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日付 順番 氏　      名 備考

1 仲本　辰雄

2 玉榮　登次

3 西野　一男

4 金城　勝正

5 伊盛　サチ子

6 東浜　光雄

7 大城　直

8 荻堂　盛仁

9 仲程　孝

10 比嘉　敦子

11  伊波　洋 ※9/11(火）へ変更

11 宮城　一寿

12 名嘉眞　宜德

13 金城　加奈栄

14 　 下門　勝

15 松田　久男

16 宮里　朝盛

17 平良　榮順

18 伊波　良明

19 德田　政信

20 佐久田　悟

21 高江洲　賢治

22 喜屋武　力

23
 奥田　修
幸地　政和

※幸地政和議員へ変更

24 中村　正人

25 伊波　洋 ※伊波洋議員の追加

26 又吉　法尚

27
 幸地　政和
奥田　修

※奥田修議員へ変更

９／１０（月）

９/１１（火）

第１２６回　９月定例会　一般質問通告割振り一覧

９／３（月）

９／４（火）

９／５（水）

９／６（木）

９／７（金）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．闘犬種などの管理及び通報体制について

２．“渋消式”消火法について

３．介護離職防止について

４．ひきこもり対策について

２ 玉榮 登次【一問一答方式】

１．ブロック塀等の耐震対策について

（１）市内学校のブロック塀等の安全対策について

（２）住宅のブロック塀等への耐震対策について

２．畜産業への支援について

養豚事業に対する支援や対策について

①豚肉生産農家の人手不足解消及び後継者育成支援について

②水質汚染や悪臭問題等の環境対策について

３．部活動支援について

市内学校への部活動支援体制について

３ 西野 一男【一問一答方式】

１．「今まで行った一般質問を選定し、総括として執行部がどのように検討されたか」につい

て

（１）南原漁港について

（２）津堅島の島おこし支援事業について

（３）キャロット愛ランド公園の改修について

（４）津堅島小型焼却炉について

（５）平敷屋地内道路新設について

（６）子供の貧困問題について

（７）幼稚園就園奨励事業について

（８）市民所得の向上について

（９）うるま市の経済構造（産業構造）について

（10）救急安心センター事業について

（11）うるま市の基金運用について

（12）スポーツ産業の創出について

４ 金城 勝正【一問一答方式】

１．市立具志川小学校裏門通学路の歩道設置及び校舎改修工事に関連する事項について

２．県道３７号線（屋慶名大通り）、県道２３９号線拡幅工事に関連する事項について

３．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

４．うるま市水産業振興に関連する事項について
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５ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．教育環境について

保育所、幼稚園、小・中学校、公共施設等の通学路、生活道路の危険なブロック塀の総点検

及び安全対策について伺う

２．保育行政について

社会福祉法人保育所建設の入札及び工事の管理について伺う

３．斜面の整備について

旧宮城小学校付近の斜面が崩れている。整備計画について伺う

４．基地行政について

（１）ＣＶ－２２オスプレイが横田基地に配備されることを受け、県内市町村へ通知したと

の報道があるが、どのような内容であったか伺う

（２）防衛省は、本市の陸上自衛隊勝連分屯地に弾薬などの物資を集積する補給拠点地が有

力視との報道がある。その詳細と本市の対応について伺う

６ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．津堅島キャロット愛ランドの整備について

キャロット愛ランドは、津堅島の観光振興に資するために、平成９年に、売店、キャンプ

場、展望台、遊歩道が整備された施設です。ところが現状は、観光振興に資するどころか経年

劣化により施設の機能を失っている現状にあります。早急に施設機能を回復するための整備が

必要だと考えますが、御見解をお伺いいたします

２．勝連南風原遊水池の環境整備について

勝連南風原の遊水池については、廃タイヤ、倒木、粗大ごみ等の不法投棄がなされ、景観が

悪く悪臭が漂う劣悪な環境にあり、平成２８年６月定例会で早急な改善を求め、廃タイヤ、倒

木、粗大ごみ等の撤去については行われているものの、作業が遅く、また不法投棄が行われて

しまう現状にあります。現在、環境の改善に向けてどのような作業に取り組んでいるのかお伺

いいたします

３．東海岸開発基本計画（藪地島の開発）の進捗状況について

東海岸開発基本計画（藪地島の開発）は、県道３７号線（屋慶名中通り～市道与那城２３９

号線～市道１７号線（藪地島入り口～ジャネーガマ））の整備は、与勝地区の発展に資する事

業だと認識するものですが、計画の進捗があまりにも遅いように思われます。現在の進捗状況

及び今後の計画と展望についてお伺いいたします

４．生活保護受給者の自立支援の取り組みについて

社会情勢、経済、家庭状況の変動によって、生活困窮に陥り、生活保護受給者の数は年々増

加の一途をたどっている現状にあります。もちろん、生活困窮者の皆さんが安心して暮らせる

ための生活保護の措置は必須で欠かせないものだと考えます。それと同時に、生活保護受給者

の自立に向けての支援の取り組みも必須だと考えますが、現在、生活保護受給者の自立支援の

取り組みとして、どのような取り組みをしているのか。また、その取り組みによる成果はどの

ようになっているのかお伺いいたします

５．災害時要支援者の支援体制について

要支援者の支援体制の確立は、市民の防災意識の向上と共助を図る上で必要不可欠だと考え

ます。避難行動要支援者にきめ細かな支援を行っていくためには、防災カルテの作成、地域サ

ポーター制度の検討・実施、個別支援計画の作成、支援体制の構築について、提案してきたと

ころですが、その対応として、これまでどのような取り組みをしてきたのかお伺いいたします
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６．世界遺産勝連城跡周辺の環境整備について

勝連城跡周辺の砕石場については、景観、環境の面から勝連城跡にふさわしくない現状にあ

ることから、早急に事業者と協議をして移転を進めるように要請してきたところですが、一向

に移転交渉が進んでいない現状にあると思われます。どのようになっているのかお伺いいたし

ます

７ 大城 直【一問一答方式】

１．基地問題について

ホワイト・ビーチ地区の入域について

２．観光事業について（観光資源海中道路）

（１）海中道路エリアでのマリンスポーツイベントの開催について

（２）マーラン船の活用について

（３）海中道路ライトアップ事業について

３．教育行政について

（１）コミュニティ・スクールについて

（２）社会教育団体表彰について

４．公共施設の管理について

市民公園やスポーツ施設等の管理について

５．企業立地と誘致について

企業立地と誘致の実績について

８ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．大河ドラマを活用しての勝連城跡のアピールについて

（１）勝連城跡の周辺整備事業の進捗状況を伺う

（２）事業は順調に進んでいるか。予定どおり完成するか

（３）完成後の勝連城跡のアピールについて伺う

（４）勝連城跡をＮＨＫの大河ドラマとしてアピールはできないか

２．建築確認について

（１）平成２６年６月定例会における石川眞永前議員の建築確認に関する一般質問で、「建

築基準法第１２条第５項の規定に基づく報告」を求めた結果について伺う

（２）処理水についての報告を伺う

（３）建築基準法第１２条第５項に基づく報告で不適合な部分がなかったか伺う

（４）法に不適合な部分があればその改善の指導は

（５）現在もレストランは営業中である。改善されたものと受けとめてよいか

３．保育行政について

（１）保育所への入所状況について伺う

（２）育児休業の状況について伺う

（３）保険制度について伺う

４．教育再生首長会議について

（１）教育再生首長会議の組織について伺う

（２）教育再生首長会議と市長の関係を伺う
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９ 仲程 孝【一問一答方式】

１．米原地区排水路整備事業について

平成２９年２月第１１２回定例会においても質問したが、当該事業の進捗状況及び今後の年

次計画について伺う

２．市道江洲４－４５号線への側溝ふたがけについて

当該市道沿い江洲４９２-７番地周辺について、側溝の幅が狭くふたがけがなされていない状

態にある。今後の整備について当局の見解を伺う

３．米原地域への信号機設置について

平良川赤道線と市道兼箇段４－１４号線が交差する箇所において、歩行者用信号機が設置さ

れているが、車両用信号機が未整備のため、危険な状態にある。早急な整備について当局の見

解を伺う

４．新赤道西側排水路管理について

夏場になると、排水路沿いの雑木、雑草が繁茂し、周辺住民が清掃作業に苦慮している。定

期的な点検等細やかな対応ができないものか伺う

５．赤道幼稚園における３歳児クラスについて

赤道幼稚園ではうるま市で唯一、３歳児１２人のクラスがあり、運営されているが、その内

容と今後の考え方を伺う

１０ 比嘉 敦子【一括質問・一問一答方式】

１．防犯対策と周知について

各メールやＬＩＮＥ等の活用等について

２．期日前投票について

３．勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業について

（１）事業の進捗状況について

（２）入場料設定について

（３）琉球砕石の移転について

（４）史跡ガイドの役割について

（５）今後の事業スケジュールについて

４．ぬちまーす工場の出入り口の拡張について

５．もやせないごみ袋（大）の作成について

６．通学路の安全対策について

７．幼稚園送迎バスの運行について

８．小学校吹奏楽環境整備事業について

１１ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．クルーズ船観光誘致について

本市とクルーズ船運航代理店とのクルーズ船観光の取り組みについて

２．津堅島に関して
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（１）小型焼却炉の設置・稼働について

（２）島内通学路（側溝）の安全対策について

（３）島内放送について

３．宮城島池味漁港内の施設建設について

（１）これまでの池味漁港内占用許可申請と施設占用許可件数とその内容を伺う

（２）施設占用許可に基づく施設建設申請手続及び建築基準法に基づく施設建築確認を伺う

（３）行政の施設建設申請手続及び建築基準法に基づく施設建設の対応を伺う

４．４島の学校統廃合について

（１）統廃合の検証結果を伺う

（２）統廃合のメリット（金額）を伺う

５．（仮称）島嶼地域会館の建設について

（１）宮城島コミュニティ防災センターの活用根拠を伺う

（２）（仮称）島嶼地域会館の安慶名区周辺への建設取り組みを伺う

１２ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．石川会館のＣ型コンセントの取りかえ工事について

２．うるま市民芸術劇場、うるま市生涯学習・文化振興センター舞台技術操作業務委託につい

て

３．教職員の働き方の改善について

出退勤時間のタイムカード導入について

１３ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．観光行政について

津堅島の巡回バスについて伺う

２．市民行政について

行政情報のガイドについて伺う

３．福祉行政について

地域支援ホーム津堅いこいの家施設の拡張について伺う

４．雇用について

雇用の賃金について伺う

１４ 下門 勝【一問一答方式】

１．比殿農道（ワイトゥイ）整備について

（１）ワイトゥイの魅力向上のための電柱移設等について（文化財、観光資源）

（２）ワイトゥイの転落防止柵の設置について（安全対策）

２．南風原ふれあいパークの休憩所等整備について

３．与那城１号線等の改良について

（１）県道１０号線からの進入部分の改良の必要性について

（２）道路陥没対策としての排水路整備と安全柵（ガードレール等）の整備について
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４．シビックセンター学童クラブ等の充実について

（１）シビックセンター学童クラブ等の水質管理（改善）及び対策について

（２）同学童クラブの電気設備の改良（改善）について

５．障害者等の健康管理（診断）等について

６．学校施設のブロック塀等の安全対策について

７．災害ごみ処理計画等について

１５ 松田 久男【一問一答方式】

１．中城湾港の活用、発展策について

（１）試験的航路の活用状況について伺う

（２）東埠頭の拡張工事の見通しについて伺う

（３）うるま市としての今後の支援策について伺う

２．県道２５５号線石川橋付近の交通渋滞の改善策について

（１）慢性的な渋滞の原因と改善策について、うるま市はどのような考えを持っているのか

（２）旧石川橋付近に迂回してくる車両と通学路の安全対策について

１６ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．障害者雇用率とうるま市の状況について

２．在沖米軍に適用される環境管理基準とは

３．うるま市の基地で環境管理基準違反等の状況について

４．認定こども園化する公立幼稚園について

５．認定こども園の導入で老朽化している公立幼稚園の移行はどうなるのか

１７ 平良 榮順【一問一答方式】

１．企業誘致について

イーレックス株式会社バイオマス発電所について

２．税務行政について

共有地の固定資産税徴収方法について

３．行政事務の効率化について

ＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメーション）導入について

４．公民館施設整備について

みどり町の３自治会公民館へのエレベーター設置について

５．市内業者の育成について

小・中学校利用消耗品の市内業者優先発注について

１８ 伊波 良明【一問一答方式】

１．建築物や公道及び公道に面したブロック塀等の安全性について

（１）市内公共建築物の安全点検及び安全性に問題がある場合の処置や安全対策について伺
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う

（２）公道及び公道に面した学校ブロック塀等の安全点検及び安全性に問題がある場合の処

置や安全対策について伺う

（３）民有地内の危険建築物（特定空家等）及び公道に面した倒壊のおそれのあるブロック

塀等の指導や安全対策について伺う

（４）民間の危険建築物及び倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去や補修費用を補助する

制度が必要だと思うが見解を伺う

１９ 德田 政信【一問一答方式】

１．排水路整備について

（１）字塩屋１６３番地１２の東側排水路の改修整備について

①現状についてどのように認識しているか

②今後の計画について

２．環境行政について

中城湾港北側水路内干潟の生物を守るためのヒルギダマシの撤去について

３．道路行政について

豊原中央線の整備計画について

２０ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．うるま市水産業の現状と課題、活性化へ向けた漁業従事者への支援、対応について

２．うるま市の観光振興と島嶼地域活性化へ向けた観光情報発信の現状と課題、これからの取

り組みについて

３．自治体における職員採用試験の傾向とうるま市の現状、採用における取り組みについて

２１ 高江洲 賢治【一問一答方式】

１．幼稚園改築について

中原幼稚園の改築について

２．側溝整備について

県道８５号線メイクマン前、江洲十字路から前原向け両側の側溝整備について

３．公園整備について

（１）江洲第２公園整備について

（２）江洲グスク跡文化財指定について

（３）江洲グスク跡公園整備について

２２ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．栄野比区の生活道路の生活排水側溝工事と道路整備について

平成２８年２月第１０２回定例会で一般質問を行った。その後、防衛予算で事業を進めると

のことだったが、その進捗状況を伺う

２．字前原地区の教会前を流れる排水溝について（下原第３雨水幹線）

教会前から県道３３号線までのボックスカルバートについて伺う

３．字前原、県道３６号線より通称４区向け宮里へ通ずる道路拡張工事について（江洲～前原
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線）

４．児童買春や児童に淫行させる性犯罪について

５．危険ドラッグ等の薬物犯罪に対する教育について

２３ 幸地 政和【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）学校プールと遊泳用プールの衛生基準について

①学校プールと遊泳用プールの水質基準について

②学校プールと遊泳用プールの維持管理について

２．都市行政について

（１）旧東恩納弾薬庫（楚南地区）跡地について

①楚南地区跡地整備計画について

②楚南２号線（軍用道路）について

３．市民行政について

（１）聖魂之塔について

①聖魂之塔刻銘整備について

４．観光行政について

（１）闘牛のまち宣言について

①闘牛のまち宣言の現状について

２４ 中村 正人【一問一答方式】

１．家畜の排せつ物について

家畜ふん尿の処理について

２．合併特例債について

期限延長と事業について

３．職員採用について

選考採用の導入について

４．公共事業のあり方について

うるま市のＰＦＩ事業への取り組みと考え方について

２５ 伊波 洋【一問一答方式】

１．こども・福祉行政について

（１）石川慰霊の塔の戦没者刻銘板設置について

（２）沖縄県女性センターの中北部支所の設置について

（３）母子未来センターうるま支所の設置について

（４）石川庁舎の跡利用の進捗状況について

（５）石川保健相談センターの跡利用の進捗状況について

（６）高齢者福祉サービス事業について

２．公共施設整備について

（１）石川多目的ドーム周辺機能強化整備事業の進捗状況・今後について

（２）石川インター周辺広域観光拠点施設整備事業の進捗状況・今後について
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（３）石川市民の森公園整備・今後について

３．下水道行政について

石川伊波地区の下水道整備について

４．行政改革について

（１）行政改革推進委員会の委員の選任について

（２）指定管理候補者選定委員会の委員の選任について

２６ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．川崎ルーシー河線道路改良事業に関連する事項について

（１）事業の概要と現在の進捗状況を伺う

（２）具志川環状線と交差する十字路への横断歩道設置について伺う

（３）キャンプ・マクトリアス正面ゲート入り口前から具志川環状線につながる一直線の道

路整備が可能かどうかについて伺う

２．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）幼稚園側からの新たな通学路（正門）の設置について伺う

（４）職員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

３．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」そして歩いて登校の推進、「基本的生

活習慣の見直し」について、うるま市の取り組み状況を伺う

（３）「教員の多忙化防止策の推進」、「校務負担軽減」、「教員が子ども達と向き合うこ

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（秋田県・福井県・石川県）への教員派遣について

伺う

（５）全国学力・学習状況調査の中学校最下位からの脱出について、うるま市としての対応

策、今後の考え方を伺う

４．基地外に住む軍人によるペット（犬）の飼い方について

（１）基地外で飼われているペット（犬）、うるま市への登録及びワクチン予防接種につい

て伺う

（２）ペット関係の人身事故後の補償、支払い、今後のケアのあり方について伺う

（３）火災でもないのに消防車が出動したが、その経緯について伺う

（４）うるま市管内で起きた軍人との事故関係による救急隊員、消防隊員の日常英会話力に

ついて伺う

（５）今回、首輪、リードをして散歩していたにもかかわらず、かみつき事案が発生した。

今後のペットの散歩の仕方についてうるま市の考え方を伺う

５．道路粉じん被害について

（１）川崎、西原の両自治会より要請のあった、Ｙコンクリート会社の粉じん被害について

その内容を伺う

（２）散水車による道路面の清掃の努力は認めるが、乾いた場合、路面、街路樹、近隣住宅

が真っ白に、ほこりまみれになる現状を当局は認識しているか伺う

（３）地域住民の生活環境を守るために、うるま市環境課として、どのような対策ができる



- 10 -

のか伺う

６．台風襲来によるうるま市の保育園、幼稚園、小・中学校の休校判断について

（１）休校・時差登校の学校長判断について伺う

（２）うるま市教育委員会としての休校の判断基準について伺う

（３）今後の台風襲来における対応方の統一性について伺う

７．１８歳成人について

（１）２０２２年４月から成人年齢が２０歳から１８歳に引き下げられるが、現時点で予測

されるメリット、デメリットについて伺う

（２）成人年齢が２０歳から１８歳に引き下げられると、その年は２０歳、１９歳、１８歳

と３倍の人数が成人の対象となるが、成人式の対応方を伺う

２７ 奥田 修【一問一答方式】

１．次年度（２０１９年度）内閣府沖縄関係予算について

（１）８月２日、３日に次年度（２０１９年度）予算の概算要求に向け、要請行動を行った

とのことですが、「要望額３，６００億円規模とする、要望の趣旨と期待度」について

見解を伺う

（２）今後の要請行動計画の有無について

２．「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

旧宮城幼稚園、小学校跡活用「高齢者福祉施設」事業について公募の時期（９月、１０月）

を目標にするとのことだが確定したか。また、公募要領についても、公設民営等々に変更し、

事業者参入推進にも取り組んでいるが、応募件数をどのように見込んでいるのか伺う

３．「島しょ地域移住・定住者向け情報整備事業」について

同事業も最終年度となりましたが、今年度の主要施策としての中間支援機能を持った組織

「（仮称）移住受入推進協議会」を試行的に運営するとのことですが、取り組み状況を伺う

４．住環境の整備について

（１）浜区市道勝連６-４号線新規道路整備の取り組みについて

未同意地権者に新たな動向があったか伺う

（２）平安座地区下水道（流域下水道）の今後の取り組みについて

同事業については、平成３３年度以降の中期整備計画の中で基本設計の策定、事業実施

を行うと理解するが、見直しや変更等もあり得るのか伺う

５．「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現状（活動状況）と今後の

取り組みについて

（１）現状（活動状況）

（２）事業期間について

平成３３年度以降の取り組みについての考えを伺う

（３）事業運営について

モデル事業としての継続か、支援施設の整備を行うか、継続できる方向で調整するとの

ことですが、検討結果を伺う

（４）対象世帯について

父子世帯も対象に含めることも検討するとのことでしたが、検討結果を伺う

６．海中道路世開橋「平安座第一航路」の浚渫について

同浚渫工事を施工するに当たり、平安座自治会に提出した「平成１８年１月２４日付う建土

第８２７号」において、本市と事業主体の沖縄県とで交わした確認事項として２点の記述がな
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されているが、同工事施工計画の中に着実に位置づけされているか伺う


