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質 問 事 項

1 玉榮 登次【一問一答方式】
１．道路行政について

（１）県道36号線から県道85号線に右折する際の信号表示について（前原）

（２）県道10号線から県道16号線に右折する際の信号表示について（与勝交差点）

２．川田区における河川調査について

河川の水質調査及び魚類へい死事故の原因調査の進捗状況について

３．観光危機管理に向けた取り組みについて

（１）市民を守る取り組みについて

（２）観光客を守る取り組みについて

①防災マップ兼防災情報案内板の設置について

②市民との共用を目的とした防災拠点の設置について

２ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．消防行政について

（１）救急出動の現状、課題及び改善策等について

（２）消防団員数の現状と増員について

２．雇用対策、企業誘致・支援策について

成果、課題及び今後の対策等について

３．組織改革について

政策調整監等の設置について

４．環境行政について

うるま市あき地管理の適正化に関する条例の運用とごみ屋敷条例の制定について

３ 松田 久男【一問一答方式】

１．ホームページの充実について

（１）施設利用検索、予約システムについて、実施できないか
（２）データの更新について、その頻度と責任者はどこか

２．石川地区の観光客誘引策について

（１）石川多目的ドーム周辺の駐車場整備について（市民駐車場としての利用等）

（２）インターチェンジを起点としての観光誘引策について

（３）安全で落ちついた夜の観光の観光地としてのブランドづくりについて

４ 西野 一男【一問一答方式】

１．うるま市の市民所得について

２．南原漁協製氷機設置について

５ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．石川赤崎地域にある埋立地について

（１）埋め立て者と埋め立て理由、経過について

（２）埋め立て後の土地所有権について

（３）埋め立て完了予定と完了後の土地利用について
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（４）金武町との境界問題について

（５）今後の石炭灰の処理について

２．カーブミラーの管理について

（１）カーブミラーの管理はどこか

（２）カーブミラーの点検について

（３）カーブミラーの補修、再設置について

（４）石川バイパスのアミークス側から国道329号に抜ける道にあったカーブミラーについて

（５）早急に設置を

３．選挙の投票率とポスター掲示板について

（１）国政、県知事、県議選のうるま市の投票率の推移と順位について

（２）投票率低下の要因は

（３）投票率の向上対策は

（４）６月５日の県議選のポスター掲示板について

４．うるま市の女性暴行殺害死体遺棄事件について

（１）市長の心情を伺う

（２）市長として国、米軍に対して今後どのような抗議・行動を考えているか

（３）市民集会開催の考えはないか

６ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．庁舎跡利用計画について

（１）アイデア募集について

（２）作業状況と今後のスケジュールについて

２．子供の貧困について
（１）学習支援の取り組み状況

（２）こども食堂（仮称）の取り組み状況

（３）子供の貧困等事業についての予算額

（４）市民・企業からの寄付金受け皿について

３．勝連城跡周辺文化観光拠点整備基本計画から、琉球砕石工場の移転について

４．勝連南風原685番地前の道路排水路整備について

５．中学３年生の進路（平成28年３月時点）について

（１）平成27年度の中学３年生の生徒数

（２）平成27年度に卒業した生徒数
（３）平成27年度の高等学校受験者数

（４）平成27年度の高等学校合格者数

（５）平成27年度の高等学校２次募集応募の生徒数

（６）平成27年度の高等学校２次募集合格者数

６．幼稚園の給食について
現在週３回が給食、週２回が弁当になっているが、給食をあと１回ふやせないか

７ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．勝連南風原遊水池の環境整備について

南風原遊水池は、排水機能の低下による冠水被害及び防潮水門の老朽化による農地への潮害
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を防止する目的で平成17年に設置された施設ですが、現在、遊水池には廃タイヤ、倒木、ご

み等の不法投棄がされ、景観が悪く、悪臭が漂い劣悪な環境にあります。当局は、そのこと

を認識しているのかお伺いいたします。また現在、遊水池が当初の目的を達成しうる状況に
あるのか御見解をお伺いいたします

２．市道２-７号線・１-21号線の環境整備について

市道２-７号・１-21号線（平安名ワイトゥイから浜屋入口）の道路側面の雑草が繁茂しガー

ドレールや側溝が見えない現状にあります。その市道は、交通量の多いところで対向車を避

けるために側溝への脱輪やガードレールに接触するなどの事故が頻繁におき危険な状況とな
っています。早急に除草作業を行い安全の確保をすべきだと考えますが、御見解をお伺いい

たします

３．屋慶名川・平田橋付近側面の川岸（屋慶名橋向け左側）への安全柵の設置について

平田橋から屋慶名橋向け、屋慶名2594-1番地から2598-2番地付近はかつて民家がなく雑木林

で人が直接屋慶名川の川岸に近づくことはなかったようです。昨今、新しい家が建ち始め、
雑木林が開け、川底から川岸までの高さ２メートルから３メートルの川岸がすぐそこに見え

る現状にありますが、安全柵が設置されていない状況にあります。雑木林が開けた場所は民

家の駐車場として利用され、小さな子供たちが遊ぶ姿も見受けられ危険な現状にあります。

早急に安全柵の設置をするべきだと考えますが、御見解をお伺いいたします

４．教育隣組の結成について
かつて学力向上対策、青少年健全育成を推進するために地域に教育隣組が結成され、学校、

家庭、地域の連携のもとに子供たちが意欲を持ち学習に取り組んでいける環境の整備が行わ

れ、一つの地域コミュニティーをつくりあげた経緯がありますが、その教育隣組の結成につ

いて、承知しているかお伺いいたします

８ 大城 直【一問一答方式】
１．道路行政について

（１）市道勝連２-52号線の水道管（本管）を埋設できないか伺う

（２）防犯灯の設置ができないか伺う

（３）今後の道路整備事業について

２．観光行政について
（１）観光振興ビジョンの次期計画について伺う

（２）海中道路を中心としたマリンフィールドの計画について伺う

３．基地関連対策について

（１）午後10時以降の飛行騒音について伺う

（２）告別式等の基地内立ち入りについて伺う

４．教育行政について

Ｎ高等学校と提携、活用した教育ができないか伺う

９ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．子供の貧困対策について
本市としてどのように連絡会議等で協議をし、総合的な対策を推進してきたのか伺う

２．バス停留所への屋根つき待合所の設置について伺う

３．本市川田地域海岸で魚が大量に死んでいるのが発見され、県の衛生環境研究所が原因を調



- 4 -

べているが、結果報告について伺う

４．待機児童について

５．元海兵隊員の米軍属による遺体遺棄事件について伺う

１０ 中村 正人【一問一答方式】

１．平成30年の国民健康保険広域化について

広域化時の予算内容について

２．うるま市子供の貧困対策について

（１）定義について

（２）事業内容について

３．公園事業について
（１）うるま市の公園の整備内容について

（２）公園のない自治会の対応について

４．経済環境について

（１）41市町村所得ランキングについて

（２）対応策について

１１ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）米軍基地周辺の教育施設の騒音対策のための空調維持費補助の一部廃止について

（２）公共施設における学習室の設置について

２．福祉行政について

（１）生活福祉資金の貸し付け状況と市独自の貸付制度の創設について

３．貧困対策について

沖縄県子ども貧困対策推進基金が創設され、市町村事業の支援に大きく資するものと考えま

すが、本市の対象事業の取り組みについて

４．市民行政について

勝連市道２-52号線（与勝中方面から安武堂向け）道路開通に伴って県道８号線に交差する丁

字路付近への信号機の設置について

５．基地行政について
（１）米軍属による女性遺体遺棄事件について市長の見解を伺う

（２）県民大会の開催に当たり実行委員会発足について伺う

（３）市民大会の開催について伺う

１２ 伊波 洋【一問一答方式】

１．教育行政について
（１）中学校部活動について

①市内中学校の部活動の現状について伺う

②市内中学校の部活数について伺う

③市内中学校の部活動指導・顧問について伺う

④部活動の予算の内訳について伺う
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２．子供行政について

（１）子供の居場所づくりについて伺う
①「うるま市子どもの居場所づくり運営事業」についてのこれまでの経緯と今後につい

て伺う

②３中学校区に３カ所の設置の意義について伺う

③１カ所当たりの児童数最低20人以上の利用が可能の根拠について伺う

④対象者の取り決めの根拠について伺う

⑤4,170万5,000円の事業効果の検証について伺う
⑥地域自治会の活用は検討されたか伺う

３．防災行政について

（１）防災組織について伺う

①年間３カ所の防災組織の立ち上げについて伺う

②年間600万円の資機材補助金について伺う
③補助金の今後の増額予算について伺う

④防災組織の立ち上げ後の防災訓練について伺う

⑤防災訓練の年間補助金支給について伺う

⑥防災担当職員の人数と他部署との連携について伺う

４．観光行政について
（１）民泊事業について伺う

うるま市観光物産協会の民泊事業の旅館業許可申請事業のこれまでの経過について伺う

５．公共事業行政について

（１）公共事業について伺う

①国土交通省管轄公共下水道事業の現状について伺う
②防衛省管轄の公共整備事業の現状について伺う

③文部科学省・農林水産省・厚生労働省等の事業の現状について伺う

１３ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）クルーズ船寄港後の対応について
（２）宮城島アクナ浜観光スポット市道道路整備について

２．行政について

（１）中城湾東埠頭暫定供用使用開始について

①東埠頭暫定供用使用開始に伴い、東埠頭整備による物流増加対策の本市の考えを伺

う
（２）行政相談について

①相談目的

②平成26年・平成27年・平成28年現在の相談件数を伺う

③相談内容を伺う

④相談後の対応を伺う

（３）浜比嘉大橋街灯破損対応について伺う
（４）広報うるまの配布について伺う

３．福祉行政について

（１）高齢者の貧困対策の取り組みについて伺う

（２）津堅島を含めた５島の高齢者歯科巡回治療を伺う
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４．行政全般について

（１）これまでの議会答弁確認について
①具志川小学校職員室じゅうたん張りかえ・温水洗浄便座の設置について

②字具志川自治会への不法投棄対応経過報告書提出について

③字具志川162番地付近の残り側溝ふた設置を伺う

④野鳥の森自然公園の遊歩道草刈り・整備状況について伺う

⑤宮城島不法投棄監視カメラ設置予定を伺う

⑥宮城島集落道路拡張整備状況及び今後の計画を伺う
⑦宮城島小・中学校跡地利用でのデイサービス・グループホーム開設に向けての進捗状

況を伺う

⑧津堅島アギ浜港・ヤジリ浜浸食等の工事進捗を伺う

⑨浜比嘉島浜区浸水対応防止（本工事）について伺う

⑩平安座島浸水防止対策（本工事）について伺う

⑪伊計島防風林工事の進捗状況を伺う

１４ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．市民の健康管理・予防について

（１）特定健診の受診状況（平成26年度・平成27年度）夜間健診の実施で若い人の健診受診

率について

（２）人間ドック・予防接種等について、近隣市町村と比較した市民の自己負担について
（３）市民の健康管理予防のための特定健診受診率50％に向けてのこれからの対策を伺う

２．公園施設について

（１）屋慶名公園施設のトイレを「平成28年度に和式から洋式に取りかえる」と答弁があっ

た。その後の取り組みはどうなっているのか。

（２）公園施設内清掃、管理体制の強化について

３．屋慶名港湾内の景観と施設利用について

（１）船の廃船処理等の対応を伺う

（２）旧旅客待合所の跡利用計画を伺う

４．東海岸開発基本計画について
（１）ジャネーガマを中心に東海岸地域の歴史探訪等が計画されその中で文化財指定に向け

て取り組みが早急に進むことが重要。市教育委員会はその件について県教育委員会に

対して文化財指定申請等を行っているか伺う

（２）平成26年・平成27年、ことしも２カ所の発掘調査を行っているようですが、市民への

報告会、提示の時期を伺う

（３）「文化財指定への対応は地元屋慶名地区と連携しながら文化財指定を前提とした同意
が得られるよう取り組んでいく」と答弁をいただきましたが、どの程度進められてい

るかお伺いします

（４）地籍の明確化作業について（藪地島）

１５ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．合併10年の検証について
（１）合併協定による事業について

（２）合併特例債の活用について

（３）地域審議会について

（４）石川・与那城・勝連庁舎の跡利用について

（５）職員定数削減について
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（６）行政改革推進委員会について

（７）財政改革について

２．電力小売り全面自由化の取り組みについて

（１）現状について

（２）積極的な利用の取り組みについて

３．伊計島のホテルによる温泉・水性ガスの発掘について

（１）現状について
（２）水性ガスの発掘について県の調査状況を伺う

１６ 平良 榮順【一問一答方式】

１．環境行政について

キャンプ・コートニー内タワーハウジング空調機からの騒音対策について

２．道路行政について

（１）みどり町市道２-33号線整備について

（２）県道224号線（具志川環状線）天願地域の防犯灯設置について

３．ふるさと応援寄附金について

（１）拡充による税収増及び市産品の販路拡大と地域振興について
（２）企業版ふるさと納税について

４．公園整備について

市民広場の整備について

５．闘牛振興について
闘牛団地の建築について

１７ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．図書館司書について

（１）うるま市小中学校図書館司書の本務職員率について伺う。

（２）嘱託職員の勤務時間について伺う
（３）嘱託職員の雇用期間について伺う

２．市費事務・用務員について

（１）市費事務・用務員それぞれの業務内容について伺う

（２）本年度より生徒数500人以上の学校では用務員が廃止され、市費事務員が２人体制にな

った経緯について伺う
（３）市費事務員の雇用期間について伺う

（４）他市と比べ給与を含めた待遇面について伺う

３．うるま市中学校高等学校進学率及び皆出席賞について

（１）うるま市内中学校３年生の高等学校進学率について伺う

（２）高等学校入試１次・２次試験を含め、不合格になった生徒への支援について伺う
（３）放課後塾の開設について伺う

（４）９カ年皆出席賞について伺う

４．道路整備及び信号機設置について

（１）兼箇段－喜仲線について伺う
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（２）兼箇段４－14号線について伺う

（３）具志川環状線、いちゅい具志川じんぶん館入口交差点への早急な信号機設置について

伺う

５．基地問題について

（１）米軍基地周辺の学校・保育施設等への「空調補助一部廃止」について伺う

（２）米軍属女性暴行殺人事件について伺う

（３）６月19日（日）に開催の「米軍属女性暴行殺人事件に抗議する」県民大会への島袋う

るま市長の参加について伺う
（４）既存の基地の大幅な整理縮小及び普天間基地の辺野古移設反対について、島袋うるま

市長の現在の思い、考え方を伺う

６．保育問題について

（１）現在の待機児童数について伺う

（２）平成29年度定数増による保育定員数について伺う
（３）保育の弾力化の現状について伺う

（４）保育士不足解消について伺う

（５）公立保育所の民営化について伺う

１８ 仲程 孝【一問一答方式】

１．赤道小学校全面改築事業について
事業の進捗状況及び全体配置計画の内容について伺う

２．生涯学習・文化振興センター建設事業について

事業の進捗状況及び供用開始の時期について伺う

３．子供の貧困対策について
庁内連絡会議の内容及び第三者を含めた市民会議創設の可能性、今後の計画等について

伺う

４．具志川総合体育館でのフットサル競技利用について

具志川総合体育館におけるフットサル競技での利用について現状を伺う

５．米軍属女性暴行殺人事件に抗議する市民大会の開催について

被害女性への追悼の意を表し、日米地位協定の抜本的な改定を求め、凶悪な事件の起きた

現場である本市において、うるま市独自の市民大会を開催すべきであると思うが、当局の

見解を伺う

１９ 幸地 政和【一問一答方式】
１．人事行政について

（１）臨時職員・非常勤職員の処遇について

①臨時職員・非常勤職員の給料及び報酬改定等について

②臨時職員・非常勤職員の通勤手当支給について

２．観光物産行政について
（１）うるま市物産展及びうるま市フェスタについて

首都圏におけるうるま市物産展及びうるま市フェスタの開催について

３．環境行政について

（１）ハブ駆除について
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①ハブの生息状況と捕獲状況等について

②ハブ駆除対策の強化について

４．畜産振興について

（１）肉用牛生産拡大強化事業について

①肉用牛生産拡大強化事業の実績と効果等について

②肉用牛生産振興計画について

２０ 宮里 朝盛【一問一答方式】
１．子供の貧困対策と計画の実施状況について

２．公職選挙法改正に伴う、校内等での「政治的活動」に禁止・制限等があるか

３．米軍航空機騒音は学びの阻害とも言われている。今回の空調補助廃止問題等のうるま市の

対応は

２１ 高江洲 賢治【一問一答方式】

１．公園整備について

（１）江州第２公園整備について

（２）江州第６公園整備について

２．ＥＭ活性液の無償配布事業について

３．米軍属による女性暴行殺人事件について

２２ 下門 勝 【一問一答方式】

１．教育行政について
（１）吹奏楽楽器の更新等について伺う

（２）具志川ドームや体育館等借用方法（予約）の緩和措置について伺う

２．福祉行政について

療育手帳関連の諸サービス等に関連する申請や決定（承認、認定）等について伺う

３．環境行政について

野犬・ハブ等対策事業の一部民間委託業務に関連する事項について

２３ 金城 勝正【一問一答方式】

１．字具志川32番地Ｙさん宅隣接道路に関連する事項について

２．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

３．うるま市景観条例及びうるま市開発行為指導要綱に関連する事項について

４．屋慶名川転落事故に関連する事項について

２４ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．川田公園及び同区海岸線の害虫駆除と整備について

（１）川田公園の排水について

（２）球陽製糖株式会社から南風原向けマングローブ林と害虫の駆除について
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２．勝連城跡整備計画での南風原区の道路整備について

（１）浜屋入り口のＹ字路整備拡張計画について

（２）南風原区の農道より県道16号線に通じる通学路について

３．宮里児童公園について

未買収地について

４．認可地縁団体が所有する不動産に係る登記について

本市の取り組みと対応（地方自治法第260条の38）

５．県内学校・保育所空調設備補助廃止について

（１）本市の学校保育所未設置箇所

（２）学力向上対策について

６．子供のインフルエンザ予防接種について
病院によって予防接種の金銭格差について貧困子育て支援での対応はできないか

７．うるま市の景観条例について

建物の高さ制限の見直しについて

８．入札事業について
事務機、印刷、保険、旅行会社その他

２５ 奥田 修【一問一答方式】

１．2013年度市町村民所得（県民所得）の概要について

（１）本市の対前年度比（3.3％）増の要因についての見解を伺う

（２）その後の動態と数値目標と取り組みについての考えを伺う

２．「うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく事業について

（１）島しょ地域移住・定住者向け情報整備事業への進捗状況について伺う

（２）本年度事業実施の見通しについて伺う

３．国の沖縄子供の貧困緊急対策事業について
事業実施への進捗状況について伺う

４．県の子供の貧困対策について

（１）９月補正に向けて、どのような施策をもって県と協議をなされるか伺う

（２）沖縄子どもの未来県民会議（仮称）の事業内容と活動（実施）時期について伺う

５．住環境の整備について

（１）浜自治会要請事項

浜区市道勝連６－４号線新規道路整備の取り組み状況について伺う

（２）比嘉自治会要請事項

県道238号線（比嘉から兼久間）延長整備の取り組み状況について伺う

２６ 喜屋武 正伸【一問一答方式】

１．下原スポーツ広場について

（１）工事の進捗状況を伺います

（２）今後の利用計画について伺います

（３）工事完了後の管理運営はどのように考えているのか伺います
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２．教育行政について

（１）高江洲小学校校舎、プール、体育館、運動場、幼稚園工事の進捗状況について伺いま
す

（２）通学時間の安全確保について、どのように取り組んでいるか伺います

（３）校内の樹木の撤去について伺います

（４）運動場の水銀灯、防球ネットの設置は計画されているか伺います

２７ 佐久田 悟【一問一答方式】
１．臨時福祉給付金事業の概要と取り組みについて

２．「地域包括ケアシステム」構築の推進状況と取り組みについて

３．障がい者入所施設の整備状況と障がい者雇用拡充への取り組みについて

４．選挙における投票率向上と投票環境整備推進への取り組みについて

５．教職員の年齢構成比と教職員研修について

２８ 伊波 良明【一問一答方式】

１．自主防災組織について
（１）既存の自主防災会活動やその支援体制を伺う

（２）自主防災会の運営が自治会活動に過重負担にならないか伺う

（３）自主防災会活動への補助金の有無を伺う

（４）自主防災会結成の推進に対し、今後の取り組みを伺う

２．文化財について
（１）国指定、県指定、市指定文化財の違いや、その管理運営等について伺う

（２）市指定文化財以外にも多くの拝所等があるが、それらの保全管理、運営について伺う

（３）平敷屋製糖工場跡が国指定登録記念物（平成27年１月26日指定）に指定されたことに

よるパンフレットの改訂版について伺う

（４）伊波城跡南側入り口のコンクリート製、鳥居の剥離や東側入り口の説明板が外れるな

ど早急な修繕が必要だと思うが、その対応策を伺う
（５）ふるさと納税を活用し、文化財の保全保護のための寄附金を募ることはできないか当

局の見解を伺う

２９ 德田 政信【一問一答方式】

１．経済振興について

（１）豊原・前原複合施設計画について
①用途地域指定に向けた調査の結果について

②今後のスケジュールについて

③市農政部局や県との調整について

④その他関連する事項

（２）市商工業の育成について

市商工会館建設について

２．県道事業について

（１）勝連半島南岸道路整備事業について

①進捗状況について

②事業推進に向けた、市としての取り組みについて
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（２）県道224号線拡張整備事業について

進捗状況について

３．防災について

（１）豊原地内３班697番地４周辺の土地開発による被害について

①現状について

②これまでの市の対応について




