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日付 順番 氏　      名 備考

1 名嘉山　隆

2 田中　直次

3 仲本　辰雄

4 松田　久男

5 東浜　光雄

6 金城　勝正

7 佐久田　悟

8 比嘉　敦子

9 平　正盛

10 喜屋武　力

11 伊盛　サチ子

12 石川　眞永

13 兼本　光治

14 仲程　孝

15 下門　勝

16 德田　政信

17 宮城　茂

18 名嘉眞　宜德

19 宮里　朝盛

20 永玉栄　靖

21 大屋　政善

22 平良　榮順

23 照屋　義正

24 又吉　法尚

25 伊波　良紀

26 田仲　康和

27 喜屋武　正伸

28 中村　正人

29 幸地　政和

30 久高　唯昭

９/２６(水）

９/２７(木）

９/２８(金）

１０/１(月）

１０/２(火）

第７２回　９月定例会　一般質問通告割振り一覧

９/２４(月）

９/２５(火）
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質 問 事 項

１ 名嘉山 隆

１．川崎ルーシー河線市道202号線整備事業について

(１)現在の道路整備事業の進捗状況について伺う

(２)栄野比、川崎区民への中間報告説明会をいつ頃予定しているか伺う

(３)今後の事業の取り組みについて伺う

２．栄野比地内(栄野比124番地～201-2番地)の排水溝整備について

(１)栄野比自治会長から行政側へ要請等はありましたか、あればその内容について伺う

(２)行政として、この一年間の取り組み状況について伺う

(３)この事業についての現状と今後の見通しについて伺う

３．岩手県盛岡市友好都市提携の締結について
(１)友好都市提携の締結式の感想を伺う

(２)さんさ踊りパレードの参加について感想を伺う

(３)友好都市としての今後の取り組みについて伺う

４．うるま市の祭りとイベント行政について

県道75号線を活用した歩行者天国あるいは大綱引き大会の復活について、どのように考え
ているか伺う

５．教育行政について

(１)今年の全国統一学力テストの概要について伺う

(２)全国と比較して沖縄県の前回(平成22年)と昨年の全国統一学力テストの結果と成果につ

いて伺う
(３)うるま市は、県内でどの位置にあるのか伺う

(４)その結果を踏まえて、どのように指導していくか伺う

(５)子供達が技術の高いレベルにふれ合う環境整備について、どのように考えているか伺う

６．体育施設の整備について

(１)与那城陸上競技場へ人工芝の導入は出来ないか伺う
(２)具志川多種目球技場と管理棟前の市道223号線へ横断歩道の表示の設置について可能か伺

う

２ 田中 直次

１．うるま市合併以降の一般会計決算について(平成17年から平成23年度までの決算について)
平成23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くのか。

また、７年間の歳入歳出決算をどう見ていますか

２．うるま市の合併は平成17年ですが、決算について

平成18年度決算と平成23年度決算の比較において、平成23年度決算はどれだけの増額決算

になったか

３．自主財源について

４．依存財源について
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５．平成23年度自主財源の市税について

６．収支について

７．｢歳入｣のあり方について

８．経常一般財源比率について

９．積立金について(基金)

10. 歳出について

３ 仲本 辰雄

１．防災対策について
防災無線難聴地域対策及び事業継続計画(ＢＣＰ)について伺う

２．経済施策について

本市の失業率改善を図るための経済施策を伺う

３．うるまブランド開発事業について
地域間競争を勝ち抜くために｢うるまを訪れたい｣｢うるまで暮らしたい｣｢うるまのものを使

いたい、求めたい｣など、うるまが選ばれる『ブランド開発事業』について伺う

４．与勝第二中学校の校区について

校区決定の経緯及び現状と課題等について伺う

５．平敷屋区の住宅密集地問題について

戦後米軍により住宅地が強制的に接収され、現在の住宅密集地に家屋を慌ただしく建てた

が、道路や排水溝もなく、防災の観点や衛生的な面からも生活環境が著しく厳しい状況が

60数年続いている。その問題解決策等について伺う

４ 松田 久男

１．庁舎基本設計について

(１)サーバー室の防災対策はどの程度か

(２)屋上庭園はどのように利用されるか

２．旧庁舎跡利用計画について
跡利用計画の現状について

３．地域総合窓口について

総合窓口の具体案について

４．台風16号の被害について
(１)被害の概要について

(２)課題について

５．宮森小学校の津波災害対策について

避難ビルの建設等、具体案はあるか
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５ 東浜 光雄

１．自然学校の開設について

｢人は自然とふれあいの中で自然の神秘、優しさ、恐ろしさなどに感動し、豊かな感性、問

題解決能力、粘り強さなどを培うとともに、人とのふれあいを通して、生きる喜びや苦し

みを知り、思いやりや協調性、社会性などを身につける｣と言われています。しかし、現在

の子どもたちを取り巻く社会情勢の変化によって、自然とのふれあい、人と人とのふれあ

いが希薄になっている現状にあります。子どもたちが人を大切にし、思いやる心を育み、
命の大切さを学び、社会性を身につけるには、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ことだと考えます。子どもたちが自然体でゆ

ったりした気持ちで学んでいける自然学校の開設は、今まさに求められているものだと考

えますが、ご見解をお伺いします

２．長寿大学校の開設について
我が国が少子高齢社会の現状にあって、高齢者対策は本市においても政策の最重要課題と

して取り組んでいくべき課題だと考えます

私は、高齢者が元気に老いる社会こそが幸せな社会であると考えます。｢高齢者が健康的に

なるためには生きがいと役割を持ち、生涯現役であり続けること｣だと言われております。

長寿大学校の開設は、高齢者の体系的な学習の場を提供することによって生きがいのある

生活基盤の確立と健康の保持、増進に役立つことや、高齢者のマンパワーをいかに社会に
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開設すべきだと考えますが、ご見解をお伺いします

３．本市に伝わる文化、伝統芸能の継承、発展について
本市には、地域の先人たちが守り発展させ、受け継いできた優れた文化、伝統芸能が数多

くあります。そのことは我がうるま市が県内外、海外に誇れる大きな財産だと思います。

その文化、伝統芸能を更に確かな継承、発展させていくには、地域と連携し、種類の分

類、その起源、由来、現在の状況等の調査、研究を行い体系化していく必要があると考え

ますが、ご見解をお伺いします

６ 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．県道37号線（屋慶名大通り）拡幅工事に関する事項について

３．第三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する事項について

７ 佐久田 悟

１．「イチハナリ・アート・プロジェクト」の開催内容と、その成果について

２．うるま市の保育行政とその取り組みについて

３．発達障害と不登校の関連、その支援と取り組みについて

４．全国学力テストの結果を受けて、うるま市の現状とこれからの取り組みについて
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５．県が支援する未来の設計図「人・農地プラン」うるま市での取り組み状況について

８ 比嘉 敦子

１．行政について

男女共同参画社会の実現に向けて

(１)男女混合名簿の導入について

(２)情報や広報活動等意識啓発の取り組みについて

(３)各種委員会、審議会による女性の登用率と目標について
(４)男女共同参画推進条例（制定後）の手引き作成について

２．福祉について

母子家庭等、父子家庭及び寡婦が安心して子育てをしながら生活することができる環境を

整備するため、修学や疾病などにより一時的に家事援助、保育等のサービスが必要となっ

た際に家庭生活支援員を派遣し、または家庭生活支援員の居宅において児童の世話等を行
う事業について、市の見解をお聞かせ下さい

３．産業について

「いちゅい具志川じんぶん館」の支援について

(１)「いちゅい具志川じんぶん館」の役割と機能について

(２)「いちゅい具志川じんぶん館」の分室について

４．環境について

再生可能エネルギー導入促進について

(１)環金武湾地球温暖化対策地域協議会の設置目的と活動状況について

(２)本市の省エネルギーの取り組み状況について

(３)住宅用太陽光発電システム等の導入に関する補助金制度について

５．教育について

(１)子ども議会の取り組みについて

(２)県立劇場の誘致について

(３)居所不明児童生徒について

(４)朝の読み聞かせ（小中校）の実施状況について
(５)教育委員会関係行事予定表の作成と全戸配布について

９ 平 正盛

１．水道事業関係について

水道の漏水対策と有収率向上について

２．経済関係について

(１)土地改良事務連合会及び土地改良区合同事務所と与勝地下ダム土地改良区の補助金に

ついて

(２)農業改良普及員について

(３)海の駅「あやはし館」について

３．教育関係について

(１)いじめ等について

(２)学力向上について

(３)廃校の跡利用等について
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(４)給食費の無料化について

４．企画関係について
(１)一括交付金について（公営住宅の件）

(２)オスプレイ配備について

(３)統合庁舎建設について

５．公園計画関係について

(１)天願川の下流の活用について
(２)公園整備について

10 喜屋武 力

１．宮里区内側溝整備について

前に、２回定例会で質問しましたが、その後の進捗状況について

２．公園整備について

江洲公園整備事業の今後の進捗状況について

３．江洲第２区画整理と区画整理内第５公園について

(１)江洲区画整理組合と市当局との最終調整について
(２)第５公園うまんちゅ広場の整備内容について

４．児童館建設について

具志川中学校校区に児童館の建設予定は考えているのか

５．防災避難経路の見直しについて
高江洲小・中学校の避難経路については、昔の仲嶺地域からの通学路の整備を行えば安全

性と時間の短縮が図られると思いますが、どのように考えているのか

６．高江洲小学校校舎改築について

高江洲小学校の校舎全面改築が出来ないものか

７．廃校後の学校備品について

廃校になった学校備品は、今後どうするのか

11 伊盛 サチ子

１．学校整備について
(１)老朽校舎、園舎、給食センター等の整備計画及び耐力度、耐震度調査について

(２)勝連幼稚園園舎建設予定地の現状について

２．福祉行政について

子ども医療費自動償還払いの進捗状況について

３．建設行政について

住宅リフォーム助成制度のその後の取り組みについて

４．水道事業について

漏水対策の抜本的改善の取り組みについて
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５．統合庁舎建設について

６．基地問題について
オスプレイ配備反対のうるま市民大会開催について

12 石川 眞永

１．台風被害について

大型で非常に強い台風16号は９月15、16日の２日間、沖縄本島を暴風域に巻き込んだ。最
接近時の高潮や大雨の影響で各地に多大な被害を与えた。浸水、土砂崩れ、家屋損壊、車

の水没等が報じられているが、うるま市の状況はどうなっているか伺います。また、農水

産物の被害とその総額も教えて下さい

２．石川庁舎の設備について

平成23年９月議会で、石川庁舎の便器を洋式に取り換えの願いをしたが、当局の対応を伺
う

３．石川多目的ドームの駐車場について

多目的ドームでの催し物時に高速道路高架橋下を駐車場として利用する件で、西日本高速

道路沖縄営業所との交渉の進捗状況を伺う

13 兼本 光治

１．落書き防止条例の制定について

市当局に落書き防止条例制定の考えがないか伺います

２．地元産品奨励等の優先使用について
市内産品を奨励し、使用配慮について伺います（学校給食センター食材について)

３．与那城86号線について

今後、市当局で延伸計画がないか伺います

４．屋慶名監視しょう戦争遺跡認定について
現在の進捗状況について伺います

14 仲程 孝

１．冠水被害の対策について

平成19年７月、西原、兼箇段両自治会より連名で提出された｢農地冠水対策被害の対策につ
いて(要請)｣の、今後の対応について伺う

２．島しょ地域における防災対策について

浜比嘉島において、津波対応の避難所としての小学校が閉校となったが、今後の避難所等

の設置について伺う

３．脱法ハーブ対策について

本市における現状（検挙等）と今後の予防対策について伺う

４．スクールソーシャルワークの現状と課題について

本市におけるスクールソーシャルワークの現状と課題について伺う
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15 下門 勝

１．福祉行政について

(１)生活保護状況について伺う

(２)就労支援策等について伺う

(３)保護世帯に対する対応等について

２．教育行政について
(１)学校施設の安全点検等について伺う

(２)不登校児童生徒等の状況について伺う

３．防災行政について

(１)災害時の避難所確保等について伺う

(２)防災公園等の整備について伺う
(３)地下ダム施設の有効活用等について伺う

４．道路行政等について

(１)地下ダム管理用道路(平安名～屋慶名方面)の本市への移管について伺う

(２)勝連平安名915番地付近の道路の拡幅整備について伺う

５．環境行政について

勝連南風原７班一帯の排水路の整備等の進捗状況について伺う

16 德田 政信

１．道路行政について
(１)市道豊原５－43号線及び塩屋５－44号線について

(２)県道36号線バイパス高架橋下の利活用について

(３)川田６－72号線について

２．環境行政について

米原地内の悪臭問題について

17 宮城 茂

１．道路行政について

市道石川65号線から(東山カントリークラブ駐車場横側)石川青少年の家の正門までの約100

ｍ間は道路幅員が狭く、また大雨の際には冠水する状況下にあるが、今後の整備計画等に
ついて

２．石川庁舎隣の多目的運動場の管理について

グラウンドの草刈り及びトイレ清掃等について

３．防災について
個人所有地の危険箇所(崖崩れ)等に対する行政の対応方について

18 名嘉眞 宜德

１．川崎～山天願線１－111号線の整備計画について
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２．市道・農道の未買収道路用地について

(１)未買収用地の現状(面積、地権者数)

(２)地権者からの苦情、要請
(３)今後の対応

３．安慶名区画整理事業について

(１)事業の成果、課題

(２)旧商店街の現状認識

(３)市の支援策

４．水道局の漏水対策について

(１)漏水対策検討委員会

(２)一般会計からの繰り入れ

(３)今後の漏水の改善策

５．統合庁舎建設について

統合庁舎基本構想について

19 宮里 朝盛

１．農業振興について
道路整備及び排水路整備と農業振興地域整備計画等について伺う

２．教育行政について

文部科学省(2011年)の児童生徒の問題行動調査等について伺う

３．児童館建設の今後の計画について伺う

４．避難道整備(喜仲-高江洲)について伺う

20 永玉栄 靖

１．道路整備について
(１)与那城地区農道整備が一部未竣工の件

(２)市道99号線整備の現在の事業内容について伺う(関連する事業)

２．東海岸開発基本計画について

(１)市道17号線の整備に伴う筆界未定確定事業の件

(２)遺跡発掘調査事業の取り組み状況について
(３)藪地大橋橋梁補修事業の件

３．県事業関連について

(１)県道伊計平良川線(与那城屋慶名～与那城西原)の流末排水工事の件(農道3934号線及び

市道与那城88号線、44号線関連する事項)

(２)臨港道路(与那城庁舎裏通り)のガードレールが腐食し危険な状況であるが、市は把握
しているか、早急の対応措置を伺いたい

４．廃校施設の跡利用等について

(１)うるま市総合計画(後期基本計画)の中での施策の推進について

(２)小中学校の跡利用については、地域住民や関係者の意見等を踏まえ地域の振興につな
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がるよう取り組みますとありますが、現在の状況を伺う

①跡利用に関する陳情、要請等

②財産処分手続き、廃校施設の有効活用
③うるま市行政組織規則、市教育委員会事務局組織規則等に関連する事項(事務分掌)

５．土地区画整理事業について

照間から与那城福地一帯の(県道37号線側)区画整理事業に向けての取り組みを伺う

(１)地権者への説明会、県との協議について

(２)農振農用地変更計画(時期、手順)

21 大屋 政善

１．農業振興について

(１)宮城東土地改良区水はけ対策について伺う

(２)土地改良区内農道整備について伺う

２．市道整備について

(１)宮城島における市道は何路線あるか伺う

(２)市道29号、36号線整備計画について伺う

３．ヤンガーの管理について
(１)文化財指定した目的について伺う

(２)周辺上からの水流原因調査について伺う

(３)コンクリート剥離対策について伺う

22 平良 榮順

１．薬物乱用防止について

(１)県内における脱法ドラッグ乱用に関する事件、事故等について伺う

(２)うるま市における脱法ドラッグ乱用に関する事件、事故等について伺う

(３)薬物乱用防止対策について伺う

２．道路整備について
市道宇堅2088号線雨水排水路整備について伺う

３．教育施設整備について

天願小学校体育館改築について伺う

(１)校舎改築との同時進行で施設の適正配置ができると考えるが伺う

(２)幼稚園園舎の整備について伺う

４．地域活動支援助成事業について

(１)これまでの事業実績と成果について伺う

(２)事業の拡充について伺う

23 照屋 義正

１．鉄軌道の那覇～うるま市ルートの実現計画について

(１)本市の基本的な考え方について

(２)本市までのルートの実現に向けた市民大会、またはシンポジウム等の開催について
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２．知育・徳育・体育及び食育に加えて感育の５育として、自然環境保全等も含めた調和のと

れた児童・生徒の育成について

３．人・農地プランの策定について

(１)本市の取り組み状況について

(２)合併後における農地面積、耕作放棄地及び耕作放棄地の解消実績の年度毎の推移につ

いて

(３)耕作放棄地解消助成制度について

４．市民協働のまちづくりの推進について

(１)市が維持管理をしている公園の数及び年間維持管理の総額について

(２)自治会が維持管理をしている公園の数、公園名及び市からの助成について

(３)自治会が改良、補修できない基本的整備の市の対応について

(４)その他それに類する施設の基本的整備の積極的な市の対応について

24 又吉 法尚

１．いじめ問題について

(１)うるま市内の小中学校におけるいじめの件数について伺う

(２)いじめの有無を調査するアンケートの実施について伺う

(３)命の尊さ、大切さについて伺う

２．スクールバス運行について

(１)座席の確保について伺う

(２)校外学習での活用について伺う

３．議場の活用について
(１)子ども議会について伺う

(２)市民への開放について伺う

(３)石川・与那城・勝連各庁舎の議場の現在の利用状況について伺う

４．基地問題について

(１)｢オスプレイ配備に反対する県民大会｣について伺う
(２)米海軍強襲揚陸艦｢ボノム・リシャールのホワイトビーチ寄港｣について伺う

(３)航空機騒音測定機の購入設置について伺う

５．母子・父子家庭への手当・児童扶養手当について

(１)現在の母子・父子世帯数・手当状況について伺う

(２)保護者に父も母もいない、叔父・叔母・祖父母に育てられている児童生徒数について
伺う

６．子ども(乳幼児)医療費助成制度について

(１)受給方法について伺う

(２)通院費助成の拡充について伺う

７．エリアメールについて

台風に伴う、防災エリアメールについて伺う
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25 伊波 良紀

１．山城ウブガーの排水路について

２．庁舎間バスについて

(１)１日あたりの利用状況について

(２)運用について

①ルートの変更について
②途中下車について

３．市営住宅について

(１)申込み方法と選考方法について

(２)過去３ヶ年の年度ごとの入居者状況と家賃滞納者数について

(３)滞納者の実態について
(４)家賃の減免または、徴収猶予について

(５)高齢者や障がい者の対応について

26 田仲 康和

１．「ふれあいの翼」事業について

２．読書環境の整備について

(１)学校図書の現状について

(２)学校図書の魅力を高め、その機能を最大限に発揮するためには

３．盛岡市の取り組みを参考に
(１)通りを彩る「ハンギングバスケット」の取り組みについて

(２)年間を通して市民が訪れる照間海岸の魅力について、ブランド化が図れないか

４．うるま市の活性化に向けたイベントについて

５．防災行政について

６．地域行政懇談会での自治会からの要請について

27 喜屋武 正伸

１．福祉行政について
(１)放課後児童クラブ支援事業の内容について伺う

(２)配慮を要する子の巡回指導事業の具体的内容について伺う

２．道路行政について

(１)高江洲小学校東側の市道の拡張について伺う

(２)上江洲中央線道路整備事業の進捗状況について伺う

３．農林水産事業について

(１)農水産業振興戦略拠点施設整備事業の内容と進捗状況について伺う

(２)農業生産の基盤整備事業について県営、市営の面積及び農産物の種類について、また

新規の基盤整備を行う場合の手続き等の具体的内容について伺う
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４．防犯灯について

高江洲小学校東側市道のソーラー式防犯灯の整備について伺う

28 中村 正人

１．沖縄振興策について

(１)一括交付金について

(２)今後の行方と効果について

２．公民館機能と児童館の併用について

公民館建設に対する児童及び地域コミュニティモデル事業について

３．経済対策について

失業対策について

４．教育環境について

(１)学力向上対策について

(２)いじめ対策について

(３)具志川東中学校校舎及び体育館の改築について

29 幸地 政和

１．友好都市盛岡市について

うるま市・盛岡市友好都市提携について

(１)友好都市提携記念事業について

２．有害鳥獣の被害について
有害鳥獣(カラス・イノシシ等)の被害について

(１)有害鳥獣による被害状況について

(２)有害鳥獣の駆除方法について

(３)有害鳥獣被害防止対策について

３．市道整備について
市道整備状況について

(１)市道延長の整備状況について

(２)未舗装路線の整備計画について

(３)生活道の舗装整備について

30 久高 唯昭

１．市職員の採用について

(１)平成21年度、平成22年度、平成23年度の職員の退職者は、また正職員の人数について

(各年毎)

(２)平成21年度、平成22年度、平成23年度のうるま市職員の採用試験を受けた人数は、ま

た採用された人数について（各年毎）
(３)平成21年度、平成22年度、平成23年度の職員採用試験を受けた方の市内と市外の内訳

は、また採用された市内と市外の内訳について

２．市営団地について

(１)各団地の①建築年月日 ②戸数、入居者数 ③旧市町村別の内訳 ④入居率について
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(２)新たな団地の建設予定はあるのか、あるいは建て替え、増築等の予定について

(３)全面塗装について

(４)家賃徴収の民間委託への費用対効果はどうなのか

３．市と関係ある企業、団体等の雇用について

平成23年度６月議会において、市から仕事を受けた企業、団体あるいは市の財産を活用し

ている企業団体等の数を大まかに出して頂きました。これによりますと両方で102社、全就

業者数4,230名、その内地元雇用1,756名（約41.5％）となっております。

私は、地元雇用と市外雇用の比率を逆転すべきだということで、当局がこの102社に対して
地元雇用の促進を働きかけてほしいと要望しましたが、したのか、どうか。また、１年３

ヶ月過ぎた現在どうなっているのか、102社における全就業者数、地元雇用者数(約何パー

セント)

４．雇用について（表彰等）

(１)地元雇用に大いに貢献している企業、団体等に対して表彰制度（感謝状など）を設け
てはいかがでしょうか

(２)庁内に雇用強化月間を設けたらどうか

(３)地元雇用に貢献している企業、団体等に対して優遇制度を設けてはいかがでしょうか




