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17 德田　政信
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22 中村　正人

23 喜屋武　力

24 金城　加奈栄
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26 宮里　朝盛

27 奥田　修

第99回　12月定例会　一般質問通告割振り一覧

１２/１６（水）

１２/８（火）

１２/９（水）

１２/１０（木）

１２/１１（金）

１２/１４（月）

１２/１５（火）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】
１．伊波メンサー織について

（１）保存会結成の進捗を伺う

（２）国指定文化財について

（３）伝統工芸品の指定について

（４）今後の方向性について

２．教育委員会の組織機構の見直しについて

（１）平成25年12月議会で「組織機構の見直しを検討している」と答弁した後、どう検討し

たのか伺う

（２）組織機構見直しへの見解について

３．資金運用及び調達のマネジメントについて

（１）現状の資金運用及び資金調達の所管、方法、実績などについて

（２）資金管理改善の必要性について

（３）今後の資金管理について

４．農業振興について

（１）農業の現状及び課題解決について

（２）青年就農給付金事業、耕作放棄地対策事業及び農地集積などの成果と課題について

（３）農業振興に向けた施策について

５．地方創生に向けたうるま市の地方版「長期ビジョン」と「総合戦略」について
（１）本島側及び島しょ地域における人口ビジョンについて

（２）「しごと」づくりについて

（３）妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートする「子育て世代包括支援センター」の

整備について

２ 金城 勝正【一問一答方式】

１．字具志川東具志川郵便局前バス停留所の上屋の整備に関連する事項について

２．字具志川アカザンガーの整備と港原地区かんがい排水整備事業に関連する事項について

３．津堅島の環境整備に関連する事項について

４．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

５．建設業行政に関連する事項について
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３ 玉榮 登次【一問一答方式】

１．大田バンタ復興について
知名定繁氏の楽曲などで知られる「大田バンタ」について、現状では活用されていない。

大田区では公園・広場の整備について（区民の）要望が上がっていることから「大田バン

タ」の整備と今後の活用について、市の所見を伺う

２．子育て支援や若者夫婦への生活支援について

全国各地の地方自治体では、家賃補助等の助成事業を通した若者世代への生活支援が始ま
っている。うるま市での取り組みについて市の所見を伺う

３．マリンスポーツ振興と活性化について

（１）サーフィン等のマリンスポーツが競技として全国的な注目を集めている。「スポーツ

・ツーリズム」を目的としたマリンスポーツ及びマリンレジャーの促進について市の見

解を伺う

（２）うるま市にマリンピック開催会場を設けることは可能か。また、マリンスポーツの促

進イベントの開催等、活性化に向けた支援を提案するが、市の対応を伺う

４ 松田 久男【一問一答方式】

１．うるま市組織機構の改編について
（１）教育部の建設部門がそのまま残された理由について

（２）こども部の名称について

２．農道整備について

石川川上流の農道整備について

３．石川地区の公園整備について

（１）石川公園（白浜公園）及び石川多目的運動場の夜間照明をふやせないか

（２）石川公園（白浜公園）及び石川多目的運動場に健康遊具などを設置できないか

（３）石川ビーチにハブクラゲ防止ネットの再設置ができないか

５ 伊波 洋 【一問一答方式】

１．道路及び公園行政について

（１）市道石川白浜線の改良計画の進捗状況について

（２）石川公園の今後の日程・課題・方向性について

（３）世榮津橋から旧石川冨祖橋の道路拡張工事の県への要請について

２．公共施設等マネジメント計画（各庁舎の今後のあり方）について

（１）アイデア募集について

（２）今後の日程・課題・方向性について

３．伊計島通信制高校進出計画について伺う

（１）事業実施に向けての現在の進捗状況について
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（２）スクーリングによる、うるま市のこれからの対応・日程・課題について

（３）イチハナリアートプロジェクトの今後の予定について

４．石川多目的ドーム事業計画について

（１）駐車場拡張用地の買い上げ・工事予定について

（２）今後の使用・利用度の事業計画について

５．電力事業の売買電力自由化について

（１）当局の見解について

（２）当局の売買電力契約・うるま市一般家庭への売電力、早急な事業要請について

６．指名競争入札における指名制度について

指名業者（市外）の実態調査・管理について

７．うるま市補助金制度について

今年度10件の補助金審査委員会の答申・これまで取り上げた補助金団体の取り組みについ

て

６ 宮城 一寿 【一問一答方式】

１．災害対応について

（１）与那国島台風21号調査を踏まえて

本市の災害（台風・津波・その他災害）に備えた物資・機器等の日常点検について伺

う

（２）防災訓練に関して

11月１日の防災訓練アナウンスを、外国人観光客及び米軍駐留者へ母国語アナウンスが

できないか伺う

２．観光行政について
（１）本市のクルーズ船寄港への取り組みについて

（２）今後のマーラン船事業展開について

３．行政について

（１）まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に関する住民意見交換会について
①５島の住民参加状況について伺う

②今回の意見交換会を終えての今後の対応について伺う

（２）勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業について

①事業費80億円に対する費用対効果が望めるか伺う

②琉球王朝時代にマッチしたデザインを望み、城下町は古風で瓦屋根の民家・施設にな
るか伺う

（３）公園管理について

①金武湾港平安座南地区草刈り管理について伺う

②伊計島173・179・192番地の管理について伺う
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③天願川下流遊歩道管理について伺う

（４）不法投棄について
宮城島パトロール強化による不法投棄の現状を伺う

（５）体育施設管理について

①本市の夜間施設管理箇所は何件あるのか伺う

②適正な管理・警備マニュアルに沿った管理が行われているか伺う

③管理・警備業務の時間、金額に不公平さはないか伺う

（６）地産商品開発について

与那城町漁業協同組合内施設を活用した商品開発に婦人部が意欲を示しており、商品開

発に伴う施設整備及び備品購入補助は可能か伺う

４．道路行政について
（１）字具志川162番地側溝ふた設置状況について

一部ふた設置が終了しているが、段差及び残りのふた設置はいつごろまでに終了するの

か伺う

（２）宮城島から伊計島沿線道路管理について

①桃原区から宮城島の池味漁港向け道路草刈りについて伺う
②宮城島上原区から桃原区への下り道路草刈りについて伺う

７ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．畜産業等への支援、振興について

ＴＰＰによる影響について

畜産、サトウキビ等の畜産業に対する市独自の対策等を伺う（販売流通体制の強化を図る
ため、競り施設や食肉センター等の施設建設）（ブランド和牛肉の確立のための市の助成

等について）

２．まち・ひと・しごと地方創生について

市内の人口減少地域とはどこか。また、人口減少地域に対しての対策等を伺う（与那城屋慶

名地区も減少地域であるため、今後市営住宅、県営住宅、スポーツ、観光等の宿泊施設の必
要性）

３．屋慶名土地区画整理事業について

（１）助成金はどのようになっているのか

（２）組合施行の土地改良事業スケジュール方針を伺う

（３）事業計画（案）、資金計画、減歩率、事業施行期間の件

４．庁舎建設の事故繰越について

（１）事故繰越に関する地方自治法、予算規則、文書取扱規程等について

（２）支出との関係は条文の間違いであれば、平成27年４月１日から現在までの支出の法的

根拠がないが、会計管理者はどの根拠で支出したか

（３）地方自治法第213条繰越明許費関連について
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（４）前回までの答弁の確認の件について

８ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】
１．下水道事業について

接続率について

２．宇堅ビーチの管理について

（１）管理状況について

（２）利用者数について

３．東海岸開発基本計画について

（１）進捗状況について

（２）事業の見直しについて

４．沖縄ターミナル株式会社について

（１）事故後の処理について

（２）公害防止協定について

５．官製談合について

新たな対応について

９ 西野 一男【一問一答方式】

１．今後の国保運営について

２．南風原漁港整備について

１０ 比嘉 敦子 【一問一答方式・一括質問方式】

１．新庁舎の落成により、施設等の跡利用について

２．「海から豚がやってきた」記念碑建立の進捗状況について

３．更生保護女性会の活動と補助金について

４．子育て支援について

（１）公立・私立保育所（園）の園児募集について

（２）待機児童の解消について

（３）一時預かり事業の現状について

（４）子育て不安の解消について

５．通学路の安全対策への取り組み状況について

６．移動図書館について

７．学校トイレの現状と洋式化について



- 6 -

１１ 大城 直【一問一答方式】

１．農業行政について
（１）耕作放棄地の対策を伺う

（２）遊休農地バンク（放棄地レンタル）の申し込みはどれだけあるのか伺う

（３）新規就農者支援事業に何人の応募（申し出）があったか伺う

２．島嶼地域の学校行事の課題について

（１）行事当日の送迎バスの運行は可能か伺う

（２）学校統廃合後の地域懇談会について伺う

３．離島観光のあり方について
（１）観光開発を再検討できないか伺う

（２）住民の観光地視察ができないか伺う

１２ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．合併10周年についてのアンケート調査について
（１）アンケート調査の準備は

（２）アンケートの実施方法と内容は

（３）アンケートの結果を市民に公表するか

２．小中学校の運動会時の防塵対策について

（１）運動会時の防塵対策についての当局の考え方を伺う

（２）各学校への防塵剤配布はできないか伺う

３．野焼きについて
（１）野焼きを禁止する法律の条文の説明

（２）法律の根拠は

（３）焼き畑をする農家の意図を把握しているか

（４）焼き畑を認められないか

４．学校給食について

（１）給食費について

（２）食物アレルギーについて

５．ごみ問題について

（１）本市のごみ処理量（過去５年間）の推移を伺う

（２）他市とのごみ袋料金の比較を伺う
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（３）不法投棄ごみの把握はどうなっているのか

（４）ごみ袋の料金を安くできないか

（５）ごみ収集を無料化する考えはないか

１３ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．自主防災組織に対する教育、訓練のあり方について
自主防災の組織化については、担当課の努力によって、各地域ごとに組織されつつある。自

主防災組織が防災活動を効果的に行うためには、地域ごとに住民と連携して日ごろから教

育、訓練を積み重ねていくことが重要であると考える。現在、本市においてどのように教

育、訓練を実施しているのか、お伺いいたします

２．勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業について
勝連城跡周辺文化観光拠点整備については、平成25年12月に基本計画が策定され、平成27年

９月に勝連城跡周辺文化観光施設基本構想の企画提案書が提出されている。その整備に伴う

公園面積11.０ヘクタールの区域決定の議案が本１２月定例会に地籍図をもって提案されてい

るところであるが、区域について、具体的にわかりやすい説明と公園面積の区域の決定を11.

０ヘクタールとした根拠について、お伺いいたします

３．認知症対策について

認知症が原因で、生活上の混乱や周囲とのトラブル等から幾つかの社会問題が発生してい

る。外出して自宅に戻れなくなり警察等に保護される。名前や住所が言えず、行方不明のま

ま医療機関や施設で長期間過ごす。最悪な状況では、けがを負ったり、亡くなられてしまう

こともある。昼夜問わず徘回し、家族が大きな負担を強いられているなど、認知症の問題は

大きな社会問題となり、社会全体としての対策が求められている。本市は現在、認知症の問
題について、どのような対策をしているのか、お伺いいたします

４．東照間地内（畑）排水路の整備について

東照間222番地（畑）及び238番地（畑）、224番地（畑）、108番地（畑）にかかる排水路の

整備について、照間自治会より平成27年８月21日付、文書で要請がなされていますが、その

対応はどのようになっているのか、お伺いいたします

１４ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．福祉行政について

無料低額診療事業の利用者への薬代の助成について伺う

２．市民行政について
統合庁舎への移転に伴い、石川、与那城、勝連の支所窓口設置の対応について伺う

３．建築行政について

東山団地７号棟、８号棟、９号棟改修工事について伺う

４．官製談合について
（１）平成27年６月23日付で確定した判決文、また両被告に対する警察官調書及び検察官調

書の全文内容を伺う

（２）公正・公平な指名の検証について伺う
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５．騒音対策について

本市上空を飛行する米軍航空機の騒音が増加しているとの苦情が寄せられている。騒音実態

の結果や市に寄せられている苦情等はどのように対応しているのか伺う

６．地方自治行政について

辺野古埋め立て承認の取り消しをめぐり代執行訴訟に発展したが、地方自治を担う立場とし

て市長の見解を伺う

１５ 伊波 良明【一問一答方式】
１．認知症対策について

（１）現況について

①高齢者人口

②高齢化率

③後期高齢者数

④介護保険認定者数
⑤認定率

⑥認知症有病者数（介護保険認定者で認知症の日常生活自立度Ⅱ以上の高齢者）

⑦有病率

（２）認知症対策の取り組みについて

（３）認知症事業の成果や問題点について

（４）今後の課題について

（５）厚生労働省の進める「認知症初期集中支援チーム」の設置について

（６）小中学校での認知症講座について

２．「こども部」の設置について

（１）「こども部」設置の背景について

（２）主な取り組み及び効果について

１６ 佐久田 悟 【一問一答方式】

１．「道路行政」と「街路灯設置」について

２．「うるま市プレミアム商品券発行事業」の運営状況について

３．うるま市の鳥「チャーン」の現状と課題、行政の取り組みと対応について

４．「うるま市教育委員会事務点検・評価の報告」と教育現場、教育環境の現状・課題・取り

組みについて

１７ 德田 政信【一問一答方式】
１．農業振興について

（１）豊かなむらづくり全国表彰事業で勝連南風原区が農林水産大臣賞を受賞

今後の市の支援について

（２）重要害虫ミカンコミバエ種群侵入防止対策について
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①沖縄での根絶に至った経緯について

②現在の鹿児島県内での発生状況について

③沖縄県内の状況について
④うるま市での状況について

⑤農家に与える影響について

⑥今後、市としての対応策について

２．マイナンバー通知について

（１）県内で１０万通が本人へ届いていないとの報道があるが、うるま市の現状は

（２）受取人不在者への、今後の対応について

（３）マイナンバーを受け取っていない市民が受ける影響について

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

道の駅整備事業について

２．都市計画について

（１）うるま市景観条例について
①条例施行後の取り扱いについて

②景観条例の一部改正について

３．教育行政について

（１）学校創立記念事業について

①学校創立記念事業の対応について
②学校創立記念事業の公費負担について

（２）学校校舎建設について

①宮森小学校及び城前小学校校舎建設計画について

②宮森幼稚園及び城前幼稚園園舎建設計画について

４．道路行政について

（１）石川白浜線道路整備事業について

石川白浜線道路整備事業の状況について

１９ 平良 榮順【一問一答方式】

１．畜産振興について
山羊生産振興について

２．公園整備について

新庁舎東側公園（市民広場）の整備について

３．河川整備について
（１）天願川天願橋下流の整備について

（２）茶木根橋上流未整備地域の整備について

２０ 仲程 孝【一問一答方式】
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１．赤道小学校全面改築事業について

今後の事業概要（体育館の改築、危険な河川の対応、赤道保育所跡地の一体的な活用等）

について伺う

２．赤道区内道路・排水路等の補修について

（１）平成27年５月22日付赤道区自治会要請、赤道328番地周辺の側溝補修について伺う

（２）平成27年５月22日付赤道区自治会要請、江洲492－７番地周辺、市道江洲４－45号線へ

の側溝ふたがけについて伺う

３．米原区内排水路整備について

高江洲1099－６番地周辺への排水路敷設について事業内容を伺う

４．兼箇段土地改良区への太陽光発電施設導入支援について

太陽光発電による売電収入を土地改良区の維持管理費に充て、農家への賦課金軽減に期待の
持てる当該事業への支援について伺う

５．具志川環状線（県道224号線）について

沖縄県中部土木事務所によると本年６月には、兼箇段工区道路も一部供用開始との説明であ

ったが、工事の進捗状況について伺う

６．性的マイノリティーの理解について

昨今、急速に理解が深まりつつある性的マイノリティーへの支援の考え、本市の役割につい

て伺う

２１ 又吉 法尚 【一問一答方式】

１．少子化対策について
①未婚者に対する情報提供・意識啓発事業、婚活支援について伺う

②若者に対する結婚、妊娠、出産、子育てに関する情報提供・意識啓発、少子化シンポ

ジウム開催について伺う

③新婚者への妊娠・出産に関する正しい知識の普及啓発について伺う

④市外、県外から、うるま市内に住宅を建てたり、マンション等を購入した２０代、３０

代世帯への市独自の補助金が出せないか伺う
⑤安心して妊娠・子育てができる雇用環境の整備に取り組む企業への支援について伺う

⑥出産育児一時金の市独自の増額について伺う

⑦待機児童解消のために小規模保育・保育園・認定こども園等の量・質の拡充について伺

う

⑧保育園、幼稚園において、現在３人目から１０分の１の保育料の対象年齢の拡充につい

て伺う
⑨放課後児童クラブ（学童保育）や放課後子ども教室等の放課後児童対策の充実について

伺う

⑩幼稚園・小・中学校の給食費無料化について伺う

⑪こども医療費助成制度の対象年齢拡充、及び現物給付制度導入について伺う

⑫イクメンパパ支援事業の開催について伺う

２．あげな中学校近く安慶名闘牛場入口交差点の整備について

①去る１０月１９日に起こった外国人車両と中学生による接触事故について、事故の詳し

い内容とその後の経過を伺う

②車両用信号機の位置の変更について伺う

③横断歩道の白線の塗り直しについて伺う
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④外国人車両向けの標識の設置について伺う

⑤外国人車両においてスピードを出したり、信号無視をよく見かける。ドライバーの意識

を向上させるためにも、一度行政の方からうるま市内の基地内へ注意、協力要請ができ
ないものか伺う

３．うるま市総合体育館、及び小中学校備品整備について

①体育館の建てかえ時期について、今一度伺う

②バレーボールのネット支柱のファイバー化について伺う

４．第１０回うるま祭りについて

①祭りが終わり、後日反省点を議論したと思うが、どういった改善点が出たか伺う

②祭り２日目の終了時間の大幅なおくれについて伺う

５．うるま市内、小・中学校部活動について

県からの提言により、終了時刻の厳守、小学校は週３日以上、中学校は平日に週１日以上
の休養日を設けることと定められているが、うるま市の現状を伺う

２２ 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ついて

プロジェクトチームの設置について

２．組織機構について

①窓口サービスについて

②市民協働課について

３．県道３７号線保安林用地について

用地の活用について

４．予算について

①一括交付金の活用について

②地域創生事業について

２３ 喜屋武 力【一問一答方式】
１．ＬＥＤ街灯設置工事について

入札内容について

２．事務委託者連絡協議会（自治会長会）について

各自治会長と行政との関わり方について

３．江洲グスク・公園整備工事について

ヌーリ川公園の完成後に江洲グスク公園は着工と聞いているが、進捗状況と計画について

４．石川、勝連、与那城庁舎の今後の利用計画について

公設・民営の老人ホームの運営について

５．中城湾港新港地区への共同保育所について

新港地区で働く子育て支援として、保育所が設置できないか

６．中部保護区更生保護サポートセンター開設について

青少年の犯罪が多発する中で行政と保護司との理解、協力、健全育成について
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２４ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．自衛隊への市民名簿提供について
（１）うるま市にも自衛隊要請があったのか伺う

（２）自衛官適齢者の個人情報について伺う

２．非正規公務員産休・育休制度について

（１）産休、育休の人数及び職員割合について伺う

（２）産休、育休の利用者の人数について伺う

３．まち・ひと・しごと創生総合戦略について

（１）アンケートは何世帯に配布されたのか伺う

（２）アンケートの結果はどうなったのか伺う

２５ 下門 勝【一問一答方式】

１．道路網整備計画及び鉄軌道整備誘致と観光振興について

（１）本市の道路網整備計画及び鉄軌道整備誘致と観光振興を含めた考え方、取り組みにつ

いて伺う

（２）協議会等の設置について伺う（国、県道等の整備要望、鉄軌道誘致含む）

２．環境行政について

（１）グリストラップについて伺う（油対策について）

（２）不法投棄について

３．福祉行政について

（１）障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）について伺う

（２）あんしん賃貸支援事業について伺う

４．勝連城跡入場料について

神事等を行うため毎年訪れる方々がいるが、入場料の免除等の考え方について確認する

５．与勝中学校付近交差点の横断歩道について

時間を限定して、斜め横断が可能になる横断歩道があるようだが、登下校の時間だけでも斜
め横断が可能になる方式を取り入れることができないか伺う

６．マイナンバーについて

７．公共工事等に伴う最低制限価格について

２６ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．マーラン船の「ヤンバルから与那原間帆走」実施状況について伺う

２．マーラン船に関連する事業の今後の事業計画を伺う
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３．市職員の服務及び定員適正化計画について伺う

４．市臨時職員、嘱託職員等の休暇制度と処遇について伺う

５．新市建設計画の新市における県事業関連の推進状況について伺う

２７ 奥田 修【一問一答方式】

１．地方創生「地方版総合戦略」について

（１）県版総合戦略（県人口増加計画改正版）の市町村担当者説明会における県の施策
（方向性）について伺う

（２）「市版総合戦略」人口ビジョン島しょ地域編（案）と取り組みについて

①人口の将来展望の方向性の４項目（域外からの移住を推進～生活環境基盤の充実）

は確定事項として理解していいか。また空き家の実態調査結果について伺う

②新型交付金活用による優先的事業について伺う
③島嶼地域における公営団地住居整備（一戸建て型、集合型）の可能性について伺う

２．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

（２）平安座自治会要請事項

平安座地区下水道（流域下水道）の取り組み状況について

（３）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




