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日付 順番 氏　      名 備考

1 仲本　辰雄

2 松田　久男

3 仲程　孝

4 荻堂　盛仁

5 東浜　光雄

6 伊盛　サチ子

7 伊波　洋

8 国吉　亮

9 宮城　一寿

10 名嘉眞　宜德

11 宮里　朝盛

12 幸喜　勇

13 國場　正剛

14 伊波　良明

15 　 中村　正人

16 兼本　光治

17 下門　勝

18 大城　直

19 喜屋武　力

20 真栄城　隆

21 大屋　政善

22 金城　加奈栄

23 又吉　法尚

24 藏根　武

25 德田　政信

26 佐久田　悟

27 天願　久史

28 比嘉　直人

７/２（火）

７/３（水）

６/２８（金）

７/１（月）

第１３３回　６月定例会　一般質問通告割振り一覧

６/２５（火）

６/２６（水）

６/２７（木）
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質 問 事 項

１ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．電動車いす「事故ゼロ」を目指す対策について

２．市民サービス基準の設定について

３．人口減少時代における関係人口について

２ 松田 久男【一問一答方式】

１．体育施設の管理運営について

（１）体育館や球場、運動場などにおける、団体による大会等の受け付けの時期や、地元優

先等の規約について伺います

（２）石川運動場の照明の修理や、火曜日点灯の現状について伺います

（３）運動場を体育施設として一括管理することについて伺います

２．石川屋内運動場の改修、廃止について

市の方針について伺います

３．城前幼稚園、宮森幼稚園、市立保育所を統合し新設される施設について

（１）概要の説明を求めます

（２）津波に対する避難対策について伺います

４．旧石川庁舎跡利用のその後の進捗状況について

現状を伺います

５．ゆがふ製糖株式会社具志川工場の老朽化問題について

老朽化が著しく建てかえの必要が出ていると認識しているが市、県、国の認識と対応につい

て伺う

３ 仲程 孝【一問一答方式】

１．(仮称)米原緑地広場整備事業について

事業の進捗状況について伺う

２．赤道小学校校舎・幼稚園・学童クラブ新増改築事業について

工事内容の追加・変更に伴い、請負契約金額の増額があるとのことだが、事業の詳細な内容

を伺う

４ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．水道事業について

（１）給水メーターの設置位置について

（２）給水メーターの設置場所を決定する根拠を伺う

（３）水道設備の管理についての事業者と使用者の責任範囲について

（４）給水メーターが本管近くにある事例は何件か。また、メーターから自宅まで最長どの

くらいの距離か

（５）給水管を自力で引っ張らなければならない理由について

（６）給水メーターは屋敷のそばにつけるべきではないか、当局の見解を伺う

（７）水道水本管の近くと離れている所との不公平さについて伺う

（８）メーター設置場所について当局の見解を伺う
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２．有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）について

（１）有機フッ素化合物に関して本市の状況、実態を把握しているか伺う

（２）市としてのＰＦＯＳ、ＰＦＯＡに対する見解を伺う

（３）本市の有機フッ素化合物についての今後の対応を伺う

３．ペット（犬・猫）の適正管理条例について

（１）当局の犬・猫の苦情問題に対する意向を伺う

（２）猫に対する鑑札や迷子札等の義務化があるか伺う

（３）犬・猫の適正管理条例を検討できないか伺う

５ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．海中道路ライトアップ観光景観形成事業の検証について

海中道路ライトアップ観光景観形成事業は平成２６年度から平成２７年度にかけ約２億9,700

万円をかけて整備し実施された事業です。初めにその事業実施に伴う事業の目的についてお伺

いいたします

２．既存公園への高齢者の健康維持・増進を図るための健康器具の設置について

高齢社会が進展する中、高齢者の対策は全国の自治体でも重要な課題とされ、高齢者が心身

ともに健康で生涯を送れるための環境の整備が求められています。とりわけ高齢者の健康の維

持・増進活動の推進は「介護に頼らない健康な高齢者をつくり、生涯、健康で心豊かな生活が

おくれるようにするため」の活動として重要だと考えます。現在、本市において高齢者の健康

維持・増進を図っていくための活動として、どのような事業の取り組みをしているのかお伺い

いたします

３．不登校児童・生徒の対策について

児童・生徒の不登校の要因が多岐にわたり、不登校を解決していくのは容易なことではない

と考えます。その要因をしっかり把握・分析し、持続的に対応し解決を図らないといけない問

題だと考えます。現在、本市の不登校児童・生徒の数はどのようになっているのか。不登校児

童・生徒の対策としてどのような取り組みをしているのかお伺いいたします

４．津堅島の救急救命・防災体制の充実・強化について

津堅島は離島であるがゆえの救急救命・防災体制についてのハンデを抱えていると考えられ

ます。現在、津堅島における救急救命・防災体制はどのようになっているのかお伺いいたしま

す

５．文化財・ガーラ矼周辺の環境整備について

ガーラ矼（ばし）は１９２８年（昭和３年）に木材から石材の矼へ改修された本市の指定文

化財「建造物」ですが、その文化財の価値についてお伺いいたします

６ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．保育行政について

（１）待機児童解消に向けた施設整備計画と保育士処遇改善について

（２）給食費の実費徴収について

（３）社会福祉法人保育所建設の入札及び工事管理について

２．道路行政について

保育園の散歩コースや学校の通学路の危険箇所の点検とその解消に向けた対策について

３．福祉行政について

介護予防に向け６５歳以上を対象とした運動教室等の利用者に対する送迎支援について
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４．教育行政について

（１）勝連総合グラウンドスタンドの耐力度調査並びに改築計画について

（２）日よけ対策のための屋根修復の進捗状況について

（３）旧勝連幼稚園跡地の土地活用計画について

７ 伊波 洋【一問一答方式】

１．こども医療費助成制度について

２．社会教育行政について

市民芸術劇場・石川会館・きむたかホール委託業務について

３．福祉行政について

（１）高齢者ドライバーの運転免許証自主返納について

（２）運転免許証自主返納後のひきこもりについて

４．公共施設行政について

（１）旧石川庁舎跡利用計画の進捗業況、内部検討委員会の会議開催内容について

（２）旧石川庁舎周辺公共施設等の整備に関する進捗状況、内部検討委員会の会議開催の内

容について

８ 国吉 亮【一問一答方式】

１．うるま市歌について

（１）うるま市歌に込められている想いを伺う

（２）どのようなときに使用されているか伺う

（３）周知方法を伺う

２．平和行政について

（１）うるま市内の小・中学校での平和学習の取り組みについて

（２）県外修学旅行生への平和学習の取り組みについて

（３）宮森小学校米軍ジェット機墜落事件について

３．部活動県外派遣費について

（１）うるま市出身者で、県外の高校へ進学し、部活動を行っている人数を伺う

（２）県外派遣に関する補助金交付要綱について

（３）第１３１回定例会終了後からの進捗状況を伺う

４．うるま市合併１５周年について

来年度、合併１５周年を迎えるが、どのような取り組みがあるのか伺う

５．米軍機による落下物について

うるま市上空を飛行する米軍機の危険性について伺う

６．創業支援事業について

（１）特定創業支援事業の優遇内容を伺う

（２）うるま市での特定創業支援事業の取り組みを伺う

（３）過去の特定創業支援事業の証明書発行件数を伺う

（４）周知方法を伺う
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９ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．中城湾港整備の早期実現について

（１）沖縄総合事務局への要請について

（２）県道３６号線バイパス渋滞解消に向けて

２．東海岸開発基本計画について

（１）平成３０年２月定例会答弁後の取り組みについて

（２）市道与那城１３号線及び１７号線整備について

（３）藪地島から浜比嘉島への道路アクセスについて

３．行政全般について

（１）公害防止協定について

（２）子ども居場所支援について

（３）与勝消防署新庁舎建設工事について

４．字具志川について

アカザンガー水質調査について

５．島嶼地域について

（１）津堅島について

①津堅島小・中学校からの要請について

②島内通学路（側溝）安全対策について

③人・農地プランについて

④津堅島農業振興協議会設立について

⑤海底送水管工事について

（２）浜比嘉島について

①比嘉区から兼久向け道路整備について

②人・農地プランについて

（３）平安座島について

①サングヮチャーアシビ無形文化財登録への支援について

②区内道路整備について

（４）宮城島について

①建設審査会業務について

②池味区採石場赤土流出対策について

（５）伊計島について

①護岸整備について

②伊計共同売店発乗り合いバス利用について

１０ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．海中道路ロードパークの管理について

２．あやはし館指定管理について

３．昆布地内の産業廃棄物処分場跡地について

４．市民芸術劇場・石川会館・きむたかホール委託業務について

１１ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．「種子（タネ）を守る」主要農作物種子法について伺う
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２．兼箇段喜仲線道路改良事業について伺う

３．介護事業者の認証評価制度について伺う

１２ 幸喜 勇【一問一答方式】

１．上平良川区の環境整備について

（１）上平良川公民館前の県道３６号線未整備について

（２）復帰記念会館跡地利用について

２．障がい者福祉について

（１）障がい者等基幹相談支援センターでの事業内容について

（２）法改正による障がい者支援サービスの枠について

（３）ヘルプマークについて

（４）市民及び障がい者への広報活動について

３．うるま市の情報発信及び周知について

（１）ＳＮＳ等を活用した各自治会等の行事の周知について

（２）活躍する市内出身者との連携及び発信について

４．「うるま市おもてなしのまち」宣言について

（１）将来のうるま市の人材育成プログラムについて

（２）うるま市に訪れてよかったという環境について

１３ 國場 正剛【一問一答方式】

１．安慶名地区土地区画整理事業について

（１）雨水排水路ふたの騒音について（地域交流センター後方の道路）

（２）安慶名３区線について

①県道との取り付け部分の工事進捗状況について

②横断歩道設置について

２．障害者福祉について

（１）障害者申請用紙について

（２）更新手続について

（３）６５歳以上の知的障害者の対応について

３．空き家対策について

（１）うるま市の空き家の現状について

（２）現在のうるま市の対応について

４．あげな小学校環境整備について

（１）防球ネット工事にかかわるこれまでの学校側との対応と進捗状況について

（２）コンクリート剥離修繕後の安全確認について

（３）各小・中学校のバックネット整備事業について

１４ 伊波 良明【一問一答方式】

１．公用車の運用管理について

（１）公用車の運用管理について伺う

（２）駐車台数（公用車、一般駐車スペース）、公用車台数及び維持管理費について

（３）公用車の削減及び共用車への見解について
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２．新電力大手沖縄うるまニューエナジー株式会社の「中城バイオマス発電所」の進捗状況に

ついて

３．ネーミングライツ（命名権）について

（１）石川野球場が「エナジックスタジアム石川」としてネーミングライツ契約を結び、同

社の硬式野球部の本拠地とするとあるが、使用優先権及び使用料は別途発生するのか

（２）他にネーミングライツの予定について

４．防犯カメラ緊急整備事業による設置後の状況について

（１）維持・管理費について

（２）「防犯カメラ作動中」の看板について

１５ 中村 正人【一問一答方式】

１．市民の生活環境について

うるま市西原地区排水路について

２．保育環境について

（１）幼児教育・保育無償化後の入園について

（２）認定こども園の今後の取り組みについて

３．経済政策について

イーレックス株式会社の進出による経済効果について

４．子供たちの環境整備について

（１）「小・中学校防犯カメラ」及び「児童見守り安心システム（ツイタもん）」について

（２）通学路の安全確保について

１６ 兼本 光治【一問一答方式】

１．県道１０号線、県道８号線道路照明灯設置事業について

（１）沖縄県中部土木事務所、市当局の現状認識を伺う

（２）県・市における今後の事業計画を伺う

２．南原漁港整備について

新規事業採択に向けての取り組みについて伺う

３．県道３７号線屋慶名大通り、市道与那城９号線旧琉球銀行屋慶名支店付近の道路整備状況

について

（１）現状認識を伺う

（２）今後の対応策を伺う

４．県道３７号線屋慶名東十字路付近１８５２ー６番地の土木排水路雨水対策について

（１）これまで当局が取ってきた対策を伺う

（２）今後の対策を伺う

５．屋慶名河川・県道３７号線・湾岸線側から数えて２番目の橋（仮称）２号橋の老朽化につ

いて

（１）当局は、橋の老朽化の認識しているか伺う

（２）老朽化に伴い橋が通行どめになって、日常生活に支障をきたしている地域住民に対

して、当局の見解を伺う

（３）今後の対策について伺う
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１７ 下門 勝【一問一答方式】

１．浜比嘉島比嘉区（兼久）バイパス道路整備について

２．落石及び地すべり対策と被害補償等について（南風原区・平安名区・内間区・平敷屋区）

３．農業振興について

津堅島での芋種苗圃場などの整備について

４．保育行政及び学童クラブ等の課題について

５．防犯カメラの活用状況等について

６．横断歩道整備について

１８ 大城 直【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）集団登下校について

①登校時の安全確保について

②下校時の安全確保について

（２）地域の安全情報の共有について

地域活動者の協力について

２．観光行政について

（１）海浜利用について

①マリン業者間のトラブルについて

②利用海面の割り振りについて

３．教育行政（与勝第二中学校）について

（１）与勝第二中学校の学校運営について

①協議委員会について（通学区改変等）

②体育館の現状について

（２）ガーラ橋の架けかえについて

①架けかえ工事の計画について

②歩道の併設について

１９ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．ゆらてく利用者の内容について

（１）１日、年間の利用者について

（２）飲食内容について

２．志林川公民館擁壁の危険性について

高さ４メートル以上の擁壁の危険性について

３．幼保無償化について

４．中高年ひきこもりについて



- 8 -

５．県道３６号線バイパスについて

喜屋武マーブ公園付近農業振興地域見直しについて

６．障害者差別解消支援地域協議会設置について

７．家畜ふん汚泥処理施設について

８．フッ化物使用による健康長寿について

２０ 真栄城 隆【一問一答方式】

１．沖縄観光防災力強化支援事業について

２．若者の投票率アップ促進について

３．庁舎内有料広告ラック設置について

４．小中一貫教育について

２１ 大屋 政善【一問一答方式】

１．シヌグ堂周辺整備計画について

平成２９年８月に、宮城島４区長の連名で市に対し「県道伊計平良川線（宮城島区間）」の

整備に関連する要請書が提出されている。要請書の内容は、シヌグ堂に隣接する県道整備にあ

わせて、シヌグ堂周辺をロードパークとして整備することや、かつて現地に存在していた「大

道マーチ」の再現などに関する要請となっている。

この要請を受けて、市は昨年度の予算で「シヌグ堂周辺景観資源活用調査」を実施している

が、この調査に関連して、以下の点について質問します。

（１）調査の目的と概要

（２）どのような整備計画なのか、その内容、規模等について。また、計画の実施に当たり

どのような課題、問題点があるか

（３）前回の一般質問で、シヌグ堂遺跡の文化財指定、整備に向けて地元の理解を得なが

ら、指定同意に向けて取り組んでいくとの答弁であったが、その後の取り組みの感触と

して、指定の可能性及び指定までにどの程度の時間がかかるとみているのか。

（４）県道伊計平良川線の道路用地とシヌグ堂前の道路に挟まれた区域は、上原土地改良区

となっているが、そこを公園として整備することに問題はないか

（５）シヌグ堂から上原集落に下り始め部分の車道は、島ではインチャと呼ばれ、昭和１０

年ごろ、ダイナマイトを使用し、二カ年余りをかけて開通したワイトィ（切り通し）で

あると言われている。また、シヌグ堂の隣にある市水道局の水タンクの横から、上原部

落に下っていく１００メートル余りの石積みの歩道はハシンツ（イシクビリ道）と呼ば

れ、昔ながらの風景を残している。このような場所もシヌグ堂周辺の観光資源として保

全を図る必要があると思うが、市の見解を伺う

（６）シヌグ堂前の県道の設計は終わっているのか。県道の位置が決まらないとシヌグ堂周

辺整備計画も立てられないのではないか

（７）シヌグ堂周辺整備計画の実施に当たって、市はどのように取り組んでいくのか、事業

化までどのような流れを想定しているのか

２．うるま市立老人福祉センター（Ｂ型）東側のり面の崖崩れについて

上原のうるま市立老人福祉センター（Ｂ型）東側の斜面が崩落し、一トン余りはあると思わ

れる岩が市道与那城３０号線のコンクリート擁壁手前でとまっている。台風シーズンを前に、

さらに斜面の崩落が起こることが予想されるが、市の対応を伺う
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３．県道伊計平良川線に一部重なる宮城島地内のトンナハから与那城西原の市道路線について

２２ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．職員の雇用について

２０２０年度、会計年度任用職員制度について伺う

２．環境問題について

有害物質の有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ、ＰＦＯＡ）について伺う

３．小型無人機等飛行禁止法の改正について

小型無人機ドローンの飛行禁止区域について伺う

４．貧困対策について

貧困対策についてどのような対策を行っているのか、進捗状況を伺う

２３ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．うるま市立幼稚園、認定こども園移行について

（１）認定こども園へ移行した場合の利点について伺う

（２）地域説明会について伺う

（３）認定こども園移行スケジュールについて伺う

（４）（仮称）川崎こども園の利用形態、利用時間について伺う

（５）認定こども園の利用料金について伺う

（６）認定こども園５歳児クラスの幼小連携教育について伺う

２．第１９回あやはし海中ロードレース大会について

（１）今大会の種目別出場者数、完走率をそれぞれ伺う

（２）大会当日、救護室で手当てを受けた人数、救急搬送された件数を伺う

（３）脱水症状対策のための給水地点の増設について伺う

（４）４月第１日曜日開催の日程変更について伺う

（５）完走証への５キロメートルごとのラップタイムの計測の記載について伺う

（６）ハーフマラソンと３．８キロメートルトリムマラソン両方出場者への割引及び団体割

引の導入について伺う

（７）次年度第２０回大会連続完走者への連続完走証及び記念品贈呈について伺う

３．あげな中学校学校教育及び施設整備について

（１）通級指導教室（日本語ことば教室）の設置状況について伺う

（２）３階、１・２年教室のクーラー修理対応について伺う

（３）テニスコート設置について伺う

（４）老朽化に伴う建てかえ事業計画について伺う

４．コンビニ誘致について

（１）他市町村の状況について伺う

（２）既存の施設内、敷地内への誘致について伺う

（３）営業後の備蓄倉庫的役割、犯罪抑止的役割、ＡＥＤ設置による医療的役割の提携につ

いて伺う

５．双子・三つ子、多胎児支援について

（１）現在、うるま市内１５歳以下の多胎児の組数、その内訳を年齢別に伺う

（２）多胎児への本市の支援、他市の状況もあわせて伺う

（３）小学校１年生へのランドセル、中学校２・３年生への修学旅行費の助成について伺
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う

６．安慶名西原線道路改良事業について

（１）事業の進捗状況と完了予定年度を伺う

（２）西原・川崎区内を通り、具志川環状線に取り付け工事ができないものか伺う

７．大人の発達障害について

（１）大人の発達障害の特徴について伺う

（２）大人の発達障害の疑いがある人への行政ができる支援について伺う

（３）発達障害かもしれないと思ったらどこに相談すればよいのか。また、その市民向けの

周知方法を伺う

８．スクールバスの安全対策について

（１）現在、スクールバスで通園、通学する児童・生徒数を伺う

（２）バス乗り場は何カ所あり、朝は何便のバスが運行しているのか伺う

（３）バスが到着するまでの間、子供たちの安全確保について、今一度教育委員会の考え方

を伺う

（４）今後、保安員を乗車させたり、パトロール車を巡回させたりと安全確保の考え方を伺

う

２４ 藏根 武【一問一答方式】

１．貧困対策支援について

（１）貧困対策支援の一環として開設した第三の居場所の現状を伺う

（２）子供の貧困対策に関する計画策定は進んでいるか伺う

２．障害者差別解消法について

（１）本市において、具体的な取り組みをしていないとのことだが理由を伺う

（２）今後どのように考えているのか伺う

３．海の駅あやはし館について

（１）昨年のイベント広場の使用状況について

（２）地域自治会と連携したイベントや市内小・中学校と連携したイベントは開催されたか

（３）風力発電について、稼働の予定はあるか

４．教育行政について

（１）校務支援システムの目的を伺う

（２）初年度を終えて、アンケートを行ったか

（３）今年度、校務支援システムの改善等はあるか

（４）彩橋小・中学校へのエレベーターの設置について

５．島嶼地域の活性化について

（１）公園の整備について

（２）空き家対策について、自治会と連携をしているか

（３）島嶼地域のお店なども広報に掲載してほしい

２５ 德田 政信【一問一答方式】

１．農業振興について

ゆがふ製糖株式会社具志川工場の老朽化について

２．環境行政について
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中部北環境施設組合の現状及び課題について

３．保育行政について

市立豊原保育所の認定こども園への移行について

４．文化財指定について

下原地区護岸竣工記念碑の文化財の指定について

２６ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．うるま市水産業の振興活性化へ向けた取り組みと課題、支援について

２．「観光振興と島嶼地域活性化」へ向けた「指定管理施設」の現状と取り組みについて

３．照間地区、与那城３号線における道路整備及び排水路整備の現状と対応について

２７ 天願 久史【一問一答方式】

１．熱中症対策に関連する事項について

（１）うるま市における過去３年間の熱中症患者数

（２）熱中症を発症した場所等について

（３）注意喚起の方法、今後の対策について

（４）優良資材（空調服等）に対して何らかの補助メニューがないか

２．タトゥー（入れ墨）に関連する事項について

（１）うるま市内のタトゥーの施術が行える事業所数

（２）タトゥーの施術の年齢制限に関する条例について

（３）タトゥー施術後の健康被害やデメリット等について

（４）学校での指導・対策について

３．農業振興に関連する事項について

（１）農林水産物流通条件不利性解消事業の現状について

（２）当該事業の今後について

４．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）具志川ビーチ護岸の雨水排水用のグレーチングの危険除去について

（２）昨年の台風による倒木の撤去について

５．具志川幼稚園の増改築について

スケジュール、工法、工期について

２８ 比嘉 直人【一問一答方式】

１．うるま市立小・中学校教員の職場環境について

（１）教員の勤務時間の実態について

（２）教員の病気休暇の実態について

（３）教員へのサポート体制について

２．勝連城跡への誘客について

（１）歴史文化施設、観光ターミナル供用開始後の入域観光客の見込み数について

（２）誘客のための具体的な施策及び予算について

（３）誘客に向けた民間を活用した市の対応策について
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３．体育施設の管理及び修繕について

（１）指定管理者の管理運営業務及び管理計画について

（２）施設の管理運営のモニタリングによるチェック項目について

（３）評価の基準について

（４）与那城多種目球技場バックネットの修繕について


