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平 成 二十 六 年 六 月
第 八 十 六 回 う る ま 市 議 会定 例 会

一

第８６回 ６月定例会 一般質問通告割振り一覧（案）
日付
６/１８（水）
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６/２０（金）
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氏
名
仲本 辰雄
田中 直次
金城 勝正
平 正盛
名嘉山 隆
比嘉 敦子
松田 久男
東浜 光雄
島袋 行正
下門 勝
伊波 良紀
名嘉眞 宜德
田仲 康和
宮里 朝盛
喜屋武 正伸
照屋 義正
石川 眞永
又吉 法尚
仲程 孝
兼本 光治
幸地 政和
伊盛 サチ子
奥田 修
佐久田 悟
中村 正人
喜屋武 力
高江洲 賢治
永玉栄 靖
平良 榮順
德田 政信

備考

質
問
1 仲本 辰雄
１. 国民健康保険事業の医療費適正化について
（１）レセプト点検による効率化について
（２）残薬について

事

項

２. 伊波メンサー後継者育成事業の今後の展開について
３. 平敷屋製糖工場跡の保存整備及び活用について
４. 津堅島の振興について
５. 学校統廃合に伴う跡地利用について
６. コミュニティバス及びデマンド交通サービス実証実験事業について
２ 田中 直次
１. うるま市合併から１０年目を迎え９年間の合併の考察について
（１）合併自治体への新支援について
（２）うるま市公共施設等マネジメント計画について
（３）教育環境の整備と教育文化水準の向上について
（４）政府の教育改革について
（５）公共機関などの設置（廃止）などは
（６）うるま市のいくつかの施設について
（７）うるま市の歳入について
（８）未来の見えるまちづくり、地域づくりをどう進めるか
２. うるま市総合計画について
（１）基本構想と基本計画の期間について
（２）「総合計画を基軸としたトータルマネジメントへの展開」から
（３）「基本構想」について
（４）「総合計画」をどのように位置づけ、取り組むか
（５）後期基本計画について
３ 金城 勝正
１. うるま市字具志川廻原地内排水路整備に関連する事項について
２. うるま市国民健康保険特別会計に関連する事項について
３. うるま市土地区画整理事業に関連する事項について
４ 平 正盛
１. 土木関係について
（１）「県道１０号線」について
（２）「護岸工事整備」について
①池味のトンナハビーチ
②伊計の第二桟橋
（３）「天願川下流」と「野鳥の森公園」に関して
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２. 経済関係について
（１）「農家・漁家等の所得向上対策」について
（２）「土地改良区等の遊休地対策」について
（３）「芋の振興とイモゾウムシの根絶」について
３. 都市計画関係について
（１）「安慶名再開発」について
（２）「定住促進奨励金」等について
４. 総務関係について
（１）「参事制度（人事）」について
（２）「職員研修」について
５. 企画関係について
（１）「後期基本計画」について
（２）「県内企業売上高ランキング」について
５ 名嘉山 隆
１. 道路行政について
（１）栄野比地内（栄野比124番地～201-2番地）の道路整備について
①平成25年度の防衛省の特定防衛施設周辺調整交付金（環境整備法第９条）で採択された
６事業のうち完了した道路整備事業は何件あるか伺う
②平成26年度のこの交付金を活用した事業は何件あるか伺う
③この道路整備事業を平成27年度事業計画へ提案可能か伺う
（２）国道329号からいずみ病院へ抜ける道の一部の道路整備の現状と今後について伺う
（３）市道1003号線栄野比366番地前道路の排水路整備計画の現状と今後について伺う
２. 下水道行政について
（１）現在、栄野比地区内で下水道整備事業を進めている場所と進捗状況を伺う
（２）運用開始の時期について伺う
（３）ポンプなどから派生する騒音は地域住民にどのような影響を与えるか伺う
（４）今後栄野比区のどこのエリアを予定しているか伺う
３. 公共施設について
（１）うるま市でネーミングライツを導入している施設はあるか伺う
（２）うるま市が積極的に命名権を活用する推進事業の考え方について伺う
４. 当市と中部各市町村との関わり方について
うるま市長として、中部は一つという考え方をどのように捉えているか伺う
５. 本市の国家戦略特区の位置づけについて
（１）うるま市は県のアイディア募集について応募は行いましたか
（２）うるま市としてどのような考えを持っているか伺う
６ 比嘉 敦子
１. うるま市公共施設等マネジメント計画から
与那城地区公民館の方向性について
２. 「海から豚がやってきた」七人の勇士の石碑建立について
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３. 安心・安全なまちづくりについて
４. 平和学習について
５. 通学路の安全対策について
６. 保育料の助成について
７. 市営住宅の入居募集と維持・管理について
８. トンナハビーチの護岸決壊について
７ 松田 久男
１. 窓口業務の改善について
（１）統合庁舎建設後の支所窓口の機能はどの程度まで行えるか
（２）高額療養費請求手続き等を各庁舎で受け付けられないか
２. デマンド交通システムについて
現段階においてどのようなシステムを想定しているか
３.

石川多目的運動場の整備について
野球やソフトボールが2面で行えるよう芝生の状況を復旧できないか

８ 東浜 光雄
１. 「障害者優先調達推進法」について
障がい者の働く施設から、優先的に商品を買うよう地方自治体などに求める「障害者優先
調達推進法」が平成25年4月1日から施行されているが、現在、本市ではどのような取り組み
をしているのか、お伺いいたします
２. 防災対策について
本市の防災対策は、自主防災組織の立ち上げや災害時要援護者支援体制の確立、避難経路
の確立等、市民の安全・安心を守るため着実に進められているが、現在の自主防災組織の組
織率、避難経路、避難場所の確保は何パーセントなのか、お伺いいたします
３. うるま市公共施設等マネジメント計画について
「うるま市公共施設等マネジメント計画」のＰ121～Ｐ126④勝連庁舎周辺施設等の方向
性、⑤課題の抽出、⑥跡利用の方向性（コンセプト）、⑦導入する機能と施設、⑧跡利用に
よる期待される効果について、具体的な説明をお伺い致します
４. 沖縄県警派遣職員（警察官）の派遣協定について
本市の交通安全対策、防犯、防災対策、青少年健全育成について、沖縄県警から専門家で
ある警察官を派遣してもらい、警察との連携・強化を図り、より充実した活動の促進・実施
ができるように派遣職員に関する協定を結んでいく考えがないかお伺いいたします
９ 島袋 行正
１. 排水整備について
南風原1452番地の前の道路整備と排水整備の実施を
２. 海岸側の安全対策について
中城湾埋立地域の海岸側の安全対策実施を
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３. 農業政策について
本市の耕作放棄地について
４. 下水道整備について
うるま市下水道整備について
５. 経済政策について
うるま市の農水産業振興戦略拠点施設整備事業について
６. うるま市の観光行政について
（１）海中道路のライトアップ事業について
（２）留まる観光事業の対策は
７. 学校整備について
各学校の遊具の整備状況について
１０ 下門 勝
１．無料学習支援について(福祉・教育の観点から）
（１）現在の取り組み状況について伺う
（２）準要保護などへの対応について伺う
（３）貧困の連鎖対策について伺う
２．公園整備について(公園長寿命化対策支援事業等)
３．学校施設の屋外トイレの整備について(各学校の状況・長寿命化計画との考え方含む)
４．障がい者にやさしい歩道整備について伺う(障がい者にやさしいまちづくり)
５．あやはしマラソンスタート時の安全対策について(競技場入口の拡充など)
６．浜比嘉地区の災害時避難通路(道路)の整備改修及び避難場所の整備について
（１）計画の内容について伺う(３カ所の避難道について)
（２）一時避難場所の整備、備蓄等の考え方を伺う(照明、ハブ、虫、雨、飲食等の備蓄など)
（３）既存道路（勝連浜6-2号）の改修も早急に行う必要があると思うが、改修計画等について
伺う
７．各地域の危険箇所改善状況について
（１）各自治会からの危険箇所報告件数について伺う（追加報告含め）
（２）改善（改修）状況について伺う
８．勝連2-52号線の開通時期等について伺う
９．海中道路進入口付近の悪臭対策について伺う(観光振興、抜本的な対策）
10．浜比嘉島にある塩工房付近（農道4108号）の道路整備について伺う(観光振興・道路行政の
観点から)
11．子ども医療費助成の拡充等について伺う
12．自動償還払い方式の導入について伺う(重度心身障害者(児)医療費助成事業など)
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子ども医療費助成費の自動償還払いについては実施されているが、その他の類似助成費に
ついても自動償還払い方式などを導入し、対象者(利用者)の負担軽減ができないか伺う
13．公共施設マネジメント計画について伺う
14．消防派遣型救急ワークステーションの運用が２年目に入るが、これまでの実績と課題等
について伺う
１１ 伊波 良紀
１. 防災行政について
東日本大震災以降、本市の防災計画について全体的な作業の進捗状況を伺う
（１）津波到達範囲やマグニチュード規模などを想定した災害の規模について
（２）津波に対応する避難場所として民間の建物指定について
（３）避難訓練、避難誘導経路について
（４）防災無線の整備について
（５）自主防災組織の育成について
（６）要援護者について
①救助体制について
②地域と行政間の情報共有について
（７）「流通備蓄」について
スーパーや飲料メーカーと非常時の「流通備蓄」について
２. 交通政策について
うるま市公共交通システム導入調査事業の進捗状況を伺う
１２ 名嘉眞 宜德
１. 県知事選挙に望む市長の姿勢について
（１）仲井眞知事激励に関する報道について
（２）市長の考え方を伺う
２. うるま市コミュニティバス及びデマンド交通サービス実証実験事業について
（１）事業の内容と計画を伺う
（２）公共交通サービスの構築について伺う
３. ホワイトビーチへの原子力潜水艦の寄港について
（１）国への要請を伺う
４. 東海岸開発基本計画について
（１）全体の進捗状況を伺う
（２）市道与那城17号線の整備事業の進捗状況を伺う
（３）マスタープランを伺う
１３ 田仲 康和
１．塩屋区の公園整備について
２．中城湾護岸工事の進捗状況と外来種対策について
３．市民の健康増進について
４．山城茶の現状認識と今後の支援策について
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５．民泊事業の推進について
６．海洋レジャーとダイビングの可能性について
１４ 宮里 朝盛
１．高齢者福祉について
（１）うるま市の高齢化の現状について(平成22年～25年)
高齢者人口(人)、高齢化率(％)、高齢者単身世帯(戸)、高齢者世帯(戸)
（２）養護老人ホームとは
その現状は(平成22年～25年)
措置等について
２．健康長寿について
健康長寿復活(長寿県日本一)に向けた県及びうるま市の取り組み状況について
３．道路整備事業
（１）県道224号線(喜仲～上江洲)の進捗状況(道路拡張工事)
１５ 喜屋武 正伸
１．道路行政について
（１）県道85号線(イオン具志川店横)交差点の改良及び信号機設置について
（２）県道85号線(前原地内)側面の除草及び改良について
（３）前原地内の県道85号線と県道36号線が交差する十字路の排水枡の改良について
（４）市道の未舗装部分(前原地内)の要請について
２．土木行政について
塩屋354番地付近の排水路の整備について
３．教育行政について
学校適正配置後期実施計画(川田区住民意見交換会の内容)について伺う
４．観光景観形成事業について
海中道路ライトアップ事業について
１６ 照屋 義正
１．嘉手納飛行場に関する４自治体連絡協議会の設立の取り組みについて
（１）３連協自治体におけるジェット機等の墜落事故と内容について
（２）うるま市のジェット機等の墜落事故件数と内容について
（３）昆布陸軍貯油施設のジェット機燃料の容量について
２．照間ビーグ活性化プロジェクト事業について
（１）ゼロメートル田畑の解消について
（２）中央農道整備事業について
（３）農村観光景観づくりについて
３．中城新港地区物流支援事業について
（１）内容について
（２）航路浚渫の進捗状況について
（３）ガントリークレーンとターミナルビルの整備について
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４．クリーン・グリーン・グレイシャス（ＣＧＧ）の復活について
（１）廃止年度と振替事業及び事業費の中身について
（２）ＣＧＧの復活について
５．企業誘致推進委託事業について
（１）事業内容について
（２）失業率の改善目標について
（３）市町村民所得の算定内容について
１７ 石川 眞永
１．戦没者の刻銘について
（１）1950年代に建設された旧石川市の聖魂の塔に、戦没者の刻銘が無く、遺族会から刻
銘板の設置要望があるが、その対応を伺う
（２）永年風雨に耐えてきた聖魂の塔も基礎部分には亀裂が見え、表示の活字が読みにく
いが、補修の計画があるのか伺う。
２．建築確認について
石川ダムの西側にレストランの表示があるが、いつ建築確認をされたか、処理水はどこに
流されているのか伺う
１８ 又吉 法尚
１．うるま市自主防災組織育成事業について
（１）自主防災組織の必要性(目的)について伺う
（２）自主防災組織の活動内容について伺う
（３）自主防災組織の効果について伺う
（４）補助金の上限及び各自治会へのＡＥＤ(自動体外式除細動器)設置について伺う
（５）キャンプマクトリアス基地内への避難通路の使用許可、災害時の避難協定について伺
う
２．道路整備について
（１）キャンプマクトリアス正面ゲート前から具志川環状線に繋がる一直線の道路整備が可
能かどうかについて伺う
（２）ゴミ収集車、緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車)の通行路確保について伺う
３．うるま市小・中学校特別支援学級への図書の充実について
（１）うるま市小・中学校特別支援学級の児童・生徒数と図書室の本の貸し出し状況につい
て伺う
（２）障がい児における読書活動とその効果について伺う
（３）大型絵本や立体的な絵本の配布について伺う
４．あげな中学校の施設管理について
（１）ベランダ手すりの早急な補修工事について伺う
（２）鳩による糞被害の対策について伺う
（３）夜間の警備会社の巡回強化について伺う
（４）校舎の建て替え時期について伺う
５．川崎公園整備事業について
（１）事業の概要について今一度伺う
（２）進捗状況と完了予定年度を伺う
（３）東屋への電気配線の設置について伺う
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（４）屋外ステージへの照明スポットライトの設置について伺う
６．川崎ルーシー河線道路改良事業について
（１）事業の概要について今一度伺う
（２）進捗状況と完了予定年度を伺う
（３）川崎公園メイン入口までの工事の同時進行が可能なのか伺う
（４）住宅建て替え予定の物件数及び補償の基準について伺う
１９ 仲程 孝
１．赤道小学校の全面改築について
老朽化した赤道小学校校舎について、耐力度調査の結果と全面改築の可能性について伺う
２．赤道幼稚園周辺の悪臭防止対策について
当該地域の豚舎からの悪臭防止対策の取り組みと進捗状況について伺う
３．公共施設へのＡＥＤ設置について
公共施設（自治公民館等）におけるＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置の可能性について
伺う
４．貧困世帯児童の無料学習支援について
無料学習支援事業の取り組みと具体的な事業化にむけた進捗状況について伺う
５．教育委員会制度改革について
文部科学省の提唱する、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法案
の及ぼす本市への影響について伺う
２０ 兼本 光治
１．学校給食センター行政について
消費税に伴う学校給食費について
２．うるま市勝連Ｂ＆Ｇ海洋センター管理について
プール管理運営について伺う
３．与那城陸上競技場の整備について
新たに湾岸道路沿いから出入り口ゲートの設置ができないか
４．琉球古典音楽、浜千鳥節について
うるま市赤野が発祥地である浜千鳥節について
５．うるま市道与那城86号線について
起点・与那城陸上競技場から終点勝連庁舎付近までの計画について
（１）現在の計画について
（２）今後の見通しについて
２１ 幸地 政和
１．防災行政について
消火栓について
（１）道路消火栓の根拠と設置状況について
（２）道路消火栓の設置基準について
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２．福祉行政について
旧石川市社会福祉協議会の施設について
（１）旧石川市社会福祉協議会施設使用停止の経緯について
（２）今後の土地利用計画及び施設建設計画について
３．都市公園について
（１）石川公園の環境整備について
①石川公園のゴミについて
②石川公園の不法投棄物について
（２）都市公園の防犯灯について
①赤崎児童公園の防犯灯について
②東山第３公園の防犯灯について
③渡口児童公園の防犯灯等について
④石川多目的運動場の芝張りについて
４．市営住宅について
東山市営住宅の照明灯について
（１）東山市営住宅照明灯の現状と課題について
（２）今後の対応について
２２ 伊盛 サチ子
１．うるま市広報（４月号）の裏表紙に消費税率引き上げ分は全て医療年金などに充てられ
ますとの政府広告が掲載されております。そこで伺います。
（１）広報紙にのせた経緯は
（２）各市町村の状況は
（３）消費税増税分の国の予算、市の予算は
（４）消費税増税分はすべて社会保障に使われていることについて
２．各庁舎での期日前投票の実施について
３．うるま市公共施設マネジメント計画より
（１）第４章 庁舎跡利用計画に支所機能を残すという記述がない。各庁舎（石川・与那城・
勝連）での窓口存続について
（２）周辺公共施設等の再編の方向性（石川・与那城・勝連）が示されている。概ね10年間で
処分・維持・要検討とされている。その方向性について。
４．沖縄県住宅リフォーム市町村助成支援事業を活用しての本市リフォーム事業の拡充につい
て
５．オール沖縄の立場で建白書を堅持していく姿勢について再度市長の見解を伺う
２３ 奥田 修
１. 諸事業の進捗状況について
（１）学校跡地跡施設活用方針と事業実施計画について伺う
（２）平安座地区コミュニティ防災センター長寿命化改修工事の着手時期について伺う
（３）市道与那城18号線道路整備と冠水対策について伺う
（４）浜区市道勝連6-4号線新規道路整備について伺う
（５）彩橋小中学校技術向上と安全策のためのグラウンド整備について伺う
（６）平安座区内下水道（流域下水道）整備について伺う
（７）金武湾港平安座南港の多目的広場野外ステージの屋根整備進達について伺う
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（８）市道与那城100号線一方通行方向の変更について伺う
（９）マーラン船等復元活用事業における新造船の活用とマーラン船を模った建物に帆を設置
する取り組みについて伺う
２. 危険個所の取り組み状況について
与那城饒辺1492-1一帯の土砂崩れの危険性に対する当局の認識と対応策について伺う
２４ 佐久田 悟
１． うるま市公共施設等マネジメント計画について
２． 高齢化社会における地域ネットワーク事業と認知症高齢者への対応、支援について
３． 学校教育において、うるま市の歴史、文化、伝統芸能、地域活動等をどのように教育して
いるか
４． 水産業(栽培漁業・養殖漁業)の現状と課題、支援について
５． 指定管理者制度のあり方と行政委員候補者の推薦、任命について
２５ 中村 正人
１．経済対策について
国際物流特区拡大について
うるま市に及ぼす影響について
２．保育業務環境について
保育士等処遇改善臨時特例事業について
（１）予算の内容
（２）現状について
（３）効果と評価
３．教育環境について
中部農林高校生の介護資格取得について
４．まちづくりについて
ユニバーサルスタジオジャパンのうるま市誘致について
２６ 喜屋武 力
１．中原小学校幼稚園改築工事について
（１）耐震検査の結果について
（２）幼稚園舎の改築はあるのか
２．うるま市内中学校運営と生徒指導について
（１）学校、地域、警察署との連携について
（２）少年サポータースクール支援員、いきいきサポーター支援員、生徒相談支援員のそれ
ぞれの役割について
３．海中道路ライトアップ事業について
（１）夜景観賞スポット設置場所について
（２）今後の観光スポットとしての経済効果について
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４．宮里区県道16号線沿い381番地の地滑りについて
（１）公共工事による残土処理により地滑りが発生しているが当局の対応について
（２）地滑りによる下の388-1の土地所有者と当局との対応について
５．宮里区内道路拡張工事について
宮里公民館より県道16号線へ通じる生活道路拡張工事について
(平成24年12月定例会での一般質問の検討内容について)
６．うまんちゅ文化健康スポーツ広場の工事工期の遅れについて
（１）工期の遅れの理由と今後の対応について
（２）供用開始はいつごろになるのか
７．宮里児童公園について
（１）平成26年２月定例会の一般質問の中で取り上げたところ、25年度の公園整備予算で対
応するとの事でしたが、どのようになっているか
（２）地主との対話・交渉はおこなわれたのか
２７ 高江洲 賢治
１．江洲自治会内市道交差点整備について
江洲自治会内の市道交差点での交通事故が多くなっていますので、交差点の停止線・道路
標識・カーブミラーを設置できないか伺う
２．歩道整備について
県道85号線、沖縄電力からメイクマン向け江洲541番地付近の歩道が水浸しで歩行者が転ん
でケガをしたが、その歩道整備ができないか伺う
２８ 永玉栄 靖
１．うるま市公共施設等マネジメント計画について
（１）施設分類別の将来計画 庁舎、周辺公共施設、その他施設の再編の方向性や跡地利用等
について伺う
（２）東海岸開発基本計画の藪地島、屋慶名地域を中心とした開発の件
２． うるま市学校適正配置に関する基礎調査報告書について
（１）うるま市教育振興推進委員会から答申された区域の説明とそれに関連する事項を伺う
（２）学校別の児童生徒数の推移の中で旧与那城町が著しく人口が減少とあるが、このよう
な地域に対して、行政がなすべき対策を伺う
３． 密集地域や遊休地の開発について
屋慶名東地域は生活道路の不備のため、空き地や空き家が多い。合併して９年間事業が導
入されていない状況であり、行政としての対応、施策を伺う
２９ 平良 榮順
１．道路行政について
（１）県道75号線街路樹の樹種変更について
（２）県道75号線通学路歩道、街灯の整備について
（３）字宇堅810番地前、市道宇堅2001号線道路雨水排水整備について
２．河川整備について
キャンプコートニー内、天願川管理道路整備について
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３．畜産振興について
（１）優良母牛導入事業について
（２）牛糞の処理対策について
４．固定資産税徴収について
共有地の固定資産税の徴収方法について
３０ 德田 政信
１．地域振興策について
（１）アマリリスやサンダンカ祭りによる地域振興及び地域活性化について
県内で花祭りを実施している市町村とその成果について
（２）公園整備について
①勝連城跡周辺整備事業でアマリリスやサンダンカ園の設置について
②既存公園内にアマリリスやサンダンカ園の設置について
２．教育行政について
（１）学校適正配置に関する基礎調査について(特に通学区の見直しについて)
①調査の目的
②市教育振興推進委員会からの通学区域に関する答申で提言されている検討校区について
③通学区の見直し区域の検討（校区になったその理由）について
④検討区域になった学校の現状について
⑤検討区域になった学校区域の人口増減等をどのように予測していますか
⑥川田区からの要請内容について
（２）沖縄アミークスインターナショナルについて
沖縄アミークスインターナショナルの運営状況及び課題について
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