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令和２年 

 

第１回伊是名村議会定例会会期日程 

 

会 期  ４日間     

自 令和２年３月１０日 

至 令和２年３月１３日 

月  日 曜日 会議、休会、その他 

３月１０日 火 
本会議(開会、諸般の報告、行政報告、施政方針説明、 

村内視察、一般質問） 

３月１１日 水 本会議（議案審議） 

３月１２日 木 休会（予算説明会） 

３月１３日 金 本会議（議案審議、閉会） 
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（議決結果） 

令和２年第１回伊是名村議会定例会議決一覧 

議案番号 件       名 
議 決 

年月日 

議決の 

結 果 

承  認 

第 １ 号 

専決処分の承認を求めることにつ

いて 

令和２年 

３月１０日 
承  認 

承  認 

第 ２ 号 

専決処分の承認を求めることにつ

いて 
〃 承  認 

議  案 

第 １ 号 

伊是名村職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例 

令和２年 

３月１１日 
原案可決 

議  案 

第 ２ 号 

伊是名村現業職員の給与の種類及

び基準に関する条例 
〃 原案可決 

議  案 

第 ３ 号 

伊是名村固定資産評価審査委員会

条例の一部を改正する条例 
〃 原案可決 

議  案 

第 ４ 号 

伊是名村立幼稚園預かり保育料条

例 
〃 原案可決 

議  案 

第 ５ 号 
伊是名村定住促進住宅条例 〃 原案可決 

議  案 

第 ６ 号 

伊是名村特定教育・保育施設及び特

定地域型保育事業の利用者負担額

等に関する条例の一部を改正する

条例 

〃 原案可決 

議  案 

第 ７ 号 

あらたに生じた土地の確認につい

て 
〃 原案可決 

議  案 

第 ８ 号 
字の区域の変更について 〃 原案可決 

議  案 

第 ９ 号 
辺地総合整備計画の策定について 〃 原案可決 

議  案 

第１０号 

令和元年度伊是名村一般会計補正

予算（第６号） 
〃 原案可決 

議  案 

第１１号 

令和元年度伊是名村国民健康保険

特別会計補正予算（第２号） 
〃 原案可決 

議  案 

第１２号 

令和元年度伊是名村簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号） 
〃 原案可決 
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議  案 

第１３号 

令和元年度伊是名村港湾整備事業

特別会計補正予算（第２号） 

令和２年 

３月１１日 
原案可決 

議  案 

第１４号 

令和元年度伊是名村船舶運航事業

特別会計補正予算（第３号） 
〃 原案可決 

議  案 

第１５号 
令和２年度伊是名村一般会計予算 

令和２年 

３月１３日 
原案可決 

議  案 

第１６号 

令和２年度伊是名村国民健康保険

特別会計予算 
〃 原案可決 

議  案 

第１７号 

令和２年度伊是名村後期高齢者医

療特別会計予算 
〃 原案可決 

議  案 

第１８号 

令和２年度伊是名村簡易水道事業

特別会計予算 
〃 原案可決 

議  案 

第１９号 

令和２年度伊是名村農業集落排水

事業特別会計予算 
〃 原案可決 

議  案 

第２０号 

令和２年度伊是名村港湾整備事業

特別会計予算 
〃 原案可決 

議  案 

第２１号 

令和２年度伊是名村船舶運航事業

特別会計予算 
〃 原案可決 

議  案 

第２２号 

令和２年度伊是名村育英事業特別

会計予算 
〃 原案可決 

同  意 

第 １ 号 
教育長の任命について 〃 同  意 

同  意 

第 ２ 号 
教育委員会委員の任命について 〃 同  意 

発  議 

第 １ 号 

北部地域基幹病院整備に関する意

見書 
〃 原案可決 

発  議 

第 ２ 号 

北部地域基幹病院整備に関する要

請決議 
〃 原案可決 
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令和２年第１回伊是名村議会定例会会議録 第１号 

招集年月日  令和２年３月１０日 

招集の場所  伊是名村議会議事堂 

開会・閉会 

議長の宣告 

開会 令和２年３月１０日 １０時３０分 議長 宮城安志 

散会 令和２年３月１０日 １５時３６分 議長 宮城安志 

 

議員の出席及び欠席 

出席１０名 欠席０名 

議席番号 氏   名 出欠別 議席番号 氏   名 出欠別 

１ 前 川 秀 和 出  席 ８ 前 田  清 出  席 

２ 宮 城 義 秀 〃 ９ 東 江 克 伸 〃 

３ 仲 田 正 務 〃 10 潮平そのみ 〃 

５ 東 江 清 和 〃 11 宮 城 安 志 〃 

６ 東 江 源 也 〃    

７ 伊 禮 正 徳 〃    

 

会議録署名議員 

６番 東 江 源 也 ７番 伊 禮 正 徳 

                                  

職務のため会議に出席した者の職氏名 

議会事務局長 高 良 和 彦 議会事務局主事 久 高 孝 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職氏名 

職  名 氏  名 職  名 氏  名 

村 長 前 田 政 義 農林水産課長 諸 見 直 也 

副 村 長 奥 間  守 建設環境課長 末 吉 長 吉 

教 育 長 名 嘉  正 教育振興課長 濱 里  篤 

総 務 課 長 兼 元 清 永 住民福祉課長 諸見美奈子 

会 計 管 理 者 前 田 秀 光 商工観光課長 前 川 栄 進 

企画政策課長 神 田 宗 秀   

会議の経過 別紙のとおり 
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会議に付した事件       令和２年３月１０日 

 会議録署名議員の指名 

 会期の決定 

 諸般の報告 

 行政報告 

 施政方針説明 

 村内視察 

 一般質問 

 専決処分の承認を求めることについて 

 専決処分の承認を求めることについて 
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令和２年第１回伊是名村議会定例会議事日程（第１号） 

１．開 議 午前１０時３０分 

２．付議事件及び順序      令和２年３月１０日（火） 

日程番号 議案番号 件     名 

１  会議録署名議員の指名 

２  会期の決定 

３  諸般の報告 

４  行政報告 

５  施政方針説明 

６  村内視察 

７  一般質問 

８ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

９ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 
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令和２年第１回伊是名村議会定例会一般質問通告書（総括） 

質 問 者 質 問 事 項 質問の相手 

前 川 秀 和 
臨海施設屋内プールの改修計画に伴い多目的レ

クリエーション施設への転換整備について 
村 長 

仲 田 正 務 

１.村道クイジ線、村道千原線の交差点改良に 

ついて 

２.村道サンゲナ線沿い(法面)景観対策につい

て 

村 長 

宮 城 義 秀 介護職員初任者研修の村内実施について 村 長 

伊 禮 正 徳 

１.仲田港湾整備状況について 

２.「いいな運天港いちゃり場まつり」実施状況

について 

村 長 

東 江 源 也 令和２年度施政方針について 村 長 

東 江 清 和 
伊是名村廃棄物処理に係わる、コンクリート系 

一般廃棄物の処理問題について 
村 長 
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議長（宮城安志）  

 ただいまから令和２年第１回伊是名村議会定例会を開会いたしま

す。  

 ただいまの出席議員は１０名です。  

 これから本日の会議を開きます。      （午前１０時３０分） 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでございます。 

 これより本日の議事日程に入ります。  

 日程第１  

 会議録署名議員の指名を行います。  

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、

６番東江源也議員、及び７番伊禮正徳議員を指名いたします。  

 日程第２  

 会期の決定の件を議題とします。  

 お諮りします。本定例会は、本日３月１０日から１３日までの４日

間としたいと思います。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、会期は本日３月１０日から１３

日までの４日間に決定いたしました。  

 なお、会期中の会議予定等は、お手元に配付の会期日程表のとおり

であります。  

 日程第３  

 諸般の報告を行います。令和元年１２月１日から令和２年２月２９

日までの諸般の報告を行います。報告書を配付しておりますので、要

点だけを朗読し、報告したいと思います。  

 １２月１２日（木）、伊是名村教育の日に伊是名村生涯学習発表会

が開催され、全議員で参加し、展示物及び舞台発表見学をいたしまし

た。  

 １２月１７日（火）、第４回定例会が招集され、２日間の日程で一

般質問、議案審議を行いました。  

 １月１日（水）、村成人式が産業支援センターで開催され、全議員
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各位と参加し、２４名の新成人を激励いたしました。  

 １月７日（火）、令和２年もずく操業祈願祭が加工所で開催され、

全議員参加のもと、操業中の安全祈願を行いました。  

 同日、消防団出初式が産業支援センターで挙行され、議会を代表し

て祝辞を述べ、団員を激励いたしました。  

 １月１４日（火）、国、県、出先機関の長及び関係団体等と北部市

町村との新年会が開催され、副議長と一緒に出席いたしました。  

 １月２５日（土）、本島の伊是名村郷友会、新年会がマリエールオー

クパイン那覇で開催され、全議員各位と参加いたしました。  

 ２月１３日（木）、「北部地域基幹病院について」県との合意案に

ついて２月４日決定し、その整備に関する意見書を北部振興会、北部

市町村議会議長会で県知事及び県議会議長に対し、手交式を行いまし

た。  

 ２月１９日（水）、離島振興市町村議会議長会第１１回定例会が自

治会館で開催され、参加しました。  

 総会終了後、離島村議会議員及び職員研修会が開催され、全議員が

参加いたしました。  

 ２月２０日（木）、町村議会議長会議員・事務局職員研修会が南風

原町中央公民館で開催され、全議員が参加いたしました。  

 次に、村監査委員から地方自治法第２３５条の２第３項の規定に基

づいて、令和元年９月分から１１月分の例月現金出納検査結果報告書

が提出されております。  

 また、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき、令和元年度定

期監査の結果報告書及び教育長から地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条第１項の規定に基づき平成３０年度分の「教育に

関する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価の結果に

関する報告書」が提出されており、写しを配布しております。  

 以上で、諸般の報告を終わります。  

 日程第４  

 行政報告を行います。村長から行政報告の申し出があります。これ
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を許します。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは行政報告を申し上げる前に一言ご挨拶を申し上げます。  

 令和２年第１回伊是名村議会定例会を招集しましたところ、全員お

揃いでご参集下さいまして、誠に有難うございました。  

 ご承知のとおり、中国武漢市を発生源とした新型コロナウィルス感

染症が世界中に拡散をし、世界中ではいま１０万人を超す感染者がい

ると。また、国内においてもクルーズ船や、あるいはチャーター機を

除いた国民が５００人を超すというふうに言われて、大変深刻な事態

となっており、国では緊急事態宣言をいま検討しているところであり

ます。  

 本村におきましても学校の休校とか、各方面で支障が出てきている

と、当分、そういう状態が続くんではないかと、イベントの中止や、

あるいはまた自粛というふうなこともあって、経済的にもいま大変混

乱している時期であります。  

 本村におきましても村民が感染しないようにと保健センターや診

療所等、医療機関を中心に連携をして予防対策をしていきたいという

ふうに考えております。よろしくお願いをいたします。  

 本定例議会には、専決処分案が２件、条例の改正・制定６件、そし

て辺地総合整備計画１件、人事案件２件、また村有地の取得等に関す

る案件が２件、補正予算が５件、令和２年度、新年度予算の案件が８

件と、計合わせて２６件提案をしておりますので、どうぞよろしくお

願いをいたします。  

 それでは、令和元年１２月１日から令和２年２月２９日までの行政

報告を申し上げたいと思います。  

 なお、要点だけ読み上げて朗読し、あとはお目通しのほど、よろし

くお願いいたします。  

 １ページをお願いします。１２月３日（火）フラワーポット贈呈式

が山内浩本部警察署長他４名が見えて、役場職員１０名、そして諸見

子ども・女性等安全・安心見守り事業に伴う方々が１０名と、合わせ
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て２４名が出席をして、贈呈式を役場の玄関前で行っております。  

 ８日（日曜日）、北部基幹病院合意書修正案についての他総会等が

あって出席をいたしました。  

 １２日（木曜日）、伊是名村教育の日において、第２７回生涯学習

発表会があり、出席をいたしました。  

 また同日、伊是名小学校用地測量業務が着手しております。  

 １３日（金曜日）、島袋総子沖縄総合事務局農林水産部水産課企画

指導官一行が見えて、伊是名漁港、そして勢理客漁港の現地視察を

行っております。  

 １５日（日曜日）、第４３回全国植樹祭に出席をいたしました。  

 同日、令和元年度伊是名村立幼稚園・小学校・中学校合同学習発表

会があり、副村長が出席をいたしております。  

 １７日（火曜日）、第４回定例議会招集があり、１２月１７日から

１２月１８日までの会期でありました。  

 ２１日（土曜日）、菅義偉官房長官と北部１２市町村長との懇談会

があり、出席をいたしました。その中において伊平屋・伊是名架橋整

備を早期に実現していただきたいという要望をいたしております。  

 ２７日（金曜日）、伊是名村役場新庁舎建設基本計画策定業務が着

手しております。  

 令和２年１月１日（水曜日）、令和２年成人式、令和２年船舶航海

安全祈願があり、出席をいたしました。  

 ６日（月曜日）、令和２年役場年始式において訓示をいたしており

ます。  

 また同日、土地改良区の年頭訓示も行っております。  

 また令和２年ＪＡ製糖操業式があり、出席をいたしました。  

 ７日（火曜日）、伊是名漁協もずく操業祈願があり、出席をいたし

ました。  

 伊是名村消防団出初め式、同じく出席をいたしております。  

 ８日（水曜日）、伊是名村新春の集いがあり、出席をいたしました。 

 また同日、沖縄県市町村長研修会並びに年始会があり、これには副
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村長が出席をいたしております。  

 ３ページお願いします。９日（木曜日）、伊平屋村新春の集いがあ

り、出席をいたしました。  

 １１日（土曜日）、令和２年仲田郷友会合同生年祝いがあり、出席

をいたしました。  

 １４日（火曜日）、北部市町村会総会、北部基幹病院合意書に係る

意見交換会、そして令和２年国・県出先機関の長及び関係団体等と北

部市町村との新年会があり、出席をいたしました。  

 また同日、沖縄県町村会視察研修会が１月１４日から１月１８日ま

で奈良県の橿原市において行われ、これには副村長が出席をいたして

おります。  

 ２３日（木曜日）、伊是名村役場庁舎建設委員会委員委嘱状交付式

がありました。  

 その中において委員長に宮城義秀氏、副委員長に奥間守氏が選出さ

れております。  

 事業の主な概要としましては、まず事業名が市町村役場機能緊急保

全事業債。  

 充当率が起債対象経費の９０％以内。交付税措置が起債対象経費の

７５％を上限に、元利償還金の３０％を基準財政需要額に算入する。 

 この制度は、令和２年度までに実施設計に着手した事業については、

令和３年度以降も現行同様、地方財政措置を講ずるというふうになっ

ております。  

 ２４日（金曜日）、銘苅家防火訓練があり、出席をいたしました。 

 ４ページお願いします。２５日（土曜日）、令和２年伊是名村郷友

会新春の集い受賞者祝賀激励会があり、出席をいたしました。  

 ２７日（月曜日）、第２６次伊是名村少年の翼出発式があり、出席

をしました。  

 ３０日（木曜日）、上原国定沖縄県土木建築部長を訪問しまして、

これまでのターシ浜改修、仲田港海岸防災工事、県道仲田～伊是名村

松植栽工事等々についての事業の実施についてのお礼を申し上げま
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した。  

 その席上、仲田港の南側防波堤の台風による崩落については、早急

に改善するようお願いをしました。これについて県当局としましては、

既に調査を始めているという回答をいただいております。  

 また席上、伊平屋・伊是名架橋についてもお願いをいたしておりま

す。  

 同日、沖縄振興会議並びに沖縄振興市町村協議会が行われ、協議会

の中では本村は２億１，３００万円の配分をいただいております。  

 また翌日、３１日（金曜日）、玉城佳卓北部土木事務所長を訪問し

まして、同じくこれまでの事業の実施についてのお礼を申し上げてお

ります。  

 ４日（火曜日）、沖縄県国保理事者特別研修会があり、出席をいた

しまして、同日、令和元年度北部振興会第１回総会等があり、これに

は副村長が出席をいたしております。  

 ５ページをお願いします。５日（水曜日）、本道和樹沖縄総合事務

局経済産業部長が来訪しまして、村内視察を行っております。  

 また、同日、平井義之日本流通システム株式会社代表取締役と御手

洗一貴沖縄支店支配人が来訪しまして、イチゴハウスの栽培現場を視

察いたしております。  

 ７日（金曜日）、伊禮正隆仲田区長、前川秀和議員、東江克伸議員

が来訪しまして、仲田定住住宅指定管理について、早期に住民説明会

を開催してほしいと要望がありました。  

 これについては、近々開催する予定で準備をしているというふうに

回答いたしております。  

 ８日（土曜日）、第４回伊是名尚円王マラソン大会があり、出席を

しまして、これには３６４名がエントリーしております。  

 ９日（日曜日）、伊平屋村物産フェアの開催場に行きまして激励視

察をいたしております。  

 １２日（水曜日）、令和元年度市町村事業一括交付金に関する意見

交換会があり、これには内閣府の荒川宏之参事官、他数名が出席をし
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て意見交換会を行っております。  

 １３日（木曜日）、北部地域基幹病院整備に関する意見書を玉城デ

ニー県知事、県議会新里米吉議長に手渡しをいたしております。  

 １４日（金曜日）、国保市町村長勉強会、北部会館で行われ、また

同日、北部広域市町村圏事務組合理事会等々があり、出席をいたしま

した。  

 ６ページをお願いします。また同日、本村においては県企業局伊是

名水道施設建築工事安全祈願祭があり、これには副村長が出席をいた

しております。  

 ２０日（木曜日）、第９１回沖縄県過疎地域振興協議会定期総会等々

があり、出席をいたしました。  

 ２１日（金曜日）、令和元年度第２６次少年の翼報告会があり、副

村長が出席をいたしております。  

 また同日、原宏彰内閣府沖縄振興局長との懇談会があり、出席をい

たしました。  

 ２５日（火曜日）、令和２年トートク祭がありました。  

 ２６日（水曜日）、フェリーいぜな尚円一便運航となり、２月２６

日から３月１２日までの間、フェリーいへやⅢの中間検査のため一便

運航となっております。  

 ２７日（木曜日）、令和２年伊是名村環境プロジェクト総会があり

ました。  

 以上が令和元年１２月１日から令和２年２月２９日までの行政報

告であります。よろしくお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 これで村長の行政報告を終わります。  

 日程第５  

 施政方針説明について、令和２年度予算の審議に先立ち、施政方針

の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは令和２年度の施政方針を申し上げます。  
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Ｉ  はじめに  

 本日ここに、令和２年第１回伊是名村議会定例会の開会にあたり、

令和２年度当初予算案等の議案審議に先立ち、村政運営に臨む所信を申し

述べ、議員各位並びに村民の皆様のご理解・ご協力を賜りますようお願い

申し上げます。  

 昨年、平成天皇退位によります皇位継承が行われ、５月１日に元号が「平

成」から「令和」へ替わりました。「令和」という新しい時代の幕開けを、

多くの国民が新たな決意と夢や希望で溢れた時代となるよう期待して迎え

たことと思います。  

 そのような中、５月下旬の九州南部を中心とする集中豪雨で、土砂崩れ

や道路の陥没被害が発生、６月には山形県沖を震源とする最大震度６弱の

地震が発生、７月には各地で台風に伴う大雨被害が発生、８月には九州北

部を中心に前線に伴う記録的な大雨被害が発生、９月には台風１５号が千

葉県に襲来し、送電線や電柱が倒壊し、長期に亘る停電や断水被害が発生、

１０月には台風１９号が首都圏に上陸し、その影響で関東・甲信・東北地

方で記録的な大雨となり、河川の氾濫や決壊が相次ぎ大きな被害が発生致

しました。 

 このように、全国的に大規模な自然災害が多く発生した年となり、多く

の尊い生命が犠牲になったほか、家屋の全壊、半壊、浸水等やライフライ

ンの寸断による日常生活の阻害などで、住民を混乱に陥れ、恐怖と不安を

与えました。  

 幸いにして本村においては、大きな災害がなかったものの、全国の自然

災害を報道等で目にして、改めて防災・減災に対する意識高揚と施策の必

要性を認識させられたところであります。  

 また、１０月に県内で発生した首里城火災では、首里城正殿のほか主要

建造物及び琉球王朝の多数の美術工芸品が焼失し、県民をはじめ多くの国

民に深い悲しみと強い衝撃を与えました。現在、復興に向けた支援の輪が

全国的に広がっており、琉球王国の歴史と文化を象徴する首里城の早期復

元を切に願うものであります。  

 現在、新型コロナウイルスの感染が世界中に拡散し、日本国内でも進行
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する一方で、未だ終息の兆しが見えない状況となっています。感染の拡大

防止に向けた国の要請を受け、公立学校の臨時休校、公的行事の自粛、ス

ポーツイベント及び商業イベントが中止或いは延期されるなど、あらゆる

分野でその影響が出ている状況となっています。  

自粛ムードが高まる中、昭和３９年以来５６年振りに日本での開催が決定

している東京オリンピック・パラリンピックも、開催が危ぶまれています。

オリンピックは、スポーツを通じて世界平和の実現に寄与することから、

新型コロナウイルスの拡散が一日も早く終息を迎え、東京オリンピック・

パラリンピックが予定通り開催されることを願うものであります。  

 さて、村においては昨年度、公約に掲げた若年層の定住促進を図るため

の結婚祝金及び出産祝金の支給を開始し、結婚祝金が６夫婦、出産祝金が

１２子に支給されています。子育て支援を図る施策として、保育所の主食・

副食費の無償化、幼稚園の保育料、給食費及び預かり保育料の無償化、更

に、小学校、中学校の給食費の一部助成も実施致しました。小学校、中学

校の給食費の助成については、年次的に引き上げ、本年度は３分の２を助

成致します。こども医療費助成についても、対象年齢を高校生まで引き上

げ無償化しており、沖縄県子どもの貧困対策事業の一環で実施している「子

どもの居場所づくり」についても昨年９月から取り組んでおり、引き続き

実施して子育て支援に寄与して参ります。  

 なお、以前から検討していた給付型奨学金についても、昨年度から実施

していますが、本年度は更に枠を増やし、引き続き修学意欲のある優秀な

人材の育成に取り組んで参ります。  

 村民の声を村政運営に反映することを目的に、昨年１０年ぶりに「行政

懇談会」を開催し、様々な意見、要望等を伺い、村政運営に反映して参り

ました。本年度も引き続き「行政懇談会」を開催し、開かれた村政運営を

目指して参ります。  

 村づくりの指針となる「第４次伊是名村総合計画」は、いよいよ後期５

年の４年目に入ります。これまで、第４次総合計画のむらづくりの基本目

標である「歴史に学び、自然を愛するしまづくり」、「気質を誇り、うまん

ちゅの交流するしまづくり」、「人にやさしく、健やかで暮らせるしまづく

り」、「豊かな生活と活力あふれるしまづくり」、「結いの心で支える協働の

しまづくり」の５つの目標を掲げ、村づくりに取り組んで参りました。引
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き続き、村づくりの将来像である「歴史と自然 人が共生するときわのし

ま・伊是名」を目標に掲げ、本村の歴史性、自然性、人間性が三位一体と

なって共生する活気に満ちた村を目指して、各種施策を着実に推進して参

りますので、議員各位並びに村民の皆様のご理解・ご協力を賜りますよう

お願い申し上げます。  

 それでは、令和２年度の主要施策について、ご説明申し上げます。  

Ⅱ 令和２年度 主要施策 

１ 産業の振興について 

 本県は、日本唯一の亜熱帯性・海洋性気候に属した島嶼県であり、年間

を通じて温暖な気候、珊瑚礁に囲まれた美しい海をはじめとする豊かな自

然を有しています。本村も、良好な自然環境と風光明媚な景観を有してお

り、豊かな自然環境と景観の保全に努めながら、地域特性を活かした産業

振興を展開して参ります。そのためには、本村の主産業の第１次産業であ

る農漁業の振興が必要不可欠であります。農漁業については、機械化の推

進により一定の成果が見られますが、今後は、第１次産業の後継者育成に

傾注し、ソフト面の充実を図りつつ他品目の栽培を検討しながら、６次産

業化を推進して参ります。  

 農漁業の発展があってこそ商工業及び観光産業の振興も図られると考え

ておりますので、時代の趨勢に対応した産業振興の諸施策を推進して参り

ます。 

 （１）農林水産業について  

 ①農業の振興  

 今期さとうきび生産は、台風の直接的な被害も少なく、順調な生育でし

たが、国内では未発生だった病害虫「ツマジロクサヨトウ」が確認され、

７月には沖縄県内で、１０月には本村においてもイネ科の防風用ソルガム

等に食害がありました。幸いにも「さとうきび」への食害は確認されませ

んでしたが、急遽、伊是名村糖業振興会を中心として新植夏植えほ場を対

象に早期防除を行ったことにより、未然に防ぐことができました。そのた

め今期は、平成２５／２６年期以来の年明け操業となりましたが、生産見

込み調査では２０ ,４９１トンと５年連続の２万トン越えが予想され、心か

ら喜んでいる次第であります。これまでの沖縄振興特別推進交付金や各種

事業を活用した「完熟堆肥」や「緑肥」等の助成事業の効果が発現してい

るものと考えられます。 
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  また、水稲においては植え付け前から適度に雨が降り続き、植え付け

後もあまり水の心配をすることもなかった一方、梅雨入り後から例年にな

い大雨が続き、刈り取りが遅れ品質が心配されたところ、等階級が下り、

収量も計画を若干下回る１９３ｔとなりました。  

 農業を取り巻く環境は、依然厳しい状況にあり、農業生産振興のために、

今後も引き続き、土づくり支援事業を始め、適期の病害虫防除、肥培管理

等の基本的な栽培技術の普及に取り組む必要があることから、県の協力を

得ながら農業振興政策を実施して参ります。  

 なお、農業の担い手の高齢化や後継者不足も深刻となっており、引き続

き新規就農者の確保を目的に、農業次世代人材投資資金事業（旧青年就農

給付金）を活用し、農業の担い手確保を図って参ります。  

 また、既存鉄骨ハウスを改修利用した植物工場において、養液栽培によ

る「いちご」栽培が本格的に稼働したことにより、今後は本村の新たな特

産品創出に活用できるよう企業と調整を図りながら進めて参ります。  

 さらに、今後の本村における園芸振興を図るため、生産農家やＪＡと連

携し、品目の選定並びに品質及び安定供給体制の構築を模索して、野菜農

家の育成を目指して参ります。  

 併せて、特産品開発に向け、農産物・畜産物・水産物等の加工品の付加

価値を高めるため６次化産業を目指し、農福・農商工連携を含め雇用創出

を図って参ります。  

 ②水産業の振興  

 本村は周囲を海に囲まれ、恵まれた漁業環境にあります。中でも、基幹

漁業であるモズク養殖は、県下でも有数の産地として知られており、特に

「早摘みモズク」に高付加価値化をつけることで他生産地との差別化を図

り、「モズク」の拠点産地として認定されたことは、今後の本村水産業の振

興発展に大きく寄与するものと確信するところであります。  

 また、アーサについては、新聞報道にもありましたとおり、コロナウイ

ルスの増殖を抑える効果などがあると発表されており、世界的にも感染の

拡大が続いている新型コロナウイルスにも効果があると期待されています。 

 アーサの新たな活用方法も含め、引き続き海ぶどう及びアーサの拠点産

地形成に向けて、漁協と連携を図り支援して参ります。  

 一方、これまで恵まれた漁業環境にありながら、天候等による漁家所得

の不安定及び組合経営等の悪化により「要改善ＪＦ」の指定を受け、伊是
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名漁協経営改善検討委員会において、改善計画の進捗状況及び取り組みに

対する指導・助言等を定期的に行ってきたところでありますが、令和元年

９月９日付けで晴れて「要改善ＪＦ」の指定解除を受けたことで、今後は

組合経営安定に向け取り組んで頂きたいと思います。また、引き続き「浜

の活力再生プラン」に基づき、「モズク最終選別施設」の更なる品質管理体

制の強化（ＨＡＣＣＰ認証）を図るため、各関係機関、漁業組合と連携を

図りながら支援し、水産業の振興を図って参ります。  

 ③畜産業の振興  

 村における畜産業の振興を図るため、平成３１年度から第２次計画とし

て沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）を活用した優良繁殖雌牛導入促

進事業による繁殖雌牛購入費用の一部助成を開始しており、今年度におい

ても継続して実施して参ります。  

 そして、今後も畜産農家の経営基盤の強化を図り、意欲ある生産者が継

続的に取り組めるよう諸施策を推進して参ります。  

 

 （２）商工・観光業について  

 ①商工業の振興  

 本村には大規模な企業はなく、大半が個人経営や小規模零細企業となっ

ています。小規模ながらも村内の雇用と経済を支える重要な役割を担う産

業であることから、村商工会と連携を図り、生産性向上、経営支援の強化、

自立発展にむけた施策を継続的に推進して参ります。  

 また、本村の特性を生かした農林水産業との連携により、６次産業化や

新たな特産品の開発を支援するため令和元年度に「伊是名村６次産業化・

地産地消推進協議会」を発足しておりますので、引き続き地域資源を活用

した６次産業化・地産地消の推進に取り組んで参ります。  

 ②観光産業の振興  

 本村は、二見ヶ浦海岸などの自然海岸、伊是名山森林公園からの良好な

眺望、古民家が残る集落景観など、豊かな自然環境や歴史文化資源など数

多くの観光資源を有しており、県外からの修学旅行生による民泊体験型交

流学習が安定的に実施され、交流人口の増加に繋がっています。このため、

恵まれた自然環境や歴史文化資源を保全し、観光客や村民の利便性向上を

図りながら農林水産業との連携や、各イベント開催等交流人口増加に向け

た取り組みを継続的に推進してまいります。  
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 ２ 教育・文化・スポーツの振興について  

 離島の不利な条件を克服し、村に活力を生み出す「力」は、人的資源の

開発こそが最も重要な施策であります。島の将来を担う人材を育成するた

めに、令和２年度においては、次のことについて取り組んで参ります。  

 （１）学校教育の充実 

 新学習指導要領では、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」、「何ができる

ようになるか」についてを体系化した上で、新しい時代に必要とされる資

質・能力を踏まえた教科・科目等の新設や目標・内容が見直されました。

そのことにより、小学校では外国語教育（外国語活動・外国語科）が教科

化され、小・中学校では道徳の授業が特別の教科として位置づけられまし

た。また、新学習指導要領では、子どもたちの「生きる力」を育むことの

必要性や「生きる力」の内容を教育関係者、保護者及び地域社会の間で共

有することが、最も重要であるとしており、本村においても、新学習指導

要領、伊是名村教育振興計画及び教育主要施策に基づき、学校・家庭・地

域がともに連携して、次のような取組を実施して参ります。  

 幼稚園については、昨年１０月にスタートした保育料無償化の基準に基

づき、午前保育利用料の無償化に取り組みます。また、０歳～５歳までの

幼児教育と保育を一体化した認定子ども園の早期開園を目指して、関係部

局が連携して取り組んで参ります。  

 小学校における外国語活動・外国語の教科化に伴い、英語教育の充実化

を図るために、英語指導員を配置します。  

 また、学習支援員の配置並びに各種検定受検の支援、小学生を対象にし

た放課後学習教室（まちがにアフタースクール）、中学生を対象とする村営

学習塾「尚円チャレンジ塾」については、子供達の確かな学力の向上を確

実に図るため、継続して全児童・全生徒対象に事業を実施して参ります。  

 更に、昨年度実施した中学校に続き、小学校においてもＩＣＴ環境の整

備を行います。なお、このことについては、コンピューター関連機器の整

備は基より、専門的な知識を有するＩＣＴ支援員を配置し、教員のサポー

ト体制も整えます。  

 （２）共働き世帯の支援  

 核家族化や男女共同参画社会の進展により、近年、共働き世帯が増加傾

向にあると言われており、本村においても子育て世帯の殆どが共働き世帯

であると認識しております。このように共働き世帯やひとり親世帯の方々
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が安心して働ける環境を整備するために、幼稚園の預かり保育については、

保育対象者を完全無償化します。  

 また、小学校居場所づくり事業（放課後子ども教室）も引き続き実施し

て参ります。  

（３）学校給食費の保護者負担軽減  

 昨年１０月から保育料等無償化制度がスタートしましたが、学校給食費

については無償化の対象外とされており、本村の子育て世帯の現状を見ま

すと、多子世帯も多く、年間の給食費が大きな負担になっているものと思

われます。そこで、幼稚園については完全無償化し、小学校児童・中学校

生徒については３分の２を補助することで保護者負担を軽減し、子育てし

やすい村づくりの実現を目指して参ります。  

 （４）学校施設等の整備  

 学校施設は、そこで学ぶ子供達が一日の大半を過ごす場所であり、安全・

安心が担保されていることが最大の条件であると考えます。現在の小学校

校舎は昭和５５年に建築され、今年で築４０年になります。中学校校舎建

築が完了したことに伴い、小学校の耐震化が急務であり、昨年度の基本計

画・基本設計に基づき、実施設計を進めて参ります。  

（５）育英事業の拡充  

 子どもの貧困の連鎖は、教育の機会均等を阻害するものです。このよう

な悪循環を断ち切り、経済的理由によって修学が困難で、かつ修学意欲に

満ちあふれた優秀な人材に、奨学の措置を講じ、本村の将来を担う人材の

育成を図るため、令和元年度より導入している給付型奨学金制度を本年度

も引き続き実施することで事業の充実を図ります。  

（６）生涯学習（社会教育・社会体育）の推進  

 生涯学習とは一般的に、人々が生涯にわたって行う学習行為であると言

われており、その分野は学校教育、文化活動、スポーツ活動、趣味、レク

リエーション活動など、多岐にわたります。また、国においては、「国民一

人ひとりが、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、

あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができる。」生涯学習

社会構築のための法律が整備されました。  

 本村においても、村民一人ひとりが生きがいが持てる、生涯学習社会の

実現に向けて、「教育の日」を柱に、生涯学習発表会の充実及び文化、スポー

ツ活動等を主催する諸団体の支援を継続して参ります。また、学校施設、
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社会教育施設（社会体育施設含む。）については、村民の学ぶ場として、村

民のニーズに応じて一般開放して参ります。  

 （７）文化財の保護・活用  

 村内には、国、県、村指定文化財及び国登録文化財が４３件あり、その

保護については、法令並びに条例等に則り、適正に管理・保護を行う必要

があります。また、文化財は観光資源としての誘客力に優れており、村観

光産業の発展に寄与することが期待されていることから、更なる事業展開

が望まれています。  

 このようなことから、今年度においては、銘苅家並びに名嘉家の旧蔵品

の修復、復元事業を継続して行うほか、玉御殿石段整備を見据えた昨年度

の玉御殿周辺発掘調査に基づき、調査報告書の作成を行います。また、字

仲田区の龕（がん）については、引き続き保存処理に取り組んで参ります。  

 

３ 村民福祉について  

 本村の医療、福祉については、重要な行政課題の一つと言えます。少子

高齢化、人口減少傾向は避けられず、今後も高齢化が加速すると見込まれ

ます。本村では、住民参加を基本とした社会福祉の構築を図るために「第

２次伊是名村地域福祉計画（いぜなイーマールプラン）」を上位計画とした

高齢者、障がい者（児）・子ども・子育て・健康増進など共通する基本的な

項目を横断的に支援し、地域共生社会の実現に向けて、地域に住む全ての

人の健康、安心を築くために、共に支え合う仕組みづくりに取り組んで参

ります。 

 また、福祉を推進するに当たっては、地域住民が「我が事」として参画

し、人と資源が世代を超えて「丸ごと」つながる地域を目指して推進して

参ります。 

（１）高齢者福祉の充実 

 本村は、高齢化率が高く沖縄県の平均を上回っております。それに伴い、

高齢者の単身世帯や高齢者夫婦世帯も増加傾向にあります。高齢者が住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることが出来るよう、高齢者の自立

支援や介護予防・重度化防止に向けて取り組んで参ります。  

 地域で生活を望む高齢者に対し、配食サービスや移動サービス（くるまー

る）事業を包括的に支援し、願寿サロンなどの介護予防事業を重点に高齢

者の居場所づくりに努めて参ります。  
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 また、住民が主体となった１００歳体操やグラウンドゴルフ、地域ボラ

ンティアによる「わいわい・うまうい食堂」の開催等、世代間交流を通し

た高齢者の見守りを推進し、住民が主体となった、地域で支える体制づく

りに取り組みます。  

 高齢者の生活サポート事業、認知症への正しい理解を深めるための普及・

啓発活動、認知症の早期発見に向けた体制づくりを推進し、高齢者福祉事

業の充実を図って参ります。  

 （２）児童福祉の充実 

 子どもの関わりは、次世代を担う人材育成のスタート地点であります。

修学前の児童がのびのびと健やかに育つには、生活する環境づくりが重要

となっています。  

 保育については、待機児童解消を重点に、保育所主食・副食費を無償化

し、負担軽減に取り組んで参ります。  

 また、子ども子育て支援については、共働きの家庭やひとり親、島外か

らの子育て世帯の移住者に対し、ライフステージに応じた子どもの居場所

づくり事業を推進するとともに、子育て支援に努めて参ります。  

 （３）障がい者福祉の充実  

 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、地域におけ

る障がい者が自立と地域社会へ参加できるよう、体験できる場の整備や就

労支援へ努めて参ります。  

 障がい児については、健やかな育成に向け身近な地域で相談や適切な療

育指導、就学支援の充実を図り、家族が安心して生活出来るよう、福祉、

保健、医療、教育、就労など様々な分野と連携し、「第５次伊是名村障がい

者福祉計画」に基づいた事業を推進します。  

 ４ 保健・医療の充実について  

 健康で安心して生活できることは、村民の誰もが願うことであります。

しかし、本村においては、がんや、心疾患、脳血管疾患を発症する割合が

高く、特に肥満や高血圧、高血糖、高脂血症については、県平均を上回っ

ており、村民の健康を阻害する大きな要因と課題になっております。  

 生活習慣病対策として、特定検診未受診者へ受診促進を図るとともに、

検診結果に基づき生活習慣病のリスクの高い住民に対しては保健指導や要

医療者への受診勧奨、栄養指導、健康づくり事業を推進し、村民の健康増

進に努めて参ります。  
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 母子保健の推進につきましては、妊娠期から・出産・子育て期にわたり

切れ目のない支援、子どもの発達支援に努め、子育てについての相談でき

る環境を整えて参ります。  

 また、伊是名村妊婦健康検診時の渡航費助成を活用し、妊産婦には安心

して出産出来る環境と乳幼児の健康を支援できる体制を整え、取り組んで

参ります。 

 子ども医療費助成事業につきましては、引き続き高校生卒業までの通院・

入院費を助成し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図って参ります。  

 ５ 生活環境の充実について 

 （１）道路網の整備について（道路の維持管理）  

 本村では県道約６．２ｋｍ、村道約８２ｋｍが生活道路として現在整備

されております。道路網の整備は、人の移動や物資の輸送、観光基盤の整

備等、村民生活の向上や村経済の発展を図る意味において、重要な役割を

担っていると考えております。  

 このような中、村道については設置以来数十年経過している路線もあり、

老朽化による路面の傷みが著しく、通行に支障をきたしている区間もあり

ます。このような路線については、計画的に補修或いは改良を行う必要が

あり、今年度においては、昨年度からの継続事業として、チヂン線と上仲

田線の改良工事を実施します。  

 しかしながら、この２路線に対しての補助配分額が事業を導入して以来

低調に推移しており、事業が思うように進んでいないのが現状であります。

このことに関しては粘り強く、県当局に対して配分額の増額を要望してい

きたいと考えております。  

 続いて、県道の維持管理については、昨年度の子ども議会においても質

問がありました歩道の拡張等、村民皆さんの意見を伺いながら、県関係部

署に対して必要な措置を要請して参ります。  

 （２） 上下水道の整備について  

 ①簡易水道事業の整備（水道広域化事業）  

 私達が生活していく上で、最も重要なライフラインの一つが水道であり

ます。水は、生命維持や経済活動の基盤として必要不可欠なものであり、

現在の水道事業が導入される以前、本村では共同水汲み場や地下水を主に

生活用水として利用しておりました。  

 高度経済成長期に我が国の水道事業は、本格的にスタート致しました。
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本村においても同時期に簡易水道事業が始まり、安全な水が各家庭や各事

業所に供給され、そのことにより、村民の生活環境は大きく改善されまし

た。 

 簡易水道事業の開始以来、４０年余りが経過した今日、水道管や浄水施

設の老朽化が進み、それらにかかる維持管理経費が水道事業を行う上で、

大きな課題となっております。  

 平成３０年度から始まった水道広域化事業は、これら本村水道事業の課

題を解決するものであり、昨年度に引き続き今年度は、仲田区の一部と諸

見区のほぼ全域において、水道管布設工事を実施する他、各家庭や各事業

所への給水装置（水道メーター）設置工事も実施する予定です。工事の実

施にあたり、村民の皆さんにご迷惑をお掛けすると思いますがご協力をお

願い申し上げます。  

 このように、水道広域化事業は令和４年度供給開始に向けて着実に進ん

でおり、県企業局においても昨年度から管路布設工事が実施されておりま

す。 

 今後も事業の計画性を確保するために、関係機関と連携を図りながら、

確実に事業を進めていきたいと考えております。  

 ②農業集落排水事業の整備  

 本村の農業集落排水施設は、ほとんどの設備において耐用年数が経過し

ております。そのため、老朽化に伴う劣化が顕著に現れ、維持管理費の節

減対策及び計画的な補修・改築の施設更新整備が必要となっています。  

 既に伊是名地区と勢理客地区の施設を整理統合した「伊是名西部地区」

における管路工事と勢理客地区処理施設内の新規処理施設の増設と既存の

機器更新を終え、今年度は伊是名区処理施設の改修に伴う機器撤去等を実

施し、環境負荷の低減並びに生活環境の早期向上を図って参ります。  

 内花区、諸見区、仲田区の施設については、引き続き建設予定地の再検

討を含め「伊是名東部地区」として整理統合が可能かどうか説明会を通し

て合意形成を図り、また道路事業や水道事業の計画や実施状況を含め検討

して参ります。  

 （３）環境衛生対策の推進（廃棄物処理の展望）  

 快適で過ごしやすく健康的な村民生活を確保するために、行政が担う役

割の一つとして廃棄物処理があると考えております。  

 廃棄物は大きく分けて一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、行政の責任
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において処理するとされているのが、前者の一般廃棄物です。  

 本村においても、各家庭等から排出された一般廃棄物は数種類に分別し、

島内で焼却処理するか、若しくは島外に持ち出してリサイクル処理等を

行っております。  

 沖縄本島内においては、広域的に処理を行っている自治体も多数ありま

すが、離島村である本村においては、様々な課題があり現在まで実現して

いないのが現状であります。  

 完成から１０年が経過する焼却施設は、機械類の摩耗等から年々維持管

理に係る経費が増加傾向にあり、加えて、最終処分場についても、今以上

に分別を徹底し、被覆処理量を抑えることで、施設の延命化を図る必要が

あります。 

 このようなことから、将来における廃棄物処理行政経費を試算しながら、

近隣市町村と意見を交わし、広域的な処理を検討していきたいと考えてお

ります。 

 ６ 交通通信体系の充実について  

 （１）船舶運航事業について  

 本村と沖縄本島を結ぶ海上交通手段として、「フェリーいぜな尚円」が１

日２便運航しており、利用者の利便性向上に努めているところです。 

 船舶運航事業は、旅客、生活物資の輸送など本村のあらゆる経済活動の

基盤となっており、重要な役割を担っております。  

 村の財産であるフェリーの適正な維持管理に努め、航路事業の健全運営

を目指して継続的に取り組んで参ります。  

 荒天時の仲田港における係留・停泊ができない場合の仲田港補完パース

の整備については、農林水産関係予算において、伊是名漁港勢理客地区で、

平成２９年度より岸壁の施工が開始され、令和２年度においては浚渫工事

が始まることから着実に工事が進んでいるところであります。  

 整備完了後は、仲田港の港内事情による欠航が改善され、運航の円滑化・

効率化が図られるなど、村民はじめ、観光客等の利便性に寄与することが

できるものと期待するところであります。  

 （２）伊平屋・伊是名架橋の早期実現について  

 伊平屋・伊是名架橋建設については、県による可能性調査が継続的に行

われており、建設推進に明るい兆しが見え、早期実現の夢が着実に前進し

ているものと期待しているところであります。  
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 今後も、両村民が一体となって早期実現の機運を高めることは勿論です

が、架橋建設促進協議会を中心に関係機関への要請等を継続的に実施し、

事業化推進活動を積極的に展開して参ります。  

（３）地域公共交通について  

 運転のできない高齢者や障害者などの交通弱者が、居住地と各施設を結

ぶための交通手段の確保は重要な課題であり、持続可能な交通体系の確立

が不可欠であります。  

 地域公共交通に関する施策は綿密な調査や実証実験を行い、決定するこ

とが望ましいとされていることから、本年度は地域公共交通会議を起動し、

地域の現状と問題点の分析や具体的な施策内容を検討して、村民の足とし

て誰もが気軽に利用できるコミュニティバスの運行に向けて取り組んで参

ります。 

 ７ 消防・防災緊急体制について  

 いつ、どこでも起こりうる災害による人的被害、経済被害を軽減し、安

全・安心を確保するためには、今後の防災体制を強化していく必要があり

ます。特に各集落における体制は、住民の高齢化の進展や連帯意識の希薄

化により、災害時での対応力の低下が懸念されています。  

 防災体制の強化を図るには公的な取組だけではなく、住民一人ひとりの

災害に対する意識を高めるための取組や住民同士で助け合う体制づくりに

努めて参ります。  

 また、本年度において、各避難所への標高表示及び村民の生命と財産を

守るため、近年の災害の発生状況や気候変動の影響を踏まえた国土強靭化

地域計画を策定して参ります。  

 そして、防災拠点としても重要な施設である役場新庁舎については、令

和元年度末に策定予定の「伊是名村新庁舎建設基本計画」に基づき、今年

度においては、基本設計・実施設計に取り組んで参ります。  

 ８ 定住環境の充実について  

 本村は５つの集落から成り立っており、それぞれの集落では豊かなコ

ミュニティーが形成されています。  

 ところが、近年の人口減少から地域コミュニティーの維持が難しくなっ

てきているとの意見が多数寄せられています。  

 村としましては、平成３０年度から地域の担い手の確保を目的に、若年

単身者用住宅の設計を行い、平成３１（令和元）年度から建築に着手して
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おります。今年度においても引き続き整備を行って参ります。  

 整備後は、若年ＩＵターン者等の地域定着の一つのツールとして活用し

ていただき、地域の発展に繋げて参ります。  

 また、昨年度より実施の若年層への結婚・子育て支援の取り組みとして

の結婚祝い金・出産祝い金については、２月現在において、６夫婦、１２

子への支給があり、若者世代の定住促進に確実に繋がっているものと確信

し、継続して推進して参ります。  

 そして、平成２８年に策定した「伊是名村人口ビジョン・総合戦略」に

基づいた施策を推進するとともに、施策の効果を的確に捉え、施策の見直

しを図りながら、活力ある村づくりを目指して参ります。  

 ９ 健全な行財政運営について  

 本村は少子高齢化及び人口減少の進展による、社会補償関係費の増加や

村税の減少が懸念されるところであります。こうした状況に対応するため

には、自立した村づくりを推進していくことが肝要であり、現下の厳しい

財政状況においては、計画的かつ効率的な事業の推進及び事業の効果が得

られているのかどうかを検証・評価する体制の確立が重要課題であります。

また、安定的で健全な財政構造を構築する必要から、より一層高いコスト

意識を持って経費全般にわたる縮減合理化を図り、負担の公平性を保ちな

がら、持続可能な財政基盤の確立に取り組んで参ります。  

Ⅲ 議案提出について  

 それでは、令和２年度予算案の概要について、ご説明申し上げます。  

 一般会計予算規模は２４億３ ,５４８万３千円で、対前年度比２億１ ,３

０４万３千円、８．０４％の減となっております。  

 歳入予算では、自主財源である村税が、３２万４千円の減額見込みとなっ

ています。一方、依存財源である地方交付税が２,０００万円の増、国庫支

出金が１億４ ,００８万１千円の減、県支出金が７８７万１千円の減、村債

が２,９６１万９千円の増となっており、財政調整基金、庁舎施設整備基金

等の繰入金を２億７６３万１千円取り崩して財源確保を行っています。  

 歳出予算では、議会費で研修旅費等増による１１万９千円の増、総務費

で１ ,６７７万１千円の減、民生費で子どもの貧困対策に資する事業１ ,２

２４万６千円の増、衛生費で墓地基本計画策定業務等による１ ,１７８万１

千円の増、農林水産業費で１億６ ,４３１万４千円の減、商工費で１７４万

６千円の減、土木費で１,１０２万６千円の減、消防費で４０５万円の減、
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教育費で２,７３２万８千円の減、公債費で９６２万３千円の減、諸支出金

で２３３万１千円の減となっています。  

 特別会計予算は、７つの特別会計で総額１０億８万７千円で、対前年度

比３,８７１万１千円、４．０３％の増額となっています。  

 それぞれの予算の増減は、国民健康保険特別会計が３ ,３２７万４千円の

増、後期高齢者医療特別会計が７１万７千円の増、簡易水道事業特別会計

が１,５２２万５千円の減、農業集落排水事業特別会計が７８３万４千円の

増、港湾整備事業特別会計が２７万円の減、船舶運航事業特別会計が８３

３万１千円の増、育英事業特別会計が９５万円の減額となっています。ご

清聴有難うございました。  

 以上が、一般会計予算及び特別会計予算の概要となっていますが、

予算以外の議案等と致しましては、承認２件、条例議案６件、土地に

関する議案が２件、計画に関する議案が１件、予算議案１３件、人事

案件２件を提案しています。  

 何卒、慎重なるご審議の上、議決賜ります様宜しくお願い申し上げ

ます。  

議長（宮城安志）  

 これで令和２年度施政方針説明を終わります。  

 日程第６  

 議員派遣の件を議題とします。  

 お諮りします。これより全議員による村内視察を行いたいと思いま

す。  

 さらに、お手元に配付した別紙研修会に全議員を派遣したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件については、その

後、全議員による村内視察を行うことに決定しました。  

 また、別紙研修会に全議員を派遣することに決定しました。  

 しばらく休憩します。  

休憩  午前１１時３０分  
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再開  午後  １時２６分  

議長（宮城安志）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 日程第７  

 一般質問を行います。６名の議員が一般質問通告を行っております。

順次、発言を許します。１番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 皆さん、こんにちは。令和２年１回目の議会、一番手で質問させて

もらいます。  

 通告書を読み上げて質問に代えたいと思います。よろしくお願いし

ます。  

 令和２年第１回村議会一般質問通告書。  

 質問事項、臨海施設屋内プールの改修計画に伴い多目的レクリエー

ション施設への転換整備について。  

 質問の要旨、村では、平成２８年度において伊是名村臨海施設機能

強化基本計画が策定されておりますが、既存建物機能強化計画の中に

屋内プールの改修計画とありますが、事業内容を見てみますとシャ

ワー室・倉庫・事務室等となっていますが、これらの内容を踏まえて

の多目的レクリエーション施設への転換が出来ないのか村長の見解

をお伺いします。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは、前川秀和議員の臨海施設屋内プールの改修計画に伴い、

多目的レクリエーション施設への転換整備についてのご質問にお答

えいたします。  

 伊是名村第４次総合計画に基づいた島づくりを目指すため、島内外

の人々が交流し、活動することなどにより、地域経済の活性化に繋げ

ていくための拠点として仲田港ターミナル棟も含め、臨海ふれあい公

園施設全体を位置付けて、伊是名村臨海施設機能強化基本計画を策定
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し、計画実現に向けて取り組んでいるところであります。  

 基本計画では、公園施設を全体的に捉え、イベント活動の拠点、健

康づくりの場、住民ふれあいの場を基本方針として、施設の新設や改

修により、機能の充実強化を図り、有効利用していくこととしており

ます。  

 現在の屋内プールにおいては、シャワー室、浴室、倉庫、トイレ、

事務室等となっております。  

 議員ご質問の多目的レクリエーション施設への転換ができないか

ということでありますが、基本計画を事業化に向けて推進しながら、

総合的に検討してまいりたいと考えております。  

議長（宮城安志）  

 １番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 基本計画から４年余り経っていますが、以来、進捗がないまま現在

に至っています。その理由と、また計画の見直しはあるのかどうか、

お伺いします。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 議員のご質問にお答えいたします。計画は平成２８年度に策定して

おりますけれども、補助メニューを調査して、事業を採択する過程で、

予算規模が当時で約１０億円ということで、多額な予算規模になって

おり、なかなか補助メニューの採択要件に合致するところがなくて、

調査メニューをまだ調査中ということであります。以上です。  

議長（宮城安志）  

 １番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 計画の見直しは前と変わらないということで、そのまま続けるとい

うことですか。  

議長（宮城安志）  
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 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 基本計画を策定しましたけれども、この見直しについては、いま現

在、先程村長が答弁したとおり、これで進めて採択に向けて公園全体

を捉えた計画となっているんですけれども、部分的に整備できないか

とか、いろいろ補助事業メニューを検討、調査しております。  

 また、その中でこれについては検討していこうかなと考えておりま

す。以上です。  

議長（宮城安志）  

 １番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 基本計画の中で、大きく分けて５項目ほどありますが、それは計画

当初では優先順位というのが定められていたのかどうか。そこら辺

ちょっとお聞かせ願えますか。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 ５項目というのは、この施設のことと理解してよろしいですか、個

別のプール、グラウンドだったり、一体的に基本計画、改修なり、交

流ゾーンとイベントゾーンという全体的な基本計画となっておりま

すので、全体的な整備を基本に考えております。優先順位というのは、

いまのところはありません。  

議長（宮城安志）  

 １番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 有難うございます。なぜ私がこの質問をいまやったかと言いますと、

計画の業務目的の中にも掲げられているように修学旅行、あるいはス

ポーツイベント等となっておりますが、この修学旅行生の受け入れ時、

雨天のときに観光がまともにできないということもあって、また、い

までは村老人クラブも雨天時は体育館を借りてゲートボールなり
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やっているところであります。  

 そのようなこともあって、当該の施設はぜひ必要と考えますが、そ

の点ちょっとお聞かせ願えますか。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 ただいまの質問ですけれども、雨天時の活動というのは、屋内のこ

とであります。この計画の中でおっしゃるように、イベント交流ゾー

ンと健康スポーツゾーンというふうに分かれております。  

 体育館等もその中にありまして、仲田港ターミナルも含んでおりま

す。この屋内の活動ゾーンというのは、この中では体育館として捉え

ております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 １番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 当初の計画で概算事業費も課長言われたとおり、９億３ ,７００万

円ということになっています。それぞれのいま聞く限りでは、事業メ

ニューが見当たらないということになっておりますが、やはり一括竣

工というのは無理があろうかと思います。  

 その中において計画を再度やるんでしたら、優先順位というのを決

めていただいて進めた方がいいかと思いますけど、この中身を見ます

と、プール事業が１億８ ,２００万円ということで、かなり高額な計

画となっています。  

 いまになるとこれの倍と単純に考えてもいいんじゃないかという

ことです。優先順位を決めて進めていただきたいなと、そこら辺をよ

ろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 優先順位というのはいまのところございませんけれども、事業採択
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に向けて進めていく上で、部分的にできるのかどうかという検討もし

ながら、いまのところは進めていきたいと考えております。  

議長（宮城安志）  

 １番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 有難うございます。ぜひ実行にもっていけるよう、また実施計画ま

でもっていけるよう、事業メニューを模索しながら皆さんの取り組み

に頑張っていただきたいと思っております。以上です。これで質問を

終わります。  

議長（宮城安志）  

 これで、前川秀和議員の質問は終わりました。  

 続けます。３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 皆さん、こんにちは。私の方から２点ほど通告書どおり質問したい

と思います。  

 質問事項１点目、村道クイジ線、村道千原線の交差点の改良につい

て。  

 質問の要旨、村道クイジ線と村道千原線の交差点（南側Ｒ部分２カ

所４ｍ）と（北側Ｒ部分２カ所２ｍ）と小さい為、大型車輌が通行す

る際に反対側車線にはみ出す事から交差点の改良が必要だと思いま

す。また、今の時期さとうきび運搬車輌、建設資材運搬車輌の往来も

多く早急な改良が必要だと思いますが村長の見解を伺います。  

 ２点目、質問事項、村道サンゲナ線沿い（法面）景観対策について。  

 村長は、施政方針の中で観光産業の振興について、豊かな自然環境

等々について書かれていますが、６月から７月に村道一周線を車で

回ったことはありますか？  

 その時期に村道から眺める刈り取り前の田園風景は稲穂が黄金色

に輝きまさしく観光資源の一つではないでしょうか。  

 しかし、村道サンゲナ線から明地原貯水池付近より伊是名区向けの

道路沿いの法面約３００ｍ程が雑木（ギンネム）に覆われ非常に景観
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が損なわれている状況です。これからＧＷ、夏休みと観光客も多く来

村されると予想されますが雑木等の伐開を行う考えはありませんか。

村長の見解を伺います。よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは、仲田正務議員のご質問、まず第１点目、村道クイジ線、

村道千原線の交差点改良についてのご質問にお答えいたします。  

 村道クイジ線と村道千原線の交差点については、四方からさとうき

び畑に囲まれていることで、見通しが悪く、特に大型車両も頻繁に往

来しているので、安全性の確保が十分ではないというふうに懸念して

いるところであります。  

 大型車両が左折する際の十分な安全確認を確保する意味からも交

差点改良については、関係機関の意見も聞きながら検討していきたい

と考えております。  

 ２点目の村道サンゲナ線沿い（法面）の景観対策について、お答え

いたします。  

 村道サンゲナ線法面は、約３００メートルについては、ギンネム等

が生い茂り景観を損ねているのは承知をしております。  

 本村の原風景であります田園風景を訪れた人々に堪能していただ

くためにも、なるべく早い時期にギンネム等を除去していきたいとい

うふうに考えております。よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 ３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 有難うございます。村道クイジ線と千原線の交差点、いま製糖期も

終盤に来て、いま見通しも良く車両等が来るのが目視できるのでまだ

よいのですが、６月、７月以降になりますと、さとうきびも成長し、

交差点の出会いがしらの衝突しそうになることも多々あると農家の

方々から、また住民の方々からよく聞かされています。  
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 もちろん運転手が十分に気をつけて安全運転に心掛けることに越

したことはないのですが、危険な場所の環境整備を整えていくのも大

切だと思いますので、ぜひ改良の方を早めにしてもらいたいと思いま

す。  

 また、サンゲナ線、伊是名村に観光に来られる方々は必ずと言って

いいほど一周道路を通るわけですから、島のイメージダウンにならな

いためにも、ゴールデンウィーク前には対策ができるのか、そこら辺

ちょっと確認したいと思います。よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。まず、１点目の村道クイジ線、千

原線の交差点改良についてです。いま質問のところの地権者を調べて

みました。そうすると４人ほど地権者がおりまして、４人の地権者す

べてお亡くなりになっておりまして、もし改良するにしても用地の取

得とか、その辺で少し手こずるかなとか、スムーズにいくかなとか、

まずこの地権者の件が１点ありまして、補助事業のメニューを県の方

に問い合わせてみたところ、交差点のみを改良する事業というのは、

いまのところメニューはございませんという回答でした。  

 続きまして、２点目のギンネムの件なんですが、そのことについて

も道路に関しては、僕らの所管になります。  

 ただ、法面から下の方にいきますと、土地改良区の施設、農道であっ

たり、沈砂池であったり、排水路がありまして、その辺も土地改良と

の調整が必要であると。  

 また、このギンネムを伐開するにあたって活用できる事業があるの

かどうかも、他の課ともまた調整しながら進めていきたいなと思って

おります。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  
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 いま交差点の方は４名が亡くなられているということですけど、こ

れは亡くなっているということは確実に改良はできないということ

ですか。再度、お聞きします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 たぶん用地を取得しないといけない部分がそこには生じてくると

思いますので、そうなると相続関係が伴ってくると思います。相続が

うまくいけば可能であるといま認識はしております。  

 ですから、全くゼロということではないと思います。  

議長（宮城安志）  

 ３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 これから小作人と話をして相続してもらい、改良に向けて進めると

いうことは可能ですよね、この点もう一度すみません。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 その辺も含めて進めてはいきますが、どうしてもできないという部

分がありましたら、他のまた手段を考える必要があるのかなともいま

思っております。  

議長（宮城安志）  

 ３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 わかりました。ここは本当に前々から危険な場所で、今日も皆さん

視察してきびがなくて感じなかったんですけど、ここはきびが成長し、

人の高さになると、すごく危ない場所で住民の方々からよく聞かされ

ていますので、ここは前向きに進めてほしいと思います。  

 サンゲナ線の法面、これも土地改良区との協議ということで言って

いましたけど、工事規模的に難しい伐開ではないと思いますので、ぜ



 - 39 - 

ひゴールデンウィーク前まで協議して、早めに伐開するように、また

勢理客区の方で６月豊年祭とかでも観光客も多く来られますので、ぜ

ひ島のイメージアップに繋がるように頑張っていただきたいと思い

ます。私からは以上です。  

議長（宮城安志）  

 答弁はいりませんか。  

３番（仲田正務議員）  

 ぜひ建設課長、協議の方を再確認したいと思います。よろしくお願

いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 土地改良区とも調整しながら、ぜひ議員がいま要望していますとお

り、５月に全部伐開して、観光客の方々も満足して島を離れられるよ

うに、そういうふうにまた取り組んでいければなといま思っています。 

議長（宮城安志）  

 ３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 いけるように頑張って下さい。よろしくお願いします。以上です。 

議長（宮城安志）  

 これで、仲田正務議員の質問は終わりました。  

 続けます。２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 それでは、私の方から質問させていただきます。質問事項、介護職

員初任者研修の村内実施について。  

 現在、日本では少子高齢化と人口減少が急速に進行する中、本村は、

全国平均を上回るスピードで少子高齢化、人口減少が進んでいます。

そんな中、島の高齢者福祉の最後の拠所である特別養護老人ホームチ

ヂン園において、介護職員の不足から、定員に余裕があるにも関わら

ず、特別養護施設、ショートステイ、デイサービスの利用を抑制しな



 - 40 - 

ければならず、特に特別養護施設については、２名が入所できず村外

で待機している現状であります。介護職員の不足は全国で起こってお

り、チヂン園では募集をしても応募が無い、村民に申し訳ないと嘆い

ております。  

 そこで、村民の人材の育成、そして掘り起こしとして村内で研修を

実施し、人材の確保、老人福祉の向上のためにチヂン園を支援する考

えはないか村長に伺います。よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは、宮城義秀議員の介護職員初任者研修の村内実施について

のご質問にお答えいたします。  

 介護保険制度が創出され、１８年が経ち、介護に必要な高齢者の生

活の支えとして定着し、発展してまいっております。  

 近年、全国的に高齢化が進んでおり、２０２５年（令和７年）には、

団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる超高齢化社会を迎えま

す。本村においてもご承知のとおり、６５歳以上の高齢者の人口が３

０％を超え、人口減少、少子高齢化により、村内各方面で人材不足が

叫ばれております。  

 住み慣れた地域で生涯を送りたいという高齢者のための施設であ

る特別養護老人ホームチヂン園においても、そのことは例外ではなく、

介護職員が不足して、受け入れを縮小して対応していることは承知し

ているところであります。  

 そのことについて、チヂン園の理事長及び施設長からも要望書をい

ただいており、人材不足の重要性を認識し、村としてもその課題解決

を図っていかなければならないと考えております。  

 定住促進、村民の人材育成、掘り起こしとしての研修について、村

では昨今、介護に関する基本的な知識を身につけ、介護業務に関わる

上で知っておくべき基本的な技術、介護分野への参入のきっかけを作

ることを目的に県の事業を活用し、介護に関する入門的研修を実施し、
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高校生から７０代の村民が受講しております。  

 村としましても、今後、介護職に対するニーズを確認し、村内の事

業所の状況等を把握しながら、県の介護人材確保対策事業等を確認し、

研修会については、前向きに検討して支援をしていきたいと考えてお

ります。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 村長さんからも前向きにぜひ検討したいという回答でございまし

たけれども、この老人ホームのことにつきましては、多くの皆さんも

ご承知かと思うんですけれども、県内の離島において既に閉園と言い

ましょうか、独自では運営できずに、本島の民間団体の方に委託をお

願いして、村の方からも一千何百万という高額な支援を出さないと運

営もできない。また、他のところでも今度自分たち村内では運営でき

ないと、本島の民間の方に打診をしているけれども、民間の方でも離

島には少し難しいということで、大変困って閉園に追い込まれている

ということをチヂン園の施設長からも話を伺い、私もチヂン園の家族

会の方にも入っており、チヂン園には大変苦労させてお願いしている

ところでございます。  

 そういった本村の高齢福祉の最後の拠り所であるチヂン園が人材

不足で、既に村外で退去待ちがいらっしゃるということについて、や

はり我々はチヂン園を創立したのも村がそこに村民を最後の拠り所

として迎えるべくということでチヂン園の創設からずっと携わって

きたと思っております。  

 そういう中で、人材不足により、チヂン園の運営が厳しくなるとい

うことは、本当に大変寂しい思いと、それから村民に対して我々は何

をしているんだと、村民がそこに入所できずに、島外で待機待ちをす

る。そういうことがあってはならないんじゃないかなと思っておりま

す。  

 現在、定員に対しまして、どのぐらいの人数が入っておられるのか。
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その辺福祉課長の方から、チヂン園の定員等、また現在利用されてい

る方々の数等がわかりましたら報告お願いします。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 質問にお答えします。現在、チヂン園の入所者の方を確認させても

らいました。チヂン園の特養の方は、定数が３０名なんですけれども、

現在２５名の入所をされているそうです。  

 ショートステイの方は、１１名ということで、デイサービスの方は

１６名、これはのべ人数で計算をさせてもらっています。  

 定数に対して、やはりまだ職員が足りていないということで、現在、

この人数で入所をしているということを伺っています。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 いま福祉課長からもありましたように、３０名の入所予定に対しま

して２５名しか現在入っていない。そしてさらに待機待ちが５名の定

員の余裕があるにも関わらず、お二人が島外で待っておられると。  

 他のショートステイや、そういった他の施設利用についても職員不

足から、その利用回数を制限したりと、大変チヂン園としては困って

いる状況であるということでございます。  

 そこで、福祉課長の方にお伺いしたいんですけれども、介護職員初

任者研修、これは村内で実施可能なのかどうなのかということをご返

答お願いしたいんですけど。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 質問にお答えします。いま現在、初任者研修、ヘルパー２級程度の

研修の方が実施できるかということについてですが、以前、社協の方

でもそういった研修をやった経緯があるということで、村の方でも事
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業所の方を確認をさせてもらいました。  

 事業所の方を確認させてもらった上で、村内でも実施することが可

能ということがわかりましたので、その辺に関しては、いま実際、見

積り等をいただいているところであります。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 研修は実施可能だということで、見積りも今もらっているというこ

とを聞いております。  

 いま福祉課長からもあったように、以前に島で開催された講座で村

内のヘルパー２級、及び現在の介護職員初任者研修の資格が以前の社

協ですか、役場福祉課で研修した結果、これだけの方々が資格を得て、

実際にはチヂン園なり、社協なりで働いているという実績もございま

す。  

 ですから、これからぜひ村内で何名になるかわかりませんけれども、

人材の掘り起し、そしてこのことは自分たちの生活の中でも家族の在

宅支援と言いましょうか、看護と言いましょうか、その研修を受ける

ことによって、自分たちの家族の介護、お家での介護、予防にも、い

ろいろな見地からもやはり必要ではないかと思っておりますので、ぜ

ひこの研修について実現していただきたいと思います。  

 はっきりまだ聞いてないんですが、大東の方でも単独なのか、補助

事業なのかは定かではないんですけれども、研修を計画しているとい

うことを伺っております。  

 このことについて福祉課長、これは県の事業もあるのか。それとも

村単独でしかできないのか。その辺もし把握しているのであれば、よ

ろしくお願いいたします。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 質問にお答えします。南大東村の方でいま実施があったというお話
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ではあるんですけれども、南大東村は、いま実施の計画をしていると

いうことで、その隣りの北大東村の方が実施をした経緯があります。 

 それは３～４年前にはなるんですけれども、県立看護大学の事業で

住民主体で実務者研修を行ったという経緯がありました。  

 先程お話がありました南大東村は、これから社協が主催で単独事業

で行うということで計画をしているということをお聞きしています。

以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 有難うございます。南大東村では、本年度において村単独で事業計

画をなさっているということでございますので、我々、伊是名村もぜ

ひチヂン園の方から要望書も来て、チヂン園の方もそれ相応の持ち分

はチヂン園にもちゃんと持ちたいと。ですので、村の方でぜひその計

画を出してくれないかというふうな要望書を出したというふうにも

聞いております。  

 その他にも現在チヂン園からの要望としましては、応募の仕方、私

もこの応募、チヂン園、これまでは単独でハローワーク使ったり、民

間募集をやったりということで、なかなか人が集まらない。また民間

の場合、そこに面接に来たら、すごい高額な紹介料が出るとか、大変

金銭的な面でも苦しくなる。  

 そういうことからしますと、村のホームページあたりに村の募集に

合わせて、チヂン園と、そういう福祉関係の人材募集、そういったこ

とは我々のホームページで可能なのか、そういった方向で村が支援し

ていくという方法もあろうかと思うんですが、その辺はどうでしょう

か。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 お答えします。応募の方法ですが、村のホームページの方にも今年
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度から載せることも可能ということで確認の方を伺っています。  

 ホームページ以外にも募集の方法として、県の事業で移住ツアーと

いうものと、そして移住の輪というホームページの方がありまして、

いまちょっと名称の方が変わってはいるんですけれども、「 Be.Okin

awa」という名称でホームページを立ち上げていますので、その方に

も福祉関係の募集、そして移住をしたい人たちの公募ができるサイト

がありますので、そこの方にも載せていこうといま考えているところ

です。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 大変有難うございます。ぜひ村のホームページ、それから県のホー

ムページも活用されて、できるだけ費用もかからない、チヂン園も単

独ではなく、全体でそういうことが可能になるようにいまの計画を進

めていっていただきたいなと思います。  

 それからもう１点、その中で、いま日本全国、介護の人不足という

こともあって、外国人労働者の受け入れ等についてもいろいろあるん

ですけれども、この辺についてチヂン園さんの方も単独で村の郷友会

のメンバーから外国人の介護労働者と言いましょうか、そういった

方々の受け入れ方法等について、少し話は伺ってはいるんだけれども、

一般の農業とか、水産とか、建築の方は、その受け入れ体制が整いつ

つあるけれども、介護については、まだまだ受け入れ体制が整ってな

いということで、チヂン園独自での募集がやりづらい状況にあると。 

 そういうことで、これから県の事業とか、国の事業とか、村もこれ

から一緒になって考えていくことが必要ではないかと思うんですけ

れども、そういった外国人労働者の導入に向けて今後可能なのかとい

うことも含めて、導入の計画、考え方があるのか、最後にお聞かせ下

さい。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  
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住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 質問にお答えします。今年度、県の方では人材確保の事業として外

国人介護人材受け入れ環境整備事業というのを創設する予定がある

そうです。  

 その事業は、外国人を人手不足に対応するために一定の専門性の技

能を有する外国人の受け入れをするということで、４月から事業の方

を展開する予定があるということで、県の方から情報の方を得ていま

す。  

 ですので、この事業がうちのチヂン園の方にも該当するのかという

ことについて、県といま調整しているところでありますので、もしこ

の事業が該当するのであれば、チヂン園の方にも紹介して、私たちの

方も支援していきたいなと思っています。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 いま県の方でも新たに進めているということのようでございます

ので、ぜひ村におきまして、本村にもそういった情報をいち早く取り

入れて、ぜひ導入できるように、そしてこれはチヂン園さん、また受

け入れ側が一緒にならないといけないと思いますので、今回の人材不

足の掘り起しということについて、ぜひ進めていっていただきたいと

思います。  

 そしてまずは村内での実施に向けてなんですけれども、県の補助事

業は介護職員初任者研修は何でしたっけ、県の事業はまだわからない

わけですか。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 県はないです。  

２番（宮城義秀議員）  

 ないようですので、今回、当初では予算はもちろん計上されており

ませんけれども、今後ぜひ村内での事業実施に向けて単独の見積書を

もらうなりして、ぜひ次回あたりどういう方向で進んでいくかという
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のは、６月あたりの議会にでも報告願いたいと思っておりますので、

このことが早急に実現できるように希望しまして、私の質問は終わり

ます。  

議長（宮城安志）  

 これで、宮城義秀議員の質問は終わりました。  

 続けます。７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 それでは、こんにちは。一般質問を行います。今回、２点お願いし

ます。  

 まず、質問事項１点目、仲田港湾整備状況について。質問の要旨、

仲田港口南側に設置された消波ブロック（テトラポット）が数年前の

大型台風の波により破壊されて被害を受けているが、今だ復旧されて

いない状況である。フェリー出入港の時の乗客には災害箇所を目の当

たりにし、港湾風景や島を眺望するに美観が損なわれています。一日

も早い復旧を望むところです。  

 県から今後の復旧整備工法計画など示されているのかお伺いしま

す。  

 質問２、「いいな運天港いちゃり場まつり」実施状況について。三

村交流をとおして、各地域の発展を目的に開催されている、まつり内

容のより充実を求めた、平成３０年第４回定例会においての一般質問

に対し、村長、担当課長は以下三点について三村実行委員会に提案し

て内容をより充実した、まつりに努めるとの答弁でした。その後の協

議結果と今後の取組について村長の見解をお伺いします。  

 ①実行委員会の拡大について。②負担金の割合見直しについて。③

集客の広報活動について。以上２点、村長お願いいたします。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 伊禮正徳議員のまず１点目、仲田港湾整備状況についてのご質問に

お答えいたします。  



 - 48 - 

 仲田港南側に設置されております消波ブロックの復旧について、沖

縄県に確認をしましたところ、現在、損傷要因等について委託業務を

実施しているとのことでありますので、復旧整備については、引き続

き県当局に要望してまいりたいと思っております。  

 ２点目の「いいな運天港いちゃり場まつり」実施状況について、お

答えいたします。  

 「いいな運天港いちゃり場まつり」については、伊平屋、伊是名、

今帰仁の三村が運天港を拠点に連携し、物産や文化的交流、人的交流

を深め、それぞれの地域の活性化を目的として平成２５年度より開催

されております。  

 今年度で７回目となりましたが、これまで地元の特産品や三村出身

の出演者、地元青年会などがまつりを盛り上げてきたところでありま

す。  

 今後においては、これまで実施してきた内容を踏まえ、より充実し

たものとなるよう推進していきたいと考えております。  

 なお、ご質問の件については、担当課長から答弁させることとしま

すので、よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 伊禮議員のご質問にお答えします。まず１点目の実行委員会の拡大

について、新年度から実行委員会、村内の各種団体が委員となるよう

事務局と協議しております。  

 ２点目、負担金の見直しについては、現在、事務局と協議中であり

ます。  

 ３点目の集客広報について、三村の役場のホームページと新聞広告、

ラジオ、テレビのイベント情報、地元、今帰仁の新聞折り込みチラシ

などで広告をしております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  
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７番（伊禮正徳議員）  

 それでは再質問に入ります。仲田港湾の整備については、港口拡張

浚渫工事が旧仲田港護岸延伸工事、フェリーバース嵩上げ工事、防波

堤工事等々、早急な対策要請として、これまで数回にわたって議会か

らの一般質問などもありまして、村長は県に強く要望されて、近年は

港湾静穏度も高め、改善された安全な船舶運航が図られているものだ

と高く評価します。  

 しかし、今回の質問箇所については、既に平成２８年第３回定例会

において、当時の議員から一般質問の中において、今回、同様な災害

対策が長期にわたってされていないということの指摘、質問がありま

した。  

 同時に早急な復元を求められた質問でありましたが、村民からはか

なり時間を要しているという声がよく聞かれています。観光立村を掲

げる島の玄関港、美しい景観を印象づけるのが最も必要だと考えてい

ます。  

 先程、村長の答弁では委託をして、これからいろいろ県に要望して

調整していくということですが、当時の調査確認事項を見てみました

ら、既に災害等に対しても３１年度までには発注して実施するという

答弁もあったような気がするんですけれども、既に遅れているような

感じがします。  

 これから調査委託等々をしまして、あと何年ぐらいの計画というこ

とを示されているのか、まずは１点教えて下さい。お願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。昨日、県に確認したところ、現在

行っている調査に基づいて現状を復旧するのか、それよりか強固な防

波堤にするのかを検討していくということでありました。以上です。 

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  
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７番（伊禮正徳議員）  

 先程村長、そして担当課長の方にはこの写真をお渡ししたんですけ

れども、ご覧になって下さい。ここは私の方では確か１０年近くなる

かと思うんですけれども、その資料の情報収集できなくて、２回ほど

災害が起きていると思われるんですけれども、そのあたり県の方に確

認されていますか、課長確認をお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。災害の回数は確認しておりません。 

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 ということはかなり長い年月が経っていると思います。なぜここは

優先的になってないのか、どのような港湾の事情があって、要望等々、

順位がここはおそらく最後になるかと思うんですが、そういったこと

を村長協議の中で、どのような感じだったでしょうか、お伺いしたい

と思います。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 伊禮議員のご指摘は、そのとおりだと私も認識しております。仲田

港の南側沖防波堤が台風時に崩落したと、仲田港に限らず、各離島港

湾が仲田港以上に大きな崩落、破壊された箇所が数カ所あるというふ

うに聞いています。  

 そこら辺のところは県としましても優先順位をつけて、一番被害の

多い箇所からということで、これまで仲田港については延び延びと

なっているという状況であります。  

 しかしながら、そうは言っておられないということで、その崩落し

た沖防波堤の外側にもう１基沖防波堤を造ってもらえないかと、いわ
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ゆる現在、崩落している沖防波堤の補助的な波除堤を造ってもらえな

いかという要望もいたしております。  

 そういうことをしながら、いま県は動き出して、その調査をして、

調査の結果を踏まえて、これをどういうふうに復旧するのかというこ

とをいまいろいろと検討されているというふうに伺っておりますの

で、いましばらく県の対応をみながら、どういった方法がいいのか。

村としても意見、要望もしていきたいと思っております。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 わかりました。ぜひ、十分景観に配慮した工法を村と協議して、ぜ

ひ進めていっていただきたいと考えております。  

 そして整備全体的に関してですけど、あと１～２点ちょっと気にな

るところがありまして、ぜひ確認したいと思います。  

 指摘されている護岸の被害を受けた先端部分、港口を浚渫するため

に大きなテトラポットがあるんですけれども、それが陸地側の護岸の

前の方に並べられていますけれども、これは下流付近に意図的にその

まま置かれるのか、移動する予定もあるのか、また使用される予定な

のか、そのあたりをちょっと確認したいと思います。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 先程、伊禮議員から現場でもそのような話があったんですけど、私

個人としては、県の方から直接仮置きしているというのは聞いたこと

はないんです。  

 ですから、その辺り含めて、再度、県の方にどんな状況なのかを確

認したいと思います。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  
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 １番に関しては、ぜひ早急な対応を求めて、１番の質問を終わりま

す。  

 次、２番について、①実行委員会の拡大について、前回も課長に聞

きましたとおり、実行委員会、今帰仁村１０名、そして伊是名村２名、

伊平屋村２名という形の実行委員会となっていますが、私は１５名で

したら５名、５名でも十分ではないかと考えております。  

 それをぜひ提案して、実行委員会、そして両村、伊平屋村、伊是名

村の声を今帰仁村に届けられるような体制の実行委員会であってほ

しいと考えていますので、ぜひこれは提案するということで、今回か

ら取り組むということになっていますので、そのあたりを再度希望し

たいと思いますので、よろしくお願いします。  

 次、２点目の負担金の割合見直しについて、このことについて、当

初はまつり単費でやっていたと聞いております。一括交付金が実施さ

れてから、確か２回目か、３回目でしょうか、ちょっと記憶間違いで

したら、後程訂正します。  

 それをもって私は前回、離島と陸地の開催地等、負担金を見直す必

要がないかということでありますけれども、そのことで離島両村から

参加する場合は、それなりの経費もかかるということを申し上げてお

ります。  

 村民交流などを期待するものですが、諸々考えた場合は、今帰仁村

に負担率を多くすべきとはっきり申し上げまして、ご報告するべきで

はないかということであります。  

 特にフェリーの遊覧船の件ですけれども、実行委員会の中から予算

が捻出されていると思います。乗客は会場で使える５００円の引換券

ですか、それもある程度まつり会場に来られる方は少々のお金は財布

から落とさせてもいいんではないでしょうかと、私は正直そう思いま

す。  

 そうすることによって、この予算というのが他のところに使えると

か、そういったことも考えていますけれども、どうでしょうかと思っ

ております。  
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 そしてもう１点、フェリーのことは前回はなかったんですけど、口

頭ではお話ちょっとしています。土曜日の２便運航が１便運航になる

ということで、当時、苦情があったということは課長もちょっと耳に

していると思うんですけど、そのあたりのことも今回２番の予算の絡

みから提案していただきたいと思うんですけど、その点、２番をまず

確認したいと思います。お願いします。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 議員のご質問にお答えします。フェリーの引換券５００円で券を販

売しているんですが、５００円で買ったこの券は会場で使えるクーポ

ンになっております。それは集客の目的もあります。  

 それと２点目、フェリーの２便運航を１往復欠航して用船するとい

うお話なんですけれども、まつりを盛り上げるという意味で、遊覧船

を企画して今年度も予定はしております。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 ぜひ、実行委員会の中で協議していただきたいと思います。  

 ３点目の広報についてですけれども、なぜ集客の件を気にしている

かと言うと、過去７回までですか、のべからすると参加者が１ ,００

０名以内なんです。  

 去年、一昨年ですか、約１ ,０００名に達したということで、当初

４００名、５００名、６００名という一日の人数でした。そのことが

とっても気になりまして質問していますけれども、広報活動について、

いまほとんど体制が変わらないですけれども、私はここについては、

今帰仁村からのお客さんが非常に少ないということを強く指摘した

いと思います。  

 ９ ,５００名人口のいる今帰仁村、我が伊是名村と伊平屋村、両村

合わせても２ ,０００余りの人口です。それが当日になったら１ ,００
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０名弱の集客しかいないということは、今帰仁村さん、ぜひ頑張って

いただきたいなということがありますので、強く要望していただきた

いと思います。  

 こうして一日間のイベントで三村交流のあり方、内容からすると、

なかなか厳しいと思いますが、これから将来に向けて三村の交流を通

して活性化を目指すには欠かせないまつりと思いますが、以前、各種

団体の村民同士の交流会なども取り組みはあったようだが、今帰仁村

さんは積極的ではなかったということも聞いております。  

 三村の誰もが気軽に参加できる体制として、村民、議会、各種団体、

役場職員間の交流親睦を図られる良いイベントになることを期待を

申し上げまして、質問を終わりたいと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 これで、伊禮正徳議員の質問は終わりました。  

 続けます。６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 それでは質問いたします。質問事項、令和２年度施政方針について。 

 質問の要旨、商工業の振興の中に「地域資源を活用した６次産業化・

地産地消の推進に取り組む」とありますが、具体的にどのように取り

組むのか考えをお伺いしたい。  

 次に、生活環境の充実の中で、道路整備の件ですが、「以前、拡張

が困難な所は、歩道の設置は難しいと言っておりましたが、他に方法

はなかったのか、改めてお伺いしたい。  

 次に、定住環境の充実の件ですが、「活力ある村づくりを目指す」

とあります。しかし本村は、少子高齢化及び人口減少は止まりません。 

 このような状況の中、どう立て直していくのか、お伺いしたい。以

上です。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは、東江源也議員の１点目の６次産業化・地産地消の推進に
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ついてのご質問にお答えいたします。  

 伊是名村の地域資源を活用した６次産業化・地産地消、農商工連携

等の事業活動を促進し、農林水産業及び商工業を支援する関係機関及

び団体が連携し、魅力ある商品及びサービスの開発、販売等の事業活

動への円滑な支援を図るため、沖縄県農業協同組合伊是名支店、伊是

名漁業協同組合、伊是名村商工会、伊是名島観光協会、伊是名村農業

委員会、伊是名村の職員がメンバーとなって昨年１１月に伊是名村６

次産業化・地産地消推進協議会を設立しております。その中で６次産

業化に向けた第一次産業の作物等の検討や市場の調査などを行うほ

か、新たな特産品開発も検討してまいります。  

 また、特産品開発と地産地消に向け、消費者や村民及び来島者の

ニーズを把握するため、職域、地産地消、お土産に関するアンケート

を実施しており、それをもとに今後の事業推進に役立ててまいりたい

と考えております。  

 次に２点目の生活環境の充実の中の道路整備についてお答えいた

します。  

 当該道路の歩道設置については、前回、平成３０年第４回定例会に

おいてお答えしたとおりでありまして、移転補償費等の問題等から実

現性については、かなり厳しいものがあると考えております。  

 前回の回答を踏まえて、今回のご質問にお答えしますと、歩道以外

に歩行者の安全を確保する方法として、一方通行にする方法があるか

と思います。  

 ただし、一方通行にすることにより、通行帯にかなりの制限が設け

られることから、利便性が損なわれる恐れもあり、このことについて

は、慎重に進めていかなければいけないと考えております。  

 次に３点目です。定住環境の充実についてお答えいたします。近年、

国全体の少子高齢化の進展と、地方における人口減少に歯止めをかけ、

それぞれの地域で住み良い環境を確保して将来にわたって活力ある

社会を維持することが課題となっています。  

 このため、国においては平成２６年度にまち・ひと・しごと創生法
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を制定し、まち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定いたしており

ます。  

 これを受け、村では平成２８年３月に伊是名村人口ビジョン総合戦

略を策定しております。  

 本戦略は、結婚、出産、子育てができる環境を整えることにより、

島民が安心して生活できる社会を形成するとともに、地域社会を担う

人材の育成確保、就業機会の創出により、家庭をもち、子どもがいる

ことの幸せ、兄弟、姉妹がいる賑わいを感じることができる地域づく

りを目指していきます。  

 また県外、国外からの移住者にとっても暮らしやすい環境づくりを

進めることにより、開かれた活力ある社会を構築され、本村の人口減

少に歯止めをかけ、明るい未来への希望を抱ける地域づくりに繋げて

いきたいというふうに考えております。  

 そうした開かれた活力ある社会や安全安心なバランスの取れた持

続可能な社会を目指すべく将来像とし、それを達成するために必要な

施策体系と、特に重点的に推進する具体策を伊是名村人口ビジョン総

合戦略で示しており、それを推進することで活力ある村づくりができ

るものと考えております。  

 なお、詳細につきましては、担当課長から答弁させることといたし

ます。よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 企画政策課長、神田宗秀君。  

企画政策課長（神田宗秀君）  

 伊是名村の人口減少に歯止めをかけて活力ある村づくりを推進す

るために伊是名村人口ビジョン総合戦略というものを平成２８年度

に策定しております。  

 その戦略において重要施策としては、４つの点を重点的に推進して

いくこととなっております。  

 まず一つ目に豊かな生活を築く農林水産業の振興、２つ目に新たな

未来を拓く観光業等の振興、３つ目に結婚、子育てセーフティネット
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の充実、そして４つ目に定住環境の整備充実、以上の４つの点を重点

的に推進していくこととしております。  

 具体的に、いままで実施した事業としては、農林水産業の振興では、

植物工場、いちご栽培のハウスを整備して、新たな特産品として現在

期待がもたれております。  

 そして水産業においては、もずくのブランド化による高付加価値化

が図られて、拠点産地にも認定されておりますので、今後また推進し

ていくということになります。  

 畜産業においては、優良繁殖雌牛導入推進事業、こちらの事業で畜

産農家の基盤強化が図られているものと思っております。  

 そして観光業等の振興については、修学旅行生による民泊体験型の

交流学習が現在、安定的に実施されております。それにより交流人口

の増加に繋がっていると思います。  

 そして商工業の振興では、先程１番目の質問であったように、６次

産業化地産地消推進協議会が発足しておりますので、これから農林水

産業と商工業と連携して地域資源を活用した新たな取り組みを推進

していくという形になります。  

 そして３点目の結婚、子育てセーフティーネットの分野においては、

現在、結婚祝い金、出産祝い金の創設、そして学校給食費の負担軽減、

保育料の無償化等を実施しております。そして給付型の奨学金制度を

創設しております。  

 また、それにより若年世代や子育て世代への支援を行っているとい

うことであります。  

 そして定住環境の整備充実の分野においては、道路網の整備や水道

広域化事業の推進によって、安心安全なライフラインの確保、そして

Ｉターン、Ｕターンや移住者受け入れのための定住促進住宅の整備等

を実施しております。  

 以上、中心的な４つの施策の具体的な推進はこちらでありますので、

総合戦略、そちらの中にもこの４つの点を進めていくことによって、

人口減少に歯止めをかけて、活力ある村づくりができるのではないか
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ということで、村としてはそれを中心に進めていく形になります。以

上であります。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 いろいろと大きな戦略がありそうで頼もしいんですが、私はこんな

大きな戦略よりも小さな一歩から進めていった方がいいかとも思う

んですが、特産品など、とても少ないのは港の方を見てもわかります。 

 協力してプロジェクトチームを立ち上げたというのは大変いいこ

とですが、これは例えば個人事業とか、小さな事業者団体とか、そう

いったところがこういうものを開発しようとか、そういう協力願いが

あれば、そういった協力の仕方もあるのかどうか、お願いします。  

議長（宮城安志）  

 農林水産課長、諸見直也君。  

農林水産課長（諸見直也君）  

 それでは、お答えします。いま議員のおっしゃった個人事業者に対

しての補助ですか、そういったことも含めていま検討しているところ

であります。  

 たぶん個人が作るとなると、相当な労力、費用がかかると思います

ので、まずは村の協議会の中で試行錯誤しながら、特産品、例えばい

ちごハウスのいまいちごジャムを今月、講師を派遣いただいて料理教

室を開いてやる予定となっておりまして、そういったことから始めて

民間の方に移譲ができればなと協議会の中では考えております。以上

です。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 そういうのもいいことだと思うんですけれども、ちょっとした島内

だけで作れるお土産とか、そういったものを作ろうとした場合の器具

とか、そういった感じのものでもいいと思うんですよ、それも頭に入
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れて下さい。  

 そして特産品というのは、島の知名度アップにもなると思います。

それといろいろやり方、作り方によっては、以前、農商工観の連合で

作った島の土産、もずく佃煮、それが現在でも教育資金として確実に

提供されているんですよ。  

 平成２３年から去年まで、いくらぐらい教育資金として回ったか。

たかが１円、２円の売上ですけど、現在まで４０万４千円余りの教育

資金を送っています。  

 こういうやり方もあるということをしっかり考えていただきたい

と思いますけど、村長いかがですか。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 ただいま提案されたことについては、これは確かに一つの方法だと

思っております。村もできる限りの支援をして、そして歩調を合わせ

て連携していきたいと考えています。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 こういった一つ一つがいろいろな商工業の振興に繋がると思いま

す。  

 次に観光産業の振興とありますけど、村長、施政方針の中に伊是名

山森林公園からの良好な眺望と言っております。  

 しかし、山の上から見るものだけが眺望ではないと思います。村長

は、あの辺モクマオウの剪定で頑張っているのはよくわかりますが、

下から見るのも良き眺望、フェリーから島に入ってくるときに全体を

見る景観も良き眺望だと思います。  

 村長、言いたいのは、管理道路がありますよね。管理道路の法面の

コンクリートがこの良き眺望を邪魔していると思うんですよ、どう思

いますか。  
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議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 いま地肌が見えるような感じの景観となっています。これは整備し

た直後から、何とかこれを周囲の景観とマッチするような形にしてい

かなければいけないということで、どういった方法をして周辺の景観

とマッチできるような形にするかということについては、いま検討し

ている最中でありますので、これをぜひ改善していきたいと考えてい

ます。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 検討と言わず、早期に確実にやってもらいたいと思います。これは

島の印象をだいぶ悪くしますので、その辺よろしくお願いします。  

 そして次に生活環境の道路整備の件ですが、道幅が狭いから歩道が

できないとか以前言っていましたが、中城村の津覇という部落に歩道

と道がきれいに色分けされているんですよ。だから道幅が狭いから歩

道が造れないというわけではなくて、そういった考えもあるというこ

とで、そうすることによってドライバーも意識するし、必ずそこは通

らんという意味ではないし、そういった区切り方もあると思うんです

が、村長、見たこと、聞いたことございますか、その辺。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 いまのご質問の地域については、まだ存じておりません。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 こういう方法だと予算もあまりかからずにできるかと思うので、村

長、時間があればぜひ出かけて行って見て下さい。よろしくお願いし
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ます。  

 次に生活環境の充実の件ですが、村長、まず冠婚葬祭の件で村内徹

底したいと思うんですよ。以前、生活改善グループがあり、祝儀は２

千円、葬儀は１千円、お返しはなしなど徹底していたと思います。  

 しかし、最近はバラバラで乱れていますという声が多く聞こえてき

ます。この件について、村長お聞きしたことありますか。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 お答えします。この生活改善の件については、以前に生活改善グ

ループという組織があって、その中で婦人が各字から募って、そして

その婦人会が主体となって、いまの状況では島は大変なことになると、

それを負担として島から出て行く人もいるというふうな情報もあっ

て、婦人会の皆さん方が中心となって改善していこうということで香

典は１千円、祝儀は２千円ということで徹底していこうということで、

５～６年ぐらいは守られていたというふうに思います。  

 しかしながら、徐々にそれが崩れて、いまはやりたい放題というふ

うなことになっていますので、これは島の過疎化の一因にもなるので

はないかと思っております。  

 そういうことで、ぜひしかるべく人たちに集まってもらって、生活

改善についての考え方を検討して、ぜひ実現するような方向でやって

いきたいと思っております。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 検討ではなくて、村長、実現してまいりましょうよ。  

 そして次に、本村における葬儀、葬祭の件なんですが、葬祭場が村

内には整備してあります。今後は、なるべく葬儀、告別式などはそこ

を利用してもらうように推進していってはどうかと思いますが、村長

のお考えもお聞かせ下さい。  
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議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 葬祭場を建設した主な目的はそこなんです。みんなが簡素化して、

一つの場所で法事を済まそうというふうなことで葬祭場を建設した

わけでありますが、しかしながら、これは各家庭でいろんな事情が

あって、葬祭場を使えないという方も出てきているわけであります。 

 そういうことで一斉にどうというふうには申し上げられませんけ

ど、各個人個人のお考えでありますので、なるべく村としては、そこ

を使ってもらいたいというふうにお願いをしているところでありま

す。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 村長、全くそうですね、いわゆる簡素化していった方がいいと思い

ますので、なるべく推進していくようにしましょう。  

 このようなことを一つずつ実施していくことが定住環境の充実の

一環で、また、さらには少子化、人口減少などの歯止めにも繋がるこ

とだと思います。一つ一つ小さなことから始めて実現してまいりま

しょう。ぜひ、そういうふうなことを実行されていくことを願いまし

て、私の質問を終わります。  

議長（宮城安志）  

 これで、東江源也議員の質問は終わりました。  

 最後となります。５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 それでは質問いたします。まず、質問事項であります。伊是名村廃

棄処理に係わる、コンクリート系一般廃棄物の処理問題であります。 

 質問の要旨、村民が日常生活をする上で最も身近な問題がゴミ処理

の問題でありますが、本来廃棄物は行政が責任を持って収集運搬すべ

きであります。一部、処理施設等がないということで受け入れ収集運
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搬されてないゴミがコンクリート系廃棄物の問題について伺います。 

 その問題については、平成３０年第４回定例会において一般質問に

取り上げ、島外への運搬処理についての村長の答弁の中で、「村民の

負担軽減観点から一部村が支援するということも考えられますので、

今後、前向きに検討していきたいと考えます。」及び「その問題につ

いては、野積みはできない事もありますので、その辺どういう方法で

どのような処理をするかという事について、担当課、あるいは関係者

とも交えて協議していく」との事でありましたが、その後、どのよう

に対策協議はされたのかについてお伺いします。  

 まず１点目に、今年度の当初予算で、衛生費の塵芥処理費で、負担

金補助金及び交付金で予算が１０万円計上されています。この１０万

円が海上輸送の予算だと私は思われているわけなんですが、もし海上

輸送するとなると、交付要綱等どうなっているかであります。  

 ２点目、「担当課、あるいは関係者も交えて協議していく」との事

でありますが、その後どのような協議等がもたれてきたかということ

について、ご質問をよろしくお願いします。村長、よろしくお願いし

ます。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは、東江清和議員の伊是名村廃棄物処理及び係わる、コンク

リート系一般廃棄物の処理問題についてのご質問にお答えいたしま

す。  

 １点目の補助金交付要綱についてでありますが、現在、素案を作成

済みであります。今後は他実施市町村の現状や課題等の情報を収集し、

法制委員会等において要綱内容を精査した上で告示し、島外への運搬

費用の一部助成を実施していきたいと考えております。  

 ２点目の関係者の協議についてでありますが、担当課内では素案を

作成する段階から協議会を持ってきており、素案に基づき関係機関か

ら意見聴取等を踏まえ洗い出しを行い、協議の場を持ちたいと考えて
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おります。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 交付要綱は、いま作成の段階だということでありますが、これは予

算計上との絡みで私はあえて質問したわけなんですが、この予算が海

上輸送費の経費相当であるんでしたら、今年度３月で年度も終了する

わけなんですけど、これが要綱に基づかないで処理しようにも処理で

きないわけですよね。  

 例えば要綱で、例えば私たち条例等で伊是名村使用済自動車等の海

上輸送の補助金要綱があります。例えば車１台いくらの運賃とか、い

ろいろ要綱が決められております。  

 例えば、いま作成段階中であるということであれば、例えば車１台

なのか、あるいは重量なのか、どこまでなのか、いろんな要素があり

ますので、そこら辺について早めに検討されて、この１０万円の予算

計上が反映されるような予算要綱等を設置してもらいたいと思いま

す。  

 本来、村内でその施設があれば事は済むわけですよ。極端に言いま

したら、海上輸送だけではなくて、例えば各家庭で庭の改装をした。

そのときにコンクリート廃棄物とか出るわけですから、例えば袋１個

当たり、何キロ当たりいくらとか、必ずしも海上輸送しなくても済む

わけですよ。  

 いま海上輸送するという想定でもって、この要綱等を作るというこ

とでありますので、ぜひ村内である程度一般が出すものについて、

少々出すものについて処理施設があれば問題はないわけですが、ぜひ

この点も含めて協議をしてもらったら非常にいいと思いますので、い

ま私、懸念していますのは、例えば２０キロぐらい入る１袋当たりの

廃棄物を３個ぐらい出すとなると、これを車で海上輸送するわけには

いかないわけですよね。  

 そこら辺も含めて、海上輸送というのも非常に問題があるわけです。
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本来、廃棄物というのは、一般廃棄物ですから村内で処理すべきだと、

あるいは村が収集すべきだということが考えられますので、これは当

然なので、海上輸送等のみならず、村内で施設を造って、ある程度溜

まった時点で村内で破砕処理をするとか、これは前回の質問でも質問

したわけなんですけれども、村内でその施設を造るとなると、莫大な

予算がかかるということで、あるいはまたそういう該当補助事業があ

れば、今後考えていくという村長の答弁もありましたので、そこら辺

も含めて、ぜひ再度、考えてもらったらどうかなという考えでありま

す。  

 ２点目の他市町村との協議の件ということなんですが、今度も私質

問に先立って関係市町村の情報収集をしたわけなんですけれども、離

島間では全く同じような悩みがあるということで課題は一つなんで

す。あるところは、ちゃんと村が料金を無料で施設を設けてやってい

るところもあります。  

 いま言う具体的な問題については、ヤードとして置いて、いつ処理

するかわからんけど、ストック場は設けてあるところもありますので、

その辺を含めて、ぜひ前向きに村内で処理できるような体制と、ある

いは先程の要綱、ぜひ１台当たり、あるいはキロ当たり、あるいはい

ま公共補助事業あたりで産業廃棄物を処理する際は、この処理施設と

契約をして処理をしているというようなことも聞いておりますので、

あれはちゃんとした伝票がありまして廃棄物処理場に搬入搬出する

のが義務でありますので、それに基づいてやるということであります

ので、私たちも海上輸送するのであれば、フェリーのチケット、ある

いは何キロ施設に持って行ったか、いろんな細かい面も出てくるはず

ですので、この辺の要綱も踏まえて、ぜひ今後、早急に進めていただ

きますよう、村長、あるいは担当課長よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。前回、３０年度４回の質問から引
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き継いでの質問になりますが、いま要綱の中で予定しているのが個人

で取り壊し等を行うのが前提でございます。それはなぜならばという

ことになりますが、解体屋さんとか、建築屋さんにお願いした場合に

は事業系の廃棄物ということになりまして、産業廃棄物の取り扱いに

なります。  

 前提としては、個人が取り壊したものに限るものだと認識はしてお

ります。  

 そこでいまおっしゃったとおり、想定している補助というのが海上

輸送の車に係るフェリー代金の助成でございます。その分を補助しよ

うといま考えております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 休憩します。  

休憩  午後３時０７分  

再開  午後３時１２分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 いまの問題は、確かに海上輸送の問題だと想定されますので、いろ

んな問題が絡んでくると予想されます。  

 先程から言っているように、できるだけ詳細な要綱も含めた作成で

あれば、非常にいいわけですけど、できるならばストック場を設けて

村内でできればなと、この点も含めて今後検討されていければなと思

います。  

 先程の当初予算で１０万円、予算計上されたわけなんですけれども、

おそらく年度末もあるでしょう。その問題について、あの質問の中で

私に依頼あった人たちには、来年度から海上輸送の補助がありますよ

という説明はしました。  

 いままで要綱がないものですから、その後、この問題についての結

論、お話にも聞いたわけですけど、村にこういう要望があったのかど
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うかという相談はあったのかも含めて、予算計上の１０万円について

もお答えよろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。コンクリート殻の処理を村の方で

できないかという相談は僕の方には１件もなくて、ただ今年度、当初

１０万円が計上されているわけではあるんですが、その時点で要綱が

整備されてなくて、僕らもどう受け入れていいのかも十分ではなかっ

たものですから、今日の日に至っておりますが、その辺、各離島とか、

その辺調査しながら、ちょっと時間がかかったなという気がするので、

その辺、予算についてはまた今後対応していきたいなと思っています。 

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 ぜひ快適な地域環境が守られるよう、放置ごみ、一般ごみはスムー

ズにやっているわけですけど、このコンクリート殻については行き場

がなくて非常に困っておりますので、ぜひその辺の問題が早めに進め

られて老朽家屋、廃棄寸前の建物等、これが環境美化を損なわないよ

うな感じで整えられるような感じの処理規程、ごみ要綱をぜひ早めに

作ってもらえればと思います。  

 先程、村長の答弁の中にも再度要綱を設置するということですから、

充実した要綱ができるように要望します。以上です。  

議長（宮城安志）  

 これで、東江清和議員の質問は終わりました。  

 暫時休憩します。  

休憩  午後３時１５分  

再開  午後３時２８分  

議長（宮城安志）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  
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 日程第８  

 承認第１号・専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 承認第１号・専決処分の承認を求めることについて  

 伊是名西部地区農業集落排水施設更新工事の変更について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別

紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 なお、専決処分書を読み上げて説明といたします。  

 専決処分第１号、専決処分書。  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、別のとおり専決処分する。  

 工事請負契約の変更について。  

 伊是名西部地区農業集落排水施設更新工事について、建設工事請負

契約第２４条の規定に基づき次のように契約金額を変更する。  

 １ .契約の目的、伊是名西部地区農業集落排水施設更新工事。  

 ２ .契約済金額、８ ,２１６万１千円。  

 ３ .元契約に対する変更増額、１ ,５１７万３ ,４００円。  

 ４ .変更契約額、９ ,７３３万４ ,４００円。  

 ５ .契約の相手方、伊是名村字諸見４２１４番地、株式会社  伊是

名建設、代表取締役  西  金一。  

 令和２年２月１０日、伊是名村長  前田政義。以上でございます。

よろしくお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 これで提案理由の説明を終わります。  

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑ないようですので、質疑を終結いたします。  
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 この件については、討論を省略したいと思いますが、異議ありませ

んか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。  

 これから承認第１号・専決処分の承認を求めることについてを採決

します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、承認第１号・専決処分の承認を

求めることについては、原案のとおり承認されました。  

 日程第９  

 承認第２号・専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 承認第２号・専決処分の承認を求めることについて  

 伊是名西部地区農業集落排水施設更新工事（機械設備）の変更につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により

これを報告し、承認を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 なお、専決処分書を読み上げて説明といたします。  

 専決処分第２号、専決処分書。  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、別のとおり専決処分する。  

 工事請負契約の変更について。  

 伊是名西部地区農業集落排水施設更新工事（機械設備）について、

建設工事請負契約第２４条の規定に基づき次のように契約金額を変

更する。  

 １ .契約の目的、伊是名西部地区農業集落排水施設更新工事（機械
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設備）。  

 ２ .契約済金額、１億５ ,３４８万４ ,２００円。  

 ３ .元契約に対する変更増額、５２６万５ ,６３２円。  

 ４ .変更契約額、１億５ ,８７４万９ ,８３２円。  

 ５ .契約の相手方、沖縄県那覇市銘苅二丁目５番２８号、株式会社

 西原環境おきなわ、代表取締役  友野貴康。  

 令和２年２月１０日、伊是名村長  前田政義。以上でございます。

よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  

休憩  午後３時３４分  

再開  午後３時３５分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。  

 質疑がないようですので、質疑を終結することに異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり）  

 これで質疑を終わります。  

 これから討論を行いますが、この件については、討論を省略したい

と思いますが、異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。  

 これから承認第２号・専決処分の承認を求めることについてを採決

します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、承認第２号・専決処分の承認を

求めることについては、原案のとおり承認されました。  

 これで、本日の日程は全部終了いたしました。  
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 本日は、これで散会いたします。  

散会（午後３時３６分） 
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議長（宮城安志）  

 これから本日の会議を開きます。         （午前１０時

２７分）  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでございます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。  

 日程第１  

 諸般の報告を行います。  

 昨日、議員全員で村内視察を行いました。これで諸般の報告を終わ

ります。  

 日程第２  

 議案第１号・伊是名村職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは議案第１号・伊是名村職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の提案理由の説明をいたします。  

 伊是名村職員の給与に関する条例（昭和５８年条例第４号）の一部

を別添のように改正したいので地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、令和２年４月１日からの住居手当の見直しに伴い、給与

条例を改正する必要があり、本案を提出するものであります。よろし

くお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 これで討論を終わります。  
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 これから議案第１号・伊是名村職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１号・伊是名村職員の給

与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されまし

た。  

 日程第３  

 議案第２号・伊是名村現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第２号・伊是名村現業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の提案理由の説明をいたします。  

 伊是名村現業職員の給与の種類及び基準に関する条例を別添のよ

うに制定したいので地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条

第１項第１号の規定により議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、ごみ焼却施設管理技術員を採用するにあたり職員の給与

の種類及び基準について、条例で定める必要があり、本案を提出する

ものであります。よろしくお願いいたします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、これから質疑を許します。質疑あり

ませんか。９番、東江克伸議員。  

９番（東江克伸議員）  

 提案理由の中にごみ焼却施設管理技術員を採用するにあたりとい

うふうに載っていますけど、新年度で何人の採用予定なのか、お願い

いたします。  

議長（宮城安志）  
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 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。４月１日で２名の職員をいま採用することになって

おります。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか、質疑続行中です。  

 質疑ないようですので、これで質疑を終結したいと思いますが、異

議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 これで討論を終わります。  

 これから議案第２号・伊是名村現業職員の給与の種類及び基準に関

する条例を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第２号・伊是名村現業職員

の給与の種類及び基準に関する条例は、原案のとおり可決されまし

た。  

 日程第４  

 議案第３号・伊是名村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第３号・伊是名村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例の提案理由の説明をいたします。  

 伊是名村固定資産評価審査委員会条例（昭和４７年条例第３７号）

の一部を別添のように改正したいので地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会の議決を求めます。 
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 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、行政手続等による情報通信の技術の利用に関する法律の

一部改正により、条例を改正する必要があり、本案を提出するもので

あります。よろしくお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、これから質疑を許します。質疑あり

ませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 これから議案第３号について討論を省略することに異議ありませ

んか。  

（「異議なし」という者あり）  

 これから採決を行います。議案第３号・伊是名村固定資産評価審査

委員会条例の一部を改正する条例を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第３号・伊是名村固定資産

評価審査委員会条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決され

ました。  

 日程第５  

 議案第６号・伊是名村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例を議題としま

す。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第６号・伊是名村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の

説明をいたします。  

 伊是名村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担
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額等に関する条例の一部を別添のとおり改正したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により議会

の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴

い、伊是名村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額等に関する条例の一部を改正しなければならないので、本案を提

出するものであります。よろしくお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、質疑を許します。質疑ありませんか。

７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 伺います。議案第６号は、次の議案第４号に関連して、以前に説明

しなければならないということで先になっているものなのかどうか、

それだけ伺います。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 お答えします。６号と４号は、保育料無償化の件で関連づけがあり

ますので、先にさせてもらいました。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。質疑続行中です。  

 他にないようですので、質疑を終結してよろしいでしょうか。  

（「異議なし」という者あり）  

 これで質疑を終結します。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから議案第６号・伊是名村特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担額等に関する条例の一部を改正する条例を採
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決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第６号・伊是名村特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の

一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。  

 日程第６  

 議案第４号・伊是名村立幼稚園預かり保育料条例を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第４号・伊是名村立幼稚園預かり保育料条例の制定についての

提案理由の説明をいたします。  

 伊是名村立幼稚園預かり保育料条例を別添のとおり制定したいの

で、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の

規定により議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴

い、伊是名村立幼稚園保育料等徴収条例を廃止し、新たに伊是名村立

幼稚園預かり保育料条例を定めなければならないので本案を提出す

るものであります。よろしくお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 これから質疑を行います。７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 それでは今回、議案第４号の預かり保育料条例制定、伊是名村立幼

稚園預かり保育料条例を制定しなければならないということであり

ますが、無償化に伴って、どういった改正が出てくるかということで

あったんですけれども、こういう形で出てきて、何かしら勘違いする

ところもあったりしまして、実は私の誤解かもしれませんけれど、よ

くよく考えてみたら、無償化に伴う国から来る補助金あたりの根拠資
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料なのかなと思ったりします。  

 一見見た限りでは、私は全部改廃、撤廃するのかと最初は思ってお

りました。それに伴って、今回、現在の幼稚園の徴収保育料を撤廃し

て、新たに制定されて作られていますけれども、その内容をもう少し

村民にわかりやすく、何でこれがあって、これは要するに保護者から

徴収するものなのか。その辺り勘違いがないような形で徴収するの

か、それとも国の補助金をつけるためなのか、それが１点です。  

 それと今回新しい新しい条例が旧条例と照らし合わせてみたら、一

部似たような金額が設定されていますけれども、１日預かり、緊急利

用の場合が減額になっているんですが、そのあたりの説明をお願いし

ます。  

議長（宮城安志）  

 教育振興課長、濱里篤君。  

教育振興課長（濱里  篤君）  

 それでは、伊禮議員のご質疑にお答えしたいと思います。  

 まず、第１点目の預かり保育料の条例を制定するということで、新

たに徴収が生じるかというお話ですが、保護者の方からの徴収はござ

いません。  

 国に補助金として算定していただくためにこの条例を制定しない

といけないということになっております。  

 ２点目の預かりの件ですが、日額、国の規定では４５０円の規定が

決められて、一人当たり４５０円の上限がありまして、それに対して

金額を同じような形で設定しているということであります。  

 算定につきましては、この４５０円、国の方が上限を設けておりま

すが、預かり条例の金額と国の日当たりの金額、安い方で補助金を算

定するということになっております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 大変申し訳ないんですけど、歳入の方法というのは無償化、いま預
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かりの方はこうして制定されていますけれども、先程保育料とか、幼

稚園にももちろん保育があるわけですけれども、それは条例はなく

なってしまうということなんでしょうか。その場合のいま課長が説明

したとおり補助金の請求等々は別な方法で交付金あたりで歳入を受

ける形になるんでしょうか。そのあたりの説明をお願いします。  

議長（宮城安志）  

 教育振興課長、濱里篤君。  

教育振興課長（濱里  篤君）  

 伊禮議員のご質疑にお答えいたします。本年度は、特例給付金とい

うことで算定されております。次年度からこの保育料につきまして

は、交付税の方で算定されて交付されるということになっておりま

す。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。質疑続行中です。  

 他にないようですので、質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから議案第４号・伊是名村立幼稚園預かり保育料条例を採決し

ます。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第４号・伊是名村立幼稚園

預かり保育料条例は、原案のとおり可決されました。  

 日程第７  

 議案第５号・伊是名村定住促進住宅条例を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第５号・伊是名村定住促進住宅条例の提案理由の説明をいたし
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ます。  

 伊是名村定住促進住宅条例を別添のように制定したいので、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定により

議会の議決を求めるものであります。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、定住促進住宅の建築に伴い設置及び管理等について条例

で定める必要があり、本案を提出するものであります。よろしくお願

いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、これから質疑を許します。９番、東

江克伸議員。  

９番（東江克伸議員）  

 この条例の中で、たぶんこれから規則を作成するんだと思います。

細かい規則を作成するときには、指定管理者予定者と調整すべきだと

思いますが、今後この規則を策定するとき、村長、指定管理者と調整

して作成するのか。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 今回の住宅については、これはいま仲田地区でやっておりますけれ

ども、内花、勢理客と予定はやっております。  

 そういう関係で、特定してこの区ということではなくて、今後、公

営の住宅としての管理のありよう等については、これは当該地区との

協議はぜひ必要だと思っております。  

 その中において細かいところも出てくるだろうと思っております

ので、あと詳細については、担当課長から答弁させます。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 いま村長が申し述べたとおり、特定、これから内花区も予定してい
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ますので、区長さんあたりを交えての仲田区も含めての制定になるか

と思うんですが、取り急ぎ仲田区が完成しましたので、仲田区の方と

は先行して進める必要があるのかなといま思っております。  

議長（宮城安志）  

 ９番、東江克伸議員。  

９番（東江克伸議員）  

 この事業は、非常に画期的な事業だと思っております。若者が島に

来て暮らしていくと、我々、島の人口も減ってきておりますので、こ

ういう事業で定住者を増やしていければなと思います。  

 そのためにもぜひ指定管理者を入れて地域と調整してもらいたい

と思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  

休憩  午前１０時５２分  

再開  午前１０時５４分  

 再開します。  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 伊是名村定住促進住宅条例の案について、今後の人口に歯止めをか

けるとか、あるいは若者を支援するという非常に画期的な住宅であり

ます。  

 そこで、この条例を制定するにあたり、入居者が他の自治体からの

転入者、あるいは地域の若者を支援するということで所得の制限と

か、そういうのもあるはずですけど、この辺の所得の制限はちゃんと

設定するのかというのが一つです。  

 もちろん所得の制限と言いますと、低所得層という問題があるわけ

ですよね、私たちの村営住宅でも一旦入ったら家賃徴収は非常に難し

いわけです。未納、滞納もたくさん発生して問題があるわけですけど、

まず、この辺ちゃんと最初で取り決めしていかないと、問題も発生す

ると予想もされるわけですので、その辺の問題について質問したいと
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思います。ひとつよろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。募集の件ですか、空いたら広く募

集するのかという件も含めてですか。この事業が採択されたのがＩ

ターン、Ｕターン含めて、幅広く村内に移住を希望する方を受け入れ

るということになっていますので、その募集の仕方もそうなるのかな

と思っています。  

 あと所得とか、そこら辺はさっき東江議員にもお答えしたんです

が、規則はいまからの制定になりますので、その辺は規則の方に委ね

ることになるのかなと思っております。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 この入居者の家賃の決定の変更、１１条に別に定めるということで

あるんですが、その辺、規則を見ないと、また入居者、例えばＩター

ン、Ｕターン、そういう人たちを斡旋、当然、住宅を造るわけですか

ら、若者たちを支援するということで斡旋はしていかないと、せっか

く造った住宅が空き家になったら困るということも含めて、早めに家

賃の設定あたりも公表していければと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 １点だけ、６条の方なんですけど、入居する者が暴力団員と書いて

ありますけど、この暴力団員というのは、現在、指定暴力団員なのか、

どの暴力団員なのか。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  
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 ただいまの質問にお答えします。条例にあるとおり、法令に基づい

たいま議員がおっしゃる指定暴力団であるか、そこら辺はまた法律に

基づいての確認になるかと思っております。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 いまはいろんな呼び方の暴力団みたいなのがあるので、ぜひ今後切

り替えた方がいいと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 ２６条、住宅の管理、これまで住宅を造るということで字が指定管

理、あるいは字で責任もたすと、いろんなお話もありましたが、先程、

村長が東江議員の質問に村営住宅であるので村が管理するというこ

とだったんですが、この指定管理のという文言があるんですが、例え

ば字に指定管理をさせると、区に指定管理をさせるというお話等が出

ていますけど、字は法人格はあるのか、あるいは字、区に指定管理が

可能なのかどうか。この辺についてひとつよろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ２６条の中でその他の団体とありますので、それは区も団体であり

まして、その団体ということで解釈しておりますので、区への指定管

理もできるのではないかという考えをもっております。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 できるだけ、地域の要望等も含め、区が指定管理、ちゃんと取れる

んだったら非常にいい方法で、区に任せれば、村の事務の軽減とか、

その辺もスムーズにいくようなところも出てきますので、できるだけ
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村民の要望、区の要望、こういうのも配慮しながら、管理がちゃんと

なされるようにひとつよろしくお願いいたします。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 １点だけちょっと確認したいと思います。この条例、２７条、２８

条ですが、２７条には指定管理に係る委託業務の内容等が明記されて

おりますが、そして２８条ですか、指定管理者を受けるものは、申請

に伴う事業計画書を作成しなさいという解釈でいいとなっています

が、これは字のごとく、そのあたりになるのか、集落がそこまでやり

きれるかどうか、その辺、危惧されるところもありますが、そのあた

りはどういう調整の考え方でもっているのか、お聞かせ下さい。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。この定住促進住宅は、定住促進住

宅に限り、個別条例でありまして、平成１８年３月２４日に条例第１

３号というのがあります。これは伊是名村公の施設の管理に関する基

本条例というのがありまして、その中の３条で指定管理者の申請につ

いては、事業計画、その他村長が必要と認める書類を提出しなければ

いけないという規定があります。  

 ですから、個別条例でそれを謳わなくても、先に平成１８年にこの

条例が定められていますので、その条例に基づいての事業計画書あた

りは提出することになっています。  

 ただ、様式としては任意的なものであって、まだ様式として定めて

いるものではありません。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 本格的な内容はこれからいろいろ詰めていくということでありま
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すが、先程東江議員が質疑の中でもありましたが、部落の要望等も反

映させながら、今後作っていくだろうと察しますが、この計画書自体

も部落が本当に作成できるのかどうか。また、大変難航するものだと

予想はされますが、その辺り行政は一緒に手伝いをしなければいけな

いなということも十分考えられますが、そのあたりも含めて、そして

過去の例を申し上げれば、内花を除く各集落、若者定住事業で造られ

た公民館、交流施設がありますよね。あれも以前に設置条例をちゃん

と設けて、確か部落がそこを全部運営するにあたって、使用料等も全

部部落で使うというような感じの確か条例ではなかったかなという

ふうに理解しておりますが、その収入あたりはどのように配分がある

のか、その辺り併せて聞かせて下さい。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。議員のいま質問にありました収入

等の納入と言いますか、そこら辺に関しても、これから指定管理者と

の協定書の事項でお互いの同意の上でなってくると思っております。 

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  

休憩  午前１１時０８分  

再開  午前１１時１０分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 大変失礼しました。事業計画書作成にあたっての行政側の支援とい

うことでよろしいでしょうか。  

 そのことに関してもまず指定管理者がこの住宅をどのような計画

を立てて運営していくかというのが指定管理者の意思の表示であり

まして、そのことに関して、僕らが情報を他市町村だったり、そこら
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辺の事例を拾ってもってくることは可能だと思います。  

 あくまでも事業計画というのは、指定管理者の事業計画であるもの

と認識しております。  

議長（宮城安志）  

 ８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 あと１点だけちょっと確認したいと思います。これは補助事業のメ

ニューで造られる建物でありますが、やはり実績報告等もあります

が、先に聞いた事業計画も指定管理者が全部作成されて役場に提示す

るという流れになろうかと思いますけど、実際上の実績報告あたりは

市町村を通して報告するのか、それとも部落単独で報告するのか、そ

のあたり聞かせて下さい。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 質問の確認をしたいんですが、実績報告というのは、例えば県とか、

国に対する実績報告のことですか。  

 そのことに関しては、村が県、国あたりの実績報告になると思いま

す。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。  

 暫時休憩します。  

休憩  午前１１時１２分  

再開  午前１１時１５分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 質疑続行中です。  

（「質疑なし」という者あり）  

 これで質疑を終結します。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。  
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（「討論なし」という者あり）  

 討論を終結します。  

 これから議案第５号・伊是名村定住促進住宅条例を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第５号・伊是名村定住促進

住宅条例は、原案のとおり可決されました。  

 日程第８  

 議案第７号・あらたに生じた土地の確認についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第７号・あらたに生じた土地の確認についての提案理由の説明

をいたします。  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定に

より、本村の区域内にあらたに生じた次の土地を確認する。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 １  土地の所在  字仲田仲田１５６番地２の地先公有水面埋立地  

 ２  地積  １ ,６５８ .２０平方メートル  

 提案理由、字仲田仲田１５６番地２の地先において、公有水面埋立

により本村の区域内にあらたに土地が生じたので、地方自治法第９条

の５第１項の規定に基づき、議会の議決を経て確認するため、本案を

提出したものであります。よろしくお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、質疑を許します。３番、仲田正務議

員。  

３番（仲田正務議員）  

 提案理由の中に、あらたに生じた土地とありますけど、ちょっと図

面を見ますと、これ旧仲田港の切符売り場で３０年以上前からあるん

ですけど、あらたに生じたという、ちょっと勉強したいので教えても
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らえますか。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。これには竣工許可申請というのが

ありまして、そこを見ますと、埋立の許可年月日が昭和５０年７月９

日、埋立の着手は昭和５０年７月１０日となっております。  

 ですから、いま議員がおっしゃったとおり、何十年も遥か前にこの

事業というのは済んでいるということにはなっております。  

 村内であらたに土地が埋め立てて生じたわけです。そのことを議会

へ確認をしなければいけないということで、いま手続きを踏んでいる

状況であります。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 ただいまの質問に関連しまして、昭和５０年に埋立されたというこ

となんですけど、港湾の埋立は確か県の方で行っているのではないか

と思うんですけれども、今回、伊是名村が土地を取得するということ

になっているのは、どういうことなのか。村が工事やったのか、県が

やったのか、その辺おわかりでしたら説明お願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。港湾内の埋立に関しては、港湾管

理者、沖縄県の場合は、確か県知事だと思います。県知事の仕事とい

うことになっておりまして、この事業自体も県の方で執行したもので

ありまして、そこにあらたに土地が生じたのは、伊是名村の土地であ

るということは間違いなくて、その土地が村の字に編入はするんです

けど、所有者に関してはまだ確定していない状況ではないかと思って

おります。  
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 これからいま土地の登記の作業に県の方が入っていくのかなと

思っております。  

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  

休憩  午前１１時２０分  

再開  午前１１時２３分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 質疑続行中です。６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 この場所なんですが、現在、建物が建っていますよね、その建物を

どういったふうにするとか、壊すとか、そういう計画はありますか。 

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  

休憩  午前１１時２４分  

再開  午前１１時２５分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。いま質疑のありました建物については、現在のとこ

ろはまだ方向性といいますか、それがまだ決まってないので、今後、

県と協議しながら検討していきたいと思います。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 以前、確か現場事務所とか、仲田区の倉庫で貸していたと思うんで

すが、家賃とかをもらって貸していたのかどうか。  

 それと今後、借りたいと申し出があれば施設も貸してもらえるの

か、その辺をまとめてお願いします。  
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議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。以前おっしゃるような仲田区、それとまた業者の方

が現場事務所ということで借用していたことがあります。  

 業者の方に貸した場合には、ちゃんと使用料をもらって貸していた

状況であります。  

 いまこれを借りたいという人がいたらどうするかということなん

ですけれども、いま中の方を以前見たことがあるんですけれども、い

ま中はトイレとかが壊れていて、いま貸せるような状態でないという

ことでありますので、今後これも方を含めて検討していきたいと思い

ます。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 これは村の収入に入っていったわけです。今後もできるだけいろい

ろな方法を考えてみて下さい。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。質疑続行中です。１０番、潮平そのみ議員。  

１０番（潮平そのみ議員）  

 一つだけ、土地の所在に字仲田仲田１５６番地２とあるんですけ

ど、この仲田仲田は二つついているんですけど、その辺はそれでいい

のかどうか。  

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  

休憩  午前１１時２６分  

再開  午前１１時２７分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 建設環境課長、末吉長吉君。  
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建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。僕の手元にあります竣工認可書、

あるいはその当時の県の工事所在のところを少しだけ読み上げま

しょうね。  

 埋立の場所ということで、沖縄県伊是名村字仲田仲田１５６番地２

の地先公有水面とございます。ですから、これは竣工許可書にもそう

なっていまして、県の当時の工事にもその住所が記載されていますの

で間違いないだろうと思います。  

議長（宮城安志）  

 他に質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑がないようですので、これで質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第７号・あらたに生じた土地の確認についてを採決し

ます。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第７号・あらたに生じた土

地の確認については、原案のとおり可決されました。  

 日程第９  

 議案第８号・字の区域の変更についてを議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第８号・字の区域の変更についての提案理由の説明をいたしま

す。  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に

より、字の区域を次のとおり変更する。  
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 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 １  変更する区域  

   伊是名村字仲田  

 ２  編入する土地の所在  

   伊是名村字仲田仲田１５６番地２の地先公有水面埋立地  

 ３  編入する土地の地積  

   １ ,６５８ .２０平方メートル  

 提案理由、字仲田仲田１５６番地２の地先において、あらたに生じ

た土地の確認に伴い、地方自治法第２６０条第１項の規定に基づき、

字の区域の変更について、議会の議決を経て定める必要があるため、

本案を提出したものであります。よろしくお願いをいたします。  

議長（宮城安志）  

 これから質疑を行います。２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 先程のものと関連しているんですけれども、やはり気になって、確

認のためにお願いしたいんですけれども、うちの登記簿上、字仲田仲

田という小字があるのか、先程の答弁では、県の申請がそうなってい

たということなんですけれども、現在その側の土地も字仲田という小

字があってそうなっているのか。実際、県の間違いとかではないのか。

その辺わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。私も最初に見たときはびっくりし

たんです。小字かなと思った面もありまして、ただ、それを調べるに

は元地番１５６番というのがありますので、そこの方は登記情報あた

りを調べて、間違いが生じているのであれば、県の方にそのように情

報を促して訂正する必要があるのかなと思っております。  

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  
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休憩  午前１１時３１分  

再開  午前１１時３５分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 質疑続行中です。  

 他に質疑ないようですので、質疑を終結することにご異議ありませ

んか。  

（「異議なし」という者あり）  

 これより討論を行います。討論はありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論を終結します。  

 これから議案第８号・字の区域の変更についてを採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第８号・字の区域の変更に

ついては、原案のとおり可決されました。  

 休憩します。  

休憩  午前１１時３６分  

再開  午後  １時５８分  

議長（宮城安志）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 日程第１０  

 議案第９号・辺地総合整備計画の策定についてを議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは、議案第９号・辺地総合整備計画の策定についての提案理

由の説明をいたします。  

 辺地に係る総合整備計画を別添のとおり策定したいので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１５号の規定により
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議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、辺地に係る総合整備計画を策定するため、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（昭和

３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、本案を提出するも

のであります。  

 なお、伊是名村辺地総合整備計画書も添えております。よろしくお

願いします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由は終わりましたので、これから質疑を許します。２番、宮

城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 それでは２点ほど質問させていただきます。１点目に計画の概要の

ところで、村道南風原線、村道チヂン線、上仲田線、村道潮平間線と、

本年度の新規事業から、これまでの継続等が載っているんですけれど

も、私、村長の施政方針の中で南風原線と、それから村道潮平間線、

新規事業のことは全然触れてなくて、なくなったのかなと思って危惧

していたんですけれども、辺地計画書の中を見ますと、両方とも載っ

ていたということで安心しております。  

 その中で、１点目の質問は村道南風原線が令和３年度で終了という

計画になっておりますけれども、村道南風原線、既に１０年近く工事

しておりますが、現在の状況を見ますと、あの路線、皆さんも通って

わかるように完了している部分はまだ３分の１もいかないんではな

いかなと思っておりますけれども、この辺地計画では令和３年度で事

業終了というふうなことになっておりますけれども、その辺の説明を

１点目お願いいたします。  

 それから４番目の教育文化施設の中の小学校建築、それから伊是名

幼稚園改築、給食センター改築と載っておりますけれども、元年度の

基本設計の説明のときに、私たち議員の方にも事業の平面図、また構

造的なものを図面で説明していただいたんですけれども、その中には
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幼稚園の建築、給食センターの改築とか、配置とか、そういったもの

が一切入っていない。現状でどのように配置等、既に辺地計画の中に

は来年、再来年と続けてあがってくるんですけど、小学校との兼ね合

いはどういうふうに考えていらっしゃるのか。  

 それから幼稚園の改築ということにつきましては、主要施策の中で

村長は０歳から５歳までの幼稚園教育と保育を一体化した認定こど

も園の早期開園を目指すということを謳っているのに、どうしてここ

で幼稚園の改築で出てきているのか、どのようなことなのか、その辺

を含めてお願いいたします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。南風原線については、議員指摘の

とおり、なかなか前に進まないという状況がありまして、今回、辺地

の計画に載せていますのは、要望額に対する事業計画になっておりま

して、実際に国の補助がつくのはぐっと下がってくるんです。  

 辺地の計画上は、県との調整上も１００％の要望額に対する執行に

してくれというのがありまして令和３年の事業完了となっています

が、実質上はそれずっと延びるであろうと予想はしております。以上

です。  

議長（宮城安志）  

 教育長、名嘉正君。  

教育長（名嘉  正君）  

 お答えいたします。教育文化施設の小学校改築の件については、議

員がおっしゃったように、本年度基本設計が出来上がっております。

それに伴って、令和２年度は実施設計を行うということで計画して、

小学校の件については、工事着工が令和３年度で進めるということで

計画しております。  

 それから幼稚園のことでありますけど、幼稚園については、村のい

ま経営しております保育所との兼ね合いもあって、と言いますのは、
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認定こども園を村の方でどうするかという考え方を本年度から村の

教育委員会、住民福祉課と調整して、認定こども園を村の方で進めて

いくかどうかを決めて、３年度以降に場所等を決めて、建物を整備し

ていこうというふうに考えております。  

 と言いますのは、現時点で、いまの幼稚園施設のところで改築、あ

るいは新築するのか、さらに考え方といたしましては、現在の保育所

があるところで０歳から３歳児、幼稚園は４歳、５歳、この保育所、

幼稚園をこども園として進めていくか、その辺を新年度から進めて決

めていこうというふうに思います。  

 それから給食センターについてですけれども、築４０年経過してい

るということもあって、これについては小学校の校舎を整備しながら、

令和４年度に向けて新しい給食センターを建設するということで進

めてまいりたいというふうに思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 大まかな計画は、いま教育長がおっしゃったことで理解はできるん

ですけれども、小学校が今年実施設計に入って、来年から工事が着工

するわけですよね。そのときに給食センターは小学校か中学校、どち

らかに隣接しないと、両方離した場合は配達業務がさらに増えるとか、

そういったことが考えられるわけですよね。  

 ですので、現在の小学校を建築するにあたって、その配置なり、将

来どこに造るか。４年度からは開始すると言っていますけれども、小

学校の図面の中にいまの給食センターが全然入ってこない。それでは

またあとで手戻りになったり、場所の確保ができないから、また別に

造りますとか、そのときになって、そういう話になったら、いまのよ

うな給食の配送が新たな業務になる。そういったことが危惧されて、

私は既にこの辺地計画の中で給食センター、それから幼稚園の改築と

いう名前が出たものですから、いま皆さんに質問しているのはそれで

す。  
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 そして幼稚園についても、ここでは幼稚園の改築というふうに既に

出ておりますけれども、ご説明にあったように、これから認定こども

園に向けてというお話なんですが、そこも同じで、幼稚園がなくなっ

て、簡単に言えば、認定こども園で小学校から下の子どもは全員預か

るということで単純に考えてよろしいわけですよね。  

 そうした場合に新しい認定こども園の用地、運動場、そういった面

積的なもの、それもいまの段階でどこにするのか。ちゃんと計画を

もってやらないと、あとでまたそこも同じように手狭になる。  

 例えば、いまの小学校配置によっては、その隣りにそこを最初から

考えておけば用地は確保していますと、３年後にこういうふうに造り

ますというふうな計画が示せれば、皆さん安心して次に向かって用地

も確保できていると、一体化というのが、幼少中一貫校みたいな将来

に向けてどんどん少なくなる子どもたちをひとつの地域といいま

しょうか、エリアで教育することができるんではないかと。  

 特に、認定こども園になった場合は、親御さんも同じ場所で、例え

ば小学校、認定こども園がその隣りに造られるのであれば、いま現在、

保育所に子どもを預け、そして幼稚園にも自分で歩いて行ったりもす

るけれども、雨の日は送り迎えもある、そういったことを考えれば、

同じ場所で整備すれば、親御さんの迎え、そういったものも容易に安

全にできるのではないかということも私は思って、今回、この説明に

なっておりますので、再度これから考えるというよりは、いまの小学

校の図面が出来上がる前に、この認定こども園どこにするのか、給食

センターはどこに造るのか、それをいまの小学校が建築始まる前にど

うするかという方針を出して、小学校の建築に臨むべきだと私は思っ

ております。  

 この計画で、既に幼稚園は来年度から、再来年からは給食センター

というふうに計画を出されておりますので、ぜひそこについての計画、

もっとしっかりやってほしいなということで、再度これは村長もぜひ

答弁をお願いしたいなと、これからどういうふうに進めていくのか、

ぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。  
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議長（宮城安志）  

 教育長、名嘉正君。  

教育長（名嘉  正君）  

 いまの幼稚園、保育所の認定こども園に向けての取り組みについて

ご指摘がありますけれども、これについては小学校の新校舎建設に向

けていま取り組んでいるわけでありますけれども、その中で現小学校

で必要な教室数とかを勘案しますと、いまの用地で幼稚園だけを隣接

するということは可能でありますけれども、認定こども園を伊是名村

として進めるということになった場合、保育所も小学校に隣接すると

いうことになりますと、用地の面積が足りないということもあって、

認定こども園を進めるということになった場合は、現在の保育所の方

で４歳児、５歳児の幼稚園を隣接した方がいまの保育所も有効活用で

きますし、好ましいというふうに考えているわけであります。  

 そういうことで保育所と幼稚園を各々独立したいままでの教育を

進めていこうというふうに決まった場合は、現在地で新築するという

考えでございます。  

 ご指摘のとおり、認定こども園を進めていくかという協議は平成２

年度、これから進めるわけでございますけど、できるだけ早めに決定

はしていきたいというふうに考えております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 いま小学校校舎改築に向けての諸準備を教育委員会の方で進めて

おります。その段階で、配置についても配慮しなければいけないとい

うふうに思います。  

 ただ、こども園のことをどうするかということは、これから両方で

協議をしなければいけないと思っております。  

 そういったことも含めて、総合的に子どもたちが安全安心して通学、

通園できる、あるいはまた保護者が安心できるような、そういう施設

のあり方を検討しなければいけないというふうに考えておりますの
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で、教育委員会とも十分調整をしながら連携してやっていきたいと考

えております。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 これから協議を進めていきたいというお話でございますけれども、

先程教育長が敷地的に面積の方が若干小さいのではないかというふ

うなお話がありましたけれども、現在、昔の保育所、現在、社協が入っ

ている建物がございます。それもだいぶ古くなっております。  

 そういうことを考えれば、現在の社協は取り壊して、新しい認定こ

ども園を総合的に造って、保育所自体は現在の保育所に社協あたりが

入ってもらうと、そうすれば広い運動場とか、室内のそういうレクリ

エーションのところも取れるのではないかと思います。  

 現在の小学校の給食センター、それから社協の施設、それから幼稚

園、そこをいまの小学校と同じように平坦にすることによって、小学

校自体はいま体育館側に相当寄っていくわけです。  

 そうすれば、いまの段階で、総合的にくっつければ、私は面積は十

分に足りると思っております。  

 それは現在の保育所に要支援を認定こども園として、さらに増やす

となると、現在、皆さんもご存じだと思うんですけれども、現在の幼

稚園、県道から直接入るということで、何回か交通事故が起こりそう

になったということで、保育所の入口の方を朝夕閉めたり、そういう

安全確保のための対策を取りながら、向こうの運営はいまなさって大

変ご苦労されているわけです。  

 そういうことを考えれば、さらにここに上級の幼稚園生が移ってき

たら、さらに大勢の人数がここに集まって、余計、朝夕のそういう子

どもたちのラッシュ時にはまた事故にも繋がるのではないかと。  

 そういうことからしても、ぜひ私はいまの社協あたりも含めて、大

きな敷地を確保して、村長からもありましたように安全で安心ができ

る教育現場、そういうのをいまの段階で本当に議論すべきではないか
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と。  

 一旦造ってしまったら、あとではどうしようもなくなる。私はそう

思って、ぜひ、そのことについて再度実施設計が入るまでに、その方

向を教育委員会が中心になられて、そして当事者、いま現在の幼稚園

もそうですけれども、保育所の福祉課あたりもどうなのかと、場所の

選定についても再度早めに協議されて、その結果をぜひ我々議員の方

にも教えていただきたいと思いますので、再度、最後になりますけれ

ども、いまの要望について教育長、それから村長にもお願いいたしま

す。  

議長（宮城安志）  

 教育長、名嘉正君。  

教育長（名嘉  正君）  

 お答えいたします。いま議員がおっしゃった件については、我々も

基本設計を進めていく中で、幼稚園の改築については、いまの社協を

他の場所に移して小学校として幼稚園、保育所、向こうでこども園を

造ったらどうかということは議論いたしました。  

 しかしながら、他の団体が管理している施設を利用するとなると、

その代用でまた村の方で造らないといけないということと、保育所の

建物の補助期間もあって、できるだけいまある施設を利用しながら、

さらに４歳、５歳児を預かる施設を隣接した方が金額的にも安く、さ

らに０歳児から５歳児まで教育することができるんではないかとい

うこの２通り議論してきております。  

 そういう中で、幼稚園とは隣接しても、どういった連携が取れるの

か、取れているのかということも考えて、隣接する、しなくても、小

学校と幼稚園生との連携は離れていても可能ではないかということ

もあって、小学校の建設は早めにやろうということで、認定こども園

については平成２年度以降、十分この行く先を検討して進めていこう

ということになっております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他に質疑ありませんか。８番、前田清議員。  
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８番（前田  清議員）  

 施設整備計画の概要の中の農業集落整備事業伊是名東部が令和４

年に実施に移るということで計画されていますが、いま現在、進捗と

して地域の概要説明等々においてもまだ設計も含めてそこまで至っ

てない状況ではないかなと把握するわけですが、これは平成４年度に

実施するわけですが、その１年から１年半ぐらいまでは確実にできる

位置付けになっていなくてはならないと思われますが、それはその計

画どおりでいくのか、その辺り説明していただきたいと思います。  

議長（宮城安志）  

 農林水産課長、諸見直也君。  

農林水産課長（諸見直也君）  

 お答えします。東部地区については、以前から地元の施設の位置で

合意形成が図られないということで、いま建物の位置を他の場所に移

転してやろうかということで調査しようと思っていたんですけれど

も、いま計画段階に至って、場所の選定とか、いま施設を造るにあたっ

ては津波の関係で１０メートル以上が望ましいということで、その辺

の土地の候補地をいまいろいろ検討して、この調査の内容を変更しよ

うかということで調整をしていたんですけれども、いま現在、４年度

に実施できるかということでいま県とも調整中ということでありま

す。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 そうであるならば、計画をもう少し後ろに繰り下げて、この概要資

料は作成するべきではないかなと思ったりもしますが、できれば計画、

伊是名西部も近々完成する予定でありますので、次は東部ですから、

片方は整備ができて、片方は整備できないというのは、やはり危惧さ

れる社会的問題にも発展する可能性も十分ありますので、早く地元の

同意を取り付けるように名案を提示して進められるように、もちろん

この計画に沿ってできるように進めていただきたいなと強く思いま
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す。  

 もう一つ、５番の集会施設ですか、以前に私も一度か二度、一般質

問等々でも村長と対話して、この件に触れて質問をさせていただいた

わけでありますが、実際に計画で平成３年度から事業費が計上されて

いる計画になっておりますが、その時点でそれが取り組みになるのか

どうか。もちろんそれは起債等々も十分踏まえて計画されて、この計

画に至っているだろうと思いますけど、村長、これが３年度に実施に

移れるのか、そのあたり明確にお答えいただけたらと思いますが、い

かがですか。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 明確に令和３年ということは、この場ではちょっと申し上げにくい

ですけど、ただ、私たちの思いとしては、令和３年に始まって、ぜひ

完成をさせたいということでありますので、その辺のところはまた関

係課と調整しながら、なるべくその計画に沿って実現できるように努

力をしてまいりたいと考えています。  

議長（宮城安志）  

 企画政策課長、神田宗秀君。  

企画政策課長（神田宗秀君）  

 ご質問にお答えいたします。地域活動拠点活性化事業ということで、

内花地区の建設予定で平成２８年一括交付金で基本計画をやってお

ります。  

 現在の公民館等の耐用年数もありまして、それも１～２年で切れる

ということで、今回の計画では令和３年から４年に頑張って実施でき

ればなということで、この計画に載せて関係課と調整しながら進めて

いければと思っております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  
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 地域活動拠点活性化事業、ぜひ計画の思案のとおりできるように頑

張っていただきたいと思います。  

 あと１点だけちょっと確認、いま基本計画の設計は終わっているか

と思いますが、その計画はそのまま据え付けで実施に至った場合には、

そのまま続けていくのか、新たにまた基本計画を作成するのか、いま

実施だけを残している状態なのか、そのあたり詳しく聞かせて下さい。 

議長（宮城安志）  

 農林水産課長、諸見直也君。  

農林水産課長（諸見直也君）  

 お答えします。いま企画政策課長からありましたように基本計画を

策定している状況で、これからまた事業メニューをいろいろ選んでい

くうちに、その事業の中でその事業に合った計画が必要になってくる

場合は、また新たに計画の作り直しになるかと思います。  

 また、基本的に金額の件もありまして、その辺のまた見直しも入っ

てくるかと思いますので、また、そのときには地元の方とも調整しな

がら進めてまいりたいと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 ぜひ、この年度で実施計画に至るように、地元住民の強い要望、願

いでもあることから、村長、そのあたりはよく理解されているかと思

いますが、ぜひ頑張っていただいて、実施に至るようにお願いしたい

と思います。終わります。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論を終結いたします。  



 - 109 - 

 これから採決をします。議案第９号・辺地総合整備計画の策定につ

いてを採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第９号・辺地総合整備計画

の策定については、原案のとおり可決されました。  

 日程第１１  

 議案第１０号・令和元年度伊是名村一般会計補正予算（第６号）を

議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは議案第１０号・令和元年度伊是名村一般会計補正予算（第

６号）の提案理由の説明をいたします。  

 令和元年度伊是名村一般会計補正予算（第６号）は、予算総則第１

条から第３条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算の補正について、既定の歳入歳出予算総額から歳入歳

出それぞれ７ ,０１７万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ２７億７ ,１０５万４千円とするものであります。  

 歳入につきましては、１款村税で１５万円の増、１２款分担金及び

負担金で５１万７千円の減、１３款使用料及び手数料で１２万円の減、

１４款国庫支出金で１ ,３２４万７千円の減、１５款県支出金で１ ,２

０８万円の減、１７款寄附金で４０７万５千円の増、１８款繰入金で

１億３ ,２６０万円の減、１９款繰越金で１億５ ,３５７万１千円の増、

２０款諸収入で１ ,１５０万９千円の減、２１款村債で５ ,７９０万円

の減額となっています。  

 歳出につきましては、１款議会費で２５万円の減、２款総務費で１

億８８１万５千円の減、３款民生費で９６８万８千円の減、４款衛生

費で１ ,６５３万７千円の減、５款農林水産業費で２ ,０３４万４千円

の減、６款商工費で５万円の減、７款土木費で６４２万２千円の減、
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８款消防費で１１３万円の減、９款教育費で５ ,３６５万６千円の減、

１１款公債費で１３５万６千円の減、１２款諸支出金で１億４ ,８０

７万１千円の増額となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとお

りであります。  

 令和元年度伊是名村一般会計補正予算（第６号）を、地方自治法第

９６条第１項第２号及び同法第２１８条第１項の規定に基づき提出

し、議会の議決を求めるものであります。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

をいたします。  

議長（宮城安志）  

 これから質疑を行います。５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 歳出の２６ページ、財産管理費の１８節備品購入費、この中のファ

イルサーバ機器購入費、この備品購入については、去った５号の補正

予算で増額補正をやったわけですけど、今回、丸々減額ということに

なっておりますが、その１点と。  

 あと５１ページの教員宿舎建設費、１３、１５関連すると思われま

すが、当初予算計上の丸々減額に至った理由等についての経緯、ご説

明よろしくお願いしたいと思います。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。まず、はじめに私共でファイルサーバの３００万円

の減額、おっしゃるとおり、これは１２月に補正の方で予算計上をお

願いしたところなんですけれども、庁舎内のファイルを一括保存する

機器を導入する予定だったんですけれども、小学校、それと中学校も

そういう機器を整備したいということで、併せて令和２年度で一括し

て、当初購入の予定だったんですけれども、それを令和２年度におい

てリースで対応するということで、今回は減額いたしました。  
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議長（宮城安志）  

 教育振興課長、濱里篤君。  

教育振興課長（濱里  篤君）  

 東江清和議員のご質疑にお答えいたします。５１ページ、教員宿舎

の建設費でございますが、今回、工事の発注を令和元年７月に指名競

争入札の手続きを取りましたが、そのときには入札が不調に終わって

おります。  

 さらに一般競争入札で発注をかけようということで１０月に行い

ました。これも応募者がなく不調に終わりました。  

 それから年度末にかけて取り崩し事業を見据えておりましたが、資

材、作業員の市場単価と、我々の設計単価の乖離がいくらぐらいある

かということで業者の方に見積をお願いしたいということで、ある業

者にお願いしましたけれどお、見積にも応じていただけなかったとい

うことがございまして、今回、事業にかかる経費すべて減額するとい

うことで決定をしたところです。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 ファイルサーバー機器購入、これは予算の内容を見ますと、丸々一

般財源の充当だという感じはするわけですけれども、できるだけ補助

事業云々でもし変更できれば約３００万円ほどになるわけですから、

ぜひ機会があればやっていただきたいと思います。  

 次の教員宿舎の件については、丸々建築費の高騰等もあるし、入札

で落札が難しかったという経緯もあったようです。今後については、

例えば、この宿舎建設というのは、需要があって必要があって計画も

されたわけですけど、今後について、これから新年度も始まるわけで

すけど、それとの絡みでぜひまた計画云々があるんでしたら、よろし

くお願いします。  

議長（宮城安志）  

 教育振興課長、濱里篤君。  
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教育振興課長（濱里  篤君）  

 東江議員のご質疑にお答えいたします。次年度に教員宿舎、実は、

いま現在２戸不足しております。それの関係もありますが、次年度の

計画はすべて終了しておりますので、次年度すぐにこういった補助事

業に乗っけられるかということはちょっと難しいんですけれども、２

年度改めて教員宿舎の建設に向けて計画を立てたいというふうに考

えております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他に質疑ありませんか。２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 ２６ページ、１７節公有財産購入費、それから２２節賠償金、補償

金を合わせて屋之下用地整備事業が６ ,０００万円余ほど減額されて

おりますけれども、その内容がどうなっているのかということと、土

地の購入費、こんなに減額しておりますけれども、いま現在の屋之下

の進捗状況がどのぐらい事業が進んでいるのか、そのことが伊是名漁

港、勢理客地区の本年度からの工事が本格的に始まるということから

すれば、この用地買収ができていないということは、浚渫土砂を置く

ところが、埋立する場所がないのではないかという大変危惧している

んです。そういうことも含めてここの説明をお願いいたします。  

 それから３９ページ、ここの方でも５目の環境衛生費の方で土地購

入費４３０万円減額されておりますけれども、ここの説明をお願いい

たします。  

 それから４１ページの農業振興費、伊是名村六次産業から地産地消

推進事業２４０万円減額されておりますけれども、地産地消の件につ

きましては、村長、施政方針の中でもこれからずっと進めていくんだ

というふうに大きな目標に掲げておりますけれども、そこでこういう

減額が出てくるのはどうしてかということの説明です。  

 それから４５ページ、道路維持費の中の委託料、それから公有財産

購入費、土地購入費、合わせて４００万円ほど減額になっております

けれども、この土地購入費等は、どこの土地購入費なのか、この説明
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をお願いいたします。  

 それから４９ページ、河川管理費、海岸漂着物地域対策事業で６０

万円減額されておりますけれども、これは私、当初予算で質問したと

思うんですけれども、海岸漂着物事業が大変少なくなっているという

ことで、海岸漂着物がいま現在たくさん浜に打ち上げられておりま

す。  

 その中で海岸漂着物事業が６０万円とはいえ減額されております

けれども、これは海岸漂着物のごみ拾い等に対する事業なのか、別メ

ニューなのか、この減額になっているこの事業の説明をお願いいたし

ます。以上、よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 農林水産課長、諸見直也君。  

農林水産課長（諸見直也君）  

 お答えします。まず１点目は、屋之下用地整備事業の件でよろし

かったでしょうか。土地購入費の方３ ,７００万円余り減額しており

ます。いま進捗率ということでありますけれども、約７５％ほど、こ

れは３０、３１年度の合計であります。  

 この減額については、当初３０年度については、土地の名義は名義

人の方がおりましてスムーズに済んだんですけれども、３１年度にお

いては６割ほども相続登記絡みで、それでも５１件は買収しておりま

す。  

 ２年度においては、おそらくもっと率は下がるかと思うんですけれ

ども、大体大きいところの面積をいま買収できる予定となっています

ので、補完バースの背後地からいま浚渫土砂を埋めて処分していこう

ということで県とは調整しております。  

 それから２７ページの補償の方については、これは以前にもお話し

ているんですけれども、墓地がいま残っているのが３基ございまし

て、その方に係る墓地の移転費用ということであります。いま島内に

１基、島外に３基、３基あるんですけども、その中から１基は島内に

残る方と、島外に出られる方ということで、いま４基の補償をいま見
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積もって計上しております。  

 ちょうど今年が沖縄でいうユンヂチということで、２年度に移転す

るということで、いまその話を進めているところであります。  

 続きまして、３点目の六次産業化の件について２４８万７千円減額

しております。これは昨日もお話したところなんですけれども、協議

会を立ち上げたのが１１月ということもあって、それから事業を進め

ていく中で執行できないということで、歳入元である事業もありまし

たので、その辺、関係課の方と調整して減額したところであります。

一部事業の方は別件で行っているところではあります。  

 また、次年度に向けて予算の方も計上しておりますので、引き続き

進めていきたいと考えております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。まず３９ページ、１７節公有財産

購入費４３２万９千円の減について、当初、墓地団地を造成するため

に墓地用地として購入予定でした。しかし、伊是名村において墓地の

基本計画がまだ策定されてないということで、この策定計画を令和２

年度に実施する予定です。  

 その計画を策定した上で墓地団地の計画をいま予定しているとい

うことで減額をしております。  

 続きまして、４５ページ、１３節委託料２２１万円の減ですが、こ

のことについては、橋梁の個別修繕計画を１箇所予定しておりました

けれども、国の補助事業としてメニューがあるということで、現在そ

の補助メニューを使おうということで減額しております。  

 ２番目の１７節公有財産購入費２７３万５千円、これは主に道路関

係の潰れ地を購入していく予定でしたが、手続き上、相続関係が多く

てなかなか進まないということで、見込み額を残しての減額補正と

なっております。  

 続きまして、４９ページの海岸漂着物６０万５千円の減額ですが、
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この事業については、主に中学校の部活動の保護者あたりがメインに

なって毎年やっているんですけど、その事業の回数と言いますか、そ

れが思うように調整しながらできなかったということで、今回減額に

しております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 大きな土地購入とか、補償の件は大体わかりましたけれども、最後

の海岸漂着物事業につきましては、これは国庫補助金がないので減額

されております。  

 もし、学生、その父兄たちでそれができないような状況が出たら、

一般の方もぜひ入れて、この補助金は１００％活用して、この海岸の

管理に充てていただきたいと思いますので、次年度以降、ぜひ早め早

めでその辺の対策もお願いいたします。以上です。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 私からは３３ページ、そして３７ページ、全般的にお願いいたしま

す。  

 まず３３ページ、プレミアム付商品券事業についてですが、見たと

ころ補正減額８０％以上になっていると思うんですけど、あまりにも

大きいなと思うんですが、この事業は６月の補正でだったと思いま

す。もちろん１０月からの消費税アップに伴う国からの事業ではあっ

たんですけれども、見込みがこれは何を算定というと、たぶん５年前

にプレミアム事業があったんですけれども、それに習って見込みはさ

れていたのかどうか。  

 それと過去には臨時福祉給付金というのがあったんです。その給付

金は非課税世帯、そして３歳児未満の家庭の方々が該当していまし

た。  

 これは全世帯を見込んでやったと思うんですけれども、あまりにも
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低いんですが、その経緯どういう形だったのか、ひとつ説明をお願い

します。  

 そして３７ページ、保育所費、今回の補正を見てみたら、全般的に

言えるのは、この予算からしても人材不足だったのかなという感じが

見受けられます。今回、職員の手当、共済費関係がありまして、９０

０万円ぐらいの減額となっていますけれども、心配されるのは保育事

業に保育士の不足とか、そういったことがあったのではなかろうかと

思うんですけれども、今回の補正減の理由をお伺いしたいと思いま

す。以上です。よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 それでは、最初に企画政策課長、神田宗秀君。  

企画政策課長（神田宗秀君）  

 議員のご質疑にお答えいたします。プレミアム商品券事業、これは

以前、平成２７年度の村民全体とは違って非課税世帯、それと３歳以

下の子育て世帯が購入できるということで、当初では見込みとしては

非課税世帯５７７世帯、子育て世帯が４４世帯で６２１で予算計上を

していたんですが、子育て世帯は申請の必要はないんですけれども、

非課税世帯は申請主義ということで申請をしてもらうような形で

やっております。  

 非課税世帯は対象者が確定した人数で言いますと、非課税世帯で３

３９名が対象者となっておりますが、申請者は１１２名です。  

 子育て世帯は４５世帯ということで、これは申請はいらないという

ことで、そのうち購入者が非課税世帯で５８名、子育て世帯で１９名

という結果になっております。  

 最初、１回目の郵送で手続きのお願いとか、該当してますよとか

やっていたんですけれども、あまりにも申請者がいないということ

で、国の方でも２回目の周知の予算も使っていいですよということ

で、本村においては２回周知をかけておりますが、なかなか購入して

下さってないということが現状であります。以上です。  

議長（宮城安志）  
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 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 伊禮議員の質疑にお答えします。保育所費の件ですが、ほとんどが

人件費の減額となっております。  

 職員の給料の減に関しては、育児休暇分の給料の減、そして保育士

臨時等賃金の３００万円は、途中、臨時職員の産休に伴う退職があり

まして、そこの補充ができなかったということがありまして、そこで

の減ということで減額をさせてもらっています。  

 そして主に栄養士の業務委託料の減もしていますけれども、そちら

の方では栄養士が確保できたということで減額させてもらっていま

す。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 プレミアムの件については、当初から私もとても心配というか、全

市町村見てみたら、この問題かなりいろいろあったみたいで、私たち

低所得者、非課税世帯の方々に２万円をすぐ現金を持って来て下さい

という感じな券の取り方ですので、やはり厳しかったのかなあという

感じがします。  

 それを経験として、今後いろいろ対策を講じていただきたいなと考

えております。  

 ちなみに、この事業は打ち切りですよね、残念ながら、そういうこ

とで執行率が低かったんですけれども、仕方ないと思います。  

 そして保育所の方ですけれども、保育士の方も保育の方に支障がな

かったのかなとこれを見たら思ったんですけれども、保育所の方も人

材等もなかなか厳しい状況ではありますけれども、これは職員の産休

とかもあっての減額ですので、また、次年度に向けてぜひ予算を組ん

でもらって頑張っていただきたいと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。  
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 休憩します。  

休憩  午後３時０１分  

再開  午後３時０３分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 質疑ありませんか。３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 ４６ページの港湾費の方で修繕費が６０万円あるんですけど、港湾

といいますとターミナルも全部入っていますよね、この６０万円の説

明の方をよろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまのご質問にお答えします。この６０万円については、臨海

ふれあい公園グラウンドの管理道路、海側の方です。そこのガード

レールの切れ目の部分があるんですが、そこは側溝が通っているんで

す。そこに修学旅行生が何人か夜、お月様を見に行ったときに落ちて

ケガをしている方が何名かいらっしゃって、そのことを観光協会の方

から電話を受けまして、そこにいま蓋を被せようということで、６０

万円計上しております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 休憩します。  

休憩  午後３時０５分  

再開  午後３時１７分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 先程は大変すみませんでした。答弁し直します。  

 先程の件ですが、６０万円の減額については、当初、臨海ふれあい



 - 119 - 

公園の前の方のガードレールの修繕を予定していたんですが、それが

県の管轄ということになりましたので、この６０万円をいま減額する

ということになっております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 ないようですので、質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。討論はありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  

 これから議案第１０号・令和元年度伊是名村一般会計補正予算（第

６号）を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号・令和元年度伊是

名村一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり可決されました。 

 日程第１２  

 議案第１１号・令和元年度伊是名村国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第１１号・令和元年度伊是名村国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）の提案理由の説明をいたします。  

 令和元年度伊是名村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、

予算総則第１条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算の補正について、既定の歳入歳出予算総額から歳入歳

出それぞれ１０万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億４ ,９６７万１千円とするものであります。  

 歳入につきましては、５款国庫支出金で７０万４千円の増、９款繰
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入金で８１万円の減額となっています。  

 歳出につきましては、２款保険給付費で２１万３千円の増、３款国

民健康保険事業費納付金で５７万４千円の減、６款保健事業費で２５

万５千円の増額となっております。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算補正事項別明細書のとお

りであります。  

 令和元年度伊是名村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を、

地方自治法第９６条第１項第２号及び同法第２１８条第１項の規定

に基づき提出し、議会の議決を求めます。よろしくお願いをいたしま

す。  

議長（宮城安志）  

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑なしと認めます。  

 お諮りします。討論を省略したいと思いますが、異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり）  

 討論を終わります。  

 これから議案第１１号・令和元年度伊是名村国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１１号・令和元年度伊是

名村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決

されました。  

 日程第１３  

 議案第１２号・令和元年度伊是名村簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  
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 議案第１２号・令和元年度伊是名村簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）の提案理由の説明をいたします。  

 令和元年度伊是名村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、

予算総則第１条から第３条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算の補正について、既定の歳入歳出予算総額から歳入歳

出それぞれ１ ,５４０万円を減額し、歳入歳出それぞれ１億８ ,７９０

万１千円とするものであります。  

 歳入につきましては、４款繰入金で７９０万円の減、７款村債で７

５０万円の減額となっております。  

 歳出につきましては、１款総務費で４０万円の減、２款事業費で１ ,

５００万円の減額となっております。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとお

りであります。  

 令和元年度伊是名村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）を、

地方自治法第９６条第１項第２号及び同法第２１８条第１項の規定

に基づき提出し、議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を許します。  

 質疑ないようですので、質疑を終結してもよろしいでしょうか。  

（「異議なし」という者あり）  

 質疑を終結します。  

 お諮りします。討論を省略することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 討論を終わります。  

 これから議案第１２号・令和元年度伊是名村簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  
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（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号・令和元年度伊是

名村簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決

されました。  

 日程第１４  

 議案第１３号・令和元年度伊是名村港湾整備事業特別会計補正予算

（第２号）を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第１３号・令和元年度伊是名村港湾整備事業特別会計補正予算

（第２号）の提案理由の説明をいたします。  

 令和元年度伊是名村港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）は、

予算総則第１条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算の補正について、既定の歳出予算内で組み替えるもの

であります。  

 歳出につきましては、１款事業費で１３０万円の減、２款予備費で

１３０万円の増額となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとお

りであります。  

 令和元年度伊是名村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）を、

地方自治法第９６条第１項第２号及び同法第２１８条第１項の規定

に基づき提出し、議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  

 これから質疑を許します。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑を終結いたします。  

 お諮りします。討論を省略することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  
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 討論を終わります。  

 これから議案第１３号・令和元年度伊是名村港湾整備事業特別会計

補正予算（第２号）についてを採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号・令和元年度伊是

名村港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決

されました。  

 日程第１５  

 議案第１４号・令和元年度伊是名村船舶運航事業特別会計補正予算

（第３号）を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第１４号・令和元年度伊是名村船舶運航事業特別会計補正予算

（第３号）の提案理由の説明をいたします。  

 令和元年度伊是名村船舶運航事業特別会計補正予算（第３号）は、

予算総則第１条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算の補正について、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出

それぞれ３６８万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４億３ ,２７２万４千円とするものであります。  

 歳入につきましては、１款事業収入で８９８万円の増、３款県支出

金で２３０万円の減、５款繰入金で８５０万円の減、７款諸収入で５

５０万円の増額となっています。  

 歳出につきましては、１款総務費で２９０万５千円の減、２款船舶

費で１ ,５４０万円の減、６款予備費で２ ,１９８万５千円の増額と

なっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出補正予算事項別明細書のとお

りであります。  

 令和元年度伊是名村船舶運航事業特別会計補正予算（第３号）を、
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地方自治法第９６条第１項第２号及び同法第２１８条第１項の規定

に基づき提出し、議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

をいたします。  

議長（宮城安志）  

 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。８番、前田清

議員。  

８番（前田  清議員）  

 参考までに９ページ、消費税の公課費がありますが、去年８％から

１０％に消費税が上がって、その消費税には課税対象額の非課税分と

課税分がありますが、実際に課税分、対象額の分はいくらであったの

か。そのあたり聞かせて下さい。  

 そして確かいま中間申告制度も導入されているかと思いますが、そ

の辺りの計上分もいくらだったのか。そして今回この９０万円に至っ

たという内容をちょっと説明して下さい。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 議員のご質疑に対して説明いたします。船舶事業の消費税について

は、毎年一回、９月に確定申告をしております。  

 残りの６月、９月、１２月、ちょっと記憶が定かではないんですけ

れども、おっしゃるように中間納付をしております。この中間納付を

定額３回やって、最後９月に確定申告して、払い過ぎたらまた還付を

受けるとか、そういう感じでやっております。  

 ３月末に中間納付をやる予定であります。この分の支出を見込んで

の減額ということになっております。  

 消費税の対象に関しては、おっしゃる改定した分は船舶には特に影

響しなくて、いままでどおりの申告内容になります。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。３番、仲田正務議員。  
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３番（仲田正務議員）  

 １０ページの７節賃金の方ですけど、賃金２１０万円減になってい

ますけど、これはフェリーの中の清掃ですかね、説明をお願いします。 

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 仲田議員のご質疑にお答えいたします。１０ページの７節賃金、

フェリーの清掃の賃金ということであります。年度当初は、一人採用

していたんですけれども、９月をもって退職しておりますので、その

分の減です。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  

 これから討論を行います。討論はありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第１４号・令和元年度伊是名村船舶運航事業特別会計

補正予算（第３号）を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号・令和元年度伊是

名村船舶運航事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決

されました。  

 お諮りいたします。予算審議に先立ち、予算説明会のため、明日３

月１２日は休会したいと思います。ご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、明日３月１２日は休会すること

に決定いたしました。  
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 これで本日の日程は、全部終了いたしました。  

 本日は、これで散会します。  

散会（午後３時３６分）  
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令和２年第１回伊是名村議会定例会会議録 第３号 

招集年月日  令和２年３月１３日 

招集の場所  伊是名村議会議事堂 

開会・閉会 

議長の宣告 

開会 令和２年３月１３日 １３時２５分 議長 宮城安志 

閉会 令和２年３月１３日 １７時２０分 議長 宮城安志 
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教 育 長 名 嘉  正 教育振興課長 濱 里  篤 

総 務 課 長 兼 元 清 永 住民福祉課長 諸見美奈子 

会 計 管 理 者 前 田 秀 光 商工観光課長 前 川 栄 進 
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会議の経過 別紙のとおり 
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会議に付した事件       令和２年３月１３日 

 令和２年度伊是名村一般会計予算 

 令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計予算 

 令和２年度伊是名村後期高齢者医療特別会計予算 

 令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計予算 

 令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別会計予算 

 令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計予算 

 令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計予算 

 令和２年度伊是名村育英事業特別会計予算 

 教育長の任命について 

 教育委員会委員の任命について 

 北部地域基幹病院整備に関する意見書 

 北部地域基幹病院整備に関する要請決議 

 閉会中の継続調査申出書（総務常任委員会） 

 閉会中の継続調査申出書（経済建設常任委員会） 
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令和２年第１回伊是名村議会定例会議事日程（第３号） 

１．開 議 午後１時２５分 

２．付議事件及び順序      令和２年３月１３日（金） 

日程番号 議案番号 件     名 

１ 議案第15号 令和２年度伊是名村一般会計予算 

２ 議案第16号 令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計予算 

３ 議案第17号 令和２年度伊是名村後期高齢者医療特別会計予算 

４ 議案第18号 令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計予算 

５ 議案第19号 
令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別会計 

予算 

６ 議案第20号 令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計予算 

７ 議案第21号 令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計予算 

８ 議案第22号 令和２年度伊是名村育英事業特別会計予算 

９ 同意第１号 教育長の任命について 

10 同意第２号 教育委員会委員の任命について 

11 発議第１号 北部地域基幹病院整備に関する意見書 

12 発議第２号 北部地域基幹病院整備に関する要請決議 

13  閉会中の継続調査申出書（総務常任委員会） 

14  閉会中の継続調査申出書（経済建設常任委員会） 
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議長（宮城安志）  

 事件の訂正請求が入っております。総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 令和２年３月１０日に提出しました付議事件について、訂正があり

ますので、訂正のほど、よろしくお願いいたします。  

 まず、１点目、議案第１５号・令和２年度伊是名村一般会計予算の

６ページ、第２表地方債の方です。この起債の方法という欄の方で、

平成３１年とありますのを令和２年に訂正お願いいたします。  

 次、２点目、議案第１７号・令和２年度伊是名村後期高齢者医療特

別会計予算、これの表紙を捲りまして、予算総則の方です。ここの２

行目の方で、令和２年度伊是名村の、また伊是名村後期高齢とありま

すのを、この伊是名村の方を削除お願いします。令和２年度伊是名村

の後期高齢というふうになります。後期高齢の伊是名村は、削除お願

いいたします。２行目です。伊是名村のすぐ後期高齢になります。い

ま伊是名村がだぶっていますよと、伊是名村の伊是名村、この伊是名

村を削除するということです。  

 次、３点目、議案第２１号・令和２年度伊是名村船舶運航事業特別

会計予算の方です。予算総則の第３条の１項の方に、予算額に不足を

生じた場合における同一款内でなっていますけど、でのですので、で

の後にのを挿入お願いいたします。同一款内でのこれらの経費の各項

間の流用、そして流用の後ろの方に丸です。  

 同じく船舶特会の１９ページの方の共済費の説明の方で、一番下の

方、臨時職員労働災害保険料とありますのを臨時職員の方を削除お願

いいたします。労働災害保険というふうに訂正です。訂正の方は以上

でございます。  

議長（宮城安志）  

 これより本日の会議を開きます。       （午後１時２５分） 

 ただいまの出席議員は１０名です。  

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付のとおりでございます。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。  
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 日程第１  

 議案第１５号・令和２年度伊是名村一般会計予算を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 それでは議案第１５号・令和２年度伊是名村一般会計予算の提案理

由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村一般会計予算は、予算総則第１条から第４条に

定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２４億３ ,５４８万３千円とし、歳入歳出予算の款、項の区分及

び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算のとおりとするもので

あります。  

 予算総額２４億３ ,５４８万３千円は、前年度より２億１ ,３０４万

３千円、８ .０４％の減となっております。  

 主な内容として、義務的経費で前年度より１億２ ,０９４万３千円、

１３ .２４％の増、投資的経費で前年度より２億３ ,４４５万７千円、

３８ .６４％の減、消費的経費で前年度より１億１ ,４０８万２千円、

１２ .０３％の減となっており、全体としては減額予算編成となって

おります。  

 主な内容として、歳入につきましては、昨年度と比較して１款村税

で令和元年度において農業従事者、漁業従事者の減収が見込まれるた

め、村民税個人分減収見込み等による３２万４千円の減、７款地方消

費税交付金で消費税８％から１０％へ増額に伴う国からの交付金増

による３６１万９千円の増、８款環境性能割交付金で７５万１千円の

増、１０款地方交付税交付金で地方消費税の増、偏在助成措置等によ

る地方交付税２ ,０００万円の増、１２款分担金及び負担金で国の幼

児教育無償化施策に伴う保育料徴収額の減額による２６５万１千円

の減、１３款使用料及び手数料で観光物産センター使用料を昨年度ま

で一般会計で予算計上していたものを港湾整備事業特別会計で予算

計上したこと等による２３７万８千円の減、１４款国庫支出金で伊是
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名漁港海岸整備事業の事業費減額等による１億４ ,００８万１千円の

減、１５款県支出金で沖縄振興公共投資交付金補助枠の減額等による

７８７万１千円の減、１７款寄附金で７４０万円の減、１８款繰入金

で令和元年度に屋之下用地整備事業が進んだことで令和２年度事業

費減となり、財源となる財政調整基金繰入金減等による１億８８万８

千円の減、２０款諸収入で、学校給食費、段階的無償化に伴い給食事

業収入減等による３６５万３千円の減、２１款村債で伊是名村役場新

庁舎建設事業、小学校新校舎改築事業等の財源として２ ,９６１万９

千円の増額となっています。  

 なお、財源確保のため財政調整基金繰入金から２億２３１万２千円、

前年度繰越金から５ ,９７９万９千円を計上しています。  

 歳出につきましては、２款総務費で令和元年度において基幹系シス

テム等のサーバーをクラウドシステム移行、屋之下用地整備事業が約

７割完了したこと等による１ ,６７７万１千円の減、３款民生費で子

どもの貧困対策に資する事業、保育所フェンス腐食修繕等による１ ,

２２４万６千円の増、４款衛生費でごみ処理施設補修工事等による１ ,

１７８万１千円の増、５款農林水産業費で伊是名漁港海岸整備事業の

事業費減額等による１億６ ,４３１万４千円の減、７款土木費で沖縄

振興公共投資交付金補助枠の減額等による１ ,１０２万６千円の減、

８款消防費で防災行政無線個別受信機点検業務完了等による４０５

万円の減、９款教育費で教員宿舎建設費減等による２ ,７３２万８千

円の減、１１款公債費で平成１１年度に起債した保育所増改築事業の

償還が完了したこと等による９６２万３千円の減、１２款諸支出金で

船舶運航事業特別会計への繰出金の減等による２３３万１千円の減

額となっております。  

 なお、一般会計予算の概要につきましては、令和２年度施政方針２

０ページ以降にも記述してあります。  

 また、予算総括表及び目的、性質別内訳表も記述されているとおり

でありますが、詳しい内容につきましては、当初予算書７ページ以降

の歳入歳出予算書事項別明細書のとおりであります。  
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 ご承知のとおり、本村は一般財源の殆どを地方交付税や交付金など

の依存財源に頼っている状況であり、なお一層の歳入確保に努めるこ

とが重要となっています。  

 併せて、歳出につきましても経常収支比率が依然高いことに加え、

今後、定住促進住宅整備、小学校新校舎建設、役場新庁舎建設と、大

型公共事業が検討されていることから、計画的な財政運営に努め、こ

れまで同様に歳出削減に全庁あげて取り組む所存であります。  

 以上、提案理由を説明いたしましたが、令和２年度伊是名村一般会

計予算を地方自治法第９６条第１項第２号及び同法第２１１条第１

項の規定に基づき提出し、議会の議決を求めるものであります。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

いたします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。１０番、潮

平そのみ議員。  

１０番（潮平そのみ議員）  

 ５７ページ、各会計の報酬と給料の中に特別職給与とか、職員給料、

それと今年から会計年度任用職員、この手当の中にパートタイムとか、

フルタイムとかありますけど、その方の説明をお願いします。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。令和２年４月１日から会計年度任用制度がスタート

しまして、いまフルタイムというのは７ .７５、いまの通常職員と同

じ勤務になるんですけれども、この方々の賃金と言うんですか、これ

については給料の方で組まれまして、そして７ .７５時間より短い時

間の会計年度任用職員のパートタイムの方々のものは報酬に組まれ

ます。以上でございます。  

議長（宮城安志）  

 １０番、潮平そのみ議員。  



- 135 - 

１０番（潮平そのみ議員）  

 パートタイムというのは、いままでの臨時職員のことを言っていま

すか。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。本年度までは、いまおっしゃるように臨時職員とい

うことでやっていたんですけれども、４月１日からは会計年度任用職

員制度というふうに名称が変わりまして、先程も申し上げたとおり、

一日の勤務時間が通常の７ .７５時間より短い時間の方々がパート職

員というふうになります。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 それでは、私からは地方債の件で１点、２点お聞きしたいことがあ

ります。６ページをお願いします。本年度から庁舎建設事業が本格的

に予算措置がされ、スタートするということであります。これまで自

治体の庁舎建設については充当する起債がないということで、資金繰

り、あるいは財政調整、単費で造るということも非常に難しく、これ

まで庁舎建設基金とかいろいろ苦慮されてきておるんですが、今回、

新たに庁舎建設の建て替えに可能な起債が創設されたということで

理解しています。  

 そこで地方債の起債の目的の中に、伊是名村新庁舎建設事業という

起債の目的が載っておりますが、この事業の正式な起債名が謳われて

ないわけですけど、どういう起債を充当するのか。  

 あるいは、この起債の内容、充当率とか、もし、わかればぜひお願

いしたいと思います。私なりに調べますと、この起債が創設されたの

は、熊本地震で防災の拠点は庁舎にということで、この起債充当が可

能になったということをお聞きしているわけですが、その辺ぜひよろ

しくお願いいたします。  
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 それと６ページの起債の目的で上の南風原線整備の事業名、あるい

は一番下は臨時財政対策債、伊是名庁舎建設事業、これまで事業名は

列挙されているわけですが、これまでも辺地債、過疎債というような

謳い方があったわけですけど、これが漏れているのは意図的なのか、

私たち過疎辺地、非常にいい起債、交付税の見返りもあるし、将来、

借金しても非常にいい事業でありますので、その辺の起債も漏れてい

るのかなということも含めて、ひとつよろしくお願いいたします。  

 あと１点、本年度から臨時職員、あるいは非常勤職員の任用から新

しく会計年度任用職員制度に移行されたわけですが、この制度目的は、

非正規職員が正規職員と同一労働でありながら、同一賃金でないとい

う曖昧な労働条件を改善する目的も含めて期待される制度でありま

す。  

 そこで令和元年まで従事されていた臨時職員、非常勤職員、パート

職員と言われた人たちが、この新しい制度への任用への対応、どうい

う反応であるか。  

 これは村の対応も含めて、防災無線あたりで会計年度任用職員とい

うことで放送されているんですけど、この制度の中身の行き届いた内

容が住民に反映されているのかということと、募集、応募状態、何人

ぐらいが応募されているのか。そこも含めて、ひとつよろしくお願い

いたします。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。まず１点目に役場庁舎建設に係る起債の事業名と起

債名、これ起債の方が公共施設等適正管理推進事業債というものにな

りますけれども、その中の市町村役場緊急保全事業というものを活用

して、今度役場の実施設計その方を、行うことになっております。  

 そして次、６ページの起債の方法なんですけれども、いま社会資本

整備総合交付金から簡易水道、そして村道潮平間線、そして村道のチ

ヂン線と上仲田線、それと農業集落排水事業の方も辺地債で充当して
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おります。  

 前まではおっしゃるように辺地債とか、過疎債ということでまとめ

てやっていたんですけれども、いまは１個１個の方を計上して、事業

名がどの事業に充当しているのかというのがわかりやすいと言うん

ですか、それでいまこの方法を取っております。  

 次、３点目、会計年度任用職員の募集についてなんですけれども、

１３日、今日まで募集を受け付けております。いままだ人数は確認し

てないんですけれども、現在、従事している方々は殆ど応募している

状況であります。  

 また、この内容については、要求されたところには説明を行ったり

して、内容を周知しているところであります。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 伊是名村役場新庁舎建設事業、これはいま課長からあった起債名を

調べて、できれば文字でもって報告できれば非常にいいと思いますの

で、文字でもって報告あったものについてはちゃんと調べるというこ

とで、あるいはどういったことでこれが創設されたのかとか、それも

含めて勉強になりますので、ひとつよろしくお願いいたします。  

 辺地債、過疎債、これはわかれば非常にいいですけど、私たち過疎

計画とか、いろいろやるわけですから、この計画に則ってこの事業名

がされていたということも含めて検討されるわけですよね。  

 これは従来あったものが抜けているからということで、ぜひ、ちゃ

んとした起債名を置いて事業名を列挙するという方法がいいのでは

ないかということで質疑いたしました。  

 これと会計年度任用職員制度、これは私も地域に帰ったら役場職員

募集しているよということで、今までの臨時から新しく会計年度任用

職員に変わりまして、職員と同じような労働条件で給料、手当、こう

いうのもちゃんとありますよということで宣伝はしているわけです

けど、伊是名村、若い人たちが少ないということで人材不足では確か
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にあります。  

 あちらこちら聞きますと、職員不足ということで職員やい職員やい

と探して採用しているところもありますけれども、そこら辺、若い人

たちがこういう任用制度にぜひ乗っかって、安心して職場環境に就け

るようにぜひ今後またアピールしながら、Ｉターン、Ｕターンも含め

て若い人たちを島に来させると。  

 これはいま言う新しくまた独身住宅も地域にできますので、そこを

含めて安心して仕事も就けるよという宣伝も兼ねて、今後私たちも

やっていきたいと思いますので、わかりました。有難うございました。

以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。質疑続行中です。２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 それでは７７ページ、伊是名島定住条件整備促進事業、本年度委託

費３００万円、それから工事費が６ ,００１万円計上されております

けれども、これはどちらに建設予定なのか。よろしくお願いいたしま

す。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質疑にお答えします。委託料に関しては、仲田区の１棟

３世帯分の工事管理の委託料を予定しております。  

 工事費についても同じく仲田区に１棟３世帯分を建築する予定で

ございます。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 令和元年度も既に仲田区の定住促進事業が３戸ほど建築されまし

て、皆さん喜んでいるところではあるんですけれども、今回、この質

問をさせていただくにあたって、令和元年第１回伊是名村議会定例会
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の議事録を読み上げて説明したいと思いますけれども、東江克伸議員

から来年の予算は内花で入っておりますと、この住宅は５集落一周し

て造るのか。そこをよろしくお願いしますと聞いております。  

 これにつきまして、建設課長の方から、この事業費は一括交付金、

いわゆる沖縄振興推進交付金で時限立法であり、平成３３年までとい

うことで、この事業の範囲であれば、内花、それから勢理客までしか

造れないと、この事業が延長されるのであれば５集落整備していきた

いと。しかしながら、いまのところは内花、勢理客までですと、そし

て次に東江克伸議員から一括交付金がある間の勢理客までの予定だ

ということで伊是名、諸見の方が待たないと非常に困ると思うんです

けれども、村長はその一括交付金が終わった後ででも集落全部を造っ

た方がいいと思いますけど、村長どうですかと。村長、担当課長から

あったとおりですと、村も５集落ぜひ整備したいと、そのようにおっ

しゃっております。そして最後に克伸議員から人口がものすごく減っ

てきております。若い人もなかなか入ってこない。ぜひ、そこは５集

落を造るという気持ちで頑張ってもらいたいということで、第１回の

定例会で述べております。  

 そして第３回伊是名村定例議会、９月の決算特別委員会でこのこと

を今回副議長が初めて委員長としまして決算委員会を取り仕切って、

その中で行った質問の中であります。  

 このことにつきまして、これは前田清議員からの質問に対して、時

限立法でありますけれども、残りの２年間の間でどの順位で今後どれ

だけ整備できますかということに対して、企画政策課長、新たに定住

促進住宅、これも継続してやるということでありますので、この配分

枠ではなかなかできませんと。そこで前田議員から、若者の独身住宅

ですがと、今回、仲田が発注され、年度内に竣工の運びとなっている

ことは皆さんご承知のとおりだと思いますと、今後当然ながら各集落

をやっていかないといけないと思いますけど、村はその２年間の間に

できるのかと、聞かせてもらえませんか。確実にできるのは、どこま

でなのか詳しくお願いします。  
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 そこで企画政策課長、計画では残り２年なんですが、本年度、仲田、

建築費の高騰によって３棟造りましたと、残りは順次造ってまいりま

すと、残り２年で内花、勢理客までの計画をやっておりますと、その

中でこの一括交付金事業が続くのであれば、伊是名、そしてまた仲田

の３棟という形で計画できればというふうに明確に順番を既に謳っ

ているんです。  

 ところが、今回、私、先程も聞きましたが、昨日の説明でまた仲田

ということを初めて聞いて、大変びっくりして、我々２回の議会で村

は順番を決めていると言ったにも関わらず、どうして蓋を開けてみた

ら、このように村長の地元がまたあがっているんですかと、これ、私、

民主主義の議会、この議会で審議することすらおかしいんじゃないか

と、審議して承認されたものが、次の議会ではひっくり返っていると、

そして説明も何もしないと、こんな村政の運営を村長はなさるのかと、

私、この質問をするにあたって、同じ同僚議員にも大変申し訳ないと

思っています。そのぐらい嫌な思いしながら、今回この質問をしてお

ります。  

 このような村の運営の方法、これは議会軽視ですよ。何の説明もし

ない、やりたくない部落があるのか。それだったら、そういう調査も

して、ちゃんと報告すべきだと。  

 いま何もしないでどこと調整したのかもわからない。そういう中で

いきなりこういうふうな予算であげてくると、それを審議してくれと、

これまで審議した２回の議会は何だったのか。このことについて村長、

答弁よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 ただいまの質疑にお答えしたいと思います。私共は、議会を軽視し

ているということは毛頭考えておりません。  

 当初、この一括交付金を活用して、仲田に６戸、内花に６戸という

想定でこれまで取り組んできております。  
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 その中において市場単価が急激に変化をして、多額になったという

ことと、それから一括交付金が毎年度減額になっていくという状況の

中で、一挙に仲田地区に６戸は無理であるというふうなことから、３

戸建設し、そして令和２年度にあと３戸というふうなことで進めよう

と。  

 そして、その次に内花区に３戸、そして一括交付金等、あるいはま

た市場単価の動向も見ながらあと３戸と、そして要望があれば、勢理

客、伊是名、諸見という順にしたらどうかという構想であります。  

 そういう考え方で進めておりますので、何も村が私当局が勝手に変

えたということではありません。６戸を６戸で進めようとしたところ、

どうも財政の都合で３戸、３戸、そして３戸という順にしないと、村

の財政状況では対応できないと、これは議員各位もご承知のとおりだ

と思います。  

 そういう考え方で進めておりますので、何も議会軽視をしたという

ことではありませんので、ご理解のほどお願いします。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 そ れ で はこ の 議事録 が 間 違 って い るとい う こ と を村 長 はおっ

しゃっているんですか。議事録の中で、議員の方も確認されて、令和

２年は内花、３年度、最後は勢理客ですと、そういうふうに確認され

ているんですよ。  

 一括交付金が令和３年、来年度で終わると、ですので、今年は内花

と、来年は勢理客というふうに謳って、第１回目のときに既にこのこ

とが確認されて、残り一括交付金が続くのであれば、そのまま伊是名、

そして諸見の５集落全部周りますというふうに書いてあるわけです。 

 ところが、いま村長さんは最初から内花で終わりと、全然、整合性

が取れているような話にはなってない。そして、これは９月の決算統

計の中で、明確にこれは清議員からちゃんと２年間にどこまでやるん

ですかと、確実にどこまでやるのか、そういうことを聞いているんで
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す。  

 そして、その中でも今年やるのは、内花地区の設計費なんですけど

というふうに新年度は全部書かれているんですよ。  

 なのに村長は違いますと、これは議事録を製作した議会がおかしい

のか。  

 最後にちゃんと言っているんですよ。伊是名まで終わった後に、仲

田を造りましょう。副村長さん、決算委員会にいらっしゃったと思う

んですけど、この議事録が間違っているということなんですか。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 村の方針、取り組みは全く私は変わっているとは思っておりません。

仲田区が６戸建設しようとしたところ、６戸の予算がどうにも工面で

きないということで３戸にして、そして当初予定どおり、あと３戸は

仲田区にやると。  

 そしてその次に内花区というふうな順で回っていこうということ

でありまして、その後、３年度以降、一括交付金それ同等の制度が継

続していくのであれば、あと３戸は内花にやると。  

 そしてその次にまたどういうふうになるかわかりませんけど、勢理

客とか、伊是名とか、諸見も考えられるというふうに思っております。 

 ただ、２年度に内花区３戸ということは、私共も当初から考えてい

るところであります。  

 そういうことで、用地交渉もしてこれまで来ているところでありま

すので、ご理解のほど、お願いします。  

議長（宮城安志）  

 休憩します。  

休憩  午後２時０７分  

再開  午後２時１６分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  
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 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 今回、それから先程もありましたけれども、チヂン線の問題でも、

それから次に私質問しようかなと思ってはいるんですけれども、今後

のことでも荷捌き場とか、いろんなことが議会に答弁したことと、ど

んどん変わってきているのにその説明が一切ない。私はそれが議会軽

視ではないかということを申し上げております。  

 チヂン線も予算にいきなりあげてくる。そして今回のこの件もその

まま、全然僕らもわからないんですよ。昨日、説明を受けて初めて私

たちはわかるんですよね。  

 こういうふうな事情で、こう変わっているんですと言うんだったら、

一回このように議会で答弁されて、部落回りはこうですよと言ってい

るのであれば、これはそれをちゃんと説明すべきで理解を求めるべき

だと私は思います。  

 このことについて、ぜひ今後、事業計画の進め方とか、そうしない

と、私このままだったら信頼関係がないんですよね、実際に予算にし

か載ってこない。何も説明もないということでは、我々どうしても不

信感しかないです。  

 そういうことで、ぜひ村長には議会と執行部は両輪のごとくという

お言葉をよく使われております。これはあちらこちらで使われており

ますけれども、いまのままだったら全然相談も説明もないというふう

な状況になろうかと思いますので、ぜひその辺を今後どのようにして

いくのか、最後の答弁をお願いいたします。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 お答えします。いま宮城議員のおっしゃることはご最もだと思って

おります。  

 ただ、基本的な事業のあり方については、何ら変わっておりません

けど、途中、諸情勢があって、どうしても６戸は無理だと、３戸にし
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なければいけないと、そして次もそういうふうな形で進めていかなく

てはいけないということになっておりますが、そのことについて議会

の皆さん方にもご報告をし、相談をしなかったということにつきまし

ては、私ども後手に回っているということで、この場をお借りしてお

詫びを申し上げたいと思います。  

 また、この後、定住住宅の進め方につきましては、先程から答弁し

ているとおり、令和２年度仲田、そして３年度内花というふうなこと

で進めていって、その後、順番としては勢理客、伊是名、諸見という

ふうなことになろうかと思います。それも地域の皆さん方の要望がど

うなのかと、本当にそういった住宅を要望しているのかということも

確認しながら進めていかなければいけないと思っております。  

 ただ、今回の件については、前以て皆さん方に説明しなかったとい

うことに対しましては、お詫びを申し上げたいと思っております。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 いま宮城議員の方から質疑されていた件に関連して、これはおっ

しゃるとおり、令和３年までの時限立法の事業緩和の予算であります

けれども、いま言う仲田、今年２棟、そして次年度、内花となって、

この年度で勢理客までいけるのかどうか。その辺もちょっと聞かせて

下さい。  

 そしてあと１点、１１５ページ、歳出ですけど、製糖工場管理保証

金償還金がありますけど、関連してお聞きしたいと思います。今期、

製糖期間中、去年もそうでありましたが、おそらく製糖工場の排水関

係だと思いますが、ゴハ原の海岸に汚れた水が排水されたと、そうい

うお叱りを受けたことがありますが、今期もまさしくまた同じような

ことがありました。  

 これは漁業監視員ですか、その方から写真の提示もありまして、今

日は準備をしてないんですが、実際に提示させて見せられて、これは

いかんなということで大変お叱りも受け、これは執行部に正すような
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気持ちで言わんといかんなということで、今日質疑の中で申し上げて

いるつもりであります。そのあたりも説明して、そして確認があった

のかどうか。  

 それとあと１点、歳出、１３２ページ、委託費がありますが、これ

は潮平間線の委託費だけなのか。他のチヂン線、南風原線あたりの委

託費も含んでいるのか。  

 それと潮平間線の委託費も含んでいるのであれば、なおさらですが、

この件もこれまで一般質問等々でいろいろしかるべき議論はしてき

たつもりでありますが、村内の中間線、道路ということで、特にトラ

イアスロン大会のランナーのマラソンコースでもあります。  

 そして幅員がどうしても狭い環境にある要因もあり、そして通常は

大型車もよくここを通行すると。道路を通行する歩行者にも大変危惧

されることも十分考えられますが、歩道は道路の階級によって広さも

幅員も違うと思いますが、それなりの幅員を設けられるのか。また、

設ける考え方ももって設計に臨むのか。その辺りを詳しく聞かせて下

さい。以上３点です。  

議長（宮城安志）  

 まず１点目、企画政策課長、神田宗秀君。  

企画政策課長（神田宗秀君）  

 議員のご質疑にお答えいたします。一括交付金、現在の一括交付金

は３年度までということで、定住住宅についても当初は、この３年の

間に仲田、内花、勢理客まで行ければいいという計画で進めてはいた

んですが、やはり建築費の高騰によって、なかなか６棟ずつは造れな

いという状況が出てきまして、令和３年度までには内花区の３戸まで

しかできない状況であります。  

 これが一括交付金継続ということになりますと、当初の計画のよう

な進め方で調整を図っていけたらと思いますので、よろしくお願いし

ます。  

議長（宮城安志）  

 次に農林水産課長、諸見直也君。  
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農林水産課長（諸見直也君）  

 お答えします。２点目の製糖工場の排水の件については、その日に

確か漁業協同組合の方から連絡がありまして、また担当と現場に出向

いて、製糖工場の部長、それから職員の方と立ち会いをして、現場確

認もいたしました。  

 おっしゃるとおり、すごい汚濁というか、黒っぽい排水で、昨年よ

りはちょっと酷いんではないかということで、その現場でもいろいろ

原因とか確認したんですけど、原因がわからないということでありま

して、その中で協議しながら、一時的にも排水はストップしてくれと

いうことで、滞留槽を設け沈殿させてから排水をするようにというこ

とで指導と言いますか、調整を終えました。  

 その後、一週間ぐらい後から、排水が良くなったということで連絡

がありまして、現場で確認したところ、全然、当初とは違う許容範囲

ではあるというぐらいの水質の色も臭いもなかったんですけれども、

何分、先に放流されたものがまだ周辺に滞留しているということで、

現在のところ若干良くはなっておりますけれども、先の分がどうして

もそこで起こっているといういま状況であります。  

 いま工場の方でももし何かあったら連絡して、いろいろ調整をした

いということでありますので、また、そういうことが二度と起こらな

いように、私共も巡回しながら指導していきたいと思っております。

以上です。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 それでは議員の質問にお答えします。潮平間線については、令和２

年度設計業務を予定しております。  

 改良については、これからの調査しながらのことになるのかなと

思っております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ８番、前田清議員。  
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８番（前田  清議員）  

 一括交付金、いま若者定住の件も企画課長が答えられたとおり、勢

理客まではと誰しも思うことだと思います。  

 だからその辺り行政も担当課、村長はじめ、やはり勢理客の住民に

も周知というか、説明をするべきであると当然ながら私も思うわけで

あります。  

 下手したら、この交付金の配分額によっては、内花１棟になるかも

しれない。それはいま先のことは何とも言えないわけでありますが、

いずれにせよ行政としては当然計画のとおり進めていくという考え

方で変わりはないと思いますが、勢理客には十分説明はやっていただ

くよう、お願いします。  

 そして２点目の工場排水の件ですが、これもいま課長の答弁にある

ように、大きな予算を投資して、財産としては伊是名村の財産ですか

ら、向こうが指定管理という形で受けてやっているような流れであり

ますが、いずれにせよ行政の立場から、行政指導ということで巡回な

り、定期的に工場の例えば操業期間中の業務報告等を受けながら、

ちゃんとしっかり管理やっていただきたいと思います。二度とないよ

うにお願いしたいと思います。  

 あと潮平間線ですが、普通は道路整備の考え方があってこそ何百万、

もちろん他の事業もそうだと思いますが、何もなくただ予算組んでい

まからですと言ったら、そんな答弁がどこにあるんですか。  

 その考え方がありますかと私は聞いているんですけど、何もない。

ここはちょっとおかしい。もう一度、僕、次やれば３回目になります

から、お願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 一部拡幅を予定しております。  

議長（宮城安志）  

 暫時休憩します。  
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休憩  午後２時３２分  

再開  午後２時３９分  

議長（宮城安志）  

 再開します。  

 ８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 ３回目、最後ですが、総括的に村長いま３点のことも質疑で聞いて

いると思いますが、製糖工場からの廃棄物の件については一般質問

等々でお互いに議論もしたと私は理解しているつもりでありますが、

その件も含めて、そして一括交付金の件も、おそらくいまの流れでは

勢理客は不可能に近いぐらい無理ではないかなと自分なりに警戒し

ているつもりですが、できるような体制も行政側として、それも含め

て総括できるような説明を答弁していただけるよう、お願いしたいで

す。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 まず、第１点目の一括交付金でありますが、これは議員各位もご承

知のとおり時限立法でありますので、令和３年度で区切りをつけると

いうことになっております。  

 それ以降、この事業の名称がどう変わるかわかりませんけど、また、

これが継続していくのかもまだ未定でありますので申し上げられま

せんけど、３年度までについては、先程から答弁しているとおり、ぜ

ひ村としても実施していきたいと、そして、それが３戸になるか、６

戸になるかということになりますと、いまの状況からいきますと３戸

であると、それでは次３戸をどうするかということになりますと、や

はりこの事業のあり方として、あと３戸、内花に建築して、次に勢理

客とか、伊是名とか、諸見が要望あれば、それに準じて要望のあると

ころから手掛けた方がいいんではないかというふうに思っておりま

す。  
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 時限立法が継続して、令和４年度以降も同じような制度が続くので

あれば、そのようにやっていきたいと考えております。  

 それから製糖工場からの廃棄物については、これは昨年度もそうい

う同様なことがありまして、これを早めに改善しないと、海浜の汚染

に繋がるというふうなことも関係当局には強く申し上げております。 

 今回もそういうことがあったということを聞きまして、大変驚いて

おりますが、それを早期に改善できるように、私共も現場と連携しな

がらやっていきたいと、そして村民の皆さん方にご迷惑をかけないよ

うな形でやっていきたいと考えております。  

 それから３点目の潮平間線の改良につきましては、これは当然、村

民、あるいは通行される方々の安全安心、それが第一でありますので、

その安全安心を確保できるような幅員のあり方、それをぜひ検討して、

この委託の中でも反映させていきたいと考えております。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 私の方から６６ページ、総務管理費の方、よろしくお願いします。

交通安全対策費１００万円計上して工事されていますけど、前回、予

算を組んで執行がだいぶ遅れて、たぶんカーブミラーだったと思うん

ですけど、今年もする場所とかも決まっているのか。その辺ちょっと

お伺いします。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。このカーブミラーの設置については、本年度、駐在、

担当の方と村内を回りまして、危険箇所の設置を確認しております。 

 本年度において、それが予算の都合で全部設置されておりませんの

で、また次年度、令和２年度も引き続きカーブミラーの設置をしてい

きたいと思っております。  

 いまその場所については、私の方ではちょっと確認できていません
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ので、また後程報告したいと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 これ前々から東江源也議員がも話していましたけれども、２～３年

カーブミラーがなくて、危ない箇所がたくさんありました。  

 それで何箇所か区長はじめ、駐在の方も回って、一番危険な箇所か

ら施工されたと思うんですけど、また、今年度もこれ早急にやっても

らいたいと思います。  

 本当に集落、危ない場所が多くて、私も通ってみたら子どもたちが

自転車で突っ込んで来たり、やはりカーブミラーがあると、危険は避

けられると思いますので、本年度は遅れないように早めの対応をよろ

しくお願いいたします。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他に質疑ありませんか。７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 それでは３ページに渡って質疑します。４３ページ、尚円王の里い

ぜな島応援寄附金７４０万円減、そしてこれに関連しまして５７ペー

ジ、ここの事業内訳を見ますと、４項目で８６２万９千円、内訳を私

なりに探してみたんですけども、どこがどうなっているか詳しく説明

をしてもらって、そしてこれが充当ではく、単費なのか説明をお願い

したいと思います。  

 そして６２ページの需用費、光熱水費の９４０万円の内訳は、これ

は水道料、電気料だと思いますけど、今回、財産管理をされる立場上、

本来でしたら全項目に質疑をしたいわけですけれども、ここでまとめ

て質疑を受けたいと思います。  

 まず、光熱費の役場庁舎内かと私案内していますけども、水道料金

と電気料金の区別割合、３点まずはお願いします。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  
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総務課長（兼元清永君）  

 ふるさと納税について４３ページの方なんですけれども、いまこれ

はちょっと予算の計上ミスがありまして、本来でしたら役場受付分、

そして観光業界の受付分というふうになっているんですけれども、い

ま観光協会の受付分の方が予算計上されてないところであります。大

変失礼いたしました。  

 これはまた次の議会に計上して、それなりの充当していきたいと思

いますので、大変申し訳ございませんでした。  

 それとふるさと納税の支出の方、これは需用費の方と委託費の方、

そこの方に充当されまして、残りは積立金、諸支出金の方で１７１

ページの尚円王の里いぜな応援基金、ここの方に８５３万円予算計上

しております。  

 この収入を本来ならば特定財源ですので、全額充当すべきだったん

ですけれども、その方がちょっと漏れておりまして、充当されてない

形になっております。大変申し訳ございませんでした。以上です。  

７番（伊禮正徳議員）  

 もう一つ質問します。いまのページの分は充当されてないというこ

と、村は単費で組まれているんですか。  

総務課長（兼元清永君）  

 収入は、ふるさと納税自体収入は受けていますので、みんな充当さ

れてないわけです。本来でしたら、特定財源ですので充当されるべき

ではあるんですけれども、ちょっとミスがありまして充当されてない

形になっております。これもまた次の補正のときにちゃんと充当して

対応していきたいと思っております。申し訳ございませんでした。  

 それと光熱水費、光熱水費の中にあるのは電気料、ガス料金、水道

料金と、あと集排料、以上になります。  

７番（伊禮正徳議員）  

 金額もお願いします。  

総務課長（兼元清永君）  

 電気料金で８７６万円、ガス料金で６万円、水道料金で４２万円、
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集排で１５万６千円、あと若干の調整で４千円入っています。以上で

ございます。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 それでは４３ページの件、村長、副村長、入力ミスだそうです。そ

して充当されるべきところが充当オーバーになっていると私は見て

いますけれども、私たちはこの予算を隅から隅までチェックするにあ

たって、昨年度の予算に照らし合わせながらやっているわけですけれ

ども、どうして財政システムの方で昨年度のものが左サイドとかにあ

るはずですけども、どうしてそれが入力ミスになったのか。ちょっと

私には納得できないような感じがします。  

 常々から歳入の確保に努めるべきだと村長も申し上げていて、私も

経験上から歳入の方には交付金だけに頼るのではなくて、職員全員一

丸になって、歳入に努めてきたと思われます。  

 このことが今観光協会分が決算等々から見ますと、最低５００～６

００万円ぐらいありまして、ある場合は１ ,０００万円近くもあった

り、これからもまた増えつつあるはずです。  

 そういう大きな歳入のものですけれども、今回のことがいま課長か

らは６月の補正ということではあるんですけれども、さらに心配され

ることがあります。  

 確かこれは観光協会に委託されてから３年ぐらいなりますか。観光

協会の方としても歳入予算というのが来月始まるわけです。  

 そしてここには概算払いの契約が確かされていると思うんですよ。

そういったこともありますけど、予算の中には歳入を受ける受けない、

それは見てのとおり、受け入れる観光協会のやるべき予算もないとい

う状況になっています。  

 その辺りいま課長は６月の補正でやるということでありますけれ

ども、それは対策として、観光協会の方になぜ受けないのかというこ

とは告示された日、この予算書を見て何かあったのかと思いまして、
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確認をしてみました。  

 別に普通どおりやりますよということであったんですけども、それ

のいま質疑してみたら入力ミスということで、例年どおり向こうはそ

のままやるつもりで予算も計上されているはずですから、概算払いと

いうのが４月に行われるはずです。そのあたりを十分対策を取って検

討して、６月にまた皆さんにお願いすべきことはいまのうちで対策を

取っていただきたいと思いますので、後程答弁して下さい。  

 次のページの５７ページに関しては、私はこの分から充当されてい

るのかなと思ったんですけど、全くそうではないということでいま確

認されていて、これは目的が５つほどありますから、それにいくはず

ですから、いま役場分だけが歳入ありますね、そしてここに入ってい

る分も本来だったら充当されているのかなと思ったんですけれども、

そうではなくて、歳入は８００万円となっていますけれども、歳出の

方ではちょっと上回っているのかなということ理解しています。  

 そして６２ページ、光熱費、実は、これ提案がありまして質疑して

おります。庁舎は約９４０万円余り、主に８００万円というと電気料

となるはずです。  

 先程来、議員の皆さんから役場庁舎建設等々もありますけれども、

事業の設計が始まって役場の実際着手される本設計がいつ頃かなと

いうこともありまして、２～３年で着工するのか、４～５年かかるの

か、６～７年かかるのか、その辺りはまだわからないですけども、実

は、この施設、いま役場だけではなくて、公共施設に関して、総合セ

ンターの光熱費が約５００万円ぐらいですか、そして保健センター８

０万円、そして保育所が約３００万円、そしてターミナルあたりの予

算等々、公共施設、そして村内の街灯等々からすると何千万以上の電

気料が発生していると思います。その辺りひとついま旧式の電球がつ

いていますけれども、ＬＥＤ等々に変更する考えはないか。その辺り

を提案したいと思っていま質疑をしております。全般的なことを踏ま

えていますので、ぜひ答弁の方をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。  
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議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。庁舎内の電気をＬＥＤに替えることについては、こ

の１個１個を替えるのに果たして経費がどのぐらいかかるのかとい

うこともありまして、見積もってみて、予算の確保ができればと思っ

ております。  

 街灯については、いま電灯自体が壊れた場合には、殆どＬＥＤに切

り替えている状況であります。以上です。  

７番（伊禮正徳議員）  

 財産管理、管理者の代表として施設全体。  

総務課長（兼元清永君）  

 電気料の経費節減の意味からすると、ＬＥＤに交換するというのは、

とても効果があると思っております。  

 先程も申したように、それなりにまた経費もかかることだと思いま

すので、逐次また見積等々も取りながら、予算の範囲内で対応してい

きたいと思っております。以上でございます。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 そういうことで３点主に聞きました。４３ページのふるさと納税の

件に関して、そのあたりはぜひ６月に向けて、課長のうちで議員の皆

さんに補正するということで、そして観光協会に即確認を取って、要

するに遡ってやるという形になるはずですから、そのあたりもご理解

が得られるように、最後にお願いを申し上げたいと思います。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。このふるさと納税の方は、いま充当はしてないんで

すけれども、いま支出の方は観光協会とか、そういったところに出す
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予算については、全部計上されております。  

 いま計上されている分が充当されてないので、いま入っている役場

の分も一般財源扱いになっておりまして、それと合わせて他のものも

全部一般財源の方で充当されておりますので、それを６月ふるさと納

税の方で組み替えしていきたいと思っております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。１０番、潮平そのみ議員。  

１０番（潮平そのみ議員）  

 ページ数で言うと１５４、教育費の中の１８節海外短期留学派遣費、

多分これは中学生のホームステイのことだと思うんですけど、去年、

記憶では一人だったような気がするんですが、今回、令和２年度も一

人なのか。それとも以前のように二人なのか。  

 それと１５７ページの委託料の中に伊是名村龕保存処理業務委託、

どこの龕なのかを説明お願いします。  

議長（宮城安志）  

 教育振興課長、濱里篤君。  

教育振興課長（濱里  篤君）  

 それでは、そのみ議員のご質疑にお答えいたします。  

 まず１５４ページの海外短期留学派遣費負担金１２０万２千円で

ございますが、昨年度も当初二人予算計上しております。  

 ただ、学校側からの申し込みがお二人おりましたけれども、一人取

り下げしたいということで、結局、お一人の派遣になっております。

本年度も同様に二人派遣する予定で予算の計上はさせていただいて

おります。  

 次に１５７ページ、伊是名村龕保存処理委託業務でありますが、昨

年度、仲田区の龕を保存処理するということで元年から出しておりま

す。  

 実は、２年継続事業ということで、昨年度は民俗館の方に屋根の部

分は保存、保管いたしまして、その屋根の下の部分、細々とした部材

がたくさんありますので、その部材を保存処理かけております。  
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 本年度は屋根の部分の保存処理ということで、仲田区の龕を同じく

予定しております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 １０番、潮平そのみ議員。  

１０番（潮平そのみ議員）  

 いま少子化で、できれば、子どもたちの英語の先生も来ていますの

で、子どもたちに英語力を身につけさせて、できれば子どもたち２名、

３名とか、ホームステイに派遣してほしいなと思っているところであ

りますけれども。  

 それと龕保存の方なんですけれども、これは去年、確か仲田正務議

員も一般質問に出していました。諸見の龕が非常にいい状態だという

ことが答弁されていますので、できれば、私はお金かけて保存すると

いうのは、年代物だったら話もわかるんですけど、これが明治とか、

大正とかで時代もずっと遡ってのものは修復いいんではないかなと

思うんですけど、諸見の龕が非常にいいという状態だったら保存良

かったんではないかなと思いますけど、いかがですか。  

議長（宮城安志）  

 教育長、名嘉正君。  

教育長（名嘉  正君）  

 お答えいたします。本年度、令和元年度は仲田区の龕保存処理する

ということで進めているわけですが、この仲田区の龕を保存処理する

にあたって、諸見の龕の保存状況、さらに作成された年月日等を調査

しまして、仲田の龕の方が大正１０年ということもあって、文化財と

しては村内で古いのかなということがあって、仲田の方から先に保存

処理にということで進めている状況であります。  

 そういうことで、諸見の龕について、さらに村内に現在まだあると

いうふうに我々思っているんですけれども、伊是名、勢理客、どうい

う保存状況なのか調査しまして、民俗館の場所等も勘案しまして、ど

ちらを展示して一般に公開した方がよろしいかということを県の教

育庁とも保存状況について、向こうからもご指導いただいて進めてま
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いりたいというふうに思います。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。他に質疑ありませんか。３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 ５９ページの方をよろしくお願いします。総務管理費の中の区長委

託料、去年の９月定例会において、宮城義秀議員が一般質問されてい

ますけれども、いま区長委託料、予算計上されていますけれども、こ

れは義秀議員の一般質問に反映された予算なのか。この辺、説明の方、

よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 総務課長、兼元清永君。  

総務課長（兼元清永君）  

 お答えします。区長委託料については、任期が終わりまして、改定

するときの来年の場合は２年４月１日現在の人口と、あと世帯割です

か、それに基づいて計算するんですけども、いま若干、伊是名の人口、

あるいは世帯等が少なくなっていて、また令和２年度も委託金自体が

下がる見込みであります。しかし、いまそれではちょっといけないと

いうことで、前回の委託金をそのまま据え置いて、令和２年度は委託

をしたいと思っております。  

 そしてまた１期ごとに報奨と言うんですか、退職金みたいな感じに

して、１期ごとに臨時的な報酬を支給していきたいといま考えていま

す。  

 ですから、本年度の場合の予算の中には、この報酬のものは入って

こないです。  

 次の１期、１年経つのは令和３年５月になりますので、このときか

ら予算にこの報酬分が計上されることになります。以上です。  

議長（宮城安志）  

 もう１回だけ特に許します。３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 いま総務課長の答弁にありましたように、次からは手当もあるとい
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うことで、去年、宮城義秀議員からの一般質問にあるように、いまや

り手がなくて、ちょっと魅力ある運営になるように積極的に手を挙げ

て区長をする方が出るように、そういうのも大切だと思いますので、

また、これに向けて頑張っていただきたいと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 これで質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。１０番、潮平そのみ

議員。  

１０番（潮平そのみ議員）  

 それでは議案第１５号・令和２年度伊是名村一般会計予算を賛成の

立場で討論をいたします。  

 一般会計予算２４億３ ,５４８万３千円で、対前年度比２億１ ,３０

４万３千円、８ .０４％の減となっています。前年度から引き続き整

備継続事業のほか、令和２年度予算書には、伊是名小学校校舎改築事

業、伊是名村新庁舎建設事業、公共施設等、生活環境の充実に貢献で

きるものと思います。  

 また少子高齢化に対応し、各種村民福祉サービス、六次産業の充実

した予算編成となっています。一般会計予算で最少の経費で最大の効

果が出せるように切磋琢磨していきますようお願いします。  

 村長はじめ、執行部の皆さんの頑張りに期待して、私の賛成討論と

いたします。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他に討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第１５号・令和２年度伊是名村一般会計予算を採決し

ます。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま
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せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１５号・令和２年度伊是

名村一般会計予算は、原案のとおり可決されました。  

 暫時休憩します。  

休憩  午後３時０６分  

再開  午後３時１８分  

議長（宮城安志）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 日程第２  

 議案第１６号・令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計予算を議

題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第１６号・令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計予算の提

案理由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計予算は、予算総則第１条

から第３条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ２億５ ,８２８万９千円とし、歳入歳出予算の款、項の区分及び当

該区分ごとの金額は「第１表  歳入歳出予算」のとおりとするもので

あります。  

 歳入につきましては、１款国民健康保険税で２ ,２２８万円、６款

県支出金で１億９ ,５２０万４千円、９款繰入金で４ ,０７７万１千円

となっています。  

 歳出につきましては、１款総務費で１ ,４７１万３千円、２款保険

給付費で１億 ,８０００万６千円、３款国民健康保険事業費納付金で

５ ,９３７万円、６款保健事業費で３４８万円、８款公債費で２５万

１千円、１０款予備費で４５万８千円となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりで
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あります。  

 令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計予算を、地方自治法第９

６条第１項第２号及び同法第２１１条第１項の規定に基づき提出し、

議会の議決を求めます。  

 以上、令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしく

お願いします。  

議長（宮城安志）  

 提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。７番、伊禮

正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 それでは歳入歳出の質疑を行います。本予算は、前年度比較からす

ると、３ ,３２７万４千円増となっている要因を確認させていただき

たいと思います。  

 まず、歳入の方で７ページですけれども、そこで２９９万円が減額

になっています。  

 区分を見ますと、主に１の医療給付分が２３０万円、あと４２万円、

そして２３万円、０４番がゼロという昨年度比較の減となっています

けれども、ここではまず前年の加入者世帯と、そして人数、そして減

になった原因を確認したいと思います。  

 また、歳入、７ページ、保険税ですので、徴収分を県に納入する分

であります。そして１４ページ、今回、歳入の県支出金の交付金が３ ,

５００万円増となっております。その辺を確認させて下さい。  

 そして歳出の方も主な増となっている部分の説明を求めたいと思

います。  

 ３２ページの一般保険者療養給付金の方が３ ,０００万円増となっ

ている部分、主には、３７ページの一般被保険者医療給付金ですか、

ここでも１８０万円、これが主な歳費関係で３ ,３００万円の増と

なっている要因を確認させていただきたいと思います。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  
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住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 質疑にお答えします。まず、最初に世帯数ということでお話があり

ました。令和２年２月現在の世帯者数は３２８世帯になります。総数

人数としては４４６名の方が被保険者ということになっております。 

 ３２ページ、３３ページ、３７ページの件につきましては、療養費、

給付費の方なんですけれども、給付費の方は医療にかかる分が給付費

になりまして、これは国保連合会に私たちが支払いする支出となりま

す。  

 給付費が増えているということは、医療費の方が増えてきていると

いうことになりますので、その分の増額となっております。  

 それに伴って歳入の方も増額するということで増えてくるという

ことになります。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 歳入歳出、大体説明を受けて理解はしています。保険税の歳入の方、

昨年度比で加入者世帯は１世帯、そして人数の方が３名の減という理

解でよろしいでしょうかということです。あとは大丈夫です。それま

で確認します。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 質疑にお答えします。昨年との比較につきましては、１世帯減とい

うことで減っているということになります。以上です。  

７番（伊禮正徳議員）  

 人数３名ですか。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 そうです。３名です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。  
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 ないようですので、質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。７番、伊禮正徳議員。  

７番（伊禮正徳議員）  

 議案第１６号・令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計予算に賛

成の討論を行います。  

 県も保険者となり大幅な国保制度改革から３年目となりました。県

の公表によると、国保財政状況は法定外繰入を除いた実質的な単年度

収支はほとんどの市町村において赤字であり、また前年度繰上充用金

も多いとの事、１７年の速報値であります。  

 国保運営を行う沖縄県市町村長代表団は、沖縄の特殊事情による国

保運営の厳しさを訴え、健全化に向け全面的支援を国に強く要請して

います。  

 さて、近年の村国保予算においてもまだまだ村財政を圧迫する一般

会計からの繰入を頼る依然として厳しい状況は続いています。  

 令和２年度予算は、２億５ ,８２８万９千円となっています。前年

度比較からすると、３ ,３２７万４千円増となっています。その要因

を見ると、歳出において義務的経費を除き、被保険者療養給付や高額

療養費がほぼ増額となり、年々負担を増す一方であります。  

 医療費を抑えていくことが課題となり、村民はじめ加入者の健康増

進に努力され、すべての村民が健康であることが健全な国保運営に繋

がる仕組みであると思います。引き続き職員一丸となって頑張って下

さい。  

 よって、議案第１６号は適切な予算となり、賛成の討論といたしま

す。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他に討論はありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論なしと認めます。  

 これから議案第１６号・令和２年度伊是名村国民健康保険特別会計

予算を採決します。  
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 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号・令和２年度伊是

名村国民健康保険特別会計予算は、原案のとおり可決されました。  

 日程第３  

 議案第１７号・令和２年度伊是名村後期高齢者医療特別会計予算を

議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第１７号・令和２年度伊是名村後期高齢者医療特別会計予算の

提案理由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村後期高齢者医療特別会計予算は、予算総則第１

条から第２条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１ ,３７０万５千円とし、歳入歳出予算の款、項の区分及び当該

区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」のとおりとするもので

あります。  

 歳入につきましては、１款後期高齢者医療保険料で７７６万７千円、

４款繰入金で５９２万７千円となっています。  

 歳出につきましては、２款後期高齢者医療広域連合納付金で１ ,３

６９万５千円となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりで

あります。  

 令和２年度伊是名村後期高齢者医療特別会計予算を、地方自治法第

９６条第１項第２号及び同法第２１１条第１項の規定に基づき提出

し、議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  
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 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を許します。５

番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 保険者の加入状況について１点質疑いたします。保険者の加入者が

何名いらっしゃるのか。特別徴収者、普通徴収者に区別してひとつご

報告よろしくお願いいたします。  

 それと今年の数字がもしわかれば比較したいんですが、よろしくお

願いします。  

議長（宮城安志）  

 住民福祉課長、諸見美奈子さん。  

住民福祉課長（諸見美奈子さん）  

 質疑にお答えします。７５歳以上の被保険者数は２３４名で、特別

徴収の徴収者は２０２名、普通徴収の徴収者は３２名ということにな

ります。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 年々、高齢者は増える一方であります。そういうことで保険料の徴

収も大変だろうと思いますので、ひとつ努力しまして保険料の徴収

アップに努められますよう努力して下さい。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 ないようですので、質疑を終結します。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 それでは本特別会計に賛成の討論を行います。本特別会計予算は、

高齢者７５歳以上の加入する後期高齢者医療確保を図る医療制度で

あります。この会計の主体となる広域連合が主な運営主体となり、市

町村は保険料の徴収業務、及び窓口業務が主であります。  
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 高齢化が進む中、保険料徴収、その中でも普通徴収者への徴収が非

常に苦慮されるわけですけど、本制度のご理解に努め、保険料の徴収

努力に引き続き頑張っていただきますよう、本会計に賛成の討論とい

たします。  

議長（宮城安志）  

 他に討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論を終結いたします。  

 これから議案第１７号・令和２年度伊是名村後期高齢者医療特別会

計予算を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号・令和２年度伊是

名村後期高齢者医療特別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

 日程第４  

 議案第１８号・令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計予算を議

題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第１８号・令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計予算の提

案理由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計予算は、予算総則第１条

から第３条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきまして、歳入歳出それぞれ１億８ ,３２９万６

千円とし、歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、

「第１表  歳入歳出予算」のとおりとするものであります。  

 歳入につきましては、１款事業収入で２ ,９２３万８千円、２款国

庫支出金で７ ,０００万円、４款繰入金で５ ,５４５万４千円、６款諸

収入で６０万２千円、７款村債で２ ,８００万円となっています。  
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 歳出につきましては、１款総務費で１ ,５１８万５千円、２款事業

費で１億５ ,３６９万円、４款公債費で１ ,４３２万円、６款予備費で

１０万円となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりで

あります。  

 令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計予算を、地方自治法第９

６条第１項第２号及び同法第２１１条第１項の規定に基づき提出し、

議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  

 提案理由の説明が終わりましたので、質疑を許します。３番、仲田

正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 １５ページの方、よろしくお願いします。維持管理費の１２委託料、

漏水調査委託料ありますけど、これは村全体なのか、それともまた部

分的な調査なのか、説明の方をよろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 ただいまの質問にお答えします。村全体の漏水調査を実施する予定

です。  

議長（宮城安志）  

 ３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 これはいま新しく配水管工事が始まっていますけど、それではなく

て、既存の配水管の漏水調査なのか、お願いします。  

議長（宮城安志）  

 建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  
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 ただいまの質問にお答えします。いま既存管の漏水調査でございま

す。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。  

 ないようですので、質疑を終結します。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。３番、仲田正務議員。  

３番（仲田正務議員）  

 それでは議案第１８号・令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計

予算に賛成の立場で討論いたします。  

 本会計は、歳入歳出それぞれ１億８ ,３２９万６千円で、主に配水

管布設工事となっております。  

 仲田地区より先行して、令和２年度は諸見地区も工事の実施をする

ということで安心しております。  

 また、２月１４日には県企業局発注の浄水場建設工事の地鎮祭も行

われ、令和４年度には供給を開始する予定であります。  

 これからも村民に安心安全で安定的な水が供給されるものと喜ん

でおり、期待するものであります。よって、本案に賛成の立場で討論

といたします。  

議長（宮城安志）  

 他に討論はありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論を終結します。  

 これから議案第１８号・令和２年度伊是名村簡易水道事業特別会計

予算を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１８号・令和２年度伊是

名村簡易水道事業特別会計予算は、原案のとおり可決されました。  

 日程第５  
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 議案第１９号・令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別会計予算

を議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第１９号・令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別会計予算

の提案理由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別会計予算は、予算総則第

１条から第３条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきまして、歳入歳出それぞれ１億６６６万６千円

とし、歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第

１表  歳入歳出予算」のとおりとするものであります。  

 歳入につきましては、１款事業収入で８６４万４千円、２款県支出

金で７ ,８１２万円、３款繰入金で１ ,５４０万円、５款諸収入で１０

万１千円、６款村債で４４０万円となっています。  

 歳出につきまして、１款総務費で５９万１千円、２款事業費で１億

１４３万４千円、４款公債費で４５３万９千円、６款予備費で１０万

円となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりで

あります。  

 令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別会計予算を、地方自治法

第９６条第１項第２号及び同法第２１１条第１項の規定に基づき提

出し、議会の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、これから質疑を許します。９番、東

江克伸議員。  

９番（東江克伸議員）  

 １３ページの施設整備費８ ,７０５万円、事業内容の方をよろしく

お願いします。  
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議長（宮城安志）  

 農林水産課長、諸見直也君。  

農林水産課長（諸見直也君）  

 お答えします。伊是名西部地区施設整備の内訳ということで、いま

委託料と工事費を計上しております。  

 委託料については、工事を実施する際の現場技術業務、あとは完成

した後の汚水の流入機能調整にかかる分の委託となっております。  

 工事費については、伊是名区の既存の処理施設、それから令和元年

度に実施した管路工事のマンホールに中継ポンプの設置が主な内容

となっております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ９番、東江克伸議員。  

９番（東江克伸議員）  

 西部地区の事業、令和２年完了ということで理解してよろしいんで

しょうか。  

議長（宮城安志）  

 農林水産課長、諸見直也君。  

農林水産課長（諸見直也君）  

 お答えします。令和２年度で西部地区の方は完了する見込みとなっ

ております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。  

 ないようですので、質疑を終結します。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。９番、東江克伸議員。  

９番（東江克伸議員）  

 それでは議案第１９号・令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別

会計に賛成の立場で討論いたします。  

 本会計は、歳入歳出それぞれ１億６６６万円でありまして、主に施

設の維持管理費、施設整備費であります。  

 本村の集落排水施設は、殆どの施設において耐用年数が経過してお
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ります。西部地区が機器更新が終わり、令和２年度には伊是名区の処

理施設の機器撤去などを実施して、更新整備が完了するということに

なっております。  

 また、村長の施政方針の中にもありました内花区、諸見区、仲田区

の施設についても引き続き建設予定地の再検討を含め、伊是名東部地

区として整備統合が可能か説明会を通して合意形成を図るとおっ

しゃっておりました。  

 ぜひ、令和２年度に伊是名東部地区の皆様と十分な説明会を開催し

て、合意を図るようお願いいたしまして、賛成討論といたします。  

議長（宮城安志）  

 他に討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 討論を終結します。  

 これから議案第１９号・令和２年度伊是名村農業集落排水事業特別

会計予算を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第１９号・令和２年度伊是

名村農業集落排水事業特別会計予算は、原案のとおり可決されました。 

 日程第６  

 議案第２０号・令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計予算を議

題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第２０号・令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計予算の提

案理由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計予算は、予算総則第１条

から第２条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ
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れ９０６万８千円とし、歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分ご

との金額は、「第１表  歳入歳出予算」のとおりとするものでありま

す。  

 歳入につきましては、１款施設使用収入で９０６万５千円となって

います。  

 歳出につきましては、１款事業費で９０６万７千円となっています。 

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりで

あります。  

 令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計予算を、地方自治法第９

６条第１項第２号及び同法第２１１条第１項の規定に基づき提出し、

議会の議決を求めるものであります。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  

 提案理由が終わりましたので、これから質疑を行います。２番、宮

城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 それでは８ページ、修繕費が３００万円ほど計上されておりますけ

れども、どの辺りを修繕するのかという事と、もう一つは物産セン

ターのレストランの方が既に休館して何年かになっていると思いま

す。  

 今後、そこをどのように活用していこうと思っているのか、その辺

の調査研究とかなされているのか。  

 そして３点目になりますけれども、ターミナル荷捌き場のひさし工

事、昨年の３月の定例会で本年度実施設計すると、さらに運天港は本

年度工事をするということの答弁をいただいておりますけれども、こ

れの状況説明、以上、３点よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  
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 宮城議員のご質疑にお答えいたします。１点目の修繕費については、

建物内の小規模な修繕に対応していくような形になります。それと発

生主義と言いますか、そういう感じになると思います。  

 ２点目の物産センターの食堂の活用についてですけれども、これは

審議会を開きまして、今後の活用について、広く意見を聞く必要があ

るのではないかという話があって、今後こういう将来的な活用につい

て検討していきたいと思います。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ３番目については、建設環境課長、末吉長吉君。  

建設環境課長（末吉長吉君）  

 質問にお答えします。まず１点目に運天港の荷捌き施設の屋根付の

ものですが、県に確認したところ、実施設計は既に終わっていまして、

ただ、業者との位置関係についてただいま調整中であるという報告を

いただいております。  

 ２点目のターミナルに隣接しての荷捌きの屋根ということについ

ては、昨年、県の担当課も見えて、うちの業者さんとか、あと観光協

会、村交えて、建物に併設したような屋根を付けてほしいという要望

はしているんですけど、県の事業の設置場所等がちょっとうまくいか

なくて、いま調整中という感じになっています。  

議長（宮城安志）  

 ２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 １点目の修繕費については、毎年の発生主義だということで理解い

たしました。  

 それからレストランの方につきましては、これからいろいろ意見聴

取したいということでありますけれども、既に１年は過ぎていると思

うんですけれども、いま家賃が５万円ぐらいですか、７万円ぐらいで

すか、そういった家賃では入居しないというのであれば、思い切って

近隣との比較もあろうかと思うんですけれども、伊是名村の窓口で大

人数が食事を取る場所がないと、我々大きなイベントも実施しながら
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食事を取る場所がないと、観光客、イベントに参加するスポーツマン

等から苦情多々あります。  

 そういうことからしたら、やはり村の直営といいましょうか、そう

いうことも含めて、又はレストランの思い切って使用料の免除とか、

そういったことも実際に議論されて、早めにレストランがオープンで

きるようにしていかなければいけないんじゃないか。  

 これまでも大き過ぎて使えないということで二つに割ったらどう

かという話もありますけれども、そしたら何千万とかかると。それよ

りは家賃を無料にしてしまって、その分をどうぞ儲けて下さいといっ

た方が村としては楽ではないかなという私の思いもあります。  

 ぜひ、この件につきましては、いろんな方々と意見交換、ぜひやっ

ていただいて、できましたら今年中には入居が決まるように、ぜひお

願いしたいなと思います。  

 それから３点目、運天港ターミナル荷捌き場の雨除け、日除けとい

うことで、これは２５年度から要請を行って、昨年の３月の定例会に

おいて前課長も答弁されております。  

 昨年度、実施設計も終わっているので、令和元年度から工事に着手

すると、県の方から通知があったと。  

 仲田港についても新年度で実施設計をするということで進めてい

るということで議会の方で答弁されております。  

 私、この１年見て聞いた範囲では実施設計は終わったけれども、運

天港もまだ実施されていない。場所の変更等々があってまだ決まって

いないと。それからいま伊是名の方については、最初はターミナルビ

ルの荷捌き場に屋根をくっつけて、そこに来る村民も荷捌きが雨の中、

容易にできるようにということで荷捌き場、それからタラップの横の

レストラン前、いつも見送りしているところです。そこには雨除けを

造って、体験でいらっしゃる子どもたちとか、そういう方のミーティ

ング場所、炎天下、雨降りでもそういうことができるようにというこ

とで、県と調整していったという経緯の中で、それが認められたと私

は昨年、大変喜んで有難うということを申し上げまして、ぜひうまく
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調整していただきたいということを議会の中で答弁しております。  

 いま話を聞きますと、どうも今年に入って、運天港の方は位置関係

でまだわからない。伊是名の方は、どうもターミナルビルにはくっつ

けられないと、いろいろ中の話が当初と全然違っているような方向に

いっているように聞こえております。これは大変危惧しております。 

 なぜかと言いますと、ターミナルビル、荷捌きは村民の雨降り、特

に正月とか雨が多くて、荷捌きで困っているという状況の中で、子ど

もたちの体験学習だけの問題ではなく、村民の観光客とのやり取りも

いろいろあります。  

 それでターミナルビルについては、港湾特会、商工観光課、両方で

担当されている。港湾土木については、また建設環境課の窓口で県の

方が担当しているということで、考え方の時差があって、どうもうま

く機能してないのではないかなと。  

 昨年からの引き継ぎの中でも、どうもうまくいってないような気が

して、ぜひ先程の一般会計にもあったんですけれども、ぜひその辺う

まく協議して、変更があるのか、当初の思惑と全然違ったふうにいっ

たら、その旨、議会でも答弁されていますので、ぜひこう変わってき

ているんだと。  

 県ができないのであれば、村はどういうふうにするかという代替案

もぜひ考えていただいて、次の議会ではぜひ答弁をお願いしたいなと

いうことをお願いしまして、この港湾特会、村の窓口であるターミナ

ルビルを有して、これからもやはり伊是名のメインの入口であります。 

 そこの維持管理、そして将来の受入口を整備するという大変貴重な

ターミナルビル、そこの管理を主にやっております特会でございます

ので、ぜひ良いものがこれからもできるように頑張っていただくこと

を希望しまして、私の質問を終わります。  

議長（宮城安志）  

 質疑が終わりました。他にありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 他にないようですので、質疑を終結します。  
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 これから討論を行います。２番、宮城義秀議員。  

２番（宮城義秀議員）  

 大変失礼いたしました。令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計

予算を賛成の立場で討論いたします。  

 本会計は、伊是名村の窓口であるターミナルビルの管理が主でござ

いますけれども、ここの管理がうまくいって、村の玄関口をうまく活

用できるように希望しまして、賛成の討論といたします。以上です。 

議長（宮城安志）  

 他に討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 ないようですので、討論を終結します。  

 これから議案第２０号・令和２年度伊是名村港湾整備事業特別会計

予算を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第２０号・令和２年度伊是

名村港湾整備事業特別会計予算は、原案のとおり可決されました。  

 日程第７  

 議案第２１号・令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計予算を議

題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第２１号・令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計予算の提

案理由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計予算は、予算総則第１条

から第３条に定めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ４億１ ,４２６万１千円とし、歳入歳出予算の款、項の区分及び当

該区分ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」のとおりとするもの
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であります。  

 歳入につきましては、１款事業収入で２億４ ,２４２万７千円、２

款国庫支出金で２ ,６３７万１千円、３款県支出金で６ ,５５８万６千

円、５款繰入金で５ ,３８９万２千円、６款繰越金で２ ,５００万円、

７款諸収入で９８万２千円となっています。  

 歳出につきましては、１款総務費で６ ,９２２万２千円、２款船舶

費で３億２ ,５８４万３千円、３款公債費で１ ,８１９万４千円、６款

予備費で１００万円となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりで

あります。  

 令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計予算を、地方自治法第９

６条第１項第２号及び同法第２１１条の規定に基づき提出し、議会の

議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  

 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。６

番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 それでは２点ほどお伺いします。５ページ、貸船料とありますけれ

ども、この貸船料はフェリーいへやのドック期間中の貸船料だけなの

か。いいな運天港まつりのチャーター料も入っているのか。  

 あと１６ページ、報償費の中に旅客歩金とあるんですけど、この内

容、内訳を教えて下さい。  

議長（宮城安志）  

 商工観光課長、前川栄進君。  

商工観光課長（前川栄進君）  

 東江議員のご質疑にお答えいたします。５ページ、貸船料あります

けれども、これは伊平屋村のドック期間中の貸船料、それといいな運

天港まつりの貸し出し分のものでございます。  
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 １６ページの旅客歩金２００万３千円ありますけれども、これは旅

行社と契約して、事業収入である旅客運賃の何パーセントかを旅行社

に支払うという形になっております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他にありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 ないようですので、質疑を終結します。  

 これから討論を行います。討論ありませんか。６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 議案第２１号・令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計予算につ

いて賛成の立場で討論いたします。  

 フェリーいぜな尚円は多少の荒波でも運航に問題なく、村民や観光

客の足となっております。今後は、勢理客保管バースができることに

より、なお一層、運航状況が良くなることと思います。  

 船員も大幅に若くなりました。島と本島を結ぶ交通機関及び生活航

路でもあります。船長をはじめ、船員の皆さん、今後も安全運航を第

一に頑張ってもらいたいと思います。  

 よって、伊是名村船舶運航事業特別会計の予算について賛成の討論

といたします。  

議長（宮城安志）  

 他に討論ありませんか。  

（「討論なし」という者あり）  

 これで討論を終結します。  

 これから議案第２１号・令和２年度伊是名村船舶運航事業特別会計

予算を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号・令和２年度伊是

名村船舶運航事業特別会計予算は、原案のとおり可決されました。  
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 日程第８  

 議案第２２号・令和２年度伊是名村育英事業特別会計予算を議題と

します。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 議案第２２号・令和２年度伊是名村育英事業特別会計予算の提案理

由の説明をいたします。  

 令和２年度伊是名村育英事業特別会計予算は、予算総則第１条に定

めるとおりとします。  

 歳入歳出予算につきましては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ９８０万２千円とし、歳入歳出予算の款、項の区分及び当該区分

ごとの金額は、「第１表  歳入歳出予算」のとおりとするものであり

ます。  

 歳入につきましては、２款寄附金で１００万円、３款繰入金で４６

５万１千円、５款諸収入で４１４万５千円となっています。  

 歳出につきましては、２款事業費で９２８万２千円、４款予備費で

５０万円となっています。  

 なお、詳細につきましては、歳入歳出予算事項別明細書のとおりで

あります。  

 令和２年度伊是名村育英事業特別会計予算を、地方自治法第９６条

第１項第２号及び同法第２１１条第１項の規定に基づき提出し、議会

の議決を求めます。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。よろしくお願い

します。  

議長（宮城安志）  

 提案理由の説明が終わりましたので、質疑を行います。８番、前田

清議員。  

８番（前田  清議員）  

 歳出の１２ページ、奨学金給付金がありますが、この給付金は子ど

もたちが学ぶ上での最低必要経費を支援するということで、大変喜ば
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しい制度だと思っております。  

 この給付金は、いま全国的に少子高齢化の中で併せて考えてみた場

合、既存の給付型、例えば給付を受けた方が５年は伊是名に住んでい

ただいて、村に恩返しをすると言いましょうか、そういった形の給付

型の２種類に分けてみるような考え方はできないものか。育英会の諮

問機関の委員会の中で、そういった検討会議を持ってはどうかと私な

りに思うわけでありますが、やはり先程も申し上げたとおり、少子高

齢化の中で、どんどん村内でも人口が減になっていく、その対策の一

つの考え方として私も質疑の中で提言的な質疑で述べているわけで

ありますが、そのあたりどんなものか、教育長お聞きしたいものであ

ります。  

議長（宮城安志）  

 教育長、名嘉正君。  

教育長（名嘉  正君）  

 お答えいたします。この給付金、給付事業については、平成３１年

度、令和元年度創設しております。  

 この創設にあたって教育委員会、あるいは育英事業の運営委員会等

で議論いたして創設に至りました。  

 そこで３つの観点から、この給付事業については議論しております。

はじめに優秀な人材に給付してはどうかということと、現在、貸付が

１０名の学生、生徒に貸し付けしておりますけれども、この１０名一

律に１万円とか、２万円とか、全員に貸し付けしているいくらかは給

付してはどうかということと、この貸付した人に将来、島にＵターン

してきた方については、全額免除してはどうかということで、３つの

観点から議論しております。  

 そこで議員おっしゃる島にＵターンして来る方については、全額免

除してはどうかというご意見ですけれども、この点については非常に

少ないと。と言いますと、せっかくの給付事業を創設してご利用いた

だく方が少ないということもあって、まずは優秀な人材を育成するた

めに給付事業を始めていこうということに至ったわけであります。  
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議長（宮城安志）  

 ８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 この給付の創設にあたっては、いろいろな観点からやられてきたと

いうのは十分理解しておるところでありますが、例えば、先程申し上

げたように、例えば話ですけど、卒業後５年間島に住んでいたと、そ

ういう条件であれば、給付型の率を幅広くしたりとか、そういう考え

方も含めてやってみてはどうかなと。先程、提言的な質疑の中に付け

加えて、あえて申し上げたいところでありますが、やはり本村も人口

減少が一番大変危惧されると思う中、やはり皆さんいろいろな意味で

限られた予算の中で考えて人口を増やすという考え方はみんなマッ

チしているかと私は理解しているところでありますが、そのあたりで

なんか工夫はできないかなということであえて申し上げたところで

ありますが、教育長どうですか。教育長なりの見解のご意見と申しま

しょうか、いま決まったものは置いといて、個人的に考え方のご意見

がもしあったらお聞かせいただければなと思っております。また、担

当課長も含めてあるんでしたら、お聞かせ願いたいなと思います。  

議長（宮城安志）  

 教育長、名嘉正君。  

教育長（名嘉  正君）  

 育英資金の給付事業について、給付事業を広げて人口増とかに繋げ

てはどうかというふうな趣旨だとご理解しております。  

 この給付事業を進めるにあたって、現在、約６ ,０００万円前後、

育英基金がございますけれども、この現在の原資が６ ,０００万円あ

りますけれども、年間、約２５０万円前後のご寄附をいただいている

という状況で、目減りしないように２５０万円前後の給付活動でス

タートしようということで、現在、高校生一人、大学生一人の年間二

人に給付するということで始まっております。  

 議員のおっしゃる給付事業で給付することによって、島にＵターン

してくる生徒、学生が多くなればというお考えだというふうに思いま
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すけれども、このあたりについては、今後、育英資金が目減りしない

ように、この原資を有効活用しながら考えて検討していきたいという

ふうに思います。  

議長（宮城安志）  

 質疑続行中です。８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 大変理解できるご意見で有難うございます。今後また今申し上げた

こと等も勘案できるかどうかわかりませんが、ぜひ諮問委員会の中で、

議会の中でこういう意見もあったということをお伝え願えたらなと

いうことで思っております。  

 できれば、そういうような感じで人口増が図られれば大変嬉しい事

と思っているところであります。ぜひ、頑張っていただきたいなと

思っております。以上です。  

議長（宮城安志）  

 他に質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑ないようですので、終結いたします。  

 これから討論を行います。８番、前田清議員。  

８番（前田  清議員）  

 議案第２２号・令和２年度伊是名村育英事業特別会計歳入歳出予算

について、討論をいたします。  

 この会計は、本村の子どもたちの将来を担う人材育成を図る資金援

助会計と深く思っております。  

 また、この会計制度を大きく活かし、子どもたちに学ぶ心と夢、希

望を与える大切な会計だといっても過言でもありません。引き続き健

全な運営を図ることを切に期待したいと思います。  

 よって、私は令和２年度伊是名村育英事業特別会計歳入歳出予算に

ついて、賛成いたします。  

議長（宮城安志）  

 他に討論ありませんか。  



- 182 - 

（「討論なし」という者あり）  

 討論を終結いたします。  

 これから議案第２２号・令和２年度伊是名村育英事業特別会計予算

を採決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号・令和２年度伊是

名村育英事業特別会計予算は、原案のとおり可決されました。  

 暫時休憩します。  

休憩  午後４時２５分  

再開  午後４時３９分  

議長（宮城安志）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 議事に入る前に、会議時間の延長を宣告いたします。これより１時

間会議の延長をいたします。異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。これより１時間延長します。  

 日程第９  

 同意第１号・教育長の任命についてを議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 同意第１号・教育長の任命についての提案理由の説明をいたします。 

 伊是名村教育委員会教育長に次の者を任命したいので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同

意を求めます。  

 記、住所、名護市字我部祖河。氏名、照屋巧。年齢、６１歳。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、教育委員会教育長が、令和２年３月３１日付けで辞任す

ることに伴い、後任者を任命する必要があり本案を提出するものであ
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ります。  

 なお、照屋氏のことにつきましては、議員各位もご存じのことと思

いますが、履歴書にもありますように平成３年に教諭として伊是名小

学校に赴任され、５カ年間頑張っていただきました。その間、学校教

育はもちろん地域においても地域住民や青年会活動にも積極的に参

加するなど、伊是名島が大好きだという大変気さくな人柄であります。 

 また、平成１６年に教頭として再び伊是名小学校に赴任されました。

その際にも永住したいという意向もあったようでありますが、息子さ

んの進学のため、やむなく島を離れてしまいました。  

 この度、教育長職をお願いしましたら、議会の皆様の同意をいただ

けるのであれば、島の子どもたちのため全力で頑張りたいと本村の教

育に対する強い熱意をお話されました。  

 本村の教育事情を熟知した方でありますので、必ずや素晴らしい活

躍をするものと確信しております。  

 どうぞ議員各位のご理解をいただきまして、同意していただきます

ようによろしくお願いをいたします。  

 なお、本人の履歴書も添付されております。よろしくお願いします。 

議長（宮城安志）  

 これで提案理由の説明を終わります。  

 本案について質疑を許します。５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 大事な人事案件でありますので、勇気をもって質疑をいたします。 

 教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定につい

てなんですが、この１項の規定の法律の内容と解釈についてちょっと

確認しながら質疑をいたします。  

 この４条１項の中には、教育長は地方公共団体の長の被選挙権を有

する方ということがあります。  

 この規定の中の被選挙権、地方公共団体でしたら村長の被選挙権を

有する方とあります。そこで団体長は市町村に一定の要件、住所とか、

そういうのがなくても被選挙権を持っているわけです。  
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 そこでこの一定の要件というのが教育長にも応用されるのかとい

うこと１件です。及び任期は３年ということで、前任者の残任期間と

いうことになるのか。この２点について、よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 副村長、奥間守君。  

副村長（奥間  守君）  

 東江議員の質疑にお答えいたします。市町村長の被選挙権を有する

者とは、我々の選挙権とは違いまして、２５歳以上と日本国民である

ということが条件であります。  

 あと任期についてですが、前任者の残任期間ということになります。

以上です。  

５番（東江清和議員）  

 住所の一定要件というのがあるかと。  

副村長（奥間  守君）  

 ですから、いま言ったように日本国民であるか、年齢が２５歳以上

であるかのこの二つだけなんですよ。選挙権については、住所要件は

ありますけど、被選挙権は、それはないです。以上です。  

議長（宮城安志）  

 ５番、東江清和議員。  

５番（東江清和議員）  

 この４条第１項、私も自治六法あたりを調べてみますと、明確に一

定の定住条件というのがなかなか探せなかったです。  

 そういうことで、ここの確認が取れました。要するに、広く高潔な

人材の確保ということで教育行政に反映される優秀な人材というこ

とであって、住所はなくても可能だという確認が取れました。  

 次に２点目の残任期間はわかりました。有難うございました。以上

です。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  
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 大変私も人材はいい人材だと思っておりますが、なるべくであれば

村内在住、あるいは村出身とか、村関係である人材の方ができれば私

は良いと思っているのですが、いま残任期間中ということで確認が取

れました。今後、村の方で人材探しをされてもらいたいと思いますが、

いかがですか。  

議長（宮城安志）  

 村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 確かに本村の村民、あるいは村出身の適材適所な方がいらっしゃれ

ば、それに越したことはないと。私共もいろいろと人選をする中で、

そういった方々にも２、３人あたってはみました。なかなか島に来ら

れるといういい返事ができなくて、それでどうしょうかと思案をして

いたところ、島で先程お話しましたように、長い間、教職を執って、

島の教育にも非常に詳しいと、島の人たちも信頼している方々がたく

さんいらっしゃると、島の内容もよくおわかりになっていると、島の

人以上にわかっているのではないかというふうな感じもします。  

 そういった方で、人選的には私は適材適所な方ではないかというふ

うに考えております。よろしくお願いします。  

議長（宮城安志）  

 ６番、東江源也議員。  

６番（東江源也議員）  

 よくわかりました。なるべくならば、島の人材を育てるという意味

で、今後そういう方向に向かってほしいと思います。  

議長（宮城安志）  

 他に質疑ありませんか。  

（「質疑なし」という者あり）  

 質疑がないようですので、質疑を終結します。  

 お諮りします。本案について討論を省略したいと思いますが、異議

ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  
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 異議なしと認めます。  

 これから同意第１号・教育長の任命についてを採決します。  

 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。  

（議場の出入口を閉める）  

 この採決を行う議員は、９名です。  

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に１０番潮平そのみ議員及び１番前川秀和議員を指名します。 

 投票用紙を配ります。  

（投票用紙の配付）  

 念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対

と記載して下さい。  

 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

（な  し）  

 配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検します。  

（投票箱の点検）  

 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呼び上

げますので、順番に投票願います。事務局長、高良和彦君。  

事務局長（高良和彦君）  

 それでは、議席番号と名前を呼び上げます。よろしくお願いいたし

ます。  

１番前川秀和議員、２番宮城義秀議員、３番仲田正務議員、５番東江

清和議員、６番東江源也議員、７番伊禮正徳議員、８番前田清議員、

９番東江克伸議員、１０番潮平そのみ議員。  

議長（宮城安志）  

 投票漏れはありませんか。  

（な  し）  

 投票漏れなしと認めます。  



- 187 - 

 これで投票を終わります。  

 これから開票を行います。潮平そのみ議員及び前川秀和議員、開票

の立ち会いをお願いします。  

（開  票）  

 それでは、開票結果を報告します。投票総数９票、うち有効投票９

票、無効投票０票、賛成９票、反対０票、賛成多数であります。した

がって、同意第１号・教育長の任命については、同意することに決定

いたしました。  

 

日程第１０  

 同意第２号・教育委員会委員の任命についてを議題とします。  

 本案について提案理由の説明を求めます。村長、前田政義君。  

村長（前田政義君）  

 同意第２号・教育委員会委員の任命についての提案理由の説明をい

たします。  

 伊是名村教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意

を求めます。  

 記、住所、伊是名村字諸見。氏名、上里圭一。年齢、４５歳。  

 令和２年３月１０日提出、伊是名村長  前田政義。  

 提案理由、伊是名村教育委員会委員の任期満了（令和２年３月３１

日付）に伴い、後任者を任命する必要があり本案を提出するものであ

ります。  

 なお、提案しました上里圭一氏におかれましては、ご承知のとおり、

小学校、中学校のＰＴＡ役員、あるいは会長として長年ＰＴＡ活動を

率先して頑張ってこられた方であります。  

 また、青年活動も開始からずっと続けて、大変頑張っている方であ

ります。  

 また、今回の提案のあと一つの理由は、諸見と内花に教育委員会は

いないということで、以前にもそういうことで私たちも大変苦労しま
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したけど、今回、上里氏が引き受けてくれたということで少し安堵し

ています。  

 しかもまた今回の委員は、ＰＴＡの中からということもあり、上里

圭一氏が適任者ではないかというふうに考え、同意をお願いしている

ところであります。よろしくお願いをいたします。  

 

議長（宮城安志）  

 これで提案理由の説明を終わります。  

 本案については、質疑、討論を省略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」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、同意第２号・教育委員会委員の

任命については、質疑、討論を省略することに決定いたしました。  

 これから同意第２号・教育委員会委員の任命についてを採決します。 

 この採決は、無記名投票で行います。  

 この採決を行う議員は、９名です。  

 次に立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、

立会人に２番宮城義秀議員及び３番仲田正務議員を指名します。  

 投票用紙を配ります。  

（投票用紙の配付）  

 念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対

と記載して下さい。  

 投票用紙の配付漏れはありませんか。  

（な  し）  

 配付漏れなしと認めます。  

 投票箱を点検します。  

（投票箱の点検）  

 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名前を呼び上

げますので、順番に投票願います。事務局長、高良和彦君。  
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事務局長（高良和彦君）  

 それでは、議席番号と名前を呼び上げます。１番前川秀和議員、２

番宮城義秀議員、３番仲田正務議員、５番東江清和議員、６番東江源

也議員、７番伊禮正徳議員、８番前田清議員、９番東江克伸議員、１

０番潮平そのみ議員。  

 

議長（宮城安志）  

 投票漏れはありませんか。  

（な  し）  

 投票漏れなしと認めます。  

 これで投票を終わります。  

 これから開票を行います。宮城義秀議員及び仲田正務議員、開票の

立ち会いをお願いします。  

（開  票）  

 投票結果を報告します。投票総数９票、うち有効投票７票、無効投

票２票、賛成７票、反対０票、以上のとおり賛成多数であります。し

たがって、同意第２号・教育委員会委員の任命については、同意する

ことに決定いたしました。  

 議場の出入口を開けます。  

（議場の出入口を開ける）  

 日程第１１  

 発議第１号・北部地域基幹病院整備に関する意見書を議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。１番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

 

 発議第１号  

令和２年３月１０日  

伊是名村議会議長  宮  城  安  志  殿  

提出者  伊是名村議会議員  前  川  秀  和  
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北部地域基幹病院整備に関する意見書  

 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出し

ます。  

 なお、意見書を読み上げて趣旨説明といたします。  

 

北部地域基幹病院整備に関する意見書  

 

 北部地域では、医療体制や機能の縮小が進み、住民の不安が続く中、

沖縄県に対し平成２９年３月に、沖縄県立北部病院と北部地区医師会

病院の統合・再編による「北部地域における基幹病院の整備を求める」

１１２ ,２７７筆の署名と要請書を沖縄県知事へ手交した。  

 その後、平成２９年１２月に沖縄県知事から、県立北部病院と北部

地区医師会病院の統合による基幹病院の整備を行うとの方針が示さ

れ、平成３０年１月から沖縄県保健医療部と沖縄県病院事業局及び北

部病院、北部地区医師会、北部地区医師会病院、北部１２市町村との

間でこれまでに６回にわたる協議や意見交換を重ね「北部基幹病院の

基本的枠組みに関する合意書（案）」が作成された。  

 また、北部市町村議会議長会をはじめ北部１２市町村議会における

全員協議会等において、基幹病院整備に向けて基本的枠組みの説明が

行われ、理解を深めてきた。医療体制の確保は、住民の命を守る根幹

をなすもので、本地域の医療が逼迫する中、県立北部病院と北部地区

医師会病院の統合は一刻の猶予もゆるされず、沖縄県、北部１２市町

村が一体となって、基幹病院を整備しなければならない。  

 ついては、地域住民に寄り添った基幹病院の整備に向けて、下記事

項について取り組むことを強く求める。  

記  

一  北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書を早急に締結する

こと。  

一  北部基幹病院の設置主体は、県及び北部１２市町村で設置する一
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部事務組  

合とすること。  

一  設置された基幹病院の運営主体は、県及び北部１２市町村等で設

立する一  

般財団法人等とすること。  

一  基幹病院の整備及び運営に関する費用は、北部１２市町村の一般

財源に影  

響を与えない方法で行うこと。  

一  合意書の締結後、整備協議会を設置し基本的な枠組みの詳細及び

整備に関  

する事項について協議を行うこと。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

令和２年３月１０日  

島尻郡伊是名村議会  

沖縄県知事  玉城  康裕  殿  

議長（宮城安志）  

 これで説明を終わります。  

 お諮りします。本案について質疑、討論は省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。質疑、討論は省略することに決定しました。 

 これから発議第１号・北部地域基幹病院整備に関する意見書を採決

します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、発議第１号・北部地域基幹病院

整備に関する意見書は、原案のとおり可決されました。  

 日程第１２  

 発議第２号・北部地域基幹病院整備に関する要請決議を議題としま
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す。  

 本案について提出者の説明を求めます。１番、前川秀和議員。  

１番（前川秀和議員）  

  

発議第２号  

令和２年３月１０日  

伊是名村議会議長  宮  城  安  志  殿  

提出者  伊是名村議会議員  前  川  秀  和  

 

北部地域基幹病院整備に関する要請決議  

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定により提出し

ます。  

 なお、要請決議を読み上げて趣旨説明といたします。  

 

北部地域基幹病院整備に関する要請決議  

 

 北部地域では、医療体制や機能の縮小が進み、住民の不安が続く中、

沖縄県に対し平成２９年３月に、沖縄県立北部病院と北部地区医師会

病院の統合・再編による「北部地域における基幹病院の整備を求める」

１１２ ,２７７筆の署名と要請書を沖縄県知事へ手交した。  

 その後、平成２９年１２月に沖縄県知事から、県立北部病院と北部

地区医師会病院の統合による基幹病院の整備を行うとの方針が示さ

れ、平成３０年１月から沖縄県保健医療部と沖縄県病院事業局及び北

部病院、北部地区医師会、北部地区医師会病院、北部１２市町村との

間でこれまでに６回にわたる協議や意見交換を重ね「北部基幹病院の

基本的枠組みに関する合意書（案）」が作成された。  

 また、北部市町村議会議長会をはじめ北部１２市町村議会における

全員協議会等において、基幹病院整備に向けて基本的枠組みの説明が

行われ、理解を深めてきた。医療体制の確保は、住民の命を守る根幹

をなすもので、本地域の医療が逼迫する中、県立北部病院と北部地区
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医師会病院の統合は一刻の猶予もゆるされず、沖縄県、北部１２市町

村が一体となって、基幹病院を整備しなければならない。  

 ついては、地域住民に寄り添った基幹病院の整備に向けて、下記事

項について取り組むことを強く求める。  

記  

一  北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書を早急に締結する

こと。  

一  北部基幹病院の設置主体は、県及び北部１２市町村で設置する一

部事務組  

合とすること。  

一  設置された基幹病院の運営主体は、県及び北部１２市町村等で設

立する一  

般財団法人等とすること。  

一  基幹病院の整備及び運営に関する費用は、北部１２市町村の一般

財源に影  

響を与えない方法で行うこと。  

一  合意書の締結後、整備協議会を設置し基本的な枠組みの詳細及び

整備に関  

する事項について協議を行うこと。  

 以上、要請決議書を提出する。  

                  令和２年３月１０日  

島尻郡伊是名村議会  

沖縄県議会議長  新里  米吉  殿  

議長（宮城安志）  

 これで説明を終わります。  

 お諮りします。本案について質疑、討論は省略したいと思います。

これにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。質疑、討論は省略することに決定いたしまし

た。  
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 これから発議第２号・北部地域基幹病院整備に関する要請決議を採

決します。  

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありま

せんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、発議第２号・北部地域基幹病院

整備に関する要請決議は、原案のとおり可決されました。  

 日程第１３  

 閉会中の継続調査申出書の件を議題とします。  

 伊禮正徳総務常任委員長から会議規則第７５条の規定により、お手

元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査申し出がありま

す。  

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。  

 日程第１４  

 閉会中の継続調査申出書の件を議題とします。  

 宮城義秀経済建設常任委員長から会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査申し出があ

ります。  

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することにご異議ありませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。  

 お諮りします。本定例会で議決されました事件について、その条項、

字句、数字、その他の整理を要するものについては、会議規則第４５

条の規定によりその整理を議長に委任されたいと思います。ご異議あ
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りませんか。  

（「異議なし」という者あり）  

 異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整

理は議長に委任することに決定いたしました。  

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  

 これで会議を閉じます。  

 ３月１０日から４日間の日程で行いました令和２年第１回伊是名

村議会定例会は、予定されておりました議案が議員各位並びに執行部

の協力により、無事終了することができました。ここに、感謝申し上

げます。  

 これで、令和２年第１回伊是名村議会定例会を閉会します。  

閉会（午後５時２０分）  

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。  

 

      議      長  

 

      会議録署名議員  

 

      会議録署名議員  


