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日付 順番 氏 名 備考

1 仲本 辰雄

2 玉榮 登次

3 金城 勝正

4 松田 久男

5 西野 一男

6 比嘉 敦子

7 荻堂 盛仁

8 伊盛 サチ子

9 大城 直

10 伊波 洋

11 宮城 一寿

12 永玉栄 靖

13 名嘉眞 宜德

14 東浜 光雄

15 佐久田 悟

16 伊波 良明

17 奥田 修

18 高江洲 賢治

19 仲程 孝

20 德田 政信

21 宮里 朝盛

22 下門 勝

23 喜屋武 力

24 又吉 法尚

25 中村 正人

26 幸地 政和

27 金城 加奈栄

28 平良 榮順

１２／１３（火）

１２／１４（水）

１２／１５（木）

第１０９回 １２月定例会 一般質問通告割振り一覧

１２／９（金）

１２／１２（月）

１２／１６（金）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．盛岡市との友好都市交流事業の成果と今後の事業について

２．学校給食センターの統廃合と改築計画について

３．まちづくりへの市民参画を促す「市民協働レポート」について

４．在宅医療・介護連携推進事業について

２ 玉榮 登次【一問一答方式】

１．スポーツ産業クラスター形成に向けた取り組みについて

（１）スポーツ合宿の誘致について

（２）市民のスポーツ実施率の向上に向けた取り組みについて

２．南風原区避難階段の老朽化対策について

安全対策に関する協議・検討の経過について

３．キャリア・アップ支援について

就職支援、雇用促進及び人材育成に関する取り組みの成果について

３ 金城 勝正【一問一答方式】

１．字具志川２６５番地Ｔさん宅前排水路工事に関連する事項について

２．市役所構内の歩道整備について

３．国民健康保険特別会計に関連する事項について

４．道路行政について

（１）うるま市都市計画道路に関連する事項について

（２）うるま市道路整備プログラムに関連する事項について

（３）両整備計画に関連する具志川小学校裏門通学路を包含する街路港原線の整備要請に関

連する事項について

４ 松田 久男【一問一答方式】

１．石川一丁目、二丁目付近の防災対策について

（１）地震津波に対する避難計画の概要について

（２）地域防災計画の策定について

（３）児童生徒の安全対策について

２．防災行政無線の統合整備更新について

（１）事業の現状について

（２）地元企業育成のための優先発注について

３．地域審議会について

（１）地域審議会の効果について

（２）今後の地域課題の対処について

４．地域の課題、苦情等の迅速な処理について
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地域住民からの要望や、苦情処理の現状について

５ 西野 一男【一問一答方式】

１．埋蔵文化財発掘の指定について

２．災害避難所（一時避難所）における避難所体制とライフラインの確保について

３．津堅島キャロット愛ランド公園の保全と補修について

６ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．「海から豚がやってきた」の記念銘板設置について

２．与那城庁舎の跡利用計画について

３．飲酒運転と路上寝対策について

４．麻疹（はしか）の予防接種について

５．救急医療情報キットの配布と緊急メールについて

６．医療ケアの必要な児童の入園入学について

７ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．石川前原区内の生活道路の整備について

２．市道前原２号線から旧国道３２９号に抜ける生活排水路について

３．農業委員会等に関する法律及び農地法改正について

（１）法律改正の目的と内容について

（２）改正後の農業委員の数と任期、選任方法について

（３）農地利用最適化推進委員と農業委員の業務内容の違いについて

（４）農業委員選任については、市長任命より選挙が適正ではないか

４．具志川総合運動公園の植樹について

（１）公園内の樹木が少ないとの声があることについて

（２）樹木をふやせないか

５．国のコンター見直しについて

（１）国のコンター見直しの意図について

（２）市が設置した騒音測定器のメーカーと機種、そして機種選定に当たり防衛省からの

指導助言はなかったか

（３）市の騒音測定結果から住民の健康被害はないと考えるのか

（４）市として、コンター見直しについて強く抗議すべきではないか

８ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．福祉行政について

子供の貧困実態調査の実施について

２．教育行政について

勝連幼稚園の旧園舎撤去計画について
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３．市民行政について

合併協議会のもとで作成され市民に活用されていた、うるま市市民情報の新たな発刊につ

いて

４．道路行政について

勝連平安名９１４番地から９２１番地付近の未整備道路の拡張と舗装整備について

５．国民健康保険行政について

２０１８年度の国民健康保険都道府県単位化の新制度移行に向けた県、市町村のこれからの

国民健康保険運営のあり方と赤字解消を図るための対策について

９ 大城 直【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）東海岸開発基本計画について

いつまでが基本計画で、どこからが実施なのか現状を伺う

（２）海中道路マリンスポーツ拠点整備について

海中道路の駐車場、トイレ、シャワー、スロープ、マリーナ等のインフラ整備について

伺う

２．道路行政について

（１）農道３０３６号線の市道格上げについて伺う

（２）勝連半島南岸線の現状を伺う

１０ 伊波 洋【一問一答方式】

１．交通行政について

（１）石川警察署前交差点改善要請について

（２）石川橋交差点信号機改善要請について

（３）市道石川３号線世栄津橋～富祖橋管理道路改善について

２．環境行政について

（１）一般廃棄物のリサイクル率の実態について

（２）家庭食物残渣の分別回収について

３．教育行政について

（１）市内小中学校のいじめ問題の現状について

（２）現時点でのいじめ対策協議について

（３）不登校児童生徒の現状について

（４）いじめ問題と不登校の関連性について

（５）通学路の安全確保について

４．子供の居場所づくりについて

（１）子供の居場所づくり事業の進捗について

（２）今後の子供の居場所づくり事業の継続について

５．まちづくり行政について

（１）経済産業省まちづくり補助金活用について

（２）電源立地地域対策交付金の活用について

（３）第１３回実施計画に要望の事業計画について

①石川多目的ドーム駐車場整備事業
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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

６．観光行政について

（１）うるま市観光振興ビジョン策定（平成１９年度）について

（２）平成１９年～平成２８年（１０年）事業実施について

（３）第２次うるま市観光振興ビジョン策定について

（４）金武湾開発推進連絡協議会の意義について

１１ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）平成２９年２月予定、マーラン船活用シンポジウム開催に向けての取り組み・準備・

対応について伺う

（２）マーラン船活用シンポジウムと東海岸振興開発に向けたマーラン船観光事業の促進

取り組みを伺う

（３）市長の行政報告について。１１月１０日国土交通省への「中城湾港新港に関する整備

及びクルーズ船誘致」についての要請と今後の展開・取り組みを伺う

２．道路行政について

（１）集落内道路の速度制限及び注意喚起看板設置を伺う

①字具志川集落内道路

②４島集落内道路（浜比嘉島・平安座島・宮城島・伊計島）

（２）宮城島桃原区から伊計島向け中央線及び追い越しラインの表示について伺う

３．行政全般について

（１）新年度の教育委員会優先事業について

優先事業内容について伺う

（２）津堅島港湾管理について

①市・県管理区域の管理対応を伺う

②港湾内手すりが腐食し、早急な対応を望むが本市の対応を伺う

（３）宮城島４自治会要請事項について

平成２７年４月市長宛て環境整備事業早期実施要請対応を伺う

（４）「人・農地プラン」の取り組みについて

各地区の意見交換会での問題点と行政支援を伺う

（５）平成２８年度平宮護岸アートコンクールについて

行政の支援対応を伺う

（６）沖縄石油基地（株）における国営石油会社サウジアラムコの原油積み増しについて

①１２月７日に備蓄積み増し調印が行われたようだが、市が把握しているその概要につ

いて伺う

②沖縄石油基地株式会社への国営石油会社サウジアラムコの原油貯蔵が、日本の国家備

蓄６０万キロリットルから開始され、その後１００万キロリットル（タンク１０基

分）にふえ、さらに今回積み増すことになっている。今回の積み増しの目的で市が把

握している内容を伺う

③原油船の出入り増によるトン税の収入増加や関連したタグボートの使用増が、我がう

るま市へ繁栄をもたらすと考える。その経済的メリットの概算値を伺う

④国営石油会社サウジアラムコの原油の日本国家備蓄事業で、石油施設機能を最大発揮

・活用する本市の産業振興への認識と姿勢について、市長に伺う

１２ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．東海岸開発基本計画について

（１）藪地島市道与那城１７号線整備計画の事業予算執行状況
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（２）分筆測量委託業務、土地評価の委託

（３）地籍の明確化作業

（４）上下水道等の整備計画

（５）各施策展開（ハード・ソフト）施策、藪地島キャンプ場及びバンガロー整備は

（※行政主体、道路取り付け）管理運営は観光協会等の民間委託等関連する事項

（６）藪地島洞穴遺跡の市の文化財指定に向けて経緯と今後の計画実施について

２．屋慶名土地区画整理事業について

（１）本地区での上下水道等の整備計画について

（２）同時施行、同時完了について当局の所見を伺う

３．照間区画整理事業計画について

（１）新市建設計画において、照間地域は土地区画整理事業により住宅地の環境整備を図

るとなっており、早めに推進、実行すべき。市の取り組みと今後の計画実施を伺う

①組合設立準備に向けて所有者、自治会は連携して取り組んでいます。（市の指導と協

力を願う）

②うるま市照間地区事業化検討調査報告書（平成２６年３月うるま市）関連質問ｐ３５

設計図、ｐ３７公園配置図、ｐ４６減歩率４３．１５％、ｐ４８事業化検討、ｐ６０

考察等

③うるま市照間地区事業化検討調査報告書の推進に向けて市当局の計画対応について

所見を伺う

４．屋慶名大通り整備計画について

（１）県道３７号線と市道与那城９９号線の連結について県と市の協議対応を伺う

（２）屋慶名大通り（河川沿い）屋慶名区財産区、土地の買い上げ、迂回道路の賃貸料等

①公図では屋慶名公民館は道路拡張工事と重なると思われる。調査の必要性はあると考

える。市の対応を伺う。（屋慶名郵便局の建物、駐車場は道路拡張にかかりますか。

確認必要）

②個人用地の件について、市と県の協議状況は

５．江洲第２公園について

（１）所有者、当該企業の市民に負担をおかけしている方への用地の買い上げについて説明

をなされましたか

（２）用地取得の財源、土地評価の委託、先行取得等、関連する事項について伺う

６．与那城庁舎の跡利用計画について

（１）企業公募２社の選定状況を伺う（県内企業か県外企業か）

（２）今後の計画（公有財産は土地建物等）を有効活用し地域活性化を図るため市の所見を

伺う

１３ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．ヌーリ川桜まつりについて

（１）ヌーリ川桜まつり開催への市の支援策について伺う

（２）将来の展望について所見を伺う

（３）維持管理の支援策について伺う

２．海中道路の緑化整備について

（１）県への要請について伺う

（２）うるま市独自の取り組みについて伺う
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３．昆布在、ニューコートニー周辺の市道、里道の管理について

（１）市道・里道の現状認識について伺う

（２）改善について市の所見を伺う

４．昆布区内の養豚場からの悪臭問題について

（１）市のこれまでの対応について伺う

（２）今後の対応について伺う

５．教職員の多忙化の改善について

（１）うるま市内の小・中学校教職員の病気休職数、比率の直近データを伺う

（２）病気休職者に対応する補充職員と費用の総額を伺う

（３）職場の民主化について。職員会議の位置づけ

（４）多忙化改善について。教育委員会の決意を伺う

１４ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．これまでの一般質問事項について、当局の対応と取り組みについて

（１）平成２３年２月定例会

津堅島の観光振興について

（２）平成２４年２月定例会

震災に伴う要支援者（障がい者、高齢者）の避難経路の確立と避難場所、避難所等の確

保について

(３)平成２６年６月定例会

「障害者優先調達推進法」について

（４）平成２７年２月定例会

島嶼地域の「空き家」対策について

（５）平成２７年６月定例会

世界遺産勝連城跡の周辺環境整備について

（６）平成２７年６月定例会

海中道路入り口東側の悪臭対策について

（７）平成２７年９月定例会

災害時要支援者支援体制について

（８）平成２７年１２月定例会

自主防災組織に対する教育、訓練のあり方について

（９）平成２８年２月定例会

勝連半島南岸道路（与勝一周道路）の整備について

（１０）平成２８年６月定例会

勝連南風原遊水池の環境整備について

１５ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．イグサ生産農家の現状と支援について

２．うるま市の伝統芸能、地域民俗行事、文化財等の保存継承に向けた支援、取り組みについ

て

３．放課後等デイサービス事業の現状と課題、取り組みについて

４．増加する違法薬物の現状と対策について

５．教職員の部活動とのかかわり方と、外部指導者活用の現状と課題について
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１６ 伊波 良明【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）学校の耐震化と非構造物の対策について

（２）学校トイレの洋式化について

（３）宮森小学校の耐震基準値や洋式トイレについて

（４）学力向上対策について

①全国学力テストにおける本市の見解について

②授業改善アドバイザーの活用や効果について

２．消防行政について

（１）本市の救急車の出動内容について

（２）中頭病院ドクターカー運用に関する協定書の締結について

１７ 奥田 修【一問一答方式】

１．次年度の沖縄関係予算の概算要求額に関する本市の見解について

国の概算要求額の減額に伴うソフト交付金への見解とハード交付金による影響についての見

解を伺う

２．「うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく事業について

（１）「島しょ地域移住・定住者向け情報整備事業」に関する事項について

①委託業者の決定、委託契約及び調査実施の進捗状況を伺う

②伊是名村の視察に関する参考点について（修復・復元の取り組み、体験談、留意点

等）

③「移住・交流＆地域おこしフェア」にどのような視点（施策）をもって参加するかに

ついて伺う

④今後の事業展開への考えについて伺う

３．「うるま市島しょ地域学校跡地・跡施設活用方針」に基づく事業について

（１）市が直接実施する事業期間を最長５年としているが、予定通り進められているかに

ついて伺う

（２）旧宮城幼稚園・小学校の整備に向けての「公募」、「事業所決定」への取り組み状況

について伺う

（３）旧浜中学校の整備に向けての本年度の事業内容と今後の事業の取り組みについて伺う

（４）旧比嘉幼稚園・小学校についての現状と今後の取り組みについて伺う

４．沖縄子供の貧困対策について

県の子供貧困対策予算による本市の具体的な事業実施について伺う

５．住環境の整備について

（１）浜自治会要請事項

浜区市道勝連６－４号線新規道路整備の取り組み状況について伺う

（２）市道与那城１８号線道路整備の取り組み状況と工期について伺う

１８ 高江洲 賢治【一問一答方式】

１．擁壁亀裂と転落防止柵（ガードパイプ）の修復について

県道２２４号線と県道８５号線の交差点（メイクマン具志川店前十字路）近く江洲２１番地

の擁壁亀裂と転落防止柵の修復について

２．側溝整備について

県道８５号線メイクマン具志川店前十字路から前原向けの両側の側溝整備について
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３．公園予定地管理について

江洲第６公園予定地の草刈り作業について

４．自治会加入促進について

１９ 仲程 孝【一問一答方式】

１．赤道小学校校舎全面改築事業について

事業計画における現在の進捗状況と、学校・地域との連携や意見集約について伺う

２．赤道区内道路の安全対策について

（１）赤道７３０－１番地周辺の変則十字路について、当該道路は沖縄市の管理となってい

るが平成２３年１２月定例会での質問を受け、その後の対応について伺う

（２）県道２２４号線、沖縄市登川との境に隣接する交差点における安全対策について伺う

３．兼箇段区内（市道１０７号線）の排水溝整備について

平成２６年２月定例会において、当該市道への排水溝整備について、年次的な整備を検討し

たいとの答弁であったが、その後の対応について伺う

４．女性活躍推進法の施行について

同法律の概要と、うるま市における特定事業主行動計画について伺う

２０ 德田 政信【一問一答方式】

１．市道の潰れ地買い上げについて

豊原５－１５号線及び宮里６－５６号線について

２１ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．農業者年金制度について

（１）制度・事業内容等について伺う

（２）市の取り組み状況について伺う

２．民生委員制度について

（１）委員の役割、役目等について

（２）充足率はどうなっているか

３．学校施設整備等について

（１）兼原小学校の改築に向けた耐震耐力度調査の状況と今後の計画は

（２）兼原小学校運動場、正門前通学路整備について

２２ 下門 勝【一問一答方式】

１．教育行政及び道路行政と健康行政について

（１）国・県・市道を含む通学路及びスクールゾーンの安全対策等について伺う

（２）自転車通学及び徒歩登校通学の推進について伺う

（３）健康うるま２１（後期計画等）について伺う

（４）与勝第二中学校体育館改築について伺う

２．防犯対策について

（１）防災行政無線の有効活用について伺う

（２）凶悪事件を受け、本市がこれまでに実施した対策について伺う

（３）うるま警察署との防災行政無線使用協定等について当局の所見を伺う



- 9 -

３．畜産振興について

肉用牛拠点産地への取り組みについて伺う

４．環境行政について

（１）下水道整備地区見直しについて伺う

（２）合併浄化槽等への新たな補助制度の制定について伺う

５．照間地区排水路（口）及び農道等の整備について（要請有）

（１）照間海岸排水口の抜本的対策について伺う

（２）県道３７号線から与那城西原向け（与那城照間藏崎）の整備要請について伺う

（３）照間１２０４－１番地、サトウキビ畑隣接の側溝改修について伺う

６．安慶名再開発について（地域資源を活用した安慶名再生プロジェクトについて）

（１）安慶名再開発の目的及び事業内容と総予算額について伺う

（２）今後の安慶名再開発地区の再生については民間主導で行われるのか。それとも行政主

導で再生に向け取り組まれるのか伺う

（３）本市内に再開発前の安慶名再開発地区と類似した居住区は幾つあるのか伺う

２３ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．中城湾港新港地区内の共同保育所について

これまでの本市の対応と進捗状況について

２．沖縄市北部地区のごみ山問題と本市への影響について

平成２６年７月２３日にごみ山問題に関する住民説明会が沖縄市で開催され、地下水対策等

について不十分で、今後地下水汚染が拡大すれば本市の６地区への影響が懸念されるが、地

下水汚染の対応について伺う

３．本市の経済と観光について

月に一度のイベントを開催し、本市の魅力ある芸能で観光客を呼び込むことによる経済効果

について

４．学校統廃合と市庁舎統合後の建物の跡利用計画について

（１）廃校となった学校舎の跡利用による若者の雇用と人口流出の防止について

（２）旧庁舎の利用と現在の進捗状況について

（３）特別養護老人ホームとして利用できないか

５．全国学力テストの沖縄県の現状について

全国学力テスト最下位脱出の要因は

２４ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．２０１６年度全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の結果に関連する事項について

２．平成２８年うるま市地震津波避難訓練に関連する事項について

３．川崎幼稚園・小学校、あげな幼稚園・小学校・中学校施設管理に関連する事項について

４．安慶名城跡及びうるま市具志川総合運動公園駐車場管理に関連する事項について

５．うるま市内幼稚園、小・中学校管理費及び小学校教育振興費に関連する事項について
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６．インフルエンザワクチン無料接種に関連する事項について

２５ 中村 正人【一問一答方式】

１．子供の貧困対策について

現状と中間報告

２．勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業について

（１）施設運営について

（２）勝連城跡の保全対策について

３．うるま市の借金について

返済計画について

４．税金及び公共料金値上げについて

国民健康保険、介護、上下水道、公共施設

５．公共施設跡利用計画について

計画内容について

２６ 幸地 政和【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）石川総合運動公園環境整備について

①石川野球場周辺環境美化について

②石川庭球場周辺環境美化について

③石川総合体育館周辺植樹帯剪定について

２．道路行政について

（１）道路整備について

①沖縄県農業協同組合石川支店前道路側溝整備と接続トンネルの施設管理等について

②大育保育園通り道路整備について

３．都市公園について

（１）公園整備について

①石川前原公園施設整備について

②石川西土地区画整理内公園施設整備について

４．健康増進について

（１）受動喫煙防止について

①健康増進法等（受動喫煙の防止等）について

②受動喫煙防止対策について

２７ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）学校内での害虫被害について

①各小中学校でのタイワンキドクガによる被害状況について

②年１回、タイワンキドクガが発生する時期に枝を伐採し、対策することについて

③新校舎建てかえを行う場合、タイワンキドクガが発生しない樹木を植栽することにつ

いて

（２）うるま市の中学校で行われる競技大会について
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競技大会で中学校が、全員参加する競技大会は年間に何回あるのか（競技名）

２．就学援助について

就学援助の進捗状況について伺う

３．市民行政について

（１）広報紙の配布について

①広報紙の予算、金額について伺う

②印刷の場合は入札を行うのか伺う

③世帯配布冊数がどのくらいあるのか伺う

２８ 平良 榮順【一問一答方式】

１．特産品を活用した地域活性化について

（１）やまいも勝負ギネス世界記録挑戦イベントの本市の経済効果について

（２）やまいも勝負ギネス世界記録挑戦イベントの次回開催について

（３）ヤマイモの生産振興について

２．道路整備について

（１）字西原在市道整備について

（２）みどり町市道街路樹等の管理について

３．里道管理について

（１）市が国より譲渡を受けた里道について

（２）市管理里道の表示登記実施について


