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１．市政運営の基本姿勢 

本日、第１０２回うるま市議会定例会が開催されるにあたり、平成２８年度予

算案をはじめとする各議案の説明に先立ちまして、私の市政運営に対する所信と

主要事業の概要を申し上げ、市議会議員並びに市民の皆さまにご理解とご協力を

お願い申し上げます。 

 

私は、市長就任以降「うるま市はひとつ・市民協働のまちづくり」をスローガ

ンに掲げ、３つの基本目標の実現に取り組んでまいりました。 

 

まず１つ目の目標である「経済の活性化と失業率の改善」については、「うるま

市失業対策アクションプラン」に基づき、「働く場の確保」「ミスマッチの解消」「就

業意欲の向上」の３つを戦略として定め、うるま市ふるさとハローワークや、街

角コンタクトセンターにおける求人情報オンラインシステムを活用した職業斡旋

業務をはじめ、各種人材育成事業などに取り組みました。 

これらの成果として、平成２７年度は１千人を超える新規就業者を見込んでお

ります。 

 

２つ目の目標である「教育・子育て支援の拡大」については、学校整備事業と

して、高江洲小学校、高江洲幼稚園、天願小学校、平敷屋幼稚園の増改築事業に

取り組みました。 

 

子育て支援については、認可保育所の新設、増改築により定員増を図り、また、

放課後の子どもの居場所づくりとして公民館と併設した学童クラブなどの環境整

備に取り組みました。 

さらに、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、認可外保育所の保育料の

助成やこども医療費助成の対象年齢を就学前まで拡大しました。 
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３つ目の目標である「地元企業育成と誘致、そして地産地消」については、中

城湾港新港地区を中心に、製造業など新たに２２社が立地し、今後も県による賃

貸工場等の整備により、新たな企業進出と雇用の創出が期待されます。 

 

地産地消の推進については、第１次産業の活性化と６次産業への展開を図るた

め、農水産業振興戦略拠点施設の整備に向け、実施設計業務に取り組むとともに、

指定管理者を決定するに至りました。 

 

２．昨年の振り返り 

さて、昨年は、合併１０周年の節目の年を市民と慶祝するとともに市民待望の

新庁舎が年末に完成し、新庁舎のお披露目と落成式典を開催しました。 

 

また、将来を担う子ども達の活躍も相次ぎました。 

まず、オールジャパン・ソロバン・チャンピオンシップで優勝した名嘉眞尚也

君と全国高等学校体育大会女子テニスのダブルスで優勝、シングルで準優勝した

リュー理沙マリーさんに対し青少年特別表彰を贈呈しました。 

さらに、中部農林高校バイオ研究部が高校生ビジネスプラン・グランプリで優

秀賞を受賞、具志川商業高校の上間僚君が高等学校ボウリング選手権大会で優勝

するなどの活躍がありました。 

そして、うるま市出身の上原健太君と国場翼君がプロ野球球団に入団しました。 

今後の活躍を市民とともに期待しています。 

 

 それから、地域の頑張りが認められる嬉しい話題もありました。 

まず、「豊かなむらづくり全国表彰事業」において、勝連南風原区が農林水産大

臣賞を受賞しました。 
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さらに、平敷屋小学校においては、地域の方々による学校支援活動が評価され、

文部科学大臣賞を受賞しました。 

これらの受賞は、各地域で活躍する皆様の励みとなり、さらなる地域の活性化

につながるものと期待しております。 

 

一方、経済情勢については、景気は緩やかな回復基調で推移しているものの、

地方経済は、まだまだ厳しい状況が続いております。 

国においては、更なる経済対策を進め、地方まで景気回復が実感できるような

対策を望んでおります。 

 

また、多くの国民が関心を寄せた安全保障関連法の成立や環太平洋経済連携協

定いわゆるＴＰＰの大筋合意など、今後の国民生活に大きく影響する政治的な動

きもありました。 

 

県内においては、米軍普天間飛行場の移設問題が混迷を深め、司法判断を仰ぐ

事態に至っているほか、伊計島沖では、米軍ヘリが輸送艦への着艦に失敗する事

故が発生しました。 

 米軍ヘリの事故について、市では、米軍をはじめとする関係機関に対し、厳重

な抗議を行い、事故等の迅速な公表や通報体制の見直し、事故原因の究明と安全

管理の徹底などを強く要求したところです。 

 

 また、本県の経済を牽引する観光産業においては、入域観光客が７７６万３,０

００人となり、３年連続で過去最高を更新し、外国人観光客は初めて１００万人

を突破しました。 

 今後も入域観光客の増加が予想されることから、本市においても引き続き、伝

統文化・歴史・自然環境を活かした観光誘客の取り組みを推進してまいります。 
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沖縄振興関連政府予算案においては、平成２８年度は、３,３５０億円の予算が

措置されています。 

そのなかでも、全国に比べて深刻な沖縄の子供の貧困に対応するため、今回、

新たに「沖縄子供の貧困緊急対策事業」が措置されたことは特筆すべきものであ

ると考えております。 

市としましては、国や県と連携し、子供の貧困対策を推進してまいりたいと思

います。 

また、本市の一括交付金配分額は、１７億５,４００万円となっており、平成２

８年度も引き続き、同交付金を活用した各種事業に取り組んでまいります。 

 

 我が国は、少子高齢化や人口減少の時代を迎え、社会保障への不安や雇用形態

の多様化をはじめとする社会構造の変化により、地域間や所得の格差が広がりつ

つあります。 

 このような状況を打開しようと、政府は、昨年に引き続き「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」による地方創生の取り組みや、「一億総活躍社会」の実現を目指

し、「希望を生み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会

保障」の新たな３本の矢を主軸とした各種政策により、経済の活性化を図ること

としております。 

 本市では、これらの政策について、国や県と連携し、課題解決に取り組んでま

いります。 

 

３．平成２８年度の予算規模 

次に、予算の概要についてご説明いたします。 

平成２８年度の予算編成については、「うるま市総合計画・後期基本計画」及び

「第１２回実施計画」等を踏まえ、各施策の目標達成に取り組むとともに、「第３
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次行政改革大綱」に基づく行財政改革の実施に努め、限られた財源を効果的に活

用するべく枠配分方式を基本に予算編成を行っております。 

 

 その結果、本年度の一般会計予算は、５２１億６４９万９千円となり、前年度

に比べ１．３％の減となっています。 

 

 また、特別会計予算は、国民健康保険特別会計ほか４つの特別会計の合計額が

３４１億９,９７７万８千円、公営企業の水道事業会計予算は、３７億 ３,７９

１万５千円となっています。 

 従いまして、本市の総予算規模は、一般会計、特別会計及び水道事業会計を合

わせた９００億４,４１９万２千円になります。 

 

参考：特別会計予算の内訳 

      国民健康保険特別会計     ２１,４２４,２２８千円 

      公共下水道事業特別会計     ２,６３９,３９２千円 

      介護保険特別会計        ９,２２８,７９２千円 

      後期高齢者医療特別会計       ８８８,９６４千円 

      農業集落排水事業特別会計       １８,４０２千円 

 

４．主要事業の概要 

次に、平成２８年度主要事業の概要について、「うるま市総合計画」に掲げた５

つの基本目標に沿って説明いたします。 

 

（１）「人と自然にやさしい基盤と環境を育てます」 

土地利用については、農業振興に配慮しつつ、市街地化、商業地化が進む地域
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の現状を踏まえ、農振地域や用途地域の見直しに取り組みます。 

 

 島しょ地域の振興については、引き続き、本市の重点施策として取り組むとと

もに、「うるま市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく施策や、「うるま市

島しょ地域学校跡地・跡施設活用方針」に基づく施策の実施に取り組みます。 

 また、本年４月に開校を予定している「Ｎ高等学校」と連携した島しょ地域の

振興にも努めます。 

 

市道については、安慶名西原線ほか９路線の継続事業の整備を進めるとともに、

新規事業として市道与那城６１号線道路整備事業に着手するほか、地域の生活道

路の整備も進めます。                                                           

また、国・県の建設事業については、勝連半島南岸道路整備の事業化に向け、

積極的に協力し、整備促進を図ります。 

街路については、新たに安慶名田場線に着手するとともに、引き続き、安慶名

３区線、兼箇段高江洲線の各道路改築事業を継続して推進します。 

 

 地域公共交通については、現在、各庁舎間を巡回している「庁舎間連絡バス」

の運行経路を広げ、公共交通空白地帯に位置する公共施設等を結ぶ「公共施設間

連絡バス」に移行し、市民の利便性の向上を図ります。 

 

安慶名土地区画整理事業については、建物移転を行い、幹線となる街路や区画

道路、上下水道の工事を実施し、宅地の早期利用を推進します。 

 また、屋慶名地区組合土地区画整理事業の着手に向けて技術的指導等の支援を

行うとともに、石川西地区及び江洲地区については、引き続き、技術的指導等の

支援を行いながら、早期完了を目指します。 
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市営住宅については、「うるま市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、引き続き、

長田団地建替事業に取り組みます。 

 

景観については、市民の景観づくりや緑化への意識を高めるとともに、「うるま

市景観計画」に基づき、沖縄らしい風景づくり推進事業を実施し、浜比嘉島など

の景観地区指定に向けて取り組みます。 

 

環境については、本市の望ましい環境の実現を目指す「うるま市環境基本計画」

などの推進に取り組みます。 

 

 ごみ対策については、循環型社会の構築を目指し、ごみの減量化や再利用・再

資源化の推進に努めます。 

 

野犬・ハブ等については、環境衛生の推進と市民の安全を確保するため、関係

機関などと連携し迅速な対応に努めます。 

 

墓地行政については、まちづくりとの整合性に留意した墓地立地の規制と誘導

に取り組みます。 

 

上水道については、安全・安心でおいしい水道水を安定的に供給します。 

また、配水ブロック中央監視システムを活用し、漏水箇所の早期発見と早期修繕

による有収率の向上を図ります。 

 

下水道については、「うるま市汚水処理施設整備構想」の見直しに基づいた、効

率的かつ持続的な汚水処理施設の整備と汚水処理業務の一元化に向けて取り組む

とともに、老朽化対策及び市街地の浸水対策として、雨水幹線改修整備を推進し
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ます。 

 また、経営基盤の強化を図るため、地方公営企業法の適用に向けた取り組みを

推進します。 

 

排水路については、浸食及び浸水による被害を防ぎ、地域住民の生活環境改善

を図るため、与那城西原排水路の整備を進めます。 

 

公園については、ヌーリ川公園、川崎公園、旧桃原小学校跡地緑地広場、下原

地区スポーツ広場及び米原緑地広場整備事業に引き続き取り組みます。 

 

橋梁の維持管理については、「うるま市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、修繕

及び更新に取り組みます。 

 

勝連城跡及び周辺地域については、勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業を引き

続き推進することにより、世界遺産としての文化的価値の保全と観光振興を含め

た複合的な文化観光拠点としての整備に取り組みます。 

 

 

（２）「郷土に誇りを持ち、明日のうるま市を支える人を育てます」 

幼児教育については、「子ども子育て支援新制度」の施行により、幼稚園におけ

る２年保育と、一時預かり保育事業の拡充や質の向上、保育園・幼稚園・小学校

の連携の推進を図り、安心して子育てができる環境づくりに取り組みます。 

 

学校教育については、児童生徒の基礎学力の定着を図るため、学力向上学習支

援員等を引き続き配置します。 

また、電子黒板の効果的な活用を図るとともに、児童生徒の情報活用能力の育
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成を図るため、各学校に引き続きＩＣＴ支援員を派遣します。 

 

特別支援教育については、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、特別支援ヘル

パーの配置など、必要な支援に努めます。 

 

教職員の研修については、教育研究と各種研修を充実させることにより、教職

員の資質向上や授業力の向上を図ります。 

また、適応指導教室や各地区相談室の運営の充実に努め、教育上の悩みを抱え

る幼児・児童生徒・保護者・教師の相談に応じ、課題解決に向け学校・家庭と連

携した支援を行います。 

 

いじめの防止等については、「うるま市いじめ防止基本方針」に基づき、学校、

家庭、地域、関係機関と連携を図り、いじめの防止等の対策に努めます。 

 

青少年の健全育成については、青少年の非行化を未然に防止するため、学校に

相談員を配置し、学校と地域が連携した指導活動や居場所づくりに取り組みます。 

また、保護者や児童・生徒への薬物乱用防止や有害情報防止に関する啓発活動

を行います。 

 

学校給食については、安全・安心で栄養バランスの取れた給食を提供するとと

もに、地元食材の活用や沖縄の年中行事食を取り入れた食育の普及・啓発や地産

地消を推進します。 

また、学校給食の安定的な運営を行うため、「学校給食センター第二調理場」「石

川学校給食センター」の調理などの業務を委託するほか、「学校給食センター基本

計画」に基づき、施設整備に取り組みます。 
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学校施設については、勝連小学校増改築事業に着手し、高江洲小学校及び天願

小学校の増改築事業に引き続き取り組みます。 

 また、赤道小学校の基本・実施設計、宮森小学校の基本設計業務については、

事業化に向けて取り組み、校舎等の耐震化を推進します。 

 

生涯学習については、学習情報の一元化に努め、市民の学習機会の拡充を図り

ます。 

 また、生涯学習と文化振興の拠点となる生涯学習・文化振興拠点整備事業を推

進します。 

 

生涯スポーツについては、市民がスポーツに親しむことができるよう、各種ス

ポーツ教室や競技大会を開催するとともに、関係団体と連携し、生涯スポーツの

活性化に努めます。 

 

図書館については、生涯学習の情報センターとして位置づけ、市民の生涯にわ

たる自己学習を支援し、生活課題の解決と文化の進展に寄与する図書館づくりに

努めます。 

 

文化振興については、「沖展選抜展」や「全島獅子舞フェスティバル」「市民総

合文化祭」などを開催し、市民の芸術文化の振興を図ります。 

 

芸術・文化施設については、市民芸術劇場、石川会館、きむたかホールの特長

を活かした自主企画事業の充実や舞台芸術活動の振興に努めます。 

 

文化財については、民俗文化財などの伝統芸能の保存・継承に努め、埋蔵文化

財の保護及び発掘調査を継続し、地域資源としての活用を推進します。 
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 勝連城跡については、史跡指定地の公有化と世界遺産としての価値の保存に引

き続き努めます。 

 

（３）「うるま市の魅力を生かした産業を育てます」 

農業振興については、農業振興地域整備計画の総合見直しに着手するとともに、

引き続き「農業振興ビジョン」の策定及び安定的な農業経営を支援する各種施策

や耕作放棄地の解消に取り組みます。 

 

農業農村整備については、安定的な農業生産環境の確保と生産性の向上を図る

ため、引き続き、農山漁村活性化対策整備事業、農業基盤整備促進事業などに取

り組みます。 

 

水産業の振興については、漁業経営の安定化と効率化を図るため、浜及び比嘉

地区の漁港整備を引き続き推進します。 

 

畜産業の振興については、引き続き、肉用牛生産拡大強化事業や各種施策を実

施し、生産拡大及び安定的な畜産経営を支援します。 

 

農水産業振興戦略拠点施設整備事業については、農水産物の販路拡大、地産地

消及び６次産業化の推進を図るため、平成２９年度内の供用開始に向けて、本体

工事に着手します。 

 

商工業については、商工会並びに通り会、事業者などと連携し、国や県の各種

補助や支援事業に取り組むとともに、商工会で実施する闘牛を活用した地域経済

の活性化や観光商品開発を支援します。 

また、うるま市、市商工会及び金融機関が連携した創業支援計画が国から認定
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を受けており、それに基づき、新規創業者の支援に取り組みます。 

 

企業立地については、企業誘致推進事業の実施により、県外に企業誘致コーデ

ィネーターを配置し、国・県と連携した企業誘致活動に引き続き取り組みます。 

また、中城湾港新港地区における東埠頭の一部供用開始に合わせて、港湾の活

用を踏まえた戦略的な企業誘致を展開します。 

さらに、コンカレントエンジニア人材養成事業により、ものづくり人材の育成

を行い、中城湾港新港地区への製造業を中心とする企業への人材供給及び本地区

における技術力の向上を図るとともに、ＥＶコミュニティ構築事業により、本市

において、コンバートＥＶの開発、利用及び普及を促進し、産業の活性化に向け

て取り組みます。 

 

観光振興については、平成２９年度を初年度とする観光振興ビジョンの策定に

取り組みます。 

また、うるま市観光物産協会を窓口とした体験・滞在型メニューのサービス展

開を支援するとともに、引き続き、島しょ地域活性化に取り組みます。 

 さらに、県内外への観光情報の発信や冬季観光誘客促進事業などの観光イベン

トを開催し、観光誘客の拡大を図るほか、中城湾港へのクルーズ船の寄港に伴う

観光振興、地域経済の発展に取り組みます。 

 

労働行政については、「ふるさとハローワーク」と「街角コンタクトセンター」

の求人情報オンラインシステムを活用し、求職者と企業のマッチングを支援しま

す。 

また、若年者の就業意欲を高めるため、就労支援事業を実施し、多様なキャリ

ア教育の充実に努めます。 
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高齢者の雇用対策については、就業機会拡充を図るため、引き続き、うるま市

シルバー人材センターと連携します。 

 

 

（４）「誰もが健康で、互いに助け合える地域を育てます」 

地域福祉については、「うるま市地域福祉計画」の後期計画が最終年となってお

り、これまでの総括検証を行うとともに、新たな地域福祉計画を策定し、「市民が

健やかに安心して暮らせるまちづくり」を推進します。 

 

障がい者福祉については、「第４期うるま市障がい福祉計画」及び「第２次うる

ま市障がい者福祉計画」に基づき、障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らせ

る共生社会の実現のため、総合的な相談支援体制や就労支援の充実等に取り組み

ます。 

 

国民健康保険については、医療給付費が年々伸び続けており、国保財政は一段

と厳しい状況にあります。 

 そのため、国保税の収納対策を強化するとともに、医療費適正化対策を推進し、

特定健診・特定保健指導の受診率向上を図り、被保険者が安心して医療を受けら

れるよう国保財政の健全化に努めます。 

 

 後期高齢者医療については、被保険者の健康の保持増進を図るため、長寿健診

の受診勧奨に努めるとともに、引き続き、人間ドック･脳ドック検診費用の一部助

成を実施します。 

 

生活保護については、要保護世帯が増加していることから、生活保護の適正実

施に努めるとともに、要保護者の自立に向けた支援を推進します。 
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また、「生活困窮者自立支援法」に基づく自立相談支援事業や住宅確保給付金事

業などの各種事業に取り組み、生活保護に至る前の支援を推進します。 

 

 健康づくりについては、「健康うるま２１」に基づき、妊婦・乳幼児から高齢期

に至るまで、母子保健事業、予防接種事業、健康増進事業などを実施し、市民の

健康づくりを推進します。 

 

高齢者福祉及び介護保険については、引き続き、「うるま市高齢者福祉計画・第

６期介護保険事業計画」を推進し、高齢者が住み慣れた地域において、安心して

暮らせるよう「介護・予防・医療・生活支援・住まい」を一体的に提供する「地

域包括ケアシステム」及び「介護予防・日常生活支援総合事業」の充実・強化に

取り組みます。 

また、島しょ地域における「高齢者福祉施設」の整備についても、引き続き、

検討してまいります。 

 

保育については、「うるま市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、認可外保

育施設の認可化の支援及び小規模保育施設の促進を図り、待機児童の解消に努め

ます。 

また、認可外保育施設を利用しているひとり親世帯や待機児童となっている児

童のいる世帯に対し、認可外保育施設保育料助成事業を引き続き実施し、保護者

の経済的負担の軽減に努めます。 

 

児童福祉については、学童クラブに対し、引き続き、放課後児童健全育成事業

を実施します。 

また、児童虐待防止や養育環境の向上を図るため、若年出産や養育環境が整っ

ていない家庭に対し、訪問による家事や育児等の援助を行う養育支援訪問事業を
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実施します。 

 

全県的な課題となっている子供の貧困対策については、国や県と密接に連携し、

本市の子供の貧困に関する現状把握を行うとともに、子供の貧困対策支援員の配

置や子供の居場所の提供、運営支援に取り組みます。 

 

 

（５）「市民とともに考え、築き上げるまちを育てます」 

市民協働のまちづくりについては、新たに市民協働課を設置し、地域における

主体的なまちづくり活動を支援するため、引き続き、地域活動支援助成事業を実

施します。 

 

国内外の交流については、「第６回世界のウチナーンチュ大会」にあわせ、世界

各地で活躍する本市関係者を招いた歓迎交流会を開催し、市民との交流を通して

相互の発展と活性化を図ります。 

また、友好都市である盛岡市との交流事業の推進を図ります。 

 

広報広聴については、広報紙や市ホームページ等を活用し、市政やまちづくり

に関する情報を発信するとともに、「パブリックコメント」や「市長へのＥメール」

などにより市民ニーズを把握し、行政経営に反映できるよう努めます。 

 

地域情報化については、地域活動の情報発信等の充実を図るため、引き続き、

自治会職員を対象にパソコン操作研修等を実施します。 

 

男女共同参画については、「男女共同参画推進条例」の周知や、「男女共同参画

行動計画」に基づく取り組みを引き続き実施し、市民や自治会、関係団体などと
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連携して、意識の醸成と参画機会の拡充に努めます。 

 

自治会活動の支援については、コミュニティの充実を図るため、江洲地区コミ

ュニティ供用施設の建設補助事業を推進するほか、備品等の整備を進めます。 

  

市民相談については、人権相談・行政相談及び無料法律相談を開設するととも

に多重債務などの消費生活相談についても関係機関と連携を図りながら、問題解

決に向け支援します。 

 

防災行政については、「うるま市地域防災計画」の実効性を高めるため、防災訓

練等の取り組みを進めるとともに、地域の自助・共助の強化に向け、引き続き、

自主防災組織の育成に努めます。  

また、防災情報の伝達機能の多様化・高度化を図るため、防災行政無線更新の

事業化に向けて取り組みます。 

 

消防行政については、与勝消防署庁舎建設の実施設計及び造成工事に着手しま

す。 

 年々増加する救急業務については、救命率の向上を図るため、救急隊員教育の

充実に努めるとともに市民等への応急手当て講習会を引き続き実施します。 

 併せて、高規格救急自動車及び資器材の更新・整備を図り、救急体制の充実強

化に努めます。 

さらに、石油コンビナート地区や危険物施設の保安管理体制及び建築物の火災

予防対策については、引き続き指導強化に努めます。 

消防団については、組織体制の見直し検討を行い、消防職・団員との更なる連

携により、消防力の充実強化に努めます。 
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 交通安全対策については「第１０次交通安全計画」を策定し、警察や交通安全

協会と連携を図り、飲酒運転の根絶と交通ルールの遵守に向けた啓発活動に取り

組み、交通安全意識の向上に努めます。 

 

 防犯対策については、市民・行政の協働のもと、防犯活動の展開や防犯協会を

中心とした協力体制の強化を図るとともに、引き続き、各自治会へ防犯灯のＬＥ

Ｄ化に向けた助成事業を実施します。 

 

基地問題については、これまで米軍の事件・事故の再発防止や安全管理の徹底

等を申し入れてきましたが、昨年は、米軍ヘリの着艦失敗事故により、市民や漁

業関係者に大きな不安を与えたことは、極めて遺憾であり、これら米軍から派生

する事件・事故等の問題解決には、過重な米軍基地負担の軽減、日米地位協定の

抜本的見直し等が必要であり、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会をはじめ、

関係機関との連携を図りながら、日米両政府及び米軍へ訴えてまいります。 

 

基地対策については、米軍航空機の騒音測定を引き続き実施し、実態の把握に

取り組み、市民の安全・安心な生活環境の改善に努めます。 

また、ホワイトビーチの原子力潜水艦の寄港については、国に対して、引き続

き、寄港の中止と安全対策を求めてまいります。 

 

行政改革については、第３次行政改革大綱に基づく実施計画を着実に推進しま

す。 

また、社会情勢や市の行政課題等に柔軟に対応するため、「こども部」の新設を

はじめとする組織機構改革を行い、市民サービスの向上に努めます。 

 

各庁舎の跡利用については、作業チームでの検討や民間活用のアイディア募集
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を行っており、体制を強化しながら迅速に取り組みます。 

 

また、市民の利便性の向上を図るため、コンビニエンスストアにおいて、住民

票や印鑑証明などが取得できるよう、コンビニ証明発行の実現に取り組みます。 

 

市税については、適正かつ公平な課税に努めるとともに、引き続き、徴収率の

向上と滞納繰越額の縮減に取り組みます。 

 

人事行政については、多様化する市民ニーズに対応できる職員の資質向上を目

指し、職員研修の充実及び人事評価の導入に向けて取り組みます。 

 

行政経営については、年々厳しくなる本市の財政状況等を踏まえ、施策の評価・

検証を行うとともに、より効率的な行政運営が図れるよう取り組みます。 

 また、市政運営とまちづくりの指針となる次期総合計画については、平成２８

年度中に策定します。 

 

５．結び 

以上、平成２８年度の市政運営にあたり、私の所信と予算案、主要事業の概要

について述べてまいりました。 

 

 昨年は、うるま市が誕生して１０周年という節目を迎えました。 

新年から新庁舎において業務を始めており、本年５月には、各庁舎の部署を集

約し、まちづくりの新たな拠点としてスタートいたします。 

今後もワンストップサービスをはじめ、市民の皆さまに対する行政サービスの

向上と効率的な行政運営に努めてまいります。 
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 また、合併以来、各地域の特色を活かし、均衡ある発展を目指しながら、市民

の融和と一体感を深めるため、諸事業を展開し、まちづくりの基盤を築いてまい

りました。 

 平成２８年度は、これまでの１０年間の歩みを踏まえ、本市のさらなる飛躍を

目指し、「市民協働のまちづくり」、「それぞれの地域の特性を活かした地域づくり」

に全力で取り組む所存であります。 

 

 市議会並びに市民の皆さまには、今後とも市政運営に対するご理解とご協力を

お願い申し上げ、私の施政方針といたします。 

 

平成２８年２月２４日 

                  うるま市長  島 袋 俊 夫 


