平成30年５月９日（水） 18：00～
那覇市役所 １階 市民会議室

【第３班】

第11回議会報告会
議会報告会における市民意見・要望等について
No

1

2

市民意見等（要旨）
(牧志在住)
地域包括センターが18カ所、中学校区に１カ所
という、エリア指定での配置は非常に喜ばしいと
思っています。
昨今の子どもの貧困という、沖縄県の大きな課
題の中で、子ども食堂などできてますが、現場で
はレッテル化、貧困の子ども、そんな居場所とい
う問題も重なっています。
そこで一つの対策として、ぜひお願いしたいこ
とは、那覇市は児童館が11カ所あります。他市町
村では中学校区なり、小学校区なり、エリア戦略
をもって子どもたちの居場所というのをちゃんと
やっている。那覇市は中学校区エリアもない。実
際、ない地域が遊びの機会を奪われている。そう
いう実態をもう少し把握して、児童館を、中学校
校区に１カ所でも広げていく。それが子どもの支
援につながると思っています。
あわせて、ぜひ中核市として、那覇市に児童相
談所をつくってほしいと思います。
(市場の中央通り会所属)
市場の建て替え工事に関することですが、中央
通り会に、アーケードがあります。建て替えるた
めには、このアーケードを分離するか、撤去する
か、どちらかです。市場の壁面に、このアーケー
ドがくっついてるというか、利用されているもの
で、それをどうにかしないと取り壊しができない
ということになっています。この市場の通り会と
しては、なるべくアーケードは維持していきたい
と思っておりますので、検討していただいて、維
持できるよう、いろんな思案を出していただきた
いと思っております。
現在では、かなりお客さんが市場に来ています
ので、そういうお客さんが、回遊して買い物しや
すい市場をつくるためにも、このアーケードが一
番大事な設備じゃないのかと思いますので、ぜひ
よろしくお願いします。

議会(議員)の発言要旨及び補足説明

児童館と施設の件でありますが、我々委員会も
かなり議論しております。
多くのこういった要望がありますので、解決し
ていきたいと考えております。
仲井真地域からもその件は指摘を受けておりま
すので、今皆さんが話したとおり、それに応える
ように頑張っていきたいと思います。

委員会等での対応

参考意見として承ります。

委員会名等：教育福祉常任委員会
アーケードの建て替え、公設市場の建て替え
と、周辺の老朽化した建物で、アーケードが今後
どうなるのかというのは、那覇市の中心市街地全
体の課題となっています。
那覇市当局としても、その課題があること、当
事者の皆さん、地域の皆さんの意見を聞きなが
ら、どのようにやっていけるのかというところを
課題にしているということは、議会の中で説明を
受けているところです。
その中で、議会の中でもこのアーケード問題、
回遊性を高めるという議論が行われているところ
です。大切な意見として受け止めたいと思いま
す。
委員会名等：厚生経済常任委員会
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陳情の継続審査中となります。
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No

3

4

市民意見等（要旨）
(久米在住①)
沖縄県の公共交通は絶望的です。ほとんど機能
してない。昼間のバスを見ればわかりますが、乗
客は１人か２人しか乗っていない。それで、鉄軌
道はない。非常に使い勝手が悪い。
私は世界中旅していますが、例えばベルリンは
ウェルカムベルリンという券があって、５日間、
観光客は乗り放題という券を販売しています。そ
れから、ニューヨークは１週間っていう券があり
ます。また、年寄り、65歳以上は半額です。
そういったものをやらず、観光県を目指すと
言っているのかと、あきれるばっかりで、もっと
市も県も本格的に公共事業、公共運送ということ
を考えていただかないと、全く世界から立ち遅れ
ています。
東京都の都営交通のバス、都電、地下鉄は70歳
以上無料です。それから、名古屋市は半額です。
そういうことはもっと認識していただきたい。
(久米在住②)
この小さな島にバス会社が多過ぎる。１社に統
一してもらわなければどうにもならない。
乗りかえを全部自由にして、１日券とか５日券
というものを発売して、もっと使ってもらうよう
にしなければ道路は混む、バスはガラガラ。その
悪循環です。

【第３班】

議会(議員)の発言要旨及び補足説明

今、市や県が抱えている課題は、我々も先日の
視察に行って、認識をしているところです。
当局が進めていることに対して、我々もこの委
員会の中で追及をしております。
まず、初めにできることは、乗合いタクシーを
広めていくとか、公共交通のあり方、自転車を、
道路を整備していこうという話もあります。
一つ一つ課題を解決していくために、我々議員
も当局と話をしているところです。今後、公共交
通のあり方は、県が進めている鉄軌道も含めて考
えていかなければならないと、議論しているとこ
ろです。

委員会等での対応

参考意見として承ります。

委員会名等：建設常任委員会
かつて統合も検討されたことがありましたが、
なかなかうまくいかなくて、今日に至っていま
す。先ほどの高齢者に対する割引制度でなども含
めて、もう少し利用者視点から、利用しやすい、
そのような提案もできるように、頑張っていきた
いと思っております。
委員会名等：建設常任委員会
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5

市民意見等（要旨）
(沖縄県民泊観光協会会長①)
民泊について陳情を出しておりますが、条例制
定までの流れで、『有識者及び関係団体からの意
見聴取（行政側）』とあるのですが、一体誰から
（意見聴取）されたのかなっていうのがあって。
いろいろ陳情していますけど、それに対して、行
政側からは私のほうに全く質問もなかったし、問
い合わせもありませんでした。
各団体からの陳情審査というのが、計４件の陳
情を受理したとあります。私どもが２月９日に、
民泊を制限しないでほしい、那覇の観光、沖縄の
観光に資するのであるから、単なる大きなホテル
だけじゃなく、いろんな、多種の複合的な観光を
認めるべきではないかということで、意見を出し
ています。
既に条例が可決された中で、継続審査となって
いますが、今後、どのように審査していき、ま
た、どのように議会として回答、もしくは対応が
あるのかお聞きしたい。

【第３班】

議会(議員)の発言要旨及び補足説明
那覇市独自の民泊の条例は、本日（5/9）の臨時
議会において全会一致で可決をされました。
このことは可決をされましたので、議会報告と
して報告できるのですが、陳情審査は継続審査と
なっておりますので、今後の行方だとか、まだ結
果は出ていませんので、報告することは差し控え
させていただきたいというのが、今のところの状
況です。
それと、関係者の説明をとありましたけど、私
たち市議会が有識者の皆さん、また、関係団体の
皆さんから意見聴取をしたということではなく
て、条例案を提案する部署のほうで、有識者及び
関係団体からの意見聴取は今年の３月30日に、有
識者及び関係団体の長18名に対して意見聴取を実
施したと報告を受けております。
10名より回答も寄せられたということで、期間
に関すること、区域に関すること、運営などに関
することということで、意見が多々あったという
報告を受け、私たちは、観光課が実施しました実
態調査のことなども含めて、さまざまな意見を委
員会の中で交わしながら、今回の条例制定となっ
ております。
委員会名等：厚生経済常任委員会
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市民意見等（要旨）
(沖縄県民泊観光協会会長②)
何で陳情をしてるのに、それを最初に審議しな
いで、先に条例を可決してしまうのかということ
です。条例に対して陳情を出しているわけで、順
番としては、普通考えたら、まず陳情とかいろい
ろな意見を含めて聞いてから審議するべきではな
いか。
終わってからだと、何か結果ありきで、継続審
議、審査は意味がないと、一市民としては思いま
す。

6

【第３班】

議会(議員)の発言要旨及び補足説明
言われていることはわかります。やはりこの条
例に附帯する陳情なので、陳情審査を十分行っ
て、その上で条例までいくというのが本来の筋だ
と思います。ただ、委員会において、４件上がっ
てくる中で、皆様のように、規制はかけないでほ
しいという案件と、逆に180日を90日以下にしてほ
しいというぐらい強化を求める案件と両方出てい
る状況では、陳情審査の議論がかみ合わなかった
ということもあります。
少なくとも、参考人としてご意見を聞くという
ことは、あってもよかったのではないかと思いま
す。
今後引き続き要綱等の作成など、陳情審査は継
続して行うということでありますので、そういう
場でもぜひまたご議論いただいて、条例ですか
ら、将来に向かって現状というのはどんどん変
わっていきますので、その中で、条例の改正等も
含めて、貴重なご意見として承らせていただきた
いと思います。
委員会名等：厚生経済常任委員会
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7

8

市民意見等（要旨）
(ＮＰＯ法人インクルーシブ所属Ａ①)
私たちは精神障がい者の自立を助けたいという
ことから立ち上げたグループです。
精神障がい者が働くということになると、いろ
いろ壁があります。
その中で、交通機関というのも壁になっていま
して、私はバスで職場まで行くと２時間ぐらいか
かるのですが、そこを車で行くと45分です。
精神的にすごく車のほうが働きやすいので、仕
方なく車を買ったのですが、那覇市は軽自動車の
免税が精神障がい者１級までとなっていて、２
級、３級の、働くために必要な車を所得している
人に対する免税が少ない。
知的障がい者もＢ２とＢ１は外されていました
し、身体障がい者も、ちょっと勉強不足ですが、
軽いと外されるということで、仕事で車を取得し
なければならないのに、減免してくれないとい
う、少し意地悪な制度になっています。何とか補
正予算なりを使って減免をしていただけないか。
(ＮＰＯ法人インクルーシブ所属Ａ②)
ヘルパーがすごく足りない。私たちはヘルパー
と契約しながら仕事していますが、なかなか仕事
から帰ってきても、その時間帯、ヘルパーさんを
入れることできませんから水曜日休んでください
というふうになってしまい、なかなか精神障がい
者が社会に出て行くことが難しい現状なので、そ
れを那覇市のほうできちんと対策をとっていただ
きたいと思い、今日伺いました。

【第３班】

議会(議員)の発言要旨及び補足説明

今、障がい者の皆さん方に、精神疾患をお持ち
の方々の軽自動車の免税でありますが、調べて、
そのようなものがあれば応えるようにして、しっ
かり前向きに頑張っていきたいと思います。

委員会等での対応

調査研究の必要があるため、所管事務調査を行う。

委員会名等：総務常任委員会
障がい福祉課に行って、もし説明してわからな
かったら、どうぞ我々、教育福祉の委員に相談し
てください。一緒に前に進めていきたいと思いま
す。

委員会名等：教育福祉常任委員会
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参考意見として承ります。

平成30年５月９日（水） 18：00～
那覇市役所 １階 市民会議室
No

9

市民意見等（要旨）
(若狭在住)
日々、国際化、感じています。中国や台湾の観
光客がぞろぞろとたくさん来ます。
その中で、うちのところ（若狭）に、民泊がも
う結構、建ちつつあります。実際に建っていると
ころもあります。問題なのは、家主不在型。家主
不在型の緊急連絡先をぜひ自治会にお知らせ願い
たい。
どうしてかというと、５月３日ハーリーの雨が
しとしと降る日に、台湾からの親子連れの観光客
がうちの近くに予約したけど、そこに入れない、
鍵が開かない。ネットで予約しているけど、シス
テムわからないということで、雨にぬれながら、
親子でどうしたものかって、２時間ぐらい地域の
住民があっちこっち手配をしたのですが、なかな
か見つからない。あとは自分のうちに泊めようか
という話まで出たけど、お友達が安里にいるとい
うことでそこに行ったみたいです。緊急連絡先、
ぜひお知らせをお願いしたい。

(おもろまち在住Ａ、中学３年生)。
新都心公園駐車場問題に関して、右折入庫禁止
の看板設置ありがとうございました（前回報告会
での市民意見を受け看板を設置した）。
ところが、問題はおさまりません。右折入庫禁
止の看板設置後も右折入庫する車が絶えず、渋滞
を引き起こしているというのが現状であります。
10 渋滞を解消するために右折入庫が物理的に不可に
なるようにしてほしいです。
要望としては、右折入庫ができないようにポー
ルを３本立ててほしいというものです。実際に、
飲食店の近くにあるＴ字路交差点にも、ポールが
立っていますので、そのように立てていただけれ
ば、右折入庫する車が減り、付近の家に入りやす
くなるのではないかと思っております。

【第３班】

議会(議員)の発言要旨及び補足説明
民泊の緊急の連絡先、その窓口として、国のほ
うで民泊110番（24時間体制で対応）が設置されま
す。そこに連絡をすると、自治体と連携をとっ
て、相談ができるという仕組みが構築されており
ます。周知がまだまだこれからとなっておりま
す。
今日（5/9）可決された条例に沿って実施要綱を
作成していく段階にありますので、その中でしっ
かり民泊110番のことも盛り込んで、市民の皆さん
に周知していけるように、市として取り組んでも
らえるように、厚生経済常任委員会としても後押
しをしていく方向にあります。
また、民泊許可されたところには、マークが家
の入り口に張り出されるようになります。３種類
あるのですが、不在型の場合は緊急連絡先が必ず
書き込まれることになっております。

委員会等での対応

参考意見として承ります。

委員会名等：厚生経済常任委員会

この問題は、議会、そして、委員会の中でも話
をしておりました。
段階的に問題に取り組んでいかなければといけ
ないと思っていますので、まずは看板を設置し
た。次に、今おっしゃられたとおり、行政当局に
対応はしていただいているようですが、未だ渋滞は
も訴えてまいります。やはり地域の皆様の声が一
番だと思っています。我々が代表者として当局に 解消されていないようなので、改めて当局に伝えま
す。
伝えていきますので、また、お時間いただければ
と思います。

委員会名等：建設常任委員会
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No

市民意見等（要旨）

(おもろまち在住Ａの父Ｂ)
今どきの小学生はランドセル、中学生のリュッ
クサック、とても重くなっています。副教材とか
教科書で、もしくは部活もやっている子は、教材
に加えて部活の道具も持って歩いたりして、やは
り成長の度合いが皆さん違うものですから、小さ
い子にとってはすごく重いものを持って、毎日学
校まで行ったり来たりしないといけないのです。
成長期の子どもの健やかな成長をサポートする
11 面でも、実態調査とか、学校、もしくは子どもた
ちにアンケートをとっていただいて、どのような
ことができるのか。
家庭学習は大事なのはわかるのですが、それ以
上に子どもたちの健やかな成長のほうが大事だと
思いますので、お取り組みをよろしくお願いいた
します。

【第３班】

議会(議員)の発言要旨及び補足説明
確かに、お子さんによって、成長の過程が違う
わけで、小さいお子さん、大きなお子さん、いろ
いろある中で、同じように重いものを背負ってと
いうのは、やはり大変だということを、今お話を
伺ってもすごく感じたところです。
教育委員会へも通して、学校現場で実際子ども
たちがどういう状況に置かれているのか、どう
いった教材が、どういうふうに子どもたちが毎日
それを持たなければいけないのかということの実
態と、それからまた、子どもたちへのアンケート
ということができるように、議会の中で議論もし
ながら、そして現場へも訪ねながら、何とかでき
るように、いい方向にできるようにやっていきた
いと思います。

委員会等での対応

参考意見として承ります。

委員会名等：教育福祉常任委員会
(泊２丁目在住)
与儀公園のほうで、自然発生的だと思うのです
が、将棋の会場があります。これから先、梅雨に
入ると、雨をしのげるぐらいの広さでも、何か建
与儀公園のことについては、雨をしのぐものと
てることができないかと思いまして。
いうことで、要望ということで承りたいと思いま
普通どこかクラブなどに行きますと、１日500円 す。
12
も出さないとできないのだが、そこは、ただでさ
せてもらえるので、20、30人は集まります。
何遍も、途中雨に降られたということもあった
ので、せめて屋根だけでもできたらいいと思いま
す。
委員会名等：建設常任委員会
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参考意見として承ります。
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No

市民意見等（要旨）

(自立センターインクルーシブ所属Ｂ)
私たちの団体では主に精神障がいの方の相談も
乗っています。特に、精神障がいを持っている当
事者を中心として、ピアカウンセラーや、当事者
のカウンセリングをやっています。今こちらであ
るのが、病院訪問であったりとか、電話の相談
だったり、直接来ていただいての相談という形が
多いのですが、その中で、特にあるのが、デイ
サービスや、デイケアといった既存のサービスの
中では、どうしても自分の生活のスタイルがつく
れないという方が多くいて、居場所がないという
ことで、何人かの方がうちに来ていただいている
ところです。
現在のところ、うちのほうも相談支援などを
とっていなくて、あくまでも自分たちのもの、精
13
神障がい者の自立が必要であるということで、本
部のほうからお金を受けてやっているのですが、
いかんせん、維持費の部分ですごくかかってしま
う。
特に、ある程度体力がある団体からの支援でや
れば、場所や、給与の面で保障はできるのです
が、もし、自然発生的に当事者と、精神障がいを
持っている方々が、これからそういった活動をし
ていきたいという部分での、金銭面などの補助は
すごく必要だと思います。
特に、どこにも行き場がない方に対しては、受
け入れる場所として、医療従事者の方だけではな
く、同じ思いを持っている当事者の方がその場に
いて、いつでもお話を聞けて、受け入れてくれる
場所がどうしても必要だと思います。
そういった部分がこれから出てくると思います
真地小学校に、東江眼鏡店から真和志高校に向
かう道路があります。スクールゾーンになってい
ますが、歩道がありません。最近、特に交通量が
増えました。非常に、地域住民として心配してお
14 ります。できましたら、特別に足を運んで、見て
いただきたい。
校長や警察にも要望しましたが、非常に頭が痛
いとおっしゃっていました。

【第３班】

委員会等での対応

議会(議員)の発言要旨及び補足説明

精神障がい者を受け入れる施設や、自宅まで来
て、カウンセリングしながら、どういったプログ
ラムがいいのかとか、できたら自立するように
と、いろいろ指導を受けております。皆さんの意
見もしっかり聞いて、どういったプログラムがい
いのか、また、皆さんがどういった、事業の状態
かを聞きながら、行政と一緒に、取り組んでいき
たいと思います。
財政のことは、Ｂ型、Ａ型に対しても補助金も
いろいろあれば、事業種もあれば、その疾患持っ
ている方に対して、国のほうからの支援制度もあ
ると思います。その辺も調べて、一緒に取り組み
たいと思います。
この４月27日付で市議会だよりを発行させてい
ただいておりますが、その中に、「陳情請願の提
出について」というのがありまして、具体的な要
望という形で議会に出していただくことで、所管
する委員会でそれを審査をしていく制度もありま
す。私ども議員がこの場だけではなくて、皆様の
声を共有することができますので、どうぞこのま
た陳情請願も活用していただけたらと思います。

参考意見として承ります。

委員会名等：教育福祉常任委員会

参考意見として承ります。
同左

委員会名等：建設常任委員会
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平成30年５月９日（水） 18：00～
那覇市役所 １階 市民会議室
No

市民意見等（要旨）
(南風原と真地地区在住①)
野猫が非常に氾濫している。環境衛生課に何回
も通ったのですが、解決策が見当たらない。
狂犬病であれば予防接種をして、問題ないと思い
ますけど、野猫の問題は非常に困った問題です。
もう敷地内で糞はする、夜鳴きはする、中には餌
やりする人間もおりまして、非常に問題が私はあ
ると思っております。

15

【第３班】

委員会等での対応

議会(議員)の発言要旨及び補足説明
猫問題、今地域で非常に大きな問題になってお
ります。特に糞尿被害については大変な問題が
あって、地域によっては、かわいいというだけで
餌をあげて、後始末もやらないという状況があり
ます。
餌をやって、後始末もしっかりとやって、そし
て避妊、去勢もしっかりとやってということが、
本来あるべきなのですが、それが中々うまくいっ
てないことが大きな問題だと思っております。
市としても、私たち議員としても、議員連盟と
いうのもありますから、地域に入っていって、猫
についてはちゃんと面倒見ていくということを進
めていきたいと思っておりますので、どうぞよろ
しくご理解をお願いしたいと思います。

参考意見として承ります。

委員会名等：厚生経済常任委員会
(南風原と真地地区在住②)
国民健康保険税の問題ですが、毎年30億を一般
参考意見として承ります。
財源から補てんしております。これは正常ではな
16 いのではないかという感じがする。
議員の皆様は、もう少しかみ砕いて検討して頂
きたい。
委員会名等：厚生経済常任委員会
(南風原と真地地区在住③)
政務活動費の問題で、西原町の場合はもう予算
がカットされています、那覇市も、検討する課題
17
だと思います。

同左

参考意見として承ります。
同左

委員会名等：議会運営委員会
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平成30年５月９日（水） 18：00～
那覇市役所 １階 市民会議室
No

市民意見等（要旨）

(公設市場関係者①)
那覇市の中期財政計画の中では、平成36年以
降、市の財政調整基金、ある意味では貯金が、ゼ
ロになるおそれも出てくるということで、事業の
見直しもしないといけないというシミュレーショ
ンが出ている。
18
シミュレーションを出すのはいいが、我々関係
団体、市民の方は、実は結構知らない方が多い。
今後、こういうおそれあるということを、早急
に、きちんと市民、また関連団体の方に周知し、
きちんと伝えるべきではないか。市長が中心に
なってやっていただきたい。

【第３班】

委員会等での対応

議会(議員)の発言要旨及び補足説明

毎年切り崩して予算をつくっているのは事実
で、今年も23億円取り崩した。予算をつくるとき
にはどうしても必要で取り崩すわけだが、年度末
には15億円程度が黒字として残り、これを基金に
積み上げている。計画通り、毎年崩せばゼロにな
るが、積んでいくので、そのままイコールではな
い。ただ、行政を支える基金なので、その金額を 参考意見として承ります。
維持したまま、行政運営もできるように議会とし
ても注視していきたい。意見としては行政に伝え
ておきたいと思います。
委員会名等：総務常任委員会

(公設市場関係者②)
公設市場の問題、市民会館の問題を含めていろ
んな課題があって、議会にもいろいろ陳情を出し
ていますが、一番皆様方にお願いしたいのは、き
ちんと現場の話を聞いていただきたい。行政が聞
けないことを、議会に出すというのは、最後の砦
が、議会ということです。
参考意見として承ります。
当事者の意見を、反映できるように、今後、議
19 会報告会を含めて、各委員会も、地域に直接話を
聞く場をどんどん増やしてもらいたい。
この課題についても、単なる１課じゃなくて、
関係部局、プロジェクトチームつくるような形で
しないと、那覇市の課題というのは、なかなか解
決できないと危惧しています。
この危機感を、市民と議会、行政、３者で共有
できる場を持っていただきたい。
委員会名等：厚生経済常任委員会
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同左

平成30年５月９日（水） 18：00～
那覇市役所 １階 市民会議室
No

市民意見等（要旨）

(泉崎在住)
那覇の牧志公設市場の水上店舗の２階で６年ぐ
らい、小物の作家をしていました。日本全国を旅
してきて、今はたまたま那覇に住んでいますが、
この間の那覇の牧志公設市場の建て替えに関し
て、私の、少なくとも私の周りでは、ここを取り
壊して大丈夫？という声がとても多くあります。
私はあくまで外の者の目線なので、観光のまちと
して、公設市場がとても好きな人が多くて、私も
他県から人が来ると公設市場を必ず案内していま
す。
にぎわい広場のイベントで何回も出店してきた
のですが、やっとここまで人が集まるようになっ
てきて、にぎわい広場になってきたねという声も
出てきていたのです。７月から取り壊しというこ
とが、那覇市のホームページにも書いてあったの
ですが、何でこんなに急いでいるのだろうと思い
ます。
私は個人的に公設市場の方には直接たくさんお
20
世話になったので、公設市場の方々の意見がちゃ
んと反映されているのかということを伝えたい。
公設市場を大好きな人がいっぱいいるという声
が、どこまで市議さんたちに届いているかという
のを伝えたくて、今日は来ました。
魅力あるまちでこそ人は集まってくるので、歴
史的な建物を守るということも市議さんたちの仕
事だと思うので、ぜひこれからも意見を伝えてい
きたいと思うので、よろしくお願いします。

【第３班】

議会(議員)の発言要旨及び補足説明
これまで公設市場の再整備に関する経過という
のは、まず、2006年に耐力度調査をいたしまし
た。そのときに、建て替え時期にきているという
ことで、2008年に新たな牧志公設市場のあり方に
関する調査を、当局のほうが行っております。
2009年、基本構想が行われ、10年、11年、12年
と影響調査、合意形成、市場に関する合意形成事
業なども行われてきました。
2014年に基本構想ができ、整備の位置が３案記
載されております。その後、2015年、16年に、外
部検討委員会で専門家、公設市場の組合長なども
含めて、委員会があり、基本構想３案に、長寿命
化計画案も加えた４案で検討して、2016年に現在
の建て替え案で、にぎわい市場に仮市場というの
が決定したということになっています。
随分、時間もかかっておりまして、それから、
2016年に基本計画が策定されていて、基本設計、
実施設計で、現在は仮市場の建設に向け、業者の
皆さんと、声を聞きながら、当局の方でやってい
ます。
長い時間をかけながらやっとここまできている
というところで、多くの方の、当事者の声を、そ
して専門家の皆さんの声を、そして多くの市民の
皆さんの声も聞きながら、丁寧に事業は進められ
ているということも、議会の中で、議論の中で再
三確認もされているところです。
また、にぎわい広場の周辺のほうには仮市場も
できます。先日も、周辺の皆さんを呼んでの意見
交換会も行われていて、様々な説明を細かくやっ
ているところです。私たち議員が、多くの皆さん
が参加をしながら、市民の皆さんの意見も聞きな
がら、議会の中で議論を交わしているところで
す。
今日、意見を頂きましたところも受けとめなが
ら、さらに議論を深めていきたいと思います。
委員会名等：厚生経済常任委員会
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委員会等での対応

参考意見として承ります。

平成30年５月９日（水） 18：00～
那覇市役所 １階 市民会議室
No

市民意見等（要旨）

【アンケート】
那覇市の行財政運営について、費用対効果の優
21 先順位付けが従来以上に重要です。議員の方々双
方で討論して議論を深め、結論を出してくださ
い。
【アンケート】
議会を代表して報告、回答しているわけだと思
うが、各会派や政党の方針によって意見が異なる
にも関わらず統一された回答するのは難しく、内
22 容がなくなる恐れがある。
議会対市民として、全議員が意見を一つにする
必要はないと思う。

【第３班】

委員会等での対応

議会(議員)の発言要旨及び補足説明
参考意見として承ります。
同左

委員会名等：総務常任委員会
議決を経た「議会」としての報告会となります
ことを了承いただきたいと思います。
その過程で、多様な意見があり協議されています
ので、今後はそうした議論もどこまで報告内容に
取り入れていくのか検討協議してまいります。

参考意見として承ります。

委員会名等：広報参画部会

【アンケート】
今後引き続き要綱等の作成など、陳情審査は継
条例に対する陳情が出されているにも関わら
続して行うということでありますので、そういう
ず、継続審査にする理由がよくわからず、どのよ 場でもぜひまたご議論いただいて、条例ですか
うな意味があるのか。
ら、将来に向かって現状というのはどんどん変
わっていきますので、その中で、条例の改正等も
23
含めて、貴重なご意見として承らせていただきた
いと思います。

参考意見として承ります。

委員会名等：厚生経済常任委員会
【アンケート】
頻度について：議会の中でも議論がありますの
頻度についても、５年間で11回目とのことです
で、今後引き続き議論し、検討していきます。
が、もう少し多くても良いと感じます。
周知についてももっと市民に身近に、多数意見
周知について：皆さまが、分かりやすい周知・
24 を聴取できるよう工夫があればよい。
広報に心がけます。

参考意見として承ります。

委員会名等：広報参画部会
【アンケート】
当日は、報告の順番（委員会ごとに、総務⇒建
なぜ女性３人が固まって座っているのですか？
設⇒教育福祉⇒厚生経済）で席順を決めていまし
末席ということですか？
た。偶然女性が固まったということで、末席とい
25
うことではありません。
委員会名等：広報参画部会
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参考意見として承ります。

平成30年５月９日（水） 18：00～
那覇市役所 １階 市民会議室
No

市民意見等（要旨）

【アンケート】
民泊の陳情について、トンチンカンな回答が続
いていましたが、最後にしっかり答えてくださっ
26 て、ホッとしました。まともな意見交換のできる
議会報告会を期待します。

【第３班】

委員会等での対応

議会(議員)の発言要旨及び補足説明

参考意見として承ります。
同左

委員会名等：厚生経済常任委員会
【アンケート】
私は公設市場の向かいで店を経営しています。
アーケードの有無は店にとって死活問題です。ど
27
うかアーケードの重要性を再確認し、維持できる
ように市議の皆さんもご協力下さい。

参考意見として承ります。
陳情の継続審査中となります。

委員会名等：厚生経済常任委員会

【アンケート】
市民との意見交換会の進行方法について、ス
よりよい議会報告会にできるよう努めてまいり
ムーズな質疑を行ってほしい。行政的対応での回 ます。ご意見として承ります。
28 答が多いと感じる。市民目線での議会運営を願
う。
委員会名等：広報参画部会
【アンケート】
当事者がA型、Ｂ型事業所に通えない方（合わな
いという理由）、ディサービスへ行けないという
方達の、居場所づくりをしたいと思いますが、そ
29 ういう所がないので作って頂きたい。そして、ピ
アカウンセラーのことをもっと知ってほしいで
す。そして活用してもらいたいです。
【アンケート】
質問・要望に対して、しっかりとした回答にな
るようにしてほしいです。今回、民泊の件で発言
30 とズレた回答でケンカっぽくなっていたのが少し
気になりました。

参考意見として承ります。

参考意見として承ります。
同左

委員会名等：教育福祉常任委員会

参考意見として承ります。
同左

委員会名等：厚生経済常任委員会
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