「第４回 議会報告及び市民との意見交換会」 における市民意見に対する回答について

～９月回答分～

※同様のご意見につきましては、それぞれの趣旨を含め一括した回答をさせていただきました。ご了承ください。
No 日時
会場
意見内容
回答案

1

5/14

委員会において、「抗議を行うかはその都度判断すべきものであり、条例で行動
を縛ることについては議論が必要との弁護士からの参考意見があった。また、日米
安全保障条約や日米地位協定は国家間の約束であり、地方自治体でこのような条
例を制定することはそぐわない」との趣旨の反対討論がなされ、それに対し、「参考
人の弁護士は、条例案に対し、法令に抵触するようなことはない旨の発言もしてお
「宜野湾市平和な空を守る条例」制定に関する り、条例案は議会で議論し変更することも可能であることから、請願を採択していた
真志喜
請願が平成31年３月定例会で不採択となった だきたい」との趣旨の賛成討論がなされ、挙手採決の結果、賛成少数で不採択す
中学校
が、理由を伺いたい。
べきものと決定いたしました。その他、さまざまな討論が行われたため、詳しくは下
記リンクの市議会会議録をご確認ください。また、市議会だより第111号にも審議の
内容を掲載しております。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/ginowan/SpMinuteView.html?power_user=fals
e&tenant_id=322&council_id=166&schedule_id=15&view_years=2019

2

3

5/14

5/14

「宜野湾市平和な空を守る条例」制定に関する
請願の反対討論の中に「日米地位協定等に触
れる可能性があるため」との内容があったが、委
真志喜
員会審査において参考人の弁護士は日米安全
中学校
保障条約や地位協定には抵触しないと発言して
いた。どうして反対討論にそのような内容が含ま
れるのか説明していただきたい。

参考人として意見聴取した弁護士個人の見解としては、「条例が米軍を拘束する
ものではないことから、条約に違反することはないと考える」との意見を述べておりま
すが、同弁護士からは「条約等に抵触すると指摘する方もいる可能性はある」との
指摘もございました。本件の採決に当たっては、賛成討論及び反対討論がなされ、
挙手採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決定いたしましたが、詳細につき
ましては、下記リンクより市議会会議録をご確認ください。
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/ginowan/SpMinuteView.html?power_user=fals
e&tenant_id=322&council_id=166&schedule_id=15&view_years=2019

当該請願の審査においては、参考人からの意見聴取や議員間討議を重ねた上、
「宜野湾市平和な空を守る条例」制定に関する
討論を行い、採決を行いました。討論の内容等の詳細につきましては、下記リンクよ
請願に添付された条例案に不備があるのであれ
真志喜
り市議会会議録をご確認ください。
ば、修正して条例制定するのが議会の務めであ
中学校
る。請願そのものを不採択にする理由を伺いた
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/ginowan/SpMinuteView.html?power_user=fals
い。
e&tenant_id=322&council_id=166&schedule_id=15&view_years=2019

1

No 日時

4

5

6

7

8

会場

回答案

意見内容

市が独自でバスを所有することについては、これまでの意見交換会の中でも多数
の市民からご意見をいただいたほか、議会でも多くの議員から一般質問がなされて
昨年の意見交換会で「市独自でマイクロバスを
真志喜
5/14
所有していただきたい」と要望したが、現在の状 おり、市民ニーズは高いと理解しております。市当局に現在の状況を確認したとこ
中学校
ろ、財政上の理由により購入に至っていない旨の答弁がございました。市議会とし
況はどのようになっているのか伺いたい。
ては、リース、レンタル等による契約を始め、防衛予算の活用及び新たな財源の確
保、クラウドファンディングによる寄附の呼びかけ、資金造成イベントの開催、バスへ
の広告掲載等の手法により積極的に検討するよう、市当局に政策提言してまいりま
アンケー 市がバスを所有することについても検討してい す。
5/16
ト
ただきたい。
当該請願の審査においては、参考人からの意見聴取や議員間討議を重ねた上、
討論を行い、採決を行いました。討論の内容等の詳細につきまして下記リンクより市
「宜野湾市平和な空を守る条例」制定に関する
議会会議録をご確認ください。
アンケー 請願について、議論が尽くされたと言っても反対
5/14
ト
の理由が語られないことに市民は納得できない
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/ginowan/SpMinuteView.html?power_user=fals
と思う。
e&tenant_id=322&council_id=166&schedule_id=15&view_years=2019

5/15

5/15

市当局に確認したところ、代表的な施設として海浜公園が平成25～29年度までで
本市は指定管理者制度を活用して行財政改革 １億2,097万円、ベイサイド情報センターが１億247万1,000円の財政効果を生んで
嘉数
を行っているが、具体的な効果額等について伺 おり、老人福祉センター２カ所については、平成28年度以降の５年間で1,314万
小学校
いたい。
6,020円の効果が期待できるとの答弁がございました。市議会としましては、効率的
な行政運営及び市民サービスの向上に向け、取り組みを注視してまいります。
市当局は中部市町村会と連携して沖縄防衛局へ対象区域の拡大を要請するな
どの取り組みをしており、市議会も平成29年９月定例会において「住宅防音工事促
進及び地デジ受信障害対策事業の予算確保と対象地域の見直しに関する意見
住宅防音工事対象工事の対象区域について
書」を全会一致で可決し、要請行動も行っております。しかし、米軍基地が市面積
嘉数 は、昭和56年に指定されたと理解しているが、
の約３分の１を占める本市は住宅用地が十分でなく、また、騒音被害は市全体に及
小学校 指定後に建築した建物についても対象としてい
ぶものであることから、住宅防音工事の対象区域の拡大及び市民が実感できる本
ただきたい。
市に特化した補償のあり方について検討できないか市当局へ申し送りしてまいりま
す。

2

No 日時

9

会場

回答案

意見内容

普天間飛行場の跡地利用計画策定に向けては、返還後、円滑に跡地利用を進
アンケー 普天間飛行場返還後の跡地利用について考え めることができるよう、平成15年度から沖縄県と宜野湾市が共同調査を実施しており
5/15
ト
てほしい。
ます。同飛行場の跡地利用は、本市のみならず県全体の振興に大きく寄与するも
のと考えておりますことから、市議会としても調査の動向を注視してまいります。

当該事業は、普天間飛行場の立地を前提とし、米軍人･軍属とその家族が基地内
外に居住している現状を生かし、各種交流や相互理解、地域活性化に貢献できる
普天間飛行場周辺まちづくり事業で予定してい まちづくりを構築することを目的としており、国の高率補助を活用して整備を行って
普天間第
10 5/16
る交流施設は、米軍人及び軍属との交流も含ま おります。補助の採択に当たっては、米軍人等と防衛施設の周辺地域の住民との
二小学校
れると伺ったが、説明いただきたい。
文化の交流の促進を企図したまちづくりが要件となっており、施設整備後は、地域
で開催されるイベントや市民の交流等、さまざまな用途で活用されるものと考えてお
ります。
訴訟の対象区域につきましては、住宅防音工事の対象区域と関連していると理解
しておりますが、市当局は中部市町村会と連携して沖縄防衛局へ対象区域の拡大
を要請するなどの取り組みをしており、市議会も平成29年９月定例会において「住
最近、騒音被害に関する訴訟で賠償金を得た
宅防音工事促進及び地デジ受信障害対策事業の予算確保と対象地域の見直しに
地域があると伺ったが、宜野湾区は対象区域に
普天間第
関する意見書」を全会一致で可決し、要請行動も行っております。しかし、米軍基
11 5/16
該当しないため訴訟団に入ることができない。騒
二小学校
地が市面積の約３分の１を占める本市は住宅用地が十分でなく、また、騒音被害は
音被害は市全体に及んでいると考えるため、対
市全体に及ぶものであることから、住宅防音工事の対象区域の拡大及び市民が実
象区域を全域に広げていただきたい。
感できる本市に特化した補償のあり方について検討できないか市当局へ申し送りし
てまいります。
普天間飛行場周辺まちづくり事業につきましては、本市の２カ所の商業地域であ
アンケー まちづくりの具体的な展望や目的が見えにくいと る普天間地区及び真栄原地区を市道宜野湾11号で連携させることにより両地区に
12 5/16
ト
感じた。効果等をもっと話してほしい。
交流拠点の形成を図るものでございますが、両地区の整備による波及効果も期待
できると考えております。
普天間飛行場周辺まちづくり事業による経済効果につきましては、現在のところ
試算できておりませんが、本市の両端である普天間地区及び真栄原地区を整備
普天間飛行場周辺まちづくり事業の経済効果及
社会福祉
し、市道宜野湾11号で連携することにより、本市のさらなる発展につながるものと考
13 5/17
び西普天間住宅地区周辺の駐車場整備計画に
センター
えております。西普天間住宅地区周辺の駐車場整備につきましては、現在、需要
ついて伺いたい。
調査を行っているところであり、その結果を受けて今後検討がなされるものと考えて
おります。
3

No 日時

会場

回答案

意見内容

当該事業は、国の高率補助を活用して整備を行っておりますが、補助の採択に
普天間飛行場周辺まちづくり事業の普天間地区
社会福祉
当たっては、米軍人等と防衛施設の周辺地域の住民との文化の交流の促進を企図
14 5/17
について、米軍人及び軍属との交流が含まれて
センター
したまちづくりが要件となっております。施設整備後は、地域で開催されるイベント
いるのか伺いたい。
や市民の交流等、さまざまな用途で活用されるものと考えております。

普天間中学校区は門前町の整備、嘉数中学校
区は真栄原地区の整備、真志喜中学校区はトロ
社会福祉
15 5/17
ピカルビーチやコンベンションセンターなどが立
センター
地しているが、宜野湾中学校区ではそれらの事
業に相当するようなまちづくり計画はないか。

市当局に確認したところ、宜野湾中学校区を含む本市東側には市役所庁舎や中
央公民館、赤道老人福祉センター、社会福祉協議会等が整備されており、市全体
のバランスを鑑みて配置しているとの答弁がございました。本市東側には、沖縄国
際大学も立地していることから、大学と連携した取り組みについても期待できると考
えており、市議会としてもさらに魅力あるまちづくりに向けて取り組んでまいります。

新型波力発電装置の実証実験につきましては、現在、岩手県久慈市に１号機が
昨年の議会報告で波力発電についての報告が 設置されており、今後、神奈川県平塚市に２号機が設置予定となっております。本
社会福祉
16 5/17
あったが、現在はどのようになったのか知りた
市西海岸への設置につきましては、具体的な進展はございませんが、候補地の一
センター
い。
つとなっているとの説明もございましたことから、市議会としても動向を注視してまい
ります。
平成31年３月定例会において、議案第９号平成31年度宜野湾市一般会計予算
が審議され、市民広場駐車場の警備委託料1,272万4,000円を含む組み替え動議
が提案されましたが、賛成少数で否決され、賛成多数で原案可決となった経緯がご
市役所前の市民広場に2,000万円もの警備予算
アンケー
ざいます。過去には、平成25年に警備上の理由から米軍によって閉鎖され、警備
17 5/17
は必要ない。議員の多数決で決めるのはおかし
ト
員を配置すること等を条件に利用が許可された経緯がございますが、当局へ聞き
い。無駄遣いはやめてほしい。
取りを行ったところ、警備委託に多くの費用を要していることは認識しており、現在、
米軍と警備の手法等について協議を進めているとの答弁がございました。市議会と
しても動向を注視してまいりたいと考えております。

4

No 日時
18 5/14

会場

回答案

意見内容

福祉教育常任委員会の報告で真志喜中学校区
真志喜
の特定健診受診率について説明があったが、宇
中学校
地泊区が含まれていない理由を伺いたい。

報告資料作成中に処理を誤り、宇地泊区のみ一覧表から漏れてしまいました。今
福祉教育常任委員会の報告で自治会別の特定 後は完成資料の再確認などの対策を行い、正確な資料の作成に努めてまいりま
健診受診率を紹介していたが、宇地泊区が抜け す。
アンケー
19 5/14
ていた。資料を配付するのであれば正確さが必
ト
要であり、一つの自治会が抜けているのはどうか
と思う。
20

21

5/15

嘉数
教育に関する議会報告もしていただきたい。
小学校

教育に関する議会報告を含め、市民の皆さまの意見を反映した報告に努めてま
いります。

5/15

嘉数小学校区には児童センターがなく、利用す
る場合は我如古児童センターか大謝名児童セ
子ども子育て支援計画に基づき、各小学校区に１つ児童センターまたは児童館
ンターを利用することになる。普天間飛行場周
嘉数
の設置を計画しており、保健センターが移転した場合の跡地に児童センターを設
辺まちづくり事業により保健相談センターが移転
小学校
置するという件も今後検討したいと市当局より説明がございました。議会としても引
した際には、跡地に児童センターを整備してい
き続き取り組み状況を注視してまいります。
ただきたい。さらに、各小学校区に児童センター
が整備できるよう、取り組んでいただきたい。

市当局より国保税に滞納があった場合は、状況によっては差し押さえを行うことも
国保税は滞納があった場合、差し押さえされる
普天間第
あると説明がございました。また質問検査権を拒否した場合には国税徴収法第188
22 5/16
のか、また、質問検査権を拒否する市民に対し
二小学校
条に基づき懲役１年以下または50万円以下の罰金を科すことになるが、実際に質
ては罰金を科すのか伺いたい。
問を拒否した事例はないとの説明もございました。
西普天間住宅地区が返還され、普天間高校や
琉球大学及び同附属病院の移転が予定されて
普天間第 いるが、普天間第二小学校の移転を優先してい
23 5/16
二小学校 ただきたい。予算等の問題で移転できないので
あれば、宜野湾市役所と同小学校の場所を交
換してはどうか。
24 5/16

普天間第二小学校は普天間基地に隣接し危険な状態であることは理解している
が、西普天間住宅地区への普天間第二小学校の移転は想定されておらず、市役
所の場所へ移転することも予算や立地面の問題があり困難であると市当局より説明
がございました。同小学校が基地に隣接し危険であることは議会としても認識して
おりますので、普天間飛行場の早期の閉鎖返還と、返還までの間の基地負担軽減
に向けて、今後も取り組んでまいります。

福祉教育常任委員会の報告について、問題や 委員会を通して市政の課題や問題を確認し、課題解決に向けた提言、提案を行っ
アンケー
課題を挙げるだけでなく、対策について議会で ております。今後も議会報告で市民の皆さんに分かりやすく報告できるよう努めてま
ト
も考えてほしい。
いります。

5

No 日時

会場

回答案

意見内容

シルバーパスポート交付事業について、真栄原
市当局よりクーポン券の利用可能店舗について確認したところ、店からの申請に
区ではクーポン券が使用できる施設が薬局と美
社会福祉
よって登録されるので、どうしても地区によって利用可能店舗の数や種類に偏りが
25 5/17
容室しかなく、利用率が低いと感じている。レスト
センター
あると説明がございました。地区ごとの偏りを調査し、店舗登録の方法や周知の方
ランや商店などでも使用できるよう、利用可能店
法の見直しなど、業務改善を行うよう市当局へ提言してまいります。
舗の拡大に努めていただきたい。

26 5/14

大謝名交差点から真志喜中学校までの道路は
草が生い茂っており、登下校の妨げになってい
真志喜
市当局に対し、自治会等に状況を確認の上、早急な対応を行うよう要望してまい
る。また、昨年の台風でカーブミラーが倒壊し、
中学校
ります。
まだ設置されていない箇所もあるため改善して
いただきたい。

27 5/14

自治会の表示板（案内板）設置は各自治会において行われており、いくつかの自
アンケー 各自治会の入り口に表示板を設置していただき
治会では設置がなされております。議会として市当局に対し、未設置の自治会等へ
ト
たい。
の働きかけを行うよう要望してまいります。

28 5/15

県道34号線の真栄原交差点から上大謝名区ま
での区間において、信号機のない横断歩道が２
議会としても、県道34号線の交通状況は把握しており、歩行者の安全確保の重要
嘉数 カ所あるが、交通量が多く、通学路ともなってお
性も認識しておりますことから、歩行者優先の啓蒙・啓発及び歩行者の安全確保を
小学校 り、大変危険である。横断歩道に歩行者がいて
市当局に対し提言してまいります。
も車がスピードを落とさないことから、歩行者優
先の啓蒙・啓発をしっかり行っていただきたい。

29 5/15

サンエーＶ21食品館佐真下店前の横断歩道に
議会としても、当該箇所周辺の道路状況は把握しており、歩行者の安全確保の重
嘉数
は信号機がなく、たびたび事故が発生してい
要性も認識しておりますことから、信号機の設置を含め、歩行者の安全確保を市当
小学校
る。信号機の設置をお願いしたい。
局に対し提言してまいります。

30 5/15

ＰＦＯＳ等による汚染に関し、観光への影響も懸
ＰＦＯＳ等による汚染に関しては、議会でも大きな問題として受け止めており、国、
嘉数 念されることから、市独自の調査を行うとともに汚
県、米軍等と連携の上、調査及び注意喚起の看板設置を含めた対策を行うよう市
小学校 染を確認した全ての場所に注意喚起の看板を
当局へ要望してまいります。
設置していただきたい。
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No 日時

会場

回答案

意見内容

ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ等による汚染について、水質、
ＰＦＯＳ等による汚染に関しては、議会としても大きな問題として受け止めており、
アンケー 土質、基地由来など問わず、市主体で調査して
31 5/15
国、県、米軍等と連携の上、調査及び注意喚起の看板設置を含めた対策を行うよう
ト
対策するべき。まずは注意喚起の看板設置を急
市当局へ要望してまいります。
ぐべき。
32 5/15

アンケー 交通安全対策に早急に取り組んでいただきた
ト
い。

これまでも交通安全対策については、議会としても大きな課題として受け止めて
おり、市当局に対し交通安全対策を行うよう要望してまいります。

宇地泊区公民館は駐車場が狭く、イベントなど
普天間第 を行った際に道路に人があふれて危険である。 市当局に対し、当該保留地への駐車場・多目的広場設置の要望があったことを
33 5/16
二小学校 公民館に隣接する保留地に駐車場や多目的広 伝えてまいります。
場を設けていただきたい。
自治会加入率の向上に向けてはアパートに住
普天間第 む方への対応が課題であり、議会が自治会加
自治会加入率の向上は、議会としても大きな課題として受け止めており、ご意見
34 5/16
二小学校 入を促進する条例を制定するのも一つの手段で は今後の議会活動の参考とさせていただきます。
あると考える。
市道認定について、市民からの申し出によって
社会福祉 認定している例が多いように感じる。待ちの姿勢 市当局に対し、市内の道路状況を確認の上、計画立てて市道認定を行うよう要望
35 5/17
センター ではなく、計画を立てるなどして積極的に市道 してまいります。
認定を行っていただきたい。

嘉数小学校のスクールゾーンについて、登校時 議会としても、嘉数小学校周辺の道路状況は把握しており、スクールゾーン改善
社会福祉 の交通量が多く、スクールゾーンとしての意味が の必要性も認識しております。当該箇所のみならず、通学路安全点検等の結果を
36 5/17
センター 薄れているように感じる。表示が消えかかってい 踏まえ、市内全域における児童の安全確保を行うよう市当局に対し提言してまいり
る箇所もあるため、改善していただきたい。
ます。
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No 日時

会場

回答案

意見内容

オスプレイ配備の際には、議会として配備反対に関する市民大会へ参加し、デモ
アンケー オスプレイをどうにか県外に移してほしい。毎日 行進を行った経緯もございます。また、騒音防止協定により夜10時から朝６時まで
37 5/15
ト
うるさい。
は制限されるべきである夜間飛行や、騒音に対する改善要請も含め、引き続き同様
に取り組んでまいります。

38 5/15

39 5/15

米軍による事件・事故等についてこれまでも市
長や市議会が抗議活動に取り組んできたが、改
嘉数 善されていないのが現状である。「宜野湾市平
小学校 和な空を守る条例」制定に関する請願を不採択
にしたが、今後、危険性の除去にどのように取り
組むのか伺いたい。

委員会において、「抗議を行うかはその都度判断すべきものであり、条例で行動
を縛ることについては議論が必要との弁護士からの参考意見があった。また、日米
安全保障条約や日米地位協定は国家間の約束であり、地方自治体でこのような条
例を制定することはそぐわない」との趣旨の反対討論がなされ、それに対し、「参考
人の弁護士は、条例案に対し、法令に抵触するようなことはない旨の発言もしてお
り、条例案は議会で議論し変更することも可能であることから、請願を採択していた
だきたい」との趣旨の賛成討論がなされ、挙手採決の結果、賛成少数で不採択す
宜野湾市議会基本条例第10条には、請願等を べきものと決定いたしました。その他、さまざまな討論が行われたため、詳しくは下
市民からの政策提言と位置づけるとの規定があ 記リンクの市議会会議録をご確認ください。また、市議会だより第111号にも審議の
嘉数
り、結果及び理由を説明する責務がある。請願 内容を掲載しております。
小学校
を不採択にして終わらせるのではなく、市議会と
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/ginowan/SpMinuteView.html?power_user=fals
してどのようにすべきか考えるべきである。
e&tenant_id=322&council_id=166&schedule_id=15&view_years=2019

「宜野湾市平和な空を守る条例」制定に関する
普天間第 請願が不採択になったが、議会は抗議や要請
市議会の取り組みといたしましては、米軍機による事件・事故、騒音被害、住宅地
40 5/16
二小学校 をするだけでよいのか。それ以外の有効な方法 上空での飛行、オスプレイの配備等について、関係機関に対する抗議決議、政府
がないかしっかり検討してほしい。
を含む行政機関等に対する意見書を数多く議決してまいりました。※詳しくは下記
リンクのホームページをご覧ください。
「宜野湾市平和な空を守る条例」制定に関する
また、市民総意としての市内9団体との「普天間飛行場からの騒音被害の軽減を
普天間第
41 5/16
請願を不採択にするのであれば、それに代わる 求める共同声明」（H27）や、オスプレイ配備の際には議会として配備反対に関する
二小学校
対策について提案していただきたい。
市民大会に参加し、デモ行進を行う（H24）などの取り組みも行ってまいりました。
今後の市議会の取り組みといたしましては、国、県、市で構成する普天間飛行場
「宜野湾市平和な空を守る条例」制定に関する 負担軽減推進会議及び作業部会の進捗を把握し、市長へ適時、助言・提言してい
請願が不採択となったが、結果通知のみで理由 くともに、引き続き同様に取り組んでまいります。
社会福祉
42 5/17
については記載がなかったため、理由を伺いた
センター
http://www.city.ginowan.okinawa.jp/sisei/parliament/04/38044_714.html
い。また、抗議要請以外に有効な手立てがない
のか議会で検討していただきたい。
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