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質 問 事 項

1 田中 直次
１．人権問題について

２．うるま市総合計画－後期基本計画について（６月議会の続き）

（１）基本目標２－郷土に誇りを持ち、明日のうるま市を支える人を育てます

（２）基本目標３－うるま市の魅力を生かした産業を育てます

３．基地問題について

２ 仲本 辰雄

１．第６期介護保険事業計画における認知症高齢者への支援及び地域包括ケアシステムの構築

について

２．新たな道の駅及び闘牛博物館を整備することについて

３．市営住宅の整備・補修等の計画及び住宅施策等について

４．うるま市公共施設等マネジメント計画における勝連Ｂ＆Ｇ海洋センター廃止問題について

５．勝連浜ふるさと海岸の砂被害について

３ 金城 勝正

１．具志川庭球場入口から字具志川向け周辺の街灯設置に関連する事項について

２．一般財団法人建設業振興基金の融資制度に関する事項について

４ 松田 久男

１．事業所内保育施設への給付について

（１）市内の事業所内保育施設の数とうるま市の取り組み状況について

（２）市が主体となって行う研修事業について、取り組み状況及びその予定について

２．土砂災害対策について

（１）今回の降雨による土砂災害について警戒区域内の災害と区域外の災害の件数はどうな

っているのか

（２）ココガーデン付近崖地の指定はどうなっているのか

安全対策等は検討されてきたか

３．石川屋内運動場とプールの補修工事について

石川屋内運動場の雨漏りとプールの網戸の補修について予定はありますか

５ 仲程 孝

１．米原緑地公園（仮称）建設について

整備予定地の面積、地権者数、今後の取り組みについて伺う

２．大原団地入口への信号機設置について

県営大原団地入口交差点の安全対策として、信号機設置の可能性について伺う

３．道路整備について
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兼箇段1033番地周辺の農地への進入道路整備について伺う

４．赤道地域（赤道・新赤道）への認可保育園整備について
元々、公立保育所のあった、赤道地域への認可保育園の整備の可能性について伺う

６ 東浜 光雄

１．平和学習の推進について

戦後69年が経過し、戦後世代の人口が多くなった現在、悲惨な戦争体験が風化され、平和

への思いが薄れつつある現状にある。二度と悲惨な戦争を起こしてはならないことと、平
和に対する思いを強くしていくために平和学習の推進は必要不可欠だと考えますが、平和

学習に対する認識と現在の本市の平和学習の取り組みの状況について、お伺い致します

２．学校園庭の芝生化について

学校園庭の芝生化については、心身の発達向上、土のグラウンドに比べて怪我の発生が少

なく怪我の程度が軽い、温度が２～３℃低く暑い夏に快適な環境で過ごせる等の利点があ
り平成24年12月定例会で提案したところですが、現在の取り組み状況及びその予定につい

て、お伺い致します

３．青年会の育成について

格言に「ワカムン ジャケイヤ ムラジャケイ」という言葉があります。「若者の活気の

ある地域は繁栄する。」という意味だそうです。うるま市の活性化も青年会活動が大きく
関わってくると言っても過言ではないと思います。

しかしながら、現在の各地域における青年会活動は衰退の一途を辿り、活動に参加する青

年が年々減少しています。青年会の一大イベントと言われている「エイサー」さえできな

い地域が増えてきています。かつて、各字の行事のほとんどを青年会が仕切り、「青年

会が輝き」、一目置かれた時代がありました。今一度、青年会が魅力ある活動を展開し、

その時代を取り戻し、地域の活性化に繋いでいくために、青年会の育成に本腰を入れ取り
組んでいく必要があると考えますが、ご見解をお伺いします

７ 比嘉 敦子

１．（故）世禮国男氏の功績について

２．防災対策について（台風８号）

３．子ども・子育て新支援について

（１）病児・病後児保育について

（２）認可外保育園対策と支援について

４．道路整備について
・字具志川32番地～107番地道路、字具志川63番地～33番地道路

①現状の認識について

②今後の整備計画について

③避難道路として対応できないか

５．道路排水路整備について
（１）字与那城１－１番地周辺

（２）南風原（通称アカムヤー周辺）

６．具志川総合体育館の改築と駐車場整備について
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８ 伊盛 サチ子

１．福祉行政

(１)子ども医療費中学卒業までの通院無料化の拡充と窓口支払いのない現物給付について
(２)介護保険の基金活用での保険料引き下げと市独自の減額免除制度で保険料・利用料の軽

減を図ることについて

(３)子ども・子育て新制度(条例案の内容とも関連)と待機児童解消について

２．国保行政

国民健康保険税の引き下げについて

３．教育行政

(１)耐力度・耐震度調査の結果を踏まえ、老朽校舎・園舎等の改築対象となる整備計画につ

いて

(２)本市の全ての小学校で30人学級の実施をする考えはないかについて

４．統合庁舎関連

石川、与那城、勝連の支所機能を残し、窓口業務で全ての手続きが出来るよう拡充の強化

を図ることについて

５．天願川の水害対策

これまでの河川改修の進捗状況を天願地区への逆流・浸水と河口ラバー堰の転倒との関連
性について

６．基地問題

辺野古新基地建設にむけた海上作業の強行は、「建白書」と「民意」を踏みにじるもので

ある。作業強行を推し進めていることに対する市長の見解を伺う

９ 島袋 行正

１．排水整備について

居酒屋「天狗」赤道店前の排水の抜本的な対策を伺う

２．環境整備について

平安名(ワイトゥイ)から南風原(浜屋)道路側の雑草除去及び整備ができないか伺う

３．道路整備について

(１)県道16号線からシートピア勝連までの道路の現状と今後の対策について伺う

(２)与勝一周道路の南側の現状と今後について伺う

４．市議会議員選挙について
選挙費用の公費負担の考えはないか伺う

５．安慶名再開発について

琉球銀行具志川支店の壁画の保存について伺う

１０ 石川 眞永
１．台風被害について

(１)７月８日に襲来した台風８号による農・水産物の被害額を伺います

(２)法面・土砂崩れ等の件数(地域別)とその対応を伺います

２．教育行政について
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県立石川高等学校に観光科の設置が出来ないか伺います

１１ 平 正盛
１．福祉・国保関係について

(１)子どもの貧困対策について

(２)国民健康保険税関係について

２．経済関係について

(１)市民所得関係について
(２)企業等の立地計画について

(３)農水産業振興戦略拠点施設整備事業について

３．教育関係について

(１)市民教育にかかる意識向上について

４．総務関係について

(１)電子看板等について

(２)ふるさと納税制度について

５．企画関係について

海の運動会(海中道路)について

１２ 下門 勝

１．子ども貧困対策について

(１)地域未来塾について伺う

(２)学校拠点の拡充について伺う

(３)就労援助について伺う

２．寡婦控除等のみなし適用について

適用条件について伺う

３．照間区排水路等の改修整備等について

(１)流末側(海側)の抜本的対策について伺う
(２)農作物等への被害状況について伺う

４．平敷屋区や照間区の防災道路整備について

低地帯の避難道整備について伺う

５．公共事業最低制限価格について

６．浜比嘉島拝所シルミチューの階段補修について

１３ 喜屋武 力

１．うまんちゅ健康文化交流広場について

(１)遊具の周りの安全策について
(２)広場全体の利用規約（禁止事項等）について

２．小・中学校の学力向上について

全国学力・学習状況調査の内容について
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３．うるま市市販のゴミ袋について

他市町村と同じ金額で市販できない理由は

４．統合庁舎について

（１）工事の遅れの理由と工期について

（２）消費税と工事契約について

５．高齢者の年金給付内容について

本土との格差について

１４ 喜屋武 正伸

１．排水路の整備について

（１）前原地内142-8番地付近の路面水の処理について

（２）川田区内367-1番地付近の排水路の整備計画について

２．地滑り対策について

高江洲地内の地滑り箇所の対策について

３．農水産行政について

農水産業振興戦略拠点施設整備事業の進捗状況について

１５ 名嘉眞 宜德

１. 教育行政について

（１）平成25年度の県内公立学校教職員の病気休職者と割合を伺う

（２）病気休職者のうち精神性疾患者数と割合を伺う

（３）精神性疾患の主たる要因を把握しているか伺う

（４）小・中学校教員の平均持ち時数（教科+特別活動）を伺う
体育・音楽・図工等の専任の配置状況と今後の専任配置の考え方を伺う

（５）教員の週当たりの平均超過勤務時間数を伺う

（６）うるま市内小・中学校の臨時任用の教員数と割合を伺う

①この現状をどのように認識をしているか伺う

②臨時任用が発生する主たる要因を伺う（産休・育休・病休等）

③臨時任用に要した人件費等の総額を伺う（平成25年度）
④臨時任用の教員の待遇改善（社会保険料・通勤手当等）を実施しているか伺う

（７）教職員の多忙化を改善するための施策を伺う

①市独自の教員配置

②退職教員等の人材活用

（８）30人以下学級の早期実施に向けて教育委員会の考え方を伺う

１６ 幸地 政和

１. 一般行政について

（１）女性登用について

①女性管理職の登用状況について

②女性管理職の登用策について

２. 防災行政について

（１）災害復旧について

①台風８号災害状況及び被害額について

②台風８号災害復旧状況及び復旧予算額について

③うるま市災害復旧基金の設置について



- 6 -

（２）防災計画について

①土砂災害警戒区域の指定について

②地域防災計画における土砂災害警戒区域の警戒避難体制について

３. 交通行政について

（１）赤崎交差点の渋滞について

①赤崎交差点改良事業の事業評価と課題について

②信号機の時間設定の根拠について

③渋滞を解消する方策について

４. 都市行政について

（１）銀座通りの時計台について

①時計台が機能しないことについて

②時計台の維持・補修について

１７ 名嘉山 隆

１. 台風８号の被害状況について

（１）台風８号の到来から収束まで、当市が対応した内容について伺う

（２）天願川河川の氾濫状況について伺う

（３）栄野比自治会地区の天願川氾濫の被害状況について伺う

（４）天願川氾濫状況を受け被害者に対してどのように対応したか伺う
（５）天願川氾濫に対する対策と今後の計画について、県の役割と市の役割について伺う

２. 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伺う

（２）建設に伴う業者選定の考え方について伺う

（３）施設運営について、ＪＡと市観光物産協会と共同の運営形態として管理することも可
能か伺う

３. 県公共施設誘致について

（１）県公式サッカー場を含めた複合型スタジアム建設誘致のこれまでの市の対応について

伺う

（２）県のＩＲ誘致についての状況と市の考え方を伺う
（３）県公式サッカー場を含めた複合型スタジアム建設の誘致とＩＲの誘致について今後ど

のように進めていくか伺う

１８ 佐久田 悟

１. 与勝中学校正門前の通学路、危険箇所の対応・整備について

２. 狭隘道路の拡幅整備と対応について

３. 漁業関係者へのサメ被害の現状・課題・対策について

４. 高次脳機能障害等の難病でありながら障害手帳がない人たちへの対応・支援について

５. 障がい者就労支援と「うるま市障害者就労支援センター」設立への取り組みについて

１９ 大屋 政善

１．観光振興について

（１）２月定例会で、質問した宮城島のぬちまーす工場の出入口の道路拡張について、「他
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の事業での拡張整備が可能か、関係部署と協議・調整し、前向きに検討したい」と答弁

しているが、その後の状況について、どのような協議・調整を行ったか、お聞かせ下さ

い
（２）最近の新聞報道（新報８月16日、20日）によると、ぬちまーすは中国への輸出を準備

しているとか、ぬちまーすを配合した歯磨き粉を開発したとかの報道があった。

ぬちまーすは本市の観光資源、地域の雇用拡大に貢献する企業として、行政としてもイ

ンフラ整備の面などで、可能な限りバックアップし、育てていく必要があると考える

が、ご見解をお聞かせ下さい

２．公共工事に関する事務改善及び業者指名のあり方等について

（１）２月定例会で質問した、「解体工事施工技師を持っていないと解体工事に入札参加で

きない市町村は県内でどこどこか」との質問に当時の部長は、「現在把握していない」

と答弁しているが、その後の調査結果についてお聞かせ下さい

（２）本市発注の解体工事で、解体工事施工技師の資格を持っていない業者を指名した事が

あるか、また解体工事への入札参加指名の条件として、現在もその資格が必要であるの
か、お聞かせ下さい

（３）公共工事に関わる業者の提出書類等の事務改善について

うるま市の公共工事に関わった業者から、「うるま市の公共工事は、県や他市町村が発

注する公共工事と比べ、提出書類が非常に多過ぎる」との声がある。国の会計検査に必

要な書類は、各市町村同様と考えるが、うるま市だけが特に提出書類が多過ぎるという

声について耳を傾け、見直すべき点は早期に改善すべきと考えるが、どうか。また役所
に対して、業者は立場上はっきりと言いにくい面もある。この多過ぎると言われている

提出書類の問題については事務改善、行政改革の一つとして、各市町村の実態、状況な

どを比較調査して、市民の声に答える必要があると思う。実態調査や比較調査をやって

いただけるかどうか伺う

２０ 宮里 朝盛
１. 非正規職員の労働条件等について伺う

２. 優良農機具等補助制度について伺う

３. ひとり親支援制度の内容と現状について伺う

２１ 中村 正人

１. 経済環境について

嘉手納基地軍民共用空港化について（中部市町村会の取り組み）

２. 具志川東中学校全面改築について

時期及び内容について

３. 国民健康保険・介護保険について

（１）介護保険料改定及び介護予防について

（２）国民健康保険事業（健康支援モデル事業について）

４. 保育事業について
次年度の定数確保についての考え方

２２ 平良 榮順

１. 防災行政について

（１）台風８号関連の特別警報への対応について
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（２）台風８号関連のうるま市内被害状況について

（３）天願川可動堰の管理について

（４）天願川流域への雨量計の設置について

２. 天願川河川整備について

（１）天願橋下流部の倒木の撤去と流水量の確保について

（２）天願橋付近の河床のしゅんせつについて

（３）昆布地域からの用水路と天願川との合流部について

２３ 兼本 光治

１. 街灯設置について

県道８号線・県道10号線の街灯設置の状況について

２. 東京オリンピック・パラリンピックについて

強化合宿の誘致ができないか

３. 屋慶名土地区画整理事業について

進捗状況・新規管理道路の設置ができないか

２４ 田仲 康和

１. 中城湾港新港地区について
（１）白線表示の進捗状況について

（２）公園の維持・管理について

２. 県道36号線関連について

（１）騒音測定の実施について

（２）右折信号機の設置について

３. 高江洲小学校ナイター施設について

４. 南風原1531-4番地周辺に隣接する排水溝の維持・管理について

５. 食生活推進員の活動について

２５ 照屋 義正

１．東海岸整備構想（具志川～海中道路入口間）の進捗状況と今後の整備計画について

２．小・中学校の学力向上対策について

（１）全国学力・学習状況調査の成果について
（２）英語教育の推進について

３．復帰記念会館跡地の（仮称）市民コミュニティ公園の整備について

４．中城湾港新港地区の背後の土地利用計画について

５．クリーン・グリーン・グレイシャス（ＣＧＧ）の復活について

６．行政施策の温故知新について

（１）中城湾港新港地区の整備について

（２）頭脳立地法における拠点地域指定について
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（３）「天願川ふるさとの川」モデル事業の指定及び整備について

（４）野外レクリエーションセンターの整備について

（５）野鳥の森自然公園の整備について
（６）具志川石炭火力発電所の誘致について

（７）シルバー人材センターの設立について

（８）安慶名再開発事業について

（９）市民芸術劇場の整備について

（10）国立高等専門学校の誘致について

７．今後市長及び職員に期待する施策の推進について

（１）一括交付金の利活用について

（２）大学院大学と関連した石川インターチェンジ周辺の整備について

（３）中城湾港新港地区と関連した内外の高度な土地利用の推進について

（４）全国的にみてもマリンスポーツ及びリゾート性の高い与勝地域の整備と、観光のまち

「うるま市」創生の地域づくりについて伺います

２６ 又吉 法尚

１．あげな幼稚園・小学校施設管理について

（１）幼稚園の外周フェンスの早急な補修・対応について伺う

（２）隣接する大木、デイゴの木の伐採・撤去について伺う

（３）側溝の蓋の早急な対応について伺う
（４）幼稚園側の新たな通学口（正門）の設置について伺う

（５）小学校らせん階段の利用頻度について、サビや腐食する箇所が目立つが、今後の対応

策について伺う

（６）駐車場の整備及び学童保育送迎車の駐停車場確保について伺う

（７）スクールゾーンにおけるカラー舗装の整備（あげな中学校生徒通学路含む）について

伺う
（８）運動場のリレーコース内における雑草の除去及び整備について、当局の考え方を伺う

２．７月８日に襲来した台風８号について

（１）川崎区自治会から要請のあった河川整備計画の、県に対する１日も早い川崎川の早期

整備要請について伺う

（２）現在通行止めの処置がとられているルーシー河橋の早急な対応について伺う
（３）栄野比区自治会から要請のあった天願川の上流部（栄野比区）の河川改修整備の早急

な対応について伺う

（４）天願区自治会から要請のあった天願橋下流の河川改修整備と河床のしゅんせつ整備の

早急な対応について伺う

（５）甚大な水害を被った市民への市の対応、補助金の額について伺う

（６）翌日、公立学校の休校扱いの発表時間の遅さ、うるま市として今後の対応について伺
う

３．安慶名中央公園・喜屋武マーブ公園・具志川総合グラウンド周辺の駐車場管理について

（１）日常的に駐車場代わりとして、止められている車両に対しての対応について伺う

（２）放置車両のレッカー移動について伺う

（３）公共施設における無断駐車の今後の対応について当局の考え方を伺う

４．学童保育（放課後児童クラブ）について

（１）一人親世帯への保育料の補助について伺う

（２）２人目、３人目入所の兄弟組への保育料の補助について伺う

（３）夏休み、冬休みにおける特別補助、また定員数の増員について伺う
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（４）賃貸物件の家賃補助について伺う

（５）指導員の働きやすい職場環境作りについて、当局の関わり、補助額について伺う

（６）各学校の空き教室を利用した学童保育（放課後児童クラブ）の公的施設の設置につい
て伺う

（７）送迎車の駐停車場確保について、各学校との協議について伺う

（８）学童クラブへの無料貸し出しとして利用が出来る公的バスの購入、リース、再利用に

ついて伺う




