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１．市政運営の基本姿勢と昨年の振り返り 

本日、第１２１回うるま市議会定例会が開催されるにあたり、平成３０年

度予算案をはじめとする各議案の説明に先立ちまして、私の市政運営に対す

る所信と主要事業の概要を申し上げます。 

 

昨年４月の市長選挙では、これまで進めてきた市政運営が評価され、今後

の市の発展に期待して付託されたと受け止めており、これまで以上に各施策

に全力で取り組み、市民の皆さまの信頼と期待に応えなければならないと決

意を新たにしたところであります。 

 

３期目の市政運営につきましても「うるま市はひとつ・市民協働のまちづ

くり」をスローガンに、本市の将来像である「愛してます 住みよいまち う

るま」の実現のため引き続き３つの基本目標に取り組んでまいります。 

 

１つ目の目標である「経済の活性化と失業率の改善」については、「産業

振興計画」「観光振興ビジョン」「農業振興ビジョン」に基づき、商工業、観

光業及び農業分野の経済振興策に取り組むとともに、新たに水産業の振興に

向けて「水産業振興計画」を策定し、地域経済の活性化を図っているところ

であります。 
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また、さらなる産業基盤の形成を図るため、企業立地の今後の可能性を含

めた市内の産業基盤の在り方について検討するとともに、石川インターチェ

ンジ及び石川多目的ドーム周辺地域における新たな地域経済の活性化につ

いて取り組んでまいります。 

 

本市の完全失業率は平成２２年の１８．２％から、平成２７年は７．５％

へと１０％以上の大幅に改善されましたが、平成２９年度も約 1千人を超え

る新規就業者を見込んでおり、引き続き「失業率の改善」については、これ

までの事業を継続し、「働く場の確保」、「ミスマッチの解消」、「就業意欲の

向上」の観点から取り組んでまいります。 

 

２つ目の目標である「教育・子育て支援の拡大」については、学校施設整

備事業として、勝連小学校増改築事業を進めており、今年５月頃の完成を予

定しております。 

また、赤道小学校、宮森小学校の実施設計業務に取り組み、子どもたちの

安全を確保するため、校舎等の整備事業にも取り組んでいるところでありま

す。 

 

子育て支援については、待機児童解消のため保育施設や小規模保育事業所

の新たな整備に取り組み、子ども子育て制度の改正のあった平成２７年４月
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から９０７名の定員確保を行ってまいりました。 

さらに、県内では初となる石川中学校の空き教室を利用した「小規模保育

事業所」の開所に向けて取り組んでおります。 

 

また、保育士確保については、国や県の制度を活用した家賃補助事業等の

ほか、ハローワーク沖縄と連携した合同求人説明会の開催や市独自の潜在保

育士向けの補助事業を実施し、安定的な確保に努めております。 

 

放課後の児童の居場所については、本市で初めてとなる学校施設に隣接し

た南原学童クラブを開所したほか、新たに公設学童クラブ３カ所の開所に向

けて取り組んでおります。 

 

さらに、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、認可外保育所の保育

料の助成や中学 1 年生の入学用品準備金の前倒し支給に取り組むとともに、

こども医療費助成の対象年齢を中学校卒業まで拡大しました。 

 

３つ目の目標である「地元企業育成と誘致、そして地産地消」については、

地元企業の育成として公共事業の優先発注及び受注機会の拡大に努めると

ともに、商工会等と連携し、新規創業者の支援や商品開発プロモーションな

どに取り組んでまいりました。 
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企業誘致については、中城湾港新港地区の国際物流拠点産業集積地域を中

心に２３０社以上が立地し、雇用者総数も６，０００人を超えております。

今後は、中城湾港新港地区の東埠頭の整備などで、港湾及び物流の機能強化

が図られるものと考えております。 

 

さらには、同地区内に琉球海運株式会社による県内最大級の物流センター

の整備が始まるなど企業の立地が相次いでおり、本市の経済への波及効果は

大きいものと期待しているところであります。 

 

地産地消については、農水産業従事者の所得向上や販路拡大、６次産業化

の推進等を図るうるま市の成長のエンジンとして農水産業振興戦略拠点施

設「うるマルシェ」がオープンいたします。「食」を通じてうるま市を元気

にする施設として、多くの市民の皆さまに愛され、ご利用いただけるよう取

り組んでまいります。 

 

さて、昨年は多くの児童生徒が文化・スポーツ面で活躍し、私たちに明る

い話題を提供してくれた年でもありました。 

 

英語読み上げ算競技で優秀な成績を収めた新崎一帆さん、暗算検定試験で

優秀な成績を収めた嘉陽司英菜さん、全国大会で最高賞を受賞した高江洲小
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学校マーチングバンド部、そして最近では第３回全国小学生壁新聞コンテス

トで最優秀賞に輝いた銘苅果子さんに「青少年特別賞」を授与し、その活躍

を称えました。 

 

プロ野球では、本市出身の東浜巨選手がパ・リーグで最多勝を獲得する快

挙を成し遂げ、市民をはじめ、県民や子どもたちに大きな感動を与えました。 

 

国内外の情勢に目を向けますと、アジア情勢において、北朝鮮による核・

ミサイル開発等の脅威が継続しておりますが、国内においては、景気が緩や

かな回復基調で推移し、景気拡大が戦後２番目の長さとなりました。 

また、第４次安倍内閣が発足し、デフレ脱却を目指した生産性革命と、一

億総活躍社会の実現に向け、地方創生など様々な課題への取り組みに強く期

待をしているところであります。 

 

県内においては、米軍機による東村高江への不時着炎上や普天間第二小学

校への窓枠落下に続き、今年１月の伊計島へのＵＨ－１Ｙヘリコプター不時

着、そして先日にはＭＶ２２オスプレイから落下した機体の一部が伊計島の

ビーチに漂着するなど、同様の事故が繰り返し起きたことに大変強い憤りを

感じております。 

市議会とともに日本政府をはじめ関係機関に強く抗議し、この様な事態が
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二度と発生しないよう適切な対応を求めてまいります。 

 

一方、本県のリーディング産業である観光面においては、入域観光客数が

９３９万６，２００人となり５年連続で過去最高を更新し、ハワイを約１万

３千人上回り、世界水準のリゾート地の形成に向け着実に進んでおります。 

 

県では、２０２１年度に向けた観光目標について、那覇空港、那覇港整備

の進捗に伴い、受け入れ人数の増加見込やクルーズ船寄港の拡充実績などを

踏まえて入域観光客数を１，０００万人から１，２００万人へ、観光収入を

１兆円から１兆１千億円に上方修正しました。 

本市においても観光産業の好調な状況を踏まえ、引き続き伝統文化・歴

史・自然環境を活かした観光誘客の取り組みを強化してまいります。 

 

市内においては、昨年４月に生涯学習・文化振興センター「ゆらてく」が

オープンしました。本市の新たな学びや文化振興の拠点として多くの市民が

利用しやすいよう情報発信をしてまいります。 

 

 また、学力向上や不登校問題など学校の諸課題に対応するため、学校と保

護者・地域のみなさまが力を合わせて学校の運営に取り組む「市民協働学校

（コミュニティ・スクール）」のモデル校を５校に導入しました。学校の組
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織力と地域の教育力を連携・融合させ、地域とともにある学校をつくってい

くため、２０２０年度を目標に全校導入に向けて取り組んでまいります。 

 

 ７月には岩手県盛岡市との友好都市提携５周年を迎え、記念式典や記念

イベントが同月に盛岡市、１１月には本市で開催され、様々な交流を通し

て両市の友好の絆を深めました。 

 

２．平成３０年度の予算規模 

次に、予算の概要についてご説明いたします。 

平成３０年度の予算編成については、「第２次うるま市総合計画・前期基

本計画」及び「第１４回実施計画」等を踏まえ、各施策の目標達成に取り組

むとともに、「第３次行政改革大綱」に基づき行財政改革の実施に努め、限

られた財源を効果的に活用するべく枠配分方式を基本に予算編成を行って

おります。 

 

その結果、本年度の一般会計予算は、５４４億７，３３９万９千円となり、

前年度に比べ約３．６％の増となっています。 

また、特別会計予算などを含めた総予算額は、８６５億２，４６１万円に

なります。 

なお、本市の一括交付金配分額は、１２億２，６００万円となっており、
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引き続き、同交付金を活用した各種事業に取り組んでまいります。 

 

参考 

(1)特別会計予算の内訳 

国民健康保険特別会計     １５７億９，０８３万５千円 

公共下水道事業特別会計     ２３億６，０８５万２千円 

介護保険特別会計        ９４億４，８５８万３千円 

後期高齢者医療特別会計         １０億９１８万円 

農業集落排水事業特別会計       ２，６８４万７千円 

(2)公営企業会計 

水道事業会計          ３４億１，４９１万４千円 

 

３．主要事業の概要 

次に、平成３０年度主要事業の概要について、今後のまちづくりの指針と

なる「第２次うるま市総合計画」に掲げる６つの基本目標に沿って説明いた

します。 

 

（１）「みんなで支えあう健やかなまちづくり」 

地域福祉については、「第三次うるま市地域福祉計画」に基づき、市民が

様々な困難や悩みに対して必要な支援が受けられ、互いに助け合えるような
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地域コミュニティーの活性化を目指すため、関係団体と連携し「みんなで支

えあう健やかなまちづくり」を推進します。 

 

生活保護については、適正実施に努めるとともに、要保護者及び被保護者

の自立に向けた支援を推進します。 

また、「生活困窮者自立支援法」に基づく自立相談支援事業や住居確保給

付金事業、学習支援事業などを引き続き実施し、生活保護に至る前の自立支

援に加え、貧困の連鎖防止に努めます。 

 

障がい者福祉については、「第３次うるま市障がい者福祉計画」、「第１期

うるま市障がい児福祉計画」及び「第５期うるま市障害福祉計画」に基づき、

共生社会の実現のため、総合的な相談支援体制や就労支援等の施策に取り組

みます。また、重度心身障害者（児）医療費助成事業の自動償還払いを導入

し、利便性の向上を図ります。 

 

国民健康保険については、今年４月に制度改正が行われるため、被保険者

の皆さまへ支障がでないよう周知を図るとともに、沖縄県や沖縄県国民健康

保険団体連合会等と連携を密にし、万全の体制で取り組みます。 

また、国保税の収納対策や医療費の適正化に取り組み、財政の健全化に努

めるとともに、特定健診の受診率向上と特定保健指導等による健康づくりを
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推進します。 

 

後期高齢者医療については、被保険者の健康の保持増進を図るため、長寿

健診の受診勧奨に努めるとともに、引き続き人間ドック･脳ドック健診費用

の一部助成を実施します。  

 

高齢者福祉及び介護保険事業については、「うるま市高齢者福祉計画・第

７期介護保険事業計画」に基づき、地域包括ケアシステム、認知症対策等の

強化に取り組むとともに、高齢者自身が健康の維持・増進や介護予防に取り

組めるよう、健康づくり・生きがいづくりの充実を図ります。 

 

（２）「子どもがいきいきと育つまちづくり」 

母子保健については、本年度新たに妊娠期から子育て期にわたるまでの切

れ目ない支援を提供する体制を構築することを目的とした「子育て世代包括

支援センター」の設置に取り組みます。 

また、健やかな子どもの成長発達のため、規則正しい生活リズムの形成を

推進するとともに、麻しん・風しん予防接種助成事業を継続します。 

 

子育て支援については、共働き家庭等の児童に対し、放課後に適切な遊び

と生活の場を提供する放課後学童クラブの小学校内での事業の実施及び公
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共施設等の余裕スペースを活用した事業の実施に取り組みます。 

 また、新たにひとり親世帯や生活保護世帯等の低所得者に対し利用料の一

部を助成する「放課後児童クラブひとり親等支援事業」に取り組みます。 

さらに、未就学児童の入院や通院に係るこども医療費助成について、窓口

で支払いの必要がない現物給付制度の導入に取り組みます。 

 

保育については、分園及び小規模保育事業の促進を図るための家賃補助事

業や保育士確保に向けた保育士宿舎借上事業等を実施します。 

また、待機児童ゼロを目指し、平成３０年度から平成３１年４月までに新

たに約１，０００人の定員増を目指します。 

 

認可外保育所については、保護者の負担を軽減する「ひとり親世帯及び待

機児童世帯に対する保育料助成事業」のほか、行事費や教材費等の助成事業

を継続して実施します。 

また、小規模保育事業の実施に向けた支援を行い、認可化移行の促進を図

ります。 

 

（３）「まちの活力を生み出す産業づくり」 

農業農村整備については、安定的な農業生産環境の確保と生産性の向上を

図るため、新たに農業水利施設整備事業（石川地区）に着手するとともに、
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引き続き団体営ため池等整備事業（東山地区）、農業基盤整備促進事業（う

るま第３地区、与那城上原）などに取り組みます。 

 

農業振興については、安定的な農業経営を支援する各種施策や津堅島アリ

モドキゾウムシの根絶及び耕作放棄地の再生、農地の集積流動化に向けた取

り組み等を総合的かつ計画的に展開します。 

 

畜産業振興については、耕畜連携総合整備調査事業に加え、肉用牛及び山

羊の優良種を普及し生産基盤の強化拡大を図り、安定的な畜産経営を支援し

ます。 

 

水産業振興については、「漁業関連施設整備計画」の策定や漁業経営の安

定化と効率化を図るため、比嘉漁港の整備に引き続き取り組みます。 

 

農水産業振興戦略拠点施設整備事業については、今年秋のグランドオープ

ンに向け、産直レストラン棟及び施設周辺整備に取り組みます。 

 

商工業については、地域経済の活性化を図るため、住宅リフォーム支援商

品券発行事業に取り組むとともに、商品開発プロモーション事業を実施し、

県内外に向け、農商工連携による市産品のＰＲや新たな商品開発・既存商品
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を含めた販路拡大を図ります。 

また、「創業支援計画」に基づき、商工会及び金融機関と連携し新規創業

者の支援を推進します。 

 

観光振興については、引き続き「第２次うるま市観光振興ビジョン」に基

づき、宿泊施設の拡充をはじめ、体験型観光商品のサービス展開、安全・安

心な民泊の推進など戦略的な観光産業の振興に努めます。  

また、各種メディアを活用した観光情報の発信に取り組み、島しょ地域、

エイサー・闘牛などの地域の魅力を活かしたイベントを支援し観光誘客の拡

大を図ります。 

さらに、広域的な観光誘客として中城湾港へのクルーズ船の受け入れやス

ポーツコンベンションを推進しスポーツ交流人口の拡大に取り組みます。 

 

雇用促進・就業支援については、求職者と事業者のミスマッチの解消と定

着率向上のため、企業向けセミナーの充実を図り、街角コンタクトセンター

における就労支援事業を強化します。 

 

キャリア教育については、引き続き「うるま市グッジョブ連携推進事業」

を推進し、新たなプログラムを取り入れ児童生徒一人ひとりの社会的、職業

的自立に向けて、事業の充実に努めます。 
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企業立地については、「うるま市産業振興計画」に基づき、「成長産業の育

成・支援」、「企業誘致の推進」、「人材の確保・育成」に取り組みます。 

中城湾港新港地区においては、立地企業のニーズに対応するため、港湾の

インフラ整備と併せて、東埠頭の岸壁延伸事業の早期着手について、引き続

き国や県に要請していきます。 

また、新たな産業集積の可能性を広げるため、「産業基盤整備計画」を策

定し、戦略的な企業誘致活動に取り組みます。 

 

人材の確保については、立地企業の求人活動に対して新たな支援事業を行

うことで、企業の人材の確保及び雇用の創出に繋げていきます。 

 

（４）「自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり」 

土地利用については、中城湾港新港地区に隣接する地域や商業施設の集積

が進む県道３３号線沿道の用途変更など、地域特性に応じた計画的な土地利

用を推進します。 

 

道路網などの交通体系については、将来の交通ネットワークの構築を図る

ため、「交通基本計画」の策定に取り組みます。 

 また、勝連半島の地域活性化及び観光産業の振興のため重要な動脈となる

「勝連半島一周道路」の早期事業化を積極的に県に働きかけていくとともに、
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天願川・川崎川の整備促進についても引き続き求めていきます。 

 

 生活道路や排水路については、地域や市民の要望を踏まえつつ、危険度・

優先度等を勘案しながら、計画的に整備を進めます。 

 

市道については、与那城１７号線ほか８路線の継続事業の整備を進め、地

域間・集落間の道路連結を図り、市民の利便性向上に努めます。 

 

街路については、安慶名田場線をはじめ、兼箇段高江洲線の各道路改築事

業を継続して推進します。 

 

道路橋梁については、与那城１０７号線屋慶名橋架替事業に取り組みます。 

 

雨水幹線については、「雨水管理総合計画」を策定し計画的な浸水対策に

取り組みます。 

 

公園については、ヌーリ川公園、川崎公園及び米原緑地広場整備事業に引

き続き取り組むとともに、公園整備のあり方について検討します。 

 

勝連城跡周辺地域については、観光振興を含めた複合施設として、勝連城
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跡周辺文化観光拠点整備事業を推進します。 

 

公園及び橋梁の維持管理については、それぞれの長寿命化計画に基づき、

修繕・更新等に引き続き取り組みます。 

 

景観については、市民の景観づくりや緑化への意識を高めるとともに、「う

るま市景観計画」に基づき、伊計島の景観地区指定に向けて取り組みます。 

 

安慶名土地区画整理事業については、幹線となる街路の整備を進め、換地

処分に向け用地測量業務等を行います。 

また、その他組合の土地区画整理事業については、引き続き技術的指導等

の支援を行いながら、早期完了を目指します。 

 

市営住宅については、長田団地立替事業を引き続き推進し、「うるま市公

営住宅等長寿命化計画」の見直しに取り組みます。 

 

環境については、「うるま市一般廃棄物処理基本計画」などの推進による

環境意識の啓発に努めます。 

 

ごみ対策については、循環型社会の構築に向けて、ごみの減量化や資源化
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を推進するとともに、パトロールや監視カメラ設置による不法投棄対策を強

化します。 

また、津堅島では小型焼却炉の整備を進めており、家庭ごみや漂着ごみの

島内処理により生活環境の改善を図り、地域の魅力を生かせるよう、一層の

環境美化を推進します。 

さらに公害、野犬・ハブ等の対策のほか、墓地行政については、まちづく

りとの整合性に留意した墓地立地の規制と誘導に取り組みます。 

 

上水道については、津堅島海底送水管更新工事の実施設計を行います。ま

た、安全な水を安定的に供給するため、老朽管の更新及び基幹管路の耐震化

を進めます。 

さらに、将来にわたって給水の安定性と経営の健全性を両立させるため、

新水道ビジョンと経営戦略の策定に取り組むとともに、引き続き有効率向上

対策に努めます。 

 

下水道については、下水道事業計画区域内の整備を行い、公衆衛生の向上、

公共水域の水質保全に努めるとともに、計画的な維持管理及び改築更新を行

うため「下水道ストックマネジメント計画」の策定に着手します。 

また、経営基盤の強化を図るため、引き続き地方公営企業法の適用に向け

て取り組みます。 
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（５）「郷土に誇りをもち未来を拓く人づくり」 

幼児教育については、公立幼稚園が結節点となり、保育園・幼稚園・小学

校の連携の充実と小学校への円滑な接続を推進します。また、幼稚園におけ

る複数年保育に引き続き取り組みます。 

 

学校教育については、児童生徒の「確かな学力」の向上を目指し、新学習

指導要領の実施を見据えた授業改善の充実を図り、各学校の取り組みへの指

導・助言に努めます。 

「市民協働学校（コミュニティ・スクール）」については、学校運営や学

校の課題に対して、保護者や地域住民が広く学校運営に参画できる仕組みづ

くりを推進し、全校実施に向けて推進体制の構築に取り組みます。 

 

学校教育における支援・相談体制については、各地区相談室や適応指導教

室の運営の充実に努め、悩みを抱える子ども・保護者・教師の相談に応じ、

課題解決に向け学校・家庭・関係機関と連携した支援を行います。 

また、特別支援ヘルパーの配置などで一人ひとりの教育的ニーズを把握し、

必要な支援に努めます。 

 

いじめの防止等については「うるま市いじめ防止基本方針」に基づき、学

校・家庭・地域・関係機関と連携を図るとともに、不登校の解消に向けても
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同様に取り組みます。 

 

青少年の健全育成については、相談員を学校等へ配置し、児童・生徒の支

援活動を継続して取り組むとともに、青少年の非行に繋がる深夜はいかいを

防止するため、学校・地域・関係機関と連携し、街頭指導を実施します。 

また、次世代のリーダーを育成する取り組みとして、第４回こども議会を

開催し、こども達が積極的にまちづくりに関わり、明日のうるま市を担い、

地域社会を支える心豊かな人材の育成に努めます。 

 

学校施設については、勝連小学校の屋外教育環境整備事業に着手するとと

もに、赤道小学校及び宮森小学校の増改築事業に着手し、学校施設整備を実

施します。 

 

学校給食については、安全・安心で栄養バランスの摂れた給食を提供する

とともに、沖縄の年中行事食を取り入れた献立、地元食材を活用した地産地

消の充実を図り、食育の普及・啓発を推進します。 

 また、「うるま市立学校給食センター基本計画」に基づき施設整備に取り

組みます。 

 

図書館については、市民各層への自己学習の支援を行い、「講演会」や「お
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はなし会」などのイベントを通して読書活動の推進と図書館サービスの充実

に努めます。 

 

生涯スポーツについては、各種スポーツ教室や競技大会を開催するととも

に、利用者が安全・安心に利用できる施設の維持管理に努めます。 

また、具志川総合体育館の改築については官民連携による施設整備の可能

性を検討しながら計画策定に取り組みます。 

 

文化財については、保護及び発掘調査等を継続的に進めるとともに、無形

文化財などの伝統文化の保存・継承に努めます。 

 

勝連城跡については、引き続き史跡指定地の公有化を行いながら、発掘の

成果に基づいた復元整備を進め、世界遺産としての価値の保存に努めます。 

 

 文化振興については、「沖展選抜展」や文化協会と連携した「総合文化祭」、

学校へ音楽家を派遣する出張コンサートや市民芸術劇場等を利用した自主

企画事業の充実を図り、各種芸術活動の振興に努めます。 

 

（６）「市民と行政が一体となった協働によるまちづくり」 

防犯対策については、市民・行政の協働のもと防犯活動の展開や防犯協会
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を中心とした協力体制の強化を図るとともに、各自治会への防犯灯ＬＥＤ化

を引き続き実施します。 

また、平成２９年度沖縄安全対策事業費補助金で整備した防犯カメラの適

正運用を通し、更なる安全・安心なまちづくりを推進します。 

 

交通安全対策については、交通安全思想の普及を図るため、警察機関や交

通安全協会などと連携し、飲酒運転の根絶や交通ルールの順守に向けた取り

組みを促進します。 

 

防災行政については、大規模自然災害に備えるため指定避難所等に防災備

蓄倉庫を整備し、食料や生活必需品などの備蓄に努めるとともに、引き続き

自主防災組織の結成促進と活動支援に努めます。 

 また、防災情報伝達機能の多様化・高度化を図るため、引き続き防災情報

伝達システム整備事業に取り組みます。 

 

消防行政については、与勝消防署の庁舎建設工事に加え、水槽付き消防ポ

ンプ自動車及び大型化学消防自動車並びに高規格救急自動車を更新します。 

併せて、消防体制の強化を図るため、研修及び訓練体制の充実に努め、市

民等に対する応急手当の普及啓発についても引き続き関係機関との連携を

図ります。 
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また、石油コンビナート地区や危険物施設の保安管理体制及び住宅用火災

警報器設置の普及啓発並びに建築物の火災予防対策についても、指導強化に

努めます。 

 

消防団については、その活動環境を整え、地域における防災・減災への取

り組みに努めます。 

 

基地行政については、国が進めている嘉手納飛行場周辺の第一種区域の

（コンター）見直しに関して、関係機関と連携し引き続き防音工事の対象住

宅や対象地域の拡大等を要請していきます。 

 さらに、米軍による津堅島訓練場水域でのパラシュート降下訓練の実施や

ホワイト・ビーチへの原子力潜水艦の寄港についても、引き続き日米両政府

及び米軍に対し見直しや中止を求めていきます。 

 

米軍機に関する事案については、昨年１月と今年１月の二度にわたり伊計

島の農道や民家近くの海岸へ不時着し、その後も県内で米軍機の事故が立て

続けに起こっており、人命に関わる忌々しき事態と言わざるを得ません。 

また、嘉手納基地への外来機の増加と訓練の激化により騒音への苦情も増

加しております。このような事態の未然防止や問題解決に向けては、絶えず

声を上げていくことが大切であり、過重な米軍基地負担の軽減、日米地位協



- 23 - 
 

定の抜本的な見直し等が必要であるため、沖縄県軍用地転用促進・基地問題

協議会をはじめ、各関係機関との連携を図りながら、日米両政府及び米軍へ

強く求めていきます。 

 

市民協働のまちづくりについては、「うるま市地域活動支援助成事業」を

引き続き実施するとともに、地域活性化の中心となる自治会の活性化を図る

ため、加入率の向上に向け自治会と共に取り組みの強化を図ります。 

 また、志林川自治会が整備を行うコミュニティ施設に対し支援を実施しま

す。 

 

国内外の交流については、友好都市である盛岡市との交流を推進するとと

もに、引き続き海外移住者指定研修生受入事業を実施します。 

 

市民相談については、人権相談・行政相談及び無料法律相談を定期的に実

施します。 

また、消費生活相談センターに専門の資格をもつ相談員を配置し、より地

域住民に寄り添った消費生活相談を実施するとともに、福祉・教育・地域団

体等と連携した消費生活問題に関する啓蒙事業を展開します。 

 

男女共同参画については、「男女共同参画センタ－」を拠点とした啓発活
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動の実施と「第２次うるま市男女共同参画行動計画」を策定し、市民や自治

会、関係機関と連携して、男女共同参画意識の醸成と参画機会の拡充に努め

ます。 

 

広報広聴については、広報紙や市ホームページ、ラインやフェイスブック

などを活用し、市政やまちづくりに関する情報のほか、防災情報やイベント

情報などの発信に努めます。 

また、市の政策に対して、広く市民や事業者の皆さまから意見、情報をい

ただく「パブリックコメント制度」や市ホームページの「市政へのご意見」

メールなどの活用により、市民ニーズを把握し、行政サービスの向上に努め

ます。 

 

行政経営については、新たな行政課題や多様化する市民ニーズに適切かつ

柔軟に対応するため、第４次行政改革大綱の策定に取り組みます。 

 

人事行政については、職員の意欲を高め、能力を最大限に引き出す人事制

度の構築に努めるとともに、職員研修を充実させ、更に市民の負託に応えら

れる人材の育成に向けて取り組みます。 

 

市税については、適正かつ公平な課税に努めるとともに、引き続き徴収率
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の向上により自主財源の確保に取り組みます。 

 

本市を応援していただく「ふるさと応援寄附金」については、全国に本市

の物産や観光をアピールできる手段として引き続き取り組みます。 

 

公共施設のあり方については、庁舎跡地及び学校跡地の活用も含め、「う

るま市公共施設等総合管理計画」に基づき推進します。 

また、与那城庁舎の跡利用については、宿泊施設としての利活用を図り、

滞在型観光への転換を推進します。 

 

分野横断施策について 

なお、本市の課題となっている「健康づくり」「子どもの貧困対策」「島し

ょ地域振興」については、各部署が連携して取り組む必要があることから、

次の１０年を見据えた「第２次うるま市総合計画」において、分野横断施策

として位置づけております。 

 

その中で「健康づくり」については、新たに食育推進計画を盛り込んだ健

康増進計画「第２次健康うるま２１」を策定しております。この計画に基づ

きライフステージごとの健康課題を踏まえ、妊娠期を含むできるだけ早い段

階から健康的な生活習慣の確立を目指します。 
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また、慢性腎臓病（ＣＫＤ）・糖尿病対策などの生活習慣病の発症及び重

症化予防に取り組みます。 

 

さらに地域のつながりを強め健康を支えるための社会環境づくりを推進

し、市民の生涯を通じた健康づくりを支援していきます。 

 

「子どもの貧困対策」については、子どもの将来が生まれ育った環境に左

右されることなく、貧困が世代を超えて連鎖することのない社会を目指し、

国・県の補助金や基金などを活用した事業に引き続き取り組みます。 

 

また、経済的理由により就学困難な家庭に対して負担の軽減を図る就学援

助制度の充実に努めるとともに、新たに小学１年生の新入学用品準備金の前

倒し支給を実施します。 

 

さらに、「若者就業支援プログラム」を新たに実施し、未就労者の資格取

得を支援することで就労に繋げていきます。 

 

「島しょ地域振興」については、旧宮城小学校跡に宮城島コミュニティ防

災センター及び高齢者福祉施設、旧比嘉小学校跡に防災避難施設の整備に向

け引き続き取り組みます。 
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また、地域おこし協力隊の支援による地域の魅力を活かした振興策や津堅

島での耕作放棄地再生事業などに取り組み、地域活性化を図ります。 

 

さらに、島しょ地域における情報通信格差の解消のため、平安座・宮城・

伊計・浜比嘉島において本島と同様な超高速ブロードバンドサービス環境の

整備を支援します。 

 

４．結び 

以上、平成３０年度の市政運営にあたり、私の所信と予算案、主要事業の

概要について述べてまいりました。 

 

平成２９年度は、新たな１０年間のまちづくりの指針である「第２次うる

ま市総合計画」がスタートしました。 

これまで推進してきた市民協働のまちづくりを踏まえながら、将来像の実

現に向けて取り組んでいるところでございます。 

  

本年度は、世界遺産や社会体育施設等を活かした観光振興への取り組み及

び地域経済の更なる振興と雇用問題など日々変化する社会情勢に対応する

ため組織機構の再編を行います。 
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本市のさらなる飛躍を目指し、市全体の活性化に向けてこれまでの取り組

みをさらに加速させるとともに、スピード感を持って課題解決に全力で取り

組む所存でございます。 

 

市議会並びに市民の皆さまには、引き続きご支援とご協力を賜わりますよ

うお願い申し上げ、私の施政方針といたします。 

 

平成３０年２月２１日 

 

うるま市長  島 袋 俊 夫 


