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日付 順番 氏　名 備考

1 仲本 　辰雄

2 金城 　勝正

3 又吉　 暎

4 東浜　 光雄

5 比嘉　 敦子

6 兼城　 賢一

7 伊盛   サチ子

8 松田   久男

9 喜屋武   正伸

10 伊礼　 正

11 中村　 正人

12 大屋　 政善

13 宮城　 茂

14 山城　 榮信

15 田中　 直次

16 照屋　 義正

17 高江洲　 賢治

18 島袋　 行正

19 安慶名　 正信

20 永玉榮　 靖

21 下門　 勝

22 宮里　 朝盛

23 名嘉眞　 宜徳

24 安里　 純哲

25 花城　 克也

９/９(木）

９/１０(金）

第56回　9月定例会　一般質問通告順一覧

９/６(月）

９/７(火）

９/８(水）
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質 問 事 項

１ 仲本 辰雄

１．選挙の投票事務について

２．救急における聴覚障がい者への対応について

３．無料法律相談に関連する事項について

４．地デジ放送受信について

５．学校施設の整備について

６．産業振興について
(1)もずくの消費拡大策

(2)自動車産業の育成

２ 金城 勝正

１．第３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 又吉 暎

１．公園の整備について

(1)江洲城跡公園

(2)江洲第５公園

２．一般質問結びに当たって

在任中の所感

４ 東浜 光雄

１．与那城東照間賃貸工場、東側駐車場について

与那城東照間賃貸工場、東側駐車場の整備については、賃貸工場に企業を誘致すること

で、多くの来客が見込まれ、現在のスペースでは駐車場が不足する可能性があるとして、

平成22年2月に752万6,000円を投じ、約5,000㎡、250台の駐車可能な駐車場を、地域の活性

化に繋げたいとの目的で整備されたところですが、駐車場についての現状の認識をお伺い

致します。

２．児童虐待防止対策について

全国の児童虐待相談所が相談を受けた2009年度の児童虐待件数は、約4万4,000件と過去最

多を更新。相次ぐ児童虐待への対策を強化するため厚生労働省は2010年8月18日に虐待の疑

いがあると通告を受けてから48時間以内に、子供の安否を児童相談所の職員が実際の目で

見て確実に把握するよう、全国の自治体にあらためて通知したとされています。その事に
ついて本市として、どのような役割をもち、どのように関わっていく事になるのか、お伺

いいたします
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５ 比嘉 敦子

１．行政について

市民無料法律相談について

２．基地関連について

米軍基地から離発着する航空機などから発する電波障害の解消について

３．建設について

川原団地の出入口の増設と｢停止禁止線｣について

４．健康について

(1)子宮頸がんのワクチン接種助成事業について

(2)不妊治療への助成について

５．教育について

給食センター使用食器の材質について

６ 兼城 賢一

１．うるま市次世代育成支援行動計画について

(1)前期行動計画の評価、課題、問題点等について

(2)後期行動計画の概要について

２．歩道整備について

(1)県道37号線照間漁港区域内歩道整備について

３．排水路の整備について

(1)照間集落から海側に流れる排水路の海砂対策

(2)照間1367番地付近、南風原(7班)の排水路整備について

７ 伊盛 サチ子

１．農業行政

耕作放棄農地や土地改良区内等遊休地解消にむけた対策と助成について

２．教育行政

(1)勝連幼稚園園舎の旧勝連保健相談センター跡地活用について
(2)学校統廃合の問題について

３．福祉行政

(1)認可外保育園(2園)の認可事業により待機児童解消はどの程度図れるか、また、今後の

既存保育園（公立・法人）との調整による計画について

(2)乳幼児(0歳～2歳)の定員枠拡大について

４．信号機設置について

安慶名赤道線バイパスの交差点の信号機設置について
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８ 松田 久男

１．平成21年度地域審議会答申に対する取り組み状況について

(1)具志川地区答申３の観光メニュー創設等について

(2)石川地区答申３の伊波城跡周辺環境整備について

(3)勝連地区答申４の島しょ観光促進について

(4)与那城地区答申１の製油所跡地利用について

２．石川東山本町の側溝の無い道路について

東山本町の住宅地内にある側溝の整備されていない道路の整備に関する陳情について、そ

の後の対応について伺う

９ 喜屋武 正伸

１．与勝地下ダムについて

与勝地下ダムの配管延長について伺う

２．市道排水路の整備について

(1)市道6060号線の排水路の整備について伺う

(2)高江洲幼稚園西側の排水の整備について伺う

10 伊礼 正

１．美ら島沖縄総体2010について

２．全国エイサー大会について

３．｢いじめ防止条例｣の制定について

11 中村 正人

１．児童福祉について
(1)待機児童について

(2)平成23年度予算について

２．経済対策について

(1)雇用対策及び企業金融貸付金対策について

(2)観光協会設立の進捗について

３．災害対策について

(1)情報・連係・伝達等の中身について

(2)災害後の対策

12 大屋 政善

１．宮城島地内の県営一般農道の現状と今後の対応について

本農道は、宮城島と伊計島間を走る幹線道路の役割を果たしている道路であり、島の方々

にとってもまた、本市の観光振興の面からも大変重要な道路であるが、台風や長雨などの

際には、土砂崩れなどの恐れがあり、抜本的な対応策が必要であると思いますが、当局の
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現状認識と今後の対応策等についてお聞かせ下さい

２．宮城島の四自治会からの要請について
本年５月に、宮城島の四自治会会長連名で、市長宛、｢宮城島地内の生活道路や排水路の早

期整備に関する要請書｣を提出しており、７月に市長名でその要請書に対する回答がありま

したが、その内容は、｢道路整備補助事業計画での検討を進めていきます｣との回答であっ

たと聞いております。この事について、四自治会がそれぞれ要請した項目（桃原区３件、

上原区６件、宮城区５件、池味区４件）に対して具体的にどのような事業計画を検討して

いるのか、また、要請項目の中で早期に対応できるものがないのかお聞かせ下さい

13 宮城 茂

１．福祉行政について

(1)児童扶養手当(父子家庭)について

①父子家庭が受給するための申請手続き、要件等について伺う
②本市の受給対象世帯数について

③受給対象者人数と総支給額について

④支給実施の方法と時期について

２．道路行政について

市道石川美原8号線の道路整備の進捗状況について伺う

14 山城 榮信

１．道路行政について

(1)喜仲入口の渋滞対策について

(2)具志川高校敷地沿いの里道について
(3)市道107号線について

(4)県道224号線について

２．市主催行事について

全島獅子舞フェスティバルについて

３．中央公民館建設について

15 田中 直次

１．予算・財政問題について

うるま市の合併の5年間(平成17年度から平成21年度)の予算・財政問題について
(1)5年間の予算のあり方について

①平成21年度決算を受けて、現状をどう分析し、どのような方針を持って臨んでいきま

すか

②5年間の歳入の特徴は、歳入の問題点は(自主財源と依存財源)

③5年間の歳出の特徴は、歳出の問題点は

２．川崎ルーシ河線(市道202号線)道路改修問題について

(1)平成22年度一般会計補正(3号)において、300万円の設計業務委託料が提案されていま

す。私は昨年の9月議会の一般質問でこの川崎ルーシ河線道路のことを聞きました。建

設部長の答弁は「うるま市の事業計画書(平成22年度から24年度)では、23年度に概略設

計(基本設計)を行い、この計画で道路のルートや幅員などの計画を立て、概算的な事業
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費を算出する。その結果を受けて、24年度に沖縄防衛局と事前協議を行い、採択に向け

た調査を行い、25年度以降に向けた国への補助金概算要求の資料を作成する。25年度以

降の概算要求が認められれば、平成25年度から実施設計となる。この時点から事業着手
となり、その後の事業工程は、用地取得、工事へと進む計画。用地取得が円滑に進め

ば、工事の進捗も早くなる。まだ、確定したことではないが、予定どおり進めば平成25

年度ないし26年度着手に向けた作業へという見通しで、円滑にすすめば、平成30年から

31年に完成の予定」という理解でよろしいでしょうか

３．川崎区街区公園問題について
(1)川崎区の街区公園問題については、去る6月議会で質問しました。都市計画部長は「新

規公園の整備に向けて検討したい」と答弁していますが、その後、関係(防衛局なども

含め)機関との協議等も含め、見通しはどうでしょうか

16 照屋 義正

１．IT津梁パークの整備と企業立地の促進について

(1)現在までの施設整備について

(2)これまでの雇用実績について

(3)新規雇用計画について

(4)本市の企業立地サポートセンターの雇用促進の取り組みと実績について

２．大学院大学と関連して本市の機能は

(1)学術研究系施設(2)住宅生活系機能及び(3)社会産業基盤の整備が位置づけられ、その中

で広域幹線道の拡充が計画され、大きな柱となるが、大学院大学と石川インターチェン

ジまでの約2㎞を国道として整備することにより先にのべた三つの機能の整備の推進が

図れるが、強い要請をお願いします

３．観光協会の設立について

(1)これまでの取り組みについて

(2)設立の時期について

４．観光施設等整備について

(1)具志川～屋慶名間約3.5㎞の砂浜の除草整備について
(2)勝連城跡の整備の進捗状況と城(曲輪)の復元についての取り組み状況について

５．本市地域づくりの課題となっている諸事業の早期整備を促すための国等に対する市長のト

ップセールスについてお伺いします

17 高江洲 賢治

１．江洲土地区画整理事業について

(1)進捗状況について

(2)事業地区内の税収について

(3)沖縄市境界道路について

18 島袋 行正

１．地産地消について

(1)市内の小中学校における現状について
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(2)地元企業の優先使用の現状について

２．下水道整備について
(1)整備現状と進捗状況について

(2)今後の計画について

３．教育環境について

(1)市内の小中学校の現状について

(2)問題を抱える学校の状況について
(3)通学路の整備について

４．道路整備について

(1)与勝一周道路の計画について

(2)勝連２-５２号線道路改築事業の進捗状況について

19 安慶名 正信

１．行財政の健全化について

(1)議員定数条例、特別職等の改善、職員の定員適正化への基本的な考え方、現状、課題、

今後の取り組みについて

(2)指定管理者制度を活用し指定管理者による公共施設の管理導入を進めて来たが、これま
での歳出抑制の効果について年度別に示して頂きたい

(3)市民サービスの公平性の堅持並びに市民サービスの低下が懸念されるので、維持管理費

の抑制を考えた統合庁舎建設を目指している訳ですが、現在の分庁方式と比較して、維

持経費の削減効果額等について具体的に示して頂きたい

２．石川浄水場の周辺整備について
(1)現在の進捗状況について

(2)開放部分の管理体制と本市の役割について

(3)多目的広場の活用方法と地域との連携について

３．本市における暴走行為の現状について

(1)暴走行為の現状と取り締まり対策について
(2)暴走族の撲滅対策について、課題と取り組み方法を伺う

４．うるま市観光協会設立について

(1)本市の観光関連業者はうるま市観光協会(仮称)設立に向けて取り組まれているが、

現在の進捗状況について伺う

(2)協会設立に向けた本市の支援と、設立後の本市の支援策等について伺う

20 永玉榮 靖

１．土帝君祭について

(1)与那城村史に記載されている土帝君の有形民俗文化財としての取り扱いの件

(2)土帝君について実態としてあり、その財産についてはどのように判断をなされましたか
(3)土帝君祭について新しい執行体制での再調査結果はどのようになったか

２．県道37号線について

県の測量の再調査結果について、地積測量図でＡ地番１の建物の柱が道路排水に掛かって

いる確認。県は物件補償(建物)すべきである。Ａ地番２の個人所有の土地に排水溝も整備
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されている。問題点が有り、うるま市としても市民の財産を守るためにも市民の立場で県

の方へ物件補償(建物の買上、土地の買上)について早急な対応、問題点の解決を図っても

らいたい。その土地、建物、補償に関連する市税、国保税について

21 下門 勝

１．福祉行政について

障がい者(児)支援等の周知徹底について伺う

２．教育行政について

各小中学校の屋外トイレの整備について伺う

３．防災行政について

旧離島地域の災害時避難所(施設)について伺う

４．勝連総合グラウンドと公園整備について

一体的な整備について伺う

５．国保行政について

滞納世帯における18歳以下の子供達への短期保険証(国民健康保険証)の交付について伺う

．
22 宮里 朝盛

１．都市計画公園整備とみどりの基本計画について

２．予防接種について

３．認定農業者制度について

４．文科省による少人数学級化の取り組みについて

５．信号機設置について

23 名嘉真 宜徳

１．沖縄アミークスインターナショナルについて

(1)建設の進捗状況について

(2)入学金、年間の授業料、その他校納金はいくらか

(3)応募者、合格者に対して寄付金を求めるのか
(4)うるま市在住の子弟の優遇措置について

①入学定員

②入学金

③授業料

２．米軍基地等から発せられる電波障害の解消策について
(1)どのような対応策を取るのか

(2)デジタルテレビ移行に際して、本市の取組状況はどのようになっているか

３．石川浄水場の跡地利用計画について当局の所見を伺う



- 8 -

４．防音工事について

(1)基地周辺整備事業(防音工事)の対象拡大、エリア拡大について本市の対応と今後の取り

組み
(2)建具復旧（再工事）事業について、情報を得ているか伺う

24 安里 純哲

１．イントラネット事業の地域への還元について

(1)地域からの申請状況について
(2)地域からの利用状況について

２．観光行政について

リゾートウエディング調査費について

３．総務管理費について
生活交通路線の増設について

25 花城 克也

１．保育、教育、福祉について

(1)待機児童の現況と施設の増改築の見通し
(2)既存施設の受入児童定員の具体的な緩和策とその予算

(3)こどもゆめ基金の活用方法の協議進捗状況

(4)市内の児童虐待の状況とその対応策

(5)高齢者の人間ドック助成の状況、助成金の予算内訳、今後の予算

２．経済と雇用について
(1)東埠頭の整備事業の見通しと事業予算

(2)生きがい、働きがいづくりに繋がる地域に必要なシルバー人材センターの支所開設への

支援について

３．行財政改革について

職員の定員適正化全体計画の中で修正、見直しの余地が必要な部分はありますか

２．指定管理について

宇堅ビーチの管理について




