「第２回議会報告及び
回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
における市民の
市民の皆様の
皆様の意見に
意見に対する回答
する回答ついて
回答ついて
Ｎｏ

１

日 時

5/16

会 場

伊佐
公民館

平成 29 年９月 28 日

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

米軍機飛行に伴う地デジ受信障害対策事業について、追加調

地デジ受信障害対策事業�平成 23 年度で終了していますが、いまだ米軍ヘリ

査及び対象地域�拡大をした上で事業を再開するよう要請し

による受信障害�苦情がございます。国に対し実態調査�実施や事業再開を

ていただきたい。

要請するよう市当局へ要望していくとともに、議会としても国に対し同趣旨�意
見書を提出してまいります。

２

３

４

5/16

5/16

5/17

北谷町に比べ、本市�西海岸地域�護岸�開発が遅れてい

市都市計画マスタープランにおいて�本市西海岸から北谷町美浜を連絡する

ると考える。護岸を徒歩や自転車で快適に通行できるよう整備

海岸沿いに自転車専用及び歩行者専用道路を整備する構想がございます。整

していただきたい。

備�早期実現に向け、議会からも要望してまいります。

大山�田いも栽培地区�、昭和 43 年に都市計画で規制がか

当該地域�市�特産品である田いも�生産地域であり、重要な課題として認識

けられ 49 年間、進展がない。農地�集約や土地区画整理事

しております。市当局へ申し伝えるとともに、課題解決に向け議会でも引き続き

業など、開発に向けて議会でもぜひ取り組んでいただきたい。

取り組んでまいります。

佐真下土地区画整理事業�未着手地域について�、道路整

当該市道について�昨年１２月定例会において審議を行い、市当局から「事業

真栄原

備事業で�整備を行うことで合意されているが、都市計画で�

化に向けて取り組みたい」と�答弁もございました。ご意見を申し伝え、早急な

公民館

規制がかけられたまま長年放置されている。ぜひ、事業を早急

対応を求めてまいります。

伊佐
公民館

伊佐
公民館

に進めていただきたい。

５

６

5/17

5/17

真栄原
公民館

真栄原
公民館

大謝名や上大謝名地域�、ほとんどが私道となっており、未舗

当該現場に出向き確認を行いました。現在、私道�買い取り�行っておらず、

装�道路も多く、所有者が自ら補修を行っている状況であるた

実施に向けて�解決すべき課題もございます。議会としても未整備�私道�危

め、私道を買い取り、市道として整備をしていただきたい。

険性�認識しており、引き続き有効な対策について議論してまいります。

パイプライン沿い�ローソン大謝名店�向かい�バイクショップ

議会としても未整備�私道�危険性�認識しておりますが、私道�買い取りに

裏手�私道�、降雨時に洪水状態となり危険な箇所である。市

当たって�解決すべき課題もございます。議会としても引き続き有効な対策に

が買い上げ、市道として整備していただきたい。

ついて議論してまいります。

1

Ｎｏ

７

日 時

5/17

会 場

真栄原
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

県道 34 号線�真栄原交差点から大謝名交差点まで�間�渋

当該道路�渋滞について�、議会としても重要な課題であると認識しておりま

滞緩和策として、旧真栄原新町�跡地を活用する方法、川沿

す。現在、中部土木事務所において右折帯設置�効果検証を行っており、引

いに新たに幹線を整備する方法、地下トンネルを整備する方

き続き検証経過を注視していくとともに解決策についても議論してまいります。

法などさまざまな手法を検討し、渋滞解消に向け取り組んでい
ただきたい。
８

９

5/17

5/17

真栄原

西普天間住宅地区へ移転が計画されている普天間高等学校

普天間高校�整備�県教育委員会�所管であり、市が整備を行えない状況に

公民館

�、国立大学附属高校として�設置を検討して�いかがか。

あることから、議会として�引き続き県�動向を注視してまいります。

旧真栄原新町�開発について事業�進展が見えないため、早

普天間飛行場周辺まちづくり事業における旧真栄原新町�整備�、平成 30 年

期に事業を取り組んでいただきたい。

度までに用地買収や物件調査を行い、平成 36 年度より工事着手を行っていく

真栄原

予定となっております。市当局に対し、市民へ�周知徹底や早期�整備実現を

公民館

要望してまいります。
10

11

5/17

5/17

真栄原

戦争体験を風化させないよう平和教育に関しても一般質問で

現在でも一般質問で平和教育について取り上げ、市�取り組み状況等を確認

公民館

取り上げるなど、ぜひ取り組んでいただきたい。

しております。

教育�一環として、�ごろも祭りを通して市�文化財を学ぶ機

現在、文化財�学習に関する事業�多数実施されているが、市民�皆様へ�

会を作っていただきたい。

周知が十分に行われていない状況と考えております。今後�文化財�学習に

真栄原
公民館

関する事業�周知活動をさらに強化していただくよう市当局へ要望してまいりま
す。

12

13

5/17

5/18

真栄原
公民館

中央

子ども医療費�清算方法について、現在�医療機関で医療費

当該課題�解決に向け、県において�平成３０年１０月からこども医療費�現

を支払い、後日役所で払い戻し�手続きを行うが、手続き�簡

物給付を導入できるよう制度�見直しを行っていると市当局より説明がございま

素化を図っていただきたい。

した。

西普天間住宅地区�跡地利用計画にスポーツ施設や公園も

平成 16 年度から地権者や関係者等において調整を重ね、平成 27 年７月に跡

整備していただきたい。

地利用計画が策定され、同計画�都市公園ゾーンへ斜面緑地を活用した公園

公民館

整備が計画されております。議会としても引き続き当該計画�進捗を注視して
まいります。

2

Ｎｏ

14

日 時

5/18

会 場
中央
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

市職員�自治会加入率が低いように感じる�で、加入促進に

自治会加入促進について�、市、議会、市民、事業者等�役割を明確にし、市

向け取り組んでいただきたい。

全体で取り組む必要があるも�と考えております。市当局に対し、さらなる自治
会加入促進に向け取り組むよう提言してまいります。

15

16

17

5/18

5/18

5/18

市、自治会、社協、宅建業会�４者協定による自治会加入促

今回�協定締結を機に、今後さまざまな取り組みが協議されていくも�と伺って

中央

進に向けた取り組みとして、宅建業者がパンフレットを配布する

おります。自治会加入促進について�、市全体で取り組む必要があるも�と考

公民館

だけで�不十分である。ぜひ、４者で戸別訪問を行い加入促

えており、市当局に対し、さらなる自治会加入促進に向け取り組むよう提言して

進に向け取り組んでいただきたい。

まいります。

いす�き通り�渋滞緩和に向けた対策を検討していただきた

当該市道�慢性的な渋滞について�、議会としても重要な課題と認識してお

い。

り、市当局に対応を求めてまいります。

市�自治会に加入をしていない独居老人�安否確認につい

自治会加入�有無に関わらず、市内�ひとり暮らし高齢者�実態調査を行い、

てど�ように対応している�か教えていただきたい。また、対応

見守りが必要となる世帯�把握に努めるよう要望してまいります。合わせて、現

策を検討していただきたい。

在策定中�市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に今後�ひとり暮らし

中央
公民館

中央
公民館

高齢者に対する取り組み方針を明記するよう要望してまいります。

18

19

20

5/18

5/18

5/19

中央
公民館
中央
公民館
長田
公民館

県内で米軍に関する事件、事故等が起こった際�、宜野湾市

現在、本市に関する事件・事故以外であっても、必要があれば協議を行い、決

に関する事件以外であっても決議、意見書を提出するよう取り

議や意見書を提出�上、要請行動を行っております。引き続き同様に取り組ん

組んでいただきたい。

でまいります。

議会報告が市長�行政報告�ようである。議会でど�ような議

議会で�審議・審査・議論状況（議員間討議や討論）や市当局�答弁内容な

論がなされ、市政�問題解消に向けて行政がど�ように取り組

ど、市民�皆様にわかりやすい報告�あり方や資料づくりに取り組んでまいりま

むと答弁した�か議会報告で説明していただきたい。

す。

子育て世代や高齢者に対する行政サービスに比べ、働き盛り

働き盛り�単身者へ�施策を展開し、魅力あるまちづくりに努めていただくよう

�単身者へ�施策が少ないと感じる。本市に住んで良かったと

市当局へ要望してまいります。

いうまちづくりを策定していただきたい。

3

Ｎｏ

21

22

23

日 時

5/19

5/19

5/19

会 場
長田
公民館
長田
公民館

長田

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

普天間高等学校�移転跡地�普天間地域�まちづくりに寄与

普天間高校�整備�県教育委員会�所管であり、市が整備を行えない状況に

するも�と考える�で、しっかりと整備していただきたい。

あることから、議会として�引き続き県�動向を注視していくとともに、移転が実
現した際に�、そ�旨を市当局へ要望してまいります。

市役所庁舎内�女性用トイレ�数が少ないと感じる。また、妊

現在、女性用トイレ�市庁舎各階に設置されております。今�ところ、庁舎�建

婦が利用しやすいよう広さを確保していただきたい。

て替え予定�ございませんが、今後、建て替えが行われる際に�、ご意見�と
おり要望してまいります。

普天間高等学校�西普天間住宅地区へ�移転�、県と連携

普天間高校�整備�県教育委員会�所管であり、市が整備を行えない状況に

し、取り組んでいただきたい。

ございます。議会としても県に対し、同趣旨�意見書を提出していることから、
引き続き県�取り組みを注視するとともに、事業が実施された際に�、県と協力

公民館

して取り組むよう市当局へ要望してまいります。

24

5/19

長田

防音工事について、市内全域を対象地域とするよう沖縄防衛

本市で�住宅地上空を米軍ヘリが飛行し、市民生活に支障を来している状況

局へ求めていただきたい。

にあることから、国に対し騒音被害�実態調査�実施や住宅防音工事エリア�
見直しを要請するよう市当局へ要望していくとともに、議会としても国に対し同

公民館

趣旨�意見書を提出してまいります。

25

5/19

騒音�レベルによって防衛補助額が変わってくるが、長田区�

市当局へ確認したところ、防衛施設周辺整備統合事業を活用することにより建

長田

騒音測定�結果、高いレベルに�認定されず、人口に比べて

設単価が特段高くなること�ないと�ことであり、また、公民館�規模についても

公民館

小さい公民館を建設した。防衛施設周辺整備統合事業を使用

自治会と協議�うえ決定したと�説明がございました。

した場合、建設単価�高くなる�か教えていただきたい。

26

5/19

長田
公民館

国�補助により防犯カメラを市内各所に設置すると伺ったが、

市当局において�、防犯カメラ運用�要綱を定めるとともに、市民に対し説明

監視社会へ�懸念があり、住民ともしっかり話し合いを持つとと

会を実施すると�ことであります。議会としても要綱に沿った運用がなされるよう

もに議会として議論していただきたい。

引き続き取り組みを注視してまいります。

4

Ｎｏ

27

日 時

5/19

会 場

長田

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

自治会加入促進�ため、ＰＴＡ役員を通して自治会加入を案

市当局へ確認したところ、地域�声を学校運営に活用するコミュニティ・スクー

内していただきたい。

ル制度�導入を計画しており、そ�中でＰＴＡと連携を図ることができる�で�
ないかと�説明がございました。市当局に対し、さらなる自治会加入促進に向

公民館

け取り組むよう提言してまいります。

28

5/19

長田

長田区に�側溝�ふたがない箇所があり、危険である。市�予

当該現場（長田一丁目３番付近）に出向き、市当局へ確認したところ、現状�排

算で整備していただきたい。

水施設�上部を舗装し道路として利用しておりますが、構造上、蓋を整備する
��困難と�説明がございました。しかし、当該箇所�街灯もなく、夜間�大変

公民館

危険であることから街灯�整備を提言してまいります。

29

30

5/19

5/19

公民館�利用方法などについて市民に周知するよう努めてい

現在、公民館�利用について�市報等で紹介されておりますが、市ホームペ

ただきたい。

ージでも確認できるよう提言してまいります。

市道宜野湾１１号�工事に着手しているが、片側１車線で�渋

市当局へ確認したところ、市道宜野湾１１号�既に事業化されており、これから

長田

滞解消につながらないと考える。また、集落内�交通量もふえ

車線をふやすこと�困難と�説明がございました。ご意見�趣旨を市当局に申

公民館

ることが予想されるため、事故が起きないよう計画し、整備して

し伝え、安心・安全な交通環境が実現するよう求めてまいります。

長田
公民館

いただきたい。
31

32

33

5/19

5/19

5/19

長田
公民館
長田
公民館
長田
公民館

待機児童解消�一環として、保育�受け皿だけで�なく、学童

今後�学童クラブを増設し、受け皿をふやすなど、学童クラブ�待機児童解消

クラブにも力をいれて取り組んでいただきたい。

に向け取り組むよう、市当局へ要望してまいります。

米軍機�飛行訓練に関し、住宅地上空で�なく、海上や米軍

住宅地上空で�旋回飛行や訓練�中止について�、これまでにも抗議決議や

施設内で訓練するよう議会から要請していただきたいが、そ�

意見書に明記し要請してきております。引き続き同様に取り組んでまいります。

予定�ある�か。
普天間基地問題についてもっと具体的な解決法や要請を市議

これまでも事件や事故が発生するたびに抗議決議や意見書を提出し議会とし

会として取り組んでいただきたい。

て�意思表示を行ってきております。引き続き同様に取り組んでまいります。

5

Ｎｏ

34

日 時

5/19

会 場

長田

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

各公民館でも議会報告及び意見交換会を開催していただきた

可能な限りいろいろな会場（収容人員や駐車場確保等を踏まえ）実施できるよう

い。また、議会だより�紙面をふやし、詳しい議会活動�周知

努めてまいります。

に努めていただきたい。

また、議会活動�周知について�平成２９年９月定例会より議会映像�インタ

公民館

ーネット配信を実施しております。議会だよりについても、平成２７年度に８頁か
ら１２頁へ頁増を図り、情報発信�強化に努めております。引き続き、議会だより
を初め、さまざまな機会をとおして情報発信に努めてまいります。

35

36

5/19

5/19

長田
公民館

長田
公民館

議会報告及び意見交換会をもっと若者に周知できるよう努めて

現在、新聞、ラジオ、ホームページ、広報誌、自治会放送、横断幕、チラシ配付

いただきたい。

など、可能な限り多く�方に周知できるよう広報に取り組んでおります。引き続
き、さらなる周知活動に取り組んでまいります。

現在、米軍ヘリによる訓練�県内全域で行われているため、防

本市で�住宅地上空を米軍ヘリが飛行し、市民生活に支障を来している状況

衛局に対し、騒音エリア�見直しについて要請していただきた

にあることから、国に対し騒音被害�実態調査�実施や住宅防音工事エリア�

い。

見直しを要請するよう市当局へ要望していくとともに、議会としても国に対し同
趣旨�意見書を提出してまいります。

37

アンケート

テレビ、ラジオ、新聞などを活用し、多く�市民が議会報告会

現在、新聞、ラジオ、ホームページ、広報誌、自治会放送、横断幕、チラシ配付

へ参加できるよう工夫していただきたい。

など、可能な限り多く�方に周知できるよう広報に取り組んでおります。引き続
き、さらなる周知活動に取り組んでまいります。

38

アンケート

39

アンケート

40

アンケート

年１回�議会報告及び市民と�意見交換会を開催していただ

現在、議会基本条例に基づき、年１回実施しており、引き続き同様に取り組ん

きたい。

でまいります。

議員提案による条例制定や予算�修正権もあるため、市民�

市民�皆様から出された意見について�、必要があれば議員提案による条例

意見にきちんと回答していただきたい。

制定や予算修正等も踏まえ対応を検討してまいります。

スマートフォンで�議会映像配信�見にくい。また、市議会と

現在、ケーブルテレビ（ＯＣＮ）において議会放送を実施しております。平成 29

市民�双方が意見交換できるコミュニティをネット上に作成して

年９月定例会より議会映像�インターネット配信を予定しており、スマートフォン

いただきたい。

専用画面で�視聴も可能となります。引き続き、よりよい視聴環境�整備に取り
組んでまいります。

6
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41

日 時

会 場

アンケート

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

未成年や一般市民�方に対し、市議会議員へ関心を持ってい

市議会へ�関心を高めること�重要なことと認識しており、次回改選後（平成 30

ただくために議員へアンケートを実施し、市議会だより等へ掲

年９月）に同趣旨�アンケート実施を検討してまいります。

載していただきたい。
42

アンケート

基地問題に関して沖縄防衛局や関係機関等へ抗議要請等を

オスプレイ配備�際に�、議会として配備反対に関する市民大会へ参加し、デ

行っていること�知っているが、それだけで�なく、他に議会と

モ行進を行った経緯もございます。引き続き同様に取り組んでまいります。

してできる効果的な方法を検討していただきたい。
政務活動費�収支報告書を公表していただきたい。
43

政務活動費�収支報告書（平成２８年度分）について�、現在、市議会ホーム

アンケート

ページで公表しております。また、１２月発行予定�議会だよりへ�掲載も検討
してまいります。

44

普天間第二給食センター跡地を早急に整備し、テニスコート等

市当局へ確認したところ教育委員会より、給食センター跡地を利用し普天間中

を設置していただきたい。

学校�テニスコート２面を増設する計画案を跡地活用方針検討委員会（市総務

アンケート

課及び関連部署で設置）へ提出しており、今後検討委員会において教育委員
会以外�意見も確認しながら、方針を決定するという説明がございました。

45

普天間中学校�災害避難場所に指定されているが、屋外運動

市当局へ確認したところ、平成２年に文科省より補助金を受け、照明を設置した

場に照明がないため、照明を設置していただきたい。

経緯があるが、現在�補助金もなく再度設置すること�困難であり、また、災害

アンケート

避難場所�、運動場で�なく体育館となっており、照明が無くても問題�ないと
�説明がございました。設置要請について�今後�動向も注視しながら議論し
てまいります。

46

アンケート

普天間第二小学校�移転を市議会として要請していただきた

普天間第二小学校�基地に隣接し、現在�立地に問題があること�認識して

い。

おります。移転�要請について�今後、市民から�意見や要望等も踏まえ慎重
に議論してまいります。

47

アンケート

道路事業に関する予算を優先的に措置するよう議会からも働

安心・安全な交通環境�実現に向け、議会としても引き続き議論してまいりま

きかけていただきたい。

す。
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49

50

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

真栄原十字路から大謝名向け�県道 34 号線�渋滞がひどい

当該道路�渋滞�、議会としても重要な課題であると認識しており、渋滞緩和

�で、ぜひ渋滞緩和に向け、取り組んでいただきたい。

に向けて引き続き議論してまいります。

２年前になるが、市民課窓口業務による窓口対応者�専門的

市当局において�平成２６年度から市民課窓口�民間委託を実施し、毎月委

知識に難がある�で、窓口対応を強化していただきたい。ま

託業者と会議を行い、改善を図っております。ご意見について�市当局へ申し

た、管理職�問題意識�どうか教えていただきたい。

伝え、より質�高いサービスが提供できるよう改善を求めてまいります。

野良犬や野良猫�無用な殺処分を避けるために、動物保護団

現在、市当局において�動物愛護団体と連携して取り組みが行われておりま

体と協定を結び、対策に取り組んでいただきたい。また、動物

す。ご意見を申し伝え、取り組みを進めるよう求めてまいります。

アンケート

アンケート

アンケート

愛護推進に関する条例も制定していただきたい。

51

アンケート

中城村方面からベーカリーキャッスルまでが 30 キロ�速度制

平成２８年１０月に市当局から宜野湾警察署へ要請が行われているが、いまだ

限で、ベーカリーきゃっする前から国道 330 号までが 40 キロ�

改善がなされていない状況であります。当該箇所�通学路であり大変危険であ

速度制限と短い区間で速度制限が異なっている。通学路でも

ることから、議会としても問題�解消に向け引き続き議論してまいります。

あり危険なことから全区間を 30 キロ�速度制限で走行するよう
市議会として要請していただきたい。
52

53

県道３２号線沿い�木が枯れた場所に植栽をしていただくよう

当該県道へ�植栽整備に向け、議会から中部土木事務所へ�要請を検討して

中部土木事務所へ要請していただきたい。

まいります。

宜野湾市男女共同参画条例を制定していただきたい。

�ごろもプランで�、平成 36 年度までに条例を制定する計画となっております

アンケート

が、平成 31 年度�中間報告による見直し�際、早期に制定していただくよう市

アンケート

当局へ要望してまいります。
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