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13 大屋　政善

14 下門　勝

15 　 幸喜　勇

16 金城　加奈栄

17 大城　直

18 又吉　法尚

19 真栄城　隆

20 比嘉　直人

21 德田　政信

22 天願　久史

23 兼本　光治

24 佐久田　悟

25 喜屋武　力

26 平良　榮順

27 藏根　武

28 國場　正剛

29 中村　正人

３/１２（火）

３/１３（水）

３/８（金）

３/１１（月）

第１３１回　２月定例会　一般質問通告割振り一覧

３/５（火）

３/６（水）

３/７（木）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．水道法改正によるコンセッション方式導入について

２．与勝第二中学校の存続について

３．（仮称）津堅島振興総合計画の策定について

４．電気自動車（ＥＶ）産業の振興について

２ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．ＴＰＰ（環太平洋連携協定）について

（１）ＴＰＰのメリット、デメリットについて伺う（農林水産省と当局）

（２）ＴＰＰでの保護作物について（サトウキビは入っているか）

（３）政府がＴＰＰ対応のために講じた事業はあるか

（４）本市の農地集約事業の実績と当局の見解を伺う

（５）ＴＰＰ実施に対する本市独自の対応検討について伺う

２．伊波校区の児童館建設について

（１）石川社会福祉センターの跡地利用について、社会福祉協議会からの要望や提案があっ

たか伺う

（２）石川社会福祉センター跡地利用についての当局の見解を伺う

３．航空機騒音について

（１）本市が設置した測定器の設置目的と設置過程について伺う

（２）測定器の設置場所とデータについて

（３）騒音（爆音）による、苦情件数について

（４）測定器について

①測定器のメーカーと機種

②機種の選定方法

③暗騒音値の設定について

④国の補助金について

（５）国が指定した被害地域外からの苦情が多くなってきたことに対する当局の見解を伺う

（６）爆音問題に関して、行政側の防衛局に対する働きかけを伺う

４．バス停留所の時刻表について

（１）石川読谷線と市のかかわりを伺う

（２）時刻表の掲示要請について

３ 松田 久男【一問一答方式】

１．公共施設間連絡バスの時刻表変更について

（１）変更内容について伺う

（２）石川地区の停留所増設について伺う

２．石川公園周辺の公園整備及び道路改修計画について

計画の進捗状況について伺う

３．学童保育の職員基準について

法改正後のうるま市の対応について
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４．伊波中学校隣地の整備について

平成３１年度当初予算に一部計上できなかった理由と、今後の見通しについて伺う

４ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．保育行政について

社会福祉法人保育所建設の入札及び工事の管理の改善並びに提出資料関連について

２．教育行政について

就学援助の利用促進の拡充と申請書類の配布、申請受付状況、周知について

３．都市行政について

与那城桃原地域への競輪場外車券売り場の設置計画について

４．障がい福祉行政について

障害者総合支援法の趣旨理念に基づいた、障害福祉サービス支給決定について

５．基地行政について

（１）県民投票の結果、広報活動について市長の見解を伺う

（２）建白書の実現のためどのように市政に反映させるか

（３）県民投票関連予算２度の否決を受け、議会の議決を重く受けとめるとした。今も正し

いとの認識なのか

（４）普天間基地の危険性除去について

５ 仲程 孝【一問一答方式】

１．施政方針について

（１）Ｐ６、中城湾港新港地区の東埠頭における立地企業の物流効率化に向けた実証実験の

取り組みについて

（２）Ｐ１２、妊娠・出産包括支援事業としての産婦健診・産後ケア事業の内容について

（３）Ｐ１３、病後児保育事業の具体的な取り組みについて

（４）Ｐ１４、農業振興にかかわる、新規就農者向けのスタートアップ支援事業、沖縄型レ

ンタル農場設置事業、うるま市の頑張る農業を応援します事業の概要について

（５）Ｐ１８、雨水総合管理計画の策定について

（６）Ｐ２４、浜比嘉島での防災避難施設整備事業について

（７）Ｐ２９、移住定住促進の取り組みとして、行政と地域をつなぐ中間支援組織の設立や

活動拠点整備の検討、島での起業創業などにチャレンジしたい人を呼び込む仕組みの構

築について

２．赤道小学校・幼稚園増改築事業について

工事が始まり、目に見えて事業の進みつつある当該事業について、進捗状況等を伺う

３．米原自治会からの要請事項について

平成３１年２月２１日付、兼箇段喜仲線の一部地域における交通の危険性除去について伺う

４．骨髄ドナー助成制度の導入について

うるま市における骨髄ドナー登録の状況、また、移植についてはドナーに対しても休業補償

を求める声がある。骨髄ドナー助成制度の導入について、当局の所見を伺う

５．取っ手つきごみ袋の導入について

長年取り上げてきた、取っ手つきごみ袋の導入が、次年度から本格的に始まるが、導入の時
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期や販売価格、市民への周知方法について伺う

６ 伊波 良明【一問一答方式】

１．ふるさと応援寄附金推進事業について

（１）平成２７年度以降の寄附金の実績と他市町村への寄附による市民税の減額実績を伺う

（２）平成３１年度予算８，５３２万５，０００円の説明を伺う

（３）寄附金における必要経費の割合を伺う

（４）返礼品の数や人気商品、新たな商品開発について伺う

（５）今後の展開として、国内最大級のふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」と提携し

た民活の導入を伺う

２．石川白土原地域の整備について

（１）白土原地域の現況と今後の考え方（土地区画整理事業）を伺う

（２）市道沿いへの建築は可能か伺う

（３）市道石川７０号線及び７１号線の現況（幅員など）と、今後の整備について伺う

３．道路行政について

（１）石川南栄区公民館入り口の道路について現況と今後の見解を伺う

（２）市道石川１１６号線から石川西線への道路整備について伺う

７ 東浜 光雄【一問一答方式】

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

（環境について）

環境については、環境保全に対する意識を高め、広報等の周知啓発に努め、海中道路周辺海

域の環境再生に取り組みますとありますが、具体的にどのような取り組みをしていくのかお伺

いいたします

２．施政方針の中の４．主要事業の概要（７）分野横断施策について（不登校児童・生徒等の

居場所づくり事業について）

不登校児童・生徒の支援や中学校卒業後に進路が決まっていない、いわゆる過卒などの自立

支援のため、ＮＰＯ法人等と連携し、就学の支援を行うなどの居場所づくりを推進しますとあ

りますが、具体的にどのような取り組みになるのかお伺いいたします

３．施政方針の中の４．主要事業の概要（７）分野横断施策について（「島しょ地域振興」に

ついて）

移住定住促進の次なる取り組みとして、行政と地域をつなぐ中間支援組織の設立やその活動

拠点の整備の検討、全国から島で起業創業などにチャレンジしたい人を呼び込む仕組みを構築

していくとありますが、具体的にどのような仕組みになるのかお伺いいたします

４．「うるマルシェ」における障害者の作品を販売するブースの確保について

障害者の作品は商品としての価値が高まり、見る人の心を魅了する作品が数多くあります。

その作品を多くの市民がにぎわう「うるマルシェ」の一角に販売するブースを設けることによ

って、障害者の雇用の場の確保と障害者と健常者の「ふれあう」場ができ、障害者への理解が

生まれ、共生への道が開かれていくと考えます。そのことが障害者の生きがいへとつながり、

活気に満ちた「まち」が形成されると考えますが、「うるマルシェ」の一角に障害者の作品を

販売するブースを確保していく考えはないかお伺いいたします

５．市民大学「長寿大学」の開設について

高齢社会の現状にあって、高齢者対策は最重要課題といえます。高齢者が健康で元気になる

には、生きがいと役割を持ち生涯現役であり続けることだと言われています。高齢者に体系的
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な学習の場を提供することによって、生きがいのある生活基盤の確立と健康の保持、増進に役

立てていくことで確実に元気につながっていくと考えます。高齢者に体系的な学習の場を提供

していくための市民大学「長寿大学」の開設は重要だと考えますが、開設していく考えはない

かお伺いいたします

８ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．兼原小学校・幼稚園改築計画について

２．県道２２４号線道路整備事業の進捗状況について（喜仲～上江洲間）

３．施政方針について

島しょ地域振興について

４．伊計島の公共下水道、排水施設計画について

９ 国吉 亮【一問一答方式】

１．県民投票の結果を受けて、市長の所見を伺う

市長が県民投票の実施を決断した要因を伺う

２．合併特例債について

（１）毎年の返済額及び総額を伺う

（２）合併特例債終了後のうるま市の経営及び今後の展望を伺う

（３）合併特例債と同等の補助金等はあるのか

３．児童虐待について

本市の取り組みを伺う

４．スポーツの力でうるま市を元気に（スポーツ振興について）

（１）沖縄市では、高校野球の招待試合がことしも行われる。本市ではそのような計画がな

いのか。また、小・中学生を対象にした各スポーツでの招待試合を行えないか。

（２）新設具志川総合体育館の計画内容について（目的、予算、施設設備、周辺設備、費用

対効果）

（３）今や世界大会まで開催されているｅスポーツの本市での取り組みを伺う

（４）小・中学生、高校生の県外派遣費用について一人当たりの費用を増額できないか

１０ 伊波 洋【一問一答方式】

１．福祉行政について

石川慰霊の塔整備について

２．公共施設行政について

（１）石川市民の森公園整備について

（２）市道石川白浜線整備について

（３）石川公園整備について

（４）富祖橋廃橋・市道整備について

（５）石川川整備・農道整備について

（６）伊波城跡整備・駐車場整備について

（７）石川警察署前交差点及び石川川交差点の整備について

３．教育行政について

宮森小学校及び城前小学校建てかえ工事について
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４．経済行政について

（１）空き家対策について

（２）石川多目的ドーム拠点整備事業の進捗状況について

（３）石川インター整備事業の進捗状況について

（４）環境問題・バイオマスについて

（５）仮称環金武湾大橋架橋について

１１ 宮城 一寿【一問一答方式】

1 ．中城湾港新港地区の開発について

（１）現在の中城湾港新港地区の開発について

（２）２０２０年に向けた港湾整備計画を伺う

２．島嶼地域について

（１）津堅島について

①平敷屋港内フェリー停泊時のうねり対策の要請について

②車検時のフェリー輸送費助成について

（２）浜比嘉島について

浜比嘉島関係者、地域代表農業委員及び農地利用最適化推進委員との意見交換会につい

て

（３）平安座島について

サングヮチャーあしびの無形文化財登録への支援について

（４）宮城島について

景観破壊について

（５）伊計島について

①新年度のイチハナリアート事業について

②伊計島道路の汚れについて

（６）５島の集団健康診査時の歯科検診について

３．本市職員の働き方改革について

（１）平成３０年３月末の退職者数と再任用者数及びその比率を伺う

（２）平成３１年３月末の退職者数と再任用予定者数及びその比率を伺う

（３）再任用者の配置について

４．行政全般について

（１）うるま市の各基本計画・事業計画等に係る会議（委員会）について伺う

（２）防災行政無線について

（３）公害防止協定について

５．平成３０年度施政方針（うるま市交通基本計画（案））について

（１）具志川高校から市民芸術劇場向け高架橋計画について

（２）伊計島から金武町向けのアクセスについて

（３）津堅島への道路アクセスについての行政の考え方について

６．実施計画について

（１）「基本目標４．自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり」、「５ 景観づく

り」、「沖縄らしい環境づくり推進事業」の具体的な事業計画について伺う

（２）伊計島の景観地区指定について
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１２ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．市有地の処分について

（１）市有地の処分要領を伺う

（２）土地の処分について（うるま市字昆布地内）

１３ 大屋 政善【一問一答方式】

１．シヌグ堂遺跡の復元、整備について

現在、県道伊計平良川線の整備が進められているが、この道路は宮城島の高台にあるシヌグ

堂に隣接する道路となる予定である。

前回、県道の整備にあわせてシヌグ堂周辺を公園として整備していただきたいとの一般質問

をしましたが、シヌグ堂周辺には、シヌグ堂遺跡があり、このシヌグ堂遺跡の復元、整備も含

めて公園を整備すれば、この地域の文化と観光の目玉になると思われる。そこで、まず以下の

点について伺う。

（１）シヌグ堂遺跡の発掘調査の経緯と現状及び文化財指定の有無について

（２）シヌグ堂遺跡の出土品の内容（種類、件数等）及び保管の現状について

（３）シヌグ堂遺跡と中原遺跡（伊計島）の違い、特徴等について

（４）シヌグ堂遺跡の文化財としての価値に対する市教育委員会及び県教育委員会の評価に

ついて伺う

（５）シヌグ堂遺跡を復元、整備するとした場合に、課題や問題点があるとすればどのよう

なものが考えられるか

２．市道与那城３０号線、２９号線の整備について

市道与那城３０号線、２９号線は宮城島の上原区、宮城区の両部落内を循環する道路網とな

っているが、長年、舗装などの道路整備が行われておらず、全体的に傷みが激しい道路となっ

ている。そこで、以下の点について伺う。

（１）当該道路の整備に関して地域から要請等があったか。また、当該道路の状態、現況に

ついて当局はどのように認識しているか

（２）当該道路は、両部落の住民生活に密着した道路となっており、早急に舗装工事などの

整備をしていただきたいと思っておりますが、当局の見解をお聞かせください

１４ 下門 勝【一問一答方式】

１．生活保護世帯（障がい者（児）等を抱えている世帯）等の課題について

２．子育て支援対策について（保育士確保対策及び処遇の改善対策、待機児童対策、少子化対

策等に関連する事項について）

３．公共施設の有効活用について

４．観光振興について（全天候型イベント施設等の整備について）

５．公園整備について

１５ 幸喜 勇【一問一答方式】

１．観光のための滞在型施設について

（１）宿泊施設の収容人数と民泊の世帯数について

（２）滞在型にするための目標の収容人数について

（３）健康を意識して取り組む民泊について

２．県道沿いの整備について

（１）県道３６号線バイパスの台風時の水はけ問題と倒木について
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（２）県道２２４号線の街路灯と台風時の倒木について

３．うるま市の土地利用について

（１）将来的に活用の予定がある土地について

（２）建物の高さ制限について

（３）上平良川公民館横の社会福祉協議会跡地利用について

４．ｅスポーツ関連について

（１）ｅスポーツ（エレクトロニック・スポーツ）の導入について

（２）ｅスポーツの将来的な展望について

５．３～５歳の幼稚園無償化に伴う幼稚園施設整備について

（１）幼稚園施設整備の今後の予定について

（２）幼稚園施設整備に伴う予算計画について

１６ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．学校給食の地産地消について

本市の学校給食で地産地消は、どのようになっているのか伺う

２．公園遊具の整備について

（１）与那城総合公園の遊具が使えない状態にあり、遊具の整備が必要と考えるが対応につ

いて伺う

（２）津堅公園の遊具について伺う

３．災害対策について

災害に強い、安心・安全なまちづくりとして、本市としてはどのように考えているのか伺う

４．ＦＭうるまの放送対象地域について

津堅島住民の方から、ＦＭうるまが聞けないと言う声がありました。本市としての改善策は

ないのか伺う

５．市民行政について

平成３０年６月第１２４回定例会において取り上げた津堅島の住民票等発行について伺う

６．病後児保育について

平成２９年９月第１１７回定例会において取り上げた病後児保育について伺う

７．農林水産業について

農林水産業の振興について伺う

１７ 大城 直【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）勝連城復活プロジェクトについて

市のサポート（助成金等）について

（２）海中道路でのイベントの開催について

イベントの必要性について

（３）ロードパークの安全対策について

車の減速用段差の設置について

（４）観光施設のＷｉ－Ｆｉ化について

観光客のさらなる増加に向けた戦略について
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２．市民サービスについて

（１）市民窓口について

死亡届の窓口の一本化について

（２）従来型ごみ袋と取っ手つきごみ袋の併用について

３．建築行政について

建築確認業務の現状について

１８ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．新元号に関連する事項について

（１）市役所の情報システムの改修などの対応について伺う

（２）平成３１年４月３０日及び新元号元年５月１日ハッピーウエディングについて伺う

（３）インスタ映え・ＳＮＳ映え記念撮影場所の設置について伺う

２．ゴールデンウイーク１０連休の対応について

（１）市役所の機能（休日窓口や夜間受付窓口）について伺う

（２）ごみ収集などの市民サービスについて伺う

（３）保育施設への一時預かり、土曜保育のニーズに応える対応について伺う

（４）小・中学校の授業時間数の確保について伺う

（５）医療難民について伺う

（６）ゴールデンウイーク終了後の５月病対策について伺う

３．児童虐待について

（１）うるま市の児童虐待対策の現状について伺う

（２）早期発見・早期対応、子ども達へのアンケートの実施について伺う

（３）子どもの保護・支援、保護者支援について伺う

（４）ネグレクト、育児放棄による不登校児童・生徒への支援について伺う

４．信号機及び街灯設置に関連する事項について

（１）県道８号線と交差する具志川環状線十字路への矢印信号機もしくは時差式信号機の設

置について伺う

（２）具志川環状線、じんぶん館入り口の整備について伺う

（３）うるみん十字路からあげな小学校向け（安慶名４区線）街灯設置について伺う

（４）具志川ドーム前丁字路から田場小学校向け（安慶名～具志川線）街灯設置について伺

う

５．公園遊具の安全性に関連する事項について

（１）去る１月１１日昼過ぎ、みどり町児童センター「さくら公園」内の遊具で起きた子ど

ものけがについて伺う

（２）危険箇所の修繕及び保護者への対応について伺う

（３）公園遊具の定期検査及び使用年数について伺う

（４）利用率の高い公園遊具の優先的な取りかえについて伺う

（５）「さくら公園」駐車場の台数増大について伺う

６．施政方針について

（１）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うるま市として独自の補助事業も

実施し、安定的な確保に努めております。」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
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（２）４ページ、「子育て家庭の経済的負担の軽減については、認可外保育園の保育料助成

や就学援助制度における小学校１年生、中学校１年生の新入学用品準備金の前倒し支

給、こども医療費助成の対象年齢を中学校卒業まで拡大することに取り組みました。ま

た、昨年１０月からは、未就学児のこども医療費助成に係る医療費が窓口無料化となる

現物給付制度も実施しています。さらに、保育園の主食費及び幼稚園の給食費の一部助

成に取り組んでまいります。」について、事業の概要と開始時期について伺う

（３）１３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、市立幼稚園の施設等の充実を図ります。」について、事業計画を伺う

（４）１３ページ、「４月から先行して「天願幼稚園」と「平敷屋幼稚園」を認定こども園

に移行します。」について、事業の概要と保育料無償化について伺う

（５）２０ページ、「米軍基地に起因する騒音被害については、国が進めている嘉手納飛行

場周辺の第一種区域（コンター）の見直しに関し、引き続き、関係機関と連携を図りな

がら防音工事の対象住宅や対象地域の拡大等を要請してまいります。」について、事業

の内容を伺う

（６）２１ページ、「障がいのある子どもが自立し、社会参加するための基盤を培うため、

特別支援コーディネーターを中心に一人ひとりの教育的ニーズを把握し、支援体制を構

築するとともに、特別支援へルパー等を配置して支援の充実に努めます。」について、

事業の内容を伺う

（７）２１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）２３ページ、「具志川総合体育館の建て替えについては、施設整備のコンセプト及び

基本方針に基づき、従来手法とＰＦＩ手法を比較検討し、より事業効果の高い手法によ

る施設整備に取り組みます。」について、事業の概要といつ頃完了予定を目指している

のか伺う

（９）２８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、本市の

課題に即した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

１９ 真栄城 隆【一問一答方式】

１．災害時放送局の充実について

２．防災テレビキット導入について

３．造血幹細胞移植法助成制度について

４．ＳＮＳ相談ツールについて

５．喜屋武交差点の渋滞緩和について

６．ごみ袋料金の引き下げについて

７．長期連休の緊急体制について

８．友好都市盛岡のわんこそばイベントの実施について

２０ 比嘉 直人【一問一答方式】

１．待機児童と保育士の処遇について

（１）ゼロ歳児の受け入れ状況はどうなっているか

（２）平成３１年度の受け入れはどう見込んでいるか
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（３）保育士の労働環境をどう捉えているか

（４）保育士が働きやすい環境の構築について伺う

２．うるま市におけるいじめ・虐待問題について

（１）本市におけるいじめと虐待の現状を伺う

（２）未然防止、早期発見・早期対応、その対応策を伺う

（３）コミュニティ・スクール導入による効果を伺う

３．うるま市の農水産業振興について

（１）本市における農水産業の課題を伺う

（２）取り組んでいる施策の進捗と改善策を伺う

４．プロスポーツのホームタウン化について

（１）本市におけるプロスポーツチームのホームタウン計画について伺う

（２）受け入れる施設整備について伺う

５．具志川小学校の全面建てかえについて

具体的なスケジュールを伺う

２１ 德田 政信【一問一答方式】

１．施政方針について

（１）市政運営に対する基本姿勢

①Ｐ６、失業率の改善について

②Ｐ９、沖縄振興特定事業推進費について

③Ｐ１０、２０１９年度一般会計予算について

（２）主要事業の概要

①子どもがいきいきと育つまちづくりについて

Ｐ１３、学校併設型の学童クラブの開所について

②畜産業振興について

Ｐ１４、循環型農業促進事業について

③観光振興について

Ｐ１５、スポーツコンベンションを立ち上げ、スポーツ交流人口の拡大に取り組むこ

とについて

④街路事業について

Ｐ１７、県道勝連半島南岸部道路整備事業について

⑤生涯スポーツについて

Ｐ２３、具志川総合体育館の建てかえについて

２．商工業等研修施設建設事業について

３．全沖縄盆栽展の開催場所について

２２ 天願 久史【一問一答方式】

１．県道３７号線、２３９号線（屋慶名大通り）に関連する事項について

（１）現在の工区ごとの進捗状況

（２）今後の計画

２．具志川ビーチ護岸損壊部分の改修に関連する事項について

（１）ビーチ南側護岸損壊部分の改修

（２）ビーチ北側護岸の雨水排水用グレーチングの改修
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３．観光振興に関連する事項について

（１）与勝半島・島しょ地域の魅力に関するアンケートに基づいた観光振興

（２）シニア層をターゲットにした観光メニューの開発

４．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ついて

（２）菊生産農家におけるＬＥＤ導入について

２３ 兼本 光治【一問一答方式】

１．放課後児童クラブ支援事業について

（１）事業内容をお伺いします

（２）今後の計画をお伺いします

２．学校施設について（与那城小学校）

（１）老朽化による耐久性、危険性に伴う校舎建てかえ等が、与那城小学校にありますか、

お伺いします

（２）該当する校舎の状況についてお伺いします

（３）今後の計画についてお伺いします

３．第１９回あやはし海中ロードレース大会について

（１）あやはし海中ロードレース大会の参加（総数）状況

（第１回大会、第５回大会、第１０回大会、第１５回大会）

（２）大会の種目に５キロメートルをふやせないか

（３）スタート・ゴール地点の見直しについて

４．（仮称）屋慶名西区画整理事業について

（１）新規事業計画ができないかお伺いします

（２）組合設立から事業の一連の流れについてお伺いします

５．県道３７号線の延伸について

与那城照間地域から具志川地域、石川地域までの延伸計画についてお伺いします

２４ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．「第２次健康うるま２１」健康増進へ向けた国民健康保険特定健診、がん検診の現状と課

題、「治療と仕事の両立支援」「社会復帰支援」へ向けた行政の取り組みについて

２．「うるま市防災行政充実強化」へ向けた取り組みと「防災士育成」へ向けた取り組みにつ

いて

３．「うるま祭り」の現状と課題、対応について

４．児童・生徒の安全な通学路整備と教育現場における携帯電話、スマートフォン、インター

ネット活用における情報モラル教育の強化と取り組みについて

２５ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．本市における虐待問題の対応について

（１）子供への虐待

（２）高齢者への虐待
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２．就労継続支援Ａ型及びＢ型事業所について

就労支援のあり方について

３．特別支給の老齢厚生年金について

４．中原小学校、高江洲中学校の児童・生徒の増加による教室の確保について

５．中城湾港内共同事業所保育所について

６．中城湾港しゅんせつ工事の進捗内容について

（１）進捗内容について

（２）船舶の受け入れ体制

７．県道３３号線公共バス路線運行進捗状況について

２６ 平良 榮順【一問一答方式】

１．道路行政について

（１）県道８号線整備について

（２）具志川環状線天願、宇堅、赤野沿線街路樹の管理について

①松くい虫被害木の撤去について

②街路樹撤去後の植えかえについて

（３）天願区内市道の整備について

２．安全で安心して暮らせる市民福祉行政について

「成人の適正飲酒及び未成年者飲酒防止３ケ条」について

（１）「未成年者の飲酒防止」について

（２）「成人の適正飲酒」について

①飲酒習慣による健康被害について

②多量飲酒による事件、事故との関連について

③路上寝について

（３）飲酒運転について

２７ 藏根 武【一問一答方式】

１．公共施設におけるバリアフリーについて

（１）これから着工予定の場所等を伺う

（２）勝連城跡などのバリアフリーについて伺う

（３）学校施設のバリアフリーは十分であるか

２．子育て支援について

（１）産前・産後の支援としてどのようなことを実施しているか

（２）若年妊婦、若年パパ・ママへの支援の取り組みを伺う

３．スポーツ産業への取り組みについて

（１）今年度、どのような取り組みを行ったか

（２）来年度はどのようなことを取り組んでいく予定であるか

（３）今後、キャンプなどの誘致予定はあるか

４．市道与那城３８号線（伊計島）へ街灯設置予定はあるか
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２８ 國場 正剛【一問一答方式】

１．あげな小学校防球ネット工事について

（１）施工時期について

（２）施工方法について

（３）関係諸団体との調整について

２．安慶名中央公園整備について

（１）安慶名城跡の整備について

（２）安慶名闘牛場の整備について

３．うるま市小・中学校における配慮を要する子について

（１）小・中学校における人数について

（２）判定基準及び方法について

（３）配慮を要する子のヘルパーについて

４．消防行政について

（１）消防職員法定定数について

（２）消防団員法定定数について

（３）市民に対しての消防団周知方法について

（４）消防資機材について

２９ 中村 正人【一問一答方式】

１．沖縄振興一括交付金について

（１）沖縄振興公共投資交付金（ハード交付金）によるうるま市の事業件数について

（２）平成３１年度の事業内容と予算について

（３）今後の対応策について

２．具志川総合体育館等建替基本構想について

基本構想策定の目的と民間活力の導入について

３．行財政改革について

第３次うるま市行政改革大綱の成果について

４．防犯灯設置について

（１）要望・設置件数について

（２）切りかえ時期の予算について


