
№
年月（未記
入の場合は
回収時期）

意見・要望対象者
及び部署・施設等

担当部署 市民からのご意見・ご要望/市からの回答
評
価

環境課

　ゴミ収集の方が、我が家のゴミ置き場（50cmほどはなれて）で排尿
をしていました。とても不快でした。やめて頂きたいです。ゴミを出
しに行こうとした時にちょうど排尿中でゴミが出せませんでした。 ×

【回答】
環境課

　この度は市民の方へ不快な思いをさせ、深くお詫び申し上げます。
　今後このようなことがないよう、ゴミ収集事業所へ対し、しっかり
と指導してまいります。

　はじめての手続きで分からない事や不備があったりしたが、市民課
の方々に優しく対応してもらった。おかげでスムーズに手続きする事
が出来ました。本当にありがとうございます。

健康支援課

　動作法講習会に参加しました。主人も一緒に参加しましたが、73才
で参加できる運動講座が少なく、動作法講習会は年齢制限も高く講座
内容も激しい運動でもなく高齢の主人でも楽に無理なく参加できる講
習会でした。
　今回、4回だけの日数しか無く、これから色々と教わりたいことが
あったのですが4回で終了するのは非常に残念です。講習会に参加し、
腰痛もちの主人と私は腰痛も和らぎ、日々の生活にも活気が出て来た
のに終了になったのでこれから学ぶ事もあったのにと・・残念でなり
ません。
　次回の講習会にもぜひとも動作法講習会を開催して頂く様、中村市
長よろしくお願い申し上げます。

△

【回答】
健康支援課

　動作法講習会へのご参加ありがとうございます。
　今年度の講習会においては、会場休館等による日程変更のため回数
を減らしての実施となってしまいました。
　そのため、参加された方々へのフォローとして年度内に講習会の追
加開催を予定しております。開催日時が決まり次第、ご連絡いたしま
す。
　追加講習会については、コロナウイルス感染拡大状況により、変
更・中止となる場合もございます。ご了承くださいますようお願いい
たします。

営業課

　三回ぐらい支払いに行ってます。窓口はいつもえがおで対応してく
れますが今回はうしろにいる職員？対応ぶあいそうすぎる仕事はちゃ
んとして

×

【回答】
営業課

　この度は、職員の対応により不快な思いをさせてしまいましたこと
を深くお詫び申し上げます。今回いただいたご意見を真摯に受け止
め、親切丁寧な対応ができるよう、職員教育に努めてまいります。貴
重なご意見ありがとうございました。

障がい福祉課

　窓口も親切でスムーズに手続きができました。担当者（男性20～30
才代）がとても親切な対応でした。11/15(月)09:15来庁

◎

4 10月27日 動作法講習会

5 11月15日 窓口対応

6 10月12日 窓口対応

市民課 ◎

児童家庭課

　うるま市役所に勤務されている皆様、いつもありがとうございま
す。今回は、とても親切な対応に感謝しています。特に、男性職員の
物腰柔らかくて丁寧で的確な対応に幾度か感動してご意見させて頂き
ました。日々、大変だと思いますが、丁寧に対応していただきありが
とうございます。

◎

市民からのご意見・ご要望及び回答集計表
市民からのご意見は、原文どおりの掲載を基本としておりますが、誤字脱字、固有名詞、不適切な表現等は加
除修正させていただいております。

※評価欄は、◎：良い評価、×：悪い評価、△：要望、□：疑問　

1 10月11日 ゴミ収集

2 10月11日 窓口対応

3 10月22日 窓口対応
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管財課
市民課

１．市民課ロビーに設置されているテレビ（２台）高さが低すぎて、
後方に座っているイスの方々は見えません。台座にのせ、あと１Ｍぐ
らい高くして下さい。せっかくのサービスがもったいないです。
２．交付窓口の受け取りＮｏ．表示の時間が５秒→９秒にして、呼び
出し文字盤は９秒→５秒でいい。待っている人は自分の番号を確かめ
ようとしても短くて見れないときがある。（逆がいいです）

△

【回答】
管財課
市民課

●テレビ台について
【管財課の回答】
　ご意見ありがとうございます。
　市民ロビーに設置されている６５型テレビは市が設置しているもの
で、５５型広告モニターは民間企業が市との協定に基づき設置したも
のになります。そのため、今回は市が設置している６５型テレビにつ
いてお答えいたします。現在、テレビは４０ｃｍの高さの台座に乗せ
て設置しておりますが、車イスの方などからは、「これがぎりぎりの
高さであり、これ以上高くなると視界が遮られてしまう。」との意見
が寄せられております。また安全対策の面からもこれ以上高くするの
は難しいと考えております。ご要望に沿えず申し訳ありません。

●受け取り番号の表示について
【市民課の回答】
　受け取り番号の表示につきましては、ご要望を受け表示時間を調整
しました。貴重なご意見ありがとうございました。

都市政策課

　公共施設間連絡バスの時刻表がわかりづらいです。うるみんへ行く
ため与勝循環線で乗ると、与那城出張所で乗り換えが必要なときと、
乗りかえずそのままうるみんへ行けるときがありました。便によって
行き先が変わるのですか？乗りかえ等わかりやすい時刻表にしてくれ
るとたすかります。

△

【回答】
都市政策課

　うるま市公共施設間連絡バスをご利用頂きありがとうございます。
　まず、与那城・勝連地域においては、具志川と与勝を結ぶ「具志川
与勝線」と、勝連半島を循環する「与勝循環線」の２路線が運行され
ております。
　与勝循環線からうるみんへ向かう場合、同じバスが与那城出張所で
一度「具志川与勝線」へ路線が変更になります。そのままお乗り頂け
ればうるみんへ向かうことができます。
　ただし、１３時及び１４時台の与勝循環線は与勝循環線を３周する
ため、途中で具志川与勝線へ乗り換える必要(他のバスに乗り換え)が
生じます。
　また、ご指摘頂いた時刻表については、表示の仕方を工夫するな
ど、分かりやすい時刻表の作成に努めて参ります。
　実証運行は令和４年３月までの５ヶ月間実施いたしておりますの
で、ご利用頂くなかでご意見等ありましたら都市政策課までお問い合
わせください。

都市政策課
　公共施設間連絡バスについて、実証運行だと待ち時間が長過ぎるの
で、以前の時刻表に戻してほしい。 △

【回答】
都市政策課

　うるま市公共施設間連絡バスへのご意見ありがとうございます。
　11月から実施している実証運行については、地域からの要望等を踏
まえ具志川石川線で東山地域への乗入れ、具志川与勝線については路
線を３路線へ再編し、新たにうるマルシェやABLOうるまへの乗入を
行っています。
　路線を拡大しながらも、従来のバス車両４台での運行となっている
ことから、実証前と比較して待ち時間が長くなるバス停もございます
が、広く市民の皆様が便利にご利用いただけるよう実証実験を行い、
市民ニーズを整理した上で将来的な運行のあり方を考えていきたいと
思いますので、ご理解の程宜しくお願いします。

9 12月2日
公共施設間
連絡バス

7 11月2日 市民ロビー

8 11月11日
公共施設間
連絡バス
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市民課

　本日、分籍手続きで来庁したのですが、分籍届の書類にある続き柄
の男女の欄は、チェックボックスではなく、『（　）』など長女、次
女というように記載できるようにしてほしいです。２０年以上前にこ
ちらで戸籍手続きした際に私の続柄が「女」となっており、うるま市
役所の戸籍手続きミスにも関わらず、親が家庭裁判所まで行って訂正
しなければならず、大変だったと聞いています。同じミスが起こらな
いような仕組みにして、処理ミスを防いでほしいです。
　お仕事、多忙かと思いますが、本日は気持ちよく手続きできまし
た。よろしくお願いします。

△

【回答】
市民課

　ミスを減らす仕組み作りについてご意見いただき誠にありがとうご
ざいます。
　分籍届を含む戸籍届の様式は法で定められた「戸籍関係届書標準様
式」によるため、市の判断で様式の内容を変更する事ができない状況
にありました。この様式では続柄が「男」や「女」となってしまうミ
スがおきてしまうのではないか、というご心配ですが、男女の欄の
チェックボックス直前に、長女であれば「長」と二女であれば「二」
と記入頂き、必ず戸籍にて確認を行いミスがないよう注意しておりま
す。
　また、届書を受理した者以外に、２名が確認を行った後に戸籍に記
載しております。（なお、平成１６年１１月１日、戸籍法の改正によ
り同日以降に出生した方は、戸籍の続柄に「男」「女」と記載される
事は無くなり、「長男」「長女」「二男」「二女」と記載される事と
なりました。）

生涯学習
文化振興
センター

・ワクチン接種を２回接種した市民は通常利用させてほしい。
・緊急事態宣言やまん延防止措置の期間は臨時休館とありましたが、
土・日の開館してほしい。
・開館時間についても時間を区切らず利用させてほしい。

△

【回答】
生涯学習
文化振興
センター

　地区公民館につきましては現在、月曜日から土曜日の午前９時から
午後５時で開館しております。令和４年１月４日からは勝連・石川地
区公民館は通常どおり午後１０時までの開館を予定しています。
　与那城地区公民館については、施設老朽化によるコンクリート剝離
があり、日没後、施設利用者に対する安全面の確保が厳しいことから
午後５時に閉館します。
　日曜日の開館につきましては、「うるま市立公民館条例施行規則」
において日曜休館と定められておりますのでご理解ください。
　ワクチン接種証明書(接種済証）等の活用による地区公民館の利用制
限緩和につきましては、国で行われている実証実験等の結果を待ち、
対応を検討いたします。

農政課

　市内での豚舎からのニオイを行政で浄化ソウ設置するかで対応しな
いとファーストフード店等がテッ退などしたら人口もへるし補助事業
等でどうにかしてほしいです。夜川へタレ流しでクサイ！ △

【回答】
農政課

　ご提言の内容につきましては、「家畜排せつ物の管理の適正化及び
利用の促進に関する法律」の規定により、養豚飼養頭数100頭以上の飼
養管理者は貯留槽の設置が義務付けられており、100頭未満については
法に準じた施設が設置されております。
　悪臭については、環境部局を始め沖縄県等の関係機関と連携して指
導にあたり解決に向けて取り組んでまいります。ご提言ありがとうご
ざいました。

12 10月29日 農政課

10 11月22日 市民課

11 11月29日 地区公民館

3



№
年月（未記
入の場合は
回収時期）

意見・要望対象者
及び部署・施設等

担当部署 市民からのご意見・ご要望/市からの回答
評
価

市民からのご意見・ご要望及び回答集計表
市民からのご意見は、原文どおりの掲載を基本としておりますが、誤字脱字、固有名詞、不適切な表現等は加
除修正させていただいております。

※評価欄は、◎：良い評価、×：悪い評価、△：要望、□：疑問　

市民協働課

　夜のドリフト＆バイクなどがうるさくて眠れない。川田、塩屋、豊
原、州崎などの県道１６号＆３３号＆すざきぼうえきちたいです。タ
イヤコーン跡もかなり目立っている。ぼうはんカメラ強化して下さ
い。パトロールなどしんやはいかいが多い塩屋～川田など坂も目立つ
　１１０番、うるま署などに言っても限界
　大みそか、正月、クリスマス、ハロウィンなどになるとひどくな
る。
　うるま市長などに言ってください。

×

【回答】
市民協働課

　貴重なご意見ありがとうございます。
　騒音での日々の苦痛ご察しいたします。
　市としましても情報共有してまいりますが、暴走行為に関する取り
締まり等の対応につきましては、警察署の管轄となっております。ご
意見の当該地域に関しましては、今後も引き続き付近自治会から聞き
取りを行い、警察署や関係部署と情報の共有を図って参ります。

観光振興課

　子供３人連れで利用させて頂きました。肌寒い時期で久しぶりにコ
ロナが落ちついてきたしプール利用する事にしました。子供達はすご
く喜んでいましたがスタッフの年配の方からあれこれ声をかけられ、
しまいには泳ぎ方の指導的な事を言われ、さすがに引きましたが悪ぎ
はないと思いますが場を察してほしいし、ただただはしゃぎたいだけ
だのに残念
　来年はあたたかい時期にプール開業していたらいいですね。

×

【回答】
観光振興課

　ご意見頂きましてありがとうございます。新型コロナウイルス感染
症の影響により施設が長らく使えない状況で、楽しみにされてました
にもかかわらず施設スタッフの対応により、不快な思いをさせてしま
い申し訳ございませんでした。スタッフの対応について、今後改善す
るよう努めて参ります。

観光振興課

　電話予約の時、あいてるか聞いた時「ハイ残念、あいてません」っ
ていわれてムカツク。今日はつかえて楽しい

×

【回答】
観光振興課

　この度は施設スタッフの対応により不快な思いをさせてしまい申し
訳ございませんでした。スタッフの接遇について、改善するよう努め
て参ります。

観光振興課
　受付の担当２名実に不愉快な対応　配置替え望む

×

【回答】
観光振興課

　この度は施設スタッフの対応により不快な思いをさせてしまい申し
訳ございませんでした。スタッフの接遇について、改善するよう努め
て参ります。

14 10月24日
Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

16 11月10日
Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

17
勝連総合グラウン

ド

観光振興課

　とても対応が良く、楽しく理由させていただき、ありがとうござい
ます。 ◎

15 11月3日
Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター

13 11月21日 交通安全
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△

【回答】
プロジェクト
推進課

道路公園課

●石川庁舎や公共施設について
【プロジェクト推進課の回答】
　石川庁舎及び周辺公共施設について適切に点検・修繕等を行い、利
用者の安心安全確保に努めます。ご提言ありがとうございました。

●高さ制限について
【道路公園課の回答】
　本市においては、市全域を対象に景観法に基づく「うるま市景観計
画」を平成２３年３月に策定し、景観施策を推進しています。
　景観計画における建築物等の高さ制限については、工業地域や商業
地域は制限を設けておらず、近隣商業地域や住居系の地域で１７ｍ、
未指定地域においては、１２ｍと規定しております。
　地域の景観と調和した適正な整備・開発を誘導するルールにより、
市民、事業者、行政等がそれぞれの役割のもと協働により計画的、実
効的な景観づくりを進めていますので、本市の景観施策にご理解の
程、よろしくお願い致します。

プロジェクト
推進課

産業政策課

都市政策課

　現在沖縄市在住の元うるま市石川に住んだ事もありますが、今でも
よく石川に遊びに行き主に２０２０年にオープンした石川サンエーシ
ティーに昼でも夜でも買い物によく行きます。
　沖縄市在住だが車の任意保険も石川支店で納めるほどであり、石川
が大好きです。石川と言えば沖縄県中部に位置しており、高速道路も
あり、那覇、豊見城、糸満、八重瀬などの南部からも遠くなく、名
護、本部、国頭などの北部からも遠くなく、観光客の人達の多くが非
常に利便性がいいと言われてます。
　石川の直してほしいところは石川庁舎の建物と石川体育館は、非常
に老朽化しており、建物も石が落ちそうであり、震度５弱以上の地震
が起き、長く続けば確実に建物が倒壊するだろうと言われています。
石川唯一のよざ耳鼻咽喉科は、隣の町村金武町と恩納村に耳鼻科はな
く、観光客などのたくさんの患者がおり、受付から診察まで２時間程
度かかります。
　石川にはまた大きな徳洲会病院みたいな病院がないので石川に徳洲
会病院みたいな病院があれば金武町や恩納村の住民や観光客が助かる
と思います。
　石川の利便性の良さを考えると北中城村にあるイオンモールライカ
ムよりも大きいイオンモールが出来てほしいし、イオンモールライカ
ムが出来る前、石川山城楚南当たりも、実際に候補に上がっており、
ライカムから山城楚南までの距離は約１２㎞車で約３０～４０分ぐら
いでちょうどいい位置にあり山城楚南当たりにイオンモールが出来れ
ば沖縄県の利便性を考えると向いていると思うのでライカムより大き
いイオンモールが出来てほしいと思います。　石川にはユニクロとド
ラッグイレブンとコザ信用金庫支店がないのでこれも出来てほしいで
す。
　石川には高層ビルがなく、金武町屋嘉でも高層ビルが最近出来たの
で、具志川も高層ビルはないが与勝は城があり建てられないと聞いた
事があるが石川には、１６Ｆ～２０Ｆぐらいで４５Ｍ～６０Ｍぐらい
の高層ビルが出来てほしいと思います。
　陸上競技場も野球場も老朽化しており、石川庁舎と体育館付近は莫
大なお金を使って埋め立てし、コロナが終息し、大阪万博２０２５年
以降の石川は変わってほしいし、２０４９年までにはすべてこれが出
来てほしいと思っています。長文になりました。

18 11月11日 石川地区
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