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2 仲本 辰雄

3 金城 勝正
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6 宮城 一寿
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9 仲程 孝

10 松田 久男

11 大城 直

12 東浜 光雄

13 比嘉 敦子

14 伊盛 サチ子

15 德田 政信

16 宮里 朝盛

17 佐久田 悟

18 下門 勝

19 中村 正人

20 幸地 政和

21 又吉 法尚

22 奥田 修

23 金城 加奈栄

24 平良 榮順

25 喜屋武 力

26 伊波 良明
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第１０７回 ９月定例会 一般質問通告割振り一覧
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９／２８（水）

９／２９（木）

９／３０（金）

１０／５（水）

１０／４（火）
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質 問 事 項

1 玉榮 登次【一問一答方式】

１．景観重要公共施設の整備について

県道16号線の無電柱化工事に伴う防犯灯及び街灯設置の改善について

２．語学教育について

（１）英語教育への取り組み体制について

（２）教職員へのサポートについて

３．農地行政について

農業振興地域整備計画の総合見直し事業について

２ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．公共事業の現状と今後の見通しについて

２．住生活基本計画策定について

３．学校給食費の公会計制度導入について

４．新市建設計画にある石川地区「道の駅整備事業」の実施について

３ 金城 勝正【一問一答方式】

１．教育行政に関連する事項について

（１）具志川小学校校舎環境整備について

（２）オープンスペース型校舎に関連して

２．県道37、239号線（屋慶名大通り）に関連する事項について

３．うるま市農水産業振興戦略拠点施設整備事業に関連する事項について

４．フィッシャリーナ構想に関連する事項について

５．中城湾港新港地区旧特別自由貿易地域の利用計画に関連する事項について

６．建設行政に関連する事項について

４ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．松くい虫の被害について

（１）沖縄県と市の対策について

（２）市の対応した成果は

（３）国道329号、アミークス近辺の松くい虫の駆除について

２．自治会加入促進について

（１）行政側の自治会組織に対する見解を伺う

（２）行政における自治会の位置づけは

（３）市民に対して自治会への加入促進が図れないか

３．石川川沿いの街灯について

（１）石川川沿いの街灯の状況把握はされているか
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（２）対応について伺う

４．畜産振興について

（１）うるま市豊原にある中部家畜セリ市場について（所有権、管理権）

（２）現在の使用状況について

（３）本市の牛とヤギの頭数及び農家戸数について

（４）本市の牛とヤギの過去３年間の出荷頭数を年度ごとに（昨年度の資料は月ごとに）

（５）中部家畜セリ市場を利用しての牛、ヤギの競り市の開催は

５ 伊波 洋【一問一答方式】

１．宮森小学校、城前小学校建てかえについて

（１）宮森小学校建てかえ工事の進捗状況

（２）城前小学校建てかえ工事の予定

２．市道石川白浜線について

（１）石川白浜線改良工事の進捗状況

（２）石川公園との関連の進捗状況

３．石川多目的ドーム駐車場整備について

駐車場整備計画の進捗状況

４．株式会社サンエー進出について

進出計画の進捗状況

５．石川庁舎跡利用について

これまでの経過と今後の課題・取り組み

６．補助金制度について

（１）社会福祉協議会補助金

（２）シルバー人材センター補助金

６ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．観光行政について

（１）第２次観光振興ビジョンマーラン船観光位置づけを伺う

（２）2016イチハナリアートプロジェクト＋３取り組みを伺う

（３）LRT（次世代型路面電車システム）導入の本市の取り組みを伺う

２．行政全般について

（１）津堅島向けフェリー平敷屋地区旅客待合所クーラー・洋式トイレ設置について

（２）浜比嘉島景観条例取り組み進捗状況を伺う

（３）旧宮城島幼稚園・小学校跡地活用によるコミュニティ施設建設に向けての取り組みを

伺う

（４）宮城島区内道路整備について

①桃原区から宮城島漁港向け沿線草刈り作業を伺う

②上原区から桃原区向け下り道路の整備を伺う

③上原１番地から２番地付近の道路アスファルト施工を伺う

（５）字具志川区内道路整備について

①字具志川3175番地付近の道路拡張計画を伺う

（６）具志川庭球場の全面張りかえを伺う

（７）津堅島を含めた５島歯科巡回治療取り組み進捗状況を伺う
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（８）字具志川廻原（ミグィバル）928－１番地住宅水道引き込みを伺う

７ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．東海岸開発基本計画について

（１）市道与那城17号線の土地・物件の評価等、業者への委託契約の有無について

（２）市道与那城17号線の残り200メートル、筆界未定地と藪地洞穴遺跡周辺の筆界未定地の

予算措置について

（３）藪地洞穴遺跡のうるま市文化財指定に向けての計画実施について

２．県道37号線屋慶名大通り計画について

（１）全体計画の中で事業区間１工区から３工区の事業執行状況と問題点の処理・対応につ

いて

（２）１工区の県道37号線と市道与那城99号線との連結する道路整備計画について、県との

協議と今後の取り組みに関連する事項

３．庁舎の跡利用計画について

与那城庁舎の跡地利用について、市の対応状況と企業等の公募状況、選定の動向、企業から

の条件等について伺う

４．うるま市の建築物の制限について

（１）建築物の高さ等について

（２）公益上必要な建築物の特例に関連する事項を伺う（条例）

５．農業振興地域の見直しについて

（１）市民への説明会や市民、所有者の意向等はどのようになっているのか。主に豊原地区

の場合はどうなっているか伺う

（２）照間地域は新市建設計画で策定されている中から土地区画整理事業により、住宅地の

環境整備を図るとなっている（調印書）。地方自治法第252条の２第１項及び合併の特

例に関する法律第３条第１項の規定に基づく調印書等を重視し、早めに実行すべき問

題、市の取り組み状況と今後の計画を伺う

８ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．沖縄ターミナル株式会社との公害防止協定について

（１）現在の進捗状況を伺う

（２）平安座区との関わりを伺う

２．次世代エネルギーパーク事業について

応募に向けての進捗状況を伺う

３．マリンスポーツの拠点整備について

（１）海中道路周辺への拠点整備、海中道路の緑化

（２）藪地島へのオートキャンプ場を併設した拠点整備

(３）うるま市海洋性空間活用円卓会議の現在の状況を伺う

４．うるま市庁舎（東棟・西棟）における用務員（給湯係）の職員配置について

（１）現状を伺う

（２）来客者等への対応の実態を伺う

（３）用務員（給湯係）配置の必要性について

５．うるま市における元海兵隊による女性暴行殺害事件について
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市主催の被害者の追悼集会について

６．教育行政について

（１）教職員の多忙化の改善について

①教職員の多忙化についての認識と多忙化の主な要因を伺う

②多忙化の改善の必要性について所見を伺う

③現在、どのような改善策を実施しているのか伺う

④今後の取り組みを伺う

（２）教職員の意見・要望について

①出退勤時間を明確にするためタイムカードの導入について所見を伺う

②安全衛生委員会の設置について伺う

（３）幼稚園臨時職員の待遇改善について

（４）某小中学校における管理者からの前泊命令について

９ 仲程 孝【一問一答方式】

１．赤道区内公園整備について

赤道区内「希望の広場」における遊具交換の時期と広場中央に設置されたフェンスの撤去に

ついて伺う

２．米原地域の住環境整備について

平成26年８月29日付米原自治会要請道路陥没箇所の補修及び、平成28年２月３月付同自治会

要請河川沿いの雑草・樹木伐採について今後の対応を伺う

３．自殺予防の取り組みについて

本市における自殺の現状及び自殺予防の取り組みについて伺う

４．米軍属による女性暴行殺人事件に抗議する市民集会について

市民集会について、去る６月定例会後、どのように検討を行い、集会開催に至らなかった経

緯とその要因について伺う

５．教職員の働き方改善について

教職員の働き方の実態と多忙化防止のためのさまざまな施策について、今後の方向性を伺う

１０ 松田 久男【一問一答方式】

１．防音工事対象区域の見直しについて

（１）現在防衛省が行っている防音工事対象区域の見直し作業について、現状の情報提供を

求める

（２）うるま市独自で設置した騒音測定器の調査結果はどのようなものか

２．宮森小学校の基本設計について

（１）基本設計に臨む考え方を伺う（高層化、他の施設との合築、防災機能その他）

（２）住民意向調査について伺う

１１ 大城 直【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）生徒減少（与勝第二中学校）の対策について伺う

①通学区の見直しや指定などの対策ができないか

②他に策がないか

（２）与勝第二中学校体育館の設備管理について伺う

雨漏り、照明、コンクリート剥離でロープを張り立ち入り禁止
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２．施設整備維持管理について

（１）浦ヶ浜公園の照明、防球ネットの管理について

（２）桃原小学校跡地公園の進捗状況について

（３）津堅トゥマイ浜管理棟（キャンプ場）の維持管理について

３．道路行政について

（１）市道勝連２－52号線の信号変更について

県道８号線との合流地の押しボタン式信号から、センサー式への変更要請は可能か

１２ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．農道3036号線・地番：安勢理334－５番地から334－６番地付近の道路整備について

農道3036号線は与勝第二中学校への通学路、内間、平安名地域から県道８号線・饒辺方面へ

抜ける道路として、多くの市民が利用している道路です。ところが一部に道路の整備がなさ

れてないところがあり（舗装されてなく、でこぼこの状態）、道路事情が悪く交通に支障を

来し、二輪車の転倒事故が起きる等、危険な現状にあります。近隣住民からは「早めに道路

整備をしてほしい」との声が上がっている状況にありますが、その道路の整備の現状はどの

ようになっているのかお伺いいたします

２．海中道路ライトアップ観光景観形成事業について

海中道路ライトアップ観光景観形成事業は、多くの観光客が訪れる海中道路の大橋を「鳳

凰」をイメージしたライトアップをメーンに、季節ごとのイベント（バレンタイン、ハーリ

ー、クリスマス等）に応じ、13種類のパターンでライトアップすることにより、観光地とし

ての付加価値向上と新たな観光誘客を促進するとともに、観光消費額の拡大を図る目的で平

成２６年度より実施された事業ですが、その事業の評価と成果についてお伺いいたします

３．「市民協働のまちづくり」について

本市の「市民協働のまちづくり」は、市長の「肝いり」の政策で市長の顔ともいえる政策だ

と言えます。その「市民協働のまちづくり」がこれまでどのような形で進められてきたの

か。また、その成果としてどのようなものが挙げられるのかについてお伺いいたします

４．「お迎え型体調不良児保育事業」について

我が国の経済状況が厳しい中で、生計を立てるために、両親が共働きをせざるを得ない状況

となり、保育を取り巻く環境はとても厳しいものとなっています。その要因で多くの保育需

要がふえ、待機児童の問題が全国的に大きな問題となっています。「お迎え型体調不良児保

育事業」は、保育所において体調不良になった子供が、共働き等の理由で保護者がすぐに対

応できない場合に、拠点施設（お迎え型体調不良児保育事業実施施設）の職員がかわって保

育所等にお迎えに行き、保護者が迎えに来るまでの間、子供を預かるもので、共働きの保護

者が「安心して働ける」環境をつくりだす大きな力となると考えます。また子育て支援の充

実、強化にも大きく繋がってくるものだと考えますが、本市において取り組んで行く考えは

ないかお伺いいたします

１３ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．防災、減災対策について

（１）現在の取り組み状況について

（２）避難経路看板の設置について

（３）避難場所案内図について

（４）医療ケアの必要な方々の避難について

（５）市民や観光客等への周知について



- 6 -

２．代理投票について

代理投票の目的、事務の流れについて

３．Ｂ型肝炎ワクチンについて

この10月から、Ｂ型肝炎ワクチンが公費で接種できるようになりましたが、子育て支援とし

て、３歳未満まで公費助成ができないか

４．病児、病後児保育事業について

事業内容について

５．経済の活性化について

地産地消とちゃ～がんじゅう応援店の活性化と周知について

６．勝連半島南岸道路について

（１）農道4057号線・市道勝連２－１号線の維持管理とガードレール設置について（与勝高

等学校の下道路）

①現状の把握について

②勝連半島南岸道路の取り組みについて

③農道の維持管理とガードレール設置について

１４ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．合併協議会で合意された新市建設計画の合併10年間の計画の実績とその検証について

２．公共施設等の使用申請手続を各出張所で対応することについて

３．AED（自動体外式除細動器）の設置状況と定期点検及び心肺蘇生法やAED講習会の実施につ

いて

４．米軍機による（早朝、昼間、夜間）の航空機騒音発生回数が増加している傾向にある本市

の騒音測定結果の実態について

５．こども医療費の通院年齢拡充や現物給付、貸付制度のその後の検討について

６．米軍属による女性遺体遺棄事件に対する市民集会を開催しないと判断したことについて、

市長の見解を伺う

７．キャンプ・コートニーゲート前での海兵隊撤退を求めるうるま市民行動について、市長の

見解を伺う

１５ 德田 政信【一問一答方式】

１．農業行政について

（１）うるま市農水産業振興戦略拠点施設整備事業について

①進捗状況について

②今後のスケジュールについて

（２）農業委員会の地域懇談会について

農家からの意見内容について

（３）農業振興地域見直し作業について

①進捗状況について

②今後のスケジュールについて
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２．地域防災について

（１）豊原地域の防災避難通路整備について

（２）他地域の防災避難通路整備状況について

１６ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．沖縄県住宅リフォーム市町村助成支援事業等について

２．奨学資金制度について

（１）うるま市の現状

（２）施設等からの進学、奨学金活用について伺う

３．マーラン船の活用計画について

シンポジウム等の開催

１７ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．安全維持管理も踏まえた街路樹や公園樹木等の適正管理と道路環境整備の現状と対応・取

り組みについて

２．太陽光発電設備設置に課される固定資産税の概要と市民への対応について

３．教育委員会の役割と貧困対策への取り組みについて

４．マイナンバー制度の本格的運用に向けた取り組みと対応について

１８ 下門 勝【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）スクールゾーン及び周辺道路等の安全確保について（登下校路）

（２）都市建設部維持管理課との連携について

（３）国・県・市道等の安全確保について

（４）与勝第二中学校体育館改築について

２．照間地区の排水路（口）及び農道等の整備補修等（要請含む）について

（１）照間海岸排水口の抜本的対策について

（２）県道37号線より与那城西原向け（与那城照間蔵崎）について

（３）与那城照間1204-１（キビ畑）隣接の側溝について

３．事業継承について

内容について伺う

４．情報公開制度について

５．野犬・ハブ等対策事業の一部民間委託業務関連事項について

平成23年度及び平成27年度実施のプロポーザル入札について伺う

１９ 中村 正人【一問一答方式】

１．勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業に関する予算及び費用対効果について

２．平成30年待機児童ゼロについて

３．うるま市人事評価及び昇進について
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４．一括交付金の今後のスケジュールについて

５．うるま市農水産業振興戦略拠点施設について

２０ 幸地 政和【一問一答方式】

１．楚南返還地区跡地利用事業計画（楚南・山城里山エコビレッジ構想）について

楚南返還地区跡地利用事業計画実現化検討調査について

２．基地行政について

（１）嘉手納基地地域航空騒音分布について

①防音工事対象範囲第１種区域について

（２）基地の概況について

①米軍基地及び自衛隊基地の概要について

②国の基地周辺対策について

③所在基地の跡地利用計画について

３．都市行政について

（１）耐震改修促進制度について

①うるま市耐震改修促進計画について

②うるま市住宅耐震診断・改修事業補助金交付要綱制定について

（２）街路樹の管理について

①街路樹の剪定と管理について

（３）旧石川浄水場跡地について

①旧石川浄水場跡地の用途地域変更について

②旧石川浄水場跡地利用計画に係る環境整備について

２１ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．公共施設、いちゅい具志川じんぶん館周辺、豚舎・牛舎の悪臭問題について

（１）いちゅい具志川じんぶん館周辺にある豚舎・牛舎の戸数とそれぞれの家畜数について

伺う

（２）ここ３カ月のいちゅい具志川じんぶん館周辺市民からの苦情、悪臭の現状について伺

う

（３）具志川環状線が虹のホールうるまJA中部葬祭センターまで開通しましたが、川崎じん

ぶん橋から見える牛舎のふんが山積みされ悪臭、見た目的にも環境を害している。行

政として早急な指導、対応、改善策を伺う

（４）豚舎・牛舎を移動・撤去させ、いちゅい具志川じんぶん館と一体化したレクリエーシ

ョン施設、オートキャンプ場、パークゴルフ場をつくり、市民憩いの森をつくる考え

はないか伺う

２．歩行者用信号機設置及び横断歩道設置について

（１）海邦銀行赤道支店前－ローソン前への歩行者用信号機設置について伺う

（２）平良川十字路－平良川郵便局間への歩行者用信号機設置について伺う

（３）うるま市役所本庁前－かねひで前への横断歩道設置について伺う

（４）いちゅい具志川じんぶん館－優美容室前横断歩道設置について伺う

（５）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

３．ガードパイプの設置について

（１）県道８号線、川崎小学校前キャンプ・マクトリアス側約100メートル及びたけちゃん家
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前コープ職員駐車場前へのガードパイプの設置について伺う

（２）安慶名－赤道線、あげな小学校、あげな中学校正門前、前後100メートルガードパイプ

の設置について伺う

（３）天願小学校正門前、前後100メートルガードパイプの設置について伺う

４．あげな中学校施設管理について

（１）女子トイレの増設及び補修工事について伺う

（２）テニスコートの設置について伺う

(３）校舎の全面改築工事について伺う

５．こども医療費助成制度について

（１）通院対象年齢の拡充について伺う

（２）現物給付の早急な導入について

６．字川崎区の生活環境整備について

（１）字川崎88番地付近の生活道路整備について伺う

（２）字川崎35－１番地付近の生活道路整備について伺う

７．字栄野比区の生活環境整備について

字栄野比714番地４、和マンションの土の流出、のり面の補修工事について伺う

２２ 奥田 修【一問一答方式】

１．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）島しょ地域活性化事業の実施状況を伺う

（２）対象外となった認可外保育所助成事業の検討結果について伺う

（３）「島しょ地域移住・定住者向け情報整備事業」の採択の可否についてと、今後の事業

実施への取り組みについて伺う

２．福祉行政について

（１）新たな「うるま市地域福祉計画」策定に向けての基本的考えを伺う。また同計画の中

に公的施設特別養護老人ホーム（特養）の新設を組み入れる考えがないかについて伺

う

（２）本市における特養の状況と利用者の現状、対応について伺う（入居対象条件、施設申

し込み受け入れ、入所待機状況等）

（３）県の動向についての考えを伺う

３．「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）旧宮城幼稚園及び小学校跡の調査報告に伴う、高齢者福祉施設の事業概要と今後の取

り組みについて伺う

（２）新たな「うるま市地域福祉計画」との関連性について伺う

２３ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．低所得高齢者について

（１）65歳以上、低所得者でひとり暮らしの高齢者世帯は何世帯あるのか

（２）自治会、民生委員が連携し、訪問活動をどのように行っているのか伺う

２．無年金者について

（１）無年金者の実態をどのように把握されているのか伺う

（２）市独自の対策をされているのか伺う

（３）行政として、支援の考えはあるのか伺う
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３．特別ヘルパー募集について

（１）再度募集に至った原因について伺う

（２）身分保障がどのようになっているのか伺う

４．就学援助について

就学援助の申し込み期間、支給は何月から行われているのか伺う

５．待機児童について

（１）行政として、待機児童数が多いことに、どのように思い考えているのか伺う

（２）待機児童問題の解消について、具体的な計画はあるのか伺う

６．産前、産後休暇、育児休暇、育児介護休業法について

（１）規則改正、状況について伺う

（２）非正規職員に対しての規則適用状況について伺う

７．県道36号線について

（１）喜屋武マーブ交差点県道36号線について、停止位置、信号機設置について

（２）豊原交差点の信号機時差について

（３）安慶名交差点の信号機間隔について

２４ 平良 榮順【一問一答方式】

１．うるま市在国指定史跡の管理と整備について

（１）現状の管理と整備状況について

（２）安慶名城跡の整備について

２．道路整備について

（１）市道天願地内線102号線整備について

（２）具志川環状線と川崎３－２号線交差点への信号機設置について

３．天願川河川整備について

（１）天願橋下流左岸側の整備について

（２）天願橋下流右岸側の整備について

（３）茶木根橋上流の河床のしゅんせつと両岸の整備について

４．畜産振興について

ヤギ生産振興について

２５ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．伊計島の農業振興と貯水池について

（１）農地改良後の農業人口生産高

（２）貯水池の利用と改良工事について

２．平安座海中大橋のライトアップについて

（１）ライトアップ後の島嶼地域への費用対効果と経済効果について

（２）本市の観光マップでどのようにアピールされているのか。今後の計画について

３．本市の貧困対策について

（１）まだ、食べられるのにさまざまな理由で処分されてしまう食品を安全に貧困層へ支給

することで貧困連鎖を断ち切る
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（２）賞味期限について

４．ソーシャルインパクトボンド（SIB)導入について

社会貢献型の投資（SIB)来年度開始のモデル事業の本市の取り組みについて

５．市立図書館運営について

もっと開かれた運営ができないか

６．市長の三期目出馬意向について

２６ 伊波 良明【一問一答方式】

１．学校行政について

（１）「学校における水泳プールの保健衛生管理」の定義と現状について伺う

（２）伊波中学校隣地の利用について伺う

（３）PTA事務員の学校教材費等取り扱い事務について伺う

２．住環境について

（１）電波障害の現状把握について伺う

（２）石川保健相談センターの跡利用について伺う

３．道路行政について

（１）市道伊波15号線の整備について伺う

（２）市道石川35号線（石川消防坂通り）と市道石川西線（石川前原線）の交差点の歩道に

ついて伺う


