
新川区との行政懇談会

日 時 平成 27年１月 15日（木）

午後７時～９時

場 所 新川コミュニティセンター

参加人数 ３３名（男 27名、女６名）

【町長あいさつ】

みなさんこんばんは。本日は肌寒い中、行政懇談会に足を運んでいただき感

謝申し上げます。

新川地区には二人の議員さんがいらっしゃいます。議員を通し地域の問題、

町の課題等について提言や苦言を頂いております。また、区長さんからも直接

地域の皆様の声を確認することがあります。その中において、行政懇談会は、

直接地域の皆様との意見交換ができる場です。いろんな角度から皆さん方が日

頃感じている提言や要望に対応できる形で答えていきたいと思います。もちろ

んですが、即対応できる内容と時間を要する内容があると思いますが、いろん

な角度から判断し、地域の皆さんからの声に対応するように、町民の立場に立

って行政を進めていきたいとの想いであります。

今日皆さん方からの要望書においても確認を進めながら、私たちは全力を尽

くし進めてまいりたいと考えております。実のある行政懇談会になるようお願

いして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

【区長あいさつ】

みなさんこんばんは。新年早々忙しい時期に新川の行政懇談会ということで

役場の執行部の皆さん方、区民の皆さん、忙しい中ご参加ありがとうございま

す。

町長からありましたように日頃から地域の問題等は地域の代表であるお二人

の議員をはじめ私にも直接区民の皆様からの要望で月二回程度の区長会もあり

ますし、それ以外でも要望等受けておりますが、2 カ年に一回町長をはじめ部課

長の皆様が直接地域に出向いて皆さんのお声を聞いて、できる限り答えていき

たいというために行政懇談会といういい機会です。いろいろご意見、要望等を

直接言ってもらって、そして直接答えてもらって、地域を明るく安全で住みよ



い地域にしていきましょう。

今日は、町長をはじめ執行部の皆様方よろしくお願いします。

【質問及び提案】

○新川区内の交通安全対策について

Ｑ）県道拡幅工事や南風原バイパス整備が完了した時の安全対策を今で具体的

に検証して、後手にならないよう信号や標識等を完了と同時に整備すること

Ａ）信号機設置・交通標識の設置は与那原警察署を通じ公安委員会が行います。

現在必要と思われる場所へは地域からの要請を本町で取りまとめ与那原署へ

要請している所です。今回整備要請の場所においても、地域からの具体的な

要望を踏まえ与那原警察署へ要請していきたいと考えています。

Ｑ）回答の中に｢必要と思われる箇所｣とありますがそれは具体的にあるんです

か。

Ａ）地域の皆さんが常々感じている危険な箇所というのが｢必要な箇所｣と解釈

していただければと思います。

Ｑ）今の件で特に必要と感じているのは、新川公園のすぐそこですが、タンク

のあるところから公園のそばを通っていく道と、公文書館側からずーっと来

て真和志高校に向かう十字路。その十字路はひし形になっていて、勾配もあ

り非常に見通しの悪いところです。

今新川老人会では子供たちの登下校時の見守りパトロールをやっています

が、一番危険な場所としてそこに 2 名を配置し、見守りをしています。そこ

が新川管内では非常に危険な場所だと思っています。付け加えて申し上げま

すと先程区長さんからも説明がありましたように去年の 10 月頃から要請を

したと思うんですが、その要請を受けて町のほうでは町の問題として取り扱

っていただけると思っていたんですが、今日の回答では｢地域からの要請を受

けてまたやっていきたい｣というようなことですので、｢どっちが先か、後か｣

という話になっていくような気がしてなりませんが、町としてもこういった

要請を受けたときはその実態把握をしっかりとやっていただきたいなと要望

を申し上げます。

Ａ）ありがとうございます。今の危険箇所について赤嶺議員からもご意見があ

りました。当然地域の課題は町の課題と認識しておりますので、ちゃんと現

場を確認し、区長さんとも協議しながら対策を講じらせて頂きたいと思いま

す。

Ｑ）県道何号線かわからないんですが、新しい道、ローソンが向こう側にある

大きな十字路。那覇・首里方面へ向かうとき、県立病院の前が朝とっても混

むため、迂回するんですが、右折できたとしてもせいぜい３台なんですよ。



だからよくわかる人は、信号の切り替わりが早いから、慌てていくわけです

ね。間違いなく信号無視必ずやってます。ですから定点観測必ずやって、朝

・夕は長くするとかやっていただきたい。よろしくお願いします。

Ａ）警察の方に確認して改善できるんであれば当然要請したいと思います。

Ｑ）県道の宜野湾線の拡幅工事説明会があった際に、新川の要望として歩道橋

をつけてほしいということでした。しかし、歩道橋をつけなくても安全対策

をすれば大丈夫だということで要望は通りませんでした。現在、新川の伊佐

商店前から朝のラッシュアワー時の信号待ちが非常に長いです。朝のように

忙しいときには非常にイライラします。今後町としても交通混雑に関する要

請をお願いしたいという要望です。

Ｑ）先程話ありました、公民館の角っこの交差点なんですが兼城から上がって

くる道なんですけど、これ抜け道になってまして非常に交通量が多くてしか

も飛ばすんですね。かなり飛ばすうえに、更に反対側から真和志高校から抜

ける道。ここ一時停止なんですがそのままつっきていくのが多いんですよ。

よく見かけます。非常に危ないです。標識あるんですが標識がよく見えない

というのと、停止線があまり見えない、目立たないというのがあってどこが

優先道路なのかということを知らない人が多い。この地域の人達でも。何回

も見ますけど横断一時停止なのに突っ切っていく車が多いんですよ。非常に

危ない。この辺については警察署と公安委員会の管轄になると思いますが、

是非とも町からもこの辺の対策をどうにかして欲しい。抜け道で与那原町あ

たりは与那原署があるからか知りませんが、小さい路地なんかは段差の付い

たプラスチックみたいなスピード出ないような対策をやってます。何年か前

に町長に陳情したんですが、結局予算の関係上出来ないということで看板を

設置することになって、それをやっているところなんですが、是非こういっ

たスピードを出さないような対策をしてもらいたいと。警察署と公安委員会

に働きかけてもらいたいと思います。それとどこが優先かというのを部落の

人達は知らない人が非常に多いんで、事故が起きないのが不思議なくらいで

すね。私が優先道路を走っている時にここから突っ込んでくる車が何回もあ

りますんで非常に危ないと思います。是非町の方からも警察署、公安委員会

の方に要請をよろしくお願いします。

Ａ）このご質問なんですが、昨年赤嶺議員からもお話がありまして、我々も与

那原署の方に要請しまして、与那原署と一緒に現場の確認をしていますが、

逆に与那原署の方からはこの道路は優先順位を決めると余計に危ないという

ことでした。逆に両方から来るところそれぞれが気をつけて進入する道路だ

と。停止線をそれぞれに設けた方がいい道路だという見解でした。停止線が

かなり薄くなって見えにくくなっていますので、それは早めに改善していき



たいと思います。優先道路についてはやはり与那原署の見解もありますので

もっと詰める必要があるのではないかと思います。もしここに標識をたてる

としても公安委員会の判断になってくると思います。

Ｑ）要望なんですが、先程話があった新川地内から兼城の下に下りる道の件で

すが、町道になっていると思うんです。こちらの道は、抜け道になっていて

交通量が多いんです。私の要望としてこの道の角の部分を改良できないかと

いうことです。相当 狭ばまっていて危険な感じがします。それと、この道路

全体的に歩道を設けて欲しいです。学生も多いし、我々も公民館に来るとき

にこの道をよく利用しているのですが交通量が多く通行しづらいです。歩道

を設けて欲しいと思います。

Ａ）交差点の件ですが、すみきりが良いのか、また別の方法がいいのか、状況

によって異なってきます。例えばすみきりをしたということで見通しが良く

なる。逆にスピードを落とさずにそのまま車が走る場合もございます。そう

いう場合は逆に見通し云々ではなくてカーブミラーを充実させて安全性を図

るという方法も一つあります。どれがよろしいのか私ども所管課を通じて現

場の確認をして、もし改良が必要であれば可能であれば検討させていただき

たいと思います。

次に歩道の件ですが、今現在の雰囲気で歩道を作りますと恐らく一方通行に

なります。そうなるとそこを利用されている方々が逆に今までは両方行き来

していたのが片側一方通行になってきます。かなり不自由を感じる方もいら

っしゃると思います。そういった場合、地域説明会をするとなかなかまとま

りません。まず恐らく大規模な道路の改良でなければ難しいのかなと。今現

在ではちょっと困難かなと考えております。それとまた、幅員がある程度あ

りましたら例えば歩道の代わりに白線を引いて、そこを緑とか着色して歩行

者優先というような方法もあります。これについては警察関係との協議が必

要になってきます。一定の幅員が無いと、同じように一方通行という方向に

なりますので、それも可能なのか検討させていただきたいと思います。

○北丘階段の改修について（防風壁の設置も含む）

Ｑ）大規模な改修（再整備）工事になると思うが完成までの計画を説明してほ

しい。

Ａ）北丘小学校西側防災避難通路整備計画は、避難通路と法面整備を予定して

います。平成２６年度は土質、測量調査を行い平成２７年度に実施設計で整

備方法を決定し、平成２８年度から２９年度で整備工事を行う予定となって

おります。

Ｑ）あの階段は再整備という状況になると思いますが、階段の幅を広げられな



いかと。狭いですよね。階段そのものを拡幅すること。整備の場合ですね。

それが一点。もう一点が、雨がずっと降ると、あの階段は非常に滑りやすい

んですよ。子供たち大変。怪我したら非常にまずいなあと。だから滑らない

ような対策をこの際再整備するような、しっかりやっていただきたいと。こ

の階段ですが、きつい面もありますから。階段の高さね。そこらあたりは本

当に子供たちが安心・安全の階段の高さを工夫して整備してもらいたいと思

います。

Ａ）北丘小学校の階段ですね。長年の課題でありまして、地元の議員さんから

も再三にわたって指摘を受けています。この階段は回答書にも書いてありま

すように、今年調査を行っています。今の拡幅、階段をどういう風に造って

いくのか、実施設計に入るときに検討していくかたちにしていきたいと思い

ます。また、ルートについては、より子供たちが安全なように変えることを

検討しております。その時は住民との説明会、設計に入るときにはそういっ

たものを含めて整備しながら設計を進めていきたいと考えております。

○新川区の公共下水道の整備計画について

Ｑ）新川区の公共下水道の整備計画を示して欲しい

①ウインズ新川の合併浄化槽は 20 年が経過し老朽化しており早急に公共

下水道へ接続して欲しい

②新川コミュニティセンターから西側の計画を示して欲しい

Ａ）①について

ウィンズ新川を公共下水道へ接続する計画については、地形的なことから

北丘小学校の正門から学校敷地内をとおり浄化槽まで汚水管布設を行い、処

理する計画となっております。同小学校の防災道路及び法面工事が平成２８

年度から２９年度の整備予定となっておりますので、下水道の整備について

は、平成２７年度に実施設計を行い、平成２８年度以降に小学校の工事と時

期を調整し、可能であれば平成２８年度に整備する予定で考えております。

②について

真和志高校周辺の汚水処理については、地形的に下流に位置する場所（以

前の沖縄県南部林業事務所側）へ処理する計画となっております。下水道を

埋設する道路に５２筆、関係地権者５４名の個人が所有する土地があります

ことから、工事するにあたり同意書をいただき、その後に設計業務に着手す

る予定でおります。従いまして整備の大まかな計画として、平成２７年度に

道路内の土地所有者の工事の同意書が頂けた時においては、平成２８年度に

測量と設計、平成２９年度に工事に着手したいと考えております。

Ｑ）回答のほうで「ウインズ新川公共下水道へ接続する計画は地形的なことか



ら北丘小の正門から学校敷地内をとおり浄化槽まで汚水管布設を行い処理す

る計画となっています。」と書いてありますが、その 後から２行目のところ

で「計画となっております」となっているんですけど、一番 後に「可能で

あれば平成２８年に整備する予定」との回答にもなっています。計画となっ

ているのか、それとも可能じゃなければ出来ないのか、これが不明な部分で

す。それと前段にありましたウインズ新川から始まる３行目にある、「学校敷

地内をとおり浄化槽まで汚水管布設を行い」とあるんですが、その浄化槽は

現在ウインズ新川にある浄化槽を示しているのか、それとも別の浄化槽を示

しているのか、ご回答をいただきたいところです。

Ａ）先程の浄化槽とはウインズ新川の合併浄化槽を指しております。回答では

省略して浄化槽と表現しております。

ウインズ新川の方は地形的に流せないものですから、どうしても下の方に

流すことなります。その場合、北丘小学校の敷地内を通らなければならない

計画になっております。北丘小学校の防災避難通路の整備計画としまして、

平成２７年度に設計を行って、平成２８年度から２９年度で整備・工事を行

うとなっております。防災避難通路には、管布設をするということで、防災

通路の工事と時期を調整して早ければ２８年度に避難通路等スケジュールを

調整して管布設を行いたいということです。早期であれば２８年度に整備を

したいということでございます。

Ｑ）｢可能であれば｣というのは計画には入っているんだけれども、早ければ２

８年度から着手すると考えてよろしいですか？

Ａ）はい。

Ｑ）前回の下水道工事の場合には４３番地付近は全く青写真にも載っていない

ということでしたが、今の説明ですと４３番地は計画に入るということです

か？

Ａ）４３番地の汚水計画につきまして、計画としては入れています。

もちろんこちらも現況が、道路内に下水道が埋設することから所有者の同意

を前提として下水道の整備となります。

Ｑ）真和志高校に向けての下水道の件です。地権者が５４名もいるということ

で今年度から同意をもらうという話なんですが、これかなり時間掛かるかな

と思っています。それとこの下水道工事というのは補助金でもってやるんで

すか？そうだとすれば接続率とかそういったものもあると思うんですが、た

だ配管すればいいって話じゃ無いと思うんですよ。どのくらいの接続数かと

いう質問になってくると思います。地域の人達が実際これを求めているのか、

話し合いが必要だと思います。新川地域では以前から話しが出ているんです

が、下水道料金というのが発生しますよね？この料金というのを知らないお



年寄りの方もいらっしゃると思うんですよ。こういった説明というのは出さ

れているのかどうか。その辺についてお聞きしたいなと思います。

Ａ）宅地から引き込みする場合は、排水設備といいまして接続費用に個人負担

が発生します。距離にもよりますが、高いもので３０万ぐらいが平均でしょ

うか。それにつきましては平成２６年度から町の方では、単独浄化槽では

１０万円を 高限度額として補助を行っております。接続費用とか、下水道

料金のこととか、それにつきましては下水道工事の対象区域の方をお呼びし

まして、今度下水道工事をやる際には｢接続料金と下水道使用料金について各

世帯でいくらぐらいの費用がかかります｣そういうところはまた地域説明会、

工事着手前にやっていきたいと思います。

○防犯灯補助金について

Ｑ）①台風災害に伴う修繕費の補助率を 80%に引き上げて欲しい

②今までの照明器具が製造禁止になり LED 製品に変わったため１灯あたり

の経費が高くなった補助率を検討してもらいたい

Ａ）町管理及び自治会管理の防犯灯ついては、沖縄振興特別推進交付金（一括

交付金）を活用してＬＥＤ化での整備に向けて調査及び検討を行っておりま

すので、①②については、南風原町防犯灯設置・修繕補助金交付規程の交付

額でご理解をお願い致します。交付規程：工事経費（１灯につき）の５０％

とする。ただし、その額が３５，０００円を超えるものについては、

３５，０００円を交付する。

○新川公園の芝生張り替えについて

Ｑ）①多目的広場の芝生が全体的に剥がれている

②遊具広場の芝生の質が悪く子ども達の手足が危険

Ａ）新川公園は平成１９年度に整備された公園で、整備当初から子供からお年

寄りまで、多くの近隣住民に利用されている公園であります。特に多目的広

場においては使用頻度が高く整備当初から芝の剥がれがあり補修した経緯が

あります。今回、多目的広場、遊具広場を確認したところ芝生が傷んでいる

ことから、芝生の養生が必要と思慮されますので、芝生の養生の際には肥料

等について支援をしてまいります。

Ｑ）提案事項にあります｢芝生の質が悪く、子供たちの手足が危険｣という意味

はですね、今の時期はナジチュが土の中に潜っていますので見えませんけど、

芝生を休ますということでは対応できないと思います。そこは子供たちがブ

ランコあるいは滑り台等々がありまして結構利用者が多いんですが、ほんと

うにナジチュが土の中から出てきた尖った先を見るとですね、非常に危ない



なという感じがしています。是非現場を見ていただきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

Ａ）広場の芝生の件ですけど、すぐやる班と一緒に確認したんですが、見たと

ころ確認できませんでしたので、明日早速区長さんと一緒に確認していきた

いと思っています。

Ｑ）明日現地に来ていただけるというのであれば、是非私も立ち会いをして、

土の中掘ってみたいと思います。

Ｑ）芝生の件なんですけども広いところの遊び場は、高麗芝を張られていると

思うんですが、何回か修理等やっていると思うんですよ。それでも毎回使用

頻度がおおいもんですから、よくはげたりすると。また、水はけが悪いもん

ですから、そういうことが繰り返し行っているんですよね。詳しいことは知

らないけれども人工芝というのがよく野球場とか用いられているんですけ

ど、ああいったものが出来ないんでしょうかと思いましてお聞きしたいです。

Ａ）多目的広場につきましては整備した当時確かに排水不良の部分もあって排

水溝開けたりと対策した経緯がございます。やっぱり使用頻度が非常に高く

てなかなか芝が発育出来ない状況のようであります。

人工芝という話でございますけれども芝については指定管理ということで

地域にお願いしているところでありますけれども、人工芝を入れるには再整

備費とか事業でやるには非常に厳しいと思います。あんまり馴染まないんじ

ゃないかと思います。夏場とか非常に暑くて大変みたいです。そういうこと

があって出来れば自然の芝で一定の管理をして肥料とかが必要であれば町か

ら支援していきたいと思いますので、ご理解をお願いしたいと思います。

Ｑ）使用頻度が多いということですが、新川老人会の約３０名の方たちが月曜

から金曜、土曜日までグランドゴルフをやって使っているんですね。従って

それが原因であの芝が枯れてるとか、はげてるとかいうのであれば頻度を少

なくしてもいいんですが、その為にも、今町長が推薦してる黄金森陸上競技

場。見事な芝生になっています。ああいう風にして一度張り替えしていただ

いて、そして今後管理を徹底してやってく。というようなことをしていかな

いと今で約半分、６割ぐらいははげている。４割ぐらいは残っていると思う

んですが、地形の問題とか排水の問題とかあるかと思うんですが、いずれに

しても管理を徹底していくと。もう一度チャンスを与えてほしいなと。張り

替えをしていただいてその後で管理を徹底していく。｢後はもう面度見ない

よ。｣というぐらいの。これで私共も管理をしていきたいと思いますので、是

非お願いします。

Ａ）芝というのは生きております。やはり使用頻度が激しい分だけ芝の育成が

衰えていきます。先程あげました黄金森陸上競技場は張り替えた訳ではない



んです。芝人事業という県の事業を入れてメンテナンスを徹底的に行った結

果、見事に芝の状態が良くなったということです。陸上競技場につきまして

は去年何ヶ月間か使用を止めて維持管理をやっております。そういう風にし

ないと芝というのはなかなか育成が難しいです。

またこちらの新川公園につきましても完全に芝の入れ替えではなく、芝そ

のものの芽はできていますので、それをどういう風にメンテをして生かして

いくのかが 優先ではないかと考えております。勿論管理につきましては、

指定管理者の新川のみに委ねるというだけではなく、町の方でも一緒になっ

てどういった方向で芝をまた育成していくのか一緒に協力しながらいい方向

にいけたらと考えております。字のご協力をお願いしたいところです。

○県立公文書館出入口への安全標識の設置について

Ｑ）拡幅工事が終了する以前にこども達や高齢者が安全に歩けるように対処し

てもらいたい

Ａ）宜野湾南風原線と町道２５８号線の交差点付近にある進入路についいては、

入口としての専用通路となっていますが、間違って出た場合には危険である

ことから南部土木事務所に標識等の設置ができないか要請しております。

Ｑ）以前から要請しているんですがなぜこんな長い間かかっているんですかね。

回答みてもですね、南部土木事務所ですか？公文書館との兼ね合いもあって

なかなかそこがうまくかみ合っていないのかな？意見の一致が図られていな

いということも前から伺っているんですが、この要望としては安全標識一本

建てればいいだけなんですよ。これ早急に出来るんじゃないかな。事故が起

きた場合にはこれは大変まずいんじゃないかなと思います。これは早くでき

るんじゃないですか。

Ａ）公文書館側の進入路が危険なため、早めに標識の設置について南部土木に

要請をするよう副町長から指示を受け、昨年の９月１２日に南部土木のほう

に写真撮って要請を行っております。しかし、施設の中となると公文書館が

担当になるものではないという理由でなかなか返事がもらえていないです。

今後も南部土木において出来ないか要請していきたいと思っております。現

在はそのような状況です。

Ｑ）どちらがやるかではなく、早めに体制つくって欲しいということです。

町長）提案・回答内容を確認している限り、これは行政の怠慢だと思っており

ます。南部土木にいくと公文書館の管轄だと。公文書館は南部土木だと。話

し合いを持とうとしてない姿勢、連携されていない状況は、大きな怠慢だな

と、行政の一番不備なところだと感じました。是非私達も地域の長年の苦言

であることについて、私達もある意味でただお願い、要請だけではなくて、



強気に出るようにやって参りたいと思っています。

○地すべり対策について

Ｑ）平成 26 年 11 月に町に要請した兼城 351 番地付近の地すべり対策について

は県南部土木事務所によって調査業務が発注済と伺いましたが、現在どうな

っているか。

Ａ）新川地区の地すべり調査測量設計業務については、１１月２５日付けで委

託業務を契約締結しております。 現在は、目視での現場調査を行いながら、

関係地権者に対しての詳細な調査(ボーリング等）や測量（木々の伐採含む）

の説明を行い、同意を得る作業も並行して行っているようであります。今後

は地権者からの理解が得られ次第、土質調査、ボーリング調査、地下水位の

観測、解析等を踏まえ、設計業務を引き続き進めて行く予定と確認しており

ます。

Ｑ）この地滑り対策についてですが、新川は非常に地滑り危険地域です。傾斜

地が多いですからね。意見がある住宅は私のすぐ隣です。新川のまちづくり

委員会でも、メンバー、区長を含めて現場下りて見たんですよ。やはり、早

急に対策を練ってもらわんといかんなと、非常に深刻に感じました。間もな

くしてから町長にも要請して部長・課長のほうで我々の意見も聞いてもらっ

たわけですが、これも急いでください。南部土木事務所の県の担当にですね、

これは地滑り対策ですから、南風原町から強くあたってですね、こういう危

険な状態でいいのか、非常に不安です。これ６，７年前からの要望事項です

からね。おそらく町が前に新川の行政懇談会来られたときにも、お願いした

記憶がありますよ。ですから町のほうも担当さんもこの件についてはしっか

り受け止めてもらっているわけですから。可能な限り早急に工事が実施でき

るように対策を講じていただきたいと思います。よろしくお願いします。

Ａ）昨日地滑り対策事業の委託発注状況を南部土木事務所に確認して参りまし

た。説明会については１月中には行うというとでした。周囲の方々にも説明

会の案内があると思いますので、その中でお聞きになったり、先程話してい

たようなことを県のほうに伝えていただきたいなと思います。

○国有地の管理について

Ｑ）南風原バイパス計画の進捗に伴い新川地内での用地買収はほとんどが済ん

でいる。結果として町道に接した国有地に雑草が繁茂し環境が悪化している。

町道として町が草刈などやるべきか。

Ａ）南風原バイパス計画の用地として買収された土地については、南部国道事

務所が草刈りを行いました。



Ｑ）国有地の管理はされているとのことでしたが、この工事はいつまでに完了

するのですか？その辺について説明していただきたいです。

Ａ）今の質問については南風原バイパスの完了年度ということでよろしいでし

ょうか？

Ｑ）それと向こうに抜けるような道路（町道２１号線迂回からバイパスへ抜け

る道）ができるかどうか聞きたい。

Ａ）二点ということで。一点目の南風原バイパス完了年度でありますけど、こ

れにつきましては南風原、与那原連絡協議会ということで南部国道事務所、

南風原町、そして周辺の自治会長を含めて協議会を開催、年２回の開催を終

えております。その中で自治会長さんの方から完了年度はいつですかという

質疑がございました。国道としてはやはり予算の配分というのが変わってく

るので完了年度については示しきれないという回答でした。

町道２１号線迂回路からバイパスへ抜ける道の件ですけど、これについて

は今基本設計の中に入っておりますが、公安委員会との調整、県警との調整

は今からということで、これがどういう形で道路をあけるのかについてはま

だはっきりしないので回答は出来ないということでございました。そのため

現時点では、このような回答しかできません。今から新川交差点を含めてこ

の付近と交差点改良の県警との協議は今からということですので、一応基本

設計では道路があくようなかたちになっております。

○自治会への加入促進対策について

Ｑ）都市部からの転入者やアパート入居者の加入が３割程度で低い。町として

の対策はどのようになっているか。

Ａ）自治会加入促進として転入世帯を対象に住民環境課の窓口において、自治

会の仕組み、活動内容、自治体加入のメリット等を紹介する自治会加入案内

チラシを配布、町広報誌においても加入を促す記事の掲載を行っています。

また、今年度は区長・自治会からの要望で自治会加入促進の横幕を作成し、

各自治会へ配布を行います。

○大規模災害（地震等）に備えた防災訓練の実施について

Ｑ）町全体としての防災訓練は毎年実施されているが、自治会単位での訓練計

画はあるか。また、地域防災組織の取り組みはどうなっているか。

Ａ）地域での防災訓練は、平成 24 年度から行っている災害時避難所改修事業で

公民館・集会所を改修・整備した地域から順次推進していきたいと考えてい

ます。自主防災組織については、自分たちの地域は自分たちで守ろうという

協同の精神と連帯感に基づき、地域住民が自主的に防災活動行う体制を確立



していくことが必要です。県と関係機関の共催による自主防災組織リーダー

講習会等へも参加しながら設置・育成を推進していきます。

Ｑ）私はまちづくり委員会の事務局長をいたしております。来る２月１２日に

ここで町の出前講座で災害時の地域助け合いを進めようという内容で大規模

災害が来たときに私たち区民が何が出来るか、どうしようかということを勉

強しようということで講座の申し入れをしました。企画財政課の砂川さんと

総務課の砂川さんと打ち合わせをしております。１月２２日にも２回目の事

前打ち合わせを行います。私達がテレビでよく見たりする消防団というのは

沖縄にあるのかはわかりませんけが、沖縄はゆいまーるの伝統があるんで消

防団というのは必要ないのかなと思うんですけれども。例えば与那原町は津

波の被害の恐れがあるから、ほとんどの自治会で自主防災組織が組織されて

いると先日役場で伺いました。ここ新川は津波の心配がないから皆さんそう

いう心配は区民はしないと思うんですけど、ただ大きい地震がきたときに、

私達区民は電話が使えない、インフラが全部駄目、電気が止まった、ガスが

止まった、水道が止まった、という時に私達にはどういうことが出来るのか

ということを勉強したいという思いで、講座の申し入れを致しました。私達、

例えば月々の評議委員会とかまちづくり委員会においてもまだそういう危機

意識は高くないんですね。総務課職員がたぶん講師をしてくださると思うん

ですけど、東部消防とも連携を取って一緒に来てくれると思うんですけど、

区民の皆さんにも青年会やら老人会やら多くの区民に参加を呼びかけて行く

つもりですが、私はとても大事な講習会だと思っています。区民にそういう

消防団をつくるとまではいかなくても、何らかの組織をつくっていきたいな

という自分の思いがあります。だから質問ではなくて改めての要望なんです

けども、区を挙げて、町を挙げて講習会をぜひバックアップしていただきた

いなと。大事な出発点だと私は考えております。よろしくお願いいたします。

Ａ）どうもありがとうございます。出前講座とは、皆さんの希望に応じたテー

マに沿って役場職員が講座を行うものです。

災害というのは津波だけではありません。当然台風でもそうですし、大雨、

地震による地滑り、大規模な火災、そういったのをいろんなケースが想定さ

れます。今回の講演会、消防に依頼するのは AED を使った人工呼吸を含めた

救命法とか、瓦礫の下での救助のやり方などいろんなメニューの組み方があ

ります。事前に打ち合わせをしていただいて、出来る限りご要望にお答えで

きる出前講座の内容にしていきたいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いします。

Ｑ）大規模災害というのがどうゆうのか、種類というんですかね。知りません

けど、町としてはそういう災害が起きた場合、我々一般住民に知らせる方法



というのはどういうかたちになっているんですかね？それをちょっとお聞き

したいなとおもいます。

Ａ）平成２４年度事業で整備を行いましたデジタル防災無線があります。新川

にも何カ所か立っていると思います。これは有線ではなく無線で役場がター

ミナルとなりそこから注意を呼びかける方法。また、南風原エリアに居る人

達の携帯電話やスマートフォンに強制的に知らせるエリアメールという方

法。さらに、携帯電話で町のホームページにアクセスし、登録していただく

と注意報を知らせする方法があります。

Ｑ）防災無線というのは各スピーカーから放送しているんですか？よくテレビ

で災害があった時、町から発信しているのかよくわかりませんけど、国から

発信しているのかわかりませんけど、各スピーカーから流れるんですか？

もし新川だったら新川の各地域に配置されている案内用のスピーカー、あ

あいうものから発信されているんですか？

Ａ）字の放送機器ではなく、別に設置されています。そこから放送しておりま

す。災害だけではなくて、全体的な役場から町民の皆さんにお知らせすると

きにも使うこともあります。また、風向きによっては聞こえづらいとか、よ

く聞こえるとか気象条件によって変わります。もし、日頃から聞こえにくい

ということがあれば区長さんや町に連絡をください。よろしくお願いします。

Ｑ）私の所はですね、２、３件なもんで大規模災害とはいえないんですけど、

毎年、雨の時期になると鉄砲水が発生して、下水を飛び越えて直接私の所に

飛び越えて来ます。毎年２，３回洪水があります。去年もありました。台風

の時に落雷がありまして、電気器具が落雷の影響でダウンしてしまってです

ね、えらい損害が出ました。テレビから冷蔵庫から、さらにオール電化して

ますから台所電化製品、約８０万ぐらい被害がありました。だからもう大損

害ですね。雨が降る度に台風が来る度になんですよ。これは以前にも行政懇

談会で役場に要請したんですけれども、優先順位があるから下水の拡幅は出

来ないということでした。なんとか下水の排水をよくするようにできません

かね。これから自然災害、台風が大型になると、気候変動なると、話を聞き

ましてこういうことがもっと頻繁に起こるのかなというような危惧をしてお

ります。一つそのへん、対策を執っていただきたいと要望します。

Ａ）今の状況はこちらの方でも一応確認をしておりまして、ただ道路の側溝の

方では非常に対応が難しいということで、今は下水道のほうで、雨水整備で

その解消を図ろうということでその準備を進めております。平成２７年度で

現状調査を終えて実施設計をやる予定となっております。そこに公共下水道

の雨水整備で根本的な解決をということで努めておりますので、大変申し訳

ございませんけど、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。早めに工



事の着手が出来るように頑張って参ります。

○「環境対策費」の配分調停について

Ｑ）（旧）那覇市清掃工場（埋立て処分場含む）に関する４自治会に対する迷惑

料の配分が決まらず有効活用が出来ずに困っている。行政側からも解決に向

け指導してもらいたい。

Ａ）「環境対策費」の配分について、話し合いの場を設けるよう４自治会へ働き

かけていきます。

Ｑ）この件につきましては新川の評議委員会でも何回か過去に話をしたと思い

ます。この環境対策費１億円と聞いているんですがそんなに大金が活用され

ずにそのままの状態でいるというのは非常に地域にとってもったいないなと

いう思いがしてます。また、聞き及ぶところによりますとなかなか地域、地

域の事情があって進みにくいというようなことを伺っておりますが、やっぱ

りここは町の方に加わって頂いて、積極的に調整をしていただいて何とかそ

れが有効活用出来るように一つお願いしたいなということです。区長さんも

過去この件については何回か話し合いを進めてきたという経緯等もあると説

明を聞いたんですが、こういう状況がこれはおそらくこの環境対策費確保し

て頂いて相当経過している。したがって一億のお金を預けて利息が増えてい

くならまだしも今は殆どそういう利息も生み出せない。むしろ早めにそれを

活用しようということがいいと思うんですけどね。これが活用出来るように

町の方で積極的に調整をやっていただけないかという主旨ですのでよろしく

お願いいたします。

Ａ）今ございました環境対策費でございますが、話し合いのテーブルがもたれ

ていないということですので、各地域で有効に活用していただく為にも早め

に話し合いをして下さいというのは、町の方からも後押しをしていきたいと

思います。

Ｑ）環境対策費というのはこっちにも書いてあるとおり迷惑料です。４自治体

には清掃工場があるが故に大変迷惑をかけてきたということ、主旨がそうな

んですよね。近代的なクリーンセンターができて非常に円滑に工場も操業し

ていますが、迷惑をかけてきたということで１億円那覇市から４集落にお金

を有効に使って下さいということでの提供だと思うんですよ。これが１０年

近く費やしているし、４集落で話し合うのも非常に大事であるんですが、１

集落が応じないんです。その経過を聞いています。ですから思い切って町の

方で買取をしてもらって積極的に、前向きにそういう対応をしてもらった方

がうまくいくんじゃないかなと。この４集落で話し合って下さいといっても

なかなか進まないんですよ。よろしくお願いします。



Ａ）非常に奥歯に物が挟まったような言い方になると思うんですけど、町が同

じテーブルに着いて｢この地域はいくら｣と配分することは当然出来ません。

実は町はこの那覇市が拠出したとはよく知らなかったことです。直接那覇市

が４集落にこのような対策費を拠出しますということは事前にもわからなか

ったと思います。過去の資料とか調べてもあまり資料が無いということは町

としてもあまりタッチしていないということです。４地域にということで出

されていますので、やはり町としては、早めに有効に活用するよう自治会長

の皆さんに話し合いを行うよう取り計らっていきたいと思います。先程もあ

ったようにこのような貴重な財産を寝かしておくのは非常にもったいないこ

とです。

Ｑ）話を止めるつもりはないんですが、どこの自治会はこれだけですよ、とい

うわけでは無くて１億円を４集落で頭割りすれば２５００万。はっきりして

いるんですよ。これが明確じゃないですか。那覇市としてもね、この１億円

４集落にあげますから４集落で使って欲しいと、単純ですよ。そのようにな

んで町も行政指導できないんですか？

Ａ）今おっしゃっているのは町が、この地域はいくら貰いなさいと配分すると

いうことですよね。４等分しなさいということはですね。それは出来ないと

いうことです。各地域思惑があるということです。

Ｑ）１集落だけですよ。

Ａ）ですので、地域の代表の皆さんできちんと膝を交えて話し合ってもらうし

か解決策は無いと思います。ただ寝かしじまいではなくて、早めに話し合い

のテーブルを持って下さいと私達も働きかけていきたいと思います。

○図書館建設について

Ｑ）長い目で見て５年先ぐらいにこんな図書館が欲しいなという計画を立てれ

ないかなと思います。文化レベルの一つの指標になると思います。是非お願

いしたいなと。

Ａ）図書館につきましては平成２３年度から今の公民館と併設をして造ってお

ります。議会での一般質問等でもございますように規模が小さいというご意

見は度々あります。しかしながら現在の図書館で運営していこうと併設して

います。新しい図書等も揃えて住民の要望に応えていくということで今のと

ころ図書館建設の計画はございません。

○公民館講座について

Ｑ）公民館講座ですけれどね、私も何回か受講しているんですが、ホームペー

ジを見ると毎年同じのがあるような、工夫がないなという感じがします。受



講者の数とか満足度とかどのように計って実施しているのか疑問に思ってお

ります。私自身今年講座受けて途中で止めた経緯があります。大変申し訳ご

ざいませんけどもう少しニーズをくみ取ってアンケート調査とか使いやす

い、みんなが勉強できる場をもっと増やしていただければなと思います。

Ａ）新年度講座につきましては、アンケート等調査も反映して町民が望むよう

な、とてもたくさんということは難しいですが、予算の関係もございますの

で精査するような形でやっていければと思います。人気のない講座、講座数

が少ないのは見直していくという形で取り組んで参りたいと思います。


