「第１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
日 時

会 場

８月２３日

社会福祉センター

意見内容

議会としての
議会としての回答
としての回答

本市は県内で３番目に外国人の多い市であるが、市国際交流協 各団体から補助金の増額要請がある現状を踏まえ、活動状況等
会の補助金は年間１８万円と低額であり、積極的な国際交流が を加味した上で、補助金額の見直しを図るなど、適正な補助金

８月２３日

社会福祉センター

行えない。ぜひ、国際交流課の新設や、当協会の補助金をふや

交付に係る制度を構築していただくよう提言してまいります。

すなど、議会としても検討していただきたい。

【提言】

中原進入路について、事故があってからでは遅いので、ぜひ早

中原進入路は、軍用地のため市が整備を行なえない状況であ

目の整備に向け、議会全体としても取り組んでいただきたい。

り、歩行者や自転車にとっては危険が伴う路線であります。当該
軍用地が平成 29 年度に返還された場合、市は平成 32 年度から
実施設計等を行う予定とのことですが、事故防止等の観点から、
あらゆる方策を検討し、早期の整備を実現していただくよう要望
してまいります。 【提言】

８月２３日

社会福祉センター

世界で活躍しているウチナーンチュがおり、民間同士の交流の 沖縄県、浦添市においては、すでに民間大使が設置されてお
ため、民間大使、名誉大使のようなポストを創設できないか。

り、世界のウチナーンチュ大会で活躍するなど一定の成果を上
げております。本市の情報を世界に発信する上でも、大変有意
義なものであることから、ぜひ、民間大使の設置に向け検討して
いただくよう要望してまいります。 【提言】

８月２４日

嘉数中学校

宜野湾市民の日について、午後を休みにして、市民がスポーツ

７月１日は「宜野湾市民の日」として定められておりますが、いまだ市

や文化活動を通して「市民の日」であることを自覚できるような取

民の認知度は低い状況と考えます。当該趣旨をより多くの市民へ理

り組みを行っていただきたい。

解していただけるよう「宜野湾市民の日」の周知に係る取り組みをさ
らに強化していただくよう要望してまいります。【提言】

８月２４日

嘉数中学校

選挙時に議員の顔が見えない。選挙前には全市民に立候補者

公職選挙法にのっとり、選挙公報の発行やポスター掲示場への

の顔が見えるような選挙にしていただきたい。

ポスター掲示を通し、立候補者の顔が見える選挙が行われてお
ります。【回答】

８月２２日

はごろも小学校

アパートに住んでいる方の自治会加入促進に向け、宅建協会と

自治会への加入促進については、議会としても重要な課題とし

も連携した取り組みを検討しているが、ぜひ議会も一緒に取り組

て認識しております。議会としても、今後、自治会加入促進に向

んでいただきたい。

け取り組んでまいります。【提言】
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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

８月２２日

はごろも小学校

自治会加入促進月間の取り組みに議員が参加しやすいように、

ご指摘の趣旨をしっかりと受け止め、議員も自治会加入促進に

当該月間の時期（６月）の再検討を市当局へ働きかけていただき

向け取り組むとともに、自治会加入促進月間についても積極的

たい。

に参加するよう努めてまいります。 【回答】

市職員の自治会加入について、定期的（２年に１回など）に、どの

現在、２年に１回、市当局において「市職員の自治会加入に関す

ような取り組みをして、どのように変わったのかを議会としてもチェ

るアンケート調査」が実施されております。議会としても、同調査

ックしてほしい。

結果の研究に努めてまいります。 【回答】

８月２２日

８月２３日

８月２４日

８月２４日

８月２５日

はごろも小学校

社会福祉センター

嘉数中学校

嘉数中学校

中央公民館

いこいの市民パークは指定管理者制度に移行してから、花も少 当該公園に出向き、現場確認を行いました。現在は良好な状態
なく雑草が生い茂るなど、管理が行き届いていないと感じる。ぜ

でありますが、ご指摘を踏まえ、今後も十分な管理が行われるよ

ひ、議会としてもチェック、評価を行っていただきたい。

う、市当局へ申し送りしてまいります。 【申し送り】

自治会加入促進を議会の１つの仕事として、各自治会長を含 議会としても、自治会加入促進に向け取り組んでまいります。
め、一大プロジェクトとして取り組んでいただきたい。

【提言】

真栄原十字路から大謝名向け道路（県道３４号線）は渋滞がひど

議会としても重要な課題であると認識しております。ご意見は今

い。ぜひ渋滞緩和に向け、議会でも議論していただきたい。

後の議会活動の参考とさせていただきます。 【参考】

市産業まつりのヒージャーオーラセー用の鉄柵が老朽化して次

ご指摘の鉄柵については、購入やリース方式など、さまざまな視

年度は使えそうにない。ぜひ購入に向けた予算措置について、

点から検討し、市当局へ提言してまいります。 【提言】

議会としても検討いただきたい。
―

アンケート

中城村のように市内一周バスを導入してほしい。

議会としてもご要望の趣旨をしっかりと受け止め、市当局へ申し
送りしてまいります。 【申し送り】

８月２２日

８月２５日

はごろも小学校

中央公民館

若者の政治離れ対策として、中学生を対象に議会を傍聴させる

選挙年齢の引き下げに当たり、若い世代の政治離れは喫緊の課

など、政治や議会に理解や関心を高める取り組みを行っていた

題として捉えており、議会（政治）への理解や関心を高める取り組

だきたい。（子ども議会の開催など）

みは必要と考えております。対応策については引き続き調査、研

選挙権も１８歳まで引き下げられていることから、若い世代にもっ 究してまいります。 【継続】
と議会（政治）に関心を持ってもらうためにも、模擬（子ども・婦人）
議会などを開催してはどうか。
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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

８月２４日

嘉数中学校

近い将来、学校の部活動の時間が午後５時までに制限されると

市当局へ確認したところ、現状において部活動の時間を午後５

聞いている。学校長の判断により学校ごとに対応が異なると不公

時までに制限するといった動きはないため、今後の動向を注視

平が生まれる懸念もある。ぜひ議会でも対応を考えていただきた するとともに、学校ごとで対応が分かれることのないよう市当局へ

８月２４日

８月２４日

８月２５日

―

嘉数中学校

嘉数中学校

中央公民館

アンケート

い。

申し送りしてまいります。 【申し送り】

宜野湾市にはいろいろな文化があり、それを発掘して本市のアイ

内容が幅広く、漠然としており、趣旨を確認しないと判断できない

デンティティーを確立すべきと考える。

ことから、参考意見として聞き置きます。 【参考】

嘉数中学校グラウンドのナイター照明が切れており不便を来して 学校設備の修繕に係る予算は、学校ごとで管理していることか
いる。事故が起きる前にぜひ修繕をお願いしたい。

ら、市当局へ申し送りしてまいります。 【申し送り】

普天間小学校区に児童館がない。ぜひ、各小学校区に児童館

市当局において各小学校区へ児童館の整備を検討しているとのこ

を建設していただきたい。

とであり、引き続き市当局の取り組みを注視してまいります。【回答】

生活保護申請に関して（厳しすぎるとの意見あり）、もう少し緩和 当該記載だけでは判断できない部分（制度内容、窓口における
してほしい。

対応など）があることから、参考意見として聞き置きます。【参考】

―

アンケート

市民会館内に公衆電話を設置してほしい。

市当局へ申し送りしてまいります。 【申し送り】

―

アンケート

子どもの学習支援の充実をお願いしたい。

市の取り組みとして、子どもの学習支援事業、ひとり親家庭学習
支援ボランティア事業、放課後子ども教室推進事業、学校支援
地域本部事業など、さまざまな事業が展開されており、参考意見
として聞き置きます。 【参考】

８月２３日

８月２４日

社会福祉センター

嘉数中学校

本会議を傍聴したが「議員の質問に対し、市当局はメモを読んで

議会としてもご意見の趣旨をしっかりと受け止め、市当局へ申し

終わる」の繰り返しであり、これでは傍聴する市民はふえない。

送りしてまいります。 【申し送り】

本会議の予定など、市民が早めに把握できるよう広報の取り組み

会期の決定等を行う議会運営委員会を早期に開催する（現行の

をお願いしたい。

開会日の２日前→７日前）など、市民の皆様へ早目に定例会の
日程をお知らせできるよう取り組んでまいります。 【回答】

８月２４日

嘉数中学校

議会に対する関心を深めるため、休日議会や夜間議会なども開

休日や夜間議会の開催に当たっては、一定の経費がかかること

催していただきたい。

も想定されることから、かかる経費や他市町村の取り組み事例等
も調査の上、引き続き検討してまいります。 【継続】
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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

８月２４日

嘉数中学校

せっかく議員を選挙で選んでも、市長をただ追認するような議会

議員会館の建設については、将来の市庁舎建てかえ時に、議会

では困る。ぜひ市議会議員会館を建設し、そこで研修や報告会

棟のあり方として検討してまいります。また、研修等についても平

などを開催してはどうか。

成２８年度より、市議会独自の研修予算を確保していることから、
積極的な研修実施に努めてまいります。 【回答】

８月２４日

嘉数中学校

議会を傍聴したが、数字の読み上げばかりで聞いていて面白み

参考意見として聞き置くとともに、今後とも傍聴される市民の関心

がなかった。議員ももっと勉強して理論を戦わせるような議会審 をより高められるような議会運営に努めてまいります。 【回答】
議にしていただきたい。
８月２５日

８月２２日

中央公民館

はごろも小学校

議員は字を代表して選出される例がほとんどと思うが、当選後は

ご意見のとおりと認識しており、今後とも市全体の代表であることを

市全体の代表であることを自覚して取り組んでいただきたい。

自覚し、市民の負託に応えられるよう取り組んでまいります。【回答】

議会概要の資料の中に、議員報酬や政務活動費の記載してほ

次回以降の議会報告会の中で関連するテーマがあれば、その

しい。

際に金額や流れの説明を行ってまいります。
また、当該情報については市議会ホームページでの広報も検討
してまいります。 【回答】

８月２３日

８月２５日

社会福祉センター

中央公民館

市民からの要望に基づいて意見交換会を開催するようなことも考

市民との意見交換会を通した「政策形成サイクル」は、企画立案

えていただきたい。

から政策提言等までに約７カ月間の期間を要します。次回、平成

意見交換会について、今回のようなフォーマルな形ではなく、も

２９年度の政策形成サイクル（１年間）を実施した上で、複数回の

っとインフォーマルに、例えば字ごとに行うとか、複数回行うとか、

開催が可能かどうか検証してまいります。 【継続】

開催のあり方をぜひ検討いただきたい。
８月２５日

中央公民館

団体ごとの意見交換会の開催もぜひ検討いただきたい。

８月２５日

中央公民館

子どもの貧困が問題となる中、子どもの生活リズムを整えることが
大事だと考えている。ぜひ子どもやいろいろな立場の方の意見を
聞く機会を設けていただきたい。

―

アンケート

意見交換会を年に２回はもってほしい。

―

アンケート

意見交換会について各自治会で実施してほしい。

―

アンケート

今回の意見交換会は教室方式での実施ですが、アイランド方式
にするなど机の配置を工夫した方がよい。
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今後の意見交換会運営の参考にしてまいります。 【参考】

日 時

会 場

８月２５日

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

議員は市民が選んでおり、同意見交換会は対等という形での意 ご意見のとおりと認識しており、今後とも同認識のもと、意見交換
見交換会ではなく、主権者たる市民の意見を聞く場としていただ

会の運営に努めてまいります。 【回答】

きたい。
８月２５日

中央公民館

二元代表制における議会は、多くの議員で構成されており、市長 ご意見のとおりと認識しており、今後とも同認識のもと、議会活
以上に住民の声をより正確に把握できるということを自覚し、誇り

動、議員活動に取り組んでまいります。 【回答】

をもって取り組んでいただきたい。
―

アンケート

議決した内容を市民に分かりやすく広報と説明をお願いしたい。

次回の議会報告会は、３月定例会での委員会ごとの審査報告

―

アンケート

各委員会等の活動状況も話してほしかった。

（市民の関心が高そうな議案など）を予定しており、報告内容のあ
り方や資料作りの参考としてまいります。 【参考】

―

アンケート

議会だよりを充実してほしい（文字を大きく、写真イラスト等）。ま

平成２７年度から議会だよりのページ数増（８頁→１２頁）を実施し

た、議会全体で取り組んでいることを大きく特集することで、議会

ており、文字サイズを大きく、写真点数も増やすなど、内容の充

が明るいイメージがつくのではないかと思う。

実を図っております。また、１２月号では意見交換会の特集（１ペ
ージ）も予定しています。今後とも、さらなる内容の充実に向け取
り組んでまいります。 【回答】

―

アンケート

議案ごとに、どの議員が賛成・反対したかわかるようにしてほし 次回の議会だより（１２月号）より、各議案に対する議員個々の賛
い。

否状況を掲載してまいります。（※ただし、紙面の都合上、賛否
が分かれた案件のみ） 【回答】

―

アンケート

もう少し簡単な用語説明がほしい。

今後の議会報告会においては、専門用語を多用せず、わかりや
すい説明や資料づくりに努めてまいります。 【回答】

―

アンケート

（イントラネットによる）議会中継の画面が小さい。

表示設定によりパソコン画面全体に拡大することも可能です（た
だし、画質は粗くなる）。現在、インターネット中継の導入に向け
取り組んでいるところであり、今後の広報活動の参考にしてまいり
ます。 【参考】

―

アンケート

改革ということだが、これまでとどのように変わったのかという説明

今後、議会として定期的に議会基本条例の検証を行う予定であ

がほしい。改革の結果、どうなるのか目標の設定が必要だと感じ り、検証方法や市民への結果報告のあり方に当たっての参考とし
た。

てまいります。 【参考】
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