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令和２年第１回渡嘉敷村議会（定例会）会期日程

自 令和２年３月５日
会期５日間

至 令和２年３月９日

月 日 曜 日 区 分 日 程

会議録署名議員の指名

会期の決定

３月５日 木 本会議 議長諸般の報告

村長行政報告

村長施政方針

一般質問

報告第１号

同意第１号、同意第２号

議案第１号、議案第２号、議案第３号

会議録署名議員の指名

議案第４号、議案第５号、議案第６号

議案第７号、議案第８号、議案第９号

議案第10号、議案第11号、議案第12号

３月６日 金 本会議 議案第13号、議案第14号、議案第15号

選挙第１号

協議第１号
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令和２年第１回渡嘉敷村議会定例会は

令和２年３月５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５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 １番 與那嶺雅晴議員 ２番 国吉栄治議員

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：３月５日（木曜日）午後４時56分
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令和２年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

令和２年３月５日（木） 午前10時開議

会議に付した事件は次のとおりである。

(第１号)

日程 事件番号 件 名

第１ 会議録署名議員の指名について

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 施政方針

第６ 一般質問について

第７ 報告第１号 令和２年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について

第８ 同意第１号 渡嘉敷村教育委員会教育長の任命について

第９ 同意第２号 渡嘉敷村教育委員会委員の任命について

第10 議案第１号 渡嘉敷村職員定数条例の一部を改正する条例について

第11 議案第２号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

第12 議案第３号 渡嘉敷村景観条例について
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○ 玉城保弘議長

おはようございます。ただいまから令和２年第１回渡嘉敷村議会定例会を開会いたしま

す。

本日の議事日程は、お手元に配布した日程表のとおりであります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって１番與那嶺雅晴議員、

２番国吉栄治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３月９日までの５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。したがって、会期は本日から３月９日までの５日間に決定いた

しました。

日程第３、議長の諸般の報告を行います。

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

委員会から令和元年12月分、令和２年１月分、２月分の例月出納検査の結果報告がありま

す。議員控え室に配置をし、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。

令和元年12月21日、新造船「マリンライナーとかしき」の就航式に出席しております。

令和２年１月９日、渡嘉敷村消防出初め式に副議長他議員が出席しております。

同日、南部地区市町村議会議長会定例総会が開催され出席しております。

同じく同日、南部振興表彰式・祝賀会及び令和２年南部地区関係団体合同新年会懇親会

が開催され出席しております。

１月11日、村成人式が開催され、出席しております。

１月18日、駅伝大会が開催され、選手を激励応援しております。

１月19日、渡嘉敷郷友会総会・新年会が那覇の方で行われ、當山副議長、新垣議員が出

席しております。

1月23日、広島県廿日市市議会議員が来村され、行政視察が行われております。

同日、議員協議会が行われております。

１月28日、南部離島町村長議長連絡協議会役員会・定例会が開催され出席しております。

２月１日、第15回とかしきマラソンが天候にも恵まれ開催され、親睦と融和を深め地域

の活性化に寄与されたと思っております。

２月７日、第54回沖縄県介護保険広域連合議会定例会・全員協議会に新垣議員が出席し

ております。
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２月18日、沖縄県町村議会議長会第49回定期総会に出席しております。

２月19日、沖縄県離島振興市町村議会議長会定期総会に出席しております。

同日、研修会に全議長と事務局長が出席しております。

２月20日、沖縄県町村議会議長会「町村議員、事務局職員研修会」に全議員と事務局長

が出席しております。

２月21日、令和２年第１回南部広域行政組合議会定例会に出席しております。

２月21日、沖縄県町村会70周年記念式典・祝賀会に出席しております。

同日、沖縄県介護保険広域連合議会定例会・全員協議会に新垣議員が出席しております。

２月28日、令和２年2月南部広域市町村圏事務組合議会定例会に出席しております。

２月24日、渡嘉敷区の海神際に参列しております。

２月27日、令和２年２月南部広域市町村圏事務組合議会定例会に出席しております。

３月３日議員協議会が行われております。

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

それでは、昨年2019年12月11日以降の報告をさせていただきます。

12月11日、12月定例議会。

12月12日、沖縄県離島海運振興株式会社第40期定時株主総会。

12月13日、沖縄県森林審議会会長就任にあたっての業務説明を受けております。

同日、株式会社佐久本工機ハウス部門コンフォートハウスの視察を行っております。

12月15日、南富良野まちづくり観光協会小林茂雄理事と村観光協会会員との意見交換会

を開催しております。

12月16日、新造高速船引き渡し式に立ち会っております。

12月20日、建物リース事業について、大和リース株式会社沖縄支店建築営業所長宮下氏

と資金調達、建築までについての勉強会を行っております。

12月21日、新造高速船「マリーンライナーとかしき」出発式。

同日、就航式典、祝賀会を開催しております。

12月25日、荒竹内閣府参事官による沖縄振興特定事業推進費補助金の説明を受けており

ます。

１月６日、村監査委員辞令交付式。

１月８日、株式会社ジャンボツアーズ谷村代表との閑散期のツアー増船について意見交

換を行っております。

同日、内閣府による沖縄振興計画に関する総点検に係る説明会。

同日、市町村長研修会。

同日、市町村長年始会に参加しております。
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１月９日、村消防パレード、消防出初め式に参加しております。

同日、第37回南部振興会表彰式・祝賀会並びに令和２年南部地区関係団体合同新年懇親

会に参加しております。

１月10日、民生委員委嘱状伝達式。

同日、神社行事「ハチウガン（初拝み）」に参加しております。

１月11日、村成人式式典・祝賀会。

１月14日、渡嘉敷港静穏度調査説明会。

同日、沖縄県管理河川の大規模氾濫に関する減災対策協議会。

１月15日、第１回島の農業を考える懇談会。

同日、第３回渡嘉敷村新春経済団体交流会・懇親会に途中参加しております。

１月18日、第41回渡嘉敷村駅伝競走大会。

１月19日、字渡嘉敷の郷友会新年会に参加しております。

１月20日、沖縄県によるイノシシ対策事業の住民説明会。

１月21日、地域おこし協力隊サポートデスク専門相談員小林和彦氏との沖縄ワーキング

ホリデーについて意見交換会。

１月22日、関西学院大学、小西砂千夫教授による地方財政セミナーを受講しております。

同日、第２回島の農業を考える懇談会に向けた意見交換会。こちらは沖縄総合事務局農

林水産部農村振興課農村活性化推進室嘉数室長及び岩崎室長補佐及び沖縄県土地改良事業

団体連合会長嶺事務局長と第２回の農業懇談会に向けた意見交換会を行っております。

１月23日、広島県廿日市市議会５名来島され、環境協力税について意見交換を行ってお

ります。

同日、高速船売却に係る事務手続きについて、議会への説明を行っております。

１月24日、海上自衛隊沖縄基地隊坊古居指令他来庁を受けております。

１月25日、崎浜酒造社長及び専務と島米をつかった泡盛づくりについて意見交換を行っ

ております。

１月28日、沖縄県介護保険広域連合運営会議。

同日、南部離島町村長連絡協議会定例会。

１月29日、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律、

市町村向け説明会。

１月30日、沖縄振興会議。

同日、沖縄振興市町村協議会。

２月１日、第15回とかしきマラソン。

２月４日、沖縄県国民健康保険理事者等特別研修会。

２月６日、スーパーヨット誘致拡大会議。

２月７日、渡嘉敷港静穏度向上検討委員会。
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２月10日、渡嘉敷村防災会議。

２月12日、第３回南部広域行政組合理事会。

同日、南部市町村会。

同日、国民健康保険料の統一に係る市町村長勉強会。

同日、第２回渡嘉敷の農業を考える懇談会。こちらに沖縄総合事務局農村活性化推進室

岩崎室長補佐並びに沖縄県土地改良事業団体連合会長嶺事務局長をお招きしております。

２月13日、沖縄振興交付金意見交換会。内閣府荒竹参事官他との意見交換を行っており

ます。

同日、南部広域市町村圏事務組合議会。

同日、渡嘉敷村村観光協会理事会。

２月14日、新型インフルエンザ等対策本部を設置し、第１回新型コロナウイルス感染症

対策会議を開催しております。

同日、農業、農村整備事業予算説明会。

２月19日、泊港北岸利用調整会議。

同日、沖縄県土地改良事業団体連合会通常総会及び研修会に参加しております。

同日、村内において第２回新型コロナウイルス感染症対策会議を開催しております。

２月20日、沖縄県過疎地域振興協議会定期総会。

同日、沖縄県離島振興協議会定期総会。

同日、沖縄県国民健康保険団体連合会通常総会。

同日、沖縄県町村土地開発公社理事会。

同日、地域医療従事者表彰式。

同日、第190回沖縄県町村会定期総会。

２月21日、渡嘉敷村産業展示会表彰式を行っております。

２月22日、第10回とかしき会。これは青年の家ＯＢの会でございます。親睦会に参加し

ております。

同日、渡嘉敷村文化祭を参観しております。

２月24日、海神祭。

２月26日、広域社団法人沖縄県地域振興協会理事会。

昨日、３月４日、第３回新型コロナウイルス感染症対策会議。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。

休憩します。

再開します。

日程第５、村長の施政方針を行います。

○ 座間味秀勝村長
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令和２年度施政方針を述べさせていただきます。

令和２年度施政方針

１）はじめに

令和２年第１回渡嘉敷村議会３月定例会の開催にあたり、提案しております議案の説明

に先立ち、令和２年度の村政運営に関する所信の一端と基本的な考えを申し述べ、議員各

位並びに村民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。

村長就任からこれまで１年３カ月の間、村の課題解決、振興発展に取り組んでまいりま

した。

昨年12月には、２代目となる高速船が就航し、港湾の浚渫や住宅問題解決に向けた土地

所有者との交渉など、具体的な進展を得られた一方で、長年に渡り未解決となっている道

路用地にかかる私有地の未処理問題や、農業や水産業の後継者育成、外国人観光客の増加、

冬場の観光誘客、新型コロナウイルスなどの感染症対策など、対応すべき課題は多岐にわ

たっております。

行政運営においては「渡嘉敷村第四次総合計画」を基本としておりますが、刻々と変化

する社会情勢への対応並びに、働き方改革に伴う事務分掌の見直し、職員の資質向上にか

かる取り組みや、組織改革が急務と考えます。

多様化する行政需要に対応するための職員増員や、「会計年度任用職員」制度の実施に

伴う人件費の増加が見込まれます。

厳しい財政状況の中、効率的な事務執行による経費節減及び、ふるさと応援寄付金の取

り組み拡大による自主財源確保に継続して努めてまいります。

また、沖縄振興特別推進市町村交付金については、配分額を有効に活用できていない状

況が続いており、職員が業務に専念できる環境づくりを進める必要があると考えます。

次年度においても引き続き営繕係を配置し、教育施設や公営住宅の維持補修経費を圧縮

しながら迅速対応に取り組むとともに、これまで行政が主体となって行ってきたイベント

についても整理縮小や、民間活力の導入を進め、経費節減と効果拡大を図っていきたいと

考えております。

先月開催されました、沖縄県離島振興協議会並びに沖縄県過疎地域振興協議会の定期総

会におきまして、令和２年度から２年間の任期となる役員改選が行われ、両協議会の理事

を拝命することとなりました。

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は、令和３年、来年３月末をもって失効するた

め、令和２年度は、新過疎法制定に向けた取り組みを行う重要な年となります。

本村はもちろんのこと、離島・過疎地域全体の振興発展に尽くし今後も､政策実現のた

め開かれた行政運営に努め、村民との対話を大事にし、負託に応えるよう努めてまいりま

す。

その取り組みの一貫として、本議会に「教育長並びに教育委員任命」にかかる同意案件
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のほか、「職員定数条例の一部改正」及び「職員の給与に関する条例の一部改正」並びに、

令和２年度予算案等を提案しております。

２）財政運営全般について

本村の財政状況については、実質公債費比率や資金不足比率等の財政指標は、平成30年

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

教育施設や観光関連施設の整備等により、公債費比率の上昇が予想されるところでありま

す。

令和２年度当初予算案においては、近年増大する情報ネットワークシステム等の維持に

かかる費用や、防災関連経費に多額の一般財源充当を余儀なくされており、令和２年度当

初予算案においては、財政調整基金の取り崩し額が177,000千円を超える状況となってお

ります。

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

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

努めなければなりません。

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

存体質の財政構造となっており、自主財源の柱である村税や、ふるさと応援寄付金の拡大

に向け取り組むとともに、各種補助金等一般財源による支出については、代替財源の確保

に努め、施策の優先順位を定め、健全なる財政運営を推進していく必要があると考えてお

ります。

３）沖縄振興特別推進市町村交付金について

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

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

令和２年度においては、「渡嘉敷村離島生活コスト低減事業」でのヘリコプター及び車

両航送運賃の支援や、多言語対応職員確保、ビーチ水難事故防止監視員配置など継続実施

のほか、新規に集落内防犯灯のＬＥＤ照明への取り換え、観光協会事業支援などを計画し

ております。

しかし、令和２年度の配分予定額197,000千円に対し、現時点での計画額は148,000千円

余りとなっており、充分に活用できていない現状にあります。

このため、令和２年度においては事務分掌、職員配置を見直し執行体制の強化を図って

まいります。

４）行政運営について

１．住民福祉と保健事業の推進

（１）高齢者福祉について

高齢者福祉については、高齢者のみなさまが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるじと

ができるよう、診療所・地域包括支援センター・村社会福祉協議会と連携し、在宅医療と介
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護サービスが切れ目なく提供できる体制を整備し、機能強化を図ってまいります。

地域 包括 支援 セ ンタ ーで の介護 予防 事業 の継 続実 施や、 認知 症の 早期 対応に

向 けた支 援体制 を強化 し、地 域にお ける見 守り事 業及び 支え合い体 制の構築に

取り組んでまいります。

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

ことで、ご家族の負担軽減と高齢者が可能な限り村で暮らせるよう、介護支援の充実を図っ

てまいります。

（２）障害者福祉について

障害者福祉につきましては、広報活動や「身体障害者巡回相談」「精神保健福祉離島巡回

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

相談事業や日常生活用具給付事業及び更生医療給付事業等を充実させ、障害者福祉事業の

推進を図ってまいります。

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

実施いたします。

（３）子育て支援について

とかしき保育所の運営については、より多様化した保育ニーズに対応できる環境整備に

努めるとともに、保育士の資質向上を図るための研修会等への参加を推奨し、「安心、安

全な子育てができる保育の場」を提供してまいります。

さらには、令和元年度に開始した「ファミリーサポート事業」をはじめ、令和元年度に

策定した「第２期渡嘉敷村子ども・子育て支援事業計画」を踏まえ、子育て支援に取り組

んでまいります。

また、産婦健診費用の一部を助成し、妊婦健診及び産婦健診に係る本島往復渡航費の負

担軽減を図るため、船舶運賃の全額助成を継続してまいります。

妊産婦及び家族の経済的な負担軽減を図るため出産助成金制度を継続実施し、こども医

療費助成事業についても、現物給付による窓口無料化を継続してまいります。

また、入院・通院の対象年齢は、中学校卒業までの助成を継続し、疾病の早期発見と早

期治療を促進してまいります。

さらに、不妊治療を受けられる方に対して、特定不妊治療に係る費用の一部を継続して

助成し、経済的負担の軽減を図ってまいります。

今後も子育て世代が安心して妊娠、出産、育児ができるよう、渡嘉敷村へき地保健指導

所内の「ひみつきち」を拠点とした母子交流の場の提供と、保健師と母子保健推進員を中

心とした、子育て支援ネットワーク活動の充実を図り、子育て支援を強化してまいります。

（４）保健事業について

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

レベルでの健康づくりの意識高揚や、健康増進のサポートに努め、早期発見、早期治療に
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つなげるよう取り組んでまいります。

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

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

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

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

（５）本島医療機関への通院・入院に関わる船賃補助

村が指定する治療を、本島の医療機関で受診が必要な村民への渡航費用の助成、長期的

な治療のための船賃の全額助成についても継続実施し、経済的負担の軽減を図ってまいり

ます。

（６）後期高齢者医療制度について

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

と連携を図りながら、高齢者の健康保持に努めてまいります。

（７）国民健康保険特別会計について

平成30年度より国民健康保険事業は、沖縄県が国保財政運営の責任主体となり、安定的

な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担っておりますが、市町村

の国保運営についても、制度改正を踏まえより安定的な運営を実施するに当たり、年々増加

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

ことが大切であることから、特定健診の受診率向上及び保健事業と連携し、予防と早

期発見に努めてまいります。

さらに、保険税収納率の向上を図るため、きめ細かな納付相談を実施してまいります。

２．交通通信体系の整備

（１）海上交通について

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

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

平成25年度に沖縄振興推進特別交付金を活用した、離島航路安定化支援事業で「フェリ

ーとかしき」買取り支援を受けたことにより、経営状況も好転しておりましたが、昨年12

月の新造高速船の就航により、年間１億円を超えるリース料の負担が発生し赤字経営が見

込まれ、経費節減が求められることから、船舶燃料の調達に当たっては、令和２年度買取

分から一般競争入札によることとしております。

本村の脆弱な財政基盤においては、その財源確保に苦慮しているところであり、国及び

沖縄県へ、高速船買取支援について要望を継続して参ります。

（２）陸上交通について

本村内における公共交通機関は、現在、一般乗り合い旅客自動車運送事業者と、タクシ

ー事業者による自動車運送事業が営まれており、観光客の輸送や村民の利用に対応してお

ります。
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特に、観光客の移動手段として安定した輸送体制の確保を図るため、地域公共交通会議

による陸上交通の安定的な運行に努めてまいります。

３．生活環境の整備及び防災対策

（１）一般廃棄物処理施設の運営について

ごみ処理施設については、今後とも適正な環境・排出基準の遵守に努め、施設の長寿命

化、ごみの減量化に資する取り組みとして、生ごみ処理機購入に係る助成制度を継続して

実施いたします。

国立公園の指定を受け、平成27年度から毎月０のつく日を環境美化の日として設定して

おり、継続して美ら島美化清掃を推奨するとともに、不法投棄の巡回監視、空き地につい

ても適正な管理を促してまいります。

渡嘉敷区の下水処理については、すでに多くの世帯で合併処理浄化槽の設置が進んでい

ることから、未整備の世帯への合併処理浄化槽設置事業導入を検討してまいります。

（２）簡易水道事業について

本村の簡易水道事業は、施設の経年劣化に伴い、ランニングコストの増大で、一般会計

からの多額の繰り入れを余儀なくされているのが現状であります。

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

築」を目指し、水道広域化に取り組んでおり、本村においても計画が進められております。

令和元年度にとかしく地域の配水管耐震強化設計を行っており令和２年度は、渡嘉敷地

域及び阿波連地域の設計を実施いたします。

（３）下水道事業について

阿波連浄化センターについては、平成５年の供用開始から26年が経過し、施設や設備機

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

す。

平成25年度に策定した「阿波連浄化センター長寿命化計画」に基づき、令和２年度はス

トックマネジメント計画を策定し、施設の適切な維持管理に努めてまいります。

（４）住宅整備について

公営住宅については、令和元年度に渡嘉敷区に２階建て４戸の建設を予定しておりまし

たが、２度の入札不調により建設に着手できておりません。

昨今の、建築業界をとりまく情勢では、今後も同様な事態が続くと思われることから、

令和２年度においては公営住宅法にとらわれず、賃貸住宅の整備を実施したいと考えてお

ります。

（５）消防防災・救急救助対策について

非常備消防の本村においては、地域における安心と安全を守るため、消防防災業務や救

急救助業務全般を渡嘉敷村消防団が担っております。
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これまで、災害時に備えた備蓄食料の確保や、消防自動車、救急車の配備、村内公共施

設等へのＡＥＤの設置及び避難道の整備等をはじめとした防災・救急対応整備について、

一括交付金等を活用して、年次的に実施してまいりました。

令和元年度においては地域防災計画の見直し、災害時の備蓄品や、ＡＥＤ、救助機材の

整備を実施しており、令和２年度には、渡嘉敷村国土強靭化計画を策定し、防災・減災に

取り組んでまいります。

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

本村においては、条例定数の40名の団員数には達しておりませんが、安心安全な村、災害

に強い村づくりのため、今後とも消防防災・救急救助体制の整備に努めてまいります。

４．産業の振興

（１）観光産業の振興について

平成30年の入域客数は、島発往復乗船券の数を除いて131,740人と、対前年比16,465人

減少しておりましたが、昨年令和元年は134,588人で、対前年比2,848人の増となっており

ます。しかしながら、今年に入ってからは、新型コロナウイルスによる影響で落ち込みが

予想されるところであり、このことへの対策について検討してまいります。

また、平成29年度に、５カ年間の目標値を明確にするため事業者と協働で作成した「渡

嘉敷村観光振興計画」を基本として事業を進めておりますが、今般の新型コロナウイルス

による影響にも表れているように、観光産業のもつ流動的な特質から、安定的な集客を図

るには地域特性の創出が求められると考えております。

このことから、観光協会と連携した、特に冬場の観光メニューの創出、各種イベントで

の観光ＰＲ、受け入れ態勢の充実・強化を図ってまいります。

去った２月に開催した「第15回とかしきマラソン」では、昨年の14回大会の完走者793

名を上回る857人が完走し、ふれあいパーティーも盛り上がりを見せております。

村民一丸となっての大会運営、沿道での応援、ふれあいパーティーでの交流は、参加頂

いた皆様から高い評価を得ておりますので、継続して開催してまいります。

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

力団体及びボランティアの皆様には､この場をお借りして心より感謝申し上げます。

エコツーリズムの推進については、慶良間地域エコツーリズム推進全体構想の認定を受

けて以降作業が停滞し、本格的な運用に至っておりません。

平成26年度に座間味村と協働して、慶良間地域の「自然環境の保全」と「観光資源の活

用」を盛り込んだ利用ルールを策定しておりますが、それを運用するための関係条例制定

作業が進んでいないことから、渡嘉敷・座間味両村のサンゴ保全利用部会の組織体制づく

りに向けて働きかけを行ってまいります。

本村を含む慶良間諸島が、国立公園の指定を受けたのは、陸域から海域にかけて、多様
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な生態系を有することが、高く評価されてのことであります。

その自然環境の保全と観光資源としての活用のバランスをとることについて、エコツー

リズム推進協議会の活動を促してまいります。

（２）農業の振興について

安心安全な食の提供に資する有機無農薬栽培を奨励するため、有機肥料購入補助制度を

継続実施してまいります。

農産物による特産品開発に関しては、渡嘉敷村商工会女性部が、島で収穫された米を使

った「むらさき黒米味噌」や、これをもとに、開発された「おかず味噌」が、島の特産品

として定着しつつあることから、売り上げ拡大に向けて支援をしてまいります。

また、島でとれたお米を使った泡盛開発の取り組みについても、付加価値の高い新たな

渡嘉敷島ブランドの確立に向けた取り組みとして支援してまいります。

今後も、島外の異業種との連携を推進し、農業振興と農家の所得向上に努めてまいりま

す。

また、鳥獣被害対策については、防護柵や箱罠の設置を継続して実施し、新規狩猟免許

取得者に対して、受験料や受講料の支援を実施するほか、環境省の交付金を活用して県が

行う「指定管理鳥獣捕獲等事業」で、集中捕獲を協力実施しており、令和２年度以降も根

絶に向けて取り組んでまいります。

（３）水産業の振興について

阿波連漁港は、水産業に係る作業の安全確保や、荒天時の漁船、漁具等の保全のほか、

水産業にとって不可欠なインフラ施設であります。

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

とともに、漁港施設の計画的な補修・改修を目標として掲げた「水産物供給基盤機能保全

事業」を活用した水産基盤施設の維持管理・更新のため、平成29年度に策定した「漁港機

能保全計画」をもとに、令和２年度から令和４年度にかけて改修工事を行います。

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

る状況にあるため、漁港施設の管理を委託している渡嘉敷漁業協同組合と連携を密にし、

漁港の設置目的に沿った有効活用を図ってまいります。

また、マグロジャーキーや佃煮など、人気の高いお土産品となっておりますので、渡嘉

敷漁業協同組合が計画する新たな加工施設整備に向けた支援や、鮮魚等の海上輸送経費の

支援を継続して行います。

（４）林業の振興について

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

正な維持管理を行い、効果的な利用を促進してまいります。

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

な維持管理と利用率の向上を図ってまいります。
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また、森林環境保全直接支援事業、いわゆる造林事業を継続して実施し、森林機能の維

持と適正管理に努めてまいります。

（５）村道の整備について

平成19年度から継続中の、村道阿波連線改良事業の完成は令和３年度を予定しておりま

す。

令和２年度は、引き続き用地の確保及び橋梁工事の港湾側取付道路を実施してまいりま

す。

今後も早期完成に向け沖縄県と協議し、予算の確保に努めてまいります。

また、平成29年度に策定した「橋梁長寿命化点検及び修繕計画」に基づき、ボックスカ

ルバート補修及び改修計画を立て、予算要望を行ってまいります。

村道の維持管理については環境協力税を活用した草刈等を実施し、景観の維持と災害の

未然防止に努めてまいります。

（６）港湾・河川等の県事業の整備状況について

渡嘉敷港湾内の静穏度対策について検討委員会を設置し、施設の機能強化と利便性の向

上を図るため、沖縄県において調査が行われ、その結果について港を利用する船舶所有者

への説明会が行われております。

渡嘉敷川については、沖縄県が自然災害防止事業として、河川改修工事を完了しており

ますが、今後も、河川の管理について防災の観点からも、維持管理に努めてまいります。

（７）教育行政について

本村における教育行政については、学校教育や社会教育及び生涯学習や平和教育を含め、

文化、スポーツの振興等、幅広い分野との関わりを持つことから、村民一人一人が等しく

教育の機会を享受できるよう、各種の事業に取り組んでいるところであります。

また、国立沖縄青少年交流の家と連携し、通学合宿や体験事業・生涯学習事業の共催等、

立地を活かした教育環境のなお一層の充実を図ってまいります。

幼稚園につきましては、現在、入園料・保育料の免除や、小中学校を含めて３人目から

の給食費の免除や、３年保育及び預かり保育の実施については、保護者の経済的負担の軽

減や、子育て支援、就労支援に繋がることから、引き続き実施してまいります。

子どもにとっての一番の学習方法は経験であり、集団生活の中で学び活動することで、

大きな成長に繋がるものだと考えておりますので、保護者のご理解も得ながら、充実した

幼児教育に努めてまいります。

学校教育においては、幅広い知識と教養を身につけ、豊かな情操と道徳心を育むととも

に、健やかな身体を養うことを基本理念に掲げ、15歳で島を離れる現実を見据え、自主及

び自立に対応できる強い精神力を備えた児童・生徒の育成に努めてまいります。

本村においては、基礎学力の向上を推進するため、各種検定試験の実施、対外的なスポ

ーツ大会や文化的事業への派遣など、離島の小規模、少人数学級にあっても教育の機会と、
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教育水準の向上を図るため、これらの事業を継続して支援をしてまいります。

「島体験留学制度」については、児童生徒を受け入れる里親の確保ができなかったこと

から、令和２年度は休止といたします。

また、高校を卒業し、大学等への修学を望む村出身者に対する支援の実施に向けて、引

き続き取り組んでまいります。

社会教育においては、公民館や学校施設を活用した各種文化芸能サークルやスポーツサ

ークル活動が行われており、活動成果の発表の場として「とかしき村文化祭」を継続開催

し、活動を支援してまいります。

平和教育や文化財保護については、本村の貴重な歴史資産を後世へ伝承していけるよう

「渡嘉敷村歴史文化資産保存活用事業」で作成した文化財等の資料を、平和学習等に活用

してまいります。

学校給食については、成長期にある園児や児童・生徒の健康の保持増進と、健全な発育

に大きな役割を果たしていることから、栄養バランスのとれた、安心・安全な給食の提供

と、施設管理や食中毒防止等、徹底した衛生管理に努めるとともに、地元の食材を取り入

れた献立作りを継続してまいります。

また、幼稚園の給食についても、実施に向けて取り組んでまいります。

教育行政は学校教育のみならず、幅広い年代層を対象とした多岐にわたる事業を展開し

ていくことから、積極的な村民の参画と、学校、保護者、地域、行政の緊密な連携のもと、

教育行政を推進してまいります。

５）予算について

これまで、令和２年度の村政運営の基本的な考え方と施策の概要について申し述べてま

いりましたが、これを執行する本年度の各会計の予算については、本議会に提案のとおり

でございます。

提案しております予算の執行に当たっては、最小の経費で最大の効果を上げるという認

識のもと、職員全体が改革意識を持ち、行財政の効率的な運営を図り、住民福祉と生活の

向上にむけ、なお一層努力してまいる所存であります。

ここに、村議会をはじめ、村民の皆様の深いご理解とご協力を賜りますようお願い申し

上げて、令和２年度の施政方針と致します。

令和２年３月５日 渡嘉敷村長 座間味 秀勝

○ 玉城保弘議長

これにて施政方針を終わります。

休憩します。

再開します。

日程第６、これより一般質問を行います。一般質問は申し合わせのとおり、答弁を含め

て90分以内といたします。順次発言を許します。
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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。早速ですが通告書にしたがいまして一般質問を行います。まず、

村長の政治姿勢についてお伺いいたします。過去伺ってまいりまして村長就任から１年が

過ぎました。また、令和２年度の村長の意思の通った予算案となっていると思っておりま

す。そういう中で、これまでの答弁の中で村長がおっしゃっておりました全ての事業の見

直しをするということで、前回の12月定例会でもお伺いしました現在の進捗状況をお伺い

したいと思います。

○ 座間味秀勝村長

それでは、當山議員の質問にお答えいたします。昨年12月定例議会において同様の質問

に対し答弁した内容と一部重複しますがお答えさせていただきます。まず、今年度予算に

計上されている事業についても緊急度、優先度、実施方法について再考し、歳出削減に取

り組んでおります。

具体的には、村営住宅や教員宿舎、その他村が管理する施設の修繕費用圧縮のため、昨

年５月から営繕担当を配置し対応にあたっております。また、検討としておりました渡嘉

敷林道の法面補修については、安価で効果の期待できる工法に変更し、今月施工をいたし

ます。更に、令和２年度に向けては会計年度任用職員制度が開始されることに伴う人件費

及び老朽化した村営住宅や教員宿舎等の修繕費の増大が見込まれることから、村財政運営

はますます厳しい状況となっており、令和２年度当初予算において緊急度、優先度、実施

方法について厳しく査定してもなお、1億7千700万円を超える財政調整基金の大幅な取り

崩しとなっており、なお一層の歳出削減に取り組む必要があると考えております。

このため、事業を実施するにあたっては補助金や交付金を上手に活用することで一般財

源の歳出を抑制していかなければならないこと、そのためには職員が業務に専念できる環

境をつくることが必要と考えております。その取り組みとして、令和２年度において、と

かしき祭りや、とかしきマラソンなどのイベントについては一括交付金を活用し、その資

金を補助金や委託料として民間運営への移行を検討しているほか、船舶燃料については一

般競争入札により調達することで経費節減を図る一方で、自主財源確保の取り組みとして

昨年より実施しております、ふるさと応援寄付金のウェブサイトを利用した取り組みや、

民間事業者の新規起業及び事業拡大につながる支援に力を入れてまいります。また、働き

方改革を推進するため、事務量の増大に伴う総務課職員の増員、また船舶職員の週休取得

できる体制を確保するための乗組員の増員を実施いたします。

以上、事業見直しに係る主な取り組みをお答えさせていただきました。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。今伺ってきた中で何件か、また伺いたいと思いますが、まず、

イベントに関して。今村長の答弁の中で祭り、マラソンを民間への委託というふうにおっ
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しゃいましたが、これは観光協会なのか、それとも別の団体なのか伺います。

○ 座間味秀勝村長

出先を相手先を決定しているわけではございません。どういった方法が、プロポーザル

方式とか、様々な方法があると思いますので、このへんは当然島内の事業者、団体等と調

整をしながら進めていきたいと考えております。

○ ６番 當山清彦議員

現状、この議会の中ではないですけど、観光協会にさせたいですとか、そういった話は

伺っておりました。プロポーザル方式という話も今ありましたが、プロポーザルは広くと

いうことで、それとも村内企業ということでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

まずは村内企業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。今の村長の答弁の中で、次の質問に移りますが、働き方改革の

流れの中で今回、会計年度任用職員というかたちをとっていくと思いますが、どれほどの

人件費の予算増が見込まれるのか伺います。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満総務課長

議員の質問にお答えします。令和２年度から会計年度任用職員の制度が始まりまして、

現在の賃金職員から会計年度任用職員ということで、給与については報酬、それから手当

てにつきましては期末手当という支給に変わります。一部費用弁償で通勤手当が支給とい

う職員もいますけれども、増えるのは期末手当に係る部分だと認識しておりますので、約

１千万円増えるというふうに試算しております。

○ ６番 當山清彦議員

１千万円増えるということでございますが、これから歳出を減らしていかなければなら

ないと先ほど村長の答弁の中でありましたが、総務課の人員を増やす、また航路の方も船

員を増やしていくというふうに伺っています。その中でどんどんまた人件費は増えていく

という考えだと思いますが、その財源の対策ですとか、そのへんのお話を伺えたらと思い

ます。

○ 座間味秀勝村長

先ほどの答弁の中でも触れましたが、これまで一般財源で手当てをしてきたものについ

て他からの補助金の活用などを進めていくということが必要かと考えております。そのた

めに職員がその業務に専念できる環境をつくるということで増員であったり、イベントの

民間への移行ということを取り組むというふうに考えております。
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○ ６番 當山清彦議員

現状どういった補助金を活用してとか、そういう明確なものは財源の根拠というものは

ないというふうに考えてよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

現在において何にどれをということがあるわけではございません。民間であったり、沖

縄県地域振興協議会など、元の対米請求権事業協会など、こういったところもあって今も

活用しておりますが、更に他の資金の活用ができないかといったことも含めて今後取り組

んでいく必要があると考えております。

○ ６番 當山清彦議員

その点でもう１件伺いたいんですが、船舶の船員の皆さんですね、民間企業と比べると

船員の賃金がだいぶ低いと伺っております。その上で離職者がかなり増えていると、そう

いった話も伺っておりますが、その点についての船員の皆さんの給与の見直し等はお考え

でしょうか。

○ 座間味秀勝村長

船員の給与については、他の事業者、例えば他の自治体との関係もみながら、これまで

取り組んできておりますが、今すぐにこれを見直すという状況ではないと思っております。

○ ６番 當山清彦議員

監査の中でもこういった話もございまして、また、見て分かるように船員が入れ替わっ

ているのもとても分かるんですね。昨年度からの問題だと思っております。これは私は早

急に見直しが必要だと思っております。いま一度、村長の答弁、できればすぐにでも見直

すという答弁がいただけたら船員の皆さんも安心して働けるのかなと思っております。よ

ろしくお願いいたします。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満総務課長

議員の質問にお答えします。今船員の給与の増についてご質問がありましたけれども、

一般の行政職も含めて船員の給与表は、職員の給与に関する条例規程に準じて今支給して

おります。その基になっているのが国の制度に基づく給与表になっておりますので、それ

を独自で改正するというのは非常に厳しいのかなというふうに思っております。ですので

給与の改定については国、県に準じて、あるいは他市町村の状況を勘案しながら人事院勧

告、県の人事委員会の勧告等々を踏まえて毎年改正している状況でございます。

○ ６番 當山清彦議員

私の言葉不足で、今の船員の市場をみて、給与は今の答弁で分かります。別に手当てを

付けるとか、そういったことを考えていかないと、どんどん離職者が増えると思います。
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我々村民にとってのライフラインです。そのへんをちょっと答弁していただきたい。

○ 座間味秀勝村長

処遇改善という意味合いもありまして、先ほどの施政方針の中でも述べさえていただき

ましたが、乗組員を増員するというのは、現状週５日出勤、２日休みということが取れて

いないという状況があると。まずその改善をするということが１つにあります。手当てと

いうことでありますが、適正な手当てが現状払われていないのか、あるいは別に必要なも

のがあるけれどもされていないのか、これについては少し研究の余地があろうかと思って

おります。即答は控えさせていただきたいと思います。

○ ６番 當山清彦議員

早急にご検討いただけたらと思っています。また、職員の皆さんへのヒヤリング、これ

がしっかり大事だと思っていますので、よろしくお願いいたします。

また、今回というよりも、これからも財政難ということで、しっかりと財源を確保して

いく、それが村長のお仕事だと思っておりますので、そのへんをしっかり重点に置いて村

政運営を行っていただけたらと思っております。

次の質問に移ります。まず、防災減災についてお伺いいたします。東日本大震災から９

年が経ちまして、2011年の３月11日、我々渡嘉敷村議会も定例会２日目でございました。

私も３月はしっかりと防災に力を入れて質問していきたいという考えでございます。そこ

で伺ってまいります。

沖縄県の消防防災ヘリコプター導入についてお伺いしたいと思いますが、県の方で沖縄

県消防防災ヘリコプター導入に係る調査検討の委員会が以前開かれております。こちらが

平成30年３月に報告書が出されておりますが、それから一切動きがない。県議会の方でも

一切この議論がないというのが現状であります。そして他府県をみましても沖縄県だけな

んですね未定なのが。この件について、ヘリ導入に関して渡嘉敷村として取り組まなけれ

ばならない課題というものを村長から答弁いただけたらと思っております。

○ 座間味秀勝村長

お答えいたします。沖縄県における消防防災ヘリコプターの導入に関しては、平成６年

に１度検討された経緯がございます。当時、財政面や消防職員の充足率が低いことなどが

課題となり、当時は導入に到っておりません。その後、平成29年９月より導入について調

査、検討が始まり、現在も協議中となっております。平成30年度より市町村説明会が行わ

れておりますが、ヘリの活動守備範囲に入らない離島があること、費用負担の算定方法等

に明確な結論が出ないこと、これらが重なっておりまして、沖縄県消防防災ヘリコプター

導入推進協議会の設立にすら到っていないというような現状でございます。

また、ヘリの導入にあたっては、夜間における活動ができないといったこと。また、広

域災害となった場合の活動方法、１基２基といったヘリの台数では広域災害となった場合

どういう活動となるかといったこと、これらについても議論をしている最中でございます。
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これらに見合う負担金のあり方などまだまだ今後も議論を重ねていく必要があると思って

おります。

○ ６番 當山清彦議員

現状のご説明ありがとうございます。今村長がおっしゃった飛べない範囲があると、離

島があると、それも先島の方と大東だと思っております。それも報告書の中に記載されて

おりました。私が今村長に伺いたいのは、このヘリ導入に関して我が村がどのように取り

組まなければならないか。もちろんその協議会が必要だというのは重々承知した上で、村

長がどう取り組んでいくのかというお考えを伺えたらと思います。

○ 座間味秀勝村長

先ほど答弁の中にもありましたけれども、活動方法やそれに見合う負担金というもの、

要するに各自治体が負担する負担金に見合う活動内容となるのかどうか。このへんを精査

していく必要があるというふうに考えております。また、国などからこういったことへの

支援、離島としての支援、こういったものを受けられないかどうかということも含めて、

先ほど施政方針の中でもお話をしましたが、令和２年４月１日から２年間、離島振興協議

会、過疎地域振興協議会の理事を拝命しておりますので、その中でもこういったことを議

題として取り上げて取り組んで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。国からの支援というのが、当時の段階で平成32年までだったと

記憶をしております。その上で一番は導入に伴う人件費の案分の負担、これが県側からま

だ示されていない、公表もされていないのが現状だと思いますが、県はもう試算を出して

いると思うんですが、そういった広域会議の中で負担金に関わることに関して議題に上が

ったり、村長だけにその負担額というものが示されているのかどうか伺います。

○ 座間味秀勝村長

具体的な経費についても、全体経費がどれぐらい、導入に係る経費がどれぐらいで、人

に係る経費がどれぐらいでということについては大ざっぱなことについては昨年確か６月

だったか、の会合のときに示されてはおりますが、これについてもどこまでの市町村を対

象とするのかといった範囲が、まだ確定をしていないというような状況であると認識して

おります。ヘリが活動できない範囲もあるということですので、そこに向けて、例えば２

機目を先島に導入するというようなことをするのかとか、そういったことへのまだ明確な

方針が示されていないという状況でございます。

○ ６番 當山清彦議員

この議論の中で防災ヘリ、そして特ヘリ、ＭＥＳＨさんはもうないのであれですけど、

あとは自衛隊、県警、海上保安庁としっかり連携していくという中身はあったんですが、

結局いま村長がおっしゃったとおり、飛べないところの部分がまだ乗っかってきていない

んですかね。それで今村長がおっしゃっただいたいの額というもの、それは公表していい
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ものなのかどうか。公表していいのであれば伺えたらと思います。

○ 座間味秀勝村長

現時点では、これを根拠をもって公表できるという状況にはないというふうに認識をし

ております。

○ ６番 當山清彦議員

関係者に伺ったところ、試算は出しているということで２パターン出しているというふ

うにも聞いておりますので、なんとかそこを公表できるようなかたちをとっていただけた

らと思います。であれば地方議会においてもしっかりと、自治体の議会においても議論が

できるものだと思っておりますので、そのへんも広域団体の方でお話していただけたらと

思っております。

２番に移ります。津波被害が想定されている本村においての多くの観光客が訪れるビー

チや、島の生命線である港湾の崩壊、人命救助を考慮しまして、ヘリ導入へ向け関わって

いく必要があるというふうに伺っておりますが、これはもう村長の先ほどの答弁で私は伺

っていると思いますので、２番に関しては飛ばさせていただきます。

３番に移ります。防災ヘリ導入となればヘリに乗る各消防の職員の命を守ること、救助

される村民、観光客がヘリで救助された後のことも議論しなければならないと思っており

ます。他府県の政令指令都市、また沖縄県だけが今運行できていないという状況にあると

思いますが、ここで一番伺いたいのが村民の救助、救助されて、また観光客の皆さんが救

助された後の議論が必要だと思っております。村長の見解を伺います。

○ 座間味秀勝村長

村民の生命、身体、財産を守るということは行政の最大の責務であると考えております。

特に離島である我が村にとっては防災ヘリの果たす役割はたいへん重要であると認識して

おり、導入に向け様々な課題解決に向け議論を重ねていく必要があると考えておりますが、

現時点において救助された方々がどういうかたちになるか、救助というのは村内での救助、

そして村内での例えば治療であったり、怪我の治療ですね、そういったことを村内ででき

るのかということも含めて、これは今後、防災計画、現年度に見直しをしておりますが、

細かな計画を立てていき、また那覇あるいは本島の他の地域との連携これも必要になると

考えておりますので、今後の課題かと考えております。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。その中で昨年初めて米軍と自治体、そして自衛隊が一緒に想定

した訓練するという機会がございました。すみません、正式な名称は資料忘れてしまった

ので名称が分かりませんが、確認したら他の離島も参加していないと、町村長も参加して

いない、防災担当も参加していないというような内容でございました。防災に力を入れる

というのであれば、また米軍の協力体制というのは必要なものだと思っております。こう

いった広域の、また今私が発言した機関、団体全てが協議できる場所というのはとても大
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事だと思っております。その時に村長、また防災担当が行けるというような体制づくりが

大事だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。現状のヘリ発着場についてお伺いしてまいりますが、ヘリ発着場

の整備について、現状のヘリポートは斜面に隣接しており強風時の離着陸が困難だと伺っ

ております。災害に強い村づくりを推進していくために別の場所への整備が必要だと考え

ております。当局の見解を伺います。

○ 座間味秀勝村長

ヘリポート建設については、多額の費用と広い平坦地を造成する必要があると考えてい

ます。現在のヘリポート建設は、平成12年に私が企画係で担当しておりました。当時、島

内の地形や道路条件、風向きなどの気象条件、そして標高などあらゆる要素を含め検討を

し、あらゆる場所を検討し、自衛隊の急患搬送部隊とも何度も協議を重ねた結果、現在の

場所に建設しております。

島内には、この他に災害時等の緊急着陸場として阿波連小学校運動場、そして渡嘉敷港

の産業バースを指定しており、気象条件等に応じて使い分けることとなっております。ま

た、青少年交流の家敷地内にもヘリポートとして使用した施設がありますので、これも利

用できるように調整していくこととし、現時点においては新たなヘリポート整備の計画を

立てる考えはございません。

○ ６番 當山清彦議員

先ほどの質問とも被るんですが、港湾等が崩壊した場合、また津波で被災した場合のこ

とを考えると、今、緊急時の着陸場所と村長がおっしゃった場所は困難なのかなと。です

ので高台の新たな場所への整備が必要だと思っております。また村内ブロック塀が多数ご

ざいます。津波以外でも地震等があれば車両の通行は困難です。ですので今現在あるのは

北側ですよね、村長が今おっしゃった交流の家のヘリポートも北側です。ですので阿波連

地域、もしくは渡嘉志久地域をしっかりカバーできる高台のヘリポートの整備が必要だと

思っております。見解を伺います。

○ 座間味秀勝村長

このことについては以前にもこういった意見交換をしたことがございます。議会の場で

はなかったんですが、阿波連で例えば急患のためのヘリをどこに降ろすかということで、

今現在は、先ほど申しましたとおり阿波連小学校の運動場を指定しているというような状

況でございます。

先ほども言いましたが、かなり広い面積を必要とします。今あるヘリポートでいうと40

ｍ四方ということで、それが確か15度以内でしたかね、侵入経路に15度以内には障害物が

あってはならないということになると。そうしますと当然この南側で考えるとなると山の

てっぺんを平坦にするしかないというような状況が考えられるということもあります。こ

ういったところから今の場所を設定して、今の場所がベストかといえばベストではないで
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す。でも当時考えた中で今できるところはどこかというところで最大限考慮したのが今の

場所でございます。

今後、阿波連地域のことを考えるといったときに、阿波連地域に果たしてそれだけの場

所を設定するようなことができる余力があるか、地域が場所があるのか、これも含めて考

える必要があるのかなと思っております。例えば森林公園の広場などは、これに適さない

かどうか、そういったことも含めて検討していく必要があるかと思っております。

○ ６番 當山清彦議員

ありがとうございます。リスク管理の問題だと思っております。北側が駄目だったら南

側、また中間の地域もですね。そして今みたいなヘリポートの整備じゃなくても、ただ広

げるだけでも私はいいと思っているんですね。すみません、ちょっと順番を間違えてしま

って３番に飛びますが、ヘリポートのヘリ発着場というものは公用、非公共用、飛行外離

着陸場、そして私この３つだと伺っていたんですが、調べたら緊急離着陸場というものも

あるそうでございます。その上で今申し上げたとおりしっかりとした整備じゃなくても発

着場というものはつくれると私は認識しております。

そこでもう１件伺いますが、新たな観光客誘致、新たな本島から、また別の島からも観

光客が来られる体制づくりが必要だと思っております。民間のヘリが活用できるヘリ発着

場が必要だと考えております。見解を伺います。

○ 座間味秀勝村長

渡嘉敷村救急ヘリポートについては、急患搬送業務を主として緊急時の利用が前提とな

っておりますが、現在でもヘリ、タクシーなど観光客の輸送等でも使用をしております。

また、急患搬送業務に支障のない範囲での使用を許可しておりますので、また、産業バー

スについても利用できるということになっておりますので、新たなヘリポートとしての整

備ということは現在計画はしておりませんが、先ほどもお答えしたとおり、今ある広場を

利用できるのかと、例えば森林公園の広場ですね、そういったことも含めて検討する必要

はあるかと考えております。

○ ６番 當山清彦議員

今、東京都がヘリの通常運行、八丈島、５島を使ってやっております。その予算額がだ

いたい５億円規模だと思っております。これを県と協力してできないかということで今後

私視察に行く予定でございます。そういったことも踏まえて緊急時のため、防災のため、

そして新たな観光客誘致のための考えというのは必要だと思っております。また村長から

も前向きな答弁をいただきましたので、これでヘリに関しては質問を終わりたいと思いま

す。

次に、教育施設整備についてお伺いいたします。渡嘉敷小中学校の太陽光発電の蓄電池

の不具合についてお伺いします。半年近く蓄電ができない状況。ただ、先日見に行ったら

動いている状況ではございました。防災の面からも、あそこは避難所として指定されてい
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るわけでございますので、現状これだけの期間不具合が続いているというのはとても大き

な問題だと思っております。現状と今後の対応についてお伺いいたします。

○ 知念優教育長

お答えいたします。令和２年２月４日に業者による現状確認を実施しております。確認

の結果、マニュアルに沿った再稼働を実施しても正常運転しないこと。電源盤内の装置に

一部サビが発生しており部品の交換も必要との報告を受けております。どの程度の機材の

交換が必要か、またそれに係る費用がどのくらいになるのか、見積もり予算書の提出を求

めておりますので、今後この資料の提出を受けて検討し対応する予定です。

この半年間もほったらかされていたということに関しましては、令和元年10月３日に渡

嘉敷小中学校教頭より監視システムモニターにエラー表示が出ているという報告を受けて

て現場を確認しました。請負業者の株式会社オキジムへ連絡し、電話で指示を受けて復旧

作業を試みたが復旧できないということでございました。部品の交換等が必要な可能性が

あるとのことなので調整し連絡しますとのことでした。その後、連絡がないため11月14日、

11月27日と請負業者へこちらから連絡しましたが、調整中という返答しか得られなかった

というふうな現状で半年間も延び延びになってしまったということでございます。

○ ６番 當山清彦議員

見積もりはもう取れているんですか、まだきていないという状況ですか。

○ 知念優教育長

見積もりはまだ取れていない状況です。３月10日頃に予定しておりますけれども定かで

はないというか、まだもらっていない現状です。

○ ６番 當山清彦議員

遅れた内容に関しては業者は何とおっしゃっているんですか。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 小嶺国士教育課長

お答えします。遅れた内容といたしましては、当初電話で連絡をいただいて業者の方と

調整して復旧作業をしたんですが、復旧ができないという状態だったので、基盤に問題が

あるのか、それ以外の問題があるのかというのを請け負い業者に伝えて、システム会社と

協議して回答するということになるんですが、こちらから回答したときはまだその調整中

ですという回答しか得られていない状態だったので遅れていると。こちらとしては業者さ

んの方から回答が得られないと次に進めないという状態だったということになります。

○ ６番 當山清彦議員

これは契約書の内容としてはどのようになっているのか。保証期間なのか、結局、見積

もり取るとおっしゃっていますけれども、これを直す財源ですよね、結局３月に取るって
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なるんだったら次年度の補正でやるんでしょう、考えとしては。その保証期間内なのか、

そこを業者がもつのか、うちがもつのか答弁お願いします。

○ 小嶺国士教育課長

危機の保証に関しては保証期間外ということを回答を得ていますので、こちらの方の費

用負担に関しては村負担ということになると思います。

○ ６番 當山清彦議員

保証期間は何年ですか。すみません、いつ入って、その保証期間は何年なのかお願いし

ます。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 小嶺国士教育課長

申し訳ありません、手元に資料がありませんので、調べて後ほど回答させていただきま

す。

○ ６番 當山清彦議員

よろしくお願いいたします。また、防災に関わることですので、これだけの期間、蓄電

池が使用できないというのは大きな問題ですので、しっかりと対応していただけたらと思

います。

次の質問に移ります。小規模企業振興基本条例（案）についてですが、この件に関して

は何度も質問をしております。平成26年６月、小規模基本法が制定されてからの質問です。

本村においてはたいへん遅いです、動きが遅いです。これの一番のメインは固定資産税の

減免制度となっております。内容も以前お話したとおりでございます。固定資産税の減免

制度、本村においても基幹税の収入が減るという内容でございますけれども、これもしっ

かりと国の方で地方税のルールのもとで補てんもされるというところまで財源の根拠とし

てはされているわけでございますので、プラス、私が質問してからも、これだけの時間が

経っております。法律制定からも時間が経っております。進捗状況を伺います。

○ 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。進捗状況ということですが、商工会指導員の方から

小規模企業者支援に関する法律の改正説明会に出席した後に協議を諮っていくこととなっ

ておりましたが、その後協議が諮られず現在に到っております。今後については、商工会

指導員と協議をしまして、関係資料等の整理、収集をした後に、今月中に小規模基本条例

の目的でもあります、村、それから商工会、事業者等の役割、それから責務等についてそ

の他協議を諮っていくこととなっております。

○ ６番 當山清彦議員

前と答弁がまた変わっていますよ。今までじゃ何もしてこなかったんですか。以前もこ
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の件に関して質問したとき商工会にも確認しました。その件に関してのヒヤリングは今ま

でありませんでしたという内容でした。私が初めて質問したときも、答弁では９月までに

はそれを制定するというお話でしたが、またこれから調整に入るんですか。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問にお答えいたします。その後、村としては条例案の方は整備しております。

その条例案については、村だけで進めていくものではないですので、関係機関と調整を図

って整備をしたいと思います。

それから、先ほど議員が申し上げました生産性向上特別措置法に基づく計画については、

現在総合事務局の方へ提出しております。その後は総合事務局から認定を受けまして固定

資産税の税条例改正に入れるものというふうに認識をしております。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ６番 當山清彦議員

動きがすごい遅いですね。他の自治体では既に整備されている内容です。しっかりとこ

のへん緊張感をもって対応していただけたらと思っております。

次に質問に移ります。今回の一般質問の私、メインがこちらでございます。財政支援団

体の村補助金減額についてお伺いをしたいと思います。本定例会に提案されております令

和２年度一般会計当初予算において、村商工会への補助金が20％減額で計上されておりま

す。そこで以下伺ってまいります。

商工会との予算ヒヤリングについてお伺いしたいと思いますが、内容についても時系列

も伺っております。その上で当局の予算ヒヤリングを何月何日に、どのように行ったのか

答弁いただけたらと思います。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問にお答えいたします。令和２年度運営補助金の要求資料については提出期限

を12月12日と定め、12月16日に提出があり、何度かヒヤリング協議を行いましたが、村の

当初予算取りまとめの期限に間に合わず、暫定的な補助金を減額計上しております。

予算ヒヤリングについては３回実施しております。12月２日、12月25日、２月25日で行

っております。

12月16日の資料提出に伴い12月25日に商工会とヒヤリングを実施しております。その資

料を基に村の予算ヒヤリング１月19日に受け、資料の不備を指摘しております。

その後、１月28日に商工会へ再提出を依頼しております。

１月30日に商工会から提出がありましたが、充当金の内訳が不明瞭であったことから、

先ほども申し上げましたが、当村の当初予算計上期限までに間に合わなかったことから暫

定的な処置をしているところであります。
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○ ６番 當山清彦議員

今回の予算ヒヤリングについて内容も伺っておりますが、今おっしゃった12月12日です

か期限が、期限は12月12日で合っていますか。全体的に予算ヒヤリング遅れていましたよ

ね当局、全て遅れていた状況だったと思います。12月13日に商工会は予算要望書を提出し

たと伺っております。そして話の中で、まず、担当係が財政係にたぶん折衝しますよね、

商工会は予算これだけ必要だと。その後に総務課長なり副村長なりと折衝しますよね。そ

の中で商工会に対しては副村長が入院している際、退院して帰ってきたら、また再度調整

しますということを商工会に伝えているんですね、指導員の方に。この点についてお伺い

したいと思います。

○ 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

ご質問にお答えいたします。１月30日に商工会から提出のありました資料を私ども拝見

いたしました。その中で当村の補助金の充当先の内訳について明細がなかったものですか

ら、詳細な資料がなかったものですから、２月25日に商工会とヒヤリングを私の方でやっ

ております。その時にも指摘をしておりますが、商工会指導員から、先ほどもありました

が補助金の減額については非常に運営が厳しいですよという回答をいただいております。

そういう中で指導員とはまた新たな角度から事業資金とか展開できないかという話し合い

はもっております。

○ ６番 當山清彦議員

その件に関しても話は伺っております。予算ヒヤリング自体に問題はありませんでした

かということです。私が伺いたいのは。私は問題があったと思っております。商工会はそ

の都度その都度、資料提出はしています。言われたらすぐやっています。にもかかわらず

このような内容じゃないですか。そのへんを伺っています。予算ヒヤリングをしっかりで

きていたのかどうか。商工会もそうだし、担当係もそう、そして財政係、総務課長、副村

長が関わっているのかどうか今は分からないですよ、そのへんを伺っているんですよ。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問にお答えいたします。１月16日に商工会から予算資料を受け取りまして、そ

の後に１月28日に商工会へ再提出を依頼しておりますので、その間の期間というのは確か

に当村のマラソン業務等の業務も非常に加担な内容になっておりまして、そのへんで遅延

の発生があったこともあるかというふうに認識はしております。

○ ６番 當山清彦議員

もちろんマラソンが大事なお仕事なのも重々承知しておりますが、２番の内容ですけれ

ど、結局、商工会というのは経営改善、経営指導なんですよ。でですよ、私、村長の事業
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の見直しについても、祭り今のままでいいのかというお話もしたと思っています。商工会

の指導員３カ月間これに縛られるんですよ。その間経営指導ができないような内容だった

んですよ。祭りの補助金には人件費なんて一切入っていないんですよ。そういったことも

ありながら、また今、新型コロナで経済が不安定な中、もっともっと商工会に支援してい

かなければならない。国はしっかりとセーフティネットを整備している中で、この新年度

予算に商工会への20％減額が計上されていること。そして予算ヒヤリングの中身、私は問

題があったと思っているんですね。

３番伺いたいと思いますが、再度、予算ヒヤリングを実施した上で補正予算でしっかり

と支援をしていく、その思いが聞ければ僕は十分です。

○ 座間味秀勝村長

先ほどから担当課長が答弁しておりますとおり、暫定的にということでございます。正

確な精査ができていないという状況でございました。ヒヤリングのあり方ということにつ

いては、ご指摘を受けて検証させていただきたいと思っておりますが、暫定的に８割で計

上している、あくまで暫定でございます。今後、さらに調整をして精査をして査定をして

いくというふうに考えております。

○ ６番 當山清彦議員

その中で、商工会は自主財源の確保にもしっかり努めていくと、最近あったヒヤリング

の中でも、この間、会長、執行部の皆さんと指導員行ったと思います。そのへんも努力し

ていくという話でございますので、そのヒヤリングの際、村長はその資料を見ていなかっ

たと伺っております。やはりどうしてもコミュニケーション不足であったり、そういった

部分が見えます。こちらとしては折衝記録までは言いませんよ、ただ商工会に行けばその

折衝記録が分かるんです。どうしてもずれは発生しているんですよ。そのへんをしっかり

改善していただいた上で補正予算でしっかりと補助する、前回の社会教育団体への補助金

の減額と同じようなことだと思っています。村長、今一度、商工会しっかり支援していく

と、村長のお言葉をいただけたら、これで終わりたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

施政方針の中でも申し上げましたとおり、商工会、漁協のことも申し上げましたけれど

も、しっかりと支援していく必要があると考えております。ただし、補助金でございます

ので、その使途、目的、これが明確に我々も説明ができないといけないということもござ

います。そこはちゃんとした資料の提出、これを調整して対応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。この件に関してはまた商工会、当局ともしっかり話をしていっ

た上で対応していただけたらと思います。

以上で私の一般質問を終わります。
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○ 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。

午後１時30分より再開することとし、暫時休憩いたします。

休憩します。

再開します。

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

一般質問に入る前に、我々議会が２月19日、20日と研修がありました。その中で平成15

年から平成30年までの税の徴収率の一覧表がありまして、我が村が100％でトップであり

ます。今まで15年間見ていても100％という数字は上がってこなかったけど、今回、素晴

らしい数字が上がって大変嬉しく思いました。村民が優秀なのか、皆さんが逞しかったの

かわからんにしてもあっぱれだと褒めて、次の一般質問にいきたいと思います。

これは何度か質問したことでありますけど、環境整備の中で街灯問題ということで築30

年ぐらいなりますか、土地改良の中で整備しました。約100灯ぐらいあるのかなと思いま

すけど、ほとんどカバーが劣化したり電気が切れたりしているのが現状であります。その

中で、村長も今回は整備するということでありましたけど、現在、何基か整備してあるの

ありますよね、電気が切れているのをＬＥＤでもって何とかやられていると思うけど、こ

れ一斉に工事やる予定なんですか、村長。

○ 座間味秀勝村長

ご質問にお答えいたします。島内の防犯灯、この整備については沖縄振興特別推進市町

村交付金、いわゆる一括交付金を活用しまして、令和２年度に全域の調査設計業務を行い、

令和３年度に取り替え工事を行う予定となっております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

これは全灯取り替えできるということですか。

○ 座間味秀勝村長

はい、一括交付金が令和２年度、３年度あと２年を残すのみとなっております。その関

係上、２年度に調査設計を終えて３年度には一斉に全体を取り替えるという計画をしてお

ります。

○ １番 與那嶺雅晴議員

今、村長の説明でよくわかりました。あれはいいですね、ほんとにね。私の前に１基、

先月ぐらいから付けられいるけど、もう100ｍ先まで見えるような状態で、あまりにも明

かる過ぎないかなというぐらい明るいです。

次、いきます。村営アパートの件でございます。この件は私もちょっとだけ関係するも

のがあって土地を紹介して契約して７年なります。そこの方からもまだ建たんのかという

話もありますけど、それ以上に村民の方から、まだなのか、行政の仕事ってこんなものか
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というふうな声も上がります。心の中ではくじも引きたいたいと言う人もいますけどね、

今の状態ではというのがありますが、村長からも入札が流れてということがありますが、

これからの対策、これまた流れますよ、村長。どのように考えてます？

○ 座間味秀勝村長

冒頭の施政方針でもお話をしたと思いますが、公営住宅法にとらわれない賃貸住宅、こ

れを視野に入れて検討していきたいと考えております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

これ今までの予算が、これ急きょ、これに変更できるの？

○ 座間味秀勝村長

公営住宅、入札が２度流れたという話をしました。入札不調に終わった。これについて

は国からの補助を貰っての公営住宅の建設でございますが、今、私が申し上げた賃貸住宅

というのは国からの補助金は充当しない住宅を言っております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

これで当初の計画と同じように４所帯可能ということですか。

○ 座間味秀勝村長

４所帯できるのかどうなのかということについては、土地の取得もしくは借り上げの状

況にもよってきますので、この土地の取得借り上げについて、今交渉が既に進んでいると

ころもありますし、まだこれからというところもございますので、そこは早急に交渉して

なるべく早めに確保できるようにし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、必要であれば土地買い上げするという方法は考えていない？ あの土地を。

○ 座間味秀勝村長

土地取得については、借り上げというよりは、買い上げをしたいというふうに基本的に

は考えております。その方向で別件も進めていることもございまして、今おっしゃる、こ

の予定をしていた第３渡嘉敷団地を予定していた土地について買い上げができるのかどう

かということについて、これまで確認をしたことはございませんので、もし買い上げがで

きるのであれば、それも視野にいて検討はしていきたいと思っております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

私もその方に年に１回はたいがい会いますので、少し私の方からもその話を切り出して

みたいと思います。

次に、当初６所帯をつくるのかと聞いたら、村長は渡嘉敷部落だけに偏るわけにはいか

ないので阿波連という案もありました。私はそれは良いことだなと思いますけどね、問題

はこの阿波連の集落の方の土地等に関して何らかの目安が付いているのかどうか。

○ 座間味秀勝村長

阿波連地域については、これまで農業用の新設というかたちで賃貸をしていた土地がご
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ざいます。これが阿波連の59番地でございます。この土地を利用して今後、住宅建設を検

討していきたいと考えております。

○ 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

村長、土地に関してはある程度目処も付いて、決して阿波連部落に対しては夢物語でも

なんでもないということですよね、わかりました。

次いきます。この問題ね、全員がこの問題に携わってくるかなと思ったら何か私１人で、

今日、体調もおかしくなってしまったんだけど３番いきます。これ世界中を騒がしている

大きな問題であります。昨日ですか、日本でも1,035名か、日に日に感染者が増えるだけ

で減ることはまずないです。死者が、マスコミ等を見ているとほとんどが70歳以上が多く、

我が村にも70歳以上が115名いらっしゃいます。どっちかというと免疫力のない弱い老人

をターゲットにされているかなというふうにも考えていますけど、目に見えない菌だけに

想定するものが非常にできないと、しかしながら村民の命を守るのが何よりも優先化しな

いといけないと思っていますが、それに対しては村長どう思いますか。

○ 座間味秀勝村長

午前中の答弁の中でも村民の生命財産を守るということが最大の責務であるというふう

に答弁をしております。そのとおりであると考えております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

これ村長がおっしゃった言葉は、いろいろ施政方針の中でも、よく使われている言葉で

ありますので、私もそれに関しては理解をしているつもりであります。今日の一般質問に

対策、対応というふうに出していますが、これは順を追って答弁してほしいなと、今日の

施政方針の中で対策委員会を立ちあげているというふうなことがございますが、少しだけ

具体的にどういう対策をしているかということを説明していただきたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

お答えいたします。新型コロナウィルスの報道を受けまして２月14日午前９時に、私、

村長を本部長とした新型コロナウィルス対策本部を設置をしております。そして同日と19

日、そして昨日３月４日に対策会議を続けて開催をしております。その中でまずは感染者

を出さないということが重要であるという認識で一致をしております。このために定期的

に防災無線にて、うがいや手洗い咳エチケットなど感染予防に努めていただくことの広報

をしております。そして２月に発行した広報渡嘉敷でも情報の発信を行っており、またア

ルコール消毒液、これを庁舎、公民館、保健指導所、保育所、各学校あと船舶の乗船口や

船舶の内部、事務所のチケット記載台や乗船口、船内これも含めて設置をして感染防止に

努めております。
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○ １番 與那嶺雅晴議員

あのね、村長、この島はやっぱり全ての文化がフェリーで持ってくるわけですよね、い

ろんな文化がね。そういった部類ものも船舶通して、上陸する可能性があるんじゃないか

なと思っています。先ほど村長が消毒液置いていますよ。と、確かに置いていますよ。私、

那覇でアルコール液を使うのいるかなと思って見ていました。ほとんどの人が使いません。

何故使わないかと、島の人はたいがい買い物したら、２つたいがい何か持っていますよ。

そこ置いてわざわざ手を洗って入る人はほとんどいなくてですね。あまりまだ意識がない

のかなと思うと同時に、マスコミ通してみても、映画館あたりも全部消毒していると、我

が村の船というのは、そこまでは値していないのかなというふうに思いますけど、私は手

摺り等に関して頻繁に細かくやるべきだと思いますけど、どうですか、村長。

○ 座間味秀勝村長

お答えいたします。実はこの件につきましては、昨日、開催をしました対策会議の中で

もそういったご意見が出ております。そこで船舶の方では乗船口で呼びかける、確実に消

毒をしてもらうというようなこと、そして船内の消毒もこまめにやるというような方向で

対応しましょうということになっております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

さっき私が言ったアルコールでの洗浄、あれは義務づけた方がいいんじゃないですか。

荷物おいてでも手を洗ってから、あるいはマスクも、いろんな放送をして毎日聞いていま

すけど、なかなか島内でマスク買うというのも大変ですよ正直言って。ほとんどＪＡに来

るおばあちゃんたち見てて、ほとんどマスクしていない。これに対しては認識が薄いのか、

この島にはそういうのは来ないだろうという曖昧な考えしているかわかりませんが、うち

の村は観光立村ですので、これに対する影響は私は大きいと思いますよ。

それとね、村長、今対策本部を上げているというのは、早急で私は理解できますけど、

隣村は学校は休校して、うちの村はなぜそのまま休校にしないかというのは、これ父兄か

らの不満等はないものとして考えているんですか。

○ 座間味秀勝村長

学校を休校にするか、しないかということについては、学校長、そしてＰＴＡ等の意見

も踏まえた結果であります。そして現時点において休校にしなかったことについての意見、

クレームといいましょうか、そういったことについては私の方では把握はしておりません。

○ １番 與那嶺雅晴議員

今、沖縄県では56校かな、休校していないですよね。この56校の明細はわからないにし

ても、これは別に願っていることじゃないけど、万が一そういう感染者がいたら学校は休

校するんですか。

○ 座間味秀勝村長

県内での感染者が、これまで確認されているのが３名、その濃厚接触者122名について
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も検査をしているが、全部陰性というような状況を踏まえてこの判断をしております。休

校にしない判断を。今後、県内で拡大するという兆候があれば、すぐにこれに向けての対

応再度検討するということになっております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

今、対策、対応聞きましたが、村長、どっちにしても素早く対応するということでいい

ですか。

○ 座間味秀勝村長

はい、当然のことですが、拡大傾向にあると当然、島内に持ち込ませないように予防対

策もしながら、県内の拡大傾向ということがあれば、直ちに対策会議を開いて休校なりの

措置を検討していくということになると考えております。

○ １番 與那嶺雅晴議員

最後になりますが、ちょっときついことで言っておきますけど、決して軽い気持ちで受

け止めないで沖縄県で３名ですよね。ほとんどの方が那覇でタクシーに乗るはずだし、そ

ういったものがあるので、まさかということは考えずに、いつも危機感を持って対応して

いただけるようお願いします。１日も早く収束することを願って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

お疲れ様です。早速、僕の方の一般質問をさせていただきます。まず令和２年度の本村

の施政方針について伺うということで、観光振興事業への取り組みとして、令和２年度に

具体的な計画はありますか。ということでお願いします。

○ 座間味秀勝村長

お答えいたします。令和２年度は、これまでの継続事業として観光総合推進事業、そし

て美化清掃事業、海域保全確保事業、あとこれに加えて観光推進事業、これは観光協会へ

の補助金を予定しております。これらを計画しております。

○ ２番 国吉栄治議員

観光推進事業、美化事業、４つほどあげられたんですけど、具体的にその中身を教えて

いただいていいですか。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員ご質問にお答えいたします。まず観光総合推進事業でございますが、誘客受入委託

業務、それから多言語対応職員の派遣業務、県内外イベント出店ピーアール業務等となっ

ております。それから美化清掃業務におきましては、村内の玄関口であります港待合所を

はじめ、村内主たる観光地、公園やトイレ等の美化清掃を行っております。
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それから海域安全確保事業については、阿波連ビーチと渡嘉志久ビーチに監視員を配置

する業務となっております。それから観光協会への補助金といたしまして、観光振興事業

を図る上での補助金、観光協会の一番主たる財源でもあります修学旅行の受け入れ支援業

務、それからイベントの出店活動支援業務という内訳になっております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。僕が聞きたかったのは観光振興事業ということで、今、お伺い

した対応で言うと、費用の方はこれ係ってくると思うんですが、観光振興、要は島にお金

が落ちてくる仕組みといいますか、島外からのお客様、観光業の盛んな島ですので、その

上で収益を上げていかないといけないと思うんですね、その点について最後におっしゃら

れていた観光協会への取り組みということが上がっていたと思うんですが、そこの収益を

どういうふうに考えているのかというのをお聞かせください。

○ 座間味秀勝村長

観光協会については、一般社団法人でございます。現在のところ観光協会から具体的に

こういった事業についての補助金をということは上がっておりません。理事会等を含めて

動かし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

まさに今、観光協会立ちあげ当初ということだと思うのですが、そういった観点でも先

ほども上がっていたんですが、渡嘉敷村にある商工会、ここらへんもすごく重要になって

くると思うんですが、今聞いていると観光協会だけが担っていくという話ですが、本来、

商工会の方も修学旅行受け入れ等もしていたと思いますし、今後は観光振興の部分ではす

ごい重要な役割を果たしていくと思うんですが、その点の支援というのは何かお考えです

か。

○ 座間味秀勝村長

その点の支援というのは、修学旅行の受け入れについての支援ということなんでしょう

か。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません。修学旅行の支援ではないです。修学旅行の支援は観光協会と決まっている

と思うんですが、観光振興事業なので観光客誘致、諸々含めて施政方針の中には冬場のお

客さん誘客とかありましたが、そこらへんが具体性が見えないので、言っていることはわ

かるんですけど、具体的にどうお考えですかということを伺っています。お客さん誘客の

ために観光協会だとか商工会に支援する部分があると思うんですが、そこらへんをどうい

うことを見据えて支援されていますかということです。

○ 座間味秀勝村長

施政方針の中で述べましたけれども、冬場の閑散期と言われている冬場の観光メニュー、

これを創出をして冬場の集客を図ると平準化を図るということが前提として考えておりま
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す。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません。ちょっと話がそれてしまったんですが、その中で観光協会というものを今

あげられていたんですが、商工会にも観光支援として考えられている部分があると思うん

ですが、イベントだとか、元々経営指導も入ってきますので島の観光を盛り上げるという

ことをまず理解していただきたいんですね。その点において支援、要は村として何を支援

していきたいかというはありますかということです。

○ 座間味秀勝村長

午前中の當山議員とのやり取りの中にもあったと思いますけれども、商工会からの要望

を精査をしまして、その活動を支援していくということになっております。

○ ２番 国吉栄治議員

取り敢えず、そのまま進めさせていただきます。

次なんですが、事業計画において、それぞれ上がっていると思うんですが、どのように

立案され、また予算計上されているのかを伺います。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。行政運営全般において言えることは、渡嘉敷村第４次総合計画こ

れを基本とし、またこの他に過疎地域自立促進計画や辺地総合整備計画、人口ビジョン総

合戦略、観光振興計画、高齢者保健福祉計画、子ども子育て新計画、障害者保健福祉計画

など各種計画に基づき各課にて立案をし予算編成を行っております。

○ ２番 国吉栄治議員

すごいいっぱい事業が取り組まれていると思うんですが、それぞれの計画目標、だいた

いでいいです。数字的な部分の目標をお聞かせいただけますか、沢山上げられたんで。

○ 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

議員の目標の数値についてお答えをします。私の方で把握しているのは観光振興計画に

おける数値目標となっております。この観光振興計画は平成29年度に作成しまして、平成

30年度からの５カ年の計画となっております。その中で32年度までに全体年間の入域客数

を13万7千人と目標打つことで計画が立てられております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。入域客目標が13万7千人というかたちで考えられて、決められ

ているということなんですが、例えば令和２年度において、その数字は変わらずというこ

とになるんですしょうか。３年間の数字ということだったんですが。

○ 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。先ほども述べましたが平成30年度からの５年計画であ

ります。次年度が中間の年となりますので、中間的な評価をしまして、また見直すのであ

れば委員会の中で見直しをし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

施政方針の中にも元々３ページの方で載っていたと思うんですが、配分予定額も下がっ

て、金額も予定の金額より下がっていて、目標は数値は３年間変わっていないというとこ

ろなんですが、目標の数値の中に金額的なところも元々３年間予想されていたんですか。

○ 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

議員の質問へお答えをいたします。観光振興事業におきましては、一括交付金を活用し

て事業を推進しております。その中で毎年目標と成果を定めて計画を立てております。次

年度の目標については、年間入域観光客数13万7千人以上という目標を国、県にお示しし

て事業を計画しております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございます。それに続いて前回の船舶問題というのがあったと思うんですが、

執行部をはじめ職員さんとの業務における連携がしっかり取れていないように見受けられ

たんですが、現状の問題点、また解決策があればお考えをお聞かせください。

○ 座間味秀勝村長

船舶売買契約、これについては不適切な事務処理があったというふうに認識をしており

ます。この旨について議員の皆さまにもご説明を申し上げております。本件は担当主管課

である船舶課で契約業務を行い契約担当課である総務課との連携が取れていなかったこ

と、これが要因であると考えております。このことから今後入札による契約業務について

は全て総務課で行うことで事務の統一化を図り再発防止に努めてまいります。また職員間

の連携については、業務にかかる事務分掌の明確化、見直しこれを進めていき職員研修等

を実施し職員の資質向上を図る取り組みを行い町議や職員会議等で情報共有を図ってまい

り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。今後そういった事がないようにしていただければ、村民も安心

して生活できると思いますので、よろしくお願いします。

続いて財政についてということで、先ほどから繋がっていくような流れになるんですけ

ど、財政についての具体的な、ちょっとわかりづらい部分がすごく多いので事業とかいっ

ぱい絡んできますけど、わかりやすく収入の増加への計画と支出の削減の対応あれば教え

てください、なければないでもいいです。
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○ 座間味秀勝村長

何度か午前中からの答弁の中にも出てきておりますが、本村の財政状況これについては

令和２年度当初予算において財政調整基金の取り崩し額が1億7千700万円を超える状況で

あり大変厳しい財政事情となっております。事業実施するにあたっては補助金や交付金な

どを最大限活用し、これは収入に繋がるという部分にあたるかと思います。自主財源の確

保については業務委託によるふるさと応援寄付金の取り組みを継続して行ってまいりま

す。一方歳出の削減については効率的な事務執行による経費節減、公共施設等総合管理計

画に基づき建物等の長寿命化を図りながら適正管理に努め経費削減を行ってまいります。

午前中来申し上げております。営繕係による修繕費用の圧縮、これらもその一つでござい

ます。現在、渡嘉敷村中長期財政計画、令和２年度から令和11年度までの11年間の策定を

進めており、今後は計画に基づく年次的な健全な財政運営に努めてまいります。令和２年

度から令和11年度までの10年間の策定でございます。

○ ２番 国吉栄治議員

そうするとそれをやられると、今後2億円近くの切り崩しがなくなっていくというお考

えでよろしいでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

なくなっていくではなくて、なくしていくという取り組みというふうに、ご理解をいた

だきたいと思います。

○ ２番 国吉栄治議員

なくしていくというのであっても具体的にいくらぐらい減っていくとお考えですか。

○ 座間味秀勝村長

財政調整基金というのは貯金でございます村の貯金。貯金を取り崩して予算を立ててい

るという状況でございます。この貯金を取り崩さないと予算が立てれないという状況は非

常に不健全な状況であると考えております。ですからこれをゼロにするのが目標。さらに

は残すといった程度にして、さらに基金を積み込上げるといったような努力も必要かと思

います。例えばこの庁舎、平成23年に完成をしておりますが、これを造るにあたっての整

備基金をそれまでの先輩方が非常に苦労されて積み立てをしてきております。その後この

庁舎がもう既に８年経過をしていますが、これから30年、40年使っていく50年後には立替

になるといったときのことを今準備しているかといいますと、それもできていないという

状況です。毎年1千万円の積み立てをしても50年で5億円です。それぐらいの余力を残さな

ければいけないというふうに考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

今、村長おっしゃったかたちであるならば、去年の赤字分といいますか、去年も切り崩

しいろいろ水道関係だとかいろんな部分で出ていったと思うんですが、赤字といいますか

どうしても発生する費用がどうしても大きくかかってくると思うんですが、そういったと
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ころまでいろんなかたちで収入が入ってくると思うんですが、そこの部分まで収入、そし

てコスト削減というのを考えていらっしゃるということでよろしいでしょうか。要は当面

の目標は、すみません、休憩。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ２番 国吉栄治議員

今ですね、とりあえずの支出、収入上げてもらって支出を下げていくという話をされて

いたと思うんですが、それを具体的にといいますか、だいたいいくらぐらいでお考えなの

か、お教えいただいて、その根拠といいますか、どういう感じで考えられているかという

のをお伺いしてもよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

直近で言いますと、平成29年度の決算ベースで1億800万円の取り崩しをしております、

基金の取り崩し。そして平成30年度に4千100万円を取り崩していると。直近２年間で1億4

千900万円の基金を取り崩して財政運営をしているという状況にございます。これは健全

とは言えませんので、少なくても基金の取り崩しがゼロになるような財政運営、これを心

がけていくと、そこに努めていくということでございます。

○ ２番 国吉栄治議員

取り組みについては、わかったんですけど、ゼロを目指されているということで、本来

普通の会社経営でいっても、いくら売り上げ目標があるとか、例えばお客様の何人入って

いるから、だいたいこのぐらい見積もれるとか、もちろん経費も前年度ベースになってく

ると思いますので、そこらへんも計算に入れて、だいたいいくらぐらい利益を上げるよと

いうのが具体性がやっぱり決まっていかないと、いくらコスト削減とか、収入増加と言わ

れましても、どういうふうに伸びていくのかが伝わらないのかなと思いますので、その点

は意識されながら、やられてほしいなと思います。

続きまして、村営住宅の家賃についてということで、各村営住宅の家賃算定基準をお教

えください。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。公営住宅この家賃算定については公営住宅法で定められた方法に

より算定を行っております。この中には住宅の規模、立地、築年数、地価等その他さまざ

まな要素が加味され算定の基礎に含まれております。また所得の額により８区分にわけら

れており、収入超過者については所得の割増率を乗じて算定をしております。

○ ２番 国吉栄治議員

この基準とかはホームページとか調べたんですが、出てはいないんですが、何かしらで

公表はされている感じですか。
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○ 座間味秀勝村長

これは特に算定方法を公表はしておりませんが、隠してもおりませんので聞いていただ

ければ、開示することは可能でございます。

○ ２番 国吉栄治議員

因みに、これ教えられるかわからないんですが、最低の金額と最高の金額って、今お教

えできますか。

（「休憩」の声あり）

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満総務課長

議員の質問にお答えいたします。現在、村営住宅が70戸ありまして、最高の家賃額が11

万8千500円、現在の家賃ですね。最低の家賃額が1万4千200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。一応算定基準とか知りたいという方もけっこういらっしゃった

んでホームページ等を利用して窓口対応もありがたいんですけど、ホームページ等も活用

されてデータをオープンにしていただければありがたいなと思います。

続いて、それに繋がるんですが、現状の算定基準の結果により、どうしても去年の金額

より５段階金額が上がった方がいらっしゃって、その方は2万円台からいきなり11万円台

に上がったということで、通知の方も今月中と書いてあるんですが、２月に通知が来たら

しく、３月には退去しないといけないという状態で島の方々に聞くとやはり算定基準があ

るもんだから、どうしても金額がすごい11万円という状態ということで、それについて非

常に家計も大変になるという話を伺っています。そういった面で金額面またケアーの部分、

本村どうお考えなのかお伺いします。

○ 金城満総務課長

それでは議員のご質問にお答えします。この件の経緯についてご説明をさせていただき

たいと思います。ご指摘の経緯については、家賃の選定基礎となる収入申告書の提出につ

きましては毎年７月頃に提出期限を１カ月程度設け入居者に文書でお願いをしておりま

す。期限内で提出していただけない方が、その時点でいる状況であり、催促や再催促を行

っても全ての方が出そろうまでに時間を要しておりました。令和２年１月末までそういう

ことがありましたので、ずれ込みまして１月31日に収入認定を伴う通知を行っております。

その通知の中で30日間の意見の申し出期間を設け家賃決定通知書を、その後に送付してお

ります。本来であれば収入申告書の提出がなければ家賃は最高金額である近傍同種家賃と

なる旨を文書にも記載しております。しかしながら家賃が高額になれば入居者にとって不

利となることから、全ての方の収入申告書の提出を持って事務を進めてまいりました。家
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賃算定における収入の認定については疾病等の予期せぬ事情が生じた場合は意見の申し出

をすることができるようになっております。正当な理由があると認められた場合には当該

申し出に基づき再算定を行うことができます。

今回の算定で家賃が極端に上がった場合における議員がおっしゃっている金銭面のこと

については、今現在、村として支援する手だてはございません。今後は入居者のご協力を

得ながら７月に毎年出している収入申告書をまず皆さんが早めに出していただくと、そう

いうことによって、その算定が早めに進められて決定通知が早めに出せるという段取りに

なっています。そこに皆さんに周知をしてまいりたいというふうに考えております。

これは村長の施政方針、あるいは先ほど来からお話がありましたが、公営住宅はあくま

でも低所得者向けの住宅でございます。今後の整備計画につきましては、現状の公営住宅

にとらわれず賃貸住宅の整備を計画して、そういう高額所得者の方々が少しでも有効な入

居ができるように、そういう計画を今後は進めてまいりたいと思っています。

○ ２番 国吉栄治議員

すみません。算定基準で聞きたかったところでもあったんですけど、確か家賃の算出っ

て２年前のやつを基にされていますよね、ちょっと確認なんですが。

○ 座間味秀勝村長

先ほど総務課長からの説明にもありました去年の７月の時点で今年４月からの家賃を算

定するという段取りになっております。去年の７月の時点ということは、一昨年の１年の

収入ということを見て算定するということになっております。

○ ２番 国吉栄治議員

そうする１回申告されている状態のやつですよね、申告されていますよね。再度本人の

記入が必要ということでよろしいでしょうか、はい。この状況はわかりました。ただ、11

万円というのは、どうしても金額的に高いんじゃないかという声がすごく多くなっている

と思うんですが、先ほど今後のつくりに対して、ものを造っていく上では、そういったの

は低所得者向けではないものをつくっていくというふうにおっしゃっていたんですが、現

状でも変えようと思ったら変えれると思うんですが、その点はどうお考えですか、金額、

家賃。

○ 座間味秀勝村長

この住宅の家賃の算定は、先ほども申しております。公営住宅法に則った算定基準があ

ってそれに基づいて算定をしております。ですからこれをこちらの裁量でどうこうすると

いうことはできないものと考えております。

○ ２番 国吉栄治議員

一応僕も調べたんですね。そうすると公営住宅法第16号で決められているという話だっ

たんですが、基本的にその地域の値段、下の部分をどうこう触るんじゃなくて、やっぱり

11万という一番高額な方というところに関しては、その地域の対価というものも一つ目安
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に入れられるというふうに入っているらしいので、その点できないと今おっしゃられたん

ですが、できるという話も確認しているので、そこらへん、もう一度見直していただいて

進められると良いのかなと思っています。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満総務課長

では、議員のご質問にお答えします。所得が今かなり高いという内容で、それが算定で

減額ができるかというお話でしたが、これはあくまでも家賃算定基準というのは公営住宅

法で決められておりまして、入居者の収入が25万9千1円以上、これは部位で言いますと１

から８ありまして最高の８ランクに値しております。そういう場合には基準家賃額がこの

時点で9万1千100円と基準家賃が設定されておりますので、この時点で既に高額の入居者

という判断になります。

○ ２番 国吉栄治議員

村長それを聞いて25万の月収があって9万円の支出、それ妥当だと思いますか。

○ 座間味秀勝村長

これが妥当かどうかという話ですが、これ25万9千円というのはあくまでも収入でござ

います。月割りにした場合の収入です。25万9千円の12月分の所得があるということでご

ざいます。そこらへんを考えていただきたいと思うんですが、これが妥当かどうかという

のは、だいたい所得の３分の１が住居費というふうに世間では言われているかと思います。

それから考えれば妥当と言えるのかなと思います。

○ ２番 国吉栄治議員

ご質問で村長は妥当というふうに思われていると思われているんですが、それが高いと

おっしゃっている村民の方けっこういらっしゃるんですね、本当に聞かされるんで。役場

の方は支援があるかもしれないです住宅手当というかたちで、手当が若干入ってくる、そ

れも多いわけじゃないと思うんですけど、ただ僕が言いたいのは、ここで公営住宅法で触

れないと断言されていますけど、触れるという、上限設定、そもそもできるというふうに

伺っていますので、これもう一度、僕も精査していきますが、できる場合においては、そ

ういった金額等を触っていくとか、そういうお考えありますか。

○ 座間味秀勝村長

上限枠をこちらの裁量で切り下げできるということは、今はじめて聞いております。こ

れについては後に精査をしていきたいと思いますが、もしそういう情報をお持ちでしたら

ご提供いただけたらと思います。

○ ２番 国吉栄治議員

もう一度確認なんですが、もしそういったことができるんであれば、そこらへん住民の
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ことを考えて、ある程度の緩和というかたちで金額下げるというということもお考えとい

うことでよろしいでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

できるかどうかわからない時点で、それをやりますという返事はできません。

○ ２番 国吉栄治議員

できるかできないんじゃなくて、できるんであれば、そこらへんは住民負担を減らすた

めに金額の下げる方も、お考えになるというつもりでよろしいですか。

○ 座間味秀勝村長

私も、この係をしていたことがありますが、少なくてもその当時、そういうことができ

るという法的根拠は持ち合わせておりませんので、今この質問にお答えすることはできま

せん。

○ ２番 国吉栄治議員

できないということで、できない上での前提の話はできないということでおっしゃられ

ているということで、一応この点はまた引き続き僕もまた精査していって、話していきま

すので、ぜひご検討いただければ、よろしくお願いします。

続いてホームページについてということで、今回もそのホームページの予算が上がって

いましたが、現状のホームページの改善点、どのようなものがあるかというふうにお考え

かお聞かせ下さい。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。現在のホームページの改善点といたしましては、ウェブバリアフ

リーを実施するためアクセシビリティを多様化にすることであると考えております。バリ

アフリー化というのは、例えば視覚障害者が音声や読み上げソフトを使用する際に代わり

に読み上げるテキストであったり、動画の音声情報を字幕提供する。あるいは全てのコン

テンツがキーボード操作のみで可能となる。また村民向け無料情報であったり、観光客向

け観光情報、船舶情報などわかりやすく選択閲覧ができるようなデザインにすることが求

められているかと思っています。また、職員による情報発信効率を上げていくためコンテ

ンツマネージメントシステムの導入、あるいは災害発生時専用ページを作成するなどの必

要がある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。今おっしゃられていたように職員の情報発信とか、非常にそう

いった情報がなかなか足りなかったりする部分、けっこうあると思いますので、その点、

力入れていただければと思います。

あと１点、今回の算定基準とかも含めて、そうなんですが、質問に上げなくても確認で

きるオープンデータというの、どこの市町村も出されているところけっこうあるので、そ

ういった点も見習って、あとバリアフリー対応というのはサービス面で直ぐ上がってくる
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と思うんですが、その他にも村民の方で知りたい情報などいっぱいありますので、ここの

方の確認作業も合わせて行っていただければ、ありがたいのかなと思いますのでお願いし

ます。

最後にまた、新しい機能、先ほどバリアフリーと言いましたけど、何か他にお考えです

か。

○ 座間味秀勝村長

先ほども申し上げましたとおりでございますが、新規機能ということにつきましては、

ウェブバリアフリーを実施するためのアクセシビリティ多様化にすることでありまして、

また現時点での内容については、利用者の需要を考え村民向けあるいは観光客向け、船舶

情報などわかりやすく選択閲覧ができるデザインとし、職員による情報発信効率を上げて

いくということ、先ほど申し上げましたとおりでございます。そして災害専用発生時の専

用ページということでございます。

またこのことの予算について申し上げておきます。総額で1千万円を計上をしており詳

細内容においてはホームページリニューアル業務にかかる構築費、これはデザイン新規コ

ンテンツ関連費用等が含まれております。これが780万円、補修費が130万円、その他諸経

費が90万円という内訳となっておりあます。

○ ２番 国吉栄治議員

780万円のところ、もうちょっと詳しく教えてもらってよろしいですか。

○ 金城満総務課長

お答えいたします。780万円の詳細につきましては、初期構築費ですね、デザイン費、

コンテンツ関連費用等になりますけれども、こちら関連して、こちらの設計関連費用、デ

ザイン関連費用、コーティング関連費用、ＣＭＳ導入関連費用、新規コンテンツ関連費用

それからデータ移行関連費用、それから操作研修会関連費用、その他関連費用というふう

になっております。

○ ２番 国吉栄治議員

こちらの方は入札といいますか、もう施行も決まっているかたちでよろしいですか。

○ 金城満総務課長

はい、こちらは令和２年度に1千万円計上しておりますので、４月１日以降に書類の準

備が整えしだい提案型プロポーザル形式で入札を予定しております。

○ ２番 国吉栄治議員

ありがとうございました。前回は1千200万付いていて、結局ぎりぎりでできないという

話だったと思うんですが、今回、一応問題点ももう把握されている、ただ村民の方の意見

もちゃんと反映できるよう聞いていただいて、あと最初の方でも申し上げたとおり、関係

課長といいますか、関係課の連携をしっかり強めていっていただいて、もっとわかりやす

ホームページにしていただければと思いますのでよろしくお願いします。以上をもちまし
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て僕の一般質問を終わります。ありがとうございました。

○ 玉城保弘議長

先ほど、国吉議員の中で玉城広喜観光産業課長から訂正が申し出がありますので、それ

を許します。

○ 玉城広喜観光産業課長

先ほど、国吉議員の質問に対しまして答弁しました内容に誤りがありますので訂正をさ

せていただきます。先ほど渡嘉敷村観光振興計画の入域客目標数値について13万7千人と

申し上げましたが、これは環境省による目標数値でありまして、実際の正しい、この計画

に基づく観光入域客数の目標としましては最終年度であります令和４年度に15万9千900人

という人数を目標設定していることを訂正して報告いたします。以上です。

○ 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。

次に、３番新垣一史議員の発言を許します。

（「休憩」の声あり）

休憩します。

再開します。

○ ３番 新垣一史議員

皆さんこんにちは。早速ですが通告書に従って一般質問の方、初めさせていただきたい

と思います。まず初めにですが財源確保の為め広告収入の導入を考えてはどうかという質

問なんですが、収入の話に行く前に午前中一般質問の答弁の方でも基金の切り崩しの話が

出ていますが、先ほどからの回答少しチェックしていくと、平成29年、平成30年の切り崩

し分がおおよそ1億4千万、令和元年度まだ決算終わっていないので、おそらく去年の施政

方針の中で3千万から4千万の切り崩しという数字があったと思います。今年が１億7千万

という大きな数字があるんですが、現在の基金の、要は貯金額みたいな話になるんですが、

残高みたいなものを、もし発表できるのであれば教えていただきたいんですが。

○ 金城満総務課長

議員の質問にお答えいたします。令和元年度についてまだ全て終わっておりませんので、

その前年の平成30年度のベースでお答えいたします。平成30年度の基金の残高、財政調整

基金が4億8千300万円です、約ですね。それから他にも基金がございます。その他減債基

金とか、その他基金がございまして、それのトータルが8億7千600万円となっております。

○ ３番 新垣一史議員

平成30年度の段階でその金額でまた今年1億7千万ということで、やはり財政難というの

は目に見えてわかるんですが、そこで本村においては財政確保が最重要課題かなと思うん

ですが、本村の規模からして大幅な税収アップは難しいと思いますし、また補助金、一括

交付金使っても大きい事業になると村からの持ち出しとか金額も大きくなりますので、そ
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れだけにも頼っていけないということで独自の収入を得る方法を考えていかないといけな

いと思うのですが、昨年から委託業務でやっていますふるさと納税の方も令和元年度の当

初予算では140万だったのが、今年の当初予算案では538万、成果が上がってきていると思

います。今回、私が一般質問に上げている広告収入の方もホームページの方やっているの

はバナー広告の収入かと思うんですが、去年の当初予算が20万で今年の当初予算が45万と

倍ぐらいに上がっているんですが、この広告収入、一番目に見えて収入を増やしやすいジ

ャンルかと思います。なので村の方でも、こちらに力を入れてみてはどうかと思うのです

が、村長の見解を伺います。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。議員おっしゃるとり、財源の確保等も非常に大きな課題でありま

す。その中で広告収入これを歳入財源として確保するということについては有効な手段で

あるというふうに考えております。議員もおっしゃっておりましたが、ホームページ等で

のバナー広告であったり、また今後、例えば船のチケットですね、そういった物にすり込

みするとかというような広告収入が見込めるような媒体がどういったものがあるのかとい

うことを検討研究をしてまいりたいと思っております。

○ ３番 新垣一史議員

その方でも有効な手段だと思ってくれているので、これからどんどん研究してくれると

思うんですが、去年の子ども議会の一般質問の中にもありました。例えば船舶の背もたれ

頭部のカバーあれをきれいにしてほしいとか、そういう質問もあったので、ああいう物を

例えば紙の物して、スポンサー広告を取ってプリントした使い捨ての紙を使うとか。フェ

リーの方はもう買い取して本村の持ち物となっていると思いますので、電車のような中刷

り広告とか壁に広告を掛けたりとか、いろいろできると思います。さらにごみ箱も広告収

入を取って、その広告を出してくれたところのデザインしたごみ箱を置くことによって、

このごみを収集するための人件費を賄えたりとか、そういうふうに収入に直接繋がるもの、

または村の持ち出しを減らすやり方、いろいろ使えると思いますので、今後どんどん検討

して導入していっていただきたいと思います。

次の質問に移らさせていただきます。観光協会について伺います。村長が会長を務めて

いる観光協会なんですが、住民の方から去年、観光協会ができたというのはみんな知って

いるんですが、じゃあ観光協会はどういうことをしているんですか、わかりますかという

ふうな質問が、けっこう何度か受けることがありまして、自分も会員じゃなくてよくわか

っていない部分があるのでホームページとか、ネットで調べてみようと思ったところ情報

がほぼほぼないんですよね、渡嘉敷村観光協会で検索しても。発足からもう１年経ちます

けれども、今、会長でもある村長の観光協会の現状について伺います。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。観光協会、昨年４月１日付けで発足をしております。この現状に



- 47 -

ついてということですが、発足当初、事務局に職員２名を配置するというような運営を計

画しておりましたが、現時点１名のみの配置ということに止まっており、計画どおりの運

営ができていないというような状況がございます。また続けて今後の展望ということもこ

の質問の中にありますので、お答えをさせていただきたいと思いますが、今後の展望とい

うことについては、まずは人材の確保、そして財源の確保に取り組む必要があるというふ

うに考えております。これらの活動を支援するために住宅の整備であったり、地域おこし

協力隊の活用、これらも含めて考えていきたいと思っております。

○ ３番 新垣一史議員

今後の展望として人材確保、財源確保ということなんですが、発足前の準備委員会議事

録が、村ホームページの方にありましたので、そこで見たところ、当初上がっていた主な

事業、観光協会が携わろうとしている事業が、１つ目が観光客対応窓口運営事業。２つ目

に観光客誘客プロモーション。３つ目に観光情報発信。４つ目にホームページＳＮＳ情報

発信。５つ目に修学旅行受け入れ。６つ目に着地型旅行商品の開発及び販売。７つ目マラ

ソン祭り等のイベントの実施。８地方公共団体からの委託業務、施設管理やふるさと納税

委託業務を観光協会が受ける等のことが書かれていたんですが、さっき村長がおっしゃっ

たように現在、今、１人の職員の方で観光協会運営しているというかたちなんですが、や

っぱり人材の確保が大事だと思います。先ほど言いました準備委員会の議事緑の中に、南

城市の方に視察にも行ったとありまして、その中でも行政のバックアップが不可欠だとい

うふうなことが度々でてきています。今現在、人材確保、財源確保の話が出ましたが、ど

ういったかたちのバックアップ、具体的なかたちでどういって関わっていくかというのを

具体例を上げていただければ教えていただきたいです。

○ 座間味秀勝村長

先ほどの今後の展望というところでも触れておりますが、人材確保、財源確保に取り組

む必要があると、これらを支援するために住宅の整備、そして地域おこし協力隊、外から

人材を確保しようとしたときに一番課題となっているのが住宅ということですので、まず

住宅を整備して、外からの人材の活用もできるような状況に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

では、この地域おこし協力隊の募集だったり、住宅の整備というのは、いつ頃からはじ

めようというか、そういう予定はありますか。

○ 座間味秀勝村長

住宅の整備については、現在、その内容について精査をしているところでございます。

令和２年度に予算を組んでありますので、その中で対応していきたいと考えております。

地域おこし協力隊については、この住宅の整備の目処が立った時点でということになりま

すので、現時点で具体的な期日等は申し上げられません。
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○ ３番 新垣一史議員

現在、職員の方がやられている業務内容というのが、修学旅行受け入れ等、観光案内窓

口業務、あと電話対応、そういうのが主だと思うんですが、私も平成16年から18年商工会

の非常勤職員をしていた時に同じ業務をやっていたんですが、たぶん１人の職員ではやは

りそれだけで手一杯になってしまうと思います。村長の政策の方にもありました自立した

観光協会というのは、やっぱり財源も独自に確保してというのが必要になってくると思い

ます。１人では今ある業務で手いっぱい、自立した観光協会というのは実現不可能な状況

だと思います、現段階では。ですので来年度の住居の予算は確保して着工して目処が立っ

たら、人材確保というかたちだと、結局まだ足踏みしたままなのかなという感じが見込め

ます。現在職員の方にちょっと聞き取りしたところ週休２日で契約しているということで

すが、やっぱり観光案内お客さんがいることなので、なかなか休みも取りにくいというの

もありまして、商工会の職員の方に手伝ってもらって窓口の方に立っていただいたりとか、

そういうのがあるそうです。

先ほど言った準備委員会の時に、南城市では軌道に乗るまでというんですかね。課長級、

参事級の職員が５年ほど出向して携わっていた。議事録の最後の方では本村の方では人材

不足でそれができないということだったんですが、常にそちらにいるのではなく、もっと

観光協会の方と連動した動きというのをやっていただけたらと思うんですが、少ない人材

の中でどういったことが、もし手伝えるかなとか、村長が何か考えていることがあればお

教えいただきたいんですが。

○ 座間味秀勝村長

先ほど国吉議員の質問の中でも答えております観光協会への運営資金の補助ですね、こ

ういったことで対応していこうと考えております。議員おっしゃるように村の行政の中で

も今非常に人手が不足をしているという状況で組織改革をしながら係の分掌も見直しなが

らという取り組みの最中でありますので、今、具体的に村から観光協会に職員を派遣する、

出向するというようなことはできない状況にあると認識をしております。

○ ３番 新垣一史議員

発足から１年で、今、この現状ということなので、結局１年間、商工会の修学旅行と観

光案内窓口業務の職員の方のデスクが変わっただけなのかな、この１年は。だから観光協

会が立ち上がったにもかかわらず、全然、前には進んでいないという状況だと思います。

せっかく立ち上げて村長の施策にもありますので、もっと観光協会と密に連絡を取り合い

連携を取って目指す観光協会が作っていただけるように尽力し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。保険者機能強化推進交付金、インセンティブ交付金

について伺いたいと思います。インセンティブ交付金、高齢者の自立支援重度化防止に繋

がる取り組みを積極的に行った都道府県市町村を評価して、その評価に基づいて自治体に
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交付金を支給する制度ですけれども、これに対しての本村の事業に対する取り組みで、こ

の評価というのがまず自己評価だと思うんですが、その評価とあと今後これに対してどう

いうふうな関わりかたをするのか、目標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

お答えをいたします。ご承知のとおり高齢者の自立支援重度化防止に向けた保険者機能

強化をすることを目的に創設をされたのが保険者機能強化推進交付金いわゆるインセンテ

ィブ交付金でございます。この交付金は保険者へ支払われるため介護保険広域連合へ交付

をされ広域連合全体の事業費に充てられることとなっております。よって加入している市

町村に直接配分されるという性質のものではございません。

村の取り組みとしては国が定める評価指標の項目、保険者機能強化に向けた体制の構築

や自立支援、重度化防止等に資する施策の推進を概ね実施をしております。その評価につ

いても介護保険広域連合へ毎年報告をしております。今後の課題といたしましては、事業

主体となる介護保険広域連合へ継続して、まずは実施したい事業を実施してもらえるよう

要望してまいります。

○ ３番 新垣一史議員

では広域の方に所属している本村は、一旦広域の方に行った交付金が広域の方から各市

町村に来るという話なんです。現時点で広域の方から各市町村への割り当てというのはあ

ったんでしょうか。

○ 新垣聡民生課長

お答えいたします。先ほど村長が答弁したとおり、市町村への配分はありません。ただ

広域連合が加入市町村に対して行う事業を、その交付金をもって行うということで、今、

広域連合で行おうとしている事業が介護予防についてのＤＶＤを作成し、加入市町村へ配

布するということを計画されているということです。

○ ３番 新垣一史議員

広域の方からは交付金ではなく、予算を使った何かしらのＤＶＤだったりを各市町村に

配るというかたちみたいなんですが、これは加入市町村の方から、例えばこの交付金をこ

ういう事業に充てたいので交付金として欲しいというふうに訴えるのは可能でしょうか。

○ 新垣聡民生課長

この交付金事業も、はじまったばかりなので、各市町村への要望等の調査がありました。

渡嘉敷村からは事業所、今あるデイサービスセンターのつつじの指導ですとか、必要書類

の点検、衛生管理、安全管理等についての指導を講師を派遣してやってほしいというふう

な事業を要望しております。

○ ３番 新垣一史議員

先月、参加した広域連合の定例議会で、広域連合の施政方針があったんですけれども、

その中でインセンティブ交付金については、早急且つ確実な事業執行に努めてまいります
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というふうな文言があったんですが、この文言から自分が感じるのは結局まだ活かされて

いないので、これから努めていくというふうに捉えました。なので向こうからのアクショ

ンを待つのではなく、村からの各市町村からの要望を強く訴えていって求めていけば、ど

ちらかというとこちらが自由にというか上手く使える交付金なのかなと思います。それを

やっぱり訴えるためにも、この評価を上げていくということが大事かなと思うんですが、

今の自分の話を聞いて村長はどう思われるか聞きたいです。

○ 座間味秀勝村長

このインセンティブ交付金については、先ほど民生課長からも答弁がありましたけれど

も直接お金として市町村に交付されるものではないという仕組みであるということ、では

どういったかたちでこちらにそれが利益としてくるかというと、例えば先ほど民生課長も

上げておりましたけれども、こちらが要望した事業を取り組めるように介護広域連合の方

で、それを予算化するであるとか、というような取り組みになるかと思います。こちらに

どういったメリットがもたらされるかということについては、インセンティブ交付金、そ

のものの渡嘉敷村としての金額というのは本当に微々たるもんだというふうに聞いており

ますので、どこまでできるかということについては、現時点では定かではありませんけれ

ども、今後、充実した介護予防ができるような取り組みを要望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

すみません。確認なんですけれども、広域に参加している市町村に対しては、交付金で

はなく、講師派遣であったり、広域が予算を活用した事業ということでよろしいんですか。

お金として交付金としては受け取れない、他の広域に所属していない市町村には交付金と

して入りますよね。でも広域に参加している市町村に対しては、交付金というかたちでは

入ってこないという認識でよろしいですか。

○ 新垣聡民生課長

先ほど、村長の答弁でもありましたとおり、このインセンティブ交付金というのは保険

者で支払われているということで介護保険広域連合に加入している市町村は保険者が介護

の広域連合、那覇市とか単独で保険者になっている市町村はその市町村への配分というこ

とになっています。

○ ３番 新垣一史議員

理解しました。このインセンティブ交付金保険者機能強化推進というのは介護保険料の

負担軽減のための重度化防止に繋がる政策だと思います。今広域の方の議会でも聞きまし

たし、国の方針としてもやっぱり重度化防止保険料、国の負担を減らしていくという方針

だと思います。そこで大事になってくるのが地域の活動だったり包括支援センターを中心

とした活動、地域住民主体の活動になってくると思うんですが、インセンティブ交付金と

は直接繋がりがないかもしれませんが、ひとつ村長にお聞きしたのが、今包括支援センタ
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ーの方は臨時職員が２人という態勢でやっていると思います。これからさらに包括に関わ

る業務というのは増えてくると思います。先ほど船舶の人員その後の案件にも上がってい

ますし、総務課の人員を増やすということも検討しているというのもありましたが、その

包括とかそういう介護とかに関した増員とか、臨任とか、そういう立場でなく本務の方を

置くというふうなことは検討されていますか。

○ 座間味秀勝村長

包括支援センターについては、実は、先日、私もその実態といいましょうか、はっきり

確認をした把握したというような状況でしたけれども、臨任職員だけで運営することが、

まず運営することがまず適正化ということについては、そうではないと考えます。しかし

直ぐに職員の配置ができるかというと、そこもまた難しいという状況もございます。新年

度令和２年度においては現在、保健師を１人増員する予定がございますので、この保健師

を活用した機能強化を図っ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

今年度行われた採用試験で合格した方が採用ということで１人増えるということでよろ

しいですか。保健師が２名態勢、以前も２名態勢だったと思うんですが、その保健師の方

を１人包括の方にとか、そういう人員配置増員じゃなくて人員配置の転換とか、そういう

ことはお考えになられていますか。

○ 座間味秀勝村長

はい、１人まるまる配置するかということではなくて、現在考えているのは包括支援セ

ンターの業務も兼務していただくと、それが１人なのか２人で兼務するのかということに

ついてはまだ調整中でございます。

○ ３番 新垣一史議員

保健師さんに関しては、以前から２名態勢でやっているということで、この包括以外の

仕事今までやってきた仕事に必要であるから２名態勢でやってきたと思います。それを分

担するとなると保健師さんの負担が増えることとなると思います。なのでこれから介護の

方の業務が増えていくのが目に見えている中で、やはり人員増というのは、今後、考えて

いかないといけないことだと思います。しかも早急にですね。なので先ほどおっしゃって

いた対応の早かった船舶の人員増だったり総務課の人員増という同じ観点で迅速に検討実

現いただければ、今後の島の老人介護に関して良い方向に進むのかなと思いますので、そ

ちらをお願いして、次の質問に移りたいと思います。

新設予定の波除堤についてお伺いします。１月29日に住民説明会があった波除堤の件な

んですが、住民説明会に私も参加させていただきましたけれども、ちょっと参加者が少な

かったかなというのもあったので、改めてこちらで質問させていただきたいんですが、建

設後の効果、この波除堤を造った後の効果、また考えられるそこで造ったことで起きる問

題点はないか、また完成までのスケジュールがどのような感じになっているかを教えてい
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ただきたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。１月29日の説明会において波除堤整備後の効果については港内の

静穏度が向上されるという説明がございました。また問題点については定期船また小型船

舶の死角、要するに見えなくなる部分、死角を発生させてしまわないかなどが上げられて

おります。その説明会ですが、参加人数が14人と大変少なかったということから、実はこ

の３月11日に再度説明会を開催してほしいということで、私の方から直接県の方にお願い

をしておりましたが、この３月11日についてはコロナウイルス感染症対策のためのこうい

った集会が当面の間はできませんということになっていることから延期という取り扱いと

なっております。ですのでこのとこについてはどういった工法、あるいは県が説明した工

法が一番良いと住民の理解が得られるのかどうか、まだ現時点ではわかっておりませんの

で完成までのスケジュールということについては、今後持たれるであろうこの説明会等を

踏まえて決めていくということになろうかと思います。

○ ３番 新垣一史議員

前回の説明会ではコンピューターで計算した５CASEを見た中で事業を進めていくうえ

で、この資料としてCASE４、口頭で言いますと沖防波堤一文字防波堤と南防波堤の間に南

北80ｍぐらいの防波堤を建設するのが費用対効果とかを考えても望ましいという説明があ

りました。今村長が改めて参加者が少なかったので、もう一度説明会を開いてもらうとい

うことだったんですが、再度、現在他に検討をしてとか、新たにやる説明会ではちょっと

話がかわってくるとか、そういうこともありそうですか。それとも前回の説明会と同じ内

容を次回もまた開催するというようなかたちになるんでしょうか。

○ 座間味秀勝村長

先ほど答弁をしたとおりでございますが、参加者が少なかったということでございまし

て、沖縄県としては、この静穏度の工事にかかる調査業務についての結果を報告するとい

う中で、先ほど議員からもありましたCASE４というのがもっとも妥当だという判断をして

いると、しかしこのCASE４というのは、おっしゃるとおり70ｍの長さの防波堤で、これ満

潮時海面から８ｍの高さがあると、ものすごい壁ができるということですね、港内に。そ

ういう状況ですので本当にこれが一番いいのか、住民の理解、船舶利用者の理解等を得ら

れるのかということについて、もっとちゃんと住民説明会を開いてくださいということで

要望しております。

○ ３番 新垣一史議員

住民説明会でということなんですが、この間のような呼びかけだと感心のある方だけ来

て少人数になってしまうという可能性もあろうかと思うんですが、どういったふうな呼び

かけをして集めようということを考えていますか。

○ 玉城広喜観光産業課長
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議員の質問にお答えします。前回の説明会では、掲示板に掲示それから放送等で呼びか

けをしておりました。今回は漁協組合様の方から名簿をいただきまして、船主の皆さん、

それから遊漁船広場の方の遊漁船の持ち主の方に、文書でしっかりと通知をするというこ

とで効果を図りたいというふうに考えております。

○ ３番 新垣一史議員

やっぱり一番、防波堤ができて問題になってくるのは船舶を所有している方だと思いま

すので、今の課長の回答で、そういう人たちに個々に通知をするということで参加者が増

えて、またいろんな意見が出るのかなと思います。やはり早めに着工して今抱えている船

の欠航率、その問題も解決していかないといけないことだと思いますので、今こういう状

況で次じゃあ、いつ開催するかというのが判断しにくいと思いますが、できるだけ住民説

明会も早めにしていただいて、それまでに考え得る問題点だとか改善点、そういうのも準

備していただいて説明会が終わったら直ぐに事業に着手できるようなかたちを取っていた

だけたら良いかなと思います。よろしくお願いします。

最後の質問になるんですが、有害鳥獣対策について伺いたいと思います。１月頃に有害

鳥獣捕獲隊の方から最近イノシシが箱罠にかからなくなっているという話を伺ったんです

が、実際どうなのか、現状と本年度これまでの捕獲頭数について伺いたいと思います。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。昨年５月から営繕係を配置しておりまして、営繕係の業務として

午前中はイノシシの駆除にかかる業務をしております。これをずっと続けてきております

が、議員ご指摘のとおり、昨年４月からこの２月までの捕獲頭数が34頭、年度換算にしま

すと１月まだたりませんけれども、例年ですとだいたい年間100頭前後捕獲しております

ので、それからするとかなり少ない数というふうになっております。

○ ３番 新垣一史議員

この捕獲隊の方もおっしゃっていましたし、１月でしたか、県の鳥獣捕獲試験の説明会

のときにも県の方もおっしゃっていましたが、一度、イノシシ側は一度に箱罠にかかる頭

数というのは１頭、小さいイノシシだったら２頭とかになると思います。群れで動いてい

るイノシシは他のイノシシがかかるところを見ると警戒しても箱罠に近づかなくなるとい

う事例があるというふうにおっしゃっていましたが、やはり、そういうのが原因でかから

なくなっているというのが現状ですか。

○ 座間味秀勝村長

議員ご指摘のとおり、大変学習能力の高い生き物というふうにみております。ただこの

１年間の捕獲頭数が少ないことは単に学習して入らなくなっているだけかといったら、そ

うでもないのかなと思いも感じております。というのは例年ですと冬場には住宅近くまで

どんどん下りてくるというようなことがありますが、最近はそれも見られないと。道路で

見かける数もかなり減っているということもありますので、数そのものの減少ということ
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もひとつの要因に上げられるのかなというふうには感じております。

○ ３番 新垣一史議員

数そのものの減少があるとは私は思っていなかったので、もしそれがあるとしたら、ふ

と思ってしまったんですが、昨年、本島の方で豚コレラが問題になりましたよね。あれは

鳥などを介してうつるということなんですが、本村の方にも入って来ているかもしれない

とか、そういうことは考えられますか。捕獲したイノシシで、それを調べたとかというこ

とはありますかね。

○ 座間味秀勝村長

ＣＳＦのことかと思うんですが豚コレラですね。豚コレラに罹患すると、ほぼ間違いな

くイノシシは死亡するというようなことのようですが、そういった個体をこれまで見たこ

とがあるのかと言いますと、まだそういった目撃例というのもありませんし、捕獲した物

がそういった症状があるかといったら見た目に特に弱っている症状があったとか、という

ことも聞いておりませんので、特にこの豚コレラについて入ってきているかどうか、また

検査もしておりませんが、今のところは把握はしておりません。確認はできていないとい

うこと。

○ ３番 新垣一史議員

では現段階で豚コレラの可能性も薄いということで、実際、昨年が123頭で今年度が今

のところ34頭あまりにも少ないですよね。やっぱり目撃も減っているというのもあると思

いますが、頭数が減っているということより、やはり警戒心が強くなって罠に近づかない

ということもあるでしょうし、ただこの間、道路で見かけた時には人にあまり警戒しなく

なっているのを見たんですよ。草刈りの方たちが草刈りしている、すぐ横で土を掘ってい

て近くによっても全然逃げないというかたちだったので警戒心からいなくなっているとい

うこともないのかな、ちょっと34頭という数が、なぜそこまで減ったのかというのは予想

でしかわからないということですよね。

では次に、ちょっと聞きたいのが、今、県が行っている囲い罠の試験捕獲についてなん

ですが、説明会の時に囲い罠をカメラで監視して、群れ全体が入るまで餌づけをして慣れ

させて群れ全体が入ったところを一網打尽といいますか、全部捕獲して警戒心、さっき言

った箱罠に対する警戒心みたいなものを持たないように、群れを全て一網打尽にする方法

でやるということで、そのためにできるだけ住民の方も警戒させないように見に行ったり

しないように、あまり近づかないでくださいということだったので見に行くことできてい

ないんですが、今その箱罠の試験が始まって、もう１月ぐらい経つと思いますが、現状ど

うういうふうになっているかを教えていただきたいと思います。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問にお答えいたします。沖縄県の指定管理鳥獣捕獲等事業検討委員会の方にお

きまして、村内において村道大谷線沿いに２基の囲い罠を２月22日に設置をしております。
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その後現在も餌づけを監視しているところで、まだイノシシの集約といいますかね、餌づ

けで集めているところでございますので、現在捕獲の実績はございません。

○ ３番 新垣一史議員

餌づけしている状況で、イノシシが餌にどれだけ食いつけいるとか、どれだけ群れが囲

い罠に対して入って来ているかどうかというのはわかりますでしょうか。

○ 玉城広喜観光産業課長

質問にお答えいたします。今回設置しました大谷線の囲い罠２基については監視システ

ムの届かない位置にございまして、遠隔での監視ができないという状況にございます。で

すので、うちの営繕係がイノシシの担当も兼務しておりますが、彼が餌をまきに行くとき

に、その状況を確認しているということで、まださほど見えないという報告は受けており

ます。

○ ３番 新垣一史議員

それを目撃していないということと、あと餌が減っていないとか、そういうことでの判

断になるんでしょうか。

○ 玉城広喜観光産業課長

餌の方は減っているのですが、やはり担当が行くときはあくまで昼間の業務中でござい

ますので、夜間に餌が捕食されているのかなという認識をしております。

○ ３番 新垣一史議員

説明会の時に話していた監視システムを使って一網打尽にするという話だったんです

が、監視システムが届かないとなると、その計画が上手く事が進んでいないと思うんです

が、それに対しての対応策とはあるんでしょうか。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問にお答えいたします。この委員会においても、そのような疑問等は投げかけ

てはおります。あと３基、次年度に設置するんですが、それについてはしっかりと遠隔で

確認ができるようなシステムでお願いをしたいということで申しております。今回、設置

した２基については監視している職員の感覚で、だいぶイノシシが集まって来ているとい

うことであれば箱罠を同じように紐仕立てといいますかね、中に入ったイノシシが、この

紐に掛かってゲートが閉まるという方策で今捕ることを計画をしております。

○ ３番 新垣一史議員

次にやるときに３基は、それができるようにということなんですが、今ある２基の場所

を移動してとか、そういう計画とかはないでしょうか。

○ 玉城広喜観光産業課長

質問にお答えいたします。それにつきましても今後の状況次第では検討の余地があると

いうふうに考えております。

○ ３番 新垣一史議員
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試験捕獲ということなので、できるだけ効果的な結果が得られる場所でやった方が望ま

しいかと思いますので、検討の余地があるのであれば、ぜひ改善していただきたいと思い

ます。本日３月５日は皆さんコレラとかの議会の準備とかで忙しくて、予算の関係とかで

忙しくて忘れがちかも知れませんが「サンゴの日」で渡嘉敷村含む慶良間諸島国立公園20

14年に制定されてちょうど６年目になります。ですからその環境を守るためにも、また村

民住民の安全、また農業等の産業振興のためにも有害鳥獣の駆除というのは大切になって

くると思いますので、単年での駆除は難しいと思います。これからも継続した駆除活動を

続けていっていただけますようにお願いして、私の一般質問を終了させていただきます。

○ 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

先ほど新垣議員からも出ましたけど、それに関連した一般質問をしたいと思います。１

月末か２月に入ってからなのか、阿波連園地の周囲、特にトイレ回りの芝生が全面的に掘

り返されて、そのままの状態で枯れている状態でした。イノシシによる被害だと思うが、

村は今まで気がつかなかったのかなという感じで一般質問に出しています。たまたま島内

観光の宿泊の方と一緒に島内観光していたら阿波連園地の周辺で、あまりにもトイレ周辺

の芝生がもうほとんど100％じゃないですかね、そういう感じで全部ひっくり返されて、

ひっくり返した後の芝生掘り起こされてから、それがそのままの状態で枯れて真っ白な状

態というのかな、そんな感じになっていたから、あまりにも芝生見てかわいそうだなと思

ったんですけど、これ役場の担当といいましょうか、聞いてみたら毎日トイレの公園には

行っているそうですね、芝生のひっくり返されている感じを見て、対処というか、それに

対しての何も感じなかったかと思っているんですけど、村としてはどうお考えですか。

○ 座間味秀勝村長

ご質問にお答えをいたします。議員ご指摘の阿波連園地のイノシシの被害、これ芝生を

掘り起こすという被害これについては毎年冬場に発生をしております。冬場なると被害が

発生して芝生を掘り返された状態になりますが、これも先ほど議員もおっしゃっておりま

したが、トイレなどを清掃する美化清掃員、彼らが補修をすると直すということをしてき

ているんですが、特に人が歩いて利用するような場所でなければ被害が落ちつくまで、と

いうのはどういうことかと言いますと、だいたいこの３月の中旬から下旬ぐらいまでには

被害が無くなると、例年。と、いうことがございます。一度戻してもまた翌日掘り返され

るということもありますので、そのタイミングを見て補修をしているということでござい

ます。

○ ４番 宮平鉄哉議員

今、イノシシに掘り返されて、そのタイミングを見てまた対処したいとか言っています
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が、これ係の方と話をしたんですが、ひっくり返されて今の現状態までになるまで真っ白

になっているんですが、芝生が枯れて、ちっちゃい範囲だったらいいんですが、あまりに

も範囲が大きくて、今草刈り後の話も出ていましたけど、草刈りの方が１日、２日でそれ

を直して放水というか、水をまいていたら、その芝生自体が被害なくて真っ白にならない

で生き返ったんじゃないかなと思ったから出したんですけど、やっぱりこれはひっくり返

されるから、そのままにした方がいいということで判断したんですか。

○ 座間味秀勝村長

先ほどの答弁いたしましたけれども、今日直しても明日また同じようにひっくり返され

ているというような状況が何度も続いてきたということがございまして、この被害が落ち

つく時期を見計らって最終的な補修は対応しているという現状でございます。

○ ４番 宮平鉄哉議員

ひっくり返したらまたすぐ翌日、直してもまたひっくり返されるということですか。こ

れ村長、誰から聞いたんですか、イノシシから聞いたんですか。ちょっと俺としてはあれ

そのままにした時点で、水かけて直していたら、そのまま全面的に生きていたんじゃない

かと判断したんですよ。村長そこの現場見ました？ 見た？ 僕としては、そのまま置い

ていたらイノシシが。ましてや今、先ほどの質問でイノシシも４分の１になっていますよ

ね。翌日も揃ってひっくり返しに来るかなと思ったら、そうじゃないような感じしたんで

すけどね。村長、イノシシとジンブンスーブで負けていないかな、そんな感じで、翌日ま

た来ますか、これは係の人が言った言葉ですか、翌日も来るとか、ひっくり返しても翌日

も来るとかいうのは。

○ 座間味秀勝村長

このイノシシの駆除、平成23年から始めておりますが、平成23年当初、これを始めたの

は私が経済課にいたときに私も一緒に免許を取って、当時、当初から一緒に駆除をしてき

ております。そしてこの状況というのがどういうことかというのが、島中くまなく、この

イノシシの被害であったり、また箱罠の設置であったりということも一緒にやってきてお

りますので、イノシシの性質とか、そういったこともよくわかっているつもりでございま

す。阿波連園地の芝生については、議員ご指摘のトイレの裏側のみではなく駐車場の横、

東屋のあるあたり、そういった所も毎年のように掘り返されているという状況がございま

す。以前はその度に直しておりましたが、直してもまた翌朝にまた同じことになっている

というようなことがあったもんですから、今現在、美化清掃員２人という状況でやってお

りますので、そこまで手が回らないということもございます。それで終息する時期、被害

が被害が治まる時期を狙って完全な補修をしていくというふうに対応をしているというこ

とでございます。

○ ４番 宮平鉄哉議員

その芝生、村長そう言いますけど、もう俺が見た範囲内では直したらイノシシが来ると
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も思えない感じしました。水かけていたら、そのまま元に戻る芝生になったんじゃないか

なと思ったけど、今現時点、全体的にもうトイレの周辺が100％真っ白になっているんで

すよ。ということは芝生が枯れて真っ白になっている感じで、がっかりしてますけど、こ

れから後もイノシシが何するんだったら、そういう感じで触らないということですか触ら

ない方が有効的ですか。

○ 座間味秀勝村長

先ほどから繰り返しておりますが、今月の中旬頃からは、これが治まってくるという例

年そういう傾向にございます。そのタイミングを見計らって補修をしたいというふうに考

えております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

これは芝生、もう考えが違いますから、もうこれで終わります。

あと公園内の看板、キャンプ禁止の立て看板も劣化して見えない字になっていますけど

作り替える必要があると思いますけど、このことに対しても答弁お願いします。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。この表示看板の劣化については確認をしておりまして、土台の方

はしっかりしていることから、次年度、予算計上しておりますので、表示面をシール方式

に変更して改修する予定でございます。

○ ４番 宮平鉄哉議員

立て看板のことは意味が、キャンプ禁止というのを、お客様に対してそれを伝えるため

の字ですから、その字が見えなかったらキャンプまた張るかもしれませんし、それはちゃ

んと作り替えて、そういうことを教えてください。

次に、公園西側は浜まで階段もありスムーズに行けますが、東側はアダン、ススキに覆

われ浜まで行くのに大変です。伐採して浜まで道路など整備する必要があると思います。

シマンチュにとっては、イザイ漁、観光客にとっては穏やかな自然プールがあるんです。

この意味は島人としてはハタキイノーというのかな、そういう名前の場所だと思いますけ

ど名前がね。どんなに台風の後とか、リーフが干満があるんですけど、毎日、干潮の時の

大潮の時なんかといったら、もう干上がったら沖から台風の時の波でも入らないストップ

して、そのダイビング言葉ではタイトプールというんですが、タイトプールみたいな感じ

になって、そのところがとっても穏やかなんですよね。深さもそんなにないんだけど２ｍ、

３ｍぐらいしかないけど、観光客にとっては２、３歳の子ども連れてファミリーで阿波連

ビーチ、渡嘉敷久ビーチ、２カ所あるんですけど渡嘉敷村には、そういう感じに泳げなく

ても、そこに行ったら泳げるという感じなんですよ。だから台風の時はお客さん少ないと

思いますが、たまには前までやってもらっても急に朝、船が欠航とかというときは、そう

いう波が荒れているかもしらんけど、その場所だけは本当にファミリーで泳げるような感

じです。
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阿波連ビーチも渡嘉志久ビーチもそうなんですけど、台風の時なんか行ったらよく濁っ

ていますよね、真っ赤に川が氾濫してから、そこだけは透明度もあって熱帯魚もいっぱい

泳いでいるんですよ。だからそういうところを観光客に進めて上げたいんですが、俺も何

回かやったんですけど、そういう感じで喜ばれて、それを進めていこうという感じもある

んですけど、まずは西側の公園ですから西側に下りてくる階段はあるんですよね。東側の

所は全然もうアダンやらススキやらいっぱいして昔は人間が下りてくる幅なんかあって、

スムーズに下りていける感じがしたんですが、この場所はやっぱり良い所ですから、車が

入って浜まで行かなくてもいいから、公園はパーキングあるんだから、そこに止めて、観

光客が静かな所で台風の後でも阿波連ビーチがこういう感じの時でも、そこで泳いで楽し

かったという感じがありますから、浜に下りてくる場所ぐらい２ｍ、３ｍぐらいで十分だ

と思いますよ。それを村としてやって、観光客に対するサービスも必要じゃないかと思っ

ていましたが村長どうですか、それに関して。

○ 座間味秀勝村長

議員ご指摘の場所についてなんですが、地元の方がイジャイで利用をされるということ、

また自然プールがあるとタイトプールということなんですしょうかね、村としては阿波連

ビーチ、渡嘉志久ビーチ、このビーチにおいては遊泳監視区域を設けて、そこの利用を推

奨しております。それ以外の海岸の利用を促すという意味合いでの整備ということは現時

点において考えられないというふうに私は思っております。

その海岸については、例えばウミガメの産卵地でもあるというような、そういった意見

もございます。また自然保護の観点から立入を助長するということが、いかがなものかと

いうふうにも考えておりますので、シマンチュの使用に際してはシマンチュはこの状況を

よくわかっていると思います。例えば草が生えていれば、じゃあ何処から通れるというこ

とになろうかと思いますので、それぞれ利用される方によって対応していただきたいとい

うふうに考えており、そこの場所に現時点において歩道を整備するということについては

計画をしていくという考えはございません。

○ ４番 宮平鉄哉議員

とっても残念です。本当に透明度があって、もちろん阿波連ビーチでは監視がいるから

それは安心するんだけど、それはべた凪のときでもそれは一緒です。荒れたらストップで

す。事故はないと思いますけど、荒れた時に泳ぐという感じの観光客の気持ちというのは、

村としてあそこへ行ったら泳げるよとみたいな感じで、あの台風の時にというか、海がし

けたときには監視も上がっていますよね。ロープ張ってストップってね。内地からわざわ

ざ来て、阿波連ビーチはこんなに真っ黒になって泳げないときに、どうカバーした方がい

いかという感じになったらやっぱり、ああいう所で泳がして、なんだったら監視の方でも

そういう時は、あそこに監視させる方がいいんじゃないですか。そしたら観光客の方も喜

びの思い出を持って帰ると思うんですけどね。どうですか村長、そういうことも考えられ
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ませんか。監視がいなかったら泳ぐなみたいな感じで、今後もそういった感じで考えてい

くんですか。寂しいですよ、本当に。

○ 座間味秀勝村長

監視がいなかったら泳ぐなということではなくて、先ほども申し仕上げましたけれども、

村としてはこれまでの地域住民との話し合いも踏まえて、阿波連ビーチと渡嘉志久ビーチ

この２カ所に遊泳監視区域を設けているという経緯がございます。これについても年間1

千万円を超える予算が投じられているという状況もございます。さらに離れた場所に遊泳

区域をもっていくとかという話になるとこれは財政的な面も含めて、あるいは距離が遠い

ということ、あるいは地域の皆さんの合意形成が果たしてできるのかということも含めて

現時点においては計画をするという判断には至らないというふうに考えております。

○ ４番 宮平鉄哉議員

何か要望が通らなくてがっかりしていますけどね、これは村長もっと観光客に良いイメ

ージをさせるためには、本当に先ほど言いましたけど、阿波連ビーチで泳げなくなったら

あがるんだから、あっちに向けてする感じで何とかしてカバーして、お客さんを喜ばせる

方法も考えるのも、ひとつの観光立村だと思いますけどね。泳げないよと、もう船から来

て宿泊して翌日欠航とかあるときがあるんですよね。そういう観光客に対してはあそこの

静かな所で泳がせたらいいと思ったんですけど、だめですか、これ。村長もうひとつ考え

てください。検討してください。答弁はもうひとつ。

○ 座間味秀勝村長

先ほどから申し上げているとおりでございますので、もしそこを利用されると、どうし

ても利用したいということであれば、それこそ自己責任というかたちでお願いをしたい。

今、議員おっしゃるように、例えばこういう時だったらこっちが良い、こういう時だった

らこっちが良いという、それを全て満たすということにすると、島中をじゃあ遊泳区域に

設定をしなくてはいかんというふうなことにもなっていくかと思います。あくまでそこは

自然の景観を楽しむ場所、あるいは地元の人の利用する場所という範囲に留めておいた方

がいいのではないかと、私は考えます。

○ ４番 宮平鉄哉議員

何か質問要望しても、村長は聞いてくれませんし、これで一般質問を終わります。

○ 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

それでは一般通告書のとおり、これから私の一般質問に移らせていただきます。まず最

初に賃金職員についてなんですが、前回も一般質問に出したんですけど、これから次年度

ですか、令和２年度予算書見ても賃金がかざられていないということで賃金職員は委託に
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なるということなんですが、実際ですね、これから中には任用職員として雇用されている

方々、これが予算が全体的に4千768万8千円ということですが、他のこの賃金の方々は委

託ということで、もし会社が委託しないという場合には、もう失業というふうな格好とな

ると思うんですけど、村長は現時点で何名実際に、私も聞いてはいるんですが、何名辞職

するかというのを把握していますか、お願いします。

○ 座間味秀勝村長

それでは質問にお答えをいたします。議員ご質問の賃金職員といいことについて、まず

ご説明をしたいと思います。賃金職員とは所得税法上は賃金、給料、報酬、手当など名称

のいかんを問わず、労務に対して支払われる対価を総称して給与といいます。つまり賃金

というのは給与の意味であるということになります。ご質問の賃金職員とは、本村におい

て非常勤の職員で時給算定により勤務をした時間数に応じて給与を支払う形態、これを指

す言葉として慣例的に用いられてきております。地方公務員法が改正をされ、この４月か

ら現在の時給算定による賃金支給の非常勤職員等は、会計年度任用職員というふうになり

ます。そして給与または報酬といった支給と、これを月額で支給するというふうに変わっ

ていきます。現時点において村の職員、これ三役に加えて本務が59人、これ議会事務局も

含めて。再雇用が１人、臨任が11人、いわゆる賃金、これが30人、トータルで104人の職

員となっております。この他に那覇連絡事務所には多言語対応の派遣職員が４名おります

ので、トータルで108人の職員で運営しているということになります。令和２年度のいわ

ゆる賃金職員の数については、これまでの道路、草刈り作業を民間委託に移行することか

ら、これに伴う職員数の減少が見込まれるという状況となっております。

○ ５番 座間味満議員

じゃあ、村長、当初からもう少なくなるということは、村長がただいまおっしゃったと

おり、もう把握はしていたわけですよね。それに対しての対応はなかったんですか。

○ 座間味秀勝村長

それに対しての対応というのは、どういうことかなと今考えているんですが、道路のこ

の草刈り作業については、業務の性質上、会計年度任用職員の範疇には当てはまりにくい

ということでございます。それゆえ、この業務については令和２年度からは業務委託とい

うかたちで対応していきたいというふうに考えているというところでございます。因みに

補足をしておきますが、こうなるということは半年以上前からこの作業員の皆さんには話

をしております。そしてこれを受けられるような組織体制づくりをしてはどうかという提

案もしておりますが、そこには至っていないという状況でございます。

○ ５番 座間味満議員

村長、今日の施政方針にもありましたとおり、環境美化ということで、そしてもう一点、

村道の草刈り作業と観光協力税を活用した草刈り作業等を実施ということで、ありはする

んですが、実際、施政方針とやり方というのは実際食い違っているところがあるんじゃな
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いですか。

○ 座間味秀勝村長

道路の草刈り作業をしないということではありません。直接、雇用をして実施をせず民

間委託をするということでございます。

○ ５番 座間味満議員

じゃあ、実際ですね、雇用できる会社が実際あるのか、そのへんまで中身まで検討した

ことございます？

○ 座間味秀勝村長

これについては、島内に今２社ほど村から草刈り作業を委託して、あるいは造林作業を

委託して実施している会社がございますので、そことの調整ということになると思ってお

ります。

○ ５番 座間味満議員

ただいまの答弁に関しまして、じゃあこの会社が委託を受けないと、これ賃金の報酬に

かかっているわけですよね、今ね。例えば民間の会社が草刈りの人を雇うという場合に、

これ報酬でかかっているんですか。それとも委託でかかかっているんですか、予算の面で

すけど。

○ 座間味秀勝村長

先ほどから申しておりますとおり業務委託、民間への委託ということですので、委託料

ということになります。

○ ５番 座間味満議員

民間が委託できないと、予算が採算的に合わないと言った場合に、じゃあもうそのまま

にして草はずっと生やすという考えですか。その次に業者が委託できないという次の対策

はお考えになっていますか。

○ 座間味秀勝村長

受けられる業者がないという状況であれば、また新たな対応を考えるということになろ

うかと思います。

○ ５番 座間味満議員

じゃあ、対応を考えるということで、これから渡嘉敷村は観光立村ですので、４月から

もう新年度入っていくわけですので、すぐゴールデンウィークになるということで、その

へんは村長答弁されたとおり、すぐに対応をお願いしたいと思います。

そしてもうひとつお聞きしたいんですが、草刈り作業賃金も個人委託でできなかったの

か、こう言ったら失礼ですが、学校の守衛さんみたいに個人委託でできなかったのか、ま

してや国の政策ではあるんですが、離島はこういう会社があまりないと、沖縄本島だった

ら考えられますよ。なくて会社が動いて雇用するということに関して４村、村長揃って県

知事に相談しに行くとか、そういうのも必要だったかと思いますけど、そのへんはどうお
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考えでしょうか。

○ ５番 座間味満議員

個人に委託できないかという話なんですが、個人にもできると考えます。ですから先ほ

ど答弁いたしましたが、昨年、半年以上前から声かけをしておりますが、そういうかたち

ではしないんだというふうな結論に至っているということでございます。

○ ５番 座間味満議員

何でやらないんですか、個人とは委託はやらんというふうに先ほど個人でもできるんだ

けど、その本人たちにはやらないと言っているという今答弁ですよね、その考えを。

○ 座間味秀勝村長

こっちがやらないんではなくて、本人たちがそうしないという結論ということです。私

たちはそう仕向けております。話を持っていったんですが、やらないという話でございま

した。

○ ５番 座間味満議員

村長、考えはやっぱり生活にかかってきているわけですから、死活問題ですよね。これ

本人たちがじゃあ行政に対して、個人で委託しますからと言ったら、それは可能なんです

か。

○ 座間味秀勝村長

先ほどから申してますとおり、個人でやることも可能でございます。

○ ５番 座間味満議員

はい、わかりました。ぜひまた個人で来た場合に、１人だったら、要するに子どもが

いた場合に１人が４名を雇用していることになる家族もあるわけですよ実際。そのへんも

加味してぜひ前向きに今年度も後25日しかないですから、ぜひ検討の方よろしくお願いし

ます。

それでは次に２番、観光産業についてなんですが、統合して商工観光から経済建設課統

合して観光産業課になっているということで、村長の当初の考えは課長を１人減らせば職

員を２名増やせるんじゃないかと、私も本当は賛成したんですが、現状としてはかなり厳

しいところがあるんじゃないかと私なりに考えているんですけど、そのへんを村長の見解

をお願いします。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたします。昨年４月に、それまでの経済建設課と観光課を統合しましたのは

議員おっしゃるように、課長職のポストを減らすことで、人件費を増大させることなく、

職員を増員できるからということでございます。そのため突発的な発生する修繕業務等に

対応するため、また経費節減に繋げるため、営繕係を配置し今日に至っております。職員

の業務負担の軽減と行政サービスの向上を図ることを狙いとして行ったことでございま

す。行政サービスが行き届いていない部分はあると、私の認識から講じた措置でございま
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す。業務負担の軽減サービス向上の効果があったと認識をしております。現時点において

観光産業課において職員の業務負担に無理がないかとの問いについてですが、このことに

ついては職員一人ひとりの能力や経験値など関係することでございますので、一概には言

えないものと考えております。今後、水道の広域化による業務の軽減、昨年４月に発足し

た観光協会の機能強化を推進すると共にイベントの民間への移行を進め行政機能全体の向

上、効率的運営に努めてまいる所存でございます。

○ ５番 座間味満議員

確かに村長がおっしゃったとおり、適材適所というのはなかなか非常に難しいところが

あるとは思うんですが、そのへんも加味して村長の施政方針にもありますように令和２年

度においては事務分掌、職員の配置を見直し、施行体制の強化を図ってまいります。とい

うことで村長の施政方針に掲げておりますので、私は元に戻せとは言いません。この中味

をよく考えてもらって、村民に一番すぐ繋がるのは第一次産業と第三次産業、観光産業課

ですよ。だからそのへんのことをよく庁議にもかけて村なりの考えも職員同士、話し合っ

てもう少し対処をうまくしてもらいたいなと思います。これが私の考えです。

続きまして、３番に移らさせていただきます。村営住宅についてなんですが、先ほどか

ら住宅の件に関しては、いろいろ他の議員の方からも質問が出ているとおり、私は、現在

住居者で村民で季節の時だけ村営住宅を借りていると、オフシーズンになると、また本土

に帰って、また次のシーズン中に帰って来るということで、そのへんに関しては、ただ家

賃を払っておけばいいのか、それとも村民として、また入居したいという方も中にはいる

かと思うんですが、そのへんに関して、例えば規則を作るなり、何日間は住んでもらいた

いというふうな、やっぱり家というのは締め切っておくとだんだん傷んできますので、そ

のへんの村長の考えをお願いします。

○ 座間味秀勝村長

お答えをいたいます。渡嘉敷村営住宅設置及び管理に関する条例第25条に入居者が村営

住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届け出をしなけれ

ばならないと規定をされております。また第42条第１項第４号に、正当な理由によらない

で15日以上村営住宅を使用しないときは、村長は当該入居者に対し、当該村営住宅の明け

渡しを請求することができると規定をされております。

議員ご指摘の入居者が冬場に居住しないことについては、こちらでは把握はしておりま

せんが、令和元年、昨年７月に村営住宅のしおりを作成し、全入居者に配布し、これらの

規定の周知を図っております。住宅を長期不在する入居者がいることを把握した場合は届

け出をしていただくようお願いすると共に、引き続き村営住宅の適正な管理に努めてまい

ります。

○ ５番 座間味満議員

だだいまの答弁のとおり、村長、把握していないということは恥ずかしい話ですよ。だ
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から次年度そういうことがないように、ちゃんと調査して指導するなりしてもらいたいと

思いますので、そのへんこと、よくご理解のうえご検討をお願いします。

最後に一般質問していきます。村内の道路、水道管の老朽化なんですが、村内の一部の

道路が修復及び水道管の取り替え工事が必要だと思うんですが、まず最初にあげた村内一

部の道路、ある所では一時ですか、コールタール補修、簡易のアスファルトでやっていた

んですけど130度以上じゃないとやっぱりはがれるわけですよ。結局同じような傾向で補

修してもまた剥がれてくると、村長よくわかると思うんですが、アパートに行く所、子ど

もたち多いですよね、あのへん相当穴が開いているわけですよ。子どもたちが実際自転車

で転んで怪我でもしたら、村が責任取れるか。そして村長は渡嘉敷部落、阿波連部落、道

路がどのような状況でいんでいるのか、補修できる場所はどことどこがあるのか、そのへ

ん把握しているますか、お願いします。

○ 座間味秀勝村長

村道のひび割れ、あるいは轍といったことについてなんですが、これらの道路補修につ

いては、その状況に応じ、議員からもございました道路補修材これを注入したり常温のア

スファルトを用いて補修を行ってきております。今、ご指摘の渡嘉敷、阿波連の集落にお

いて、道路を把握しているかというご質問ですが、実際のところ私が定期的に道路を全部

回れるかといったらとてもそういう状況ではございませんので把握はできておりません。

○ ５番 座間味満議員

村長、自身が把握できなかったら担当とも相談しながらという適切な指導というのを私

は必要じゃないかと思います。ある程度確認してもらって一緒に首長、自ら行って確認す

るということで、みんなやれとは言いません。役場の前からはずっと光ファイバーの件で

ＮＴＴがきれいに舗装していますよね。ただそういう村内の部落内の中でも、みんなじゃ

なくて、スパンスパン的に切って何年度かの計画で実施してもらいたいという考えがある

んですよ。例えば阿波連で言えば、慶良間マリーンの前、阿波連漁協に向かう所、あそこ

も相当いたんでいるんですよ。そのへんを村長、考えてやろうという考えは実際にありま

すか。

○ 玉城広喜観光振興課長

議員の質問にお答えをいたします。阿波連漁協へ向かう道路でございますが、漁協管理

道路となっておりまして、今年度調査をしまして設計も終わっております。次年度路面の

改修をする予定しております。ちょうど阿波連のウミガナシの所から林道へ駆け上がる区

間を整備予定をしております。

それから一部阿波連線におきましては、渡嘉志久三叉から、通称炭釜といわれる所の手

前の方までだいぶ轍、盛とかがございますので、次年度当初予算に調査要望として予算を

入れておりますので、これからいろいろ調査をしながら、スパンスパンで改修ができるか

ということを検討していきたいというふうに考えております。
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○ ５番 座間味満議員

玉城課長ただいまの答弁ありがとうございます。ぜひ、今年、阿波連漁港に行く所は予

算化しているということですので、渡嘉敷の部落内もけが人が出ない内に早く、また一部

やっても結局同じことになりますので、スパンスパン的に工事を入れて改修してもらいた

いと思います。

そしてあと１点水道のことなんですけど、先ほど村長の施政方針にもありましたように

渡嘉志久の部落内はもう設計が終わっていると、じゃあ渡嘉敷は令和２年度に委託で設計

やるということですので、だいぶもうひとつがパンクしたらおそらく絶対パンクしてくる

可能性というのは十分にあると思うんですよ、令和２年度から県が管理することになって

いますよね、施設もやることになっているみたいです。やりますよね、実際ね。それに伴

いながら早めに便乗しながら水道管の《しゅうせつ》もお願いしたいと思います。それで

渡嘉志久に関しては、いつから着手する予定なんですか。

○ 座間味秀勝村長

これまでの答弁の中でもございますが、今年度は渡嘉志久地区、令和元年度ですね、第

３浄水場付近の排水管耐震化強化に係る設計を実施しておりまして、次年度には渡嘉敷地

区、阿波連地区の設計を予定しており、実際の工事については、令和３年度年以降に計画

を実施していく予定となっております。

○ ５番 座間味満議員

これは渡嘉志久地区と渡嘉敷地区同時に着手してやるということですか。

○ 座間味秀勝村長

これ工事が同時にできるかというのは予算の付き方にもよりますので、現時点でお答え

することはできません。

○ ５番 座間味満議員

予算に伴うことですので、予算を取ってくるのは村長の仕事だと私は思っていますので、

ぜひ県とも掛け合って、早めに着手できるように頑張ってもらいたいと思います。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。

これで一般質問を終了いたします。

休憩します。

再開いたします。

提案された議案を審議するため時間を延長する宣言をいたします。

日程第７、報告第１号、令和２年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。座間味村長。
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○ 座間味秀勝村長

報告第１号

令和２年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について

地方自治法、第243条の３第２項の規定により、令和２年度沖縄県町村土地開発公社事

業計画を別紙のとおり報告する。

令和２年３月５日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

事業計画書を添付しております。

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。

これから報告第１号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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、同意第１号、渡嘉敷村教育委員会教育教育長の任命についての同意を求める

件を議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

同意第１号

渡嘉敷村教育委員会教育長の任命について

渡嘉敷村教育委員会の教育長に、下記の者を任命したいので地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第１項の規定により議会の同意を求める。

記

住 所 渡嘉敷村字渡嘉敷74番地

氏 名 三田井 裕

生年月日 昭和33年２月26日

提案理由

渡嘉敷村教育委員会の教育長が令和２年３月31日をもって任期満了となるので、次期教

育長に三田井裕氏を任命したいと考えております。三田井裕氏は昭和55年琉球大学教育学

部を卒業後、那覇市立安謝小学校をかわきりに若狭小学校、北大東小学校、石嶺小学校、

琉球大学附属小学校、前田小学校に教諭として勤務し、平成13年小禄小学校教頭に昇任、

平成16年那覇市教育委員会指導主事、平成19年国立沖縄青少年交流の家事業推進課長、平

成21年小禄小学校校長に就任、後に琉球大学附属小学校副校長、石嶺小学校校長を経て、
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平成27年４月に国立沖縄青少年交流の家所長に就任以来５年間在職し、今月末退職されま

す。これまで教諭として取り組まれた主な研究履歴として、北大東小学校において文部省

指定体力づくり研究校研究主任、石嶺小学校において文部省指定勤労生産学習研究校研究

主任、前田小学校において文部省指定マルチメディア研究校研究主任を務められた経歴を

持ち、さらには村内においても４年前から子どもたちの規則正しい生活習慣の確立に繋が

る朝のラジオ体操に渡嘉敷、阿波連交互に参加をされており、子どもたちの教育に対する

情熱を伺い知ることができます。このような経歴から教育分野における高い専門性、知識

と情熱を備えた人物であり、渡嘉敷村の教育行政を牽引するにふさわしい人物であると考

えております。三田井裕氏の教育長任命について議会の同意を求めます。

令和２年３月５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

以上で提案者からの説明を終わります。

これから同意第１号、渡嘉敷村教育委員会教育長の任命についての質疑を行います。

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。

これから同意第１号、渡嘉敷村教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。

この採決は起立評決で行います。

本件は提案者の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。

議員総数６名、賛成０、反対６名。

従って日程第８、同意第１号、渡嘉敷村教育長の任命同意については賛成少数にて否決

されました。

日程第９、同意第２号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命についての同意を求める件を議

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

同意第２号

渡嘉敷村教育委員会委員の任命について

渡嘉敷村教育委員会の委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求める。

記

住 所 渡嘉敷村字渡嘉敷1918番地の２

氏 名 藤原史明

生年月日 昭和37年４月20日

提案理由
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渡嘉敷村教育委員会の委員１人が令和２年３月31日をもって任期満了となるので、藤原

史明氏を教育委員に任命したいと考えております。藤原史明氏は現在、教育委員として２

期目を勤められており、この３月末ともって任期満了を迎えます。島に移り住んで30年余

りとなり、これまでに４人のお子さんを島で育てられております。この間、ＰＴＡ活動や

地域行事へも積極的に参加し、積極的な発言をされ教育委員としては高等学校へ進学した

生徒とも積極的に関わりを持ち、教育への高い関心が伺えます。渡嘉敷村の教育行政の発

展に寄与するふさわしい人物であると考えております。《ふじわらふみあき》氏の教育委

員任命について議会の同意を求めます。

令和２年３月５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

以上で提案者からの説明を終わります。

これから、同意第２号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命についての質疑を行います。

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。

これから同意第２号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命についてを採決いたします。

この採決は起立評決で行います。

本件は提案者の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を願います。

議員総数６名、賛成６、反対０。

従って日程第９、同意第２号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命同意については、賛成多

数にて議案のとおり可決されました。

日程第10、議案第１号、渡嘉敷村職員定数条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第１号

渡嘉敷村職員定数条例の一部を改正する条例について

渡嘉敷村職員定数条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。

提案理由

航路事業職員について、職員の休日及び休暇に関する条例第２条第１項の規定に基づく

休暇及び渡嘉敷村職員の勤務時間に関する条例、第７項の規定に基づく週休日を適正に取

得させるため、定数を増やす必要がある。これがこの条例を提案する理由であります。

令和２年３月５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。
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○ 玉城保弘議長

以上で提案者からの説明を終わります。

これから議案第１号、渡嘉敷村職員定数条例の一部を改正する条例についての質疑を行

います。

質疑はありませんか。

○ ６番 當山清彦議員

一般質問でも航路事業の職員についてお伺いしましたが、まず現状、取れていないとい

う現状、そして20名を22名に変えて取れるという根拠の説明をお願いいたします。

○ 我喜屋元作船舶課長

議員の質問にお答えいたします。現在、乗組員の数が21名、甲板員13名、機械員８名、

総勢21名となっておりますが、実質毎月のカレンダーどおりの休みが取れていない状況で

ございます。年間トータルで13日の日数の休日が取れていないという状況になっておりま

すので、これは１人の計算です。ですので、これを増員して１人増やすことによって、甲

板員14名ですね、機械員は足りているんですが、甲板員の方が足りていないので、甲板員

を14名にしてやりますと、計算上ほぼ休日が取れるという計算で、１人増員ということに

しております。

○ ６番 當山清彦議員

13名と８名で21名で１人増やして22名。もう一件伺いたいのが、那覇事務所の本務２名

でやっていますよね。こちらも回っていないと私伺っているんですが、航路事業職員が22

名の中に本務の職員は入っていないんですか。

○ 我喜屋元作船舶課長

今の21名は乗組員、船員の乗組員の数でございます。

今提案しております条例は、航路事業の職員、乗組員のことでございます。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ ６番 當山清彦議員

先ほど申し上げたとおり、那覇事務所の職員も現状休みが取れていない状況だと伺って

おりますが、この点の改善点等はお考えではないですか。

○ 我喜屋元作船舶課長

このことにつきましても、会計年度新職員３名募集しておりますが、現状２名しかおり

ませんので、実は３名募集していて３名採用があれば回る計算にはなります。現状は今２

人ですので、休日が取れていない状況となっております。

○ 玉城保弘議長

休憩します。
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再開します。

他に質疑はありませんか。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第１号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第11、議案第２号、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題

とします。

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２号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第96条第１項第１

号の規定により議会の議決を求める。

提案理由

沖縄県人事委員会の給与勧告並びに国の職員の給与改定を考慮し、職員の住居手当を改

定する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。

令和２年３月５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。

質疑はありませんか

○ ２番 国吉栄治議員

現状いくらで、これ変更したらいくらになる計算なんですか。

○ 玉城保弘議長

休憩します。

再開します。

○ 金城満総務課長

議員の質疑にお答えします。今新旧対照表をお配りしております。前もってお配りでき

なかったことをお詫び申し上げます。今回の条例の改正内容、新旧対照表に沿ってまずご

説明をさせていただきたいと思います。

今回の住居手当に係る給与改定につきましては、まず支給対象となる家賃額の下限を引

き上げまして、尚かつ手当額の上限を引き上げるということになっております。それから
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手当額500円を超える減額となる職員には、激変緩和を図るために３年間段階的に経過措

置を講ずるという内容になっております。それではお手元の新旧対照表のご説明をさせて

いただきたいと思います。これは住居手当に関する職員の給与に関する条例の住居手当に

関する部分でございます。

まず、第11条第１項につきましては、月額の下限を引き上げるということで現行は月額

「1万2千円」になっておりますが、こちらが「1万6千円」ということになります。

それから、第１条第２項につきましては、文言の改正になります。現行は「掲げる額」

というのが、改正案は「定める額」というふうに改正になります。

それから第11条第２項第１号についても文言の改正となります。こちらも「掲げる額」

から「定める額」というふうな改正になります。

それから、第11条第２項第１号のアにつきましては、月額の「2万3千円」から「2万7千

円」にこれ引き上げというふうになります。

それから、月額の家賃の月額から、こちらにつきましては、月額「2万3千円」から「2

万7千円」に、それから2万7千円以下の家賃を支払っている職員につきましては「1万2千

円」から「1万6千円」に金額が上がるということになっております。

それから、次のイにつきましては月額2万3千円を超える家賃を支払っている職員につき

ましては「2万7千円」に金額が上がるということです。

それから、家賃の月額から2万3千円を控除した額の２分の１というところは「2万3千円」

から「2万7千円」に金額が上がるということになっております。

それから、それを超えたときの額が「1万6千円」から「1万7千円」ということの金額の

下限を引き上げて、その途中の計算過程の金額が、それぞれ引き上がるということの改定

になっております。

そこで先ほど議員がおっしゃっていた、現行の住居手当の支給に関しまして、どの程度

の影響がでますかというご質問でございますけれども、現在の現行の住居手当を支給して

いる職員の全体に算出して比べますと、現在条例改正前が「63万4千700円」ということに

なります。それから条例改正後が、こちら激変緩和措置というのがあります。令和２年か

ら３年間ありますけれども、初年度で言いますと激変緩和措置をしなければ60万3千400円

ですので30万ぐらいは下がりますということです。これ全体の話です。けれども激変緩和

措置が３年間ありまして、初年度については500円の差額以上の人たちは今貰っている額

から500円だけを引いて支給するということですので、その激変緩和措置がございますの

で、そうした場合には63万3千400円となりまして、わずかの現在貰っている住居手当全体

から、わずかに下がるというふうな状況でございます。

○ 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。



- 73 -

これより議案第２号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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３号、渡嘉敷村景観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３号

渡嘉敷村景観条例について。

渡嘉敷村景観条例を制定することについて、地方自治法第96条第１項第１号の規定によ

り議会の議決を求める。

提案理由

先人から受け継いできた島々の美しい風景を守ると共に地域自然を生かした地域づくり

を進め良好な景観を形成するため本条例を制定する必要がある。

令和２年３月５日 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。

質疑はありませんか。

○ ６番 當山清彦議員

先日、議員協議会の際に観光産業課長、そしてコンサルの方ですかね、ご説明いただき

まして、その中でこの概要版の中の５ページの上から２番目です。集落景観保全地区の建

築物、屋根の形状は赤瓦が望ましいとありますが、その他の助成等は考えていないですか。

例えば色なんかも指定されているわけじゃないですか。塗り直すためのペンキの料金だと

か、そういった部分、あとはブロック塀から生け垣等、そういった別の助成等は考えてい

ないのか、伺います。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質問にお答えいたします。現在助成については、この赤瓦のみの検討をしており

まして、検討をする際に近隣の座間味村、那覇市、久米島、うるま市、与那原町等々の現

在、助成している内容等も懸案しながら瓦屋根に限定して助成をすることと決定をしてい

るところでございます。

○ ６番 當山清彦議員

私、過去に景観条例に対してブロック塀を生け垣にする、こっちは防災も含めてなんで

すが、そういった助成をしている自治体があるということもお伝えしてまいりましたので、

今のところこれというのはわかるんですね。なので今後そういった部分も助成を考えてい
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ただけるかどうか答弁いただけたらと思います。

○ 座間味秀勝村長

この景観というのは時間と共に時代と共にあるいは村民の考え方、社会の考え方と共に

移り変わっていくものだと思っております。今作っている景観条例についても、今の人た

ちの考えを反映してのことでございますので、今後これが変わっていく考え方が変わると

いうことになれば当然見直していくということも必要になると思います。それに伴って助

成のあり方、助成金の出し方これも変わっていくものと思っております。

○ ２番 国吉栄治議員

これ僕も話を何度か聞かせていただいたのと、実行委員の方入って話を聞いていたんで

すけど、ホームページの方にも議事録が載って村民の方にもわかりやすい状態になったと

思うんですか、村民の皆さんもちょっと不安だった部分でいうと、４ページ目建物の高さ

というのが載っていまして、これ既存の建物より低い設定であるというのと、あと新規の

建物に対してだけではなく、例えばペンキの塗り替えの時とかにも申請が必要ということ

でその点申請が上がってきた場合、どういうふに対応する予定かお伺いしていいですか。

○ 玉城広喜観光産業課長

議員の質疑にお答えいたします。この景観条例を制定した後に、そのような改修工事等

の申請が上がってきた場合には、この条例に基づいて審査をしていきますが、それに則し

ていないということが見つかるのであれば、このあと審議会等も定めていく予定でありま

して、そういう中で図っていくこととなると考えております。

○ 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。

先ほど議案第２号の際、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についての議案

の中で総務課長の方から数字の訂正があるということです。これを認めます。

○ 金城満総務課長

先ほど国吉議員からの質疑で、どの程度の今の現状の住居手当の差がありますかという

質疑がありました。私、先ほど現在の支給している職員全体で支給額が63万4千700円、そ

れから改正後激変緩和措置がない場合には60万3千400円ということで差額を30万ちょっと

いうふうに回答いたしましたけれども、こちら誤りです。大変申し訳ありません。この差

額が3万1千300円です。訂正をしたいと思います。大変失礼いたしました。
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○ 玉城保弘議長

以上で本日の日程は全部終了いたしまいた。

本日はこれで散会いたします。

（散会 午後４時56分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

渡 嘉 敷 村 議 会 議 長

署名議員（議席番号１番）

署名議員（議席番号２番）



令和２年

第１回渡嘉敷村議会定例会

第２日目

３月６日
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令和２年第１回渡嘉敷村議会定例会は

令和２年３月６日(金)午前10時00分に

渡嘉敷村議会議場に招集された。

会期５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 欠 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６名

会議録署名議員 ２番 国吉栄治議員 ３番 新垣一史議員

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：３月６日（金曜日）午前11時26分
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令和２年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

令和２年３月６日（金） 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４号 令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算(第４号)について

第３ 議案第５号 令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算(第４号)について

第４ 議案第６号 令和元年度渡嘉敷村国民健康保険特別会計補正予算(第４号)について

第５ 議案第７号 令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算(第３号)について

第６ 議案第８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４号)について

第７ 議案第９号 令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)について

第８ 議案第10号 令和２年度渡嘉敷村一般会計当初予算について

第９ 議案第11号 令和２年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算について

第10 議案第12号 令和２年度渡嘉敷村国民健康保険特別会計当初予算について

第11 議案第13号 令和２年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算について

第12 議案第14号 令和２年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算について

第13 議案第15号 平成２年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算について

第14 選挙第１号 渡嘉敷村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について

第15 協議第１号 議員派遣の件について
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○ 玉城保弘議長

おはようございます。

ただいまから、令和２年第１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した日程表のとおりであります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、２番国吉栄治議員、

３番新垣一史議員を指名いたします。

日程第２、議案第４号、令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第４号、令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）について。

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）を定めることについて、地方自治法第

96条第１項第２号の規程により議会の議決を求める。

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

を要する。

令和元年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第４号）

令和元年度渡嘉敷村の一般会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8千763万7千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ14億1千664万3千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は「第２表繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更及び廃止は、「第３表地方債補正」による。

令和２年３月５日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝

以上、ご審議を願いいたします。

○ 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」の声あり）
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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４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３、議案第５号、令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）につ

いてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第５号、令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）について。

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）を定めることについて、地方

自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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４号）

令和元年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第４号）は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億7千598万9千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ6億3千538万2千円とする。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年３月５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。

質疑はありませんか。

質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第５号について採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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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した。

日程第４、議案第６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４

号）についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第６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４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４号）を定めることについ

て、地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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４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４号）は次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1千247万4千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ9千539万8千円とする。

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２年３月５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。

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。

日程第５、議案第７号、令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第７号、令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について。
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令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を定めることについて、

地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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特別会計補正予算（第３号）

令和元年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2万6千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ554万7千円とする。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年３月５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。

質疑はありませんか。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第７号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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８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４号）

についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第８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４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４号）を定めることについて、

地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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４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４号）は次に定めるところによ
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る。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ79万9千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ6千950万1千円とする。

２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年３月５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。

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８号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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９号、令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第４号）に

ついてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第９号、令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)について。

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)を定めることについて、地方

自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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４号)

令和元年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算(第４号)は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ50万円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ2千401万円とする。

２ 歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。

令和２年３月５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。



- 84 -

○ 玉城保弘議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第９号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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８、議案第10号、令和２年度渡嘉敷村一般会計当初予算についてを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第10号、令和２年度渡嘉敷村一般会計当初予算について。

令和２年度渡嘉敷村一般会計当初予算を定めることについて、地方自治法第96条第１項

第２号の規定により議会の議決を求める。

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２年度渡嘉敷村の一般会計の当初予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ15億5千353万4千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によ

る。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は６億

円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
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令和２年３月５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。

質疑はありませんか。

（「休憩お願いします」の声あり）

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

（「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10号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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11号、令和２年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算についてを議題

とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第11号、令和２年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算について。

令和２年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法第96

条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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２年度渡嘉敷村航路事業特別会計の予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ6億8千146万4千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によ

る。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は２

億円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額
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を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

令和２年３月５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。

質疑はありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑はありませんか。

質疑なしと認めこれをもって質疑を終結いたします。

これより議案第11号を採決します。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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12号、令和２年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算につい

てを議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第12号、令和２年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算について。

令和２年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自

治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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２年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ9千533万6千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によ

る。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は３

千万円と定める。

（歳出予算の流用）
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第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項の間の流用。

令和２年３月５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。

質疑はありませんか。

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第12号を採決します。

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13号、令和２年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算について

を議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。座間味村長。

○ 座間味秀勝村長

議案第13号、令和２年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算について。

令和２年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算を定めることについて、地方自治

法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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２年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計予算当初は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ484万3千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によ

る。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は400

万円と定める。

令和２年３月５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
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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13号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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14号、令和２年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算についてを

議題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第14号、令和２年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算について。

令和２年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法

第96条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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２年度渡嘉敷村の簡易水道事業特別会計の当初予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ7千317万8千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によ

る。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は1千

万円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（会計年度任用職員に係る共済費を除く。）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用。

令和２年３月５日提出 渡嘉敷村長 座間味秀勝
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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。

これより議案第14号を採決します。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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15号、令和２年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算についてを議

題とします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味秀勝村長

議案第15号、令和２年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算について。

令和２年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法第9

6条第１項第２号の規定により議会の議決を求める。

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２年度渡嘉敷村の下水道事業特別会計当初予算は次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2千685万8千円と定める。

２ 歳入歳出予算の各項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」によ

る。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表地方債」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は1千

万円と定める。

令和２年３月５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。

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15号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

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、選挙第１号、渡嘉敷村選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を議題といたし

ます。

お諮りします。

選挙の方法については地方自治法118号第２項の規定によって指名推薦にしたいと思い

ます。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。従って、選挙の方法は指名推薦で行うことを決定いたしました。

お諮りします。

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。従って、議長が指名することに決定をいたしました。

選挙管理委員には、小嶺均氏、棚原盛夫氏、新城弘美氏、金城直美氏、以上の方を指名

したいと思います。

お諮りします。

ただいま指名いたしました小嶺均氏、棚原盛夫氏、新城弘美氏、金城直美氏を選挙管理

委員の当選に認め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、ただいま指名いたしました小嶺均氏、棚原盛夫氏、新

城弘美氏、金城直美氏、以上の方が選挙管理委員に当選をされました。

次に選挙管理委員会、補充員に兼島善広氏、金城孝氏、新垣克八氏、中村隼人氏、以上

の方を指名したいと思います。

お諮りします。

ただいま指名いたしました兼島善広氏、金城孝氏、新垣克八氏、中村隼人氏を選挙管理

委員補充員に当選人に認め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、ただいま指名いたしました兼島善広氏、金城孝氏、新

垣克八氏、中村隼人氏、以上の方が選挙管理委員補充員に当選をされました。

次に補充員の順序についてお諮りします。
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補充員の順序はただいま指名いたしました順序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、補充の順序はただいま指名した順序に決定をいたしま

した。

日程第15、協議第１号、議員派遣の件についてを議題とします。

議員派遣いついてはお手元にお配りしたとおりであります。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

質疑なりと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより議員派遣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。

諮りします。

会議規則第45条の規定により令和２年渡嘉敷村議会第１回定例会において議決された事

件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。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をいたしました。

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を決定をいたしました。

これで本日の会議を閉じます。

令和２年第１回渡嘉敷村議会定例会を閉会いたします。

お疲れ様でした。

（閉会 午前11時26分）
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地方自治法第123条第２項の規定により署名する。

渡 嘉 敷 村 議 会 議 長

署名議員（議席番号２番）

署名議員（議席番号３番）


