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質 問 事 項

1 仲本 辰雄 【一問一答方式】
１．固定資産税に関係する不動産登記について

２．中小企業を支援する「クラウドファンディング」の活用について

３．人事評価制度について

４．国保財政の赤字問題について

５．公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について

２ 玉榮 登次 【一問一答方式】

１．農地行政について
（１）南風原ふれあいパーク東側の駐車場において、大雨時に周辺の農地へ水が流れ込み、

農作物への被害が出ている。南風原ふれあいパーク駐車場内のグレーチング増設をす

ることにより被害軽減につながるものと思われるが、市の対応を伺う

（２）台風などの大雨と満潮が重なると、海岸線沿いの農地排水路が氾濫し、海水が周辺の

農地へ逆流することで塩害が発生し、農作物への被害が出ている。農地水路のしゅん
せつ及び清掃について、市の対応を伺う

（３）これまでに南風原地区の農地排水路について一般質問で取り上げる中で調査した結

果、南風原地区の土地改良区内には、水はけの面で構造的な問題があると見受けられ

る。今後の排水路問題への対応について抜本的な解決に向けた取り組みが必要である

と考えるが、市の所見を伺う

２．観光行政について

（１）江洲城跡の整備と今後の活用について、市の所見を伺う

３．離島振興について

平敷屋地区旅客待合所への道路標識設置の必要があると考えるが、市の所見を伺う

４．道路行政について

（１）サンエー与勝シティ前から大田ファミリーマート前において、朝夕のラッシュ時に慢

性的な交通渋滞が発生している。交通渋滞解消に向けた取り組みが必要であると考え

るが、市の所見を伺う

（２）与那城照間地区の県道37号線沿いの側溝において土砂が堆積している場所が数ヵ所見

受けられる。自治会によると数年前から市と県双方に清掃の要望を出しているとのこ

とであるが、市の対応状況について伺う

（３）勝連城跡前の信号機において横断歩道の白線の摩耗が見受けられる。白線の引き直し

は可能か、市の対応を伺う

５．南風原小学校創立70周年記念事業について

このたび、南風原小学校創立70周年記念事業が立ち上げられた。市の支援について所見を伺

う
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３ 松田 久男 【一問一答方式】

１．官製談合を防止する対処策について

(１) 最低制限基準価格の計算式とはどのようなものか

(２) 11通りの最低制限価格設定の具体的方法

(３) 最低制限基準価格及び最低制限価格の公表のタイミングはいつか

(４) 対策の一つとして市外業者も活用するとあるが、今回の事例とは関係ないのではない
か所見を伺う

(５) 実施設計や建設業務の統合について所見を伺う

２．一括交付金の活用方法について

勝連城跡の整備に集中するのではないかとの懸念があるが所見を伺う

３．城前小学校正門前道路の安全確保について

旧石川浄水場跡地に大型店舗の計画が持ち上がっているが、近接する城前小学校の正門前は

道路が狭く、ガードレールも切れている場所がある。交通量の増大も予想されるが、児童生

徒の安全確保について考慮しているか所見を伺う

４ 東浜 光雄 【一問一答方式】

１．災害時要援護者支援体制について

災害時に比較的弱い立場とされる高齢者や障がい者、子供たちを災害から守っていくために

は要援護者支援体制の確立は重要不可欠であるが、現在、本市の災害時要援護者支援体制は

どのようになっているか。お伺いいたします

２．高齢者が「安全で安心して暮らせる」まちづくりについて

少子高齢化の進展に伴い、本市においても独居老人や閉じこもりがちな高齢者がふえてきて

いる現状にある。独居老人や閉じこもりがちな高齢者が孤立しないように「安全で安心して

暮らせる」まちづくりは、重要不可欠と思うが、どのように考えるか、御見解をお伺いいた

します。また現在、本市において、独居老人や閉じこもりがちな高齢者の対策として、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．伊計島における通信制高校の開校について

2015年３月７日の新聞で「出版大手・角川ドワンゴ（東京）が本市伊計島の伊計小中学校跡

地に通信制高校を開校する計画を進めていることが分かった。一年目は、全国から５千人の

生徒を募集する計画。市企画課によると、2016年４月の開校を目指し、市と地元自治会との

覚書締結の手続を進めている。」と報道がなされていますが、本市として、伊計島における
通信制高校の開校について、どれだけの情報を把握しているのか。お伺いいたします

４．本市における中心市街地の形成について

本市は、２市２町が合併して満10年の節目を迎えている。市民感情による、新しいまち「う

るま市」として一体感の醸成はできてきたと考えるが「人がにぎわい」、「物があふれ」、

「活気に満ちた」、中心市街地の形成については、とてもおくれているような気がしてなら
ない。「本市の中心市街地の形成」について、現在、どのようになっているのか、お伺いい

たします
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５ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．市民行政について

うるま市更正保護女性会の結成をしたことに伴う助成金申請の要件について伺う

２．道路行政について

勝連２－52号線の道路改築事業と関連して、案内板標識、カーブミラー、道路照明灯設置な

どの安全対策について伺う

３．官製談合について
（１）判決文の内容について

（２）再発防止に向けた改善策について

（３）指名のあり方、入札制度の見直しについて

（４）公正、公平に工事発注するための指名業者選定のあり方について

（５）「談合等の不正行為の排除も徹底していく」との副市長の答弁である。実態に応じた

対応とは

４．教育行政について
高江洲小学校屋内運動場増改築工事（建築）について伺う

６ 荻堂 盛仁 【一問一答方式】

１．無縁墓、空き墓について

（１）無縁墓、空き墓の実態は把握されているか

（２）無縁墓、空き墓の対応について

（３）墓周辺の環境整備について

２．住居表示について

（１）本市の住居表示の整備状況について

（２）伊波校区の住居表示の整備は

３．市長の市政運営上の基地問題に対する基本姿勢について

（１）「沖縄の振興を考える保守系市長の会」（チーム沖縄）入会に至る経緯は

（２）チーム沖縄の運営について（事務局体制、分担金等）

（３）現市長会とチーム沖縄との違いについて

（４）市長は建白書を堅持する気持ちは変わらないのか

（５）チーム沖縄と菅官房長官との会談で「普天間飛行場の危険性除去」と要請している

が、建白書では閉鎖撤去し、県内移設を断念することになっている。その整合性につ

いて

（６）市長は辺野古新基地建設についてもはっきりした態度を示すべきでは
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４．石川白浜公園の護岸について

（１）運動場側の護岸の状況を把握しているのか

（２）早めの対処は可能か

７ 大城 直 【一問一答方式】

１．島嶼地域防災について

（１）台風時の海中道路、浜比嘉大橋の通行どめは、いつ、誰が決定するのか伺う

（２）道路封鎖時の急患の搬送はどうするのか

（３）観光や仕事で帰れない（戻れない）方々の対応策はどうなっているのか伺う

２．勝連半島南岸線（農道）の不法投棄について

最近、平敷屋から南風原間の農道は草木が繁茂し、不法投棄しやすい現状であるが対策を伺
う

３．小中学校の部活動について

（１）市内小中学校のクラブ活動の指導者（監督、コーチ、顧問、外部コーチ）を把握して

いるか伺う

（２）指導者育成に関する研修会や情報交換会などを実施しているか伺う

（３）指導者の指導法で父母ともめていたり、引き継ぎで後任がいない等の状況把握をして

いるか伺う

８ 金城 加奈栄 【一問一答方式】
１．建設行政について

津堅島への市営団地建設に関する津堅島住民との懇談会開催について伺う

２．港湾、維持管理について

（１）中城湾港津堅区旅客待合所のシャッターボックス、高窓の修繕要請への進捗状況につ

いて伺う

（２）管理契約業務内容について伺う

（３）一般質問事項の県への要請方法のやり方について伺う

（４）津堅港防波堤の基礎決壊の補修について伺う

３．環境行政について

（１）管理型産業廃棄物最終処分場整備事業に関する「公害防止協定書」の内容について伺

う

（２）「環境保全協定書」管理型処分場に変更された内容について伺う

（３）管理型処分場にした場合、人間や動植物に悪影響を与える「有害物質等」について伺

う
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４．教育行政について

（１）特別支援ヘルパーで海外からの子供に対し日本語指導での対応、支援について伺う

（２）市内での各小中学校で日本語指導支援が必要とされている児童生徒は何人いるか伺

う。また、学校ではどのように対応しているのか伺う

（３）うるま市広報に記載されている特別支援ヘルパー募集状況での配置状況は、どのよう

になっているのか伺う

５．施設管理行政について

喜屋武マーブ庭球場の管理について伺う

９ 伊波 洋 【一問一答方式】

１．行政について

（１）「市民の生命と財産を守る」行政について伺う
①うるま市の防犯カメラの設置数について

②防犯カメラの設置補助について

③消防行政の現状と今後の課題について

２．教育について

（１）教育環境について伺う

①子供の深夜徘回の現状、課題について

②小中一貫校への移行について

③夜間中学校の開設について

④伊計島への通信制高校開校計画について

３．石川多目的ドームについて

（１）駐車場拡張工事計画について伺う
①事業実施に向けての現在の進捗状況について

②事業実施に向けてのこれからの日程・課題について

４．市営団地について

（１）市営団地の行政運営について伺う
①団地内の美化作業について

②高架水槽タンクの動力維持管理について

５．学校敷地跡利用について

（１）うるま市島しょ地域学校跡地・跡施設活用方針について伺う
島嶼地域からの要望・要請と現在の跡利用計画の事業実施に向けての進捗状況について

６．補助金について

(１）うるま市補助金制度について伺う

これまでの一般質問において取り上げた補助金問題について、補助金審査委員会の答申も
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踏まえた、来年度予算の取り組みについて

１０ 宮城 一寿 【一問一答方式】
１．台風災害対応について

（１）台風被害について伺う

（２）台風９号への対応について伺う

（３）各自治会からの台風被害復旧要請への対応について伺う

２．道路行政について

各自治会からの要請事項への対応について伺う

３．行政について

平成28年度予算・事業計画に向け、昨年12月議会から今年６月議会までに質問した件に関し
ての対応について伺う

（１）12月議会

①各地区（与那城・具志川・石川）の庭球場整備作業はどのようになっているか伺う

②12月議会で答弁のあった、具志川庭球場全面補修は平成28年度予算へ計上する予定か伺

う

（２）２月議会

①中城湾港への大型クルーズ船寄港及び旅客ターミナル建設の進捗状況について伺う

②島アートプロジェクト推進について

観光ピーアール・過疎化対策として、今後も４島（平安座島・浜比嘉島・宮城島・伊計
島）に津堅島を加えた５島の島アートプロジェクトを継続して取り組んでいただきたい

が、本市の考え方を伺う

③宮城島廃校を活用したデイサービス・グループホーム施設の進捗状況について伺う

（３）６月議会
①浜比嘉大橋向け信号機点灯はいつごろになるか伺う

②字具志川162番地付近の側溝ふた設置はいつから行うか伺う

③具志川小学校校舎環境整備について伺う

④津堅島被害対応について

ア．中城湾港（アギ浜地区）高波浸水被害対策の取り組みについて伺う

イ．ヤジリ浜浸食被害対策について伺う

⑤平成29年度から平成38年度までの10年間の基本計画策定について
ア．具体的な計画策定の進捗状況はどうなっているのか伺う

イ．各地域との懇談計画はどうなっているのか伺う

ウ．各自治会及び地域住民との懇談会は、多くの住民が参加できる配慮がなされている
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か伺う

（４）市民経済委員会での質問進捗状況
①字具志川赤山川の定期的水質調査結果はどうなっているか伺う

②伊計島防風林植栽予算執行の進捗状況について伺う

４．観光行政について

（１）山原船観光活用について

１１ 永玉栄 靖 【一問一答方式】

１．環境問題について

（１）与那城支所裏、海の悪臭、ヘドロ対策について

（２）キレートマリンのメカニズム等について伺う（調査して、市の対策）

２．庁舎建設の事故繰越について

前回の一般質問、事務処理、訂正、公文書処理、承認した条項等関連する事項

３．東海岸開発基本計画について

（１）平成23年３月策定された東海岸開発基本計画の進捗状況について

(２) 計画の内容からすると各部にまたがっているが、関係部局は計画の内容を把握してい

るのか。各部長よりお答え願います（施策方針１．２．３．４．５件）今後の計画、

実施について

４．土地区画整理事業について
（１）屋慶名土地区画整理事業について

うるま市土地区画整理組合助成条例（助成）第３条により市の指導により（１）技術

的指導（２）助成金の交付（３）調査設計又は工事の施工等の関連質問について

（２）照間土地区画整理事業について

照間土地区画整理事業に向けて業務委託費の取り組み状況、事業計画に向けての市の
取り組みをお伺いします。

５．うるま市の財産管理について

地上権設定契約書に関連する事項（土地の面積、根抵当権の借入額の内容、調査・処置につ

いて）

１２ 名嘉眞 宜德 【一問一答方式】

１．学校における「集団フッ素洗口」の導入について伺う

２．農水産業振興戦略拠点施設整備について

（１）進捗状況について伺う

（２）運営の形態と進捗状況について伺う

３．次世代エネルギーパーク事業（エネパ）の応募について

（１）所見を伺う
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４．入札制度の改革について

（１）予定価格・最低制限基準価格の計算式の公表について

①導入に至った理由を伺う

５．指名委員会の改革について

（１）改革の内容を伺う

１３ 比嘉 敦子 【一括質問方式・一問一答方式】

１．会員制の米系大型スーパー「コストコ」の誘致について

２．公共掲示板の維持管理について

（１）市内の設置数

（２）維持管理について

３．ピロリ菌検査（胃がん予防）の導入について

４．高齢者紙おむつ支給事業の拡充について

（１）対象者を要介護３まで拡充できないか

（２）衛生用品の支給について

５．祭り等の終了時間見直しについて

６．与那城小学校駐車場設置について（平成23年６月議会）

1４ 仲程 孝 【一問一答方式】
１．海外短期留学派遣事業について

事業概要（予算措置、派遣人数、募集要件、審査内容等）を伺う

２．津波被害対策について

南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されているうるま市において、さまざまな津波対策

が必要と想定されるが、避難計画について伺う

３．市民芸術劇場の施設修繕について

市民芸術劇場における、出演者等の控え室（楽屋）の映像モニターの修繕について見解を伺

う

４．議会へのタブレット端末導入について
事務の効率化、ペーパーレス化、経費削減等のメリットが想定される議員へのタブレット端

末支給等の見解を伺う

５．米原地区への側溝補修要請について

平成25年８月６日付、米原自治会要請の兼箇段1773番地近辺の側溝、Ｕ字溝補修要請につい

て、今後の対応について伺う

１５ 又吉 法尚 【一問一答方式】

１．平成27年度うるま市プレミアム商品券発行事業について

（１）今回の事業の概要と販売・購入方法と発券総額について伺う
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（２）第一次販売で商品券が売れ残った場合の第二次販売方法とその金額、冊数について伺

う

（３）８月10日の販売初日に商品券販売場所のいちゅい具志川じんぶん館において一人で48

万円分購入した人がいると聞いているが、上限一家族15冊15万円分であると認識して

いるが、その事実について伺う

（４）商品券取り扱い登録店舗数、うるま市商工会会員数、会員の何％が商品券を取り扱っ

たのか。商工会会員、非会員、個人、法人それぞれの登録手数料、また換金方法につ
いて伺う

（５）浦添市ではプレミアム率40％、１万円購入で１万4,000円、糸満市では18歳以下の子供

がいる世帯には「子育て支援給付商品券」（子供一人につき千円券２枚）を無償配布

するという市独自の施策があるが、うるま市も子育て世帯を応援するような施策が考

えられなかったのか伺う

２. 第10回うるま祭りについて

（１）未成年者による飲酒・喫煙の防止について伺う

（２）祭り終了後の未成年による深夜徘回防止の徹底について伺う

（３）祭り終了時刻、打ち上げ花火の終了予定時間について伺う

（４）出店業者の営業終了時刻の徹底について伺う

（５）サブステージの管理業者の選定方法について伺う

３. あげな幼稚園・小学校施設管理について

（１）幼稚園外周フェンスの補修対応について伺う

（２）雨水幹線のふたの早急な対応について伺う

（３）幼稚園側の新たな通学口（正門）の設置について伺う

（４）小学校らせん階段にサビや腐食する箇所が目立つが今後の対応策について伺う

（５）駐車場の整備及び学童保育送迎車場確保について伺う

（６）スクールゾーンにおける舗装の整備（あげな中学校生徒通学路含む）について伺う

（７）運動場のリレーコース内における雑草の除去及び整備について当局の考え方を伺う

４．うるま市内小・中学校クラブ活動・部活動について

（１）うるま市内、運動系のクラブ活動・部活動に属する児童生徒の数、何団体があるの

か。おおよその数を伺う

（２）小学校施設を利用している団体の中で、県体育協会のスポーツ少年団に加入している

団体は何割になるか伺う

（３）小・中学校クラブ活動において一週間における部活の活動日時、終了時間、週に何日
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は休養日を入れる等、市独自の決まり事や決め事を設けていますか伺います

（４）小・中学校の運動系の部活動の長所・短所についての市の考え方を伺う

（５）私は、毎年の全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）から中学校が最下位を脱出

できない理由の一つに部活動が過剰で勉強する時間が確保できていないと考えます

が、当局の見解を求めます

（６）監督・責任者への手当について行政として何らかの支援ができないものか伺う

５．2015年度全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の結果について

（１）県内11市の中におけるうるま市の現状を伺う

（２）うるま市内小中学校における学校規模の縮小や教職員の配置増について伺う

（３）生活リズムの基盤、「早寝・早起き・朝ごはん」の「基本的生活習慣の見直し」につ

いて伺う

（４）学力向上に向けた「教員の多忙化防止策の推進」「校務負担軽減」「教員が子ども達

と向き合うことができる環境整備づくり」について伺う

（５）中学校全国最下位からの脱出についてうるま市として今後の対応策、考え方を伺う

１６ 宮里 朝盛 【一問一答方式】

1．喜屋武マーブ公園整備について

（１）公園内案内板の設置について

（２）東屋の屋根（赤瓦）補修について

（３）遊歩道の延長について

２．上江洲バンタ公園整備の実施計画の進捗状況について

３．県道224号線道路（上江洲から喜仲間）の進捗状況について

１７ 伊波 良明 【一問一答方式】

１．水道事業について

（１）住宅への引き込み管の管理区分と赤水等が出た場合の対処を伺う

（２）水道料金の支払い方法について伺う

（３）合併後に水道料金を改定したことがあるか。また、他市との比較を伺う

（４）今後、水道料金の改定を考えているか伺う

２．下水道について

（１）公共下水道の本市及び地区ごとの普及率と水洗化率について伺う

（２）公共下水道への接続をどのように市民へ周知しているのか伺う
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（３）今年から下水道接続に対する補助金があるとのことだが、内容について伺う

（４）島嶼地域の下水道の整備状況について伺う

（５）平成26年度決算に基づく、資金不足比率について、公共下水道事業特別会計の平成26

年度決算についてどのように評価しているのか伺う

３．児童虐待について

（１）本市の現状について伺う

（２）虐待の要因について伺う

（３）今後の課題について伺う

１８ 幸地 政和 【一問一答方式】
１．新市建設計画について

（１）合併に伴う新市建設計画について

①新市建設計画の事業進捗状況について

②未執行事業の実施計画について

③新たな主要事業の追加について

（２）合併特例債について

①合併特例債の有効性について

②合併特例債の限度額について

２．空き家対策について

（１）空き家対策の推進について

①空き家対策特別措置法の目的と内容について

②空き家対策特別措置法の市長権限について

③空き家等対策計画の策定と実施方針について

３．道路行政について

（１）市道等の補修について

①植樹帯の改修について

②側溝の維持管理について

４．公園管理について

（１）伊波公園について

①遊具施設内の芝剥離について

②駐車場の整備計画について

１９ 喜屋武 力 【一問一答方式】

１．県道８５号線具志川メインシティ入口の丁字路信号機について
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出入口について事故多発場所になっており信号機の設置について伺う

２．本市の経済状況と市政運営について
（１）中城湾港新港地区立地企業の雇用者数について

（２）雇用に対する企業と本市の取り組みについて

（３）若年層の非労働人口と学力向上について

（４）高等学校の進路相談を通し、企業の紹介やプレゼンテーションの内容について

（５）県内企業売上高ランキングについて

（６）公共工事の本市の発注率について

（７）若者の建設業への雇用育成について

３．クルーズ船来港受け入れについて

中城湾港を改良し、クルーズ船の受け入れが出来ないものか

２０ 高江洲 賢治 【一問一答方式】
１．側溝整備について

（１）県道85号線メイクマン前の江洲十字路から前原向けの側溝整備について

（２）江洲90－４から124－２の間の側溝整備について

２．公園整備について
江洲第２公園整備について

３．米軍の訓練について

米陸軍Ｈ－60型ヘリコプター墜落事故と津堅島訓練場水域におけるパラシュート降下訓練に

ついて

２１ 平良 榮順 【一問一答方式】

１．公園管理、整備について

（１）公園の管理について

①公園管理の現状について

②砂場の管理について

③公園里親制度について

（２）公園の整備について

①スリーオンスリーバスケットボールコートの整備について

②市役所横広場公園（市民広場）の整備について

２．環境行政について

（１）公共下水道整備について

①整備状況、普及率について
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②接続率について

③下水道接続補助金制度について

④天願区の整備計画と進捗状況について

⑤合併処理浄化槽設置補助金制度について

（２）キャンプコートニー空調設備室外機からの騒音対策について

３．地方創生について

（１）事業の概要について

（２）本市の取り組みについて

４．ヤマイモのギネスワールドレコーズ挑戦について

（１）開催内容と進捗状況について

（２）イベント内容と広報周知方について

２２ 喜屋武 正伸 【一問一答方式】
１．都市計画行政について

（１）うるま市豊原、前原複合施設計画について当局の所見を伺う

（２）農業委員会としての所見を伺う

２．農水産業振興戦略拠点施設整備事業について
（１）進捗状況について伺う

（２）周辺道路（県道を除く）の整備計画について伺う

３．保育行政について

（１）県の保育士確保支援事業について市の所見を伺う

（２）市内認可園の保育士正規雇用率について伺う

４．財源の確保について

広告収入についての考え方を伺う

５．市民生活課に関することについて

地域振興基金を活用した自治会の活性化について伺う

２３ 金城 勝正 【一問一答方式】

１．具志川小学校の防球ネット設置事業に関連する事項について

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

３．入札制度に関連する事項について

４．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
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２４ 德田 政信 【一問一答方式】

１．本島の製糖工場一本化について

２．クルーズ船を中城湾港に誘致することについて

３．米原緑地広場整備事業について

４ 県道36号線バイパス（仲喜洲大橋）転落防止柵の設置について

５．企業誘致について

うるま市複合施設計画の推進について

６. 市発注の指名のあり方について

２５ 奥田 修 【一問一答方式】
１．地方創生「市版総合戦略」策定の取り組み状況について

（１）本市のアンケート調査と、まち、ひと、しごとの確立についての本市の基本的考え方

を伺う（送付総数、地区ごとの送付数、回答率を高めるための方策）

（２）「市版総合戦略」の本年度策定の見通しと、新型交付金の活用についてどのような施

策を持って取り組むのか伺う

（３）本社機能の地方移転への税制優遇措置と動向、本市との関連性（誘致効果）について

見解を伺う

（４）移住・定住政策についての取り組みと地方創生による支援策の有無について

①島嶼地域における３カ年間の人口推移と空き家の実態・対策への支援策について伺う

②「定住促進計画」に基づき過疎債を活用した住居整備（一戸建て型、集合型）を実施

し、効果を上げているが本市においてそれにかわる支援策はないか伺う

③同政策にＮＰＯなどの専門分野の人材を起用する考えはないか。また支援策の有無につ

いて伺う

④移住者による起業を支援する考えはないか。また、支援策について伺う

２．比嘉自治会要請事項、県道238号線（比嘉から兼久）間延長整備について

同要請事項は平成27年６月５日付、比公発第86号にて要請書が提出されている。当局とし

て、どのように認識し、検討されたか伺う

２６ 中村 正人 【一問一答方式】

１．マイナンバー（社会保障、税番号）制度について

マイナンバーの情報漏えい防止策について（行政機関及び民間対策について）

２．市民生活について
消費税10％、軽減税率及び還付金制度について

３．指名制度について

市内企業本社優先活用について
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４．勝連城跡周辺整備事業について

整備に対しての費用対効果について

５．教育環境について

うるま市民難関大学合格者数について

２７ 下門 勝 【一問一答方式】

１．道路行政について

（１）歩道等に設置されている車どめなどの構造物について伺う

（２）道路（路側帯）等に設置されている標識等について伺う

（３）自転車走行の安全対策について伺う

（４）与勝中学校付近交差点の横断歩道をスクランブル型に出来ないか伺う

（５）道路及び歩道上のグレーチングの滑りどめ対策について伺う

２．消防行政について

（１）消火栓の設置基準等について伺う

（２）本市での消火栓等（消防水利）の整備状況を伺う

（３）活用（運用）について伺う（民間、消防）

３．照間地域の排水路整備について

（１）以前に質問(問題提起)した排水路の状況を伺う

（２）抜本的な対策としてヒューム管等の延伸や砂の侵入防止対策ができないか伺う

４．観光行政について

（１）浜比嘉島のシルミチュー階段手すりの設置について伺う

（２）浜比嘉島兼久地区への大型バスの進入道路整備について伺う

（３）アマミチュー付近の駐車スペース（駐車場等）の整備について伺う

（４）本市に生息している古木（大木）等の調査及び観光資源としての活用について伺う

（保護など）

５．福祉行政について

（１）本市の無年金障がい者等の状況を伺う（人数など）

（２）障がい者等への支援について伺う

２８ 佐久田 悟 【一問一答方式】

１．与那城区児童公園整備について

２．うるま市での住民検診、特定検診実施状況と医療費抑制へ向けた取り組みについて
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３．うるま市農水産業活性化へ向けて、現状とこれからの取り組みについて

４．「うるま市指定管理者制度」の現状と取り組みについて

５．うるま市内における地域防犯対策としての防犯カメラ設置状況と運営状況について




