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質 問 事 項

１ 喜屋武 正伸

１．教育行政について

高江洲小学校運動場の整備について

２．社会体育施設の整備について

(1)具志川総合グラウンドのフェンスの整備について
(2)具志川多種目球技場内、野球場の整備計画について

３．道路行政について

(1)県道36号線高江洲地内の歩道未整備部分の進捗状況について

(2)県道36号線(喜屋武マーブ南方)歩道の地下水による不良箇所の改善について

２ 川野 進也

１．うるま市観光物産協会設立について

(1)設立発起人会の募集状況について

(2)2011年4月設立までのスケジュールに無理はないか

(3)事務局長の公募方法と時期について
(4)事務局長の資格及び条件について

(5)うるま市観光物産協会の会長選任について

２．パスポート申請業務について

(1)2011年4月からうるま市窓口で申請手続きが出来ると伺っているが、その取り組みにつ

いて
(2)申請してから受け取りまでの期間は何日か

３ 金城 勝正

１．字具志川地内バス停留所への屋根付き待合所の設置について

バス利用者が雨や夏の強い日差しを避け、安心してバスが利用できるような屋根付きバス
待合所の設置について

２．勝連平安名Ａ番地への進入路(里道)復旧に関連する事項について

勝連平安名Ａ番地Ｈさん所有の住宅への進入路である里道の一部が不当に狭められ、長年

生活に支障をきたしている状況の復旧改善について

３．県道37号線(屋慶名大通り)拡幅工事に関連する事項について

予定されている工事の工事時期の変更や与那城小学校側のバス停車帯の設置にかかる設計

変更の可否について

４．うるま市定員適正化計画に関連する事項について

県内他市町村において消防署職員の定数削減が行われない中で、本市が消防職員定数削減
を行い、職員が過重勤務の傾向にある状況の改善について

５．うるま市リゾートウエディングに関連する事項について

うるま市リゾートウエディング調査報告書に基づく可能性・課題と民間とのタイアップに

よる同事業の方向性について
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４ 比嘉 敦子

１．行政について

(1)平成19年3月6日にうるま市民憲章が制定されております。そこで伺います

①市民憲章の意義と役割について

②制定後の周知と推進活動について

（2)安慶名バス停上屋とベンチの設置について

２．教育について

(1)学習室の確保について

４地域それぞれ学習室は必要だと思うが、どのようになっているか

（2)生涯学習センター（仮称）の建設について

５ 仲本 辰雄

１．児童館建設について

２．買い物弱者対策について

３．認知症高齢者グループホームへのスプリンクラー設置について

４．うつ症状を早期に知らせるための支援体制と相談体制について

５．下水汚泥から発生するバイオガス利用について

６．勝連城跡歴史公園等整備事業の進捗状況について

７．闘牛博物館建設の進捗状況について

８．与勝地域における給食センター統合の進捗状況について

６ 兼本 光治

１．東海岸地域のまちづくり（藪地島の有効利用について）

市の計画をお聞かせ下さい

２．防災行政について

(1)災害時における避難場所について
津波、高潮災害における避難場所

(2)災害時における避難路について

住民が安全に避難する為の避難路はどの路線を想定しているか

３．市道13号線について

早期の整備計画について

７ 松田 久男

１．統合庁舎建設計画について

(1)計画の進捗状況について
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(2)統合庁舎となった場合、各支所の業務範囲はどうなるか

２．市民の安全な生活の為の街灯整備について
石川西地区道路において女子生徒に対する抱きつき事件が起こった。もっと街灯を整備で

きないか

３．校舎アルミサッシの落下防止点検について

8月10日付け文科省事務連絡における校舎及び屋内運動場の窓のガラス障子の点検を促す文

書のその後の対処について

４．うるま市の各種祭りの各地域開催の可能性について

うるま祭りを含めた祭りのローテーション開催の可能性について

８ 東浜 光雄

１．観光振興について

平成19年3月にうるま市観光振興ビジョンが策定され、本市の観光施策の基本計画として総

合的なまちづくりを視野に入れた具体的なプロジェクトが提案されていますが、そのプロ

ジェクトを推進する上で必要な観光の基盤となるインフラの整備が進んでいない状況にあ

ると思いますが、どのように考えるかお伺いします

２．世界遺産｢勝連城跡｣周辺の環境美化について

本市の｢勝連城跡｣が平成12年に世界遺産に登録され、｢城の郭｣周辺の整備が進められ、勝

連城跡の｢郭｣の全貌が明かになり、益々輝きを増し、勝連城跡が世界遺産としての風格を

持ち、世界的に認知され、県内外、海外からの観光客が日増しに増えてきている状況にあ

りますが、勝連城跡に観光客を誘う沿道（県道16号線、南原小学校付近から与勝中学校交

差点までの間）の城周辺の環境が劣悪な状況にあると思いますが、どのように考えるかお
伺いいたします

３．環境美化対策について

地域の環境美化については、｢市町村合併前より合併後が劣悪な環境になった｣と言う市民

の声が多く聞こえます。本市の風光明媚な景観スポットである沿道や市民のウォーキング

コースである沿道に雑草が生い茂り危険で劣悪な環境にあります。除草作業は行っている
ものの、行うまでの日数が長く、なかなか環境が改善されない状況にあります。市民が安

心してウォーキングができない事や景観がとても悪くなっている現状で、本市のイメージ

を損ないかねない状況にあります。地域の環境美化対策を早急に取り組むべきと考えます

が、どのように考えるかお伺いいたします

９ 名嘉山 隆

１．天願川河川工事事業について

(1)事業の計画と予算の執行状況

(2)河川工事の進捗状況と今後の計画

(3)栄野比区の工事開始と終了の時期

２．ルーシー河線市道202号線整備事業について

(1)事業の計画と予算の執行状況

(2)道路整備の進捗状況と今後の計画

(3)栄野比区の工事再開と終了の時期

(4)今後の事業を進めるにあたり、栄野比区、川崎区の住民への説明会の予定
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３．うるま市防災行政無線について

(1)栄野比区の防音工事の実施状況について
(2)防音工事が実施された建物について、防災無線が聞こえにくい現状について

４．2010年高校総体終了後、サッカー競技グラウンドの維持管理について

(1)うるま市内で使用した会場の数

(2)各ピッチ(サッカーグラウンド)の維持管理方法と予算

(3)具志川多種目球技場の維持管理及び備品について

５．サッカースタジアム誘致について

(1)うるま市としてサッカースタジアム誘致の考え方を伺います

(2)うるま市のサッカースタジアム誘致についての協議会について伺います

(3)サッカー競技市長杯について

10 平 正盛

１．道路整備事業について

(1)宮城島の東側の崖崩れ対策について

(2)伊計・平良川線(県道10号)の宮城島部分の進捗状況について

２．島しょ地域の活性化・再生化について

(1)農産物の基盤整備事業について

(2)合併特例債や優遇措置について

３．幼稚園臨時教諭について

(1)幼稚園の臨時職員の給与等の現状について
(2)定数枠内での職員数について

(3)臨時職員の待遇について

４．仲原遺跡について

(1)復元について

(2)文化財の案内標識等について

５．就学援助制度について

就学援助制度の充実化について

６．伊計集落の津波対策について

アガイビスク(東側の浜)津波対策について

７．島しょ地域の市営住宅について

市営住宅・県営住宅の早期建設について

８．伊計ビーチの護岸の再建について

護岸の再建について

11 石川 眞永

１．建築確認について

1979年と1985年に旧石川市にて建築確認の申請を行い、沖縄県中部土木事務所から住宅建
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築の許可を得て建設を予定された住宅が2戸あります。その地域(山城)の方々は宅地として

その近くの土地を求めた。時期を見はからい、住宅建設をしたい旨、建築指導課に相談し

たが保留されている状況です。その理由について伺いたい

２．各選挙の投票率について

合併前の2市2町の各種選挙の投票率と期日前投票者数そして、合併後の投票率、期日前投

票者数の比較をお教え下さい

３．石川多目的ドームの駐車場問題
平成21年9月議会の一般質問で、当局の答弁で西日本高速道路と調整済みで予算計上して早

めに整備したいとあるが、いつ着手するのか伺う

12 名嘉眞 宜德

１．うるま市内の観光コースの策定について
(1)文化財・史跡・景勝地で、将来観光地として十分その価値があると思われる場所を伺う

(2)上記の場所の進入道路、駐車場等の整備状況を伺う

(3)市内観光コースの策定について伺う

２．中央公民館の建設について

時期、場所、規模等について

３．学校適正化配置等について(島しょ地域の学校統廃合)

(1)地元住民の理解を得るための視察の計画を伺う

(2)現在持っている素案を煮つめて成案にしていく目途を伺う

(3)素案通り計画が実施された場合と現状のままの1年間の学校の維持管理等の総額の差額

はいくらか伺う
(4)島の活性化のための方策や学校の跡地利用について示すことはできないか伺う

13 田中 直次

１．国保問題について

２．学校へのクーラー設置について

３．待機児童の解消について

４．地産地消推進本部の設置について

５．学校統廃合問題について

６．市道1012号線(字昆布)の道路整備について

７．具志川環状線道路(県道224号線)の道路整備について

８．基地問題について

(1)うるま市小中学校の生徒や学童の子ども米軍施設を視察した事実はありますか

(2)日米共同演習について

９．うるま市の問題(危険)箇所の問題について
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14 平良 榮順

１．天願区で起きた水難事故について

(1)今後の事故防止のための市当局の取り組みについて伺いたい。

(2)10月22日午後7時から午後9時迄の降雨量は。

(3)天願区から市長宛「危険箇所の対応策について(要請）」が出されているが取り扱いに

ついて伺いたい

２．防犯ネットワ－クについて

教育委員会が活用している「じんじんメ－リングサ－ビス」はどのようなシステムか伺

いたい

３．天願川の整備について

天願川、天願橋下流の米軍施設提供地内河川の整備について、事業の当初計画と進捗状況
について

４．道路整備について

字昆布1117-5番地「喫茶薔薇園」前市道218号線（パイプライン道路）は排水施設がなく、

雨が降ると道路が冠水し車両の通行にも支障を来している。排水路工事の予定はあるか伺

いたい

15 下門 勝

１．社会教育行政について

勝連Ｂ＆Ｇ海洋センター補修について伺う

２．教育行政について

(1)学校施設における屋外トイレ整備(設置)の進捗状況について伺う

(2)勝連幼稚園の移転計画がありますが、その移転候補地として、旧勝連村役場跡地があり

ます。それと隣接してＪＡ勝連支店があるが、ＪＡ勝連支店も移転計画があるそうです。

そこで、ＪＡ勝連支店跡地を取得(購入)して、幼稚園として利活用しては、どうか伺う

３．福祉行政について

市内で唯一、児童館が整備されていないのは、勝連地区であります。ＪＡ勝連支店の移転

計画があるそうですが、その跡地及び建物を取得(購入)して、児童館の整備をしては、

どうか伺う

４．環境行政について
平成22年7月に、勝連南風原自治会から要請があった地区及び居酒屋山学校付近の排水路

(溝)整備について伺う

５．保護司会事務所について

保護司は、地域社会の中で、ボランティアとして、犯罪を犯した人や非行に走った人たち

の立ち直りの援助や地域住民からの犯罪や非行の予防に関する相談に応じ、必要な助言・
指導を行うなど更生保護行政の重要な役割を担っています。更生保護とは、国が、民間の

人々と連携して犯罪や非行をした人が、地域の中で早期に更生できるよう助けるととも

に、地域の犯罪や非行の予防を図る活動であります。現在、本市には、保護司会の事務所

はありませんが、他地区の状況を伺う
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16 大屋 政善

１．うるま市景観条例、うるま市景観計画案について

うるま景観条例に関連して地域住民説明会がありましたが、次の点について、具体的にご

説明をお願いします

(1)地域説明会で、うるま市景観条例に基づく市景観計画案では、うるま市全地域を対象地

域に指定して、11メートル以上の建物は建築できないよう建物の高さ制限をする事にな

るとの説明がありましたが、何故、11メートルなのかご説明をお願いします。
また、制限されるものは建物の高さだけなのか、他にどのようなものがあるのかご答弁

下さい

(2)市内にある既存の11メートル以上の建物でも、建て替えの際には規制がかかり11メート

ル以上の物は作れなくなると思うがどうか、また、現在うるま市内に11メートル以上の

建物は、おおよそどのくらいあるのか把握している範囲でご答弁下さい

(3)本市は、これから観光協会を立ち上げて街づくり、地域づくりに取り組む方針であると
理解しておりますが、この景観条例、景観計画が実施された場合、本市の地域開発に大

きな足かせになる部分が出てくると思いますが、ご見解をお聞かせ下さい

(4)現在、各部の所管する事業等において、この景観条例、景観計画が実施された場合、こ

れまで可能であったものが規制の対象になり規模縮小など、何らかの影響を受けると思

われるものが有るのか、無いのか、各部出来ればいくつか具体的な事例でお知らせ下さ

い
(5)この景観条例はいつ頃議会提案されるのか、また景観計画も作成されると思いますがい

つ頃決定されるのかお知らせ下さい

２．学校統廃合について

学校統廃合については、地域住民との話し合いが十分でないとのことで、継続して話し合

いを続けて理解を得たいとの事でありましたが、次の点についてお伺いします
(1)地域住民との話し合いは、その後何回もたれたか、また地域住民の理解は得られている

と思いますか

(2)これまでの話し合いの結果を踏まえて、原案修正もあり得るのかお伺いします

(3)学校統廃合案については、市議会に提案する前に市教育委員会において審議することに

なると理解しておりますが、その時期はいつ頃を予定しているのか。また、市議会への

提案はいつ頃になるのかお伺いします

３．伊計・平良川線について

伊計・平良川線の進捗状況についてお伺いします。現在、桃原・伊計間については、基本

設計が終わっていると聞いておりますが、実施設計及び工事着工の時期についてはどのよ

うになっているのか、お伺いします

17 又吉 法尚

１．爆音の実態について

(1)コンター線引きの見直しについて

(2)騒音測定器の購入と調査について

２．川崎小学校体育館の改築について

改築計画の具体的内容について伺う

３．川崎区の街区公園の早期整備について
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４．地域交流センターの屋外施設について

ニュータウンとして位置づけ、周辺の計画の整合性について

５．児童の就学前の医療費、中学校卒業までの入院費無料化について

(1)窓口負担の自動償還払いについて

(2)就学前の医療費、中学卒業までの入院費無料化について伺う

６．具志川環状線（県道224号線）の進捗状況について

(1)県道224号線の進捗状況と完成年度について
(2)県道224号線（西原～兼箇段）の拡張整備について

７．県道８号線の整備計画について

(1)川崎小学校に隣接するコープ具志川支所近くの暗渠の改良について伺う

(2)市道平良川～川崎線と交差する県道8号線（栄野比よりじんぶん館へ向け右折する）専

用線の整備について伺う

８．市道川崎山天願線の整備について伺う

９．市道川崎ルーシ河線の整備について

18 幸地 政和

１．公共施設整備事業の執行状況について

(1)平成17年度から平成21年度までの公共施設整備事業の執行額について

(2)公共施設整備事業計画の未執行及び未採択事業について

(3)平成22年度から平成26年度までの公共施設整備事業計画の事業額について

２．公共施設(建築物関係)の維持管理計画について

(1)庁舎・学校・公民館・市民会館・体育施設・公営住宅等の年度別維持管理計画及び維持

補修費について

(2)市営住宅の入居状況及び管理運営の問題点について

３．福祉行政について

こどもゆめプラン(後期)について

(1)行動計画基本施策の執行体制について

(2)行動計画の達成目標について

特定14事業の経過と目標達成の見通しについて

19 宮里 朝盛

１．教育行政

教職員の県独自の勤務実態調査について、うるま市の学校現場の実態はどうか

（超過勤務、休憩時間、家庭への持ち帰り、土日のサービス勤務等が当たり前になっている

と言われている）

２．幼稚園教育の制度改善等について

(1)5歳児クラスの定数30人以下への引き下げ

(2)定数枠内の本務教員採用、臨時幼稚園職員の待遇改善等について
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３．合併協議会において合意された一般職の給料格差是正について

(1)職員より格差是正について、沖縄県人事委員会へ訴えた経緯等について

(2)市当局の今後の対応について（具体的に）

20 奥田 修

１．サウジ石油との共同プロジェクト基本合意について

(1)受け入れ先、沖縄石油基地の進捗状況について伺う

(2)供用開始に伴う財源効果の見通しについて
(3)安全確保について伺う

①南西石油の流出事故の原因と本市への影響

②防災対策と連絡体制の再確認の必要性についてうかがう

２．安全安心な住環境の整備について

(1)本市の危険箇所の調査状況と対策について伺う
(2)平安座地区要請事項について

①地区のコミュニティー防災センターの役割について伺う

②市道18号線の整備と特に危険度の高い集落入口から学校校門までの歩道設置と学校

運動場周辺のブロック塀の整備は急務と考えるが見解を伺う

(3)流域下水道の取り組み状況について

３．地産地消促進について

(1)本市の施設に設置されている自動販売機（清涼飲料水）の台数と契約内容について

(2)本市施設の同自動販売機に地元産の飲料水を組み入れるようにする考えはないか伺う

４．社団法人うるま市観光物産協会設立について

(1)設立に向けて行政側はどのように取り組んでいくか伺う
(2)設立に向けての今後の大きな課題について伺う

21 伊盛 サチ子

１．福祉行政

(1)乳児医療費無料化の就学前までの実施と中学卒業までの入院費無料化・給付方法について
①全国の実態、県内での実施状況

(県の施策を超えている市町村、県に準じている市町村)

②今後の方針について

(2)勝連地区への児童館建設に向け、平成23年調査、平成24年建設に向け具体的な取り組み

の状況と今後のスケジュール等について

２．教育行政

(1)うるま市適正配置基本計画素案及び前期実施計画素案、後期実施計画に定める内容(通

学区域の見直し等)について今後どの様な方向性をもって進めていく考えなのか。ま

た、島しょ地域の老朽校舎の実態(耐力度、耐震調査)とその対策、計画について

(2)10月22日、大雨で増水した側溝で小学2年生の尊い命が失われました。今回の事故を受

けて、危険箇所の把握と点検、安全対策の強化を図り改善していく取り組みと共に再発
防止に向けた学校現場での取り組みの現状について

３．中小企業振興

小規模工事等契約希望登録制度の実施について、多くの小規模業者に仕事が拡大されるよ

う各部局実施状況の現状、登録件数、実績等、予算等(修繕費、修理費等)について
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22 中村 正人

１．待機児童解消策について

安心子ども基金の活用方法について

２．介護保険料改定について

対策及び方向性について

３．経済環境について

企業誘致対策及び予算について

４．公共工事及び民間工事の磁気探査について

実施状況と現状について

５．教育環境について

うるま市の子ども育成プロジェクトについて

23 田仲 康和

１．中城湾新港地区にある多目的広場の整備について

２．耕作放棄地の現状と課題について

３．本市の観光振興に重要な「美ら島オキナワ・センチュリ－ラン2010」について

24 仲程 孝

１．赤道小学校について

老朽化した校舎では雨漏りがあり、さらに台風時には、教室の半分が水浸しになる箇所が

あります。全面改築の計画があるのか、防水工事等の改修が可能か

２．中央公民館建設について
9月定例会で答弁のあった第７回実施計画での進捗状況と建設位置、事業規模等、基本計

画検討委員会の進捗状況は

３．道路行政について

(1)平成20年5月30日に赤道自治会より要請された赤道730-1番地周辺の変則十字路の整備に

ついて、沖縄市との境界道路の為 、平成21年2月12日当局、うるま署、沖縄市、沖縄署
と協議を行ったが、その後なんらかの連絡等があったか伺う

(2)市道108号線の歩道設置について

平成20年2月25日に兼箇段、米原両自治会に回答があったが、兼箇段4-14号線歩道設置事

業完了後、直ちに整備が可能かを問う

25 永玉栄 靖

１．東海岸開発基本計画策定事業について

(1)事業に対して予算措置がされた事はこれから進展していくと考えますが、何を基本として
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東海岸開発基本計画策定をされていくのか

(2)屋慶名地区の活性化策は道路整備事業や密集住宅地の住環境改善が必要と思われる

藪地島の開発は筆界未定の地積整備、市道17号線の道路、歩道整備、ジャネ－ガマ自然
全歴史公園（市の文化財指定）、水の確保（水道管の設置、農業用水の確保）等が必要と

思われるが、市の考え方を伺う

(3)東海岸開発基本計画策定事業の取り組み手順について

２．選挙公報等について

(1)正しい選挙を実施する為にも選挙公報が必要だと考えますが、選挙公報条例を制定してい
く意向はないか伺います

(2)今回のうるま市議員選挙で選挙妨害の中傷ビラが文書頒布された件で行政や選挙管理委員

会はどのような対応処置をされたのか

(3)公職選挙法第142条、第243条の関連質問（防止対策条例）

26 德田 政信

１．市営住宅家賃未納について

(1)現在の家賃未納者数について(団地ごと)

(2)現在の最高未納額について

(3)これまで2回にわたり提訴していますが、その成果はどうなっているか

(4)指定管理後の状況について

２．農業行政について

(1)土地改良区団体への補助金について

(2)廃ビニール等の処理について

(3)中部北環境施設組合で処理はできないか

３．塩屋地内の排水路拡張について

27 照屋 義正

１．中城湾新港地区の港湾計画変更について

(1)湾港整備の進捗状況について
(2)航路・泊地浚渫の土砂の処理場計画について

(3)県営産業振興(多目的)公園の整備について

２．農地法の見直しについて

(1)本市農地の総面積について

(2)本市遊休荒蕪地面積について
(3)農地法第3条第2項第5号規定の農地取得面積30ａを10ａへの規制緩和することによる農

業振興について

３．本市の騒音・振動・悪臭・規制地域の見直しについて

(1)見直しの目的について

(2)本市の基本的考えについて
(3)具志川～屋慶名間の規制措置について

４．学童保育について

(1)学童保育実施市町村の現状について

全国％、 沖縄％
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(2)学童保育の設置主体

全国 公立％ 民立％

沖縄 公立％ 民立％
(3)学童保育の実施場所

全国 学校の余裕教室％

学校の敷地内専用室％

児童館％

民間(保育所、民家、専用施設)％

沖縄の現状
(4)学童保育の運営

全国 公営％ 民営％

沖縄 公営％ 民営％

(5)保育料

全国平均、 沖縄平均

(6)本市の現状と今後の対策についてお伺いします




