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13 佐久田　悟

14 平　正盛

15 仲程　孝

16 又吉　法尚

17 大屋　政善

18 宮里　朝盛

19 幸地　政和

20 永玉栄　靖

21 宮城　茂

22 兼本　光治

23 高江洲　賢治

24 名嘉山　隆

25 喜屋武　力

26 田仲　康和

27 平良　榮順

28 照屋　義正

29 中村　正人

30 德田　政信
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３/１４(金）

３/１７(月）
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質 問 事 項

1 田中 直次
１. うるま市合併から１０年目を迎え、合併９年間の諸問題について

２. 合併後の地域づくりのために必要なこと

３. 「合併の効果」について

４. 行政運営の効率化について

５. 財政運営の効率化について

６. 境界の変更による利便性について

７. 公共施設の適正配置について

８. 広域関連施設について

２ 仲本 辰雄

１．消防団員の処遇改善及び装備等の充実について

２．与勝地域の給食センター統合について

３．空き家対策条例の制定について

４. 市税等の納期について

５. ＥＶ自動車産業の育成について

６. コミュニティバス等の運行形態について

３ 東浜 光雄
１. （仮称）勝連半島南岸道路（与勝一周道路）の整備について

勝連半島南岸道路（与勝一周道路）の整備は、本市の観光振興による地域活性化、防災機

能の確保の観点から与勝地域の多くの市民が長年にわたり切望し、これまで多くの議員が

一般質問に取り上げてきたところでありますが、現在の取組状況はどのようになっている

のかお伺い致します

２. 勝連城跡周辺文化観光拠点施設整備事業について

勝連城跡周辺文化観光拠点施設整備事業は、勝連城跡一帯をうるま市の文化・観光の拠点

として位置づけ、文化・観光の振興を通して地域活性化に資する複合的な機能を集約させ

たエリアの創出を目指すとともに、創造性に満ちた施策の展開による勝連城跡の活用を図

るため、基本計画の策定を行うことを目的に事業の取組が行われていますが、現在どのよ

うな取り組み状況になっているのかお伺い致します

３. うるま発！冬季観光誘客促進イベント創出事業について

冬季観光誘客促進イベント創出事業などの観光イベントを開催し、観光客の拡大を図りま

すとありますが、その事業の具体的な内容についてお伺い致します

（施政方針の中の３・主要事業概要 １５Ｐ）



- 2 -

４. 地域おこし協力隊・観光プロデューサー派遣事業について

うるま市観光物産協会へ地域おこし協力隊や観光プロデューサー派遣事業による専門家を

派遣することにより、本市のさらなる観光物産振興の強化を図りますとありますが、その
事業の具体的な内容についてお伺い致します。

（施政方針の中の３・主要事業概要 １５Ｐ）

５. 障がい者就労支援事業について

就労支援事業所で働く障がい者の工賃向上を図っていくため、障がい者就労支援事業を実

施しますとありますが、その事業の具体的な内容についてお伺い致します。
（施政方針の中の３・主要事業概要 １６Ｐ）

４ 伊盛 サチ子

１. 消費税について

４月から消費税が８％に引き上げられる。県民所得が全国一低い沖縄県であり、消費税の

負担は市民生活や地域経済にも深刻な影響を与えることが懸念されます。そこで伺いま
す。

（１）８％の消費税増税の市民負担は全体でいくらになりますか

（２）標準世帯の負担額はどのようになりますか

（３）地域経済に与える影響について

２. 国民健康保険の広域化について
政府は市町村が運営する国民健康保険について全年齢を対象に期限を決めて全国一律で都

道府県単位に広域化する方針を明らかにしています。国民健康保険の広域化とはどのよう

なものですか。また、メリット・デメリットについて伺います。

３. 統合庁舎建設関連について

石川・与那城・勝連庁舎での支所機能を残した窓口設置について

４. 福祉行政について

無料低額診療制度の適用をうけた患者に対する市独自の薬代の助成について

５. 施政方針より

（１）（仮称）勝連半島南岸道路整備事業について（８Ｐ）
（２）住宅リフォーム支援商品券発行事業の太陽光発電システム設置を助成対象として拡

充することについて（１４Ｐ）

（３）認可外保育施設の指導監督基準達成に向けた事業の支援について（１８Ｐ）

５ 島袋 行正

１. 農道据え付けの排水安全対策について
南原小学校前から南風原ふれあいパークまでの排水路安全対策実施について伺う

２. 信号機設置について

居食屋ふくろう前の横断歩道に信号機を設置することができないか伺う

３. 施政方針について
（１）「行ってよかった日本の城」９位に入っている勝連城跡の今後の整備について

伺う

（２）防犯灯の設置拡充と既設防犯灯のＬＥＤ化の支援実施の方法について伺う

４. 成人式について
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成人式の開催についての考え方を伺う

６ 下門 勝
１. 教育福祉行政（学習支援等）について

（１）要保護・準要保護世帯への学習支援策について伺う

（２）生活困窮者自立促進支援モデル事業について伺う

（３）母子家庭生活支援モデル事業について伺う

２. 公共施設等あり方検討委員会について
進捗状況を伺う

３. 消費税増税について

市政等への影響と対応・対策について伺う

７ 松田 久男
１．宮森小学校及び周辺住民の津波対策について

（１）文部科学省の方針が出たが、今後の計画について

①高台移転について

②高層化校舎について

③周辺住民の避難計画について

２．市民からの要請、要望の処理について

（１）石川西地区マックスバリュー周辺の街灯がいまだに点灯できない理由は何か

（２）市民からの要請・要望の処理の流れはどうなっているか

①口頭での要請の場合

②文書での要請の場合

（３）窓口やメールを通しての要請・要望の処理の流れについて

８ 比嘉 敦子

１．防災避難道路の整備について

進捗状況と川原団地について

２．交通安全対策について
（１）県道２２４号線Ｂｉｇ後方信号に右折帯の設置が出来ないか

（２）新しく開通した伊計平良川線(与那城保育所近く)の道路案内表示について

（３）与勝中学校交差点信号の変更について

３．乳幼児のインフルエンザ助成について

４．ブックスタート事業について

５．ＤＶ被害者支援について

６．学校図書館の管理運営とオンライン化について

９ 石川 眞永

１．農業問題について

（１）本市の今期サトウキビ生産量と対前年比を伺います

（２）年次的な増産計画を伺う
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２．道路行政について

市道石川６８号線の拡幅整備について伺う

３．環境問題について

石川東山処分場跡の産業廃棄物の処理について伺う

１０ 金城 勝正

１. 具志川小学校防球ネット設置事業に関連する事項について

２．うるま市建設工事表彰制度に関連する事項について

３．うるま市内港湾整備に関連する事項について

（１）平安座南港整備及び維持管理に関連する事項について

（２）一般港湾と漁港の同居する現状の改善と漁港機能の充実・強化について

４．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連する事項について

（１）サンライズぐしかわ基本構想に関連する事項について

（２）同おきなわ健康長寿研究開発センターの整理に関連する事項について

１１ 喜屋武 正伸

１．教育行政について
高江洲小学校校舎増改築事業の今後のスケジュールについて伺う

２．防災行政について

（１）津波避難における海抜表示について伺う

①表示の色の案内と市内の表示箇所について

②海抜の根拠について
③表示箇所が近距離で海抜の差があるのはなぜか

（２）防災倉庫等整備事業について

３．防犯行政について

（１）うるま市防犯灯設置補助事業について

（２）高江洲小学校横の防犯灯設置について

４．農業行政について

農業用排水路の改善について

５．危険箇所の整備について

（１）川田区内排水路のふたのない箇所の整備について
（２）県道２２４号歩道のヒビ割れ箇所の整備について

６．都市計画行政について

下原スポーツ広場整備事業の進捗状況について

１２ 名嘉眞 宜德
１．赤野区の公園整備について

（１）区からの要請について

（２）実施計画への組み入れについて

２．天願川下流の整備について
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（１）観光拠点として整備できないか伺う（野鳥の森との一体化・ウォーキングコース・

植栽等）

（２）護岸整備（県事業）について

３．生涯学習センター建設について

（１）進捗状況を伺う

（２）常設展示場の確保について

４．昆布地区道路整備事業について
（１）事業が遂行できなかった理由を伺う

（２）遂行に当たっての昆布区との連携について伺う

（３）地権者の承諾を取りまとめる作業について（昆布区・地権者主体）

５．待機児童の解消について

（１）認可保育施設の増改築事業について
（２）小規模保育事業について

（３）認可外保育施設の指導監督基準達成に向けた事業について

６．合併特例債の活用について

（１）これまでの合併特例債の活用実績を伺う

（２）特例債活用の５カ年延長後の活用計画について

１３ 佐久田 悟

１．読書推進まちづくりへ向けた市の図書館事業や、学校図書館機能の充実へ向けた取り組み

課題について

２．市内幼稚園、小学校、中学校においての救急時の対応と食物アレルギーの児童・生徒に関
する危機管理と取り組みについて

３．市の｢健康うるま２１｣の健康増進に向けた取り組みと課題について

４．教育委員会の機能と位置づけについて

５．うるま市照間地区のまちづくり計画について

１４ 平 正盛

１．福祉関係について

｢生活保護世帯への子どもの支援対策」について

２．教育関係について

（１）子どもの｢貧困｣と｢子ども条例」について

（２）｢無料の学習塾｣と｢学力テスト対策等｣について

（３）｢海の文化資料館｣及び｢石川歴史民俗資料館｣について

３．企画関係について
（１）｢廃校後の跡地利用｣について

（２）｢安慶名土地区画整理事業｣について

（３）｢旧具志川市中央公民館・復帰記念会館跡の跡地利用計画｣について

（４）｢市民参加条例｣と｢定住促進奨励金｣等について

（５）｢施政方針｣について
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①基地問題について

②合併特例債・一括交付金について

１５ 仲程 孝

１．赤道小学校の教室環境について

教室からの音漏れ対策として、これまでの議会において引き戸を設置するとの答弁を受け

ているが、事業の進捗状況について伺う

２．特産品の販路開拓について
特産品等開発販路開拓支援事業としてビジネスマッチングイベント等を開催しているが、

イベントにおける成果と今後の課題、目標等について伺う

３．要保護世帯における児童の無料学習支援について

他市において、保護者・本人による入塾希望者に対して、毎日の学習支援を行う事業が展

開されている地域があるが、本市での実施の可能性について伺う

４．職員（臨時・非常勤等）の待遇改善について

臨時・非常勤等職員の給与等の現状と他市との比較を伺う

５．市道１０７号線（兼箇段地域）への排水溝新設について

平成２４年１０月１７日付、兼箇段自治会要請の「市道１０７号線排水溝新設」について
の対応を伺う

６．ペーパーレス化の推進について

平成１８年３月に行政内部事務のペーパーレス化推進要領を作成しているが、推進計画に

伴う成果と今後の更なる取組みについて伺う

１６ 又吉 法尚

１．保育行政について

（１）平成２６年度保育所入所が確定した現在の待機児童数について伺う

（２）入所できる家庭の条件をすべて満たしても入所出来なかった保護者への対応につい

て伺う

（３）認可保育園、ハッピーネス保育園仮設園舎の跡利用について伺う
（４）創作館施設を利用した分園型保育、第二園型保育の可能性について伺う

（５）いちゅい具志川じんぶん館施設を利用した分園型保育、第二園型保育の可能性につ

いて伺う

２．準要保護児童生徒就学援助制度について

（１）要保護児童と準要保護児童の違い、又、準要保護児童の対象となる明確な基準を伺
う

（２）給付対象となる支給費目を伺う

（３）過去３年間に於けるうるま市準要保護児童・生徒数（小学校・中学校）、世帯数、

総支給額の合計をそれぞれ伺います。又、平成２５年度に於いて一世帯で最も支給額

の多かった家庭の金額も合わせて伺います

（４）ランドセル、学習机、学生服（中学生）入学式服（小学生）のリサイクルシステム
制度の確立について伺う

（５）申請者の認定基準の審査について伺う

３．花卉による街興しについて

（１）仮称「うるま○○祭り」の開催について伺う



- 7 -

（２）安慶名中央公園（安慶名城跡公園）を利用した花祭りの開催について伺う

（３）安慶名十字路から、うるま市本庁舎までの街路樹、市街並木を利用した花いっぱい

運動の実施について伺う

４．公園整備について

（１）中部病院駐車場横、宮里２０７－１番地、通称三角公園の整備について伺う

（２）公園に隣接する側溝蓋の早急な取替えについて伺う

５．道路整備について
上平良川公民館前の県道３６号線では、一部工事がストップしているが、早急な道路整備

について伺う

６．施政方針について

（１）Ｐ４「私の米軍基地に対する考え方は、新たな基地機能の強化には基本的に反対の

立場であり、今後も移設問題にかかわる動向に注視し、市民の安全安心な生活環境を
守る立場から基地問題への対応を図ってまいります。」について伺う

（２）Ｐ１２「不登校や教育上の悩みを抱える児童生徒、保護者、教師の相談に応じ、課

題解決に向け学校、家庭と連携した支援を行います。」について伺う

（３）Ｐ１５「本庁舎内に設置している「ふるさとハローワーク」では、求人情報オンラ

インシステムを新たに導入するほか、就活サポート「であえーる」などの推進によ

り、求職者と企業のマッチングを支援します。」について伺う
（４）Ｐ１８「待機児童の解消については、新たな認可保育施設や小規模保育事業の設置

に向け取り組むとともに、認可保育施設の増改築事業や、定員見直し等により、定数

枠の拡大を図ります。」について伺う

（５）Ｐ１８「認可外保育施設については、指導監督基準達成に向けた事業の支援を行い

ます。」について伺う

（６）Ｐ２１「地域の安全確保のため、防犯灯の設置拡充と既設防犯灯のＬＥＤ化を支援
します。」について伺う

（７）Ｐ２２「基地対策については、米軍航空機騒音測定を引き続き実施するとともに、

データ蓄積をもとに、その実態把握と公表に努めることで、市民の安全安心な生活

環境の確保に取り組みます。」について伺う

（８）Ｐ２２「庁舎の跡地利用を含めた公共施設等のあり方については、「公共施設等マ

ネジメント計画」に基づき、市民サービスのさらなる向上を目指し、将来にわたって
持続可能な公共施設等の管理・運営を行います。」について伺う

１７ 大屋 政善

１．観光振興について

観光資源としての宮城島の「ぬちまーす」工場の評価及び、同工場の出入口となっている

道路の拡張等について

２．地域振興計画について

宮城・伊計辺地に係る総合整備事業の概要と、地元自治会の要望する事業の追加等につい

て

３．公共工事(土木建築)の業者指名のあり方等について
うるま市の公共工事(土木建築)に関する指名業者の格付けの状況と業者指名のあり方及び

うるま市独自の入札資格条件の内容等について(特に解体工事関係)

１８ 宮里 朝盛

うるま市実施計画（平成25年度）～（平成27年度）と（平成26年度）～（平成28年度）
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１. 基本目標１「人と自然にやさしい基盤と環境を育てます」

地域特性に応じた活力のある計画的なまちづくりの推進で完了した事業の成果と主な新規

事業について伺う

２. 基本目標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」

豊かな感性を育む芸術文化の振興と文化財の保護、活用の推進で完了した事業の成果と主

な新規事業について伺う

３. 基本目標３「うるま市の魅力を生かした産業を育てます」
歴史と自然を生かした「見る」「触れる」「感じる」観光振興事業で完了した事業の成果

と主な新規事業について伺う

４. 基本目標４「誰もが健康で互いに助け合える地域を育てます」

未来を担う子どもたちのための子育て支援の推進で事業完了した事業の成果と主な新規事

業について伺う

５. 基本目標５「市民とともに考え、築き上げるまちを育てます」

地域コミュニティーの充実・強化で事業完了した事業の成果と主な新規事業について伺う

１９ 幸地 政和

１．福祉行政について
臨時福祉給付金制度について

（１）給付措置の具体的内容について

（２）支給時期について

２．健康保健行政について

こども医療助成制度について
（１）こども医療助成制度の現状について

（２）こども医療通院助成対象者の拡充について

３．教育行政について

（１）就学援助制度について

①要保護について
②準要保護について

（２）学校施設の耐震改修について

①学校施設の耐震診断について

②学校施設の耐震改修方針について

４．農業行政について
肉用牛生産拡大強化事業について

（１）肉用牛生産拡大強化事業の目的及び内容等について

（２）優良遺伝繁殖牛の保留について

２０ 永玉栄 靖

１．東海岸開発基本計画について
（１）藪地洞穴遺跡、ジャネーガマ等の文化財指定について

９件の埋蔵文化財の表面調査や試掘調査状況と教育委員会と市の取り組みはどのよう

な進展をみせているか

（２）市道１７号線の整備について

筆界未定地(５ブロック)の確認作業の事業の進捗状況、実施計画、予算に関連する事
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項について

（３）屋慶名地区、照間地区の土地区画整理事業に向けての取り組み状況と今後の計画実

施

２．市道与那城９９号線整備について

土地建物の査定、用地・建物の買上時期、移転補償、分筆登記、予算、今後の事業実施計

画予算措置等を伺う

３．江洲第２公園について
（１）市実施計画に江洲第２公園整備事業の業務委託料が予算措置なされていますが、継

続事業ですか

（２）３年間の実施計画予算に関連する事項について

４．うるま市の財産について

（１）地上権に関連する事項について（契約、地上権設定、極度額、根抵当権等）
（２）決算書の財産に関する調書、普通財産(土地)の地上権について

２１ 宮城 茂

１．校舎の老朽化対策について

文部科学省は古くなった公立小中学校の校舎を全面的に建て替えるのではなく、部分的な

改修により耐久性を高めるよう地方自治体に促すことを決めているが、本市は今後どのよ
うに対応していくか伺う

２．子ども(小・中学生)の犯罪被害防止対策について

（１）本市の通学路、公園等の危険度調査について伺う

（２）児童生徒たちの危険回避能力を高めることが不可欠だと思うが本市の学校、教育委

員会の取り組み等について伺う

３．福祉行政について

本市の孤立死防止対策の取り組みについて伺う

４．就学援助について

（１）本市の就学援助の受給者数、受給率、実績額について伺う
（２）本市の｢就学援助制度｣の周知について伺う

５．消防救急デジタル無線整備事業及び沖縄県消防共同指令センター整備事業について

（１）同事業に参加することによる本市のメリットについて伺う

（２）同事業への本市の負担金について伺う

２２ 兼本 光治

１．防災行政について

防災道路の進捗状況について

２．うるま市合併前の歴代市町村長、議長、教育長の功績について（写真掲載等）

３．海の駅あやはし館について

管理状況について

４．島しょ地域の振興について

平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計島に路線バス・コミュニティバス等の停留所が設置で
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きないか

５．屋慶名地先の悪臭問題について
（１）現在の悪臭に対する対策状況について

（２）悪臭に対する事業成果について

（３）今後の対策について

２３ 高江洲 賢治

１．排水路整備について
（１）うるまシティプラザ裏側の排水路のふた設置について

（２）県道８５号線メイクマン十字路から前原向け擁壁の地滑り補修と側溝補修について

２．防犯灯設置について

うるま市防犯灯設置事業について

３．公園整備について

（１）うまんちゅ健康文化交流広場整備事業について

（２）江洲第２公園整備について

２４ 名嘉山 隆

１．河川行政について
天願川河川整備の進捗状況と今後の計画

２．道路行政について

川崎ルーシー河線市道２０２号線の整備の進捗状況と今後の計画について伺う

３．スポーツ推進行政について
後期基本計画へスポーツコンベンションの推進を導入した経緯について伺う

２５ 喜屋武 力

１．公園整備事業について

（１）江洲城公園整備事業の進捗状況について伺う

２．高江洲小中学校区の地域防災避難道路について

（１）その後、避難訓練で使用されたか

（２）地域や学校には避難道路としての説明は行ったのか（看板、手摺等の設置）

３．事務委託者会議（自治会長会）について

（１）自治会長会の中で行政側との意見のやりとりの際、その場で答弁や回答が聞けない
ものか

（２）常勤、非常勤及び区民が最多・最小の自治会長への対応について

４．うるま市景観条例について

（１）県道７５号線の高さ制限について

（２）安慶名再開発地区の歩道について

５．教育行政について

習熟度別教育の内容と結果について

６．公共工事発注事業について
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入札後、契約業者との工期の内容について

２６ 田仲 康和
１．防災避難道路の整備について

２．市道ボランティアの活動について

３．浄化センター再生水の利用について

４．教育行政について

（１）移動図書館の整備について

（２）地域との連携について

５．「さんしんの日」について

６．中城湾港新港地区について

（１）白線のライン引きについて

（２）防犯カメラの設置について

（３）ＩＴ津梁パーク地区の防犯灯の設置について

２７ 平良 榮順
１. 嘉手納飛行場周辺騒音対策事業について

嘉手納飛行場周辺における住宅防音工事について

（１）騒音被害者数について伺います

（２）住宅防音工事助成事業拡大について伺います

（３）第一種区域等の見直しについて伺います

２．飛行場周辺における環境整備の在り方に関する懇談会の提言について

（１）家庭用太陽光発電システム設置助成事業について伺います

（２）該当者等について伺います

（３）今後の対応策について伺います

３．施政方針について
（１）うるま市失業対策アクションプランの推進について伺います

（２）若年者雇用対策について伺います

（３）実践型地域雇用創造事業について伺います

２８ 照屋 義正

１．国の情報バンクのクラウドセンターについて
（１）趣旨及び規模内容について

（２）完成年度について

（３）波及効果について

２．優秀建設工事表彰の推進について

（１）目的及び内容について
（２）今年度の表彰工事件数

（３）国・県及び市の発注入札等の影響について

３．認可保育園｢ハッピーネス保育園｣仮設園舎の譲り受けについて

（１）当保育所の改築等工事等の事業内容について
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（２）譲り受けて、中央公民館跡地と併せて(仮称)青少年センターとして活用することに

ついて

４．友好都市である盛岡市と本市職員の交流について

（１）現在行われている児童生徒の交流等について

（２）両市職員の交換交流事業の推進について

５．ヌーリー川桜まつりについて

（１）管理主体及び支援ボランティア団体について
（２）桜まつり主会場前の河川の浚渫について

（３）河川管理道路の拡張及び河川側護岸の嵩上げについて

（４）市民への事前周知について

６．比嘉区のブートゥイイシについて

（１）歴史的価値について
（２）そのまま放置することによる道路管理上の問題について

（３）移設して歴史認識を高める対応について

７．民泊事業の推進について

（１）市及び観光物産協会における取り組みの促進について

（２）各自治会の受け入れ世帯数について

２９ 中村 正人

１．県立中部病院について

（１）市町村別入院患者数

（２）市町村別産婦人科利用者数（出産）

（３）市町村別救急搬送数

２．東海岸地域振興連携等について

（１）沖縄市、うるま市、金武町、宜野座村、名護市との東海岸連携及び振興事業につい

て

（２）医療、観光、スポーツコンベンション企業等の連携について

３．うるま市学力対策について

中学生の学力の内容について

４．雇用環境について

所得の向上について（目標設定の内容について）

３０ 德田 政信

１．施政方針より

（１）東海岸開発基本計画について

①市道与那城17号線道路整備事業について

②事業実施にむけた今後の計画について

③筆界未定調査の進捗状況について

（２）勝連半島南岸道路整備事業について

①事業の実現性について

②市の今後の取り組みについて

（３）農水産業振興戦略拠点施設整備事業について
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①事業の進捗状況について

②運営方法について

③市内各漁協の協力体制について
④実施設計について

２．所有者不明の土地調査について

（１）事業概要について

（２）市の対象筆数について

（３）調査対象地の現状について

３．中城湾埋立地内での夜間暴走行為取り締まりについて

４．道路行政について

豊原地内市道１１８号線拡張について




