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日付 順番 氏　      名 備考

1 仲本　辰雄

2 金城　勝正

3 松田　久男

4 西野　一男

5 荻堂　盛仁

6 仲程　孝

7 比嘉　敦子

8 佐久田　悟

9 伊波　洋

10 宮城　一寿

11 永玉栄　靖

12 名嘉眞　宜德

13 大城　直

14 喜屋武  正伸

15 東浜　光雄

16 伊盛　サチ子

17 平良　榮順

18 宮里　朝盛

19 大屋　政善

20 金城　加奈栄

21 伊波　良明

22 喜屋武　力

23 中村　正人

24 幸地　政和 ※13：30からの開議を

25 下門　勝 予定しております。

26 又吉　法尚

３／１３（月）

第１１２回　２月定例会　一般質問通告割振り一覧

３／６（月）

３／７（火）

３／８（水）

３／９（木）

３／１４（火）

３／１０（金）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．地方公会計への対応状況及び活用について

２．ＥＶ（電気自動車）産業の育成について

３．上下水道事業の現状及び経営戦略策定について

２ 金城 勝正【一問一答方式】

１．うるま市定員適正化計画に関連する事項について

うるま市消防署の勤務体制に関連する事項について

２．うるま市用途地域に関連する事項について

与那城庁舎跡利用計画を中心とした周辺地域の用途制限見直しについて

３．平成２９年度施政方針に関連する事項について

（１）（３）「まちの活力を生み出す産業づくり」

①水産業振興について

②観光振興について

（２）（６）「市民と行政が一体となった協働によるまちづくり」

ハワイ沖縄プラザについて

３ 松田 久男【一問一答方式】

１．石川庁舎跡利用について

公募後の現状報告を求める

２．勝連庁舎解体後の周辺計画について

現状の考え方を伺う

３．石川公園及び石川ビーチ周辺の整備事業について

事業の現状報告を求める

４．石川インター周辺広域観光可能性調査について

現在の考え方を伺う

４ 西野 一男【一問一答方式】

１．うるま市の経済構造について

２．県道勝連半島南岸部道路の事業化について

３．津堅島海底送水管更新工事について

５ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．石川前原区内の生活道路について

（１）２項道路から、市道格上げの基準について

（２）道路使用提供者への配慮について

２．一括交付金について

（１）石川イベント公園駐車場整備事業の内容と経緯について
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（２）一度廃止になった事業で、再交付が求められるか。廃止になったことでの同事業に与

える影響について

（３）駐車場の対応について

（４）駐車場の予算の穴埋めについて

３．公共施設間連絡バスについて

（１）石川庁舎、与那城庁舎、勝連庁舎の現状と今後の展開について

（２）３庁舎の窓口業務について

（３）バスのルートと停留所について

（４）当初より停留所が多くなった理由について

（５）一日平均乗車人数と運賃について

（６）運営方法について

（７）今後の事業の推移について

４．カキの養殖について

（１）うるま市の金武湾沿岸のポルトガルガキの状況について

（２）ポルトガルガキの商業的価値について

（３）養殖の事業化に対する所見について

（４）市の協力体制について

６ 仲程 孝【一問一答方式】

１．施政方針について

（１）３ページの企業誘致については、２２０社以上が立地し、雇用総数も５，４００人を

超えたとあるが、実績数について、どの程度の期間によるものか伺う

（２）１１ページの安全・安心な民泊受入体制とは、具体的な取り組みについて伺う

（３）１４ページの市民協働学校（コミュニティースクール）について、その内容とモ

デル校選出の経緯について伺う

（４）１８ページのうるみんに「男女共同参画センター」がオープンとあるが、事業の

概要について伺う

（５）１９ページの「防災情報伝達システム整備事業」の推進とあるが、事業の概要を

伺う

２．米原地区排水路整備事業について

当該事業の目的及び概要、今後の年次計画について伺う

３．指定ごみ袋の改良について

昨年３月の第１０２回定例会において、本市指定ごみ袋を取っ手付きに変更できないも

のかと提案し、試験的導入を検討するとの答弁を受けているが、本格導入に向けた可能性に

ついて伺う

４．アプリを利用した市民等からの情報提供及びその処理について

愛知県半田市の「マイレポはんだ」や福島県郡山市における「ココナビこおりやま」

と同様なスマートフォンなどを利用し、道路の破損やごみの不法投棄などを市民が撮影・

投稿し、当局に情報を寄せるシステムの構築ができないか伺う

７ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．うるま祭りの一環として映画上映ができないか

２．幼稚園の給食回数の増について
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３．もやせないごみ袋（大）の作成について

４．観光大使の委嘱について

５．犬、猫の殺処分の対策について

６．男女共同参画社会の取り組みについて

７．石川、勝連、与那城庁舎の跡利用について

８ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．中城湾港新港地区の現状と臨海部発展への取り組み、課題について

２．在宅高齢者への生活支援の取り組みについて

３．市教育行政の現状と課題、これからの取り組みについて

９ 伊波 洋【一問一答方式】

１．市道について

市道石川白浜線について

２．環境行政について

廃食油・家庭食物残渣の分別回収について

３．公共施設について

石川庁舎跡利用計画について

４．公共交通について

公共施設間連絡バスについて

５．観光行政について

（１）石川インター周辺広域観光拠点施設整備事業について

（２）石川多目的ドーム駐車場整備事業について

６．公共下水道について

下水道整備工事について

１０ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）マーラン船活用公開シンポジウムについて

①国頭村・与那原町と連携した取り組みを伺う

②シンポジウムを終え、今後のマーラン船観光への取り組みを伺う

（２）クルーズ船寄港について伺う

①昨年１２月２４日チャイニーズ・タイシャン寄港歓迎式について

②官民連携による国際クルーズ船拠点港について

（３）島アートプロジェクトの事業内容を伺う

（４）津堅島ニンジンまつり（キャロット愛ランド）計画を伺う

２．道路行政について

宮城島池味区緊急車両及び福祉車両通行道路整備の進捗状況を伺う
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３．行政全般について

（１）米軍機の相次ぐ事故で、うるま市として抗議集会を行うべきだが、市の見解を伺う

（２）相次ぐ飲酒運転による検挙を受け、飲酒運転根絶市民総決起大会の開催を望むが、市

の見解を伺う

（３）郵便局での水道料金支払いについて伺う

（４）各種税金の窓口及び支払い対応について伺う

（５）海外研修生受け入れ制度について伺う

４．第２次うるま市総合計画基本構想について

第１編②まちづくり市民ニーズ医療満足度評価について

５．東海岸開発基本計画について

平成２９年度及び今後の東海岸開発基本計画について伺う

１１ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．事業計画について

施政方針及びうるま市実施計画、予算等に関連する事項

２．東海岸開発基本計画について

前回一般質問した関連質問

３．農振地域の見直しについて

うるま市照間地区事業化検討調査（報告書）の計画の取り組み状況と今後の計画実施につい

て伺う

４．江洲第２公園について

（１）土地開発公社における手続につきましては、新年度の事業計画及び予算に計上し、新

年度に入りますと、まず市において用地鑑定及び分筆測量を実施し、面積や価格の確

定後、土地開発公社による地権者との交渉、買収となりますと答弁、取り組みは

（２）平成２９年度債務負担行為に関する事項

５．合併の検証について

（１）地区別の合併特例債の発行状況について（平成１７年度～平成２８年度）

（２）合併特例債活用可能残高、関連する事項

１２ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．昆布地内の市道・里道の管理について

２．昆布栄野比線道路改良事業について

３．公共施設間連絡バス運行事業について

４．市長の施政方針について

（１）経済の活性化と失業率の改善について

（２）観光振興について

５．市長の出馬表明について
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１３ 大城 直【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）海中道路あやはし館を中心とした観光振興について

（２）ビーチを利用したマリンスポーツの拠点づくりについて

（３）砂浜での漁業収穫体験について

（４）勝連城跡活性化（復活プロジェクト事業）について

２．道路行政について

平敷屋の軍民共用道路の補修について

３．交通安全について

米軍関係者への交通安全周知について

１４ 喜屋武 正伸【一問一答方式】

１．保育行政について

（１）待機児童対策について、これまでの成果と今後の取り組みについて

（２）保育士確保事業について

２．自治会支援について

自治会活動支援事業の内容と成果について

３．危険箇所の整備について

（１）高江洲地内排水路のふたの設置について

（２）排水路（具志川前原地内）の改修について

１５ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．不法投棄対策について

不法投棄の改善については、担当課である環境課で鋭意努力してきたところでありますが、

一向に改善されない現状にあります。これまでどのような対策を取ってきたのか、お伺いい

たします

２．景観条例について

本市の景観条例の目的は、本市の良好な景観の形成に関する基本的な事項を定めることに

より本市の景観づくりの推進を図り、良好な景観の次代への継承に資することを目的とする

とあります。良好な景観の形成は本市全域に適用されるものなのか。お伺いいたします

３．施政方針について

（１）観光振興について

うるま市観光物産協会を窓口とした、体験型観光商品のサービス展開を支援するととも

に、安全・安心な民泊の受け入れ体制の構築に取り組みますとありますが、体験型観光

商品のサービス展開の支援内容と安心・安全な民泊の受け入れ体制の具体的な取り組み

について、お伺いいたします

（２）市民協働学校（コミュニティースクール）の導入について

教育に関する新たな取り組みとして、学校と保護者、地域住民が一体となって学校運営

にあたる「市民協働学校（コミュニティースクール）」を導入しますとありますが、

「市民協働学校」とは、具体的にどのような学校になるのか。また、どのような学校運

営をしていくのか、お伺いいたします

（３）文化財について

民俗文化財などの伝統芸能の保存・継承に努め、地域資源として活用を推進しますとあ

りますが、伝統芸能の保存・継承にどのように努め、地域資源としてどのような形で活
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用していくのか、お伺いいたします

１６ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．貧困と格差について

（１）県民所得の推移

（２）国民所得と県民所得の格差

（３）県内とうるま市の正規雇用、非正規雇用割合、賃金の推移

（４）沖縄県とうるま市の失業率の推移

（５）失業率の改善に向け、雇用対策をどのように取り組んできたのか

２．市民行政について

（１）石川、与那城、勝連地区の庁舎跡利用の現状と今後の活用計画について

（２）無料低額診療事業の利用者への薬代の助成について

（３）島嶼地域周辺への航空機騒音測定器の設置について

３．基地行政について

（１）米軍基地があるゆえの事件、事故がうるま市で相次いだ。市民の生命と財産を守る市

長として、繰り返し起こる事件、事故等の現状に対する見解を伺う

（２）２月２０日の新聞報道によると、市長は米軍基地を資源として捉え、経済振興に生か

すと示しているが、具体的な見解を伺う

１７ 平良 榮順【一問一答方式】

１．平成２９年度施政方針について

（１）Ｐ８、 自立相談支援事業や住居確保給付金事業について

（２）Ｐ８、 監視カメラの設置による不法投棄対策強化について

（３）Ｐ１０、優良山羊生産拡大事業について

（４）Ｐ１０、新規創業者支援について

（５）Ｐ１７、自治会と連携し、地域コミュニティーの活性化に向けた取り組みについて

２．海産物の養殖等による観光誘客について

（１）アサリの蓄養について

（２）モズクやクビレオゴノリ種苗散布について

（３）イワガキの養殖について

３．航空機騒音対策について

（１）第３次嘉手納爆音訴訟について

（２）住宅防音事業について

１８ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．県道２２４号線道路整備事業の進捗状況（上江洲－喜仲間）について伺う

２．具志川環状線（天願-登川間）の県道整備事業について伺う

３．職員の処遇（定数・長時間労働等）について伺う

１９ 大屋 政善【一問一答方式】

１．石油備蓄交付金について

２．伊計平良川線の整備について

（１）道路整備について
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（２）景観づくりについて

（３）自転車道の整備について

３．県道１６号線（川田交差点～与勝中学校交差点）の整備について

（１）南風原集落区間の電線地中化について

（２）勝連城跡前の道路整備計画について

（３）シンボルロードの景観づくりについて

２０ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．基地問題について

オスプレイ問題について市長に伺う

２．放課後の子供の居場所について

（１）学童クラブ数及び待機児童数

（２）児童館・放課後子ども教室の利用状況について伺う

３．特別支援ヘルパー雇用について

進捗状況について伺う

４．認知症対策について

（１）本市で起きた不明高齢者、届出を出した人数について伺う

（２）防災無線での地域への呼びかけ件数について伺う

（３）本市自治体としての対策はあるのか伺う

５．雇用問題について

進捗状況について伺う

２１ 伊波 良明【一問一答方式】

１．ふるさと応援寄付金推進事業について

（１）平成２８年度の実績とその評価を伺う

（２）寄付金の主な用途先とその積立方法等を伺う

（３）平成２９年度の取り組みと予算を伺う

２．市民協働学校の導入について

（１）目的やビジョンについて伺う

（２）現在中学校区単位で設置されている連絡協議会との位置づけを伺う

（３）導入の促進や支援の取り組みを伺う

３．防犯灯・防犯カメラ等緊急整備事業について

事業の予算や目的、補助率を伺う

２２ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．水道事業について

（１）本市の漏水による水道事業の内容と本管工事埋設工事事業の内容について

（２）埋設後の道路修復工事について

（３）公共下水道接続工事助成金制度について

２．本市の景観条例について

（１）見直しの内容について

（２）字川田区のソーラー発電設置について
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３．校舎改築について

（１）中原幼稚園園舎

（２）高江洲中学校校舎

４．宮里区の未買収用地について

（１）宮里児童公園の未買収用地について

（２）未買収用地を利用し、児童館建設ができないか

５．学童保育利用料金について

６．いじめ問題について

２３ 中村 正人【一問一答方式】

１．ヌーリ川公園整備事業について

整備の進捗状況について

２．うるま市職員資格取得について

資格取得率及び人事配置について

３．学校給食について

食物アレルギー対応策について

４．学校防犯システムについて

ツイタもんについて

２４ 幸地 政和【一問一答方式】

１．公共施設について

（１）石川庁舎跡利用について

①利用状況について

②公募状況について

（２）公文書館建設について

①公文書の管理状況について

②公文書館法について

③公文書館建設計画について

（３）こども学習館建設計画について

２．福祉行政について

（１）介護保険事業計画について

①第６期介護保険事業計画の実施について

②第７期介護保険事業計画の策定について

３．消防・災害行政について

ドローンの導入計画について

２５ 下門 勝【一問一答方式】

１．うるま市における生活排水（汚水）処理施設等について

２．市民協働学校（コミュニティースクール）等について
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３．屋慶名児童館改修等について

４．公園敷地内の安全管理（対策）について

２６ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．部活動のあり方改善について

（１）部活動委任（支援員）の派遣について伺う

（２）教員の出退勤管理について伺う

（３）中学教員の休日手当増額について伺う

（４）部活動休養日、週１日以上の設定について伺う

（５）有望選手の県外流出について伺う

２．全国体力運動能力、運動習慣等調査について

（１）調査の概要とその種目内容について伺う

（２）運動やスポーツへの意識の高い児童・生徒、学校の特徴について伺う

（３）体力、運動能力の高い児童・生徒、学校の特徴について伺う

（４）運動時間の長い児童・生徒、学校の特徴について伺う

（５）うるま市教育委員会の体力向上のための取り組みについて伺う

３．早寝・早起き・朝ごはん、てくてく登校の推進及び睡眠習慣改善について

（１）うるま市内、小中学生の肥満率について伺う

（２）徒歩登校（てくてく登校）の推進について伺う

（３）集団登校導入について伺う

（４）うるま市教育委員会として睡眠習慣改善の取り組みについて伺う

４．うるま市ボランティアごみ袋について

（１）ボランティアごみ袋の概要・目的について伺う

（２）ごみ袋のサイズ、申請方法、受け取り場所について伺う

（３）ごみ袋のデザイン、分別方法、回収方法について伺う

（４）うるま市内、幼稚園、小・中学校への無償配布について伺う

５．保育園処遇改善策について

（１）副主任保育士・専門リーダーの中堅役職を設け、賃金を上乗せする件について伺う

（２）常勤・非常勤を含む全ての職員への市独自の賃金上乗せについて伺う

（３）３・４・５歳児への主食費補助について伺う

（４）現在の待機児童数及びその対応方について伺う

６．学童クラブについて

（１）学童利用料減額について伺う

（２）学童指導員への市独自の補助について伺う

（３）学童ドッジボール県外派遣費助成について伺う

７．基地問題について

（１）オスプレイ墜落、再運用について伺う

（２）うるま市内にあるヘリパットの使用について伺う

（３）うるま市津堅島沖パラシュート降下訓練について伺う

（４）コンターの見直しについて伺う

（５）第三次嘉手納基地爆音訴訟の判決についてうるま市長の見解を伺う

（６）普天間基地を新たな基地（辺野古）へ移設しようとする国の対応について島袋うるま

市長の現在の見解を伺う
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（７）島袋うるま市長の立候補表明の中で基地問題については「新たな都市基盤を構築し長

期的なプランで考えていきたい」と主張しているが、どういう内容なのか市長の見解

を伺う


