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20 又吉　法尚

21 喜屋武　力

22 金城　加奈栄

23 喜屋武  正伸

24 西野　一男

25 德田　政信

26 伊波　良明
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第１１７回　９月定例会　一般質問通告割振り一覧

９／１９（火）

９／２０（水）

９／２１（木）

９／２２（金）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．救急安心センター事業（♯７１１９）について

２．公共施設マネジメントによる公共施設等総合管理計画について

３．基金運用について

２ 玉榮 登次【一問一答方式】

１．勝連城跡周辺回遊観光整備事業における回遊コースの環境整備について

勝連南風原区１７８番地「イリーガー」周辺の道路環境整備について

２．中城湾港におけるヒアリ等外来生物への安全対策について

ヒアリを始めとする危険な外来生物の防除対策について

３．消えない信号機の整備について

自動復旧型信号機の設置による、災害時の交通安全対策について

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

２．うるま市観光振興に関連する事項について

３．うるま市学校適正配置事業に関連する事項について

４．固定資産及び固定資産税に関連する事項について

４ 松田 久男【一問一答方式】

１．石川庁舎地階の文書保管について

（１）現在の公文書保管状況について（分類、リスト化等）

（２）市民が容易に閲覧等利用することは可能か

（３）文書管理担当者の専門性について

（４）電子化の可能性について

（５）石川庁舎は保管場所としてふさわしいか

（６）公文書館の設置の可能性について

２．救急相談窓口設置の可能性について

（１）うるま市における救急車出動の現状について

（２）和歌山県田辺市やその他自治体が導入している救急相談窓口の可能性について

３．武力攻撃に対する市の対応について

（１）ミサイル攻撃等の他国からの武力攻撃に対する市の役割について検討はあるのか

（２）机上訓練等の必要はないか

５ 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

改築事業に伴う既存校舎解体時に卒業生や地域の方々も交えたイベント等の開催ができない

ものか、教育委員会の所見を伺う
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２．赤道区内公園整備について

赤道区内「希望の広場」における遊具交換の時期と公園中央に設置されたフェンス撤去につ

いて進捗状況を伺う

３．市内各自治会への支援について

市当局による、各自治会へのさまざまな支援、具体的な取り組みについて伺う

４．国民健康保険税の納期について

現在、普通徴収は年間８期に分けての納期であるが、他市との納期の比較や次年度以降の対

応について伺う

５．教職員初任者研修のあり方について

現在の教職員初任者研修の具体的な内容及び平和学習の充実に向けた研修内容を盛り込むこ

とについて、教育委員会の所見を伺う

６．津堅島沖パラシュート降下訓練中止を求める市民集会の開催について

市民の生命、財産を守る立場から、米軍による津堅島沖パラシュート降下訓練中止を求める

市民集会を開催するべきと考えるが、当局の所見を伺う

６ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．与那城庁舎跡利用と与那城地区の公共施設整備について

（１）現在の進捗状況と今後のスケジュールについて

（２）公共施設（与那城地区）の現状の把握について市の見解を伺う

２．福祉貸付金事業について

市の取り組み状況と社会福祉協議会の事業内容について

３．市道５００９号線道路の排水整備の進捗状況について

４．生涯学習・文化振興センター「ゆらてく」について

５．成人式写真の記念撮影について

集合写真を記念品として贈呈してはどうか

６．吹奏楽部の楽器購入とメンテナンスについて、市内小中学校の状況を伺う

７．与勝消防署庁舎建設事業について

これまでの用地購入に至るまでの説明と作業スケジュールについて

７ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．伊波公園と国道３２９号の間の道路管理について

（１）伊波４０号線としての認定予定の道路管理の範囲について

（２）国道側と公園側の路側帯の清掃管理について

（３）公園側の路側帯を駐車場として整地可能か

２．島丸ごとパワースポット（浜比嘉）

（１）浜比嘉島の拝所や史跡について

（２）うるま市景観地区条例の趣旨について

（３）島（浜比嘉）全体をパワースポットとして位置づけることができないか
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３．石川地区公民館、石川体育館の今後の展望について

（１）建物の状況と、現在の利用状況について

（２）今後の展望について

４．養殖について

（１）養殖についての行政側の見解を伺う

（２）産官学で養殖技術推進を図る検討ができないか

８ 伊波 洋【一問一答方式】

１．環境について

（１）石川川上流（石川ダム～田原橋～下原橋～石川橋）川沿いの環境について

（２）うるま市一般廃棄物処理基本計画について

２．市道について

石川川上流（石川ダム～田原橋～下原橋）左右川沿いの農道整備について

３．公園について

（１）石川市民の森公園について

（２）石川公園の整備事業の進捗について

（３）石川美原区要請の児童公園整備について

（４）石川曙区の富森公園遊具整備について

（５）うるま市在の公園の巨木調査について

４．石川慰霊の塔について

石川戦没者遺族会から戦没者刻銘板の設置要請について

５．補助金について

行政改革推進委員会（補助金審査委員会）からの答申について

９ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．中城湾港の大型クルーズ船寄港整備について

２０万トン級クルーズ船寄港に向けた港湾整備・旅客ターミナル建設促進が重要課題と考え

るが、当局の取り組みを伺う

２．港湾行政について

（１）中城湾港新港地区への企業進出状況と現時点での残り分譲面積と今後の分譲地活用に

ついて伺う

（２）中城湾港と南・北大東島航路開設について

３．福祉行政について

（１）平成２９年度本市の子供貧困対策について

①こども医療費助成制度について

②第２子以降の保育料無料化の取り組みについて

③保護者への就労支援について

４．環境行政について

（１）津堅島３１２－１付近の排水溝・道路整備について

（２）浜比嘉島、浜区の浸水原因である排水口の本工事対応について

（３）宮城島池味地内採石工事による自然破壊について

（４）環境基本計画について
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５．行政全般について

（１）福祉・教育・経済・観光等の条例の新規制定・改正・進捗管理を伺う

①各部署の条例制定及び改正もあったと思うが、例規審議会は機能しているのか伺う

②条例制定及び改正に伴う進捗状況管理を伺う

（２）津堅島の過疎化対策支援について

（３）水道メーターカバーの設置について

（４）人・農地プランの取り組みについて

①各地域との懇談会での問題点の対応について伺う

②浜比嘉島の問題点の対応を伺う

③津堅島でのヤギ生産拠点地区としての提案取り組みを伺う

（５）島嶼地域の歯科巡回治療の取り組みについて

津堅島を含めた島嶼地域の歯科巡回治療の進捗状況を伺う

（６）水産業の支援について

（７）合併特例債活用について

１０ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．道路網の整備について

（１）うるま市道路整備（屋慶名東）の早期実現について（屋慶名自治会要請）

①地権者の同意取りつけ要請に対してどのような取り組みをなされるか

②屋慶名東下の地域では緊急車両等が進入できない。救急活動に支障を来している状況

であり早急な新設道路が必要。今後の計画、実施を伺う

（２）市道与那城９９号線、県道３７号線、市道与那城１７号線の前回一般質問の答弁のそ

の後の対応、取り組み

２．道路行政について

（１）勝連内間４５番地側の道路は合併後の事務引継ぎはどのようになっているのか

（２）合併前に里道があり、建物建築もできている。その場所に新築するときの許可のあり

方について関連する事項

３．うるま市環境基本計画について

（１）屋慶名河川下口の海岸線からの汚水、悪臭等の対策について伺う

（２）米軍基地周辺の排水溝等の有害物質調査等はどのようになっているか

（３）米軍基地周辺、市全地域等も環境を保全するためにも有害物質調査が必要と感じる

が、市の見解を伺う。また、実施計画と予算財源の確保と予算編成に組み入れていく

べきではないか

（４）条例に関連する事項

４．市の公有財産について

（１）地上権設定の有無について、根抵当権の担保の件

（２）土地の登記事項証明書、市公有財産規則、法令等に関連する事項

１１ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．市道昆布１－１２号線（２班入口）の道路整備について

（１）道路の現状認識について

（２）昆布区からの道路整備の要請について

（３）整備についての所見を求める

２．キャンプ・コートニーの住宅改修工事のアスベスト使用問題について

（１）改修した高層住宅周辺の環境調査について
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（２）高層住宅でアスベストはどこにどれくらい使用されていたか

（３）改修工事にかかわった作業員（約１２５人）及び天願小学校児童、近隣住民の健康調

査について

（４）うるま市内にアスベストを使用した公営住宅はあるか

３．社会福祉協議会について

（１）平成２８年度の決算内容について

（２）寄附金の年間総額について

過去３ヵ年の実績（一般寄附金と香典返しの寄附金）

（３）寄附金の活用

４．うるま市育英会について

（１）平成２８年度の決算内容について

（２）寄附金の年間総額について

過去３ヵ年の実績（一般寄附金と香典返しを区別する）

５．認可地縁団体（自治会）への指導・監督について

１２ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．勝連庁舎跡地利用計画について

本市の公共施設等マネジメント計画が平成２６年３月に策定されてから３年６カ月の歳月が

経過しているところである。勝連地域の市民は勝連庁舎跡地の利用計画がどのように実施され

るか、関心を持って見ているところである。現在、どのような状況にあるか伺う

２．認知症対策とその取り組みについて

高齢化社会の進展に伴い、認知症の問題は大きな社会問題として、全国の自治体でその対応

が求められている現状にある。認知症の人が「住み慣れた地域」で「安心して暮らせる」よう

に、認知症の家族に対する支援と認知症の人を支える地域づくりをしていく必要があると考え

ているが、現在、認知症対策とその取り組みはどのようになっているのか伺う

３．子供の貧困対策について

子供の貧困については、御承知のとおり沖縄県は貧困率が２９．９％と全国の約３倍と高い

現状にある。その対策は急務とされ、それぞれの自治体で対策が取られている現状にある。子

供の貧困はそれぞれの自治体で要因が異なり、各自治体で実態調査を実施し、そのデータをも

とに対策を取ることが望ましいとされている。本市は子供の貧困についての実態調査は行った

のか。またその実態はどのようになっているのか伺う

１３ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．屋慶名西地区土地区画整理事業と地域活性化について

２．うるま市介護保険制度の現状と減免制度の現状と課題について

３．教育現場における臨時教員（非正規教員）の現状について

１４ 大城 直【一問一答方式】

１．消防行政について

（１）与勝消防署庁舎建設について

①現在の消防署との比較

②運用開始のめどは

③配置人員、防災機能は
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（２）津堅島の緊急車両の管理について

２．排水溝整備について

（１）平敷屋小学校東角から漁港間の一部（約１００ｍ）側溝整備について

（２）平敷屋３６０番地付近の排水整備について

１５ 下門 勝【一問一答方式】

１．勝連庁舎跡地活用について

公園（防災公園等）として整備ができないか

２．防災行政について

（１）災害時には災害対策本部として活用されるうるま市役所本庁舎であるが、津波発生時

の浸水予測について伺う

（２）新庁舎は耐震構造が採用されているが、地下駐車場へ浸水があった場合、耐震システ

ムに及ぼす影響と排水システム等について伺う

（３）災害時避難所（場所）等の災害用トイレ及び自家発電システムの整備状況について伺

う

（４）災害時の飲料水確保について伺う（水道本管連結型貯水システムの整備等について）

（５）職員等の安否確認及び参集システムの構築と防災（減災）対策について

３．与勝消防署庁舎建設について

（１）敷地面積が狭隘に感じるが、業務への影響について

（２）職員の訓練などへの影響と対策について

４．観光行政（振興）について

（１）海の駅あやはし館周辺ロードパークビーチの屋外コイン式シャワーの整備について

（２）屋外トイレの充実及び増設について

（３）海の駅あやはし館周辺及び与那城庁舎周辺の水道水無断使用対策について

（４）海の文化資料館の充実強化について

５．登下校路の安全対策と点検について

６．医療的ケア児支援について

７．饒辺地区の農村環境改善センター維持管理及び公園遊具の整備について

８．照間公民館（農村婦人の家）ホール天井アスベスト調査について

９．勝連城跡周辺整備に伴う公衆トイレ整備について伺う

１６ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．福祉行政について

（１）公共施設等マネジメント計画との関連による公立保育所の廃止、統合、民営化計画に

ついて

（２）要支援１、２の介護サービスの一部が保険給付から市町村事業（総合事業）へ移行し

たことによる本市の取り組み状況について

（３）こども医療費現物給付導入に向けてのその後の進捗状況について

２．国保行政について

国保の都道府県単位化に向けた市町村の標準保険料（税）試算額について
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３．建設行政について

沖縄県住宅リフォーム助成制度の活用、拡充について

４．市民行政について

勝連小学校周辺の通学路安全対策としての道路側車道歩道区分のカラー舗装と横断歩道、ス

クールゾーンの白線標示の引き直しについて

１７ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．うるま市育英会事業に給付型奨学金制度の導入を

２．うるま市民生委員児童委員の欠員補充について

３．「与那城池味地内採石工事の中止」を求める伊計自治会からの要請について

１８ 平良 榮順【一問一答方式】

１．畜産振興について

（１）全国和牛能力共進会について

（２）耕畜連携による牛ふん等の処理対策について

２．松くい虫対策について

（１）市内松くい虫防除対策について

（２）具志川環状線天願地内、被害木の植えかえについて

３．治水及び生活環境整備について

（１）天願川整備について

①天願区茶木根橋上流未整備区間の整備について

②天願橋下流部の整備について

③川崎及び栄野比地内の整備について

（２）字昆布在「有料老人ホームさくら館」横を流れる排水路の管理について

（３）天願区集落内急傾斜地の雑草、雑木類の伐採撤去について

（４）字天願１５０８－３前道路の整備について

４．道路行政について

市道ルーシー河線道路の整備について

１９ 中村 正人【一問一答方式】

１．母子・父子・寡婦福祉資金貸付制度について

事業の内容及び実績について

２．介護保険制度について

法改正後のうるま市の対応について

３．防災（自然・人的災害）の対応について

初動体制について

４．一括交付金について

（１）平成３０年度予算の減額見込みに対するうるま市の対応について

（２）島嶼地域に対する高速ブロードバンド整備事業について
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２０ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．あげな幼稚園・小学校施設管理について

（１）幼稚園外周フェンスの補修工事について伺う

（２）雨水幹線のふたの早急な対応について伺う

（３）幼稚園園側からの新たな通学路（正門）の設置について伺う

（４）駐車場整備及び学童保育送迎車駐車場の確保について伺う

（５）運動場防球ネット及びバックネットの設置について伺う

２．川崎幼稚園・小学校施設管理について

（１）幼稚園、外壁塗装整備について伺う

（２）正門前、県道８号線と交差する横断歩道との段差整備及び白線の引き直しについて伺

う

３．あげな中学校施設管理及び自転車交通安全教室の開催について

（１）運動場防球ネット及び体育館防球ネットの補修について伺う

（２）テニスコート設置について伺う

（３）夏休み中にあった市内の自転車事故について、事故の原因及び現在の状況について教

育委員会は把握しているのか伺う

（４）各学校単位での自転車交通安全学習会の開催について伺う

４．うるま市こども医療費助成制度について

（１）通院費を中学校卒業まで年齢拡充した現在、４月１日から８月３１日の５カ月間で予

算は幾らふえ、年間の予想通りで実行されているのか伺う

（２）対象年齢を部活動等でけがの多い高校卒業までに拡充できないものか伺う

（３）南風原町が先行導入し、北谷町、沖縄市が２０１８年度中に現物給付の導入を決めた

現在、うるま市での今後の考え方について伺う

５．具志川環状線の開通について

（１）去る９月８日、具志川環状線が全面開通した。現在の交通量、問題点等があれば伺う

（２）いちゅい具志川じんぶん館入口交差点の早急な信号機設置について伺う

（３）街灯設置について伺う

６．全国学力・学習状況調査について

（１）中学校全国最下位の沖縄県においてうるま市の県内１１市の中における現状を伺う

（２）生活リズムの基盤「早寝・早起き・朝ごはん」の推進、「基本的生活習慣の見直し」

について伺う

（３）「教員の多忙化防止策の推進」「校務負担軽減」「教員が子供たちと向き合うことが

できる環境整備づくり」について伺う

（４）学力向上を目指した学力先進地域（秋田・福井・石川）県への教員派遣について伺う

（５）全国学力テスト中学校最下位からの脱出について、うるま市として今後の対応策、考

え方を伺う

７．うるま市保育園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）現在の待機児童数について伺う

（３）空き公共施設を活用した今後の保育園のあり方について伺う

（４）今後のうるま市保育園定数増による保育園児総数及び少子化対策との整合性について

伺う

８．子育て環境整備について
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スマートフォンを活用した「子育てアプリ」の導入について伺う

２１ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．２０１７年全国学力・学習状況調査について

２．本市の待機児童解消と保育士の確保について

３．県内各事業分野での労働力不足の対応について

４．本市の防災訓練と対応について

５．認知症対策と一人暮らし高齢者対策について

６．沖縄振興特別推進市町村交付金について

２２ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．病児・病後児保育送迎対応事業について

病児・病後児保育事業、送迎対応事業についての現状はどのようになっているのか伺う

２．奨学金について

給付型奨学金について伺う

３．環境行政について

高齢者世帯のごみ出しについて伺う

４．景観行政について

県道８５号線、３６号線の落書きについて伺う

５．教育行政について

幼稚園の子供たちの発達障害について実態調査をしたことがあるのか伺う

６．核兵器禁止条約とヒバクシャ国際署名について

（１）国連で採択された核兵器禁止条約をどのように思われているか、市長の見解を伺う

（２）ヒバクシャ国際署名について

２３ 喜屋武 正伸【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）コミュニティ―スクールの具体的な内容について

（２）モデル校に指定された小中学校の指定根拠について

（３）地域のかかわりについて

２．道路行政について

（１）市道兼箇段・高江洲線道路整備の進捗状況について

（２）完了後の計画（県道２２４号線への接続）について

３．土木行政について

（１）地すべりにより遮断された高江洲中学校避難道路の完全復旧について

（２）地すべり箇所の全体復旧整備の計画について
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２４ 西野 一男【一問一答方式】

１. 救急安心センターサービスについて

２. うるま市の基金運用について

３. うるま市におけるスポーツ産業創出について

２５ 德田 政信【一問一答方式】

１．経済振興について

（１）農水産業振興戦略拠点施設整備事業について

①進捗状況及び今後のスケジュールについて

②供用開始に向けた取り組みの現状について

（２）豊原、前原複合施設について

①事業内容について

②経済効果について

２．道路行政について

（１）市道豊原中央線（１－１８号線）

（２）市道前原６－５２号線

（３）市道塩屋６－７１号線

上記の３路線の拡張について

３．（仮称）米原緑地広場整備事業について

（１）現状の説明

（２）今後の整備計画（スケジュール）について

４．商工業等研修施設（商工会館）建設について

平成２８年６月定例会の一般質問 ・答弁から１年余になるがどのように検討されたか

５．平成３０年度沖縄振興予算について

（１）一括交付金過去最低の報道（９月１日琉球新報）について

（２）今後のうるま市の事業に与える影響について

２６ 伊波 良明【一問一答方式】

１．石川市民の森公園について

（１）概要及び管理について

（２）利用状況について

（３）当面の課題と対策について

（４）ローラー滑り台の設置についての見解を伺う

２．鉄軌道について

（１）県の沖縄鉄軌道技術検討委員会が示したルート案の見解について

（２）市独自の検討委員会を立ち上げてはどうか、見解を伺う


