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日付 順番 氏　      名 備考

1 仲本　辰雄

2 西野　一男

3 東浜　光雄

4 金城　勝正

5 比嘉　敦子

6 松田　久男

7 荻堂　盛仁

8 伊盛　サチ子

9  金城　加奈栄 １２/１８（月）の23へ変
更

10    9 大城　直

11　10 伊波　洋

12　11 宮城　一寿

13　12 永玉栄　靖

14　13 名嘉眞　宜德

15　14 中村　正人

16　15 下門　勝

17　16 伊波　良明

18　17 宮里　朝盛

19　18 幸地　政和

20　19 高江洲　賢治

21　20 平良　榮順

22　21 奥田　修

23　22 又吉　法尚

23 金城　加奈栄

24 喜屋武　力

25 喜屋武  正伸

26 佐久田　悟

27 仲程　孝

１２／１９（火）

１２／１５（金）

第１１９回　１２月定例会　一般質問通告割振り一覧

１２／１１（月）

１２／１２（火）

１２／１３（水）

１２／１４（木）

１２／１８（月）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄【一問一答方式】

１．平敷屋区住宅密集地問題の解決について

２．未買収道路用地取得事業の完了年度について

３．第７期介護保険事業計画における介護給付等の課題及び保険料について

４．所有者不明の土地問題について

５．地方交付税及び臨時財政対策債の今後の見通しについて

２ 西野 一男【一問一答方式】

１．津堅島の現状と将来の方向性について

（１）キャロット愛ランド公園遊歩道の補修について

（２）展望台の補修について

（３）津堅島における将来の都市公園設置について

（４）ヤジリ浜海岸浸食について

（５）中城湾港アギ浜地区漁港浸食について

（６）津堅地区２号貯水池建設について（２１－１工区）

（７）モズクの種苗場について

（８）今後の農業振興について

（９）津堅島での若者定住について

（10）小型焼却炉（チリメーサー）の現状と関連事業について

（11）行旅人死亡人の一時保管場所について

（12）今後の小中学校児童数問題について

（13）台風時（航路船欠航）における学校職員対応について

（14）旧津堅灯台の文化財指定について

（15）ホートゥガー（井戸）の文化財指定について

（16）小型消防ポンプ自動車の保管について

（17）救急搬送と搬送車両について

３ 東浜 光雄【一問一答方式】

１．信号機の設置について

市道勝連２－５２号線は勝連城跡に接する県道１６号線を起点として、県道８号線勝連平安

名地内・阿武堂を終点とする道路で、県道８号線から県道１６号線へ抜ける幹線道路として、

交通量がかなり増加し、県道８号線への結接点で交通安全の確保が難しくなっている現状にあ

ります。当局は、その現状を認識しているのかお伺いします

２．与那城総合公園多種目球技場の表示看板、案内板の設置について

与那城総合公園多種目球技場は、これまで市内外の多くの人たちに多種多様に活用されてき

たところです。ところが、与那城総合公園多種目球技場を探すのに不便を感じるという多くの

声が聞こえます。現在、与那城総合公園多種目球技場を示す看板と案内板は設置されていない

のかお伺いします

３．国民健康保険都道府県単位化について

現在の国民健康保険制度が平成３０年度（２０１８年）に国民健康保険都道府県単位化の新

制度に移行されることになっていますが、現状として、平成３０年度に新制度がスタートでき

る状況になっているのかお伺いします
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４．高齢者の医療・介護等連携事業の推進について

本市の平成２８年度の高齢化率は２０．２％となっています。今後も、高齢化率は増加の一

途をたどり団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）には、ひとり暮らしの高

齢者や高齢者夫婦のみの世帯、認知症高齢者はさらに増加することが予想されています。高齢

者の問題は全国的にも大きな社会問題となっており、早急に対策をたて、取り組むべき課題だ

と考えますが、当局の御見解をお伺いします。また、現在、本市では高齢者の医療・介護等連

携事業として、どのような事業の取り組みをしているのかお伺いします

４ 金城 勝正【一問一答方式】

１．道路行政に関連する事項について

市内街路樹の繁茂による交差点等の信号機の見通しの改善方について

２．与那城照間地区農村公園の整備に関連する事項について

３．石川漁業協同組合具志川支所に関連する事項について

４．第２次うるま市観光振興ビジョンに関連する事項について

５ 比嘉 敦子【一問一答・一括質問方式】

１．飼い猫の登録や条例制定について

２．ごみの投げ捨てゼロについて

３．「ＢＵ－１（ブーワン）選手権」について

４．県道８号線、１０号線への防犯灯設置について

５．こども議会について

６．男女混合名簿と学校トイレについて

６ 松田 久男【一問一答方式】

１．ふるさと納税制度について

ホームページを利用したふるさと納税制度において、使い道の選択項目に、認定ＮＰＯや法

人自治会を加えられないか

２．石川屋内運動場の雨漏り対策について

（１）根本的な補修はできないか

（２）照明器具の補修について

３．うるま市ＩＴ事業支援センターの指定管理者の指定について

（１）保育所も含めて契約に入っているか

（２）下請け業務において地元企業の優先活用は担保されているか

（３）家賃等の値上げはないか

（４）指定管理者による企業誘致活動は引き続き行われるか

４．建築設計業務の業者指名の改革と教育委員会における建設業務の移管について

（１）建築設計業務の入札制度改革について、現状を伺う

（２）今後の設計及び工事業務の都市建設部への統合について伺う
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７ 荻堂 盛仁【一問一答方式】

１．松くい虫について

（１）市内の松くい虫の調査、状況把握について

（２）国道３２９号付近の松くい虫の駆除は行ったか

（３）国や県、市で早急に対応ができないか

２．選挙について

（１）衆議院選挙の総括について

（２）今回の期日前投票についての選挙管理委員会の見解

（３）期日前投票所の増設について

（４）ポスター掲示板番号石川３８番と石川２９番の設置場所と位置について

３．公園の植栽管理について

（１）公園の植樹木は、指定されているのか。また、どのような木が適当か

（２）宮里のさんかく公園のモクマオウは、植えかえできないか

４．さくらねこ無料不妊手術事業の対応について

（１）うるま市で公益財団法人どうぶつ基金が行った、さくらねこ無料不妊手術事業の経

緯、経過を伺う

（２）与那城庁舎から石川庁舎に変更した理由

（３）トイレ使用の件の事情を伺う

（４）さくらねこ無料不妊手術事業に対する当局の見解

５．農地保全について

（１）うるま市における農業の位置づけについて市長の見解を伺う

（２）本市の過去１０年間の農地の推移

（３）平成２７年度の農地が５５８ヘクタールふえた原因について

（４）前原複合施設計画（仮称）の敷地の農地転用面積と土地改良区内の面積と農水産業振

興戦略拠点施設の敷地面積

（５）平成２７年９月定例会の農業委員会事務局長の答弁について

（６）農地の確保について

８ 伊盛 サチ子【一問一答方式】

１．国保行政について

国民健康保険の都道府県化に向け、各都道府県は厚生労働省の指針に基づく市町村の納付金

などの試算を市町村に示している。第３回試算後の保険料算定の状況はどのようになっている

のか伺う

２．下水道行政について

屋慶名５０７番地～５１２の２番地付近にて、水路コンクリートふたの破損事故が発生して

いるが、その原因究明や早期の抜本的修繕整備に取り組むとともに、市内の実態調査について

伺う

３．道路行政について

市道与那城９９号線（起点）及び県道３７号線へと交差する道路箇所の一部供用開始ができ

ないか伺う

４．環境行政について

（１）与那城池味阿茂地での石灰石採掘工事に関連して、環境や景観保全の観点から観光振
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興ビジョン、景観計画、景観条例との整合性について伺う

（２）関係部局からの採掘工事に関する意見聴取の内容について伺う

（３）伊計自治会からの要請に対する行政としての対応について伺う

５．基地行政について

相次ぐ津堅島訓練水域でのパラシュート降下訓練が急増していることに対し、「訓練水域の

撤廃」も求めていかなくてはならないとの声もある。市長の見解を伺う

９ 大城 直【一問一答方式】

１．津堅島海底送水管の付け替えについて

（１）概要説明を

（２）津堅島の農業用水について

（３）今後の地下ダムからの送水の展望について

２．史跡旧跡について

市内史跡旧跡への説明板の設置状況について伺う

３．海中道路を活用してのマリンスポーツ大会の開催について

各種マリンスポーツのイベント開催について

１０ 伊波 洋【一問一答方式】

１．環境行政について

（１）廃食油の分別回収について

（２）生ごみ（家庭系・事業系）の分別回収について

（３）雑紙（家庭系・事業系）の分別回収について

（４）草木（家庭系・事業系）の分別回収について

（５）４年前に策定した一般廃棄物処理基本計画の目標達成状況を伺う

（６）倉敷環境の営業停止による市への影響を伺う

２．補助金制度について

（１）平成２９年度補助金審査委員会からの答申について

（２）平成３０年度予算案に向けてどう反映するか各部長の意気込みを伺う

３．公有財産について

石川庁舎跡利用計画の経緯と経過、今後の展開について

４．公共施設整備について

（１）石川多目的ドーム駐車場整備計画について

（２）石川インター周辺広域観光拠点施設整備事業について

５．観光振興について

（１）（仮称）環金武湾大橋架橋の実現に向けて、市当局の考えを伺う

（２）環金武湾開発推進連絡協議会においての議論について

１１ 宮城 一寿【一問一答方式】

１．観光行政について

中城湾港の大型クルーズ船寄港整備要請について

２．環境行政について
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公害防止協定について

３．道路行政について

（１）琉球海運（株）中城総合物流センター開設に伴う道路整備について

（２）宮城島上原区・宮城区内道路整備・舗装について

（３）宮城島池味区内生活道路拡幅整備対応について

①池味８９５番地付近

②池味９４５番地付近

③池味１０１０番地付近

④上原８２０４番地付近

４．港湾行政について

（１）津堅島アギ浜港・ヤジリ浜浸食への工事対応について

（２）５島（津堅島・浜比嘉島・平安座島・宮城島・伊計島）港湾埋立地の県管理地活用

について

５. 行政全般について

（１）イチハナリアートプロジェクトについて

①２０１７イチハナリアートプロジェクト＋３の問題点について

②津堅島を含めた浜比嘉島・平安座島・宮城島・伊計島の２０１８イチハナリアートプ

ロジェクトについて

（２）津堅島でのガソリンの販売状況について

（３）うるま市出身の特定失踪者に対する市の取り組みについて

（４）島嶼地域歯科巡回治療の取り組み状況について

①島嶼地域（５島）の取り組み状況について

②中部地区歯科医師会と島嶼地域（５島）の口腔機能管理治療について

（５）東海岸開発基本計画における合併特例債の活用について

（６）宮城島池味区内採石工事について

１２ 永玉栄 靖【一問一答方式】

１．平和学習について

（１）県内で平和学習派遣事業を実施している市町村について伺う

（２）うるま市で平和学習派遣事業を実施していく考えはないか（広島、長崎）

２．生活道路の開通について

（１）平成２９年１１月２７日午前１０時頃、雨水幹線の生活道路で、車が運行中に、コン

クリートふたが破損し、貨物車後方が雨水幹線に落ちる事故が発生した。現在通行

どめであるが、今後の対策を伺う

（２）市道与那城９号線と市道与那城９９号線の一部と県道３７号線と連結して、開通して

おけば事故は防げたと考える。市民の生活道路を優先し開通に向けた市の見解を伺う

３．東海岸開発基本計画について

（１）各施策展開（ハード、ソフト施策）取り組み主体、行政が行う整備スケジュールの取

り組みについて伺う

（２）市道与那城１７号線、土地鑑定に関連する事項（市公有財産規則）について

（３）市道与那城１７号線、分筆測量委託業務関連等について

４．問題点の後処理について

（１）屋慶名大通り工事の区有地財産の土地買い上げについて、県と市の協議、対応を伺う

（２）与那城西原９０６－４、原野に市所有のマンホール、排水溝が幅員３メートル、長さ
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３３メートル、２本が私有地に放置されている。その調査、撤去について

５．財産について

（１）地上権、根抵当権、公有財産規則、法令等関連質問

（２）道路、河川、公共施設等の借り上げしていない土地また使用許可が切れている土地、

または公共施設の調査、把握、整理されているか伺う

１３ 名嘉眞 宜德【一問一答方式】

１．みどり町の市道の側溝改善について

２．旧コートニーホテル近くの市道、里道の管理について

抜本的な対応を伺う

３．談合事件の違約金について

４．公共施設のごみ（事業系ごみ）回収の入札について

それぞれの担当課の状況を伺う

５．Ｊ－ＰＯＷＥＲの石炭灰について

（１）埋立予定地の面積と現在の埋立部分は何％か伺う

（２）埋め立てしてから何年になるか伺う

（３）現在の石炭灰の処理と利活用を詳細に伺う

１４ 中村 正人【一問一答方式】

１．住環境問題について

倉敷環境の閉鎖に伴う市民への影響について

２．市民サービスについて

（１）具志川野球場陥没による市民への影響について

（２）窓口サービス課窓口の狭隘スペースについて

３．うるま市の経済環境について

（１）中城湾港新港地区の今後の展開について

（２）うるま市農林水産業（６次産業について）

４．うるま市行財政改革について

合併１０年の進捗状況及び結果について

１５ 下門 勝【一問一答方式】

１．学童クラブ関連施策について

２．保育園や学童クラブ等の在園児再申請（選考）制度について（待機児童対策）

３．道路等の冠水対策について

４．公園整備等について

５．通学路の安全対策について

６．個人情報の活用（取り扱い）について
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７．勝連平安名１３８４－１付近に建設された変電所について伺う

１６ 伊波 良明【一問一答方式】

１．空家等の適正管理に関する条例について

（１）条例施行後の島嶼地域及び以外の空き家利用状況及び課題等について

（２）管理・活用促進を図る上で楽天の仲介サイト「ライフルホームズ空き家バンク

（ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ空き家バンク）」への参加登録について

（３）市の仲介や賃貸借により所有者に安全・安心な有効活用ができないか

（４）所有権の債務について空き家のみなのか。危険住居も適用されるのか

（５）倒壊の危険性や周辺への生活環境に悪影響を及ぼすなどの報告や対応（指導・勧告）

の状況について

１７ 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の取り組みと今後の計画について伺う

２．公共施設等総合管理計画で学校施設整備事業等の整備はどう変わるか伺う

（例：兼原小学校・兼原幼稚園等の整備は）

３．うるま市の貧困対策について伺う

教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の支援を関係する部門、福祉部門、教

育部門、保健部門、雇用部門、住宅部門等の各部署の連絡会議で検討して、段階的に取り組む

との説明がありましたが、どのように対策を立て、取り組みをされたか具体的に説明して下さ

い

１８ 幸地 政和【一問一答方式】

１．公営住宅について

（１）東山公営住宅について

①東山公営住宅改修事業について

②東山公営住宅グリストラップについて

２．環境行政について

（１）廃棄物について

①産業廃棄物処理業者の許可取り消しについて

②農業振興地域内等の不法投棄について

（２）重油備蓄タンク新設について

①石川火力発電所重油備蓄タンク新設について

②桟橋の管理基準について

３．福祉行政について

（１）健康福祉センターうるみん施設について

①屋上施設について

②管理運営について

１９ 高江洲 賢治【一問一答方式】

１．擁壁上の転落防止柵（ガードパイプ）について

メイクマン前江洲十字路の擁壁上の転落防止柵の修復について

２．公園整備について
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江洲グスク跡公園整備について

３．江洲グスク跡の文化財指定について

２０ 平良 榮順【一問一答方式】

１．市民広場の整備について

（１）市民広場中央付近にある丘の整備について伺う

（２）野外常設ステージの整備について伺う

（３）市民広場夜間照明の整備について伺う

２．道路行政について

（１）安慶名３区線ラウンドアバウトについて伺う

（２）沖縄北インターチェンジの渋滞緩和対策について市の対応を伺う

（３）沖縄自動車道の勝連半島への延伸について伺う

３．住宅リフォーム支援事業について

（１）うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業について伺う

（２）沖縄県住宅リフォーム市町村助成支援事業について伺う

２１ 奥田 修【一問一答方式】

１.「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）旧学校区ごとの取り組み状況（実施済み、実施中、実施予定）と同活用方針に伴う事

業期間との整合性について伺う

（２）同活用方針から見直しした事業の有無について伺う

（３）同活用方針に基づく事業として、市が直接実施する総事業費と将来を見据えた事業

として完了することによって地域振興にどのような成果が期待されるかについて当局

の考えを伺う

２.「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）空き家実態調査実施に伴う活用意向調査の結果に対する動向と「お試し居住（試

住）」実施による移住促進への効果について伺う

（２）本年度事業の進捗状況と事業効果、今後の取り組みについて伺う

３．平安座自治会等からの要請事項について

消火栓格納箱の整備設置方についての取り組み状況を伺う

４．比嘉自治会からの要請事項について

県道２３８号線（比嘉～兼久間）延長整備と総合的な検討への取り組み状況について伺う

５．平安座自治会からの要請事項について

平安座地区下水道（流域下水道）の今後の取り組み状況について伺う

２２ 又吉 法尚【一問一答方式】

１．うるま市勝連南風原ふれあいパークに関連する事項について

（１）南風原ふれあいパークの設計された目的。また、その施設を使用する団体について伺

う

（２）施設内の草刈り及び台風後の折れた大量の枝葉の片づけについて伺う

（３）施設内にある外灯の修繕について伺う

（４）施設内にある管理棟（用具室）の外壁塗装及び窓ガラスの修繕について伺う
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（５）施設内に２カ所あるトイレの修繕について伺う

（６）隣接する住宅のブロック塀の補修について伺う

（７）隣接する土地改良記念碑の整備補修について伺う

（８）南原小学校前バス停のブロックベンチの補修について伺う

２．川崎ルーシー河線道路整備事業について

（１）事業の概要と現在の進捗状況を伺う

（２）川崎１８７番地具志堅商店裏の歩道整備について伺う

（３）具志川環状線と交差する十字路に横断歩道が設置できないか伺う

（４）栄野比側入口付近から工事がストップしている箇所に大量の不法投棄があるが、その

撤去について伺う

３. 具志川環状線について

（１）県道８号線と交差する十字路に右折矢印が設置できないか伺う

（２）いちゅい具志川じんぶん館入口交差点の信号機及び横断歩道の早急な設置について伺

う

４．川崎幼稚園、川崎小学校正門の移設に関連する事項について

（１）現在の正門を幼稚園の裏門側に移設すると話を聞いたが、その概要について伺う

（２）現在の車の乗り入れ口の目の前に横断歩道があり、大変危険な状態である。学校、Ｐ

ＴＡ、自治会から市長宛てに整備要請があったと思うが、その回答を求めます

（３）幼稚園側から新たな車の乗り入れ口を作る場合、正門から登下校する児童生徒の安全

性の確保について伺う

（４）幼稚園、小学校、ＰＴＡとの今後の意見交換と事業の説明について伺う

（５）幼稚園の外壁塗装もあわせてできないか伺う

５．うるま祭りについて

（１）第１２回うるま祭りの中止に至った経緯について伺う

（２）今回の祭りで計上していた総予算額（企業の寄附金含む）。祭りは中止になったが使

用した金額（何に使ったのか）。また、余った予算は幾らになり次年度に繰り越すの

か、それぞれ伺う

（３）メインステージで大トリを務める予定だった現代版組踊「肝高の阿麻和利」は「龍神

伝説」と隔年で開催しているかと思うが、来年はどうなるのか伺う

６．認知症対策について

（１）県内における認知症カフェ設置状況について伺う

（２）うるま市の今後の認知症カフェ開設予定について伺う

（３）歩く脳トレ認知機能改善アプローチについて、うるま市の考え方を伺う

２３ 金城 加奈栄【一問一答方式】

１．地域支援ホームについて

地域支援ホーム津堅いこいの家の施設の拡張について伺う

２．市営住宅入居について

市営住宅入居者募集について、入居者申込者数の現状について伺う

３．就学援助について

小学校入学前の支給について伺う

４．予防接種について
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高齢者のインフルエンザ予防接種、肺炎球菌感染症予防接種について伺う

５．道路維持管理について

石川一丁目、二丁目の地域のカーブミラーや停止線について伺う

２４ 喜屋武 力【一問一答方式】

１．江洲グスク跡の公園予定とその他宮里地域の未整備公園について

（１）江洲グスク跡の公園予定地の進捗状況について

（２）宮里児童公園整備の進捗状況について

２．いじめ問題について

（１）本市の取り組みについて

（２）スポーツを通して解決につながらないか

３．火災警報器の設置について

消防法で全ての住宅に取りつけが義務づけされている火災警報器について

４．島嶼地域の移住定住のインフラ整備について

（１）定住者に対しての本市の対応について

（２）光通信ケーブルについて

（３）伊計平良川線の当初計画途中で未開発となった道路について（県道１０号線）

５．観光行政について

（１）勝連城跡周辺整備計画後の観光客の来客導入について

（２）海中道路（平安座海中大橋）のライトアップ事業について

２５ 喜屋武 正伸【一問一答方式】

１．農業行政について

（１）うるま市農業振興ビジョンについて伺う

（２）うるま市農水産業振興戦略拠点施設について伺う

２．保育行政について

（１）待機児童解消の施策について伺う

（２）平成３０年、３１年に向けての施設計画及び待機児童解消数の予想を伺う

（３）今後の公立幼稚園の方向性について伺う

３．社会体育施設について

具志川総合体育館の改築計画について伺う

２６ 佐久田 悟【一問一答方式】

１．安心・安全な「まちづくり」への環境整備と事件・事故の軽減対策について

２．「地域防災コミュニティー」構築へ向けた取り組みについて

３．「地域包括ケアシステム」これまでの事業展開の実績と課題について

４．「うるま市生涯学習・文化振興センターゆらてく」の運営状況と施設の課題について
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２７ 仲程 孝【一問一答方式】

１．赤道区内への防災公園整備について

平成２６年６月２７日付、赤道自治会より赤道防災公園（仮称）新設要請書が提出されてい

るが、その対応と今後の赤道区内への防災公園・広場等の整備の考え方を伺う

２．県道２２４号線具志川環状線への信号機設置について

去る９月８日に開通した、県道２２４号線具志川環状線における、ＪＡ虹のホールうるま周

辺交差点への信号機設置について伺う

３．兼箇段区内農地への冠水被害の対応について

平成２９年９月２５日及び同年１１月２２日付、兼箇段自治会より要請のある２カ所の農地

冠水被害の対応について伺う

４．米原区内排水路の新設について

平成２９年１１月１６日付、米原自治会から要請のある排水路の設置について、当局の対応

を伺う

５．米原区内河川の環境整備について

平成２９年９月７日付、米原自治会から要請のある河川底の雑草・土の撤去要請依頼につい

て、当局の対応を伺う

６．赤道区内道路の安全対策について

平成２５年６月定例会で取り上げたが、市道２１１号線に接続し、新たに交差点となった箇

所が、依然危険な状態である。安全性確保に向けた当局の対策を伺う


