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日付 順番 氏　      名 備考

1 田中　直次

2 仲本　辰雄

3 喜屋武　正伸

4 東浜　光雄

5 松田　久男

6 佐久田　悟

7 名嘉山　隆

8 比嘉　敦子

9 伊盛　サチ子

10 金城　勝正

11 平　正盛

12 兼本　光治

13 幸地　政和

14 高江洲　賢治

15 仲程　孝

16 平良　榮順

17 喜屋武　力

18 宮里　朝盛

19 名嘉眞　宜德

20 田仲　康和

21 永玉栄　靖

22 照屋　義正

23 中村　正人

24 德田　政信

25 石川　眞永

26 下門　勝

27 奥田　修

28 又吉　法尚

１２/１８(火）

１２/１２(水）

１２/１３(木）

１２/１４(金）

１２/１７(月）

第７４回　１２月定例会　一般質問通告割振り一覧

１２/１０(月）

１２/１１(火）
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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．基地問題について

(１)米軍発行の｢大きな輪｣について

(２)日米共同総合実動演習について

(３)垂直離着陸輸送機ＭＶ22オスプレイ配備問題について

(４)米軍の事件・事故について
(５)米軍基地の全面撤去・安保条約について

２ 仲本 辰雄

１．アスファルト舗装道路切断作業時に発生する排水処理について

２．与勝地域の給食センター統合について

３．総合窓口事業(ワンストップサービス)について

４．住民票等のコンビニ交付事業について

５．公金徴収一元化及び債権管理条例制定について

３ 喜屋武 正伸

１．通学路の防犯灯設置について

(１)高江洲小学校、中学校の通学路の防犯灯設置について
(２)特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して通学路の防犯灯設置ができないか

２．予防接種について

任意接種の水痘、おたふくかぜ(流行性耳下線炎)について、小児への公的補助ができない

か

３．排水路設置について

県道33号線東側付近の市道の排水路設置について

４．第１回うるま市緑化祭について

(１)成果と課題について

(２)オープンガーデンの開催ができないか

５．市長の再出馬について

(１)就任以来の成果と課題について

(２)２期目の再出馬について

４ 東浜 光雄

１．子どものいじめ、暴力行為対策について

今年４月から９月の半年間に全国の小中高校などが把握したいじめは14万4054件に上り、

約７万件だった2011年度の２倍を超えたことが文部科学省の緊急調査でわかりました。命

や身体を脅かす恐れのある重大ないじめは278件で、暴力を受けた子どもが自殺をほのめか
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したケースも報告されています。問題意識の高まりで掘り起こしが各地で進み、報告件数

が急増したとみられ、いじめの被害の深刻さと広がりがあらためて裏付けられたとしてい

ます
沖縄県のいじめの認知件数は、小学校が2727件、中学校が353件、高校が187件、特別支

援学校が６件となり、全体で3273件となっています。

また、沖縄県の公立小中高校、特別支援学校における2008年度の暴力行為認知件数が646

件で、過去最多となったことが県教育庁のまとめでわかっています。いじめ、暴力行為

は、今や大きな社会問題となり、その対策が急がれる現状にあります

本市において、平成23年度、24年度におけるいじめの相談件数、いじめと認知された件
数、暴力行為の件数はどのようになっているのか。また、その対策はどのようにしている

のかについて

２．学校園庭の芝生化について

学校園庭の芝生化をすることで、子どもたちの外遊びが増え、裸足になったり、寝ころん

だりして遊ぶことができ、心身の発育向上に繋がることや土のグラウンドに比べて怪我の
発生が減少し、程度が軽くなることや温度が２～３℃低く暑い夏に快適な環境で過ごすこ

とができるなどの利点がありますが、学校園庭の芝生化に取り組んでいく考えはないか

３．本市のイメージキャラクターの制作について

全国の多くの市町村でイメージキャラクターが町のアピールをし、観光振興や地域活性化

に大きく活躍していることはご承知のことと思います。本市では、観光物産協会が設立さ
れ、現在、様々なイベントを開催し、積極的に本市の物産、観光をアピールしているとこ

ろでありますが、本市のイメージキャラクターを制作し、導入することで、今以上に本市

の物産、観光のイメージがアップされ、市内外、県外の観光客の皆さんが、うるま市をよ

り認知し、訪れる客が多くなり、観光振興や地域活性化に大きく繋げることができると考

えますが、イメージキャラクターを制作していく考えはないか

５ 松田 久男

１．石油タンク事故について

どのような検査体制になっているか

２．宮森小学校津波避難訓練について
(１)避難場所変更の理由について

(２)今後の対応について

３．韓国プロ野球団と市民との交流について

市民レベルでの交流の考えはないか

４．成人式の開催方法について

(１)現在のやり方で問題点はないか

(２)市民からの要望はないか

６ 佐久田 悟

１. 市道与那城86号線(平安名1009番地付近)の道路整備について

２. 与那城陸上競技場多目的広場横のゲートボール場の整備について

３. ｢イチハナリ・アート・プロジェクト｣第２回の開催内容、成果、課題と伊計小中学校跡利
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用の計画について

４. うるま市の雇用支援事業について

５. うるま市における空き家、廃屋の現状と対策について

7 名嘉山 隆

１．天願川河川工事について
(１)この２年間の事業の進捗状況について

(２)平成25年度の事業はどうなっているか

(３)栄野比区の工事開始と終了の時期について

２. 鉄軌道導入について

(１)当局が主体とした鉄軌道の導入について、シンポジウムの開催予定について
(２)今後、市民へどのような方法で周知していくか

３. 教育行政について

(１)うるま市学校適正配置基本計画について

①後期実施計画へ取り組むまでの地域の再検討についてどの様に行われたか

②後期実施計画への取り組み状況について
(２)小学校のグラウンド整備について

①行政としての人工芝の考え方について

(３)小学校への防犯カメラの設置について

①現在、うるま市で防犯カメラが設置された小学校、中学校は何校あるか

４. 道路行政について
当局として、伊計島から金武町へ大橋を架ける構想についてどの様に考えているか

８ 比嘉 敦子

１．行政について

期日前投票の簡素化について（入場券ハガキ）

２．福祉について

「子ども・子育て支援事業計画」について

３．環境について

ペットボトルの回収支援事業について（現在の回収方法と今後の取り組みについて）

４．産業関係について

(１)トンナハビーチの護岸決壊について

(２)池味漁港のガードレール腐食について

５．教育関係について
(１)学校図書館システム導入について

(２)与那城小学校の防球ネット設置について

(３)通学路の安全対策について

①歩道のガードレール設置について

②市道勝連２－１号線道路拡張について
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９ 伊盛 サチ子

１．施設整備について

健康福祉センター（うるみん）の台風被害による玄関天井板落下の修繕について

２．防災行政について

防災行政無線の設置状況と今後の整備計画及び音声機能（聞こえづらい）の対応について

３．環境行政について

廃食油の回収事業の取り組みの状況と生ごみの堆肥化について

４．道路行政について

江洲地区内、市道安志門線の舗装整備の取り組みの現状について

10 金城 勝正

１．字具志川地内具志川食糧前交差点整備に伴う街路港原線の早期整備の必要性と関連する課

題について

関連する支線の交通量の増加に伴う早期整備の必要性について

２．指定管理者制度に関連する事項について

(１)指定管理候補者事業計画書の審査の在り方について

(２)指定管理候補者事業計画書審査を補完する実態調査の必要性について

(３)その他課題について

３．消防行政に関連する事項について
(１)消防通信業務のデジタル化に関連する事項について

(２)施設整備に関連することについて

11 平 正盛

１．下水道事業関係について
下水道課等の件について

２．経済関係について

(１)民宿の取り組み等について

(２)土地改良事業等について

３．教育関係について

(１)浜中学校の体育館について

(２)廃校の跡利用等について

４．企画関係について

(１)県立劇場誘致の件について
(２)沖縄ターミナルの原油流出について

５．土木関係について

台風被害の修復等について
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12 兼本 光治

１．東海岸開発基本計画について
藪地島の地権者である字所有地、屋慶名地域住民への説明会について

２．県道37号線(屋慶名大通り)拡幅工事について

現在までの進捗状況と新たに拡幅工事計画の追加事業継続ができないか

３．県道・与勝一周道路について
勝連平敷屋(ホワイトビーチ)玄関前付近から勝連南風原浜屋・南風原集落、州崎地先付近

までの道路拡幅工事の延伸計画について

４．沖縄ターミナル・原油タンクの事故について

沖縄ターミナルと市当局、地域住民が一丸となって安全対策に努め、今後の安全対策の課

題について

５．沖縄県立劇場誘致について

うるま市への誘致活動について

13 幸地 政和

１．治水対策について

治水対策整備計画について

(１)現状の流域と治水対策整備計画について

(２)治水対策の事業内容と執行状況について

(３)今後の総合治水対策整備計画の推進について

２．赤土等流出について

河川、海域の赤土等流出防止について

(１)赤土等流出の流域と河川、海域の被害状況について

(２)土地改良区の赤土等流出防止対策事業について

(３)赤土等流出に伴う石川漁協の影響について

３．畜産振興について

堆肥処理センターの建設について

(１)県内の堆肥処理センターの設置状況について

(２)農業産出額及び畜産業の経済状況について

(３)堆肥処理センター建設の必要性について

４．世論調査について

世論調査の実施について

(１)行政、政治、経済、生活等の世論調査の実施について

14 高江洲 賢治

１．州崎埋め立て地域の工業用地について

(１)現在の企業進出状況について

(２)工業用地について

(３)今後の企業誘致について
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２．公園整備について

(１)ヌーリ川公園整備について

(２)江洲第５公園整備について

15 仲程 孝

１．赤道小学校の全面改築について

老朽化した赤道小学校校舎の全面改築の予定、防水工事の進捗状況、耐力度調査の結果や

環境面の配慮、敷地適正規模について

２．赤道小学校区域（赤道・新赤道・米原・兼箇段）における新たな公園整備について

人口の増加傾向にある赤道小学校区域において、都市公園等設置の可能性及び校区内公園

の現状について

３．自治公民館等における公的証明書取得の可能性について
全国の市町村では公的証明書のコンビニ交付等の先進地があるが、統合庁舎建設を受け、

各地域の自治公民館等で証明書等の交付システム構築の可能性について

４．市道108号線(兼箇段)の歩道設置について

兼箇段４－14号線の事業が終了次第との答弁を受け、今後の事業日程、進捗状況等を伺う

５．生涯学習センターの機能について

新設される生涯学習センターにおいて、常設展示場等の概要について

16 平良 榮順

１．道路行政について
(１)県道75号線天願地区の整備について

①通学路歩道の整備について

②街灯の整備について

(２)街路樹へのランの花等の着生について

２．公園整備事業について
字天願区への街区公園整備について

３．薬物乱用防止について

危険薬物(脱法ハーブ等)乱用防止対策について

(１)｢包括指定｣導入による規制効果について

(２)行政、地域が行う対応策について

４．特産品活用による地域興し事業について

｢全沖縄山芋勝負インうるま｣のギネス挑戦について

(１)開催について当局の考えを伺う

５．農業行政について
牛糞の処理対策について

(１)これまでの経過と現状について伺う

(２)対策について伺う
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17 喜屋武 力

１．勝連南風原地内市道１－５号線について
滑り止め舗装工事が出来ないものか

２．宮里地内道路拡張工事について

宮里公民館より県道16号線に隣接する生活道路の拡張工事が出来ないものか

３．うるま市公共施設保守管理について
消防設備、空調設備、電気設備の保守管理はどのようになっているのか

４．うるま市公共工事指名競争入札のあり方について

建設工事共同企業体入札指名に対して、指名業者選定委員会はどのような選定を行ってい

るのか

５．図書館司書について

学校図書館司書の来年度からの雇用対応について

18 宮里 朝盛

１．施政方針について
(１)市政運営の基本姿勢

新たに創設される沖縄振興制度では、｢国際物流拠点産業集積地域｣｢産業高度化・産業

革新促進地域｣｢観光地域形成促進地域｣(仮称）等があり、それらの制度を生かした地

域振興に努めますの進捗、成果等について

(２) 人と自然にやさしい基盤と環境を育てます

島しょ地域の生活環境、産業基盤、教育環境などの充実に努めるとともに島しょ地域
の持つ多様な資源を生かした地場産業と観光の振興に取り組みますについて伺う

(３) うるま市の魅力を生かした産業を育てます

農業振興における農家の経営支援について

｢農業経営基盤の強化の促進に関する基本的構想｣に基づく、効率的な農業経営と担い

手育成、認定農家に対する農業経営改善計画の目標達成に向けた指導を強化し、経営

安定と経営改善の円滑な推進と支援しますについてと農業施策等に関する建議書等に
ついて

(４)市民とともに考え築き上げるまちを育てます

①沖縄ターミナル原油流出事故の経緯と今後の対策(観光振興、人体、環境、防災、安

全)等について

②収納率の向上と滞納繰越額の縮減の取り組み等について伺う(市税全般と国保税等)

過去５年間各年毎不納欠損額と今後の対策等について

19 名嘉眞 宜德

１．沖縄ターミナルの原油漏洩事故について

(１)事故の実態と経緯について

(２)事故に対する会社と行政(市･県・国)の対応について
(３)№207タンクと同年代に建てられたタンクは他に何基あるか

(４)安全点検はどのようになっているか

(５)大気中に飛散された有害物質はどのようなものがあるか

(６)住民の健康調査や健康被害への補償はどうなっているか

(７)公害防止協定の締結内容について
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２．統合庁舎建設について

(１)基本設計における庁舎本体の平方メートル単価30万円の根拠について
(２)基本設計における職員配置について

(３)基本設計の床面積で｢議員定数｣を34人にした理由について

(４)基本設計における備品費が発注前の２倍に膨らんだ理由について

20 田仲 康和

１．本庁正面玄関の花木の管理について

２．市民クリーンデーの取り組みについて

進捗状況について

３．高江洲小学校多目的教室について

４．塩屋区の公園整備について

５．南風原区内の治水対策について

６．｢一般廃棄物処理基本計画｣後期見直しについて
(１)策定の目的について

(２)具体的な削減目標について

21 永玉栄 靖

１．特定健診について
(１)平成24年度特定健診の受診率の状況について

(２)受診率を上げる為に市が取り組んだ対策について

(３)受診率が65％未満だとペナルティを課される可能性について

(４)今後の特定健診受診率向上対策について

２. 原油流出事故について
(１)有害物質ベンゼンが環境基準値を超えた場合、人体に及ぼす害について

(２)パイプラインや原油タンクの耐用年数や事故防止対策の件(タンクの検査、タンクの底

の廃油クズの処理等)関連事項について

３. 債権及び普通財産について

(１)債権、石川西区画整理組合の運営状況(貸付金、借用証書や保留地の件)
①市の今後の対応について

(２)ゴルフ場(賃貸地、三山、平山)普通財産の地上権設定や根抵当権設定の関連事項

①決算書の財産に関する調書へ普通財産は区分して記載の件

22 照屋 義正

１．照間海岸のリゾート整備計画について

２．学習指導要領における教育内容の改善事項を踏まえた｢明日を拓く夢のある人材育成｣を目

指した知・徳・体及び食育に加えて｢感育｣の調和のとれた児童生徒の育成について
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３．ゴミの減量化及び再利用の取り組みについて

４．浜千鳥の歌碑へ通じる道路の整備(舗装)について

５．県道与勝一周線(平敷屋～南風原間約6.5㎞) の整備について

６. 中城湾港新港地区(州崎地先)内に産業交流公園等(展示館等)の整備について

23 中村 正人

１．教育環境について

新規格による小学校学習机について

２．市民環境について

地域主権改革一括法について

３．経済環境について

(１)雇用、所得、失業対策について

(２)プロジェクトチーム設立について

(３)学校適正配置による跡地利用について

24 德田 政信

１．リゾート・ウェディング構想について

海中道路周辺へのチャペル建設について

２. 市管理及び自治会管理の慰霊塔について
(１)安慶名公園内の市慰霊の塔に手すりを設置が出来ないか

(２)自治会管理の慰霊の塔の改修について

３. 農水産業振興戦略拠点施設整備事業について

(１)事業計画の進捗状況について

(２)設置場所について
(３)六次産業化の事業内容について

25 石川 眞永

１．市指定の文化財について

平成17年３月１日、市指定の文化財として指定された石川部落事務所は、昭和７年に旧美
里村字石川の村屋として建てられた。戦前戦後、字石川の市民が心のより所として重宝ら

れた建物である。昭和20年石川市が誕生し、石川市役所として５年間使用されたことは特

筆すべきである。現在は毎週水曜日、部落会の青年達がエンサーその他の芸能の練習、木

曜日は婦人の集まりでウスデークの練習が行われ、また、年間行事等を行いながら活用し

ているが、永年雨風にさらされ、腐食が進み、部落の役員会では改修改築の話し合いがな

されているところである。早急な着手が求められているが、改修または改築に対する助成
が可能か。また、一括交付金の利用が可能か

２. 交通行政について

石川サンエー前の国道329号の信号機に右折指示の信号が取り付け出来ないか
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26 下門 勝

１．福祉行政について
(１)自動償還払いの導入に向けた取り組みの進捗状況について

(２)予防接種等の通知について

２．教育行政について

(１)小規模特認校制度について

(２)学校給食等の安全点検について

３．防災行政について

(１)原油流出事故(浮きフタ沈下)について

(２)防災計画等に沿った対応について

(うるま市地域防災計画及び沖縄県石油コンビナート等防災計画)

27 奥田 修

１．原油流出事故について

(１)事故の状況と本市の対応について

①事故発生時刻と通報時刻、通報内容、本市の対応、現状の作業状況について

②県、石油コンビナート等防災計画、公害防止協定について
③特定屋外タンク保安検査について

(２)健康被害と対応策について

①環境測定の設置箇所数と基準値超過の特に高い箇所について

②市の主催した健康相談会での相談者の人数と内容、行政指導について

③住民説明会での住民の声に対する対応策について

④会社に設置したフリーダイヤルへの利用者の声の内容と対応策について
(３)今後、会社側への指示等について

２．台風被害と住環境の整備について

(１)本市及び平安座区の被害状況について

人的被害、住家被害(床上、床下も含む)、農水産関係の被害額、停電戸数、自主避難

者数と場所について
(２)市道18号線道路整備と冠水対策について

(３)停電対策について(配線変更)

３．ハブ対策について

(１)本市の被害状況について

①咬症者数のここ３年間の推移と全県的に10年前と比べ減少した要因について
②ハブに関わる通報件数と内容、対応について

(２)ハブ対策条例の周知と施行について

①市民に周知がされているか、また、咬症者への治療費の支給施行状況について

②通報件数について警察や消防との連携体制はどのようになっているか

③対策については、本人の注意、捕獲装置の設置、生活環境の整備が条件と考える

が勧告も発しているか
(３)捕獲装置の設置の拡充について

４．実施計画について

(１)実施計画の採択に至るまでの経緯について

(２)年度内における要請件数と採択件数について
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28 又吉 法尚

１．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

（２）県道８号線の歩行者用信号機設置について

２．保育行政について

(１)公立保育所の運営について
(２)公立保育所の民営化について

(３)認可保育園の申込みができる家庭の条件について

(４)夜間保育の導入について

３. うるま市地震・津波防災避難訓練について

(１)当日までの住民への告知方法・認知度について
(２)避難訓練に参加した児童・生徒数、先生方の数、交通誘導に関わった警察官の数、

市職員数、また一般参加者のそれぞれ前回の訓練との比較について

(３)市内にある高等学校との共同実施について

(４)キャンプマクトリアス基地内の高台（通称・獅子山）への避難の可能性について

４．市内広報誌について
(１)広報うるまの印刷製本について

(２)印刷事業所の選定について

５．うるま市「確かな学力の育成」の取り組みについて

(１)狙い・目的について

(２)ノーテレビ・ノーゲームデーの推進について
(３)強化期間中におけるスポーツ少年団等の活動停止の推進について

６．就学前発達支援事業について

(１)総合的な早期支援体制について

(２)個別の移行支援シートについて

(３)健やかな子育てのためのほめ方教室の開催、ほめ方絵本の発行について

７．統合により廃校になった学校跡地の早期利用について

(１)現在の予定利用状況について

(２)事業所ガイドブックの発行について

(３)自然学校への活用について




