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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．契約事務の改善について

２．ＥＶ（電気自動車）産業の振興について

３．人口減少時代における子育て支援について

“子育てするには「うるま」”を目指して

２ 玉榮 登次【一問一答方式】

１．シートピア勝連内の交通安全対策について

生活道路内における交通安全対策について

２．兼箇段地区のキクミネーションについて

菊栽培振興と観光事業を兼ねた道路整備について

３．南風原区避難階段の復旧整備について

（１）通行止めに関する周知活動及び安全対策の進捗状況について

（２）避難階段の復旧整備に対する今後の対策について

３ 金城 勝正【一問一答方式】

１．県道３７号線・２３９号線（屋慶名大通り）に関連する事項について

屋慶名橋架けかえ（第３工区）工事関連について

２．都市建設部等技術職員の配置に関連する事項について

３．観光振興に関連する事項について

フィッシャリーナ構想関連について

４．勝連半島南岸部道路に関連する事項について

４ 仲程 孝【一問一答方式】

１．赤道小学校・幼稚園増改築事業について

事業の進捗状況と校舎増改築に伴い生じる学校行事への影響及び運動場確保のための

施策等について伺う

２．救急医療情報キット配布事業について

第７期介護保険事業計画における新規事業「救急医療情報キット配布事業」について、

事業の概要を伺う

３．農業用資材盗難防止対策について

近年、電照菊栽培農家を中心に電照設備や農機具の盗難被害が多発している状況を当

局はどのように把握しているのか、今後の対応とあわせて伺う

４．公設学童クラブの設置について

放課後児童クラブ支援事業を活用しての、今後の公設学童クラブ開所に当たり、当局の

方針、事業の概要等について伺う
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５．指定ごみ袋の改良について

これまで提案してきた指定ごみ袋の取っ手つき袋を、試験的に導入してきた経緯があるが、

その後、本格的導入に向けた検討内容等を伺う

５ 松田 久男【一問一答方式】

１．伊波中学校西側隣接敷地の安全対策と有効活用について

地域自治会及びＰＴＡより要望のある、西側敷地の安全対策及び駐車場整備についての考え

方を伺う

２．東恩納地区に建設計画のある管理型最終処分場について

（１）施設の概要と今後の展開について

（２）地域住民とのコンセンサスについて

（３）環境対策について

３．ＩＴ事業支援センター内の保育所について

（１）現状の説明を求める

（２）４月入園までの対策について

（３）管理者募集の事務作業について

６ 伊波 良明【一問一答方式】

１．公共施設間連絡バス運行事業について

(１）利用者数及び予算等運行状況を伺う

(２）現状について見解及び今後の考え方を伺う

(３）市民への周知及びバス停車場の表示について伺う

(４）停車場の移動及び新設について伺う

(５）市内循環バスとしての運行事業への見解を伺う

２．道路行政について

(１）市道伊波１５号線の横断側溝及び道路補修等の進捗状況を伺う

(２）石川中学校グラウンド横通りの市道認定（石川１１６号線（予定））及び市道石川西線

への延長について伺う

７ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．こども医療費無料化について

（１）一部自己負担金のない完全医療無料の実施

（２）現物給付の実現及び中学校卒業までの拡充

２．交通安全対策について

高齢者のドライバーによる交通事故防止策として、運転免許自主返納がしやすい環境づくり

支援について

３．道路（市道・農道）維持管理について

道路（市道・農道）の雑草の草刈り作業と同時に、その周辺の樹木等の繁茂した伐採作業に

ついて

４．教育行政について

（１）学校周辺環境整備について

勝連小学校増改築完成に向け、外構工事の計画（勝連幼稚園との通用門整備等）につい

て

（２）勝連小学校周辺道路（市道３－２号線、３－５号線、２－８号線側）の白線や横断歩
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道、一時停止線、スクールゾーン等の見直しを含めた、白線の引き直しについて

（３）勝連小学校を中心に幼稚園、保育所等の施設が集中している県道沿いへの学校案内看

板の設置について

５．国保行政について

国民健康保険都道府県化に際し、法定外繰り入れの継続による保険料の引き下げ、低所得者

への負担軽減、子供均等割の減免について

６．基地行政について

米軍機による相次ぐ事故が発生し、うるま市民、伊計島地元住民、漁民、観光客に不安と衝

撃を与えています。このように繰り返される事件・事故は一歩間違えれば周辺住民をも巻き込

む重大な事故を引き起こしかねない。住民の生命が脅かされるこの現状に対し、市民集会の開

催をすべきと思うが、市長の見解を伺う

８ 大城 直【一問一答方式】

１．漁港整備について

（１）平敷屋漁港の整備について

①モズクの種つけ場の増設について

②津堅航路沿いの防波堤の整備について

２．観光行政について

（１）与那城陸上競技場の整備について（与那城庁舎のホテル建設に伴い、近接のスポーツ

設備の整備の必要性）

①陸上競技場の芝生の張りかえ

②多種目・多目的グラウンドのフェンス等の修繕

（２）勝連城跡、映像を通した活性化について

①映像が観光に結びつく要因について

②よみがえれ！勝連城ライトアップを観光に生かす発展性について

（３）海中道路（海の駅）の観光拠点の整備について

①埋め増し予定の概要について

３．道路行政について

（１）勝連半島南岸線の進捗状況について

（２）農道３０３６号の市道認定の現状について

９ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．施政方針について

（１）施政運営の基本姿勢１つ目の目標中（２ページ）経済活性化と失業率の改善

「さらなる産業基盤の形成を図るため、企業立地の今後の可能性を含めた市内の産業

基盤の在り方について検討するとともに、石川インターチェンジ及び石川多目的ドーム

周辺地域における新たな地域経済の活性化について取り組んでまいります。」とありま

すが、企業立地の今後の可能性、産業基盤のあり方についての検討をどのように行って

いくのか。石川インターチェンジ及び石川多目的ドーム周辺地域における新たな地域経

済の活性化について、どのような取り組みをしていくのか、お伺いいたします

（２）施政運営の基本姿勢３つ目の目標中（６ページ）観光産業について

「沖縄県のリーディング産業である観光面においては、入域観光客数が９３９万６,２

００人となり５年連続で過去最高を更新し、ハワイを１万３千人上回り、世界水準のリ

ゾート地の形成に向け着実に進んでおります。」「本市において観光産業の好調な状況

を踏まえ、引き続き伝統文化・歴史・自然環境を活かした観光誘客の取り組みを強化し

てまいります。」とありますが、具体的にどのように強化していくのか、お伺いいたし
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ます

２．県道３７号線・照間地区入り口から海中道路入り口までの道路沿線の海岸整備について

本市の観光資源は恵まれた豊かな自然環境と青い空、青い海、白い砂浜のコラボレーション

が一番の魅力だと考えます。県道３３号線、沖縄ヤクルト(株)うるま営業所前の十字路から照

間向け県道３７号線へと車を走らす車窓からは、青い空、青い海、白い砂浜、太平洋に浮かぶ

島々が美しく、魅了される景観が目の前に広がり、誰もが歓喜するものです。ところが県道３

３号線と県道３７号線の結節点を右折すると海岸沿いはモクマオウやアダン、雑木が繁茂し、

青い海、白い砂浜が見えない現状にあります。本市は自然環境を生かした観光誘客の取り組み

を強化していくとしています。その観点からも県道３７号線沿線の海岸整備は必要不可欠と考

えますが、御見解をお伺いいたします

３．基地行政について

米軍機の伊計島への不時着・津堅島訓練場水域でのたび重なる訓練の実施に対する市民抗議

集会の開催について

米軍機に関する事案は御承知のとおり、昨年１月と今年１月の二度にわたり伊計島の農道や

民家近くの海岸へ不時着、今年２月９日には伊計島の大泊ビーチの海岸で米海兵隊普天間飛行

場所属のＭⅤー２２オスプレイが、横１００ｃｍ、縦７０ｃｍ、奥行き６５ｃｍ、重量１３㎏

もあるエンジン吸気口の一部を落下させる事故が起きています。津堅島訓練場水域でのパラシ

ュート降下訓練は今年１月１８日に実施されていますが、訓練には１月６日に伊計島の海岸に

不時着したＵＨー１Ｙヘリコプターと同型機で、安全性が証明されないまま使用されていま

す。

その行動は「市民の命を軽視した」まことに理不尽きわまりない暴挙だと考えます。米軍の

パラシュート訓練は昨年９回を数え、その都度うるま市行政、市議会は訓練の中止を強く求め

てきていますが、無視する形で強行されてきており、訓練の常態化が懸念されるところであり

ますが、市長として現状をどのように認識されているのか、お伺いいたします

１０ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．福祉行政について

（１）介護保険事業計画と今後の目指すべき方向について伺う

（２）地域包括支援センターの機能と事業について伺う

１１ 伊波 洋【一問一答方式】

１．環境行政について

（１）平成３０年度予算で生ごみ処理機等購入助成事業の６３万円予算の内容説明を伺う

（２）生ごみ（家庭系・事業系）の分別回収について

（３）雑紙（家庭系・事業系）の分別回収について

（４）草木（家庭系・事業系）の分別回収について

（５）石川川上流部の河川内に繁茂する草木について

２．補助金制度について

（１）うるま市社会福祉協議会補助金平成３０年度予算について伺う

（２）シルバー人材センター補助金平成３０年度予算について伺う

（３）平成３０年度予算で補助団体の対応について伺う

３．公共財産について

石川庁舎跡利用計画の経緯と経過、今後の展開について

４．公共施設整備について

（１）石川多目的ドーム駐車場整備計画について
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（２）石川インター周辺広域観光拠点施設整備事業について

５．慰霊の塔について

平成３０年度予算で石川戦没者慰霊の塔 戦没者刻銘板設置予算が計上されていないが見解を

伺う

６．橋梁について

冨祖橋調査業務について

１２ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．東海岸開発基本計画について

（１）東海岸開発基本計画に基づく次の進捗状況を伺う

①県道３７号線及び県道２３９号線整備改善

②ジャネーガマ周辺整備に関する事業

③藪地島キャンプ場整備に関する事業

④屋慶名港周辺整備に関する事業

⑤屋慶名展望台のリニューアル整備

⑥古民家の整備・活用

（２）今後の東海岸開発基本計画の取り組みを伺う

２．米軍ヘリの不時着、部品落下、パラシュート降下訓練の強行について

（１）市内で多発している米軍ヘリの不時着、部品落下、パラシュート降下訓練の強行につ

いて市長の見解を伺う

(２）市民抗議集会の開催について市長の見解を伺います

３．公園の健康遊具設置について

（１）市管理公園遊具について伺う

①子供向け遊具の設置数を伺う

②大人向け健康遊具の設置状況を伺う

（２）大人向け健康遊具設置の取り組みについて伺う

４．議案第３８号・第３９号の条例改正について

提案に対する市長の意気込みを伺う

５．行政全般について

（１）平敷屋地区旅客待合所駐車場整備について

平敷屋地区旅客待合所裏地駐車場活用を伺う

（２）津堅島海の家建設について

勝連漁業協同組合及び津堅支部から要請があれば海の家建設取り組みについて伺う

（３）浜比嘉自治会との土地改良事業計画話し合い内容について伺う

①第１１７回定例会、人・農地プランの取り組みでの１０月、浜比嘉自治会との土地改

良事業計画話し合いはどこまで進展しているか伺う

②土地改良事業計画の今後の対応について伺う

１３ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．屋慶名道路新設実現について

（１）各自治会からの道路要請状況を伺う

（２）要請書が提出されている地域で建築基準法、消防法等で新築できない、袋地で遊休化

になっている等の地域を伺う

（３）屋慶名地区は、東海岸開発基本計画の住環境改善、整備ゾーンの中に位置づけされて
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いる。人口減少の歯どめ対策のためにも早めの対策が必要、概略設計や計画実施につい

て伺う

２．東海岸開発基本計画について

（１）藪地島の地籍の明確化作業で残っている筆界未定地の明確化作業等の予算措置につい

て

（２）今後のハード、ソフト施策について

（３）藪地島から近傍、屋慶名地域の取り引き事例等（近傍類似地の取り引き事例を考慮し

た資料）について伺う

（４）土地価格に一定の私道価格割合を求めて私道価格を評価する方法について伺う

（５）憲法第１７条、第２９条の説明を願います

３．学校の備品の整備について

与那城小学校の備品（机、腰掛け、靴箱等）の老朽化。室内のカーペット等の剥がれ等が目

立つ。教育委員会、市の早めの対応について伺う

４．屋慶名土地区画整理事業について

水道、下水道等のインフラ整備の取り組み（埋設物は設置してから道路舗装した方が経費節

減が図られると考える）市の事業計画実施に向けての支援策（予算措置）について伺う

５．行財政改革について

（１）地方債残高について（平成２８年度決算で市民１人当たり）約いくらの借金を背負わ

せていますか

（２）市として借金を減らすためにどのような施策を考えていくのか、また基礎的財政収支

を良くするため行政改革、財政改革の施策を伺う

（３）平成３０年度うるま市一般会計予算書歳入歳出５４４億４千３百３９万９千円です

が、今後の自主財源、歳入のふえる見込みは、どのような財源ですか（依存財源）

（４）歳出の義務的経費の人件費、扶助費、公債費、投資的経費（普通建設事業費）その他

の経費（物件費、補助費等、操出金）等について伺う。経費節減策の内訳（施設維持管

理費、業務委託料、各種団体補助金）

１４ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．島嶼地域の過疎対策について

（１）過疎の進行について当局の認識と将来の予測を伺う

（２）過疎対策としてのこれまでの事業の内容と成果、予算額を伺う

（３）現在及び今後取り組んで行く事業の内容と予算額を伺う

２．島嶼地域の学校統合後の検証について

（１）学校統合の目的達成度を伺う

（２）生徒数、職員数の推移を伺う

（３）人件費、維持管理費の削減は年間どれくらいか伺う

３．施政方針について

（１）基地行政について市長の所見を伺う

（２）国や米軍に対する新たな対応について伺う

４．庁舎の維持管理費について

（１）東棟供用開始後の石川庁舎、与那城庁舎、勝連庁舎の維持管理費の総額を伺う

（２）石川庁舎の跡利用のめどを伺う

（３）本庁舎の維持管理費の増加の理由を伺う
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（４）統合庁舎建設時の予測と違っているが理由を伺う

１５ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）道徳教科書について

①道徳教科書は、小中学校どのような教科書が使われているのか伺う

②教科書の選定は、どのように行っているのか伺う

③平成３０年度から道徳教科がなぜ必要になったのか伺う

（２）学力向上Ｗｅｂ実力調査について

①学力向上Ｗｅｂ実力調査の根拠について伺う

②学力向上Ｗｅｂ実力調査のテスト結果について、報告実務はどのように行っているの

か伺う

（３）就学援助について

新小学校1年生の入学前新入学用品準備金について伺う

１６ 下門 勝【一問一答方式】

１．施政方針等について

（１）保育士確保事業等について

（２）学童クラブ等関連施策及び整備計画等について

（３）児童館等の改修及び整備計画等が施政方針にないが考え方について

（４）こども医療費助成の現物給付制度等及び重度心身障害者（児）医療費助成の自動償還

払い導入について

（５）中学１年生及び小学１年生の新入学学用品準備金（就学援助費）の前倒し支給実施に

ついて

２．役所等における障がい者への配慮について

（１）視覚障がい者等への配慮について

（２）聴覚障がい者等への配慮について

３．登下校路等の安全対策について

スクールゾーン等のカラーペイント舗装について

１７ 中村 正人【一問一答方式】

１．教育環境について

教育費無償化について

２．貧困対策について

若年出産と貧困について

３．うるま市赤野区公園整備事業の進捗状況について

４．うるま市財政計画について

（１）平成２７年度から平成３１年度までの内容について（中期計画）

（２）平成３０年度一括交付金について

５．労働環境について

人手不足対策について（であえ～るの活用）
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１８ 高江洲 賢治【一問一答方式】

１．うるま市の防災行政無線について

うるま市内の防災行政無線のスピーカー増設について

２．公園整備について

江洲第２公園整備について

３．施政方針について

（１）１０ページ、子育て世代包括支援センターの設置について

（２）１１ページ、放課後児童クラブひとり親等支援事業について

（３）１４ページ、交通基本計画について

（４）２２ページ、嘉手納飛行場周辺の第一種区域の（コンター）見直しについて

（５）２３ページ、自治会の活性化を図るため、加入率の向上に向け自治会と共に取り組み

の強化を図りますについて

（６）２３ページ、志林川自治会が整備を行うコミュニティ施設の支援について

１９ 喜屋武 正伸【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）教職員働き方改革について

市内小中学校の教職員の残業時間について

（２）教職員の休職者状況について、小中学校の人数及び原因等について（病気・心因性）

（３）小中学校における部活動の外部指導者導入の見解について

２．保育学童クラブに関することについて

（１）公立保育所の入所予定者（平成３０年度）の状況について

（２）平成３０年度予算案１８億７，８００円の保育施設整備事業費の具体的な内容につい

て

（３）平成３０年度以降の公設民営学童クラブの設置（小学校内）計画について

（４）学童クラブ入所者ひとり親等支援助成費の具体的な内容について

３．自治会に関することについて

（１）自治会が行う外部からの受託業務について

（２）事務委託料の積算根拠について

４．農業行政について

（１）農業委員の役割について

（２）６次産業への行政の支援について

（３）畜産農家への支援や今後の取り組みについて

２０ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．英語学習について

近隣の基地内でのホームステイや合流学習について

２．中城湾港新港地区について

（１）中城湾港の表示板案内について

ＧＰＳのない車では、目的地がわからない

（２）共同保育所の進捗状況について

３．中原小学校・幼稚園について

（１）中原小学校裏山の桜について



- 9 -

（２）中原小学校・幼稚園建てかえについて

４．県道３３号線沿いの農地法見直しについて

前原地区から南風原地区までの見直しについて

２１ 德田 政信【一問一答方式】

１．施政方針について（１０ページ～１１ページ）

(１）子どもがいきいきと育つまちづくりについて

①放課後児童クラブひとり親等支援事業の内容について伺う

②待機児童ゼロを目指すとなっているが、平成２９年度の実績及び平成３０年度の申し込

み状況について伺う

２．教育行政について

高江洲中学校増改築の今後の計画について伺う

３．農業振興について

(１）沖縄型レンタル農場設置事業の内容について伺う

(２）うるま市の頑張る農業を応援します事業の内容について伺う

４．道路行政について

豊原中央線の拡張整備について

５．中城湾旧護岸改修工事及び遊歩道設置整備事業について（県事業）

(１）進捗状況及び今後の計画について

(２）その他関連する事項

(３）同事業の拡大について

(４）マングローブの撤去について

２２ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．勝連半島一周道路の進捗状況について

２．公共施設間連絡バスの運行見直しについて

３．災害時避難場所の案内板について

４．４島（平安座・宮城・伊計・浜比嘉）への案内表示板設置について

５．健康福祉センターうるみんの借用方法について

６．ごみ袋の改善とごみ収集業務について

７．中学校吹奏楽環境整備事業について

２３ 幸地 政和【一問一答方式】

１．うるま市産業振興計画について

(１）産業振興の基本的な方向性について

①目標について

②基本方針について

２．うるま市農業振興ビジョンについて
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(１）農業振興の目指す方向性について

①目標について

②基本方向の展開について

３．石川体育館改修事業について

事業計画について

４．会計管理について

(１）収入支出業務について

①収入伝票及び支出伝票の審査について

②出納員及び現金取り扱い業務について

(２）基金管理について

①基金の運用利息について

②減債基金について

５．環境行政について

石川野球場後方護岸沿いの野良猫について

２４ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．うるま市内、小中学校部活動について

（１）県からの提言により、毎月第３日曜日の「家庭の日」に加え、終了時刻の厳守、小学

校は週３日以上、中学校は平日に週１日以上の休養日を設けることと定められています

が、うるま市の現状を伺う

（２）各種テスト（全国学力・学習状況調査：４月中旬、県学力到達度調査：２月中旬）及

び調査や中学校においては定期テスト前の部活動停止期間（１週間程度）の厳守を徹底

することについて、うるま市の現状を伺う

（３）朝練について伺う

（４）土・日・祝日における活動時間の約束事について伺う

２．具志川環状線じんぶん館入り口交差点、交通安全対策について

（１）十字路交差点におけるカラー舗装及び車道の段差設置について伺う

（２）「ゴムでできた柱」赤やオレンジの「車線分離用ラバーポール」の設置について伺う

（３）十字路４カ所への街灯照明の設置について伺う

（４）交差点住宅前へのガードレール及び鉄柱の設置について伺う

３．川崎幼稚園、小学校車両進入口の移設について

（１）事業に至る経緯、現在の状況について伺う

（２）当初、幼稚園側からの車両進入口から運動場側に検討になった経緯を伺う

（３）現在の行政の進入口移設の考え方と、今後のスケジュール、またいつごろ完了予定な

のか伺う

４．うるま市保育に関連する事項について

（１）３歳児以上、主食費助成について伺う

（２）ハッピーネス保育園（仲嶺２３１番地）下水道接続道路整備について伺う

（３）平成３１年４月開所予定、高江洲地域、石川伊波地域保育園２カ所について伺う

５．うるま市幼・小・中学校及び公共施設に植樹される樹木について

（１）樹木の選定基準について伺う

（２）木の名前が明記された方言札の取りつけについて伺う

（３）大木の伐採について伺う
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６．施政方針について

（１）３ページ．「保育士確保については、市独自の潜在保育士向けの補助事業を実施し、

安定的な確保に努めております」について、事業の概要と現在の状況について伺う

（２）３ページ．「放課後の児童の居場所については、新たに公設学童クラブ３カ所の開所

に向けて取り組んでおります」について、３カ所の場所と開所時期について伺う

（３）１１ページ．「ひとり親世帯や生活保護世帯等の低所得者に対し利用料の一部を助成

する「放課後児童クラブひとり親等支援事業」に取り組みます」について、事業の概要

と開始時期について伺う

（４）１１ページ．「保育については、待機児童ゼロを目指し、平成３０年度から平成３１

年４月までに新たに約１，０００人の定員増を目指します」について、その事業の内容

を伺う

（５）１８ページ．「幼児教育については、保育園・幼稚園・小学校の連携の充実と小学校

への円滑な接続を推進します。また幼稚園における複数年保育に引き続き取り組みま

す」について事業の内容を伺う

（６）１８ページ．「学校教育については、児童生徒の「確かな学力」の向上を目指し、新

学習指導要領の実施を見据えた授業改善の充実を図り、各学校の取り組みへの指導・助

言に努めます」について、事業の内容を伺う

（７）２０ページ．「生涯スポーツについては、具志川総合体育館の改築については、官民

連携による施設整備の可能性を検討しながら計画策定に取り組みます」について、事業

の内容といつごろ完了予定を目指しているのか伺う

２５ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．基地行政について

（１）市長の基地問題に対する職責を問う

（２）基地問題に対する市長の職責は、十分に果たされていると考えているか

（３）伊計自治会の抗議集会について、行政側への働きかけはなかったのか

（４）市長の職責として、市民集会の開催を求める

２．児童館建設について

（１）伊波校区児童館建設の進展について伺う

（２）社会福祉協議会との協議の場はあったか

（３）今後の児童館の進展を伺う

３．石川川沿いの街灯と道路行政について

（１）石川川沿いの街灯の状況について伺う

①世栄津橋近くの５メートル街灯が倒壊した状態で放置されているが、対応を伺う

②定期的な検証の実施はなされたのか

③石川川沿いの街灯の早急点検を要請する

（２）ＪＡおきなわ石川支店近くの冨祖橋とその近辺道路の通行区分について伺う

①冨祖橋の封鎖の理由を問う

②冨祖橋の周辺の通行区分とカーブミラーについて問う

③冨祖橋周辺の通行区分の検討について伺う

２６ 平良 榮順【一問一答方式】

１．施政方針について

(１）１４ページ、新たな産業集積の可能性を広げるため、「産業基盤整備計画」を策定し、

戦略的な企業誘致活動に取り組むについて伺います

(２）１５ページ、雨水幹線の「雨水管理総合計画」を策定した浸水対策について伺います

(３）２０ページ、無形文化財などの伝統文化の保存・継承に努めるについて伺います
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(４）２３ページ、地域活性化の中心となる自治会の活性化を図るため、加入率の向上に向け

自治会と共に取り組みの強化を図るについて伺います

２．地域防災行政について

(１）自主防災会について伺います

(２）自主防災会リーダー養成について伺います

３．ふるさと応援寄附金推進事業について

ふるさと応援寄附金について本市の実績と将来プランについて伺います

４．高齢者の運転免許証自主返納制度について伺います

２７ 佐久田 悟【一問一答方式】

１.「島嶼地域と海中道路」をメインとしたイベントや競技大会の現状とさらなる地域活性化へ

向けた取り組みについて

２．生涯学習環境のさらなる充実へ向けて「新郷土資料館」整備構想について

３．うるま市放課後児童健全育成事業の現状とこれからの取り組みについて

４．「指定管理者制度」導入による施設管理運営の現状と評価、効果的、効率的運営へ向けた

取り組みについて


