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12 大城　直

13 天願　久史

14 佐久田　悟

15 　 藏根　武

16 伊波　洋

17 下門　勝

18 平良　榮順

19 又吉　法尚

20 國場　正剛

21 大屋　政善

22 德田　政信

23 比嘉　直人

24 伊波　良明

25 兼本　光治

26 中村　正人

27 宮里　朝盛

28 喜屋武　力

29 名嘉眞　宜德

１０/２（水）

１０/３（木）

第１３４回　９月定例会　一般質問通告割振り一覧

９/２５（水）

９/２６（木）

９/２７（金）

９/３０（月）

１０/１（火）
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質 問 事 項

１ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．学校給食費の公会計化について

２．うるま市指定文化財の保存と活用について

３．地方分権時代における政策財務・法務について

４．うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略の検証について

２ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．虐待（児童・障がい者・高齢者）を未然に防ぐための体制の強化について

近年、虐待による幼い命が無残に奪われる悲惨な事件が起きています。虐待への関心は社会

的にも高まり、虐待の通報・相談・虐待の事実の件数が年々増加しています。虐待を未然に防

ぐためには、より迅速な対応が求められると言われています。そのための体制の強化は必要不

可欠だと考えます。

現在、本市において、どのような体制で対応しているのか。また、直近３年間の虐待の通報

・相談・虐待の事実の件数についてお伺いします。

２．子育て支援の充実・強化について

未来を担う子どもたちを健やかに育み、母親が自分らしく輝ける社会と地域をつくるため

に、子育て支援事業のより一層の充実・強化が求められていると考えます。現在、本市におい

て、子育て支援事業としてどのような取り組みが行われているのかお伺いします。

３．あやはし館の指定管理者の管理業務・事業運営に関すること。指定管理者と入居企業との

関係性について

現在のあやはし館の指定管理者は、平成２９年４月１日に市指定を受け事業を実施している

現状にあります。既に１階特産品販売所等に入居する企業との相互連携がとれず、あやはし館

の設置目的である雇用の創出、人材の育成、地域経済活性化及び経済の広域交流による地域の

活性化を図るための事業が実施できず損なわれている現状にあります。

当局はその問題について、どのような認識を持っているのかお伺いします。

４．勝連総合グラウンドの日差しよけ屋根の修復について

勝連総合グラウンドの日差しよけ屋根は、平成３０年９月の台風第２４号の襲来によって、

トタン屋根の部分が破壊され、利用者の安全保護のため全面撤去されています。日差しよけ屋

根の修復については、多くの地元市民が一日も早い修復を望む声があり、平成３０年１２月定

例会で一般質問をしています。その当時の担当部長の答弁は、「次年度予算でできるだけ早い

時期に対応したい。」との答弁でしたが、トタン屋根が破壊され、全面撤去されてから約１年

が経過しようとしていますが、いまだに修復されていない現状にあります。

議員の一般質問に対する当局の答弁は、市民との公約だと考えますが、なぜ、修復できない

のかお伺いします。

３ 松田 久男【一問一答方式】

１．市街地における空き地、空き家対策について

（１）現状における市の考え方、対策を伺う

（２）石川東山地区の分譲時の契約について伺う

２．石川公園のあずまやの老朽化による使用禁止について

（１）現状の説明を求める
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（２）今後の考え方について

３．国土交通省サウンディング登録のその後の状況について

登録後の状況と今後の考え方について

４ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．保育行政について

社会福祉法人保育所建設関連及び中部広域市町村圏事務組合による指導監査について

２．こども医療費助成について

こども医療費無償化の年齢拡大と一部自己負担金の廃止について

３．教育行政について

（１）令和２年４月より市立幼稚園での３歳から５歳児の受け入れ実施に伴う給食提供の方

向性について

（２）認定こども園対応への単独調理場建設について

４．国保行政について

（１）国民健康保険税率の改定の動向について

（２）都道府県単位化では保険料水準の統一を図るとされている。その動向について

５．道路行政について

臨港道路７号線肝高橋から南風原方面道路沿いの樹木の剪定や雑草の草刈り要請について

５ 幸喜 勇【一問一答方式】

１．都市計画道路廃止後の対応について

（１）平良川２区線について

（２）大田豊原線について

２．兼原小学校入口付近の整備について

現状と今後の整備計画について

３．公務支援システムについて

（１）公務支援システムの公募方法と契約内容について

（２）導入前の検証の仕方について

（３）先生方の困り感の対処の経緯について

（４）５年目の４２０台のパソコンの今後の確保について

（５）公務支援システムの今後の在り方について

４．うるま市のイベントについて

（１）経済部職員のイベント時の勤務時間体制について

（２）サポートしてくれる企業数や人員数について

（３）イベント周知の広報について

（４）市外からも参加できる祭りでの地域活性について

（５）今後のイベントの在り方について

６ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．幼保無償化について

２．石川高原一周道路（市道高原線）の街路樹について
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３．市民税申告の窓口業務について

７ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．市民行政について

バス停留所への屋根つき、上屋整備について伺う

２．貧困対策について

（１）平成３０年度沖縄県小中学生調査報告について伺う

（２）沖縄県と内閣府のアンケート結果について伺う

３．環境整備について

津堅島小型焼却炉に関連する施設整備について伺う

４．消費税増税について

（１）増税による市民一世帯当たり負担額がどのようになるのか伺う

（２）市の財政に与える影響について伺う

５．広報うるまについて

自衛官募集について伺う

８ 仲程 孝【一問一答方式】

１．幼児教育・保育無償化に伴う受け入れ体制について

令和２年４月からの市立幼稚園の食事提供について、現状の課題と今後の対応について伺う

２．第２次うるま市男女共同参画行動計画について

うるま市夢プランにおけるさまざまな数値目標について、現状と課題、行動計画の推進体制

等を伺う

３．子育て世代包括支援センター「だいすき」について

開設から１年を迎える子育て世代包括支援センター「だいすき」における、これまでの実績

と課題について伺う

４．水道料金と下水道使用料の支払い方法について

口座振替と納付書払いの割合と滞納者への対応と支払い方法について伺う

５．公共下水道の普及率について

普及率が低い地域における要因とその改善に向けた施策と取り組みについて伺う

６．コミュニティ供用施設助成事業について

これまでの事業実績と自治公民館建設等補助金周知のあり方について伺う

９ 国吉 亮【一問一答方式】

１．うるま市産業基盤整備計画について

２．窓口サービスについて

３．投票率アップについて

４．来期の３歳児からの給食提供について
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５．会計年度任用職員制度について

１０ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．金武湾港整備で世界的コンテナ基地取り組みについて

（１）金武湾港の国際コンテナ戦略港としての位置づけ

（２）金武湾開発推進連絡協議会への要請について

２．違法建築物指導について

（１）全国一斉違反建築防止週間について、本市の取り組みを伺う

（２）本市の違法建築物指導について

３．明るい農業・畜産業支援について

（１）令和元年人・農地プラン地域意見交換取り組みについて

（２）循環型農業促進事業基本計画策定の取り組みについて

４．憩いの公園設置及び管理について

（１）字具志川アカザンガー整備について

（２）公衆トイレの落書き防止について

５．住みよい島しょ地域づくり

（１）津堅島について

①津堅小・中学校ワンボックスカー要請について

②LED防犯灯・カーブミラー復旧について

③通学路（側溝）安全対策について

④津堅島高速艇浮桟橋支柱劣化対応について

（２）平安座島について

トゥダチ墓解明について

（３）伊計島について

①伊計公園及び伊計勇士之塔劣化柵復旧作業について

②与那城伊計２０２番地付近の道路拡幅工事について

③旧芋集積建屋整備について

④仮称（島しょ地域課）設置について

１１ 真栄城 隆【一問一答方式】

１．伊波メンサーについて

２．合併処理浄化槽設置補助金交付制度について

３．公園における防犯カメラ設置について

４．子ども食堂の成果と課題について

５．健康づくり協力店について

１２ 大城 直【一問一答方式】

１．保育行政について

（１）認定こども園について

保育無償化前の現状について

（２）へしきや・かなさこども園について
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①危険箇所（ブロック塀）の整備は、いつごろからどのような手法で行うのか

②厨房の整備にかかる予算配分について

③小学校施設（運動場、体育館、プールなど）の使用について

２．道路行政について

（１）勝連半島南岸部道路について

（２）軍民共同使用道路（農道）整備について

（３）海中道路を含む与勝湾岸道路の安全整備について

自転車専用路の新設整備について

３．主催事業について

（１）うるま市エイサー祭りについて

（２）あやはし海中ロードレース大会について

４．津堅島人口減について

（１）津堅島人口増対策について（移住対策の現状）

①市営住宅の建設について

②住宅建設時の輸送費の助成について

③農業環境整備について

④津堅小中学校存続対策について

⑤独身者のお見合いパーティーの開催について

１３ 天願 久史【一問一答方式】

１．具志川東中学校校舎及び施設の改修に関連する事項について

（１）耐力度調査の結果について

（２）今後のスケジュールについて

２．イグサの生産振興について

（１）近年の栽培面積、栽培農家の推移について

（２）現状の課題と解決に向けた取り組みについて

（３）新商品開発、販売促進について

（４）公共施設での利用状況、ＰＲについて

３．農業振興に関連する事項について

害虫ツマジロクサヨトウの対策について

４．土砂災害に関連する事項について

５．田場小学校裏門側通学路の安全対策について

６．うるま市のローカルヒーローについて

１４ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．うるま市公共施設間連絡バスネットワークの現状と課題について

２．循環する資源としての家畜ふん尿堆肥化へ向けた現状と、これからの取り組みについて

３．自治会活性化へ向けた取り組みと、若者発信による地域まちづくりについて

４．うるま市ＰＦＩ事業者選定等委員会設置について



- 6 -

１５ 藏根 武【一問一答方式】

１．うるま市の美化について

（１）除草・剪定作業の年間計画はどのようになっているか

（２）島嶼地域（宮城島、伊計島）の除草・剪定作業はどのような計画で進めているか

（３）県道３７号線除草・剪定作業の実施について、県道３７号線への自転車レーン設置につ

いて

（４）喜屋武マーブ公園、野鳥の森自然公園の管理はどのように行われているか

２．教育行政について

（１）夏休みのうるま市職員研修は何回実施したか伺う。どのような研修を行ったか伺う

（２）研修内容はどのように決定しているか伺う

（３）２学期に入って教職員の長期休職者数を伺う

（４）彩橋小・中学校のブロック壁改修の実施はいつごろか

（５）彩橋小・中学校の給食運搬のためのエレベーター設置はどのように考えているか

３．沖縄県後期高齢者歯科健診事業について

（１）うるま市で行った周知について

（２）直近の受診状況について

１６ 伊波 洋【一問一答方式】

１．社会教育行政について

市民芸術劇場・石川会館・きむたかホールの業務について

２．農水産行政について

中部家畜セリ市場・食肉センター建設について

３．こども行政について

（１）市内の認定こども園の進捗状況・今後の取り組みについて

（２）石川庁舎跡利用に石川認定こども園の開設について

４．公共施設行政について

（１）石川多目的ドーム周辺整備事業の進捗状況について

（２）石川インターチェンジ整備事業の進捗状況について

（３）石川庁舎周辺整備事業の進捗状況について

（４）勝連城跡周辺整備事業の進捗状況について

５．財政行政について

（１）消費税増税に伴う財政事情について

①今後予定の整備計画の予算増について

②繰越明許費・債務負担行為の増について

１７ 下門 勝【一問一答方式】

１．うるま市補助金制度等について

２．福祉行政について（貧困・困窮対策等）

３．うるま市地域防災計画等について

４．幼児教育保育行政等について
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５．公園及び多目的施設などの整備等について

１８ 平良 榮順【一問一答方式】

１．畜産振興について

（１）うるま市ヤギ生産振興について

①うるま市におけるヤギ生産農家、飼育頭数の現状について

②うるま市畜産共進会ヤギ部門について

③うるま市優良山羊生産拡大事業の成果について

④ヤギふんの処理について

（２）ヤギと畜場の整備ついて

２．公園の管理と整備について

（１）公園管理について

①公園管理の現状について

②公園等里親制度について

③公園等里親制度報奨金について

（２）公園整備について

①（仮称）天願公園の進捗状況

②天願自治会等との意見交換等について

３．提供軍用地等周辺の生活環境整備について

（１）キャンプ・コートニータワーハウジングの空調設備室外機からの騒音対策について

（２）陸軍貯油施設からの雨水排水路の整備について

（３）キャンプ・コートニーモータープール外周道路の整備について

４．天願川整備について

（１）平成２４年度までの天願川河川改修計画の事業進捗状況について

（２）平成２５年４月に天願川水系河川整備計画が策定されたが、平成２５年度以降の事業

の進捗状況について

（３）今後の整備計画について

（４）整備計画推進の上での課題等について

（５）事業終了の見通しについて

１９ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．２０１９年度全国学力・学習状況調査について

（１）中学校全国最下位の沖縄県において、県内１１市の中における、うるま市の現状を伺

う

（２）生活リズムの基盤「早寝・早起き・朝ごはん」徒歩登校の推進、「基本的生活習慣の

見直し」について、うるま市の取り組みと成果を伺う

（３）「教員の多忙化防止策の推進」「校務負担軽減」「教員が子ども達と向き合うことが

できる環境整備づくり」について伺う

（４）全国学力・学習状況調査の中学校全国最下位からの脱出について、うるま市としての

対応策、今後の考え方を伺う

２．２０２０年度小学校英語教育の必修化について

（１）小学３～４年生「外国語活動」の必修化について、年間授業数と授業内容を伺う

（２）小学５～６年生「外国語」の教科化について、年間授業数とそのふえた授業数確保の

手順、授業内容を伺う

（３）小学校教員の英語力、研修・講習会の実施について伺う
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（４）ＡＬＴの配属について、うるま市の今後の考え方を伺う

３．市内無料塾について

（１）うるま市内、片親世帯、非課税世帯が無償で通える無料塾について伺う

（２）市内高校生が通える無料塾について伺う

（３）うるま市として貧困世帯への塾代の補助について伺う

４．小・中学校における働き方改革に関する取組の推進について

（１）教育環境、勤務環境を整える目的について伺う

（２）学校閉庁日の設定日時、取組内容を伺う

（３）時間外勤務の縮減について伺う

（４）「うるま市部活動の在り方に関する方針」について伺う

５．字川崎における交通安全対策について

（１）川崎小学校に隣接する川崎１１１－５番地付近、車両進入口及び、児童・生徒の通学

路の安全確保について伺う

（２）いちゅい具志川じんぶん館からキャンプ・マクトリアス外周フェンス沿い、川崎５１２

番地付近、児童・生徒・歩行者・車両の安全確保について伺う

６．道路粉じん被害について

（１）過去に川崎、西原両自治会より要請のあったＹ生コン会社の粉じん被害について、現

在の状況を伺う

（２）前回の一般質問の中で、毎日ほこりまみれになる現状を指摘し、生活環境の改善を求

めたが当局の今日までの対応策を伺う

７．基地問題について

（１）津堅島訓練場水域におけるパラシュート降下訓練が昨年から頻発して行われている

が、この現状を当局はどう考えているのか伺う

（２）「第三次嘉手納爆音訴訟」判決内容について、原告団約１万人が住む、うるま市長の

見解を伺う

８．環境整備について

広告の掲示ができる、市主導型の看板の設置について伺う

２０ 國場 正剛【一問一答方式】

１．安慶名土地区画整理事業について

（１）安慶名５区線について

（２）事業決定年月日及び今後の計画整備年度について

２．あげな小学校環境整備について

（１）職員駐車場側の雨水排水路について

（２）危険ゾーンの確認、今後の対策について

３．栄野比区あしびなー整備について

（１）伝統芸能育成について

（２）育成及び環境について

（３）当案件の一般質問のその後の協議経過について

４．うるま市における河川管理について

各自治会及び市民への対応について（苦情・要望等）
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５．保育料の無償化に伴う給食費の支払い方法について

副食費（おかず等）・主食費（ごはん等）をまとめて保育所に支払う方法について（未納・

滞納が発生した場合の対応について）

６．うるま市具志川総合体育館について

（１）施設の現状について

（２）今後の計画について

２１ 大屋 政善【一問一答方式】

１．県道伊計平良川線の早期の位置決定について

（１）上原土地改良区内を通る県道伊計平良川線の位置決定が長引けば、上原土地改良区の事

務事業にも影響するところがあり、市としても県に対し早期の位置決定を要請していただ

きたいと思いますが、御見解をお聞かせください。

（２）上原土地改良区内を通る県道の位置を決めるための道路設計の進捗状況についてお聞か

せください。

（３）県は、上原地内を通る道路計画の住民説明会の時期について、いつごろ予定しているの

かお聞かせください。

２．シヌグ堂の文化財指定について

（１）文化財の指定には、一定の調査や資料づくりが必要と考えるが、そのための予算は現在

確保されているのか。

（２）文化財指定に要する費用について、市は最終的にどの程度の予算を見積もっているの

か。また現在、予算が確保されていないとすれば、いつごろ予算計上する予定か。

３．桃原地内の市道２４号線について

（１）当該道路の整備を予定しているとのことであるが、どのような整備計画なのか。また、

いつごろ工事に着手するのかお聞かせください。

（２）当該道路は、一周道路として整備するには課題があると聞いておりますが、その内容に

ついてお聞かせください。また、当該整備から外れる道路部分については、どのような形

で市道として管理していくのかお聞かせください。

４．上原地内の市道６１号線について

（１）当該道路の整備計画については、旧宮城小学校（宮城島コミュニティ防災センター）に

隣接する道路であり、旧宮城中学校から上原自治会の前までの間を整備するものであると

伺っておりますが、事業の着工時期、完了予定時期、道路の幅員についてお聞かせくださ

い。

（２）当該道路の計画には、旧宮城中学校正門の右側を走る道路の整備は含まれていないと伺

っております。この道路は、ヌチマース方向の県営一般農道に通じる道路でありますが、

軽自動車同士のすれ違いも困難なほど道幅が狭い道路であり、地元からは早めの整備を望

む声が多くあります。この道路の現状について、市の見解をお聞かせください。

（３）今回の道路整備計画では、旧宮城中学校付近までの整備となっておりますが、宮城島コ

ミュニティ防災センターが供用開始されれば、ヌチマース側の県営一般農道からこの道幅

の狭い道路を通って、防災センターへ向かう車がふえると考えております。そのようなこ

とから、県営一般農道に通じるこの道路区間も、今回の整備計画に含めて整備していただ

きたいと考えておりますが、御見解をお聞かせください。また、今回の道路整備では無理

としても早い時期にこの道路区間を整備する必要があると考えるが、市の見解をお聞かせ

ください。
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２２ 德田 政信【一問一答方式】

１．豊原、前原複合施設について

（１）信号機の設置について

（２）関連する事項について

①市道６－５２号線の拡張について

②市道豊原中央線の拡張について

２．排水路整備について

塩屋地内排水路について

２３ 比嘉 直人【一問一答方式】

１．沖縄振興特定事業推進費について

（１）２０１９年度の交付実績について

（２）本市における推進費の活用について

２．給食への異物混入について

（１）本市における異物混入は

（２）未然防止に向けた取り組みは

３．農業振興ビジョンアクションプランについて

（１）プランの概要について

（２）重点施策について

４．幼児教育・保育の無償化について

（１）懸念される事項について

（２）懸念事項への対応策について

５．スポーツ振興について

（１）子供のスポーツ環境について

（２）本市出身選手の活躍について

２４ 伊波 良明【一問一答方式】

１．下水道事業について

（１）公営企業会計の意義について

（２）条例及び規則等を制定する必要性について

（３）固定資産台帳の整備など進捗状況について

（４）石川終末処理場について

①収支概要について

②今後の整備予定などの課題について

③県具志川浄化センターへの統合及び接続を考えるが見解を伺う

２．ふるさと応援寄附金について

（１）「ふるさとチョイス」導入の契約内容について

（２）返礼品の数値目標及び新商品開発やブランド化について

（３）「さとふる」及び「ふるさとチョイス」の寄附金の状況について

３．防災対策について

（１）自然災害への「防災」「減災」対策について

（２）自主防災組織加入自治会数及び訓練や研修会の実績等について

（３）防災情報伝達システム整備事業について



- 11 -

①進捗状況について

②２４時間、３６５日対応可能なのか

③緊急事態以外の放送使用基準について

（４）災害時における議員の対応指針について

２５ 兼本 光治【一問一答方式】

１．防災行政・避難所の看板設置状況について

（１）市内に設置されている避難所を示す看板は何カ所設置されているか

（２）老朽化等による看板の危険性について

（３）当局のこれまでの対応について

２．令和元年うるま祭りウチナージマについて

ウチナージマの開催場所について

３．市道与那城９９号線の整備について

（１）現在の状況を伺う

（２）今後の計画を伺う

４．うるま市与那城福地、与那城照間、与那城西原大道一帯の土地利用計画について

（１）現在の用途について

（２）現在の状況について

（３）今後の計画について

５．公用地未買収取得事業について

（１）公用地未買収の件数と総面積について

（２）現在の事業取り組みについて

（３）固定資産税の課税対象について

（４）今後の事業計画について

２６ 中村 正人【一問一答方式】

１．うるま市予算の枠配分方式について

（１）うるま市の重点的枠配分予算について

（２）事業の政策的枠配分について

（３）今後の枠配分方式について

２．うるま市の教育について

（１）うるま市の小・中学生の学力向上について

（２）不登校児童について

３．うるま市の地域活性化について

うるま市の地域おこしについて

２７ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．沖縄県の「健康長寿復活プロジェクト」の取り組み内容とうるま市の取り組み状況につい

て伺う

２．日米地位協定について

沖縄県基地対策課による「他国地位協定調査報告書」の内容について伺う

３．うるま市内の米軍基地（キャンプ・コートニー 、陸軍貯油施設、ホワイト・ビーチ等）内
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外での水質汚染等の検証について伺う

２８ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．消防隊員防護服について

２．うるま市具志川総合体育館改築と運動施設の利用について

３．本市の観光と景況調査について

４．県道３３号線の今後の都市化発展と交通情勢について

５．特別支給の老齢年金制度について

６．本市の５離島の今後の観光と産業振興について

２９ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．海中道路ロードパークの自動販売機について

現状を伺う

２．あやはし館の指定管理について

（１）指定管理について

（２）入居企業について

（３）指定管理協定書等の見直しについて


