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日付 順番 氏　      名 備考

1 金城　勝正

2 石川　眞永

3 伊盛　サチ子

4 名嘉山　隆

5 仲本　辰雄

6 東浜　光雄

7 平　正盛

8 喜屋武　正伸

9 喜屋武　力

10 仲程　孝

11 松田　久男

12 又吉　法尚

13 比嘉　敦子

14 永玉栄　靖

15 名嘉眞　宜德

16 田仲　康和

17 照屋　義正

18 兼本　光治

19 伊波　良紀

20 田中　直次

21 中村　正人

22 下門　勝

23 幸地　政和

24 佐久田　悟

25 久高　唯昭

26 德田　政信

27 平良　榮順

28 宮城　茂

29 宮里　朝盛

30 髙江洲　賢治

３/１６(水）

３/１５(火）

３/１４(月）

３/１１(金）

３/１０(木）

３/９(水）

３/８(火）

第６０回　２月定例会　一般質問通告順一覧
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質 問 事 項

１ 金城 勝正

１．消防行政に関する事項について

(1)うるま市定員適正化計画について

(2)消防庁舎建設計画について

(3)消防本部に対する市長あるいは、市長部局の指揮監督について

２．国民健康保険特別会計に関する事項について

2008年度医療制度改革に伴う赤字の補填拡充について

３．具志川ドームに関する事項について

ドームの反射光に対する苦情について

２ 石川 眞永

１．農業行政について

(1)山城地域の農道整備について

山城ダムの上の開墾地についてである。農作物の出荷準備が終わっても農道が未整備の

為、運搬車両が通れない状況である。当局の対応を伺う。
(2)伊波区自治会からの要請について

平成19年6月に排水溝の清掃、草刈り及びアスファルト舗装についての要請がなされて

いるが、どう対応したか伺う。

(3)石川前田地区土地改良の排水溝整備について

市道68号線に面した前田土地改良区の排水溝が詰まって、農作業に支障をきたしてい

る。早急な整備が必要なので当局の対応を伺う。

２．環境問題について

石川港区の住宅地域の一角に廃材の山があり、長期に放置されており地域住民に不安を与

えている。行政として、廃材を除去することができないか伺う。

３ 伊盛 サチ子

１．教育行政

学校統廃合問題について

２．国保行政

国保広域化について

３．環境行政

赤野区自治会からの要請文の対応について（H22.12.9付）

４．社会教育行政

うるま市立地区公民館の借用について

５．建設行政

住宅リフォーム制度について

６．基地問題について
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米軍普天間基地の県内｢移設｣の理由に、鳩山由紀夫前首相は｢抑止力｣は方便と発言、市長

の見解を求める。

４ 名嘉山 隆

１．地デジ対応状況について

(1)本市の地デジ世帯普及率はどれぐらいとなっているか

(2)本市の米軍機の影響を受ける地域において、受信障害が発生している地域はないのか。

２．鉄軌道導入について

(1)県内において鉄軌道の導入の機運が高まる中、うるま市では、公共交通の整備のあり方

についてどのように考えているのか。

(2)鉄軌道の導入について、シンポジウムなども考えているのか。

３．防衛省予算の活用について
(1)平成22年度の防衛省予算を活用した事業内容と執行状況について

(2)平成22年度の米軍施設のある地域への還元策のひとつとして、活用される予算について

どのような比率で計画し執行されているか。

(3)平成23年度の防衛省予算と事業計画について

５ 仲本 辰雄

１．津堅島航路補助金について

２．公共施設マネジメント白書について

３．空き家対策について

４．県道8号線における交通安全対策について

(1)米軍人車両のスピード違反取締について

(2)歩行者用信号機における青信号の時間について

５．改正障害者自立支援法について

６．寄附条例の制定について

７．定期借地権制度について

８．地域活性化と雇用の創出・確保について
(1)新沖縄新法による企業誘致について

(2)第1次産業に支えられたまちづくりの推進について

(3)地産外消について

(4)地域経済活性化と雇用創出に予算と人材を集中させることについて

６ 東浜 光雄

１．病児保育の実施について

現在、本市の保育の現状は児童が発熱や風邪などの軽い病気になったとき、保護者に連絡

をし、迎えに来てもらっている現状にあります。保護者が共働きをしている家庭にあって

は、子供を看るために仕事を2～3日休むと職場に迷惑をかけることから職場を辞めざるを
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得ない状況になる実例もあり、雇用情勢が厳しい中、大変困っている現状にあります。

そういう保護者が安心して仕事ができるように支援していくために保育所での病児保育の

実施が求められていると思いますが、どのように考えるかご見解をお伺いいたします。

２．津堅島の観光振興について

津堅島は国指定の人参の産地であることはご案内のとおりであります。その名を内外にア

ピールし津堅島の観光振興に資するため、平成9年にキャロット愛ランド(売店、キャンプ

場)施設、津堅島の景観を楽しみ植物群落を散策する遊歩道が整備をされております。とこ

ろが現在その施設が観光振興のために生かされてない現状にあります。キャロット愛ラン
ドについては夏場6ヵ月間の稼働、遊歩道は、地盤が沈下し歩道の原形をとどめないところ

や樹木が覆いかぶさり歩行困難な現状にあります。

津堅島を中部唯一の離島として観光振興を図っていく上で、現在ある観光資源の充実を最

大限図っていく必要があると考えますがご見解をお伺いいたします。

３．津堅島のごみ問題について
現在、津堅島では、不法投棄ごみを始め、漂着ごみ、漁業廃棄物、農業廃棄物の処理が深

刻な問題となっております。このままでは津堅島の美しい景観を損ねるだけでなく、自

然、生活環境にも影響を及ぼしかねない現状にあります。早急な改善が必要だと思われま

すが、どのように考えるかご見解をお伺いいたします。

４．浜地区勝連6‐4号線道路整備について
浜地区勝連6‐4号線の新規道路整備については、平成22年2月9日付け、浜自治会長名で要

請されているところでありますが、現在どのように対処をしているのか、お伺いいたしま

す。

７ 平 正盛

１．教育関係について

学校の統廃合について

(1)地方自治の本旨について

(2)通学距離について

(3)アンケートについて

(4)特色ある学校の工夫（その他の方策)について
(5)へき地教育について

(6)各種委員会について

(7)地域の意見交換会と説明会について

２．島しょ地域の活性化について

地域再生化について
(1)地域活性化について

(2)離島振興法について

(3)半島振興法について

(4)過疎地域自立促進特別措置法について

(5)地域振興基金について

３．県道10号線の宮城島区域の進捗状況について

４．観光物産協会の設立について

(1)設立にあたっての進捗状況について

(2)協会設立の説明は、市民に十分になされているのか。
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５．島しょ地域の市営住宅等について

市営住宅、県営住宅等の建設計画について

６．伊計ビーチの浸食対策の進捗状況について

７．水産高校等の設置要請等について

８．統合庁舎建設事業の進捗状況について

９．中央公民館改築事業の進捗状況について

10．自治基本条例の計画等について

８ 喜屋武 正伸

１．道路行政について

(1)県道36号線バイパス高架橋下の利用について

(2)県道33号線(川田地内)高架橋下の利用について(自治会からの要請)

２．危険箇所の整備について
県道33号線高架橋下の排水路の危険箇所の整備要請について伺います。

３．保健体育行政について

各種スポーツ大会派遣助成費について

４．保育行政について
(1)新すこやか保育事業について伺います。

(2)認可外保育施設における児童の処遇向上を図るための保育施設の整備内容について(施

政方針から)

５．福祉行政について

地方単独医療費助成事業の社会保険診療報酬支払基金への委託について伺います。

６．幼稚園の整備について

高江洲幼稚園の整備計画について伺います。

９ 喜屋武 力

１．公園整備事業について

(1)江洲公園の整備について

(2)江洲第5公園の整備について

２．地域における住環境整備について

(1)県道75号線赤道交番近く208-1番地に隣接する一方通行の側溝の蓋について
(2)志林川バス停の歩道について

(3)宮里区内の側溝整備について(1班～3班)の側溝

３．児童館設置について

宮里・赤道・江洲・新赤道の4地区で、うるま市の約11.4％の市民が暮らしているが、なぜ
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この地域に児童館がないのか。

４．学校教育のあり方と教育委員会の指導の役目について
学校には、校則はないのか、また、教育委員会は生徒や教師の指導をどの様にして行な

い、守ってあげているのか。

10 仲程 孝

１．青年連合会事務所について
現在、勝連庁舎団体室にある市青年連合会事務所の現状と今後、青年連合会単独で事務所

の設置が出来ないものか伺う。

２．農業試験場園芸支場の跡地利用について

兼箇段にある県農業試験場園芸支場跡地を県から買い上げ、農業後継者の育成や食育の推

進等を行える施設を整備する考えがないか伺う。

３．学校統廃合について

教育委員会の中において、方策として小規模特認校等の議論がなされたか伺う。

４．落石箇所の安全管理について

赤道817番地周辺の赤道小学校通学路における落石箇所の安全管理と今後の対策及び地主
との協議について伺う。

５．悪臭対策について

1月18日に米原、兼箇段、赤道、新赤道自治会より連名で陳情のあった赤道小学校付近豚舎

からの悪臭防止対策について伺う。

11 松田 久男

１．放射能防護服の整備について

防衛省はソフト事業としての可能性を示唆したが、これまでの取り組み状況と、今後どの

ように取り組んでいくか。

２．石川南栄区の低地の雨水対策について

以前自治会から対策の要請があったが、その後の現状と今後の対策はあるか。

３．石川伊波ココガーデン付近の崖地の安全対策について

(1)現状の危険性はどの程度か。

(2)今後の対策はあるか。

４．新庁舎建設の発注方法について

（1)いつ頃基本設計の発注が行われるか。

(2)発注方法はどのような形になるか。

12 又吉 法尚

１．保育行政について

(1)3歳以上児主食費補助の継続について伺う。

(2)保育所入所定員125％以上の入所の確保について伺う。
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２．学童保育について

待機児童解消の為の認可保育園増園による学童保育の削減について伺う。

３．川崎小学校の外壁について

改築工事について伺う。

４．県道8号線(川崎区内)の早期整備について

(1)早期整備の強力な推進について伺う。
(2)通学路の安全確保のためのガードレール設置について伺う。

５．施政方針について

(1)新学習指導要領により、小学校5・6年生への英語教育の導入について伺う。

(2)社会体育について伺う。

(3)東海岸開発構想と基本計画について伺う。
(4)基地問題について伺う。

６．児童の就学前の医療費、中学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伺う。

(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。

13 比嘉 敦子

１．行政関係について

地上デジタル放送について

２．福祉について
母子生活支援事業について

３．不育症対策について

４．不妊治療助成事業について

５．子宮頚がん、ヒブ小児用肺炎球菌ワクチン接種事業について

６．環境について

ペットボトルエコキャップ回収支援事業について

７．消防について
住宅用火災警報器設置について

８．教育について

子ども議会について

14 永玉榮 靖

１．東海岸開発基本計画の実施について

(1)施政方針の中で「『東海岸開発構想』については、現在、策定している基本計画に基づ

き、平成23年度は事業化に向けて取り組みを進めてまいります」と述べられているが、

平成23年度から平成25年度のうるま市実施計画の中に見あたりませんが、その件につい
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て伺う。

(2)東海岸開発基本計画(案)(概要)もハード、ソフト施策等も良い案だと考えます。実施計

画の中に組み入れて、事業を進めていくべきではないか(関連質問、施策)

(3)今後の対応(実施計画、予算措置)について

２．観光振興について

市の補助金交付規程とうるま市観光物産協会の業務内容、組織(団体、法人)管理運営等に

ついて伺う。関連する事項

３．危険箇所の対応について

平成22年12月1日付で、照間、与那城西原、饒辺、屋慶名の自治会と与那城小学校校長より

与那城小学校区内における危険箇所の整備について、59箇所の危険場所が要請されていま

すが、その件についての対応処置をお聞きしたい。

４．庁舎建設について

うるま市統合庁舎建設委員会で調査審議した事項の答申があると思いますが、建築場所、

総事業額の見込み額や財源の確保、内訳等諸々について伺う。

15 名嘉眞 宜德

１．統合庁舎建設について

予算規模、建設場所、必要性、根拠等を伺う。

２．学校給食について

(1)給食の現状を伺う。

①満足度（量、質）
②残量

(2)給食費徴収について伺う。

①現在（今年）の徴収率

②これまでの滞納総額

３．西原区内の生活道路封鎖について

(1)現況を伺う。

(2)今後の市の対応

16 田仲 康和

１．施政方針｢美ら島オキナワ・センチュリーラン｣について

２．自転車による街おこしについて

３．県道３３号線・３６号線高架橋下の有効な土地利用について

４．中城湾港新港地区にある公園の用途変更について

５．国民健康保険特別会計について

６．中部北環境施設組合指定ゴミ袋の普及について
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17 照屋 義正

１．経済活性化と失業率の改善について

(1)経済活性化施策の効果及び新年度の方針について

(2)雇用創出の実績と新年度の施策について

２．教育・子育て支援の拡大について
(1)教育施設の整備計画と食育及び感育の取り組みについて

(2)子育て支援の取り組みについて

(3)保育サービスの充実強化について

３．地元企業育成と誘致及び地産地消について

(1)新規企業の誘致と新年度の対応について
(2)地産地消の具体的取り組みと地場産品活用の拡大について

４．中央公民館の建設について

(1)これまでの取り組みの進捗状況について

(2)市民が利活用しやすい基本計画及び設計の取り組みについて

５．基地問題に関する基地負担の軽減について

(1)原潜寄港基地に伴うとん税等及び米軍基地再編法に伴う本市の地域指定について

(2)嘉手納基地の危険リスクに伴う地域振興について

(3)普天間飛行場に関する騒音に対する新たな対策等について

18 兼本 光治

１．東海岸開発基本計画(概要)について

現在の進捗状況をお伺いします。

２．防災行政について

防災道路の計画(屋慶名地域)についてお伺いします。

３．農業集落排水について

与那城から屋慶名境(ナービグムイ)の上流から下流の排水溝の対策についてお伺いしま

す。

19 伊波 良紀

１．公園整備について

「石川市民の森」公園整備について

２．道路整備について

石川東恩納704番地、705-1番地に隣接する道路について
(1)なぜ、この箇所だけ市道認定されないのか

(2)流域の雨水対策は

(3)今後の対応について

３．石川ウブガー整備について
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石川山城272-1番地にある、山城ウブガーは、雨が降る度にウブガー周辺が冠水する。

(1)何が原因と考えるか

(2)どの様な対策が考えられるか
(3)今後の対応について

３．公民館整備について

(1)石川宮前区公民館の改修について

４．消防行政について
(1)救急出動について

(2)消防出動について

20 田中 直次

１．うるま市島しょ地域、平安座・宮城・伊計・浜比嘉―4島の全小中学校の統廃合問題につ
いて

21 中村 正人

１．子ども・子育て新システムについて

うるま市の対応策について

２．基地対策について

原子力潜水艦寄港について

３．沖縄振興策について

（1)振興予算の中身について(うるま市分)
(2)うるま市と今後の振興策について

(3)経済環境について

４．ゆいワークについて

(1)事業内容

(2)今後の取り組みについて

５．行財政改革について

行政経営能力の中身について

５．公共工事について

企業ランク付について

22 下門 勝

１．平成23年度施政方針について

(1)「人と自然にやさしい基盤と環境を育てます」についてお伺いいたします。

(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」についてお伺いします。
(3)「うるま市の魅力を生かした産業を育てます」についてお伺いします。

(4)「誰もが健康でお互いに助け合える地域を育てます」についてお伺いします。

(5)「市民とともに考え、築き上げるまちを育てます」についてお伺いします。

２．災害復旧について



- 10 -

平安名区の河川の復旧についてお伺いします。

23 幸地 政和

１．健康保険について

後期高齢者肺炎球菌ワクチンについて

(1)後期高齢者肺炎球菌ワクチンの効果について

(2)後期高齢者肺炎球菌ワクチン接種の助成制度について

２．畜産振興について

口蹄疫と鳥インフルエンザについて

(1)口蹄疫と鳥インフルエンザの侵入防止対策について

(2)口蹄疫と鳥インフルエンザの支援対策について

(3)家畜伝染病予防法の改正骨子について

３．消防行政について

住宅用防災警報器等について

(1)住宅用防災警報器等の周知取り組みと設置状況について

(2)住宅用防災警報器等設置計画について

(3)うるま市火災予防条例第29条の2による住宅関係者の住宅用防災警報器等設置について

４．環境行政について

悪臭対策について

(1)石川地域の悪臭対策について

(2)うるま市公害防止条例による生活環境保全について

(3)うるま市悪臭防止対策に関する施策について

24 佐久田 悟

１．｢うるま市民カード｣について

(1)市民カードを作成した市民の数について

(2)土曜・日曜日の自動交付機の利用状況について

２．｢うるまカップ・海中道路学生ハーリー大会｣について

小学生・中学生・高校生の参加により、青少年の健全育成や地域活性化につながる素晴ら

しい大会だと考えるが、市としてどのように支援していく考えか。

３．｢道路整備事業｣について

(1)与那城第2保育所前より、与勝中前三叉路までの道路整備の進捗状況について
(2)県道8号線、与勝地域の街灯設置について

25 久高 唯昭

１．給食センター民間委託、臨時職員の件について

平成22年2月定例会において、給食センターの民間委託の件について、「経費節減の比重と
学校給食センターの果たしている役割も含めて慎重に検討する必要がある」と答弁を致し

ております。

また、「正職員と臨時職員の給与格差が歴然としており、この問題を解決するために民間

委託が最適なのか慎重に検討する必要がある」とも述べていましたが、そこでお伺いしま

す。
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給食センターの民間委託について、あるいは臨時職員の待遇の件についてどう検討したの

か、しなかったのか、お聞かせ下さい。

２．私設公園イッペーの森の整備について

石川地区に旭区という自治会があります。ここの自治会の北側に約1,500～2,000坪程度

の細長い私設公園「イッペーの森」があります。

この私設公園は地域住民が組織する「イッペー会」という団体によってよく管理されてい

ます。

そして、この公園は年から年中、その時節、時節の花が咲き誇り、区民の皆様をはじめ、
市内外からも花を観に散策に多くの皆様が訪れています。只その中でトイレがないのは不

便であり、又、その公園は丘の斜面にありますので、ところどころ段差があり安全柵も必

要かと思います。

よって、トイレの設置、安全柵を設けることが出来ないでしょうか。お伺い致します。

３．宮前公民館の増改築について
石川地区に宮前自治会があります。

そこの公民館は約１６坪の建物であります。公民館として小さな建物の中に集会場、会議

室、炊事場、事務室、倉庫も同じ部屋であります。よって、公民館活動にものすごく支障

をきたしております。又、トイレも外にありご年配の皆様にはとても不便であります。

そこで公民館活動を活発にするために倉庫、事務室、トイレ等の増改築が必要でありま

す。
そして、今計画されておりますが、その経費の一部を補助出来ないでしょうか。当局のお

考えをお聞かせ下さい。

26 德田 政信

１．施政方針より
地元企業育成と誘致、そして地産地消について市長は昨年、本市の物産や製造品の販路拡

大のため市内企業参加のもと、中国や台湾でトップセールスを行っておりますが、本市の

物産や製品が海外でも充分に事業展開ができる成果があったか、又はその可能性について

伺います。

２．主要事業の概要
(1)東海岸開発構想について

基本計画に基づき平成23年度は事業化に向けて取り組むとなっておりますが、その事業

内容についてお伺いします。又、総事業費についても伺います。 P6

(2)用途未指定地域における良好な環境を形成・保持するため、本年度は石川地区、具志川

地区を特定用途制限地域に指定するとなっておりますが、その事業内容について伺いま

す。 P7
(3)環境問題については悪臭対策に努めるとなっておりますが、その対策案について伺いま

す。又、米原自治会ほか3自治会より悪臭に対する要請書が提出されていると思います

が、その対策についても伺います。 P8

(4)中央公民館については、平成23年度は基本設計に取り組むとなっておりますが、建設場

所が決定しているか伺います。又、まだ決定していなければ、いつごろまでに決定する

予定ですか。 P12
(5)農業振興について

拠点産地に認定された品目について、産地協議会及び関係機関と連携し生産振興に取り

組むとなっておりますが、これまで本拠点品目に認定された作物を示してください。

又、市として拠点品目を栽培している農家への支援は行っていますか、伺います。P13

(6)物産振興について
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本市の豊かな農畜水産物を活かした農商工連携を推進し、県内外へ販路拡大を図るため

｢特産品等販売・誘客促進事業｣を行うとなっておりますが、その事業内容について伺い

ます。 P14

３．県事業の護岸改修について

具志川前原ジャスコ前から川田区までの護岸を県は改修するとのことで、これまで下原地

域で説明会が持たれた訳でありますが、この事業の進捗状況について伺います。

27 平良 榮順

１．天願川河川整備について

(1)天願地内茶木根橋から具志川厚生園間の管理道路の整備計画があるか伺いたい。

(2)天願区内旧河川の整備について

①一部旧河川沿いをボランティア団体(天願生き活き会)が草花を植えて散策道を整備し

ているが大部分が手つかずの状態である、整備計画があるか伺いたい。
②旧河川は本流からの流水がなく、干上がった場所や、水がよどんだ場所があり、夏場

には蚊の発生源ともなっており環境衛生面でも危惧され、地元では本流からの水流を

強く要望している。整備計画があるか伺いたい。

(3)港原橋から宇堅橋間の整備計画について

①管理用道路脇の植樹について伺いたい。

②管理用道路から野鳥の森公園へのアクセス路の整備計画について伺いたい。

２．市民ボランティア団体との連携による地域興しについて

蝶々の常設展示ハウス設置について

28 宮城 茂

１．健康支援について

子宮頚がんやヒブ(インフルエンザ菌)b型、小児用肺炎球菌の予防ワクチン、3種の接種の

公費助成について

(1)県内11市の取り組み状況について

(2)本市の実施時期と対象者について

(3)予防ワクチン接種の費用負担について(全額公費負担か)

２．教育行政について

新学習指導要領について

(1)新しい学習指導要領に対応した授業の展開を図るために、どのような年間指導計画を作

成しているかを伺う。

(2)学校、家庭、地域の役割連携についての取り組み体制はどうなっているか伺う。

３．環境整備について

旧石川保健所が沖縄市に移転後、同建物や敷地が荒れ放題で長年廃墟同然に放置されてお

り、周辺住民から環境衛生、景観上、見苦しいとの訴えがある。当局の対応を伺う。

29 宮里 朝盛

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。

安慶名土地区画整理事業について
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(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。

①公共下水道について

②社会教育について「うるま市まちづくり生涯学習推進基本計画」について

(3)農業振興地域整備計画について

(4)誰もが健康で、互いに助け合える地域を育てます。

①母子保健について

②児童福祉について
③高齢者福祉、介護保険について

「うるま市高齢者福祉計画」及び「第5期うるま市介護保険事業計画」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。

①市民相談について

②基地問題について

30 高江洲 賢治

１．土地区画整理事業について

(1)江洲第二土地区画整理組合の現在の進捗状況について

(2)同組合が去年の11月に直接施行工事を実施していますが、直接施行に至った経緯につい
て

２．公園整備について

(1)江洲公園整備について

(2)江洲第5公園整備について

３．街路灯設置について

沖縄環状線の沖縄電力うるま支店からジャスコまでの街路灯設置について

４．学校統廃合について

4島、島しょ地域の学校統廃合について




