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17 高江洲　賢治

18 下門　勝

19 奥田　修

20 宮里　朝盛

21 平良　榮順

22 喜屋武  正伸

23 又吉　法尚

24 中村　正人

25 幸地　政和

26 喜屋武　力
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６／１６（金）
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質 問 事 項

1 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

２．教育行政に関連する事項について

体育における水泳授業時の安全管理に関連する事項について

３．こども医療費助成事業に関連する事項について

県助成見直し案に関連する事項について

４．農用地転用許可等に係る自治体への権限移譲に関連する事項について

２ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．市道１－２１号線・２－７号線の道路整備について

市道１－２１号線（平安名ワイトゥイから浜屋に抜ける道路）に５カ所ほどの地盤沈下と亀裂

が生じており、車両の通行に支障を来している現状にある。また、市道１－２１号線、２－７

号線の道路側溝には側溝ふたがなく、たびたび車両が脱輪する事故が起きている現状にある。

車両通行の安全性を確保する上から整備が必要と考えるが、御見解をお伺いいたします

２．シルバーパーク（老人公園）の整備について

超高齢社会、団塊の社会の背景を考えたときに、これからはお年寄りが楽しく遊べる場、遊び

ながらリハビリができ、健康の維持、増進につなげていく場として、シルバーパークの整備が

必要だと考えるが、整備していく考えはないかお伺いいたします

３．高齢者が「安全で安心して暮らせる」まちづくりについて

独居高齢者や閉じこもりがちな高齢者を日常的に「安全で安心して暮らせる」ように支援して

いくには、地域のマンパワーの活用が必然的と考える。地域の老人クラブを活用し、高齢者が

「安全で安心して暮らせる」まちづくりを推進していく考えはないか、お伺いいたします

４．高齢者長寿大学校の開設について

高齢社会の現状にあって、高齢者対策は本市の重要課題だと言える。高齢者が健康で元気にな

るには、生涯現役で役割を持ち続けることだと言われている。高齢者に体系的な学習の場を提

供することによって、生きがいのある生活基盤の確立と健康の保持、増進に役立てていくこと

で確実に元気につながっていくと考えるが、長寿大学校を開設していく考えはないか、お伺い

いたします

５．平和学習の推進について

戦後７２年が経過し、戦後世代の人口が多くなった現在、平和に対する思いが薄れ、悲惨な戦

争体験が風化されようとしている。二度と悲惨な戦争を起こしてはならないことと、命の大切

さ、平和への思いを強くしていくために、平和学習の推進、充実が求められていると考える

が、現在の本市の平和学習の取り組みについて、お伺いいたします

３ 松田 久男【一問一答方式】

１．与那城庁舎跡利用について

（１）今後の予定について（アネックス棟の予定について）

（２）アネックス棟の建設位置について（海側に変更できないか）

（３）工事において地元企業の活用は要請できるか

２．旧石川保健所跡地のホテル計画について
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（１）ホテル建設計画の進捗状況について

（２）石川公園整備との関連について（ハブクラゲネット等の設置）

３．ココガーデンリゾートオキナワ下の崖地の安全対策について

（１）工事開始の経緯と内容について

（２）今後の工程について

４．石川地区ヨゼフ幼稚園の一時避難所としての活用について

（１）一時避難所に指定されているか

（２）幼稚園側との協力体制はあるか

４ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．手話言語条例の制定について

２．軽度・中等度難聴児の学校対応について

補聴器の購入費助成について

３．移動支援サービスについて

市の取り組み状況

４．集団健診、長寿健診の中に歯科（口腔ケア）も含められないか

５．具志川総合体育館の建てかえについて

（１）年間の利用者数

（２）現状の把握

（３）今後の対策

６．交通安全対策について

（１）県営川原団地出入り口に停止禁止線導入について

（２）安慶名３区線から前原高校側へ右折するときの矢印について

（３）平良川交差点から天狗交差点間（県道１０号線）に横断歩道が設置できないか

（４）市道勝連２－５２号線から県道８号線交差点に向かうときに信号機設置が必要ではない

か

７．防災・減災対策について（施政方針のＰ１８～Ｐ１９から）

（１）原子力災害に備えるため、避難・誘導等の訓練実施に向けての調査・研究の取り組み

について

（２）大規模自然災害に備えるため指定避難所等に防災備蓄倉庫を整備し、食料や生活必需

品などの備蓄に努めるとともに、自主防災組織の組織化と支援育成について

（３）防災情報伝達システム整備事業について

５ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．海洋危険生物について

(１)うるま市の東海岸の観光活性化の具体策は

(２)東海岸の観光予定地の海には、どのような危険生物がいるか

(３)海洋危険生物への対応は

２．伊波公園の一部を臨時駐車場として利用することについて

３．不法投棄について



- 3 -

(１)一般ごみ、粗大ごみ、産業廃棄物の取り扱いは

(２)国道３２９号沿いに不法投棄物があるが、現場確認は

(３)行政側からの何らかの支援は

４．伊波校区の児童館建設について

(１)平成２７年の２月定例会の質問後の進捗状況は

(２)社会福祉協議会との協議は

６ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．沖縄自動車道沖縄北インターチェンジ改良整備について

沖縄自動車道沖縄北インターチェンジ出口部分の改良整備について伺う

２．コミュニティーバス運行について

前原地域へのコミュニティーバス運行について伺う

３．こども医療費助成について

（１）こども医療費助成の周知徹底について伺う

（２）医療整体等もこども医療費助成の対象になっているのか伺う

４．防犯カメラ等緊急整備事業について

防犯カメラ等緊急整備事業について、人権やプライバシーへの保護に対する対策について伺う

５．市民行政について

本庁前入口への歩行者白線標示について伺う

６．就学援助について

就学援助の進捗状況について伺う

７ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．福祉行政について

（１）こども医療費無料化を高校卒業までの拡充と現物給付の実施について

（２）２０１７年度待機児童数が大幅増になった要因について

（３）待機児童解消に向け、認可外保育施設の認可化移行を含めた施設整備計画について

（４）保育士確保の取り組みについて

２．観光振興について

（１）勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業の基本設計（文化観光エリア）見直し変更の経緯

と整備事業の予算額について

（２）与勝変電所の移転費用の算出根拠について

３．市民行政について

勝連庁舎、与那城庁舎、石川庁舎の跡利用計画の進捗状況について伺う

４．道路行政について

地域住民が日ごろから生活道路として利用している（平安名５９９番地～６２８番地）区間の

ところどころに地盤沈下した箇所があり早急な道路整備の必要があると思われる。見解を伺う

８ 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、改築事業に伴う敷地内の樹木管理
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のあり方について伺う

２．米原緑地広場（仮称）整備事業について

整備予定地に認可保育園の仮設園舎が設置されているが、設置に至った経緯と地域住民への説

明について伺う

３．防犯カメラ等緊急整備事業について

当該事業の概要及び、各自治会からの防犯カメラ要望台数と実際に整備をする防犯カメラ台数

について伺う

４．カーブミラー設置基準について

本市において整備するカーブミラー設置の方針と位置指定道路や県道沿いへのカーブミラー

新設の考え方について、今後の対応を伺う

５．うるま市男女共同参画行動計画の検証について

男女共同参画行動計画（うるま夢プラン）の目標期間が前年度（平成２８年度）で終了した

が、当該計画全体の検証と数値目標の達成度について伺う

６．住民健診受診率向上の施策について

住民健診における受診率の現状と課題及び、受診率向上の施策について伺う

９ 大城 直【一問一答方式】

１．排水溝整備について

（１）平敷屋２１０、３９５２番地の抜本的な整備について

（２）平敷屋３９２７番地付近の排水溝の整備について

（３）平敷屋４２１４－３番地付近の道路の改善について

２．道路行政について

（１）勝連南風原（浜屋）～平安名（ワイトゥイ）間の道路整備について

（２）勝連南風原（潮平安名）～平敷屋間の道路整備について

３．教育行政について

コミュニティースクールの現状は

１０ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）中城湾港開発推進協議会について

①新年度のクルーズ船寄港に向けた取り組みについて伺う

②クルーズ船寄港予定を伺う

③新年度の目玉となる事業及び実証実験内容を伺う

④中城湾港内一般工業団地・沖縄特別自由貿易地区・IT津梁パークの名称が国際物流拠点

集積地域になった経緯について

⑤中城湾新港地区協議会から県への要請内容について伺う

２．道路行政について

具志川小学校裏門通学道路に速度制限注意喚起の立て看板を設置することについて伺う

３．環境行政について

（１）石油企業との公害防止協定見直しについて

①各石油企業との公害防止協定の調印期日を伺う
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②企業との公害防止協定の進捗状況を伺う

③地域住民との公害防止協定のかかわりを伺う

（２）島嶼地域（津堅島・藪地島・浜比嘉島・平安座島・宮城島・伊計島）の公共下水道計画

について

①島嶼地域の整備状況を伺う

②今後の島嶼地域整備計画について伺う

（３）宮城島不法投棄再発防止を伺う

４．行政全般について

（１）具志川総合体育館の雨漏れ対策について

（２）うるま市農業振興ビジョンについて（平成２９年３月作成）

島嶼地域の中で浜比嘉島が農業振興ビジョンに入っていない理由を伺う

（３）浜比嘉島比嘉区要請について

①平成２７年５月１日提出、農業用水施設を求める要望に対して当局はどのような対応

を考えているか伺う

②平成２８年９月１４日付けでうるま市長宛てで提出いたしましたシルミチュー公園広

場整備要請の進捗状況を伺う

（４）まち・ひと・しごと創生総合戦略について

（５）合併特例債の活用について

（６）島嶼地域（津堅島・浜比嘉島・平安座島・宮城島・伊計島）大運動会開催について

（７）東海岸開発基本計画について

与那城庁舎跡利用説明会での多数住民意見として、庁舎跡周辺整備事業よりも東海岸開発

基本計画を優先すべきとの意見に対し当局の見解を伺う

５．総合計画について

「うるま市の魅力を生かした産業を育てます」について

１１ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．畜産振興の課題である家畜ふん尿対策について

２．マイナンバーカードの普及と活用について

３．「ヒト」「モノ」「カネ」の視点による公民連携の推進について

１２ 伊波 洋【一問一答方式】

１．市道について

（１）富祖橋の通行止めの経過と経緯

（２）平成２９年度橋梁撤去事業について

（３）富祖橋の一方通行道路として活用できないか

２．環境行政について

（１）コンポスト購入助成金について

（２）廃食油・家庭食物残渣の門戸分別回収について

３．公共財産について

（１）旧石川東西清掃組合跡地について

①跡地の経過と経緯について

②跡地利用について

③中部地区家畜競り市場の開場計画について



- 6 -

４．公共施設について

（１）農水産業振興戦略拠点施設整備事業について

①現在の進捗状況について

②開場に向けての指定管理運営進捗状況について

（２）石川インター周辺広域観光拠点施設整備事業計画の経過と今後の実施計画への取り組

みについて

（３）勝連城跡観光拠点整備事業について

変電所移転のコンサルタント報告について

５．まちづくりについて

（１）防犯灯・防犯カメラ設置について

①自治会防犯灯設置の進捗状況について

②防犯灯（自治会以外）設置の進捗状況について

③防犯カメラ設置についての経緯と経過について

④管理運営と情報公開の条例の整備について

６．防災について

（１）自治会防災組織の進捗状況について

（２）今後の自治会防災組織の立ち上げについて

１３ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．与那城庁舎の跡地利用と周辺の整備計画について

（１）与那城歴史民俗資料館、合併記念碑、友好絆の碑、ＨＹ記念碑等、いろいろな記念碑の

保存について伺う

（２）出張所、市民サービス窓口業務等について伺う

（３）観光産業で観光宿泊棟を併設するとなっているが、経営する企業等は内定されているか

（関連する事項）

２．道路網の整備について

（１）屋慶名橋与那城１０７号線が道路閉鎖され、全面通行止めとなっている件について

（２）市道与那城９９号線道路整備事業について

（３）県道３７号線の事業実施計画について、一般質問して答弁で事業区間３工区、問題点の

協議対応を伺う

３．合併特例債関連資料について

（１）合併特例債に関する基本的事項について伺う

（２）合併特例債市町別振り分け表の説明を願います

（３）４市町人口は平成１５年度末住民基本台帳人口を伺う

（４）合併特例債市町別振り分け額、発行額、比較増減について伺う

（５）合併特例債活用可能残高の今後の事業計画について等、関連する事項

４．東海岸開発基本計画について

（１）平成２８年度与那城市道１７号線事業内容及び事業の進捗状況について

（２）平成２８年度予算の土地買い上げ料何㎡ですか。事業執行状況は

（３）物件補償の事業執行の有無、方法について

（４）測量設計２社事業内容及び事業の進捗状況について

（５）土地の評価のための不動産鑑定の有無、方法等について

（６）土地代、物件補償費は予算計上されていますが、支払いの時期は

（７）今後の東海岸開発基本計画の地籍の明確化事業、区有地４万坪の事業計画及び道路取り

付け等
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（８）藪地洞穴遺跡（土器）は市の文化財指定を受け、周辺整備事業計画の推進

（９）合併して人口減少地域の歯止め対策として、屋慶名密集地帯、遊休地（車）の道路網整

備が必要、市の今後の対策は

１４ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．自治会の法人化について

（１）現状

（２）メリット

（３）市当局との関係

２．自治公民館の使用規定について

選挙関係の使用について

３．請願提出中の事案に対する行政当局の取り扱いについて

行政の対応について

４．石炭火力発電所について

（１）具志川火力発電所

①使用石炭の産出国

②石炭の１日の使用量

③石炭灰の１日の排出量

④石炭灰の含有物質と含有量

⑤石炭灰の処理、利活用

⑥冷却水の１日の排出量

⑦冷却水の含有物質と含有量

⑧排気（煙突）の含有物質

（２）電源開発株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲ

①使用石炭の産出国

②石炭の１日の使用量

③石炭灰の１日の排出量

④石炭灰の含有物質と含有量

⑤石炭灰の処理、利活用

⑥冷却水の１日の排出量

⑦冷却水の含有物質と含有量

⑧排気（煙突）の含有物質

⑨石炭灰埋立地の面積と埋め立ての現状

⑩埋め立て後の跡利用と旧石川市との契約

１５ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．与那城西原区域と勝連南風原区域の境界線道路（通称自衛隊道路）の側溝、下水道、道路拡

張整備事業について

２．太陽光発電施設設置に伴う自然景観や眺望、防災面等への影響と対策について

３．地域防災、避難訓練の現状と課題、取り組みについて

４．地域包括ケアシステムの構築、推進を受けてスタートした地域包括支援センター、各地域で

の周知と取り組みについて

５．うるま市指定管理施設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．保育行政について

（１）年齢ごとの待機児童数と対策について

（２）石川中学校空き教室での小規模保育の構想について

２．防犯対策について

（１）市民の安全・安心な街づくりの取り組みについて

（２）防犯灯・防犯カメラ等緊急整備事業について

３．道路行政について

（１）市道石川２５号線（宮森小学校沿い西側道路）の冠水対策について

（２）市道石川６５号線（石川市民の森公園への道路）の麓郷（ろくごう）橋の冠水対策に

ついて

（３）市道石川５５号線（通称白浜通り）改良計画の進捗状況及び白浜公園の整備について

（４）市道石川３４号線（通称外人住宅通り）と石川中学校・旧石川浄水場跡の間を通る生活

道路を直線に結び、県道２５５号線（旧国道）との交差点を十字路とするよう提案した

が、見解について

（５）その生活道路を延長し、市道石川西線へ繋ぐことが、喫緊の課題だと思うが、見解につ

いて伺う

４．伝統芸能について

（１）伝統芸能の継承・発展について見解を伺う

（２）石川地域での伝統芸能等の稽古場所がなくて探すのに苦労しているとのことだが、対応

策等見解を伺う

１７ 高江洲 賢治【一問一答方式】

１．４月２３日のうるま市長選挙の投票所入場券の郵送について

２．江洲第２公園整備について

１８ 下門 勝【一問一答方式】

１．学童施設（クラブ）等の整備について

２．吹奏楽楽器の更新等について

３．福祉行政（障がい者福祉）

快適な歩行空間の整備について（ノーマライゼーション・ユニバーサルデザイン・バリアフ

リー）

４．里道等の整備について（境界測量等）

５．照間地区道路整備等（ガードレール含む）及び冠水対策（排水路整備）について

６．野犬・ハブ等対策事業の一部民間委託事業について

７．就学援助（入学準備金前倒し支給等）について

８．公共運動施設（プール）の利用料金設定及びエコボディーカードについて
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９．プロポーザル制度について

（１）コンペ方式とプロポーザル方式の違いやメリット、デメリットについて伺う

（２）審査や審査員の選定について

１９ 奥田 修【一問一答方式】

１．沖縄振興予算一括交付金について

（１）前年比ハード、ソフト交付金減額による本市への影響と本市におけるソフト交付金活用

事業の調整状況（新規継続）の取り組みについて伺う

（２）継続事業「母子家庭生活支援モデル事業」マザーズスクエアうるはしの事業期間延長と

世帯数の拡充についての検討結果を伺う

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」に関することについて

①空き家の所有者へのアンケート方式による意向調査の結果と活用について伺う

②伊是名村の視察に関する参考点と事業化への所見について伺う

③「島しょ地域活性化事業」におけるお試し移住（試住）についての事業内容と取り組み

について伺う

④本年度実施される事業展開について伺う

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）旧宮城幼稚園、小学校の島嶼地域、高齢者福祉施設活用に向けての「事業所決定」の取

り組み状況について伺う

（２）旧浜中学校の２階、３階部分についての民間活用の公募状況について伺う

４．うるま市立彩橋小中学校教育環境整備について

（１）平成２９年２月５日（日）に同校の創立５周年記念式典が挙行されました。栄門教育長

の感想を伺う

（２）同校ＰＴＡ正、副会長並びに４島８自治会長からの要請事項（テント購入）についての

当局の見解を伺う

（３）市道与那城１８号線道路整備に伴う、同校のグラウンド整備への取り組みについて伺う

５．平安座自治会平安座区自主防災会要請事項、消火栓格納箱の整備設置方について

同要請書は平成２９年６月１日付平自第２２号で、市長宛に提出されている。要請事項につい

ては特段の御高配を求めている。当局の見解を伺う。あわせて石油備蓄交付金の活用ができな

いかについても伺う

２０ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．うるま市防犯カメラ等緊急整備事業について

２．一括交付金配分の減額による市町村への影響及びうるま市への状況について

３．農水産業振興戦略拠点施設整備事業等の進捗状況について

４．障害者差別解消法と協議会設置について

２１ 平良 榮順【一問一答方式】

１．生活環境行政について

字昆布１１０８番地周辺の下水の適正処理について

２．道路行政について
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具志川環状線川崎５７６番地前交差点付近の整備について

３．天願小学校整備について

（１）校庭の整備について

（２）グラウンドの整備について

４．消防行政について

消防職員の定員適正化について

２２ 喜屋武 正伸【一問一答方式】

１．農水産業振興戦略拠点施設について

（１）進捗状況について伺う

（２）運営方法について伺う

２．保育行政について

（１）直近の待機児童数について伺う

（２）小規模保育園の件数と入園児の人数について伺う

（３）保育士の確保事業の成果について伺う

３．排水溝の清掃について伺う（高江洲自治会からの要請）

２３ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．公共施設いちゅい具志川じんぶん館について

（１）施設の概要・目的について伺う

（２）現在、施設を利用している企業数及び利用人数を伺う

（３）公共施設間連絡バスの経路に、じんぶん館入り口前が追加できないか伺う

（４）市民交流広場の目的について伺う

（５）中庭ウオーキング外周歩道のラバーマットの張りかえについて伺う

（６）隣接する豚舎・牛舎の移動・撤去について伺う

（７）空き部屋を利用した施設の活用、小規模保育・分園の開設について伺う

２．うるま市学用品リサイクル事業について

（１）事業の概要と趣旨について伺う

（２）提供者、利用者への条件について伺う

（３）リサイクル事業運用の手順について伺う

（４）事業予算について伺う

（５）実施期間について伺う

（６）既存の制服指定店への配慮方について伺う

３．年末・年始における公共施設（体育館・野球場・グラウンド）の使用について

（１）現在の休館日、年末年始の借用願いについて伺う

（２）過去５年間において、年末年始の利用状況について伺う

（３）年末年始の市民への開放について今後の考え方を伺う

４．沖縄本土復帰４５周年について

基地を抱えるうるま市として、今後の基地行政のあり方について、島袋うるま市長の見解を伺

う

５．少子化について

子供の数、３６年連続減少について当局の今後の考え方を伺う
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６．防災対策について

スマホのテレビ視聴がうるま市内全域でできる環境整備（電波塔）の設置について

７．島袋うるま市長、３期目の選挙公約に関連する事項について

２４ 中村 正人【一問一答方式】

１．うるま市貧困対策について

貧困対策事業の取り組み（初年度の実績と評価）

２．うるま市立具志川東中学校改築計画について

現状の取り組み

３．保育及び学童事業について

保育士不足解消対策について

４．ゼロ・エネルギービルディング（ゼブ）について

内容と対応策について

５．下水道事業について（特別会計）

赤字対応策について

２５ 幸地 政和【一問一答方式】

１．健康増進について

（１）公共施設受動喫煙防止について

受動喫煙防止対策の検討状況及び実施状況について

２．公園行政について

（１）石川公園について

①石川ビーチの海岸植物について

②公園内の噴水施設の取り扱いについて

３．企業育成について

（１）市内損害保険事業者育成について

①市内損害保険事業者優先発注について

②全国市有物件災害共済会について

２６ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．市長選挙について

今後の選挙のあり方について

２．生涯学習・文化振興センター（ゆらてく）建物、設計、施工内容について

構造物のコンクリートクラックの原因

３．歩車分離式信号機の普及について

市内の交差点の安全の取り組みについて

４．うちなー角力大会について

沖縄の伝統ある沖縄角力の復活及び後継者の育成
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５．結婚支援事業について

男女の出会いの場の支援

６．本市の困窮世帯に対する雇用環境について

働きたいが小さな子供を連れていては雇ってくれない不利な条件

７．勝連城跡曲輪の中にある神人の腰かけについて

神人の腰かけの修復について

８．中城湾港新港地区の共同保育施設について

その後の取り組み、進捗状況について


