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日付 順番 氏　      名 備考

1 仲本　辰雄

2 玉榮　登次

3 西野　一男

4 松田　久男

5 金城　勝正

6  比嘉　敦子 ※質問取り下げ

7 荻堂　盛仁

8 仲程　孝

9 伊盛　サチ子

10 大城　直

11 伊波　洋

12 宮城　一寿

13 永玉栄　靖

14 名嘉眞　宜德

15 東浜　光雄

16 下門　勝

17 宮里　朝盛

18 伊波　良明

19 中村　正人

20 喜屋武　力

21 佐久田　悟

22 金城　加奈栄

23 奥田　修

24 喜屋武  正伸

25 幸地　政和

26 平良　榮順

27 又吉　法尚

６／２７（水）

６／２５（月）

第１２４回　６月定例会　一般質問通告割振り一覧

６／１９（火）

６／２０（水）

６／２１（木）

６／２２（金）

６／２６（火）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．建設業における働き方改革について

２．おくやみコーナーの窓口設置について

３．地方公共団体における内部統制制度について

４．市役所における臨時・非常勤職員の現状と課題について

５．公職選挙法に規定する文書図画の掲示の制限について

２ 玉榮 登次【一問一答方式】

１．水産業振興について

（１）金武湾港（平安座南地区内）平安座第一航路の開通について

①当該航路の開通工事の進捗状況について

②早期開通に向けた市の今後の取り組みについて

２．麻疹（はしか）対策について

（１）うるま市における感染症対策について

（２）輸入感染症等を踏まえた今後の対策について

３ 西野 一男【一問一答方式】

１．南原漁港整備のスケジュールについて

２．クルーズ船寄港がもたらす経済効果について

３．６次産業化の推進について

４ 松田 久男【一問一答方式】

１．庁舎間連絡バスの停留所増設要請について

石川地区自治会及び市民より提出された要請書の実現可能性について伺う

２．石川多目的運動場の夜間照明について

石川多目的広場の夜間の照明をふやせないか伺う

３．特別支援学級について

うるま市の特別支援学級の教師及び補助員の体制とその強化について

５ 金城 勝正【一問一答方式】

１．うるま市字具志川１０８６番地イグサ倉庫に隣接する排水路横断施設に関連する事項につ

いて

２．字具志川川敷原一帯（沖縄県花卉園芸農業協同組合うるま集荷所周辺）の冠水対策に関連

する事項について

３．勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業及びうるま市観光振興に関連する事項について
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６ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】 ※ 質問取り下げ

１．防犯対策と周知について

各メールやライン等の活用等について

２．期日前投票について

３．勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業について

（１）事業の進捗状況について

（２）入場料設定について

（３）琉球砕石の移転について

（４）史跡ガイドの役割について

（５）今後の事業スケジュールについて

４．ぬちまーす工場への出入り口の拡張について

５．通学路の安全安心対策について（ゾーン３０の取り組み状況）

６．幼稚園送迎バスの運行について

７．産業廃棄物最終処分場の現状と課題について

７ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．奨学金制度について

（１）国、県、うるま市の関係する奨学金はどういうものがあるか

（２）本市の学生が、実際に利用している奨学金の実績について

（３）奨学金の選考方法について

（４）奨学金の趣旨について

（５）本市の奨学金の返済状況について

（６）選考方法について、教育委員会の見解を伺う

２．石川浄水場多目的公園の管理と隣接する砂浜について

（１）ソフトボール場としてグラウンドを使用してよいか

（２）バックネットの設置義務はどちらか

（３）石川浄水場多目的公園使用の件でトラブルがあった件について

（４）トラブルへの対応策は

（５）浄水場隣の砂浜へ入れなくなっていることについて

（６）石川浄水場多目的公園と隣接砂浜を一体化させた公園整備について

（７）砂浜への入り口確保について

３．石川高原開発について

（１）一周道路にイッペーまたは桜を植樹することについて

（２）高原の麓から展望台までの土産物、飲食店の整備について

（３）石川岳から高原までのロープウエーの設置について

８ 仲程 孝【一問一答方式】

１．米原緑地広場（仮称）整備事業について

事業の進捗状況及び今後の計画、先日行われた地域住民説明会での意見や内容につい

て伺う

２．公共施設等におけるＷｉ－Ｆｉ環境整備について
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防災や観光振興の観点からも公共施設等への公衆無線ＬＡＮ、（Ｗｉ－Ｆｉ）環境整

備は重要だと思うが、本市の整備状況、今後の取り組み等について伺う

３．ご当地バイクナンバープレートの導入について

市町村で発行可能な１２５ｃｃ以下のバイクなどのナンバープレートについてオリジ

ナルデザインを施したプレートへ変更できないものか、当局の所見を伺う

４．読書活動推進の取り組みについて

現在の取り組みと課題、ブックスタート事業の早期実施やマイブック推進事業（八戸

市）などの新たな施策に取り組む可能性について伺う

５．住宅宿泊事業（民泊）について

本市における民泊（ホームステイ型を除く）事業の実態と現状について伺う

９ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．建設行政について

（１）公契約条例の制定について

（２）社会福祉法人保育所建設の入札及び工事の管理について

２．保育行政について

地域型保育事業における（卒園児受け入れ）連携施設の確保について

３．福祉行政について

（１）生活保護の保護しおりの改善、周知について

（２）無料低額診療事業の薬代助成について

４．道路行政について

市道２－５２号線沿い区間の柵の修復、走行速度抑制の注意喚起看板設置、県道８号線丁字

路への信号機設置について

１０ 大城 直【一問一答方式】

１．起業家支援について

（１）近年の起業家の動向について

（２）起業家支援について

２．沖縄データセンターの活用について

利用状況について

３．津堅島の渇水対策について（農業用水）

空梅雨でも送水可能な地下ダム送水について

１１ 伊波 洋【一問一答方式】

１．健康行政について

本庁舎禁煙施設への移行について

２．補助金制度について

うるま市社会体育活動における県外派遣に関する補助金制度（交付要綱）について

３．公共施設整備について

（１）石川多目的ドーム周辺機能強化整備事業の進捗状況、今後について
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（２）石川多目的ドーム周辺の道路環境問題について

（３）勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業の進捗状況、今後について

（４）石川会館（市民会館）の今後の管理運営について

１２ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．中城湾港新港地区について

（１）国土交通省への要請進捗状況を伺う

①クルーズ船の誘致に伴うソフト・ハード面の充実

②国際物流ターミナルの早期整備実現

③大型貨物船受け入れについて

２．石油企業との公害防止協定について

（１）島嶼地域との公害防止協定見直し懇談会を伺う

（２）平成３０年度中の公害防止協定締結を伺う

（３）公害防止協定締結に向けた公害対策審議会設置を伺う

３．農水産業について

（１）農地利用最適化推進委員選考について

①申し込み人数と推薦者人数を伺う

②選考基準について伺う

（２）本市の農地下限面積の基準設定を伺う

下限値を下げる取り組みについて

（３）金武湾港（平安座南地区）第一航路浚渫工事の本市の対応を伺う

（４）宮城島池味漁港の管理について

４．津堅島を含めた島嶼地域歯科健診について

島嶼地域歯科巡回健診の進捗状況を伺う

５．行政全般について

（１）浜比嘉島比嘉区兼久への車両減速注意喚起立て看板設置について

（２）島嶼地域会館（仮称）建設について

（３）平安座地区「消火ホース収納ボックス」取りかえについて

（４）うるま市観光物産協会管理委託ロードパーク設備補修対応について

（５）うるま市島しょ地域移住定住促進事業について

①平成２９年度の事業結果報告を伺う

②５島のしまみらい会議まとめ内容を伺う

③今後の「島の未来の物語」実現に向けた取り組みを伺う

１３ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．事務委託要綱について

うるま市事務委託要綱と沖縄市連絡事務委託要綱との相違点（文章の件）

２．道路整備事業について

（１）市道与那城９９号線と県道３７号線屋慶名大通りの連結について

（２）県道３７号線の拡張工事のため、屋慶名河線の土地買い上げの件について

３．日米地位協定の見直しについて

（１）沖縄県の他国地位協定調査について、現状と課題を伺う（沖縄県、日本政府）

（２）条文比較に関連する事項

①日本政府（日米地位協定）
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②ドイツ政府（ボン補足協定）

③イタリア政府（モデル実務取極）

（３）受け入れ国の国内法適用に向けて市としての対応・取り組みを伺う

４．市道与那城１７号線について

（１）私道価格割合を求めて私道価格を評価する方法

（２）国土庁土地局地価調査課監修、地価調査研究会編著「土地価格比準表」関連について

（３）うるま市公有財産規則（公有財産台帳の価格）第１８条第２項第１号「土地 近傍類

似地の時価を考慮して算定した金額」について

（４）市道与那城１７号線の土地の評価は、農地と鑑定されているのに、なぜ宅地評価で減

額したのか。「農地への比準表は、表記にありません」と答弁されたのに私道（公衆用

道路）を減額したのか。これからでも見直す考えはないのか伺う（市長、副市長の見解

を伺う）

５．平成３０年度うるま市民芸術劇場、市生涯学習・文化振興センター舞台技術操作業務委託

契約について

（１）市民芸術劇場、生涯学習・文化振興センターの業務委託にプロポーザル方式ができる

のか

（２）業務委託の業務内容等の仕様書を作成し、公募したか。何業者が応募したか

（３）見積額及び業者の落札金額について

（４）一般競争入札ではなく、随意契約とした理由

（５）地方自治法第２３４条（契約の締結）、地方自治法施行令第１６７条の２（随意契

約）、地方自治法第９６条（議決事件）について

（６）うるま市契約規則第４４条（随意契約によることができる額等）について

（７）地方自治法施行規則第１２条の３第２項等

（８）今後の対応・処理について伺う

１４ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．うるま市民芸術劇場及びうるま市生涯学習・文化振興センター舞台技術操作業務委託につ

いて

（１）芸術劇場・ゆらてくの一括発注の理由及び指名プロポーザルにした理由を伺う

（２）プロポーザルでの募集から契約について

（３）４月１日の芸術劇場（響・燈ホール）の舞台操作について

２．天願川の河川整備について

（１）現在の進捗状況について

（２）栄野比地域（浸水被害多発）の早期改修について

１５ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．平安座海中大橋のライトアップ景観を活用した新たな観光誘客と消費額拡大の促進につい

て

平安座海中大橋のライトアップの景観は、すばらしい景観を醸し出し、多くの市民、観光客

の心を捉えているところです。その景観を最大限に生かし、新たな観光誘客の促進を図り、観

光消費額の拡大と地域活性化に効果的につなげる方策を考えていくべきだと思いますが、御見

解を伺います

２．市道勝連２－５２号線の交通安全対策について

市道勝連２－５２号線は、勝連城跡に接する県道１６号線を起点として、県道８号線・勝連

平安名地内・阿武堂を終点とする道路で、県道８号線から県道１６号線へ抜ける幹線道路とし

て、交通量がかなり増加し、交通安全の確保が難しくなっている現状にあります。当局は、そ



- 6 -

の現状をどのように認識しているのか。お伺いいたします

３．島嶼地域への運行バス発着場へのバス待合所の設置について

現在、島嶼地域への運行バスの発着は、ＪＡおきなわ与那城支店の駐車場の一角を利用して

いる現状にあります。その場所には、待合所がなく露天でバスを待たなくてはならない現状に

あり、雨天時の風雨や夏場の直射日光を避けるために大変な思いをしている現状にあります。

その環境を改善するために運行バスの発着場に「バス待合所」の設置が必要と考えますが、設

置していく考えはないか。お伺いいたします

１６ 下門 勝【一問一答方式】

１．生活困窮世帯等の支援策について

生活（福祉）資金貸付制度等について

２．通学路等の安全対策等について

（１）勝連小学校側歩道等の電柱撤去について

（２）通学路のカラーペイント等含めた安全対策について（今後の計画、必要性）

３．こども医療費助成制度の現物給付対象者の拡充について

４．小規模保育事業等について

（１）連携園確保等について伺う

（２）関連した条例や補助金交付要綱等との関係について伺う

５．観光振興について

観光闘牛の振興の取り組みについて

６．防災井戸等について

（１）防災井戸の役割や必要性について

（２）防災井戸の指定や新規設置について

７．通称ワイトゥイの枯れ木伐採及び安全対策について

８．旧与那城庁舎のホテル開業に伴う与那城総合公園のあり方及び移転計画等の考えについて

１７ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１.「障がい児福祉計画」の成果目標について伺う

（１）障がい児福祉計画に係る障がい児の子供・子育て支援等の提供体制の整備について

（２）児童発達支援センター設置について

（３）保育所等訪問支援の充実について

（４）重症心身障がい児を受け入れる児童発達支援事業所等の確保について

（５）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置について

１８ 伊波 良明【一問一答方式】

１．ウオーキング大会について

（１）環金武湾ウオーキングフェスタ中止の経緯について

（２）環金武湾ウオーキングフェスタ開催年度ごとの予算及び参加者数（県内外）について

（３）環金武湾ウオーキングフェスタの成果及び課題について

（４）健康増進あるいは観光産業及び移住促進による島嶼地域の活性化を図る意味から担当

部署の考え方を伺う
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２．石川多目的ドーム周辺機能強化整備事業について

（１）石川多目的ドーム周辺機能強化整備事業の内容及び進捗状況について

（２）国道３２９号から石川多目的ドームへのアクセス道路として、市道６８号線（大育保

育園の通り）及び市道１０２号線を拡張整備できないか伺う

１９ 中村 正人【一問一答方式】

１．幼児教育無償化について

うるま市の取り組み及び進捗状況について

２．教育環境について

学期制について

３．生活環境について

危険箇所改善について（具志川東中学校区内について）

４．島嶼地域振興策について

光ファイバーケーブル利活用について（進捗状況）

５．公共施設整備事業について

ＰＦＩ事業の基本方針について

２０ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．県道３３号線用途地域変更について

（１）近隣商業地域、準住居地域の比較

（２）高さ制限について

２．高齢者に関する交通事故対策について

国、県、市の対応について

３．市内就労継続支援Ｂ型事業所について

障がい者が働くＢ型事業所について

４．教育行政について

本市における道徳教育とＮＩＥ活用型教育について

５．畜産事業について

（１）中部家畜セリ市場について

（２）悪臭対策について

６．財源・人手確保について

介護士や保育士の人材確保について

２１ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．事故等における「救急体制」の対応力と取り組みについて

２．「放課後等デイサービス」事業の現状と課題、取り組みについて

３．うるま市における「民泊」の現状と観光や空き家対策への影響と課題について

４．「教育委員会」としての機能と取り組みについて
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２２ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）学校給食無料化について伺う

（２）幼稚園教諭へのタイムカード導入について伺う

２．市民行政について

（１）うるま市ナンバープレート（キャラクター）導入について伺う

（２）島嶼地域への住民票等発行自動交付機導入について伺う

（３）バス停留所への屋根つき（上屋整備）の進捗状況について伺う

３．市職員等の勤務環境について

育児休業、介護休業等（マタハラ・パタハラ相談等）について伺う

４．沖縄北インターチェンジ改良整備について

現時点での改善、進捗状況について伺う

２３ 奥田 修【一問一答方式】

１.「うるま市島しょ地域学校跡地・跡施設活用方針」に基づく事業について

（１）旧宮城幼稚園、小学校跡地活用「高齢者福祉施設」の今後の具体的取り組み（公募時

期、再検討の内容等）について伺う

（２）旧浜中学校、二、三階部分の取り組み状況と方向性について

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

「島しょ地域移住・定住者向け情報整備事業」のこれまでの事業成果と本年度（最終年度）

における主要施策の取り組みについて伺う

３．住環境の整備について

（１）浜区市道勝連６－４号線新規道路整備の取り組み（地権者の同意の件）について伺う

（２）市道与那城１８号線道路整備の工程の進捗状況と道路整備工事請負契約の発注時期に

ついて

（３）平安座自治会等要請事項

消火栓格納箱の整備設置方についての今後の取り組みについて伺う

（４）比嘉区

集落内道路の車両交通計画（交通基本計画）に関する調査と問題解決に向けての今後の

方策について伺う

（５）平安座地区下水道（流域下水道）の今後の取り組み（基本設計策定）の時期について

伺う

２４ 喜屋武 正伸【一問一答方式】

１．保育行政について

（１）待機児童数と保育園（小規模、分園、創設）開所計画との整合性について伺う

（２）企業主導型保育施設について伺う

（３）保育士確保について（開所予定施設）確約されているのか伺う

２．幼稚園について

（１）公立幼稚園の今後のあり方について教育委員会としてどのように進めていくのか伺う

（２）高江洲幼稚園の整備と教諭について伺う

３．教育行政について
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高江洲小学校、学校用地について伺う

４．道路行政について

市道の整備計画について伺う

５．農業行政について

市民農園について伺う

２５ 幸地 政和【一問一答方式】

１．消防行政について

（１）女性消防吏員採用について

①女性消防吏員採用方針について

②消防職員定数条例について

２．市民行政について

（１）自治会加入について

①自治会加入促進について

②自治会未加入者について

３．都市行政について

（１）安慶名再開発事業について

①うるま市地域交流センターについて

②国道沿いの歩道整備について

（２）土地区画整理事業について

①東恩納地区土地区画整理事業の推進について

②同地区内の道路舗装整備について

４．上下水道行政について

（１）上水道事業について

節水対策と漏水対策について

（２）下水道事業について

①下水道接続と浄化槽設置について

②低所得者に対する下水道接続費全額負担制度について

２６ 平良 榮順【一問一答方式】

１．小学校、遊具の整備について

天願小学校遊具の整備について

２．市民芸術劇場、市生涯学習・文化振興センター舞台技術操作業務委託契約について

（１）指名プロポーザル方式で業務委託契約にした経緯と理由について

（２）指名プロポーザル方式について

（３）市民芸術劇場、ゆらてく舞台技術操作業務委託について

３．行政事務の効率化について

ＲＰＡロボティック・プロセス・オートメーション導入について

２７ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．米軍嘉手納基地所属Ｆ－１５戦闘機本島沖合墜落について

（１）島袋うるま市長の見解を伺う

（２）６月１１日事故後、翌日も同時刻に戦闘機がうるま市の上空を飛び交う現状につい
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て、今後の対応を伺う

２．うるま市小・中学校防災備蓄倉庫について

（１）現在設置済みの小・中学校を伺う

（２）防災備蓄倉庫の使用用途とその中身について、細かくお知らせください

（３）今後、うるま市内全小・中学校に設置する予定があるのか。タイムスケジュール等あ

れば教えてください

（４）防災備蓄倉庫設置後の避難訓練等での活用について伺う

３．うるま市幼稚園、小・中学校携帯電話に関連する事項について

（１）幼稚園、小・中学校児童生徒の携帯電話の所持率を伺う

（２）学校における教育活動に携帯電話は、直接必要ない物と私は考えますが、うるま市教

育委員会としての見解を伺う

（３）保護者から学校長に対し、児童生徒による携帯電話の学校への持ち込みの許可の申請

があると思いますが、どういった場合、持ち込みが認められるのか伺う

（４）校舎内に公衆電話の設置はあると思いますが、建物の外、敷地内に公衆電話を設置で

きないものか伺う

（５）うるま市小・中学校登下校時の安全対策について伺う

（６）沖縄県警察「安心ゆいメール」からのお知らせについて伺う

４．うるま市幼稚園教育の制度改善について

（１）幼稚園５・４・３歳児学級の定数について伺う

（２）定数の枠内は、本務教員を採用することについて、当局の見解を伺う

（３）臨時教員・預かり保育担当教員の待遇改善について伺う

（４）新規採用年齢の引き上げについて伺う

（５）幼保連携型認定こども園について伺う

５．川崎幼稚園、小学校車両進入路整備について

（１）新年度になり、ＰＴＡ会長、幼稚園教頭、小学校校長と入れかわりましたが、事業の

内容はスムーズに引き継がれているのか伺う

（２）現在の状況と今後のスケジュールについて伺う

（３）信号機や横断歩道の移設が困難な理由について当局の見解を伺う

６．川崎街区公園に関連する事項について

（１）現在の進捗状況と供用開始時期を伺う

（２）慰霊塔設置について伺う


