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19 大城　直
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21 金城　加奈栄

22 伊波　良明

23 中村　正人

24 天願　久史

25 喜屋武　力

26 又吉　法尚

27 比嘉　直人

１２/１７（火）

１２/１８（水）

第１３５回　１２月定例会　一般質問通告割振り一覧

１２/１０（火）

１２/１１（水）

１２/１２（木）

１２/１３（金）

１２/１６（月）
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質 問 事 項

１ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．ＡＩ及びＲＰＡによる働き方改革と市民サービスの向上について

２．Ｐａｒｋ－ＰＦＩによる民間活力導入について

３．うるま市総合交通戦略で取り組む施策について

２ 幸喜 勇【一問一答方式】

１．上平良川区道路整備について

（１）上平良川公民館前の県道36号線について

（２）旧交番跡地近くの市道105号線の一部拡張について

２．復帰記念会館跡地利用について

今後の整備計画と地域連携について

３．軽自動車税の免税減税について

（１）軽自動車税の免除を受けている方の割合について

（２）障がい福祉課との連携について

（３）療育手帳を持っている方の免税減税について

４．地震・津波避難訓練について

（１）訓練における各課の対応と参加人数について

（２）市職員への通知方法について

（３）今後の有事の時への対応について

５．生活困窮者の支援について

（１）ひとり親家庭生活支援「うるはし」について

（２）生活保護の高齢単身者世帯の割合について

（３）ケースワーカー１人が対応する生活保護世帯数と主な対応について

（４）市の代理納付での集合住宅の活用について

３ 松田 久男【一問一答方式】

１．ＰＦＩ（公民連携）事業について

ＰＦＩ事業が検討されている具志川総合体育館等建替基本構想について

（１）施設概要について

（２）総工費概算について

（３）今後の工程について

（４）ＰＦＩ事業の可能性について

（５）地元企業の優先的な活用について

２．うるま市スポーツコンベンション誘致戦略策定事業について

（１）その内容について

（２）石川庁舎周辺施設に対する市の考え方について

①うるま市スポーツコンベンションにおける石川庁舎周辺運動施設に対する市の考え方

について

②石川屋内運動場の今後に対する考え方について
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４ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．社会福祉法人保育所建設の入札及び工事管理について

（１）社会福祉法第27条及び社会福祉法施行令第13条の２との関連事項について

（２）社会福祉法人保育所建設に関する発注工事の入札調書分析資料について、専門家であ

る建設関係部署また市長にも資料提供し、見解を求めたか伺う

２．教育行政について

（１）次年度からの幼稚園での給食提供について、その後の進捗状況を伺う

（２）公設公営の認定こども園移行後の給食提供の専用調理場建設について、その後の見解

を伺う

（３）次年度の幼稚園でのお弁当の日設定について伺う

３．環境行政について

石川東恩納での最終処分場建設についての見解を伺う

４．道路行政について

（１）与那城庁舎周辺の沿道に植栽されている（モモタマナの木）の定期的清掃、維持管理

また街路樹の植えかえについて見解を伺う

（２）うるま市与勝地下ダム土地改良区が維持管理している与那城宇舎波川（ウーサーガ

ー）の道路の幅員が狭く、拡張整備を行い市が管理する体制ができないか伺う

（３）与那城1219番１より牛舎小屋に沿った道路（農道）の一部分が破損しており、舗装整

備の要望がある。見解を伺う

（４）勝連平安名915～918番地付近の道路及び排水路の早期整備について伺う

５ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．石川野球場について

（１）韓国から日本への入国者数及び沖縄県への入域客数とうるま市への入域客数について

（２）韓国球団の石川野球場使用状況について

（３）石川野球場の関連収入について

（４）韓国球団のうるま市に対する経済効果について

（５）韓国球団の抜けた穴埋めの新たな収入確保について

２．農地及び農道整備（上原土地改良区）について

（１）上原土地改良区の現状把握について

（２）上原土地改良区について補助事業を入れられないか伺う

（３）上原土地改良区の土壌改良及び排水不良の解消について

（４）農道の側溝整備並びに側溝に詰まっている泥の除去について

（５）農業生産者の意欲を高める手だてについて

３．うるま市産業まつりについて

（１）産業まつりの出品内容について

（２）産業まつりの駐車場、出店・展示場所、イベント会場等の配置について

（３）石川庁舎の管理、利用権が市から離れた場合の産業まつりについて

（４）今後の産業まつり会場について

４．個人番号カード義務化について

（１）個人番号カード義務化の内容について

（２）市職員のマイナンバーカード取得の現状と、今回取得するマイナンバーカードに保険

証が組み込まれているか

（３）マイナンバーカードのメリット、デメリットについて
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（４）マイナンバーカードと住基ネットの関連について

６ 兼本 光治【一問一答方式】

１．安慶名西原線道路改良事業について

（１）進捗状況を伺う

（２）今後の計画を伺う

（３）起点、終点の再延伸計画の検討がないか伺う

２．教育行政について

うるま市における公立学校や外国人学校などに通っていない子どもの現状把握について

（１）うるま市において外国籍の子どもが公立学校や外国人学校に通っていない現状につい

て

（２）今後の取り組みについて伺う

３．与那城庁舎跡地利用計画について

（１）工事着工の遅れについて伺う

（２）今後の計画を伺う

４．用途変更、土地利用計画について

うるま市与那城地域、県道37号線湾岸道路沿い、与那城照間、与那城西原大道、与那城、与

那城屋慶名一帯の農振地域の用途変更について

（１）耕作放棄地指導等の取り組みについて

（２）農業振興施策の取り組みについて

（３）農業振興に関する公共投資事業実績について

（４）当局における土地利用見直しの計画について

７ 國場 正剛【一問一答方式】

１．防犯灯について

（１）安慶名一丁目（旧安慶名１区）開発による防犯灯の撤去数について

（２）現在の設置数及び今後の予定について

２．安慶名店舗について

（１）設置の経緯について

（２）入居企業について（当時～現在）

（３）契約内容について

３．県道75号線の電線地中化について

（１）進捗状況について

（２）予算について

４．うるま市内小・中学校及び公園施設の防球ネット設置状況について

（１）今後の設置予定について

（２）設置後の補修について

５．うるま市勝連総合グラウンドのバックネットについて

（１）現状について

（２）今後の予定について

６．障害者相談支援事業について

（１）事業所数について
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①現在の専門員数について

②専門員１人に対する相談件数について

（２）窓口対応について

８ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．うるま市コミュニティファンドの創設について

本市は市民協働のまちづくりを政策の主要な柱に位置づけ平成28年度に市民協働課を設置

し、地域における主体的なまちづくり活動を支援するため、地域活動支援事業を実施してきて

いますが、その実績と成果について伺います。

２．平和学習の充実・強化について

戦後74年が経過し、戦争体験者の高齢化が進んでいることや、保護者世代も戦争を知らない

世代となっている現状など、戦争体験が風化されようとしています。二度と悲惨な戦争を起こ

してはならないことと、平和への思いを強く持つために、学校における平和教育の充実・強化

が重要となっていると考えます。

現在、本市の教育課程においてどのような平和学習が実施されているか伺います。

３．東照間商業等施設の活性化について

東照間商業等施設は本市における産業の振興、雇用の創出、地域の物産活用及び地域の活性

化を図る目的で平成17年に設置された施設です。これまで入居企業の定着が図れず、あきが出

ている状況にありますが、なぜそのような状況になるのか伺います。

４．世界遺産勝連城跡の観光客受け入れ対応の強化について

沖縄戦で破壊され、沖縄の復興とともに復元の道を歩んだ首里城は、沖縄のアイデンティテ

ィー、誇り、文化遺産、観光資源と様々な表情を持った沖縄の象徴でした。その首里城の焼失

は沖縄県民に大きなショックと悲しみ、喪失感を与えました。今、その悲しみを乗り越えるた

め、県民が前を向き一丸となって、首里城の復旧・復興に向けて立ち上がっている現状にあり

ます。首里城の焼失によって、首里城の観光ができなくなり、他のグスク世界遺産群の観光に

向けられる傾向にあるようですが、本市の勝連城跡の状況はどのようになっているのか伺いま

す。

９ 真栄城 隆【一問一答方式】

１．保育事業について

２．市内交通事故多発地点について

３．闘牛博物館について

４．子育て世代包括支援センター「だいすき」について

１０ 仲程 孝【一問一答方式】

１．赤道小学校校舎増改築事業について

事業の進捗状況について伺う

２．畜産業に関連する悪臭対策について

畜産業に関連する悪臭対策について、本市の取り組み及び各農家への指導等について伺う

３．各自治会への防犯灯設置助成について

各自治会に助成を行っている防犯灯設置の現状と課題について伺う
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４．プラスチックごみゼロに向けた取り組みについて

全国ではプラスチックごみゼロに向けた取り組みを積極的に推進する自治体が多数あるが、

プラスチックごみゼロに向けた、当局の考え方を伺う

５．公用車へのドライブレコーダー設置について

本市所有の公用車へのドライブレコーダー設置状況と今後の設置、運用のあり方について伺

う

１１ 国吉 亮【一問一答方式】

１．うるま市経済振興の現状と課題について

沖縄県は好調な経済成長率で、一人当たりの県民所得も上昇している。しかしながら相変わ

らず県民所得は、全国最下位から脱却できずにいる。

（１）うるま市の現状、他市町村との比較について伺う

（２）その要因を伺う

（３）沖縄県平均並みの所得に向けての施策を伺う

２．バイオマスエネルギーについて

本市の循環型農業促進とバイオマス発電について伺う

（１）本市の令和元年度の「循環型農業促進事業」（家畜ふん尿堆肥化事業）の本年度の事

業目的と調査の進捗状況を伺う。また、本年度の事業を踏まえた次年度以降の事業目的

と計画を伺う。

（２）今年11月16日の沖縄タイムスは「バイオマス発電来夏石垣で稼働 ゆいまーる牧場と

テクノ」の見出しで、石垣市における石垣牛のふんを原料としたメタン発酵発電事業、

液肥・堆肥製造事業を報じた。本市事業の発展型の事業と思われるが、石垣市の事業に

ついての見解を伺う。

（３）石垣市計画以外で八重瀬町でも乳牛・食品廃棄物などを原料としたメタン発酵発電、

液肥・堆肥製造事業が既に行われている。それら本市の発展型事業についての情報収集

と本市事業への活用について見解を伺う。特に、本市家畜ふん尿・堆肥化事業及び他市

町のメタン発酵発電事業、液肥・堆肥製造事業の「採算性の比較」についての見解を伺

う。

３．指定管理施設の年間収支報告書について

指定管理施設の年間収支報告書について伺う

４．うるま市文化財保護について

（１）防火対策を伺う

（２）文化財保護はどのように行っているか伺う

（３）今後懸念されることと、展望を伺う

５．令和２年度幼児給食提供について

（１）９月定例会からの進捗状況を伺う

（２）調理マニュアル、作業手順書などについて伺う

（３）栄養士、作業員等の人員などはどうなるのか伺う

（４）３月末までのタイムスケジュールを伺う

（５）今後の課題、展望を伺う

１２ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．中城湾港へのクルーズ船寄港について

（１）県内へのクルーズ船寄港回数について

（２）中城湾港への寄港回数について
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（３）中城湾港でのクルーズ船受け入れ体制について

①仮設ターミナル設置について

②外国人観光客へのごみ分別周知徹底について

２．海の駅あやはし館について

てんぷら店増設、パーラー設置調査結果を伺う

３．明るい農業支援について

令和元年度人・農地プラン意見交換後の対応について

４．字具志川アカザンガー整備について

整備に関して行政の対応を伺う

５．住みよい島しょ地域の整備について

（１）浜比嘉島について

比嘉区から兼久向け道路拡幅整備進捗について

（２）平安座島について

①トゥダチ墓解明について

②石油企業との公害防止協定締結について

（３）宮城島について

池味漁港について

（４）伊計島について

①与那城伊計202番地付近の道路拡幅工事について

②旧芋集積建屋整備について

③（仮称）島しょ地域課設置について

１３ 伊波 洋【一問一答方式】

１．これまでの一般質問の再確認について

（１）うるま市民芸術劇場、石川会館、きむたかホールの業務改善について

（２）市道石川３号線世栄津橋～富祖橋の改良工事について

（３）石川川上流部の環境について

（４）石川川上流部の農道整備について

（５）石川市民の森公園の管理について

（６）石川多目的ドーム駐車場整備について

（７）附属機関設置における各種委員会委員の選任要項の見直しについて

（８）補助金審査会の答申を踏まえ行政の考えについて

２．農水産行政について

うるマルシェ一周年の検証について

３．石川庁舎周辺整備事業について

うるま市産業基盤整備計画基本構想について

（１）うるま市産業基盤整備計画基本構想の策定の経緯と考え方について

事業達成までの年度計画について

（２）関連各部の調整役は、企画部となるが企画部の所感について

（３）関連各部との事業推進会議はどのように計画しているか

（４）社会体育施設の管理運営についての所感について

（５）石川公園整備事業、市道石川白浜線改良工事事業の今後の取り組みについて

（６）石川漁港周辺の広大な整備地について
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１４ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．あやはし館の指定管理について

（１）現指定管理者と入居企業との協議の進捗について

（２）防火管理システム（館内放送、防火監視盤）の改善について

（３）（株）あやはしの登記上の所在地について

（４）平成28年度、市直営時の入居企業の使用料について

（５）指定管理にかかわる条例及び施行規則、指定管理者募集要項等の見直しについて

（６）次期入居企業の選定について

１５ 下門 勝【一問一答方式】

１．地下ダム管理用道路について

２．浜比嘉海岸等の浸食対策及び崩落岩石の撤去について

３．公園等の補修、修繕、整備について

４．防災・減災行政について

５．消防行政について

６．教育・福祉行政について

１６ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．与那城区内排水整備への対応について

11月25日付、与那城自治会からの要請内容を踏まえて

２．与那城西原区、与那城区、照間区地域におけるまちづくり計画について

（１）与勝中学校前から屋慶名地域へ向けた伊計平良川線、県道10号線地域の現在の土地利

用用途状況について

（２）同地域の農振地域用途変更と将来的なまちづくり計画について

３．水産業活性化支援整備事業について

（１）平安座海中大橋水路のしゅんせつ事業化へ向けた調査について（６月定例会）

（２）屋慶名港、漁船巻き上げ機整備について

４．市職員人材育成へ向けた取り組みについて

「ゆがふう塾」最終報告会の研究結果内容を踏まえて

５．教育行政について

（１）教職員働き方改革改正法成立における、うるま市での過重勤務軽減へ向けた取り組み

について

（２）うるま市における学校に通っていない児童・生徒の現状と取り組みについて

１７ 藏根 武【一問一答方式】

１．あやはし海中ロードレース大会の開催について

（１）第20回大会の日程変更は、どのように決定されたか

（２）大会日程の変更理由を伺う

（３）第21回大会からはどのような日程で開催する予定か

２．島嶼地域の活性化について



- 8 -

現在、どのような事業に取り組んでいるか伺う

３．スポーツ産業について

（１）来年のキャンプ誘致の状況を伺う

（２）サッカー場建設について

４．教育行政について

新学習指導要領により、小学校では外国語活動や外国語の授業をどのように進めていくのか

伺う

１８ 平良 榮順【一問一答方式】

１．天願区内県有地急傾斜地について

（１）雑草、雑木の刈り払い撤去についいて

（２）適正管理について

２．防災行政について

（１）自主防災組織について

（２）防災行政無線について

（３）地域防犯灯設置事業について

３．畜産振興について

ヤギ生産振興について

１９ 大城 直【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）海中道路を利用した事業について

①年間の事業実績について

（２）オールドカーフェスティバルinうるまについて

（３）マーラン船の観光活用について

２．教育行政について

（１）与勝第二中学校の学校運営について

①うるま市教育振興推進委員会の開催と内容について

②体育館整備について

（２）津堅小中学校の学校運営と取り組みについて

①どのような対策、取り組みがなされたか

②不登校児童、生徒の受け入れは可能か

（３）特色ある学校運営について

２０ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．新学習指導要領について

（１）要領の内容について伺う

（２）要領の対策と対応について伺う

２．観光事業について

（１）体験型観光の現状について

（２）農漁業、マリンスポーツ等で体験活動型の観光化について
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２１ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．都市政策について

うるま市交通基本計画について、「新時代に向けた地域活力を創出する交通」「安心・安全

で住みよいまちの交通」「美しい自然環境や景観を活かし、人を呼寄せるまちの交通」につい

て伺う。

（１）公共交通空白地域について伺う。

２．教育について

英語教科について、2020年から始まる教育改革で、英語の授業が始まり、同時に英語教育の

レベルが全体的に引き上げられることについて伺う。

３．ＦＭうるまについて

平成31年２月定例会において、取り上げたＦＭうるま難聴地域解消に向けた調査、協議の進

捗状況を伺う。

４．観光について

津堅島における持続可能な観光地づくり計画策定事業について伺う。

２２ 伊波 良明【一問一答方式】

１．ソフトウェアロボットによる業務の自動化（ＲＰＡ）について

（１）働き方改革や業務効率向上のため、今後ＲＰＡ導入の推進が考えられるが見解を伺う

（２）個人情報やセキュリティーの安全性について

（３）マイナンバーカードの利便性向上のための行政サービスについて

（４）専門的知識が必要と思われるが、人材育成のための研修やスマートプロジェクトチー

ムの組織や企画について

（５）導入するにも初期費用が高額であることから複数自治体との共同開発の推進等が方策

だと思うが見解を伺う

（６）導入へ向けての課題について

２．城前小学校増改築事業について

（１）進捗状況を伺う

（２）運動場にプレハブ仮設校舎を建築後、体育館及び校舎の解体工事、そして建築工事が

行われるのか伺う

（３）工事期間中（約３年）の体育の授業の持ち方について伺う

（４）長期間、体育館や運動場が使用できない状態になると、伊波小学校や宮森小学校に近

い地域から両小学校への転校や入学等が懸念されるが見解を伺う

２３ 中村 正人【一問一答方式】

１．うるま市勝連城跡周辺整備事業について

（１）進捗状況について

（２）各種施設（事業）の費用対効果について

２．ヌーリ川公園整備事業について

進捗状況について

３．介護保険について

うるま市地域包括支援センターの成果と課題について

４．うるま市の教育について

子供たちの到達度評価について
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２４ 天願 久史【一問一答方式】

１．闘牛のまち宣言に関連する事項について

（１）今後の取り組みについて

（２）商品開発や観光振興との関連性について

（３）闘牛場のネーミングライツについて

２．農業振興に関連する事項について

（１）耕畜連携循環型農業に向けた進捗状況について

（２）現状の課題と解決に向けた取り組みについて

３．部活動指導員に関連する事項について

（１）部活動顧問と外部指導者の現状と課題について

（２）うるま市の取り組みについて

（３）部活動指導員の制度化について取り入れる検討はしたのか

４．学校通学路の安全対策に関連する事項について

（１）路面標示の点検について

（２）路面標示の改修について

５．長寿祝い表彰について

２５ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．江洲城跡公園について

ヌーリ川公園の進捗状況と江洲城跡公園化への計画について

２．宮里児童公園について

進捗状況と計画について

３．高江洲中学校校舎改築について

（１）築36年の建物の雨漏りや裂罅、剥離などについて

（２）生徒数の増加で教室不足の対応について

４．幼保無償化について

財源不足と聞いているが本市の計画に対し支障はないか

５．介護施設利用について

介護保健施設を利用する低所得の高齢者補助制度について

６．市町村民所得について

前回の調査では、39位。今回2018年度の調査では40位に後退しているが、現在2019年度の状

況を伺う。

２６ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．2019年度、全国学力・学習状況調査№１石川県から学ぶ学力向上に関連する事項について

（１）「早寝・早起き・朝ごはん」子どもの生活リズム向上推進事業について伺う。

（２）新小学１年生保護者向け、子育て冊子の配布について伺う。

（３）新中学１年生保護者向け、思春期の理解とかかわり方冊子の配布について伺う。

（４）「新聞を読む、毎日読書をする」の推進について伺う。

（５）小・中学校教員相互の授業参観について伺う。

（６）小・中学校、児童・生徒の交流会について伺う。
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２．認定こども園への移行について

（１）令和２年４月から（仮称）川崎こども園を運営する社会福祉法人まこと鳴滝会につい

て伺う。

（２）（仮称）川崎こども園の第２回地域説明会において保護者からどのような要望があっ

たのか伺う。

（３）（仮称）川崎こども園の園長は、誰に決まったのか。また、職員の人数、現時点での

採用人数について伺う。

（４）（仮称）川崎こども園、園長、職員の川崎幼稚園への職場実習について伺う。

（５）川崎幼稚園仮設園舎工事について伺う。

（６）説明会に配布された資料の中の職員募集に関する運営条件の内容について伺う。

３ こども医療費助成制度について

（１）うるま市こども医療費助成金受給資格者証の現はがきサイズから、カードサイズへの

変更について伺う。

（２）はり・灸・整骨院等の受診手続について伺う。

（３）うるま市小・中学生、むし歯０プロジェクトについて伺う。

（４）こども医療費助成を18歳まで拡充し、現物給付の早期実現に向けて、島袋うるま市長

の今後の考え方を伺う。

４．ゲーム・携帯障害について

（１）うるま市内、小・中学生インターネット依存について伺う。

（２）ゲーム障害に関する相談実績について伺う。

（３）うるま市の現状と取り組んでいる対策について伺う。

５．2020年度、小学校英語教育の必修化について

（１）ＡＬＴの増員について伺う。

（２）国際交流推進員の配属について伺う。

（３）地域ボランティアへの依頼（呼び掛け）について伺う。

６．2022年、18歳成人について

（１）うるま市の成人式の考え方について伺う。

（２）保護者への成人式の告知について伺う。

（３）現在の中学３年生、高校１年生への指導・対応について伺う。

７．安慶名中央公園、喜屋武マーブ公園、具志川総合公園管理事務所周辺の駐車場管理につい

て

（１）日常的に駐車場代わりとして停めている車両に対し、市の対応について伺う。

（２）月額契約駐車場としての活用について伺う。

（３）公共施設における無断駐車の今後の対応について伺う。

２７ 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）2020年度に向けた本市の取り組みについて

（２）課題と解決策について

２．住宅防音事業について

（１）本市における防音工事の実施状況について

（２）80Ｗ以上及び75Ｗ以上区域への対策について

３．道路ボランティアについて
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（１）市内道路（県道含む）の景観について

（２）道路ボランティアの活動状況について

（３）ボランティアを活用した景観の形成について

４．照間地区海浜整備について

（１）整備計画について

（２）県と本市の役割について

５．具志川幼稚園の認定こども園への移行について

（１）移行スケジュールについて

（２）環境整備について


