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質 問 事 項

１ 名嘉眞 宜德

１．昆布・栄野比線道路改良事業について

(1)規模内容・日程・進捗状況について

(2)昆布公民館の移転補償について

物件の査定の時期・補償金支払いの時期

(3)昆布公民館建設について
①敷地 ②補助金(国・市)

２．石川地域の豚舎からの悪臭問題について

(1)新たな畜舎の不法建築についての市の対応

(2)空豚舎への移転についての市の対応

３．幼稚園教育について

(1)幼稚園教諭の配置状況について

定数・正職員数・臨任職員数

(2)その他の保育に関わっている職員について

職員数・勤務形態・報酬

４．統合庁舎建設について

(1)現在、どのような作業を行っているか

(2)『学び行動するうるま「市民ネット」』への回答内容について

２ 田中 直次

１．うるま市内の雇用問題について

(1)市内のＩＴ関係の会社数

(2)従業員数

(3)正職員と非正規(臨時・パート)職員数

２．無料低額診療制度について
(1)制度の概要について

(2)医療費の一部負担金免除の内容について

３．予算・決算財政問題について

４．統合庁舎問題について

３ 金城 勝正

１．第三セクター(財)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

財団法人設立当初の趣旨目的に適う運営がなされているか、現状と今後の方向性について

２．国民健康保険特別会計に関連する事項について

平成20年度医療制度改革に伴う特別調整交付金による国の措置に対する更なる要請と、沖

縄県における国民健康保険特別会計の抜本的な改善についての要請について

３．消防行政に関連する事項について
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(1)自主防災会(自らの地域は自ら守る)の立ち上げの促進について

(2)防災・防犯フリーメールについて

４．公共交通機関(バス)の定時運行に関連する事項について

各バス停留所への運行時刻表に基づく安定した運行について

４ 伊盛 サチ子

１．統合庁舎建設について

２．福祉行政について

子供の医療費無料化の拡充、中学校卒業までの入院費無料化、償還払いについて

３．社会教育について

中央公民館の借用について

４．教育施設について

学校施設整備について

(1)与勝中学校屋内運動場の建設計画

(2)与勝第二中学校屋内運動場の建設計画

(3)勝連小学校校舎の建設計画
(4)勝連幼稚園の園舎建設計画

(5)平敷屋幼稚園の園舎建設計画

５．基地行政について

ホワイトビーチ周辺海域での米軍による漁船への銃口を向けて威嚇した問題について

６．島しょ地域でのカジノ建設構想について

５ 名嘉山 隆

１．国保税徴収金着服の是正処置並びに再発防止について

(1)国保税徴収金着服問題に対してどのような要因があったのか、その内容を伺う
(2)その要因で一番大きな影響を与えている内容についての是正処置はどのように行ったの

か、その内容について伺う

２．川崎ルーシー河線市道202号線整備事業について

川崎・栄野比自治会から事業同意率100パーセントに近いものが得られたと思うが、沖縄防

衛局への予算確保について、当局のこれまでの取り組みと今後進めていく上での意気込み
を伺う

３．米陸軍貯油施設一部土地の共同使用について

(1)共同使用する場合はどこか伺う

(2)水はどこの地域に供給される水道管なのか、その内容について伺う

(3)水道管の修理等で緊急時の対応が発生したとき、迅速に対応できるのか伺う

４．栄野比366番地前道路の排水路整備要請について

(1)栄野比自治会長から平成18年7月26日付で排水路の整備要請を受けたこれまでの内容と

経緯について伺う

(2)事業計画の作成から採択までの流れについて伺う
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５．ガタ浜海岸の有効利用について

(1)担当課はどこか

(2)車止め設置の経緯について伺う
(3)トイレ使用状況について伺う

６ 仲本 辰雄

１．新市建設計画における県の合併支援について

２．原子力艦による事故があった時の対応について

３．地域福祉計画について

４．与勝地域における給食センター統合について

５．行政コストについて

６．行政による地域経済を活性化させる需要喚起策について

７．農業振興について

７ 松田 久男

１．石川まつりについて

(1)石川地区青年連合舞天会が主催して第1回石川まつりが行われた。初めての形式であり

当局の評価を伺う

(2)今後このような自主開催の祭り等にどのような支援が考えられるか

２．豚舎移転、新築問題について

(1)移転、新築の現状について

(2)指導委員会の現状について

(3)今後の指導について

３．放射能防護資機材の整備について

(1)要請活動の現状について

(2)うるま市が整備するとした場合の概算予算について、どの程度の購入費及び維持管理費

がかかるか

４．統合庁舎建設工事基本設計発注について
(1)進捗状況について

(2)指名条件について

８ 田仲 康和

１．トランポリン競技について

２．図書館の利用状況について

３．基地交付金の状況について
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４．米軍ホワイトビーチについて

５．環境問題について
環境調和型まちづくりについて

６．塩屋地内市道擁壁の崩壊について

９ 平 正盛

１．幼稚園教育の制度改善について

(1)幼稚園の5歳児の学級定数を25名に引き上げる件について

(2)定数枠内は、本務教諭を採用する件について

(3)新規教員採用年齢を39歳に引き上げる件について

(4)臨時教職員の待遇改善を行う件について

(5)図書の充実について
(6)就学前教育としての幼稚園準義務化について

２．島しょ地域の市営住宅について

島しょ地域での市営住宅、県営住宅等の建設計画調査について

３．水産学校(専門)等の設置について
(1)本市の漁業の現状と課題について

(2)失業率について

４．観光産業について

本市の観光産業についての今後の構想の提示について

５．統合庁舎建設について

4庁舎の資産価値の提示について

６．自治基本条例について

後期基本計画の具体的な取り組みと自治基本条例について

７．津波被害について

桃原区や伊計区等の防波堤対策について

８．給食費の無料化について

本市での給食費の無料化について

９．ホワイトビーチの原潜寄港について

今後の対策について

10．学校の統廃合について

(1)準備協議会について

(2)廃校後の跡利用について

11．ファーマーズマーケットについて

本市でも計画があるか

12．合併特例債の効果的活用について

(1)これまでの実績と2市2町の特例債の割合について
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(2)今後の計画について

13．島しょ地域の再生化・活性化について
(1)東海岸開発計画について

(2)地域との均衡ある発展について

(3)一島１株式会社構想について

14．徴収率向上について

納税(市税・国保・介護・後期高齢者)等の徴収率向上について

15．カジノ計画について

カジノ付き統合リゾートの誘致の件について

10 石川 眞永

１．台風災害について

8月4、5、6日の3日間、強い雨風をもたらした台風9号は、石川東山の野菜生産団地で、ビ

ニールハウスと隣接した傾斜地が崩れ落ち、ハウスの基礎がむき出しになっている。災害

復旧事業として可能か。当局の農家への対応について伺う

２．地域活性化について
地域の伝統文化や芸能、青少年の健全育成、治安維持活動を通して、地域振興、活性化を

目指している石川青年連合舞天会の若者達が、まつり実行委員会を立ち上げ、合併後初の

石川まつりと第11回石川エイサーまつりが9月10、11日の両日、執り行われた。旧石川市で

行われた市民総参加のまつりのごとく、万余の参加者の大盛況で、参加者からは毎年続け

て欲しいとの声が大でありました。地域の活性化を目指す若者達に活動予算の支援が出来

ないか伺う

３．石川庁舎の設備について

石川庁舎の来庁者から、トイレの便器の件で苦情が多くあります。洋式の便器に換えるこ

とはできないか伺う

11 比嘉 敦子

１．市民憲章について

２．うるま市の市木(リュウキュウコクタン)、市の花木(ユウナ)、市の花(サンダンカ)の周知

と普及活動について

３．世界のうるまんちゅ歓迎会について

４．(故)上江洲易男氏の功績について

５．母子生活支援施設建設について

６．子育てお助けBOOKの作成について

７．女性特有のガン検診推進事業について

８．公園の遊具設置について
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12 宮里 朝盛

１．上下水道事業の実施計画について

２．幼稚園教育の制度改善について

３．沖縄県の新ビジョン計画(新たな沖縄振興)について

４．カジノ・リゾート施設建設計画について

５．原発と放射能検査・調査等について

６．統合庁舎基本構想と庁舎跡地利用計画について

13 佐久田 悟

１．「基地対策防災問題」について

基地関連における防災対策について

２．「防災訓練」について
これまでの学校現場での防災訓練の実施状況について

３．「道路整備事業」について

県道10号線の街灯設置について

14 喜屋武 力

１．県道16号線宮里区内の街灯について

宮里区内のメーン道路県道16号線は、赤道十字路方面から高江洲に向けて街灯が4基しかな

く、夜間はとても暗いので県に対して要請して欲しい

２．中原小学校前の街灯について
中原小学校校門前より江洲仲原ファミリーマート向けに以前はソーラーシステムの街灯が

設置されていたが、撤去されているのはなぜか。(通学路でもあるので元に戻して欲しい)

３．江洲第二区画整理地内第５公園について

宮里・江洲・赤道の児童公園には、小さな子供達が遊べる遊具が無いので、第５公園には

多くの近隣の子供達が遊べるように、遊具を数多くそろえて、大勢の市民が利用できる公
園にできないか伺う

４．学校統廃合後の(仮称)彩橋（幼小中）の校舎改修事業について

彩橋（幼小中）学校施設の建築構造は、どの様なものか伺う

５．うるま市公共施設内の洗面所の衛生器具について
市民芸術劇場やきむたかホールなどのトイレ洗面所に、エアータオルの設置は出来ないか

伺う

６．学校と地域ＰＴＡとの協力体制のしくみについて

長期にわたり、地域ＰＴＡと連携を取り、子供達の健全育成に協力をおしまず、信頼関係
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を築き、地域も一体となって取り組んできた活動が、先生方の入れ替わりにより連携が取

れなくなり、今まで活動してきた団体が解散の危機に追い込まれている

指導部はどのように指導しているのか伺う

15 幸地 政和

１．スポーツ振興について

(1)スポーツ基本法について

①スポーツ基本法の概要について
②地方スポーツ推進計画について

③スポーツ施設の整備について

④学校施設の利用について

⑤スポーツ指導者の養成について

⑥総合型地域スポーツクラブの支援について

２．公有水面埋立について

(1)石川石炭火力発電所灰捨て場について

①金武港湾区域の公有水面埋立に関する確認書について

②灰捨て場の現状について

３．都市計画について
(1)石川地域特定用途制限地域について

①うるま市特定用途制限地域の指定方針について

②石川地域特定用途制限地域の規制内容について

16 喜屋武 正伸

１．公園整備について

(1)喜屋武マーブ公園の整備について伺う

(2)農村公園、児童公園の管理について伺う

(3)具志川運動公園内の落石箇所の整備計画について伺う

(4)具志川運動公園の台風後の清掃について伺う

２．社会体育施設の備品の整備について

(1)具志川総合体育館のバスケットリングの購入について伺う

(2)トレーニングルームの備品の整備について伺う

３．道路冠水箇所の整備について

髙江洲幼稚園西側の冠水箇所の整備の進捗状況について伺う

17 兼本 光治

１．新春交歓会について

平成24年の新春交歓会について

２．県道37号線歩道整備について

与那城小学校の校門周辺の歩道拡張ついて

３．農道の整備について

与那城宇舎川から勝連平安名に抜ける農道整備について
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４．東海岸開発基本計画について

進捗状況について

５．戦争遺跡について

与那城屋慶名の監視哨の遺跡認定について

18 下門 勝

１．統合庁舎建設について
建設場所の検討について伺う

２．うるま市障がい福祉計画について

３．乳幼児医療費の自動償還払いの実現に向けての取り組みについて

19 永玉栄 靖

１．道路整備について

「与那城16号線と県道との連結は饒辺市営団地建設と並行して実施」と以前に答弁がありま

したが、その後どの様になっているか伺う

２．建築物の用途について

(1)建築基準法第48条に関連する事項の件

(与那城屋慶名臨港道路沿いの解体所の許可運営について)

(2)施設外では県有地、市有地緑地帯の無断使用について、どの様な対応措置をなされてい

るか

３．情報公開開示の取扱いについて

金武湾港屋慶名地区港湾及び待合所管理清掃委託業務委託料の着服、横領の件

(1)情報公開開示請求者とチラシの報告(文責者)は同一人物ですか

(2)情報公開した文書とチラシとの違いについて説明下さい

(昭和56年4月から平成5年3月まで11年8ヵ月の清掃委託はどこと契約をしていたか。3人

の自治会長の清掃委託契約)
(3)情報公開開示で取扱いがあった公文書が偽造、改ざんされた行為に対して市としての対

応措置について伺う

(4)罰則規定を条例、規則、規程で定める考えはないか

(5)屋慶名土地改良区公文書開示を逆手に取った疑念があったようなチラシ、偽造、放送に

ついて

(自治会と土地改良区との違い、土地売買契約書、O氏外46名所有の土地与那城饒辺舟田
００番地1地積面積の件)

20 德田 政信

１．中央公民館建設について

(1)進捗状況について
(2)今後の事業計画について

２．農業行政について

廃ビニールの処理について
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３．物産振興について

物産振興施設について

４．環境行政について

米原地内の悪臭問題の解決策について

５．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224号線の整備について
(3)豊原地内農道兼排水路について

21 照屋 義正

１．市町村合併特例債について

(1)本市における①総額、②活用計画額、③活用額、④地方交付税への算入状況について
(2)本市における県事業の総額及び活用実績について

２．土地の有効利用について

(1)農地の全体面積について

(2)遊休農地について

①面積、②助成制度の内容、実績、③袋地の解消対策について
(3)①雑種地及び原野の袋地の解消対策について

②図面上の区画整理について

３．与那城1号線(749.4メートル)の未改良箇所の早期整備について

(1)未改良箇所(469.4メートル)の残理由について

(2)実施計画策定時における地元との調整及び協議について
(3)実施計画計上について

22 伊波 良紀

１．防災行政について

(1)減災マップについて
(2)災害弱者の避難、安全確保について

(3)海抜10メートル以下にある学校の数

①避難場所

②避難場所までの時間と距離

(4)災害時対応自動販売機について

23 中村 正人

１．沖縄振興一括交付金について

制度設計について

２．生活環境について

(1)危険箇所の改善と進捗率について
(2)災害及び台風時の停電対応策について

(3)増税について

３．行革及び指定管理について

(1)行革による雇用効果
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(2)行革の今後の取り組みについて

(3)指定管理の進捗状況

４．教育と保育について

(1)キャリア教育の状況

(2)保育士の雇用内容について

24 久高 唯昭

１．旧2市2町の均衡ある発展について(石川地域の活性化について）

石川地域の青年連合会舞天会によって、石川地域の活性化、まちおこしとしてハーリー

大会、石川まつり、石川地域のエイサー大会が催され、いずれも大盛況でありました。

このように地域の青年達が活性化に取り組んでいますが、当局は石川地域の活性化、発展

についてどのように考えているのか伺う

２．市主催の各種のイベントについて

合併10周年に向けて、うるま祭り、エイサー大会、産業まつりなどのイベントを各地域に

もちまわりにしたらいかがでしょうか

（うるま市は一つとして市民の一体感をもたらすために）

25 又吉 法尚

１．幼稚園教育について

(1)うるま市幼稚園5歳児学級の定数について伺う

(2)本務教員の定数枠について伺う

(3)臨時教諭、特別支援担当教諭、預かり保育担当教諭の待遇改善について伺う

(4)新規教員採用年齢について伺う

２．あげな中学校の施設管理について

(1)グラウンドの土の流出について伺う

(2)フェンスの補修工事について伺う

(3)ハトによる糞被害の対策について伺う

３．統合庁舎建設計画について

(1)昨年度までのうるま市の一般会計の負債額が約482億円あるにも関わらず、更なる財政

負担増で子や孫世代に負担をかけるつもりなのか、率直に伺う

(2)職員アンケートについて伺う

４．県道8号線(川崎区内)の早期整備について

前議会で、9月着工を待つという段階までこぎつけ、取りつけ工事の中で防護柵の設置につ
いても行うという答弁を頂きましたが、その後の状況について伺う

５．学童保育について

「うるま市学童保育連絡協議会」結成設立総会について伺う

26 東浜 光雄

１．統合庁舎建設問題について

統合庁舎の建設については、これまでいろいろと議論がなされてきたところであります

が、多くの市民は、未だ疑義と不安を抱いている状況にあります。そのことは、統合庁舎

建設について市民との合意形成が十分に得られていないことだと言えます。市政は市民が
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主役であり、その市民に対し十分な説明を行い、合意形成が図られる努力をしていくべき

だと考えますが、どのように考えるかを伺う

２．自然学校の開設について

今、子供たちを取り巻く社会情勢の変化によって、｢子供と親｣、｢子供と教師｣、｢子供たち

と地域｣、｢人と人｣の繋がりが希薄になっている現状にあります。子供たちが人を大切に

し、｢思いやる心｣を育み、｢命の大切さ｣を学んでいくには｢自然とのふれあい｣、｢人と人と

のふれあい｣を通して素直に学べる教育環境を創ってあげる事だと考えます

人間本来の｢心の豊かさ｣は、自然の中で、｢人と人｣との繋がりをつくり｢遊び｣を通して学
んできたような気がします。子供たちの｢豊かな心｣、｢人を思いやる心｣、｢命を大切にする

心｣を育んでいくには、子供たちが豊かな自然の中で、心をひらき、自然体でゆったりとし

た気持ちで学んでいける自然学校の開設は、今、正に時代に求められているものだと考え

ますが、開設していく考えがないかを伺う

３．長寿大学校の開設について
少子高齢社会の中で、高齢者のマンパワーをいかに社会的に活用していくか。21世紀の新

しい高齢者として、これまで社会で得た知識、経験、技術を生かし、自ら学び、考え、行

動することによって、健康で生きがいを持ち、社会に貢献するアクティブシニア(活動的な

高齢者)を養成し、高齢者の地域活動の活性化や社会参画の促進に繋げていく観点から、

平成22年６月定例会で提言したところであります。その答弁として、｢生涯学習推進の観点

から、各部にまたがる検討を要する課題だと考えており、今後の研究、検討課題としてい
く｣との事でしたが、その後、どのように研究・検討されたのかを伺う

27 仲程 孝

１．排水路整備について

平成23年4月20日付、米原自治会より要請の兼箇段1096-1番地周辺排水路整備について、鉄
砲水による被害状況と今後の対応について伺う

２．道路側溝設置について

平成23年8月31日付、新赤道自治会より要請の側溝のふた掛け工事について伺う

３．中学校部活動外部指導者委嘱について
現在、学校ごとに学校長から委嘱されている部活動外部指導者について、市教育委員会か

ら一括して委嘱ができないものか。また近隣市町村の状況について伺う

４．赤道小学校の防水対策及び防災について

雨漏り対策などの一定の改善が行われ、評価するものであるが、台風後の窓枠からの雨水

の浸み出しの改善、また防火シャッターの誤作動について今後の対応について伺う

５．自主防災組織について

現在の組織率、組織への助成など、当局との関わりについて伺う

６．宮城島カジノ計画について

地域説明会に県職員が出席したと報じられたが、当市職員は出席あったのか。また計画に
ついての当局の見解を伺う

28 平良 榮順

１．防衛施設関連について
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(1)提供施設からの騒音等について

(2)基地交付金関連について

２．学校施設整備について

(1)天願小学校ブロック塀の改修について

(2)天願小学校体育館の建て替えについて

29 宮城 茂

１．石川東恩納の名嘉眞材木店付近の崖地の崩落について

(1)現状の崩落箇所の安全管理と対策について伺う

(2)今後、再崩落の危険性についての調査および地主との協議について伺う

２．石川東恩納ハチジャー湧水場周辺の整備について

(1)同周辺の落石の危険性について伺う
(2)ハチジャー湧水を農業用水として活用する為の汲み上げポンプの設置について伺う

３．就学援助について

(1)本市の就学援助を受ける小、中学生の人数と受給割合について伺う

(2009年度、2010年度）

(2)本市は就学援助制度の周知はどのように行っているのか伺う

４．交通安全対策について

(1)市道石川44号線から市道石川34号線に出る三差路交差点は美原方面から来る車の確認が

しづらく、事故の危険性がある。安全対策を伺う

30 高江洲 賢治

１．歩道整備について

うるま市江洲ルミネ前十字路からサンエー具志川メインシティ間の歩道整備について

２．公園整備について

サンエー具志川メインシティ横の江洲第二公園の管理状況について

３．カーブミラー道路標識、停止線設置について

江洲自治会の土地区画整理地内のカーブミラー、道路標識、停止線の設置について

４．幼稚園教育制度について

うるま市幼稚園教育制度の改善について




