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１．市政運営の基本姿勢と昨年の振り返り 

本日、第１１２回うるま市議会定例会が開催されるにあたり、平成２９年度予

算案をはじめとする各議案の説明に先立ちまして、私の市政運営に対する所信と

主要事業の概要を申し上げます。 

 

私は、平成２１年５月の市長就任以来、今日まで２期８年にわたりうるま市民

の先頭に立ち、様々な行政課題の解決に向け、「うるま市はひとつ・市民協働のま

ちづくり」をスローガンに掲げ、次の３つの基本目標の実現を目指してまいりま

した。 

 

１つ目の目標である「経済の活性化と失業率の改善」については、経済の活性

化に向け、積極的な公共インフラ整備による投資や住宅リフォーム商品券事業等

を引き続き行い、本市の建設業並びに商工業の活性化を図ってまいりました。 

同時に中城湾港新港地区への企業立地を進めるとともに、市産品の販路拡大・

新商品開発など物産振興による市内事業者の経営の安定と新規創業者の支援など

にも取り組んできました。 

 

今年度は、次の１０年を見据えた「観光振興ビジョン」「農業振興ビジョン」「産

業振興計画」を経済振興の柱として策定しております。 

また、本市の大きな課題である「失業率の改善」については、就労支援・雇用

対策としてこれまでの事業を継続するとともに、キャリア教育と就労支援を統合

し、年齢に応じて一貫した支援を行っていく「就労支援事業」を新たに創設しま

した。本市の雇用対策の３本柱として「就業意欲の向上」「雇用の創出」「ミスマ

ッチの解消」を掲げ、失業率の改善に取り組んでおります。 

 

さらに就労支援については、「うるま市失業対策アクションプラン」に基づき、
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ふるさとハローワークや街角コンタクトセンターにおける求人情報オンラインシ

ステムを活用した職業斡旋業務をはじめ、各種人材育成事業などに取り組みまし

た。 

 

これらの成果として、平成２８年度も１千人を超える新規就業者を見込んでお

り、本市の経済・雇用の好循環に繋げてきました。 

 

２つ目の目標である「教育・子育て支援の拡大」については、学校整備事業と

して、勝連小学校増改築事業に着手するとともに、引き続き高江洲小学校及び天

願小学校の増改築事業に取り組みました。 

 

また、赤道小学校の基本・実施設計、宮森小学校の基本設計業務に着手し、子

どもたちの安全を確保するため、校舎等の整備事業を推進しました。 

 

子育て支援については、養育支援訪問事業を開始し、育児環境に課題のある家

庭に支援員が訪問を行い、育児指導を行うとともに家庭の諸問題の解決に取り組

みました。 

 

また、認可保育所の新設・増改築を行うことで定員増を図り、放課後の子ども

の居場所づくりとして学童クラブなどの環境整備に取り組みました。 

その成果として南原小学校敷地内に「南原小学校学童クラブ」がオープンしま

す。 

 

さらに、認可外保育所の保育料の助成や、子育て家庭の経済的負担の軽減を図

るため、こども医療費助成の対象年齢を小学校就学前まで拡大しました。 
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３つ目の目標である「地元企業育成と誘致、そして地産地消」については、地

元企業育成として、商工会並びに通り会と連携し商業活性化を図るとともに、創

業支援計画に基づき、新規創業を促進してまいりました。 

 

また、企業誘致については、中城湾港新港地区の国際物流拠点産業集積地域を

中心に２２０社以上が立地し、雇用者総数も５，４００人を超えております。 

 

さらに、琉球海運が同地区内に、県内最大級の物流センターを整備するとのこ

とであり、本県の物流の拠点地域として発展することが期待されることから、本

市の経済への波及効果は大きいものと考えております。 

 

地産地消については、農水産業戦略拠点施設のオープンに向け、商品開発や生

産者の皆さんに対し説明会を実施するとともに、運営開始以降の農水産物の地元

消費拡大や給食センターとの連携などに向け、準備を進めております。 

また、い草の商品化や地元鮮魚の干物加工によるブランド化など、６次産業に

よる地産外商にも取り組んでおります。 

 

さて、昨年はオリンピックやうちなーんちゅ大会などのイベントが開催された

ほか、スポーツや芸能文化の面から本市の将来を担う子ども達の活躍が相次ぎま

した。 

 

まず、第４７回全国ミニバスケットボール大会で全国制覇した宮森小学校女子

ミニバスケットボール部と、第２回ジュニア世界空手道選手権において優勝した

あげな中学校３年の金城芽唯美さんに青少年特別表彰を贈呈し、これまでの功績

を称えました。 

第４３回マーチングバンド全国大会においては、中学校の部で具志川中学校吹
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奏楽部が金賞を受賞しました。 

高江洲小学校吹奏楽部は、先日開催された第１６回マーチングステージ全国大

会に沖縄県代表として出場し、最高賞に当たる講評者特別賞を受賞しております。 

 

８月に開催されたリオオリンピック女子バレーには、本市出身の座安琴希選手

が出場したほか、最近の話題として、第４０回日本アカデミー賞新人俳優賞を具

志川高校３年の佐久本宝君が受賞しております。 

     

国際的には、イギリスのＥＵからの離脱問題や、第４５代アメリカ合衆国大統

領にドナルド・トランプ氏が就任するなど大きな動きもありました。 

  

国内の情勢に目を向けますと、日銀によるマイナス金利政策の導入、株価の上

昇、円安の進行や、国の進める地方創生に関する事業の実施や経済対策等により、

景気は緩やかな回復基調で推移しており、県内経済についても力強さを増してい

ます。 

  

また、４月には熊本地震、８月には台風１０号による災害が発生し、改めて自

然災害に対する備えの重要性を実感しました。 

 

県内においては、米軍属による凶悪な事件が発生し、市民の生命と財産を守る

市長として、誠に残念な事件であり、強い憤りを覚えました。 

また、名護市でのオスプレイと伊計島におけるヘリコプターの事故が相次ぎ、

市議会とともに日米両政府をはじめ関係機関に強く抗議し、この様な事件が二度

と発生しないよう関係機関の適切な対応を求めました。 

さらに、航空機の騒音が激化している嘉手納飛行場周辺の第一種区域（コンタ

ー）の見直しなども想定されることから、市民に不利益が無いよう、関係機関へ
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要請しました。 

 

一方、本県のリーディング産業である観光面においては、入域観光客が８６１

万３，１００人となり、４年連続で過去最高を更新しました。 

 

また、クルーズ船の寄港増などにより、外国人観光客は初めて２００万人を突

破し、沖縄観光における経済波及効果は１兆円を超えるとの調査結果が公表され

ました。 

  

県では２０２１年度の入域観光客数１，０００万人達成を目標に掲げており、

今後も入域観光客の増加が予想されることから、本市においても引き続き、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推進してまいります。 

 

市内においては、４月に旧伊計小中学校を活用した広域通信制Ｎ高等学校が開

校しました。スクーリングで訪れる生徒の宿泊や体験学習などを通して、島しょ

地域の振興につなげるとともに、同校の持つ情報発信力に期待したいと思います。 

  

また、３庁舎で行っていた業務を５月から西棟に統合し、市民サービスのさら

なる向上に取り組んでおります。 

 

９月には、発掘調査を進めていた世界遺産の勝連城跡から国内初の古代ローマ

帝国とオスマン帝国の銅貨が出土し、大きな反響がありました。海外との交易で

栄えた勝連城の歴史とロマンを感じさせる話題で、今後の歴史研究の進展に大き

く寄与する重要な発見でした。 

 

１０月には、第６回世界のウチナーンチュ大会が開催され、本市でも関連イベ
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ントとして「世界のうるまんちゅ交流事業」を実施しました。 

世界各地から故郷「うるま」を訪問された多くの「うるまんちゅ」と市民が絆

を深め、感動的な交流の場となりました。 

 

２．平成２９年度の予算規模 

次に、予算の概要についてご説明いたします。 

平成２９年度の予算編成については、「第２次うるま市総合計画・前期基本計画」

及び「第１３回実施計画」等を踏まえ、各施策の目標達成に取り組むとともに、「第

３次行政改革大綱」に基づき行財政改革の実施に努め、限られた財源を効果的に

活用するべく枠配分方式を基本に予算編成を行っております。 

 

その結果、本年度の一般会計予算は、５２５億７，８６４万８千円となり、前

年度に比べ０．９％の増となっています。 

また、特別会計予算などを含めた総予算額は、９０７億８，６６５万９千円に

なります。 

なお、本市の一括交付金配分額は、１４億２，３００万円となっており、引き

続き、同交付金を活用した各種事業に取り組んでまいります。 

参考 

(1)特別会計予算の内訳 

国民健康保険特別会計       ２１４億４６１万１千円 

公共下水道事業特別会計       ２７億１７５万７千円 

介護保険特別会計          ９４億５，６１３万円 

後期高齢者医療特別会計      ９億２，４３２万１千円 

農業集落排水事業特別会計       ２，０９７万６千円 

(2) 公営企業会計 

水道事業会計             ３７億２１万６千円 
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３．主要事業の概要 

平成２９年度は、次の１０年のまちづくりを見据えた「第２次うるま市総合計

画」がスタートする重要な年でもあります。 

これまでの２期８年にわたるまちづくりを継続するとともに、今後のまちづく

りの指針となる「第２次うるま市総合計画」に掲げる６つの基本目標に沿って、

主要事業の概要を説明いたします。 

 

（１）「みんなで支えあう健やかなまちづくり」 

高齢者福祉及び介護保険事業については、計画の最終年度となっている「うる

ま市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画」を継続して推進し、次期介護保

険事業計画等の策定と、高齢者自身が健康の維持・増進や介護予防に取り組み、

生きがいをもって社会参加できる仕組みを推進します。 

 

健康づくりについては、民間事業者の経営ノウハウなどが活用できる指定管理

者制度を４月からうるみんに導入し、施設の機能を高め、さらなる市民の健康増

進を図ります。 

 

また、今年度新たに第２次「健康うるま２１」を策定し、妊婦・乳幼児から高

齢期に至るまで、母子保健事業、予防接種事業、健康増進事業などを実施します。 

 

国保財政は医療費の伸びにより、一段と厳しい状況にあります。そのため、国

保税の収納対策や医療費の適正化、特定健診の受診率向上と保健指導の強化等を

図り、健全化に努めます。  

 

さらに、平成３０年度の広域化に向けて、都市国保協議会を中心に国保財政の

赤字問題解決のため、前期高齢者交付金の格差是正の財政支援措置を引き続き国



 

- 8 - 
 

へ要請します。 

 

後期高齢者医療については、被保険者の健康の保持増進を図るため、長寿健診

の受診勧奨と人間ドック･脳ドック健診費用の一部助成を実施します。 

 

地域福祉については、「第３次うるま市地域福祉計画」に基づき、市民が必要な

支援が受けられ、互いに助け合える地域社会を目指すため、関係団体と連携し「み

んなで支えあう健やかなまちづくり」を推進します。 

 

障がい者福祉については、計画の最終年度となっている「第２次うるま市障が

い者福祉計画」・「第４期うるま市障害福祉計画」を継続して推進し、次期障がい

者福祉計画等の策定に取り組み、共生社会の実現のため、総合的な相談支援体制

や就労支援等、障がい者福祉施策の充実等に取り組みます。 

 

生活保護については、適正実施に努めるとともに、要保護者の自立に向けた支

援を推進します。 

また、「生活困窮者自立支援法」に基づく自立相談支援事業や住居確保給付金事

業、学習支援事業などを引き続き実施し、生活保護に至る前の自立支援に加え、

近年、全国的な課題となっている貧困の連鎖防止に努めます。 

 

環境については、「うるま市環境基本計画」などの推進ならびに「第２次うるま

市一般廃棄物処理基本計画」の策定に取り組みます。 

 

ごみ対策については、減量化や再利用・再資源化を推進し、監視カメラの設置

による不法投棄対策を強化します。 
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また、津堅島においては、島おこし事業を通して環境に関する意識が向上した

ことから、漂着ごみや家庭ごみなどを島内処理で解決するため、小型焼却炉の整

備を推進します。 

 

さらに公害、野犬・ハブ等の対策のほか、墓地行政については、まちづくりと

の整合性に留意した墓地立地の規制と誘導に取り組みます。 

  

（２）「子どもがいきいきと育つまちづくり」 

今年度の新たな重点施策として、子育て世代の経済的負担を軽減するため「こ

ども医療費助成事業」における通院対象年齢を、これまでの小学校就学前から、

中学校卒業までに拡充します。 

 

さらに医療費の自動償還払いについて、８月から「母子及び父子家庭等医療費

助成事業」にも導入し、利便性の向上を図ります。 

 

母子保健については、健やかな子どもの成長発達のため、規則正しい生活リズ

ムを推進するとともに、麻しん・風しんの重篤化を防ぐことを目的とした、予防

接種の未接種者を対象とする助成事業を今年度から開始します。 

 

子育て支援については、共働き家庭等の児童に対し、放課後に適切な遊びと生

活の場を提供する放課後学童クラブの小学校内での実施に取り組みます。 

  

保育については、分園や小規模保育事業の促進を図るための家賃補助事業や、

保育士確保に向けた保育士再就職支援準備金事業等を実施するとともに待機児童

ゼロを目指して、施設整備を行い、約５００人の定員増をめざします。 

 



 

- 10 - 
 

認可外保育所については、入所児童の処遇向上を図るための内科検診費や教材

費等の助成を継続するとともに、保護者の負担を軽減する「ひとり親世帯及び待

機児童世帯に対する保育料助成事業」を継続して実施します。 

 

（３）「まちの活力を生み出す産業づくり」 

農業農村整備については、安定的な農業生産環境の確保と生産性の向上を図る

ため、団体営ため池等整備事業（東山地区）や農業基盤整備促進事業（うるま第

３地区、与那城上原）などに取り組みます。 

  

水産業振興については、新たに「うるま市水産業振興計画」を策定するととも

に、漁業経営の安定化と効率化を図るため、浜漁港および比嘉漁港の整備に引き

続き取り組みます。 

 

農業振興については、農業振興ビジョンに沿って、安定的な農業経営を支援す

る各種施策や、耕作放棄地解消に向けた取り組み等を総合的かつ計画的に展開し

ます。 

  

畜産業振興については、新たに優良山羊生産拡大事業に加え、肉用牛生産拡大

強化事業やその他の施策を実施し、安定的な畜産経営を支援します。 

 

農水産業振興戦略拠点施設整備事業については、平成３０年春の供用開始に向

けて農水産物直売所棟及び産直レストラン棟を整備します。 

 

商工業については、国や県の各種補助や支援事業に取り組み、地域経済の活性

化や観光商品開発を支援します。  

また、国から認定を受けた創業支援計画に基づき、新規創業者の支援を推進す
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るとともに、住宅リフォーム支援商品券発行事業に取り組みます。  

 

観光振興については、第２次観光振興ビジョンに基づき、戦略的な観光産業の

振興を図ります。 

 

また、うるま市観光物産協会を窓口とした、体験型観光商品のサービス展開を

支援するとともに、安全・安心な民泊の受入体制の構築に取り組みます。  

 

さらに、各種メディアを活用した県内外への観光情報の発信や、エイサー・闘

牛・冬季における観光イベントなどを開催し、観光誘客の拡大を図るとともに、

周辺市町村と連携した中城湾港へのクルーズ船の受け入れなど広域的な観光対策

に取り組みます。 

 

県内外から反響の大きい「島アートプロジェクト」については、継続して開催

し、地域おこし協力隊を活用して、島しょ地域の活性化を図ります。 

 

物産振興については、商品開発プロモーション事業を引き続き実施し、ふるさ

と納税などを活用して県内外に向け、市産品のＰＲや販路拡大を図ります。 

 

雇用促進・就業支援については、求人情報オンラインシステムや相談窓口など

により、求職者と事業者とのミスマッチの解消に努めます。 

 

また、若年者の就業意欲を高めるため、うるま市グッジョブ連携推進事業を推

進し、与勝第二中学校区において幼小中一貫したキャリア教育を実施するなど、

児童生徒の就業意欲につながるキャリア教育の充実・強化に努めます。 
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高齢者の雇用対策については、高齢者の就業機会拡充を図るため、引き続きう

るま市シルバー人材センターと連携してまいります。 

 

企業立地については、「うるま市産業振興計画」に基づき、国・県と連携した戦

略的な企業誘致活動に取り組みます。 

 

中城湾港新港地区においては、東埠頭の供用開始に合わせて、港湾の活用を踏

まえた物流関連企業等の誘致を展開してまいります。 

 

また、コンカレントエンジニア等の人材育成を行い、企業の必要とする人材確

保を支援することで、企業立地を促進し雇用の拡大に繋げていきます。 

 

（４）「自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり」 

土地利用については、市街地化、商業地化が進む地域の現状を踏まえつつ、農

業振興上、適正な農業振興地域整備計画の見直しに取り組みます。 

 

勝連城跡及び周辺地域については、観光振興を含めた複合施設として、勝連城

跡周辺文化観光拠点整備事業を推進します。 

 

景観については、市民の景観づくりや緑化への意識を高めるとともに、「うるま

市景観計画」に基づき、浜比嘉島などの景観地区指定に向けて取り組みます。 

 

安慶名土地区画整理事業については、幹線となる街路や区画道路、上下水道の

整備を進め、宅地の早期利用を促進します。 

 

また、その他組合土地区画整理事業については、引き続き技術的指導等の支援
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を行いながら、早期完了を目指します。 

 

市道については、与那城１７号線ほか９路線の継続事業の整備を進め、地域間・

集落間の道路連結を図り、市民の利便性向上に努めます。 

  

街路については、新規に着手した安慶名田場線をはじめ、安慶名３区線、兼箇

段高江洲線の各道路改築事業を継続して推進します。 

 

公園については、ヌーリ川公園、川崎公園、下原地区スポーツ広場および米原

緑地広場整備事業に引き続き取り組みます。 

 

市営住宅については、「うるま市公営住宅等長寿命化計画」を見直すとともに、

長田団地建替事業を推進し、計画的な公営住宅の整備に取り組みます。 

 

公園および橋梁の維持管理については、それぞれの長寿命化計画等に基づき、

修繕・更新に引き続き取り組みます。 

 

上水道については、津堅島海底送水管更新工事の基本計画に着手します。また、

耐震性のある水道管への更新を引き続き行い、配水ブロック中央監視システムを

活用した漏水箇所の早期発見と早期修繕による有収率の向上を図り、安全・安心

な水道水の安定供給に努めます。 

 

下水道については、「うるま市汚水処理施設整備構想」に基づいた基本計画の見

直しを行い、効率的かつ持続的な汚水処理施設の整備と老朽化対策を推進すると

ともに、農業集落排水及び浄化槽の汚水処理業務を一元化し、効率的な運営に取

り組みます。 
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また、経営基盤の強化を図るため、引き続き地方公営企業法の適用に向けた取

り組みを推進します。 

 

国・県の建設事業については、（仮称）県道勝連半島南岸部道路の事業化に向け

積極的に協力し、整備促進を図ります。 

 

（５）「郷土に誇りをもち未来を拓く人づくり」 

生涯学習については、４月１日には一括交付金を活用した、市民待望の生涯学

習・文化振興センター「ゆらてく」がオープンすることから、本市の生涯学習と

文化芸能の継承発展につながるよう努めます。 

 

また、文化の振興については、「沖展選抜展」・「生涯学習フェスティバル」や、

市民芸術劇場と連携した「総合文化祭」を開催し、広域的な文化活動の拠点とし

て活用していきます。 

 

さらに、市民芸術劇場、石川会館、きむたかホールの特長を活かした自主企画

事業の充実や舞台芸術活動の振興に努めます。 

 

教育に関する新たな取組として、学校と保護者、地域住民が一体となって学校

運営にあたる「市民協働学校（コミュニティースクール）」を導入します。 

 今年度はモデル校として、与勝第二中学校、平敷屋小学校、具志川小学校、高

江洲小学校、城前小学校で、先行して取り組んでいきます。 

 

幼児教育については、幼稚園における複数年保育の実施を推進します。 
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総合教育会議において、保育園・幼稚園・小学校が連携することを確認してお

り、安心して子育てができる環境づくりに取り組みます。 

 

学校教育については、電子黒板を効果的に活用したＩＣＴ教育を取り入れるこ

とで、児童生徒の授業に対する興味や集中力の向上が図られ、学力も年々向上し

ております。 

さらに、児童生徒の「確かな学力」向上を図るために、引き続き、各学校に学

力向上支援員やＩＣＴ支援員等を配置します。 

 

特別支援教育については、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、特別支援ヘル

パーの配置など、必要な支援に努めます。 

 

いじめの防止等については、「うるま市いじめ防止基本方針」に基づき、学校、

家庭、地域関係機関と連携を図り、いじめの防止等の対策に努めます。 

 

教職員の研修については、教育研究と学校訪問を核とした各種研修の充実、視

察研修に派遣するなど、資質・能力や授業力の向上を図ります。 

 

また、適応指導教室や各地区相談室の運営の充実に努め、教育上の悩みを抱え

る幼児・児童生徒・保護者・教師の相談に応じ、課題解決に向け学校・家庭と連

携した支援を行います。 

 

青少年の健全育成については、青少年の非行に繋がる深夜はいかいを防止する

ため、家庭・学校・地域・関係機関と連携を図り、街頭指導を継続して実施して

まいります。 
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また、学校等へ相談員を配置し、児童・生徒の支援活動の充実に努めてまいり

ます。 

 

文化財については、民俗文化財などの伝統芸能の保存・継承に努め、埋蔵文化

財の保護及び発掘調査を継続し、地域資源としての活用を推進します。 

 

勝連城跡については、史跡指定地の公有化と世界遺産としての価値の保存に引

き続き努めます。 

 

生涯スポーツについては、各種スポーツ教室や競技大会を開催するとともに、

具志川テニスコート改修などの施設環境整備に取り組みます。 

 

学校給食については、安全・安心で栄養バランスのとれた給食を提供するとと

もに、地元食材の活用や沖縄の年中行事食を取り入れた食育の普及・啓発や地産

地消を推進します。 

 

また、学校給食の安定的な運営を行うため、「学校給食センター第二調理場」「石

川学校給食センター」の調理業務等を引き続き委託するほか、「学校給食センター

基本計画」に基づき施設整備に取り組みます。 

  

学校施設については、勝連小学校の増改築事業とともに、赤道小学校の実施設

計・外構設計、宮森小学校の実施設計業務についても引き続き取り組み、学校施

設の整備を推進します。 

 

図書館については、市民の生涯にわたる自己学習の支援のほか、「読み聞かせ会」

や「おはなし会」などのイベントをとおし読書意欲を高め、市民に親しみやすい
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図書館サービスの充実に努めます。 

 

（６）「市民と行政が一体となった協働によるまちづくり」 

防犯対策については、市民・行政の協働のもと、防犯活動の展開や、防犯協会

を中心とした協力体制の強化を図るとともに、各自治会への防犯灯ＬＥＤ化を引

き続き実施します。 

 

交通安全対策については、交通安全思想の普及を図るため、警察機関や交通安

全協会などと連携し、飲酒運転の根絶や交通ルールの順守に向けた広報啓発活動

に取り組みます。 

  

市民協働のまちづくりについては、「うるま市地域活動支援助成事業」を引き続

き実施するとともに、自治会と連携し、地域コミュニティの活性化に向けた取り

組みを促進します。 

 

国内外の交流の推進については、引き続き海外移住者子弟受入事業及びハワイ

沖縄プラザの建設に向けた支援を行います。 

  

また、盛岡市との友好都市締結から５年を迎えることから、５周年記念事業を

推進します。 

 

市民相談については、人権相談・行政相談及び無料法律相談を実施するととも

に、インターネットに関するトラブルや多重債務などの消費生活問題が増加した

ことから、今年度から新たに消費生活相談センターを常設します。 

 

島しょ地域の振興については、旧宮城小学校跡に地域コミュニティの活動拠点
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となる「（仮称）宮城島コミュニティ防災センター」、旧比嘉小学校跡に防災避難

施設、旧浜中学校の施設整備を推進し、島しょ地域の活性化等に向けた取り組み

の拡充を図ってまいります。 

 

また、島しょ地域の情報通信環境整備について、国や県に要請していきます。 

 

男女共同参画については、うるみんに「男女共同参画センタ－」がオープンし

ます。 

センターを活用し、「男女共同参画推進条例」の周知や、「男女共同参画行動計

画」に基づき、市民や自治会、関係団体などと連携して、意識の醸成と参画機会

の拡充に努めます。 

 

広報広聴については、広報紙や市ホームページ、ラインやフェイスブックなど

を活用し、市政やまちづくりに関する情報のほか、防災情報やイベント情報など

の発信に努めます。 

また、市の政策に対して、広く市民や事業者の皆さまから意見や情報をいただ

く「パブリックコメント制度」や、市ホームページの「市政へのご意見」メール

などの活用により、市民ニーズを把握し行政経営に反映できるよう努めます。 

 

基地問題については、国が進めている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、関係機関と連携し引き続き要請していきます。 

さらに、ホワイト・ビーチへの原子力潜水艦の寄港については引き続き国へ中

止を求めるとともに、原子力災害に備えるため、避難・誘導等の訓練実施に向け

た調査・研究に取り組みます。 

 

米軍から派生する事件・事故等の問題解決については、過重な米軍基地負担の
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軽減、日米地位協定の抜本的な見直し等が必要であり、沖縄県軍用地転用促進・

基地問題協議会をはじめ、関係機関との連携を図りながら、日米両政府及び米軍

へ強く訴えていきます。 

 

防災行政については、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

織化と支援育成に努めます。 

  

また、防災情報伝達機能の多様化・高度化を図るため、防災情報伝達システム

整備事業を推進していきます。 

 

公共施設等総合管理計画に基づく適正な公有資産管理や、庁舎跡地・学校跡地

などの活用については、公民連携（ＰＰＰ：パブリック・プライベート・パート

ナーシップ）の可能性を検討しながら進めていきます。 

 

窓口業務においては、住所変更に伴う手続きを集約するとともに、さらなる市

民サービスの向上を図るため、各出張所においても、お昼時間の窓口サービスを

開始します。 

また、コンビニを活用したサービスを拡充するとともに、市民の利便性向上の

ため、マイナンバーカードの普及啓発にも努めます。 

 

市税については、適正かつ公平な課税に努めるとともに、引き続き徴収率の向

上により自主財源の確保に取り組みます。 

 

人事行政については、職員研修の充実を図るとともに、人事評価制度を活用し

た人材育成に向けて取り組み、市民サービスの向上に努めます。 
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行政経営については、新たな行政課題や多様化する市民ニーズに適切かつ柔軟

に対応するため、第３次行政改革大綱に基づく実施計画を着実に推進します。 

また、行政経営マネジメントに基づいた予算編成に取り組むとともに、円滑な

行政運営に取り組みます。 

 

消防行政については、老朽化した与勝消防署庁舎の建設工事に着手します。  

 

また、年々増加する救急業務やあらゆる災害に迅速に対応できるよう、消防職

員や消防団員の研修及び訓練体制の充実に努めます。 

市民等に対する応急手当講習会の実施についても、取組みを強化し、関係機関

との連携を図ります。 

 

併せて、石油コンビナート地区や危険物施設の保安管理体制及び建築物の火災

予防対策についても、引き続き指導強化に努めます。 

 

消防団員については、職員との連携強化を図り、消防団の活動環境を整え、消

防力の充実強化に努めます。 

 

分野横断施策について 

なお、本市の課題となっている「健康づくり」「子どもの貧困対策」「島しょ地

域振興」については、各部署が連携して取り組む必要があることから、次の１０

年を見据えた「第２次うるま市総合計画」において、分野横断施策として位置づ

けております。 

その中で「健康づくり」については、すべての市民が健康を財産としてとらえ、

家族ぐるみ、地域ぐるみで主体的に健康づくりに取り組み、健康の保持増進、生
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活の質の向上を目指します。 

 

「子どもの貧困対策」については、子どもの将来が生まれ育った環境に左右さ

れることなく、貧困が世代を超えて連鎖することのない社会を目指し、国や県の

補助金や基金などを活用した事業を引き続き実施します。 

 

「島しょ地域振興」については、地方創生関連補助金などを活用し、地域の魅

力を活かした振興策に取り組み地域活性化を図ります。 

 

４．結び 

以上、平成２９年度の市政運営にあたり、私の所信と予算案、主要事業の概要

について述べてまいりました。 

 

これまで私が市政運営に邁進できましたのも、議員各位並びに市民の皆さまの

お力添えのおかげであり、心から感謝申し上げます。 

 

私は、うるま市長として２期８年の取り組みをさらに実のあるものにするため

に、今年４月２３日に執行される市長選挙に出馬することを決意しました。 

 

平成２９年度は、奇しくも１０年後のまちづくりの指針となる「第２次うるま

市総合計画」がスタートする重要な年でもあります。 

 

市民の皆さまの信任を得て、本市のさらなる飛躍を目指し、「市民協働のまちづ

くり」、「それぞれの地域の特性を活かした魅力あるまちづくり」にスピード感を

もって、全力で取り組む所存であります。 
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市議会並びに市民の皆さまには、引き続きご支援とご協力を賜わりますようお

願い申し上げ、私の施政方針といたします。 

 

平成２９年２月２２日 

 

うるま市長  島 袋 俊 夫 

         

 

 

 


