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１．市政運営の基本姿勢 

 

本日、第９３回うるま市議会定例会が開催されるにあたり、平成２７

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、全国に先

駆けて厚生労働省が推進する求人情報オンラインシステムの導入をはじ

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２６年度の新規就業者数は１，０００人を

突破する見込みとなっております。 

 

 



- 2 - 
 

２つ目の目標である「教育・子育て支援の拡大」については、学校環

境整備として、高江洲小学校、高江洲幼稚園、天願小学校、天願幼稚園、

勝連幼稚園、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、児童の健全育成や地域の伝統芸能・文化を保

存継承する施設として｢きむたかこどもセンター｣の供用を開始するとと

もに、子どもの安全確保及び待機児童解消を図るため、法人保育園２園

の増改築事業に取り組みました。 

 

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、昨年度の沖縄振興特別措置法の改正に伴い、中城湾港新港地区の

全域が国際物流拠点産業集積地域に指定され、現在同地域には１７６社

が立地し、雇用者総数は４，６４６人となっております。 

平成２６年度には、製造業など新たに２３社が立地する見込みとなる

ほか、今後、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。 

 

 

 



- 3 - 
 

 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、基本設計業務を

実施するとともに、用地取得等に取り組みました。 

 

さて、昨年を振り返りますと、１０月に定数削減後の市議会議員選挙

が行われ、新人６人を含む３０人の議員が誕生しております。 

 

また、多くの青少年が文化・スポーツ面で活躍した年でもありました。 

そのなかでも、前原高校サッカー部の全国大会出場や、高江洲小学校マ

ーチングバンドの全国大会銀賞受賞、中部農林高校バイオ研究部の「第

２回高校生ビジネスプラン・グランプリ」優秀賞受賞など私たちに明る

い話題を提供してくれました。 

 

自然災害では、７月に台風８号の豪雨による影響で天願川が氾濫し、

周辺住宅等に大きな被害がありました。 

本市では市民の生命及び財産を守る立場から、天願川については未整

備箇所の早期整備を行うよう、関係部署と連携を図りながら、河川管理

者であります県と協議し、対応していきたいと考えております。 

また、米軍機からの相次ぐ部品落下事故等については、米軍並びに沖
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縄防衛局へ再発防止や安全管理の徹底を強く要請するとともに、日米地

位協定の抜本的な見直しの実現に向けて今後も県をはじめ、関係市町村

と連携してまいります。 

 

 国内の経済情勢に目を向けますと、政府による経済政策により回復基

調で推移してきたものの、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動

減や円安による輸入物価の上昇などの影響を受け、年度後半には実質Ｇ

ＤＰ成長率がマイナスとなりましたが、年末に閣議決定された緊急経済

対策などにより、引き続き緩やかに回復していく見込みとなっています。 

 

政治の面では、１２月に消費税率の引き上げ先送りを争点とした衆議

院選挙が行われました。 

引き続き政権を担う安倍総理には、積極的な経済政策の推進とともに

沖縄振興にもご尽力いただきたいと思います。 

 

また、昨年１１月の沖縄県知事選挙で誕生しました翁長雄志新知事に

は、沖縄県の均衡ある発展を目指し、国と連携した振興策の実施に取り

組んでいただきたいと思います。 

 



- 5 - 
 

 県内においては、昨年の入域観光客数が初めて７００万人を超え過去

最高を記録しました。 

県では２０２１年度の入域観光客数１，０００万人達成を目標に掲げ

ており、今後も観光客数の増加が予想されることから、引き続き本市に

おいても伝統文化・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。 

 

 平成２７年度沖縄振興関連政府予算案においては、３，３４０億円の

予算が措置され、本市の一括交付金配分額は、１７億５，３００万円と

なっております。  

 本年度も引き続き、同交付金を活用した各種事業に取り組んでまいり

ます。 

 

 昨年末に閣議決定された「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「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に

伴う国の大型補正、「子ども・子育て支援新制度」への対応が求められて

おります。 

また、教育長と教育委員長の一本化や、首長が教育方針等を教育委員

と話し合う「総合教育会議」を設置する改正法が本年度から施行されま
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す。 

これらの新制度に適切に対応するとともに、本市の課題解決に取り組

んでまいります。 

 

 次に、予算の概要についてご説明いたします。 
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２．平成２７年度の予算規模 

 

平成２７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１１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２次行政改革大綱」に基づき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、５２８億６４０万２千円となり、

前年度に比べ０．７％の増となっています。 

 

 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３３３億６，９５４万８千円、公営企業の水道事業会計予算は、

３７億７，１０７万円となっています。 

 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８９９億４，７０２万円になります。 
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３．主要事業の概要 

 

 次に、平成２７年度主要事業の概要について、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」 

 

島しょ地域の振興については、本市の重点施策として位置づけており、

引き続き津堅・島おこし支援事業に取り組むとともに、学校跡利用につ

いて地域の意向を踏まえながら、「うるま市島しょ地域学校跡地・跡施設

活用方針」に基づき着実に推進しているところです。 

また、東海岸開発基本計画については、藪地島の市道与那城１７号線

道路整備事業に取り組みます。 

 

市道については、安慶名西原線ほか８路線の継続事業の整備に引き続

き取り組むとともに、新たに与那城１８号線、与那城３９号線の道路整

備事業に着手するほか、地域の生活道路の整備も推進します。 

また、国・県の建設事業については、（仮称）勝連半島南岸道路整備の

事業化に向けて積極的に協力し、整備促進を図ります。 
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街路については、安慶名３区線、兼箇段高江洲線などの各道路改築事

業を継続して推進します。 

 

新たな地域公共交通の推進については、現在実施しております交通サ

ービス実証実験の検証を踏まえ、今後の運行の在り方について検討して

まいります。 

 

土地区画整理事業について安慶名地区は、建物移転の進捗に合わせて

インフラ整備を行い、宅地の早期利用を促進するとともに、住居表示整

備事業を実施します。 

また、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。 

 

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及び東山団地改修事業に取り組みます。 

 

景観については、「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。 
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 また、市民の景観づくりや緑化への意識を高めるとともに、各団体へ

の緑化資材を補助するなどの緑化運動に取り組みます。 

 

環境については、市民から要望の多い悪臭対策について引き続き取り

組んでいくとともに、「うるま市環境基本計画」などの推進に努めます。 

 

ごみ対策については、引き続き循環型社会の構築を目指し、野犬・ハ

ブ等の対策については、環境衛生の推進と市民の安全を確保するため迅

速な対応に努めます。 

 

墓地については、立地の規制誘導を進めるとともに、墓地経営の適正

化に向けた取り組みに努めます。 

 

上水道については、引き続き島しょ地域の水質保全事業や漏水の早期

発見に有効な配水ブロック中央監視システムの整備などに取り組みます。 

また、給配水管更新工事の推進に努め、安全な水道水の安定供給と有

収率の向上を図ります。 

 

下水道については、地域特性等を考慮した「下水道等整備構想」の策
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定に取り組むとともに、快適な生活環境や河川などの水質保全を図るた

め、「うるま市公共下水道長寿命化計画」に基づき、施設整備の推進に努

めます。 

 

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、引き続き与那城西原排水路及び天願排水路の整備

を推進します。 

 

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

場及び下原地区スポーツ広場事業に引き続き取り組むとともに、江洲第

２公園及び（仮称）米原緑地広場の事業化に向けた調査を実施します。 

 また、既存の公園については、遊具等の更新に取り組むとともに「公

園里親制度」による管理に取り組みます。 

 

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

と体験・交流型観光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。 
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（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

上学習支援員を引き続き配置します。 

また、小中学校の普通教室へ電子黒板等のＩＣＴ機器を設置するとと

もに、児童生徒の情報活用能力の育成を図るため、各学校に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

支援ヘルパー設置など必要な支援に努めます。 

 

教職員研修については、教育研究と各種研修を充実させ、教職員の資

質や授業力の向上に取り組みます。 

 また、不登校など教育上の悩みを抱える幼児・児童生徒・保護者・教

師の相談に対応し、課題解決に向け、学校・家庭と連携した支援を行い
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ます。 

 

いじめ防止対策については、「うるま市いじめ防止基本方針」を定め、

学校、家庭、地域、関係機関と連携を図り、いじめ防止に努めます。 

 

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・地域と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とれた給食を提供

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、第二調理場の一部民間委

託をするほか、「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。 

 

学校施設については、高江洲小学校及び高江洲幼稚園、天願小学校の
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増改築事業に引き続き取り組みます。 

 また、勝連小学校の基本・実施設計、赤道小学校の基本調査業務に着

手し、校舎等の耐震化を推進します。 

 

生涯学習については、関係部署との学習情報の一元化を図ることによ

り、市民の学習機会への情報提供の拡充を図ります。 

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

事業の本体工事に着手します。 

 

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を図ります。 

 

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、市民の文化活動や芸術活動の発表機会の充実を

図るため、「沖展選抜展」や「全島獅子舞フェスティバル」「市民総合文
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化祭」などを開催します。 

 

芸術・文化施設については、活動の拠点となる市民芸術劇場、石川会

館、きむたかホールの特長を生かした文化活動や地域振興事業を展開し、

市民の芸術文化の振興を図ります。 

 

文化財については、その保存・活用を図ることで、特性を生かしたま

ちづくりや地域づくりを推進するとともに、郷土に愛着と誇りの持てる

歴史教育の普及に努めます。 

また、世界遺産勝連城跡については、史跡指定地の公有化に向けた土

地買上事業を推進するとともに、引き続き整備事業に取り組みます。 

 

 

（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、「うるま市農業振興ビジョン」を策定するととも

に、引き続き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。 
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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、農山漁村活性化対策整備事業や農業基盤整備促進事業に

取り組みます。 

 

水産業振興については、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事業に引き続き取り組みます。 

 

畜産業振興については、肉用牛生産拡大強化事業などを実施し、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次産業化の推進が期待されており、平成２９年度内の供

用開始に向けて取り組みます。 

 

商工業については、商工会並びに通り会、商店会などと連携し、国や

県の各種助成や支援事業に取り組むとともに、「地域住民生活等緊急支援

のための交付金」を活用したうるま市プレミアム商品券振興事業や住宅

リフォーム支援商品券発行事業に取り組みます。 
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企業立地については、新たな「うるま市・金武町企業立地促進基本計

画」に基づき、県や企業立地推進コーディネーターと連携した企業誘致

活動に引き続き取り組みます。 

また、企業誘致推進事業などを実施することにより、中城湾港新港地

区の物流環境の改善をはじめ、モノづくりの振興を図り、戦略的な企業

誘致を展開してまいります。 

 

観光振興については、海中道路のライトアップと併せた海の駅あやは

し館の有効活用を促進するとともに、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します。 

 また、ＩＣＴ等のメディアを活用した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、ス

ポーツコンベンションの推進に向け、市民、行政、関係団体などを網羅

した協議会の立ち上げに取り組みます。 

 

民泊事業の推進については、関係自治会や民間事業者と連携し、受け

入れ体制の構築と共有化、安全・安心を確保するためのルールづくりに

取り組みます。 
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物産振興については、商品開発プロモーション事業を引き続き実施し、

県内外に向け、農商工連携による市産品の新たな商品開発や既存商品を

含めた販路拡大を図ります。 

 また、うるま市観光物産協会へ引き続き地域おこし協力隊員や観光プ

ロデューサーを派遣し、本市のさらなる観光物産振興の強化を図ります。 

 

労働行政については、「ふるさとハローワーク」で導入した求人情報オ

ンラインシステムや就活サポート「であえ～る」などの推進により、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の取り組みとして、ジョブシャ

ドウイングやチャレンジジョブなどの事業を実施し、多様なキャリア教

育の充実に努めるとともに、高齢者の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てまいります。 

 

うるま市・金武町・宜野座村で構成している金武湾開発推進連絡協議

会では、ゆいゆいウォークをはじめ、雇用対策、産業振興及び観光振興

を図るためプロモーション活動などの広域連携を推進します。 
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（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（後期計画）」に基づき、

うるま市社会福祉協議会や民生委員・児童委員協議会などの関係団体と

連携し、「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、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、各種福祉サービスを推進していくとともに、

就労支援事業所で働く障がい者の支援事業に取り組みます。 

 

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、健康づくりとして、

特定健診・特定保健指導の受診率向上に努め、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、人間ドック・脳ドック検診費用

の一部助成を引続き実施します。 
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国民年金については、広報活動や年金相談などを通して年金制度の周

知を図るとともに、年金事務所等の関係機関と連携し、市民の国民年金

受給権の獲得に努めます。 

 

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。 

また、本年度から施行される「生活困窮者自立支援法」に基づき、生

活困窮者の自立支援策として、自立相談支援事業や住宅確保給付金事業

などを推進します。 

 

 健康づくりについては、健康長寿の実現を目指し「健康うるま 21」に

基づき、母子保健事業をはじめ、予防接種事業、健康増進事業など市民

のライフステージに合った各種事業に取り組みます。 

 

高齢者福祉及び介護保険については、「うるま市高齢者福祉計画・第６

期介護保険事業計画」に基づき、高齢者が住み慣れた地域において安心

して暮らしていけるよう「介護・予防・医療・生活支援・住まい」を一

体的に提供していく地域包括ケアシステムの充実・強化に取り組むとと
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もに、島しょ地域高齢者福祉施設整備調査事業を実施します。  

 

保育については、待機児童の解消を図るため「うるま市子ども・子育

て支援事業計画」に基づき、既存保育施設の増改築、分園、小規模保育

施設を推進するほか、認可外保育施設の認可化促進、新規の施設整備に

より保育の「量」の拡充を年次的に図ります。 

また、保育・教育の「質」の向上を図るため、保育士の人材確保、処

遇改善に努めるとともに、ひとり親世帯に対する支援についても県と連

携して取り組んでまいります。 

 

児童福祉については、児童の健全育成や地域の伝統芸能・文化を保存

継承する施設として｢きむたかこどもセンター｣の活用促進を図るととも

に、地域に根ざした子育て支援の推進として、田場公民館と併設した学

童クラブ室の建設に取り組みます。 

 

こども医療費助成については、通院費の対象年齢を満３歳から満４歳

までに引き上げ、保護者の経済的負担の軽減に努めます。            

 また、県が予定する通院費の助成対象拡大への動向にも注視しながら、

引き続き対象年齢の拡充を検討してまいります。 
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児童虐待及びＤＶ等の対策については、年々複雑かつ緊急性を伴うケ

ースが増えていることから、迅速に対応できる体制の充実を図り、子ど

もの健やかな成長と女性が安心して生活できる地域社会づくりに努めま

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、本年度から地域審議会に代わり、

総合計画評価委員会を設置し、総合計画の進捗管理及び評価を行い、総

合計画の着実な進行に努めます。 

また、地域における主体的なまちづくり活動を支援するため、「うるま

市地域活動支援助成事業」を引き続き実施します。 

 

国内外の交流については、海外移住者子弟研修生受入事業を引き続き

実施するとともに、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、広報誌や市ホームページを活用し、市政やまち
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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。 

また、市ホームページのリニューアルを行い、誰にでも利用しやすい

サイト作りに努めます。 

 

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、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」に基づき取組みを実施するとともに、市民や自治会、

関係団体などと連携して、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、田場

地区コミュニティ供用施設建設事業を推進するとともに、旧宮城幼稚

園・小学校跡地活用調査事業を実施します。 

 

市民相談については、相談者ニーズに応じた各種相談を実施するとと

もに、関係機関と連携し、市民相談サービスの充実に努めます。 
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防災行政については、地域の自助・共助の強化を図るため、自主防災

組織の育成に努めます。 

また、大規模災害時における応援・協力体制の強化を図るため、昨年

度の沖縄市に引き続き、恩納村との「相互応援協定」の締結に取り組み

ます。 

 

消防行政については、与勝消防署庁舎建設事業に着手するとともに、

消防・救急デジタル無線の整備及び沖縄県消防指令センターの運用に向

け取り組みます。 

消防団については、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す

る法律」の施行に基づき、体制の充実強化に努めます。 

また、救命率向上を図るため、医療処置の拡大に対応できる救急救命

士の育成を目指し、研修体制の充実に努めます。 

 

石油コンビナート地区などの危険物施設の安全対策については、指導

強化に努めます。 

また、住宅防火については、住宅用火災警報器の設置及び維持管理な

ど、住宅防火対策の推進に取り組みます。 
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交通安全対策については、交通安全思想の普及を図るため、警察機関

や交通安全協会などと連携し、飲酒運転の根絶や交通ルールの順守に向

けた広報啓発活動に取り組みます。 

 

防犯対策については、安全で安心な市民生活を確保するため、警察機

関や防犯協会と連携し、防犯体制の強化に努めるとともに、防犯灯の設

置拡充と既設防犯灯のＬＥＤ化を引き続き支援します。 

 

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、その後も事件・事故が繰り返され

ている状況は、市民に大きな不安を与えております。 

これら米軍基地から派生する事件・事故等の問題解決には、加重な米

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、市民の安全・安心な生活環境を確保するため、

米軍航空機の騒音測定を引き続き実施し、実態把握と公表に努めるとと

もに、ホワイトビーチの原子力潜水艦の寄港についても、国に対して寄
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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、本年度から施行する「第３次行政改革大綱」に

基づき実施計画を推進します。 

また、市民ニーズや行政課題に対応し、市民サービスの向上を図るた

め、組織機構改革に向けた取り組みを行います。 

 

市民サービスの新たな拠点となる新庁舎については、平成２８年１月

の供用開始を目指して引き続き建設工事を実施するとともに、新庁舎移

転に伴い、現本庁舎の改修にも取り組みます。 

また、各庁舎の跡利用については、「公共施設等マネジメント計画」に

基づき、推進体制の構築を図りながら取り組みます。 

 

人事行政については、社会経済情勢の変化と多様化する市民ニーズに

適切に対応できる職員の資質向上を図るため、「人材育成基本方針」の改

定や、職員研修の充実に努めるとともに、人事評価制度の導入に向けた

取り組みを実施します。 

 

行政経営については、総合計画に基づき、まちづくりの課題解決や、
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行政サービスの向上を図るため「うるま市行政経営方針」を策定すると

ともに、行政経営方針と予算編成や実施計画の策定等を連動させる新た

な仕組みづくりに取り組みます。 

また、まちづくりの指針となる次期総合計画策定に向けた取り組みを

実施します。 

 

市税については、電話催告センターの活用や、滞納整理の強化により

徴収率が向上しており、本年度も引き続き、適正かつ公平な課税に努め、

徴収率の向上と滞納繰越額の縮減に取り組みます。 
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４．結び 

 

以上、平成２７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。 

 

４月１日には、うるま市が誕生して１０周年という節目を迎えます。 

この１０周年の節目を市民全体で祝い、喜びを分かち合い、あらため

て私たちのまちを愛し、誇りに思う機会として様々な記念事業を実施い

たします。 

一年を通したイベント等を実施していくなかで、市民の融和と一体感

を一層深め、本市の更なる飛躍を目指して全力で市政運営に取り組んで

まいります。 

 

結びに、市議会並びに市民の皆さまの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２７年２月２５日 

 

うるま市長  島 袋 俊 夫 


