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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．後期高齢者医療制度問題について

はじめに市長並びに市民部長に伺います。4月から実施されました後期高齢者医療制度です

けれども、県民・市民から大変な苦情と、疑問、怒りの声が広がっています。

私はこの制度への対応について、混乱も予測して昨年の6月に商業紙に投稿しました。年

金からの天引き問題なども指摘して「今後は住民による後期高齢者医療制度の改善を求めて
いくことが大事です」と書きました。そこで市長に伺います。現在の市民の声をどのように

受け止めますか。

（1）この制度への市民の特徴的な声、意見を紹介していただきたい

（2）保険料の61件の誤天引きの説明を求めます

（3）うるま市の対象人数＝天引き、普通徴収の各々の数（10月から徴収する国保・社会保険・

共済保険の被保険者なども含め）どうなっているでしょうか
（4）保険料額ですが、平均保険料はいくらでしょうか。最高額はいくらで何名いますか

（5）7割・5割・2割減免者は何名ですか

（6）これまで国保（老人医療）と比べ保険料が高くなった人、安くなった人は何名ですか

（7）うるま市で人間ドックを受けている人数と補助額（平成19年度分）

２．男女共同参画問題について
うるま市男女共同参画行動計画の進捗状況について伺います。

（1）行動計画、平成28年（2016年）までの数値目標1から4までの現状についてどうなっていま

すか。

（2）うるま市の管理職の状況はどうなっていますか。

（3）臨時職員、嘱託職員の男女数、比率はどうなっていますか。

（4）うるま市男女共同参画懇話会の第2期委員の男女数は何名でしょうか。

３．予算・財政問題について

3月議会では民生費、投資的経費、委託費問題を中心 について聞きました。そこで今回は

物件費の問題について伺います。この問題は予算の節約 問題と節約してはいけない問題も

含んでいます。

平成17年度は一般会計の決算額約414億円のうち物件費は約45億円で11％を占め、平成18年
度は約432億円のうち約41億円、9.7％となっています。

その物件費の中身ですが、教育費・総務費・衛生費・民生費の4つで、約9割を占めます。

そこで、平成18年度の物件費について伺います。

物件費41億円のうち教育費が約17億円です。その中で「賃金」「需用費」「委託料」の概

略の説明をお願いします。

４．合併特例債事業について

私は合併特例債事業の圧縮を求めてきました。しかし、合併特例債予算計画の約364億円す

べてに反対はしませんと主張してきました。その理由は、その予算をどういうところに活用

するかが大事と考えたからです。そこで今回、具体的に伺います。市営住宅、学校施設（校

舎・体育館）、保育所予算への活用を重視しています。市民の住環境、教育、福祉の充実・

向上という立場から合併特例債予算をそこに重きを置くべきだと考えますが、いかがでしょ
うか。

また、市営団地建設の計画はありますか。
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５．うるま市の小・中学校の屋内運動場（体育館）問題について

（1）小・中学校で築年数30年以上の体育館は何ヶ所ありますか。
（2）体育館施設の改修が必要なところがありますか。

（3）今後の建築（実施）計画はどうなっていますか。

２ 金城 勝正

１．後期高齢者医療制度に関連する事項について

２．津堅島トマイ浜(津堅ビーチ)の砂浜の侵食及び中城湾港津堅地区の防波堤設置に関連する

事項について

３．沖縄コミュニティ・アイランド事業｢キャロット愛ランド｣及び津堅ビーチの整備・活性化

に関連する事項について

３ 島袋 行正

１．市財政について

今世界で起きている原油・食料高が本市に与える影響は。

（1）現状
（2）対策

（3）学校給食に対する影響は

２. 道路整備について

平成21年3月には、中城湾港から臨港道路7号線が県道16号線にアクセスされますが、その

後の県道16号線の整備予定は。
（1）付帯施設等

（2）道路幅

３．選挙について

期日前投票の場所設定が本庁舎一箇所に決まった理由は

４ 松田 久男

１．建築確認の事前審査について

事前審査が延長されたが、延長ではなく恒常的に行う事は出来ないか伺います

２．期日前投票場所について
①期日前投票場所の大幅削減は投票率の向上に逆行しないかどうか伺います

②投票率向上のためにどのような努力をしているか伺います

３．福祉センター駐車場工事について

工法について、1社独占の指名があるようですが、経費削減に逆行していないかどうか伺

います

５ 安里 純哲

１．地域イントラネット整備事業の進捗について

その事業の基本設計はどうなっていますか伺います
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２．平成19年の台風4号の襲来によって大きな被害をもたらした地域のその後の対応はどうなっ

ているのか
（1）浜区の排水口の延長工事の進捗について

（2）津堅区公民館に隣接する護岸の復旧について

（3）津堅区トマイ浜の砂の侵食防止について

３．現在、屋慶名、伊計間を運行しているコミュニティバスの運行状況について

４．期日前投票の意味について

６ 仲本 辰雄

１．行財政について

（1）サマージャンボ宝くじ収益金の活用について
（2）市場化テストについて

（3）コンビニ納税について

（4）自動販売機の設置について

２．医療費について

ジェネリック医薬品について

３．契約事務について

うるま市建設工事請負契約約款について

４．産業振興について

中小企業振興基本条例について

７ 比嘉 敦子

１．行財政について

運営費補助金について

２．福祉行政について

ＤＶ対策について

３．住民健診について

４．教育行政について
（1）学校給食について

（2）屋内運動場改築事業について

８ 伊盛 サチ子

１．福祉行政について
（1）後期高齢者医療制度が4月に強行実施され、県民の怒りと不安が広がり、沖縄県では老人

クラブ連合会が「撤廃」を求めるアピールを出しました。後期高齢者医療制度に対して、

国への廃止を求めるお考えについて

（2）廃止に至るまでに保険料の負担軽減策をとることについて

（3）後期高齢者医療制度実施後とこれまでの市民の反応について
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２．男女共同参画について

（1）平成19年3月うるま市男女共同参画行動計画（うるま夢プラン）が策定されました。数値
目標に向けての取り組みについて。

（2）条例制定について

３．商工行政について

小規模工事等契約希望者登録制度後の現状と改善について

４．教育行政について

30人学級導入校と今後の拡大の取り組みについて

５．国保行政について

（1）年金保険料未納者への国保短期保険証交付について

（2）国保税の年金天引きについて

６．市営住宅について

市営住宅空き部屋の実態について

９ 喜屋武 正伸

１．道路行政について

（1）県道36号線バイパスの橋梁下の利用について

（2）県道16号線（高江洲区内）の歩道整備について

（3）市道（前原区内）の排水整備について

２．高江洲地区集落整備事業について
（1）現在の進捗状況と今後の予定について

（2）地区内の農道及び排水整備について

１０ 永玉栄 靖

１．証明書自動交付機の利用状況について
証明書自動交付機を利用するための、うるま市民カードの交付状況はどうなっています

か。

（1）住民票の交付件数、戸籍謄本等の交付件数、戸籍の附票の件数、印鑑証明書の件数

（2）平成20年3月定例会で議決した「うるま市印鑑条例」に関する事項、条例、規則等、関連

する事項について

２．人材育成と生涯学習の振興について

（1）うるま市教育主要施策について

（2）現在、うるま市の公共施設の中で利用していない所は、どの様な所ですか。今後、空公

共施設を人材の育成と、生涯学習の振興の為に有効利用をしていく考え方はないか、お伺

いします。

（3）平成19年度の与那城地区公民館の学習室施設利用状況と、学習室側の書庫の有効利用の
件。

（4）図書館の無い地区の読書意識の進捗について

子ども達の学習環境を整えるため、行政などが支援をしていく必要があると考えますが、

行政としての考えをお伺いします。
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（5）うるま市図書館設置条例について

図書館管理運営規則等の件
（6）歴史民俗資料館管理運営状況と今後の取り組みについて

１１ 中村 正人

１．保育環境について

（1）保育予算の一般財源化問題について
（2）保育園の適正配置について（４地区）

（3）待機児童の緩和策について

２．教育予算について

節減効果に対する、子ども達への還元策について

３．経済環境について

（1）就業対策、企業誘致対策について

（2）公共事業について（地元優先活用）

１２ 名嘉眞 宜徳

１．市道整備について

昆布地内（10班）の市道2081号の整備計画について伺う。

２．昆布～安慶名のバス運行について

（1）現在の状況を当局はどのように考えているのか

（2）今後の対策について

３．全国高等学校総合体育大会について

（1）受け入れ体制について伺う

（2）支援体制について伺う

４．公園等の管理委託について
（1）市内の各種公園の管理委託について

委託状況、委託先、委託先の選定

１３ 照屋 義正

１．基地の危険（リスク等）に伴う国の財政対応について
ホワイトビーチの原子力潜水艦の寄港及び天顔桟橋利用に伴う入港料（交付金等）の要請

と対応について

２．人材育成について

インターナショナルスクールの誘致について

３．農業振興について

（1）膨大な遊休地解消の対応について

（2）サトウキビの増産対策について



- 6 -

４．産業振興について

中城湾新港地区内（394ha）にイベント広場14.8ha（公園等）の整備確保について

５．リゾート地域形成について

海中道路周辺及び島嶼群のリゾート地域の整備について

１４ 伊波 良紀

１．環境行政について

（1）飼い犬､野犬の被害について

①平成18年、平成19年、平成20年（6月現在）の件数

（地区別に人的被害、家畜被害別に）

②対処はどの様にしているか

③今後の対策は

２．文化財について

（1）嘉手苅観音堂の修復について

①現状について

②今後の対応は

１５ 徳田 政信

１．平成18年高江洲中学校での授業中の事故について

（1）事故発生当時の状況について

（2）本人をはじめ家族に対する当局のこれまでの対応について

２．道路行政について

（1）県道36号線バイパス高架橋下の空間の有効活用について

①豊原、塩屋の両市営団地の駐車場としての利用について

②関係する両自治会と有効活用についての話し合いについて

（2）市道昆布栄野比線、改良事業について

①現在の進捗状況について
②今後の計画について

１６ 安慶名 正信

１．県議選挙について

（1）本市における県議選挙の投票率(全体)、男女別、年代別投票率、投票数について伺う、
（2）期日前投票率、男女別投票率と投票数について伺う

（3）不在者投票、男女別投票数について伺う

（4）期日前投票会場が本庁のみで行われた経緯と理由について伺う

（5）投票率アップに向けた取り組みについて伺う

２．教育行政について
（1）交付税として財政措置された図書購入費のうち、本市における図書の予算化率、教材費

の予算化率について伺う

（2）与那城地区公民館の2階にあった図書室が閉鎖された経緯と理由について伺う

（3）図書館あるいは図書室もない現状をどのように認識し、今後具体的対策をどのように講じ

ていくのか伺う
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３．与那城東照間地内工場について

（1）与那城東照間地内工場が現在閉鎖されているが当局は現状をどう受けとめ、今後､どの
ような対策を考えているのか

（2）新たな企業の紹介がでているが諸条件に合った企業誘致への見通しを立てているのか

４．環境モデル都市について

（1）今回の内閣府の環境モデル都市についての概要を伺う

（2）本市の｢環境モデル都市構想｣の骨子を説明願いたい
（3）環境モデル都市への応募の姿勢と今後の環境行政について伺う

１７ 下門 勝

１．住民サービスの充実強化について

（1）社会体育課の所管する体育施設や、みどり推進課が所管する公園等の広場などの問い合
わせや、借用申請等を社会体育課で一元化出来ないか。

さらに、予約確認・予約申請等、各庁舎で行えるように出来ないか。

（2）児童手当や受給者の現況届け事務の日程や、職員配置人数について

（3）うるま市ホームページの充実について

（4）事務改善提案制度について

２．学校適正化等について

（1）小中学校等における校舎、体育館などの施設の新増改築等については、将来の統廃合や校

区割り、人口規模などを考慮した弾力的計画になっているのか。

（2）将来、通学区の見直しが検討されると思うが、仮に、見直された場合、安心・安全な通学

路の確保が必要不可欠である。

このことは、見直しより先行して行わなければならないと考えるが、当局の所見を伺う。
（3）校区の見直しについては、行政区の分断は避けなければならないと考えるが

当局の所見を伺う

３．浜比嘉(浜区)公衆トイレについて

現在、閉鎖されているが、原因は何か伺う。

４．乳幼児医療費の自動償還払いの導入について

このことに関しては、平成19年3月定例会におきまして乳幼児医療費の拡充とともに自動償

還払い方式の導入を、強く訴えて参りました。

また、去った3月定例会におきましては同僚議員の伊盛サチ子議員からもありました。宜野

湾市では導入に踏み切っているが、本市においても導入を強く願うが、当局の所見を伺う。

１８ 宮里 朝盛

１．うるま市バイオマスタウン構想について

（1）複合メタン処理と悪臭防止対策

（2）廃食用油利活用とひまわりプロジェクト事業

（3）木質系、未利用系資源の混合燃料化
（4）食品残渣の飼料化とブランド家畜の育成

（5）既存堆肥舎の有効活用と官民連携

（6）サトウキビ資源からのバイオエタノール生産等の事業について説明下さい
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２．自治会行政について

石川山城地区学習等供用施設建設事業、宮里コミュニティセンター建設事業内容につい

て、説明を求める。

３．防災について

桃原コミュニティ防災センター建設事業について（規模・場所・機能等）

４．福祉行政について

市障がい福祉計画の基本理念（自立と支えあい・ともに歩むまちづくり）
①障がい者の自立と社会参加を支援する環境づくり事業

②誰もが暮らしやすい環境づくり事業

②地域でともに歩むための環境づくり事業等

どのような事業計画か、実績について

５．ハンセン病について
沖縄県のハンセン病に関すること（正しく理解するため、全般について説明下さい）

１９ 東浜 光雄

１．平和学習の推進について

戦後63年が経過し、戦後世代の人口が多くなった現在、平和に対する思いが薄れ、悲惨な
戦争体験が風化されようとしている現状にある

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、平和学習の推進が必要だと思いますが、本市の平和学習の現状についてお伺い致しま

す

２．福祉教育の充実強化について
少子高齢社会にあって、高齢者をどのように支えていくか、社会的に大きな課題となって

いる。地域社会の中で、お互いが豊かに暮らしていくためには、沖縄本来の「結いまーるー

の心」を今一度、育てていき、「お互いが支えあっていく」風土を創っていくことが大切だ

と思う。そのためには福祉教育の充実、強化が重要不可欠だと思うが、本市の福祉教育の現

状についてお伺いを致します

３．自主防災組織の確立について

阪神淡路大震災、新潟中越地震、岩手宮城内陸地震 本県においては、2年前に起きた中

城での地滑り災害と、昨今災害の発生する確率が高くなってきているように思われる。そう

いった災害から、いち早く住民の避難や救援を行っていくには自主防災組織の確立が必要だ

と思う。また、自主防災組織の確立は市民の防災意識の高揚にも繋がってくると思うが、本

市の現状についてお伺い致します｡

２０ 宮城 茂

１．うるま市職員の健康管理について

（1）うつ病を含む精神疾患が原因での休職者について
①2004年～2008年度までの休職者数

②現在、休職中の人数は全職員の何％か

③うつ病を含む心の健康問題対策について本市はどのように位置づけ、どう対応している

か
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２．大学院大学周辺整備事業について

（1）同事業の整備手法と現在までの進捗状況について
（2）同事業の基本計画の中で本市は重点整備地区に指定されているが､それに対する本市の取

り組み等について伺う

３．観光振興について

（1）沖縄総合事務局が実施している「観光まちづくりコンサルティング事業」において、重

点支援地域として本市が選定されているが､どのような取り組みを計画しているのか
（2）本市の新たなる観光の取り組みとして県外の中・高校生の修学旅行等の誘客を図る考え

はないか


