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日付 順番 氏　      名 備考

1 田中　直次

2 仲本　辰雄

3 東浜　光雄

4 松田　久男

5 平　正盛

6 伊盛　サチ子

7 石川　眞永

8 佐久田　悟

9 中村　正人

10 仲程　孝

11 比嘉　敦子

12 喜屋武　正伸

13 名嘉眞　宜德

14 喜屋武　力

15 德田　政信

16 名嘉山　隆

17 大屋　政善

18 照屋　義正　

19 高江洲　賢治　

20 幸地　政和

21 永玉栄　靖

22 宮里　朝盛

23 平良　榮順

24 下門　勝

25 金城　勝正

26 又吉　法尚

27 兼本　光治

28 田仲　康和

29 久高　唯昭

30 伊波　良紀

31 宮城　茂

32 奥田　修

第７５回　２月定例会　一般質問通告割振り一覧

３/１２(火）

３/１３(水）

３/１４(木）

３/１５(金）

３/１８(月）

３/２１(木）

３/１９(火）
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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．市道与那城18号線(平安座地区)の道路整備計画における補償問題等について

２．介護保険について

３．後期高齢者医療制度について

４．国民健康保険問題について

２ 仲本 辰雄

１．施政方針について
(１)P10 コミュニティバスをはじめとする公共交通のあり方について調査･検証する｢うる

ま市公共交通システム導入調査事業を実施します｣とありますが、運行形態、実施時期

及び予算などについて

(２)P18 市内業者を活用しリフォーム工事を行った場合に、商品券を交付する｢住宅リフ

ォーム奨励事業｣を新たに実施しますとありますが、説明会の開催、対象者、対象物件

など関連する事項について

２．闘牛博物館建設について

進捗状況及び建設事業の可能性について

３．戦争遺跡の保存整備等について

平成23年６月議会で、戦争遺跡の保存整備及び活用を問うたが、その後の取り組み及び今
後の展望などについて

４．EV自動車について

改造EV車ビジネスを展開する必要性を度々提言してきたが、その後の取り組みと今後の展

望などについて

５．行政経営マネジメントについて

行政運営から行政経営への改革が必要であるとし、行政経営を導入している自治体が増え

ておりますが、本市における行政経営マネジメントの導入経緯、内容及び今後のスケジュ

ールなどについて

３ 東浜 光雄

１．施政方針について

(１)P17～18 ｢農水産物の生産振興及び販路拡大を図るため、農水産物直売所等複合施設

の整備を推進します｣とありますが、農水産物直売所とは、どのような施設なのか。施

設を整備していく位置は何処なのか。農産物の生産振興、販路拡大を具体的にどのよ

うに図って行くのかについて
(２)P19 風光明媚な自然環境と伝統芸能・文化を生かした｢あやはし海中ロードレース大

会｣や｢うるま市エイサーまつり｣を開催するとともに、現代版組踊｢肝高の阿麻和利｣な

どを基盤とした交流体験事業やリゾートウエディング等を推進し･･･とありますが、具

体的に交流体験事業の推進をどのように推進していくのか

(３)P19 ｢世界遺産勝連城跡の周辺においては、市産品の物産販売等による地域経済の活
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性化を図るとともに、施設機能や観光客の受け入れ体制の強化に取り組みます｣とあり

ますが、具体的に市産品の販売をどのような形で販売し、地域経済の活性化に繋げて

いくのか。また、施設機能や観光客の受け入れ体制の強化について、どのような取り
組みをしていくのか

(４)P26 防災行政について、災害対策の要である｢うるま市地域防災計画｣の全面見直しを

行うとともに、大規模自然災害等に備えるため、島しょ地域や低地帯地域を中心に津

波対策緊急事業を実施します。また、災害時に支援が必要とされる高齢者などの要援

護者については、関係部局が情報を共有し、迅速かつ的確な支援が行える災害時要援

護者支援体制の構築に努めます。とありますが、津波対策緊急事業とはどのようなも
のか。また、災害時要援護者支援体制の構築を具体的にどのように図っていくか

(５)P28 行政改革について、庁舎の跡利用を含めた公共施設等のあり方について、将来に

わたり、持続可能な公共施設等の運営を行うための計画策定を進めます。とあります

が、計画策定はどのような視点を重視して行われているのか

２．津堅島のゴミ問題について
津堅島における持続可能な観光地づくり計画策定事業報告書の中で、津堅島は中部唯一の

離島、ハブの生息していない島、風光明媚な自然環境、島が全体的に平坦であることの優

位性を生かした観光振興が図られる。と報告されていることはご案内のとおりでありま

す。しかしながら、未だに解決されないゴミ問題があり、島の自然環境・生活環境の保

全、景観の保全や観光振興に悪い影響を与えている現状にあります。これまで、住民や市

役所、関係団体、関係者と話し合いをしてきていますが、解決に至らない状況にありま
す。その現状を当局は、どのように認識しているか

４ 松田 久男

１．安心安全な街づくり(防犯カメラ設置)について

(１)市内の防犯カメラ設置状況について
(２)防犯カメラ設置に対する行政の対応について

(３)観光と経済振興(観光客、プロ球団関係者の市内誘客)の為の一括交付金の可能性につ

いて

２．一括交付金による伊波城跡駐車場整備について

うるま市内観光ルート整備の視点から伊波城跡隣接地に駐車場が整備できないか

３．勝連庁舎の跡利用計画について

(１)現在の検討状況はどうなっているか

(２)修学旅行などの体験学習拠点として整備してはどうか

５ 平 正盛

１．市民部関係について

国民健康保険の財政運営等の件について

２．経済部関係について

(１)市の失業率について
(２)民宿の取り組み等について

(３)第６次産業について

３．教育委員会関係について

(１)小規模特認校制度について

(２)廃校の跡利用等について
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(３)給食関係等について

(４)委員会会議の公開について

(５)学校防災施設について

４．企画部関係について

(１)一括交付金の執行状況について（24年度）

(２)沖縄ターミナルの原油流出について

①事故後の経過と施設管理の強化について

②健康管理等について
③協定書等の件について

５．建設部関係について

下水道事業関係について

６ 伊盛 サチ子

１．福祉行政について

(１)安倍内閣が打ち出した生活保護基準の引き下げは、生活保護受給者への生活を直撃す

るばかりではなく、就学援助、介護、国保、保育など各種制度に影響を及ぼすことに

もなりかねません。生活扶助基準の見直しに伴う他制度に生じる影響、制度改正の内

容について
(２)きむたかこどもセンター建設に向けた取り組みとその機能とは。また、施設の管理運

営に対する考え方について

２．環境行政について

うるま市与那城宮城渡武田に計画されている特別管理廃棄物研究開発施設及び中間処理施

設計画の経緯と現状の動向について

３．建設行政について

住宅リフォーム助成制度、その後の進捗状況について

４．基地問題について

(１)嘉手納基地へのＣＶ22オスプレイの配備計画が検討されている。事故の割合が高く、
上空での飛行訓練、騒音等うるま市民も被害をこうむることになる。４月に三連協主

催の住民大会が予定されているが、連携をとり配備計画撤回を求めていく事について

(２)普天間基地の即時閉鎖撤去が県民大会の総意である。沖縄県民の声に耳を傾けず、辺

野古新基地推進をおし進める安倍政権に対する市長の見解について

７ 石川 眞永

１．新旧石川浄水場について

(１)新石川浄水場の供用開始の式典から１年が過ぎましたが、同浄水場内の工事の進捗

状況と同浄水場内に建設予定の多目的スポーツ広場の進捗状況について

(２)40年あまり県内の水需要に対応してきた旧石川浄水場も老朽化が進み、役目も新浄

水場に移り解体作業が進んでいます。旧浄水場の跡地利用について当局の関わり、計
画について

２．選挙について

平成24年12月16日執行の衆議院議員選挙の当市における投票率と投票率向上策について
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８ 佐久田 悟

１．照間地区排水路整備の現状と対応について

２．与那城西原土地改良区より、照間地域への農道及び排水溝の整備について

３．県道37号線照間地域の道路整備について

４．現在、大きな問題となっている｢いじめ｣｢体罰｣、うるま市での現状把握と対策・取り組み

について

５．｢うるま市・教育の日｣の内容、取り組みについて

６．アートプロジェクト第三弾｢暮らしにアートin伊計島｣の開催内容と成果と課題、これから
の開催計画について

７．うるま市における生活保護の現状と課題、取り組みについて

８．うるま市における、認知症の高齢者対策の現状、課題、取り組みについて

９ 中村 正人

１．平成25年度予算について

(１)一括交付金について

(２)待機児童解消策について

(３)磁気探査（民間及び公共）について
(４)地域主権改革一括法及び条例について

２．経済政策について

中城湾新港地区について

(１)雇用、東埠頭の進捗状況について

３．教育環境について

いじめ、体罰について

４．市民健康環境対策について

インフルエンザ(予防接種無料化)について

10 仲程 孝

１. 施政方針について

(１)P２ 地域雇用人材育成事業や失業対策アクションプランの策定、就活サポート「で

あえ～る」について、事業の概要と進捗状況、設置目的について

(２)P11 環境について「地球温暖化対策実行計画(事務事業編)｣「環境基本条例」｢環境基
本計画｣それぞれの課題、進捗状況について

(３)P13 「公園整備プログラム」の策定に向けて、今後の取り組みについて

(４)P21 「地域福祉権利擁護センター」の設置について、事業の概要について

(５)P26 防災行政について｢島しょ地域や低地帯地域を中心に津波対策緊急事業を実施｣と

あるが、事業の概要について
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(６)P29 市税について｢申告支援システムを新たに導入｣とあるが、システムの概要、今後

の事業日程について

２．６次産業推進の取り組みについて

本市における６次産業の現状と課題、効果的な支援策や推進体制について

３．行政主導による環境対策について

公共施設への太陽光発電システムの設置、公用車の電気自動車導入の可能性など、環境に

配慮した、まちづくりの可能性について

４．赤道小学校の教室環境について

校舎の構造上、オープンスペースを挟んでの対面教室のため、音が上部に拡散している状

況にある。今後、何らかの対策を講ずることができないものか

５．農道整備について
平成21年9月21日付け、兼箇段自治会要請の｢農道(里道)アスファルト舗装整備」について

11 比嘉 敦子

１．施政方針について

(１)P13 世界遺産勝連城跡及び周辺地域についての具体的な観光振興について
(２)P21 第４ 誰もが健康で互いに助け合える地域を育てますから「市民が住み慣れた

地域で安心して暮らせるまちづくりを推進します」とありますが、具体的にどのよう

な施策を考えているか

(３)P26 消防行政について

｢市民の生命、身体及び財産の保護を迅速かつ的確に行い、災害に強い組織づくりを推

進します｣とありますが、具体的な説明と組織づくり等について

２．安慶名再開発事業について

(１)総事業費と事業期間について

(２)住宅地区改良事業、住宅市街地総合整備事業、まちづくり交付金事業の現在までの投

入額と進捗率について

(３)まちづくりの方向性の位置づけについて
(４)当初の計画から、６回の事業計画の変更が行われているが、具体的にどこがどのよう

に変わったのか

(５)商業拠点地区の現状と課題など関連する事項について

３．宇堅ビーチについて

(１)整備目的について
(２)市の投入額について

(３)施設内の維持管理について

４．大田の斜面崩壊について

大田577番地、580-1番地、746-1番地の背後の斜面崩壊について

(１)現状の認識について
(２)今後の対応について

５．教育行政について

(１)うるま市具志川運動公園拡充についての要請文が平成21年9月14日に提出されている

が、どのように検討をされているか
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(２)具志川総合体育館や駐車場整備計画について

12 喜屋武 正伸

１．保育行政について

(１)待機児童数について（24年度と比較して）

(２)今年度の待機児童対策について

(３)沖縄振興特別推進交付金を活用して認可外保育施設改修事業ができないか

２．農水産業振興戦略拠点施設事業について

(１)運営形態について

(２)担当職員等の先進地研修について

(３)運営責任者の選定について、予定があるのか

３．教育行政について
(１)高江洲小学校の全面改築後の敷地面積及び教室数について

(２)学校施設にエコ建築資材の活用ができないか

(３)｢教師塾｣の開設について

４．下原地区スポーツ広場整備事業について

(１)概略設計について
(２)幼児・児童の遊具の設置が可能か

５．危険箇所の整備について

市道（高江洲地内）の排水路のフタの設置について

６．街路灯の設置について
県道36号線（高江洲地内）に街路灯の設置ができないか

13 名嘉眞 宜德

１．水道局の漏水対策について

(１)漏水対策について
(２)老朽給水管更新事業について

２．統合庁舎建設について

市民団体からの公開質問に対する回答について

３．石川地区の畜舎からの悪臭の改善について
一括交付金の活用について

４．旧石川浄水場跡地の利活用について

５．ヌーリ川桜まつりについて

(１)市民ボランティアの活動等について
(２)今後の市の対応について

①維持管理への対応

②桜まつりに対する対応
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６．天願川河口周辺の整備について

野鳥の森と一体の新たな名所の整備について

14 喜屋武 力

１．中原幼稚園について

今後、改築予定はあるのか

２．中原小学校裏山について
裏山(ふれあいの丘)の桜について

３．宮里児童公園について

公園用地として長年にわたり、網の被っている土地について

４．道路行政について
高速道路延長について

５．今後の学校運営について

いじめ・体罰問題について

15 徳田 政信

１．施政方針について

主要事業の概要

(１)東海岸開発基本計画について

(２)石川西及び江洲土地区画整理事業について

(３)照間土地区画整理調査事業について
(４)市営住宅使用料の滞納対策について

(５)墓地行政について

(６)公園里親制度について

(７)生涯学習センターについて

(８)農業振興について

(９)観光振興について

16 名嘉山 隆

１．教育行政について

中学校における外部コーチ制度の仕組みと内容について

２．水産業行政について

(１)現在のうるま市の水産業の種類と生産状況について

(２)うるま市名産品等の選定方法について

３．道路行政について

栄野比地内(栄野比124番地～201-2番地)の道路整備について、地権者の同意を得られたか

４．サッカースタジアム誘致について

県の公式サッカー場を含めた複合型スタジアム建設計画の進捗状況について
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17 大屋 政善

１．道路行政(宮城島地内)について

(１)市道29号線、34号線、36号線について

(２)宮城島西側の道路(市道与那城33号線整備について)

２．農業振興について

(１)国・県の農業振興予算の積極的な活用について
(２)農業用貯水池にかかる電気料金の軽減策について

(３)上原土地改良区貯水池から桃原土地改良区への送水管の敷設について

(４)旧宮城中学校西側の湿地帯農地の活用策について

(５)宮城島西原一帯に自生する糸芭蕉の利活用の可能性について

３．観光振興について
(１)あやはし館の駐車場入口の改善について

(２)あやはし館施設の改善について

18 照屋 義正

１．沖縄県が策定した21世紀ビジョンの中で本市が指定を受けた特別地域における国際物流拠
点産業集積地域に関して

(１)現在の進捗状況について

(２)将来の展開について

２．IT津梁パークに関して

(１)アジアOJTセンターの中味について
(２)今後の展開について

３．照間地区土地区画整理計画に関して

(１)位置・規模について

(２)施工主体について

４．生涯学習センターに関して

(１)年度毎の事業内容について

(２)市民が利用しやすい施設について

(３)供用開始時期について

５．大学院大学と関連した産業集積基本計画策定の方針内容について

６．平良川コミュニティセンターの財源内訳と供用開始時期について

７．観光ネットワークモデル事業に関して

(１)事業概要について

(２)民泊等受入体制の組織化の検討について
(３)行政からの支援について

19 高江洲 賢治

１．公園整備について
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(１)江洲第２公園整備事業について

(２)下原地区スポーツ広場整備事業について

(３)うまんちゅ健康文化交流広場整備事業について

２．EMによるまちづくり推進事業について

EMによるまちづくり推進事業の現在の状況について

20 幸地 政和

１．都市計画事業について

(１)東恩納地区土地区画整理事業について

事業の進捗状況等について

２．市道整備について

(１)石川東恩納地区の市道整備について
石川70号線・石川71号線・東恩納21号線舗装整備について

３．交通安全について

(１)県道73号線交通安全対策について

①制限速度の変更について

②信号機の設置について
(２)市道白線標示及び道路標識等について

①横断歩道、区画線及び文字等の白線標示について

②道路標識の案内標識及び警戒標識の設置について

４．施政方針について

(１)｢うるま市の魅力を生かした産業を育てます｣について
①みんなでグッジョブ運動について

②うるま市失業対策アクションプランについて

(２)市民所得向上と失業率の改善について

21 永玉栄 靖

１．施政方針及び実施計画について

(１)P９ 旧小中学校跡利用の件

(２)P９ 東海岸開発基本計画の件

(３)P11 照間地区土地区画整理調査事業の件

昨年の屋慶名地区土地区画整理助成事業の取り組み状況、新年度事業に記載されていな

い件
(４)P12～13 公園事業について

(５)P16 文化財について(昨年の藪地遺跡分布調査の執行状況、今後の計画)

(６)P17 農水産物直売所等複合施設の整備推進の件

(７)P20 雇用人材育成事業(昨年の金型人材養成事業、モノづくり技術者育成事業等の件)

(８)P23 待機児童の解消について

(９)行政改革について
①庁舎の跡利用

②組織機構の見直し等

③合併特例債発行状況について

具志川、石川、勝連、与那城地区別の状況(平成17年度～24年度)資料要求
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２．施設の整備について

(１)県道37号線与那城福地のカーブミラー

(２)与那城多種目球技場の公衆トイレのドア等諸々の件

３．沖縄ターミナルについて

事故タンク以外の15基の浮き屋根に油だまりやにじみの不具合に関連する事項

22 宮里 朝盛

１．学校校舎建築整備計画について

兼原小学校校舎建設計画及び校門入口の通学路整備計画について

２．土地区画整備事業について

安慶名土地区画整理事業について

(１)建物等移転状況について
(２)上下水道、幹線街路について

(３)区画道路の整備について

(４)市街地の再生について

(５)商業拠点の活性化について

３．福祉行政について
福祉団体への公共施設等の貸与の現状と今後のあり方について

(１)障害福祉サービス事業の内容

(２)障害福祉サービス施設の数と入所者数

(３)行政の支援策

23 平良 榮順

１．施政方針について

(１)P17 畜産振興について｢優良子牛生産補助事業｣について

(２)P17 農水産物の生産振興及び販路拡大を図るため｢農水産物直売所等複合施設｣の整備に

ついて

(３)P19 観光振興について｢あやはし海中ロードレース大会｣開催について
(４)P19 物産振興の農商工連携による特産品開発について

(５)P20 労働行政について、｢人材育成及び雇用機会の創出を図り、失業率の改善に努めま

す｣について

２．環境整備について

(１)用水路への豚舎からの汚水流出について
①汚水の流出原因と行政の対応について

②防止策について

(２)天願川旧河川の整備について

①水溜りから大量に発生する蚊の対策について

②昨年の台風16号、17号によると見られる大量の倒木竹の撤去について

３．道路行政について

県道８号線安慶名十字路から与勝向け緑地帯の有効活用について

①緑地帯の管理について

②市民駐車場として活用出来ないか
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24 下門 勝

１．企業育成について

(１)公共工事における前払い金制度及び中間前払い金制度の内容等について

(２)公共工事における工期等について

２．学校給食行政について

(１)嘱託職員(調理員)任用にあたり、調理員に求められることは何ですか
(２)学校給食におけるアレルギー対策等について

①栄養士や調理員の役割について

②学校現場での教職員の対応(対策)等について

(３)嘱託職員の処遇等について

３．教育行政について
就学援助制度の内容等について

４．防災行政について

(１)沖縄県地震・津波想定検討委員会のとりまとめ等について

(２)本市の低地帯及び河川付近の津波、浸水対策等について

５．勝連総合グラウンド整備等について

今後の整備の考え方について

25 金城 勝正

１．サンエー田場食品館前、横断歩道の位置変更に関連する事項について

２．字具志川地内廃電化製品放置及び不法投棄物の処理に関連する事項について

３．水産業新規参入者に対する助成制度に関連する事項について

４．国民健康保険特別会計に関連する事項について

５．施政方針に関連する事項について

(１)第１ 人と自然にやさしい基盤と環境を育てます

①平敷屋・津堅航路に関連する事項について

(２)第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｢小規模特認校制度｣に関連する事項について
②教育研究所に関連する事項について

(３)第３ うるま市の魅力を生かした産業を育てます

①リゾートウエディングなどの推進に関連する事項について

②うるま市観光物産協会を支援することに関連する事項について

26 又吉 法尚

１．学校支援地域コーディネーターについて

(１)うるま市における地域コーディネーターの役割、配置人数について

(２)地域コーディネーターの主な活動内容について

(３)月々の勤務日数、勤務時間と謝礼金について、隣接する沖縄市との比較について
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(４)地域コーディネーターを配置して、一年目の成果と課題、今後のあり方について

２．うるみん商品券の発行事業について
(１)登録店舗数、登録手数料、換金方法について

(２)当初発行予定額、発行金額、未回収発券総額とその対応方について

(３)成果と課題について

３．彩橋小中学校について

(１)小規模特認校制度について
(２)児童・生徒、保護者への事前の説明会について

(３)スクールバスの学校行事等での利用について

４．統合庁舎建設について

(１)ＬＥＤ照明の推奨について

(２)太陽光発電、風力発電の導入について
(３)太陽光発電業者に公共施設の屋根を貸す考えはないか

５．子育て、教育行政について

(１)子どもの発達におけるメディアの影響について

(２)多胎出産（双子・三つ子）育児への支援等について

(３)保護者・児童本人が日本語が全く話せない外国人の子どもの幼・小学校への受け入れ
について

(４)うるま市内全ての小中学校において、人権擁護委員を活用した人権擁護授業の開催に

ついて

(５)うるま市勝連総合グラウンド内の屋外トイレの早急な補修について

６．消防行政について
(１)消防団員の募集、確保について

(２)現消防団員における市職員の入団数、割合について

(３)事業者や大学生、郵政消防団員等今後の推進強化について

７．子ども(乳幼児)医療費助成制度について

(１)中学卒業までの医療費の無料化について
(２)受給方法、自動償還払い制度の開始予定日及び現物給付に向けて今後の可能性、うる

ま市としての想い、考え方について

８．施政方針について

(１)P23 ｢待機児童の解消については法人保育施設の増改築事業を実施し、定数枠を拡大

する｣について
(２)P23 ｢保育については、子を持つ親が夢と喜びを持って子育てができるよう、うるま

市こどもゆめ基金及び沖縄県安心こども基金を活用し、保育サービスの充実に努めま

す｣について

(３)P23 ｢水痘・おたふくかぜワクチン予防接種の全額公費助成を実施します｣について

(４)P23 ｢発達の気になる子、配慮を要する子などについては、専門相談員による巡回指

導を実施し、子どもの成長や保護者支援の充実を図ります｣について
(５)P24 ｢公民館等の公共施設を活用した地域子育て活動支援事業の推進や学童クラブ支

援事業の充実などをとおし、児童の健全育成に努めます｣について

(６)P12 ｢川崎公園整備事業に着手する｣について

(７)P11 ｢野犬・ハブ等については、環境衛生の推進と市民の安全を確保するため、関係

機関と連携し、迅速な対応に努めます｣について
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27 兼本 光治

１．｢第13回あやはし海中ロードレース大会｣について

安全性を確保し、安全で円滑な大会運営をする為に、与那城陸上競技場に新たに北側ゲー

トを設置ができないか

２．消防行政について

消火栓、標識等の管理について

３．県道８号線・県道10号線の街灯設置について

ホワイトビーチ付近から県道８号線・県道10号線与勝中学校前付近までの間に、街灯設置

ができないか

４．安慶名・西原線道路改良工事の新規事業計画の内容について
事業計画の概略について

５．海中道路ライトアップ観光景観形成事業について

ライトアップに伴い、今後どのような事業計画が予定されているか

28 田仲 康和

１．市木(黒木)について

(１)黒木を市木として選定した意図について

(２)剪定講習会の開催等について

２．施政方針について
P16 農業振興について(山城茶の現状認識と今後の振興について）

３．具志川葬祭場渋滞緩和について

道路整備や駐車場の拡張ができないか

４．ふれあい交流事業について
(１)｢ふれあいの翼｣の進捗状況について

(２)仮称｢シニアの船｣交流事業の可能性について

５．｢うるま市一般廃棄物処理基本計画｣後期見直しについて

一般廃棄物減量等推進審議会の進捗状況について

６．地域活性化について

(１)民泊事業の可能性について

(２)ハブクラゲ対策について

29 久高 唯昭

１．うるま市の人口動態について

(１)平成17年合併時のうるま市の人口113,535人の旧２市２町の内訳

(２)人口12万人突破時の旧２市２町の人口について

(３)平成17年より人口12万人突破した時の方が人口減、人口微減又は横ばい、微増の地域

に対しての今後の対応について
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２．うるみん商品券について

第３回目のうるま市商品券が1,500万円予算化されているが、どのような方法で使うのか
(例えば①期間、②１冊いくらなのか、何冊つくるのか。金額、期間も大幅に出来ないか)

３．石川市民の森について

平成22年２月議会において観光の目玉となり得る特色ある公園に、と一般質問をしました

が、確か当局は諸々の角度から検討したいというご答弁だったと思います。そこで再び質

問をします。今、当局にとってとても使いやすい一括交付金があります。そのことを念頭
に入れて頂き、よいご答弁を聞きたい。当局の検討について

４．自然エネルギー太陽光発電について

平成23年３月11日福島第一原発事故を受けて、今再生可能な自然エネルギー、特に太陽光

発電が注目を浴びている。他自治体で取り組んでいるところも多々あるが、当局はこの太

陽光発電に対して、どのように考えているのか

30 伊波 良紀

１．いじめや体罰について

本市の小中学校で過去５年間のいじめ・体罰について

(１)件数
(２)主な内容

(３)学校でどの様に対応したのか

(４)今後の対策について

２．児童福祉について

待機児童について
(１)過去５年間の入園数について(今後の目標)

(２)他市が行っている認証について

３．公共交通について

本年度の事業内容と計画について

４．防災行政について

学校区単位、地域ごとの避難計画について

31 宮城 茂

１．道路行政について
(１)国道329号から市道石川30号線を繋ぐ道路幅員整備について

(２)同道路周辺の防犯灯の設置について

２．労働行政について

国勢調査による2010年度の県内市町村別の失業率について、うるま市は最も高い位置にあ

る。今後の失業率の改善について

３．学校防災施設の整備について

(１)本市の緊急時の避難所に指定されている学校は何校か

(２)本市の学校に①備蓄倉庫②自家発電設備③貯水槽・浄化装置等の設置などがあるか
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32 奥田 修

１．施政方針について

(１)平安座老人福祉センター跡地活用と今後の取り組みについて

(２)石油タンク事故防止の取り組みについて

健康被害及び再発防止等の対応策に関わる企業報告について

(３)合併から９年目を迎えることについて

合併特例債活用の有効期限と執行状況、発行予定額と今後の取り組みについて
(４)基本目標第１．｢学校跡地、跡施設利用基本方針｣の内容と今後の取り組みについて

(５)基本目標第２．彩橋小中学校について

①特色ある学校づくりのこれまでの取り組みと今後の取り組みについて

②｢小規模特認校制度｣導入の目的と応募状況について伺う

(６)基本目標第３．海中道路を中心に本市ならではの観光基盤の構築と取り組みについて、

どのような事業が展開されるか
(７)基本目標第４．母子家庭生活支援モデル事業導入に向けての取り組みについて

(８)基本目標第５．防災行政について

島しょ地域の津波対策事業と災害時要援護者支援体制の構築の具体的な取り組みについ

て

２．実施計画について
(１)市道与那城18号線道路整備事業について

①平成25年度の計画より削除されている理由の説明と今後の取り扱いについて

②平安座8207番地付近の冠水対策について(排水路の機能調査と対策工事)

(２)浜区市道勝連６－４号線新規道路整備について

①事業採択に至らなかった理由の説明と今後の取り扱いについて

②必要性について




