平成 30 年６月 28 日

「第３回 議会報告及び
議会報告及び市民との
市民との意見交換会
との意見交換会」
意見交換会」における市民
における市民意見
市民意見に
意見に対する回答
する回答ついて
回答ついて
Ｎｏ

１

２

３

４

５

日 時

5/7

5/7

5/7

5/7

5/7

会 場

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

上大謝名に�比屋良川に面した市の重要な文化財「黄金

当該現場に出向き確認を行いました。「黄金宮」�、比屋良川公園整備予定地と

宇地泊

宮」があるが公園整備の中に入っておらず、野ざらしにされ

の間に住宅があり隣接していないことや、市の文化財としても登録されていないこ

公民館

ている。その経緯も調査の上、公園設備の１つとして組み込

とから、公園設備としての整備�困難であるとの説明がございました。議会として

んでいただきたい。

も、引き続き市当局の取り組みを注視してまいります。

市内に�バスが、市議会と社協にしかなく、予約や定員の

市当局においてもバスの必要性について�認識しておりますが、購入に�至って

関係上、不便を来している。ぜひ行政としても高齢者福祉

いない状況にあります。バスの購入について�市民ニーズなど、さまざまな調査を

等の観点からバスを１台購入していただきたい。

行った上で、慎重に検討するよう申し送りしてまいります。

議会バスを各団体へ貸し出せるようにしていただきたい。

議会バスについて�、使用要領に基づき「市の直接の用務・行事等」に限り貸し出

宇地泊
公民館
宇地泊
公民館

しを行っております。引き続き、調査研究してまいります。
しちゃばる公園の整備が一向に進まず、公園で遊べない子

当該現場に出向き確認を行いました。当該場所�現在、資材置き場として使用さ

宇地泊

供たちが道路やアパート前で遊んでおり、大変危険であ

れており、また、事故等が起きた際の保険の問題もあることから、遊び場としての提

公民館

る。同公園予定地で安全に遊べるように砂利をどけ、草木

供�困難であるとの説明がございました。議会としても早期の公園整備を市当局

を伐採していただきたい。

に提言してまいります。

市民図書館の図書購入のあり方に疑問がある。市民からの

市民からのリクエストによる図書購入に当たって�、図書館司書４人で構成する選

リクエスト制度�廃止するか、テーマに沿ったリクエストとな

書会議において、内容や既存図書等の状況を踏まえ決定しているとの説明がござ

るよう運用の見直しを図っていただきたい。

いました。特定のジャンルに偏らないバランスのとれた図書購入がなされているこ

宇地泊
公民館

また、教育や生活の質を上げるといったテーマに沿った図

とを図書館利用者へ周知するよう市当局へ提言してまいります。

書購入になるよう見直していただきたい。

６

5/7

普天間第二小学校での米軍ヘリの窓落下事故後、シンポ

９月定例会以降に当該条例の制定を求める請願が提出されるものと認識してお

宇地泊

ジウムの開催や条例を制定して宜野湾市の空を守っていこ

り、請願が正式に提出され次第、協議してまいります。

公民館

うといった市民の動きがある。市議会としても耳を傾け一緒
に考えていただきたい。

1

Ｎｏ

日 時

会 場

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

市内一周バス�再度検討していただきたい。
７

5/7

市中央部に普天間基地を抱える現状において、市内を周回する公共交通機関の
必要性�認識しております。近隣市町村でも導入事例があることから、導入に向

アンケート

け取り組むよう市当局へ提言してまいります。
８

5/7

アンケート

私道�公道でもあり、市民の生活向上に�欠かせないもの

私道�公道に当たらないため、市で整備すること�困難であるとの説明がござい

であることから、道路状況によって�全面舗装工事も計画し

ました。

てほしい。
普天間第二小学校の移転�考えていないのか。
９

5/7

市当局より、普天間第二小学校�普天間基地に隣接し立地に問題があること�認
識していますが、学校用地取得等の問題があり、現在のところ移転�困難であると

アンケート

の説明がございました。
10

5/7

アンケート

意見交換会が短すぎる。年に１回しかないことから、もっと時

開催日や時間、時間配分等について�、これまでの参加者からのアンケート結果

間を長くしてほしい。

をもとに設定してきております。参考意見とさせていただき、次回開催に向け、開
催時間や時間配分等について検討してまいります。

11

5/7

アンケート

前２回の意見交換会で出された意見について、実施・解決

第１回�４６件、第２回�５３件のご意見等をいただきました。その中から市長へ１７

された事項を資料として提供してほしい。

件の政策提言、１８件の申し送り等を行っております。これまでの意見への対応状
況も確認の上、資料が提供できるよう取り組んでまいります。

意見交換会の回数をふやしてほしい。
12

5/7

市民との意見交換会を通した政策提言サイクルの期間について、今年度�、従来
の７カ月から４カ月に短縮して取り組んでいるところであります。今年度の実施状況

アンケート

も検証の上、次回開催に向け、開催回数や場所等について検討してまいります。

13

5/8

大謝名から我如古、長田までの道路�慢性的に渋滞して

県道 34 号線及び国道 330 号の渋滞緩和や安全対策について�重要な課題であ

我如古

いる。また、中部商業前交差点も危険な場所となっており、

ると認識しております。ご意見�今後の議会活動の参考とさせていただくとともに、

公民館

通学路としても危険である。機会があれば現場調査もお願

引き続き、道路管理者である県及び国の動向を注視してまいります。

いしたい。

14

5/8

我如古
公民館

米軍機による事件・事故のたびに市議会でも抗議されてい

これまでにも市民総意の取り組みとして、市内９団体（市、議会、教育委員会、自

るが、逆にふえている。この危険から１日も早く逃れるため

治会長会、老人クラブ連合会、婦人連合会、青年連合会、商工会、ＰＴＡ連合会）

に、市議会も行政も市民も１つになって意見要望を出してい

において、普天間飛行場からの騒音被害の軽減を求める共同声明（H27 年 11 月）

く時期が来ていると考える。

や普天間第二小学校への米軍ヘリ窓落下事故に対する抗議・要請（H29 年 12
月）に取り組んでおります。引き続き、同趣旨に基づき取り組んでまいります。

2

Ｎｏ

日 時

会 場

15

5/8

アンケート

16

5/8

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

働いている人よりも生活保護受給者のほうが収入が多いと

貴重な意見で�ございますが、当該記載だけで�比較対象の情報が少なく明確

聞く。特に６０代の母子より聞く。

でないことから、参考意見とさせていただきます。

普天間第二小学校を飛行経路の真下になぜ作ったのか知

市当局より、普天間基地の場周経路�普天間第二小学校の上空に設定されてい

りたい。

ないとの説明がございました。

アンケート

しかし基地に隣接し危険であること�議会としても認識しており、引き続き慎重に
議論してまいります。

17

18

5/8

5/8

アンケート

アンケート

今後も地域の声を取り上げ行政に反映させて、安全安心な

引き続き、市民との意見交換会等を通して、安全安心な宜野湾市づくりに取り組

宜野湾市づくりをしていただきたい。

んでまいります。

報告のメニューをもう少し（あと３～４）ふやして�どうか。議

現在、３０分間で３件の議会報告を行っており、質疑応答も含め、時間的に短いも

論されている中で少ない感じがした。

のと認識しております。次回開催に向け、開催時間や時間配分、報告件数等につ
いて検討してまいります。

普天間高校移転について、議会において次の対応�ない

普天間高等学校の整備事業�、県教育委員会の管轄のため市が整備を行えな

のか。もう少し努力する必要があるので�ないか。

い状況にあることから、県の動向を注視してまいります。

我如古の中道なども子供や地域の人達のために広げてほ

我如古地域に関して�、狭隘な道路が多い状況であることを認識しております。ご

しい。

意見�今後の議会活動の参考とさせていただきます。

国道 330 号から南向けに中原に入るところや宜野湾中学校

宜野湾 11 号の開通に向けて、国道 330 号の渋滞緩和�解決すべき問題であると

新城

に入るところに�右折帯がなく渋滞している。宜野湾 11 号

認識しております。ご意見について�、今後の議会活動の参考とするとともに、引

公民館

が開通したらなお渋滞が予想されるため、右折帯の整備を

き続き、道路管理者である国の動向を注視してまいります。

１9

5/8

アンケート

20

5/8

アンケート

21

5/9

お願いしたい。

22

5/9

新城
公民館

介護保険条例の改正に係る「質問検査権の対象範囲の拡

質問検査権の対象範囲の拡大に伴う過料の規定改正について審査を行うことが

大に伴う過料の規程改正」について、その内容と議会での

できず申し訳ございませんでした。当該規程改正についても議論の必要性�感じ

議論状況、賛成・反対の見解、結論を伺いたい。

ておりましたが、介護保険料の改定が最も多くの市民の生活に影響を与えるもの
であり、審査時間の多くを費やした経緯がございます。条例改正の議決結果につ
いて�賛成多数(賛成：１６ 反対：８)により原案可決となっております。

3

Ｎｏ

23

日 時

5/9

会 場

新城

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

独居老人の非常時の連絡先�どうなっているのか。また、ど

高齢化に伴い独居老人が増加する中、孤独死等の問題に関して�議会としても

のように対応したらよいのか。

危機感を持っております。市当局から�、ただちに全ての対象者へ対応すること

公民館

�困難であるが、包括支援センターや地域支え合いを通じて把握できる方への対
応を進めているという説明がございました。

24

25

5/9

5/9

新城
公民館

新城
公民館

市役所来客駐車場の誘導員�私服で行っており、黄色い

一目で誘導員と分かるような装備を着用するよう求めてまいります。また、混雑時

ベスト、帽子、ベルなども持っていない。ぜひ、ベストやベル

でも車両がスムーズに通行できるよう、路面へ進行方向を示す矢印を表示するな

などを持たせ、視覚的に目立つようにしていただきたい。

どの対策も提言してまいります。

陳情第 85 号に係るＰＴＡからの６項目の要請について、防

全議員で普天間第二小学校を視察の上、要請への対応状況を確認いたしまし

衛局と教育委員会の協議・対応が全然進んでいない。議会

た。ＰＴＡからの６項目の要請のうち、５項目について�既に対応済みであり、残り

側からも教育委員会へ強くお願いしていただきたい。

の避難用工作物についても夏休みを目途に設置できるよう調整しているとの説明
がございました。議会としても引き続き取り組み状況を注視してまいります。

意見交換会での要望案件に係る改善事例について
26

5/9

第１回�４６件、第２回�５３件のご意見等をいただきました。その中から市長へ１７
件の政策提言、１８件の申し送り等を行っております。これまでの意見への対応状

アンケート

況も確認の上、資料が提供できるよう取り組んでまいります。
27

5/9

アンケート

議会内容が検索できるように質疑応答を市のホームページ

現在、会議録検索システムにおいて、平成 10 年からこれまでの会議録を検索・閲

にアップしてほしい。

覧することが可能となっております。同システム�市や市議会ホームページよりア
クセスが可能となっております。

28

5/10

愛知
公民館

本市と中城村の境界のハンタ道について、表面的な改修で

当該現場に出向き確認を行いました。ハンタ道�中城村との境界に当たり、抜本

�なく、擁壁積みやパイル打ち込みなど、抜本的に対策し

的な対策を行うに�地権者との調整や、排水工事等の面で中城村との協議が必

ていただきたい。

要になるとの説明がございました。議会としても、ハンタ道の危険性�認識してお
り、市当局に対し、早期の対策を講じるよう提言してまいります。

29

5/10

愛知
公民館

赤道２丁目のビューテラスＫ付近の里道�途中で途切れて

当該現場に出向き確認を行いました。市当局から�、当該里道�道路機能のな

いる。里道の管理体制�どうなっているのか。

い里道となっていることから、管理、整備�しない方針であるとの説明がございまし
た。

4

Ｎｏ

30

31

32

日 時

5/10

5/10

5/10

会 場

愛知
公民館

愛知
公民館

愛知
公民館

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

中原公民館建設について、築 50 年が経過し老朽化も著し

中原公民館の老朽化について�議会としても把握しております。市の整備計画に

くなっている。ぜひ早急な建設をお願いしたい。

ついても、建てかえの予算が確保されていない現状において�「何年度以降」と

また、市の整備計画も「何年度以降」とあいまいな表現とな

いった表現をせざるを得ない状況にあることから、公民館の建てかえに向けた早

っており、ぜひ表現のあり方も検討していただきたい。

急な措置と早期の予算確保を市当局へ要望してまいります。

中原進入路の供用開始時期について、市の説明会で�平

中原進入路の排水設備と宜野湾 11 号を連結させる必要があり、宜野湾 11 号の整

成 32 年度以降と言われ、いつになるのかといった不安があ

備後に工事を行う必要があるとの説明がございました。議会としても、中原進入路

る。宜野湾 11 号と同じ時期に供用開始できないか。

の早期の供用開始に向け、引き続き市当局の取り組みを注視してまいります。

「宜野湾市の空を守る条例」の制定を提案する動きがある

９月定例会以降に当該条例の制定を求める請願が提出されるものと認識してお

が、議会の取り組みの１つとして考えていただき、無法な飛

り、請願が正式に提出され次第、協議してまいります。

行状態をなくしていただきたい。
水道局裏の広場でウォーキングをしていた女性がトイレを借

33

34

35

5/10

5/10

5/10

愛知
公民館

愛知
公民館

愛知
公民館

上下水道局庁舎�、地方自治法上の「公の施設」に�当たらず、業務時間外に施

りに水道局に行くと、土曜祝祭日�職員以外�出入り禁止 設を開放する責務�ないこと、また、上下水道の安全確保のため、上下水道施設
ということで断られることがあった。ぜひトイレ�開放してい

�厳重な警備が必要であることから、庁舎内トイレの開放について�困難であると

ただきたい。

の説明がございました。

近所に引っ越して来た方から公民館の場所や入口が分かり

公民館の案内板設置�各自治会において行われており、取り組みにばらつきが

にくいという声がある。各公民館の入口に案内板を設置して

見られる状況にあります。案内板設置に向けて、議会としても市当局に対し、自治

いただきたい。

会等への働きかけを行うよう要望してまいります。

公民館に保存している災害時非常食について、更新を少し

市当局へ確認したところ、自主防災組織を立ち上げている自治会において�「災

ずらすなどして、消費期限の半年前に�社協のフードドライ

害時非常食を防災イベント等の際に配布するなど利活用を図っている。」との説明

ブに提供するなど、有効活用ができないか。

がございました。引き続き、災害時非常食が有効活用されるよう、市当局に申し送
りしてまいります。

36

5/10

愛知
公民館

潰れ地について、普天間１丁目 21 番付近にまだ行われて

当該土地について�、幅員の問題で市道認定されていない道路の一部となって

いない箇所がある。ぜひ早めに解決していただきたい。

おり、未買収道路用地取得事業の対象と�ならない土地であるとの説明がござい
ました。

今後も数多く報告会を持ってほしい。
37

5/10

市民との意見交換会を通した政策提言サイクルの期間について、今年度�、従来
の７カ月から４カ月に短縮して取り組んでいるところであります。今年度の実施状況

アンケート

も検証の上、次回開催に向け、開催回数や場所等について検討してまいります。

5

Ｎｏ

日 時

会 場

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

意見交換会について、３時間以上確保してもらいたい。
38

5/10

開催日や時間、時間配分等について�、これまでの参加者からのアンケート結果
をもとに設定してきております。参考意見とさせていただき、次回開催に向け、開

アンケート

催時間や時間配分等について検討してまいります。
39

40

5/10

5/10

アンケート

「宜野湾市の空を守る条例」の制定について、ぜひ全議員

９月定例会以降に当該条例の制定を求める請願が提出されるものと認識してお

が紹介議員になるように積極的に取り組んでいただきたい。

り、請願が正式に提出され次第、協議してまいります。

小学校区単位で報告会を行うことができないか。

市民との意見交換会を通した政策提言サイクルの期間について、今年度�、従来
の７カ月から４カ月に短縮して取り組んでいるところであります。今年度の実施状況

アンケート

も検証の上、次回開催に向け、開催回数や場所等について検討してまいります。

41

5/10

一般市民が気軽に参加できるような呼びかけが必要で�な

現在、新聞、ラジオ、ホームページ、広報誌、自治会放送、横断幕、チラシ、ＳＮＳ

いか。

等、さまざまな媒体をとおし、どなたでも気軽に参加していただけるよう呼びかけを

アンケート

行っております。引き続き、多くの方にご参加いただけるよう広報活動に取り組ん
でまいります。
もう少し時間を長くしてもよいと思う。

42

5/10

開催日や時間、時間配分等について�、これまでの参加者からのアンケート結果
をもとに設定してきております。参考意見とさせていただき、次回開催に向け、開

アンケート

催時間や時間配分等について検討してまいります。
時間が足りなかった。
43

5/10

開催日や時間、時間配分等について�、これまでの参加者からのアンケート結果
をもとに設定してきております。参考意見とさせていただき、次回開催に向け、開

アンケート

催時間や時間配分等について検討してまいります。

44

5/10

普天間高校移転、自然エネルギー利用など、どんどん進め

普天間高等学校の整備事業につきまして�、今後も県の動向を注視してまいりま

てほしい。

す。また、自然エネルギーの利用につきまして�、現在、第４次総合計画及び地

アンケート

球温暖化対策実行計画に基づき、二酸化炭素削減に向けた取り組みが行われて
おり、議会としても引き続き、調査・研究してまいります。
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