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質 問 事 項

１ 伊波 隆

１．６月議会の市長及び待機職員の発言について

(1)議会が職務に支障をきたしている市長発言の真意を伺います

(2)6月28日に新聞報道された答弁補助待機職員の発言として、議会への苦言をどのように認

識されているか

(3)議会制民主主義をどのように認識されているか

２．次年度予算編成に向けて

(1)補助金交付団体の決算による繰越金が補助金より多い団体の件数について

(2)補助交付団体が他に補助金交付はなされてないか

(3)営利団体への補助金を見直すべきと思いますが、ご見解を伺います

（例）営農指導事業強化対策補助
(4)ＥＭ推進事業費は、活性液の無料配布目的であり、効果があるＥＭであれば、市民自ら役

所に受け取るシステムに改めるべきと思いますが、ご見解を伺います

(5)（財）おきなわ健康長寿研究開発センターへの補助金交付は、覚書き等約束されておられ

るか。また、現・旧役員とＥＭ関係の氏名

(6)旧４市町に公正、公平な事業の予算処置をどう図るのか。各部署における統一すべき項目

をお聞かせください

３．合併協定書について

新市において調整する項目について、未調整の項目内容を各部署ごとに伺います。また、

いつまで調整可能か、取り組みについて伺います

４．市議会解散を求めるリコールについて
(1)議員の在任特例は、合併協において会長であった市長が提案し、大多数の賛成で可決され

たものである。よって、市長は提案者として特例の必要性を市民に発表すべきと思います

が、ご見解を伺います

(2)呼び掛け人として市青年連合会長が中心になっておりますが、市青連への補助金がリコー

ルの費用に支出されてないか確認をお伺いします

５．ＥＭ関係について

(1)ＥＭ研究機構との係わりについて

①ＥＭウエルネスセンター＆ホテルの開業式典にどのような立場でテープカットに出席な

されたか

②市長は出資なされているか

③市長の身内が勤務されてないか
(2)ＥＭの推進について

①県内外行政でＥＭ、他の製品を推進し予算を投入しているところがあるか

②今後の公共施設の建設工事にＥＭを使用されるお考えなのか、可否に関わらず理由をお

聞かせ下さい

２ 石川 尚光

１．給食センター

(1)各施設の建設年月日

(2)各施設の市職員数と臨時調理員の数

(3)食アレルギー児童への対応
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(4)地産地消の材料使用状況

２．アスベスト対策
(1)校舎・市営住宅等公共施設におけるアスベスト使用実態

(2)健康相談窓口の設置

(3)関連事業所従業員や退職者の健診

(4)解体工事の手順について

３．介護予防
(1)新予防給付の対象者数

(2)地域包括支援センターの設置計画

(3)介護三施設の食費と居住費について

(4)耳(難聴者)の無料相談を地域支援事業のメニューに加えては

４．校舎建設
(1)教室の天井の高さの見直しを

３ 赤嶺 元

旧与那城町・旧勝連町の追加課税について

地方税法、税条例(旧与那城町・旧勝連町・うるま市)と追加課税との関係における税条
例運用等及び地方税法、税条例と追加課税との関係における法解釈について

４ 又吉 暎

１．うるま市総合計画について

(1)画定の概要期間進ちょく状況について
(2)新市建設計画との関連

２．公園街路整備事業について

(1)都市計画決定(旧具志川市、昭和43年)後、未着手の公園、街路は何件あるか

(2)旧具志川市以外の旧一市二町にも類似するのがあるか

(3)同上(1)、(2)の整備についてうるま市総合計画でどのように位置づけられているか

３．教育環境の整備について

中原小学校の新増改築工事及び環境整備について

①耐力度及び安全性について

②計画が先送りされているのはなぜか

③新増改築事業の実施年度について

５ 富川 勝

１．県農業試験場園芸支部の跡地利用計画について

(1)県との進ちょく状況について

(2)農業後継者の育成と農業指導の推進支援策について
(3)農業後継者育成を担う農業情報システムと農業研修施設の整備について

２．ゴーヤーの特定野菜産地指定について(熊本、宮崎、鹿児島、沖縄)

(1)国庫補助事業(特定野菜)と県単独事業(重要野菜価格安定対策事業)の価格補てん(相違点)

について
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(2)作付け基準面積について

(3)生産農家群メリットについて

(4)本市における具体的支援策について

３．歴史の道(太田ビラ)の保存対策について

(1)市指定史跡名勝天然記念物石畳道の整備計画、進ちょく状況について

(2)特例債を活用した事業について

(3)うるま市観光マップ作成について(史跡、文化財、歌碑等)

４．アスベスト(石綿)関連事項について

(1)公共施設等の実態調査について(本市)

(2)今後の具体的措置対策について

６ 東浜 光雄

１．ホワイトビーチの基地機能と環境問題について

米軍基地についての県民の世論は段階的整理縮小返還の姿勢を打ち出している。しかしな

がら今日の日米安保体制の中では段階的整理縮小がいつになるのか全く見えてこない状況に

あり、基地と同居せざるをえないのが現状である。基地と同居して暮らしていかなければい

けない現状においてホワイトビーチの基地機能とそこから派生してくるであろう環境問題に

ついて、行政、議会、市民が共通の認識をもち市民を安全に守っていくための対策を講じて
いく必要があるのではないかと思う。

さて、ここのところホワイトビーチの基地の設備、新設強化(し尿処理施設の新設、桟橋

の拡張工事等)が進められている状況にあるが、市長はホワイトビーチの基地機能と環境問題

についてどのような認識をおもちなのかお伺いします。

２．小規模校(比嘉小学校、浜中学校)の癒しの学校としての位置づけについて
いじめや学校生活に適応できずに心の病となって家に引きこもってしまう子どもたちが、

まだ都会化されていない浜比嘉島の豊かな自然とゆったりした空間の中で温かい人と人との

関わりをとおして、自分自身を見つめ自身を取り戻し、社会に適応していくように育んでい

くための学校、つまり癒しの学校として存続させていく必要があると思うが、どのように考

えるかお伺い致します。

７ 松田 久男

１．うるま市内業者の優先活用について

(1)市内業者と市外業者の明確な区別について検討の結果はどうなったか

(2)下水道事業団に委託する工事については地元優先を要請できるか

２．市内施設利用の利便性について

市内施設を利用する場合に、利用したい施設と利用を許可する本庁の間で連絡が不十分な

ことがある。現場で処理できることは現場本位で仕事が進められるように事務処理の改善は

できないか。特に石川地域の城前小学校の「世代間交流教室」の利用許可については１ヶ前

の申請となり使い勝手が悪くなってる。改善できないか

３．旧石川保健所の跡地について

(1)解体の予定はどうなっているか

(2)市内団体等で有効活用できないか

４．市内公共建築物のアスベスト対策について
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(1)市内の公共建築物におけるアスベストの使用状況について調査されたかどうか、またその

結果はどうか

(2)今後の対策はどうするか

５．災害対策について

防災計画は策定されたかどうか。またその内容について(想定される災害、被災者数の想

定、避難計画の内容その他について)

８ 兼城 賢一

１．農業振興地域整備計画の見直しについて

(1)農振整備計画は基本構想に即するものでなければならない。法で謳われておりますが現在

の作業状況と今後の作業について

(2)農用地区域の考え方について

２．道路行政について

(1)県道37号線与那城照間から具志川17班を通る区域が未整備の状況ですが、その整備計画に

ついて

(2)旧四市町道路線と、うるま市市道路線の考え方について

３．里道について
(1)これまでに用途を廃止し民間に処分した箇所があれば水路も含めて、数・面積を示してく

ださい。

(2)現に公共の用に供されている里道、水路があると考えられます。その把握はなされている

か、また、今後の維持管理について

９ 永玉榮 靖

１．土地の課税について

(1)うるま市赤野1197番地、1201番付近一帯の市道は何号線か、路線価の価格はいくらかです

か

(2)平成16年(ケ)第321号物件目録5地目宅地352平方メートル。4.6.7.8.9物件土地は、地目が

畑で現況地目が雑種地で面積1,659平方メートル。1.物件土地、地目畑、地積347平方メー
トル(2)の物件のそれぞれの税額の出し方と税額についてお伺いします

宅地( ) 雑種地( ) 畑( )

(3)物件10.11.12.13の面積は、1,169平方メートル平成16年度畑で課税され(固定資産税675

円)となっているが、現況地目は雑種地ではないか(地目の変換)その裏の物件7で車庫証明

物件6～9土地については、転用目的を車輌置場とする農地法(第4条)の許可を受けている。

木造ハウス(13.8平方メートル事務所)
(4)課税について地目の変換、課税の修正はあると考えます。どのように調査しているのか。

6月定例会の答弁について質問を行います。

(5)６月定例会でうるま市長より一般質問における指摘について報告の件(今後の経過報告)

２．予算執行について

予算の執行、行政手続きは適正か

10照屋 妙子

１．子育て支援

(1)うるま市３世代同居率について
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(2)うるま市おじい、おばあの「じんぶん袋」の作成について

(3)子育て週間、毎年５月第四日曜日（子育ての日）の設置について

２．教育行政

(1)学校の新・増改築時に子どもたちの要望を取り入れて「明るく使いやすい洋式・姿見付き

サロン風トイレ」の設置について

(2)アンケート調査、「学校に求めることは？ どんな先生が好き？ 学校は楽しいですか？

親に何を望む？ 一番信頼している大人は？ おうちは楽しいですか？」の調査とほめる教

育の本市の状況について

３．本市公用車を環境にやさしいクリーンエネルギー車の取り入れ、車の買い替え時にハイブ

リッド車やバイオマス燃料車の導入と台数と現状について

４．公共施設

学校等の立て替え時に温暖化防止「太陽光発電の利用」について

５．道路行政

(1)県道329号線と石川バイパス線への後原（くしばる）交差点と道路標識の見直しについて

(2)安慶名・赤道線沿い兼箇段1524-5パーラーより道先の交差点付近のスピード制限バウンド

マンテン等の設置について

(3)県道8号線東田場の交差点前沖縄トレーニングプラザと小二郎窯より入る道路への進入路
のストップ線の見直しについて

６．観光産業と大自然活用について

(1)路地利用し、マウンテンバイクやモトクロス村の設置について

(2)長期滞在村の設置について

(3)ウインドサーフィンの全国大会について
(4)あやはしロードレースを拡大し全国大会について

(5)湾岸道路沿いを21世紀のスポーツエリア、親子で楽しめるスポーツやジョギングコース等

取り入れた運動公園の設置について

(6)メルヘン通り商店街（レストラン、喫茶店、お土産品店、スポーツ用品店や民宿等々）の

設置について

(7)若者たちが自由に音楽活動等ができる屋外ステージの設置について
(8)市営駐車場の設置について

(9)空・海・陸より、うるま市の大自然の美観と街並みや宇堅ビーチ、観光名所や物産品など

をビデオやＤＶＤに収め全国へアピールすることについて

11仲本 辰雄

１．納税意欲の向上について

市民が納めた税金の一部の使い道を納税者自らが決める制度について、ご所見を伺います

２．公共施設のコスト公表について

運動施設、保育園、図書館などの公共施設の運営コストを公表することについて、ご所見

を伺います

３．広報紙への有料広告掲載について

市の収入を確保する為、広報紙に有料広告を掲載することについて、ご所見を伺います
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12比嘉 敦子

１．若者の自立と雇用の拡大について
(1)沖縄産業開発青年隊の方針について

(2)訓練で取得できる資格免許について

(3)訓練に必要な費用について

(4)育英会の貸付制度について

(5)うるま市地域職業相談室との連携について

(6)本市入隊者の数と青年隊の就職率について

２．ＥＳＣＯ事業について

(1)ＥＳＣＯ事業の概要について

(2)本定例会の一般会計で債務負担行為が計上されているが、その経過報告について

(3)省エネルギー効果の保証について

(4)うるま市の財政負担はどうなるのか

３．文字・活字・文化振興法について

(1)10月27日は、文字・活字・文化の日と設定されたが、教育委員会としてはどのように取り

組むのか

(2)与那城地区には図書館がないが、市としてはどのように考えているのか

(3)ブックスタート事業については6月の議会でも取り上げたがどのように検討したのか、考
え方をお聞かせください

４．国民保護法について

(1)国民保護の地方自治体の役割について

(2)県は国民保護計画を17年度で作成し、市町村は18年度で作成しなければならないが、どの

ように取り組んでいくのか

13又吉 賢光

１．一般会計補正予算の東照間工場等再鑑定費用の計上について

質疑の中でもお聞きしましたが、先の議会で数多くの質疑・質問があり、且つ、修正動議

も出されながら賛成多数で当初予算が可決されました。後は予算執行を黙々と進めるだけ。
その後に何か問題が発生したのでしょうか。明確な理由を求める

２．議案第44号うるま市公共下水道根幹的施設の建設工事の協定について

(1)公共下水道根幹的施設とは

(2)日本下水道事業団とは

(3)随意契約の相手となる理由
(4)契約金額の決定根拠

(5)協定書の第13条2項一号の（八）と二号の説明を求める

３．あやはし館及びロードパーク施設等活性化ビジョン策定に関連する質問

あやはし館の活性化は旧４島の景観をいかに効果的に多くの観光客に見せることにより、

往路復路の休憩地点あやはし館も活力を見いだすことになると考える。そこで
(1)平安座以北への県道伊計平良川線の延伸計画は現在どうなっているか

(2)海中道路入り口の悪臭交差点。改善策（道路に橋または管渠の設置）を中部市町村長会か

ら県に要請した。その後の状況は

(3)ロードパークにキャンプ用のクレーター。東西の干潟に海生動物のクレーター等施設の設

置をしては？
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４．市の鳥に県指定天然記念物のチャーン指定と保護育成を希望

沖縄県天然記念物のチャーンの指定鶏の殆どがうるま市内で飼育されております。また、
チャーン保存会と全沖縄チャーン愛好会の組織の構成員の多くが市内在住者であります。こ

のようなことから市の鳥にチャーン、そして保護育成資金補助を願います

14栄門 正

１．世界遺産(勝連城跡)の有効活用について
(1)世界遺産(勝連城跡)周辺整備事業について(平成17年度一般会計当初予算に計上されてい

る予算の内訳)

①勝連城跡見学者の休憩所と内部の利用と方法について

②世界遺産として説明資料と方法について

③発掘された歴史資料を展示(歴史学習)させる方法について

④勝連城跡歴史学習案内人の養成について
⑤うるま市内城跡、歴史、調査、研究、シンポジュームの実施について

２．選挙について

平成17年9月11日実施の衆議院選挙の期日前投票所が勝連地域に設置されなかったことにつ

いて

15山城 喜明

１．環境対策について

(1)うるま市の環境対策の現状と対応についてお伺いします

(2)環境対策に対する市民の意見・要請等への対応についてお伺いします

(3)うるま市石川山城1420番地に計画されている一般廃棄物処理事業についてお伺いします

２．水源地域振興について

(1)水源地域振興に対するうるま市当局の構想・計画についてお伺いします

(2)水源地域の河川整備についてお伺いします

(3)水源地域振興事業助成金についてお伺いします

16石川 眞永

１．職員の窓口対応について

(1)延滞納付金の支払いで来所した市民から地元役所で処理することを望む声が多いが当局の

改善策を伺う

(2)ボランティア活動を行っている市民から作業後の処理、立看対策等の問題で担当課の対応
に不満の声が続出しているが当局の考えを伺う

２．水利用について

(1)庁舎、市内小中学校の花壇、運動場等の散水を地下水利用が出来ないか。また、実施校が

あるか伺う

(2)下水道の処理水を再利用し、農業用水としての利用はできないか、当局の考えを伺う

17田中 正秀

１．浜地区ふるさと海岸(通称・浜人工ビーチ)ハブクラゲ対策について

浜地区ふるさと海岸整備モデル事業は、平成12年度に県営事業により完成し、現在は夏場
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になりますと市内外からの利用者が多く、当人工ビーチで遊泳中にハブクラゲによる刺傷者

が増えております。その状況を県の担当課に報告し、市としてもその対策をする必要はない

かお伺い致します

２．水難事故の救助対策について

与勝消防署管内は水難事故の多い地域であり、特に伊計島沖合の水難事故の場合は、近く

の漁港から救助ボートを出動している現状であります。ボートでの現場到着は、やや時間が

かかりますが、水上バイクによる出動は所要時間が半分以下で現場に到着出来ると言われて

おります。そのような事から、与勝消防署に水上バイクの配備をする考えはないかお伺い致
します

３．市内イベント会場へのＡＥＤ(自動体外除細動器)の配備について

我が国ではこれまで医療資格を持たない一般の人々が除細動器(電気ショック)を行うこと

が認められませんでしたが、昨年7月から普通救命講習を受けてＡＥＤと言う機器を用いて除

細動を行うことが認められました。心臓が停止すると4分以内で脳に障害が発生すると言われ
ております。そのような事から多くの人が集まるイベント会場にＡＥＤを配備し身近に使用

できる救命に役立つものと思いますが配備について当局の考えをお伺い致します

18伊盛 サチ子

１．認可外保育施設について
(1)認可外保育施設への消費税の免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられることによ

って、どのくらいの消費税がかかるのか。その税額と施設数について

(2)認可外保育施設41園中、一定の基準を満たした施設は何ヵ園なのか。また、証明書交付要

領の周知についての現状は

(3)基準を満たすことの出来ない認可外保育施設に対する支援・助成について

２．税法改正について

定率減税縮小、廃止によって、今後、市民にどの様な税収面、課税面（国保税、保育料、

介護保険料等含む）に影響が出てくるのか。具体的にお伺いします

３．介護保険について

(1)平成18年度の改正に伴い、保険料はどの程度の保険料設定を予定しているのか
(2)介護保険施設利用者に対する居住費、食費が保険給付の対象外となり、平成17年10月から

実施されます。現在の施設入所利用者数、負担割合はどの様になっていくのか

(3)市独自の対応策について

４．ごみ問題について

(1)有料化によってどの程度の減量になったのか
(2)ゴミ袋のコスト軽減は出来ないのか。また、ペットボトルは容器での回収はできないのか

(3)門口収集の実施について

５．道路整備について

(1)勝連平安名2478番地の里道復元について

(2)勝連平安名2476番地から2479番地間の水路、道路舗装について

６．児童福祉について

預かり保育の給食実施について
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19山城 哲

１．電源開発(株)石川石炭火力発電所灰捨場（公有水面埋立地）及び同場後背地（旧国有海浜
地）の本市と金武町との境界確定について

電源開発(株)石川石炭火力発電所は、昭和61年11月に1号機が、昭和62年3月に2号機が営業

運転を開始しました。石炭灰の発生処理に伴う発電所構内灰捨場として、県から公有水面埋

立免許を昭和59年2月13日から平成8年11月12日までの12年8ヵ月、更に埋立更新免許を平成8

年11月13日から平成18年3月12日までの9年4ヵ月の間取得し、現在に至っています。構内灰捨

場後背地の旧国有海浜地については、昭和63年3月に国と電源開発(株)との間で売買契約が締
結されました。当該地は本市と金武町、両自治体の境界にまたがる無地番の土地であるた

め、土地の表示登記及び所有権保存登記を行うには、両自治体間の協議により境界を確定す

ることが必要となっていますが、構内灰捨場の公有水面埋立竣工に伴う全体土地の両自治体

間の持分面積（境界確定）の合意がなされていないため未登記でありました。以下4点につい

て伺います

(1)これまでの旧石川市からの引き継ぎを含めて、金武町との交渉経緯は
(2)構内灰捨場後背地の旧国有海浜地南側は表示及び保存登記がなされているが、灰捨場全体

の境界確定に関わる北側については、同登記及びそれに伴う固定資産税の課税は

(3)過去の事例として、中城湾港（新港地区）公有水面埋立地における沖縄市・旧具志川市及

び旧勝連町間の境界確定についての経緯は

(4)今後の交渉方針及び工程は

20知名 繁治

１．企業局浄水場の周辺公園整備について

旧石川市の平成16年12月定例議会の当局の答弁以降の企業局と当局との協議の経緯経過、

今後のうるま市としての対応について（議事録189ページ）

２．土地利用計画について

旧石川市で進めてきた美原土地改良共同施行区の農振変更についての現況の進ちょく状況

について

21當間 秋子

１．石綿(アスベスト)の実態調査と対応、対策について

２．指定管理者制度について

制度の制定と内容について

３．旧与那城町平安座小中学校校舎建築にかかる請負工事費不払い問題について

４．総合福祉センター建設について

５．小規模工事等契約登録制度の拡充について

22吉田 トメ子

１．防災について

(1)防災に強いまちづくりについて

①地すべり地域点検

②避難場所表示
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③側溝排水路整備

(2)自主防災組織の推進

(3)河川の水位管理策
(4)災害弱者の誘導避難方法

(5)ＡＥＤ自動体外式除細動器設置状況

(6)緊急車輌の通行路確保

(7)救急、消防職員の勤務体制

(8)専門ボランティアの登録制

２．市道2-52路線整備事業について

(1)現況を伺います

(2)今後の事業計画を伺います

23眞壁 朝順

１．うるま市石川のイベント広場闘牛場ドーム建設について(事業計画)

うるま市石川に位置するイベント広場内の闘牛場を、天気に左右されないドーム建設が実

現する工事着工は来る11月で、平成19年完成すると聞きます。そこでお聞かせ下さい。

敷地面積又建築面積その周辺の駐車場整備合わせてお聞かせ下さい。

24石川 善一

１．環境問題

(1)石川地区の木酢液散布が中止になった理由

(2)畜産三法の施行による畜産農家の対応は充分と思われるか

(3)旧石川ではＥＭでの悪臭対策は失敗したと思うがその経過と今回再使用方について

(4)ＥＭ使用で悪臭が解消されたと思われる養豚団地を示して下さい。尚効果についても実例
も示して下さい

２．公園事業

(1)公園事業で企業に託してあるサンエーメインシティ隣の公園の事件、事故の対応経過につ

いて

(2)川田公園の事業費の95%が合併特例債をあてることになっている。特例債をあてこんでい
る公園を示して下さい

(3)メインシティ(サンエー)隣の公園用地を確保することで保証金が支払われている。また使

用料(敷地)も企業が払っている。これらについては行政が対応すべきと思うが(特例債)そ

の見解を示して下さい

３．区画整理事業
(1)うるま市東恩納地区はＡ調査(まちづくり基本調査)Ｂ調査(区画整理事業調査)も済んでい

るが①施行地区②設計概要③事業施行期間④資金計画の策定はどの様になっているか。

さらに減歩率の検討についても教えて下さい。Ｃ調査(区画整理促進調査)は換地設計、

土地評価の方針決定は何時になるか

(2)補助金(国庫補助)活用出来る項目(メニュー)は何件あるか。東恩納地区はいかなる事業

(補助)を受けて進めるか
(3)うるま市の助成方について具体的に示して下さい

(4)区画整理事業のなかで墓地公園を平行して取り組むことが出来るか
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25金城 勝正

１．字具志川在(株)具志川食糧前から具志川小学校向け市道具志川2-74号線の通学路歩道設置
工事について

２．うるま市具志川漁業組合に関連する事項について

３．天願川河口堰の放流に伴う浚渫工事の必要性について

４．サンライズ具志川構想及び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

５．うるま市職員の処遇の改善及び職員の再配置による緊急且つ抜本的な労働環境の改善に関

連する事項について

26照屋 純

１．新市における今後10年間の県の事業について

(1)主要地方道 伊計平良川線について

(2)一般県道 具志川環状線について

(3)一般県道 具志川沖縄線について
(4)一般県道 36号線・同バイパスについて

(5)一般県道 与那城具志川線について

(6)新石川浄水場建設事業について

(7)中城湾流域下水道について

(8)保育所入所待機児童解消のための支援について

(9)市内の県立7高校の施設の整備について
(10)県営かんがい排水事業について

(11)水質保全対策事業について

(12)県営ため池整備事業について

(13)河川・海岸・港湾等の整備について

(14)スーパー防犯灯の設置維持について

２．新市の水道事業について

(1)水道事業の公共性と経済性について

(2)管理者制度について

(3)管理者と議会の関係について

(4)企業職員について

(5)公営企業の経理について
(6)予算の作成について

(7)決算について

(8)向こう3年間の水道事業のシミュレーションについて

(9)4年目からの7年間のシミュレーションについて

(10)負担は低く、サービスは高くの合併理念の実現について

27名嘉眞 政廣

１．国道329号線バイパス及び市道107号線整備関連について

２．市民芸術劇場、石川会館、きむたかホール等地区館の特色を生かした活動関連について
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３．就園、就学の状況及び子育て支援サービス状況関連について

(1)保育所の状況、本市の公立、私立保育所、認可外保育所の数について
(2)年齢別の保育児童数

(3)待機児童の状況及びその対策について

(4)公立、私立保育所の保育サービスの実施状況

(5)放課後児童健全育成事業の実施施設数及び児童数について

(6)幼稚園児数の就園率の推移について

(7)小中学校児童生徒数の推移について

４．児童虐待防止対策と立ち直り支援関連について

(1)児童虐待の実態について

(2)虐待防止意識の啓発について

(3)虐待未然防止とその対策

(4)被虐待児童の立ち直り支援について

５．子供が心豊かに育つ学校教育環境づくり関連について

(1)生きる力を育てる教育について

(2)社会の変化に対応できる教育

(3)開かれた学習環境づくりについて

(4)幼児教育の推進について

６．いじめ、不登校児童への対応について

(1)いじめ、不登校の実態について

(2)いじめ、対策の強化および取り組みについて

(3)不登校児童の対策、取り組みについて

７．旧２市２町の文化財（遺産）関連について

(1)主な文化財の一覧、種別、名称、所在地について

(2)国、県、市、別の指定の有無について

(3)今後の文化財保存、整備、活用についての取り組みについて

28伊礼 正

１．公用車について

維持管理等について

２．認可保育所創設助成事業について

旧石川市の認可保育所創設助成事業について

３．防災行政無線について

防災無線の使用制限と防災無線の有効活用について

29森東 則夫

１．小規模学校の統廃合について

(1)今後の教育委員会の方針についてご教示願いたい

(2)学校と地域との関わりについて、教育委員会の考え方をお示しください

(3)旧離島含む５離島の地域住民の方は１島１校の存続を強く望んでいるが、そのことについ

て教育委員会のコメントをお願いします
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２．学校の安全対策について（外部からの侵入に対する安全対策）

(1)外部からの不審者の侵入についての防犯指導はどのように行っているか
(2)小中学校の防犯訓練（不審者侵入訓練）の実施状況はどのようになっているか。また、今

後の実施計画はどのようになっているか

(3)各学校への防犯器具（刺又、防護たて）の設置はどのようになっているか

今後の設置予定はあるのかどうか

30中村 正人

１．財政運営について

郵政民営化による市町村の財政投融資の廃止について

２．行財政改革について(三位一体改革)

(1)幼保一元化について(予算及び運営方法)
(2)職員採用及び削減について

(3)行財政改革による重点課題について

３．うるま市経済環境について

(1)市内企業活用について

(2)うるま市雇用率アップ策について

31宮里 徹二

１．公務員制度改革について

(1)改革のポイント

(2)能力評価とは
(3)業績評価とは

(4)現在の取組み状況

(5)今後の導入スケジュール

２．公共事業における嘱託登記業務について

(1)新市発足後の市当局の方針
(2)発注状況

(3)単価契約締結について

３．公共工事の指名について

(1)指名要綱整備

(2)指名ランク決定の方法と根拠
(3)市民総決起大会決議について

32金城 安治

１．業者指名について

(1)本市における業者指名の基準と方針を問います
(2)電子入札制度の導入を検討する考えはないか

(3)地元の物件を落札した場合、元請に対して地元の業者(物品)を使用することに関してどの

ように指導しているか

(4)国立沖縄海上技術学校跡地に整備する「うるま市ＩＴ事業支援センター」の設計に関する

指名の在り方について
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2,000万円弱の設計料でありながら県ランク1～12番、12社指名した背景と根拠について

どの部からの起案か説明を求める

２．地域活性化催しについて

合併後うるま市として旧二市二町としてエイサー祭りを企画する計画はないか

３．看護学校の実施設計について

地元の設計事務所を活用する考えはないか

33下門 勝

１．防災対策等について

(1)本市における防災に関する取り組みは万全ですか。お伺いします

(2)合併に伴い広範囲になった現状に見合った防災計画等の見直しが必要だと思うが、現状と

課題及び対策についてお伺いします
(3)防災対策の一環として、本市が率先し防災士認定者を増やしていく取り組みを積極的に行

ってはどうか。ご所見をお伺いします

２．発達障害者（児）支援について

本市における発達障害者(児）の現状と課題及び対策についてお伺いします

３．学校施設の中でクラブ活動における施設の充実強化について

クラブ活動における施設等の確保は十分ですか。現状と課題及び対策についてお伺いしま

す

34 荻堂 盛仁

１．豚肉料理でまちづくりを

(1)「うるま市」建設計画の中での地域別、まちづくりの方針に添った具体的な計画があるか

(2)石川地区の石川西土地区画整理事業内に新たな事業（料理店街）導入は可能か

(3)本市のまちづくり構想の中に、横浜市の中華街の様に、豚肉料理だけに関する料理店街と

してのまちづくりは考えられないか

２．公害対策について

(1)中部北環境施設組合の協力金の支払いの趣旨は

(2)協力金の支払い区域の２㎞以内という範囲設定の理由、根拠は。また、法的な基準がある

のか

(3)中部北環境施設の隣接地区自治区内に大気測定機の設置は出来ないか

３．安全運転管理について

(1)本市の管理する車の台数は

(2)安全運転管理者、副管理者は設定されていますか

(3)安全運転管理者の人数は

35 照屋 大河

１．合併に関する事項

地域審議会の設置について、現在どの様に検討が行われているのか伺う

２．保育行政に関する事項
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幼稚園で実施されている2年保育モデル事業について

(1)実施目的

(2)実施園数及び名称
(3)利用児童数

(4)今後の展開について

36上田 清

１．渇水対策について
(1)渇水協議会はあるのか

(2)伊計土地改良区内ダムの復旧はどうなっているのか

２．うるま市の地域農業マスタープラン計画について

(1)認定農業者の基準と数と育成目標はどうなっているか

(2)農業法人の数と今後の育成目標はどうなっているか
(3)家族経営協定締結の数と今後の育成目標はどうなっているか

３．県営一般農道管理について(旧与那城町在)

(1)安全交通に支障をきたしている。除草の年間計画はどうなっているのか

(2)サトウキビについてはどうするのか

37安慶名 正信

１．育英資金について

(1)平成16年度旧2市2町の育英資金の償還額と貸付人数、未償還残額

(2)平成17年度育英資金償還状況(平成17年3月末現在)の貸付額、償還済額、前年度未償還残

額の旧2市2町のそれぞれの内訳と育英資金貸付と償還等の現況はどうなっているか

２．財源確保について

(1)遊休化している公共施設を処分することで財源の確保を図ってはどうか

①うるま市に遊休化している施設は何カ所か

②法定外財産(里道)の有効利用はなされているか、利用計画にならない法定外財産等も処

分してはどうか

３．観光振興について

(1)うるま市観光の現状について

①2004年から過去3年間の入域観光客数の実績は、動向をお聞きします

②2004年から過去3年間における入域観光客数の月別動向について

③入域観光客の年齢構成の推移
④入域観光客のリピーターの推移

⑤平均滞在日数の推移

⑥入域観光客の利用交通機関の状況

⑦入域観光客の旅行形態の変化

(2)うるま市観光の課題について

①地域資源や特性を活用した体験、滞在型観光の推進
健康、自然、文化の活用

②うるま市のまち並みの保全、形成等

③観光土産品のブランド化、食材のブランド化

④オフシーズン対策の強化

(3)うるま市観光振興施策について
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①観光地の魅力の増進

観光振興地域等の整備について

②観光振興地域に県は18地域を推定し、観光関連施設の集積を促進するとありますが、う
るま市にも指定地域があるのか

４．「うるま市商工業活性化市民総決起大会」について

平成17年8月25日うるま市石川市民会館において、下記の6件が決議された。その6件につい

てお伺いします

(1)地元で生産された市産品を優先愛用し「地産地消」を推進しよう
(2)地元商工業の優先活用により「活力あるうるま市」をつくろう

(3)市で使用する備品等については、うるま市内で購入しよう

(4)指名業者に関する制度等については、早急に改善を図り、地元企業の育成、強化に努め

よう

(5)市発注の公共工事は、地元企業を優先的に活用しよう

(6)中城湾港新港地区への企業誘致を促進し、雇用の拡大に努めよう

38花城 清繁

１．公共工事の発注と情報公開

うるま市発注の公共工事の発注については、指名競争入札が主となっていますが、次のこ

とについてお答えください
(1)指名については、ローテーション方式がとられているか

(2)発注後に入札結果報告書の公開はできないか

(3)公共工事の施行体制図（台帳）公開はできないか

(4)各工種の登録業者数を示されたい

(5)指名競争入札の見直しは考えてないか

２．合併市町村補助金について

当該補助金については歳入減として不確定となっていますが、次のことにお答えください

(1)合併期日が平成17年3月31日から平成17年4月1日に変更になりましたが、その時点では確

認できなかったのか。経緯の詳細について示されたし

(2)当該歳入に基づく歳出執行はなされているか

(3)歳入未済になった場合の対応策と責任の所在について示されたし

３．窓口業務の改善について

各支所における総合専門窓口設置の検討結果について

（農地転用申請、建築確認申請及び、各公共施設の使用許可申請等の業務）

39山内 末子

１．児童福祉事業について

乳幼児健康支援一時預かり事業について（事業の具体的内容と今後の展開について）

２．少子化対策について

不妊治療助成事業について（不妊治療費補助金制度の設置計画を伺う）

３．教育行政について

(1)本市小中学校の総合学習の現状と方向性を伺う

(2)本市の統合教育の現状と課題を伺う
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４．アスベスト問題について

(1)本市各機関（各庁舎、附属機関施設）の実態調査の計画を伺う

(2)健康被害、対策に対応する機関(相談窓口等）の設置計画を伺う
(3)基地内アスベスト被害、その把握はどのように進められるのかを伺う

５．新石川浄水場について

(1)浄水場建設の進ちょく状況を伺う

(2)跡地利用計画について

①県との調整の進ちょく状況を伺う
②計画策定についての進ちょく状況を伺う

６．条例制定について

自治基本条例（まちづくり基本条例）制定計画を伺う

40山城 眞一

１．ゴミ袋について

恩納村、旧具志川市、旧勝連町、旧与那城町は販売代理店はそれぞれ福祉事務所や商工会

等で利益は確実に何等かの形で市民に還元されていると思いますが、旧石川市においては販

売代理店は石川漁業組合である。漁業組合は利益追求組合であり、ゴミ袋の利益が市民に還

元されているとはとうてい思えない。中部北環境施設組合として、また、施設組合の長とし
て市長、行政は公平でなければいけないと思いますが、どうお考えですか。お伺いします

２．伊波中学校隣接市有地について

伊波中学校の情操教育の場として、伊波中学校敷地として移譲できないか

３．石川保健所跡地について
石川海浜公園は海はあるが遊泳禁止で泳げず、しかしながらキャンプには最適と思います

が、駐車場が少なく石川海浜公園は利用価値がありません。そこで提案でありますが、建物

は利用価値がないということですので、撤去して頂いて、思い切って無料、有料いずれでも

結構ですので、駐車場として活用できないか伺います

４．東恩納区画整理事業について
今後の計画はどうなっていますか伺います

Ｃ段階調査での予算使途明細書の提出をお願いいたします

５．規律マニュアル作成について

進ちょく状況を教えてください

６．里道について

調査の進ちょく状況を教えてください

現在まで判明している箇所の坪数（総坪数）金額に換算したらどのくらいの資産になるの

か。分かりましたら教えてください。今後の取り組みについても教えてください

41池原 トモ子

１．石川川の重油流出について

(1)河川環境保全に対しいかにすれば親水性に向けて改善されるのかと多くの市民が取り組ん

でいる中、先日石川川に重油が流出し水面や川沿いは重油が、こびれつき油臭が漂ってい

ましたが、その原因となるものは、その対策を具体的にお伺い致します。
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(2)流出した原因となるその問題は行政指導が怠ったことの責任ではないかと存じますが、解

決策の取組みについて具体的にお伺い致します。

２．当市においてのニート者について

(1)昨今、働かず学ぶ意欲もない若者が増えていると社会情勢が問題化していますが、当市に

おいてこの様な若者の把握ができているのか、又その対策としての取組みはなされている

のか、お伺い致します。

(2)国民年金の加入状況と支払い状況はどのようになっているのかお伺い致します。

３．乳がん検診について

乳がんは早期発見し、適切に治療を行なうことによって殆ど治るといわれますが、現在の

集団検診においては殆どお医者様が視て、触れるだけの検診では困難と言われています。

そこで、より確立の高い検診方法のマンモグラフィー検査を市民一般検診に取り組むこと

はどうかお伺い致します。

４．アスベスト問題について

学校の建築物のアスベスト調査にむけての調査のための補正予算は計上されていますが、

その他の機材や公築物の検査の取り組み状況は。又、検査結果後の処置対応をお伺い致しま

す。

５．高齢社会について

県内の百歳以上の方々が699人で、人口10万人当たり51.43人となっています。当県は33年

連続１位を更新している。まさに長寿県として誇れる県として自負することができます。

その中で、健康な長寿者、寝たっきりの長寿者の方々がおられます。そこで、介護をしてい

る方々の尊厳を大切にするために予防策としての取り組みをお伺い致します。

６．環境美化について

市女性連合会では、ごみのない地域生活環境を確保するために、美しい自然を愛護する心

を育て、住みよいふるさとづくりをと、美化コンクールを開催している。各地域女性会では

花壇づくりに念を入れているが、水量が乏しく支障をきたしています。そこで、地下水・雨

水・その他の水を利用して配管の設置ができないかお伺い致します。

42 島袋 俊夫

１．地域振興について

沖縄石油基地跡地利用計画の現状、経過、見通しについて

２．教育文化振興について

(1)学校等記念事業について

助成方針、助成額

(2)ふるさと芸能デーと獅子舞フェスティバルについて

(3)市内構造物のアスベスト使用について

43大城 肇

１．個人情報保護法(条例)について

(1)議員の権限との関係は明確か

(2)違反の事例があるが、職員の研修はされているか
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２．地方交付税について

(1)義務的経費、投資的、その他の経費への配分
(2)一次産業、三次産業への配分

３．重油流出事故について

(1)うるま市の危機管理体制についてのマニュアルはあるか

(2)事故(事案)の種類による関係機関との連絡体制は確定されているか

４．旧石川東恩納区画整理事業(予定)について

(1)農振除外の日程、今後の方針

(2)予算の都合で除外された地区の段階的整備方針について

５．コミュニティバス

経過と今後の対応

６．旧石川前原地区区画整理事業について

(1)陥没の原因と調査結果

(2)責任(法的)はどこにあるか

(3)根拠法は

(4)今後の対応

７．ゴミ袋について

(1)指定店より小売店への手数料が一部不均衡がある

(2)その為に市民への不平等価格が生じている。責任は

(3)小売店の倒産や手数料への延滞への対策は

(4)北環境の役割と権限
(5)商工会の役割は何か

(6)市、県約5,000万からの補助金の目的は、その効果は

８．宇堅ビーチについて

(1)県との契約内容

(2)県、うるま市よりの回答
(3)弁護士の見解について


