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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．石川社会福祉センター跡地の活用について

２．学校給食費について

（１）公会計制度導入

（２）給食費の軽減

３．ＩＴに関する契約額等の見直しについて

４．「海から豚がやってきた」について

（１）記念日制定

（２）ＢＵ－１（ブーワン）選手権の開催

（３）絵本制作

２ 松田 久男【一問一答方式】

１．うるま市ＩＴ事業支援センターの現状について

（１）保育所の４月開所の予定はどうなっているのか

（２）食堂の営業状況はどうなっているのか

（３）現在の入居状況はどうなっているのか

２．伊波中学校隣地の整備について

伊波中学校隣地を整備し、学校行事等に利用することの進行状況の説明を求める

３．学童保育職員基準について

厚生労働省は、学童保育の設置基準について緩和の方針を表明したが、うるま市の対応につ

いて伺う

４．うるま市立体育施設指定管理者の指定について

（１）一括して指定する理由について

（２）一部除外されていることの理由について（石川多目的運動場、その他与那城総合公園

陸上競技場等）

（３）利用料金等の値上げはないか

５．石川屋内運動場の修理について

修理し再使用することについての現在の考え方を伺う

６．石川庁舎跡利用について

保育専門学校建設の提案があったと承知しているが、進行状況を伺う

３ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．教育行政について

（１）小・中学校の歯科検診における児童・生徒の虫歯罹患率の状況、早期受診、早期治療

に向けた取り組みについて

（２）学校施設におけるブロック塀の撤去、改修に向けた計画について

（３）こども医療費無料化、高校卒業までの拡充、現物給付のさらなる年齢拡大、一部自己

負担金の撤廃について

２．保育行政について
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社会福祉法人保育所建設入札及び工事管理に関するその後の改善に向けた取り組みについて

３．国保行政について

（１）沖縄県国民健康保険運営方針による市町村ごとの赤字解消・削減の目標年次の具体的

な本市の計画について

（２）法定外繰り入れ継続で国保負担軽減、均等割の減額、免除について

４ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．台風被害（台風２４号・２５号の農作物）について

（１）台風２４号・２５号の農作物の被害について伺う

（２）被害調査の方法について

（３）台風２４号・２５号の被害についての当局の見解を伺う

（４）台風被害による農家への対応を伺う

２．住居表示について

（１）石川前原区の住居表示の調査について伺う

（２）調査されたなら、その内容を。調査されていないなら、その理由を伺う

（３）当局の石川前原区の住居表示に取り組む姿勢を伺う

３．企業誘致について

（１）本市の国際物流拠点産業集積地域へ新設するバイオマス発電所について伺う

（２）木質バイオマス発電の方法と原料について伺う

（３）本市の国際物流拠点産業集積地域の利用率について伺う

（４）木質バイオマス発電所がもたらす本市への経済効果について伺う

４．津堅沖パラシュート降下訓練について

（１）パラシュート降下訓練の現況について市長の見解を伺う

（２）パラシュート降下訓練に対する市長の対応を伺う

５ 兼本 光治【一問一答方式】

１．屋慶名土地区画整理事業について

（１）事業の進捗状況

（２）屋慶名土地区画整理事業において、当局に生み出す自主財源見込み（人口増、固定資

産税、上下水道）の試算見込み

（３）大型店舗で得る財源効果（固定資産税、法人税、雇用創出等）見込み

２．与勝一周道路について

（１）進捗状況について

（２）今後の事業について

３．浜千鳥節の歌碑周辺整備について

現時点の計画、今後の計画

４．あやはし館集客、整備状況について

（１）平成２７年～平成２９年（３ヵ年間）の年度ごとの総客数

（２）あやはし館内外の整備状況について

５．与那城庁舎跡地の利用計画について

（１）現在の跡地利用計画について伺う

（２）新しいホテル建設の計画があるが、現時点での予定について伺う
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６ 大城 直【一問一答方式】

１．津堅島の過疎対策について

（１）近年の津堅島の過疎化対策について

住民票等自動交付機の設置は可能か

（２）学校運営について

行政と地域の共存について

２．与勝第二中学校の通学区再編について

（１）生徒数の減少対策について

通学区の見直しを考える

（２）市民協働学校のあり方について

①特色ある学校運営の可能性について

②周辺環境の整備について

３．うるま市防災避難訓練について

（１）地域の自衛隊と連携した訓練の実施について

（２）避難所での炊き出しを４地区で持ち回り実施について

７ 真栄城 隆【一問一等方式】

１．肺炎球菌ワクチンについて

（１）うるま市における６５歳以上の肺炎による死亡者数の過去５年間の推移

（２）昨年の対象者数と接種者数、接種率

（３）対象者への案内告知方法

（４）未接種者への取り組み

２．待機児童について

（１）今年度の保育園入園希望者と定員数

（２）保育士確保に行政が取り組んでいる内容

（３）保育士の週休２日制実現に向けた取り組み

３．広報紙の自治会配布について

広報うるま等の印刷業者と配布方法

４．伊波メンサーについて

（１）現状と今後の取り組み

（２）メンサーグッズ販売オークションの提案

５．「闘牛のまち」の具体的な取り組みについて

（１）闘牛のまち宣言

（２）闘牛博物館の整備

８ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．雇用について

高年齢者雇用に対して、どのような施策をうるま市として考えているのか伺う

２．台風による農業被害について

（１）本市で台風２４・２５号による農作物への被害があったか伺う

（２）全体の各被害額、総額はどのようになっているのか伺う

（３）行政として、どのように対応をしたか伺う
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３．市道維持について

州崎６-７９号線について

４．学校給食費無料化について

（１）県内で実施されている市町村の状況について

（２）国、県へ意見書を提出された県内市町村はあるのか伺う

５．津堅港（キャロット愛ランドマリンターミナル）について

ターミナルのシャッターボックス修繕について

９ 国吉 亮【一問一答方式】

１．沖縄科学技術大学院大学に関連する事項について

（１）本市とＯＩＳＴとの教育連携について伺う

（２）本市企業との共同研究や成果を伺う

（３）今後の取り組みについて伺う

２．うるま市若者就業支援プログラムについて

（１）プログラムの進捗状況について伺う

（２）来期の応募者は現在何名か

（３）課題や今後の展開を伺う

３．待機児童について

（１）待機児童数ゼロ人はいつ実現するか伺う

（２）解消目標数値を伺う

４．サンエー石川シティ周辺の環境整備について

（１）県道２５５号線の交通渋滞が予想されるが対策を伺う

（２）石川中学校、たいら保育園への交通安全対策を伺う

（３）城前小学校への交通安全対策を伺う

５．性の多様性の尊重について

（１）ＬＧＢＴに対する市としての取り組みと考え方を伺う

（２）性に問題を抱えている児童、生徒の数を伺う

（３）学校現場での児童、生徒への対応を伺う

（４）混合名簿の進捗状況を伺う

（５）男女共用トイレについて

（６）パートナーシップ制度の導入について

６．いじめについて

（１）うるま市でのいじめ件数は何件か

（２）年度別でどのように推移しているのか

（３）ＳＮＳ対策を伺う

１０ 伊波 洋【一問一答方式】

１．公共施設行政について

（１）石川屋内運動場について

（２）石川体育館機能強化事業について

（３）うるま市公共運動施設委託管理者制度について

（４）石川会館等の施設運用について
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（５）石川庁舎の跡利用の進捗状況について

（６）富祖橋の廃橋について

（７）石川多目的ドーム拠点整備事業の進捗状況・今後について

（８）石川インター整備事業の進捗状況・今後について

（９）うるま市石川市民の森公園整備・今後について

（10）勝連城跡周辺整備事業の進捗状況・今後について

２．行政委員会について

３．補助金について

（１）補助金審査委員会答申について

（２）各部の審査委員会答申の対応について

①社会福祉協議会補助金（福祉総務課）

②与勝地下ダム土地改良補助金（農水産整備課）

③文化協会補助金（生涯学習文化振興センター）

④へき地教育研究補助金（指導課）

⑤各種団体育成補助金（生涯スポーツ課）

４．保育行政について

（１）認定こども園事業について

（２）政府が掲げる３歳から５歳の幼児教育・保育の無償化について

１１ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．人口減少に対する取り組みについて

（１）旧勝連町・与那城町の人口減少地域問題を伺う

①津堅小・中学校、彩橋小・中学校の児童・生徒数の減少について

②旧勝連町・与那城町の人口減少対策について

③人口減少対策として津堅島への市営住宅建設について

（２）島の未来の物語の取り組み状況を伺う

島しょ地域フェアの取り組みについて

２．人・農地プランについて

（１）農業委員会山口委員長の新体制取り組みの決意を伺う

（２）各地域の問題点と対応について伺う

（３）浜比嘉島農業従事者と議員との意見交換実施を伺う

３．宮城島池味漁港について

（１）施設建設申請手続不備及び不法建築物に対する行政対応の取り組み状況を伺う

（２）与漁協第２４号占用等内容許可申請に伴うウニ種苗及び魚類種苗生産のための県委託

について

（３）漁港内建築物固定資産税対応を伺う

（４）与那城町漁業協同組合と行政との話し合いを伺う

漁民が漁港を公平・公正に使用するために

４．平安座島について

（１）平安座サングァチャー無形文化遺産登録について

（２）２８０年前古墓（トダチ墓）解明調査支援について

（３）消火栓格納箱整備状況について

５．行政全般について
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（１）台風２４・２５号の被害状況について

（２）石油企業との公害防止協定取り組みについて

（３）津堅島の遊歩道整備及び工事対応

１２ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．昆布公園について

（１）現状の認識を伺う

（２）補修の必要性を伺う

２．行政保険料について

（１）保険の種類

（２）年間の保険料

（３）平成２９年度で支払った損害賠償の総額

３．米軍基地について

（１）米海兵隊第３海兵師団の戦闘強襲大隊について

（２）うるま市在の米軍施設の整理縮小について、市長の所見を求める

４．県民投票について

うるま市の対応について、市長の所見を求める

１３ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．勝連総合グラウンドの日差し避け屋根の修復について

勝連総合グラウンドは、トラック４００メートル、メーンスタンド、夜間照明６基で、昭和

５６年に設置された体育施設です。

グラウンド正面入り口のメーンスタンドの下、グラウンド側の約、縦３．２メートル×横２

９．２メートルの土間の部分には、日差しを避けるためのトタン屋根が設置され、日陰で涼み

ながらスポーツレクリエーションが楽しめる施設、「憩いの場」、「コミュニティーの場」と

して、利便性のよい体育施設として、長年の間、地域住民から大変重宝されてきた施設です。

その施設が去る９月に襲来した台風２４号でトタン屋根の部分が破壊され、全面撤去されてい

る現状にありますが、いつ修復する予定なのかお伺いいたします。

２．平敷屋タキノー（平敷屋公園）の管理体制の強化について

「平敷屋タキノー（平敷屋公園）」は、平敷屋朝敏が今から２８０余年前、尚敬１６年のこ

ろに平敷屋村に脇地頭として勤めた折、水不足で悩む領民のために「心字型」のため池（クム

イ）を掘らせ、水不足の解消に努め、さらに池から掘り出された土でタキノーを築き、暑い夏

の涼みと四方の眺めのよい憩いの場として提供し、昔から地域の人たちに「タキノー小」と親

しまれた由緒ある地として知られている史跡です。市内・外からは多くの来訪者が訪れている

状況にありますが、現状の管理体制はどのようになっているのかお伺いいたします。

３．魅力ある青年会活動の育成について

現在、各地域における青年会活動は衰退の一途をたどり、活動に参加する青年が激減してい

る現状にあります。

「夏の風物詩」で、青年会の一大イベントと言われてきたエイサーさえもできない状況にあ

ります。昔から「ワカムンジャカィヤ クニジャカィ」という格言がありますが、その言葉の

意味は「若者が活気のある国（地域）は繁栄する」ということだそうです。現在においても確

かに若者が活気のある地域は勢いを感じることができます。本市の現状はというと若者の活気

が感じられない現状にあると考えます。本市の未来をつくるのは紛れもなく若者（青年）で

す。若者が活気に満ちあふれ、まちを牽引する役目として積極的に行動していくために、今一

度、魅力ある青年会活動とは何なのか考えていく必要があると思いますが、当局の御見解をお
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伺いいたします。また、現状の青年会の活動状況と加入率についてもお伺いいたします。

４．児童・生徒の不登校対策について

去る１０月２６日（金曜日）の琉球新報の日刊に、平成２９年度の県内国公私立小中高校

で、欠席が年間３０日以上となる不登校は、小中で、２，５８９人（前年度比１７６人増）

で、過去最多を更新したことが文部科学省の問題行動調査でわかったとの記事が掲載されてい

ました。

不登校は、小学校が７８３人で（前年度比９５人増）、中学校が１，８０６人で（前年度比

８１人増）、公立校のみで集計した不登校の要因は、小学校が「不安」（３０．６％）、「無

気力」（３０．５％）、中学校が「不安」（２５．３％）、「無気力」（２９．２％）、「あ

そび・非行」（２１．２％）が上位を占めたとの記事がありましたが、本市の実態はどのよう

になっているのかお伺いいたします。また、不登校対策として、現在どのような取り組みをし

ているのかお伺いいたします。

１４ 宮里 朝盛【一問一答方式】

１．介護保険制度について

（１）介護保険改正、介護保険報酬改定後の現状は

（２）居宅介護・訪問介護・通所介護事業所等の運営状況について伺う

（３）各事業所への市の支援策について伺う

２．台風２４号・２５号被害状況と再生産農家に対する市の支援策について伺う

１５ 藏根 武【一問一答方式】

１．島嶼地域におけるネット環境の整備について

（１）島しょ地域超高速ブロードバンド整備事業の実施時期と完了時期を伺う

（２）光ファイバーケーブルはどこまで引く予定か

２．学校施設のブロック塀の安全対策について

ブロック塀等の改修計画を伺う

３．校務支援システムについての内容を伺う

１６ 幸喜 勇【一問一答方式】

１．上平良川区道路の今後の整備について

（１）フェアリーから旧宮国ストアまでの平良川２区線

（２）旧交番跡地近くの市道１０５号線の一部拡張

（３）上平良川公民館前の県道３６号線

２．公園整備について

上江洲バンタ公園の今後の整備について

３．児童館建設について

復帰記念会館跡地への児童館建設について

４．うるま市の福祉関係について

（１）平成２９年度福祉関係予算はうるま市全体の何％か

（２）そのうち市民に関わる予算は全体の何％か

（３）福祉関係の職員の横のつながりはどのような形で行っているか。

５．うるま市の未来に向けて動く課（未来つくる課）の創設について
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（１）市内６３自治会の活性化事業について

（２）市民協働まちづくりで市民や市内団体からのアイデアをどのように集約して、うるま市

全体を見て動ける仕組みづくりをしているか

１７ 仲程 孝【一問一答方式】

１．赤道区内希望の広場遊具交換事業について

現在、進捗している当該事業について、事業の内容及び、これまでの議会答弁を踏ま

えた地域の要望等について、当局の見解を伺う

２．具志川メインシティ入り口交差点への信号機設置について

平成２３年１２月第６５回定例会においても質問したが、サンエー具志川メインシテ

ィ店舗東側出入口に信号機の設置ができないものか伺う

３．中学校制服への氏名刺しゅうについて

学生服や体育着（ジャージ等）を含めた氏名刺しゅうについて、プライバシー保護や

リサイクルの観点から廃止する考え方について伺う

４．与勝緑が丘中学校運動場整備に関連する事項について

県立与勝緑が丘中学校運動場整備事業に関連して、当該中学校生徒の部活動等に不便

をきたしている。近隣の市立体育施設の共用について、見解を伺う

５．子供の貧困対策に関連する様々な施策について

全庁的な横断施策として取り組む考え方や、これまでの実績、これからの課題及び細

やかな施策について総合的に伺う

１８ 比嘉 直人【一問一答方式】

１．台風第２４号による施設の被害について

（１）与那城総合公園多種目球技場及び石川野球場のバックネットの損壊状況について

（２）修繕計画及び工事方法について

（３）進捗状況及び供用開始について

２．中城湾港企業誘致について

（１）ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）を活用した目的について

（２）分析結果及び課題について

（３）その後の取り組み及び進捗状況について

３．勝連城跡周辺文化観光拠点整備について

（１）本市の入域観光客数、また、本市が抱える課題について

（２）当該事業の位置づけについて

（３）事業の進捗状況及び今後の計画について

１９ 國場 正剛【一問一答方式】

１．安慶名再開発の現状及び進捗状況について

（１）工事期間について

（２）道路・歩道の整備について

（３）整備後の企業誘致等について

２．あげな小学校校舎全面建てかえについて

（１）過去の陳情要請について

（２）校舎コンクリート剥離後の安全対策について
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３．あげな小学校グラウンド整備について

あげな小学校における防球ネット及びバックネット設置について

４．うるま市における障害者雇用について

（１）平成３０年４月１日より、障害者の法定雇用率が引き上げになっているが、うるま市

における一般企業の障害者雇用の現状について伺う

（２）市内一般企業への障害者雇用促進について

（３）障害者のうるま市職員採用について

２０ 中村 正人【一問一答方式】

１．公園整備事業について

ヌーリ川公園の整備及び進捗状況について

２．働き方改革関連法について

（１）市内企業への周知について

（２）罰則規定について

（３）市職員との関わりについて

３．待機児童対策について

平成３１年度の受け入れ数及び無償化の対策について

４．公共工事について

積算根拠について

２１ 大屋 政善【一問一答方式】

１．農業振興について

（１）台風被害の状況について

（２）害虫被害について

（３）伊計平良川線に係る防風林等について

２．宮城島コミュニティ防災センター整備について

整備要請、整備経過及び進捗状況

３．公園整備等について

（１）市内にある公園の数

（２）今後３年以内に整備予定の公園数

（３）公園指定した土地（箇所）で、現時点で整備のめどが立っていない箇所はあるか

（４）公園指定後、整備のめどが立ってない箇所数及び最長年数、最短年数は

２２ 天願 久史【一問一答方式】

１．教育環境の整備について

具志川東中学校の校舎及び各施設の整備に関連する事項について

２．具志川小学校裏門通学路の歩道設置に関連する事項について

３．防犯灯、道路照明灯に関連する事項について

４．農水産業振興戦略拠点施設（うるマルシェ）に関連する事項について
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２３ 下門 勝【一問一答方式】

１．消防・防災・災害等の対策について

２．子育て支援及び貧困対策等について

３．認定こども園及び幼児教育無償化等について

４．うるマルシェ等へのアクセス等について（路線バスや伊計屋慶名線、公共施設間連絡バス

など）

５．海の駅と道の駅について

６．毒グモ（セアカゴケグモ）調査及び対策について

２４ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．農水産振興戦略拠点施設うるマルシェについて

運営内容について

２．うるま市景観条例について

一部地域の高さ制限見直しについて

３．浜比嘉島の浜漁港の整備について

船揚げ場について

４．今年の台風被害について

本市の被害状況について

５．中城湾港の開港（今後の市と県との調整）について

倉庫会社や流通会社の状況と雇用条件について

６．江洲グスク跡公園について

計画から５０年余り、地権者からの取り下げ意見について

７．高江洲中学校校舎、中原幼稚園園舎の改築について

生徒の増に伴う今後の教室の確保について

２５ 平良 榮順【一問一答方式】

１．河川環境行政について

（１）天願川旧河川管理道路の整備について

（２）天願川赤田地橋から下流の水質悪化対策について

２．水産行政について

（１）停電時の発電機確保等緊急時対応について

（２）ポルトガルガキ養殖事業について

３．耕畜連携した農畜産行政について

（１）牛ふんの堆肥化推進システムについて

（２）環境保全型農業の推進について

（３）ヤギ生産振興について
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４．スポーツ行政について

（１）台風被害によるスポーツ施設の整備対応について

（２）スポーツコンベンション事業の推進について

２６ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．うるま市公共施設等の修繕・整備状況と取り組みについて

２.「地域防災力の強化」と「地域防災コミュニティー構築」へ向けた防災計画と取り組みにつ

いて

３．犬・猫の適正飼養と各行政機関の役割と連携について

４．介護職人材確保支援の現状・取り組みについて

２７ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．うるま市幼稚園、小・中学校クーラー整備及び危険ブロック塀対策について

（１）クーラー設置率及び使用可能な期間について伺う

（２）現在設置済みのクーラーは正常に可動できるのか伺う

（３）現在故障しているクーラーは、次年度使用するまでに整備可能なのか伺う

（４）うるま市における危険ブロック塀の現状を伺う

（５）建築基準法に適合しないブロック塀及び劣化が見られるブロック塀の学校数・危険箇

所数を伺う

（６）危険なブロック塀の早急な対応について伺う

２．うるま市小・中学校ＡＬＴ及び特別支援ヘルパーの現状について

（１）各学校に配属されているＡＬＴ、特別支援ヘルパーの仕事内容を伺う

（２）当初予定の配置人数と現在の状況を伺う

（３）人員不足している現状の対応を伺う

３．男女混合名簿導入後の検証と小学校午前中５時間制授業の導入について

（１）男女混合名簿が導入し、約８ヵ月が経ちますが導入前との検証結果を伺う

（２）今後も男女混合名簿は継続していくのか伺う

（３）小学校「午前中５時間制」「午後１時間制」について、長所・短所を伺う

（４）今後うるま市でも導入できないものか伺う

４．台風２５号の被害について

（１）うるま市幼稚園、小・中学校を含む公共施設の台風被害の現状を伺う

（２）台風が過ぎ去り２か月が経ちますが、未だに修繕されていない箇所が多々ある現状に

ついて伺う

（３）児童・生徒の安全面の確保からも学校は真っ先に修繕するべきだと考えるが、当局の

考え方を伺う

（４）台風２５号が襲来した当日の朝、７時過ぎに暴風域を抜けたがうるま市は、幼稚園、

小・中学校と完全休校となった。その経緯を伺う

５．学校給食費の改定について

（１）給食費改定に至った経緯について伺う

（２）給食費の納付率について伺う

（３）他市との学校給食費の月額の比較を伺う

（４）保護者への説明会開催について伺う
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６．ペット可能な公園（ドッグラン）等の整備及びスケボーパークの整備について

（１）うるま市内ペット同伴で遊べる公園（ドッグラン）が整備された公園はあるのか伺う

（２）現在ある既存の公園にドッグランを整備し、ペットと飼い主がともに過ごせる公園整

備ができないか伺う

（３）現在、総合体育館横にスケボー施設があるが、交通の不便さや人通りが少ないため、

大変心配である。もっと町中に市役所近くに安全で健全なスケボーパークの整備ができ

ないか伺う

７．川崎幼稚園・小学校車両進入口について

（１）現在の工事の進捗状況を伺う

（２）供用開始日時及び既存の横断歩道の整備について伺う


