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質 問 事 項

１ 伊波 隆

１．うるま市行政大綱について

(1)基本的な考え方について

①地方分権型社会における住民が自己決定し、その責任を負う行政システムについて

住民の自己決定策定のあり方と市民の責任とは何か、行政の責任と議会との関わりにつ

いて
②どのような地方分権がなされているか

(2)市民の視点に立った行政サービスの推進について

①現在のサービス低下をどう認識されているか。具体的内容を伺う

②質の高いサービスとはどのようなサービスか

③どのような役所ことばを改善されるか

(3)電子自治体の推進について
市民の何割がＩＣＴ利用されているか

２．行政経営の視点に立った市政運営の推進について

(1)中長期的視点に立った財政運営について

①うるま市総合計画、福祉計画との整合性について

②新市建設計画に伴う維持管理費の増大及び合併特例債など、債務返済額を見据えた財政
計画について

(2)歳入の確保について

税金の徴収強化だけを唱えておりますが、自主財源の拡大の観点から、企業誘致、特産品

の開発、うるま市産業革命等による失業対策、雇用拡大など、市民の所得向上策をどう考

えるか

(3)補助金等の整理合理化について
交付団体にどのような自助努力を促すか

(4)組織のフラット化について

下位組織への権限委譲の内容と決裁及び不祥事の責任の所在について

(5)定員管理の適正化について

現在の職員の適正配置等にどのような課題があるか

(6)給与の適正化について
①職種の困難さや責任の度合いの高い職種はどの課か。人事異動によって評価の高低が生

じないか

②職員の評価は誰が行うか。評価基準について

(7)人材育成について

民間企業等とどのような人事交流を行うか。交流による効果、利点について

(8)旧四市町の行革大綱がどう生かされているか
(9)歳出の総点検について

数多くある負担金、会費等について、寄付金的支出はないか。本市において利益の有無を

検証し、組織の脱退、統合を考えるべきと思うが、見解を伺う

(10)特区活用にどう取り組むか

(11)市民の視点に立った行政サービスと行政経営の視点に立った市政運営の推進とのギャップ

を感じるが、調和をどのように図るか
(12)行政改革というより、行政改善の感が強い。改革と改善の違いをどう認識されているか

３．公務員の職務遵守義務について

議会解散を求めるリコールの趣旨に賛同し、署名をした役所職員の行動は、合併協定書の

遵守義務違反に当たらないか、見解を伺う
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４．男女共同参画について

(1)3月議会において女性差別があると答弁されましたが、その内容と、どのような対策を講

じたか伺う
(2)平成17年度における推進本部、幹事会、参画懇話会の会議の回数と会議の内容、問題解決

の取り組み方と効果について

５．建設業の談合について

国、県の事業における談合だけが取りざたされておりますが、うるま市管内における談合

の有無の検証について

２ 山根 一雄

１．屋慶名大通り拡幅整備について

(1)3月定例会から今日まで、県への要請行動について

(2)県の感触として、どうだったか
(3)今後のアクションについて

２．旧与那城町8号線潰れ地未買収について

(1)潰れ地の買い上げの進捗状況について

(2)この制度はいつまで続くのか。今後の見直し時期は

(3)県内の市町村に今でも未解決のところはあるのか
(4)うるま市として、今後、説明会をしていただきたいが

(5)もし、向こう三軒両隣の同意を得ることができなければ、市の責任の下で、一歩踏み込ん

で解決してみては

３．既設用悪水路の潰れ地買い上げについて

現在では、生活道路として利用され、地権者として30年近くも無償で貸している状況であ
る。平成18年度の一般会計決算剰余金で速やかに買い上げしていただきたい

４．農道整備について

県道8号線の下側、勝連内間と与那城饒辺の境界の大型排水溝と側の農道と連結し、排水溝

の上をコンクリートで打設し、農道をアスファルトで舗装した農道整備してみては（幅員4m

以上）

３ 真鶴 武一

１．うるま市海神祭（ハーリー大会）の開催について

本市は4市町が合併して今年で1年2ヶ月余の年月を経過しましたが、市当局は今後に向け

ての諸行事の持ち方、あり方等模索されているところですが、ハーリー大会も検討をされて
いるか。県内各市町村の漁業組合、各地で漁師の年間一大行事として恒例のハーリー大会を

豊漁と航海安全を祈願する趣旨で開催されている。本市も市民の活性化につながる海神祭を

次年度当たりから取り組む計画はあるか。また、その計画と関連して市長杯、優勝旗の贈呈

も必要と思うが、この件について当局のご所見を賜りたい。

２．確定申告について
毎年実施されている確定申告の件で業務の対応で市民から不平不満の声がある。今後に向

けて市民の視点に立った行政サービスの推進が求められる中、業務の方法について当局のご

所見を賜りたい。
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４ 伊盛 サチ子

１．福祉行政について

これまで困難な条件の中で障害のある人の活動拠点として大きな役割を果たしてきた小規

模作業所、平成18年10月から新事業体系へ移行することになります。それに伴い今後の障害

者への諸施策を考えるとき、小規模作業所の存在と役割は極めて重要であります。そこで次

の点について、お伺い致します

(1)運営費補助支援について
(2)法人格取得を促進するための担当窓口の強化について

(3)県に提出されている小規模作業所の新事業体系への移行に関する要望書についてどう受け

とめているか

(4)福祉サービス1割負担は作業所にも適応されるのか

２．環境行政について
(1)美島環境クリーンセンターリサイクルプラザ内の管理工房棟は再生可能な不要品をみんな

の手で修理再生できるようにすることを目的として機械木工房、ガラス工房、パッチワー

ク工房の工作室が設置されております。その活用状況と職員配置についてお伺い致します

(2)平成17年度ごみ減量にむけて

①ごみ減量化推進の為のマイバック助成事業

②ごみ減量化推進事業の為の生ごみ処理機助成事業
③ごみ減量啓蒙活動事業講演会

④ごみ分別リーフレットの作成と全世帯配布

⑤各地域クリーン指導員及びごみ対策委員の先進地視察等５つの取り組み事業が実施され

ておりますが、その内容、実績効果、予算について

３．障害者雇用について
障害者雇用促進法は民間企業に1.8％の法定雇用率を義務付けています。そこで次のことに

ついてお伺い致します

(1)身体、精神、知的障害者に対する公共施設機関、民間企業の雇用率の状況について

(2)障害者雇用納付金制度等による事業主支援について

(3)市独自の助成について

(4)雇用実態の把握調査について
(5)障害者雇用率未達成の中に沖縄の県教育委員会も含まれているが、本市の現状は

４．農道整備について

勝連平安名幸地地内の農道決壊の修復工事計画はどの様になっているのかお伺い致します

５ 又吉 暎

１．教育環境の整備について

(1)中原小学校の全面改築について

①全面改築とは、その範囲

②基本計画、実施設計の進捗状況

③工事着手から供用開始までのスケジュール
２．快適で暮らしやすい住環境の整備について

(1)江洲城跡公園の整備について

うるま市総合計画（実施計画）での具体的位置づけ

(2)江洲第二土地区画整理事業地内街区公園(1号、2号)の整備計画について

事業規模、整備見通し
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６ 松田 久男

１．石川大通りの振興について

(1)石川大通りの空き店舗対策について、どのように考えているか

(2)駐車場の確保について（市民駐車場の使用時間延長について及び市営駐車場の可能性につ

いて）

２．東恩納博物館の緊急的な補修について
傷みの激しい文化財の緊急的補修及び今後の対策について

７ 名嘉眞 政廣

１．さとうきび生産振興及び平成19年度から実施されるさとうきび政策の見直しに関連する事

項について

２．食品改正法の改正にともなう残留農薬規制（ポジティブリスト）に関連する事項について

８ 玉城 弘

１．浜地区ふるさと海岸について
ふるさと海岸整備モデル事業として、平成12年度に県営事業により完成し、従来の自然災

害、津波対策、浸食等から地域を防護するための海岸整備から、地域住民に親しまれ、海辺

と触れ合える美しい景観として、安全で潤いのある護岸で空間創設し、地域の活性化を図る

観点から所管であります県港湾課より本市に移管して、ビーチの位置づけして整備する計画

はないか、ご見解をお伺いします

(1)ビーチ内の上物の変更について
(2)ビーチ内砂流出復元について

(3)ハブクラゲ防護対策について

(4)ビーチ内並びに背後便益施設、駐車場清掃について

(5)ビーチ内管理棟設置について

(6)駐車場、私有地境界ブロック塀設置について

２．旧町道7－8号線道路延長整備について

比嘉集落内道路(特に兼久方面へ抜ける旧町道7－4号線)は、幅員が狭隘にもかかわらず、

大型車両や観光車両、自家用車等の通行が激しく、道路沿いの建物被害、周辺地域における

騒音公害等、地域住民は苦痛の思いを余儀なく強いられている状況にあります。今後、島の

振興開発を促進する観点から、海岸線道路整備は不可欠条件であると思います。又、比嘉漁

港への進入道路整備は漁民の諸経済活動や浜比嘉の活性化に期待できると思いますが、本市
のご見解をお伺いします

９ 兼城 賢一

１．さとうきび価格政策の見直しについて

(1)品目別経営安定対策に移行するのはどうしてか伺う
(2)取引価格はどのようにして決まるのか、また生産者の収入はどう変わるのか伺う

(3)さとうきび政策の見直しについて、本市の対応を具体的に示していただきたい

(4)今後、畜産や野菜など品目ごとの政策見直しもあるのか伺う

(5)農業共済制度との関連はあるのかどうか伺う
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２．農業共済制度について

(1)本市の考え方を示していただきたい

(2)加入状況（資料提出）

３．ポジティブリスト制度について

(1)なぜポジティブリスト制度に移行するのか

(2)生産農家への影響について伺う

10 山城 哲

１．沖縄科学技術大学院大学の周辺整備について

(1)「沖縄科学技術研究都市形成」の整備指針案の内容は

(2)今後の整備推進スケジュールは

(3)本市における対応、取り組みは

２．中部北環境施設組合における分別収集廃ペットボトルの処理について

(1)容器包装リサイクル法に基づいた処理方法は

(2)今後の処理方針は

３．総合型地域スポーツクラブの設置について

(1)経緯及び内容は
(2)本市における対応、取り組みは

11 又吉 賢光

１．県道について

(1)伊計平良川線について
(2)県道３７号線について

(3)与那城具志川線（半島一周線）について

２．学校統廃合について

跡利用等の考え方

３．地下ダムについて

これからの施設計画等は（資料館等の計画はないか）

４．東海岸開発について

構想・計画等について

５．設計審査について

委託から完了までについて

６．土地改良事業について

屋慶名・西原・宮城・伊計について

12 照屋 妙子

１．道路愛称制度と愛称標識の設置状況と今後の取り組み等について

２．住居表示と掲示板の設置状況と今後の住居表示計画と市内全域の完了時等について
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３．観光産業

大田坂当たりに四季折々の花々を植える(例えば、ブーゲンビリアやあじさいなど)と（本

部町伊豆味の“よへなあじさい園”や東村の“かぐや姫”)のような観光名所作りについて

４．環境整備

梅雨・豪雨と台風時などの対策について

(1)地すべり地域・市・県指定の危険箇所について

(2)今回の梅雨時の被害の有無について

(3)梅雨・大雨や台風時の対策について
(4)地すべり地域住民への周知について

(5)今後の取り組みについて

13 荻堂 盛仁

１．経営所得安定対策等大綱について（特に品目横断的経営安定対策について）
(1)経営所得安定対策等大綱の策定根拠は

(2)大綱の内容を説明してください（特に品目横断的経営安定対策について）

(3)農家への説明は

(4)この政策が実施されるにあたり、行政側の支援策はあるのか

２．防災無線マイクについて
(1)設置の趣旨について

(2)設置台数は

(3)今後の設置予定は

(4)今後、設置予定があるとすれば、設置場所はどこを想定していますか

(5)設置には条件があるのか

(6)前原区学習等供用施設の建設に伴い設置できないか

３．学校二学期制について

(1)二学期制がさけばれるようになった要因は

(2)二学期制のメリット、デメリットは

(3)本県での二学期制の経過をお聞かせ下さい

(4)二学期制と現在の三学期制の比較をしてください
(5)うるま市教育委員会としての二学期制についての判断を求めます

４．ゴミ処理について

(1)ゴミ出しの仕方について説明してください

(2)国、県、市道の街路樹と植樹帯のことについて伺います

(3)街路樹の剪定について聞きます
(4)ゴミ処分場への許可証の交付について

14 山城 喜明

１．基地問題について

(1)在日米軍再編に対する、うるま市のこれまでの取り組みと今後の対応についてお伺いしま
す

①基地従業員の雇用対策について

②基地跡地の利用対策について

③基地の負担軽減について

④嘉手納基地の航空自衛隊との共同使用について
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(2)基地問題に対して、うるま市の対応についてお伺いします

①嘉手納基地からの爆音被害に対する対応について

②陸上自衛隊射撃場の計画について、近隣地域のうるま市民への説明を行うかについて

２．農業振興について

(1)うるま市の食料自給率についてお伺いします

(2)遊休農地の対策についてお伺いします

(3)地産地消の推進についてお伺いします

(4)農産物のＥＭ活用についてお伺いします

15 金城 勝正

１．うるま市青少年センターに関連する事項について

２．排水接続工事（阻集器取り付け）に関連する事項について

３．サンライズぐしかわ構想・財団法人おきなわ健康長寿研究開発センターに関連する事項に

ついて

16 金城 安治

１．うるま市行政改革大綱実施計画について

(1)窓口サービスの向上

①接遇の向上

②諸証明書自動交付機の設置

(2)行政経営の視点に立った市政運営の推進

経費の節減、合理化、事務委託制度の見直し
(3)歳入の確保

①市営住宅家賃滞納整理の強化

②市税等の滞納額の圧縮

(4)公共工事

①入札契約の適正化

②改革の具体的説明を求める

２．金武湾港の開発構想について

計画、実施に向けての進捗状況について説明を求める

３．みどり推進課で進めている具志川総合運動公園屋内運動場建設事業について

①高校総体に向けての準備か
②現在ある市体育館との違いは

③建設予算はいくら予定しているか説明を求める

４．新交付税導入について

実施された場合の影響についてご所見を伺います

17 比嘉 敦子

１．食育について

すべての世代の人々が食生活に関する正しい知識を持ち、真に豊かで健康的な生活を送る

ことができるよう全国的な食育運動が展開されています。現在の食をめぐる状況は、各世代
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でさまざまな課題を抱えています。朝食を抜く子どもが増え、肥満の低年齢化、生活習慣病

につながる中高年の肥満、高齢者の低栄養化等も指摘をされています。昨年6月、食育基本法

が施行されました。又、毎月19日は食育の日と定め、週に1回は家族で食卓を囲み一緒に食事
をしましょうと打ち出されました。「食育基本法」をふまえ国は各自治体にも食育推進計画

の策定を求めています。市も健康長寿のまちづくりと健康産業育成に向けて取り組んでいま

す。そこで何点かお伺いします。

(1)市は食育についてどのように捉え、どのように取り組んでいるのか

(2)食生活改善推進委員は何名か（資料請求）

(3)母子保健計画推進事業で、食育についてはどのような対策をしているのか。又、母子保健
推進委員は何名か（資料請求）

(4)朝食を抜く子どもの数は何％か（各小学校別）

２．市民便利帳の発行について

市民の方は、子どもの誕生や入学、結婚したとき等人生の節目ごとに市役所を訪れます。

育児やゴミ収集等身近な市民生活と市役所は密接な関係にありますが、いざ役所を利用した
いとき、どの窓口に問い合わせ、どういう手続きをしたらいいのかわからなく戸惑うときが

あります。市役所は市民の皆さんに便宜を図るための施設であり、市民の方に100％利用され

てこそ、その使命を全うすることが出来ると思います。特に合併後、本庁、支所等の業務が

分かれ、市民がわかりにくいと言っております。本庁、支所の窓口業務の手続きの仕方や制

度等を中心に編集し、市民が役所を利用するときの手引きとして市民便利帳が活用できれば

と思いますが、市長の所信を伺います。

３．ボランティア袋の作成について

ボランティア袋の作成については平成17年12月の一般質問でも取り上げました。答弁とし

て、「ボランティア活動を円滑に行い、市民の方のボランティア活動であることを認識して

もらうため、ボランティア袋について担当課でも必要性を認識し、うるま市と恩納村、北環

境で協議を行い検討する」と言われましたが、その後どのようになっているのかお聞かせ下
さい。又、現在、清掃ボランティアの数とボランティアが使用したゴミ袋の数をお聞かせ下

さい（平成17年度）

４．子ども達の安全対策について

毎日のように低学年児童生徒を狙った痛ましい事件が起き、胸がしめつけられる想いでい

っぱいです。小さな子どもを持つ保護者や地域住民の不安も計り知れません。子どもを学校
へ送り出し、無事にわが子が帰ってくるまで保護者にとっては不安の毎日だと思います。こ

れほど子育てが難しい時代はないと思います。行政、地域、学校の協力で子供たちの安全は

確保されなければなりません。与那城小学校は四方八方から進入でき、入りやすくて逃げや

すい学校だと警察署も指摘をしています。運動場北側に個人有地がありますが、子ども達の

近道コースとなり、畑が出来ないようです。今年の2月に与那城小学校校長先生から教育長へ

フェンスの設置について要請が出されています。
(1)学校敷地は広くて死角が多く見回りをしていますが限度があります。早急にフェンスの設

置をすべきだと思いますがご見解を伺います

(2)子ども110番太陽の家の周知の方法と幼稚園1年生への対応と全校生徒の対応についてご説

明ください

５．まちおこしについて
(1)世界遺産の勝連城跡休憩所がオープンしました。本市には自慢の特産品がたくさんありま

すが、休憩所で特産品の販売は出来ません。しかし販売機はあります。そこで、グァバ茶

のペットボトルのラベルを勝連城の写真ラベルにかえ、地域限定品として休憩所の自動販

売機で販売したらどうでしょうか

(2)2006年の市勢要覧ができ、開いてみますと4つの地域のそれぞれの教育や文化、人物にふ
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れることができ参考になります。夢や希望がだんだん大きくなり、元気なまちづくりがで

きるのではないかと期待をします。

市勢要覧の12ページは「うるまの人物伝」が掲載されていますが、「世礼国男」氏が見あ
たりません。仮称「世礼国男まつり」等で市の活性化につなげられたらと思いますが、市

長の所信を伺います

18 赤嶺 元

１．旧与那城町道80号線について
(1)新聞掲載の内容確認について

(2)売買契約について

(3)委任状の信憑性について

２．農用地利用計画変更について

(1)与那城区域での計画はないかについて
(2)変更する場合の推進手順

(3)取り組み時期について（除外されるまでを含め）

19 永玉榮 靖

１．公の施設の使用許可について
(1)平成18年5月2日付、屋慶名大樹の会会長からの協力依頼書の内容と説明を求める

(2)平成18年5月2日付、うるま市長より都市公園の一部使用について（回答）内容、説明を求

める

(3)社会体育施設使用許可申請書の内容、説明を求める

(4)都市公園の目的外使用について、使用許可の手続、使用料は適切か

(5)うるま市都市公園条例、施行規則等の記載もれはないか
(6)平成17年6月定例会の一般質問で、まつり闘牛大会が野外ステージで開催の件について、

都市計画部長の答弁で、都市公園条例第３条の方に行為の禁止規定がございまして、都市

公園においては、次に掲げる行為をしてはならないということで、１号において都市公園

を損傷し、または汚損すること。また12号において都市公園をその用途外に使用すること

を禁じております。野外ステージの方には芝が張りつめられており、そこで闘牛をすると

芝が損傷したり汚損するということで、闘牛大会の開催について好ましくない答弁が有り
前回は闘牛大会の使用許可はされませんでした。今回、都市公園内で闘牛大会を許可した

理由の説明、前回と今回の違いについて

(7)うるま市都市公園条例、施行規則、うるま市体育施設設置条例、上級法の公の施設の使用

許可等の関連質問

(8)今後の都市公園の有効利用について

20 中村 正人

１．保育事業について

(1)施設整備事業について

(うるま市内)今後の考え方

(2)少子化対策関連、保育事業について

２．米軍再編問題について

うるま市地域の今後の対応について

３．指定管理者制度について



- 10 -

児童館について

４．消防行政について
(1)施設及び防火器具類について

(2)合併支援プランの活用

21 伊礼 正

１．産業廃棄物管理型最終処分について
(1)公共関与事業推進会議が8日県庁で開かれた。うるま市内でも4カ所が候補として挙がっ

ている。その場所はどこか

(2)20日の市町村の行政担当者の説明会ではどのような対応を

(3)今後のうるま市の対応は(その他関連など）

２．与那城地区屋慶名に配布された新聞記事について
土地売買と代金支払い等の事実関連等について伺う

３．服務について

過日、某職員が市内指名業者とゴルフ交流の事実あり。公務員としての自覚に欠けている

のでは。職員への服務の遵守、指揮監督などについて伺う

22 仲本 辰雄

１．うるま市ＩＴ事業支援センターについて

(1)総事業費と予算の内訳について

(2)事業内容について

(3)供用開始の時期と雇用効果について

２．沖縄科学技術大学院大学について

(1)開学のスケジュールについて

(2)沖縄県の取り組みについて

(3)大学周辺整備事業に係る本市の構想について

３．安全・安心について

(1)新市建設計画にある県事業のスーパー防犯灯設置について

(2)ドクターヘリについて

４．施設の利活用について

改正地方自治法により行政財産を貸し付けることができるようになることについて

５．住民サービスの向上について

３種類ある住民票等交付申請書等について

６．交通安全対策について

平敷屋自治会が要請した停止線及び道路標識とカーブミラ一の設置について

７．エレベータ－の安全確保について

(1)エレベーターを設置している本市の公共施設名及び基数と製造元

(2)エレベーターを設置する計画のある公共施設名及び基数と製造元

(3)エレベーターの総点検について
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(4)エレベーターの維持管理について

(5)エレベーターの事故防止対策について

８．公園整備について

宇堅児童公園の危険箇所について

23 石川 眞永

１．文化財について
(1)市指定文化財の改修保護について伺う

(2)所有者との合意形成について伺う

２．委託事業について

(1)ごみ収集の委託契約について伺う

(2)ごみ収集の委託料算定について伺う

３．行財政改革について

人事配置について伺う

24 上田 清

１．伊計、平良川線（公共地方道災害防除事業）について

(1)進捗状況はどうなっているのか。

(2)工事現場、曲がり角でくぼんだ箇所では、大雨時には水嵩が増し、車が通れなくなる状態

になる事が度々あるが管理はどうなっているのか。管理は誰がするのか。

２．伊計、宮城幼稚園児送迎について
(1)与那城幼稚園への平安座、浜比嘉、宮城、伊計各島よりの通園児童の状況はどうなってい

るのか。

(2)宮城、伊計島通園児の対応はどうするのか。

３．県営農地保全整備事業について

本事業により防風林を整備し、農作物、農地及び農業施設等の被害を未然に防ぐ為、同事
業を早急に導入できないか。

25 石川 善一

１．騒音問題

(1)うるま市騒音器設置状況
(2)騒音器の点検と管理

(3)最近6ヶ月間の資料説明

(4)関係庁への抗議等の有無

(5)嘉手納町、北谷町、沖縄市、3連協の今日までの対応にうるま市から意見等出したことが

あるか

２．県行革懇

(1)今日までの進捗状況並びに何件になるか

(2)うるま市の負担増を示して下さい

(3)市行革に問題が発生すると考慮されますが
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３．行政運営

(1)合併協等で決められた事案はスムーズに進んでいると思われるか

(2)旧具志川市で裁判闘争があるそうです。件数と内容とその結果
(3)支庁舎の活用状況と今後見直しすることがあればどのようなことですか

４．環境問題

(1)沖縄電力・電源開発等の測定器の設置状況と資料提供の有無と現況について

(2)ホワイトビーチに寄港する原子力船の放射能測定の有無、県の報告だけでなく独自の確認

作業の計画について
(3)中部北環に搬入されるゴミ等について

自衛隊基地から出るゴミ等は、隊で処理させるべきではないか

(4)うるま市に居住している米軍人等のゴミ処理を中部北環で処理するのは問題があるのでは

ないか。住民税・市民税を納めているうるま市・恩納村の施設であることから検討すべき

と思うが見解を示して下さい

26 宮里 徹二

１．消防行政について

(1)市内4消防署の車両整備状況(緊急車両、救命ボート等)

(2)防火服の整備状況

(3)人員体制
(4)合同訓練等

２．沖縄化学技術大学院大学関連

(1)現在の状況

(2)周辺整備計画の内容

(3)国、県、恩納村、うるま市4者間での協議機関設置
(4)同事業への今後の取り組み

３．市発注工事に於ける随意契約とリース契約について

(1)随意契約の明確な基準

(2)リース契約の発注方法

27 久保田 優

１．道路整備について

県道10号線の改良工事の計画はどうなっているか（与那城三叉路～与勝中学校まで）

２．墓地申請手続について
(1)申請手続の現況と課題点、今後の対応

(2)市長、総務部、市民部に対し苦情はなかったか

３．職員の管理について

(1)職員は市長に対し、職員としての宣誓をしたか

(2)無断欠勤、遅刻の状況（資料提出願います）
(3)うるま市職員分限懲戒審査委員会開催の状況と内容及び結果

(4)職員の適材適所配置はできているか
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28 山田 義喜

１．県道環状線及び県道８号線改良工事について
(1)川崎橋からじんぶん館入口交差点までの工事区間

(2)幅員及び対象物（両側）は何件でその進捗状況と工期

２．公園整備について

(1)今後の整備計画

(2)整備された公園の維持管理
(3)地域の公園としての維持管理とその状況

３．公営墓地について

当局の計画及び今後の展望

４．道路新設について
(1)キャンプマクトリアス正面ゲートから北向け直進しての環状線までの新設

(2)当局の所見

29 川野 進也

１．第4回世界のウチナーンチュ大会について
(1)本市出身者への対応はどのように計画しているか

(2)移民の歴史について学ぶプログラム

一校一国運動のうるま市内小中学校の取り組みについて

２．ランチタイムコンサートについて

(1)うるま市庁舎ロビーを利用して、市内外で活動している演奏者にランチタイムにコンサー
トを行ってはどうか

30 比嘉 德助

１．地域資源を生かした豊かで活力ある産業づくり

（1）特産品のブランド化について
（2）勝連城跡をはじめとする歴史・文化遺産や海浜等の豊かな自然を観光振興にどう結びつ

けるか

（3）環金武湾振興ＱＯＬプロジェクトと連動したマリンスポーツについて

２．中部病院の非紹介患者加算初診料について

３．通学路の排水溝の有蓋について

31 東浜 光雄

１．海中道路、ロードパークの環境美化について
本市の海中道路、ロードパークは風光明媚な観光スポットとして県内外に広く知られてい

ることはご承知のことだと思う。しかしながら、現状は海中道路の中央分離帯や海岸沿いに

雑草が生い茂り景観を損なう現状にある。そのままの状況では訪れる観光客の意を損なうお

それがあり、早急に環境美化の整備を進めていく必要があると思われるが、当局はどのよう

に認識しているかお伺い致します。
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２．公共施設へのＡＥＤ(自動体外除細動器)の設置と市民の「救急」参加意識の高揚について

日本で突然死で亡くなる人は年間八万人で、その半分を占める心臓突然死の多くは｢心室
細動」など致死性の不整脈が原因と言われている。救命には心室細動を取り除く除細動が不

可欠で発作直後にできれば90％は助かるが、救命率は一分ごとに10ポイントずつ低下してい

き、いかに早くＡＥＤを使えるかがカギとなり、救急隊到着までの一人びとりの行動が生死

を分けるといわれている。

そこで、市民の突然死を防ぎ「助かる命」を増していくために公共施設へのＡＥＤ の設置

と市民の「救急」参加意識の高揚を図っていくための取り組みが必要だと思うが、当局はど
のように考えるかお伺い致します。

32 花城 清繁

１．行政改革について

(1)定員適正化計画と住民サービスとの整合性について
(2)庁内分権と職員配置および援助体制の推進について

(3)財政状況を勘案した効率的組織運営について

２．財政運営について

(1)財政運営上の課題と対応策について

(2)行政改革と財政運営の指針について
(3)財政計画の見直しについて

(4)合併関連事業について（特例債、交付金〈県〉、補助金）

３．産業廃棄物最終処分場について

(1)公共関与産業廃棄物管理型最終処分場の立地候補地の選定会議（6月8日開催）で市内の4

地域が残っている。市はどう対応するのか。
(2)4地域のうち1地域が応募立候補地となっているが、内容の説明をされたい。

４．広報等の配布確認の把握について

未配（欠配）の事実があるが、確認はどのようにされているか。また、対策について

５．コミュニティーバスについて
(1)コミュニティーバス事業の主旨について

(2)路線決定の手法及び手続きについて

33 久高 誠德

１．浜千鳥歌碑公園について
(1)浜千鳥歌碑建立の経緯について

(2)歌碑が建立されて9年余が経過したが、どのように活用されてきたのか、これまでに訪れ

た団体、個人の方々の人数について、また訪問された方々から寄せられた感想や要望等に

ついても整理されているか伺います。

(3)伝統芸能や文化遺産として、本市の貴重な名所の一つとして親しまれていくように更なる

周辺整備を痛感します。次の点について伺います。
①赤野浜の歌碑の位置する所までの案内図、矢印表示等の設置について

②トイレや休憩所としてのあずま屋の設置について

③新たなアクセス道路の整備計画について

④石碑文字のわかりやすい説明や「チジュヤー節」の物語の由来等について、小中学生に

もわかるような案内板の設置について
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⑤碑の傍に浜千鳥を踊る乙女像の建立について

⑥地域おこし、まちおこしとして歌や踊りの「チジュヤー大会」の開催について

⑦市や県の歌碑コースめぐりに組み入れて広く市内外への宣伝・広報活動について

34 照屋 純

１．地方公共団体の契約について

(1)予定価格の事前公表制度について

(2)財務規則第124条の改正について
(3)指名競争入札について

(4)随意契約について

(5)財務規則第139条、同第140条及び同第141条について

２．サンライズ構想事業について

(1)平成14年度のサンライズぐしかわ構想及び平成15年度の基本計画の成果について
(2)中国医師免許等を有する中国医師の日本における医療行為について

(3)おきなわ健康長寿院の成果について

(4)財団法人 おきなわ健康長寿研究開発センターからの平成17年7月20日付け「おきなわ健

康長寿研究開発センター運営について（要請）」の対応について

35 下門 勝

１．構造改革特別区域法及び地域再生法の活用について

特区は宝の山といわれています。特区制度を多種多様な分野に積極的に活用すべきである

と考えます。また、地域再生法とからめて活用することにより、より効果的な地域の活性化

や経済の活性化へとつながると思うが、本市における取り組みについてお伺い致します

２．防災無線の有効活用について

児童生徒の安全確保の観点から提案したいと思います。防災無線による児童生徒の登下校

時に合わせて地域の皆さんへ「これから子どもたちが下校しますので家の外へ出て子どもた

ちを見守って下さい」等、市内全域に放送できないものか、当局のご所見をお伺い致します

３．消防装備等の充実強化について
去った５月27日(土)の沖縄タイムス朝刊に我がうるま市消防が「火の車」だと書かれてい

ました。内容は、旧式防火服・庁舎の老朽化・耐用年数の過ぎた車両などいざという時の機

動力の低下、さらには、隊員らが命の危険にさらされているというような事でした。又、私

はこれまでにも一般質問した事がありますが、米軍基地、自衛隊基地、石油基地、電発など

特殊な災害がおこりうる施設が本市には存在しており、これら特殊な施設等での災害等にも

十分対応できる装備が必要であります。これらの事もふまえながら早急な装備、設備等の充
実強化が今求められているが、当局のご所見をお伺い致します。

４．与那城小学校運動場の安全対策について

与那城小学校運動場の一部がフェンス等がなく、体育の授業や放課後の少年野球、サッカ

ー等を行うとき、ボールが草むらや牧草地へ入ってしまい、それを拾いに行った子どもたち

がハブに靴を咬まれたなど危険にさらされています。万が一が起きてからではなく、早急な
対策が求められているが、当局のご所見をお伺い致します。

36 山内 末子

１．行政運営について
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(1)うるま市行政改革大綱策定により、簡素で効率的な行政運営の実現に期待がかかる。以

下の点について伺う

①パブリックコメント制度の導入について、方針と課題について
②変則勤務時間制度推進の実施内容について

③行政評価システム、外部評価委員会導入に向けての成果と課題について

④能力等級制度導入計画について

(2)旧市町行政文書の保存管理について

(3)コミュニティビジネスの育成について

２．福祉行政について

障害者自立支援法、介護保険法改正施行後の現状と課題について

３．教育行政について

(1)各学校、スクールゾーンの認定・点検について

(2)学校給食用食器の安全性について
(3)児童・生徒のアレルギ一対策について

(4)児童・生徒の紫外線対策について

４．市民生活について

(1)各海水浴施設のハブクラゲ対策について

(2)公園管理について
①遊具の点検・設置状況について

②外灯の保守点検について

③危険箇所点検について

５．道路行政について

石川34号線の道路整備計画について

37 比嘉 信政

１．仲原遺跡（竪穴住居）屋根の葺き替えについて
ふ

仲原遺跡は縄文時代晩期の集落の跡地であり、昭和62年から平成8年度までの10年余の発

掘調査によって発見され、建築史や民俗事例などを参考にして復元されています。当時の人
々が使った道具類や食べ残した獣魚の骨類、貝殻類も多く出土していて、集落の規模や構

成、住居の配置や構造を知る貴重な遺跡として、昭和61年8月16日に国指定史跡に認定されて

います。現在の状況は屋根の茅葺きがとばされていて、半壊状況にあり、提出資料（写真）
か や ぶ

のとおりになっております。

伊計島には数多くの観光客が訪れています。早急な屋根の修復が必要かと思います。また

仲原遺跡への進入道路が石ころ道路であり、アスファルト舗装整備も含めて、当局のご見解
をお伺いいたします

２．シルミチュー拝所広場の舗装について

浜比嘉島の比嘉区の南南東の森の中に大きな洞窟があり、洞窟内の神社が大正6年旧6月10

日に落成し、琉球開闢（かいびゃく）伝説の祖神アマミチュー・シルミチューの居住したと

ころとして伝えられています。
毎年、年頭拝みには、比嘉区のノロ（神女）が中心となって拝んでいます。洞窟内には鍾乳

石の妊石があり、子宝の授かる霊石として崇拝され、貴重な霊場であります。拝所内広場は

砂がまかれておりますが、雨天時にはぬかるみがひどく、進入路から拝所内広場の舗装整備

が必要だと思いますが、当局のご見解をお伺いいたします
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３．エイズウィルス感染症の対策について

平成17年版の国連エイズ報告書によりますと、国連合同エイズ計画と世界保健機関は世界

のエイズウィルス感染者が推計で約4千万人に上り、東ヨーロッパ、東アジア、中央アジアで
の感染者が急増していると警告しています。又、アフリカ・レントでは人口180万人の25％が

エイズウィルスに感染し、平均寿命はこの15年間で60歳から35歳まで低下しているとの報告

もあります。世界中でエイズで親を亡くした15歳未満の子どもが1,500万人、エイズウィルス

感染の子供210万人おり、早急な支援が必要だと訴えています。

厚生労働省エイズ動向委員会の報告によりますと、国内の平成17年に新たに発生したエイ

ズウィルス感染者が832人、エイズ発病患者が367人で計1,199人であり、報告制度が始まっ
た、昭和59年以降の中で平成16年から二年連続1,000人を超えており、先進国では日本だけが

増加していて、このままで推移すると2010年までには5万人に達すると警告しています。

また、未成年者の人工妊娠中絶は年間4万6千件を超え、女子中・高生の10人に1人、妊婦の

15人に1人は性感染症にかかっていると報告されています。

本県の平成18年1月1日現在のエイズウィルス感染者48人、エイズ患者37人の計85人となっ

ていて、人口比での割合は九州一になっております。エイズ防止対策は住民検診の徹底や学
校教育の充実も含めて、今一度エイズ予防施策を真剣に捉えて行動に移すことが必要と考え

ますが、当局のご見解をお伺いいたします

38 當間 秋子

１．学校校舎改築事業計画について
オープン校舎の見直しについて

２．就学援助制度の本市の現状について

３．すべての小中学校にクーラー設置について

４．臨時職員、非常勤職員の待遇改善について

５．教育基本法「改定」について教育長の所見を伺います

６．米軍再編「最終報告」について市長の所見を求めます。

７．医療制度「改定」の影響について

39 安里 純哲

１．うるま市の地域情報化の整備について

総務省は、平成17年度沖縄特別振興対策事業として、沖縄県が行う離島のブロードバンド
環境整備事業に対し、補助金の交付を決定致しました。この事業は、採算性の問題から民間

通信事業者による情報通信基盤整備が進展しない離島地区においてブロードバンド環境の整

備を行い、インターネット接続サービスを提供するものであり、平成17年度から平成19年度

までの3年計画で実施するものです。

(1)うるま市内の各離島の情報化ネットワークを今後どのような計画で整備していくのか

(2)各庁舎間の情報化ネットワークを今後どのような計画で整備していくのか
(3)住民サービスに向けた情報化ネットワークを今後どのような計画で整備していくのか

(4)各学校間の情報化ネットワークを今後どのような計画で整備していくのか

２．台風被害及び潮流の変化による養浜部の浸食について

潮流の変化が度重なる台風の襲来による影響なのか、国土が流出し浸食されております。
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行政として自然環境が破壊されている現状に対策はないでしょうか。

(1)伊計ビーチ内、護岸の崩壊と浸食についての対策

(2)津堅島、トマイ浜の浸食についての対策

40 池原 トモ子

１．職員人事関係について

(1)職員の人事異動の基準

(2)勤務年数別の職員数
(3)管理職員の数、内女子職員数と近隣市との比較

(4)療養休暇の職員数

(5)現状の体制で万全だと思われますか

２．石川の海浜公園の管理状況について

(1)白浜ビーチの管理体制
(2)ハブクラゲネットの設置の予定はありますか

３．地域の防犯対策について

(1)防犯対策について具体的にお示し下さい。

(2)道路灯の維持管理費はどのようになっているのか

(3)防犯灯の維持管理費はどのようになっているのか

４．公園管理について

公園、児童公園内遊具の修繕、整備、樹木の剪定など、又雨天時においては滑りやすく危

険を及ぼす箇所がありますが公園の維持管理をお伺い致します。

５．道路、歩道整備について
(1)銀座通り線の道路整備事業後の歩道へ車輌進入防止のポール（コン柱）は、許可なく取り

はずしが可能かどうか

(2)歩道に車輌を度々進入させたため、地面が変形しているが修繕は何時ごろか、又進入者へ

の警告はどのようになっているか

41 山城 眞一

１．雨宿り場の設置について

東恩納三叉路（ホッパー寄り）

２．土地改良地区の整備について

東恩納長嶺原地区側溝

３．警告看板の設置について

うるま市各地区農業振興地域

42 新垣 徳隆

１．行財政改革について

(1)地方交付税の今後の見通しは

(2)財政状況（経常収支比率や財政力指数等）の現在の状況と今後の目標は

(3)当市の借金の総額（一般会計と特別会計別々に）と借入金利5％以上の件数と金額

(4)今後の当市の財政改革は
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２．行政改革大綱について

(1)給与の適正化(P16)と多様な人材の活用(P17)についてお尋ねいたします。
(2)当市の平成17年度の時間外手当の総額は

３．定員適正化計画について

目標職員数と効果と計画に関する基本的な考え方についてお尋ねします。

４．指定金融機関について
平成19年6月で契約期限となるがその後の対応をお聞かせ下さい。

43 大城 肇

１．合併協定書について

(1)認識（市民との契約）
(2)守られていない項目は

(3)責任は

２．金武湾の浄化について

(1)赤土、養豚場からの汚水、生活汚水、ホテイアオイ、工場廃水等の流入について対策は

(2)(1)は公害か
(3)石川下水処理場機械設備の耐用年数について

①操業開始年月日は

②法的許認可項目

③これまでの修繕記録

(4)(1)、(2)、(3)による漁業に与える影響について

漁業種類ごとの漁獲量（組合別）
(5)今後の漁業の振興(うるま市)について

３．農振法違反事案

(1)件数は

(2)対応(件毎)

４．東恩納区画整理事業について

(1)小規模区画整理事業の可能性

(2)手順は

(3)地域への説明会

５．悪臭対策について
苦情件数と対応(件毎)

６．不法投棄(ゴミ等)

経過と対策

７．交通関係違反件数(職員、特別公務員)
(1)合併後の件数

(2)どのような罰則


