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日付 順番 氏　      名 備考

1 幸喜　勇

2 仲本　辰雄

3 松田　久男

4 伊盛　サチ子

5 荻堂　盛仁

6 東浜　光雄

7 真栄城　隆

8 宮城　一寿

9 国吉　亮

10 仲程　孝

11 兼本　光治

12 伊波　良明

13 下門　勝

14 大城　直

15 天願　久史

16 　 名嘉眞　宜德

17 比嘉　直人

18 國場　正剛

19 德田　政信

20 中村　正人

21 藏根　武

22 伊波　洋

23 大屋　政善

24 金城　加奈栄

25 宮里　朝盛

26 佐久田　悟

27 喜屋武　力

28 平良　榮順

29 又吉　法尚

３月１６日（月）

３月１７日（火）

第１３６回　２月定例会　一般質問通告割振り一覧

３月９日（月）

３月１０日（火）

３月１１日（水）

３月１２日（木）

３月１３日（金）
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質 問 事 項

１ 幸喜 勇【一問一答方式】

１．軽自動車税の免税減税について

（１）療育手帳のＢの取得者数について

（２）療育手帳のＢの軽自動車納税額について

（３）その額をうるま市が負担することで自立支援につながるのでは

２．復帰記念会館跡地利用について

（１）認定こども園について

（２）仮称「うるま市子どもステーション」について

３．子育て支援環境について

（１）一時預かり、子育て支援センターについて

（２）子育て世代包括支援センター「だいすき」ができる前に対応できていなかった方への支

援について

（３）産後のサポートについて

（４）直接的に子どもと関わる手厚い支援について

４．学校教育環境について

（１）学校の課題解決のために、次年度にモデルとして取り組む学校があれば紹介してほしい

（２）子どもが安心する居場所のサポート体制について

（３）市民協働学校の成果や課題について

５．公民連携のシステムについて

（１）歳入増、歳出減、市民サービス向上について

（２）アイデアを集めるワンストップの仕組みについて

（３）地域清掃でのおもてなし環境やひと・テーマ・まちをつなぐ拠点のまちの駅設置につい

て

２ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．豚熱の発生・対応及び被害農家への支援について

２．内部統制制度における業務の有効性及び効率性について

３．電気自動車（ＥＶ）産業の振興について

４．持続可能な財政運営について

３ 松田 久男【一問一答方式】

１．公民連携の取り組みについて

（１）具志川総合体育館の取り組みの現状について伺う

（２）要求内容についての柔軟な対応について伺う

（３）小さな事業からの提案型の公民連携の可能性について伺う

２．新型コロナウイルス対策について

（１）市の対応について伺う

（２）ＰＣＲ検査体制の現状について

３．豚熱（豚コレラ）の初動体制について
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今後の対策も含めて反省点などを伺う

４.地元企業育成のための備品等発注のあり方について

（１）競争入札に及ばない備品等発注の仕方について伺う

（２）地元企業育成の考え方について伺う

４ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．保育行政について

（１）待機児童数の現状について伺う

（２）待機児童解消に向けた施設整備の計画について伺う

（３）保育士確保の処遇改善について伺う

２．交通安全対策について

（１）滋賀県大津市の保育園児交通死傷事故をきっかけに保育所、幼稚園など未就学児が歩行

する道路の安全点検の進捗状況や環境整備の改善対策について伺う

（２）勝連小学校周辺の横断歩道の白線引き直しについて伺う

３．こども医療費助成制度について

こども医療費無料化の高校卒業までの年齢拡充と現物給付について伺う

４．国保行政について

（１）国民健康保険税の引き下げについて伺う

（２）子供の均等割保険税の軽減について伺う

５．国民年金について

（１）本市の国民年金支給世帯、人数、平均年金額、無年金の現状について伺う

（２）マクロ経済スライドによる年金給付の水準が減らされていく仕組みになっていることや

また、最低年金保障制度の実現は切実であると思うが見解を伺う

６．基地行政について

（１）日米地位協定の抜本的な改定は県民の切実な願いである。沖縄県は外国の同様な協定を

調査し比較を行っている。その取り組みの状況や今後の市民への周知について市長の見解

を伺う

（２）建白書に基づいて辺野古新基地建設断念、世界一危険な普天間基地の閉鎖・撤去を求め

ることについて市長の見解を伺う

５ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．うるま市で発生した豚熱（ＣＳＦ）について

（１）豚熱発生からの経緯を伺う

（２）初期防疫作業時の混乱が起きたことへの見解を伺う

（３）対策本部は、どちらに設置されたか

（４）担当部局から、防疫ステーション内へ対策本部を設置する要請は

（５）埋却場所の選定について説明と見解を求める

（６）今回の経過を踏まえた今後の豚熱に対する対応を伺う

２．「市・県民税、国民健康保険税の申告」窓口業務について（第134回定例会での答弁を受け

て）

（１）受け付け時間の短縮に向け、他市町村の状況を調査・研究するとあったがどこの市町村

を調査したか

（２）前回の説明で、ブースごとに分類する中での「簡易申告の部」とは。また、今年設置が
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なかった理由は

（３）前回、事前に申告書を記入し、内容に誤りや問題等がなければ、短時間で受け付けを終

えられる方もおりますので、特に問題はないとの説明であったが、現状はチェックにかか

る時間が５分前後で終わっていながら、受付カードを受け取ってから申告終了まで２時間

余りかかっている方がいる。前回の説明と矛盾しないか

（４）前回、所得税申告受け付けでは、申告書の記載済み者の提出窓口があり、同様な窓口設

置を要望してきたが、実現できなかったのはどうしてか

３．スクールロイヤー（SchoolLawyer)について

（１）スクールロイヤーとは

（２）本市において、過去に学校に関する法律的なトラブルがあるか

（３）トラブルに対する対応は、市の弁護士対応か

（４）スクールロイヤーと市専属の弁護士の役割の違いは

（５）スクールロイヤー制度について教育委員会の見解を求める

４．改正動物愛護法について

（１）改正動物愛護法の目的と内容について伺う

（２）マイクロチップに入力される情報について伺う

（３）ＧＰＳ機能について伺う

（４）マイクロチップのメリット、デメリットについて伺う

６ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．施政方針４.主要事業の概要の中の（３）「まちの活力を生み出す産業づくり」観光振興

について

観光振興については、勝連城跡の魅力を高め、さらに、海中道路や島しょ地域など、本市の

主要な観光拠点の周遊を促すため、魅力的な情報の発信を行い、観光客の流れを取り込んでい

けるよう取り組んでまいります。とありますが、具体的にどのような取り組みをしていくのか

伺います。

２．施政方針４．主要事業の概要の中の（４）「自然と調和した快適で暮らしやすいまちづく

り」環境行政について

環境行政については、環境保全・美化に対する意識を高めるため、環境教育の実施や広報等

周知啓発に努めるとともに、海中道路周辺海域の環境再生に引き続き取り組みます。とありま

すが、具体的にはどのような取り組みをしていくのか伺います。

３．施政方針４．主要事業の概要の中の（４）「自然と調和した快適で暮らしやすいまちづく

り」ごみ対策について

ごみ対策については、減量化やリサイクルに努めるとともに、自治会や関係団体等と連携し

たパトロールの強化や不法投棄禁止ステッカー、監視カメラの活用等による不法投棄対策にも

取り組みます。とありますが、具体的な取り組みとしてどのような取り組みになるのか伺いま

す。

４．勝連南風原遊水池の環境整備について

勝連南風原遊水池の環境整備については、これまで幾度となく一般質問で取り上げてまいり

ましたが、現状においても不法投棄やヘドロの堆積により悪臭が漂い劣悪な環境にあります。

当局はこれまでどのような対策を取ってきたのか伺います。

５．「うるマルシェ」における障がい者の作品展示即売会の開催について

障がい者の社会参加促進やスキルアップによって、障がい者のつくる作品は、商品として評

価され、見る人の心を魅了し、価値が高まってきています。その作品を多くの人たちがにぎわ
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う「うるマルシェ」のイベント広場や会議室等で定期的な展示即売会の開催ができないか伺い

ます。

７ 真栄城 隆【一問一答方式】

１．ドナー助成金について

２．仮称銀座通り線延伸について

３．フッ化物洗口について

４．特別支援教育について

５．本市の健康寿命長寿化について

８ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．農水産業の振興について

（１）令和２年度人・農地プラン計画について

（２）循環型農業促進事業について

（３）豚熱殺処分後の感染防止・悪臭対策について

（４）与那城町漁業協同組合浜プラン支援について

２．字具志川の防災について

（１）防災行政無線整備について

（２）自主防災組織取り組みについて

３．津堅島及び島しょ地域の振興について

（１）津堅島

①キャロット愛ランド展望台公園整備について

②キャロット愛ランド展望台公園避難地車両進入道路整備について

③海底送水管工事について

（２）浜比嘉島

旧比嘉小学校跡地活用について

（３）平安座島

石油企業との公害防止協定締結について

（４）宮城島

①池味漁港について

②不法建築及び不法投棄について

③池味区道路整備について

（５）伊計島について

①仮称「島しょ地域課」設置について

②阿茂地洞門（アムジトンネル）基礎現状について

４．施政方針について

東海岸開発基本構想の施政方針取り組みについて

９ 国吉 亮【一問一答方式】

１．キャッシュレス推進事業について

（１）キャッシュレス推進事業について

本市の取り組みや現状について伺う

（２）令和２年４月から那覇市が実施するスマホ収納決済について
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①本市の先進的施策と思われるが、見解を伺う

②スマホ収納決済を導入している他県、他市町村から情報収集と、本市事業への活

用について伺う

２．幼児給食提供について

（１）４月からの幼児給食提供について

①栄養士、作業員などの人員について伺う

②今後の課題、展望について伺う

３．指定管理について

（１）指定管理者制度導入後の結果検証について

①指定管理施設の数と昨年度の指定管理収支報告書ベースで収入額の多い５つの施

設を伺う

②収入額の多い上位３つの施設の収入項目、支出項目のうち、多い順に各３つと

その金額を伺う

③この３つの施設の項目と金額から読み取れる本市全体の指定管理者制度の改善に

向けた諸策を伺う

４．電力小売り全面自由化について

（１）経済産業省の電力自由化の目的を伺う

（２）2018年度の公共施設の電力消費量と電力金額を伺う

（３）新電力の見積書と沖縄電力との電気料金の比較を伺う

（４）経済産業省の電力自由化の目的に照らした本市の電力自由化についての取り組み

姿勢を伺う

１０ 仲程 孝【一問一答方式】

１．施政方針について

（１）Ｐ３ 発達の支援を要する子ども達のため、複合的な専門施設についても検討するとの

ことだが、具体的な内容について伺う

（２）Ｐ５ 県内初のバイオマス発電所について、施設の規模や稼働時期等の情報について伺

う

（３）Ｐ14 生活保護について「被保護者健康管理支援事業」の具体的な内容について伺う

（４）Ｐ18 児童や妊産婦の相談支援体制及び専門性の強化を図るために、新たに「子ども総

合家庭支援拠点」の設置に取り組むとあるが内容を伺う

（５）Ｐ18 「病児保育事業」について、事業実施に向けて今後の取り組みについて伺う

（６）Ｐ21 「商工業等研修施設建設事業」の具体的な内容について伺う

（７）Ｐ36 浜比嘉島での防災避難施設の整備事業について、今後の取り組みを伺う

（８）Ｐ40 企業版ふるさと納税の導入と、地域自治体を対象としたクラウドファンディング

の活用に向けて検討するとのことだが、その内容について伺う

（９）Ｐ44 若年妊産婦について、新たに居場所づくりに取り組むとのことだが、具体的な内

容について伺う

２．米原地区排水路整備事業について

事業の進捗状況について伺う

３．食品ロス削減の取り組みについて

食品ロス削減推進法（食品ロスの削減の推進に関する法律）が策定され、各自治体には具体

的な推進計画をつくる努力義務が課されているが、本市の現状と今後の取り組みについて伺

う
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４．夜間中学の設置について

公立夜間中学設置に向け、さまざまに法整備がなされてきたが、本市での設置に向けた考え

方を伺う

５．新型コロナウイルスの対策について

市内で感染者が発生した場合の初動体制及び情報の発信や管理のあり方について伺う

１１ 兼本 光治【一問一答方式】

１．県道37号線道路整備について

与那城多種目球技場西側県道37号線（湾岸道路）の横断歩道、道路照明灯の整備設置につい

て

２．悪臭対策について

海中道路出入り口屋慶名地先の悪臭対策の取り組みについて

３．市道認定について

（１）うるま市字赤野、浜千鳥の歌碑通りの市道認定について

（２）新設道路計画について

４．外来種ツルヒヨドリ等雑草対策について

（１）市当局の認識を伺う

（２）今後の取り組みについて

１２ 伊波 良明【一問一答方式】

１．学校給食について

（１）給食費改定後の状況について

（２）調理くず及び食べ残しなどの食品残渣について

（３）食べ残しの削減について

２．ふるさと納税について

（１）令和元年度寄附金の状況について

（２）ふるさと応援寄附基金の状況について

（３）ふるさと応援寄附基金の令和２年度予算案での500万円の取り崩しについて

（４）ふるさとチョイス電子感謝券活用の考えはないか伺う

（５）豚熱による被害農家の経営再建支援対策として「ふるさとチョイスガバメントクラウ

ドファンディング」による支援募集活用の考えはないか伺う

１３ 下門 勝【一問一答方式】

１．令和２年度施政方針について

【２．施政運営に関する基本姿勢】について伺う

（１）「教育・子育て支援の拡大」

令和元年10月よりスタートした教育・保育の無償化に対応するため、令和２年４月より

全ての市立幼稚園で３歳児からの受け入れが可能となります。また、発達の支援を要する子

ども達のため、複合的な専門施設の検討や待機児童解消に向けた施設整備にも取り組んでい

くとあります。そこで、伺います

①ゼロ歳児から５歳児までの待機児童の状況を伺う

②病後児保育事業及び病児預かり事業について取り組み内容を伺う

③現在48カ所の学童クラブが運営されています。さらに赤道小学校及び宮森小学校に学

校併設型の公設学童クラブが整備される予定ですが、今後の公設学童クラブの整備方

針等と学童クラブ待機児童等の状況を伺う



- 7 -

（２）地元企業育成と誘致について

①地元企業育成と地元企業優先活用の取り組みを伺う

②地元企業育成の観点から、豚熱（ＣＳＦ）被害養豚農家支援対策について伺う

③地元企業育成の観点から、新型コロナウイルス等の影響による観光関連企業等への支

援対策について伺う

（３）「まちの活力を生み出す産業づくり」から、中城湾港新港地区と連動した新たな産業

集積地域の検討について具体的な取り組みと内容を伺う

２．母子生活支援センタ―（施設）整備及び必要性等について

母子生活支援センタ―（施設）とは、配偶者のない女子またはこれに準ずる事情のある女子

及びその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立の促進のためにその生活を

支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設で、児童

福祉法第38条で位置づけられた施設です。

そこで本市の母子世帯の状況を伺う

３．条例等による無電柱化の取り組み等について

観光地等の景観及び災害時の減災の取り組みとして条例による無電柱化の推進及び規制等の

取り組みについて伺う

４.生活保護制度等について

県内で2018年度に生活保護受給が決まった世帯のうち、生活保護法の定める「原則14日以内

決定」を受けたのは31％（1,184世帯）にとどまっていたと報道があった。

決定機関による差も大きく、浦添市では８割が期限内であったが別の福祉事務所では１割に

満たなかったとの報告もある。

そこで本市の状況を伺う

５．きむたかホール機能強化事業と連動した周辺整備等の必要性について

（１）きむたかホール機能強化事業の内容と今後の展開の考え方を伺う

（２）きむたかホールへのアクセス道路の拡張整備について伺う

（３）勝連幼稚園跡地、勝連Ｂ＆Ｇ海洋センター、勝連総合グラウンドの再整備と有効活用

について伺う

６．野犬・ハブ等対策業務の業務委託に係る企画提案コンペ等について

（１）コンペ参加資格等について伺う

（２）現在の職員の処遇について伺う

（３）企画コンペについて伺う

１４ 大城 直【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）不登校児童・生徒対策について

（２）津堅島旧灯台跡の整備について

２．福祉行政について

（１）障がい者自立支援の取り組みについて

（２）住宅支援について

（３）県営住宅の入居あっせん等について

１５ 天願 久史【一問一答方式】

１．家畜伝染病「豚熱」に関連する事項について

（１）「豚熱」発生農場の現在の被害状況、防疫措置状況について
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（２）感染経路及び遮断対策、埋却地の選定、埋却地のその後について

（３）補償、ワクチン接種、再建に向けた取り組みについて

（４）影響を受けた農場への支援について

２．農水産業振興戦略拠点施設「うるマルシェ」に関連する事項について

３．早朝における通学時のバス運行に関連する事項について

４．県道37号線、239号線屋慶名大通り拡幅工事に関連する事項について

１６ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．あやはし館指定管理について

（１）あやはし館の玄関等の鍵の管理について

（２）平成25年度、26年度、27年度あやはし館の指定管理の事業報告書について

（３）あやはし館の指定管理にかかわる条例及び施行規則、指定管理者業務仕様書、募集要項

等の見直しについて

（４）あやはし館１階の特産品販売所の入居企業選定について

（５）今後のあやはし館の指定管理のあり方について

１７ 比嘉 直人【一問一答方式】

１．豚熱に係る養豚農家への補償について

（１）うるま市養豚農家の被害状況について

（２）養豚農家への補償内容について

（３）市による補償体制について

２．部活動指導員について

（１）部活動指導員配置促進事業の目的について

（２）スポーツ力向上促進事業との違いについて

（３）部活動指導員配置に向けての進捗について

３．勝連城跡への誘客について

（１）プロモーション活動の進捗について

（２）ナイトツアーについて

４．具志川小学校校舎について

（１）耐力度調査の結果について

（２）今後の対応について

１８ 國場 正剛【一問一答方式】

１．有事におけるうるま市の体制について

（１）地震・津波発生時について

（２）豚熱発生時について

（３）新型コロナウイルス発生時について

２．各種団体育成助成費について

（１）目的について

（２）助成団体について

（３）今後について

３．安慶名闘牛場について
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（１）牛舎について

（２）関係団体との調整について

（３）今後について

４．障害者優先調達推進法について

（１）うるま市における取り組みについて

（２）今後について

１９ 德田 政信【一問一答方式】

１．公園整備事業について

（１）ヌーリ川公園整備事業について

①事業の進捗状況について

②事業計画の見直しについて

（２）赤野公園整備事業について

①面積について

②総事業費について（見込み）

（３）天願公園整備事業について

①総面積について

②総事業費について

③設置場所決定に至った経緯について

２．住環境について

（１）塩屋団地改修事業について

事業内容について

（２）豊原団地改修事業について

事業内容について

３．経済行政について

（１）商工業等研修施設建設事業について

（２）基本計画策定業務委託について

４．教育行政について

（１）市民協働学校（コミュニティスクール）について

モデル校の成果及び評価について

２０ 中村 正人【一問一答方式】

１．防災行政について

（１）防災に関する市民への周知による防災講習及び訓練等について

（２）防災行政無線整備について

２．ひとり親の訪問相談に関する事業について

うるま市の相談支援体制について

３．豚熱（豚コレラ）対策について

（１）豚熱のウイルスとは

（２）うるま市独自の農家支援策及び国・県の補償について

４．勝連城跡周辺整備事業について

（１）市内企業育成等について

（２）事業終了後の入域観光客対策について
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５．幼児教育・保育の無償化について

給食費の徴収について

２１ 藏根 武【一問一答方式】

１．島嶼地域活性化について

（１）これまでの事業の成果について伺う

（２）平安座西公園の整備について伺う

２．教育行政について

（１）彩橋小・中学校の現状について伺う

（２）スクールバスの活用について伺う

（３）家庭教育支援員や学習支援員の減について伺う

３．スポーツ産業について

（１）今年のサッカーチームのキャンプ状況について伺う

（２）与那城総合公園陸上競技場・具志川多種目球技場での各種大会など、昨年の利用状況を

伺う

２２ 伊波 洋【一問一答方式】

１．行政について

（１）うるま市民芸術劇場、石川会館、きむたかホールの業務について

（２）新年度予算・補助金について

（３）令和元年12月第135回うるま市議会定例会において採択された請願の動向について

２．産業行政について

（１）うるま市産業基盤整備計画基本計画の策定の経緯と考え方について

（事業の達成までの年度計画について）

（２）関連各課の調整役は、企画部となるが企画部の所感について

（３）関連各課との事業推進会議は、どのように計画しているか

３．石川庁舎周辺整備事業について

（１）石川庁舎の管理について

（２）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

（３）石川漁港周辺の広大な整備地について

２３ 大屋 政善【一問一答方式】

１．上原土地改良区西側の急傾斜地の安全対策について

（１）当該箇所の屏風岩の現状について、どのように認識しているか

（２）当該箇所は急傾斜地に指定されているか

（３）過去に、当該箇所で岩の崩落や樹木の落下などで道路が通行どめになったことがあった

と記憶しているが、いつごろか。また、通行どめにした期間について確認できる範囲でお

聞かせください

２．伊計平良川線について

（１）市は「シヌグ堂周辺整備基本計画」を作成しているが、この計画を推進していくために

は、今回の県の調査設計にあわせて、当該基本計画に位置づけられているシヌグ堂周辺の

駐車場の整備などについて県と協議の上、整備の具体化を図っていく必要があると思うが

御見解をお聞かせください

（２）伊計平良川線は、宮城島地内では、桃原橋から上原土地改良区に接続する区間、上原土

地改良区内の区間、上原集落からトンナハビーチまでの区間に区分けされて工事が進めら
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れると理解しておりますが、今回、調査設計が発注された上原土地改良区以外の残りの各

区間の調査設計については、いつごろ発注し、それぞれの区間の工事着工はいつごろの予

定なのか、確認できる範囲でお聞かせください

（３）伊計平良川線は、伊計港湾が終点となっているが、トンナハビーチから終点までの区間

はどのような区分けになっているのかお聞かせください。また、各区間の調査設計につい

て、県はいつごろ発注する予定なのか、確認できる範囲でお聞かせください

（４）県は、最終的に伊計平良川線を何年度までに完成させる予定なのか、確認できる範囲で

お聞かせください

３．農用地区域の指定解除について

（１）農振地域に指定するには、農振法第６条第２項に定める３つの要件を全て備えた場合に

指定することとされているが、その３つの要件についてわかりやすく御説明ください

（２）農振法第12条の２には、農用地区域を指定した市町村はおおむね５年ごとに農業振興地

域整備計画に関する基礎調査を行うことになっているが、これまで基礎調査を何回行った

か。また、次回はいつごろ調査する予定かお聞かせください

（３）農振法第13条には、農用地区域から除外する場合の要件５項目が挙げられているが、そ

れぞれわかりやすく御説明ください

（４）平成30年６月に県が公表した「土地利用基本計画の変更について」によれば、本市の農

業振興地域の区域の変更について県と事前調整しているが、その内容と変更手続が完結す

るまでの流れを具体的に御説明ください

２４ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．市職員の勤務状況等について

2018年度うるま市職員の総残業時間は、何時間か。また、残業手当の総額について伺う

２．教職員の長時間労働について

１年単位の変形労働時間制について伺う

３．給付奨学金制度について

（１）高すぎる大学等の学費を抜本的に値下げする事を国に求めることについて、市長の見解

を伺う

（２）市独自の給付奨学金制度について伺う

４．学校給食について

令和２年度施政方針にある「献立、地産地消の充実」について伺う

５．雇用について

令和２年度施政方針にある「完全失業率、雇用促進」について伺う

６．保育業務について

給食費の徴収業務について伺う

７．人権保障について

ジェンダー平等について伺う

２５ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．施政方針について

（１）令和２年度の予算規模の一般会計予算前年度比3.6％減について伺う

（２）商工業等研修施設建設事業と経営発達支援事業について伺う

（３）津堅島農業活性化事業と農業耕作条件改善事業等について伺う
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（４）農業基盤整備促進事業（具志川照間地区）について

（５）豚熱（豚コレラ）発生で市の取り組みと市独自の支援策について伺う

２６ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．「ふるさと応援寄附金」これまでの実績、現状とその活用について

２．災害時における地域防災計画及び防災体制の現状と課題、取り組みについて

３．友好都市「盛岡市」との「友好・交流」事業の充実拡大、促進へ向けた取り組みについて

２７ 喜屋武 力 【一問一答方式】

１．ＬＥＤ事業について

ＬＥＤ事業が終結し、今後の防犯灯事業について

２．豚熱（ＣＳＦ）及び新型コロナウイルスへの対策について

災害対策と体制のあり方について

３．自動運転自動車について

４．電光掲示板について

５．石川終末処理場について

６．県道３３号線バス運行について

２８ 平良 榮順【一問一答方式】

１．産業振興及び企業誘致施策について

（１）中城湾港新港地区開発計画について

①当初計画と進捗状況について

②国際物流拠点産業集積計画について

③うるま市の取り組みについて

④企業集積・定着促進事業について

（２）東埠頭の整備について

（３）新たな産業基盤整備地について

２．農畜産行政について

（１）和牛増頭奨励金について

（２）食肉処理施設再編促進・機能高度化支援事業について

（３）畜産環境対策の高度化について

２９ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．新型コロナウイルス感染拡大防止に関連する事項について（教育関係）

（１）小・中学校臨時休校について伺う

（２）保育園・認定こども園・幼稚園の開園について伺う

（３）放課後児童クラブの開所について伺う

（４）小・中学校卒業式について伺う

（５）小・中学校休校中の部活動について伺う

（６）各公民館等での子どもの居場所提供について伺う

２．うるま市勝連南風原ふれあいパークに関連する事項について

（１）施設内の草刈り及び大量の枝葉の片づけについて伺う
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（２）施設内にある外灯の修繕について伺う

（３）施設内にある管理棟（用具室）の外壁塗装及び窓ガラスの柵設置について伺う

（４）施設内に２カ所あるトイレの修繕について伺う

（５）施設内にある大型ごみ箱の撤去について伺う

（６）隣接する住宅のブロック塀の補修について伺う

（７）南原小学校屋外プールのブロック塀の早急な補修について伺う

（８）施設内で生活している路上生活者について伺う

３．東京2020オリンピック・パラリンピックについて

（１）聖火ランナーについて伺う

（２）うるま市聖火リレーについて伺う

（３）オリンピックイヤーの今年、うるま市としてできるうるま市出身選手への支援・練習施

設提供について伺う

（４）市内小中学生をオリンピックツアーへ見学させる事ができないか伺う

４．認定こども園への移行に関連する事項について

（１）川崎幼稚園仮設園舎設置工事について伺う

（２）令和２年４月、３・４・５歳児の受け入れ状況について伺う

（３）現在の職員の採用状況について伺う

（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）令和２年10月、０・１・２歳児の受け入れ体制について伺う

（６）待機児童解消の逆転現象について伺う

５．少子化問題について

（１）うるま市の過去10年間、出生数の推移について伺う

（２）うるま市の人口の自然増減について伺う

（３）うるま市の初婚年齢の平均と未婚率について伺う

（４）女性と社会、子どもを産みたくなる環境整備について伺う

（５）うるま市として、今後少子化問題、人口増加についてどう取り組んでいくのか伺う

６．施政方針について

(１)２ページ、「令和２年より全ての市立幼稚園で、３歳児からの受け入れが可能となりま

す」について、事業の概要と現在の施設整備の状況を伺う

（２）３ページ、「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や保育士試

験対策講座の開催のほか、うるま市独自の補助事業も実施し、安定的な確保に努めてまい

ります」について、事業の概要と現在の保育士確保の状況について伺う

（３）１８ページ、「幼児教育・保育については、３歳児から５歳児の教育・保育の無償化に

対応するため、市立幼稚園施設等の充実を図っており、子育て家庭が求める機能の充実強

化のため、全ての市立幼稚園を令和４年度までに認定こども園へ移行していまいります」

について、事業計画を伺う

（４）２４ページ、「市道については、地域間・集落間の道路連結を図り、利便性向上のた

め、川崎ルーシー河線ほか９路線の継続事業に取り組む」について、川崎ルーシー河線の

現在の進捗状況を伺う

（５）２９ページ、「基地行政については、防音工事の対象住宅や対象地域の拡大等を引き続

き国へ要請してまいります。また、基地から派生する諸問題の未然防止や問題解決に向け

て、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会をはじめ、各関係機関と連携を図りながら、

過重な基地負担の軽減について、日米両政府及び米軍へ強く求めてまいります」につい

て、事業の内容を伺う

（６）３１ページ、「障がいのある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援

するため、個々の教育的ニーズを把握し、特別支援ヘルパーの配置や共生社会の形成に向
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けた、特別支援教育の充実に努めます」について、事業の内容を伺う

（７）３１ページ、「不登校対策については、その要因分析に努め、学校・家庭・地域・関係

機関と連携を図り、キャリア教育の視点を含めた対応に取り組みます」について、事業の

内容を伺う

（８）４３ページ、「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

されず、貧困が世代を超えて連鎖することのない社会を目指し、各種事業に取り組んでま

いります」について、事業の内容を伺う


