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質 問 事 項

1 田中 直次

１.うるま市内の学習施設問題について

じんぶん館に設置されていた学習スペースが、今年5月で廃止されたのはなぜですか

２.インターナショナルスクール問題

マスコミ報道によりますと、インターナショナルスクール建設にあたって、うるま市からも
財政負担すべきだとの報道等がありました。そのことについて、どのようになっていますか。

また、将来にわたって財政負担がないと言いきれますか

３.川崎ルーシ河線(市道202号)問題について

栄野比から川崎を結ぶ市道202号線(川崎ルーシー河線)の道路改良工事の現状と見通しにつ

いて、どのようになっていますか

４.豚舎問題について

農業生産法人｢倉敷｣が進めようとしている豚舎建設の現状はどのようになっていますか。

また、認定農業者申請についてどうなっていますか

５.西原(いりばる)地域における下水道問題の訴訟の現状は
有限会社｢笠郷開発｣とうるま市下水道問題での訴訟はどうなっていますか。現時点でのうる

ま市の訴訟費用はいくら支出しましたか

６.後期高齢者医療制度問題について

後期高齢者の資格証明書の方は何名いますか。市長は後期高齢者医療連合会の会長をつとめ

ています。先の衆議院選挙では、この制度も選挙の争点になりましたが、市長は｢後期高齢者
医療制度｣の廃止を求める市民の声について、どのような見解をもっていますか

７.基地問題について

(1)原潜問題について

(2)米軍の闘犬問題について

(3)米軍の宣撫活動問題について

８.決算(平成20年度を中心)・財政問題と次年度(平成22年度)以降に向けた施策について

平成20年度の①一般会計決算収支、②一般会計歳入決算、③一般会計歳出決算、④経常収支

比率、⑤財政負担、などについておおまかな説明を

2 仲本 辰雄

１.給食センターについて

(1)与勝地域における給食センターの統合について

(2)給食における食品残さについて

２.学校教育について
小中一環教育について

３.観光振興について

(1)石川多目的ドームにおける各種闘牛大会の観客数

(2)石川多目的ドームにおけるイベント興業の実績と観客数
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(3)闘牛博物館建設について

４.公共事業の最低制限価格について
算定方式の改善について

５.児童福祉について

平敷屋区への児童館設置について

3 兼城 賢一

１.新型インフルエンザについて

(1)新型インフルエンザの感染状況学級閉鎖等の状況について伺う

(2)小中学校、幼稚園、保育施設等の予防策、発症した際の取り組みについて伺う

(3)高齢者の多い介護、福祉施設等の集団感染を防ぐ対策について伺う

２.新政権とうるま市の関連について

(1)本年度予算の執行停止や凍結もあるとのことだが、本市との関連もあるのか伺う

(2)2010年度予算を全面的に組換え、公約で示した主要政策で優先順位の高いものから実行する

としているが、本市の予算編成について伺う

(3)補助金制度から交付金化へ見直しされるのかどうか。その時の本市への関連について伺う

３.漁業整備について

(1)照間漁港整備計画について伺う

(2)県道37号線照間漁港区域内の歩道整備について伺う

4 島袋 行正

１.防災管理について

(1)原子力災害時の対策は(原子力潜水艦)

(2)原子力災害時に備えての防災訓練の実施は

(3)原子力防災資機材の整備は

２.サッカースタジアム建設について
(1)誘致要請の現状は

(2)今後は積極的に進めるのか

(3)何年をメドに

３.教育環境について

(1)薬物汚染の現状は
(2)今後の対策

(3)学校適正化の現状は

４.地産地消について

(1)本市での実績は(各部)

(2)今後の使用・消費は

５.農業整備について

本市が管理している農道、それに付随する側溝等の維持管理方法は

６.合併特例債について
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(1)活用の現状は

(2)今後の活用方法は

5 東浜 光雄

１.勝連地区保健センターの跡地利用について

勝連地区保健センター跡地は旧勝連村、勝連町役場が所在した由諸ある所である。跡地の利

用については幾人かの議員から幾つかの提言がなされ、早急に検討をしていくとのことでした

が、未だに更地の状態である。跡地利用についてどのようになっているのかお伺いを致します

２.具志川野外レクリェーションセンター機能を有する公園の整備について

野外レクリェーションセンター条例を廃止する条例が平成21年3月定例会で可決され、野外

レクリェーションセンターがなくなる現実を知った市民は、これまで多くの市民の憩いの場と

して、青少年の健全育成、生涯学習の充実、市民の健康増進、市民レクリェーションの充実発

展に貢献してきた総合的な機能を持つ野外レクリェーションセンターの必要性を改めて強く認
識をし、具志川野外レクリェーションセンター機能を有する公園の整備を求める声があがって

いる現状にあるが、整備をしていく考えはないかお伺い致します

３.積極的な観光振興の取り組みについて

本市には、先人たちが遺した優れた文化遺産、伝統芸能が数多くあることはご案内のとおり

である。その文化遺産、伝統芸能を積極的に活かし、文化交流を行い全国に発信し、観光の充
実と振興を図っていくことは本市の発展につながり、市民が誇りと夢の持てるまちづくりに繋

がると思うが、取り組んでいく考えはないかお伺い致します

４.基地問題について

去った8月3日から5日の間、基地対策特別委員会の行政視察が行われ、横須賀市、原子力潜

水艦、原子力空母ジョージワシントンの寄港する海軍横須賀基地の視察、外務省、防衛省との
意見交換を行って参りました。そこで感じたことは、基地問題に対して外務省、防衛省、沖縄

県から得る情報だけではなく、独自の情報源が得られる体制の確立と、その情報に基づくしっ

かりとした分析が行える体制の確立が必要だと感じた。現在本市が行っている要請行動につい

ても、外務省、防衛省の出先機関だけではなく、場合によっては直接東京への要請、意見交換

も必要であることを感じた。今後、基地の現状、基地から派生する問題などを日本政府、米国

政府にしっかり訴え前進させる上からも、本市としての直接外交の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致します

6 伊盛 サチ子

１.防災行政

(1)防災拠点に指定している公共施設の耐震化診断の状況とその対策について
(2)住宅用火災報知器の設置率と市民周知について

２.環境行政

(1)ペットボトルのカゴ回収と指定ゴミ袋収益の市民還元策の取り組みについて

(2)住宅用太陽光発電補助金助成について

３.インターナショナルスクール

沖縄アミークスインターナショナルの進捗と関係市町村に整備費の負担を求める報道につい

て

４.総選挙について
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今回の衆議院議員選挙の結果をうけ、市長見解と新政権への国民要求早期実現を、国に求め

ていくことについて

7 松田 久男

１.放射能防護服等の整備について

うるま市には原潜事故の際の対策としての放射能防護服等の資機材がまったく無いが、政府

に対して要請すべきではないか

２.インフルエンザ対策について

(1)対策本部の対応状況はどうなっていますか

(2)休校措置による混乱や苦情はありませんでしたか

３.うるま祭りの開催や場内配置について

(1)開催場所のローテーションについて検討された事はあるか
(2)メイン会場と出店場所が離れているための問題や苦情はないか

8 中村 正人

１.教育環境について

(1)学校給食の問題について
(2)学校適正化配置について

(3)沖縄アミークスインターナショナルの進捗状況について

２.うるま市経済対策について

緊急経済雇用対策の効果及び進捗状況について

３.都市計画及び公園管理について

(1)ヌーリ川公園について

(2)公園管理及び公衆トイレの予算及び委託について

４.道路整備について

宇堅橋から赤野漁港向けの道路整備について

５.基地問題について

防災協定について

9 名嘉眞 宜徳

１.西原区内の生活道路封鎖について

(1)これまでの経緯と現状について

(2)市の対応について

２.中高生のエイサーへの参加の是正について

教育委員会の見解

３.畜舎からの悪臭被害の実状について

(1)苦情の出ている地域

(2)市のこれまでの対応と今後の対応
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10 花城 克也

１.市政運営について
政権交代を受け市政の対応及び影響

２.米軍基地再編成計画について

(1)再編計画に伴う県内移設に対する市の姿勢

(2)沖縄駐留軍離職者対策センターについて

３.中城湾港について

(1)特別自由貿易地域と東ふ頭整備の関連性

(2)東ふ頭整備に伴う事業への市の姿勢

４.子育て支援福祉の向上

(1)認可外保育園への支援について
(2)乳幼児医療費現物支給、国保のペナルティーについて

５.市発注公共工事について

工事請負費の詳細について

６.民生・児童福祉について
(1)児童扶養手当について

(2)母子・父子家庭等助成について

11 喜屋武 正伸

１.道路行政について
(1)通学路(学校周辺)の停止線及び横断歩道について(あげな小、あげな中、具志川商業、天願

小、具志川小、具志川東中、高江洲小)伺う

(2)信号機の設置について(具志川商業前)伺う

２.教育行政について

幼稚園(市立)の防犯対策について伺う

３.公園の管理について

市内公園(遊具の設置のある)の管理(草刈)について伺う

４.運動公園の管理について

与那城及び具志川運動公園の草刈作業後の草木の処理について伺う

12 照屋 義正

１.地球温暖化による海面上昇と関連して与那城東海岸整備構想について

２.統合庁舎の年次計画と併せて跡利用とコミュニティーバスの充実について

３.地域活性化・経済危機対策臨時交付金約7.2億円の目的と事業メニューの内容について

４.勝連城跡整備事業の進捗状況と1～3の郭の復元の考え方について
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13 宮城 茂

１.公園管理について
(1)石川白浜公園の管理について

(2)石川ビーチはゴミや海草(藻)等が散乱し、見苦しい状況下にある。本市の対応を伺う

２.生活環境整備について

石川山城区(ロイヤルガーデンホテル向い周辺)の｢上水道管布設に関する陳情書｣に対する水

道局の対応をお聞かせ下さい

14 久高 唯昭

１.孵卵場施設整備事業について

旧石川市の地域に大型孵卵場(養鶏)の建設計画がなされているようです。そこでお伺いしま

す。
(1)事業計画について

(2)旧石川市養豚場移転等に係る基本計画について

(3)大学院大学に係る石川地域の位置づけについて

２.エイサー祭りの開催地について

今年も9月12日、13日の両日にわたって旧与那城町地域で『うるま市エイサー祭り』が行わ
れました。大盛況だったと思います。

このエイサー祭りの開催地を持ち回りにしたらということで、今回で3回目の質問でありま

す。この件につきましては最後の質問としたいと思いますが、新しく市長に就任しました島袋

俊夫市長に改めてお伺いします。持ち回り開催はいかがでしょうか

15 比嘉 敦子

１.健康行政について

女性特有のがん検診推進事業の取り組み状況について

２.福祉行政について

総合福祉センター入口近くに障がい者(弱者)用の駐車場の増設ができないか

３.行政サービスについて

公共施設や文化財等の表示観光案内板整備について

４.高校総体について

美ら島沖縄総体2010について

５.教育について

(1)薬物乱用防止教育について

①学校現場における薬物乱用防止教育は

②地域社会との薬物乱用防止の連携について

６.防災について

モニタリングセンター設置状況について

７.消防行政について

(1)火災件数と火災原因、損害額
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(2)消防団、女性防火クラブの人数

(3)住宅用火災警報器の設置状況と周知について

(4)マンション、アパート等集合住宅の設置対策について

16 伊礼 正

１.第4回うるま市エイサー祭りについて

(1)実行委員会と構成団体等について

(2)昨年のエイサー祭りの反省点はいかされていたか
(3)与那城屋慶名エイサー不参加の背景等について

２.学校給食費未納について

(1)合併後の給食費納入状況について

(2)合併後の給食費未納対策について

(3)給食費未納と本市の失業率との関係等について

17 大屋 政善

１.農業用のマルチビニールの処分等について

農業用としてよく使用されているマルチビニールは、使用後は産業廃棄物として処理するこ

とになっているが、最終処分場もその受け入れを断るところが多くなってきており､また､その
処分費用も農家にとって大きな負担になっている。そこで、次の点についてお伺い致します。

(1)県内及び市内の農家におけるマルチビニールの使用状況について把握しているか

(2)糸満市では、マルチビニールの処分について農家の負担軽減につながる対策がとられている

と聞いているが、どのような方法か

(3)農業振興の立場から、マルチビニールの処分方法、処分費用の軽減について、行政として対

応策はないか

２.急傾斜地の危険防止対策について

宮城島上原ヌンドゥンチ付近の急傾斜地に崩落しそうな岩があり、その下の民家が大変危険

な状態となっているが、その対応策について

３.市営住宅の建設について
最近、島にもどって農業をしたいという人が増えてきているが、すぐに住める住宅が少ない

ことから、市営住宅を建築してほしいとの声があります。そこで、宮城島にも市営住宅を建設

していただきたいと考えておりますが、ご見解を伺いたい

４.県の地域報告会について

9月13日の新聞に、県の観光商工部が市の市民芸術劇場で、カジノ導入などに関する地域報
告会を行ったとの報道がありましたが、この件について伺います。

(1)うるま市の担当課は、この県の報告会に参加しておりますか

(2)県の報告会の内容について、市はどのように考えておりますか

(3)カジノ導入について、市はどのように考えておりますか

18 安慶名 正信

１.石油備蓄交付金事業について

(1)平安座自治会2階ホール(地域コミュニティー防災センター)は、未だ空調設備がされていな

いが、石油備蓄交付金事業を活用して空調設備の設置ができないか

(2)うるま市公共施設の空調設備状況はどうなっているか
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２.景観行政団体指定について

良好な景観形成を県とともに推進する景観行政団体として指定されたが、今後、具体的にど
のような取り組みがなされていくのか。また、景観行政団体になることで、どのようなメリッ

トがあるのか

３.観光行政について

(1)去る8月7日に｢沖縄県観光教育研究会｣が発足されたが、うるま市も研究会に加入し、うるま

市の観光振興に役立ててはどうか
(2)義務教育課程での｢沖縄観光学習｣のうるま市の取り組みについて伺う

(3)市長公約の観光客の誘客促進、リゾートウェディングの推進等、状況を伺う

４.インターナショナルスクールについて

(1)去る、7月15日｢うるま市の国際スクール整備費｣の負担について、｢うるま市にもそれくらい

の覚悟をする必要がある｣との副知事発言を島袋市長はどのように受け止めているか。
(2)｢覚書｣｢基本協定書｣関連について伺う

５.バイオマス利活用事業について

(1)｢廃食用油｣を活用し、独自の方法によりバイオマスディーゼル(ＥＤＦ)を精製する施設の建

設事業費として事業主体に61,705千円が補助されたが、その後の事業運営状況等、成果はど

のようになっているか伺う
(2)県内で焼却処分や埋め立てられている建設廃材や、松くい虫の被害木等を原料とする木質ペ

レット燃料製造施設の建設事業費として、525,539千円が事業主体に交付された。その後の

製造施設の進捗状況と今後の経営等の見通しについて伺う

19 下門 勝

１.政権交代による影響について

本市に与える影響について伺う

２.教育行政について

(1)子ども安心プロジェクトについて伺う

(2)学校施設及び設備等の点検と安全対策について伺う

３.観光振興について

(1)観光協会の設立について伺う

(2)新商品開発及びブランド化等について伺う

(3)商工会との連携等について伺う

(4)これまでリゾートホテル(施設)等の計画等が断念された主な理由について伺う

４.景観行政団体について

内容を伺う

５.野外レクセンター代替施設整備について

進捗状況を伺う

６.信号機設置について

県道8号線、勝連分屯地入口付近への信号機の配置ができないか伺う
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20 宮里 朝盛

１.うるま市赤野港原地域の産業廃棄物処理場問題について
(1)経過と現況について

(2)地域の動き(地域、漁協、自治会)

(3)うるま市の対応

(4)県の対応

(5)法的規制について

２.うるま市赤野港原海浜公園の計画について

港原海浜公園の構想、基本計画、実施計画について

３.うるま市中央公民館について

(1)公民館の目的(中央公民館)
(2)中央公民館の経営方針

①基本目標

②経営方針

③重点事業等について

(3)中央公民館改築計画について

21 川野 進也

１.住宅防音工事で設置したエアコンの電気料金の負担を軽減するための太陽光発電システム設

置事業の進捗状況について

２.うるま市観光協会設立について

３.字具志川371番地周辺の排水路整備について

４.国道329号バイパスへの信号機設置について

５.うるま市具志川運動公園内に整備されている多目的運動公園の供用開始時期について

22 安里 純哲

１.(防災、運動、農村)公園整備について

本市の公園整備計画は行政の努力により着々と整備されつつありますが、現行の具志川運動

公園は表玄関となるメインゲートの整備や、都市型公園に相応しい駐車場が不十分であること
はご承知のことと思います。当運動公園では各種スポーツやイベント等の開催も多く、迷惑駐

車に対して、参加者や近隣住民からの苦情も多く、不満の声は増すばかりであります。安心、

安全の場所として利活用していただくためにも、メインゲートの整備や駐車場の整備が急務と

考えます。また、具志川運動公園はうるま市の中心に位置し、『防災公園』の指定にもなって

おり、行政の力で市街地整備と防災公園としての整備も一体的に推進する｢まちづくり｣が必要

不可欠と感じます。よって、具志川運動公園の今後の整備状況について伺います

２.期日前投票場所の検討について

市長は去る4月19日に実施されました市長選挙において当選され、うるま市の第2代市長とし

て市政を担うことになりました。市長が推進する｢うるま市はひとつ、市民協働のまちづくり｣

に期日前投票場所の削減は相反していませんか。当局の考えをお聞き致します
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23 名護 盛治

１.道路行政について
上江洲中央線道路整備事業の進捗状況について

２.平良川公園整備について

(1)同事業はいつ計画、都市計画決定されたのかについて

(2)その計画における場所、規模等について

(3)今後の取り組みについて

３.上平良川地区に立地する復帰記念会館及び隣接する公共施設の今後の活用及び同施設の老朽

化対策について

(1)復帰記念会館は、上平良川地区の一つのシンボルとして今日に至っておりますが、建て替え

に当たって公共施設の配置バランスからして同場所に建築すべきだと思います。この件につ

いて
(2)仮に復帰記念会館が土地スペース等の問題で他に移転するならば代わりに｢生涯学習センタ

ー(仮称)｣を建設することについて

24 永玉榮 靖

１.行政手続について
(1)闘犬による仔牛の被害について

平成21年6月に饒辺の牛舎で、仔牛を咬傷死させた事故の調査状況、検査結果、被害補償の

件、今後の防止対策について伺う

(2)埋め立てするための許可申請について

与那城在の農地は、埋め立てするための申請許可手続がなされているか。農地法、開発行為

等、許可等関連質問、申請許可手続きがなされてなければ行政としての行政指導、申請許可
に向けての条件対応について伺う

２.教育、子育て支援の拡大について

(1)21年度保育所保育実施状況

(2)現在の待機児童の状況

(3)待機児童解消に向けての取り組みはどうなっているのか(保育所の拡大、閉鎖した保育所学
校の空室の活用)財源の確保の件

３.うるま市在の国際スクールについて

(1)前市長の行政運営を継承し覚書を順守していくか(三者の役割と義務)

(2)平成21年7月26日の新聞報道で副知事｢市も出資を｣と議会への説明と食い違いの件(校舎建

設の資金確保等)

４.うるま市の実施計画について

平成18年12月定例会で東海岸開発構想基本計画策定事業は、平成21年度再調査予定と答弁を

受けましたが、その後の予算措置はどうなっているか

５.うるま市立資料館の管理運営について
(1)3館の事業、職員・入館の人数、利用申請許可等を伺う。

(2)資料館の協議会の協議事項

(3)条例規則等について関連質問(うるま市立与那城歴史民族資料館)

(4)合併に伴い4地区で収集した民具等を保管場所として使用しているが、設置目的に反してい

る、改善の件
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25 金城 勝正

１.沖縄コミュニティー・アイランド事業｢キャロット愛ランド｣事業に関連する事項について

２.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

３.うるま市の観光振興及び観光振興協会の設立に関連する事項について

26 石川 眞永

１.石川西地区土地区画整理事業について

石川西地区土地区画整理事業の進捗状況と悪臭の関係について当局の考えを伺う

２.石川多目的ドームの駐車場問題について

高速道路架橋部分の下を臨時駐車場としての借入れ申し込みの件について、北部国道事務所
との調整はどうなのか、進捗状況を伺う

27 川上 秀友

1. 統合庁舎建設について

(1)概要の説明を求める
①必要性

②予算規模

③財源

④効率性

⑤職員数の推移予測

２．合併特例債事業について

(1)Ｈ17年度～Ｈ20年度までの事業執行額

(2)Ｈ21年度の事業執行見込み額

(3)Ｈ22年度～Ｈ26年度までの事業予定、事業規模及び予算規模

３.公用車について
(1)台数は(建設機械等含む)

① 購入車両台数

②リース車両台数

(2)リース車両の契約方法

４.インターナショナルスクールについて
(1)行政手法、手続きについて

(2)本市の財政負担は




