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平成24年第１回渡嘉敷村議会（定例会）会期日程

自 平成23年３月８日
会期６日間

至 平成23年３月13日

月 日 曜 日 区 分 日 程

会議録署名議員の指名

会期の決定

３月８日 木 本会議 議長諸般の報告

村長行政報告

施政方針

一般質問

平成24年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告

について

渡嘉敷村教育委員会委員の任命について

南部広域行政組合規約変更について

沖縄県介護保険広域連合会規約の変更に関する協議

について

渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の変更について

３月９日 金 本会議 阿波連辺地に係る総合整備計画の変更について

汽船「フェリーけらま」496総トンの売船に関する覚書

の締結について

渡嘉敷村公の施設指定管理者の指定（森林公園施設）

について

渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例について

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例

渡嘉敷村鳥獣被害対策に関する条例

３月10日 土 休 会

３月11日 日 休 会

平成24年度渡嘉敷村一般会計当初予算の審議

３月12日 月 本会議 平成24年度渡嘉敷村特別会計当初予算の審議（５件）

選挙管理委員会委員の選挙

３月13日 火 本会議 平成24年度渡嘉敷村一般会計当初予算の審議（５件）

選挙管理委員会委員の選挙
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平成24年第１回渡嘉敷村議会定例会は

平成24年３月８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６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 平 田 春 吉 出 ５ 小 嶺 勉 出

２ 當 山 清 彦 出 ６ 玉 城 保 弘 出

３ 島 村 武 出 ７ 小 嶺 源 市 出

４ 與那嶺 雅 晴 出

出席議員７名

会議録署名議員 １番 平田春吉議員 ２番 當山清彦議員

職務のため会議に出席した者の職氏名 議会事務局書記 仲間住恵

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 昌 茂 経済建設課長 神 里 敏 明

副 村 長 大 城 良 孝 教 育 課 長 小 嶺 正 之

教 育 長 新 垣 一 典 民 生 課 長 島 村 清

総 務 課 長 宮 平 昌 治 船 舶 課 長 大 城 良 辰

会 計 課 長 小 嶺 哲 雄 商工観光課長 我喜屋 元 作
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平成24年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

平成24年３月８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 村長施政方針

第６ 一般質問
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○ 小嶺源市議長

おはようございます。ただいまから平成24年渡嘉敷村議会第１回定例会を開会いたしま

す。本日の議事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120条の規定によって１番平田春吉議員、２

番當山清彦議員を指名します。

日程第２、会期の決定の件を議題にします。

お諮りします。

本定例会の会期は、本日から３月13日の６日間にしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。従って、会期は本日から13日までの６日間に決定しました。

日程第３、議長の諸般の報告を行います。

議案第６号、渡嘉敷村公の施設指定管理者の指定（青少年旅行村施設）については、村

長より公募を行ったが、応募者がなく本定例会への提出ができないとの理由で撤回の申し

出があり議長が許可しましたのでご報告いたします。

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

委員から平成23年度１月及び２月分の月例出納検査の結果報告があります。議員控室に配

置し、閲覧できるようにしてありますのでご参考にしてください。

それでは12月定例会以後の会務報告を行います。

１月７日、南部地区市町村議会議長会定例総会及び南部地区関係団体合同新年懇親会及

び南部振興会表彰祝賀会に議長が出席してます。

１月16日、南部離島町村長議長連絡協議会臨時会に議長が出席しております。

１月28日、渡嘉敷村郷友会総会及び新年会に議長が出席しております。

２月６日、渡嘉敷村及び国立沖縄青少年交流の家活性化合同検討委員会の第１回会議に

議長、副議長が出席しております。

また、同日南部離島村長議長連絡協議会役員会総会研修会が開催され出席しております。

２月13日、渡嘉敷村商工会女性部設立総会に議長が出席してます。

２月15日、沖縄県町村議長会定例総会に議長が出席をしてます。沖縄県町村議会議員研

修会が開催され、議長他全議員が出席しています。

２月17日、沖縄県離島振興市町村協議会定例総会研修会及び南部広域圏事務組合定例会

に議長が出席しています。

また、同日緊急患者8,000回空輸謝恩会も開催され議長が出席しております。

３月２日、渡嘉敷村及び国立沖縄青少年交流の家活性化合同検討委員会の第２回目の会

議に議長、副議長が出席しております。
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次に、村長の行政報告を行います。

○ 座間味昌茂村長

それでは12月21日の12月定例議会以降の行政報告をいたします。

12月26日、沖縄県消防広域推進協議会に村長が出席しております。

１月３日は本村渡嘉敷区の合同生年祝いがございました。

１月４日、御用はじめを行っております。

１月５日に渡嘉敷島一周マラソン協賛願いに村長が総務課長とともに協賛願いをしてお

ります。

１月６日、南部振興協議会及び協議会の表彰式及び新年祝賀会に村長が出席しておりま

す。

１月７日、村の成人式がございました。成人者10名参列者が約200名盛大な成人式でご

ざいました。

１月12日、消防出初式を行っております。その日、那覇振興協議会の新年の集いがござ

いました村長が出席しております。

１月13日、県市町村長研修会並びに新年懇親会が行われております。村長が出席をして

おります。

１月14日、本村のトリムマラソン並びに駅伝大会が行われております。

１月16日、沖縄県21世紀ビジョン意見交換会が県の県知事以下、それから各市長村長が

出席して行われております。村長が出席しております。南部離島村長議長連絡協議会がそ

の日にございました。

１月17日、村商工会の座間味村と渡嘉敷村との青年部の合同研修会がございました。村

長があいさつのため出席をしております。

１月21日、そうぞう並びに沖縄新党の24年度予算説明会に村長が出席をしております。

沖縄振興局の古谷総務課長も出席をしておりました。

１月23日、青少年交流の家活性化検討合同委員会が開かれております。そこに村長が出

席をしております。

１月28日、県町村会臨時総会がありました。これらは一括交付金の説明でございました。

同じ日に郷友会の新年会と合同生年祝いがございました。村長が出席をしております。

２月４日は渡嘉敷島一周マラソンがございました。その日に途中から12時に高速船で沖

縄県の振興会議一括交付金の件で緊急に出席をする予定がございましたので、出席をして

その日にまた戻って来ております。

２月７日、那覇環境事務所において、エコツーリズムの検討会議が行われております。

村長と関係係が出席をしております。

同じ日に、南部市町村定例総会がございました。同じく南部振興会評議委員会があって

村長が出席をしております。
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２月８日、介護保険法、保険広域連合協議会が北谷町でございました。村長が出席をし

ております。

２月９日、消防広域推進協議会があって村長が出席をしております。

２月13日、村商工会女性部設立総会がございまして村長が出席しております。

２月15日、離島住民交通コスト負担軽減説明会等がございました。これは副村長が出席

をしております。

16日に過疎地域振興協議会、その他ですけれども、それも副村長が出席をしております。

２月16日、仲井眞県知事の激励会がございました。村長が出席をしております。

２月17日、南部行政組合市町村長協議会がございました。

同じ日に陸上自衛隊第15飛行隊緊急輸送空輸8,000回記念感謝会を離島振興協議会の主

催で行っております。村長が出席をしております。

２月22日、自治功労者表彰伝達式並びに県町村会定期総会、健康保険連合会総会、土地

開発公社理事会、県離島振興協議会総会に副村長が出席をしております。

２月23日、離島振興法・改正延長総決起大会に、東京ですけれども村長が出席をしてお

ります。その日に文部科学省の少年局長他課長表敬がございました。それと沖縄県の選出

国会議員への要請活動を行っております。

２月24日、「オキナワ インターナショナル フィッシング トーナメント2012 in とま

りん」という行事がございました。これは渡嘉敷それから座間味村も協賛になっていまし

た。これに出席をしております。同じく翌日は表彰式がございました。

２月29日、国立青少年沖縄交流の家活性化運営委員会がございました。それに村長が出

席をしております。

３月２日、同じく交流の家の活性化検討委員会がございました。村長が出席をしており

ます。これが12月定例以降の行政報告でございます。

○ 小嶺源市議長

これで行政報告は終わりました。

日程第５、村長の施政方針を行います。

○ 座間味昌茂村長

それでは平成24年度の施政方針について述べさせていただきます。お手元に冊子が配ら

れていると思いますけれども、それをご覧になっていただければと思います。少し早口に

なるかもしれませんけれどもご了承をお願いしたいと思います。

平成24年度施政方針

１）はじめに

平成24年度渡嘉敷村議会３月定例会の開催にあたり、提案しております平成24年度一般

会計予算書をはじめ特別会計予算及び諸議案等の説明に先立ち、村政運営の基本姿勢と諸

施策に対し所信の一端を申し上げ、議員各位並びに村民の皆様のご理解、ご協力を賜りた
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いと存じます。

私は、村長に就任して１年が経過いたしました。23年度は前年度の繰越事業や平常業務

を完遂することができました。その中でも役場庁舎の新築やフェリー代船建造は、村民に

久しく待望していた事業であり、永年の希望が叶えられたことは先人たちや関係各位の協

力のお陰であり感謝に堪えないとことであります。

一方では、東日本震災という我が国歴史上かつてない未曾有の大災害が発生し国民を驚

愕させました。多くの犠牲者、行方不明者、被災者をだし３月11日で１年を迎えることに

なりますが、復興の目処も経っていない地域が多く残っているのが現状であります。

１日も早い復興を願うものであります。そのような状況の中、国家財政がどのようにな

るか気になっておりましたが、県においては新たな振興計画や沖縄21世紀ビジョン基本計

画を推進するため、既存の補助金の枠に縛られず、県や市町村の判断で真に地域の振興に

必要な事業の実施を可能とする予算を国に要請した結果、一括交付金が交付されることに

なりました。

24年度は交付金事業として、防災施設整備事業を中心に種々の事業を計画しており、県

との調整により当初予算への計上を見合わせている事業がありますが、これらの計画は議

員各位や村民の要望に応じた事業計画を実施いたしていきたいと考えております。

その他、「国立沖縄青少年交流の家」の存続に係る問題については、稼働率の向上を図

ることが大きな課題となっており、特色ある施設整備を行い、利用率の向上を図り渡嘉敷

村及び交流の家の活性化につなげていきたいと考えております。

渡嘉敷村と交流の家は開所以来、運命共同体としての地域経済の発展に貢献し、村の将

来にとって必要不可欠な施設でありますので、存続については、引き続き要請行動を行っ

てまいります。今後とも財政状況を考慮しながら行政を進めてまいりますので、ご支援を

よろしくお願いいたします。

２）行財政改革について

村の行財政改革については、これまでも行財政集中改革プランを策定し、改革に取り組

んでいたところでありますが、自主財源に乏しく、国県へ依存財源の本村にとっては、財

源の確保は国の施策により影響を受けるため、慎重な行財政運用を行わなければならない

と思っております。

特に昨年の東日本大震災や福島原子力発電所の事故以降は国の損害が被災地である東北

地方に手厚く分配され、地方へ分配する交付税等の減額措置が講じられ、一段と厳しい財

政運営が余儀なくされることを予想したところでありますが、23年度の交付税については、

減額措置もなく当初見込みどおりの財源が確保できております。

三位一体改革以降、地方財政も疲弊した状況にあるなか、各自治体の財政需要額によっ

て算定される普通交付税は、今後においても確保されるものと考えておりますが、国内に

おける経済の低迷や雇用情勢の悪化、加速する少子高齢化による人口減少等、とりまく行
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政は厳しさを増しておりますので、国の動向を見極めながら財政運営を行ってまいります。

今後、地方分権の推進により権限移譲や事務移譲など、地方の負担増大が予想されるな

か、更なる行財政改革を推進していく必要がありますので、議会の理解を得ながら健全な

る財政運営を推進してまいります。

３）沖縄振興特別推進交付金について

沖縄振興特別推進交付金、いわゆる一括交付金については、沖縄県及び市町村が主体的

に沖縄の実状に即して、より的確かつ効果的な施策を展開するため、沖縄振興に資する事

業を自主的な選択に基づいて実施する事業に充てるための交付金制度であります。

本村においては、沖縄県が当初試算した配分額に沿って事業計画を作成し、16事業、総

事業費2億2千348万5千円を要望しており、現在交付金の充当が可能かどうか、県との調整

を進めているとことであります。

国においては、まだ制度設計や交付要項策定されていない中での作業となっております

ので、確実に交付金を充当できる事業の確定までには至っておりませんが、可能性のある

事業として県から内諾を得た事業、平成24年度当初予算に計上をしております。

事業内容については、防災無線整備事業はじめ８事業で総事業費1億9千341万2千円を計

上し、事業実施することにしております。

本村の配分枠については、２月25日に開催された沖縄県と市町村で構成する沖縄振興市

町村協議会で2億3千万円に決定されておりますが、当初予算が対応できなかった事業につ

いては、今後の県との調整を含めて対応することになります。

沖縄県においては離島住民の割高な交通コストを軽減することにより、離島地域の定住

条件を改善し地域の振興を図ることを目的として一括交付金を活用した離島住民等交通コ

スト負担軽減事業、平成24年４月１日から実施することに決定しております。

この事業は船舶の片道運賃相当額を県が負担する内容で大幅な運賃割引となっており、

村民にとっては大きな負担軽減につながるものであります。現在この割引制度について、

村民に周知を図っているところであり、４月１日から運賃割引実施に向け申請作業を進め

ることにしております。

４）新造船就航について

新造船の就航については、平成19年度に船舶建造推進委員会を設置し、建造への作業開

始して以来、５年目にしていよいよ完成の運びとなり、今月３月17日に長崎県の渡辺造船

所において、沖縄県離島海運振興株式会社への引き渡しが行われることになっております。

那覇泊港への入港を３月21日となり、その後トライアル等を行った後、就航開始は３月

24日からの予定であります。

今回の新造成の船名については既に周知しておりますが、一般公募により、希望の多か

った「フェリーとかしき」に決定しております。これまで慣れ親しんだ「フェリーけらま」

から船名が変わることになりますが、船名に島の名前を入れることにより、行き先が分か
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るため、はじめて渡嘉敷島を訪れる方にとっては、馴染みやすい船名になるかと思ってお

ります。

今回の新造船「フェリーとかしき」は横揺れを軽減する装置やバリアフリー設備等を設

置しており、村民や観光客はもとより、高齢者や障がい者にも優しい快適な船旅を提供で

きるような設計になっており、両者に満足頂けるものと期待をしております。なお「フェ

リーとかしき」就航レセプションを３月27日に村内において実施することにしております。

５）平成24年度行財政運営について

１．住民福祉と保健事業の推進

（１）高齢者福祉について

ミニデイサービス事業の実施により要支援、要介護への移行予防、引きこもりの抑制な

ど、高齢者の生きがいづくり支援や自立した生活の支援、また、独居老人の栄養摂取や安

否確認等を図るため、村社会福祉協議会や高齢者福祉センターとの連携をとりながら継続

して予防介護事業や配食サービス事業を推進してまいります。

更に地域における高齢者の心身の健康維持、保健、福祉、医療の向上、生活安全のため

に必要な援助・支援を包括的に行うため、地域包括支援センターで介護予防事業（二次介

護予防事業及び一次介護予防事業）を実施してまいります。

二次介護予防事業として、要介護・要支援状態になるおそれのある虚弱高齢者を対象と

して、通所介護予防事業、訪問型介護予防事業を実施してまいります。

一次介護予防事業として、活発的な高齢者を対象として健康づくりのための健康教室、

介護予防普及啓発事業を実施してまいります。

また沖縄県の地域支え合い体制づくり事業により緊急通報システム事業と災害時要援護

者支援事業を新たに取り組みます。緊急通報システム事業は、独居、高齢者、高齢者所帯、

高齢者所帯内の重度の障害のある方等を対象とします。対象者の自宅に緊急通報機器を設

置し緊急通報や見守り態勢づくり各関係機関と連携し要援護者支援に繋げてまいります。

災害時要援護者支援事業は独居、高齢者、重度の障害等の要援護者に対し平常時におい

ては、声かけ、見回り活動を行い災害時においては安否の確認や迅速かつ、的確な非難支

援が行われるよう台帳整備する事業でございます。

消防や各関係機関とも連携して対象者の安心・安全を図り要援護者の整備に繋げてまい

ります。なお高齢者福祉センターの運営につきましては、地域からの要望の多い居住部門

の活用検討を含め民間事業者や社会福祉協議会等への施設運営委託の方向を検討してまい

ります。

（２）障がい者福祉について

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

回相談」などを継続実施し、障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や更生医療給付事業などに取り組んでまいります。
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（３）児童福祉について

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを、社会全体で応援する観点から、中学修了ま

での児童を対象に支給される子ども手当により、子育て応援の充実を図ってまいります。

（４）子育て支援施策について

子育て世代の支援施策として、｢へき地保育所｣を設置運営しております。保護者の就労

を助力して、子育て世帯の経済的な安定を計り、結果として生産年齢人口の定着につなが

っており、新年度も引き続き保育事業所支援事業を実施し保育士の質の向上に取り組み保

育の充実に努めてまいります。

また、安心して子どもを産み育てるために重要な妊婦検診、受診に係る島往復渡航費負

担軽減を図るため、船舶運賃を36週の健診まで全額助成を継続してまいります。

さらに、母子推進員を中心とした子育て支援ネットワーク活動の充実を図り、安心して

出産、子育てができるよう支援してまいります。

（５）保健事業について

（ア）特定健診について

平成23年度の本村における特定健診の受診率は50％で、目標とする61％以上を達成する

には、あと18人程度の受診が必要となります。

また本島医療機関への個人受診の勧奨を行っており、特定健診に対応している病院等を

紹介しています。年に１度自分の体の状態を知ることは予防対策、早期治療の面や医療費

の抑制にも大変有意義だと思いますので、該当者への受診啓発を一層強化してまいります。

（イ）特定保健指導について

健診を終えると必要に応じて該当者には特定保健指導が行われます。昨年の本村の該当

者は15名程度で、これらの方については保健師等から適切な指導を引き続き行ってまいり

ます。

（ウ）母子保健及び乳幼児について

乳幼児医療費助成及び乳幼児健康診査、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を図ってまいります。

（エ）予防接種について

平成23年度から定期予防接種に加え、法定外予防接種「子宮頚がん予防ワクチン、イン

フルエンザ菌ｂ型ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン」接種費用の助成を対象年齢の児童

へ実施しています。

またインフルエンザ予防接種につきましても、中学生以下、65歳以上、生活保護世帯へ

継続して接種費用の助成を行ってまいります。

予防接種費用助成を充実し、保護者等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。

（６）本島医療機関への通院、入院に関わる船賃補助について
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今年度から本島医療の専門的な治療が必要な村民への船賃の渡航費助成を行っていきま

す。長期的に治療を必要としている方が対象で治療のため本島へ渡航する場合の船賃の補

助を検討してまいります。

（７）後期高齢者医療制度について

平成20年度に施行された後期高齢者医療制度は、制度の欠陥等もあり、廃止の方向で検

討されている平成25年度４月からは新たな高齢者医療制度が施行予定となっています。

新制度の移行につきましては、被保険者制度説明等や周知に努めてまいります。今後と

も後期高齢者医療広域連合と連携を密にして円滑な運営に努めてまいります。

（８）国民健康保険事業特別会計について

本会計では、運営の動向を左右する医療給付費の抑制を図るため、村民一人ひとりが健

康への自覚と認識を深めるように特定健診及び他の保健事業と連携を取りながら、予防と

早期発見で医療費の削減に取り組んでまいります。

また、保険料徴収率向上のため、居所不明者等の現況調査を定期的に実施し口座振替等

の促進に努めてまいります。

２．交通通信体系の整備について

（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、生活の全てを船舶輸送が担っており、村民の

安定した生活を維持していくためには、安定的な運航を確保することがもっとも重要だと

考えております。

また、本村は観光事業が基幹産業となっていることから地域の経済発展のためにも安定

的な運行は必要不可欠であります。運用状況については、新造船「フェリーとかしき」の

就航に伴い新たな発生する高額な流通料金やエンジンの馬力アップにより燃料消費量が確

実に増加するため歳出の増加はさけられない状況になります。反面これまで老朽化により

発生していた船舶修理費は抑制できる見込みでありますが、新たに発生する歳出増加を補

填できるまでは至らず、厳しい経営状況が予想されるところであります。

歳入については、夏場シーズン中における台風の襲来や村内における公共工事の状況に

より、旅客運賃、車両航走運賃、貨物運賃等の収入が大きく左右される状況にあります。

中でも観光客の利用率向上の収入増加につながることから商工観光課及び観光関連業者と

連携し、集客増加のための対策や閑散期の集客等に力を入れ取り組むことも重要だと考え

ています。新造船の就航に伴い気持ちを新たに健全なる航路事業運用を行ってまいります

ので、ご理解とご協力をお願いをいたします。

（２）陸上交通について

陸上交通については、年間約10万人前後の入域客の輸送体制に対応するために地域公共

交通会議においても乗合バス事業の委託承認し、輸送サービスの維持に努めているところ

であります。
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交通機関のない本村にとっては、乗り合いバス事業安定的に実施していくことが、基幹

産業である観光事業の発展につながることから、今後とも、沖縄総合事務局陸上交通関係

機関の指導助言を仰ぎながら、陸上交通の安定的な維持とサービス向上対策に努めてまい

ります。

３．生活環境の整備及び防災対策について

（１）一般廃棄物処理について

焼却炉は12年を経過して設備や本体内部が劣化損耗し、修繕等維持管理費も年々嵩む傾

向にあります。このため焼却炉は今後基幹改良工事の導入を検討しつつ、維持管理に努め、

適正な環境・排出基準を遵守しながら廃棄物の適正処理に当たりたいと思います。

これまで塩分を多く含み既存の焼却炉では故障の原因となり処理が困難とされていた海

岸漂着ごみについては、交付金事業で導入した小型焼却炉で焼却処理に対応し、海岸にお

ける良好な景観及び環境の保全に努め、さらには最終処分場の延命化を図ってまいります。

また、平成21年11月から「ごみ減量化」「負担の公平化」を図るため、「指定袋」制へ

移行しましたが、新年度におきましても、さらに村民及び村が一体となって、ごみの減量

化を推進し、生活環境保全及び公衆衛生の向上に努めてまいります。

（２）簡易水道事業について

第３浄水場及び関連施設の整備が完了し、安全な水道水の安定供給に努めているところ

ですが水道、本浄水場が浸透膜処理による浄水方式を採用していて、これまでの国の臨時

交付金等を活用し、浸透膜の総取替を実施するなど施設の機能維持に努めてまいりました。

平成24年度は一括交付金を活用し、経年劣化した施設の更新を行い施設の浄水能力の安

定向上を図ります。

しかしながら、施設の維持管理には多額の経費を導入しているのが現状であり、年数の

経過に伴い今後もランニングコストが増大することは確かであり、一般会計からの多額の

繰り入れを余儀なくされ、特別会計の健全な運営を行うため、今後も経費の節減に努める

とともに、長期的な展望に立った経営改善と水道料金改定の検討を行ってまいります。

（３）下水道事業について

阿波連浄化センターについては、平成５年の供用開始から18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、同設

備についても国の臨時交付金等を活用し、老朽化した設備の改修や補修計画策定、ＴＶ調

査を行い阿波連浄化センターの機能が維持できるよう努めてまいります。

また、休止していた下水道補助事業が平成22年度から復活認可され、国庫補助による改

修事業が導入できることになりましたが、下水道事業経営健全化計画を確実に実施し、補

助事業を活用した適切な維持管理に努めてまいります。

（４）消防防災対策について

昨年の東日本大震災の発生を受け、改めて消防防災体制の整備充実が重要視されている



- 13 -

ことはいうまでもありません。

国においても防災対策の充実化を推進しているところであり、本村においても災害時発

生の対応と住民の尊い生命財産を守るには、防災対策の整備充実が重要であると認識して

おります。

設置以来、30年余の経過した現在の防災行政無線設備を全面的に改修するために24年度

の一括交付金を活用したデジタル化への移行を計画しております。現行のシステム下では

施設の増設や機器の整備に十分な対応できず、村民の皆さまから放送も聞こえないとの苦

情が寄せられご迷惑と不安を与えたかと存じますが、難聴地域の解消や不正確な情報伝達

手段を確保するため、今後とも防災対策事業を推進してまいります。消防体制については

本村は非常備消防組織として運営されております。火災や急患等は消防団にて対応してお

ります。

平成23年度より急患連絡体制及び急患輸送業務は消防団に急患搬送班を編成して行って

おり、365日対応できる体制を維持しております。しかしながら、今後とも安定した非常

備消防体制を維持していくためには、消防団の安定確保が重要となってまいりますが、本

村の団員のうち約７割強が役場職員となっており、このことは一般の方々の消防団員への

入団希望が少ないことに起因していることであり、村としては引き続き広く村民へ入団を

呼びかけ消防団の充実強化を図ってまいります。

また広域的な消防力の確保維持するためには、沖縄県では消防の広域化に向け協議会を

設置し調査検討を進めてきたところでありますが、那覇市を始め県内の主要市が協議会を

脱退する事態になり、現在、協議会の存続事態が危ぶまれる状態になっております。

平成24年度から沖縄県が指導する新たな検討委員会が発足することになっており、本村

においても引き続き検討委員会へ参加し、広域や常備に向けた調査検討を行い、消防防災

対策の充実強化に努めてまいります。

４．産業の振興について

（１）観光産業の振興について

平成23年の入域客は86,546人となっており、前年より5,180人減少しております。これ

は観光シーズンの台風の影響による定期船、特に高速船の欠航が多く、５月から９月の入

域客が前年同月に比べ4,978人の減少となっていることが入域客の減少の要因となってお

ります。

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

れ、一周マラソンや、とかしきまつりを継続的に開催する事はもちろんのこと、修学旅行

の積極的な誘致を行うとともに、商工会及び関連事業所と連携し、受け入れ態勢の充実を

図り集客の増客に努めてまいります。

また、閑散期の新たな旅行商品の開発など恵まれた自然環境や那覇泊港から最も近い離

島という地理的条件、歴史文化等の優位性のある観光資源を活用した魅力ある観光地づく
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りをめざすため、農業、漁業、観光業が連携し、産業の活性化に取り組むことが必要なこ

とと、村民が村の良さを知り村民全体で観光客を迎えるホスピタリティーが大事なことだ

と考えております。そのためには平成24年度において産業振興に関するコンセンサスを実

施し、平成25年度までには渡嘉敷村産業振興計画を策定し産業振興に努めてまいります。

また、去った２月に開催した「第７回鯨海峡とかしき島一周マラソン大会」は、リピー

ターの出場者が多く、徐々にマラソンイベントとして県内外に認知されつつありますので、

住民一丸となった受入態勢を確立し、今後も継続して開催し、冬場の集客に努め、通年型

の観光地の形成を図り、更なるイベントの発展と観光産業の振興を推進してまいります。

さらに、地域より要望のあった渡嘉敷港旅客待合所内での特産品等の販売所開設が実施

され、島の特産品販売の促進に活用されており、平成24年度も引き続き販売所の開設を推

進してまいります。

エコツーリズムについては、国のエコツーリズム推進法の基本方針に基づいて、座間味

村と協働しながら慶良間地域の「自然環境の保全」と「観光資源の活用」ができるよう、

平成23年度に全体構想の設定を受け、平成24年度において関係条例の整備を実施してまい

ります。

（２）農業の振興について

嘉手苅地区を含む土地改良区及び波佐問地区への農業用水の供給が可能になったことか

ら、畑地における農作物の生産を促進するとともに、有機無農薬栽培を奨励するために有

機肥料への補助制度を継続します。また、稲作農家の生産支援のため、国の行う農家戸別

所得保障制度を積極的に活用します。

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

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

設の保全を図ってまいります。

また、平成20年度から団体営ため池等整備事業を導入し、これまで山腹法面崩壊工事や、

２号排水の改修工事を行っております。平成24年度は２号排水（恩納川排水路）未改修箇

所や、波佐間地区の排水と４号排水路の整備を実施し、農作業施設の災害の未然防止をや

ってまいります。

（３）水産業の振興について

水産業の振興については、村漁業協同組合の積極的な取り組みにより、多品目の特産品

開発が行われ、すばらしい成果を上げております。中でもマグロジャーキーや佃煮は、と

かしき島ブランドとして定着し、人気の高い商品となっております。今後とも新たな特産

品開発が継続できるよう支援していくとともに、離島フェア等のイベントヘの積極的な参

加を促し販路の拡大を図ってまいります。

また、村漁業共同組合が実施する鮮魚等の海上輸送経費の支援を行うとともに漁業者が

安心して操業し水産物を保全することができるよう渡嘉敷村農林漁業改善緊急対策事業の



- 15 -

農林漁業近代化設備整備事業を実施し漁業振興を図ってまいります。

また平成21年度の改修工事が完了した阿波連漁業は、水産業に係る作業の安全確保や、

荒天時の漁船・漁具等の保全に寄与するものと考えております。

しかしながら、漁船数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のが現

状であり、本漁港の管理については、漁業協同組合への一部管理委託を行うなど、漁協と

密接に連携し、漁港の設置目的に沿った有効的な活用を図ってまいります。

（４）林業の振興について

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

設の適正なる維持管理を行い、効果的な利用を促進してまいります。森林公園施設の維持

管理については、これまで同様に指定管理者へ委託を行い、管理経費の削減と利用率の向

上を図ってまいります。

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

と適正管理に努めてまいります。

（５）村道阿波連線の整備について

村道阿波連線改良工事については、平成19年度から工事が実施され、平成24年度は前年

度の繰越工事の新たな路線となる嘉手苅地域と渡嘉敷港臨港道路を接続する橋梁の仮設桟

橋工事を早急に完成させ引き続き橋梁の橋脚工事を計画しております。

また、道路橋の老朽化が進行して今後架け替えや大規模な対策を実施する必要が生じて

くることが予想されることから橋梁の老朽化が進む前に計画的に補修を行って橋梁を長持

ちさせる予防・保全型の維持管理に移行し住民の道路交通の安全を適切に維持していくこ

とを目的として橋梁管理を図る点検業務及び計画策定業務を実施します。

村道については、平成23年度から導入された環境協力税を活用し、年間をとおして維持

管理を実施しております。

（６）港湾・河川等の県事業の整備状況について

渡嘉敷川改修工事ついては、平成22年度から実施されておりました「くんみ橋」の架け

替え工事が平成23年度で完了し、平成24年度も引き続き上流部の改修が行われる予定とな

っております。今後も工事がスムーズに進捗するよう引き続き沖縄県と調整協議を行って

まいります。

渡嘉敷港の整備については、以前から要望をしておりました定期船の乗船口までの屋根

付歩道の設置については、沖縄県が平成24年度に調査設計と設置工事に掛かる予算要求を

行っており、沖縄県との協議を継続的に行なって早期完了に向けて努力してまいります。

また、漁協が使用している浮き桟橋の新設については、平成23年度に調査設計が完了し、

平成24年度に設置工事に掛かる予算要求を行っており引き続き沖縄県と調整協議を進めて

まいります。

その他、公安施設についても施設の安全と機能が低下しないよう沖縄県に対し改善を要
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望していきます。

（７）教育文化の振興について

教育委員会では、学校教育生涯学習社会教育の推進に勤め学校家庭地域が連携し村の将

来を担う子どもたちの健やかな成長や地域の教育力向上に取り組んでまいります。

学校教育につきましては、地域の特性を生かした、たくましく生きる力を育む幼児・児

童・生徒の育成を推進し、豊かな自然と特色ある体験活動をとおし、次代を担う子どもた

ちが、ふるさとに誇りを持ち、夢と希望がもてるような教育環境づくりに継続的に支援し

てまいります。

学力向上対策については、沖縄県並びに本村では昭和63年度から、知・徳・体の調和の

とれた人間の育成を目指し、幼児・児童・生徒が一人ひとりの学力を伸ばすことを目標に

学力向上対策がスタートされ、本日までに県民総ぐるみの取り組みが展開されております。

また、平成19年度から「夢・にぬふぁ星プランⅡ」で、幼児・児童・生徒一人ひとり

に確かな学力などの生きる力を育むを目標に、ゆとりの教育から確かな学力を身につける

ための授業の改善や学校・家庭・地域の連携強化に取り組んでおり今年で24年目を迎えて

おります。

この間、本村の幼児・児童・生徒は文化スポーツ面においても多くの実績を上げること

ができ、学力方面でも確実に成果が出ております。

しかし、本県の学力、全国学力学習状況調査においては、全国最下位から脱しておりま

せん。「生きる力」の重要な要素である確かな学力の向上と基本的な生活習慣の形成につ

いてはまだまだ課題が多いのが明らかになっております。

平成24年度から新たに始まる学力向上の推進では、「夢・にぬふあ星プランⅢ」により、

幼児・児童生徒の「豊かな学力」などの「生きる力」を育むために、（1）「キャリア教育

の視点を踏まえた『確かな学力』の向上の推進」（2）『わかる授業』の構築による『確か

な学力』の向上の推進」。（3）「学力向上マネージメントによる『目標管理型評価システ

ム』の推進」の３つの柱を施策の中心として、位置づけられております。

これまで学力向上対策として、大きな成果を上げております。各種検定試験の手数料等

を予算化し継続して支援をしてまいります。

幼児教育については、幼児教育の重要性に鑑み、預かり保育の臨時職員に有資格者を配

置し、職員の研修等を実施して資質の向上を図り幼小中一貫教育をさらに充実させてまい

ります。

学校施設の整備については、老朽化した校舎及び職員宿舎の整備を財政計画に基づき耐

力度調査を実施し、計画的に建設を推進してまいります。

学校給食については、栄養教員の指導の下、幼稚園児や児童生徒の健全な発育を目指し

て、栄養バランスのとれた安心・安全な給食の提供を行うとともに、東日本大災害の福島

原発事故に伴う放射能汚染による食材の安全確認には、十分に配慮し施設管理や食中毒な
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ど衛生管理面も徹底して管理してまいります。

社会教育については、地域と学校と連携した学校支援地域本部事業を推進し、地域の人

材を活用した読み聞かせやキャリア教育、読書の村づくり等を重視し、村内に存在する人

的資源の活用及び関係団体と連携し公民館施設の高度利用を図り「児童から高齢者までの

世代を生かし、地域づくり・元気な村づくり」を目指し取りくんでまいります。

社会体育については各種スポーツサークル等の活動が盛んに行われており村民の健康づ

くり、体力づくりの観点から、これまでどおり学校施設を開放して、村民一人ひとりの体

力及び運動能力の維持向上につながるよう支援してまいります。

文化行政につきましては、島の自然環境保護や地域の文化性を高めるため、資源の保全

と活用を目指し、自然と文化との共存について考える学習ができるよう、社会教育施設で

ある国立沖縄青少年交流の家と連携してまいります。

また平和学習の拠点として利用されております西山にある旧日本軍壕や集団自決の後を

戦争遺跡として調査を行い、遺跡の保全や平和学習等の活用に取り組んでまいります。

６）おわりに

これまで、平成24年度の村政運営の基本姿勢と諸施策について申し述べてまいりました

が、これを執行する本年度の各会計の予算規模は次のとおりであります。平成24年度の各

会計予算は下の表をご覧ください。

平成24年度各会計当初予算額

(単位:千円％)

会 計 名 24年度 23年度 増減額 増減率

一 般 会 計 1,520,965 1,267,585 253,380 20.0

国民健康保険特別会計 102,797 97,318 5,479 5.6

高齢者医療特別会計 5,540 5,953 △413 △6.9

航路事業特別会計 554,142 409,395 144,747 35.4

簡易水道事業特別会計 77,608 78,165 △557 △0.7

下水道事業特別会計 11,830 12,061 △231 △1.9

合 計 2,272,882 180,477 402,405 21.5

以上のとおり、提案しております。

予算執行に当てっては、最小の経費で最大の効果を挙げるという認識のもと、職員全体

が改革意識を持ち、行財政の効率的な運営を図り、住民福祉と生活の向上にむけ、なお一

層努力してまいる所存であります。

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

上げて、平成24年度の施政方針と致します。

平成24年３月８日 渡嘉敷村長 座間味昌
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○ 小嶺源市議長

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。

○ ６番 玉城保弘議員

それでは早速ですけれどもご質問をいたします。まず、一括交付金についてお伺いする

わけですけれども、テレビ新聞等ではかなり報道されておりまして、住民もかなり興味を

示しております。そして各議員も、この一括交付金に関してはかなり質問を提出している

ようです。私の方からは１点だけご質問をいたします。

座間味村のホームページを見た際に気づいたことでありますけれども、村民の要望に先

ほど応じたと村長もおっしゃっていましたけれども村民に、この一括交付金の使い道等の

提案を募集しているとホームページの方で、そういう方法もあるのかなと私も思いまして

質問するわけですけれども、地域活性化に役立つ一括交付金、しかしながら沖縄の特性を

踏まえた使い道と限定をされておりまして、執行部の皆さまにはかなりご苦労して、この

予算組をされていることと思います。いかがでしょうかね。村民に対して使い道要望等を

するというお考えはまず村長がお持ちかどうかをお伺いします。

○ 座間味昌茂村長

一括交付金についてでございますけれども、先ほども施政方針のなかでも述べたように、

まだ使い道を決めていないものが随分あります。

一般から意見を聞き、それから議員の皆さんと協議をして、どういうものがあるだろう

かというのは、これから聞いて付けていきたいというふうに思っております。これ２回、

３回と額が変わってきたもんですから、少しまだ決めていないのがあります。そこを十二

分に非常に良い機会ですので、特に議員の皆さんとは、再度協議をし、そしてまた村民の

意見を聞いてやっていきたいというふうに思っています。

○ ６番 玉城保弘議員

ぜひ、村民の声を聞いていただきたいなと思います。村民自体の一括交付金という使い

道に関して、まだ理解していない部分もありますので、そのへんもぜひ紹介していただい

て、何でも使えるということではありませんので、それをぜひお示しいただいて、募集し

ていただきたいなと。もちろん我々議員もこの一括交付金に関してはいろいろ皆さん知恵

を絞っているとこなんですけれども、これだけたくさんの村民がいらっしゃるわけですか

ら、何か良いヒントと申しますか、生まれてくるかもしれませんので、ぜひ募集等を行っ

てほしいなと思います。一括交付金に関しては、この後予算等でもお話をさせていただき

ますので、この件だけにいたします。

先ほど村長が施政方針の中でも、産業振興計画についてと述べられていましたけれども、

魅力ある観光地づくりとここを目指すと、今までは観光立村を目指すという言葉をほとん
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ど使っていましたけれども、今回観光立村ということばは出てきていませんけれども、具

体的に逆に魅力ある観光地と逆にそういううたい文句も逆にいえば、大枠でなくて今何を

目指すか、観光地づくりを目指すということでいいのかなと思います。

お聞きしたいのは、その中で24年度に産業振興に関する意見をまとめると、そして25年

度までに、渡嘉敷村産業振興計画を策定するとおっしゃっているわけですけれども、ちょ

っと中身、大枠でかまいませんけれど、どういったかたちで進めていかれるのか、まずお

聞きいたします。

○ 座間味昌茂村長

この産業振興というのは、非常に難しいといいますか、この地域に沿った進め方をしな

いといけないと思っているところですけれども、振興計画が25年度に作成する今年ですね。

その前に15年に作成されたのがあって、非常に、私、去年もこの話はしましたが、意見を

申し上げましたけれども、すばらしいことを掲げてあります。これが実行できるかどうか

で、今後変わってくると思いますが、それを踏まえて、今までできなかったことをひとつ

一つ計画してやっていきたいと、皆さんがお待ちだろうと思いますけれども、15年度に作

った振興計画ですね。村のそれをひとつ一つできるものからやっていきたいと、すべて農

業、漁業、さらに他のものも含めて観光振興につながるように作ってありますので、これ

をひとつ一つ実現していきたいというふうに思っております。

これまでは私、就任して１カ年になるということを、施政方針の中でも申し上げました

けれども、やっと今年はそういうことをどんどん進めていく年になったなということであ

りますけれども、積極的にそれをその施策に基づいてやってやっていきたいというふうに

思っております。

○ ６番 玉城保弘議員

言葉にこだわっているわけではありませんけれど、24年度に産業振興に関する意見をま

とめる25年度に策定すると何時実施するんですかということをお聞きしたかったわけで

す。昨年、特に産業振興に関しては私もかなり質問をさせていただきました。村長からも

いい答弁をいただきました。かなり方向性が見えてきたんではないかと、私は思って今年

度も実際に何か実施をしていただけるもんだということで、期待をしておりましたけれど

も、先ほど申し上げたのは、まだ24年度に計画の段階だと、即計画をし即実施をしていた

だきたいという願いで昨年は質問をしました。その中に産業振興関係、観光、農業、漁業

低迷しているんだと、住民は危機感を感じている最終的には住民の生活の安定のためです

けれどもかなり低迷をしていると、今、手を打たなければいけないんだと、いうことで、

去年訴え続けましたけれども、いかがでしょうか。おやりになるとはおっしゃっています

けれども、24年度に計画、25年度に策定、本年度で計画を作って実施していいんではない

かと、去年そういう議論はいたしましたし、方向性じたいは見えていると私は思うんです

けれども、もう一度お伺いします。やっぱり、即、実施ができないものか、もう一度お願
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いいたします。

○ 座間味昌茂村長

今、申し上げたのは、第３次振興計画、マスタープランを作り上げましたが、それの続

きを作る予定の意味です25年度というのは、これまでその計画の中のものが、随分手が付

けられていないというんですか、実行されていないものがあるものですから、それを早急

にやらなくちゃいけないなと思って、今年やることが、ちょうどタイミングとしては、交

付金等のそういうこともありますので、これを利用してやっていきたいというふうなこと

を考えております。

別に私やらないということではありませんが、そのへんのところ、どれを先に優先する

かというのをこの15年度にできた振興計画の中、総合計画の中から取り上げて優先するも

のを今年は手を付けていきたいというふうに思っております。

○ ６番 玉城保弘議員

計画、即、実施とこういうことまで申したわけではありませんけれども、私も、昨年、

産業に関する質問をかなり多くしたものですから、きっちりした言葉をいただきたくて申

しております。その中で先ほども村長述べられた農林水産業に関してですけれど、渡嘉敷

のブランドの確立、ブランド商品を作っていこうということですけれども、昨年ですけれ

ども商工観光課という仕事は調整役なんだと、そして研究もしなけれはいけないポジショ

ンなんだというふうにも昨年おっしゃっておりました。一つ加工品等の新商品とか品評会

とか、いろんなことをやっていただけないかということもお話しましたけれども、今回ブ

ランドづくりのために、何か新しい計画はあるのか、そして予算等もしっかりと付けられ

ているのか、まずお聞きいたします。

○ 座間味昌茂村長

先ほども言いましたけれども、まだ割当をしていない、一括交付金の話をしましたけれ

ども、そういうものを、これに利用したいというふうに思っております。いろんな特産品

開発というのは非常に難しいというんですか。研究の余地があります。専門家も呼んでい

ろんな角度から、実施していかなければいけないと思っております。まずはそういう村民

にそういう意識を植え付けて、そういう教育をしていきたいということからはじまるので

はないかと思うんですが、その前に農業生産物、漁業の生産物、そういう物を利用しての

ほとんど農林業、それから漁業ですね。そういうところと連携をして今年はどうしても何

か生みださんといかんなということは考えております。

○ ６番 玉城保弘議員

その計画自体は実際に我々見えてこないものですから、こうしてお聞きするわけですけ

れども、専門家を呼んでと村長おっしゃいました。

一つの例を申し上げますけれども、宮崎県の方の例ですけれども、１次産業、２次産業、

３次産業足して６次産業ということで、１次産業の方が３次産業まで全て行うこと、実際
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に専門家の方々を招いて企業らしんですけれども、そういう態勢でなければ伸びないとい

うことで、そういう取り組みもされているそうです。本村もやはり、今、観光、農業、漁

業、また製造業が一体型にならなければ厳しい、そして新たな商品も生まれてこないとい

う現状です。

専門家をお呼びするのかとお聞きしたかったわけですけれども、村長は招いたとおっし

ゃっていますので、ぜひ専門家の方、もう我々の知恵だけでは今後どうしようもないんだ

と私は思っております。そういった企業もありますし、それを専門にされている方々もい

らっしゃいますんで、ぜひ専門家の方を呼んで、本当に最初に言いました観光地づくりを

目指すのであれば、ぜひ、そういった指導等も受けたいなと思っておりますので、ぜひ、

その専門家の方々が来ていただきたいですが、もう一度、村長答弁いただいていいですか。

専門家の方を今年度呼んで何か計画をされるのか。もう一度お願いいたします。

○ 座間味昌茂村長

少し、戻したいと思うんですが、平成15年にできた振興計画、いわば村の計画ですね。

これには随分これまでに完了したのがありますけれども、こういう細かいところがやられ

ていないというようなことを申し上げたわけございます。

今の件、ブランド品を作るということは、前から業者の方も乗り込んできて、いろんな

指導をしている傾向にあります。そのへんも上手く利用して、そういう専門家も入れて、

これをぜひやっていきたいと、最近、いろんな商工会でも動きがあって、婦人部を結成す

るとか、青年部も活発にやっています。それも含めてさらに生産者を奨励してやっていき

たいと思っております。それから、先日、ＪＡ渡嘉敷支店が新しく取り組むのが農業主体

に取り組むということを中央の方から来ていろいろお話もしてあります。そういうことも

取り込んで開発できたらいいと思っておりますけど、ぜひ、これは実行していきたいとい

うふうに思っております。

○ ６番 玉城保弘議員

名前は出しませんけれども内容をお話したら直ぐわかると思いますけれども、ある村と

申しますか、人口が200人今少なくなって、産業も低迷していると、そして特に観光業の

方々がかなり島を出られたということで、かなり困っている噂を聞きます。全く立地条件

としては、本村と全く同じような条件です。ですから私たちはすごい危機感を感じており

ます。何時そういうことが、うちの島にもそうならないかとすごい危機感を感じておりま

す。村長、今いろいろお約束をいたしましたので、もう待ったなしだと、住民の声をよく

聞いていただければ一番わかりやすいのかなと、特に観光関係の方々はかなり危機感を感

じておりまして、今年度、夏場やってくるわけですけれども、それさえもどうなのかなと

いうような、かなり危機感を感じておりますので、ぜひ早め早めの計画を立てていただい

て即行動に移っていただきたいなと思っております。これで私の質問を終わります。

○ 小嶺源市議長
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休憩します。

○ 玉城保弘副議長

再開します。

議長が一般質問を行いますので、副議長のもとで再開いたします。

７番小嶺源市議員。

○ ７番 小嶺源市議員

質問事項が多岐にわたっておりますので、答弁にあたっては、簡潔明瞭にお願いいたし

ます。まず慰霊祭についてですけれども、どのようなイメージですかという一般質問を通

告したあとに日程表をいただきました。だいたいイメージはわかりました。それで来年度

以降どうするのかということになるわけですけれども、参考にしようと思って座間味村の

議会議長にお電話しましたら、座間味村は５年に１度、式典みたいなのをやっているよう

ですね。普段は私たちがやっているような自由参拝という方法で慰霊祭を行っているとい

うことでございました。これは村長のお考えですので、毎年、式典やるのもこれは一つの

方法ですし、また何年かに１回今のような式典をするのも一つの方法だと思っております。

村長はどのようなお考えなのかお聞かせ願いたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

慰霊祭の件ですけれども過去にこういうことがありましたけれども、まず今年は28日に

私はやるようにしてあります。ただいろいろ、この資料を調べてみたら平成19年９月20日

の９月定例議会だと思いますけれども33回忌の合同慰霊祭で終わりの旨を確認したという

ような記録が残っておりました。しかしながらその後に第50回、戦後50回の平成６年、そ

れから60回平成16年に戦隊の方々も来て行われております。

座間味が５年に１回ということでしたけれども、私としてはできたら毎年やっていきた

いというふうに考えております。県も毎年やっております。別にそれほど経費が掛かるわ

けでもありません。子どもたちにも平和の大事さという、そういう一つの教育ではないの

かなと沖縄戦、ああいうものはいつまでも忘れてはいけないということで、私としては、

毎年行っていきたいというふうに思っております。

○ ７番 小嶺源市議員

先ほど村長のお答えがあったように、県も毎年行っております。うちの村は特殊事情が

ありますよね。350名の尊い命が失われたと、私は後世にいつまでも語り継いでいかない

といけない。これ生きている私たちの義務じゃないのかなという思いさえ私はしておりま

す。村長おっしゃるとおりできるだけ村長がお考えになっているように、やっていただき

たいと思っております。

次の件です。一括交付金、この予算は使い勝手がいいのかなと思ったら、使い勝手が悪

いと、特に渡嘉敷みたいな脆弱な財政のところは全額真水で交付してもらうような方法や

らないと対応できませんよね。これ見ていると村債が2千900万、一般会計から500万の持
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ち出しになっております。

これ事業をやればやるほど地元の負担が掛かってくるというふうなことになっておりま

す。質問の方法を変えますと新聞切り抜きにあるように内閣府の統括官ですか、県民が望

むんであれば、基金への積立もできると。これは言い換えますと今から何年前になります

か「ふるさと創生事業」ですか。竹下登さんが大きい自治体も渡嘉敷村みたいな小さな自

治体も一律１億円の２カ年連続でしたかありました。私はそういうような方法をやれば使

い勝手がいいのかなという思いがするわけです。要するにひもつきでないと、何でも使っ

ていいよというふうな補助金の貰い方がいいんじゃないかなと思っていますけれども、こ

の新聞切り抜きにあるように県が望むんであれば、そういう制度も考えると書いてありま

すけれども、村長どうですか、これ沖縄県の全自治体一緒になって、国県にそういう要望

をしてみたらいかがですか。

○ 座間味昌茂村長

この一括交付金に関しまして何度も会合を行いました。新聞で発表されているものと、

そこで県が説明するのと少しずつ相反して違うところも出てきたりして、今、小嶺議員が

おっしゃったように基金創設の可能と統括官が言ったと、これは新聞ではそういってあり

ますが、県はそれはだめですよと。明許繰越はできますというようなことも言ったりする

んですが、明許繰越も私は内閣府の沖縄振興局の課長から、その説明があったんですが、

県ではできるだけそれはやるなというようなことを言ってきているんです。

それで小さな脆弱なお話があるように市町村は、割分が多くなればなるほど裏負担が多

くなるということで、限度があるんだということで、やったわけですね。それで２割負担

を前提にして、各小さな市町村、離島の特にこちらは下から額にしては３番目から４番目

ぐらいですけれどもそういうことでできますかという範囲で納得をして2億3千万というの

を決定したという経緯もあるわけですね。

それは市の市長会からそれを町村会の小さな村に3億の分ですね。3億対3億3千万、300

に330になっていますけれども、そういうことで今県にお願いしていることは裏負担を県

がもってくれないかと、もし、国ができなければですね。

それは市町村会でも町村会でもお願いしているわけですね。そしてある代議士はこれは

必ず真水にするからともおっしゃっているんですが、そのへんははっきりしない部分があ

って、おそらく４月の頭ぐらいには、そのへんが出てくるのではないかなというふうに私

は考えております。

○ ７番 小嶺源市議員

真水で貰えるんであれば、たくさん要求した方がいいわけですね。裏負担があるんであ

ればそこそこのところで切らないと裏負担ができないわけですから、これは非常に悩まし

い難しいところだと思っております。

代議士が全部真水にしてくれるというのであれば、これは願ったり叶ったですので、一
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つ執行部の方とは、県と連携を取り合ってできるだけ真水で貰えるように頑張ってくださ

い。1億7千万について事業計画書が出ておりますということは均等割の5千万円について

は、まだまだどうにでも使えるというふうないい方はどうかと思いますけれども、この5

千万についてはどのようなお考えをもっていますか、一括分の5千万です。

○ 座間味昌茂村長

これ国からの配分の場合には均等割りということはありませんでした。これは市長会と

町村会が集まって協議をしてそういうふうにやりましょうということで、均等割という制

度を設けたというのが現状ですね。ですからこれは2千300万というのは、総額になってい

るということ今おっしゃるように5千万円だけを別枠で使うということは、今考えていな

いというのが現実ですね。

○ 玉城保弘副議長

休憩します。

再開します。

○ ７番 小嶺源市議員

分かりました。それで、場所もこれからいろいろ使い道が決まってくるということです

ので、いくつか私の方から提言をしてみたいと思っております。村道大谷線にサクラの木

が何十本か生えています。私も議会議員になった直後だったかと思いますが、このサクラ

を植えるのに議会議員を２日ぐらい駆り出されて植えました。その時に思ったのは、なん

で村花であるケラマツツジではなくてサクラかなと、そういうことをブツブツ言いながら

サクラを植えたのをよく覚えております。慰労会の時に、当時の村長といろいろやり合っ

た経緯を思い出しました。日本人がサクラに対するイメージというのは大変なものがある

と思います。私も時期になると大谷に行ってサクラの花を見て心が和む思いを毎年してお

ります。

また象徴的なこととして、村道阿波連線、森林公園からまっすぐ下りていって左側のカ

ーブになったところにサクラの木が２本生えております。花が咲かないと向こうにサクラ

の木があるということを気づく人は少ないと思っています。花が咲くときになるとあの２

本のサクラ、あの木を見たり、写真を撮ったり、サクラの木の下で記念撮影を撮ると、や

っぱりさすがサクラだなという思いをしております。

何が言いたいかといいますと、サクラの花はちょうど渡嘉敷マラソンの頃に開花いたし

ます。サクラというのは非常に微妙なもので、切ったりいじったりすると花が一時期は咲

かなくなるという話も聞いております。桜切る馬鹿梅切らぬ馬鹿ということわざもあるよ

うです。だから私は、マラソンに花を添えるという意味においても、あの大谷線に生えて

いるサクラ、それとイーシヌモに生えているサクラ、イーシヌモは相当大きくなっていま

す。このイーシヌモについてもあの山全体を村民の森として、サクラを植えるという計画

でした。私もよく知っています。ただ、向こうは拝所だから、ウガンジュだからこれをや
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ると祟りがあるとかなんとかということになって止めた経緯があるんです向こうは。だか

ら大きなサクラを、いま森林公園にありますよね、向こうに移植するとか、さっきから言

ってるマラソンコースに使えたらどうかなと思っています。確かに今の大谷道路も隠れた

サクラの名所になっております。私も行ったら何名の方々が向こうでサクラを見ているの

を見かけました。それよりも表通りに出してマラソンに花を添えるというのも１つの方法

じゃないかと思っております。

この一括交付金、こういうときじゃないとできないんじゃないかという思いがしますけ

れど、村長はどうお考えですか。

○ 座間味昌茂村長

確かにサクラを植えた時は、今になるともっといろいろな所に植えれば良かったなとい

う感じになりますけれど、あの頃は村で植えなかった理由があったんです。まだ村道の幅

員もちゃんと決まっていなかったんです。それで植えることができなかったという現状だ

と思います。

ただ、サクラを移植するのは非常に難しいといわれています。それはいろいろ専門家に

聞いてみないといけないと思いますが、今年、サクラの苗木の配給があります。それと併

せて１番大きな苗を発注させて段取りをさせているところです。ちょうど村道も決まった

ところ、復員の広いところにはそれを植樹していくという計画を立てていますが、いま小

嶺議員がおっしゃる移植ができるかどうかというのは少し微妙なところがありますので、

苗木を増やすか、今年苗木をやりますので、それを少し検討させていただきたいと思いま

す。

○ ７番 小嶺源市議員

苗木を植えて育てるとなると相当数時間がかかりますよね。確かに大谷に生えているサ

クラは30年以上経過していると思います。30年経って、あの大きさですから、今から苗木

を植えてどうしたものかなという思いがないではありませんけれども、それも１つの考え

でしょう。今ある大木を移植した方が花が咲くのが早いんじゃないかという思いもありま

す。ひとつこれはやらないとは言わないで、専門家と相談してみて、できるのであればそ

ういう方法も検討してみたらいかがなものかなと思っております。

次に移ります。基金制度については先ほど村長が言ったように、そういうことは言って

いないという話でした。私も県の副参事とお話する機会がありまして、その副参事がおっ

しゃるには、議長、マスコミは信用したらいけませんよと。私たちも困っているというお

話をなさっていました。マスコミがでたらめなことを新聞に書くとも思えないんですよね。

切り抜きご覧になっていますよね、村長、新聞の。天下の新聞が事実でないことを報道す

るとなるとけしからん話ですよ、とんでもない誤解を与えます。そうおっしゃってるので

あれば信じるしかないでしょう。

それで、この一括交付金の利用の仕方ですけれども、村民に対しては割引制度があると。
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副参事がおっしゃるには、ＪＲの電車の運賃といっしょにするというふうなお話でしたし、

村から廻ってきたものにもライナーは半額まではいかないけれど、フェリーに関しては半

額ぐらいまで。これは経済効果を考えた場合、県が村民に対して割引運賃をやるように、

一般観光客にも広げていった方が入域客も増えるんじゃないかという思いもしているわけ

です。村長はどうお考えですか。

○ 座間味昌茂村長

これは離島の村長が集まった時もこれを要求してみようということで、そうすると特に

座間味と渡嘉敷はそういう観光客で経営が成り立っているようなところですので、これが

できると随分増えるだろうと、入域客がですね、そういうことを要求しようという話は出

ていますが、今のところ、小嶺議員も聞いたように、企画局の副参事から説明があったよ

うに、村民以外は、村から出ている高校生と大学生にしか適用していないと、一般客はで

きないというようなことは聞いておりますけれども、今後もそれが可能であれば、可能で

なくてもいいんですけれども、離島の村長たちで、離島振興協議会あたりで要求していき

たいというふうにお願いしていきたいと思っております。

○ ７番 小嶺源市議員

これは座間味の村長も、この前お話する機会がありましたが、向こうは去年の観光客が

７万人割ったそうです。非常に危機感を感じておりました。これから後の観光はどうなる

のかなと。村の経済はどうなるのかなと大変心配なさっておりました。これは観光客を増

やすにはどうしても運賃、特にライナーの場合は割高感があるわけですから、千円でも２

千円でも下げるようなことをお互い連携しあってやっていかないと、本当に観光客がいな

くなりますよ、今のままでは。村民にもできるわけですから、これが一般観光客にできな

いというのは、いかがなものかなという思いをいたしております。これもひとつ、行政の

重要課題として真剣に取り組んでいただきたいと思います。

入院費の補助、これも新聞の記事をコピーして資料に添付してあります。県は各自治体

がその気になれば半額は県の方で出したいというお考えのようです。少子高齢化と言われ

て久しいです。私思うに、今年の卒業式、入学式が終わると渡嘉敷村の人口は相当数減る

んじゃないかと思っています。要は、子どもは村の宝であり国の宝であります。そういう

人たちのために少しなりとも入院費の補助等を考えていかなければいけないじゃないかと

思いがしております。村長これはぜひ実現できるようにしてもらいたいと思っております

が、村長のお考えをお聞かせ願います。

○ 座間味昌茂村長

入院費補助についてでございますけれども、いろいろ協議もいたしておりますので、こ

の内容、民生課長の方から説明させたいと思います。

○ 島村清民生課長

私の方から説明します。沖縄県では平成24年４月１日に施行し、施行後10月１日から運
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用することとしている予定だそうです。本村としましても、県の助成制度に対応しまして

入院費の全額助成を実施していく旨、前向きに検討しているところでございます。

○ ７番 小嶺源市議員

やっていただけるということです。すばらしいお考えだと思って感服いたしております。

次の一般入域客については省略します。

次年度以降どうなるかということですね、なぜ、この質問をするかというと、私が思う

には、国は辺野古沖の飛行場移設が頓挫した場合、本格的に駄目となれば、今回のような

一括交付金というのはなくなるどころか、沖縄バッシングに走るのは目に見えてます。そ

れで今回３町村、フェリーを24年度で買い上げていただけるというふうになっていますが、

来年度以降、この一括金がなくなった場合、うちの村のフェリーの買い上げはどうなるん

だろうなと。予定としては26年ですか、渡嘉敷村は買い上げは。これは大変な行政におい

て大きなアンバランスが出てきますよね。24年で買い上げていただくところと、来年以降

の場合、この一括がなくなった場合、どうなるんだろうなという思いがあるから質問して

いるわけですが、村長の感触としては、この一括はずっともらえると思っているんですか、

どうですか。

○ 座間味昌茂村長

県は10年あると言っています。そういうことでいま小嶺議員がおっしゃるように、今年

船の建造費の問題、今年適用する村はできて、来年は一括交付金がないからできませんと

いうわけにはいかないだろうと思いますけれども、あれだけ自信を持って配分するからに

は、県もそれ相当の自信があるのではないかと思いながらも、我々親しい代議士にこの話

を聞いたんですが、来年もあると思うなという話を聞いて、私ちょっとびっくりしている

ところではあるんですが、県は10年続くというふうに言っております。今月もう一度出る

ときに、はっきり企画部で確認をしたいと。企画で分かりますかな、来年からの後の話で、

県は10年を見込んで、今年配分される分の使い残しがないように消化してくれというのは

来年に影響するからということを、会合の度にそれを言っているわけです。というような

のがいま私の感触です。

○ 玉城保弘副議長

休憩します。

再開します。

○ ７番 小嶺源市議員

一括交付金については午前中で終わりにするつもりでしたけれども、今日の新聞に沖縄

担当大臣が、一括交付金での基金創設を認めないではないというふうなマスコミの報道が

今日の新聞に載っています。村長もまだ新聞をご覧になってないかと思いますが、後でご

覧になって、県と合議をして２カ年計画事業とかなんとかということを書いていますので、

そういう使い勝手のいいように県と交渉してもらうようにお願いいたします。
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次に、防災についてでございますが、村道ギズ線これは小嶺勉君からも質問の通告があ

りますので省きます。

村道阿波連線の工事、昨日、阿波連小学校教員住宅の現場と今度始まる改修工事と、カ

ンジャーヤの工事、それと漁協前の河川の架設工事を見に行きました。少なくともこれは

去年で工事は発注してあった、議題外になりますから阿波連線に関して質問しますけれど

も、去年発注したはずよね、12月で。それから３カ月も経緯して、３月議会で質問が出る

からと思って仕事を始めたんじゃないかという思いさえ私はしました。村で発注する工事

というのはみんなこんなに３月26日、ほとんどが26日と28日、漁協前が３月31日、皆様方

の考え方は見え見えですよ、明繰りにすると。できるんですかと聞いたら、明繰りします

という答弁になると思います。これは落石事故とか、そういうのがなかったからいいよう

なものの、なんでこんなに工事の始まるのが遅くなるのか。これは責任の一端は議会にも

あります。安易に明繰りを認めすぎてきたと。これもお互い議会議員の責任を問われます

から、簡単に明繰りは認めないという方法でしか対処できませんよ。まず、村道阿波連線、

なぜこんなに工事が始まるのが遅れたのか説明して下さい。

○ 座間味昌茂村長

誠に申し訳ないことだと思っております。これは入札の事務手続きの遅れもあります。

発注も遅れています。そのへんが要因です。もう少し、最近の工事は入札しても１回では

落ちなくて、これを持ち越してきて、こういう結果になっておりますけれども、これから

は入札をいっぺんやって落ちない業者はどんどん落としていって、どんどん変えていって

落ちる業者に仕事をさせるという方向でやっていきたいということで、誠に申し訳ないと

思っていますけれども、この経緯については経済課長の方から説明させます。

○ 神里敏明経済建設課長

村道阿波連線の法面復旧工事の件ですが、遅れた要因といたしまして、崩れた箇所の電

柱が折れていることがありまして、ＮＴＴさん、それから電力さんの電柱撤去作業の調整

の遅れですね、それから法面を切る際の危険性を考慮して仮設工の追加等の設計調整等に

ちょっと時間がかかりまして遅れた状況となっております。

○ ７番 小嶺源市議員

渡嘉敷村の会計は単年度会計の原則が全く崩れているよね。最初からもう明繰りありき、

明許繰越。私が言いたいのは、幸いに落石事故とかがなくて人身事故が起こらなかったか

らまだいいんですよ。工事の発注の遅れによって落石事故等があって事故が起こった場合

どうするんですか。弁解ばっかりですよ、あなたたちがやるのは。次年度以降、新年度か

ら気をつけて下さい。

それと防災の難聴地区の解明については、新年度から工事が始まるという予算計上もさ

れてあります。一括交付金があるこの機会にやっておかないと今後できなくなる可能性も

あります。ただ、気をつけていただきたいのは、改良工事が終わった、難聴地域が残った、
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今と変わらないということになったらまたこれいかがなものかですよね。だから設計、施

工については慎重の上にも慎重を期して計画を進めていってもらいたいと思います。村長

のお考えをお聞かせ願います。

○ 座間味昌茂村長

一括交付金で1億何千万円かの大金をかけてやるわけですから、難聴地域が出てくると

かということがないように、これは村民にも呼び掛けて、どこが難聴地域だと、完成した

暁の検査等においては難聴地域がないか徹底的に調べて、完全なかたちにもっていきたい

と思っております。

○ ７番 小嶺源市議員

これは金額が一人歩きをしてるんじゃないかという思いがあります。この1億7千万円の

根拠。業者から見積もりをとったのか、アバウトでこんなものかなということで1億7千万

円としたのか、金額の根拠を教えて下さい。

○ 宮平昌治総務課長

24年度で整備費用として1億4千900万円上げてありますが、これは業者から見積もりを

取って計上しているわけでございます。

○ ７番 小嶺源市議員

ということは、どこに何本、どこにどういう施設というのを教えてもらえませんか。

○ 議長

休憩します。

再開します。

○ ７番 小嶺源市議員

資料があるようですので、後で提出願います。去年の何月でしたか、渡嘉敷の歴史以来

初めてだったんじゃないかと思いますけれども避難訓練を行いました。こういうのは年に

２回ぐらいは継続してやった方がいいんじゃないかというのが私の考え方であります。こ

ればっかりやってオオカミ少年みたいになったら困りますけれども、こういうのを定期的

にやることによって意義があるんじゃないかと思います。村長は今後の計画としてはどの

ようなお考えをおもちですか。

○ 座間味昌茂村長

東日本の大震災以来、非常に注目されている防災関係でございますが、今年はまず11月

５日に予定をしておりますが、必要とあらばもっとしなければいけないと思っております。

特に夜間訓練までやらなければいけないのかというところまで考えております。

○ ７番 小嶺源市議員

村長がおっしゃったように夜間の訓練もやってみたらいいんじゃないですか。酔っ払い

が酒気帯び運転ということも夜間にやるとそういうこともないとも言えませんけれども、

ぜひやりましょうよ、夜間の訓練を。
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次に、防災マップの見直し。私は議会の度に、この防災マップの話をしているわけです

が、手元にもってきたつもりですが探しても見当たりませんが、村長は渡嘉敷の避難マッ

プを何点か改正する必要があるというお返事でしたよね、これまで私の質問に対して。そ

のへんの見直しは、いまどのへんまで進んでいるんですか。

○ 宮平昌治総務課長

防災マップにつきましては、24年度に作成することにしております。防災計画等々との

整合性等も図らないといけないものですから、防災マップが一人歩きして後々整合性がと

れないと困りますので、そのへんを見極めながら、海抜表示とか避難経路等、前回の防災

マップに指摘があった等々も含めて全面的に改修するということにしております。

○ ７番 小嶺源市議員

24年度中で見直しをして作り直すということで、これも渡嘉敷村が防災マップを見直す

まで災害が起こらないということはあり得ない話ですよね。できるだけ早めにつくって、

村民に配布して、万が一に備えると、それが大切だと思っています。私、今日の朝起きて

テレビを見ておりましたら、東京直下型地震がいつ起こってもおかしくないと。今日か明

日かだそうでございます。これが震度７以上、これは東京直下型だけでなくして、渡嘉敷

近辺も最近頻繁に地震が起こっていますよね。２月28日朝の４時過ぎに震度４という地震

が起こっております。沖縄もいつ津波が起こるか分からないわけです。日本全国そうです

よね。日本の国が沈没するんじゃないかというぐらい、あっちでもこっちでも地震が起こ

る、起こるのオンパレードです。そうなった場合、起こった場合に備えて、それを事前に

いくら被害を軽くするか、そのためには防災マップの見直しも早急に必要だろうと思って

おります。私も一人で一般質問をしているわけではありませんので、早め早めにそういう

のをつくって、万が一に備えると、それが行政の取るべき行動だろうと思っています。早

め早めにお願いをいたします。

次に学生寮、来週の火曜日、南部離島村長議長連絡協議会、７町村の村長と議長が県知

事、県議会議長、県教育長におめにかかって学生寮のお願いをするという段取りになって

おります。新聞の切り抜きも貼付しておりますが、ほぼできるんじゃないかという思いが

してます。県の教育長も県議会で、そのような答弁をなさっておりますけど、県の教育長

は多目的施設というようなことを書いてあって、この多目的というのが何だろうかという

思いがするわけであります。できることを前提にですけれども、さてできた、運営形態は

どうなるんだろうという心配もありますが、村長としては運営形態についてはどのような、

感触でよろしいですので、感触をお持ちでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

このことは各離島市町村に負担になってはいけないと、前から離島協では要請しており

ますが、できるだけ県が運営してもらうという方向でいけるように今のところは感触を受

けておりますが、これからも強力に要請していきたいと思っております。
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○ ７番 小嶺源市議員

１つの目安としては名護のさくら寮、お子様お１人３万円に水道光熱費の実費というこ

とになっておりました。そのへんが一番適当かなという思いをしております。それに向か

って村長もなお一層ご奮闘して下さい。

少子高齢化、これはいま日本が抱えている一番大きな問題です。私はこれまで50年後に

は日本の人口は１億人を切ると言ってきましたけれども、１億人どこらじゃないよね、8

千700万人にまで減るそうです。ご参考までに、それでは100年後はどうかといったら５千

万人を切っているそうです。そういう数字が出ております。人口が減るということは国が

滅びることにつながっていくわけです。いま日本のお年寄りは３名の若者でいろんな国民

年金とか医療保険を、３名の人間で１人のお年寄りを養っているというふうにいわれてま

す。騎馬戦型、３名の若者が１人のお年寄りを肩車しているということだそうです。これ

が８千万人までなると就労人口は減る、年寄りは増える、そうなっていった場合、若者の

負担がどんどん増えてくる。その一番象徴的なでき事が国民年金、納税義務者の４割の人

が国民年金を払ってないそうです。この払わない理由が、どうせ払ったって、私たちがも

らう頃は年金はなくなってるという考え方だそうです。しからばどうなるかというと、そ

の人たちが蓄えがあるとは思えないわけです。これまた全部生活保護ですよ。国民の負担

が増える一方、いいことは全くないんだそうでございます。

しからば、うちの村はどういうことになるかということですが、村長は今後の村の人口

及び子どもたちの数が、10年後の話はしなくてもよろしいですので、来年、再来年あたり

どういうふうになるとお思いですか。

○ 座間味昌茂村長

まず、今年は確実に減ります。卒業生が12名、それから引っ越していく人が何世帯かお

ります。結局こういうことがないように離島寮とか離島の学生寮とか、そういうことを計

画しているということですけれども、どのへんまで歯止めできるかというのは非常に難し

いことでございますけれども、要するに産業おこし、雇用を拡大して、そこに人を呼び込

むということ、それを定着させるということ以外にはないだろうということで、その面に

ついては、行政としての大きな責任の分野だと考えておりますので、人口減少しないよう

にやらなくちゃいけないということは重々に考えております。

○ ７番 小嶺源市議員

今日の朝、議場に上がってくる前に役場で人口何名いるかと聞いたら、２月の末日現在

で697名だそうです。１月に出た村の広報を見ると、12月末日現在で702名と書いてありま

した。私は今年の卒業式、来月の入学式が終わったら20名、30名単位で人口が減るんじゃ

ないかと危惧しています。村長これははっきり数字を予測しておかないと対応厳しいと思

うんですけれど、お子様が12名減るというお話でした。それに伴ってお父さんあるいはお

母さんが子どもと一緒に那覇に出ることも、これまでの例からするとそういう例が多いわ
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けです。そのへんのところ数字は把握していないんですか。

○ 座間味昌茂村長

これはほぼ把握されております。正確な数字ではないんですが、把握されておりますの

で、これは教育長の方からひとつよろしくお願いいたします。

○ 新垣一典教育長

これまでも子どもらの卒業に伴ってお母さん、あるいは下の子どもらも一緒に出る傾向

がずっと続いておりますが、今年度につきましては中学校が12名でるということを先ほど

村長から説明がありましたが、調べた数字によりますと、全体で親あるいは下の子ども家

族も含めて12名が子どもらで全体で19名。子どもらを抜いて７名のご家族の方が一緒に出

られるということで今のところ調査の方でなっております。12名です。

○ ７番 小嶺源市議員

32名と聞いて絶句しているところです。これが実情ですよね。697名から32名の人口が

減ると、これは日本の国が滅びる前に渡嘉敷村が滅びてしまいますよ。私に人口問題はと

やかく言える立場にありませんのでこれ以上はやりませんけれども、真剣に考えましょう。

次に移ります。イノシシ、まず、私が思うに、これを絶滅するのは不可能だと思ってお

ります。これ以上増えないことを願うわけですが、かといってこれを何とか利用して村の

活性化にできないのかなという思いがあります。即ち、災い転じて福となすの例えもあり

ますので、どうにかこれを利用できないのかなと思っております。新聞の切り抜きを添付

しています。何とかさんという人が新聞に投書していて、村の発展のために利用したらど

うかということが書いてあります。私もそう思っています。

聞くところによると、捕れたイノシシは殺して穴掘って埋めていると聞いています。そ

の前に、これは一般質問に通告していませんが、すぐ数字が出ると思いますので、今現在、

最初から今まで何頭捕獲してありますか。

○ 我喜屋元作商工観光課長

平成24年２月８日までの捕獲数が43頭、内訳としまして雄が23頭、雌が20頭となってお

ります。

○ ７番 小嶺源市議員

43頭は相当な数ですよね。さっき言いましたけれど、これを何とか利用できる方法はな

いかということです。利用するとなると食用にすると、あるいは販売するということが主

になろうかと思います。考え方によってはイノシシ公園、渡嘉敷へ行ったらイノシシと遊

べますというかたちで公園にするのか、そういう方法があるわけですが。今現在、穴を掘

って埋めているということのようですが、これは何とか食用販売用にするには何か法律に

触れるところがあるんですか、どうなんですか。

○ 座間味昌茂村長

これまで43頭、たいへんな数だと思っております。いろいろ調べてみているんですが、
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決まりがあるようで、食用にするにはどういう方法があるとかいろんなのがありますから、

そこは観光課長に補足させます。

○ 我喜屋元作商工観光課長

獣畜を食用目的でと殺、あるいは解体する場合、と殺場法という法律で規制されており

ます。但し、イノシシは獣畜の対象とはなっていません。また獣畜を解体して肉として販

売する場合は食品衛生法で規制されておりますので、仮にイノシシを解体して販売する場

合は食品衛生法が適用されると思われます。

○ ７番 小嶺源市議員

那覇市との交流、４村に行く人たちに那覇市から補助金が出るということでしたね。新

聞にはフェリーの料金が０円になると書いてありますし、那覇市の広報では「離島んかい

あしびがめんそーらに」ということで那覇市の広報にですがこういうかたちで出ています。

これは非常にいいことだと思うんですよね。この機会にもっと交流も含めていったらどう

かなという思いがありますが、村長は那覇市にこれに対して問い合わせとか申し入れとか

希望とかおっしゃったことがありますか。

○ 座間味昌茂村長

これの経緯は、まず那覇市長からの要望で渡名喜、粟國、渡嘉敷、座間味、４村の村長

が呼ばれて会議をしたわけですが、その時にこういうことでやりたいという申し出があり

まして、そこで協議をしましたら、いろいろ予算づけをしてそのことを発表するかと思っ

たら、すぐ３日、４日後の新聞に載ったものですから、こっちも具体的な相談をしていな

かったものですから、ちょっと参ったなと思ったんですが。それで那覇市長はマスコミに

口を滑らせたらしいですが、それで十二分に予算化はできるという見込みがあってそう言

ったという話でしたが、その後、市長は粟國と渡名喜は行っております。しかし渡嘉敷に

来る頃から少し多忙になって、そして先日２月に４名の職員が見えて具体的な協議をして

おりますので、そのことについて総務課長から答弁させます。

○ 宮平昌治総務課長

ただいまのご質問の件につきましては、那覇市が提唱しております那覇市離島連携事業

という名称の事業ですが、２月の14日に那覇市の企画調整課、それから教育委員会関係の

職員４名来村されまして、本村で会議を開催して意見交換を行っております。事業の内容

としましては、フェリーの往復運賃を全額助成すると、宿泊費の一部2千500円をこちらも

負担するということで、これは那覇市民に広く離島４村に行ってもらって離島の魅力を感

じてもらいたいという事業内容ということで、今年の６月から事業開始をするということ

になっているようでございます。渡嘉敷、座間味に関しましては観光地として名が知れて

いますので、フリーでオープンでやりますと夏場で全て500万円を那覇市民がつかってし

まう恐れがあるということで、我が村に関しましては那覇市が受け付けるのは、概ね620

名ぐらいです。個人からの申請があったときに620名ぐらいを限度に抑えましょうと。こ
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れで345万円ぐらいかかりますと。残りの150万円に関しては、これまた渡嘉敷で開催され

るイベント関係に那覇市民を参加してもらうということで、私どもから要望したのは、と

かしきマラソン大会に那覇市民を参加させて、この事業で参加させてもらえないでしょう

かという要望をしているところでございます。

○ ７番 小嶺源市議員

とかしきマラソン、渡嘉敷フェア、とかしき祭り、これ結構ですよ。それから、お出で

になるならば、例えば老人クラブとゲートボールの交流会をするとか、あるいは渡嘉敷の

青年たちと那覇の青年たちと交流会をもつとか、メニューをいろいろ考えたらいいんじゃ

ないですか。この件は前向きにいろいろ案を練ってメニューをつくってやって下さい。50

0万円といったら相当な金額よね、フェリー代だけでも相当な金額になります。またそれ

だけの人たちが交流の家に行くのか、民宿に泊まるのか、それによってもいろいろ相当額

の金が落ちるんじゃないかと思っていますので、さっきも言いましたように、ただ来まし

た、はい帰りましたではなくて、目的を持ってやっていったほうがいいんじゃないのかな

という思いを申し上げておきます。

次に、福祉センター。私、今日、村長の施政方針を聞いて怒り心頭です。私は12月の一

般質問で民間活力を利用したらどうですかといったら、村長はすぐ駄目ですとは言わなか

ったけれど村でやりますという返事でしたよね。今日の施政方針では、民間または福祉法

人を利用すると、この期に及んで検討中ですか、結論はいつ出るんですか。少なくともこ

れは村長の選挙の公約の目玉でもあったはずです。この期に及んで検討中というのはどう

いうことですか。

○ 座間味昌茂村長

検討中というのは建物だったと思いますが、25年度には施行できるように段取りを整え

ております。

○ ７番 小嶺源市議員

規模はどうするんですか、何名規模になるんですか、施政方針に書いてあるように、社

会福祉協議会でやるんですか、民間を利用するんですか、どっちですか。

○ 座間味昌茂村長

それはどちらにしろやるということには間違いありませんので、どこにするかはこれか

ら決めていきたいと思っております。だいたい今空いている部屋を利用するということで

すから、７名程度という、能力は、そういうふうにやっていきたいと思っております。

○ ７番 小嶺源市議員

ということは、今の制度をそのまま利用するのであれば、新年度からすぐできるわけで

すよね。改造するわけでもないし増設するわけでもないわけですから。村長は25年度中に

というお話でしたが、25年度中に諸々準備をして26年からオープンという考えでよろしい

んですか。
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○ 座間味昌茂村長

24年度中に準備をして、25年度、初年からすぐやらすということです。

○ ７番 小嶺源市議員

ただいまの答弁は、しかと頭の中に入れておきたいと思います。

次に、ＮＴＴ電線の移動。これも一般質問を始めてから１カ年ぐらいなるんじゃないか

な。未だかつて、それの移動がなされていない。これの理由は何ですか。

○ 宮平昌治総務課長

昨年の議会で小嶺議員から２回ほど同じ質問受けておりますが、その際の答弁として、

ＮＴＴさんの方に確認しましたら移設費用がかかりますという内容の答弁だったと思いま

すが、今回につきましてもＮＴＴさんへ確認いたしましたところ、電柱等が道路工事とか

公共工事関係で支障をきたしているというふうなことが認められる場合においては無償に

て工事を行っておりますと。但し、渡嘉敷村の場合はケーブルだけの移動になりますので、

ＮＴＴの判断としては特に支障があるということにはならないという見解のようでござい

ます。ですので工事費が発生しますよという回答でございました。工事費につきましては

8万7千円ぐらいの見積もりが上がってきているということでございます。

○ ７番 小嶺源市議員

地域の行事に支障が出ているわけですよね。私も毎年綱引きには参加していますが、そ

の祭りの旗オーラセーというんですか、その場所ですよ。これを村の地域のまつりごとに

差し障りがあるんであれば、これはさせてもらったらどうですか。これはお金の問題では

ないんです。ＮＴＴなんて年間に何千億円の利益を上げているの。そんなちまちましたこ

とでお金を請求するのであれば村道を貸すな、全部金取りなさい。なぜ言わないの、そう

いうことを。本当に情けないよな。今後使用させるな、貸すなＮＴＴの電柱が立ってる土

地は。そうだったらもうやるな、もう、いい。

次、給与についてお尋ねします。民主党と自民党の間で話し合いがついて、国家公務員

の給与7.8％カットが決まりました。今日の新聞を見ると、国家公務員は退職金も大幅削

減ということを新聞に書いてあります。これまで渡嘉敷村役場の職員の給与は国家公務員

に準じてずっといっしょに上がってきたと思う。上げるときは国家公務員といっしょに上

げて、下げるときは下げませんというわけにはいかないと思います。とってもじゃないけ

れどもそういうことで村民の理解が得られるはずがない。１月前の新聞に、沖縄県の平均

年収は202万5千円と書いてありました。今日の一般会計の当初予算を見ると、役場の職員

の平均月収は35万円ぐらいになっていますよね。平均県民の２倍ぐらい。

村長に聞きますが、上げるときは公務員といっしょに上げました。国家公務員が7.8％

下がりました、渡嘉敷村は知らんふりにするのか、どうするのか。

○ 座間味昌茂村長

これまで人勧に基づいて給与の調整はしてきたということでございますが、行革でやっ
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てきたというような経緯がございます。これは国だけの問題ではないということですけれ

ども、沖縄県の各市町村の問題がありますけれども、そういうことがもし村民の理解が得

られないということになりますと、全体的に見直さないといけないということになると思

います。村民１人ひとりの所得も考えて、全てのことを考えなくちゃいけないと思います

が、これまでの経緯を、私も少し経緯が分からないところがありますので、それを十分調

べさせたら対応したいと思います。

○ ７番 小嶺源市議員

今度の国家公務員の7.8％の給与引き下げというのは人勧じゃないですよ。この前の1.2

％が人勧です。今度の7.8％の引き下げというのは政策的な問題なんです、それでやった

んです。人勧じゃないですよ。内閣が自分たちの判断で。そういうことを言う前に、民主

党のマニフェストでは確か２割カットと言ったはずです。給与カット。選挙が近いもんだ

から公務員の票が離れたら困るということで7.8％でお茶を濁したという、これが実際の

ところです。

さっきから言っているように、引き上げるときは公務員と同じように引き上げて、下げ

るときは下げませんではとおりませんよ。言っておきますよ。

次に、会議の開催について。米浜さんからいろいろ資料をいただきました。これは会議

を開くというシステムがあるわけですから、米浜さんの意向に沿わない理由は何ですか。

○ 大城良孝副村長

地域公共交通会議につきましては、何回か直接、あるいは文書でお話を伺っております。

その度に私たちも総合事務局さんの方と調整協議をしていろいろ指導を仰いでおります。

私たちの見解としましては、今すぐ公共交通会議を開くことはしないでもいいのではない

かと、状況から判断して、それで会議は開いておりません。

○ ７番 小嶺源市議員

申し入れがあった場合、この会議の趣旨からして、お話を聞いてそこで物事を決めると

いうのが趣旨ですよね。一方的に役場がする必要がないということで、こんなことが通る

のか。申し入れがあったら受けたらいいんじゃないの、会議を開いてどうだとやればいい

だけの話さ。あなたたちは自分たちの都合が悪いときは一方的に会議を開かないで物事が

通るの。開いて、こうですああですと議論すればいいだけの話ですよ。村長どうですか。

○ 座間味昌茂村長

この件は今に始まったことじゃなくて、前から行ったり来たりしてることがありますけ

れども、最終的にはおそらく私の段階で判断しなければいけないだろうと、これまでの経

緯から考えているわけですが、これはここだけの会議ではありませんので、総合事務局も

他の委員もいるわけです。この会議は地域の公共交通を確保する為に立ち上げた会議であ

ります。確かにそうだったと聞いておりますけれども。そのへんのところですね、私が聞

いていると、まだ直接私がどう判断するということは言ったことはないんですが、どのへ
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んが正確なのかよく分からない面もこれまであったりしたんですが、いずれは村民の要望

であれば、ちゃんとした正式な手続きを経てやってあげなくちゃいけないなということは

考えております。そのためには、総合事務局の担当、それから会議の主たる人たち、そう

いうことも含めて十二分に協議をして、どっちも納得するようにさせていかなければいけ

ないと思っております。

○ 宮平昌治総務課長

地域の公共交通会議の開催を求める要望が米浜交通さんから再度上がってきておりまし

て、私どもも会議を開催する内容として、ふさわしいかどうかということを総合事務局の

担当課であります運輸部の陸上交通課に、その都度内容を説明しながら、それぞれ協議を

しております。と申しますのも、この交通会議のメンバーが村民であればすぐ招集できる

んですが、総合事務局、沖縄県、バス協会、警察関係とか、諸々のメンバーが入ってるも

のですから、要望があって、はいじゃ開催しますということにもいかないのかなと。ある

程度内容を精査して、それがふさわしいかどうかということを総合事務局と相談してやっ

てきているんですが、その中での局の見解が会議を開催するにはいかがなものでしょうか、

ということのアドバイスを受けているものですから、その内容を米浜さんにもお伝えして、

申し訳ありませんが会議の開催には至らない状況ですよという回答をしているということ

でございます。

確かに総合事務局との話し合いの中でも、まず聞かれるのが地域からそういう要望が出

ていますかと、まず聞かれます。今、バス会社も許可を得て運行しているわけですから、

その中でも渡嘉敷村の中で交通体系で全く需要に追いつかないと、そういう不便さといい

ますか、そういうのが出ていますかということを聞かれるものですから、正直申し上げて

役場の方にそういう苦情等は上がってきてないものですから、そこまではちょっと話すこ

とはできなかったんですが、今せっかく皆さんが苦労して立ち上げたバス会社があるので、

バス会社とタクシーと、それぞれお互いの利点を生かして、事業の形態を生かして運行し

た方がベターじゃないですかみたいな、そういうアドバイスを受けつつ判断しているとこ

ろでございまして、一方的に開催はできませんというスタンスではございません。

これは村長が開催しなさいといえば、総合事務局と相談して対応したいと思います。

○ ７番 小嶺源市議員

開いてくれるということですので、これで終わります。

次に、震災から約１年、３月11日で１年になります。お亡くなりになった方が1万5千78

6人、未だに3千200名の方々が行方不明だそうです。被災地の１日も早い復興と、お亡く

なりになられた方々のご冥福をお祈りするわけです。

そこで一番気になるのは、被災地からの瓦礫の搬出です。県知事も非常に前向きなお話

をなさっておりました。宮城県知事でしたか、この瓦礫の処理が終わらないと復興が前に

進まないというお話をなさっておりました。まさにその通りだと思います。渡嘉敷に瓦礫
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を運ぶとなると、すぐまた何とかさんたちが反対とのろしを上げますよね。風評被害だ、

放射能がどうのこうのと。あれだけの災害が起こると、一地方、一県、一市町村で対応で

きるものではないと私は思います。少なからず日本国民全員がなにがしかの負担をする、

提供できるのは提供すると。要するに痛みを分かち合うというのがないと復興は難しいん

じゃないかと思います。

それで村長、これウチナーンチュのチムグクルの問題もある。あれだけ傷ついた心を癒

す、復興の手助けというのは何もお金だけじゃないんじゃないかと。こういう瓦礫の処理

も応分に引き受けるべきではないかという思いがあります。しかし悲しいよね、この間の

那覇市の雪、せっかく運んできたのに要らないと。本当に情けないを通り越して、人間の

やることかなという思いまで私はしました。

下地代議士も新聞で各市町村応分の引き受けをしてくれないかという呼びかけをなさっ

ております。あの放射能の量というのは成田から飛行機に乗ってニューヨーク往復するぐ

らいの放射能の量だそうです。人体に全くなんの被害もでないと。被害があるとすれば風

評被害ですよ。あることないこと、クワーシムクワーシしてどうのこうのって。私は決し

てそういうことはやっちゃいけないと思います。少なくとも痛みを分かち合うという意味

において、県からそういう要望があった場合、村長はどうなさいますか。

○ 座間味昌茂村長

これはいろいろ考えた時に、遠いところから船から運んできて、また船で運ぶというこ

とになるかと思うんですが、その前に焼却炉の能力がどれだけあるかということも考えな

くちゃいけないと思います。あれは全部塩水をかぶった瓦礫だということですが、ここで

はそういうものが処理できなくて、小型のそういうものを入れて漂着物の処理をわずかな

がらしておりますけれども、そういう大きな能力があるんであれば受入も可能でしょうけ

れども、どうでしょうか、そのへんのところは内容をもっと精査してみないと、どういう

かたちでお願いがくるのかちょっと考えさせていただきたいと思います。

○ ７番 小嶺源市議員

村長これは量の問題じゃないよ。心の問題なんですよ。向こうの人から、こんな沖縄の

小さな離島まで私たちの復興のためにいろいろやってくれてるんだと、それでいいじゃな

いですか村長。バケツ１杯でもいいと思いますよ、僕は。

これで一般質問を終わりますけれど、今日はいろいろ問題を提起してまいりました。す

ぐできるのとできないのとは分けて考えて、できるのは早めにやっていただくと、そうい

うふうにお願いします。これで終わります。

○ 玉城保弘副議長

休憩します。

○ 小嶺源市議長

再開します。
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○ １番 平田春吉議員

私も通告書に従いまして４点ほど質問したいと思います。まず、阿波連の旧田畑につい

て。これは前議会の時に村長が調査費を計上してやるという答弁がございました。これに

ついて、まず、どういうふうなかたちでするのか、どれぐらいの予算規模なのか。村民と

の阿波連区民とのコンセンサスはどうするのか。これを含めて答弁をお願いいたします。

○ 座間味昌茂村長

これは県と少し私なりの調整をしているところでございますけれども、県も土地改良で

やるのかいろいろ面積の問題等でいま迷っているところです。どうしてもこれは調査費を

つけてやらないといけないと思っておりますが、今のところまだつけておりません。まず

最初にやるべきことはいろいろあるものですから、今年はぜひこれに手を付けて、まず一

筆調査をすると。どういう地権者がいるか、そのへんも調べてみるということと、ただ、

県から指摘されたことがありましたが、そこを造成するのか、そのままの状態でやるのか、

どう希望しているのかということで、造成をしたいということをしたら、出てきた話が、

ビーチが目の前にあるということが少し気になると。どんなに造成する場合に赤土防止対

策をしても防げない面もありますよということは受けております。そういう面からして、

あのビーチを少しでも汚したら、おそらく難しいだろうと思いますが、まずそれができる

という前提でもって、今年は一筆調査もして住民の地権者を集めて、そういう希望も聞い

て、どんな方法がいいか、それでやっていきたいというふうに、今年は手を付けたいと思

っております。

○ １番 平田春吉議員

公害の問題ですが、向こうの三面張りされた川があります。その川には、この田畑から

の水が流れておりません。だから公害に関しては注意をしながら工事をやれば大丈夫だと

思うんですが、まず農地法との絡み、いろんな問題があると思います。

阿波連区民に聞いてみたら、宅地がないというんです。沖縄の方言でいうと、次男三男

の家をつくる土地がないと。できたらそういうものがほしいという要望があります。だか

らまずそこらへんも含めて村長に調査をしていただいて、聞き取りをしていただいて、そ

ういうようにしてやってほしいと。ただ、これは農地だから農地でするとかなんとかとい

うんじゃなくして、例えば川田ガーラがあります。渡嘉志久があります。これも阿波連の

田んぼですよね。崩れた下ですね。それをその地形によって利用が違ってくると思うんで

す。どういうふうにするか。これは開発計画そのものじたいによりきりだと思います。そ

こもちゃんと考慮して、ちゃんと計画を立ててほしいなと。もう何十年もほってあるんで

すから、せめて調査、あるいは聞き取りは早くやってほしいと思います。

次の阿波連ビーチの監視態勢についてですが、聞くところによると、今年契約が切れた

と。青少年旅行村もそうですね。契約が切れて入札せざるを得ないと。これの理由を聞か

せてほしいと思います。
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○ 座間味昌茂村長

これはこれまで管理してやってきたところですが、このことについてはいろいろ契約切

れて再募集したけれども、まだそういう希望が出てきていないということがありますが、

その経緯を観光課長の方から説明させます。

○ 我喜屋元作商工観光課長

ただいまの阿波連ビーチの監視態勢についてでありますけれども、先ほど村長からもあ

りましたけれども、ここは指定管理者になっておりまして、募集をかけておりましたけれ

ども応募がございませんでした。今現在、今日からになりますが２次募集をかけていると

ころであります。

○ １番 平田春吉議員

私が聞いているのは、なんで入札者がいないかということです。原因があると思います。

それをお答え下さい。

○ 我喜屋元作商工観光課長

募集に際しまして仕様書を作成して募集をかけておりますけれども、その業務内容から

して、こちら側で提案している経費と合わないということで応募がなかったと聞いており

ます。

○ １番 平田春吉議員

これは経費が合わなかったから、２次募集なさるんですか。ちなみにキャンプ場とライ

フセービング両方くっつけて契約という話を聞いたんですが、これをライフセービングが

いくら、キャンプ場、旅行村キャンプ場部分はいくら、これ端的に出してもらえませんか。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ 我喜屋元作商工観光課長

指定管理の合計額が369万7千500円となっております。

○ １番 平田春吉議員

ビーチ開催がゴールデンウィークと６、７、８、９、約５カ月。この旅行村がだいたい

いっしょぐらいですか。ライフセービングに関してはボートも使います。救命ボート使い

ますよね。救命のイカダも必要です。ジェットスキーの燃料代もないという話を聞いてい

ます。おそらく、そういう金額が安いから申込者がいないと思います。明日、明後日もう

ゴールデンウィークですよ。何回も申込みして下さい、申込みして下さいと、急に来たら

どうするんですか。そのままほっておくんですか、ビーチのあれは開催する前に届け出を

出さないといけないはずです。

○ 座間味昌茂村長

おっしゃるように指定管理になっているということです。ビーチも旅行村も１つにして
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ありますが、これは契約者がいなければ村が直轄でやらないといけないことになります。

これまでそういうことを避けるために指定管理にしてあるということです。そこはそうい

う適正な、できる金額を調整して、もうそろそろゴールデンウィークも目の前にきており

ますので、このへんはさっきおっしゃったように、いろんなイカダが必要だとか、救命ボ

ート諸々があります。そこの管理は資格を持たなければできないということもあります。

そういうことも含めて適正な料金でできるようにやっていきたいと思っております。

○ １番 平田春吉議員

先ほどから一括しての発注ということでしたけれどもどうでしょうか、海部分と陸上部

分を分けたらどうですが、これは可能ですか。

○ 座間味昌茂村長

これは別に可能であるということでありますけれども、これまでの経緯をどうして一つ

にしたのか、そこを少し説明をさせます。

○ 我喜屋元作商工観光課長

先ほど２次募集をかけているというお話をしましたけれども、この２次募集の内容は、

提案型になっておりまして、その実施する団体がどういうやり方をするかという提案とそ

れに伴いまして、金額の経費の差もございますので、それを見極めて審査して決定をした

いというふうに考えておりますけれども。

○ １番 平田春吉議員

今説明になっていないような気がするんですけれども、もう一度お願いします。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ １番 平田春吉議員

副村長の答弁で、休憩中でしたけれども調整をしながらやるということですのでできる

だけ早めに決めてほしいと思います。

次に移ります。観光客の誘致についてですけれども、村長もおっしゃっていましたけれ

ども、他の議員もおっしゃっていましただんだん観光客の入域数が下降線、下っています。

毎年わかっていることです。これをずっと何もしない、そのまま放置している。何か良い

案がないのかこれもやらない、何にもしない、これずっときていますよね。村長これどう

いう見解を持っていますか。

○ 座間味昌茂村長

これまで動かなかったというのが大きな理由だと思うんですが、しかし受け入れ側も問

題もあるんじゃないかなという感じもしますが、今年はちょうど良い機会ですので、あら

ゆる使い勝手の良い交付金あたりを使って、待っているだけじゃなく、そういう活動をし

ていきたい。そして関係業者も集めて、そういう話し合いをして、これから交渉すべきと
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ころは交渉して、本土にも行って、そういうあらゆるところを、何と言いますかね、キャ

ラバン隊でも作って行くぐらいにやっていかなければいかないと考えておりますので、今

年は、このことを力を入れていきたいというふうに思っています。

○ １番 平田春吉議員

商工観光課ができた時に村民はみんな喜んでいました。というのは観光に関する課が直

接課ができたということで大きな期待があったわけですよ。まだしかし、あんまり今現在

みえない。だから商工観光課をフルに活用して観光客の誘致、旅行社回りする必要もある

はずだし、また今言う村長がおっしゃった観光キャラバンも必要だはずだし、そうものに

予算を付けて観光客の誘致をしないと、ただ口だけで観光立村ずっと唱えてきています何

十年もね。これでは埒が明かないと思いますよ。せっかくですから商工観光課ができたこ

とですから、ぜひそういう点に着眼して、予算もそのように付けてやってきてほしいと思

います。そうしないと渡嘉敷村の経済ずっと下がりっぱなしですよ。メイン産業ですよ。

次、船舶の運行について、ドック期間中のフェリーけらま代船ですけれども回数が少な

いんですよ。海がしけたら、４、５日来なくなったりすると。これを何とかしてほしいと

思うんですけど、どうですか村長。

○ 座間味昌茂村長

これまで相手があることで、相手との調整もいろいろあって、例えば、こちらが混んで

いる日に、先ほど海がしけてという話がありましたが、そこそのまま代わりがあるもので

なく、そのまま流れるわけですね。相手もそういう予定を組んでいるもんですからそのへ

んもあって、なかなか今粟国と座間味を相手に代船をお願いしているんですが、今後もっ

と増やせるかどうかは具体的なこれまでの経緯を船舶課長に少し補足させたいと思いま

す。

○ 大城良辰船舶課長

ドック期間中、中間検査だいたい約２週間15日ぐらいかかります。これでだいたい座間

味、粟国、渡嘉敷と交互に運行していましたけれど、その期間がまちまちでみなさんの要

望も多いんですよ。それで先月３村一緒に会いましたので、その取り決めとしてもだいた

い年４回が妥当じゃないかというふうに取り決めをしております。だいたい４日に１回ベ

ースですね。

○ １番 平田春吉議員

前々から座間味村の村会議員からもお話がありましたフェリーけらまとフェリーざま

み、またクイーンざまみとうちのマリンライナーですね。これが一緒にドック入っている

ということはないんですよね。これをローテーションで回したらどうかとこれは議員から

の渡嘉敷に話をしてくれという話でした。

例えばマリンライナーがドック入ったらクイーンざまみが座間味経由で渡嘉敷行って那

覇に行くとこういうことも可能じゃないかと。僕はわかりませんが、向こうの話ですよ。
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フェリーも同じように、こういうふうに回航すればできるんじゃないかと、これは座間味

の議員からあったんですが。これどうですか。

○ 座間味昌茂村長

これらは村民に支障がなければ研究する考える余地はあると思います。いまみたいな経

由をしていくというのは、そのへん両方協議をして、粟国とは少し難しいかもしれません

が、経由のことは座間味とはできる可能性があるのではないかと思っております。

○ １番 平田春吉議員

４、５日も止まると生活にひびいてきます。ぜひ何とか良い方法を考えてやってほしい

と思います。これで私の質問を終わります。

○ 小嶺源市議長

これで１番平田春吉議員の一般質問を終わります。

次に２番當山清彦議員の発言を許します。

○ ２番 當山清彦議員

通告書に従いまして、順に質問をさせていただきます。まず、はじめに沖縄振興特別推

進交付金及び県予算についてと通告しておりますが、ソフト交付金803億のうち、県の継

続事業分の200億を除いた県300億、市町村303億のうち、2億3千万が本村の配分額となっ

ておりますが、同額の自治体を除きまして下から３番目の低い配分額となっておりますが、

午前中、小嶺議員の質問にもありましたが、裏負担があるから現状の配分額だという内容

でございましたけれども、私のわかる範囲で、人口そして面積の基本指数、財政力そして

離島、人口減少、老齢人口、年少人口、そして5千万円の均等割りが盛り込まれていると

いうことですが、町村の配分で一番高いのが読谷村7億5千万、全体の2.5％となっており

ます。離島では竹富町の5億円、1.7％、久米島町3億9千万、1.3％、座間味村の3億5千万、

1.1％となっておりますが、詳しい配分方法、算定方法について伺いたいんですが、村長

お願いします。

○ 宮平昌治総務課長

交付金の配分方法につきましては、これは各自治体の要望というのはございませんで、

県の方で今、當山議員がお話された指標の数値で、県の方で配分された額でございます。

今、渡嘉敷村が2億3千万ということで、先ほどおっしゃいました人口とか財政力指数とか

そういうものを加味して試算された県が出したものでございます。

座間味村がなぜ高いかという同じ隣同士で感じるんですが、向こうは人口の減少率が相

当高くて、その分私どもよりも相当な人口加算率が高くて配分額にも差が出ているという

ふうなことでございます。

割合については、細かい指標がありまして８項目ぐらいあるんですが、その方も説明い

たしますか。

県が割合として出した指標が人口割りが95％ですね。面積が５％、これは基本指標の割
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合になっております。合計で100％ということになります。配慮指数というのがございま

まして、これは財政力の加算が60％、離島等の加算が15％、人口の減少加算が15％、老齢

者の人口加算が５％、農商人口の加算が５％という指標がございました。それも指標によ

って計算されたのが合計で、あと5千万の均等割も含めて合計が2億3千万というふうな額

になっております。

○ ２番 當山清彦議員

私も公的な話ではなく、村の方もこの交付金に対して計画書等を作成して、提出してそ

の中でまた配分されるといういうふうに伺っているんですが、そういうやる気しだいとい

う話も違うところから聞いたんですが、この沖縄振興市町村協議会等で、その事業内容を

見て自治体ごとで事業計画書を作って、また次年度配分される際もこのまま県の出した計

算なのか、それとも自治体ごとの計画を提案して増額等もあり得るのか、お願いします。

○ 座間味昌茂村長

今回の特別推進交付金にかかる市町村間の配分という件で市町村長会と協議をいたしま

したけれども、そこで決まったことは例えば市町村間の配分額は事業進捗状況を勘案し年

度途中においても変動性をもたすと柔軟に対応すると。例えば何処か使い切れないという

市町村があったら消化できる市町村に回しますよというようなこともできるというような

ことですね。そういうことを言っていることですね。そうして、なお次年度以降の市町村

額の配分額は、事業の進捗状況を踏まえて改めて協議するというようなことで、今年も消

化成績等によっては、次年度は違ってきますよというようなことを申し合わせております。

市町村間で決めたのは、市の配分の300億と町村分の303億というのを本来は300対300で

したが、この3億というのは県から出してきたものですね。譲って市町村分に来て、それ

も町村分になったということ、町村の方が財政が脆弱であるということですね、それと２

割負担ということがあって１割は交付税適用とかがうたわれていますけれども、そのへん

が非常に気になるところですが、そういう脆弱な市町村に多く配分しても裏負担でできな

くなる部分がありはしないかということも考慮されているということです。そういう配分

方法です。

○ ２番 當山清彦議員

ありがとうございます。今村長の方から裏負担分についてあったので、裏負担分につい

て伺いたいんですが、計上時２割負担ということで、その後国から払い戻し、そしてまた

離島など小さな市町村には、また１割に関しても県は支援するというような考えを出して

いるようですが、そのことに関して今現在決まっていることがありますでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

このことはまだ決まっておりません。おそらく次の会議でまた、このことが出てくると

いうことと思います。それで中規模の町村でも需要を超すと非常に負担が大きくなるとい

ことで、とにかく全県の市町村はこれ苦慮してますので、そのへんを全部でできるだけ県
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の方で援助してもらうという方向に今要請をしているところです。

○ ２番 當山清彦議員

午前中、小嶺議員も申しておりましたが、なるべく負担のない真水化が一番だと思いま

すので、要請等を村長の方にご尽力をいただきたいと思います。

次の質問に移ります。村長の施政方針の中にありました。沖縄振興交付金、次年度の計

上されている分の８事業について、詳しく事業名と事業内容、交付金の配分比率を伺いた

いと思います。お願いします。

○ 座間味昌茂村長

８事業については、予算の今年度の事業計画の中に入っているということですが、その

詳しいことについては、総務課長の方から補足させます。

○ 宮平昌治総務課長

それでは当初予算に計上してあります８事業、トータルで1億9千341万2千円ですね。１

つ目は災害に強い観光地づくり事業ということで、防災行政無線、これをデジタル化へ整

備するという事業に1億4千900万計上しております。それから観光推進事業、この事業に1

千97万5千円。雇用促進事業に623万8千円。戦争遺跡遊歩道設置調査事業に115万5千円。

農地保全事業、これイノシシの対策事業になりますが、こちらに100万円。それから保健

施設整備促進事業、これは保健指導所の改修工事になりますが613万5千円。それと漁業施

設緊急対策事業これは漁港の製氷施設の整備事業こちらに1千350万3千円。学校の校舎耐

力度調査、この事業に小学校２校で540万6千円、以上８事業を計上しております。

○ ２番 當山清彦議員

約1億9千計上している中の、防災無線に1億4千900万計上されているということ、昨年

はもう東北東日本大震災の影響で防災に関する質問のなか防災無線の難聴地域等指摘され

た部分が多かったので、この配分額でも良いとは思うんですが、午前中、玉城議員が話た

とおり、座間味村もネット上で村民から用途等を募集しております。それで渡嘉敷村、村

長は議会、村民と協議してやっていくという話ですが、今後どのようなかたちで村民から

募集する予定でしょうかお願いします。

○ 座間味昌茂村長

いろいろ方法はありますけれども、ネットということになると村民全体が見られるもの

ではありません。そしてできるだけアンケート様式を決めて、これを調書を募ってみたい

と思っております。それと議員のみなさんとは直接協議をしたいというふうに考えます。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひとも、村民の意見も反映させていただきたいと思います。次の質問に移ります。県

の持ち分の交付金の中から離島航路支援策として赤字航路補助のために約40億を計上する

と先月報道されておりましたが、正式名称が離島住民等交通コスト負担軽減事業というこ

とで、平成24年２月27日付けの文書で船舶運賃の割引制度の実施についての文書が各世帯
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に配られていると思いますが、これは住民だけということになっておりますが、今後、住

民以外の割引等を、この事業を活用しては難しいとは思いますが、これだけ住民負担して

現行の船賃だとどうしても他の方は村に来づらいようなかたちになると思うんですが、別

のかたちでもいいので、どうかこの現行の船賃から下げるような案はないでしょうか。お

願いします。

○ 座間味昌茂村長

先ほども小嶺源市議員からの質問にもありましたけれども、我が渡嘉敷村だけに限った

ことではないんですけれども、これを適用するのは全ての離島ということになりますけれ

ども、このまま、ぜひそういうことをしていただきたいという要請はしておりますが、こ

れが感触としては非常に難しいのではないのかなという感じも受けますが、これはできる

だけ適用してもらうように要請をしていきたいと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

難しいということですが、ぜひとも要請の方も続けていただきたいと思います。

それと報道では赤字路線のフェリーの買い上げということもありました。午前中にも同

じような質問がありましたが、次年度買い上げが決まっている市町村というのはあるんで

しょうか。お願いします。

○ 座間味昌茂村長

今の計画では24年度は伊平屋、与那国、南北大東この３箇所先にやるということになっ

て当初は25年度渡嘉敷が入っておりましたけれども、この間の情報では26年度にもってい

くということがあったものですから、私はそういうふうには聞いていませんよということ

で、企画にはそのように話しております。

○ ２番 當山清彦議員

この順番といいますか、伊平屋、与那国、南北大東が次年度買い上げされるということ

で、どういったかたちで順序といいますか、決まっていくのでしょうか。お願いします。

○ 座間味昌茂村長

これは申請順序だということを聞いておりますけれども、申請順ではおかしんじゃない

かということもお話をしましたけれども、伊平屋なんかは、まだ申請したばっかりで、財

政力の問題等々も入れてあるということですが、そのへんのところがはっきり今ここでど

ういう順序でということは申し上げられる段階ではありませんが、今度はっきりしたこと

を調べてきて報告したいと思います。

○ ２番 當山清彦議員

次年度、航路特会5億5千414万2千円のうち1億4千600万がリース料として計上されてお

ります。リース料がかなりの割合を占めておりますのでできれば県に買い上げていただく

のがベストだと思いますので、今後とも要請等をよろしくお願いいたします。

次の質問に移ります。那覇市の離島４村へのフェリー運賃補助について、これを村商工
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観光課、那覇市民誘致のための案、計画観光商品開発等をまた商工会との連携も含め案が

あれば教えていただきたいと思います。お願いします。

○ 座間味昌茂村長

これまで具体的な案は出しておりませんけれども６月から施行するということですの

で、できるだけ早く、そういうことを含めてこちらの受け入れの案というものを作ってお

かなければいけないなと思っておりますけれども、原則的に先ほど総務課長が説明したの

が、那覇市の考え方であるということですね。そういうことでございます。

○ ２番 當山清彦議員

先ほど総務課長にお答えいただいたのが、渡嘉敷マラソンへの市民への参加を要請して

いるということでしたが、各村内の観光業者さんも那覇市民誘致のために観光商品の開発

に力を入れているところが多いと思います。ぜひ商工観光課ができて、まだ１年も経ちま

せんけれども商工会と連携して民間、行政そして商工会連携して那覇市民誘致のために、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

次の質問に移ります。交付金については、最後の質問になりますが、学生寮について学

生寮については以前から議論されてきているということで、私もまだ議員２年目というこ

とで、まだわかっていない部分が多い中、今回、質問させていただくんですが、12月定例

議会あと議員７名で人口の減少、経済的負担、離島の大きな課題ですので力を合わせてや

っていこうと議員はまとまりましたので、私も今回質問させていただきますが、県の方が

この寮を造るために調査費を次年度に計上するということで着工が14年度を目指すという

県の姿勢についてでございますが、南部離島町村長議長連絡協議会等で要請しているとは

思いますが、国の財政も脆弱な中、再来年の着工ということで先延ばしされるんじゃない

かという大きな不安があるわけですけれども村長のお考えを伺いたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

これは寮の問題ですけれども来年は24年度に調査費を付けるということでしたけれども

私なりの別の情報があって、今ここでははっきり申し上げられませんけれども、少し県が

説明したのと直接、内閣府の沖縄振興局の総務課長から聞いたのと、ちょっと相反すると

ころがありますので、どっちが正しいいのかなと少し今気になるところですが、あとで内

々にそういう情報はお伝えしたいなと思っておりますが、これは今回の予算の割り振りで

は早急にできると私は確信をしております。非常に良い情報がございました。

○ ２番 當山清彦議員

また来週、村長、議長要請に行かれるということで、ぜひ頑張っていただきたいんです

が、先月の27日の沖縄県議会定例会におきまして、渡嘉敷喜代子県議の一般質問の中で県

の教育行政についての質問がございまして、離島の高校進学の実態について質問がござい

ました。少々長くなりますが読ませていただきます。大城浩県教育長が答弁されていまし

たが、本島の進学者数、居住実態について答弁しておりました。離島出身生徒の就学状況
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調査で平成23年５月現在、本島の県立高校に進学している離島出身の生徒は598人、居住

実態について本島内での寄宿舎入寮者数155人、一人でアパートに住んでいる生徒76人、

兄弟姉妹でアパートを借りている生徒が207人、兄弟の家に住んでいる生徒が10人、親戚

知人の家に住んでいる生徒が87人、そして公立寮増設の必要性について離島出身の生徒が

安心して学習や生活ができるよう支援することは大切なことであり、県教委員会としては

一括交付金を活用して離島僻地出身高校性の寄宿舎を含めた複合施設として、離島児童生

徒支援センター（仮称）を計画しており、関係団体と調整を進め、早期実現を目指すとし

ておりますので、ぜひとも県の教育長も早期実現を目指すと答弁しておりますので、更な

る要請等を頑張っていただきたいと思います。お願いします。

次の質問に移ります。地域公共交通会議について、先ほどの小嶺議員等の質問と重複し

ますが、米浜交通から再三陳情がされているということで陳情書と村が介した文書を読ん

でまして、米浜交通が総合事務局に聞いたら地域公共交通会議の了承があれば可能だと村

の返答は総合事務局に陳情内容を説明して会議の開催の協議を行った結果、同様の地域公

共交通会議の主旨にはそぐわないという見解が示されたと行政、国と村の間でも、たらい

回しにされていいるような状況ですので、先ほど村長は前向きに開催するとおっしゃって

いましたので、ぜひとも前向きに考えていただいて、ちゃんとした答えを事業者の方の出

していただきたいと思います。

次の質問に移ります。ホームページについて昨年の12月の定例議会で補正で計上されて

いました150万、ホームページリニューアル政策の予算が計上されていたと思いますが、

その進捗状況をお願いします。

○ 我喜屋元作観光課長

ホームページのリニュアルに関してですけれども、今日午前中に新しいホームページの

更新作業をしたんですけれども、午前中ちょっと作業の時にページが開かないという状況

がございまして、大変ご迷惑をおかけいたしました。進捗状況でございますけれども今年

１月の初旬に委託契約を結びまして作業を進めてきておりました。本日の午後からリニュ

アルしたホームページを公表しておりますけれども、まだ一部未公表のページもあります

が、それについては随時公表していくつもりでございます。

またリニュアルの内容なんですが、観光ピーアール用の動画配信、それから英語版のペ

ージも対応しております。それからフェイスブックのページの作成、スマートホン対応ペ

ージ、それからホームページを見ていただいた方の集計といいますか結果といいますか、

アクセスレポートを作成もできることになっております。

今後、イベント等開催後の動画コンテンツを作成して、そういったものも配信していく

つもりでございますけれども、村内で頑張っている方々の取材をして、ウエブマガジンと

いうページがありますけれどもそこから配信をしていく予定となっております。

○ ２番 當山清彦議員
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ホームページについては、私も過去何度か質問をさせていただきましたが、どうしても

情報の発信が遅いということで、各課からいろいろお知らせ等があると思いますが、各課

の広報といいますか、そういったものもちゃんとできるようになっているのでしょうか。

お願いします。

○ 我喜屋元作商工観光課長

従来の各課からのお知らせというページがありまして、そこは各課の方で随時新しい情

報お知らせする情報が更新できるようになっております。

○ ２番 當山清彦議員

わかりました。広告の件も以前質問したと思うんですが、広告掲載できるようなリンク

バナー等また掲載金額等が決まっているようなことがあったらお願いします。

○ 我喜屋元作観光課長

バナー広告等も募集を今現在かけておりますけれども、ただいまのバナー広告の要項を

作成している段階でございます。料金もこれから公表するということになりますけれど、

この要項の内容について、まだ決定していない部分がありまして、そこを協議してから要

項を広告したいと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひとも自治体らしい早い情報の供給をできるようなホームページの作成とお願いいた

します。

次の質問に移ります。議員の一般質問に対しての答弁についてですが、それに対して善

処する、検討するという答弁が多いと思いますが、この質問ですね各担当課長によってや

り方が違うんですよね。直で来られて説明をしてくださる方、また過去、質問した内容を

全くわかっていない状態で、また再質問するようなことになりますので、年間４回しかな

い定例議会ですので、再質問するのはもったいないですので議員が質問した質問にどのよ

うなかたちで検討して、どうなったかというのを事務局をとおしてでもかまいませんので

お知らせいただいたら円滑な議会運営ができるのかなと思いますが、村長いかがでしょう

か。

○ 座間味昌茂村長

確かに善処する。検討する。という言葉をよく使われていますけれども、これからはで

きるのはできる、できないのはできないというような返事をはっきりさせて、その質問に

関しては議会のあと次の議会に対応するためにもこの質問はどうなっているのかと全部一

件一件これからは検討していってそのような返事ができるようにしたいと思います。

○ ２番 當山清彦議員

今回の３月の質問内容から対応していただけるというふうに理解してよろしいでしょう

か。

○ 座間味昌茂村長
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はい、その議会の都度その後に一般質問の検討会をしてやっていきたいと庁議の中であ

れば職員からもそういうことが聴衆できますので、そういうふうにやっていきたいと思い

ます。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひともよろしくお願いいたします。次に昨年の３月に同じ質問をしましたが、ふるさ

と納税についてですね。ふるさと納税の今年度の納税額、前年比も含め教えてください。

○ 宮平昌治総務課長

ふるさと納税の納税額前年との比較ということでございますが、今年度は４件で27万で

ございます。昨年22年度は９件で48万、昨年度比21万円の減となっております。

○ ２番 當山清彦議員

昨年３月、２番目等と一緒に質問させていただきますが、納税者を増やすために待遇等

を検討するという答弁があったと思います。１年間検討したと思いますけど、その検討内

容について教えていただきたいと思います。

○ 宮平昌治総務課長

確かに昨年の３月で特産品の提供もしくは船舶乗船券の交付等の納税者に贈呈するとい

うふうなことを検討いたしますという答弁をしているところでありますが、まだ今年度は

実施しておりません。

○ ２番 當山清彦議員

実施していないのはわかっているんですけれども検討はしたのか。そしてその検討内容

についてお願いします。

○ 宮平昌治総務課長

検討の結果と申しますか。次年度から実施するということにしております。

○ ２番 當山清彦議員

すみません。その内容ですね。どういったことをするのかお願いします。

○ 宮平昌治総務課長

今考えているのは特産品を贈呈するということを検討しております。

○ ２番 當山清彦議員

１年経ってもまだできていないということで、ふるさと納税も集め方によっては立派な

財源になりますので、ぜひともこれからも常に課題はあると思いますけれども、ぜひ検討

していって少しでも多くふるさと納税していただけるよう、これからも協議等をよろしく

お願いいたします。

次の質問に移ります。フェリーけらまについてですが、これも再質問です。３月14日に

フェリーけらまが最終航海を迎えますが、フェリーのイベント２月末に予定と答弁をいた

だきましたが、予定表にも入っていませんし、広報の方も全くないということで、どのよ

うな進捗状況になっているのかお願いします。



- 51 -

○ 座間味昌茂村長

前回２月末と言ったのは就航が２月いっぱいということで、そういう答弁をしたと思い

ますが、今回は３月にずれ込んでいますので、これは前もってイベントするのではなく、

最終航海日に桟橋の方でやる予定になっております。これは既に広告を出しておりますけ

れども村民を集め、それにふさわしい最後の見送りをするということで子どもたちも村民

になるべく多く呼びかけてイベントして送ってやりたいというふうに考えております。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ ２番 當山清彦議員

イベントをするということなんですが、その内容を集めてやるのはわかっているんです

が、どういった内容でやるのか、それを教えていただきたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

これはお別れの挨拶とか、そこでやって、それから太鼓等で送るというかたちになりま

す。その日は350名の客がいますので、そういうテープをやる程度しかできないんじゃな

いかと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

テープを引くだけであれば別にイベントとは言わなくていいと思うんですが、他に何か

できると思うんですよね。先ほど休憩中に平田議員からもありましたけど、村民を船に乗

せて島一周したり、またいろいろできると思います。村民も期待をしています。長年村の

ライフラインを担ってきたフェリーけらまが最終航海を迎えるということで、もっと村民

の気持ちになってイベントの計画をお願いします。また與那嶺議員の方からも質問があり

ますので、このへんで終わりたいと思います。

次の質問に移ります。医療についてとありますが、事前に民生課長に対応していただい

たんですが、要項がまだ決済されていないということで詳しくは伺っていないんですが、

村長の施政方針の方にもあると思いますが、本島医療機関への通院入院にかかる船賃補助、

今年度より本島医療機関の専門的な治療が必要な村民への船賃の渡航費用助成を行ってい

きます。長期的に治療を必要としている方が対象で治療のため本島へ渡航する場合の船賃

補助を検討してまいりますというふうになっているんですが、この検討してまいりますと

いうふうになっていますので、その詳細ですよね。その補助を受けれる対象と詳細を伺い

たいと思います。

○ 島村清民生課長

現在４月の実施に向けて補助金要項の作成作業中でございますが、概略を説明させてい

ただきます。主旨でございますが、村内診療所では治療が困難で専門的な治療が必要で長

期的且つ定期的な治療が必要な場合ということで対象者として、まず１番目に国の法律に
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基づく公費負担性の認定を受けた診療科目、２番目に沖縄県の特定疾患公費負担制度の認

定を受けた診療科目、３番目に不妊治療中あと悪性新生物患者がん患者、４番目にその他、

渡嘉敷診療医師が島外で治療が必要と判断し村長が認めた者ということで、具体的に関し

ましては、診療所を経するようなかたちを作れればいいなということで考えておりまして、

補助額は県が実施する運賃の軽減策もございますので、その差額の個人負担分を全額負担

できればなということで今補助金要項を作成中でございます。

○ ２番 當山清彦議員

ありがとうございます。私も過去何度か船舶運賃の補助をお願いしている中で赤字航路

であるから補助ができないという答弁が多い中、今回このようなかたちで新年度補助して

いただけるということで、予算、そして施政方針を見て私も村民の一人として非常に喜び

を感じております。またこのように早期に実現していただきまして、村長、執行部の皆さ

まには御礼申し上げます。ありがとうございました。

次の質問に移ります。村長の公約について、今後の村長の公約実現に向けての計画を、

今年の末あたりで村長も２年目に入るわけですけれども２年目に入っていますね。あと半

分、約２年任期がある中で、村長の公約実現に向けての計画等を教えてください。

○ 座間味昌茂村長

施政方針でも述べたように１年が過ぎました。これから公約したことに対してひとつ一

つ実現に向けて誠心誠意取り組んでいくという所存で望んでいきたいと思っております。

○ ２番 當山清彦議員

村長の掲げた公約の中で次年度これはできるというようなことはありますでしょうか。

お願いします。

○ 座間味昌茂村長

先ほどいろいろいいましたけれども、完全に完成するということはないでしょうけれど

も芽出しは付けていきたいというふうに思っております。

○ ２番 當山清彦議員

なかなか明確な答弁は難しいと思いますが、村民も期待している公約も多いですので、

ぜひとも公約実現に向けて頑張っていただきたいと思います。以上で私の質問を終わりま

す。ご答弁ありがとうございました。

○ 小嶺源市議長

終了します。

次に３番島村武議員。

○ ３番 島村武議員

先に通告をしてございます一般質問通告書に従って質問をしてまいるわけですけれど

も、午前中から各議員が一括交付金について質問をしてまいりました。ほとんど出尽くし

た間があるかなというふうに考えておりますけれども私も一応出しておりますので質問は
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してまいりますけれども質問が重複した分については勘弁いただきたいというふうに、な

るべくないようにはしますけれどもよろしくお願いします。

まず、一括交付金についての（イ）ですね。配分額に差があるように思うが何故かとど

ういう説明がなされたのかということで、先ほど説明がございまいたけれども、配分額の

基準についてでありまして、実際に例えば同規模とすれば一番近い隣村、座間味村がござ

いますけれども、先ほどの話の中でも人口割りの方が一番大きいのかなという気はします

けれども、それにしても2億3千万と3億5千万では1億2千万という差は実際に聞いてみると

かなり大きな開きがあるのではないかというような気がするわけですけれども、村長これ

は配分額につきましては、おそらく沖縄振興市町村会議の中で、こういう県からの説明が

あったというふうに聞いておりますし、そこで了承を得たというかたちで配分額が決まっ

たということですけれども、その中でそれぞれ一番下にあります北大東を初めとして少な

いと思われた自治体というのは少なからず私はあったように思うんですね。村長もそれは

感じられたと思うんですけれども、その会議の中で、この枠について、村長自身の意見な

りそういう何か発言されたとか、あるいは会の中での発言以外でも、例えば懇親会だ何だ

かんだとそういう中でも、こういう話題が出たのかどうか、一つそこらへんをお伺いした

いと思います。

○ 座間味昌茂村長

この一括交付金については、この最終決定されるまで３回目になりますが、ワーキング

チームというのがありまして、それが第１回のたたき台みたいなものを出した、そのとき

には1億1千万円でしたかね。１回目それから２回目に1億9千、そしてそこで他のに比べた

ときに非常に少ないということで、これを申し上げたわけですね。少ないところ、特に離

島でない宜野座村から非常に大きなあれが出ておりました。そういうことで、こちらもど

うなのかということで、そのときに均等割というものが出てきたんですね。5千万という

均等割をして、それに上乗せしていこうということになってこの数字が出てきたというか

たちになっておりますけれども、そのことについては、また市長会の部分から町村会の部

分に3億譲って貰ったという経緯もあるわけですけれども、そのへんは非常に討論をした

んですが、結果的にはそういう額になったということと、これ上積みしていったら、この

２割負担というのは脆弱な市町村はできるかということも話題の中に上がっておりまし

た。これ３回目の試算でこういうことになったということが経緯でございます。

○ ３番 島村武議員

村長ご自身も額としては、少ないのではないかと思ったようでございます。正直なとこ

ろ市町村割当には303億円の中の、どうも話の中で、県はこの3億円の配分については要す

るに不公平感が少し残る自治体に、様子を見て配分をしていくというふうにプールをして

いるというような一部報道の中にもありましたけれども、それは事実ですか。

○ 座間味昌茂村長
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これは県から譲って貰った額は確かに、2億を割っているところに2億以上に上げようと

いう話もありました。それで2億下回った市町村はないわけですね。それに上乗せをして

いったというのが、そのときの話し合いでした。それで我が村でも結局は当初よりも5千

万増えましたかね。そういうようなことになっているんですね。直ぐ全部近隣の自分の類

似町村を見るんですね。ぱっと見て私は一番、座間味村なんでこうなのかと3億5千万と最

初から座間味村は、このランクにいたんですね。座間味村が順位が24位で真ん中にあるわ

けです。渡嘉敷村は37位にあるということですね。そして離島でない所の宜野座村が40位

になっているということで。宜野座の村長は絶対納得できないということで頑張っており

ましたけれども、結構、これで落ち着いたというのが現実です。

○ ３番 島村武議員

確かに少ないと感じた市町村からは、当然出てくる言葉であろうと思っております。私

も最初、座間味、隣村の話を出しましたけれども、いの一番にそれを感じた１人でござい

ます。先ほどの話の中で調整金として2億3千があったという話でありますけれども新聞等

々の報道内容を読んでいきますと、やはり少し流動的な部分も残しておりますので、これ

からの話し合いの中では若干増えていく可能性もあるのではないかというふうに思ってお

ります。頑張って獲得をしていただきたいとそのように思っております。

引き続きまして基金創設の可能性があるかということでございますけれども、先ほども

出ましたように5千万の均等割りをできれば我々としましては5千万を何とか基金積み上げ

をしておきたいなというような思いがあるわけです。確かに予算というのは特に事業費に

関しては、単年度会計という原則がありますので、年度でどうしても事業を執行していか

ないといけないというのがありますけれども、均等割りというものをしたそこには、おそ

らく5千万については、何とか真水の状態でというような思いは各首長さん持たれたんじ

ゃないかと思うんですよね。これは村長も同じだと思うんですけれども、これは皆さん話

し合いの中で、それこそ市町村会議のところで、せっかく沖縄県全域の市町村の一堂に会

して議論をする場ができたわけですから、そこでこれからでも5千万については議論の余

地があるのではないかというふうに思っているわけです。今回の予算につきましては、25

市町村がまだ計上をしていないと、10市町村、新聞に出た時点では、我が村もまだ検討中

であるというような情報でしたけれども、現実には計上されたということで、計上したこ

とにつきましては、大変評価もできる部分もあるわけですけれども、さいわい未計上の部

分でいくらになりますか7千500万円程度がまだ現実に補正等々で計上できるだけの金額が

残っているということで、ぜひこの分からなんとか基金積み上げができるような態勢作り

ができないものかどうか、この可能性についてはいかがですか。

○ 座間味昌茂村長

前に小嶺源市議員からいろいろ資料も出ておりましたけれども、今日の新聞にも載って

おります。何といいますか官僚の方が言うわけですから、県が言う基金積立はだめですよ
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と、最初からこう言って来ているんですね。そうしながら繰越しもだめですと言ったけれ

ども振興局は繰越は明許繰越はできるよというようなことを言っているんですが、そのへ

んのところはまだ、説明が定かじゃないので、今度の会議でまたこういうことが出てくる

と思いますので、そのへんはおそらく、これは事業自体が普通の計画した事業にプラスで

すからこの分ですね。果たして消化できるかというのが非常に私も危惧しているところで

できるようにしなくちゃいけないわけですから、それができない分が基金造成ができたら

いいなとは思っておりますけれども、そのへんのところはちゃんと要請をして確かめたい

と思っております。

○ ３番 島村武議員

こういう事業費というもの、先ほど繰越しの話でましたけれども我々議会の立場からは

繰越しというのはなかなか、はい、いいですよと容認できるようなものではないわけです

ね。さらに事業費についても、そういう立場であるわけですけれどもこれだけ年度末にき

て急に降って湧いたように決めた交付金に対して、さぁーあらゆる事業に割り振って執行

していこうというには、どうしても無理があると、そういうのであれば、せめて１年程度

の期限を切ってでもよろしいですから、プールをして基金積立というかたちでプールして

１年間きっちりとした意見集約を全部して事業を執行していくというのも一つの方法であ

ろうという思いがあって、基金創設なんとかできないものかということで質問を出してお

りますけれども、幸いまだ7千500万円ぐらいありますので、その分から何としても5千万

円程度でも、村民から使い道について募集をなさるのであれば、何とか１年間期限を切っ

てでも基金に積み立てていくということができるようなかたちでの折衝をしてもらいたい

そのように思っております。

次に、移ります。そのような中で一括交付金につきまして、基金積み上げをしなさいと

申したばかりでございますが、村長就任の挨拶の当時からインフラの整備は進んできたん

だと、だからソフト分野に力を入れたいということを挨拶の中で述べられましたことは、

覚えておられるだろうと思います。これは議事録には載っていませんので、覚えてないと

言われたらそのままになるわけですけれども、きっと覚えていただいていると思っており

ます。

今回まさしく言葉は悪いかもしれませんが、棚ぼたのような交付金が今回あったわけで

す。それを今後、村長ご自身の考えとしては、どのようなものに使っていこうとされてい

るのか、それだけソフト分野に力を入れたいというかたちで思いを当初からもって当選を

なさったのであれば、当然、心積り心の中にこういう事業をしてみたい、ああいう事業を

してみたいというのは、あっただろうと思います。今回ほんとに思いがけないようなかた

ちでソフト分野に使える交付金を得ることができた、さぁーこれを何にどういうふうに生

かしていきたいと考えておりますか。

○ 座間味昌茂村長



- 56 -

確かに就任当時にインフラ整備はよく整備されている、進んでいるということは皆さん

もご承知のとおりであります。これからソフト分野に力を入れたいと発言されたのは間違

いございません。そういうことで人材育成等に力をいれていきたいと農業であろうと観光

であろうと、そういうものに力を入れて人材を作っていきたいなというようなことを考え

て前からそういうことを思っておりますけれども、特にそういうことにして人づくりが村

づくりだという考え方で、あらゆる面の特にそれに力を入れていきたいと他にもいろいろ

ありますけれども、まずそれを主にやっていきたいと思っております。

○ ３番 島村武議員

村長人材育成というのは、かなり幅の広いような答弁に感じます。例えば、どういう方

面の人材を育成していきたいと考えているのか例えば福祉分野であったり、いろいろ経済

事業をやっていくうえで必要な経済の人材を育てるとか、そういうことがあろうと思いま

すがそれはどう考えていますか。

○ 座間味昌茂村長

まず、産業面では農業、漁業の、そういう優秀な人材を生かすということ。観光面にお

いては、世界にも通用するような、そういう語学をちゃんとした人たちを育てていくとか

他にもいろいろありますけれども、ここにはそういうようなできるような国の施設等もあ

りますので、そこに専門家も呼んでやるとか、それからさっき當山議員からもいろいろあ

りましたけれども、今そういうインターネットの時代、そういうようなこれの専門的な知

識をもっと育てて、世界中にそういうことが発信できるような特殊な技術を育てていきた

いなというふうに思っております。これからはそういうような時代になっておりますので、

そこらへんに力を入れたいというふうに思います。

○ ３番 島村武議員

すばらしい内容だと思っておりますが、村長は当選されてから１年過ぎて、もう１年４

カ月今回の予算がご自分で編成される２回目の予算になります。結局、予算的にはもう半

分は過ぎたということであるわけです。ですから当然ながら予算の中ではやはり生かされ

ていかないといけないと、いうふうに我々は思うわけですね。しかしながら今回の村長が

総事業費だけ計上されましたソフト部分につきましては1億9千341万2千円、これの内容を

見ますとほとんどが継続事業が多いのかなと、過去に芽出しをした事業であってなかなか

予算付けがなくて今回できるんで事業を行っていくというふうな予算の内容になっている

と思います。ですから村長がおっしゃるような人材方面に関しての育成方面に関しての予

算付けは早々はなされていないような、そういう思いはもっておるわけです。ですから村

長が今日やりますと言われましても、付けるのは来年の予算なのか、あるいは今回未計上

であります交付金の7千500万程度を利用されていこうとしているのか、それを利用されて

いこうとしているのであれば補正予算等々で計上していく腹づもりがあるのか、そこらへ

んはどうでしょうか。
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○ 座間味昌茂村長

質問が棚ぼたの話が出ましたので、そういうことを言いましたけれども、できるだけそ

れを活用して、この予算でできることは、やっていきたいとソフト面のことですね。そう

いうふうに考えております。

○ ３番 島村武議員

今回の交付金の残額で行うというふうに理解してよろしいですね。

わかりました。ぜひ期待をしております。

そこで一つ提案があるんですけれども、これは返答していただけるかどうかわかりませ

んが、ぜひ考慮していただきたいことが、１件だけなんですけれどもそうたいして予算が

かかるとは思えません。これは我々毎年さまざまなイベント行っているわけですね。村の

中で祭りであったり、マラソンであったりと、特にマラソン等で、例年、人命救助に関す

る、今は大分簡単になって、ＡＥＤの使い方等々の簡易的な講習を行っているようですけ

れども、これをもう少し専門家させる、例えば日本赤十字の救急方法の養成講習会という

のが、だいたい３日間ぐらい、基礎講習と会わせて３日間ぐらいでできる講習があるわけ

です。これは一次救命処置に含まれるもので、例えば心肺蘇生法、俗にいうＣＰＲといい

ますけれども、それからＡＥＤの使い方と気道に異物が入ったということで除去する方法、

これらをセットで３日ぐらいの講習を受けるそういうコースがあるわけですけれども、な

ぜ私が推薦をするかといいますと、現在そういった救急救命法に関する講習をやっている

のは、診療所の先生を中心に、あるいは沖縄本島から人をお呼びして講師来ていただいて、

講習をしているというような現実があるわけですけれども、なかなか集まりが悪いとかと

いう話も聞いていますし、効果の面でどうなのかなというのもあって、一時しのぎという

か、その場しのぎみたいなかたちで例えばマラソンなんかの前に一時的にやるというよう

なものには、例えばこういう本格的な講習を受けることによって、これは料金はまだ出し

ておりません。質問、答弁を必要として出しているわけじゃないですから、たいした金額

は掛からないんですよ。ただ出張費が２泊３日分掛かると、講習費用に関してはそうたい

してかかりません。しかしながら３日間の講習をすることによって、当然きちっとした講

習の証明書が出ます。そうしますと例えばマラソンで救護班、何名か10人とか、この方た

ちがきちっとこれだけのものをやりましたと、ちゃんと救護班の処置法を学んだこういう

ことをちゃんと配置をされてマラソンをケアしていくとかとなりますと、これだけで一つ

大きなステータスになりますよ。マラソンをバックアップしていくね、ですから今日返事

をいただかなくてもよろしいですけれども、人材育成という意味では、ぜひこれを取り入

れていただきたい。これは消防隊員の皆さんほとんど役場の皆さんがされていますけれど

も、その中から選抜というようなかたちで、年次的に行われてもよろしいですし、金額に

もよってくるでしょうけれども、一考の余地があると思っていますけれど、村長これご答

弁いただきますか。
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○ 座間味昌茂村長

イベントもマラソンと海洋レジャーもいっぱいやっておりますので、ぜひこれは、観光

を主にしている町村としては、ぜひ必要ではないかというふうに思っておりますので、前

向きに考えていきたいと思います。

○ ３番 島村武議員

ありがとうございます。たぶん６月ないしは９月、来年のマラソンまでには若干時間が

ありますので、そこらへんで、どういうふうな結論出されたか、伺っていきたいと思って

おります。

次に移ります。村長、これもおそらく議事録には載っておらないと思いますけど、お金

をかけなくともできるようなことはあると、いうような主旨の発言をされました。我々は

予算を審議する立場にありますので、予算書に金額が載っていないものは、なかなか議論

はしずらいのはあります。村長もそういうご発言をされた以上は、やっぱりお金をそうか

けなくてもできるのはあるというような思いをもっての発言だったろうと思いますけれど

も、どういうことを意図して、そういう発言をなされたのか伺います。

○ 座間味昌茂村長

これは、特に職員の意識の向上とか、改革に関するなんと言いますか改革ですね、各分

野の、そういう新しい考え方に変えていくような、これまで別にやってはないんではない

ですけれど、不足した部分がありますので、そのへんを改善していきたいということは、

まあ、金を掛けないでもできることがあるのではないかと思ってそういう話もしましたけ

れども、他にもありますけれども、またそれはいろいろ考えてみたら少しずつ予算が必要

な部分があります。だいたいそういう内部の改革といいますか、こういうことをやってい

きたいというのが私の考え方でした。

○ ３番 島村武議員

この議論の中には、私とのそういうところのバトルが少しあったわけですけれども、な

んだかんだ言っても幾ばくかのお金はかかっていきます。しかしながら、やらなければい

けないことというのはいっぱいあるわけですね、ぜひ、これだけ公職にある皆さんに風当

たりが強い、世間の中で、やらなければいけないさまざまなこといっぱいあります。少な

くとも規律を正して公務に当たっていくという姿勢は、やっぱり外に向けても見せていか

なければいけないというふうな状況下にありますので、ぜひ今村長がおっしゃられたよう

なことを取り組んでいって成果がちゃんと、お金はかからなかったけれども明瞭な成果が

出るようなことを続けていっていただきたいし、きちっとした成果を出していただきたい。

これからも注視をしながら、どのようなことができたのか、またこれからも伺っていきた

いとそのように考えております。

次に移ります。船舶運賃割引の４月実施に関しましては、これは先日、行政の方から村

民の皆様へという文書をいただきました。中身を見ますと大変すごいですね、補助率はこ
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れで島発で2千760円だったものが割引後の運賃が大人1千140円なりますから、村民にとっ

てはものすごいありがたいことなんですよね。この一枚のこういう文書、ただ一枚だけで

通達してというのはあまりにも内容の大きさと村民にかかる負担の軽減がこれだけ大きい

ものを、ただこれだけでやったというのは少しピーアール不足ではないかと、こういうこ

とに関しては、それこそプリント代はかかるかもしれませんけれども、もう少しレイアウ

トをきちっとしたものの中で、これをはめ込んで行くというふうな、あっても良かったん

じゃないかと思いました。これに件では以上ですけれども、県は離島にやってくれた一番

大きなことかなあというような思いで、今回はありがたく受けるというふうなことで大変

喜んでおるところでございます。

さて次ですね、今度は船舶の購入費について、まあ先ほどからほとんど結論は出ている

のではないかと思いますけれども、これ座間味村長25年度組まれているというのような話

は、いつのものか26年になったというようなことでしたけれども、まさかこれは、流れて

しまうとかいうようなことはあり得ないですよね、そこらへんもういちどお願いします。

○ 座間味昌茂村長

これは確かめてないんですが、企画部の離島交通政策課の説明の中では、25年度に入っ

ていますよと、はっきり説明して私は納得したわけですが、その後、道路管理課に行った

ら、これ各課が持っているんですね、一括交付金の内容は、調べたら渡嘉敷村は26年度に

なっているよというもんだから、何でそうなっているのかなということですけれども、こ

れはっきりもう一度確かめてからご返事をしたいなと思っております。

ただ先ほどから、小嶺源市議員からもあったように、来年から交付金があるのかなと、

まあさっきあるということ、ただ額が違うんじゃないかということで、それが、そういう

額が少なくなって対応ができるかといったら、１回やったことは続けなければできません

ので、その辺のところは再度確認をして、できるだけ１年でも早い方に要請をしていきた

いと思っております。

○ ３番 島村武議員

一括交付金の中で、上積みをやった、この300億は来年あるかと言えば、それは、おそ

らく疑問符がつくかもしれない金額ではあります。ですからなんとしても、10年先きの見

通しをつけていただきたいというふうに思っておりますので、確かめるとおっしゃってお

りますので、確かめた後、議会の方にもきちっとしたかたちでお知らせいただければとい

うふうに考えております。

次に移ります。農地利用について、これは前回質問したときに、地権者の皆様の名簿等

々ですね、これを調査する旨の答弁をいただきましたので、それの進捗がどうなっている

のかなということと、それから、一気に行きます。無耕作地をなくするためいろいろな方

法を講じると村長明言されました。そして村が間に入って仲介をするというようなことは

どうかというようなことで質問を出してありますが、答弁をお願いします。
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○ 座間味昌茂村長

これは概略は手をつけているところですけれども、村道の改良がありまして真ん中から

通るということですね、それとかみ合わせてやる予定にしてありますが、村が中に入った

という農地銀行的なことでありますけれども、できるだけ不耕地をなくするには、それ以

外の方法はないと思っております。最近は誰の土地、誰がやったのか判らんような状態に

なっているというのが現状ですね、そのへんをもっと精査して、詳しくさせるためには村

がやっぱり中に入らないとできないんじゃないかというふうに考えておりますので、村道

改良と含めて、これはすぐ手をつけなければいけない問題ですね。一応準備はしておると

いうことです。

○ ３番 島村武議員

村長もやる気を出されているみたいで、大変うれしいですけれども、まあ28年にカデカ

ル及び臨海道路を繋いで橋が開通し27年度から供用開始ということになれば、当然これだ

けの工費を費やして農地改革補助整備をやってきたものが、このままでいいのかと、多く

の人目に触れるし、いつ何時これに関して様々な国からの、まあ横やりとは言いませんけ

れども、ああせこうせ、悪くなってくると補助金の返還までいきかねないような、そうい

うことも危惧されるような大きなことでもあるし、なによりも村の農業振興という大きな

意味からいえばやはりいくら小さくても耕作地は耕作地なりの野菜類がちゃんとそこでで

きているという状況が一番喜ばしい訳でありますし、まあ我が村ではなかなか大耕作地と

いうのは無理ですけれども、それぞれの地主さんが、できれば同じ物、例えば同じ地域だ

ったら同じものを作ってまとめれば、１人が作った物が同じことになるというようなこと

もできますし、それがすべてこれができると、無耕作地をなくすということが前提に当然

なりますのでぜひ、むこうが借りたいけど、どうしたらいいのかなと思ったら役場が窓口

になるということであれば、これはかなり進むというのではないかというふうに考えてお

ります。ぜひ進めていただきたいというふうに思っております。

さて、次に移ります。漁業振興について、まず、前にも出してありました漁船の台風時

の避難場所について、どうであるかという話で、また再度出しておるわけでありますけど、

今年の予算をめくってみても、よくわかりますけれども、農林水産業では、これは10ペー

ジあったら漁業関係は水産業に関しては１ページしかないというような配分がなされてき

ておるわけです。これがまあ苦しいのは漁業村といいますかね、その発展に少なからず貢

献をしてきた事業であるというふうに考えておりますけれども、なかなか行政のバックア

ップは少ないというふうにも感じておるわけでございます。そんな中から現在、台風時に

は、それこそ道路の上に止めたり、道路をまたいで上の方まで引っ張って行ったりという

ふな現状を何十年も続けてきているわけで、これ前回、質問出したときにも、村長は、道

路を越え作るのであれば、それに併せてちゃんと整備もすべきだというような発言をされ

ております。この臨海道路は27年から供用開始ということになるわけですけれども、当然
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それなりに併せて作らなければいけない施設だと思っておるわけですけれども、村長これ

は、まあ今期の予算でもなかなかないようで今芽出しがなければ無理ではないかという思

いもあったりして、今回また質問出しておりますけれども、これについてはどのような考

えを持たれてますか。

○ 座間味昌茂村長

これは、村道の計画をしたときに、そこの調整をすれば良かったなあと今は考えてみる

んですけれども、どっちみち遊漁船の北側の向こうに台風時の避難場所ができないのかど

うかですね、ちょっと高低差もいろいろあって、もう少し高かったら良かったのになとい

う感じもしますけれども、まず大型船は、向こうにしか揚げられないと、大型といいます

か20トン未満の物ですね、そこに巻き上げ機を設置して、そこに揚げるのが、まず第一番

目の方法ではないかと思うんですけれども、それ以外にはなかなか今車検整備をしている

ところ、あの近辺は物上げの施設になっているので、向こうまで船を移動するというのも

非常に難しいなと、取り敢えず一応は向こうを整備して、もう少し今いう北側の北の漁港

の船揚場の方、それができないのかどうか、船の大きさ等も検討して、それができるよう

にまずしていきたいと考えております。これまあ最悪の場合は、おそらく緊急時の場合は、

あの道路を遮断するのかなとも思ったりするんですけれども、それ以外に場所が無くて今

非常に苦慮しているところであります。

○ ３番 島村武議員

小型や中型であれば、今村長がおっしゃられたような場所、私もそこがいいのかなとい

う考えはありましたけれども、大型船になりますと、どうしてもそこまで引っ張っていく

のはこれは無理です。従いまして、現状道路まで揚げて非難をさせるということになるわ

けですけれども今おっしゃるように遊漁船の溜まり場で、そういう場所が造れるのであれ

ば、それも一つの方法かなという思いはありますけれども、いかんせんもう27年には開通

ということになれば、一番いいのはそれまでになさるのが一番いいわけであって、先ほど

から検討するという言葉について、いろいろ議論もされていますけれども、村長これ任期

中に何とか目処を付けるおつもりありますか。

○ 座間味昌茂村長

道路の計画はどんどん進んでいきますので、それに合わせてぜひやらなければいけない

事業でございますので、この１年のうちに目処を付けたいというふうに思っております。

○ ３番 島村武議員

ありがとうございます。１年のうちにということでございますので、おそらく１年とい

うことであれば、今年ないし来年の初年度の予算ということになるのかなというふうに思

っておりますので、ぜひ、ぜひよろしくお願いをいたします。

さて次でありますけれども、先ほどからいろいろ漁業、水産関係の予算が少ないという

ように申し上げましたけれども、漁協の製氷機につきましは、今回の当初予算でも計上さ
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れて、交付金の活用ということでありますけれども、計上されておりますので、これはお

礼を申し上げます。今後ともなるべく半分とはいいませんけれども、割合２割、３割等々、

水産業の方も目配りをいただいて少し自分の方からも村長ご自身の方からも歩み寄りをい

ただいて、何かないのかと、少し話し合いをもって、こうこうやっていこうじゃないかみ

たいなことは、必要ではないかというふうに考えておりますので、ぜひ、積極的に取り組

んでいただきたいというふうに思っております。

次に移ります。学生寮について、これは先ほど来お話に出ておりますので、私としては

できるものだというふうな認識のもとで捉えておりますので、経過報告につきましては、

村長の方からその都度、議会の方にもお知らせをいただきたいと、あるいは議長を通じて

でもお知らせをいただきたいというふうに考えております。

５番目、交流の家についてでございます。これは何名かのご質問がありますので、内容

のについてはご存じだろうとは思いますけれども、委員会、開かれておりますね。その中

でどのような議論がなされているのか、私は、スポーツ施設の中でテニスコートというの

を提案をいたしました。これの根拠につきましては、スポーツ人口が違うということと公

式の試合ができるということが大きなメリットでございまして、それに伴って低学年ある

いはもっとちっちゃな子どもたちのターゲットですと、当然ご両親なりが付いて来られる

というようなことになりますと、そこで様々な効果が発揮してくるんじゃないかというよ

うな思いをもってこれを出しております。

そしてまたもう一つは、運命共同体として捉えておりますのは、当然、私だけではござ

いませんし、村それから交流の家共に育ってこれまでも歩んできております。その中で５

割を切るか切らないのかで、これが閉鎖をされる場合は民間移譲だ云々だという話の中で、

たいへんな思いをしながら、要請行動とかもやってまいりましたし、また現在の議長もそ

ういうかたちで村長ともども、こうやられておられるわけですけれども、なるべくそうい

うことはさけたい、やはり安定した運営をやっていただきたいというようなことで現状で

はまずいつまでたっても同じような状況の繰り返しになるであろうという思いが強くあり

ます。それに伴い、年次的にやはり沖縄は台風が来ますので、その分差し引いていくとな

かなか予測が立たないところ、ぎりぎりの線を歩んでいますから、なるべく安定した運営

をしてもらいたいということが大きくありますし、それから青年の家の方にも事業が増え

ることは負担になるかもしれませんけれど、やはりこれから同じように村と運命共同体と

して歩んでいくのであれば、もうちょっとできる事業、せっかくあれだけのスペースがあ

るわけですし、それをもっともっと活用できることをやっていただきたいというような思

いがあって毎度毎度この質問を出しておりますけれど、運営委員会の中ではどのような方

針が語られているんでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

この交流の家の件については活性化検討委員会というものを３度ほど開いております。
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今回、今月の末に最後になると思いますけれども結論が出るということで、文部省のスポ

ーツ青少年課、そこの課長も交えての委員になっております。課長、係長それから課長補

佐それと行政機構の専門理事ですか、その方とこれテニスコートのことにだいたい集中し

てきたもんですから、沖縄県のテニス協会の会長、それから高等学校のテニス連盟の会長

とかそういう人たちが入って、村から私と議長と副議長、総務課長、青年会長それから商

工会長、商工会の青年部の会長なんかも入って毎回協議をしておりますけれども、まずこ

れの経緯を最初、交流の家の利用率を上げるのにはどうしたらいいかということから始ま

ったことです。

島村議員もよくご存じのように、これは下地代議士が出してきた最初の発案者でありま

すけれども、これが今４コート、８コートの案があるわけですが、こちらとしては８コー

ト造って屋根を付けると結局体育館なんかに納めるということですね。それが今場所とし

ては、ヘリポートがあったところには、土地を造成しないで、ちょうど良い具合に入るん

ですね。面積的には、そこに入れてできたらいいなというようなことで、だいたい話はそ

ういう線にいっております。

そしてそれができたあかつきには、テニス協会も全面的に協力をして、客を呼ぶと非常

に明るい前向きな非常に良い話ではあるんですが、さて予算はどうなのかというのが非常

に気になったところですけれども、県の一括交付金の中には、このこと入っておりません。

しかしながら内閣府の振興局は、まだ使わない1千600億ですか、それの中に入れてあるか

らと、ちゃんと県にさせるからということで、それは全面的に文部省が押していくという

ことでその約束はできております。

ただこちらがテニスコートではだめよとかということだけは言わんでくれとをおっしゃ

っていましたけれども、その予算の出所のことがはっきり出てこないというのが、お互い

不安視しているところで、それが現状であります。

○ ３番 島村武議員

これは一番肝心なことで予算の面は、しかしながら正規の値段という言い方はちょっと

語弊があるかもしれませんけれども、多分、政治判断が中で動くだろうと思いますので、

そこらへんは言い出しっぺの方に負担が来るような予算内容ですと話が違うと言い返して

やれば、たぶんしっかりとしたちゃんとした予算を付けてくれるのではないかというふう

に思います。

かなり良い方向で進んでいるようでございますので、ぜひこれも実現に向けて、少なく

ても村長の任期の中でちゃんと完成まで見て落成祝いをする姿を見てみたいというふうに

思っておりますので、専門的に力を入れてやっていただきたいというふうに思います。私

の一般をこれで終わります。長々とご静聴ありがとうございました。

○ 議長 小嶺源市議長

休憩します。
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再開します。

本日の会議時間は議事進行の都合によってあらかじめ延長いたします。

一般質問を始めます。

與那嶺雅晴議員。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

通告に基づいて質問したいと思います。かなり一括交付金に関しては、多くの方が質問

されて聞くのがないくらいになってしまっていますけれども、それはそれでやっていこう

かなというふうに思っています。

まず環境整備についてでございます。去った２月17日ですか、離島における海岸漂着物

の解決策に関して、我々、議長はじめ６名の議員が那覇の方で研修会を行っております。

その研修会の中でうちの島もけっこうあるなというふうな考えで、深刻にその研修を受け

ていました。全国でも漂着物が約70万トンと言われているらしいです。うちの島もその内

のかなり、場所によっては環境破壊寸前までの漂着物がけっこうあるなというふうに思っ

ております。その研修の中で村でもって対応をしっかりやるようにとのことでしたけど、

当村では、そういった漂着物を多分３年ぐらい前に１回裏海岸あたりでやった経緯もあり

ますけど、台風時の木の葉っぱが落ちるのも、それも漂着物扱いしているのかどうかです

ね。そのへんも一つお聞きしたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

これまではっきり聞いたことありませんが、台風で葉っぱが落ちてということですよね。

それは漂着物ゴミには入らないと思います。読んで字のごとく漂着でございますので、た

だ大きな物は少し短めに切って小型処理機で処理をしているというのは現実があります。

そういうことです。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

これは次の質問も一緒に含めてやりますけど、裏海岸の道路というものにも関連するこ

となんですけれども、一番多いのは多分裏海岸です。朝鮮あたりからの漂流ブイといいま

すか、あれだけでもぱっと見ても100個以上あります。そこらへん等の整理もしたらいい

なと思うんですが、なんせあそこは、ああいう状態でなかなかそういた事業が展開できる

ような場所じゃないとというのは、道路が設置されていないうえに、なかなかできないん

じゃないかなと思っておりますけれども、過去に、たぶん県がやったんじゃないですかね。

３年ぐらい前にですか、やった経緯があると思いますけれども、そのまま漂着物はそのま

ましていくのか、そこらへんの検討はなされたことはないですか。

○ 座間味昌茂村長

今の県の計画の中に漂着ゴミの処理をするという計画は入っております。そのへんが何

処までやるのか、それがまだはっきりしていませんけれども、今の裏海岸あたりはどうな

のかということですが、あれはぜひ処理しないといけない場所であります。
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非常に環境的にもカメの上がる場所です。そういうのも含めて、ぜひ何とかしなければ

いけないというふうに考えております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

何とかするにも何とかできないんですよ、あそこ。ですから今ここに書いてあるように

40年前に民間が造った道路であります。赤土がむき出しになって整備したら海岸まで車が

入って行けたら、そういった整備等もできると思うんですけど、できたらそこらへんもプ

ールに考えて、子どもたちにも自然を保護するような教育をする意味でも良いかなと思い

ますので、今のように赤土がむき出しの状態ではどっちにしても良い結果がないので、一

応現場でも一度見て、即とはいいませんけれど、何らかの対策を取っていただきたいなと

思っております。

次いきます。阿波連線の緑化の管理について、この問題は私も皆さんのＯＢからいつも

言われています。「イッター チャーガラ ナランバールヤリ」とか何で議会でこんなこ

とを言わんのかということで言われます。先ほど議長からもサクラの木の問題がありまし

たように、私もよくマラソンの練習をしながら、そこを通るんですけど、ブーゲンビリア

というんですか、なんで花が咲く時期に、あそこまで剪定して花が咲かないように対策す

るのかなと、せっかく植えてマラソンが終わってから少し調整するためにだったらいいん

ですけど、全く根っこに近い状態から切って、わざと花が咲かないようにするのかと、そ

れと今回気づいたことだったんですが、私は和名は知らないけど、チーパッパーといいま

すか。黄色い花がユクンジチーの所にすごく咲いていたんですよ。これタイミング的に非

常にいいなと思って、翌日走ったら、もうそこも切られて、ないと、何でもかんでも切れ

ばいいもんじゃないですけど、そちらの指導等はしていないんですか。逆に皆さんがこれ

も切れ、あれも切れと、何でもかんでも切れ切れで、そういった美に関する感覚が全くな

いような、配慮されていないように思われますが、それに対して答弁お願いします。

○ 座間味昌茂村長

確かに草刈班といいますか。雇用対策でやっている方々ですけれども、ちょうど渡嘉敷

のユクンジチーのヤマブキは、こっちはわざわざ植えたのかなと、知らないうちに植えた

なと思って非常に喜んでいたら２、３日後行ったらなくなっているもんですから、非常に

びっくりしたんですが、そのへんは申し訳ないなと思うんです。よくよく指示する側が結

局役場職員ですよ、そのへんのところ、ぜひ指導してそういうことは、これからはあんな

きれいな物がちょうどあれマラソンの時期じゃなかったでしょうか。ヤマブキが黄色花が

咲いたのは、そういうことでございますので、機械的に仕事をするんじゃなくて、切るべ

きものは切って、残すべきものは残すというような、そういう指導をさせるようにしてい

きたいと思います。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

呆然としていうことがないように指導もお願いしたいと思います。
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次、行政運営でございます。東北のがれき受け入れ問題についてでございます。その調

査の対照になったかどうか、もう一度サイド聞いておきたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

がれき受け入れの問題については、まだ調査の対照にはなっていないと。何の連絡もし

ておりません。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

先ほど議長もおっしゃっていましたけれども、県知事も見て見ぬふりはできないだろう

というふうなことを新聞に報道されていました。そのかわり89件でしたか、それなりの苦

情なりも、県知事が前向きなことを書いてあるものですから、そのような苦情的なことも

新聞には書いてありました。

宮古島市あたりは距離的にはかなりのリスクがあるから調査の対照にならないだろうと

いうふうに書いてありました。私も多分うちの島も調査外かなと思いましたけれども、こ

の問題に対しては、先ほどバケツいっぱいという話もありましたけれど、私はかなり慎重

にやるべきことじゃないかなというふうに思います。それに対して、もし調査の対象にな

った場合、村長の考えをお聞かせください。

○ 座間味昌茂村長

非常に人情的にはやってあげたいというのはやまやまですが、これは焼却をするゴミだ

というふうに理解しておりますが、ここの能力がどうなのかということですね。そのへん

を勘案したときに沖縄まで船で運んできて、さらにまたここまで船で運んでくるのかなと

非常にいろんなことがありますので、もし調査の対象になるのであれば検討しておそらく

受け入れができないというような返事になるのではないかと思っております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

交流の家のテニスコート建設については、交流の家との協議はなされているかというこ

とですけど、このことに関してしっかりなされていますかね。村長。

○ 座間味昌茂村長

活性化検討委員会というのがありますけど、これは交流の家が主動しておりますので、

向こうが引っ張っているわけで会議なんかも、ですからいつも協議はしておりますので、

職員にもそういう話はいっているのではないかというふうに思っておりますが、先日職員

が全然わからないという話もありましたけれども、そういうのはしっかりむこうがこうい

う話があるということは重々承知ではないかというふうに思っております。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

交流の家のテニスコート建設については、私からするとまだまだ課題が多くて研究の余
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地もたくさんあるんじゃないかなと思います。先ほどからそういった協議会も作られてい

るようですけど、できたらその協議会の内容を次の議会にでも見せていただけたらありが

たいなと思います。できるだけ両方でもっていい施設ができていい結果がでるのであれば

それに超したことはありませんけど、何か今しっくりいっていないような話もたまたま聞

こえますので、しっかりと議論をしてやっていただきたいなと思います。

次いきます。フェリーけらまの最終航海のイベントとは、どのように実施するかという

ことです。先ほど當山議員からも同じような質問がありました。村長、はっきり言います

けど、當山議員等の一般質問がきたからやることにしたんじゃないですか、今まで何の今

月の予定表にもそういうイベントらしきものもない、それでもって新造船に関してはしっ

かりとありますけど、まずこのフェリーけらまに関してイベント等の予算はいくらなんで

すか。

○ 座間味昌茂村長

このイベントの予算というのは予算上では現れておりません。別のものから利用して使

用するようにしてあります。イベントといっても大々的に何か、島を一周するとか何処に

いくとか、そういうことは最初から毛頭考えておりません。お別れ会みたいなものを桟橋

で集めてやるという考え方です。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

先ほどの當山君の質問に対してテープをやるということでしたけど、テープやるぐらい

はいつも修学旅行の生徒たちも来て、いつもテープ投げていますよ。村長24年間お世話に

なったんでしょう。この船に、それだけですか。感謝の気持ちないですか。もう一度答弁

お願いします。

○ 座間味昌茂村長

それはいっぱいあります。ですから、もしこれからでも、どういうことをしてもらいた

いというような最初から、そういう希望があれば、そういうこともやっていたかもしれま

せんけれども今うちの職員の中では、そういうことを一人でも言った人はおりません。ま

ず船舶のそういう人たちが言ってくれば、あれでしたけれども、一応私はセレモニーをす

るということだけは、最初から計画をしておりましたが、どの程度のセレモニーをするか

はあまり考えていなかったです。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

考えていなかったということは、感謝がないということに繋がるんじゃないですか。も

う明日、明後日のことですから、それ以上いいませんどもちょっと情けないですよ。無事

故で、それだけ島に貢献した船ですよ。新造船は誰も新しい物はそれに関しては感心は高

いですよ。だから新造船もフェリーと同じ規模でやったらいいんじゃないですか。テープ

だけで。

次いきます。商工観光課で本土の学校訪問等を修学旅行の誘致を実施してみたらという
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ことで書いています。お客の減少はいつまでも台風のせいにしていいのかということを質

問しております。何時でしたか、新聞に北部の離島でしたが、民泊のことで自治体が１週

間程、学校訪問をして、そういった修学旅行の民泊に対して、誘致といいますか、営業に

近いようなことが書いてありました。今日も朝から観光客の減少が非常に目立つというこ

とを何名かの議員がおっしゃっています。これは明らかに数字が現れますから減った多く

なったは明確にできることですけど、問題は対策に関してはあまりなされていないような

感じもしているし、それに対しての研究もなされたような経緯もないように感じておりま

す。ですから何時も台風のせい、台風というのは年間何度か来るわけですけですけど、そ

の中でも沖縄県は観光客が増えたという数字もよく新聞で報道されています。だけどうち

の島は、そういうふうな減になりつつあって、先ほど観光関連業者はそれなりの危機感を

持って、日々生活をしているということでございますけど、どうですかこれ観光課もでき

たし、何も観光課はイノシシのことばかりやるのが仕事じゃないはずですので、一つそこ

らへんも企業努力みたいな、そういうのもやってみたらどうかなと思いますけど村長のお

考えお聞かせください。

○ 座間味昌茂村長

観光客の誘致については、多いに動いていろんなことやっていきたいと、キャラバン隊

などを作って全国を回るとか、そういうことをやっていきます。そしてさらに受け入れ側

の観光関連の人たちも、もう少し積極的になって動くように指導していきたいというふう

に思っております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

先ほどもキャラバン隊と立派な目的を持っているようですけど、これ民間のなかなか個

人ではできないところがあります。沖縄の言葉に、チブルガ アマリバル ジュウンアマ

インドーという言葉がありますので、ぜひ皆さんの方がある程度の先頭を切って一緒にや

って、そういった啓蒙活動していけたら民間としても一緒に賛同して営業等ができるんじ

ゃないかなと思います。これに関しては観光課長も新たな気持ちでいるようですので、期

待してもいいかなと思います。

次にいきます。施政方針、先ほど村長、朝から43分かかりましたな、施政方針をあんな

慌てて読まんといかんのかなと思いましたよ。かなりお疲れになったと思いますけど、も

う少し心を込めて読んでいただきたいなと、もし咽が渇くようでしたら休憩でも入れてお

茶の一杯でも飲んで、もっと真心を込めた施政方針をのべていただきたかったなと思うの

は、決して私だけじゃなかったんじゃないかなと思います。

子育て支援施策にへきち保育所の新設については全く予定はないかということでありま

す。これも以前にも質問したことがあります。これは弁務官資金で造った施設であり、築

45年になるので、そろそろ建て替えの時期じゃないかなという。それは村長の公約にも入

っています。私はそろそろ来年あたりかなと思ったら、何の何の公民館のペンキ塗りの業
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者が一所懸命補修しているのを見て、これは全くやる気はないんだろうなと考えました。

どうですか。村長やる気がなかったらやる気がないし、それとも今現在村長が見てもあの

建物はあと10年持つから当分は造らんでおこうということですか。どんなですか本音聞か

せてください。本音だけでいいですよ。

○ 座間味昌茂村長

長期計画に則ってやる事業でございます。隣のプレハブも全部片付けて、あの場所を取

り壊して、そろそろこれを計画してやる時期にきております。そういう関係のところとも

協議をして、早急にやるべきものだと考えております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

村長、去年の３月定例の我々議員の一般質問の特徴を知っていますか、ほとんどの議員

が以前に質問したことをほとんどやっています。いろんな問題についても２回も３回も、

それはなぜかということは、それは村長がわかるはずですから、あえて言いませんけど、

検討しますとか何とか、さっき、そういうあれもあったじゃないですか。そういう答弁が

多いよといいですよ、できないんだったらできない。できるならできるで、その方が我々

もやりやすいのかなと。できなかったらできない理由を聞けばいいわけですから、我々も

先輩議員から教えられましたよ。検討しますは、やりませんということと、ほぼ似ていま

すよということを我々も学びましたので。

次いきます。今のところは、ぜひ、村長は施政方針にも、そういう子育て環境を整備し

ていくということも含めていますので、偽りのないような政治を取っていただけるよう期

待して次にいきます。

次、村長の特色が示されていないように思われますと書いてます。もっと特色を発揮し

てはということを書きました。そのまま施政方針から見ても何といいますか。ほとんど繰

越事業を展開されているようなことも多いなと、それはそれでやらないといけないことで

はありますよ。継続してきているのも非常に大事です。でも新たにやることもしっかりや

っていかなかったらということがあるんじゃないかなと、それだけ村民からの期待をされ

ての村長ですので、もう少し特色ある政治を行ってほしいなと思います。それについて一

言お願いします。

○ 座間味昌茂村長

特色を出すということですが、ある程度のことは、やってきたつもりではあるんですが、

１カ年でできることはそうたくさんはないと思います、今年は特にそういうやり残しの今

も同じ質問が何度もあるという指摘がございました。そのへんを今後そういうことをさせ

ないようにやっていきます。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

今、村長も少しだけテンションが上がったような答弁でしたので、それだけの思いがあ

ると解釈して期待して次にいきます。
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一括交付金についてです。私で一括交付金５人目ですかね。何を聞いていいか聞くのが

ないぐらいになっています。村長の祭日を返上して、これ一括交付金に対して、かなり対

応されたんじゃないかなと思います。何か２、３キロ痩せたような感じもしますよ、村長。

これ先ほどからいろいろあって残りのお金がありますけれども、これは村長の公約等に関

連した事業には使う予定はないのかですね。そしていままで事業を展開するにあたっても

先立つものが何時もないないで財源がないので、やりたいけどできないというのが多々多

かったんじゃないかなと思いますけど、今回お金はあるけど事業計画がまだされていない

というふうにも思われますけれども、だからといって慌てて何でもかんでもやって箱物造

ればいいということでもないと思いますので、これは村長も先の答弁でこれは議員ともた

くさん協議をして、しっかりしたものを見い出していきたいというお考えですけれど、こ

れはそういう点に関しては、かなり慎重にそれも力強くやっていくように私も受け止めら

れましたけど、聞くものはないと言っていましたけれども、先ほど総務課長からも８事業

の説明等も細かくありましたので、一言、村長この一括交付金についての態勢といいます

か、ぶれない自分の気持ちでもよろしいですのでお聞かせください。

○ 座間味昌茂村長

今後、特に議員の皆さんと強力に協議をして、皆さんの意に沿うような住民の代表でご

ざいますので、そういうものに仕向けていきたい。そして私の公約の中にあるもののでき

るものは、これを使ってやりたいというような気持ちでございます。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

これで私の一般質問を終わりますけど、平成24年度も村長はじめ執行部の皆さん十分健

康管理をなさって村民のために一所懸命頑張ってください。これで私の一般質問、終わり

ます。

○ 小嶺源市議長

小嶺勉議員。

○ ５番 小嶺勉議員

質問の前に一言述べさせてください。平成元年から今年まで渡嘉敷のために頑張ってき

てくれた「フェリーけらま」がいよいよ引退します。何か言葉では言い表せにくい何か寂

しさみたいなのを感じますけれども、また別天地行っても皆さんにかわいがられて頑張っ

てくださいといいますか、しっかりやってほしいと思います。

それでは、質問に入ります。村長室には歴代村長、議員控え室には議長、議員の皆さん

の写真が掲示されておりますが、船舶、いままで渡嘉敷の船長として村のまたは村の生活

を支えてきた船長の写真を船舶事務所でもよろしいですから、掲示するという考えはない

かお聞きしたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

このことは今のところ考えておりません。よく他の市町村はどうしているかということ



- 71 -

を聞きますけれども、他の市町村はやっていないということですが、他の市町村がやって

いないからやらないではありません。これは今のところ考えていないということでござい

ます。

○ ５番 小嶺勉議員

やらないという具体的な理由はありますか。村長。

○ 座間味昌茂村長

あくまでも一職員としての扱いをしています。そういうことです。

○ ５番 小嶺勉議員

ということは将来考えないということですか。やらないということですね。

○ 座間味昌茂村長

将来はどうなるかわかりませんが、今のところは考えていないということです。

○ ５番 小嶺勉議員

一般職員扱いとおっしゃっていましたが、できれば渡嘉敷の歴史の一旦を担う方々だと

考えておりますので、ぜひ考えておいてほしいと思います。

次、土地、道路行政ですが、前回も一般質問でありましたいろいろ渡嘉敷の土地、宅地

とか道路に取られて、ぜんぜん名義変更とかそういう行政的な手続きがされていないのが

たくさんあるとそういうのを村長は専門の職員を配置してこれからやるとおっしゃってい

ました。それどうなっていますか、進捗状況を教えてください。

○ 座間味昌茂村長

このことは前から職員をおいてやるという答弁をいたしました。ちょうど先日渡嘉敷、

阿波連部落内の部落内の屋敷の境界測量が完了して成果が収められております。それを機

に、ぜひやるべきことでありますので、そういう職員をおいてやっていくということです。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 小嶺勉議員

道路行政はこれで終わります。

旧港待合所ですけど２回ほど前にも質問しておりましたけど今日の前の質問では確か商

工会が借りるというお話でしたけど、その後もずっと使われていませんし、私は商工会に

は確認していませんが、どうなっているんでしょうか。商工会が使うんでしょうか。

○ 大城良孝副村長

お答えします。商工会の方から、そこを事務所として使いたいという正式な申込は村の

方にはございません。

○ ５番 小嶺勉議員

ないということは、将来は使わないと考えてよろしいわけですね。今、現在空けている
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という理由は、具体的にはないと思うんですけど、前の一般質問でもお伺いしたんですけ

ど、ああいう建物がああいう一級の場所にあるということは、もしこれが民間の施設、持

ち物でしたら、ああいう使い方はしませんよね。私が言いたいのは何で商工会が使わない

のであればなぜ貸さないかということです。

○ 大城良孝副村長

その点につきましては、庁議の中でも課長のみなさんと、いろいろと意見を交わしてお

ります。その場所は、船舶課がこの国や県の航路補助事業の監査の場合、あるいは船員の

皆さんとのミーティング打ち合わせ事項等でだいぶ活用していますので、船舶課の方から

当分の間は、そこも使用したいということですので、村の方で活用していきたいというふ

うに考えております。

○ ５番 小嶺勉議員

船舶課でずっと使っていくというふうに認識してよろしいわけですね。

次、肥料にいきます。今、化成肥料はだいたい３千円ぐらいします。渡嘉敷の国民年金

を貰っている方で月７万円でしょうかね。約肥料１袋買ったら１割もするわけですね。い

ろいろ支払いして、たった肥料１袋に１割も取られて、それを使って野菜を作っていいの

か、よくないのか、非常に悩むところですね、私も個人的に。何故かというとあの方々は

健康のため、または生き甲斐としてやっているわけですね。村長そういう方々を助けてあ

げるという意味からも何とか補助金を付けて上げるという考えは持っておられませんか。

○ 座間味昌茂村長

今まで有機作物をつくるということで、これをブランド化していくということで有機肥

料の場合は補助金を出しているということですが、化成肥料等には補助金を出すべきでは

ないということが、今までの慣例としてありました。それは私としては、そういうお年寄

りが農業してそういうことであれば、それを手当てしても良いんじゃないのかなとは思い

ますけれども、検討するという言葉を使うなということですので、実際の消費量等々を調

査したいというふうに思っております。

○ ５番 小嶺勉議員

補正に使えるという５千万、一括交付金の中の、このおじいおばあにあげる化学肥料の

補助金というのは金額的には非常にしれていると思います。できればその一括交付金の５

千万の補正でもいいですから付けてぜひ助けてやってあげてください。

次、村道ギズ線です。災害によりセンターへの通行が不能になった場合、そのゴミ処理

の方はどういうふうにやられるのかお考えがあるか教えてください。

○ 座間味昌茂村長

クリーンセンターへの通行ができなくなるとゴミ処理ができなくなります。そのときど

うするかということですが、おそらくお手上げでしょう。そういうことがないように早急

に災害の応急措置でもいいからやらないといけないと思っております。本格的な工事がで
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きるにしても25年度に県とはだいたいそういう話はついておりますけれども、その間に災

害が起こったらどうするかということでございますけれども、少ない予算でできる方法が

ないかと応急措置、この間いろいろ討論もしましたけれども金網をかぶせるにはあまりに

も莫大な費用が掛かりすぎるということ、そしていろんな方法があります。片側通行をし

て道の真ん中にパイルを打つと、４、５ｍのパイルを打ってそこに柵を作るという方法も

あるのではないかといろんな方法を今考えてそういうときに、いざというときにそういう

ことがないように早急にやっていきます。

○ ５番 小嶺勉議員

最近、けっこう落石が目立ちますけど、見ていたら大雨の後なんか見ましたら何か大崩

落の兆しではないかとさえ思いますけれども、ああいう場所で想定外というのはないと思

うんですが、なるべく早めに調査して計画立てて事業に移せるようにお願いしておきたい

と思います。

次、一括交付金、いろいろいっぱい出まして、私も何言っていいかわからなくなってき

たんですが、先ほど人材育成では島村議員が質問されておられましたが、この質問に私は

付け加えるしかありませんので、人材育成プラス人事交流ですね。人事交流を進めるとい

う考えはありませんでしょうか。村長。

○ 座間味昌茂村長

今の質問の人事交流というのは、例えば職員の交流であるのか、もし職員の交流であれ

ばできるだけそういうことはやっていきたいということは前から考えておりますが、なか

なか難しいところがあります。先日は短期的に文部省あたりからも職員を派遣しますよと

希望があればというお話もありました。そういうことを今後、できるだけそういうことを

仕向けていきたいというふうに思っております。

○ ５番 小嶺勉議員

前々からほんとうに言いたかったことは何でしょうか。人事交流はっきり言いまして、

行政マンということになると思うんですけど、人材育成にもいろいろありますので、今回

いろいろな面でやると人材育成に取り組むと先ほど答弁されておりましたので、そちらの

方は安心して聞いておりますけれどもできるだけ人事交流の方もぜひ進めていってほしい

と思います。

次、観光ですが、新しいフェリーとかしきも就航します。偶然か那覇市が各離島、４島

に助成を出すとすばらしいチャンスです。このチャンスを生かしてできるだけその助成金

を使い切るという考えで、那覇市民を渡嘉敷に呼び込むという努力を商工会、または商工

観光課連携して頑張ってほしいと思います。

この件に関して私もいろいろ那覇市民の方とか、感心のある方にちょこっとそういうの

がありますけどご存じですかと聞きましたら、皆さん喜んでぜひ行きたいとおっしゃる方

がほとんどです。そういうことを知らないという方は少ないです。薄々はだいたいわかっ
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ているけど、どういう中身なのかは、まだわからないという返事が多いです。これは那覇

市があとで啓蒙すると思いますけど、この件は那覇から一番近い渡嘉敷ということですか

ら、他島のこと言ったら失礼ですが、一番呼びやすい位置にあるわけですね。渡嘉敷はそ

れを呼び込めなかったということはなんでしょうか。努力が足りないということ。こうい

う近い島であって、あのぐらいの助成金があれば、宣伝の仕方によれば使い切ってもっと

呼び込めると思います。そういう考え、やり方持っているか、担当課長にお聞きしたいと

思いますが。

○ 大城良孝副村長

お答えしますけれども、これは渡嘉敷村に助成をするということではなくして、那覇市

民の皆さんに、船賃と一泊2千500円の補助をして、那覇市に住んでいる皆さんを渡嘉敷に

行ってもらうということですので、私たちにお金が入ってくるとか、そういったことでは

ありません。ただしっかりと商工会、あるいは担当課とも調整をしながら那覇市とも連携

をしながら、数以上の皆さんが渡嘉敷に足を運んで貰えるような努力は一生懸命やりたい

というふうに思います。

○ ５番 小嶺勉議員

渡嘉敷にお金を貰えるとは私は言ったつもりではありません。各４島に配分はあるわけ

ですよね。配分額が決まっているわけですよね。失礼、各４島ではなくて那覇市民に渡嘉

敷の分、何処の分というのはあるわけですよね。その分を使い切るぐらいの気持ちで宣伝

して、那覇市民を呼び込んでくださいということです。わかりますか。

○ 大城良孝副村長

はい、６月から那覇市は、この事業をスタートさせますけれども約600名ぐらいの人数

を想定しているようですけれども、１年間に600名は渡嘉敷村には、この補助事業で来て

くれるというふうに思っております。プラスアルファしてこれるように連携を取っていき

たいなということでございます。

○ ５番 小嶺勉議員

プラスアルファでもっともっと頑張っていただきたいと思います。

次、鳥獣対策実地隊、この実地隊は平成24年から始まるわけですけれど渡嘉敷で条例を

作って実地隊を作るわけですが、この実地隊というのは何名までか、限度はあるんでしょ

うか。商工観光課長ちょっと詳しいことわかりましたら教えてください。

○ 我喜屋元作商工観光課長

ただいまの質問でございます。鳥獣対策実地隊の隊員は何人までかということなんです

けれども、現在、渡嘉敷村鳥獣被害対策防止計画において有害鳥獣実地隊員は５名となっ

ております。

○ ５番 小嶺勉議員

これは渡嘉敷で例えば５人編制、10人編制、要するに５人編制をいくまでも作ってもい
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いわけでしょうか。

○ 我喜屋元作商工観光課長

実地隊の数は制限はございません。渡嘉敷村の現状を踏まえまして、今実地隊は１つと

いうことで隊員は５名となっております。隊員を増やすことに関しては、免許との絡みも

ありますので、随時免許を持っている方が現れれば隊員を増やしていってもできると思い

ます。

○ ５番 小嶺勉議員

あれは確か８月頃ですかね。免許講習があると私が覚えているのは、その件で24年度で

農林水産省が、その自治体１個に限って約200万の助成金ありますよね。その助成金を使

って、そういう人材育成といいますか、そういう講習に行かせたらいかがですか。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ 我喜屋元作商工観光課長

お答えします。その事業の中で免許の講習は可能となっております。

○ ５番 小嶺勉議員

そういう助成金を使ってできるだけメンバーを増やして、メンバーが多いということは

それだけ鳥獣を駆除する人間が多くなるということは、それだけ減らせるということです

から村の持ち出しはなるべく使わないで、そういう助成金を使ってそういう免許を取って

もらってメンバーを増やしてほしいと思います。渡嘉敷では隊は１つですけど隊を増やし

た市町村には今度国から助成金200万まで限度となっていますけど国から交付金が出ると

なっておりますが、ご存じでしょうか。

○ 我喜屋元作商工観光課長

今の質問ですけれども実地隊を多く設置すると交付金が多く貰えるということは情報と

して聞いておりません。

○ ５番 小嶺勉議員

農水省は次年度からこういう交付金制度も作っていきたいとある情報誌に載っていまし

たのでできれば、私が言いたいのは活用して頑張ってやっていただきたいと思うわけです。

これで私の質問を終わりたいと思います。

○ 小嶺源市議長

これで小嶺勉議員の一般質問を終わります。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれを持って散会いたします。ご苦労様でした。

(散会 午後６時00分)



平成24年

第１回渡嘉敷村議会定例会

第２日目

３月９日



- 77 -

平成24年第１回渡嘉敷村議会定例会は

平成24年３月９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６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 平 田 春 吉 出 ５ 小 嶺 勉 出

２ 當 山 清 彦 出 ６ 玉 城 保 弘 出

３ 島 村 武 出 ７ 小 嶺 源 市 出

４ 與那嶺 雅 晴 出

出席議員７名

会議録署名議員 １番 平田春吉議員 ２番 當山清彦議員

職務のため会議に出席した者の職氏名 議会事務局書記 仲間住恵

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 昌 茂 経済建設課長 神 里 敏 明

副 村 長 大 城 良 孝 教 育 課 長 小 嶺 正 之

教 育 長 新 垣 一 典 民 生 課 長 島 村 清

総 務 課 長 宮 平 昌 治 船 舶 課 長 大 城 良 辰

会 計 課 長 小 嶺 哲 雄 商工観光課長 我喜屋 元 作
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平成24年第１回渡嘉敷村議会定例会議事日程

平成24年３月９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 報告第１号 平成24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３ 同意第１号 渡嘉敷村教育委員会委員の任命について

第４ 議案第１号 南部広域行政組合規約の変更について

第５ 議案第２号 沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議について

第６ 議案第３号 渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の変更について

第７ 議案第４号 阿波連辺地に係る総合整備計画の変更について

第８ 議案第５号 汽船「フェリーけらま」496総トンの売船に関する覚書の締結につ

いて

第９ 議案第７号 渡嘉敷村公の施設指定管理者の指定（森林公園施設）について

第10 議案第８号 渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例について

第11 議案第９号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例

第12 議案第10号 渡嘉敷村鳥獣被害対策に関する条例

第13 議案第11号 平成23年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第５号）について

第14 議案第12号 平成23年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第３号）について

第15 議案第13号 平成23年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）に

ついて

第16 議案第14号 平成23年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）につ

いて

第17 議案第15号 平成23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18 議案第16号 平成23年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

追加日程１ 議案第17号 平成24年度渡嘉敷村一般会計当初予算について

追加日程２ 議案第18号 平成24年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算について

追加日程３ 議案第19号 平成24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

追加日程４ 議案第20号 平成24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

追加日程５ 議案第21号 平成24年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算について

追加日程６ 議案第22号 平成24年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算について

追加日程７ 選挙第１号 渡嘉敷村選挙管理委員会委員の選挙について
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○ 小嶺源市議長

おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。先ほどお願いしたように、

議事日程に入る前に黙祷をしたいと思いますので、ご起立をお願いしたいと思います。

あの悪夢のような出来事から１年が経過をしようとしております。1万5千人の方がお亡

くなりになり3千200名の方々がまだ行方不明という報道がなされております。被災地の1

日も早い復興とお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りして黙祷します。

黙祷始め。

黙祷終わります。

どうもありがとうございました。ご着席願います。

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120条の規定によって、１番平田春吉議員、

２番當山清彦議員を指名します。

日程第２、報告第１号、平成24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

議題にします。提案理由の説明を求めます。村長。

○ 座間味昌茂村長

おはようございます。本日の議事でございます。報告第１号、平成24年度沖縄県町村土

地開発公社事業計画の報告について、資料が配布されておりますが、平成24年度沖縄県町

村土地開発公社事業計画、それから平成24年度沖縄県町村土地開発公社予算、それに平成

24年度沖縄県町村土地開発公社資金計画、以上でございますけれども、土地開発公社の計

画書の報告でございます。よろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

これをもって質疑を終結いたします。

これより報告第１号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第３、同意第１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。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

同意第１号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命についてでございます。渡嘉敷村教育委員

会委員１人が平成24年３月31日をもって任期満了となるので、その後任を任命するため議
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会の同意を得る必要があるということで同意事項を出しております。

任命する委員は、

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

でございます。ひとつ同意のほど、よろしくお願いをいたします。

○ 小嶺源市議長

この採決は無記名投票で行います。

議場の出入口を閉めます。

ただいまの出席議員数は６名です。

次に立会人を指名します。

会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に３番島村武議員及び４番與那嶺雅晴議

員を指名します。

投票用紙を配ります。

念のために申し上げます。本案に賛成の方は「賛成」と、反対の方は「反対」と記載を

願います。なお、白票は反対とみなします。

投票用紙の配布漏れは、ありませんか。

（「なし」の声あり）

配布漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

（立会人投票箱を点検）

異常ないですね。

（「はい」の声あり）

異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。

事務局長が議席番号と氏名を読みあげますので、順番に投票願います。

○ 議会事務局長 仲間住恵

１番平田春吉議員。２番當山清彦議員。３番島村武議員。４番與那嶺雅晴議員。５番小

嶺勉議員。６番玉城保弘議員。

○ 小嶺源市議長

投票漏れはありませんか。

（「なし」の声あり）

投票漏れなしと認めます。

投票を終わります。
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開票を行います。

３番島村武議員及び４番與那嶺雅晴議員、立会をお願いします。

選挙の結果を報告します。

投票総数６票、内有効投票６票、無効投票０票です。

有効投票の内、賛成６票、反対０票です。以上のとおりです。

したがって日程第３、同意第１号、渡嘉敷村教育委員会委員の任命同意については原案

のとおり可決されました。

議場の出入口を開きます。

日程第４、議案第１号、南部広域行政組合規約の変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第１号、南部広域行政組合規約の変更についてでございますけれども、提案理由と

しては、平成24年５月１日から南部広域行政組合の共同処理する事務に一般廃棄物最終処

分場の設置及び管理運営に関する事務を加えることに伴い、南部広域行政組合規約を変更

する必要が生じたため地方自治法第290条の規定に基づき本案を提案することにいたして

おります。

別表のとおり詳細が示してありますよろしくご審議のほどをお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

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５、議案第２号、沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議についてを議

題とします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第２号、沖縄県介護保険広域連合規約の変更に関する協議についてでございます。

沖縄県介護保険広域連合事務所の位置の変更に伴い、沖縄県介護保険広域連合規約を変更

するため地方自治法第291条の11の規定に基づき関係地方公共団体の議会の議決が必要で

あるということでございます。現在は中頭郡の北谷町にありますけれども手狭であるとい

うことで、先日の理事会で、候補地が読谷、与那原、西原等が上がっておりましたが、本
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島の中心地がいいということで、読谷村に場所を変更するということで、そこに提案をし

ておりますので、よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第２号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第６、議案第３号、渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題といたし

ます。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第３号、渡嘉敷辺地に係る総合整備計画の変更についてでございます。辺地に係る

総合整備計画の変更については、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別

措置等に関する法律第３条第５条５項の規定により、議会の議決を必要といたしますので、

ここに提案をしております。これは事業の変更と新しいものの挿入等があって、これを提

案してあります。詳細については質疑に応じて担当の方に説明をさせます。よろしくお願

いをいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

よろしいですか。

進行しますよ。

（「進行」の声あり）

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第３号を採決します。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第７、議案第４号、阿波連辺地に係る総合整備計画の変更についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。
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○ 座間味昌茂村長

議案第４号、阿波連辺地に係る総合整備計画の変更についてでございます。辺地に係る

総合整備計画を変更することについては辺地に係る公共施設の総合整備のための財政上の

特別措置等に関する法律第３条第５項の規定により、議会の議決を求めるということでご

ざいますけれども、これも先ほどの３号議案と同じように場所の違う別々に計画されてお

りますので、これを提案をしたいと思います。よろしくご審議のほどをお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

進行してよろしいですか。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第４号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第８、議案第５号、汽船「フェリーけらま」496総トンの売船に関する覚書の締結

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第５号、汽船「フェリーけらま」496総トンの売船に関する覚書の締結でございま

す。

提案理由といたしましては、「フェリーけらま」の売船に関する覚書の締結については、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により議

会の議決を求めるということでございます。今回の「フェリーけらま」を売船することに

なりまして、広島県の有限会社八重垣船舶商会と覚書の締結をしたいということでござい

ます。金額が9千93万円の売船価格でございます。ひとつ、よろしくご審議のほどお願い

いたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

島村武議員。

○ ３番 島村武議員

「フェリーけらま」、これまで24年間、我が村にいっぺんの事故もなく大変な貢献をし

てくれた船が、さらにまた置き土産みたいに、これだけの売却額を残していってくれるた

いへんうれしいことです。

昨日の一括交付金の議論の中でも、私は基金創設をする可能性を提案したわけですけれ

ども、村長、このお金は村で村長の裁量一つで自由に使えるお金だというふうに理解をし
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ているわけですけれども、村長これを何に充当しようと思っていますか、この金額につい

て、何か計画しているようなことございますか。

○ 座間味昌茂村長

これは船舶特別会計の充当するということではございますけれども、基金を積立して、

次の高速船の更新時期があと何年か後にきますので、そういうものに充当したいというこ

とで基金積立をする計画にしております。

○ 小嶺源市議長

他に質疑ありませんか。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第５号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

日程第９、議案第７号、渡嘉敷村公の施設指定管理者の指定（森林公園施設）について

を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

休憩します。

再開します。

座間味昌茂村長、提案理由の説明求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第７号、渡嘉敷村公の施設指定管理者の指定（森林公園施設）について。

提案理由といたしましては、公の施設を指定管理者に管理委託することにより施設の利

用促進及び維持管理費の節減を図り、効率的な運営に資するため地方自治法第96条第11項

及び渡嘉敷村公の施設に係る指定管理者の規制の手続き等に関する条例第５条第１項の規

定によりこの案を提出するものであります。

これは森林公園施設の指定管理でございます。指定期間が24年４月１日から３カ年27年

３月31日まで３年契約ということになっております。

記

指定管理者 合資会社渡嘉敷ゲストハウス

代表者 山本 哲司

住所 字阿波連116番の１の１

指定管理者の指定をしたいと思っておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたし
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ます。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第７号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第10、議案第８号、渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第８号、渡嘉敷村税条例の一部を改正する条例についてでございます。経済社会の

構造の変化に対応した税制の構築を図るため、地方税法及び地方法人特別税法に関する暫

定措置法の一部を改正する法律等が交付されたことに伴い、本条例を改正する必要がある

ということで、ここに提案をしております。

これは、たばこ消費税の条例でございますが、別表がありますので、ご覧になってご審

議のほどをお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第８号を採決します。

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９号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を議題とします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第９号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例でございます。

これはこれまで渡嘉敷村鳥獣被害対策に関する業務に従事するための条例を改正する必

要があるということで、鳥獣被害対策の従事するものの報酬の条項がございませんでした

ので、そこに別表第１の末に、鳥獣被害対策実施体隊員の時給1千円を追加するというこ

とでございます。ひとつご審議のほどをお願いします。
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○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

質疑ありませんか。

平田春吉議員。

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第９号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第12、議案第10号、渡嘉敷村鳥獣被害対策に関する条例についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第10号、渡嘉敷村鳥獣被害対策に関する条例の制定についてでございます。村内に

おける有害鳥獣の円滑な駆除及び危害の要望を図りもて村民生活の安定と農林水産業の事

業の進行及び自然環境の保全に視するために鳥獣対策に関する条例を制定することにいた

しております。条例の項目は別紙の資料から６条までの条項を作成しておりますので、ご

覧の上ご検討をお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

進行しますよ。

よろしいですね。

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）

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11号、平成23年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第５号）についてを議

題とします。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長
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議案第11号、平成23年度渡嘉敷村一般会計補正予算（第５号）についてでございますけ

れども、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ということで、ここに第５号の一般会計補正予算を上げておりますけ

れども、歳入歳出それぞれ2千346万7千円を減額し、それぞれ12億8千866万6千円といたし

ております。別紙予算書がございますので、ご検討のうえご審議をお願いをいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

島村武議員。

○ ３番 島村武議員

まず、６ページの繰越明許費の件なんですが、昨日の一般質問から最近とみに繰越明許

費が多いんじゃないかというようなお叱りを受けておられたようですが、また今回も３件

が繰越明許費として上がってきているということでございます。

まず３点について、その原因といいますか、なぜ繰越しなければいけなかったか、どう

いう状況があって繰越をしたのか、それの説明をお願いします。

○ 神里敏明経済建設課長

村道阿波連線道路改良工事の繰越明許費ですけれども、この場所は嘉手苅地域から港湾

への新たに設ける道路の橋梁部分の工事で仮設桟橋工事でございます。平成23年度で８月

25日～12月２日の予定で、その仮設桟橋設置工事の箇所の磁気探査業務を行いました。磁

気探査行ったところ異常物、磁気探で異常物が見つかった箇所が多数出まして、掘り起こ

して確認する必要が出てきたということで県とも調整をしましたところ、そのままにする

わけにはいけないんで調査掘り起こして確認まで、工期延長してやらざるを得ないだろう

と県と調整いたしました。

磁気探査の方24日工期を延長いたしまして、12月26日までかかりました。その後にもち

ろん実際の工事は発注というかたちになりますけれども、入札が12月19日に行いまして、

21日の村議会定例会で提案して、ご承認していただいている工事であります。そういった

磁気探査の工期の延長等がございまして、年度内の完成が難しいために、今回、繰越を余

儀なくされまして明許費で計上してあります。

それからもう１件、村道阿波連線法面復旧工事ですけれども、その件につきましては12

月20日に入札いたしまして、工期の方が12月21日翌日から３月末までの日程でやりました

けれども、法面が崩れた箇所の折れている電柱、それからこれはＮＴＴさん、それから沖

縄電力さんの電柱ですけれども、その電柱に崩れた物がのっかっているということでこの

電柱を撤去しないとちょっと作業が進まないということで、電力それからＮＴＴさんと電

柱の撤去の調整がちょっと遅れたことが原因、それから施工上崩れた箇所、のり面の上部

の方切る際に安全策防護柵を造らないとちょっと危険だということで、新たに設計を変更

するかたちで仮設工の部分の設計の見直しを変更したという。この２つの原因で年内の施
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工が難しくなりまして、今回繰越明許費の方で提案させております。道路関係については

以上です。

○ 小嶺正之教育課長

繰越明許費の中で10款の教育費の小学校費へき地教員宿舎整備事業がありますけど、こ

の教員住宅については、阿波連小学校の教員住宅であります。この教員住宅の建築にあた

って設計する段階において土地とか調べってみたら、以前建築当時からの村有地に対して

隣の土地が131番地の小嶺勤さんという方の土地がくい込んでいたので、これを解消して

からということで、ちょっと用地の交渉からまずやりました。そして当初、用地の交渉で

は33年間、無料使用しているということで、その分の土地代を支払いしまして、さらに交

渉したところ教員住宅用地に入っている分を購入しようということで、お話しましたら、

地主の方から全筆買ってくれないかということがありまして、それで交渉で土地評価をし

てから交渉したということで430万ほどの価格で購入しました。

そのあと入札にかけたところ11月９日に第１回入札したところ不調になってしまって、

第２回、第３回と、３回も不調に終わってしまいまして、その間に１カ月を費やしてしま

ったということがありまして、現在の契約した業者とは３回目の入札の後で協議しまして

12月１日に契約ということになりまして、１カ月間の遅れがあったもんですから、この分

について繰り越して完成させるということで今上げています。

○ ３番 島村武議員

道路橋梁費については、聞くところ磁気探査反応が出たということなんで、やむを得な

い部分もあるのかなという思いはしますけれども、もうちょっと細かい部分は中身につい

て聞きたいと思いますけれども、10款の教育費、これ教育長、確か私の記憶では、平成22

年の当初予算で計上されたので、補正減額したやつですよね、これ。あれとは違うの？

○ 新垣一典教育長

22年度に計上してやる予定には、今回の教員住宅は含めれていないということで、新た

に23年度の事業として計画したものです。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

○ ３番 島村武議員

予算事業執行できなくて明許費入りをするということは、必ず何か不備があるわけでこ

の方については、やはり事前にきちっと調査することのよって解消できる問題というふう

に考えております。今後こういうことを指摘なれないように自分たちで責任をもって事業

計画したものは、その年度内で執行していただくと、よろしいですね。

次に移ります。補正予算も今回の2千346万円の内訳は、だいたい国や県の補助金、交付
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金それの減額だというふうに理解をしているわけですけれども、特に子どもたちの、わず

かな金額ではありますけれども、減額がだいぶあるのではないかということで、まず、36

ページ、これ労働費になりますけれども、緊急雇用創出事業臨時特例補助金、これ151万

の減額になっているわけですけれども、この減額の理由はどういうことでしょうか。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ 我喜屋元作商工観光課長

５款労働費の緊急雇用創出事業臨時特例補助金151万4千円の減額ですけれども、これは

緊急雇用創出ということで、村内の方で募集をかけましたところ１人といいますかね。応

募が少なくて、その分の減額になっております。募集をかけたんですけれども、応募がな

かったということであります。

○ ３番 島村武議員

募集をかけて人が集まらなかったから、できなかったと、結局、執行できなかったとい

うことだけど、これ100万という金額は大きいですよね。こういう状況の中で、これが村

に落ちていくわけだから100万円が経済活動の結果として出てくるのであれば、これ大変

なもんですよ。もう少し努力してもらって、何らかのかたちで集めてやってもらうと考え

ないと、結局はお返しをしなければいけないお金ということになってしまいますね。これ

をプールしといて直ぐ使えるというものであるならば、それはそれで良いのかもしれない

んだけれども、やはり現状で100万というのは大きいと思うので、この手のものは残さな

いようにきちっと使っていただくということを心がけてください。

次に移ります。41ページ水産関係ですけれども、水産業費ご承知のように、昨日の一般

質問の中からも申し上げておりますけれども、漁業組合というのはたいへんいろんな魚価

の落ち込み、需要の落ち込み等々で1万、2万円とかという予算を削りながら、あるいはそ

ういう事業を求めながらやっているような状況の中で、水産業奨励補助金の20万円が減額

を余儀なくされたと、使わないで、これまた余りましたということで予算が減額というか

たちになっているわけですけれど、これは元々何に対するどういう事業であったのか、そ

して、なぜ、できなかったのか。

○ 我喜屋元作商工観光課長

水産業奨励補助金ですけれども、これはこれまでマグロジャーキーの販売、化粧箱の、

これの作成、製作のための補助金でありましたけれども、今年度も執行する予定でいたん

ですが、漁業組合さんの方に確認をしたところ、もう今回は補助金は要求しないというこ

とで返事をいただいて、今回補正で減額にしております。

○ ３番 島村武議員

わかりました。この件については改めて漁協さんの方、確認してもう一度やりたいと思
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います。

次、教育費50ページになります。高度へき地修学旅行費、教育振興費ですけれどもこれ

の14万円が減額ということですが、これの内訳どちらの方を予定していたんでしょうかね。

社会見学派遣補助金、21節に修学旅行費が1万1千円というかたちですけれども、この減額

の理由は、どちらの方に計画をされていたのか。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ 小嶺正之教育課長

高度へき地修学旅行費、小学校の分が減額になったことは、これは社会見学等々と一緒

に抱き合わせて実施したので実績が減になったということです。沖縄本島内でです。

○ ３番 島村武議員

実施をしたということですね。

○ 小嶺源市議長

平田春吉議員。

○ １番 平田春吉議員

43ページの観光施設整備費の中の案内板製作請負費とありますよね。これの箇所、規模

を説明してくださいませんか。

○ 我喜屋元作商工観光課長

観光施設整備費の工事費案内板製作請負費25万2千の減額ですけれども、これは保護区

地域の指定の看板なんですけれども、アジサシの保護区の指定看板です。これの製作と設

置を予定しておりました。チービシの方は設置はしてあるんですけれども、クエフも設置

するということで、予算を計上しておりましたけれども、そこの地形が波がかぶって浜が

なくなるという状況があって、設置が今できないという状況で減額をしておりますけれど

も、これまた次年度以降に県が指定をするという方向にも動いておりますので、そのへん

も検討しながら、次年度以降どうするのか協議をして決定をしていきたいと思います。

○ １番 平田春吉議員

この件はチービシにアジサシの環境省の皆さんとやりましたよね。あれに追加してやる

ことはできなかったんですか。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ 我喜屋元作商工観光課長

残りのものもチービシの方にも看板を設置できなかったかということなんですけれど

も、これはチービシの方は協議をして看板はその場所ということで決定しておりますので、
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それ以上を設置するということは必要性がないというんですかね。そういうことで減額を

しております。

○ 小嶺源市議長

他に質疑ありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

これより議案第11号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

再開します。

日程第14、議案第12号、平成23年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第３号）につ

いてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第12号、平成23年度渡嘉敷村航路事業特別会計補正予算（第３号）でございます。

予算を定めるところについては、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

を必要としますので、ここに提案をしております。中身の概要は、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ3千306万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額それぞれ４億6千9万1千円

とする内容でございます。詳細については、担当課長の方から説明させますので、ひとつ

ご審議のほどをお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第12号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第15、議案第13号、平成23年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計補正予算（第５
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号）についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第13号、平成23年度渡嘉敷国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）について

でございます。予算に定めることについては地方自治法第26条第１項第２号の規定により

議会の議決を求めるということで提案をしておりますが、概要としては、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ522万9千円を追加し、歳入歳出の総額それぞれ1億1千701万8千円

とするということでございます。別紙予算書が添付されておりますので詳細については、

担当課長の方から説明させますので、ひとつご審議のほどをお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第13号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第16、議案第14号、平成23年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第14号、平成23年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について

でございます。

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必要といたしますので、提案を

しておりますが、内容の概要については、歳入歳出それぞれ21万4千円を減額し、歳入歳

出予算総額をそれぞれ580万2千円といたします。詳細については、担当の方から説明させ

ますので、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

（「進行」の声あり）

よろしいですか。

進行しますよ。
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これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第14号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第17、議案第15号、平成23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。

提案理由の説明を求めます。座間味昌茂村長。

○ 座間味昌茂村長

議案第15号、平成23年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）についてでご

ざいます。予算の定めることについては地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会

の議決を必要とすることで、提案をしておりますが、概要といたしましては、歳入歳出そ

れぞれ48万円を減額し、歳入歳出総額を7千807万9千円といたします。ご審議のほどをよ

ろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

平田春吉議員。

○ １番 平田春吉議員

議長、休憩お願いします。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第15号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

日程第18、議案第16号、平成23年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長
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議案第16号、平成23年度渡嘉敷村下水道事業特別会計補正予算（第２号）でございます。

予算の定めることについては、地方自治法第96条第１項第２号の規定により議会の議決を

必要としますので、ここに提案をいたします。概要といたしましては、歳入歳出総額にそ

れぞれ58万9千円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ1千154万9千円といたします。ご審

議のほどをよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

他に質疑ありませんか。

質疑なしと認めます。

これより議案第16号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

休憩します。

再開します。

午後より日程を追加して審議をいたします。

午後は１時半から再開します。

休息前に引き続き会議を開きます。

お諮りします。

３月12日に予定していた議案第17号を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたい

と思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

議案第17号を日程に追加し、追加日程第１として議題にすることに決定しました。

追加日程第１、議案第17号、平成24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。

○ 座間味昌茂村長

議案第17号、平成24年度渡嘉敷村一般会計当初予算についてでございます。予算を定め

るところについては、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

るために提案をいたします。概要としては、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ15億

2千96万5千円と定めるということでございます。他には一時借入金としての借り入れの最

高額は６億円と定めるということでございます。

別冊一般会計予算書が提出されておりますので、ご審議のほどをよろしくお願いいたし
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ます。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

與那嶺雅晴議員。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

交付金が上がることはないといいながら、この４年間ずっと交付金が上がってきており

ます。24年度もかなりの交付金で事業計画がされております。

35ページからいきます。これは昨日の一般質問にも少し絡むことかなと思って改めて質

疑します。旧建設課のプレハブ解体、これは何の目的で、今解体なさるんですか。

○ 宮平昌治総務課長

旧経済建設課が使用しておりました新庁舎の落成に伴いまして経済建設課も本庁舎に統

合されておりますので、もう必要性がなくなりましたので、解体するということにしてお

ります。建物自体もだいぶ傷たんでおりますので、そういうことも含めて解体をするとい

うことにしております。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

昨日の村長の答弁でしたら保育所を造るために解体をするというふうな、少しそういっ

たニュアンス的な話もあったんですけど、それも含めての解体ですかね。村長。

○ 座間味昌茂村長

総務課長から答弁があったようにいずれにせよ、解体しないといけない建物でございま

す。もう老朽化して使うことができないということですが、それも含めて旧保育所のプレ

ハブも各々かたづける予定をしておりますので、そこに建設ができればというふうな考え

も持っております。

○ ５番 與那嶺雅晴議員

それは保育所の問題は村民も期待してますので、ぜひお願いしたいと思います。

そのとき教育長、今、奥に入っている、以前に一般質問した石ですよ。ウニギラマの石、

あれ壊すときに前に出しておかないと、あとで何か建物造ったらもう出せなくなりますよ。

一応眼中に入れておいてください。

次、50ページ、これはゲートボール場の土地の賃借料、これね村長、小嶺議長が一般質

問したときにたぶんあれ９月でしたか、その土地は返しますと言っているけど、何でこう

してまた計上されてきているんですか。現在使っていないということで、村長はあの土地

は返しますということだったと、私、記憶してますけど。

○ 座間味昌茂村長

返還の通知を各々の地主に出しておりますが、まだ返事はいただいていないというのが
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事実でございます。ここにある賃借料のことについては、少し総務の方から説明させます。

○ 宮平昌治総務課長

先ほど村長がご答弁なさったとおりでございますが、各地主の方には、24年１月１日か

ら返還をしたいというふうな文書を送っておりまして、これが全員回答をいただけてない

部分もありますので、解約に応じていただけないという場合も想定して予算を計上してい

るということでございます。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ ５番 與那嶺雅晴議員

次いきます。69ページ、処理施設の件ですけど、今年も1千887万2千円の焼却費用が計

上されております。ダイオキシンの測定分析業務料、これは毎年同じ業者がやっているの、

こういったの入札とか、見積とか取ってるの？

○ 島村清民生課長

お答えいたします。今の件ですが、３社見積で実施しております。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

○ ４番 與那嶺雅晴議員

次いきます。77ページ、調査測量設計管理業務委託料1千124万2千円、これは何の測量

であるのか、下の方の排水工事の件なのか、これの説明をお願いします。

○ 神里敏明経済建設課長

調査測量設計監理業務委託料、これは24年度で計画しております渡嘉敷地区２号排水路

改修工事、それから安座間排水路改修工事それから４号路排水路改修工事に伴う施工管理

業務になっております。

○ 小嶺源市議長

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

當山清彦議員。

○ ２番 當山清彦議員

37ページの総務費、サーバー及びホームページ更新業務リース料金について197万9千円

が計上されております。この詳細についてお願いします。

○ 小嶺源市議長

休憩します。
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再開します。

○ 宮平昌治総務課長

お答えいたします。サーバー及びホームページ更新業務リース料金197万9千円でござい

ますが、これはサーバーのリース料金、それからホームページのリース料金ということで、

今年発生しているものではなくて、毎年発生している金額が、この金額というこことで前

年度並の金額になっております。

○ ２番 當山清彦議員

昨日ホームページについて質問させていただきましたが、12月の補正で150万それで今

リニューアル中ということで、ホームページに年間補正も合わせますけど340万も掛かっ

ているわけでございます。そこで、村長も答弁されたと思いますが、ホームページの更新

なりできる担当職員を配置するというような答弁もあったと思います。そして昨日も島村

議員の質問の中でもソフト分野に力を入れるという質問の中でも、そういう職員も考える

というお考えでしたが、これだけのお金をかけるんでしたら、人一人雇う方が、雇用も生

まれますので、いいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

このことに関しましては、前から私もそういうことを申し上げておりますけれども、こ

れ確かに、現在のこういう事務関係の、これだけのものが委託料が出るということはおそ

らく専門職を雇えるんじゃないかということが考えられます。これから先もこういうこと

がどんどん増えていくのか、そのへんを総合的に考えて今おっしゃることをできるだけ実

現するようにしたと考えております。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひとも、なるべく早期的に、これは実現させていただきたいと思いますので、どうで

しょうか、何時までにできるというような、村長のお考えでもかまいませんので、そうい

った人材を採用する、採用しないというのは、次年度中にあるのかどうかお願いします。

○ 座間味昌茂村長

このことに関しては、まだ他の町村で、そういうことをやっているのは、どういうふう

にやっているのか、専門職をおいているところ等を参考にしてできるだけ早くというよう

なことは考えております。

○ ２番 當山清彦議員

次の質問に移ります。69ページ、衛生費、処理施設費の中のゴミ処理施設修繕費そして

焼却施設等、燃料費についてですが、担当の職員に聞いたんですが、相当老朽化が進んで

燃費も悪いと、そして回転率も悪くなっているというふうに伺ったんですが、今回ゴミ処

理施設修繕費330万計上されていますが、これを修繕して燃費の方はちゃんと下がるのか、

それとも新しく焼却炉を入れた方がいいのかを民生課長お願いします。

○ 島村清民生課長
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今の質問の件ですが、施政方針の中にもございますが、毎年多額の修繕費用が掛かって

おります。そういうことで県にもお願いしまして、せめて25年度移行にといいますか、な

るべく早い時期に修繕ができないか、基幹改良ができないかというところを今検討してい

るところでございますので、できれば早いうちに基幹改良してリニューアルできればなと

今考えているところでございます。

○ ２番 當山清彦議員

ぜひとも早期的にリニューアルしていただきたいんですが、今回の330万の修繕費で燃

費の改善はあるのかをお願いします。

○ 島村清民生課長

お答えします。今回の改良で燃費も含めまして、さらにどういった故障が出るかもしれ

ませんので、それも含めて予算計上してございますので、緊急時にも対応できるようにと

いうことですので、もちろん燃費の軽減も含めて修理ができるようにしたいと思います。

○ ２番 當山清彦議員

ありがとうございます。私からは以上です。

○ 小嶺源市議長

他に質疑ありませんか。

玉城保弘議員。

○ ６番 玉城保弘議員

商工費についてお伺いします。昨日、私も商工観光課に係わるような質問をしておりま

すので、少し確認をさせてください。今年度1千800万ほどアップになっておりますけれど

も、ずっと見てますけれども新たな事業を取り組まれているのか、というのが１点で1千8

00万円ほど上がっていますけど、前年度と違うのは何なのか、ちょっと説明していただい

てよろしいですか。新たな事業があるのかも含めて。

○ 我喜屋商工観光課長

商工費についてでございますが、商工総務費で1千800万円ほど増額になっておりますが、

これは人件費ということでございます。それから旅費関係も増額しております。それから

印刷製本費、それから観光広告費、そういったものが増えていて、あと備品購入費の方で

車両の購入が増えていることで、全て一括交付金を充当している事業となっております。

○ ６番 玉城保弘議員

新たな事業と申しましたけれども昨日の続きになるような気がいたしますけれども、講

師を呼ぶとかという話もでましたけれども今年度予算には組まれていないと、村長いかが

ですか今後補正でも上げる予定はあるんでしょうか。

○ 座間味昌茂村長

昨日の施政方針等でもお答えしましたので、そのことはまだ予算化していない一括交付

金を充ててそういう面では非常に使い勝手がいいということも言われておりますので、そ
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れで今やる予定にしてあります。

○ ６番 玉城保弘議員

ぜひ補正の方で組んでいただけたらなと思います。

もう１件だけよろしいでしょうか。93ページ、一番気になるかなりウエートを占めてい

る防災無線の方で1億4千900万ですか、昨日から話が出ております本当にデジタル化をし

て、実際に使ったときにトラブル発生しないかという質問が出ております。もちろん大丈

夫だからということで、もちろん発注を掛けるわけですけれども、少し今と違うところ何

が変わって大丈夫なのかとか、例えばアンテナが増えるんだとか、ただ機器だけを交替し

て大丈夫なのか、先ほど見積書を見せていただけたんですが、専門過ぎてちょっとわかり

ずらい部分があるんで、大まかでかまいません、どういうふうに変わってデジタル化する

というような説明ができたらお願いいたします。

○ 宮平昌治総務課長

防災行政無線、今のアナログ方式からデジタル方式に入れ替えるということでございま

すが、これまで機器の充実といいますか、整備する際に、今のアナログ方式は、もう部品

がありませんとか、今の状態で補修するのは、ちょっとどうかなという業者からのアドバ

イスもありまして、30何年も経つ設備ですので、そういう等々から考えますと今の状態で

は今後の整備については、ちょっと無理があるということ等も含めて、デジタル化にする

ということにしております。テレビなんかでもデジタル化に移行しているということでお

わかりだと思うんですが、そういうこともありますし、今回のデジタル化に一番大きいな

といいますか、阿波連地区の方に漁港方面ですか、その当たりに１基を増やそうという見

積取っております。今の性能よりも私も細かいことわかりませんが、デジタルにすれば落

ちることはないだろうと、たぶん今のよりもアップするんじゃないかというふうな考えは

持っております。

○ 小嶺源市議長

他に質疑ありませんか。

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

島村武議員。

○ ３番 島村武議員

15億2千万あまりの久々の大型予算になりますね。前年比2億5千万、これも一括交付金

だと思っておりますけれども、村長も今期は８事業に総事業費1億9千万計上し、また交付

金の残である約7千500万が負担含めると9千万ぐらいになりますけれども、それも合わせ

さらに繰越をしてきた３事業、1億1千万、これをプラスするとたいへんな今期の予算にな

るというふうに思っておりますけれども、これを執行していくのは、並大抵の努力ではで
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きないのではないかというふうに考えております。

特に交付金の残になります約総事業費が9千万円にもなろうという、その分については

これから使い道等々もいろいろ募集をしていき、議会等との打ち合わせ等もしながら使い

道もやっていくということでありますけれどもそうなりますとさらに時間もかかる当然予

算執行に相当おわれるのではないか、得てしたら執行できなくて予算残ができ、返還を求

められないかといような思いもあるわけですけれども、この予算のほぼ18億程度になろう

かと総予算、これを今年度執行していくために、どのようなお覚悟を持っておられますか。

それをお伺いしたいと思います。

○ 座間味昌茂村長

今おっしゃるように、並大抵の努力ではできなというようなことだと考えております。

これは前年度の繰越とか明許繰越あたりが出てきます。そうするうちに次の事業は始まり

ます。そのへんを間をおかずにどんどんやっていかんといけないと思いますけれども、こ

れは職員一人ひとりの何といいますか、気持ちの持ち方、そういうものに集中できるかど

うかにかかってくると思いますので、そのへん全体力を合わせて最大限の努力をしていく

ようにさせます。そして特に交付金の繰越等が原則的にできないという単年度予算でござ

います。他の予算もそうですけれども、できるだけそういうことを主眼において職員一人

ひとり一所懸命やるように、心新たにしてやっていきたいというふうに、ご迷惑をかけな

いように予算を執行していきたいと考えております。

○ ３番 島村武議員

覚悟だけではできないかもしれませんけれども、その覚悟を持ってやっていかないと、

おそらくできないだろうというふうに思っています。頑張って執行してください。

同じ質問ですけれども、ご承知のように副村長のお仕事というのは島で常時、目を光ら

せているようなことでは、なかなか職責は務まらないとさまざまな組織があって島を留守

にするケースも多々あります。したがって現場で陣頭指揮を取って、この予算を隅々まで

目通し執行させていく先頭に立つべき人間は、これは副村長の役目であろうと思っており

ますけれども、副村長がどれだけ各課の執行状況を把握し、どうやって導いていくかとい

うのは、あなたの肩にかかっている部分が特に大きいと思っております。同じようにお伺

いしますあなたの覚悟。

○ 大城良孝副村長

先ほど村長からも答弁がありましたけれども、各課長、職員と一体となって目的が十分

に達せられるように一所懸命頑張っていきたいというふうに思います。

○ 小嶺源市議長

他に質疑ありませんか。

進行しますよ。

（「進行」の声あり）
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これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第17号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

３月12日に予定していた議案第18号を日程に追加し、追加日程第２として議題にしたい

と思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

議案第18号を日程に追加し、追加日程第２として議題にすることに決定しました。

追加日程第２、議案第18号、平成24年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算についてを

議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第18号、平成24年度渡嘉敷村航路事業特別会計当初予算についてでございます。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

要としますので、ここに提案をいたします。概要は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それ

ぞれ5億5千414万2千円と定めます。一時借入金の借入最高額は2億円と定めるということ

でございます。

別冊の予算書を添付してありますので、ひとつご審議をよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

他に質疑ありませんか。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第18号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

暫時休憩します。

再開します。

お諮りします。
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３月12日に予定していた議案第19号を日程に追加し、追加日程第３として議題にしたい

と思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

議案第19号を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに決定しました。

追加日程第３、議案第19号、平成24年度渡嘉敷村国民健康保険事業特別会計当初予算に

ついてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第19号、平成24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でござい

ます。平成24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ということで提案をしてお

ります。概要は、歳入歳出の総額は歳入歳出それぞれ１億279万7千円と定めるということ。

一時借入金の借入の最高額を3千万円と定めるということでございます。

別冊、予算書を添付してありますので、ひとつご審議のほどをよろしくお願いいたしま

す。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

休憩します。

再開します。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第19号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

３月12日に予定していた議案第20号を日程に追加し、追加日程第４として議題にしたい

と思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

議案第20号を日程に追加し、追加日程第４として議題とすることに決しました。
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追加日程第４、議案第20号、平成24年度渡嘉敷村後期高齢者医療特別会計当初予算につ

いてを議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第20号、平成24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でございま

す。24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ために提案をしております。予算額

の大まかな内容は、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ554万円と定めるということ

でございます。借入の最高額は500万円と定めるということでございます。

予算書を添付してありますので、ひとつご審議のほどをよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

進行してよろしいですか。

（「進行」の声あり）

質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第20号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

３月12日に予定していた議案第21号を日程に追加し、追加日程第５として議題にしたい

と思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

議案第21号を日程に追加し、追加日程第５として議題とすることに決定しました。

追加日程第５、議案第21号、平成24年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算につい

てを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第21号、平成24年度渡嘉敷村簡易水道事業特別会計当初予算についてでございます。

平成24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求めるということで提案をしております。

予算額の内容といたしまして、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ7千760万8千円と
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定めること。一時借入金の最高額が3千万円とするということでございます。

別添、予算書を添付してあります。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

與那嶺雅晴議員。

○ ５番 與那嶺雅晴議員

７ページの水質検査委託料で220万計上されています。最近、渡嘉敷の水が悪いのかど

うかわからないけど、ほとんど村民がリッター10万円という水を買って飲んでいる経緯が

あるんだけれど、質的にどうなの課長。島の水は。

○ 神里敏明経済建設課長

本村の簡易水道につきましては、毎月水質検査をしております。特に水質が悪くて飲め

ないということはございません。

○ 小嶺源市議長

他に質疑ありませんか。

進行しますよ。

これをもって質疑を終結いたします。

これより議案第21号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

３月12日に予定していた議案第22号を日程に追加し、追加日程第６として議題にしたい

と思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

議案第22号を日程に追加し、追加日程第６として議題とすることに決定しました。

追加日程第６、議案第22号、平成24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。

提案理由の説明を求めます。

○ 座間味昌茂村長

議案第22号、平成24年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算についてでございます。

平成24年度渡嘉敷村下水道事業特別会計当初予算を定めることについて、地方自治法第96

条第１項第２号の規定により議会の議決を求めるということで提案をしております。事業

の大まかな予算内容でございますけれども、歳入歳出それぞれ1千183万円と定める。一時



- 105 -

借入金の借入の最高額1千万円と定めます。

別冊、予算書を添付してありますので、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。

○ 小嶺源市議長

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」の声あり）

質疑なしと認めます。

これより議案第22号を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

お諮りします。

３月12日に予定していた選挙第１号を日程に追加し、追加日程第７として議題にしたい

と思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。

選挙第１号を日程に追加し、追加日程第７として議題とすることに決定しました。

追加日程第７、選挙第１号、渡嘉敷村選挙管理委員会委員及び補充委員の選挙について

議題といたします。

お諮りします。

選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって指名推薦にしたいと

思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。

お諮りします。

指名の方法は議長が指名することにしたいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって議長が指名することに決定いたしました。

選挙管理委員には、小嶺均氏、米田正広氏、小嶺明氏、新城弘美氏、以上の方を指名い

たします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名しました小嶺均氏、米田正広氏、小嶺明氏、新城弘美氏を選挙管理
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委員の当選人に定めることに、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。したがって、ただいま指名しました小嶺均氏、米田正広氏、小

嶺明氏、新城弘美氏、以上の方が選挙管理委員会委員に当選されました。

次に選挙管理委員補充員に、棚原盛夫氏、新垣克八氏、仲村隼人氏、金城直美氏以上の

方を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま議長が指名しました棚原盛夫氏、新垣克八氏、仲村隼人氏、金城直美氏を選挙

管理委員補充員当選人と決定することについて、ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

ご異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました、棚原盛夫氏、新垣克八氏、

仲村隼人氏、金城直美氏、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。

次の補充の順序についてお諮りします。

補充の順序は、ただいま議長が指名した順序にしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって、補充の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定

したいと思います。

お諮りします。

会議規則第45条の規定により、平成24年度渡嘉敷村議会第１回定例議会において議決さ

れた事件、条項、字句、数字、その他整理を議長に一任することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって本定例会に議決された、事件、条項、字句、数字、そ

の他の整理を議長に委任することに決定しました。

お諮りします。

本定例会に付された事件は全て終了しました。したがって会議規則第７条の規定によっ

て本日で閉会したいと思います。

ご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしと認めます。したがって本定例会は本日で閉会することに決定しました。

これで本日の会議を閉じます。

平成24年第１回渡嘉敷村議会定例会を閉会いたします。

どうもご苦労様でした。

(閉会 午後２時50分)
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