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19 伊波　良明
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21 兼本　光治

22 佐久田　悟

23 喜屋武　力

24 德田　政信

25 真栄城　隆

26 中村　正人

27 宮里　朝盛

28 名嘉眞　宜德

29 比嘉　直人

６月２６日（金）

第１３９回　６月定例会　一般質問通告割振り一覧
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６月１８日（木）

６月１９日（金）

６月２２日（月）

６月２５日（木）

６月２４日（水）
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質 問 事 項

１ 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．うるま市空家等の適正管理に関する条例に基づく空家等対策計画について

２．自転車事故の現状と保険の加入促進策について

３．自殺対策計画策定について

２ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．第三次うるま市地域福祉計画の進捗と点検・評価について

本市の第三次うるま市地域福祉計画は、平成29年度から平成33年度（令和３年度）までの５

年計画として、計画の推進、実施が行われてきています。その計画の進捗と点検・評価につい

て、お伺いします。

２．島しょ地域の振興について

島しょ地域の振興については、これまで移住・定住促進事業に取り組んできていますが、事

業の進捗と成果についてお伺いします。

３ 幸喜 勇【一問一答方式】

１．復帰記念会館跡地利用について

（１）認定こども園について

（２）（仮称）うるま市こどもステーションについて

２．新型コロナウイルス感染症対策や支援について

（１）学習の遅れを取り戻す今後の取組について

（２）オンライン学習環境の整備について

（３）うるま市で実施している食事・食材提供支援の現状について

（４）民間企業や関係機関との連携について

３．情報の発信・拡散について

（１）うるま市の情報発信の現状について

（２）多くの市民に知ってもらえる環境づくりについて

４．職員の働き方改革について

（１）これまでの定員適正化計画の取組について

（２）業務量の適正化について

（３）人事評価制度の状況について

（４）子ども関連、福祉関連の相談業務をまとめてワンストップで対応する仕組みづくりにつ

いて

４ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．福祉行政について

新型コロナウイルス感染症の影響により、うるま市社会福祉協議会が相談窓口となっている

休業した人向けの緊急小口資金、失業した人向けの総合支援資金の貸付状況を伺う。

①貸付制度活用に伴っての窓口相談内容や件数

②貸付申請状況、実績件数等について

③特例措置による返済免除に対する対応
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２．国保行政について

政府は、新型コロナウイルス感染症対策として、国保被用者に傷病手当金を支給する場合、

全額を財政支援する特例を設け条例改正が行われています。しかし、国保加入者でありながら

個人事業主やフリーランス等は対象外とされています。国保加入者が平等に制度活用できるよ

う、市独自の傷病手当金の支給支援について伺う。

３．教育行政について

（１）就学援助について

①新型コロナウイルス感染症の影響による長期休校により、要保護及び準要保護を受けて

いる世帯への昼食代の支給対応について伺う。

②就学援助制度の認定基準を満たさない場合対象外とされている世帯でも、今回新型コロ

ナウイルス感染症の影響によって収入が激減している世帯に対して、年度途中でも速や

かに認定するなど柔軟に対応し、拡充を図ることについて伺う。

（２）学校教育について

学校再開に伴い長期にわたる新型コロナウイルス感染症対策が学校現場に求められてく

る。そこで伺います。

①現場からの声や要求把握を行い、安心して過ごせる場を確保する取組について

②暑さが厳しくなる中で、子供の健康を守り学ぶ環境を整える対策について

③授業時間の確保は子供の実態を踏まえ、対応することが求められる。取組方法について

伺う。

④教職員への感染拡大を防ぐための対応について

４．農水産行政について

農業生産者（野菜・果樹・花卉）、畜産業者、漁業者等に対する支援制度の活用状況と市独

自の給付金支援について伺う。

５．道路行政について

（１）市道２－５２号線沿い区間の走行車両に対する速度抑制の夜間対応型注意喚起の看板設

置について伺う。

（２）県道８号線（勝連郵便局付近）、与勝緑が丘中学校、与勝高校通学路として利用されて

いる道路の拡幅整備について伺う。

（３）与那城桃原から伊計島区間までの道路への街灯設置について伺う。

５ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．住居表示について

（１）本市の住居表示の整備状況を伺う。

（２）住居表示の整備の進め方について

（３）住居表示は何％ぐらい終わっているか、今後の整備について伺う。

（４）前定例会の答弁での石川前原区の調査はされたか、進捗状況を伺う。

（５）住民説明会や話し合いの実施について

２．伊波中学校区の児童館建設について

（１）石川社会福祉センター跡地利用の進捗状況を伺う。

（２）全ての中学校区に児童館を建設するか。また、建設を終えるのは何年を目標とするか

（３）平成２４年度の報告書以降の児童館整備についての協議はされているか。また、されて

いればその内容を伺う。

（４）石川社会福祉センター跡地利用としての今後の当局の見通しを伺う。

３．困窮死について

（１）困窮死の概念について伺う。また、定義があるか伺う。
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（２）本市の生活保護受給者の数と県内順位及び市民所得の県内順位を伺う。

（３）本市において、困窮死の事例はなかったか伺う。

（４）困窮死防止の対策について

４．消防隊員の救急出動について

（１）救急搬送で、新型コロナウイルス感染症患者への対応、または要請があったか。

（２）平成３１年１月から令和２年５月までの救急出動について

①平成３１年１月から令和２年５月までの月ごとの救急出動回数について

②新型コロナウイルス感染症による出動業務の影響について当局の見解を伺う。

③出動の際の隊員の装備（服装）について

（３）今後の救急隊員の対応について

６ 仲程 孝【一問一答方式】

１．（仮称）米原緑地広場整備事業について

整備が完了し、供用開始が間近だと推察するが、完成式典の計画や今後の管理体制について

伺う。

２．名木・古木・大木などの適切な保全について

市内に散在する地域のシンボルとなっている名木、古木、大木などの現状を把握し、積極的

に保全すべき樹木などを指定していく考え方がないものか伺う。

３．学校制服の選択制について

性別に関係なく自由に制服が選べる「制服選択制」が県内中学校・高校で拡大している。本

市の中学校における現状と課題について伺う。

４．市立図書館の充実について

市立図書館の現状と今後の蔵書計画。読書バリアフリー法施行を受けての設備拡充の方向性

を伺う。

７ 松田 久男【一問一答方式】

１．新型コロナウイルス感染症対策について

（１）沖縄県及びうるま市の現状における対策と課題について見解を伺う。

①消防職員の感染対策について

②ごみ収集事業者の感染対策について

③学校現場における３密対策について

④タクシーによる宅配事業について

⑤次亜塩素酸水の注意事項について

（２）第２波、第３波に備える対策について

①ＰＣＲ検査数について

②ＰＣＲ検査センターについて

③医療関係者の宿泊施設について

（３）感染者が増大したときの対策について

家庭内隔離を避けるための施策について

２．介護保険住宅改修における受領委任払いについて

（１）うるま市と近隣市の現状について

（２）うるま市においても受領委任払いができないか伺う。

８ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．新型コロナウイルス感染症対策について
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（１）本市として、医療機関と連携し医療体制強化がどのように行ってきたのか伺う。

（２）本市では新型コロナウイルス感染者が３人との報告がありましたが、病院以外の公

共施設等へのＰＣＲ検査センターの設置やドライブスルー方式で必要な人を速やか

に検査できる体制づくりについて伺う。

（３）休業、失業などにより収入の減った世帯に対し市営住宅入居者の家賃減免につい

て見解を伺う。

（４）農水産物の需要減少についてどのような影響があったのか。また、どのような支援

策を行っているのか伺う。

（５）困窮している、住民登録ができない路上生活者などへ、特別定額給付金事業の支

給について、どのように対応しているのか伺う。

（６）沖縄の子どもの貧困率は全国平均の２倍と深刻な状況の中、本市では、４１市町

村中、３９位と所得が低い現状の中、新型コロナウイルス感染症の影響で深刻な影

響を受けたのではないかと思われる、沖縄県が5月29日発表した高校生調査概要に

ついて伺う。

２．米軍基地問題等について

新型コロナウイルス感染症対策、県民の命と健康より米軍のための新基地建設を優先す

る事について市長の見解を伺う。

３．沖縄北インターチェンジ改良整備について

沖縄北インターチェンジ改良整備について、進捗状況を伺う。

４．市民行政について

バス停留所への屋根つき上屋整備について、進捗状況を伺う。

９ 大城 直【一問一答方式】

１．道路行政について

（１）勝連半島南岸部道路について

①令和２年５月末現在の現状について

②今後の取組（計画）について

（２）与勝湾岸道路の補修について

①県道３７号線の路面改修の進達について

②路盤改良の進達・要請について

２．経済部関連について

第３回オールドカーフェスティバルｉｎうるまについて

例年どおりの開催・共催について

３．施設管理について

（１）与那城多目的広場の管理について

（２）照明設備の増設について

１０ 国吉 亮【一問一答方式】

１．うるま市独自の給付金、飲食店等緊急支援金給付事業について

（１）対象店舗の申請率を伺う。

（２）申請されていない店舗への対応について

（３）給付基準の根拠について

（４）給付された店舗の実態調査とその後の対応を伺う。
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２．教育現場での新型コロナウイルス感染症対策について

（１）児童・生徒の心身のケアについて

（２）本市の新型コロナウイルス感染症対策に対する考え方と具体的取組を伺う。

（３）ネット配信教育について

（４）高校入試を控える中学３年生への今後の対応について

３．沖縄振興計画及び沖縄振興特別措置法について

（１）沖縄振興計画策定における、うるま市の姿勢や関わり方について伺う。

（２）沖縄振興特別措置法の在り方についてうるま市の見解を伺う。

４．電力小売り全面自由化について

（１）エネルギー政策（電力自由化）についてうるま市の姿勢、考え方を伺う。

（２）新たな公共施設の見積りについて

（３）他市町村では学校施設において新電力企業への電力切り替えが進み、コスト削減実績

(計画)が図られているとの情報があります。他市町村の導入実績、計画(市町村名、

コスト削減計画など)を伺う。

（４）当方は過去に本庁舎への導入を質問しました。今回は上記に鑑み、本市の学校施設

への導入について見解を伺う。

１１ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．保育行政について

うるま市法人保育園連盟からの要請について

２．消防職員の飲酒運転と働き方改革について

（１）うるま市消防職員の飲酒運転について

（２）消防職員の働き方改革について

３．農水産業の振興について

農地利用最適化について

４．環境行政について

（１）家庭の生ごみ処理対応について

（２）石油企業との公害防止協定締結について

５．観光行政について

（１）海中道路周辺海域自然環境再生事業について

（２）海中道路ロードパーク内施設・設備管理について

①風力発電の現状について

②当初の風力発電設置目的について

③インターネット光回線設置状況について

④うるま市観光物産協会事務所移転について

６．島しょ地域振興について

（１）津堅島について

津堅島向けフェリー乗り場案内について

（２）浜比嘉島について

浜区排水路整備事業について

（３）平安座島について

①県・国へのサングァチャー無形文化遺産登録支援について

②トゥダチ墓解明と文化財登録について
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（４）宮城島について

①不法ブロック塀設置対応について

②阿茂地洞門（アムジトンネル）無許可開発行為について

③池味区内ブロック塀倒壊注意喚起について

（５）伊計島について

①伊計区内市有地及び国有地無断使用について

②大泊河（ウードゥマイガー）崩落要請について

１２ 天願 久史【一問一答方式】

１．豚熱に関連する事項について

（１）豚熱発生農場及び影響を受けた農場への補償等の現状

（２）再建に向けた取組状況について

２．特定外来生物「タイワンスジオ」に関連する事項について

３．部活動に関連する事項について

（１）新型コロナウイルス感染症対策と練習環境の現状及び課題について

（２）大会等の開催について

４．勝連城跡周辺整備事業に関連する事項について

５．新型コロナウイルス感染症関連支援策について

（１）水産業者に対する支援について

（２）花卉農家及び花屋等に対する支援について

６．やなえもんの「いのちの授業」について

１３ 國場 正剛【一問一答方式】

１．障害者雇用促進法について

（１）法定雇用率達成について

（２）今後の採用計画について

２．観光危機管理計画策定について

（１）必要性について

（２）平常時の減災対策について

（３）危機対応への準備について

（４）危機への対応について

（５）危機からの回復について

３．新型コロナウイルス感染症対策について

小・中学校におけるソーシャルディスタンスについて

１４ 下門 勝【一問一答方式】

１．生活保護等について

（１）コロナ禍における生活保護申請の状況を伺う。

（２）生活保護開始決定等について伺う。

２．母子の健康に関する取組について

（１）本市の母子健康関連事業について新型コロナウイルス感染症による影響を伺う。

（２）感染症対策等の課題と取組について伺う。
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３．コロナ禍における小・中学校の取組について

（１）休校措置中の学習支援等について伺う。

（２）再開後の学習の遅れに対する取組について伺う。

（３）学校内での感染症防止対策及び健康管理について伺う。

４．複合災害対策等について

（１）各種避難所の役割（目的）について伺う。

（２）避難所等における感染症対策等について伺う。

（３）地域防災計画等について伺う。

５．新型コロナウイルス感染症の長期化を踏まえた対策等について

（１）本市の考え（取組）を伺う。

（２）コロナ禍に伴う各種支援策について伺う。

（３）新型コロナウイルス感染症収束後の経済対策等について当局の考えを伺う。

６．公園整備について

勝連地区の公園整備について

１５ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．放課後児童クラブ（学童保育）に関連する事項について

（１）新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休校における学童保育の在り方

について伺う。

（２）手洗い場の増設、マスク、アルコール消毒液、非接触型体温計の支給について伺う。

（３）緊急的な学童支援員の出勤時間増による人件費の捻出について今一度伺う。

（４）学校敷地外の民家・アパート等を活用した賃借料補助について伺う。

（５）公的施設設置現状について伺う。（赤道小、宮森小）

（６）学童支援員の処遇改善について伺う。

（７）学童保育料、保護者負担軽減について伺う。

２．うるま市小学校学生服導入について

（１）うるま市内学生服を導入している小学校の現状について伺う。

（２）あげな小学校の制服導入の経緯を伺う。

（３）小学校学生服の価格について伺う。

（４）学生服登校のメリット・デメリットを伺う。

（５）今後、希望する小学校があれば制服導入が可能かどうか伺う。

３．うるま市子どもの貧困対策制服等リユース事業について

（１）この事業の概要を今一度確認します。

（２）リユース事業の補助金が終了した経緯について伺う。

（３）子どもの貧困対策として、今後事業復活するべきだと考えるが当局の見解を伺

う。

４．新型コロナウイルス感染症に関連する事項について

（１）うるま市小・中学校における手洗い・うがいの徹底、マスク、アルコール消毒液、

非接触型体温計の支給について、現在の状況を伺う。

（２）うるま市小・中学校、今年度の運動会、学習発表会、修学旅行や自然宿泊教室、また、

校内陸上や合唱コンクール、遠足や社会見学、そして体育のプール等の現時点での当局の

考え方を伺う。

（３）現時点でのうるま市小中学校夏休み・冬休みの日程、年間授業数確保のための土曜授業

及び７校時授業等の考え方について伺う。
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（４）新型コロナウイルス感染症の「第２波」「第３波」への警戒やうるま市の対応につ

いて、当局の考え方を伺う。

（５）「緊急事態宣言」後、都市部からうるま市に帰沖した場合、アパート等居場所の

確保について伺う。

５．あげな中学校施設整備について

（１）クーラーの早急な復旧工事について、当局の見解を伺う。

（２）体育館、網戸の取替えについて伺う。

（３）テニスコート整備について伺う。

１６ 平良 榮順【一問一答方式】

１．環境行政について

（１）有機フッ化化合物について

（２）有機フッ化化合物の検出について

（３）河川生物及び人体への影響について

２．排水路の整備について

天願区内排水路の整備について

３．労働施策総合推進法について

（１）パワハラ防止法について

（２）パワハラ防止対策について

４．新型コロナウイルス感染症拡大防止関連について

（１）感染拡大防止策について

（２）経済的支援策等について

１７ 藏根 武【一問一答方式】

１．本市の環境整備ついて

（１）県道３７号線道路の補修について

（２）あやはし館前の風力発電等について

（３）平安座地区の下水道整備等 について

２．教育行政について

（１）授業時数の確保について

（２）学習支援員の配置について

（３）彩橋小・中学校の裏門の整備、エレベーターの設置について

３．イベントの開催について

（１）うるま祭りやうるま市エイサーまつりの開催について

（２）来年の成人式の開催について

１８ 伊波 洋【一問一答方式】

１．行政について

（１）旭区自治会要請事項について

①大雨による地域排水構造物について

②東山ふれあい公園のトイレ改修について

（２）市道石川１１６号線（県道２５５号線～たいら保育園）ガードレールについて

①車道幅が狭く、ガードレールの移設について

②大型商業施設の開店での生活道路交通について
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（３）石川庁舎について

①石川庁舎の今期で閉鎖することについて

②市民課窓口業務の今後について

③閉庁跡利用計画について

④石川庁舎周辺整備（石川会館、石川保健相談センター、石川体育館、エナジックスタジ

アム石川、石川運動場等）の今後について

⑤同施設内の関係組織（うるま市社会福祉協議会石川支所）の今後について

⑥同施設内の関係組織（うるま市石川土地改良事務連合会等）の今後について

⑦同施設内の関係組織（沖縄県後期高齢者医療広域連合）の今後について

１９ 伊波 良明【一問一答方式】

１．集中豪雨対策について

（１）道路冠水や浸水等家屋被害の状況及び対応や対策について

（２）道路冠水想定箇所のハザードマップや注意喚起標識設置について

（３）調査・研究、対策のため「冠水対策委員会」なる専門家チームが必要不可欠だと考える

が見解を伺う。

２．ふるさと納税について

（１）ふるさとチョイス電子感謝券導入の進捗状況について

（２）ふるさとチョイスガバメントクラウドファンディング導入の進捗状況について

３．公園行政について

（１）石川公園内のあずまやの状況及び利活用について

（２）石川保健所跡地のホテル計画の現況及び石川公園の整備計画について

（３）石川公園内のロープジャングルジムの安全対策について

（４）石川公園内の石川運動場（野球場として利用）へダグアウトを整備できないか伺う。

２０ 大屋 政善【一問一答方式】

１．上原土地改良区西側の急傾斜地の一部崩落について

（１）今後の崩落の可能性やその規模、安全対策等について

（２）これから台風シーズンを迎えるが、どのような方法で車両の安全確保していくのか伺

う。

（３）西側の急斜面地一帯の屏風岩は、池味部落を見下ろす形でせりなっており一部が崩落す

れば池味部落まで転げ落ちる可能性がある。屏風岩と池味部落の間の斜面にどのような認

識を持っているか伺う。

（４）２月の一般質問でもお聞きしましたが、今回の崩落を受けてお聞きしますが、土砂災害

防止法に基づく「災害警戒区域」の指定に向け早期に県による調査の実施について積極的

に取り組んで頂きたいと思いますがご見解を伺う。

２．農用地区域の指定解除について

（１）台帳上は農地となっているが、現状は当該土地を含め周囲一帯が原野状態となっている

字昆布、字照間地内の一部土地等、農用地区域について伺う。

（２）特に字昆布の土地に関して、当該土地の周辺には民家が点在するが、道路は自家用車が

一台やっと通れる程の道幅しかない。また、当該道路に面して現在、建物の建築工事が行

われている、係る現状を踏まえ、伺う。

（３）２月定例会の一般質問で、本市の下原地区の農業振興地域を都市計画地域へ変更する際

、沖縄県土地利用基本計画の変更に関する答弁がございました。その件に関連して伺う。

２１ 兼本 光治【一問一答方式】

１．環境行政について
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（１）ペットボトルの処理について

（２）ごみ袋の企業広告について

２．戦争遺跡（与那城監視哨）について

（１）当局がこれまで調査した経過について伺う。

（２）今後の見解を伺う。

３．地滑りについて

与那城西原土地改良区の埋土工事について

①現状を伺う。

②当局、沖縄県の許可状況を伺う。

③今後について伺う。

４．道路行政について

（１）与勝一周道路の進捗状況を伺う。

（２）湾岸道路（県道37号線）屋慶名地域から具志川地域、赤野地域までの道路計画について

伺う。

２２ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．農水産行政について

新型コロナウイルス感染症拡大による、うるま市農水産業への影響と対応、また農産物へ被

害を及ぼす病害虫発生状況と、これからの対応について

２．教育行政について

新型コロナウイルス感染症拡大影響による、教育現場の現状と対応、文化芸術活動団体への

支援について

３．防災行政について

「感染症」と「自然災害」との複合災害に備えた地域防災計画の見直しと、これからの防災

訓練の在り方について

２３ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．本市の第一次産業について

（１）農業改革について

（２）漁業改革について

２．小・中学校、特別支援学校の新型コロナウイルス感染症対策について

環境対策、学習状況

３．助成金の在り方について

（１）非課税世帯、低額年金世帯、高額医療患者を抱える市民への対応について

（２）大学生、専門学校生助成について

４．高齢者引きこもり対策支援について

各サークルや居場所（デイケア、カフェ）

５．保育園運営状況について

保育士の状況、各保育園待機児童状況
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２４ 德田 政信【一問一答方式】

１．新型コロナウイルス感染症に関する件

（１）特別定額給付金事業について

①給付対象世帯数について

②申請率について

③給付率について

（２）新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について

①進捗状況について

②課題について

２．公園整備事業について

（仮称）米原緑地広場整備事業について

①進捗状況

②供用開始について

２５ 真栄城 隆【一問一答方式】

１．公共施設利用料のコンビニ支払いについて

２．塩屋４９４－１ 琉球ペイント裏手の排水路浚渫について

３．ＵＤ（ユニバーサルデザイン）フォント使用について

４．福祉用具購入費の払戻しについて

５．テイクアウト宅配支援事業について

６．うるま市独自支援自治会費支援について

７．うるま市独自支援高校生、大学生、短大生、専門学校生支援について

８．特別定額給付金の支給期限について

２６ 中村 正人【一問一答方式】

１．新型コロナウイルス感染症対策及び国・県・市の経済対策並びに社会福祉について

（１）市民及び行政の感染予防対策の現状と今後の対応策について

（２）国・県・うるま市の助成・給付・補助金・借入れ等の取組と今後の対応策について

（３）今後の地域経済対策について

企業支援・雇用対策・生活困窮・失業者対策について

（４）社会福祉（保育・介護・医療・障がい）及び教育環境の対策について

（５）令和３年度の予算見込みについて

税収の落ち込みが予想される中で一般会計予算及び特別会計予算への影響について

２７ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．新型コロナウイルス感染症に関する市の取組について

（１）減免制度と周知について

（２）被災労働者の休業補償（手当等）について

（３）申請受付時期等の周知の徹底について

（４）市の衛生委員会の活用について
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２．交通停滞の緩和策について

市内の特に喜仲入り口交差点、喜屋武交差点、新県道36号線（五叉路交差点）等の緩和

策について

３．うるま市育英会貸費事業について

貸費生の資格基準を高等学校（津堅中学校出身者のみ。）から市内中学生への拡大について

２８ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．あやはし館の指定管理について

（１）令和２年２月定例会からの進捗状況について

（２）行政不服審査請求について

（３）条例及び施行規則等の見直しについて

（４）あやはし館１階特産品販売所入居企業について

（５）今後のあやはし館について本市の考え方と展望を伺う。

２９ 比嘉 直人【一問一答方式】

１．新型コロナウイルス感染症の対策について

（１）うるま市内の事業者への支援について

（２）学習・部活動支援、感染・暑さ対策について

（３）第２波・第３波発生時の備えについて

２．体育施設のボランティアによる維持管理について

（１）現在の管理体制について

（２）今後のボランティア活用について

３．字具志川内の排水対策について

（１）現状について

（２）今後の対策について


