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12 中村　正人

13 兼本　光治

14 大屋　政善

15 喜屋武　力

16 下門　勝

17 田仲　康和

18 幸地　政和

19 高江洲　賢治

20 照屋　義正

21 喜屋武　正伸

22 名嘉眞　宜德

23 宮里　朝盛

24 德田　政信
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26 仲程　孝

27 又吉　法尚

28 奥田　修
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第６９回　６月定例会　一般質問通告割振り一覧
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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．自習室(学習室)問題について

(１)市内の自習室の現状

(２)自習室の設置について

２．一括交付金(沖縄振興特別推進交付金)について

３．基地問題について

(１)米軍が発行している冊子｢大きな輪｣について

(２)米軍の事件・事故について

うるま市における米軍の事件・事故について

(３)強襲揚陸艦ボノム・リシャールと垂直離着陸型輸送機ＭＶ22オスプレイの配備に関連
して

(４)米軍基地の返還問題について

４．統合庁舎建設問題について

(１)合併特例債について

(２)庁舎の在り方について

２ 名嘉山 隆

１．中部北環境施設組合と栄野比自治会との協定書について

(１)廃棄物処理施設建設計画に伴う、栄野比自治会からの要求項目が何件あったのか伺う

(２)要求項目の中で栄野比地域活性化の項目についてどのような内容か伺う
(３)最終的な協定書で決定された項目と内容について伺う

２．県議選挙について

各候補者の政策内容についての感想を伺う

３．県道８号線について
国道329号の着工から完成までの経緯について伺う

４．鉄軌道導入について

鉄軌道の導入推進について、今後の取り組みについて伺う

３ 仲本 辰雄

１．障がい者福祉について

親亡き後の障がい者支援の現状と課題などを伺う

２．市営住宅について

現状と課題及び今後の整備事業の展開などを伺う

３．雇用対策について

本市の失業率の現状と改善策について伺う

４．消防行政について
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消防バイクの必要性と整備の可能性について伺う

５．防災対策について
原子力潜水艦事故を想定しての避難訓練の実施と屋内受信機整備の可能性などについて伺

う

６．事務事業の推進体制について

平成24年度以降は、沖縄振興特別推進交付金事業などの新規事業や地域主権改革３法など

で事務の過重負担が予想されるが、その推進体制が確保されているか関連事項を伺う

４ 松田 久男

１．鉄軌道計画と石川地区交通センター構想の現状について

(１)鉄軌道計画に対するうるま市の考え方について

(２)鉄軌道沖縄県計画の現状について
(３)石川地区交通センター構想の現状について

２．一括交付金の使途について

(１)予算計画と今年度の執行見込みについて

(２)前回議会で可能性を投げかけた案件の見通しはあったか

３．公園等の管理について

夜間の浮浪者などの対策について

５ 金城 勝正

１．具志川幼稚園玄関前通路の大雨時の冠水対策に関連する事項について

２．具志川小学校裏門から市道２－75号線までの間(街路港原線の一部)のスクールゾーン設置

と通学路歩道設置工事に関連する事項について

３．津堅島農道4090号線(ＪＡ勝連野菜等出荷場進入路)の舗装整備に関連する事項について

４．与那城照間地区の下水道整備と照間232番地の浸水に関連する事項について

５．うるま市総合計画後期基本計画及びうるま市観光振興ビジョンに関連する事項について

(１)うるまブランドの確立

①｢世界遺産勝連城跡のまち・うるま｣の確立

②｢海中道路のまち・うるま｣の確立
(２)観光施策の推進

①マリンスポーツなど新たなイベントの企画・ＰＲ

②滞在型観光等の推進

(３)海中道路を中心とした総合的なビッグイベントの開催

６ 東浜 光雄

１．与勝一周道路の整備について

東海岸開発基本計画の実現へ向けて藪地島の開発に着手を始めている現状にあって、本

市の観光振興、地域活性化、物流拠点(中城湾港新港地区)への道路アクセス、本市の特性

である風光明媚な豊かな自然を満喫しながらの観光客を誘う道路のアクセスは大変重要と
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考えます

大海原に浮かぶ久高島、津堅島、浜比嘉島、平安座島、宮城島、伊計島、東洋一の海中

道路を見ながら本市へ誘う与勝一周道路の整備は東海岸基本構想の最も重要な位置付けと
なり、本市の観光振興、地域活性化に大きく繋がると思いますが、整備をしていく考えは

ないかお伺いいたします

２．与勝地域、島しょ地域の振興、活性化について

市町村合併の最大の目的は均衡ある発展でありました。しかしながら与勝地域、島しょ

地域の現状は、学校が統廃合され、統合庁舎建設が進められ、地域が衰退し寂れていくの
が目の当たりに見えているのが現状です。与勝、島しょ地域の住民は地域が過疎化し、後

は人の往来もなくなるのではないかと大変心配をしているところです。このような現状を

踏まえると早急に与勝地域、島しょ地域の振興、発展、活性化を図っていくための施策の

展開が必要不可欠と考えますが、どのように考えるかをお伺いいたします

３．沖縄振興特別推進交付金(一括交付金)の活用について
沖縄振興計画に基づく振興予算が2,937億円、そのうち沖縄県が自由に使える一括交付金

が1,575億円となり、本市の配分額が20億7,000万円で、本年度６月補正で、配分額

5億8,721万5,000円・事業ベースで、7億3,402万6,000円が計上されています

一括交付金制度は、我が沖縄県が自立経済へ向け基盤整備を行い、真の意味での沖縄県

の｢自立｣を目指すための交付金だと考えます

そのような意味から考えますと、今年は｢沖縄自立元年｣とも言えるのではないかと思い
ます

本市においては、本年度６月補正で18事業、7億3,402万6,000円の予算が計上されていま

すが、一括交付金が本市の自立経済に向けた充実した活用になるよう確りと事業の検証を

しつつ地域振興、地域活性化に繋がる活用を考えていくべきだと思いますが、一括交付金

の総体的な活用のあり方について、お伺いします

７ 伊盛 サチ子

１．教育行政

離島高校生の修学支援事業について

２．社会教育行政
地区公民館の借用について、その後の取り組み状況について

３．交通安全対策

学校施設周辺の通学路にかかる白線表示点検、歩道部分へのカラー舗装の対応等について

４．道路行政
江洲地区内(市道安志門線)交通事故防止対策の道路舗装整備を図って行くことについて

５．統合庁舎建設について

８ 比嘉 敦子

１．｢海から豚がやってきた｣七人の勇士の石碑について

２．妊婦健康診査の内容について

３．母子生活支援施設について
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４．放課後等デイサービスについて

同事業が児童福祉法に位置づけられた事に伴い、事業としてどのように変わっていくのか

５．緑化・美化運動推進について

６．通学路の安全対策について

９ 平 正盛

１．うるま市総合計画・後期基本計画について

(１)島しょ地域振興の推進について

(２)農畜水産物の生産振興と基盤整備について

(３)｢中小企業振興基本条例｣の制定について

(４)観光振興の取り組み推進について
(５)就業機会の創出・支援について

(６)自治基本条例等について

(７)効率的・効果的な行政運営の推進について

(８)健全な財政運営の推進について

２．消防関係について
ホワイトビーチの原潜寄港等対策について

３．経済関係について

(１)ファーマーズマーケットについて

(２)遊休地解消の取り扱いについて

４．教育関係について

(１)給食費の無料化について

(２)廃校の跡利用等について

学校通学時バスの待合室等について(関連して)

５．企画関係について
(１)普天間基地移設の件について

(２)統合庁舎建設について

(３)一括交付金について

10 石川 眞永

１．市道行政について

去った５月２日未明、約２時間の雷雨があり市道東山本町新の４で冠水が発生、同市道

の冠水原因と対策を伺う

２．農政問題について

市道石川68号線に隣接した前田土地改良区の排水溝が土砂等の堆積で排水不能の状況に
あり、農家の営農に支障が生じている、当局の対応を伺う
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11 佐久田 悟

１．津堅島におけるかんがい用水施設整備等、農業基盤整備事業の取り組み状況について

２．津堅島から出るゴミ処理の問題について

３．キャロット愛ランド公園の整備事業について

４．津堅島の一人暮らしの方々や、お年寄りの方々の緊急通報システム等の設置について

５．津堅航路の拠点港である平敷屋漁港のコミュニティバス、庁舎間連絡バスの運行について

６．県道73号線沿の石川自動車商会前の交差点への信号設置について

７．海中道路入口、東側海岸沿の悪臭問題について

12 中村 正人

１．沖縄振興策について

(１)県事業によるうるま市地域事業について
(２)うるま市一括交付金事業について

２．経済政策について

(１)観光産業の平成24年度目標

①年度内数値

②事業内容
(２)農水産業の平成24年度目標

①年度内数値

②事業内容

３．雇用対策及びキャリア教育について

(１)所得の向上対策及び失業対策について
(２)行政、教育、企業、地域の連携によるキャリア教育について

13 兼本 光治

１．防犯灯設置について

一括交付金に伴い、防犯灯設置事業ができないか、市当局のご見解を伺う

２．新宇堅橋付近の遊歩道安全対策について

遊歩道に鎖を使っての安全対策ができないか

３．与那城伊計土地改良ため池補修工事について

ため池の水漏れがないか、伺います

４．勝連南原ふれあいパーク公園補修整備について

パーク内、野球施設、内外野部分の整備(雨水の水はけが悪く、施設内が荒れはてて水コケ

等が張りつく程になっている)状況について
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14 大屋 政善

１．廃校後の小中学校跡利用について

(１)12月議会の一般質問で、学校統廃合による校舎及び土地の利用については、学校適正

配置後期実施計画の策定の中で平成24年度から取り組む形になっております。との答

弁がありましたが、その後の進捗状況はどのようになっておりますか、お聞かせ下さ

い

(２)前回、校舎が老朽化してコンクリート剥離などの危険がある校舎については、早めに
解体し、更地にして管理すべきではないかとお聞きしましたが、その後、危険校舎に

対する方針はどのようになっているかお聞かせ下さい

(３)廃校となった各小中学校の校舎について、危険校舎と思われるのはどの程度あるの

か、各学校ごとに校舎の数をお聞かせ下さい。また、廃校となった学校用地の内、借

地の割合、筆数についても各学校ごとにお聞かせ下さい

(４)前回の答弁で、廃校後の管理について、教育施設として利用する施設については教育
委員会で管理し、市が利用する施設については市長部局で管理するものと考えており

ます。との答弁がありましたが、跡利用が決まるまでの間、全く利用されない廃校は

どこが管理するのか、お聞かせ下さい

２．桃原漁港整備について

(１)桃原漁港は、平宮側と平宮から東側の２箇所に分かれた形で利用されておりますが、
漁港関係者からは、平宮の東側の漁港を完全に整備して、中型漁船の船着き場として

使えるようにして頂きたいとの要望がありますが、このことについて当局の考え方を

お聞かせ下さい

(２)桃原漁港について、旧与那城町で作られた漁港整備計画があると聞いておりますが、

どのような内容であるのかをお聞かせ下さい

15 喜屋武 力

１．彩橋小中学校教育内容と進捗状況について

(１)地域との連携との内容とＰＴＡ組織内容

(２)学校施設進捗状況について

２．うるま市学校図書館の設備内容

(１)旧具志川市と旧勝連、与那城、石川地区の図書館の設備、内容

(２)学校図書司書の臨時職員採用の内容について

３．市内失業率改善について

失業率対策についてどのような対策を取るべきか。

４．市業務委託者の選定と採用の内容について

選定と採用はどのようなしくみになっているのか。

５．盛岡市との友好姉妹都市について

(１)今後の交流のあり方の内容について
(２)経済面での支援事業も考えられるのか。

16 下門 勝

１．児童館建設等について
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(１)児童館建設場所について伺う

(２)うるま市児童館整備に係る基本方針策定調査報告書の内容等について伺う

２．うるま市地域防災計画及び沖縄県地域防災計画等について

原子力災害応急対策計画及び原子力災害予防計画等について伺う

３．浜比嘉島（浜区）の堤防整備について

(１)堤防の役割について伺う

(２)開閉式の堤防整備について伺う

４．与勝中学校の体育館及び運動場の整備について

(１)体育館の整備計画について伺う

(２)運動場の土の入れ替え等について伺う

５．乳幼児医療費助成費の自動償還払いについて
これまでの取り組みと進捗状況について伺う

６．勝連総合グラウンドの整備について

(１)土の入れ替え等について伺う

(２)管理棟の補修整備について伺う

７．勝連地区の公園整備について

これまでの取り組みと進捗状況について伺う

８．一括交付金について

活用できる事業等について伺う

17 田仲 康和

１．行政懇談会について

(１)その目的と成果について

(２)地域からの要望及び今後の方向性について

２．読書環境の整備について

(１)｢こども読書の日｣が制定された背景は

(２)うるま市の取り組みを伺う

３．｢ふれあいの翼｣事業について

(１)評価と課題について
(２)今後の展開について

４．｢うるま市一般廃棄物処理基本計画｣後期見直し業務について

(１)一人一日当たりの排出量は現在何位か

(２)その原因について

５．県道33号線塩屋地内の植栽について

現状認識と今後の展開は
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18 幸地 政和

１．表彰について
うるま市表彰規則等について

(１)年次別被表彰者について

(２)各種団体の表彰推薦依頼について

(３)表彰時期の改正について

(４)沖縄県表彰規則による市長推薦について

２．国民健康保険について

国民健康保険被保険者証について

(１)国民健康保険被保険者証の汚損等による再発行について

(２)臓器提供意思表示記載欄について

(３)現国民健康保険被保険者証の見直しについて

３．障がい者雇用促進について

障がい者雇用促進に関する施策について

(１)これまでに取り組んできた施策の実績と評価について

(２)民間企業の障がい者雇用率達成状況について

(３)民間企業に対する障がい者雇用助成金制度の施策について

４．土地開発公社について

うるま市土地開発公社の財政健全化について

(１)財政健全化の必要性について

(２)今後の事業展開と事業継続について

19 高江洲 賢治

１．側溝整備について

うるま市江洲90－４～124－２間の側溝整備について

２．自治公民館建設補助金について

うるま市自治会長連絡協議会からの陳情(自治公民館建設補助金の増額について)

20 照屋 義正

１．一括交付金について

(１)20億7,000万円の執行計画について

(２)赤野地域ヌーリ川沿桜並木の擁壁の嵩上げについて
(３)｢浜千鳥の歌碑｣へ通づる道路の舗装について

(４)勝連城資料調査について

(５)具志川～屋慶名間約3.5㎞の護岸から砂浜におけるモクマオウ林等の剪定、雑草刈払

い及び清掃についてお伺いします

21 喜屋武 正伸

１． 保育行政について

(１)待機児童数について伺う

(２)うるま市きらめき保育事業の具体的内容について伺う

(３)保育行政における今後の一括交付金活用の考えを伺う
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２．道路行政について

(１)前原地内(具志川)の排水路のない道路の整備について伺う
(２)高江洲地内生活道路の整備について伺う

(３)県道36号線(高江洲地内)の歩道整備の進捗状況について伺う

(４)県道224号(高江洲西繁多原付近)の地下水の処理について伺う

３．具志川運動公園について

台風による落石箇所の整備の進捗状況について伺う

４．農道の整備について

高江洲地域及び前原地域の農道の舗装整備について伺う

22 名嘉眞 宜德

１．水道局の漏水対策について

(１)漏水の現状(水量、損害額)

(２)漏水対策事業

２．生涯学習センターの建設について

建設計画について

３．統合庁舎建設について

(１)現在の進捗状況

(２)建設基本構想の見直しについて

23 宮里 朝盛

１．優良農機具等補助制度の復活について伺う

２．うるま市総合計画・後期基本計画の策定について

(１)沖縄21世紀ビジョンと新たな沖縄振興の展開について伺う

(２)新市建設計画の推進について伺う
(３)農畜水産物の生産振興と基盤整備について伺う

３．第２次うるま市障がい者福祉計画

第２次福祉計画と第１次福祉計画の大きな違いについて伺う

24 德田 政信

１．生涯学習センター新築事業について

(１)設置場所

(２)事業内容について

(３)供用開始時期

２．農業振興について

一括交付金活用による農業関係事業について

３．農水産業振興戦略拠点施設整備事業について

事業計画の進捗状況について



- 10 -

25 平良 榮順

１．生活環境整備について

(１)天願川天願区域茶木根橋上流の右岸側の管理用道路の整備について伺う

(２)天願橋下流の整備について伺う

(３)みどり町２丁目27街区後方天願川管理用道路決壊場所の整備について伺う

(４)天願地内道路、排水の整備について伺う

(５)キャンプコートニー内空調室外機から発生する騒音について伺う

２．観光振興について

(１)海中道路両脇干潟を利用した蛤、アサリの放流、畜養等について

(２)石川多目的イベント公園(石川ドーム)の付帯施設整備について

①駐車場の整備について

②チケット販売所、売店等の整備について
③観客出入口の整備について

３．一括交付金活用事業について

レアメタル精製工場のうるま市への誘致について

26 仲程 孝

１．うるま市総合計画・後期基本計画について

(１)教育研究所の活動充実、研修体制の確立について伺う

(２)スクールカウンセリングの現状・課題について伺う

(３)歴史・文化財について、｢文化財案内人養成事業｣について伺う

(４)就業支援について、ファミリーサポートセンターの現状・課題について伺う

２．一括交付金事業計画について

(１)街角コンタクトセンター設置運営事業の概要について伺う

(２)特産品販路拡大支援事業の概要について伺う

(３)元気な農水産業プロジェクトの概要について伺う

(４)児童生徒健全育成プロジェクトにおける専門支援員配置について伺う

27 又吉 法尚

１．いちゅい具志川じんぶん館について

(１)敷地内の駐車場の拡大について伺う

(２)自習室としての活用の復活について伺う
(３)隣接する豚舎の悪臭問題について伺う

(４)目印になる看板の設置について伺う

２．道路整備について

(１)具志川環状線(県道224号線)の開通に伴う各交差点の安全確保について伺う

(２)県道８号線の歩行者用信号機設置及び交差点停止線について伺う

３．スポーツ少年団への補助について

(１)派遣費助成について伺う

(２)監督、責任者への手当について伺う



- 11 -

４．ワクチン助成について

おたふく風邪、水疱瘡のワクチンの公費助成について伺う

５．幼稚園問題について

うるま市の幼稚園教諭の現状について伺う

６．沖縄本土復帰40周年について

基地行政を抱えるうるま市として、今後の基地のあり方について市長の見解を伺う

７．彩橋小中学校の開校後について

(１)開校して２ヵ月余り経つが、統合してのメリット・デメリットがあれば伺う

(２)小規模校から来た生徒、父兄の心のケアについて伺う

(３)統合後、不登校になった生徒がいるのかどうか伺う

28 奥田 修

１．母子家庭生活支援について

(１)県はさまざまな理由で｢母子保護｣の必要な母子家庭の生活支援を強化するため、平成

24年度から一括交付金を活用し｢母子家庭生活支援モデル事業｣を５年間実施するとの

ことである。さまざまな主な理由について、また事業目的内容概要等と利用対象者・

手続きについて伺う
(２)県内にある３箇所の母子生活支援施設との違いと役割と成果、優先順位、また本市の

母子家庭数について伺う

(３)支援を必要とする母子家庭への本市の対応について伺う

(４)関係団体より支援施設の要請とその必要性について

(５)県のモデル事業を通して、未設置市としての考え方を伺う

２．彩橋小中学校開校について

(１)学習状況について伺う

(２)通学路の安全確保と下車後の安全指導について

(３)後期実施計画(島しょ地域に関すること)について

３．公営住宅について
(１)与勝団地の入居状況・応募状況について、また島しょ地域に立地する公営団地の入居

状況について

(２)マスタープランと未執行、需要戸数との関連について

４．住環境の整備について

(１)浜区要請事項について
①平成17年10月12日付、市道(浜安次嶺原)６-５号線道路整備の取り組み状況について

②平成22年２月９日付、市道(浜桃原)33号線道路舗装排水路設置整備取り組み状況に

ついて

(２)市漁港整備事業として、浜漁港基本実施計画作成業務委託料として、予算計上されて

いるが計画が実施されることにより、どのような整備がなされるか、また実施時期に

ついて伺う




