。現状回復についても、明らかに入居者の責に帰すべき事由による修繕

箇所については入居者の負担となっております。また老朽化に伴う経年劣化による修繕に

ついては、予算の範囲内で村が行っております。課題としては、長寿命化計画に沿った住

宅の建て替えを行うまでに多額の修繕費を要することは、改めて退去時に村と入居者との

費用負担を明確にする必要がありますので、今般新たに作成した渡嘉敷村営住宅のしおり、

これを配布をして理解を求めてまいりたいと考えております。

次に、入居退去時の立会について、現状と課題ということでございます。入居時と退去

時は村の担当者が立ち会って、入居にあたっての部屋等の状況確認や退去に当たっての修

繕箇所等の確認をしております。課題としては入居時に入居者立会の元で部屋の確認をす

る中で確認したものの記録簿や写真を撮って残すことなどが不十分であり、入居者の判断

において修繕を行っている状況があるということです。

退去時においても、部屋の確認の際に入居者から入居した時点で、この状態でしたとい

うふうに言われ、確認のすべがなく、村側の負担で修繕を行う場合と、生活する上で支障
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がない部分については、その入居者を受け入れることもありますということです。

今後このような状況を改善するには、入居の際に入居者と確認したことを示す記録簿や

写真、これを必ず残すことが必要であると考えております。

３つ目に新たに入居した時点で設備に不具合があり、住民が修繕した設備が本来、当局

が負担するべき区分であった場合の費用について、これについては新たに入居した時点で

の設備の不具合については、村の担当者に連絡相談をしていただき必要に応じて修繕を行

っております。村負担の修繕を許可なく入居者の判断により、修繕を行った後で、村に費

用を請求されるということについては、これは対応ができないということとなっておりま

す。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。今、村長がおっしゃったとおり、現状、担当者と入居者との入

居退去時のやり取りというのが、しっかりできていないというのを先日ヒアリングでお伺

いしました。また入居されている方々から、やはりいろいろ言われるんですね、設備の不

具合それをどうやったら直してくれるんだということで、１件伺いたいのが村営住宅のし

おりというのは、いつ作られて、いつ配布されたのか伺います。

○ 金城満総務課長

お答えいたします。今年度の７月に作成して７月の間で全ての戸数に配布をしておりま

す。

○ ６番 當山清彦議員

配布をしてから、入居者の皆さまに、そういったヒアリング等不具合はないですかとか

そういったことは確認されていますか。

○ 金城満総務課長

入居者の方々にヒアリング等はしていないんですが、何かそういう入居時に修繕してい

ただきたいという旨のものがあれば、その都度、相談を受けて、村の方に連絡するように

は話の中ではお伝えしているところでございます。

○ ６番 當山清彦議員

この件に関して住民側の意見とすれば、住宅不足の中で選んでいただいてやっと入居が

できたと、それで修繕まではなかなかお願いできないと、やっていただけるだけでありが

たいというようなお話を何件も伺っております。また今回このようにきれいに整備をして

いただいております。その中で村の入居者の区分というのをしっかりわけでいただいてお

ります。今回この質問あげるにあたりまして、何件か住民の皆さんにヒアリングをしまし

た。７月に配布をされたということで、もう無くされている方もいらっしゃいました。見

つけたという方もいらっしゃいましたけれども、これをしっかりこういう紙じゃなくて、

ちゃんとした冊子にしてちゃんとわかりやすいようなかたちで、無くさないようなかたち

での配布が一番いいのかなとも思っております。もしくはホームページ上でしっかりと公
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開して、何かあったらそこからダウンロードできるようなかたちですとか、そういったも

のも必要だと思っております。

先ほど村長から答弁をいただきましたが、長年住まわれている方もいらっしゃると思う

んですね、その中で明らかに入居時無かった、入居時に不具合があった設備等もあると思

っております。こちらをしっかりと調査が必要だと思っておりますが、この件に関してど

のような見解を持っているか伺います。

○ 座間味秀勝村長

私も平成８年から４年間、税制係をしておりました時の住宅の管理について担当をして

おりました。そのときに各世帯にアンケート表、調査票を配って不具合がないかどうか調

査をして、やるんであれば一斉にやった方が経費も節減できるという観点から、そういう

取り組みをしたことがありました。

今後についてなんですが、これが先ほど答弁しましたとおり、老朽化が進んでおります。

住んで20年、30年、もう40年なる建物もあります。当然住んでいて古くなっているとはい

え経年劣化と認められるものについては、村が修繕をすべきであろうと考えられるところ

もございます。ですから次年度から今（案）として考えておりますのは、頂いている家賃

の一部を修繕基金として積み立てて定期的に修繕を行えるような体制を取っていきたいと

いうふうに考えております。

○ ６番 當山清彦議員

今、村長がおっしゃられた入居者の家賃から基金に積み立てるということでしたが、私

としては、この説明しおりを見た中で共益費というものが、その中にあたるのかなと思っ

ていました。その基金を積み立てていくにあたり、入居者の家賃等の増減があるのかどう

か伺います。

○ 座間味秀勝村長

これはいただいた家賃の中から積み立てるということで、新たに負担をお願いするとい

うことではございません。そこに今、共益費の話がございましたが、共益費というのは村

が徴収しているものではなく、各団地の中で共益部分の水道だったり、電気料、外灯です

ね、そういったものに充てるということになっていると思います。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。

４番に移ります。収入超過者、高額所得者の家賃についての現状と課題についてお伺い

したいと思いますが、こちらは議長が長年、高額所得者向けに村営住宅を造ったらどうか

という提案を長年されてきたと思っております。またそれも私の目には前には進んでいな

いのかなと思っております。また、10万円以上払っている方もいらっしゃるわけで、こち

らの方も救済という部分をしっかりとやっていかなければならないと思っております。ま

ず、現状と課題についてお伺いいたします。
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○ 座間味秀勝村長

ご質問にお答えいたします。まず、家賃については、公営住宅法に基づく家賃算定表で

定められており、平成31年４月１日現在における高額所得者の対象はいませんが、収入超

過者は14件、14世帯となっております。収入超過者には収入認定通知書により明け渡しの

努力義務があることや、高額所得者には明け渡し請求を行ってきております。しかし、本

村には民間の賃貸住宅が少なく、村から物件等の斡旋ができない状況であることや、入居

者側の通学や通勤等の事情を勘案し、強制的な退去はできない状況となっております。

○ ６番 當山清彦議員

明け渡し努力義務という部分に当たると思っておりますが、この中で収入超過者、そし

て高額所得者の区分というものを教えていただけたらと思います。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満総務課長

収入超過者と高額所得者の区分につきまして、今資料の持ち合わせがございませんので、

後でお調べして議員に回答したいと思います。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

この中で14件ですか、収入超過者がいるという中で、村営住宅に関するもので問題とい

うのはやはり住宅の不足の部分、あとは家賃の格差、あとは設備関係が主だと思うんです。

ここをしっかりと定められているのかということと、その収入超過者に対して、条例の中

では住宅を斡旋したり、土地を斡旋したりするという部分も盛り込まれていたと思います

が、その働きかけというものはしているのかどうか、お伺いします。

○ 座間味秀勝村長

以前から住宅問題ということについては、非常に大きな課題とされているところですが、

私の考えとしては、今年度４世帯公営住宅を建設する予定もございますが、公営住宅につ

いては低所得者向けという前提がございます。議員ご指摘のように収入超過者、現在はお

りませんが高額所得者といった方々には、そこから出ていただけるような、移っていただ

けるような場所、これがあればそこに行っていただくということなんですが、それは現状

ありません。無いことについて村として、私として今取り組んでいることは、空き地がた

くさんございます。集落の中にですね。そこを借り受ける、もしくは買い取るなどをして、

そこを例えば本人がそこを買い取って、そこに家を建てられるというのであれば、そうし

ていただく。でなければ村がつくって、そこを村営のアパートというかたちの賃貸をする

ということもできるかと思っておりますので、今その用地の確保について交渉を進めてい

るというところでございます。



- 21 -

○ ６番 當山清彦議員

村営住宅に関する問題も長期にわたると思っております。村長の今伺った案件も以前か

ら伺っておりますし、しっかりとその件に関して話を進めていっていただくと同時に、議

長が長年進めていた高額所得者向けの住宅、家賃を高く取ればいいわけですから、もちろ

ん根底には低所得者向けというのが公営住宅の中であると思いますが、結局は住居不足が

長年の問題になっているわけでございます。また、今議長が質問に立てる立場にありませ

んので、この件に関しても再度強く強くお願い申し上げて次の質問に移ります。

次に、職員住宅についてお伺いしますが、現在、住宅が不足している中、６戸中３戸が

空室の状況であると思います。今後の入居予定者と、まず全職員に対して住居の現状です

ね、様々なかたちで村内で住まわれていると思っております。本当に必要な方がいるかど

うかの調査も必要だと思っておりますので、この質問を挙げております。今後の当局の見

解をお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

ご質問にお答えいたします。議員ご指摘のとおり、職員住宅４号棟については現在６戸

中３戸が空き室となっております。村の職員住宅入居に関するアンケート調査、これを職

員に対して行っておりますので、入居希望者の職員については早急にヒヤリングを行い、

ヒヤリング及び審査を行い、入居者を決定し空き室解消に向けて取り組んで行きたいと考

えております。

○ ６番 當山清彦議員

その調査はいつ実施をして、結果といいますか取りまとめというものは、いつ頃予定し

ているのかお伺いいたします。

○ 金城満総務課長

お答えします。アンケート調査の実施日は６月26日にアンケート調査発出して職員に対

して行っております。この調査結果に基づいて、少し調査取りまとめが遅れておりますけ

れども、９月中に入居希望者、アンケートで希望者がいらっしゃいますので、その方が職

員にヒヤリングを行いまして、その中から入居者を決定してまいりたいと考えております。

○ ６番 當山清彦議員

今の答弁ですと取りまとめが遅れているということですが、いつまでにやるのかという

ことをおっしゃっていただけたらと思います。

○ 金城満総務課長

職員、数でいいますと40名にアンケート調査を出したところ、回答をいただいている方

が31名しかおりませんでしたので、残り９名回答いただいておりません。その中で９名の

方にも早急に回答していただいた中から、そこで入居希望者を希望する方を取りまとめて、

９月中にはヒヤリングをして決定をしたいというふうに考えております。

○ ６番 當山清彦議員
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今回大まかなかたちで伺っております。細かくは通告しておりませんので、答えられな

かったら答えれないで構わないんですが、この職員住宅というのは当初有資格者向けの住

宅であったと私は思っております。その上で、現在は二組の保育士、お一人が一般の職員

だと思っております。先日まで副村長が住宅が難しいということで入っておられたと思っ

ております。ここで１件伺いたいのが、この職員というものは、どこまでが職員なのか。

賃金職員も入るのか、臨任職員も入るのか、答えられるのであれば答弁お願いします。

○ 座間味秀勝村長

条例上、管理規定上は、職員となっておりますので、職員というのは誰をもって職員と

いっているかと。賃金職員、臨時職員、臨任職員、あるいは本務の職員とありますが、こ

れについては明確な定めはないんですが、今のところの取り扱いとしては、本務の職員を

対象に調査をかけているということでございます。

○ ６番 當山清彦議員

この中で村長が認めるものというものがあると思います。であれば結局誰でもいいのか

なという捉え方です。であれば、調査というのが臨時職員、賃金職員にもなされているの

かどうか。先ほど６月アンケート調査をされているということでしたので、その件に関し

てお伺いします。

○ 金城満総務課長

お答えします。調査は本務の職員に対して行っております。

○ ６番 當山清彦議員

この辺りでやはり矛盾が生じてくると思っておりますので、しっかりと、これは規定で

すか、条例でしたっけ、管理規定ですか。管理規定で定められているということで、ここ

もしっかり整備をする必要があるのかなと思っております。

もう１件伺いたいのが家賃についてです。現在3万8千円、これが建築費とかいろんな算

定があったと思っておりますが、大元が有資格者向けだったと思っております。根底には

保育士、保健師等、結局村外に流出しないようにというものが根底にあると思っておりま

す。その中で3万8千円という家賃がどれだけ大きいかという部分なんですね。今、３戸入

られている中でお一方は長年勤められている方、収入もある程度ある。二人に関してはま

だ採用されて間もないと思っております。収入もどう考えても手取りで十数万しかないの

かなというふうに私は考えておりますが、そのへんの格差というものが出てくると思って

いるんです。村営住宅に関してもそうなんですが、渡嘉敷の農地付きの住宅、あっちは確

か５万円だったと思っております。そんな中で10万円を超える村営住宅の家賃を払われて

いる方々もいらっしゃるわけで、その中でのやはり格差というものが生まれてくると思っ

ております。ここをしっかりと解決していかなければならないのかなと私は考えておりま

す。当局の見解を伺います。

○ 座間味秀勝村長
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先程来の答弁の流れになるんですが、空き地等を利用して、そこに住宅を建てて、例え

ば単身であったり家族持ちであったりということについても、例えば部屋の広さ、必要と

する部屋の広さ等がそういったものが違ってくると思います。ですから今私の中で案とし

て考えているのは、例えば単身用のアパート、賃貸住宅、あとは世帯用といいましょうか

ね、賃貸住宅、こういったものを村が整備していくということも考える必要があろうかな

というふうに考えております。その中で、所得に応じた、収入に応じた選択ができるよう

なかたちがあればいいのかなと思っております。

○ ６番 當山清彦議員

もちろん必要だと思っておりますが、私としては全て統一した方がいいのかなと、収入

に応じて。現在、単身者向けの住宅にも、正式名称はちょっと忘れましたけれども、そち

らも結局は前年度の収入に合わせってということだと思っております。こちらを職員住宅、

そして渡嘉志久の農地付きの住宅、全て前年度の収入に合わせたかたちをとるのがいいの

かなと。そこである程度の格差はなくなるものかと思っておりますが、村長の見解を伺い

ます。

○ 座間味秀勝村長

公営住宅については、法令で定めがありまして、家賃の算定方法、基準についても法令

の定めに則ってやっております。職員住宅について、新築した職員住宅については、その

建設費等を勘案した算定となっておりますので、収入に応じた算定をするという前提とは

なっておりません。これを公営住宅と同じような、例えば算定基準を用いたらどうかとい

うことについては、いろいろ議論があるところかと思いますので即答はできない状況とご

理解いただきたいと思います。

○ ６番 當山清彦議員

即答はできないと思いますが、現状で言えば、月の収入が十数万円の中で3万8千円の家

賃というのはどう考えても高いんです。これで生活が厳しいと、本島に出られると。また

保育士不足も考えられるわけで、そこをしっかりと考えていただいて、それも含めてなん

ですが、条例改正というものが必要なのかなと思っております。村営住宅に関しても、ま

た担当者に伺いましたら、それに向けて動いてはいるということでしたが、村営住宅に関

する条例が、今後どのような期間で改正していくのか、決まっている範囲で分かるのであ

れば答弁お願いします。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ６番 當山清彦議員

ちょっと戻ってしまったので答弁は結構です。しっかりと現状調査の上、管理規定なり

条例なりを改正していくものが必要だと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
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次の質問に移ります。教育施設整備についてお伺いします。こちらは継続しての質問に

なっております。熱中症対策として屋内運動場のエアコンの整備、屋外運動場へのミスト

シャワー整備について、進捗状況を伺うということで通告しておりますが、以前の村長の

答弁では、学校側が必要を感じていないというような内容の答弁だったと思っております。

先日行われましたＰＴＡ主催の童話お話大会で保護者、また教員からもあった話ですが、

やはり暑すぎると体育館の中が。今全国的に熱中症が大きな問題となっております。熱中

症対策は急務だと思っています。その中で学校にヒヤリングをしましたら、そのようなヒ

ヤリングはなかったと、この１年半の間はなかったと伺っております。また文書にしても

なかったと伺っております。ですので、その３月の答弁は何を基にして答弁されたのかま

ず伺います。

○ 知念優教育長

ただいまの質問にお答えさせていただきます。本案件に限定してのヒヤリングは実施し

ておりません。毎月、校長、教頭、教務主任を交えた校務研究会というものを実施してお

りますが、この会でも特に設備の導入についての要望はないと認識しております。

平成31年３月議会でも答弁いたしましたが、学校へは各教室への空調機器の設備、冷水

機、それから製氷機等の暑さ対策機器の導入を行っているため、ミストシャワー、屋内運

動場へのエアコン整備については考えておりません。

○ ６番 當山清彦議員

今のはちょっと答弁になっていないですね。３月で学校側から必要性を感じないという

答弁があったんですよ。それに対してヒヤリングは僕はなかったと聞いているんです。学

校側から要請がなかったじゃなくて、僕これ３回目なんですよ、やるの。熱中症に対して

いろんな問題定義をしたと思っております。３月の答弁で、学校側が必要ないという答弁

をされているんです、当局が。学校側は１年半そんなことはなかったと。当局からそうい

うヒヤリングはなかったと伺っております。答弁に矛盾があります。その件に関して答弁

お願いします。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 知念優教育長

お答えします。先ほどの質問なんですが、その半年余りの間のこの案件についての個別

のヒヤリング等は行っておりません。ただし、毎月、学校長、教頭、それから教務主任等

を交えての会議が毎月行われているわけですが、その行われている会議の中でのそういっ

たふうに学校側からの要請というものは受けていないというふうな状況です。

○ ６番 當山清彦議員

今委員会が、教育長も就かれたばかり、課長も就かれたばかり、今回本当に委員会の中
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では難しい話をいっぱいしてきましたけれども、３月の時点で僕が一般質問で挙げており

ます。その後にもしっかりとしたヒヤリングは僕は必要だったんじゃないのかなと思って

おります。校長先生に伺いましたら、そういった話があったことも知らないというふうに

聞いておりますが、校長先生が就任されてから、今、教育長が答弁された内容では、毎月

こういった協議が行われていると伺っておりますが、平成30年の６月ですか、７月に、そ

の話をされたということで、それ以降は一切話はしていないということでよろしいですか。

○ 知念優教育長

毎月行われている会議の中で、個別にそのヒヤリング等については実施されていないと

いうのが現状でございます。

○ ６番 當山清彦議員

子ども達の命に関わる問題なので僕は何回も挙げているつもりなんですね。それで３月

から６月まで一切動きがなかったということに、たいへん残念に思っております。また、

この件に関して文科省が平成10年度から３年に１度の調査をしていると。なので今年が最

後の年に当たるわけです。来年また文科省が取りまとめて発表があると思いますが、この

３年の中で調べてみましたら、多くの学校で、多くの公立小学校、中学校、幼稚園で屋内

運動場へのエアコン整備というものは進んできております。それを踏まえて再度、教育長

でも村長でも構いませんが、今後のこの件に関して、どのように取り組んでいくのかお伺

いします。

○ 知念優教育長

議員のおっしゃるとおりたいへん重要な問題かと思いますが、この件に関しましては前

向きに進めていきたいというふうな考えはございますけれども、なにせ設置してからの維

持費、それからメンテナンス等々、そういったものを考えますと多額の費用がそこには発

生するというふうに考えております。従って、そういった諸々のことも含めながらこれか

ら検討はしていきたいと思いますが、確実にそれを実施するというお約束はできないとい

うふうに思います。

○ ６番 當山清彦議員

なので予算的な部分も交付金もありますよということを以前にも申し上げております。

もう一度言います。子ども達の命に関わる問題です。熱中症が出てから対策をとるのか、

死亡者が出てから対策をとるのか、当局の姿勢が今問われていると思っておりますので、

しっかりとした取り組みを行っていただきたいと思っておりますので、今一度教育長から

厳しいという答弁は一度いただきましたので、どのようなかたちで、出来れば次年度の予

算案にでも上げ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。

○ 知念優教育長

たいへん厳しいところを突かれているわけですけれども、どうしてもこの予算上、前向

きに検討するというふうなお返事はしても、実施できるというふうなお約束はできないと
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いうのが私どもの見解でございます。

○ ６番 當山清彦議員

頑張って下さい。よろしくお願いします。

次の質問に移ります。２番、小中学校、幼稚園、阿波連小学校の防犯カメラの整備につ

いてお伺いしますが、一学期中に不審者が出たということで保護者が登下校送迎をすると

いうことが長期間続いたわけですが、また６月に防犯カメラについて沖縄振興予算の中で

の事業を私は提案したと思っておりますが、こちらはもう終了しておりました。なので、

今現在、私ども自民党沖縄県連青年局の中で現在要望をしております。明日、沖縄担当大

臣への要望が伝わるはずでしたが、今現在、組閣中ということで、本日臨時閣議が行われ

ている中でちょっと遅れるのかなと思っておりますが、これをまた次期沖縄振興予算で取

れるのであればそれを活用する方が一番いいと思っておりますが、先ほどもお話したとお

り子ども達の命に関わる問題だと思っております。なので委員会側は保護者に対して送迎

を徹底したと思っております。こちらも一度予算に上げて、補正で落とすのもいいのかな

と思って、次年度新に沖縄振興予算で事業がまた実施されるのであれば、そういった方法

もあると思っておりますので、この件に関して当局の見解を伺います。

○ 知念優教育長

質問にお答えさせていただきます。防犯カメラの件なんですが、現在本村には平成29年

度に実施された沖縄安全対策事業により５カ所に防犯カメラが設置されております。現時

点でその追加の設置については考えておりません。

○ ６番 當山清彦議員

考えていないということで、では今後どのように考えていくのか伺います。通告してあ

るので、考えていないという答弁は止めていただけないでしょうか。何か取り組みがある

というのであれば僕たち議員みんな一緒だと思います、理解はするんですよね。考えてお

りませんで終わったら前に進みませんのでお願いします。

○ 知念優教育長

確かに議員のおっしゃるとおりでございます。前向きに予算等々も考えながら検討はし

ていきたいというふうに考えます。

○ ６番 當山清彦議員

先ほど教育長がおっしゃられたのは沖縄振興予算での防犯灯の整備だったと思っていま

す。こちらが10分の10の事業でしたので持ち出しゼロでした。これがまた再度活用できる

のであればそれが一番いいと思っておりますが、先ほども申し上げたとおり子ども達の命

に関わる問題ですので、しっかりと進めていただけたらと思いますが、また、もし前回と

同じような不審者が村内にいるという不確かな情報で長期間長引くということがあるとや

はり苦情というものがくるんですね、保護者の中から。今回、この件に関して伺いたいん

ですが、どういった情報でこのような措置をとられたのか、それだけ答弁いただけたら終
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わります。

○ 知念優教育長

お答えします。不審者情報なんですけれども、私たちの委員会の方に連絡がある前には

既に父兄同士の中で、そういった情報というのが出回っていて、その後に委員会の方に上

地巡査の方から一報が入ったというのが現状でございまして、だからそれが確かなものな

のか、不確かなものなのかは、正確にはこちらの方では掴んでおりません。実際には上地

巡査がこちらの方に来て説明したのは、それらしき人がいるよという情報はいただきまし

た。

○ ６番 當山清彦議員

こちらもしっかりと事実関係を確認していただけたらと思います。私が伺った話では、

犯罪歴のある方が渡嘉敷から携帯電話が発信されたというのを、僕も確かな情報じゃない

ので分からないですね、聞いたんですね。それがあったので厳戒態勢というか、そういう

態勢をとったというふうに伺っておりますので、またこのようなことがないとは限りませ

んので、こちらも一回調査していただいて、今後どういう取り組みを行うのか検討してい

ただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。社会教育団体への補助金の減額についてお伺いいたします。社会

教育団体への財政支援補助金が減額するとの通知が各団体へ通知されておりますので、補

助金減額の経緯についてお伺いします。

○ 知念優教育長

お答えいたします。平成30年４月19日付け教育長告示１号により、渡嘉敷村社会教育団

体等補助金交付要綱が制定されており、要綱第４条において、村長は補助金の交付を受け

た団体より提出された事業実績報告書の審査を行い、交付額を確定し団体に通知しなけれ

ばならないとあり、要綱第５条により、村長は前条に補助金額の確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなけれ

ばならないと規定されております。平成30年度におきまして各団体より提出された資料を

精査したところ、今回減額または不交付とされている団体につきましては繰越金の計上が

あり、教育課といたしましては補助金交付を行っているが、繰り越しがあることは好まし

くないため返還を命ずるべきと判断しましたが、各団体の決算が既に終了していたため、

今年度において減額、または不交付とすることで対応しております。

○ ６番 當山清彦議員

そちらを決められたということですが、この時に各団体の会計担当なり代表者なりにヒ

ヤリングを行ったのかどうかお伺いします。

○ 知念優教育長

担当課としては、資料の提出は求めておりましたが、個別のヒヤリングは実施しており

ません。
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○ ６番 當山清彦議員

総括して最後にお伺いしたいと思いますが、まず３番、各団体から私も議選監査員です

が、監査員の方へ苦情がきております。一昨年に実施した各団体への監査が今回の補助金

減額について関連があるのかどうか。そして我々、監査が指摘した内容をしっかりと社会

教育団体の皆さんに公表されたのかどうか、お伺いいたします。

○ 知念優教育長

平成29年度に実施された監査の指摘により、渡嘉敷村社会教育団体等補助金交付要綱が

制定されており、この要綱の規定に沿って今回の減となっております。また、制定されて

いる要綱については、平成30年６月11日付けで各補助団体へ通知しております。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ６番 當山清彦議員

こちらの我々の監査というのは、元々補助金の交付要綱がなかったということで監査を

実施しました。その上で各団体に帳簿の付け方なり、証憑の取り方なり、そういったもの

を注意しました。そして補助金の活用方法について、補助金をどういうものにつかったら

駄目だよというものもしっかりと指摘をして、今に至っているわけですが、その中でやは

り活用していく上で繰越金があったからという、それだけで補助金をカットするというの

はいかがなものかなと思っております。私はしっかりとしたヒヤリングの上で補助金の交

付の決定というものが必要なのかなと思っておりますが、教育長の見解を伺います。

○ 知念優教育長

確かにそのとおりだと思っております。今後各団体へのヒヤリング等を実施して、それ

でまた更に精査していきたいなというふうな考えをもっております。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。

４番を伺いますが、今回減額されていないということですが、今年度カットなり交付し

ないということを決定されたと思いますが、出来ればすぐにでもヒヤリングをしていただ

いて、改めて交付をするという措置をとっていただきたいと思っております。こちらにつ

いて教育長の見解を伺います。

○ 知念優教育長

それにつきましては、新たにおっしゃるとおりヒヤリングを行い、それから精査してい

きたいというふうに考えております。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

続いても教育関係ですけれども、島体験留学についてお伺いしたいと思います。島体験
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留学について実施委員会について再三伺ってまいりました。第三者を含めた調査検討が必

要だと提言してまいりました。また９月に公募が始まるわけですよね。その中で里親の募

集であったり、留学生の今後の計画、そしてこれまでの実績をどのように踏まえて次年度

の計画に生かしているのかどうか伺います。

○ 知念優教育長

お答えいたします。次年度の向けての計画としましては、10月中に里親及び留学生の募

集を行う予定です。人員、規模については現状と同じ３名を予定しております。過去の実

績につきましては、平成23年度、里親１名、留学生６名、あと年度内に１名減。平成29年

度、里親２名、留学生８名。それから平成30年度、里親３名、留学生８名、年度内１名減。

令和元年度、里親１名、留学生３名、年度内１名減となっております。

○ ６番 當山清彦議員

この中で子ども達も里親も減ってきております。そちらをなぜ減ったのかということは

話し合われていますか。里親についてもですけれど、子ども達も減ってきているわけで、

それを踏まえて次年度どうやって生かして募集していくのかだと思うんですね。そちらの

方は検討されているのかどうかお伺いします。

○ 知念優教育長

質問にお答えいたしますが、今現状は確かに減っている状態でございますけれども、こ

れについて更にあと１年、令和３年まで残っているわけですが、それについては今回の10

月の里親募集に何名の応募者が出るのかもまだ検討はされておりませんが、特に里親の募

集について、こちらの方からやらないかというふうな声かけは予定しておりません。

○ ６番 當山清彦議員

そもそもが今の中学生のどこかの学年の複式を確か解消するためというふうに伺ってお

ります。そして僕も事業自体はすごいいいことだと思うんです。子ども達も増えてきます

し。その中で僕が再三指摘してきたのは、実施委員会の中に、里親がいることはおかしい

んじゃないかということなんです。この事業の主体は村ですよね。村が実施委員会をしっ

かりと開いて、ある程度のことを決めて、栄養管理も含め、居住関係も含め、ある程度の

格差もなくしていかないと、最低限のことを決めていかないといけない問題だと思ってい

るんですね。これまで減ってきている中で、次の課題もないまま、ただ募集するのかとい

うことを伺っているんです。現状維持ではなく、何を課題としてあって、何を次に生かす

のかというのを伺いたいと思います。

○ 知念優教育長

確かに議員のおっしゃるとおりで、その実施をしていく段階では、生活環境だったり、

それからあと食事関係だったり、そういった諸々の精査が必要になるかというふうに思っ

ております。里親の募集等々に関しましても、その里親が本当にその居住環境、それから

あと食事関係等、それに村が補助するに値するかどうかというふうなものについては、今
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後里親の募集によっては、それらも含めて検討していきたいというふうに思っております。

○ ６番 當山清彦議員

それは募集する前にやらないといけないことだと僕は思っているんです。僕は何度も質

問しているんですよ。保護者からも苦情がきている、里親からも苦情がきている、留学生

からも苦情がきている、教員からも苦情がきている。この中でこの事業を実施してていい

のかということなんです。僕何度も聞いていることです。もちろん新任の二人なのでどう

答弁していいか分からないと思いますけれども、どうしても継続の問題ですから、何を問

題として捉えていくのかだと思うんです。今後じゃあ村は継続実施をひたすら続けていく

という考えでいいんですか。今、現状維持というお話でしたけど。

○ 知念優教育長

お答えします。今後この事業を実施していくかどうかも含めて検討していきたいという

ふうに考えます。

○ ６番 當山清彦議員

最後に１件だけ伺いますが、この実施委員会から里親は外していただきたい。実施委員

会の中にいるのは私はおかしいと再三申し上げてきたつもりです。そのことについて教育

長の見解を伺います。

○ 知念優教育長

お答えいたします。実施委員会の中に里親がいないと、その里親の状況というものが見

えてないというふうなことで、おそらくその実施委員会の中には里親が入っているかと思

いますが、もし議員がそんなふうにおっしゃるのであれば、今後検討はしていきたいとい

うふうに考えます。

○ ６番 當山清彦議員

第三者がいないとやっぱり言いたいことは言えないと思っております。里親がいる中で、

あんた達の住環境こうでしょう、これは絶対言えないものだと私は思っております。この

実施委員会以外でまた組織つくってもいいじゃないですか。実施委員会はそれ向けに子ど

も達のことを考えるために話し合ったらいいですよ。ただ、この事業を実施するにあたっ

ての何かしらの委員会というものは必要だと思います。先ほど申し上げた居住環境、栄養

管理関係、それをしっかりと話し合わなければならないと思っています。

１件伺いますが、何かあったとき、何かの事件があったとき、責任取るのは村なのか、

里親なのか伺います。

○ 知念優教育長

何かの事件があったときというふうな内容によっても、若干、また違ってくるのかと思

いますが、ただ、教育委員会が逃げることはできないということは確かだというふうに認

識しております。

○ ６番 當山清彦議員
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募集してくる方々は、村が実施しているものだと思っています。村が責任を取るものだ

と絶対に思っております。こちらも含めてしっかりとした調査研究、また、次年度も含め

て、今後の検討課題が多すぎると思っております。しっかりと今後の運営について、また

進展がありましたら事務局を通してで構いませんので、お知らせいただけたらと思ってお

ります。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。

休憩します。

再開します。

本日の日程に議案第33号を追加をいたします。

ご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。

次に１番與那嶺雅晴議員の発言を許します。與那嶺議員。

○ １番 與那嶺雅晴議員

午前中でしたら３分で終わらそうかなと思っていたのですが、午後一番となりましたの

で通告書に基づいて３点ほど一般質問していきたいと思います。よろしくお願いします。

まず船舶運営についてでございます。これは以前にもこういった質問等があったと認識し

ています。なぜ再度こういった質問をしたかといいますと、いつもお盆の時期になると島

の郷友会の方々から、なぜ島は予約した時点で前売券が買えないかということをよく聞か

れます。これに関しては村民もほとんどの方が理解していないのが一般的かなというふう

な解釈で、今回はそれをしっかり議会だよりに載せて、村民にも幅広く周知したいという

のも目的のひとつであります。たぶんこの問題に関しては、私の記憶ですけど、以前の村

長の公約にもあったと思うんですよね。にもかかわらず４年間それができずに、今もこの

予約の後に前売券が買えないと、よく郷友会の方から話を聞くと予約するために電話して

も取らないと、めんどくさいからもうそのまま事務所行って予約して、そのまま券を買お

うとするけど、それができないということで、非常に今の時代、そういうことないんじゃ

ないのというふうによく言われています。１カ月前ぐらいですかね、フェリーが15分ぐら

い遅れて来た理由も、切符販売のために遅れたという情報を聞いていますので、隣村あた

りはそういうのがなくて、前売券も買えるというんですけど、うちの島だけは今まで買え

なかったということは、今からも買えないような雰囲気になっていますけど、これは解決

の糸口というのはないですかね。

○ 座間味秀勝村長

與那嶺議員のご質問の中に隣村は前売り券は買えるという今お話がありますけれども、

昨日も確認しておりますが、予約は受け付けているが切符の販売はしていないということ
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でございます。切符の販売をしようとすると、事前に販売をした場合、当日例えば本人が

来れなかったり何かの都合で、例えば高速船が欠航して、フェリーに変えるとか、非常に

煩雑な手続を要します。そういったこともありますし、また前売券を販売すると当日の窓

口売上現金と当日の収入伝票との誤差が生じるということになります。つまり日計表の作

成に支障があるために航路会計システムにおいて、その取り扱いが適切ではないと考えま

すので、前売券の販売を行っていないというのが現状であります。

また仮に、出納検査等の前日に前売券を販売した場合、前日までにですね、当日の例月

出納検査で歳計側に現金が残ると、要するにお金を別に預かっておかないといかん、引き

出しに入れて置かないといかんという話になります。そういう管理は非常に好ましくない

と、いうことも考えられるということで、その取り扱いはしていないということになりま

す。

（「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。

○ １番 與那嶺雅晴議員

今村長の詳しい説明で理解できました。私もそのように議会だよりで明記するつもりで

あります。村民もたぶん理解していただけるものだと思っております。

次、いきます。鳥獣対策についてでございます。この方は以前に３月でしたか、たぶん

質問したと思います。捕獲に関して村長は狩猟免許等も取られて、この捕獲に関してはよ

り一層ご尽力をなさると私は高く評価しております。今回も専従者を置いて、それに対し

て捕獲の精度を上げていくということでしたけど、その後の結果をお願いします。

○ 座間味秀勝村長

與那嶺議員のご質問ですが、捕獲についての専従者ということなんですが、営繕係とい

うことで観光産業課の方に１名臨時で配置をしております。修繕修理等の業務も平行して

やっているというふうな状況なんですが、５月の中旬からの配置でございますので５月、

６、７、８と経過していますが、この間で若干例年よりは捕獲数は１頭、２頭というかた

いちでの増加がみられるんですが、明確にこれが成果として捕獲の頭数が上がったかとい

うと、全体数がそもそもが減っているということも考えられます。これまでの捕獲の中で

もですね、例えばこれまでどおり何百頭も取れるということではないかとは思いますけれ

ども、ただ具体的に言いますと、例えば平成26年９月からの１年間、これを基準として考

えてみますと５年前122頭、４年前は126頭、３年前が60頭、その前が98頭で、去年の９月

からこれまでが130頭ということとなっています。要するに２年前、３年前は60頭、98頭

という約半分までに落ちる年もあったんですが、だいたいこれまでやってみても感じてい

るのは、夏場は非常に捕獲が少なくなるということがあります。活動が鈍いんだと思いま
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す。これから９月、10月、11月となると、また一気に例年取れている月別の数を見ると一

気に上がっていきますので、やはりこれから成果は表れるのかなというふうに感じている

ところであります。

○ １番 與那嶺雅晴議員

９月から130頭余り捕獲したということですけど、村長がおっしゃったとおり、もうそ

ろそろ活動が始まりますよね、涼しくなってくるとやっぱり暑いとね、沢あたりに入って

いって行動しないのかなと思いますけど、これからも手抜きせずにですね、精一杯捕獲に

あたっては、いままでどおり専従者を置いて頑張っていただきたいなと思っております。

次いきます。農地問題についてでございます。何年か前までは船を降りたら集落内を通

って田園風景があって、そこ山越えたらきれいな海があったという環境のもと、そういう

のはあまりどこにもない風景だったんじゃないかなと私は思っています。特に５月の連休

あたりからは田んぼ一帯、黄金の色になって非常に観光客にもいろいろ癒しの面でも非常

に良かったんじゃないかなと思いますけど、昨今それが180度変わるように、まるでその

現場が村民の労働力の意欲のなさを表しているように変わっております。非常に残念なこ

とではありますけど、農業専従者少しずついなくなったというのも、ひとつの理由かと思

いますけど、それでも私に言わせると最低限の措置は今でしたらできると思いますけど、

一般質問に書いてあるように村長は農地が荒れていることについて、どう思いますかとい

う、まずその質問ですけど、どう思いますかの点だけの答弁お願いします。

○ 座間味秀勝村長

近年、農業についていた方々、高齢化に伴ってのリタイアであったりとか、あるいは後

継者がいないということで、また鳥獣被害による農業意欲への低下等もあるのかなという

ふうにも感じるところもございます。そのために農地が荒廃していっていると思っており

ます。議員がおっしゃるように黄金色に輝いていたと、これはその近くにつくっている歌

碑にもうたわれている、そういう景色でございますので、島の集落の代表する景色である

と思います。それがいま荒廃しているということについては大変憂慮しております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

通告しているのにね、どう思いますかだけですけど、少しだけ追加というかたちといっ

たらおかしいですけどね、今現在、私も農業委員会として、一人でできる範囲内でも何と

かしようということで、トラクターを入れて田んぼ16枚、ある程度の目途といいますか、

見て少しは様になるといいますかな、そういうことはしたんですけど、何せ一人でやると

費用も自分で負担してきたんですけど、なかなか一人でやるにしてはあまりにも規模が大

きすぎると、ましてや誰かが背中を押してくれるわけでもなく、一人の信念でやるという

のには限度があったんじゃないかなというふうにいま、心の中ではやっぱしなんとかした

いというのはあるんですけど、それに対する自分の信念が少し曲がったのが、少し残念で

はあるんですが、今の時代まだ何とかなるというふうに思っています。村長も先ほどおっ
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しゃったように、元に戻るに至らないにしても、せめてあの荒れた姿だけは観光客にあま

り見せたくないなというのが本音です。今回はこれだけで終わりますけど、また次回あた

り対策に対しても、我々、農業委員会としても、またいろいろ協議しながら、せめて雑草

が生えない範囲内の最低限のことで維持はしていけたらなと思います。そのときはまた一

緒に議論していけたらありがたいなと思います。これで私の一般質問を終わります。

○ 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。

○ ２番 国吉栄治議員

一般通告書に従って質問させていただきます。まず１つ目ですね、村財政運営について

ということで、先ほどからいろいろお話あがっていますが、補助金一括交付金含め国や県

の補助金が毎年減っている中で、今までも言われてきたと思うんですけど、自主財源の見

直しが必要になっていると思います。その中で本村においては環境税や航路事業を抱えて

おりますので、それらはすごい重要な財源だと思いますが、まず取れる金額が今まである

程度決まっていたと思うんですけど、もちろん台風によって上限していくというのはもう

流れですし、国立公園に指定されてからお客様がある程度ピークに達してきたというとこ

ろで、従来の利用客数による収入ベース以外の計画、その財源の増収の経営計画的なもの

をお聞かせください。

○ 座間味秀勝村長

国吉議員ご質問の件は、これは航路事業についてという理解でよろしいでしょうね。航

路事業については、基本となるのは当然貨物であったり旅客であったりということになり

ますけれども、それ以外にということになりましたら、運賃収入以外の収入については現

在泊港北岸やフェリー及び高速船内に自動販売機を設置してこれ飲み物ですね、その売り

上げでもって自主財源の確保等に努めているという現状でございます。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。最近シーズン中はやはり埋まってくるんですけど、もちろん、

販売機だとかそういった２次的といいますか、航路目的ではなくてもそういた収益を得る

部分多様にあると思うんですけど、例えば船内に広告を張り出すとか、泊の方でも広告ス

ペースというので販売していたりとか、いろんな収入源あると思いますが、今おっしゃら

れていたものが、ひとつということは理解できたんですけど、利用客数を今まで従来、す

みません、この質問だとわかりにくいんですけど、従来どおりの利用客数を閑散期におい

てどうやって伸ばしていくとか、そういった計画はありますでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

閑散期の利用客数の増加についての取り組みということでよろしいでしょうか。

これについては、これまでも閑散期と言われている10月、11月頃から３月、４月と観光
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客が一番落ち込む時期が、その期間かと思っておりますが、その間については、例えばマ

ラソンもそうですし、あと沖縄県地域離島課の方が助成をして行っている島あっちぃ事業

であったりとか、そういったものの受け入れ等も民間の方でも取り組んでおりますので、

そういったことを後押しするということでの利用客数の増大を図っていきたいというふう

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。収入を増やすのももちろんだと思いますけど、やはりコストも

含めやっぱり航路事業を盛り上げていかないと、村財政が上がっていかないと思うんです

けど、コスト面の削除、公約の中でもちょこちょこ言われていたと思うんですけど、その

点も含めて、どのように検討されているのかお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

航路事業、歳出削減につきましては、常に経費の抑制に努めているところですが、特に

船舶にかかる修繕費等の経費、これが多額になることから沖縄県離島海運振興株式会社へ

船舶維持管理支援業務、これを委託をしております。これを委託しドック費用、修繕費等

の経費節減に努めているところでございます。また船舶の燃料につきましても近隣の離島

航路事業所の動向を参考にしながら燃料の単価引き下げ交渉を行い経費の削減に努めてい

るところでございます。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。関連事業が船舶課についてということで、このあとまた質問し

ていくところにかぶっていきますので、そのまま進めさせていただきたいと思います。先

ほど申し上げた自主財源の中でもふるさと納税も重要になるということで、本村でも先月

説明会が行われました。自主財源事業なので本村主体というかたちだったんですけど、村

長いらっしゃらなかったので、ここはやっぱりお金収入を得る場所というか、自主財源事

業で他から貰っていく、お金が減っていく場所ではなくて、これから作り上げる場所なの

で会社の経営者といいますか、本村のリーダーとしては、やっぱり参加してほしかったん

ですけど、以下の点について見解を伺いたいしたいと思います。まず目標金額を設定され

てますでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

ふるさと納税についての目標金額の設定は現在しておりません。

○ ２番 国吉栄治議員

ちなみに本村の指導でこのふるさと納税の説明会あったと思うんですけど、ふるさと納

税をどういったかたちで活用していこうかという、目的とか諸々あるんでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

ふるさと納税、これによる納税と言っていますけれども、実際ふるさと応援寄付金とい

うのが正確な名称かと思います。これについては寄付金の使い道というのが、定められて
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おりますので、それに則って使っていくということになります。

○ ２番 国吉栄治議員

使い方がいろいろあると思うんですけど、ふるさと納税を自主財源として考えられてお

りますか。

○ 座間味秀勝村長

当然、自主財源になると思っております。

○ ２番 国吉栄治議員

そうすると、やはり自主財源ここでしっかり伸ばしていかないといけないものという考

えでよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

はい、そのために今回の取り組みも行っております。

○ ２番 国吉栄治議員

そのために行われているのであれば、やはりある程度、目標設定というものは必要にな

ると思うんですけど、何もいま考えられていないと、目標金額の設定されていないという

ことなんですが、要は自主財源としても必要と、でも決めていないと、その点はどのよう

なお考えで決めていらっしゃらないんでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

これについては、過去の実績等もございますが、ふるさと納税、ふるさと寄付金につい

てはですね、年によって非常にばらばらです。大口があったりすると大きな金額になるこ

とがありますが、これは当然、歳入予算に組み込んで予算を計上することになりますので、

あまり過大に見積もることもできないと思っております。このポータルサイトでの取り扱

うというのは今度始まったばっかりですので、この後の推移を見て２年後であったり３年

後であったり、どういうかたちになるかというのを見極めた上で計画の中に入れていくと

いうことになるかと思います。

○ ２番 国吉栄治議員

それだと若干やっぱり、会社経営で考えても収入の面を考えたときに、どう利益を上げ

ていくか、売り上げを上げていくか、という目線で見ていくときに目標設定されていない

というかたち、発生ベースでお役さまが入って来たら、こういうふうに増えていくだろう

という考え方の元では、やはり私も事業をしておりまして、人を雇用することも厳しいか

と思いますので、ぜひ早めに目標金額設定は決めていただきたいなと思います。もちろん

それが過去の入っている金額をベースにしてもいいですし、むしろ、この金額にするため

にはこういったことをやらないといけないという具体的な指示にも繋がっていくと思いま

すので、ぜひ早めに決めていただきたいと思います。

説明会には、委託事業所さんがいらしていて、その方がお話を進めていっていたんです

けど、実際本村が運営するにあたっても委託事業者がいるということですが、こちら委託
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手数料等などは発生するのでしょうか。発生するのであれば、どれぐらいの価格なんでし

ょうか。

○ 座間味秀勝村長

この事業について委託手数料等といいましょうか、これについては寄付額の10％という

ことになっております。またこれに伴い、その他のふるさと納税ポータルサイトこれはふ

るさとチョイスと呼ばれております。ここの掲載料が１％、クレジットカード等の会社の

決済手数料が１％から1.5％ということになっております。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません、この１％というのは事業所さんではなくて、あくまでも本村が支払う手数

料ということでよろしいでしょうか。個別に分かれてしまったので、詳しく聞きたいなと。

○ 座間味秀勝村長

委託料は寄付額の10％、寄付額の１％、寄付額の１から1.5％ということです。

○ ２番 国吉栄治議員

本村が支払う手数料というかたちで、そのように取られていくということはわかりまし

た。ありがとうございます。

ほか、僕も商工会の親会を通して、実はふるさと納税を本部町の方と恩納村の方で視察

見学させてもらったんですけど、そちらでは他市町村では積極的に地域商工会や観光協会

などが連携されてやっているなという印象を受けたんですけど、本村の方でもどのように

今後連携されていくのかというのをお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

ふるさと納税に対する、納税者に対する各事業者からの返礼品であったり、返礼品の提

供あるいは開発等、これについて商工会や観光協会と連携をして進めていきたいと考えて

おります。

○ ２番 国吉栄治議員

このような質問したのは、実は先月の説明会に何人いらしたかわかります？ 参加され

た人数、生活館でやっていたんですけど。

○ 座間味秀勝村長

４名と聞いております。

○ ２番 国吉栄治議員

本当に最初の話に戻るんですけど、連携もまずないというふうに捉えられて仕方がない

と思うんですね、時期は云々でもそうですけど、やはり自主財源事業でひとつ捉えてある

んであれば、やはりその連携をしっかり取っていくためには、どのようにされますかとい

うところで連携されるという答弁だったんですけど、現実４人しか参加していない人数を

それではどのように増やして皆さんを巻き込んで盛り上げていくかというのもお考えです

か。
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○ 座間味秀勝村長

結果からすると４人以外には感心がないというふうに捉えられても仕方がないことかと

思います。村は全体に呼びかけをしております。全体に告知をしてこういった説明会をし

ますので来てくださいということをしました。やる気のない人に足を引っ張って手を引っ

張ってやるかといったらそこまでやる必要があるのかという話になるかと思います。これ

はあくまで事業者の皆さんが自分たちの利益の向上も含めて考えていただくということに

なるかと思いますので、そこはご理解いただきたいと思います。

○ ２番 国吉栄治議員

今、村長はやる気のない事業所さんというお話をおっしゃられましたけど、事業所さん

島の方に50超える事業所さんあると思うんですが、その中でいらっしゃるかもしれないで

すけど、逆に言うと４人以外は今議事録に残る話の中では４件以外はやる気のない事業所

さんというイメージに聞こえたんですけど、もちろんそうじゃないのはご存じだと思うん

ですけど、そういった中で、そもそもじゃあ来られていない事業所さんに、もうちょっと

個別にヒアリングを取られたかとか、何もやる気がない方はしょうがないと思うんですけ

ど、そういう言われ方をすると、他の事業所さんがやる気がないというふうに聞こえてし

ますので、そうではなくて、僕が聞いている範囲内で来れなかった方々は、やはり開催時

期が忙しい時期だったと、先月ですから８月の忙しい時期で、それも時間帯７時というこ

とで夕食時間帯というかたちでなかなか参加者が厳しいねという声が上がっていますの

で、今後やはりこれからちょっと手が空いてくる時間になるとは思うんで、そこでやっぱ

り自主財源ということでありますので、本村にとって必要なものになってくると思います

ので、そこは村長指揮取って前面にでていただいて盛り上げていただければいいのかなと

思います。

次の質問にいきます。船舶についてということで、これも何度か質問に上がっているの

は見たんですが、まず現状のフェリー、そして高速船の１日１回当たりの使用コストとい

うものをお教えいただきたいです。

○ 座間味秀勝村長

船舶課航路会計に、おいては１回当たりの使用コストという考え方の費用算出はしてお

りませんが、損益検査の数字を捉えて１日当たりの運航費用として積算しており、これは

フェリーとかしきが40万4千円、マリンライナーとかしきは25万6千円となっております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。前回の議会でもあげさせていただいたんですけど、５月頃、フ

ェリーがドック入りして、それで船がない状態だということで告知もだいぶ遅れていたと

いうことなんですが、今回11月21日から12月14日にかけて、マリンライナーの新造艇が入

ってくるにあたって、売却等もありまして長い期間また高速船が運休になるということで

告知は早めにいただいてありがとうございます。その件については、村民の広報が早かっ
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たというのはありましたが、ただ村民の皆さん生活航路線とはなっておりますので、そこ

で現状フェリー１便だけという状態の中で、そういう旨しか伝えられていないんですけど、

前回もいろいろ対応されていたと、要は補助金を付けて、座間味からの間の内航路線を使

ってもらうとか、あと補助金を付けて対応するという話もされていたみたいなんですけど、

そういったのは全く伝わっていなかったというところで、今回、そういったことも含めて

対応策はどのようにお考えですか。

○ 我喜屋元作船舶課長

11月21日から12月14日にかけて、この間の高速船が運休に伴いフェリーとかしきをこの

間２便運航をする計画でございます。

○ ２番 国吉栄治議員

これはこの間はずっと２便運航するということでよろしいでしょうか。

○ 我喜屋元作船舶課長

そのとおりでございます。フェリーを２便運航をいたします。

○ ２番 国吉栄治議員

生活航路線でもありますので村民も安心して２便になると助かると思いますので、ちょ

っと早めに告知、これを元に告知だと思いますが、告知の方もよろしくお願いします。

あと、現状キャンセルが出たときネット上では満席表示のまま利用者が購入したくても

購入できない状況が発生していると多数私の方では伺っておりますが、今の現状的にどの

ような感じでなっているのかというのを伺いしたいです。対応策も含めてですね。

○ 座間味秀勝村長

現状の予約システムでは予約をされたお客様が本人が予約システムからキャンセルを入

力するとそれが繁栄されるということになっております。また電話等によるキャンセルを

受けた場合には職員が予約システムからキャンセル入力をするということで残席数に反映

をされるということになっております。

○ ２番 国吉栄治議員

ぼくが聞いているところでいうと、現状キャンセルが出たときに仕組はありがとうござ

いますわかりましたが、その対応策というか、反映をされていないという声が出ているん

ですが、その点は反映をされているよという答えなんでしょうか。

○ 我喜屋元作船舶課長

ただいまの国吉議員の質問ですけれども、満席状態から仮に旅行社の方が扱っている渡

している枠ですね、それがありまして、それは１週間前に売らなかったら戻してもらうと

いうことになっていて、それ実際そのでていないというのは、その残席数が動いていない

というのは旅行社が全部売ったということの理解をしていただければいいと思うんです

が、この時期なので、おそらくほとんど旅行社の席は埋まっているかと思われます。シー

ズンオフになると、おそらくその席数が旅行社に渡した分の席数が全部売れなくて１週間
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前に戻ってくることがあると思うんですが、そういうときにはタイミング的にたぶん残席

数が増えるということになると思うんですよ、これちょっとわかりづらいかもしれないん

ですが、そこをどう説明するかというのも、逐一、船舶課の方に問い合わせていただいて、

こういう説明ができますけれども、どのタイミングで数字が直ぐ上がるかというのはちょ

っとこの場では申し上げられません。

○ ２番 国吉栄治議員

ここでですよ、ちょっと不思議なことが発生すると、例えば今月でいうと、14日既に満

席です９月14日ですね。13日は１席空きがあります。２年前の旅行会社の販売実績を１日

当たりで僕は資料をいただいたところ、この旅行会社の席数が毎日均等に渡しているもの

で全部販売されているんだったら、そのとおり出てくると思うんですけど、それも全部ば

らばらですよね、基本的には、全部ばらばらということは一気に６席空くとか、８席空く

とか、10席空くとかということが発生してもおかしくないんですけど、今のところ、そう

いったものを見かけたという人もいませんし、むしろ取れないという状態が発生している

んで、その整合性は非常に、ちょっとあやしいものがあるんじゃないかなって思うんです

ね。もちろんシステムの方は１人キャンセル、システムの方というのはインターネットで

予約をされた場合に関しては消せばシステム上消えるという、元に戻るということでわか

るんですけど、特に旅行会社に販売している部分、あと電話で受け付けている部分、人為

的というのは、すごいあやふやなところが発生しているというふうに捉えてよろしいでし

ょうか。

○ 我喜屋元作船舶課長

今のご質問は、例えば旅行社から何席か戻って来たときに、その席数をシステムに反映

されていないということでしょうかね。その作業を那覇事務所の方でやっておりますので、

ちょっと細かい状況の話できないんですが、この件につきましては確認してご連絡報告し

たいと思います。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。先ほども言ったように13、14日が埋まってます。埋まっていて

て、もう既にお客様によっては12日頃から島の人も聞いている方はいらっしゃると思うん

ですけど、12日頃から台風の影響で危ないんじゃないかという話がでているわけですね、

船が止まるか止まらないか、危ないんじゃないかというところで13、14といったらかぶる

ラインであるから、キャンセルが出てもおかしくないラインの場所なんですね、ただ埋ま

っているんですね、現状は14日に関しては、それは何かしらの原因なのか、それとも本当

に売れているのかというのはちょっとわからないと思いますので、再度詳しく調べて対応

していただきたいと思います。

あと、先ほどの話とは別個にちょっと違いますので、そのまま質問させていただきます

が、いままでにもホームページ上の決済について前チケットを買うという話ないです。決
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済方法についてホームページ上で決済できるようにということについて一般質問でていた

ことがあると思うんですが、現状、やはりキャッシュレス化が進んで各島のお宿さんだと

か、ダイビングサービスだとか、マリンサービス事業者さんも事前決済という予約システ

ムを導入していっているんですが、この点利用者の方からの要望かなり増えていると思い

ますが、本村はどのように対応するか、お考えをお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

ウェブでの予約決済については、利用者の利便性向上は安易な連絡無しの予約キャンセ

ル、こういったものを防止するという観点からは有効なものかと考えます。しかし、船舶

の欠航時のキャンセルによる払い戻し手続き、高速船からフェリーに変更する等の乗船で

の変更に伴う手続など、窓口の混乱が予想されますということであります。出港時の混雑

の現状から見ても事前にホームページ上で決済をする、つまり決済をするということはお

金が入るということです、動くということですから、これを払い戻しであったり変更であ

ったりと手続にまた時間がかかりますということです。現在、窓口におけるクレジットと

決済分の照合集計作業に、これにも日々かなりの時間を割いており、これにウェブ上、決

済分が加わると業務内容はさらに増加するということになります。そのため職員の増員が

必要ということになりますので、またシステム導入に多額の費用が必要となるということ

もございます。平成30年度決算申請意見書においても人件費等経常経費の抑制が求められ

ており、新しい高速船の導入により大幅な赤字経営が予想される現状において、直ちにウ

ェブ予約決済の導入は考えておりませんが、今後経営努力を重ね常に社会情勢については

アンテナを張り、注視して対応していく必要があるかと考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません、船舶事業も自主財源事業なんで、やはり売り上げを伸ばしていかないとこ

ういったのをしていかないと、本村においてはいろいろやる目において補助金だけだと、

補助金だけと言っても補助金100％出し金というわけではなくて、うちからの手持ち金と

いうのは必ず発生すると思います。そういった意味で自主財源として、この船舶事業必要

だと思うんですけど、今村長がおっしゃっているコストが逆に上がるという話伺ったとこ

ろ、何をもって要は紙を無くしてネット上で対応するのにコスト削減だとかいろいろある

中で、例えば24時間体制でお客さんからお支払いできるウェブ会計においては24時間体制

できる利便性の面も上がりますし、そこに人が24時間対応する必要性もないし、対面だと、

例えば朝７時から始まって夕方５時までいつお客さんが来た対面時間帯に対応しないとい

けない、電話でもそのときに取らないとやはりクレームに繋がってしまう、そのクレーム

はほったらかしていれば、やはり売り上げが下がってしまう、お客さんが離れていくから

というところで、そういった諸々を考えた時に、ウェブで対応する要はウェブでお金を集

客するというのはコストが発生するとおっしゃいましたけど、まず専門家まずいらないで

すよね、専門家がいるんであれば、どういった専門家なのでしょうか、お伺いしたいです。
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○ 我喜屋元作船舶課長

専門家？

○ ２番 国吉栄治議員

だから職員さん専門対応の職員さん一人必要になるとおっしゃったじゃないですか。

○ 我喜屋元作船舶課長

先ほども村長の答弁にございましたが、職員の増員が必要ということだと思いますけれ

ども、要するに予約決済に絡んで結局クレジット決済になると思いますけれども、それに

従事するウェブ予約決済と連動したクレジット決済が発生すると、それに専従の職員が必

要になるということでございます。隣村の座間味村の状況を確認して、現状の状況を確認

すると、やはり向こうも相当厳しいということで実情クレジット決済について、一人の職

員をずっと一日中ついて、予約キャンセルが出たりとか、窓口に来て今日は乗らないとか

ということが発生すると、とてもじゃないけども、それに従事する職員がいないとできな

いということで、そういう情報を元に、今、この答弁をしております。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません。どういった資格を持った人というか、本来ですね、他のネット販売、ＡＮ

Ａさんとか、大手航空会社でもいいですけど、そういった予約システムを触る人が何か資

格必要でしょうか。それと何かそこで専門的な仕事を持っている人が必要でしょうか。私

ども民間の方でやっている、ホテル運営されている方々とかも、もちろん予約の方を当時

は電話しかなかった時代から今はインターネットで販売して、それはなぜかというとコス

トを下げるためなんですね本来。コストを下げるためにこういったネットを上手く使って

活用しているわけなんで、ここに何か特殊な資格とか諸々必要には思わないんですけど、

回答がちょっと何かそこで必要で、隣村、関係ないと思うんですけど、どの事業でもウェ

ブを触ることに関しては、誰でも触れると思うんですけど、そういった点をおいて、何か

特殊な作業というのは、どういった点が特殊な作業なんでしょう。

○ 我喜屋元作船舶課長

専門職が必要ということではなくて、現状の職員数では足りないので増員が必要だとい

うふうに答弁しております。

○ ２番 国吉栄治議員

ネットを使うことによって、メリットがあるというのは24時間人貼り付けじゃなくても

24時間態勢、レスポンスは受けれるということですね24時間、あえて言うのであれば別に

対面でお客様サービスをしているわけじゃないんで空いている時間内でやれるんですね。

つまりそれができないということは船舶課の窓口においては常に営業時間内はずっと誰か

しら何かしらの対当をしているというふうに捉えてよろしいんでしょうか。

○ 我喜屋元作船舶課長

出港前にお客様並ばれてチケット購入されていますけれども、クレジット決済になると
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もちろん窓口で決済はします。ただし船を出してお客さん乗られて船を出した後に、その

集計作業が相当業務量が増えるということですので、その現状が今、話している職員増員

しないとクリアできないということでございます。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません。集計作業が増えるという話なんですけど、集計作業増えないですよ。だっ

て決まっている販売の席数しか販売してないので、マックスは決められているわけですよ

ね、それに対して最終的に会計帳簿を付けるって與那嶺議員が質問された時もお答えして

いた話で、僕はちょっと意味がわからなかったんですけど、それをもってその１日の会計

の監査が何か変わるということないですよ。むしろ紙化している手書きの作業ではないの

でデータ残っていますので、誰々がいくら払ったというのが紙化できるわけですから、そ

ういった意味では作業浮いていると思われるんですけど、何か増えるというのはちょっと

違う納得できないんですけど、これ何と言ったらいいですかね。ちょっと今すみません。

休憩でいいですか。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ２番 国吉栄治議員

了解しました。一応、この件は前回もデータいただいたりとか、何度も言いますけど自

主財源事業だということで、本村においては、やっぱり収益いろんなところで上げていか

ないといけない、でも柱の部分だと思いますので、やっぱり売り上げの部分コストの部分

しっかり考えて、これを伸ばして行かない限りには下がると言っている一括交付金をどう

取るのが上手な本村だとは思わないので、そこを力を入れるだけでも負担は少ないのかな

と思いますので、ぜひご検討をいただければと思います。

続きましてホームページ改修事業についてということで、本年度ホームページのリニュ

ーアルに高額の予算が計上されておりますが、村長は今回のホームページを以前のホーム

ページと比べ、どのように改善されていくのかをお伺いします。

○ 座間味秀勝村長

本村のホームページについては、平成20年度に一応リニューアルを行っております。そ

れから10年以上経過しております。その間、軽微な更新等については対応してきましたが、

昨今の情報通信技術の発展や利用者の拡充等により、村の情報等や魅力等を発信していく

媒体の中でも重要なものであることから大幅なリニューアルを行うということになってお

ります。

内容については、利用者の需要を考えて住民向けの行政情報、あるいは観光客向けて観

光スポット等の情報、船舶情報これらをわかりやすく選択でき、閲覧できるようなデザイ

ンとしこれまでどおり外国語対応可能な他、ウェブアクセシビリティ対応や職員による情
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報発信効率を上げていくためのＣＮＳコンテンツマネージメントシステムこれの導入また

災害発生時専用のページの作成等を考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

因みに金額的にいくらか、決まったんでしょうか。

○ 金城満総務課長

議員おっしゃったとおり高額の予算を当初予算で計上しておりますけれども、予算につ

きまして1千546万6千円を計上しておりますけれども、まだ今現在、発注に向けての仕様

書の精査を行っているところですので、発注後に契約額は、その時点で決定するというこ

とでございます。

○ ２番 国吉栄治議員

1千400万ってかなりすごい高い金額で、１事業所でも高額としても100万円使えば相当

高額です。まずその点を理解していただいて、何が高いか安いのかとわからない時点で話

されても、にっちもさっちもいかない状態になりますので、ここに載っていた船舶事業の

インターネット決済という話もまた続けて上げていたんですけど、先ほどお伺いしたとお

り、まずコストの見直しとか諸々含めて、ぜひこれもお客様向けに船舶事業に向け、お客

様の利便性に向け、使っていかれたいという話だったので、その点はぜひ視野に入れてい

ただいてやってほしいです。ただ、1千460万やはりかかるということだったので、大まか

でいいですから、大体これにどれぐらい予算をかけるとかそういったところもお考えです

か。例えばシステム入れると言ったら何百万単位のシステムが入っていきますけど、先ほ

ど村長言われていたシステムの部分とか、大体、大まかにこれぐらいのお金を使ってこう

いう部分を強化していくよというのもお考えですか。

○ 座間味秀勝村長

前の質問の答弁とも重なるところがあるんですが、この船舶事業インターネット決済機

能システムということも、この質問の中についておりました。このことに私答えてません

でしたが、これについてはホームページのリニューアルの中で、これを取り組むというこ

とは現状予定はしておりません。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません、こちらの質問は、こちら載せていただいたのは、もう取り下げさせていた

だいて、先ほど言っていたようにですね、たぶん現行のシステムがコストダウンになるか

どうかいう諸々とかを知らないとわかっていかないと判断できていけないと思うんです

ね、ただ1千400万やはりすごい高額なので、この中で住民向け、観光向け、船舶向けとい

うかたちで大まかに村長とられていますけど、大枠の枠でいくらぐらいずつ使っていくか

とかそういったこともお考えですかというところです。

○ 座間味秀勝村長

この事業については、プロポーザルでの提案を受けて、それを審査をして契約していう
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という流れになっておりますので、具体的に例えば村営向けの行政情報にいくらかかると

か、というようなことは現時点においては、そこは見ておりません。

○ ２番 国吉栄治議員

ホームページは、やはり本村において顔となる部分です。事業をやっているものとして

もやはり一番最初にお客さまを集客する場所というかたちなので、やはりそういったもの

も早めに村長がやっぱり音頭を取っていただいて、中心になっていただいて、何をしっか

り発信していくのかというところもすごい重要になってくると思うので早めに行動を取っ

ていただいて、前回も僕質問をあげさせていただいたんですけど、住民のコンセンサスも

取りながら進めていただければいいのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。

次の質問にいきます。ＡＥＤの設置場所についてということで、こちら先月、渡嘉志久

ビーチで水難事故発生しているというふうに伺ったんですが、事故者の救助活動をする上

でＡＥＤが必要ということはもうご存じだと思うんですが、このＡＥＤの置き場所が現在

何処に置かれているか把握していますか。それらの置き場所の見直しについてちょっとお

伺いしたいのですが。

○ 座間味秀勝村長

ＡＥＤについては、現在、阿波連ビーチの監視台、渡嘉志久ビーチの監視台、あと両学

校、保育所、村役場庁舎、あと救急車、フェリーとかしき、マリンライナーとかしき等を

含む全部で18台を公共施設等に設置をしております。

○ ２番 国吉栄治議員

村長、今、監視台とおっしゃっていたんですけど、本当に監視台に置かれている状態で

すか。

○ 座間味秀勝村長

置かれているというのは、常時そこにあるんではなくて監視員がいるときに監視員が持

ち運んで、そこで使える状態であるということです。

○ ２番 国吉栄治議員

これ前回、７月ぐらいに水難事故防止の説明会あったとき、村長もいらしていたと思う

んですけど、そこでもいくつか話があがっていたんですけど、港の方とかも今ビーチの方

に置かれているという話をされていましたけど、今回の事故の時に実際にはビーチに置か

れていなかったというふうに伺っていまして、渡嘉志久マリンビレッジさんの施設にはあ

る物を使ったというふうに伺っていますが、その点、常に置かれているという認識でよろ

しいんでしょうか。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 玉城広喜観光産業課長
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議員の質問にお答えいたします。当日のＡＥＤの使用については担当の方からビレッジ

のものを使用したと確認をしております。当日、監視台にもＡＥＤはあったということを

確認しております。

○ ２番 国吉栄治議員

現状はビーチの監視の方にも置かれていうことでちょっと安心しました。マリンビレッ

ジの方からＡＥＤを借りたというふうに伺っていたので、その際に10分ぐらい作動させる

のに時間がかかったという話だったので、常にビーチの監視員は今の現状のとおり持って

いただけると利用者も安心して使えるのかなというふうに思います。特にＡＥＤを使った

ことがないという方もやはり島の事業所さんの中にはいたりするらしいので、その点を含

めた対応講習などの実施もですね、された方がいいのではないかというふうに思うんです

が、どうでしょう。

○ 座間味秀勝村長

ＡＥＤの講習会については、毎年１回は役場職員、消防隊員に対して行っております。

今年度は５月に行っております。また来年、渡嘉敷マラソンの大会前日にも各専門でボラ

ンティアスタッフ村民へも広く呼びかけをしてＡＥＤの使い方について講習を行っており

ますので、今後もこれを継続して実施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。やはりシーズンが始まってからはやはり遅いと思うので、そう

いった早め対応を引き続きよろしくお願いします。

次の質問にいきます。ごみ処理場についてということで、以前、議員メンバーで視察に

行ったんですけど、現状も海浜ごみと鉄くずごみ、家電ごみが今年の３月ぐらいに行きま

したかね、それからまだずっと溜まっている一方だというふうにお伺いしているんですけ

ど、現状どのような状態なのかというのと、今後どのようにしていくのかというのをお伺

いします。

○ 座間味秀勝村長

現在クリーンセンターには海岸漂着ごみ、あるいは鉄くず、家電リサイクルごみとある

いは廃タイヤ、これらが山積している状況でございます。鉄くずや家電ごみについては処

理業者が撤退をし、新規の業者を探しているのが現状でございます。現在は県において離

島廃棄物適正処理推進促進検討委員会が立ち上げられておりまして、その中で各離島のご

みの処理についての検討を行っているところでございます。

○ ２番 国吉栄治議員

このごみも、ずっと溜まっているままらしくて、因みに、これ目処というのは探されて

いるという話はしていますけど、目処的なものは付いた感じでしょうか。

○ 新垣聡民生課長

今、撤退をしている業者の他に探してはいるんですけれども、家電リサイクルに関して
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は、県内指定業者がありまして３カ所ですね、拓南商事さん、拓琉リサイクル研究センタ

ー、拓琉金属豊崎工場とあるんですけれども、拓南さんはあまり良くなくて、その他のと

ころはまだ当たってはいない状況です。

先ほど村長の答弁の中であった離島廃棄物適正処理促進検討委員会の中で、各離島のご

みをバージ等で各離島を回って回収をする事業をしようという今話し合いがされてまし

て、これを令和３年度を目処に行おうと調整している状況でございます。

○ ２番 国吉栄治議員

令和３年度ということだと、あと２年後というかたちになるので、相当ごみも溜まって

しまうし、もしその当てが外れちゃった場合というのはすぐに対応できる問題でも、業者

さんが見つからないという話で問題になっているので、ぜひ業者も並行しながら探してい

ただければいいいかなと思います。

以上で僕の質問となります。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。

休憩します。

再開します。

次に、３番新垣一史議員の発言を許します。

○ ３番 新垣一史議員

こんにちは。一般質問に入る前に、つい一昨日なんですが、私、今137番地の北村さん

のお家をお借りして住んでいるんですが、北村さんのお家は住宅街のどちらかといえば山

側ではなく真ん中の方です。にもかかわらず庭にハブが出まして、役場の職員、同級生の

職員に手伝ってもらって駆除することができて被害はなかったのですが、これから涼しく

なっていくに向けて、また冬に向けて冬眠前の活動が活発になってくると思いますので、

皆さんもご注意していただいて、村の方からも住民に、また観光客に注意喚起をしていた

だくようにお願いしたいと思います。

それでは、通告書に従って一般質問に移らせていただきます。まず、最初にオーバーツ

ーリズムについて伺いたいと思います。私もあまり耳慣れない言葉で、先日新聞で見て調

べてちょっとずつ理解してきたかたちなんですが、未だに、オーバーツーリズムを簡単に

言うとですね、観光地が耐えられる以上の観光客が押し寄せているという状況です。日本

語にすると、横文字片仮名だと格好いい聞こえなんですが、日本語に直すと観光公害とい

うような言葉にも例えられるようで結構な問題だと思います。

先月８月26日に新報、タイムス、県内両紙で、このことが取り上げられていて、特に琉

球新報の方では現在このオーバーツーリズムが発生しているという、すみません、共同通

信社が行ったオーバーツーリズムのアンケート結果に対する記事だったんですが、琉球新

報の方ではオーバーツーリズムが発生していると回答した11市町村の名前も挙げられて、
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その中に渡嘉敷村もオーバーツーリズムが発生しているというふうに回答されているとい

うことだったんですが、内容等に関しては書かれておりませんでしたので、村が今、捉え

ているオーバーツーリズムの弊害についてどういったものがあるのかというのを伺いたい

と思います。

○ 座間味秀勝村長

新垣議員のご質問ですが、このアンケート調査は直接私がお答えしております。首長向

けのアンケートでございました。私が担当のときで、またそれ以後、この観光の担当をし

ていたとき、あるいはそれ以後もそうなんですが、外国人観光客等が私有地に勝手に入っ

てくると、お家の中を覗いたりしているというようなことがあるという訴えを聞いており

ましたので、そのことを挙げておりました。

これについて、じゃあどのようなという対応ということですが、当然これは周知等、管

理されている地域には無断で入らないようにというようなことを周知していく必要がある

かと思いますので、例えばホームページや、今度リニューアルするホームページもござい

ますし、観光のパンフレット等については随時印刷しておりますので、その中でそういっ

た注意書き等も入れていくということも必要なのかなと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

私も郵便配達の仕事もしておりますので、配達の途中で団地等に掲示されている注意文

ですか、というのは目にしているので対応されているなとは思うんですけれども、それ以

外にも以前から議会でも取り上げられています繁盛期の船が満席で乗れない方が多々い

る、これも結局キャパオーバー、オーバーツーリズムに繋がることだと思います。また、

私も前回ですかね、質問に出しました一方通行とか交通マナー、観光客による交通マナー

で村民が危険にさらされていることがある、そういったこと。

また、水の使用量だったりだとか、夏場のごみの量とかもそういったものに関わってく

るのかなと思うんですが、これまで村の観光に対する取り組みとして観光ＰＲ事業が主な

活動だったと思います。繁盛期の船が乗れないとか、民宿がいっぱいとか、そういったこ

とも考えると、お客さんは結構な数、既に渡嘉敷の方に来ていただけていると感じるんで

すが、観光誘致活動、ＰＲ活動の方をメインというかたちではなく、これからオーバーツ

ーリズム対策も踏まえて、誘致活動からお客さんに満足してもらう、リピータ、もう一度

渡嘉敷に来たいとか、また閑散期にどうやってお客さんを呼ぶか、閑散期の観光のプログ

ラムやサービスの検討、そういったことに力を入れていった方が予算も少ないのでいいの

かなと思うんですが、村長の見解を伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

新垣議員ご指摘のとおり様々な弊害が生まれているかと考えております。これまで村が

とってきたというのは、要するに事業者の皆さんからの要望で、例えば高速船も導入して

きております、村民の要望でですね。どんどん入ってくるようになりましたと。たくさん
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入ってきますと。今度は入ってきたことによる弊害で村民が不自由を感じていると、迷惑

をしているということも起きていますよということです。これは例えばじゃあこれを減ら

すとか、制限するとか、どうやっていくかと、どう棲み分けるかということについても村

民とコミュニケーションをしながらやっていく必要があるかと思っております。

閑散期に、先ほどありましたＰＲから受入態勢の整備へと、これは当然でございます。

これまでもＰＲばっかりやってきたわけではなくて受入態勢についても取り組んできてい

るつもりですが、この弊害をなくすという取り組みも一つの受入態勢の整備だと思ってお

りますので、今後それに向けても検討が必要かと思っております。

閑散期という話が先程来話がありますが、10月11月頃から３月４月頃にかけてというこ

とで、海に入らないけれども島が楽しめるというような魅力のあるそういったメニューと

いうことで様々な取り組みをしてきておりますので、それが実際販売できる商品として今

後できるように更なるバックアップ支援をしていきたいと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

村長の方からいろいろ考えられているという回答が得られてとても嬉しいです。観光立

村を掲げている私たちの島なので、もちろん行政だけに頼るのではなく民間事業所及び住

民も一緒になって価値観を一つにというか、観光で島を盛り上げるためにどうしたらいい

のかという意思疎通ができるように、特に村長にはリーダーとして引っ張っていただいて、

同じ方向を皆が向いて、自然環境や生活環境を守りながら島を潤い、遊びに来るお客さん

たちが満足して、また島を訪れてくれるような観光の島ができたらいいのかなと思います。

これからもよろしくお願いします。

次の質問に移ります。質問の方で赴任職員の住宅問題についてと書いてあるんですが、

昨年12月に同じような質問をしたときに準公務員という言葉をつかったんですが、それも

的確ではないのかなと思って、こういう言葉にしたんですが、これもちょっとおかしいの

かなと思いますので、簡単に言うと団体職員、ＪＡ、郵便局、商工会とか、村外から赴任

していらっしゃる教員以外の職員の方たちの住宅問題について伺いたいと思います。

先ほど、當山議員の質問でもありましたが、村の職員住宅が今１棟取り壊しになったの

で３棟あって、空き部屋が電力さんが使っていた社宅の分も含むと４部屋あるのかなと思

います。先ほど空き部屋の利用について當山議員が質問されていましたけれども、昨年12

月の議会で空いている部屋を団体職員に貸し出せないかという質問をしたところ、管理規

定があってそれはできないという回答だったんですが、常に貸し続けるというかたちでは

なく、タイミングが合って村営住宅に入れたり、空き屋を借りれたり、それまでの暫定措

置として一次的に空いている部屋を利用することはできないかどうかということを伺いた

いです。

○ 座間味秀勝村長

新垣議員ご質問の件ですが、職員住宅については、ご指摘のとおり現在10戸中４戸が空
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き部屋となっております。空き部屋については、先ほどの午前中の答弁でもありましたけ

れども、現在職員にアンケート調査を行っておりますので、その結果を見て埋まっていく

かどうかというところでございます。あくまで職員住宅、これ入居対象者が村職員という

ことになっておりますので、現状では一次的ということであっても団体職員等に入居させ

るということはふさわしくないのかなと考えております。

加えて、このことについても午前中の答弁でも少ししましたけれども、空き地等を活用

した住宅の建設。住宅といっても公営住宅ではなくて、村が例えば木造住宅等安く建てら

れる住宅ですね、そういったものを建てて、それを貸し出すということも視野において今

検討を進めているところです。具体的に土地について空き地についての交渉も始めている

ところでございます。

○ ３番 新垣一史議員

午前中の答弁にもありましたし、今もお伺いして、村長がそのように考えて、空き地、

空き屋等をつかった対策というのを視野に入れているということなんですが、それが実現

してというのはまだ目処が立ちませんよね、いつになるとか、そういうことではないです

よね。まだはっきりした、いつからそういうことができるというのがありますか。

○ 座間味秀勝村長

土地の確保ができればすぐにでも動きたいというふうに考えておりますので、年度内と

いうことはまずないんですが、次年度以降に早急に取り組めればと思って動いております。

○ ３番 新垣一史議員

土地が確保できたらすぐにでも動きたいということですが、今財政厳しい中で、その分

の財政も既に目処が立っているということでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

財政の目処ということではございません。何を優先するかということでございます。今

年度の予算においても既に３千万円から４千万円の基金の取り崩しをしなければいけない

ような状況にあるという現状がございます。そんな中ですので何を切って何を選考するか

ということを今後考えていく必要があるかと思っております。

○ ３番 新垣一史議員

村長のおっしゃった対応策では、郵便局の職員だったり商工会の職員というのは年数が

決まっての異動があったりなので、その時にタイミングよく空いていなければ実際ホテル

で何カ月間も生活するとかも前例がありましたので、今回、神里副村長が総務課長から副

村長になって、次の住宅が見つかるまでの間、暫定的に職員住宅の方に住まわれていたと

思います。自分の認識が間違って、人から聞いた話が間違っていなければ、特別職は条件

的には入れない。ただ、次の家が見つかるまでの間ということだったので、それはもう全

然いいと思うんです。もちろん、住むところが見つからないと生活ができないので。だか

らそれと同じように、先ほど職員以外の方が入るのはふさわしくないという答弁でしたが、
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一次的にそういうこともこれからできるように検討していくというふうにはならないでし

ょうか。

○ 座間味秀勝村長

一次的にという、この一次がどのぐらいなのかということにもよりますけれども、先ほ

ど言いましたように、私としては職員住宅に外部の者を入れるということではなく、外部

の者が住めるような環境を整えるということに今重きを置いて取り組んでおりますので、

そういう方向で対応していきたいと思っております。

○ ３番 新垣一史議員

もちろん村長がおっしゃるように、外部の職員の方が安心して住める場所を確保して準

備していくというのが一番いいことなんですが、それが今まだ現状できていない。先ほど

ヒヤリングをして職員に空き部屋に入ってもらえるかどうかという話だったんですが、実

際、去年完成してから、今に至るまで職員に入居希望をとったところで部屋が空いている

という現状もありますよね。なのでそこに一次的に、おっしゃるようにいつまでが一次的

なことなのか分かりませんが、実際赴任してきて住宅に困るという状態はありますので、

それはしないというかたちではなくて、柔軟なかたちで何とか対応できないかどうかとい

うふうに前向きに検討していただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

例えば、空き部屋があるからといって、じゃあ埋めた方がいいということになるかとい

うと、職員の中で何らかの理由で休まなければいけない。例えば長期の休暇をとる必要が

あるとかいった場合の、例えば臨時的な任用であったりということも考えられますので、

空き室があることが悪いことではないと私は考えております。逆に一部屋とか二部屋とか

あればそういった対応もすぐにできるかと思いますので、そういう考えでおります。

○ ３番 新垣一史議員

何があったときのために対応するために部屋を空けておくということは確かに必要かも

しれません。ですが、高額の予算をつかって造っていますし、人が住んでいないと部屋、

家というのは結構傷みが入ってくるものなので、やっぱり利用しているのがいいのかなと

思います。余裕をもつというのも大事ですけれど。また、職員の方が今例えば村営住宅に

入られている職員の方たちが職員住宅の方に移ってくれれば、それだけ村営住宅が空くと

いうことなので、赴任した職員の方たちがスペースができるということもありますので、

職員の住宅への移動、それがベストなんですけれども、それができなかった場合、先ほど

申し上げたように柔軟な対応を検討していただきたいと思います。難しいかもしれないで

すけれど、やはり島のために必要な仕事ですので、せっかく島外から来ていただいている

人が安心して島の人のために仕事ができるような環境づくりに柔軟に対応して協力してい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

次の質問に移ります。港湾施設の設備状況について伺います。今年12月から残り３カ月
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ぐらいですか、高速船の大型化に伴いまして港湾の整備が必要だと思います。今現在、渡

嘉敷港の方ではポンツーの方の浚渫工事をしていますけれども、高速船の大型化に伴う渡

嘉敷港、泊港の施設整備についての計画や進捗状況を伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

初めに、高速船の大型化に伴う泊港の改修というのは計画はございません。渡嘉敷港に

ついては先ほど議員ご指摘のありましたとおり、現在県発注の係留施設設置工事が施工中

でございます。工事の概要としましては、高速船の大型化に伴い現在の浮き桟橋の備定位

置係船ができないことから浮き桟橋西側に係留施設、これはドルフィンといういい方をし

ていますが、これを設置するという工事でございます。現在はドルフィンを設置する前段

での海底の磁気探等を終えて、基礎石の投入を行っております。この後、本体ブロックを

積み上げて、工事が進捗していくという、11月に完成という予定となっております。

○ ３番 新垣一史議員

泊港北岸の方は整備がないということですけれども、大型化しても今の現状で対応でき

るということでよろしいでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

幅にして約１ｍ、長さにして５ｍぐらいのサイズアップがあるんですが、今停めている

場所でクイーンざまみ側ですね、そこに余裕がありまして、そこに寄せて停めるというこ

との調整がついております。

○ ３番 新垣一史議員

これは要望だったんですが、もし北岸の整備があるのであればと思ってついでにお願い

しようと思っていたんですが、住民から船に乗るときに話がありまして、北岸の待合所プ

レハブから高速船に乗るまでのアプローチですね、とまりんからは屋根が整備されている

んですけれども、わずか短い距離ですけど夏場暑い、朝から暑いですよね、そん中お客さ

んが並んで暑い思いをしていたとか、あとは雨天時に短い距離にも関わらず沖縄のスコー

ルとか結構濡れたりしますので、そのアプローチに屋根の整備とか、そういった快適なも

のでもいいんですけれどテントを置くとか、そういった対応をお願いしようと思っていた

んですけれども、村長はそういった話を住民の方から相談を受けたとか、そういったこと

ありますか。

○ 座間味秀勝村長

今のお話の内容を直接私が受けたということはございません。

○ ３番 新垣一史議員

今回の質問は、高速船の大型化の港湾整備の話しか書いていなかったので、回答は準備

されていないと思うので、こちらからのお願いというかたちで、渡嘉敷港の港湾整備につ

いても以前からフェリーの欠航率、港湾の中が荒れるということで、ついこの間も、自分

もちょうど那覇に出ていたんですが、高速船１便運航で、フェリー欠航というのがありま
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した。これも港湾内の停泊が厳しいということで高速船１便になったというふうに話を聞

いています。せっかくフェリーが航行できる状況でも停泊できないということで欠航にな

る。港のつくりが問題だと思います。

今回、高速船の大型化に伴って、そういった工事も同時進行でできたらいいのかなとか、

その対策とかもできたらいいのかなと思っていましたし、また、これに絡めてこういう要

望とかしていこうと思っていたんですが、以前、フェリーの縦付けだったりとか港のつく

りの変更、県に対する要請の質問をしたときに、村の一存ではできない、村の予算ではす

ぐにはできない、県の管理の港でもあるということなので、継続的に県には要望していく

という話だったんですけれども、その質問の後、県と港に関してどういったお話をされて

いるのかというのをお伺いしたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

先ほど午前中の私の行政報告の中でも一つ報告しましたけれども、沖縄県、あるいは総

合事務局も交えて港湾の整備についての委員会、検討委員会も立ち上がっておりますし、

これまでも実際、例えば６月にはフェリーがどういった航路で港内に入ってくるのかとい

うことの検証、実証もしております。既に改良工事、改良、改修について事業としては動

いております。具体的にどういう、例えば防波堤を築くのか、どういうやり方をするのが

最も効果的かということの検討をしている段階でございます。

○ ３番 新垣一史議員

そういう委員会を立ち上げてお話し合いをされているということを聞いて安心しており

ます。やはり村民の命綱、村民の生活の基盤になる村内航路なので、欠航率が下がるよう

にできるだけ早い実現に向けて、これからも尽力していただきたいと思います。よろしく

お願いします。

続きまして、社会教育団体の補助金について、午前中にも當山議員から質問があり、そ

の答弁である程度理解はできたんですが、補助金の減額等についての予算の見方というん

ですか、例えば補助金額に対して不用額がこの金額だったからという、それだけで補助金

は必要ないんじゃないかとか、そういうふうにみられているんじゃないのかなという声も

聞きましたので、この減額についてもう少し理由について詳しく伺いたいんですけれども、

お願いします。

○ 知念優教育長

午前中にも當山議員のご質問にお答えさせていただきましたが、今後、そのヒヤリング

等々を行いまして、再度精査して、そして実際に補助する、また不交付になるというふう

なものと再度検討していきたいというふうに考えております。

○ ３番 新垣一史議員

再度検討していただくということで、ヒヤリングを行うということで安心しております。

村の団体、特に村のイベント、あと行事とかに参加していただいて、観光ＰＲにも参加し



- 54 -

ていただいたりとか、村を盛り上げるために元々皆さん楽しくやっている活動かもしれな

いですが、みんなそれぞれ年会費を納めていたり、自主財源確保のためにイベント等を行

っていたり、補助金よりも全然多い金額の事業費が動いていると思います。それぞれ家庭

や仕事もある中、その大事な時間をつかって活動していただいているので、ぜひ補助金と

いうからには補助なのでバックアップですよね。そのために動いている皆さんのバックア

ップになるような応援。また、こういった活動をされている方が、今後内容が変わったと

しても将来的に村の生涯教育だったり、生き甲斐づくり、年配になったときの体力づくり

とか、そういったのも主導して引っ張ってくれていく方々だと思うので、こういったかた

ちを絶やさないように、村のバックアップの方、これからも支援を続けていっていただき

たいと思います。よろしくお願いします。

次の質問に移ります。介護報酬改定について伺います。2018年度の介護報酬改定で居宅

介護支援事業所の管理者を主任ケアマネージャーに限定する制度改革が行われ、2021年３

月末までが経営化措置期限とされています。現在、本村には居宅介護支援事業所はなく、

ケアマネージャーもおらず、島外の事業所が来島して対応されているので、それほど問題

視されていないかもしれませんが、この改定を村としてはどのように捉えているか伺いま

す。

○ 座間味秀勝村長

議員ご指摘のとおり2018年度の介護報酬改定において居宅介護支援事業所の管理者要件

を主任ケアマネージャーに限定する方針が出されております。これは３年間の経過措置が

設けられておりまして、また主任ケアマネージャーになるには５年以上の経験と70時間の

研修が必要で、その後も資格維持のために５年毎に46時間の更新研修が義務づけられてお

ります。

現在、本村においては同事業所がなく、サービス利用者は沖縄本島内の事業所でケアプ

ランを作成してもらっております。今後も採算性の面から本村内で事業所を立ち上げるこ

とは困難だと考えられます。当該事業所が人材を確保することがサービスの継続に繋がる

ので、介護保険広域連合と連携して経過措置の延長等を要望していきたいと考えておりま

す。

○ ３番 新垣一史議員

この質問を出した理由というのが最後に村長がおっしゃられたように、広域連合と協力

して対応していきたいという話に触れたかったから質問を出したんですけれども、広域連

合議会の方には私参加しているんですが、この問題は離島とかではなく全国都道府県、市

町村、特に過疎地域、離島、人材確保が難しいところでは経過措置のあと残り２年ですか、

それでも厳しいという声が上がっていて、その議会の方でも広域だけではなく各市町村か

らも声を挙げてほしい。行政だけではなく議会含め声を挙げてほしいということで広域か

らの方からお願いもされています。
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村長に伺います。広域の集まり等で他の市町村長の方々、広域に参加されている方々と

こういった話で、あと伝えられる範囲でいいんですけど、こういった話をしているとかあ

りましたら伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

私は就任してましてから、この介護保険広域連合の集まりというのが７月26日でしたか、

祭りの前夜祭の日でございました。読谷の比謝での会合でしたが、この祭りに間に合わせ

るために会合を終わってすぐとんぼ返りしたものですから、そこでの意見交換等という時

間は取れなかったんですが、今後、集まるメンバーはほとんどどの会合でも一緒になるよ

うな方々がほとんどですので、そういった中でも連携を取り合ってやっていくというよう

なことで話をもっていきたいと思っております。

○ ３番 新垣一史議員

広域の方からも、他の困っている市町村からも、協力して期間延長願いをしていきたい

という話でもありましたし、今渡嘉敷の方に来ている事業所ですね、ネットでしか調べて

いないんですけれども、おそらく主任ケアマネもいらっしゃいますし、制度が始まったと

してもこの事業所さんが来てくれれば、とりあえず問題はないと思うんですが、もしこの

事業所がこれなくなったりとか、そういったときのことも考えて、やっぱり期間延長をし

て余裕をもって対策を練るという時間は必要だと思いますので、これから期間延長に向け

て広域と協力して県、国に訴えていくということを、みんなで一緒にやっていけたらなと

思います。

次に、先ほどと期間が似ているんですが、介護保険の改定で訪問リハビリについてなん

ですが、2018年度、同じく2018年度の改定で訪問リハビリ事業所に専任の医師を設置する

ことが必須になり、例外として事業所以外の医療機関の医師が訪問リハビリ利用者の診察

を行っている場合には、その医師が適切な研修の終了等の要件を満たしていれば、基本報

酬から20単位を減じた上で訪問リハビリテーション料金等算定できるとされる、というふ

うな改定がされました。これも先ほどと同じく、つい先日２年の措置期限延長が決まって

2021年３月末までということになっています。

先ほどの居宅の主任ケアマネの件とは違って、今述べた要件が満たされていないと訪問

リハビリが受けられなくなる。そもそも家から出るのが困難な介護保険利用者の方が訪問

リハビリというのを受けると思いますが、今渡嘉敷村には訪問リハビリ事業所もなく、要

件を満たしている事業所もなく、今いらっしゃるお医者さんには確認はしていないんです

が、聞くところによると、例外としての案件でも全国のお医者さんにアンケートを取った

ところ、この要件を満たしているお医者さんというのは２割にも満たない、アンケートの

回答があった中で２割にも満たないそうなんです。なので現在いるお医者さん、また今後

赴任してくるお医者さんが、その案件や要件を満たしているかというのはかなり厳しいと

思います。なので村内で訪問リハビリを受ける人は一旦島外の要件を満たした事業所での
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診察を受ける必要が出てくると思います。これはとっても厳しいと思うんです。ただでさ

え家から出るのが大変なので訪問リハを受けるので、これについて村の方では今後どうい

った対応を考えられているのでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

この件は先ほどと同じく2018年度の介護報酬改定で訪問リハビリ事業所は常勤医師の配

置が新たに求められているということでございます。現在、本村には沖縄本島の事業所が

来村し訪問リハビリのサービスを提供しております。今後も継続していくための条件とし

て、本島から医師が来村し利用者を診察するということは考えづらいと思っています。利

用者が常勤医師の配置されている事業所に出向き受診する方法、先ほど議員がおっしゃら

れた沖縄本島に出向いてという話ですが、これもたいへん厳しいものと思います。取り得

る可能性としては渡嘉敷診療所の医師が要件を満たす研修を終了し、事業所に情報提供を

行うということが現実的だと考えておりますので、今後、広域連合とも連携をし、離島診

療所の派遣の医師の方々にはこの研修を受講してもらうように県医師会や南部医療センタ

ー、派遣元である南部医療センター等に働きかけをしていきたいと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

今、訪問リハビリをしていただいている事業所が島外から来ていただいてやっていると

いうことなんですけれども、そもそもその研修を受けたお医者さんが島の診療所に来たと

ころで、その人の診察だと事業所に入ってくる20単位減になる、果たしてそれを快く引き

受けてくれる事業所があると思いますか。常駐の医師であれば20単位減はないんですけれ

ども、診療所医師とか、事業所外の医師、研修を終了した医師でも、お医者さんが診察し

た場合は20単位減になるという法律なんですけれども、それについてはどう思いますか。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 座間味秀勝村長

今の質問を深く理解していなかった部分がございますので、今後、この内容をさらに検

討して、どういうかたちが最も住民に対して、いいかたちになるかということについて検

討していきたいと考えております。

○ ３番 新垣一史議員

私も介護保険、議会の担当になってまだ勉強中で、現場職員に聞いて、調べてまだ全体

を把握しきれていませんし、介護保険制度自体が難しい部分があるので、これからさらに

この件についていろいろ調べていただいて、どういった対応策が必要か。先ほどの居宅と

は比べものにならないほど大きな問題になってくると思いますので、この延長期限、２年

はすぐかもしれませんが、その間に島の介護サービスを受けている方たち、特に訪問リハ

を受けている方に不自由がないような対応を、先ほどおっしゃられた難しいかもしれませ
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んが、島外事業者の医師に来ていただける、また村の方で20単位分負担する、どういった

かたちが一番いいのか分かりませんが、利用者に不満、不便が出ないように対応を練って

いただきたいと思います。よろしくお願いします。

これも午前中に質問が座間味議員から質問がありましたが、断水について伺いたいと思

います。６月議会でも断水の件で一般質問を挙げましたが、今回、６月の原因は基盤の故

障ということで役場３階のシステム基盤を流用したという話だったんですが、今回の断水

についての原因を伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

今回の８月の断水については、ちょうど綱曳きの日、８月３日でしたか、３日の日に、

あまりはっきり分からなかったという人もいるんです。午前中に一瞬停電が起きておりま

す。本当に点いている電気はちかっと１回したかなぐらい。この停電でもって増圧ポンプ

が停止をしたということが原因となっております。この停止に気づかないまま翌日を迎え

ておりますので、原水を送水できない、つまり上水ができないような状態がほぼ１日ぐら

い続いているわけです。翌朝の６時過ぎまで水が出ないという状況が分かるまでですね。

それが今回の原因と、気づいたのが翌朝というような状況になっております。

○ ３番 新垣一史議員

午前中の座間味議員の質問の答弁にありましたので、今回の補正予算にも修繕費260万

円上げられていますし、また見落としがないように通知がくるようにということで本島の

クラウドと連携したシステムを使うという対応策を立てているということだったので、そ

れに対して今回の件に関してはそれで十分対応できているのかなと思うんですが、前回の

基盤の話に戻るんですが、基盤が高額なので新しいものを交換用の基盤を持っとくという

ことができない、村の方で確保しておくということができないということでとりあえず３

階の基盤を流用したということなんですけれども、その件については解決しましたでしょ

うか。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問にお答えします。渡嘉敷役場３階庁舎の基盤のことを今申していると思いま

すが、今度の改修では役場３階でのサーバーの方は使わず、上水システムの方に回収シス

テムのサーバーを設置して、クラウドシステムで端末に送信ができるようなシステムを改

修目的としております。ですので座間味議員の時にも答弁いたしましたが、沖縄県のクラ

ウドを使ったというシステムではなくて、クラウドというのはウェブシステムを使ったこ

とをいいますので、サーバー自体は浄水場の方にございまして、それをウェブシステムを

活用して端末に送信されるシステムの改修となりますので、ご理解をお願いいたしたいと

思います。

○ ３番 新垣一史議員

簡単にお伺いしますけれども、今回の断水、また６月の断水、いろいろ対応とられてい



- 58 -

ますが、今後こういった急な、しかも長時間の断水は、今とられている対応策で起こりに

くいということでよろしいでしょうか。

○ 玉城広喜観光産業課長

ご質問にお答えいたします。これまで６月、それから８月断水がございました。先ほど

村長も答弁いたしましたが、８月の原因は電圧低下による増圧ポンプの停止ということが

ございましたが、その停止についても監視システムが復旧していれば、それぞれの担当、

私ども端末にも状況が示されて、即座に対応ができたと思いますので、そのシステムが復

旧すれば、そういうことが起こらないというふうに認識しております。

○ ３番 新垣一史議員

もし他の故障が出ても今の通知システムで通知があれば、すぐ対応ができて長時間の断

水にはならないということですね。安心しました。特に８月の断水の時には、宿に宿泊さ

れているお客さんも、夏場の繁盛期の本当に忙しい時期だったので、バスで交流の家にシ

ャワーを浴びに来るとか、そういうのも見ていますので、せっかく海外や県外から離島ま

で来るというのはかなりお金をつかって楽しみに来ていただいていると思いますので、そ

ういったお客さんにも不満がないよう、もちろんですけど我々住んでいる住民が困らない

ように対応を今後もとっていただきたいと思います。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。ありがとうございました。

○ 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。

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３号、平成30年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告につ

いてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

報告第３号

平成30年度沖縄県町村土地開発公社事業報告及び決算報告について

沖縄県町村土地開発公社の平成30年度の事業実績及び決算状況について、地方自治法第

243条の３第２項の規定により、別添のとおり報告します。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

別添のとおりでございます。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。
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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。

これより報告第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）

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、報告第４号、平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

報告第４号

平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

平成30年度決算に基づき算定した地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１

項の健全化判断比率及び同法第22条第２項の資金不足比率について、同法第３条第１項及

び第22条第１項の規定により、監査委員の意見をつけて次のとおり報告する。以下のとお

りとなっております。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

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。

これより報告第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）

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、報告第５号、平成30年度渡嘉敷村一般会計決算引き上げ分の地方消費税収が

充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する報告についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

報告第５号

平成30年度渡嘉敷村一般会計決算引き上げ分の地方消費税が充てられる

社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費の報告

標記の件に関して地方自治法第245条の４の規定に基づき、平成30年度渡嘉敷村一般会

計決算引き上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要す

る経費について、同法第233条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて別紙のとお
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り報告する。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

別紙のとおり、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。

これより報告第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）

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、認定第１号、平成30年度渡嘉敷村一般会計歳入歳出決算の認定についてを議

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

認定第１号

平成30年度渡嘉敷村一般会計歳入歳出決算の認定について

平成30年度渡嘉敷村一般会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第３項の規定

により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

決算の認定については、地方自治法第233条第３項の規定により議会の認定に付する必

要がある。

別添で歳入歳出決算書を添付しております。

以上、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。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより認定第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）
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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。

日程第10、認定第２号、平成30年度渡嘉敷村航路事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

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

認定第２号

平成30年度渡嘉敷村航路事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成30年度渡嘉敷村航路事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第３

項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

決算の認定については、地方自治法第233条第３項の規定により議会の認定に付する必

要がある。

以上、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。

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。

これより認定第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11、認定第３号、平成30年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認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

認定第３号

平成30年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成30年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第23

3条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由
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決算の認定については、地方自治法第233条第３項の規定により議会の認定に付する必

要がある。

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。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより認定第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）

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12、認定第４号、平成30年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

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

認定第４号

平成30年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成30年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条

第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

決算の認定については、地方自治法第233条第３項の規定により議会の認定に付する必

要がある。

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。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより認定第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）

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、認定第５号、平成30年度渡嘉敷村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

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。
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○ 座間味秀勝村長

認定第５号

平成30年度渡嘉敷村下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

平成30年度渡嘉敷村下水道事業特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第

３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

決算の認定については、地方自治法第233条第３項の規定により議会の認定に付する必

要がある。

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。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより認定第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）

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、認定第６号、平成30年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

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

認定第６号

平成30年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

平成30年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233

条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

決算の認定については、地方自治法第233条第３項の規定により議会の認定に付する必

要がある。

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。

質疑はありませんか。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
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これより認定第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）

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。

日程第15、議案第33号、汽船「マリンライナーとかしき」の売船に関する契約について

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33号

汽船「マリンライナーとかしき」の売船に関する契約について

マリンライナーとかしきの売り渡しについて次のように船舶売買契約を締結したいの

で、地方自治法第96条第１項の規定により議会の議決を求める。

記

契約の目的 マリンライナーとかしき売船

契約の方法 一般競争入札

契約の金額 127,440,000円

契約の相手方 北九州市小倉北区馬借２丁目６番８号

第一交通産業株式会社

代表取締役 田中亮一郎

令和元年度９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

マリンライナーとかしきの売船に関する契約の締結については、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を必要とする。

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。

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。

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33号を採決いたします。
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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。

これで本日の議事日程は終了いたしました。

本日はこれをもって散会といたします。

（散会 午後４時17分）



令和元年

第３回渡嘉敷村議会定例会

第２日目

９月12日
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令和元年第３回渡嘉敷村議会定例会は

令和元年９月12日(木)午前10時00分に

渡嘉敷村議会議場に招集された。

会期２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 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：９月12日（木曜日）午前10時40分
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令和元年第３回渡嘉敷村議会定例会議事日程

令和元年９月12日（木） 午前10時開議

会議に付した事件は次のとおりである。

(第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28号 渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例について

第３ 議案第29号 渡嘉敷村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正

する条例について

第４ 議案第30号 渡嘉敷村森林環境譲与税基金条例について

第５ 議案第31号 渡嘉敷村給水条例の一部を改正する条例について

第６ 議案第32号 渡嘉敷村下水道条例の一部を改正する条例について

第７ 議案第34号 令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算(第２号)について

第８ 議案第35号 令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算(第２号)について

第９ 議案第36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２号)に

ついて

第10 議案第37号 令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第１号)

について

第11 議案第38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２号)について

第12 議案第39号 令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第２号)について

第13 発議第2号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書について
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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３回渡嘉敷村議会定例会、本日の会議を

開きます。

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、議案第28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28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。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する制令が示されたこ

と等に伴い、所要規定の整備を行う必要がある。

以上、条例案を添付しております。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。

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28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３、議案第29号、渡嘉敷村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。座間味村長。

○ 座間味秀勝村長

議案第29号

渡嘉敷村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例について

渡嘉敷村廃棄物の減量化の推進及び適正処理に関する条例の一部を次のように改正す

る。
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別表第１を次のように改める。示してあるとおりでございます。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

消費税法の改正に基づく消費税率の引き上げに伴い、ごみ収集指定袋の手数料を改める

必要があり、渡嘉敷村廃棄物の原料化の推進及び適正処理に関する条例の一部を改正する

必要がある。

これが条例案を提出する理由であります。

以降、資料を添付しております。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。

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29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４、議案第30号、渡嘉敷村森林環境譲与税基金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30号

渡嘉敷村森林環境譲与税基金条例について

この条例は渡嘉敷村における干ばつや人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及

啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、渡嘉敷村森林環境譲与

税基金を設置するものでございます。

条例案についてはお示しのとおりでございます。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

森林環境譲与税の導入により、本村における人材育成、担い手の確保、木材利用の促進

などに要する経費の財源に充てる必要があるが剰余額が少額であるため単年度での使用が

難しく基金に積み立てておく必要がある。これがこの条例案を提出する理由であります。

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。
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これより議案第30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５、議案第31号、渡嘉敷村給水条例の一部を改正する条例についてを議題としま

す。

提案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31号

渡嘉敷村給水条例の一部を改正する条例

渡嘉敷村給水条例の一部を次のように改正する。第21条第１項を次のように改める。

示してあるとおりでございます。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

消費税法の改正に基づく消費税率の引き上げに伴ない水道料金を改める必要があり、渡

嘉敷村給水条例の一部を改正する必要がある。

これがこの条例案を提出する理由であります。

以上、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。

質疑はありませんか。

○ ３番 新垣一史議員

おはようございます。内容についてというよりも表記の仕方についてちょっと質問した

いんですけれども、改正前と改正後の表記、添付資料の方に改正前が内税で改正後が外税

というふうになっているんですけど、これは統一していない、どちらかに統一していない

というのは、そういう慣例があってそうなのでしょうか。統一してもらった方が比べやす

いのかなと単純に思ったんですけども。

○ 玉城広喜産業観光課長

議員の質問へお答えします。これは新旧の対照表となっておりますので、新が内税、旧

が外税ですのでこのような表記となります。見た目から新の方が料金が下がっていますが

外税ということで税を省いた金額ですので、旧の料金よりは消費税を省いた分の金額が表

示されているということになります。

○ ３番 新垣一史議員

すみません、今の説明でちょっとわかりずらいんですけど、一応計算したところ金額に

問題はないと思うんですけれども、改正前と改正後が内税、外税というふうに分けてある
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という理由というのが知りたいんですけれども。

○ 玉城広喜産業観光課長

議員の質問にお答えいたします。改正前の内税でありますと今後消費税が改正するたび

に、この条例の改正が必要となっていきます。それで今回、外税の条例の見直しをいたし

まして消費税が変わった場合でも、この条例を改正する必要がないですので、今回の条例

改正となっております。

○ 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31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６、議案第32号、渡嘉敷村下水道条例の一部を改正する条例についてを議題とし

ます。

提案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32号

渡嘉敷村下水道条例の一部を改正する条例

渡嘉敷村下水道条例の一部を次のように改正する。第22条第１項を次のように改める。

以下のとおりでございます。

令和元年９月11日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

提案理由

消費税法の改正に基づく消費税率の引き上げに伴い下道使用料を改めるため条例で定め

る必要があり、渡嘉敷村下水道条例の一部を改正する必要がある。

これがこの条例案を提出する理由でございます。

以上、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。

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32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。
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（「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34号、令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算(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。

○ 座間味秀勝村長

議案第34号

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算(第２号)について

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算(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。

令和元年９月11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。

○ 座間味秀勝村長

議案第34号

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第２号）

令和元年度渡嘉敷村の一般会計補正予算（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に歳入歳出それぞれ1億2千718万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ18億14万2千円とする。

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。

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。

質疑はありませんか。

○ 新垣一史議員

歳入の10ページの方でちょっとお伺いしたいんですけれども、土木費県補助金が720万

減になっているのは、どういったことでしょうか、教えていただきたいです。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問へお答えいたします。720万円減額となっておりますが、この減額について

は橋梁長寿命化に伴う村道のボックスカルバートの修繕事業として要望しておりましたが
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健全度の見解から予算が見送られましたので今回減額としております。

○ 玉城保弘議長

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34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35号、令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算(第２号)につい

てを議題とします。

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35号

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算(第２号)について

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算(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。

令和元年９月11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２号）

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第２号）は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ400万6千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ6億4千730万1千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

以上、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。

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35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。

日程第９、議案第36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。座間味村長。

○ 座間味秀勝村長

議案第36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２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。

令和元年９月11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２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に歳入歳出それぞれ1千249万6千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ1億641万2千円とする。

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。

以上、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。

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36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37号、令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第

２号)についてを議題とします。

提案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37号
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令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療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後期高齢者医療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９月11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後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療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5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ505万6千円とする。

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。

以上、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。

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37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11、議案第38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。座間味村長。

○ 座間味秀勝村長

議案第38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２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。

令和元年９月11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
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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２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に歳入歳出それぞれ367万9千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ6千731万9千円とする。

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。

以上、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。

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38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12、議案第39号、令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第２号)につ

いてを議題とします。

提案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39号

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第２号)について

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(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。

令和元年９月11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２号）

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(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に歳入歳出それぞれ5万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ2千427万9千円とする。
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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、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。

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39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、発議第２号、新たな過疎対策法の制定に関する意見書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。宮平鉄哉議員。

休憩します。

再開します。

○ ４番 宮平鉄哉議員

発議第２号

渡嘉敷村議会議長 玉城保弘 殿

提出者 渡嘉敷村議会議員 宮平 鉄哉

賛成者 渡嘉敷村議会議員 国吉 栄治

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

上記の議案を別添のとおり、会議規則第14条第２項の規定により、議会の議決を得たい

ので提出します。

令和１年９月11日 提出

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわたる

特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境

の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。

しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置によ

る森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深

刻な状況に直面している。

過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの

地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやし

の場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
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過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それ

は過疎地域の住民によって支えられてきたものである。

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することとなる

が、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続

き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えてい

く政策を確立・推進することが重要である。

過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維

持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するもので

あることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。

よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和１年９月11目

内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、あて

沖縄県渡嘉敷村議会

○ 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。

これより発議第２号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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。

○ 玉城保弘議長

お諮りします。

会議規則第45条の規定により令和元年度渡嘉敷村議会第３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。本定例会に会議に付された事件は全て終了いたしました。従って、本日

で会議を閉めます。

令和元年第３回渡嘉敷村議会定例会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

（閉会 午前10時40分）
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