問

答

国にＰＲし︑一人でも多くの
購買者に本村のセリ市に参加
してもらうことが︑畜産経営
の向上に繋がると思う︒その
最大のＰＲチャンスが全国和
牛能力共進会での出品だと思
う︒その出品者の手間ひまに
見合う報償金制度を創設し︑
畜産農家の皆さんに良い牛を
育てる競争をしてもらう︒そ
のことが畜産振興の発展に大
きく繋がり︑畜産経営を魅力
ある仕事にすべきだと考える

が︒
全国共進会への出品
者の手当等について
は︑前回の実績では︑旅費を
除き︑村・ＪＡ伊江支店で支
度金として 万︑県改良協会
からは8万7千円の支給が
あった︒報奨金制度の創設に
ついては︑平成 年度予算︑
積立金も含め︑推進委員会で
出品農家の手間ひまに見合う
支給額を協議し︑報償金制度
ではなく︑手当・謝礼等で支

答

答

ただきたい︒
私もこれまですっと
参加させていただい
て ︑ １世・２世のみなさんは
島を理解し︑沖縄まで足を運ん
でもらうが︑ややもすれば３
世.４世になると︑島を忘れら
れる傾向にあるのではという感
じがしている︒これからの伊江
島での交流大会を持つには︑連
絡網をはっきりさせる︑そう

リフト付き軽自動車
の件については︑3
年ぐらい前村内にいるある方
が︑レンタカーの形でリフト
付を整備し︑それを活用して
いただくため︑チラシ等を配
付したいきさつもあるが︑利
用者がそれほどいなかったと
いうこともある︒今後︑協議
すべきものは協議し︑ベター

答

問

車イス専用のリフト付
軽自動車の配置について

11

月定例会 一般質問

議員

全国和牛能力共進会等への
出品者に対する報償金制度の
創設について
農林水産課長／報奨金制度ではなく︑
手当・謝礼等を支給していきたい

問

義範

23

18

んが南米に視察に行っている︒
そういった皆さんも村内で行
えば︑よりよい交流が図られ
るのではないか︒さらに交流
を深めることにより︑3世・
4世が伊江島を訪れた場合︑
教育委員会で行われている海
外子弟交流事業への参加促進
もできるのではないかと思う︒
クリアすべき課題があるとい
うことだが︑ぜひクリアして
いただき村内で開催をしてい

問

20

24

島袋

事業︑介護予防事業を実施し
全国的な高齢化社会
ていれば助かると考える︒こ
てきた︒要介護高齢者の保健
が進む中︑本村でも︑ のことは︑介護者の労働の軽
福祉の向上を目的に︑心身の
平成 年度末の高齢化率は
減にもつながるので︑是非設
.5%となり︑高齢者に対す
置していただきたいと思うが︒ 障がい及び疾病等で交通機関
を利用できない外出困難者を
るサポートがクローズアップ
され︑その対策は行政に課さ
本 村 の 高 齢 化 率 は ︑ 送迎できる外出支援サービス
を社会福祉協議会に委託し実
れた大きな課題である︒特に
平成 年 月末現在
施している︒要介護者の方の
車イスを使用する高齢者の村
.4％と超高齢化社会へと進
ニーズがどれほ
外病院への通院の
どあるのか調査
場合︑個人が所有
し︑車両の購入
する乗用車だと︑
費︑維持管理費︑
床から車イス︑車
その他諸経費等
イスから車へ︑着
村長／福祉協議会と十分協議をして
の課題もあるの
いた所で又車イス
今後対応を考えていきたい
で︑社会福祉協
と︑それは大変な
議会と調査︑検討をして対応
重労働となり︑一人で世話を
したい︒
することは容易なことではな
んでいる︒高齢福祉への要望
い︒安全面を考えた場合︑二
も高まり︑地域に密着した形
介護の支援︑外出支
人がかりで介護しなければな
でサービスが適正に提供でき
援の事業が行われているの
らない︒そんな時︑いつでも
るよう︑平成 年度に地域包
利用できる車イス専用のリフ
括 支 援 セ ン タ ー を 立 ち 上 げ ︑ は知っている︒要介護者だけ
でない高齢者に対するサービ
ト付軽自動車が村に設置され
介護給付サービス︑包括支援
スをしてほしいと︒戦後ずっ
と頑張ってきたお年寄り︑そ
ういう方々にも手軽に利用で
きないかどうかということ︒
26

の影響で参加者の減少が危惧
されたが︑大会事務局や県
外・海外の県人会等関係者の
ご尽力で︑海外から5
,300
名余の参加者を迎え開催され
た︒
﹁世界のイージマンチュ交
流会﹂の現状だが︑﹁世界の
イージマンチュ交流会﹂と銘
打ってから開催したのは︑前
回大会からであり︑回を重ね
るごとにその規模︑参加人数
を増やしている︒去った 月
日に那覇市内のホテルで開
催した今回の交流会は︑海外
から 名をはじめ︑その関係
者や県内外の郷友会の代表者
を含め約 名が参加した︒当
交流会も回を重ねるごとに参
加者が増えている現状にある︒
村内で開催することにより︑
故郷でのくつろいだ時間を設
けることができ︑今以上に多
くの方々との深い絆が築いて
いけると思う︒いくつかクリ
アすべき課題があるのも事実
だが︑関係者と連絡を密にと
りながら︑諸課題をクリアし︑
村内開催を検討していきたい︒

24

今回那覇市であった
交流会については︑
限られた皆さんが伊江島から
の参加であり︑これまで南米
移住各周年の記念式典や視察
等に︑退任された多くの行政︑
あるいは議会の先輩のみなさ

13

平成 年9月定
例議会の一般質問で︑
全共対策基金を作り︑出
品者への報償金の支出︑
畜産経営後継者の育成支
援策を強化してはどうかと質
問をした︒その結果︑村と
JAが一緒になり︑基金を
作っていると思うが︑今年度末
までの積立額はどの程度になっ
ているか︒また︑その運用予定
はどのように考えているか︒

答

問

議員

全共対策基金の積立
額は︑平成 年度か
ら平成 年度までに115万
円︒平成 年度も含めると
140万円になる︒また︑運
用予定としては︑去った 月
本村農業の大きな柱
に全共伊江地区推進委員会を
である畜産業をより
設 置 し た の で ︑委 員 会 で 運 用
発展させるためには︑良い牛
方法を協議し大会に備えたい︒ をつくり育て︑伊江島牛を全

内田 竹保

世界のウチナンチュ大会
伊江島交流会について
総務課長／諸課題をクリアし︑
村内の開催を検討していきたい

問

結し︑世界のイージマンチュ
も多数参加し︑村当局主催に
よる交流が開催されている︒
﹁世界のイージマンチュ交
流会﹂はこれまで開催市で行
われているが︑次回に村出身
の参加者を伊江村に招いて村
内で開催すべきと思うがどう
か︒関係者や団体︑同級生が
一堂に会し︑より多くの村民
の参加のもとでの交流を図れ
ば︑よりよい絆が生まれるの
ではないかと考えるが︑当局
のご見解を伺う︒
第5回目を迎えた今
大会は東日本大震災

10

!
答

22

50

12
19

11

沖縄県が策定した
﹁沖
縄 世紀ビジョ
ン﹂の中で指針とされている
﹁世界に開かれた交流と共生
の島﹂の実現に向け︑世界の
ウチナンチュ大会は︑持続的
かつ発展的な交流を促進する
場として重要な役割を果たす
ことが期待されている︒1世
紀を超える移民の歴史を経て︑
3・4世の時代に突入し︑次
世代の育成や交流が大きな課
題だと言われる︒
このような中で今年︑﹁第
5回世界のウチナンチュ大
会﹂が開催され︑世界各地か
ら5,000名余が沖縄へ集

世界のイージマンチュ交流会
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21

17

（2）
議会広報

No.136
2012年 3月

（3）

