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日付 順番 氏　名 備考

1 金城　勝正

2 松田　久男

3 又吉　暎

4 仲本　辰雄

5 伊盛　サチ子

6 中村　正人

7 比嘉　敦子

8 喜屋武　正伸

9 宮城　茂

10 東浜　光雄

11 照屋　義正

12 島袋　行正

13 高江洲　賢治

14 伊波　良紀

15 安慶名　正信

16 田中　直次

17 下門　勝

18 川上　秀友

19 名嘉眞　宜徳

20 永玉榮　靖

21 宮里　朝盛

22 安里　純哲

3/18(水）

3/19(木）

3/23(月）
一般質問終了後
全員協議会

第44回3月定例会一般質問通告順一覧

3/13(金）

3/16(月）

3/17(火）

先議議案採決、
抗議決議・意見書
後に一般質問
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質 問 事 項

１ 金城 勝正

１.食生活改善事業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.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

４.施政方針

(1)「うるま市の魅力を生かした産業を育てます」から

①健康・長寿をテーマとした新産業の創出、地域の活性化や雇用促進について

②産学官体制の連携強化による新たな健康ビジネスの開発及び事業化について
(2)「市民と共に考え、築き上げるまちを育てます」から

①災害による被害の軽減と増加する救急需要に対応するために、救急救命士や消防職員の研修

及び各種訓練に努めることについて

２ 松田 久男

１.不発弾事故の防止策について

(1)最近数年間のうるま市における不発弾の発見数については、何発程度ありましたか

(2)創設される基金は具体的にどのように防止策に役立ちますか

２.大学院大学周辺整備について

現在の専門部会の状況について

３.インターナショナルスクールの建設費について

(1)建設費のめどはついていますか

(2)建設困難となった場合、うるま市に負担はありませんか

(3)発注方式はどのようになりますか。地元へのメリットはありますか

３ 又吉 暎

１.中原小学校の屋外整備について

(1)運動場の粉塵対策

(2)防球ネット設置事業

(3)校門、舗装、植栽
(4)全体の完工予定

２.都市計画決定された公園の整備状況について

(1)優先順位について

(2)未着手の完了予定

(3)土地利用計画の見直しについて

３.平成21年度施政方針について

知念市長の実績と評価
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４ 仲本 辰雄

１.施政方針について
(1)コミュニティバスの導入について、どのように検討されていくのか

(2)「橋梁などの長寿命化修繕計画を策定し」とありますが、計画を策定するに至った経緯と財

政計画及び効果について

２.市の花木等について

制定をした趣旨と推進策について

３.行財政について

自動販売機の設置について

４.勝連城跡歴史公園等の整備について

整備計画の現状と課題について

５.医療費について

ジェネリック医薬品について

６.中小企業振興策について

ゆいワークについて

５ 伊盛 サチ子

１.環境行政について

(1)赤野区地域に廃棄物処理工場建設計画の動きがある。行政はどのように対応しているのか伺

います
(2)施政方針より、環境調和型まちづくりプロジェクトチームの設置について

２.子どもの医療費無料化について

子どもの医療費無料化の段階的拡充と、中学校卒業までの入院費医療無料化は大きな流れで

ある。あわせて、自動償還払いか現場給付が実現できるよう、県への働きを強めていくことに

ついて

３.福祉行政について

(1)はしか（中学校1年生、高校3年生）の追加接種の取り組みと現状について

(2)うるみんへの庁舎間連絡バス運行について

４.教育行政について
学校給食の値上げについて

５.介護保険について

(1)介護保険料引き上げの経緯と今後の見通し、独自の減免制度について

(2)保険料を1年以上滞納している状況と対応について

６.公共工事について

公共工事の発注にあたって、下請け代金が適正に保証されるよう元請け業者への指導の徹

底、下請け代金の報告を義務づけ、チェック体制の強化を図ることについて
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７.基地問題について

在沖海兵隊のグアム移転に関する協定について、市長の見解を伺う

６ 中村 正人

１.施政方針について

(1)「人と自然にやさしい基盤と環境を育てます」

市道整備について

(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」
学校施設について

(3)「うるま市の魅力を生かした産業を育てます」

経済政策について

(4)「誰もが健康で、互いに助け合える地域を育てます」

児童福祉について

(5)「市民とともに考え、築き上げるまちを育てます」
消防行政について

消防本庁舎及び職員処遇について

７ 比嘉 敦子

１.行政について
(1)公共施設への太陽光発電システム設置について

(2)公共施設の駐車場等表示について

平成20年9月議会で一般質問をしたが、その後の進捗状況について

(3)各種イベント等における備品の借用について

２.平和行政について
うるま市非核平和都市宣言の周知について

具志川地域、石川地域にも表示看板を新設してはどうか

３.市民サービスについて

(1)市県民税の申告について

平安座、宮城、伊計、浜、比嘉区においても津堅と同様、自治公民館でできないか
(2)期日前投票について

旧4市町で行うことが望ましいと思いますが、見解をお聞かせ下さい

４.福祉について

ＤＶ被害者支援について

(1)予算について
(2)基金条例制定について

(3)自立支援にむけて

５.少子化対策について

不妊治療への助成について

６.環境衛生について

(1)リサイクルまつり（仮称）について

(2)北環境施設組合の広報紙発行について

(3)指定ごみ袋のロール化について
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７.遊具整備について

公園や学校施設内の遊具の維持管理について

８ 喜屋武 正伸

１.保育行政について

(1)沖縄県保育所入所待機児童対策特別事業の、認可外保育施設入所児童実態調査の結果につい

て

(2)うるま市実施計画（平成21年～平成23年）に、次世代育成支援対策施設事業及び行動計画策
定事業の予算について

２.教育行政について

(1)学校給食費の値上げについて

(2)平成17年度、18年度、19年度、20年度の未納額について

(3)未納者への徴収方法について
(4)副校長、主幹教諭の導入について

３.集落内の排水整備について

高江洲地区内の集落内排水路の整備について

４.畜産行政について
(1)優良子牛生産補助金の内容について

(2)悪臭緩和剤購入補助について

９ 宮城 茂

１.石川伊波公園整備事業について
(1)平成20年度までの進捗状況について

(2)平成21年度の事業予定、完成年度予定は

(3)公園用地買い上げ（買収）状況について

(4)完成後の公園はどこが管理するのか

２.本市の市道維持管理について
(1)道路に車線（白線）が表示されていない市道があるが、道路交通法に問題はないか

(2)道路の車線（白線）や一時停止の文字、停止線等の消滅などに対しどのような対策を取って

いるか

10東浜 光雄

１.与那城東照間賃貸工場について

与那城東照間賃貸工場については、12月定例会において、再生に向けて取り組むべきことを

提言してきたところでありますが、未だに工場が閉鎖されている状況にある。再生に向けてど

のような取り組みをしたのかお伺い致します

２.勝連地区保健センター跡地の利用について
勝連地区保健センター跡地の利用については、超高齢化社会、団塊の社会の背景を考えたと

き、これからはお年寄りが楽しく遊べる場、健康の維持、増進を図っていける場としてシルバ

ーパークの設置と、勝連村、勝連町、の歴史、文化を集約した場、合併前の歴史的な歩みがひ

と目で分かる資料館を造ってもらいたいとの提言をし、担当部長の答弁で担当部署との調整、

庁議のなかで全庁的に検討してみたいとのことであったが、どのように検討されたのか、お伺
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いを致します

３.自然学校の開設について
現代の子供たちは、自然と触れあうことが少なくなっている。昔の子供たちは、自然豊かな

環境の中で遊び、遊びを通して、自然や社会、他者といった自分をとりまく「いのち」や「つ

ながり」から、「自ら考え、学び、行動する」ことを学んできた。今、子供たちに大切なの

は、自然と多く触れ合うことだと思う。子供たちが自然との関わり、人との関わりを通して、

ともに学びあい、育ちあう場として自然学校の開設をしていく必要性を感じるところである

が、どのように考えるかお伺いを致します

11照屋 義正

１.初代「うるま市」の市長として「健康・長寿を創造し、いやしのまちづくり」をテーマに市

民福祉の向上のため、数多くの事業・施策等の実績は、うるま市発展に大きく寄与され、その

ご尽力とご苦労に敬意と感謝を申し上げます
知念市長には最後の質問になると思いますので10点について確認と進捗状況についてお伺い

します

(1)本市の背骨の役目を果たすコミニティーバスの運行について

(2)合併特例債が活用出来る10年以内に総合市庁舎の整備について

(3)大学院大学に関する「キャンパスタウン」と併せて「交通センター地区」の整備対応の本市

の進捗状況について
(4)「IT津梁パーク」と関連した本市における取り組みの進捗状況について

(5)普天間飛行場移設に伴う北部振興等の本市指定について

(6)米軍再編推進法(2007年5月制定)における再編市町村地域の本市指定について

(7)与勝半島一周線(南側)の整備について

(8)地域提案型雇用促進事業の雇用実績について

(9)風光明媚な照間～屋慶名間(約3㎞)海岸線砂浜の整備について
(10)「知・徳・体及食育」に併せて感育の五育の指導についてお伺いします

12島袋 行正

１.高校総体について

(1)施設整備の進捗状況
(2)今後は

２.歩道整備について

勝連南風原の浜屋集落から県道16号線にアクセスする市道に歩道設置を

３.勝連城跡の周辺整備について
(1)進捗状況

(2)今後は

13 高江洲 賢治

１.区画整理事業について
江洲土地区画整理組合について

２.公園整備について

(1)江洲城址公園整備計画について

(2)江洲第5公園整備計画について
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３.運動場整備について

中原小学校の運動場整備計画について

14伊波 良紀

１.大育保育園周辺の道路について

石川・仲泊バイパスと国道329バイパスを繋ぐ市道石川68号線について伺う

道路整備について

２.美原公民館周辺の道路について

市道美原5号線について伺う

(1)道路整備について

(2)ガードレール設置について

15安慶名 正信

１.地域審議会について

合併に伴い、旧市町ごとに地域審議会が設置され、新市建設計画の進捗状況について、市民

の立場から審議いただいておりますが、引き続き今回第２期地域審議会を立ち上げますが、こ

れまでの審議会の各地区の成果報告と今回の地域審議会の募集方法等関連する事項について伺

う

２.老人福祉センター解体工事事業について

平安座地区にある老人福祉センターが解体されますが、現在の使用状況、解体後の跡地計画

等解体工事事業について伺う

３.道路行政について
与那城99号線道路整備事業に関する ①設計業務委託料､②公有財産購入費､③物件移転補償

金について具体的に伺います

４.公営住宅建設について

饒辺団地建設事業に関連する事項について具体的に伺います

５.具志川野外レクリェーションセンター条例を廃止する条例について

(1)具志川野外レクリェーションセンター条例に関する事項について

(2)（仮称）インターナショナルスクールの誘致に関するこれまでの地域別の説明会について具

体的に伺います

16田中 直次

１.基地問題について

嘉手納基地への米軍のＦ22Ａラプターの配備で飛行訓練が強化され、うるま市民へも爆音被

害が広がっています。うるま市の爆音・騒音の状況はどうなっていますか。Ｆ22等の撤去要請

を行うべきだと思いますが、いかがでしょうか

２.定額給付金問題について

定額給付金について、自治体として寄付の活用や、また、福祉団体や各 種団体への寄付の

取り組みをされてはいかがですか
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３.国民健康保険問題について

国民健康保険税について高くて払えない、負担が重すぎるという市民の声です。国保の滞納

世帯件数（率）は。短期証明書、資格証明書の件数（直近）。国保税の引き下げを求めます。
また、国保証のカード化（一人一枚交付）をお願いしたい

４.後期高齢者医療制度問題について

保険料滞納者は何名いますか。普通徴収（滞納）、特別徴収の件数（率）。保険料の滞納に

よって資格証明書の発行はしないように

５.介護保険問題について

4月から実施するとされている要介護度認定の新方式によって、これまでの認定から安易に

軽度認定されないようにすべきです

６.中学校卒業までの医療費（入院・通院）無料化問題について

子どもたちの医療費無料化は全国の自治体でも広がっています。中学校卒業までの無料化を
すすめるべきだと考えますが、いかがでしょうか

７.学校適正化問題について

学校適正化の答申（島しょ地域・離島）はどうなっていますか

８.川崎小学校屋内運動場問題について
小学校では一番古い体育館になっています。早期の建設をお願いしたい

９.うるま市の臨時・嘱託職員問題について

昨年の12月議会でも取り上げましたが、臨時・嘱託職員の待遇を正規職員並にしていただき

たい

10.多重債務問題について

多重債務者が増えています。全国的にも自治体が相談にのって解決にあたり、滞納していた

市税等を納めるようになっています。納税率向上にもつながりますので、相談体制の強化をお

願いしたい

11.うるま市の公共工事の平成17年度、18年度、19年度の落札率はどうなっていますか

12.予算・財政問題について

(1)平成21年度予算をどのように特徴づけていますか（簡潔に）

(2)財政の4指標、①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、③実質公債費比率、④将来負担比率

はどうなっていますか

(3)歳出で7割から8割を占めるのは、①総務費、②民生費、③土木費、④教育費、⑤公債費とな
っています。そこで、歳出での大きな課題は何でしょうか

17下門 勝

１.インターナショナルスクール誘致等について

12月定例会において否決されたインターナショナルスクールを誘致するための｢具志川野外
レクリェーションセンター条例を廃止する条例｣が今定例会において追加議案として再提案さ

れているが、当局は前回否決された理由としてどのようなことが問題であったと理解している

のかお伺い致します
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２.教育行政について

各中学校において生徒を高校等へ推薦する場合、校内推薦基準(条件)等があると思うがどの

ような基準(条件)等になっているのかお伺い致します

18川上 秀友

１.覚書について

(1)平成20年7月25日に交された沖縄県、うるま市及び株式会社旺文社の三者は、「インターナ

ショナルスクール」を設置する目的で覚書の締結がなされておりますが、覚書そのものは契約
の一種であると思うが、当局の見解は

(2)覚書の効力を伺う

(3)覚書の締結は自治法上、議会の議決事件であると思いますが、当局の見解は

19名嘉眞 宜徳

１.サッカースタジアム建設誘致について

(1)建設計画の概要について

(2)市民の誘致運動について

(3)市当局の対応について

２.昆布栄野比線道路改良事業について
建設計画について

３.小学校特別支援教育事業について

学習支援ヘルパーについて

(1)ヘルパーの資格、選考

(2)職務内容
(3)勤務態勢、報酬等

20永玉榮 靖

１.施政方針について

平成21年度における主要施策の概要についての中から国県事業(P4)、市営住宅(P4)、饒辺団
地(P4)､環境保全(P5)､学校給食(P7)､図書館(P7)､平成22年度全国高等学校総合体育大会(P7)､

文化財(P8)､インターナショナルスクール(P15)､以上の件についてお伺いします

２.合併の検証について

(1)合併協定書で規定されている52項目の協議事項はどの様に調整、決定がなされたのか

(2)合併が旧2市2町の地域に与えた影響は大きいと思うが市として実態の把握は出来ているかど
うか(メリットやデメリット)､(地域の声等)

(3)合併特例債の執行状況、具志川、石川、勝連、与那城、市全域等の平成17年4月1日から現在

までの事業件数、事業額はどのようになっているのか。今後の合併特例債の配分方法について

21宮里 朝盛

１.うるま市実施計画について

「誰もが健康で、互いに助け合える地域を育てます」について

(1)誰でもどこでも安心して暮らせる地域福祉の推進について

(2)誰もが安らぐ、心とからだの健康づくりの推進について

(3)高齢者が生きがいをもち、健康で安心して暮らせる環境づくりの推進について
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(4)未来を担う子どもたちのための子育て支援の推進について

２.福祉行政について
(1)生活保護制度の実施状況について問う

(2)生活保護制度の対応と対策について問う

(3)生活保護制度の今後の対応について問う

３.教育行政について

奨学金制度について
(1)奨学金制度の実施状況について問う

(2)奨学金制度の強化、拡大について問う

(3)奨学金の償還（返済）等の状況について問う

22安里 純哲

１.施政方針について

平成21年度の施政方針は５本の主要施策を立ち上げ集約されております。魅力あふれるまち

づくりを推進していくためにも基盤整備の強化が最も必要と感じております。

(1)うるま市企業立地促進基本計画の概要について伺います

①どのような関連産業になるのか

②進捗状況はどうなっているのか

(2)地域イントラ整備事業の進捗状況について

「人と自然にやさしい基盤と環境を育てます」の中から､地域情報化については｢地域イント

ラネットの安定稼働に努め、その運用が円滑に行われるように取り組む必要があります｣とふ

れております。

地域の接続はどうなっているのか




