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質 問 事 項

１ 照屋 純

将来の行政課題について

１．新市建設計画について

２．新型地方交付税について

３．実質公債費比率について

４．公共的施設(支所出張所の統廃合、小中学校の統廃合)について

５．人事システムについて

６．職員の法令遵守と特別権力関係について

７．国保会計の健全化について

８．少子化対策について

９．公共工事の発注について

10．サンライズ構想事業について

11．ゴミ焼却炉の運転中止の経緯について

12．公共物を大切にする心について

２ 山根 一雄

１．バランスシート等の作成及び公表について

(1)バランスシートは、作成できたでしょうか
(2)住民への公表については、いつ頃になりますか

(3)退職給与引当金は、バランスシートに計上されているが、職員の退職する際に引当金から

支払われる。なお、一般会計3節の職員手当等から特別退職金として支払われているが、どう

してか。本来なら一斉にして退職給与引当金に計上しなければならないかと考えるが説明を

求めます。

２．図書活動について

(1)読書量はどうなっているのか(全体として）

(2)青年会、婦人会、成人会、老人会等の各層の読書量はどうなっているのか

(3)与那城地区の移動図書館の巡回はどうなっているのか

(4)与那城地区だけは図書館がありませんが、建設予定はあるのか

(5)図書活動費は、人件費、施設の減価償却費等を含めていくらになるのか。また、1人当た
りのサービス額と住民への公表について
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３ 伊波 隆

１．市民アンケートについて
(1)アンケート項目と、その結果について

(2)地域間で結果が異なってないか

(3)アンケート結果を施策にどう反映させるか

２．臨時職員の待遇改善について

(1)30歳の正職員と臨時職員との年間賃金格差(ボーナス、退職金、諸手当含む)額について
(2)政府がフリーター、少子化対策及び子どもの教育費確保の観点から企業に正社員雇用を強

く求めておりますが、見解を伺う

(3)臨時職員の待遇を向上すべきと思いますが、見解を伺う

３．役所職員について

公務員としての立場と個人的立場の位置づけについて、時間的、活動時の区分点について
伺う

４．ＥＭ関係について

ＥＭ効果の疑問点について見解を伺う

(1)ＥＭセラミックスをガソリンに混合すると低燃費効果がある。及びラジエーターへの混入

でサビないことについて
(2)焼却ゴミに散布するとダイオキシンが発生しないことについて

(3)富士山の崖崩れ対策効果について

(4)建築工事への使用について、及びＥＭ機構の役員の住宅建設等に使用されているか

(5)ＥＭ効果の科学的根拠について、(1)～(5)について県内外の行政視察において質問された

ことはないか

(6)ＥＭは、会社名、商品名で、有効微生物の代名詞的な位置づけをされている。他社の製品
及び自然界にも、腐葉土など有効微生物は数多く存在する。よって「有効微生物によるまち

づくり」に改めるべきと思いますが、見解を伺う

５．建設業者会について

本市は、市内に本社のある業者を市内業者として位置づけしておりますが、市外に本社の

ある建設業者会が、うるま市建設業会の名称をしている。業者間のトラブル防止の観点から
行政指導すべきでないか見解を伺う

４ 松田 久男

１．悪臭対策基本計画について

基本計画に基づいて、これまでにどのような検討作業がなされてきたか伺います。また、
これからの見通しについて

２．窓口業務の改善について

(1)窓口サービス評価が行われているが、8月の評価点はどうであったか伺います

(2)各施設の予約をホームページ等を利用して便利に行うことはできないか伺います

３．東恩納博物館跡の補修費について

補修費の予算について検討が続いたと思いますが、その後の状況について伺います
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５ 金城 勝正

１．字具志川内排水溝の改良についての要請に関連する事項について

２．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

３．本庁舎内冷房の設定温度(ESCO事業)に関連する事項について

６ 石川 眞永

１．悪臭問題

(1)悪臭は、本市の都市計画にどのような影響を与えているか、その対策はどう講ずるか伺う

(2)恩納村に設置決定した大学院大学の周辺整備事業と本市はどのような関わりをもつのか。

また、悪臭の影響はどうなのか伺う

２．農道管理について

農道の巡回、補修整備はどうなっているのか伺う

７ 伊盛 サチ子

１．福祉行政について
(1)軽度者介護に対する福祉用具の取り扱いについて

(2)難聴性高齢者のための公共施設への磁気ループの設置について

(3)乳幼児医療費無料化の年齢拡充と現物給付について

２．商工行政について

小口融資制度実施について

３．文化財について

平敷屋トウバル遺跡発掘調査の計画について

４．災害対策について

地すべり地区における調査、災害対策について

８ 田中 正秀

１．県営かんがい排水事業の地下ダムについて

地下ダムの進捗状況と農業生産性の向上についてお伺いいたします。

(1)量水器(メーター)等の設置は何パーセントの個人同意が得られているのか
(2)地下ダム事業の開始時期はいつ頃か

(3)地下ダム事業の開始によって農業生産性の向上を図るにはどのような計画がなされている

か

２．不法投棄対策について

平安名の幸地原と阿喜溝原農道に多くの不法投棄がありますが、どのような対策をしてい
ク ー ジ バ ル ア キ ミ ゾ バ ル

るのかお伺いします

３．キビのガイダー一斉防除について
今年5月29日に食品衛生法の一部改正に伴い残留農薬の規制が新たに導入されたことによ
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り、一斉共同防除が中止になりましたが、当局はどのような指導をし、対策をしているか

（勝連地域）

９ 玉城 弘

１．ふるさと海岸人工ビーチ位置づけについて

(1)平成12年度、県事業で護岸として整備されていますが、浜比嘉に訪れる観光客や遊泳者か

らビーチとして親しまれ海水浴シーズンになると海辺と触れ合う美しい景観として市内外か

ら一日何百人あまりの人々が訪れておりますが、ふるさと海岸の事業目的は、護岸というこ

とで、海岸での騒音や花火打ち上げ騒音の規制ができないことが、地域住民からの苦情があ
って浜区長は困っております。また、ゴミに関して訪れる人々はゴミの持ち帰りがなされな

いため、余儀なく地元でゴミ片付けをしている現状であります。今後、ゴミ・騒音問題を解

消するには、本市の管理が重要であると思いますので、お伺いします

(2)駐車と個人の畑の境界ブロック設置

農家は作物への潮害や弊害が心配されるので、早急に設置してもらいたいと思いますが、
市当局のご見解をお伺いします

(3)駐車場有料化について

駐車場に一日何十台の車が駐車しておりますので、有料化すれば料金でいくらか経費を補

うことができると思いますが、ご見解をお伺いします

10 照屋 妙子

１．9月1日防災の日にちなみ「災害ボランティア」活動の状況と今後の「災害ボランティア」

育成や「高校生等への防災講座」の実施について

２．親子で楽しめる「海と自然の環境学習」を体験実施について

３．うるま市郷土の魅力を全国にＰＲする「観光大使」の育成と市内文化施設を子どもたちに

見学させるについて

４．「もったいない」運動

環境家計簿でCO 削減、紙芝居で子どもたちにも訴え、学ばせるについて2

５．ヒートアイランド現象緩和

屋上、壁面、緑化の推進について

６．農業担い手の育成と本市の取り組み状況等について

７．バイオマス燃料の実用化への取り組みについて

８．音楽療法の普及並びに本市の取り組みについて

９．子育てのスタートを「妊娠初期から応援しよう」と「おめでとう訪問」の実施について

10．本市「空き交番」の現状について

11．具志川野球場横から裏を通って市営体育館向けの市道の拡張工事と歩道設置について

12．具志川野球場向け市道217号線の街灯設置について
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13．観光行政（自然を活用した観光推進）

(1)近海の魚貝類や特産物の食と文化伝統芸能を楽しみながら遊覧できるクルージングの運航
について

(2)湾岸通りにメルヘン風の宿泊施設、コーヒー店、レストラン、お土産品店、釣り具店等々

と市営駐車場を設置、多くの若者達が集まるイベント広場や大型屋外ステージ等の設置につ

いて

(3)モトクロス村、広告村等の設置について

(4)長期滞在型宿泊村の設置等々について

14．健康増進

年中およげる「恩・与・具・石・勝」仮称の設置について
お よ ぐ い か

15．うるま市名所づくり

「花垣根通り」や「各ビラ(坂)に花を植え」観光名所の推進について

11 中村 正人

１．基地再編問題について

(1)うるま市の今後の基地問題について(進捗状況について)

(2)振興策について

２．児童福祉環境について

待機児童解消策について

12 荻堂 盛仁

１．バス問題について

(1)合併後の小中髙の通学区分は、どうなったか

(2)うるま市内の高校生の通学距離に変化があるか

(3)高校生の通学について地区外に通学している実態調査がありますか

(4)琉球バスが名護～那覇線の便数を減らしたが、一日何便の減であるか

(5)琉球バスの石川北谷線の廃止に伴う減便は何便か
(6)琉球バスの減便と廃止による住民の反応は、またその調査はしていますか

(7)コミュニティバスで、琉球バスの減便・廃止の分を補えますか

２．石川農道221について

(1)石川農道221の車輌通行状況を把握しているか

(2)中部北環の清掃車の1日の利用車数は
(3)石川農道221は整備する必要があると思うが

13 上田 清

１．仲原遺跡の整備について

駐車場・歩道の整備について
これまで沖縄振興開発計画・沖縄振興計画、平成17年3月には第2次沖縄県農林水産振興計

画等で集落環境の整備はなされて来ているが、新たに平成19年度より農林振興総合整備事業

が策定される様でありますが、その中で仲原遺跡の駐車場の歩道の整備は出来ないか

２．野犬掃とうについて
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(1)掃とうの基準はあるのか

いわゆる各自治会あるいは市民よりの報告で実施しているのか。それとも担当課の見廻り

判断でされているのか
(2)掃とうの地域別実績はどうなっているのか。捕獲なのか。薬物使用なのか。分けた実績は

どうなっているのか

14 知名 繁治

１．旧美原区内土地改良区の今後について
(1)これまでの経過について

(2)市道認定について

(3)住環境整備について

15 石川 善一

１．基地対策

(1)嘉手納基地からの騒音被害対応をどのように考えているか、その対策

(2)ホワイトビーチ、キャンプコートニー関連の対応は充分と思うか

(3)米軍人が基地外に居住しているが、安心、安全対策を伺います。また、その家族構成を示

してください

(4)ゴミ問題はどのようになっているか、その実態を示してください

２．環境整備

(1)石川楚南問題で戦前居住者(基地内)調査結果と今後の取り組みについて

(2)楚南開発はコンサルに委託されているが、その進捗状況と将来像を示してください

(3)サンエーメインシティ公園。今後の取り組みについて(市管理)

(4)環金武湾構想の取り組みが具体的に見えないが、各地域の進捗状況を説明してください
(5)中部北環境の運転は順調に稼働しているとは思えない。故障が多く安心して受け取れない

状況だと思う。保証期間中にしっかり事実確認が必要と思うが管理者の見解を伺います

３．土地区画整備

(1)うるま市の土地区画事業はスムーズに進捗しているか

(2)石川西地区は行政が手を入れなければ完了しないと思います。行政はどのように対応する
か

(3)東恩納の区画事業の進捗状況と今後の目途を示してください

４．観光と道の駅

(1)企業誘致を図り、観光資源の開発計画があれば示してください

(2)旧石川時代に道の駅構想が出来上がっていた。合併と同時に話すら聞けなくなっている。
うるま市の特産を集めての道の駅であれば県内一番になると思う。早急な取り組みを期待

したいが見解を聞きたい

(3)うるま市は環金武湾を前にした素晴らしい観光レジャー施設がある。まだ開発できる海浜

が無数にある。うるま市の宝である。これらを有効利用、開発することは厳しいでしょう

か。私は充分対応できると思います。やる気があればできる。将来、計画に入れてみませ

んか
(4)県企業局(新石川浄水場)を利用しての事業計画が旧石川市と締結されています。平成20年

完成でしたが平成23年まで延びるようです。その経緯を示してください。なお、企業局を

利用しての観光レジャーも見込めます。同敷地の使用について旧石川市では約束されてい

る。行政は知っていますか。その対応について伺います
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５．伝統文化

４市町合併で伝統文化の宝庫になった。文化全体にわたるのである。素晴らしい文化を広

め継承する責務が果されていると思います。問題は他市町村の行事を確認する時には調整す
ることも必要である。第１回うるま市エイサーまつりは成功でした。が沖縄市では全島エイ

サーが行われ、エイサーまつりが二分された。我が街の文化芸能を広く県民に見せたいもの

である。そこで、今後の日程調整の考えはありますか

６．総合庁舎と職員管理

(1)合併により本庁・支所とあり、市民は大きな不便をしている。将来的には総合庁舎を建設
すべきと考える。何年を目途にしていますか

(2)合併により職員が1,000人余になっています。人間関係が上手でない職員にあっては厳し

い職場になっていると思われる。職員ケアについてどのようにしているかお伺いします

16 又吉 賢光

１．県道管理について

(1)市民からの苦情等処理対策を聞きたい。また、次の事についてお答えいただきたい。

①宮城島東側線(県営一般農道)の路側帯は見通しが悪く、自転車利用等危険である。対策

は？

②平宮線の南進はガードレールの切れ目が無く、自転車通行は休憩とれず無理を来す。

③海中道路起点から屋慶名港間の海側の安全策について。どうしましょう。
④県道31号の屋慶名、与那城間の路側帯の草木が伸び、歩道利用が出来ない。どうしたら

よいか。

⑤照間漁港と県道間に歩道がない。これまでの要請等どうなったか。教えて下さい。

⑥県道37号線通称屋慶名大通りの2カ所の危険箇所の件、その後の経過はどうですか？

⑦屋慶名、平敷屋線の開通は何時の予定か。

２．校舎敷地の管理について

与那城小学校の運動場の周囲で近年ハブ事件は有りませんか？

３．与那城在の野外ステージについて

比較的利便良く利用しやすいような「多目的に活用できる広場」とするよう2,666名の署名

が集まったようですが、その取扱いについてお聞きします。

４．浜の人工ビーチの利用について

(1)管理についてどの様になっていますか。

①明け方まで音楽や人の声その他の騒音が続くとのこと。市は把握していますか？

②対策をお聞かせ下さい。

５．災害箇所の要請後の経緯について

(1)伊計ビーチをはじめ、うるわしの会派と仲田県議が要請した災害復旧の件、その後の経緯

が知りたい。

17 松田 輝

１．看護学校建設問題について

(1)開学の時期について

(2)市有地の賃貸条件と面積は

(3)学生の入学予定定員は

(4)経営の形態は
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(5)看護学校までの国道側と県道側からの進入道路の計画について

(6)周辺の環境整備について

(7)これまでの看護学校誘致の経緯と今後の問題点はないか

18 下門 勝

１．合併浄化槽設置補助金について

水質汚濁防止対策として、旧具志川地域のみの対象として下水道の整備が当分の間、原則

として7年以上見込まれない地域で住宅に設置される合併処理浄化槽が5人槽(8基)で342,000
円、6～7人槽(4基)で414,000円、8～10人槽(2基)で537,000円の補助が受けられる様になって

おります。現在、下水道配管整備率が低い旧勝連町・与那城町においては、生活排水計画が

策定されておらず補助が受けられません。今、住宅新築を計画している戸数がかなりあると

思われますが、下水道配管未整備地域の住民は個々で浄化槽設置を負担しなければなりませ

ん。合併して1年半が経過しようとしております。うるま市として旧各地域住民に平等な権利

が与えられるべきだと思慮されますが、今後うるま市全域で対象となりうる地域を生活排水
処理計画の中に盛り込み、市民に平等な権利が与えられるように計画してほしいが、ご所見

をお伺い致します

２．防災について

去った9月7日の琉球新報朝刊に本市にあるホワイトビーチでの原潜事故を想定し、県地域

防災計画の修正が行われ、9月6日までにその概要が明らかになったとありました。新聞によ
ると事故発生時に避難指示に当たる消防隊員用に防護服や内部被ばく対処としての安定ヨウ

素材など防護資材を県とうるま市に常備させることが明記されたとありました。私はこれま

でに一般質問で放射能事故など特殊な災害が起きた場合に備え、市民の生命・財産を守る消

防隊員の生命を守るためにも放射能に対応できる防護服が必要であり早急な配備を訴えてき

ました。しかし、財政的な問題でなかなか実現できませんでしたが、今回の修正により、防

護服などを常備することが明記されたことは、うるま市の消防隊員にとっても、市民にとっ
ても非常にありがたいことだと思います。しかし、万が一放射能漏れ事故が起きた場合、ど

れだけの被害がおきるのか、想像できません。ですから迅速な対応が隊員や市民に求められ

ます。そこで、お伺い致します。

(1)修正案の内容をお聞かせ下さい

(2)原潜事故が起きた場合、半径1.2㎞が避難対象になり、その範囲には人家もあります。万

一に備え、迅速な避難ができるように、防災訓練が必要と思うがご所見をお伺い致します
(3)原潜事故(放射能漏れ)をいち早く住民へ知らせるためのシステムとして赤色灯及びサイレ

ン等の設置は是非必要だと思うが、ご所見をお伺い致します

19 伊礼 正

１．福祉行政について
(1)総合福祉センターについて伺う

(2)離島における介護サービスについて伺う

２．石川地区南栄通り歩道の点字ブロックについて

歩道の中心に電柱が数十本立ち並んでいる。視覚障害者の歩行を妨げているのでは？

３．庁舎管理について

庁舎管理内における物品売りの許可等について伺う

４．東照間賃貸工場について

再鑑定等について伺う
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５．教育行政について

平宮護岸アートフェスティバルについて伺う

20 仲本 辰雄

１．勝連城跡の観光振興について

(1)簡易施設を利用した土産品店の設置について
(2)休憩施設付近の信号機設置について

２．認可外保育園に対する支援について

(1)認可外保育園が果たしている役割についての認識

(2)認可外保育園に対する本市が実施している支援策について

(3)認可園との比較について
(4)認可園の固定資産税について

３．安心、安全について

不審者情報等をメールで配信するシステムについて

４．公園管理について
浜比嘉島「ふるさと海岸」における深夜の騒音について

21 比嘉 敦子

１．教育について
子ども議会の開催について

合併して1カ年半が経過しました。子ども達の質問や意見を聞くためにも、次年度子ども

議会を開催してはどうか。

２．福祉について

(1)ＤＶ対策について
①ＤＶ相談件数

②相談者のプライバシーは守られているか。

③専用相談室の確保について

④女性相談員は、1人で充分か

(2)女性専用外来窓口(県立中部病院)の設置要請について

(3)法外援助について

住み良いうるま市の建設には、法外援助の事業が必要と思うが。

３．行政について

市民サービスの改善について
(1)国保の支所での業務内容変更について(９月広報）

(2)分庁方式の意義について

(3)課配置の見直し(レイアウト等)について
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22 山内 末子

１．医療福祉行政について
(1)鍼灸マッサージ事業について

①現在の事業実施状況について

②療養費支給方法変更の経過について(他市の状況、資料提出)

③同事業に対する今後の見通し展開について

(2)母子福祉について

児童扶養手当て減額、本市の対象者の状況と対策について

２．防災について

防災対策について

(1)避難場所表示の整備計画について

(2)本市の非常用備蓄品について

(3)地域の防災対策ネットワーク作りについて

３．跡地利用について

旧保健所跡、旧法務局石川支所跡利用対策について

23 宮里 徹二

１．(社)沖縄県公嘱調査士協会との単価契約について

２．沖縄科学技術大学院大学周辺整備計画について

３．合併特例債及び合併補助金について

４．新たな高齢者医療制度と自己負担限度額見直しについて

５．県道224号線について

24 比嘉 信政

１．世界遺産勝連城跡関連の要請について

勝連城跡への観光客も年々増えている中で、休憩所と駐車場が完成し、観光地として充実

しつつあります。観光地は観光客が安全・安心で満足な思い出がつくられる場でなければな

りません。又、観光客のニーズに対応できる取り組みが必要だと思います。そこで次のこと

についてお伺い致します。

(1)駐車場から城跡への横断信号機の設置について
(2)観光地での思い出のための日付記念スタンプの設置について

(3)観光案内用パンフレットの追加印刷について

２．うるま市エイサーまつりへのウスデークの出演について

第1回うるま市エイサーまつりは、他地域でも同時期にエイサーまつりが催されている中

で、2日間で観客数が8万人余の観客があり、成功裡に開催されたものだと思っております｡
市長を始め、関係者の皆様に感謝申し上げます。そこで、地域からの要望がございますが、

うるま市内では伝統あるウスデークが催されている地域が多くございます。次年度からエイ

サーまつりにウスデークの出演希望の声もございますが、当局のお考えをお伺い致します。

３．排水路の整備について
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浜比嘉島の通称兼久(字比嘉区)は23世帯余りの集落でありますが、家庭から排水路までの

距離が長く、5、6世帯が敷地内に穴を掘って台所用水等の処理を行っている状況にあり、環

境の面からも早急に調査をして、排水路の整備をしていただきたいと思いますが、当局のご
見解をお伺い致します。

25 島袋 俊夫

１．学校の安全性について

危険箇所の把握と対策について

２．うるま市ペット管理条例の制定について

特に移入動物、危険動物の登録管理対策

３．河川整備(キャンプコートニー米軍住宅沿線、天願橋～宇堅橋迄)について

４．昆布、喜舎原排水路事業の下流側住宅と介護施設の安全性について

５．安慶名地区住宅改良工事で新築された各棟の入居状況と管理について

26 比嘉 德助

１．土地区画整理事業

(1)江洲土地区画整理事業の進捗状況について

(2)市の指導・支援について

(3)江洲第2土地区画整理事業の進捗状況について

(4)保留地処分について

２．道路行政

(1)道路廃止について

(2)交通信号機の設置について

27 川上 秀友

１．本市各集落地域の下水処理施設の計画及び整備について

(1)本市各集落地域の下水道の未整備についてどのように考えているのか

(2)本市各集落地域において、下水処理施設の設置又は整備が困難ならば、当面合併処理浄

化槽の普及を促進したらどうか

２．平安座西公園整備について
グラウンドゴルフ、ゲートボール等利用度の高い平安座西公園のトイレ、東屋の整備につ

いて

３．浜ビーチについて

浜人工ビーチの深夜の騒音対策について

28 花城 清繁

１．予算の執行と行政責任について

(1)平成17年度うるま市一般会計予算の中で商工費(企業誘致費)の不動産鑑定委託料について

(2)(1)の予算計上と執行における行政責任について



- 12 -

２．うるま市実施計画について

(1)平成17年度計画の進捗状況着手・完了の事業項目は
(2)平成18年度計画の進捗状況着手済みの事業項目は

(3)土地区画整理調査事業(照間地区)の着手見通しは

(4)平成20年度までの計画は既定方針か

(5)実施計画にともなう財政措置はどのように確保されるか

３．財政改革について
(1)歳出の削減策にどのようなことを検討しているか

(2)歳入の確保策にどのようなことを検討しているか

(3)歳入の確保に財産の処分は検討していないか

４．教育予算について

(1)学校管理費について(小・中・幼)
①財政措置の必要性について

②今後の対応について

29 當間 秋子

１．福祉行政について
(1)障害者負担の軽減を

(2)小規模作業所へ補助金を

(3)市民税軽減の取り組みについて

(4)少子化対策・第3子以降の保育料無料化を

(5)「申請主義」の見直しについて

２．ゴミ環境行政について

(1)ゴミ袋の値段の見直しについて

(2)ペットボトルの回収方法の見直しについて

(3)プラスチック類の分別回収について

(4)環境ホルモン対策について

３．教育行政について

30人以下学級の早期実現の取り組みについて

30 金城 安治

１．街路整備について
市道107号線ほか20年以上整備が出来てない街路が、旧具志川市であると報告を受けており

ます。最終的に何年度までに完了する見通しか。市民は等しく行政の恩恵を受ける権利を有

すると思うが一日も早く実現するよう期待しております

２．ＥＭ裁判勝訴判決について

(1)ＥＭ裁判の判決文の中でＥＭ液使用と建築基準法との整合性をどのように述べているか。
差し支えなければ教えていただきたい

(2)裁判勝訴によって、今後うるま市の公共施設の工事にＥＭ液を使用するお考えか

３．職員の綱紀粛正及び服務規律の改正について

最近、公務員の酒酔い運転による交通事故が多発している状況です。那覇市は内規を改正
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して飲酒や無免許で運転した職員を懲戒免職とする基準を県内で初めて採用しております。

(1)過去に本市で酒酔い運転で逮捕された職員がおりますか

(2)本市も那覇市同様、厳しく基準を改正する用意がありますか

４．第1回うるま市エイサーまつりについて

子供エイサーをはじめ、各地域のすばらしい青年会によるエイサーも圧巻でした。提言と

して、2日のうち1日は各地域の子供エイサーを催した方が伝統文化の継承発展の立場からも

良いし、子供を持つ父母も多数参加すると思うが、当局のお考えは！

５．地域審議会について

(1)地域審議員は何名で構成されておりますか。名簿があればご提示願いたい

(2)地域審議員は、うるま市の行財政改革にも提言等がありますか。主にどのような活動をし

ておりますか

６．学校の適正規模配置について
難しい問題だとは思いますが、うるま市の健全な財政を確保するためには実行しなければ

ならない問題。平成何年頃までに方針が固まりますか。ご提示願いたい

７．兼原小学校の運動場拡張について

体育館改築と併行して運動場の拡張ができないか

(1)児童在籍数は何名か
(2)児童数を比較して規模的に適正か


