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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．グアム島視察など基地問題について

知念市長は7月に米軍基地問題でグアム島を視察しています。そこで市長がグアム島への

視察を終えて沖縄県、うるま市の基地問題について、どのような感想を持ったか伺います。

新聞報道ではいろいろ報道されています。うるま市の米軍基地の中でグアム島への移設可能

な施設がありましたか

２．国民健康保険について

国保税がこの４月から引き上げられました。そこで直近の数字で①国保税の納付状況、②

滞納者数・率は③納付額(対前年度比)についてお伺いします。今回、国保の特別調整交付金

の算定ミスが明らかになりました。現時点でわかっている算定ミスによるうるま市の交付額

はいくらでしょうか。この国保の追加増収分について、市民への国保税の軽減のために充当
すべきではありませんか

３．年金問題について

6月に社会保険庁改革関連法が成立し、国民年金未納者の滞納者に対し、市町村は来年4月

から罰則として国民健康保険証を交付せず、短期保険証に切り替える事が可能になります。

うるま市は短期保険証を発行する罰則を適用するのですか。うるま市の年金未納者は何名で
納付率はいくらでしょうか。また特定検診(住民検診)の来年度実施の導入に伴い検診費や保

険指導経費などの財源確保のために、保険料を引き上げを検討する自治体もありますが、う

るま市はこの問題での考え方を伺います

４．後期高齢者医療制度の問題について

後期高齢者医療制度の実施にあたっての問題点がいくつかあります。1点目は保険料です
2点目に窓口負担です。3点目に資格証明書の発行の問題です。そこで沖縄県の後期高齢者医

療制度についても方向性を決める時点にきています。そこで今述べた3点について見解を伺い

ます

５．市道202号線(川崎ルーシ河線)問題について

川崎部落(県道8号線)から栄野比部落を通る市道202号線(ルーシ河線)の改良拡張工事につ
いて伺います。ご承知のようにこの工事は昭和56年に一部工事が行われましたがその後、中

断し約26年経過しています。川崎、栄野比地域や周辺地域の住民の長年の願いであるこの市

道202号線道路の改良拡張工事の早期の実現に取り組んでいただきたい。また現在、市として

取り組み(実施計画も含め)の進捗状況について聞かせていただきたい

６．交通事故から市民をどう守るか
市民を交通事故からどう守るかという問題では、この間のうるま市で発生した交通死亡事

故で教訓にすべきものに、信号機が早期に設置されていれば防げた人身事故があったのでは

ないかという問題です。例えば石川の山城部落を通る国道329号線バイパスの山城部落入口交

差点での死亡事故。その他にも信号機等があれば防げた事故もあると指摘されている道路が

あります。そこで今、交差点対策が必要だなと痛切に思う箇所があります。この道路はあげ

な中学校前の市道119号線、西原部落に抜ける交差点(市道108号線)があります。ここは事故
の危険性の高い道路(交差点)のように思われます。信号機等の設置も含めた早期の対策を求

めます

７．予算問題について

(1)決算額の科目順位(平成18年度の目的別歳出｢順位・金額・率｣)について
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(2)財政計画(平成19年から平成23年)の特徴はなんでしょうか

(3)新規事業の特徴はなんでしょうか(平成19年度)またそのうち合併特例債の総額はいくら

で、率はいくらでしょうか
(4)合併特例債事業の特徴はなんでしょうか(平成19年度)

２ 伊盛 サチ子

１．教育行政について

(1)建築基準法改正の影響により、兼原小学校屋内運動場改築事業工事の着工が遅れている
現状にあるのか。その経緯と今後の進捗状況の方向性について

(2)勝連地区における勝連幼稚園、平敷屋幼稚園、南原幼稚園の園舎改築の今後の計画につい

て

(3)学校内でのＰＴＡ美化作業から出る剪定木、草木等を搬入する際に係る処理費用の負担

軽減について

２．環境行政について

廃ペットボトルが石油高騰などにより、自治体独自で業者に売却し、新たな収入源とする

動きが出ているが、本市におけるペットボトルのリサイクルの現状はどの様になっているか

３．環境整備について

(1)台風4号や、その後の集中豪雨による災害被害状況と今後の対策について
(2)被災者に対する支援策について

３ 島袋 行正

１．情報管理について

(1)職務上、知りえた情報の管理は(現状）
(2)個人情報(市民)の管理は(現状）

２．道路整備について

与勝中学校後方から勝連庁舎まで、新設道路整備の計画は

３．排水路整備について
勝連南風原の東側に野菜団地内にある排水路浚渫整備の計画は

４ 松田 久男

１．建築確認申請業務が滞っている事について

(1)改正後のうるま市の現状について(申請数、事前審査数、受理数、確認済み数）
(2)原因について、どう考えているか

(3)軽微な不備の具体的考え方について

２．農機具の窃盗多発について

(1)うるま市における最近の農機具、電線等の窃盗被害を把握しているかどうか

(2)うるま市の取り組みは有るかどうか

３．粗大ゴミの役所のチェックについて

粗大ゴミの持込による処理の際のチェックを各支庁舎でできないかどうか

４．印刷物の地元優先発注について
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(1)年間の印刷物発注金額はどれぐらいか(５０万円以上と未満に分けて）

(2)発注の現状について、どの程度の割合で地元に発注されているかどうか

５ 山城 栄信

１．旧石川保健所跡有効利活用について

２．台風時停電に於ける重度障害者に対する支援について

３．小規模多機能型居宅介護について

６ 喜屋武 正伸

１．高江洲地区集落整備事業について

(1)現在までの進捗状況と今後の計画について伺います
(2)農地内排水の整備について伺います

２．社会体育施設の修繕について

(1)石川の屋内練習場の修繕について伺います

(2)石川野球場、具志川陸上競技場の水銀灯の修繕について伺います

３．具志川環状線(県道224号)の信号機(まどか保育園前)の停止線変更について伺います

４．不登校について

(1)うるま市の平成18年度の不登校児童、生徒数を伺います

(2)不登校の原因と対策について伺います

７ 仲本 辰雄

１．特別支援教育について

(1)校内委員会の設置状況

(2)特別支援教育コーディネーターの指名状況

(3)個別の指導計画の作成状況
(4)個別の教育支援計画の作成状況

(5)個別支援教育に関する教員研修の受講状況

２．医療費抑制について

(1)住民健診の対象者

(2)住民健診の受診者と受診率
(3)要指導の人数と割合

(4)要精検・要医療の人数と割合

(5)治療中の人数と割合

(6)国保会計の医療費における生活習慣病にかかる金額と割合及び疾患別の金額と割合

３．税務行政について
(1)市民税、固定資産税、軽自動車税の徴収率について

(2)徴収率を向上するための対策と成果について

４．道路行政について

台風４号の影響による勝連浜区における冠水や床下浸水対策について
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８ 照屋 義正

１．沖縄科学技術大学院大学について

県は大学院大学の建設に伴う周辺整備基本計画が策定されたが、門前町、交通センター地区

としての本市の

(1)整備内容について

(2)推進体制について

(3)整備に伴う財源の対応について

２．ＩＴ津梁パークについて

本県自立の最重要プロジェクトとして、位置づけられた内容について

(1)整備内容について

(2)位置の選定について

(3)誘致の取り組みについて(対応）

３．うるま市道路整備について

(1)合併道路計画について

①与勝半島一周線の整備について

②照間1号線の県道8号線への連結について

③県道37号線の改良について
(2)防災道路計画について

①計画の進捗状況について

②陸軍貯油施設周辺の整備について

③市道ルーシ河線の整備計画について

(3)産業振興道路計画について

①沖縄南インターから中城新港地区への高速道路整備要請について

９ 名嘉眞 宜徳

１．選挙事務について

(1)うるま市議選挙における事務要員の総員、人件費の総額、及び一人の日給

(2)投票率アップの取り組みと、施策について
(3)事務要員の一部公募について

２．下水道事業について

(1)現在の進捗状況と今後の計画について

(2)下水道への取り付け工事の現在の達成率について(既設の浄化槽→取り付け工事した物）

３．道路行政について

(1)市道・農道・生活道路の新設及び改修整備の、実施に至るまでの手順はどのようになって

いるか。

(2)地域から受けた要請の処理はどのようにしているか。

(3)川崎区から栄野比までの、ルーシ河線の今後の計画はあるか。

４．嘉手納・普天間基地航空機等による、うるま市全域の電波障害の問題について

市の取り組みについて説明をお願い致します。

５．市職員の給与について

市職員の給与の格差是正について
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10伊波 良紀

１．ゴミ搬入について

(1)｢差し戻し｣について(件数、その理由)

(2)現行の二重チェックについて

(3)分別ストックヤードの設置について

(4)他市の状況は

２．伊波城整備について

(1)城内整備について

(2)入口の改修について（階段）

11比嘉 敦子

１．一般行政について

まつり会場の維持管理について

２．環境衛生について

住民の健康づくりについて

①市役所ロビー自動血圧測定器のそばに適正血圧の表示や、減塩食のメニュー等を表示した
らどうか。

②身近な公園で気軽に健康づくりが楽しめるよう、健康増進機能をもった健康遊具を設置し

てはどうか。

③筋力トレーニングルームの時間延長について

３．福祉について
ＤＶ対策について

①本市の相談件数と相談内容

②一時保護の入所者の数

③改正ＤＶ防止法の市町村の義務

④緊急時での被害者の安全確保予算について

４．市民、生活関連について

市に２つの警察署管区が所在することについて所見を伺う

５．産業について

畜産振興について

①近年の畜産農家数
②近年の飼育頭数

③売上実績

④セリ場とへい獣処理場の建設について

12宮城 茂

１．旧美原土地改良区内の住環境整備について

(1）同地域の道路、排水整備上下水道の整備計画と時期についてお伺いします。

２．うるま市石川前田土地改良区の排水溝の整備について

(1)台風や大雨の際、一部の耕作地が冠水し、農作物に被害が出ている。排水溝の整備が
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できないか。

(2)同件で自治会長や農業委員からも整備の要請があったと思いますが、その後の対応は

どうなったか。

13照屋 大河

１．照間地内、賃貸工場に関する事項

２．うるま市本庁舎他３施設に係る空調改修工事請負契約について

３．基地問題に関する事項

騒音被害について

４．教育行政に関する事項

うるま市児童生徒の派遣に関する補助について

14徳田 政信

１．農振見直しについて

(１）これまでの進捗状況

（２）今後の日程について

２．道路行政について

県道３６号線豊原～喜仲間の一部未整備について

15安慶名 正信

１．石油備蓄について

(1)４月末に報道された平安座地区石油基地への備蓄タンク活用提案から、４ヶ月余が経過

したが、その後、国、県、企業側からの情報はないか。

(2)地元は石油精製所跡地の活用にまで及ぶことを期待するところであるが、当局はどのよう

に考えているか。

(3)跡地活用の実現を図ることからも(地元事業者、行政、議会)による連絡調整会議等の
設置が必要と考えるが当局の考え方を伺う。

２．文化、観光行政について

(1)世界遺産に登録されている勝連城跡整備事業の整備計画と実施進捗の状況を伺う。

(2)観光客入域者数も年々増えているが、アクセス機能の整備と誘導サイン案内の充実は

出来ているか。

３．うるま市バイオマスタウン構想について

(1)バイオマスタウン構想実現構築支援について

(2)うるま市地域バイオマス利活用事業について

４．与那城地区西原商店街活性化について
与那城地区の中心市街地は西原地域の県道伊計、平良川線沿いに集積している。しかし

近年、大規模店舗等の出店に伴い、商店等は低迷し、空き店舗の増加が顕著になってきてい

る。そこで平成１７年２月１７日に与那城町まちづくり推進協議会により｢与那城町中心市

街地活性化ビジョン策定調査｣報告書（案）が報告されたが｢新市建設計画｣にもりこまれてい

るかお聞きしたい。
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16金城 勝正

１．市道５００９号線道路改修工事について

２．津堅島救急搬送に関連する事項について

３．第三セクター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

４．うるま市職員の給与格差問題に関連する事項について

17安里 純哲

１．津堅架橋早期実現について

｢夢の架け橋｣と言われる津堅架橋の早期実現については、旧勝連町時代から津堅住民が行政
と一体となり推し進めた経緯があります。また津堅島については、合併の｢新市建設計画｣の

中でも｢島しょ地域｣として｢有人島しょである津堅島は唯一の離島となっており島外への人

口流出が続き、高齢化が進んでいる｣と解されており、実に現状がはっきりとうたわれており

ます。 私が付け加えるとすれば、現在の住民の所得でいえば津堅島に住むのが限界にきて

いると思っております。その証に年々、島の人口が激減し、言い方が悪いかもしれませんが

｢姥捨て島｣にもなりかねない現状にあります。だからこそ、今からでも架橋実現に向けて、
しっかりとした行政、住民の体制で国、県へ強く要請をしなければならないと思い、今回の

一般質問に取り上げております。 まだまだ津堅島の苦悩は言い足りませんが、以上のこと

を踏まえて、次の質問にお答え願います

①以前、市長は一般質問の答弁で｢国、県あるいは離島振興協議会等の中で機会あるたび毎に

要請はしております｣とお答えしておりますが、その後、要請をしたことがあるのか、

お聞き致します。
②行政主導の「津堅架橋推進協議会」なるものの設置が可能かどうか。

③うるま市総合計画の中で、島しょ地域である津堅島の計画はどのような位置づけにある

か、また唯一｢辺地債｣が適用できる津堅島の事業は将来、どのようにお考えか。

２.教育行政について

現在、うるま市の教育施設の多くが老朽化しており、段階的に新増改築しなければならな
い時期にきております。財政面で一挙に出来ませんが、現在進んでいる、特に屋内運動場に

ついては今まで子供達が部活等で使用しており、建設中の部活の取り扱いに教育委員会とし

てどのように対処しているのかお聞き致します。

３.道路行政について

潮平名農道(路線番号６)の整備については、幾多となく一般質問でも取り上げられており
現状としては災害適用を受けて工事をしてまいりました。この路線は旧勝連町時代に将来は

湾岸道路としての路線にも変わる要素があると言われておりました。 現在の湾岸道路は平

敷屋のホワイトビーチ入り口で止まり、これからの接続道路が見えてこない現状にあります

定かではありませんが、県としましても将来、中城湾港新港地区につなぐ東側の道路を

打ち切るようなニュアンスも出てきております。つまり現在の湾岸道路が平敷屋のホワイト

ビーチ入口で終点となるかも知れません、私はそのつなぎ役目を果たすのが、まさしく潮平
名農道であると思っております。勝連半島の基幹道路として既存の湾岸道路につなぎ、中城

湾港新港地区へのアクセスがなければ、勝連半島の経済発展はあり得ないと思っております

そのうえでも潮平名農道は、今から将来を見据えた湾岸道路としての整備が必要だと思

っておりますが、当局として、その必要性をどのように理解しているか、また当道路の整備

については、県への要請はどのように対処しているか、お聞き致します。
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４.漁港整備について

①安全かつ目的に応じた漁港整備はこれからの水産業の発展に不可欠ではないでしょうか、
近年、津堅漁港ではモズク養殖漁業の活性化に伴い、昔ながらのクリ船からＦＲＰ船へと大

型化が進んでおります。新規加入の組合員数が増大するにあたり漁船数も増え、現状の船揚

場の建設が望まれます。整備と進捗状況について伺います。

②台風４号による津堅地区被害状況について伺います。

５．離島における介護施設サービスについて
高齢者が生きがいを持ち、健康で安心して暮らせる環境づくりの推進として、地域密着型

サービス拠点整備事業（津堅島老人介護施設）の進捗状況について

18久高 唯昭

１．市民栄誉賞の創設について
各分野で全国的に素晴らしい活躍や功績、実績を挙げた、うるま市民及びうるま市出身の

方に、その栄誉を称え、うるま市の誇りとして市民栄誉賞を創設すべきではないかと考えま

す。当局のお考えをお聞かせ下さい。

２．うるま市エイサー祭りの開催地について

去った９月１日、２日、第2回うるま市エイサー祭りが、市与那城総合運動公園陸上競技場
で開催され、両日共、市内外から万余の観衆がつめかけ、伝統のある本場エイサーを感動と

ともに楽しまれたことと思います。その大盛況ぶりを喜んでいます。

そのエイサー祭りの目的として市民意識の高揚と市民相互の融和、地域文化の継承、普

及、振興を図ることとなっています。

その目的から考えるに、祭りの開催場所をうるま市の４区域(与那城、勝連、具志川、石川

)で、持ち回りに開催にしてはどうかと思いますが。当局のお考えをお聞かせ下さい。

19宮里 朝盛

１．市民の健康管理と保健指導について

(1)市民の健康診断、健診等の状況について

(2)市民の保健指導について

２．職員の給与問題について

(1)合併時の二市二町の平均給与について

(2)合併後の二市二町の平均給与について

(3)合併協定書の給与問題について

(4)給与の調整について

３．廃ペットボトルの取り扱いについて（活用）

20永玉栄 靖

１．旧2市2町主催で行われていた祭り事や拝み事について
(1)合併後どのようになっているか。

(2)一例として旧与那城町が主催して行われていた農業神土帝君祭は、祭事の経費等は町予算

で行われていたが今はどうなっているか。

(3)土帝君祭は、五穀豊穣を祈願しての祭り事である食文化が進んでいる今こそ食生活と共に

かかせない農業を考える時期、土帝君祭り等も市が主催して祭りの輪を広げ農業者の育成
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にも役立て行くと考えるが市としてはどのように考えるか。

２．うるま市与勝地下ダム土地改良区の運営について
(1)収入は、県・市の補助、運営補助金、維持管理補助金はどうなっているか。賦課金、計画

水収支

(2)支出運営費、事務費、職員、役員、維持管理費、負担金等どのようになるのか

(3)定款、規定の中から経費の分担等について

(4)他村(読谷)との比較

(5)うるま市与勝地下ダムは県事業で工事を完了している、与勝地下ダム土地改良区運営につ
いては、県・市・受益者等で土地改良施設の適正な管理運営すべき、市としてはどのよう

に考えているか。

３．通学路の道路網の整備について

(1)うるま市与那城99号線道路整備事業に向けての取組状況、今後の予定はどうなっているか

(2)県道37号線屋慶名大通り拡幅工事に向けて県の取組状況は(基本計画、実施計画、設計、
測量等は何年度の予定か)

(3)市道58号線、県道10号線の交差点の信号機設置はどうなっているか(要請平成18年12月27

日・屋慶名自治会長)

21高江洲 賢冶

１．中原小学校新増改築工事について

(1)仮設校舎の施工時期が遅れた理由

(2)改築工事期間中の子供達の体育の授業について

２．排水路整備について

志林川自治会から要請がありました、高江洲９１９番地から９６７番地間の排水路について

22東浜 光雄

１．浜比嘉島兼久地域の防災対策について

台風4号の襲来によって県下に大きな被害をもたらした事は周知のとおりであります。

本市においても農作物への大きな被害、津堅島、浜比嘉島では護岸の決壊、家屋の半壊、
床上・床下浸水の被害が出た状況にありました。浜比嘉島の兼久地域においては、山の手か

ら海へ流れ出る排水口が土砂で埋もれ全く機能せず雨水があふれだし民家へ浸水する事態と

以前設置された堤防が海面との高低差が少なく全く堤防の機能を果たさず波によって大量の

土砂が道路に打ち上げられ海水が民家に浸水するという事態がおこり、大変な不安と恐怖を

抱いたようであります。

現状のまま放っておくと悪天候、台風時には大きな被害に結びつく可能性が大であること
から早急な防災対策が必要だと思いますが御見解をお伺い致します

２．子育て支援「放課後子ども教室推進事業」の充実、強化について

父母が共働きせざるをえない社会情勢にあって保育期間を終えた子どもや部活に入ってな

い子どもたちが放課後の子どもの居場所を失い浮遊している現状にある。働いている多くの

父母がこの年齢の子どもたちを受け入れる場所と子育ての不安を相談できる人を切に要望し
ている情況にある。本来子育て支援事業は、そのような子どもたちを地域が主体となって

｢見守る子育て｣にするよう支援していくことと、子どもたちが積極的に関わりのもてる事業

の取り組みをしていくことが必要だと思うが、本市の現状はどのようになっているかお伺い

致します
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23山内 末子

１．防災対策について
（1）公共施設(本、支庁舎、図書館、歴史民族資料館、学校、その他)の避難訓練の実施

状況と計画について

（2）石油備蓄基地、火力発電所等含む総合的避難訓練について

（3）学校への避難マニュアル策定について

（4）避難所表示板の改善について

２．基地対策について

（1）基地周辺地域の「電波障害対策」について現状と方向性を伺う。

（2）新嘉手納爆音訴訟で明らかになったＷ値（うるささ指数）の国の過小算定に対する

本市の見解と対応について。

３．平和行政について
（1）「集団自決」検定撤回9．29県民大会に対する本市の取り組みについて

（2）「うるま市平和週間、月間」制定について

（3）平和ガイド養成について

４．大学院大学について

大学院大学整備計画の石川地区交通センター地区整備方針について

５．企業誘致について

特別自由貿易地域内(ＦＴＺ)の企業誘致について

24奥田 修

１．沖縄新世代経営者塾について

県の将来の経済、社会を担う人材育成を目指し、内閣府が運営する同塾が９月２日に那覇

市内のホテルで第１回会合が開かれたようですが、その点につき伺います。

（１）組織形態と自治体との関わりについて

（２）参加者資格について

（３）参加者促進の必要性について

２．国民健康保険特別調整交付金について

厚生労働省の算定ミスによる本市の影響額と追加交付金の状況について伺う。

３．介護保険サービスについて

（１）国の抑制策により、介護給付費が全国的に減となっているが、サービスの利用者に
対し適性であると評価するのか、否かと評価するのか、実情を踏まえて当局の所見を

伺う。

（２）本市が介護給付費減の対象になっていない理由を伺う。

４.自然災害について

（１）台風４号による本市の被害状況と復興状況について伺う。
（２）集中豪雨（８月１０日～）による本市の被害状況と復興状況について伺う。

（３）災害対策本部設置と活動状況について伺う。

（４）台風時の自主避難状況を各字ごとの避難所の確立について伺う。

（５）被災者に対する行政の支援制度と支援状況、申請期限について伺う。

（６）老朽化している公の施設、ヤブチ大橋の耐力度調査の必要性について伺う。
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（７）海中道路外灯の切断箇所について伺う。

５.与那城１８号線区間道路の歩道整備について
（１）同整備について、どの様なご検討をなされたか伺う

（２）同区間道路に隣接する１軒の住宅兼店舗が大型車両の往来により、建物に地響きがあ

り安眠が出来ないゆえ、役所に相談に行ったことを当局は把握されているか伺う

（３）特別警戒指定区域に指定されている同石油基地、それに接続している同間道路は、有

事に際して避難計画の立場からしても歩道の整備は不可欠と認識するが、防災上の立場

から所見を伺う

25中村 正人

１．基地再編問題について

中部振興策について

(1)プロジェクトチーム創設について
(2)再編交付金について

２．保育環境について

待機児童解消策について

３．介護保険について
(1)小規模多機能型介護事業について

(2)介護事業所情報公開について

４．経済振興について

平成19年度の努力目標について

(1)雇用、企業誘致、観光振興、農業振興
(2)予算について(努力目標)

(3)公共事業について(地元活用)

５．小学校施設について

田場小学校体育館建設予定について

26下門 勝

１．旧勝連保健センターの跡地利用について

①敷地内にある建物等の撤去計画はどうなっていますか

②跡地利用計画はありますか

③跡地に児童館、もしくは公園等の整備ができないか

２．地下ダム事業に伴う水辺環境整備等について

①県は与勝地下ダム事業による、周辺地域での水位上昇に伴い、高水対策を計画している

と思うが、その内容をお伺い致します（方法、場所等、時期）

②高水対策による捨て水を利用した水辺環境整備等が計画できませんかお伺い致します。

３．ゴミ搬入許可等について

①個人搬入の際、本庁及び北環でのチェックが行われ、市民から２重チェックで時間的、

経済的負担があると苦情があるが、一元化できないかお伺い致します。

②他市町村の状況はどうなっていますか、お伺い致します。
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４．認可外保育園への給食費等の助成について

県が助成決定した場合、本市としても対応できますかお伺いします。

５．児童虐待等について

①本市での相談件数と、その推移についてお伺い致します（平成１７、１８、１９年）

②中部への一時保護所設置の必要性について、市長の所見をお伺いします。

６．道路整備等について

平成１８年１２月定例会におきまして、島袋行正議員の方からも質問がありました。勝連
内間１５番地から２２番地間の道路整備についてお伺いします。その里道に隣接する地権者

の協力により、４メートル以上の道路用地を確保し、市へ帰属することが可能であれば市道

認定が可能かお伺いします。




