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日付 順番 氏　      名 備考

1 又吉　法尚

2 仲本　辰雄

3 玉榮　登次

4 松田  久男

5 荻堂　盛仁

6 佐久田　 悟

7 東浜  光雄

8 伊波　洋

9 比嘉　敦子

10 大城　直

11 金城  勝正 14番から11番へ変更

12 宮城　一寿

13 金城　加奈栄

14 幸地　政和 11番から14番へ変更

15 伊波　良明

16 伊盛　 サチ子

17 下門   勝

18 仲程　孝

19 平良　榮順

20 德田  政信

21 喜屋武　 力

22 奥田   修

23 西野  一男

24 永玉栄  靖

25 高江洲　賢治

26 中村　正人

27 宮里　朝盛

28 名嘉眞  宜德

第９１回　１２月定例会　一般質問通告割振り一覧（変更後）

12/16（火）

12/8（月）

12/9（火）

12/10（水）

12/11（木）

12/12（金）

12/15（月）
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質 問 事 項

1 又吉 法尚
１.５歳児保育問題について

（１）2015年４月施行予定の「県・子ども子育て支援新制度」施行により、幼稚園児が放課

後児童クラブ（学童保育）を利用できなくなる問題について当局の考え方を伺う

（２）うるま市公立保育所、認可保育園で実施する５歳児保育の入所定員数、申し込み数、

入所ができなかった児童への対応について伺う

（３）幼稚園で実施している預かり保育の定員増、時間延長、本務職員への関わり方、退勤

時間について伺う

（４）現在、週３回実施している学校給食の提供が継続して可能なのか。また、全幼稚園に

供給が可能なのか当局の考え方を伺う

（５）南城市・中城村・国頭村・座間味村の幼稚園での実施が決定している土曜保育につい

て、うるま市でも実施が可能なのか。また、土曜保育を実施しない場合の必要とする

子どもたちの居場所の提供について伺う

２.子ども（乳幼児）医療費助成制度について
（１）通院・入院の対象年齢の拡充について伺う

（２）給付方法、現物給付について伺う

（３）うるま市内全ての医療機関及び調剤薬局での自動償還払い方式の導入について伺う

３.第９回うるま祭りについて

（１）未成年者の飲酒・喫煙について伺う

（２）祭りの開催日時・終了時刻について伺う

（３）出店の終了時刻について伺う

（４）無料シャトルバスについて伺う

（５）ＰＴＡ帰宅指導パトロールについて伺う

（６）うるま市職員の祭りへの参加について伺う

４.台風19号被害について

（１）あげな中学校クーラー室外機倒壊・破損について伺う

（２）うるま市小・中学校、運動場の土・砂場の砂の補充について伺う

（３）与那城多種目球技場の土の入れ替えについて伺う

５.公共施設間連絡バス実証実験について

（１）実証実験の目的について伺う
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（２）バスの台数・運転手の人数・勤務時間・運転時間・休憩時間・休みについて伺う

（３）アンケート調査について伺う

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・現在の進捗状況について伺う

（２）ルーシー河橋付近の早急な復旧について伺う

７.基地問題について

（１）県知事選の結果を受けて新聞社が実施した市町村長アンケートの中で「普天間飛行場

の辺野古移設についてどう考えるか」と言う質問に対し、我がうるま市長は回答をして

いない。まずはその理由から伺います

（２）我が島袋うるま市長は私の過去の一般質問の中で２度も「新たな基地建設には反対、
基地の整理縮小を望む立場に変わりない。よって、普天間飛行場の辺野古移設には絶対

反対である」と答弁しております。今現在、その心境に変化はないか今一度お伺いしま

す

２ 仲本 辰雄

１.防災・減災対策について
（１）台風19号による被災状況と復旧対策等

（２）防災行動計画（タイムライン）の策定

２.ひきこもりをめぐる現状と課題及び支援について

３.寄附条例制定について

４.公の施設に係る受益者負担のあり方について

５.まちづくりへの市民参画を促す「市民協働レポート」について

３ 玉榮 登次

１.農地行政

南風原区農地排水路において、土砂などが堆積し詰りがみられる。農作物の生産性へ悪

影響が懸念されるが市の対応を伺う

２.道路行政
（１）県道16号線からシートピア勝連間の崖崩れへの対応について現在の状況を伺う

（２）崖崩れに伴い、勝連城跡の南風原御門入口の階段付近に亀裂がみられる。通行の安全

面に問題がないか崖崩れの工事と合わせて調査・補修の必要性があると考えられるが、

市の対応について伺う

（３）ワイトゥイ－浜屋間の道路幅員の拡張について、市の見解を伺う

（４）当面の安全対策のため、排水路に蓋をするなどの要望が上がっているが、市の対応を

伺う
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３.東海岸開発基本計画

（１）市道17号線の整備について、これまでの進捗状況を伺う

（２）未整備区域内の路面修繕が可能か伺う

４.下水道整備について

（１）県が策定する「沖縄汚水再生ちゅら水プラン」において、南風原地域の集落形成区域

に県道8号線沿いの南風原区７班付近は含まれているか

（２）南風原区７班（照間）の下水道整備について、工事時期等具体的な市の計画を伺う

５.中城湾港新港地区開発事業

（１）中城湾港新港地区において電気、水道などインフラ整備の状況について伺う

（２）電気・水道・土地など基本的インフラの企業への支援について市の対応を伺う

４ 松田 久男

１.宮森小学校の高層化について

（１）改築予定があるか

（２）高層化の検討は進んでいるか

（３）宮森小学校周辺地域と連携した避難計画について

２.選挙事務の改善について

（１）伊波小学校体育館が投票場所として使用されない理由を伺う

（２）石川地区と与勝地区に期日前投票所を設置できないか伺う

３.集中豪雨対策について

赤崎地区の雨水排水対策について改善策はあるか

５ 荻堂 盛仁
１.合併後の地域間格差について

（１）合併前～合併までの市長・副市長の関わり

（２）本庁舎増築で与那城・勝連・石川庁舎でのサービス業務は閉めるのか

（３）合併後の分庁方式の根拠について

（４）合併協定書の効力・有効年数についての市長の考え方

（５）合併Ｑ＆Ａのパンフレットの効力は

（６）合併Ｑ＆Ａの説明と本庁舎一極集中との整合性（Ｑ３）

（７）地域間格差についての市長の考え

（８）地域審議会の中で地域間格差の審議は
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（９）10年目の合併検証は

２.道路行政について
（１）農道1220号線に関して、中部北環境施設組合より何らかの要請があったか

（２）農道拡張について市長の対応

６ 佐久田 悟

１.うるま市全域での通信情報網整備の現状と課題について

２.うるま市農水産業振興戦略拠点施設事業計画とそれに関わる事業選定や実施計画、養殖事業

計画推進について

３.与那城小学校区内における通学路や危険個所の整備状況について（平成22年12月要請）

４.与那城地区のコミュニティ防災センター建設について

７ 東浜 光雄

１.東海岸開発構想（藪地島の開発について）

藪地島の開発については、現在、筆界未定地の確定を図るための作業・地権者への個別

説明会を進めているところでありますが、現在の進捗状況についてお伺い致します。

２.津堅島のごみ問題について

津堅島のごみ問題については、津堅島の観光振興を推進していく上で解決しなくてはい

けない課題であることから、幾度となく議論を重ねてきたところですが、いまだに解決

に至っていない現状にあります。これまで津堅島のごみ問題について、どのような対策

が取られてきたのかについて、お伺いいたします

３.自然学校の開設について

人は自然とのふれあいの中で自然の神秘、優しさ、恐ろしさ等に感動し、豊かな感性、

問題解決能力、粘り強さ等を培うとともに、人とのふれあいを通して生きる喜びや苦しみ

を知り、思いやりや協調性、社会性など身につけると言われています。しかし、現在の子

どもたちを取り巻く社会情勢の変化によって、「自然とのふれあい」、「人と人とのふれ
あい」が希薄になっている現状にあります。子どもたちが人を大切にし、思いやる心を育

み、命の大切さを学んでいくには「自然とのふれあい」、「人と人とのふれあい」を通し

て素直に学べる教育環境をつくってあげることだと考えますが、どのように考えるか、お

伺いいたします。

４.本市に伝わる文化、伝統芸能の継承、発展について
本市には各地域の先人たちが守り育て、発展させてきた優れた文化、伝統芸能が数多く

存在しています。その優れた文化、伝統芸能は本市が「体験滞在型の観光振興」を図って

いく上において、大きな財産になると考えます。その財産を確りと継承、発展させ、守り

育てていくための施策を考えて行く必要性を感じるところでありますが、どのように考え

るか、お伺いします

８ 伊波 洋

１.補助金について

（１）各部局の補助金団体の件数及び総額について伺う

（２）10年以上の補助金団体の件数及び総額について伺う
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（３）これまで行政改革委員会補助金審査会で４期８年の審査会で２・３回の審査に挙がっ

た団体に対しての対応について伺う

２.県有地について

（１）県有地の一般競争入札が８月22日に案内があり、旧石川保健所の案件がありました。

うるま市としての関心度について伺う

（２）購入予定があるか。あるとすれば今後どう活用するのか

３.産業まつりについて

統合庁舎建設が来年８月完成とのことだが市産業まつりはこれまでは担当部署が石川庁

舎のため石川地区での開催と聞いている。完成移行後の産業まつりの開催場所について伺

う

４.市道について
旧石川浄水場の移動後の建物等撤去作業が終了しています。国道329号からたいら保育園

までの市道は城前小学校の生徒及び住民の重要な生活道路です。現在の歩道幅が狭く不便

を感じており、拡張工事をする予定があるか伺う

５.公園について

（１）石川市民の森公園は市内で数少ない森林浴のできる公園として市内外から多くの方が
来園をしていました。そのために、大型バスの駐車場まで整備をしたが、放し飼いの犬

の咬傷事件が発生し、その後は閉鎖状態にある。しかし、最近は少ない数ではあるが、

来園者が来ています。現在の園内の照明器具が壊れた状態・時計台の都計が作動してい

ない状態で放置されているが管理について伺う

（２）開園当時は遊具施設も設置されていたが、撤去された時期と理由について伺う。ま
た、今後の設置予定はあるのか伺う

（３）パークゴルフ場はスポーツ施設として県内でも人気の的となっていますが、将来に向

けて施設建設は計画できないか伺う

（４）石川公園は石川庁舎・市民運動公園等スポーツ施設とも併用されており、現在も多く
の市民が利用しております。しかし、台風後の倒木・枯れ枝が撤去されていない。ま

た、遊歩道の街灯が故障や壊れた状態にあり、夜間は園内が暗く極めて危険な状態にあ

るが管理について伺う

（５）石川市時代に整備された公園内の石積擁壁や防風林の環境整備ができないか伺う

（６）以前は沖縄でも有数な石川ビーチとして知られていましたが、最近はハブクラゲの問

題等で遊泳する人がほとんどいません。砂浜の清掃管理、今後の遊泳可能な環境整備に

ついて伺う

６.伊波城跡について

伊波城跡は石川地区の市内・太平洋・東シナ海を眺望できる素晴らしい城跡ですが、訪
れる人が少ないのは駐車場が完備されていないからです。以前もこの議会で取り上げられ

ましたが、駐車場用地の購入予定・整備、また今後の管理運営について伺う

７.防犯灯について

自治会防犯灯のＬＥＤ化は自治会負担が軽減されることで、各自治会が感謝を申し上
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げております。５年計画で実施されるとのことですが、総額３億円近くの行政からの補

助金が拠出されますので、自治会、電気協力会と行政が一体となってより良い防犯灯の

環境整備に努めてもらいたい。まず、単年度予算で毎年決算とするのか伺いたい

８.公共施設のトイレについて

石川庁舎及び周辺公共施設のトイレがいまだに和式トイレとなっています。石川庁舎で

は多くの職員が仕事場として頑張っており、石川庁舎や周辺公共施設は多くの市民も活用

しております。しかし、中には高齢者の方も多くいますので、和式トイレは体力的にかな

り厳しいものとなっております。そこで、洋式トイレに改修の予定があるか伺う

９ 比嘉 敦子

１.「海から豚がやってきた」関連について

（１）石碑建立の設置場所について

（２）仮称「海豚（うみぶた）の日」制定について

２.うるま市議会議員選挙について

３.子ども医療費助成事業（通院分）について

４.子ども・子育て支援新制度について

５.薬物乱用防止対策について

６.臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金について

１０ 大城 直
１.通学路の安全確保について

最近、飲酒や危険ドラッグなどを服用しての運転による痛ましい事故が発生していま

す。そのような事故から子どもたちを守るには安全に登下校ができるためのスクールゾー

ンの指定やガードレール等の設置が必要であります。また、近年米軍基地周辺での米軍車

両の猛スピードでの運転も目立ち、接触事故等も増えています。当局からの注意喚起も合

わせ、英語表記での道路標識の設置ができないか伺う

２.観光行政について

（１）観光客の入域数について

①うるま市全体

②勝連城跡

③海中道路
④宿泊客

（２）海中道路は観光地として、マリンスポーツのメッカとして県内外から訪れる方も年々

増えています。観光地あるいはマリンスポーツのメッカとして誰もが認めるところであ

りますが、シャワー、トイレ等の整備が遅れています。設置・整備の予定はあります

か

（３）平成25年10月９日にうるま市海洋性空間活用円卓会議が開かれたようですが、その内

容について伺う

①参加人数

②会議の内容
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③第二回、第三回と今後も開催を予定していますか

（４）海中道路第二橋のしゅんせつ工事の工期について伺う

（５）一括交付金を活用して建造したマーラン船を今後観光にどう生かすかを聞かせてくだ

さい

３.防犯灯の設置について

（１）現在ＬＥＤ照明に交換していますが、電気料金の負担はどれくらい減るのか

（２）各自治会の負担が減ると増設を求めることが予想されますが、対応できる予算は計上

していますか

１１ 幸地 政和

１．道路行政について
（１）市道管理について

①市道石川前原２号線の街路樹と道路灯等の管理について

②市道石川70号線、石川71号線、東恩納21号線の舗装整備について

③石川新開地４号線の改修について

２．農業行政について
（１）農道管理について

①伊波土地改良区内の未舗装の農道整備について（地番伊波前原987-1と987-2）

（２）農業委員会の制度について

①農業委員会委員の選挙概要について

②選挙区の見直しについて
③農業委員会事務局の職務体制について

④建議書について

３．建設行政について

（１）石川河川管理道路の整備について

１２ 宮城 一寿

１．台風18号・19号の被害状況について

（１）うるま市内の被害状況について

４島(浜比嘉島・平安座島・宮城島・伊計島)に関して伺う。特に浜区及び平安座区住民

の一部は排水溝土砂侵入により海抜ゼロメートル地区に浸水被害を受け、孤独な生活を

しいられた。(トイレにも行けない状況)それについて次の点について伺う
①浜区の冠水対策及び排水溝土砂侵入防止策工事は行うか

②平安座島県道10号線沿い(県道238号線、浜比嘉大橋入口)住居(平安座417番地付近)冠水

対策工事を行うか

（２）停電の解除について

４島(浜比嘉島・平安座島・宮城島・伊計島)は台風の影響で３日間電気の無い孤独な生
活をしいられた。お年寄りにとっては大変な事であり、停電解除対策として石油企業送

電線から民間への送電はできないか伺う

（３）暴風域の解除による海中道路復旧作業について

①県中部土木事務所と連携を取って早急な復旧作業を進めているか伺う
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②４島の住民は生活物資・食料品購入及び親族の安否確認で住民にとって生命線となる

道路である。早急な復旧をお願いしたいが、当局の見解を伺う

③島内のエネルギー供給道路として５割は平安座島から各給油所へ燃料を輸送してい
るため、早急な復旧について見解を伺う

２．平成26年度津波避難訓練について

（１）各自治会及び住民と連携した訓練対応をできたか伺う

３．平成26年度施政方針について
（１）「人と自然にやさしい基盤と環境を育てます」に関連して

① 字具志川の赤山川は公園事業計画に入っているか伺う

②赤山川の湧水を利用した具志川小学校の教育(動植物生態)学習としての活用の考えに

ついて伺う

（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」に関連して
市民が親しむ各種のスポーツ教室・競技大会開催に当たって喜屋武マーブ・具志川・

石川・与那城総合公園庭球場の整備が必要で整備進捗及び計画はどうなっているか伺

う

４.陳情第63号テニスコート補修(修繕)について

陳情書に対する進捗状況に関して伺う

５．水道事業について

（１）うるま市の水道普及率を伺う

（２）字具志川廻原928-1の水道引込は行うか伺う

１３ 金城 加奈栄

１．福祉行政について

（１）子どもの医療費無料化について、通院を中学校卒業まで無料にするには、年いくらの

財源が必要なのか

（２）子ども医療費、通院も中学校卒業まで無料にできないのか

２．雇用問題について

（１）うるま市としては、どのように考え、雇用の場を作ってあげられるか

（２）現在市役所に勤務する臨時・嘱託職員の人数及び日当又は月額報酬はいくらか

３．市長への行政姿勢について

（１）建白書の中で辺野古への新基地建設問題に対する市長の見解をお聞かせ下さい

（２）沖縄タイムス社が実施した「知事選40市町村長本紙アンケート」に対して、うるま市

長は無回答になっていました。そのことについての見解を伺います。

１４ 金城 勝正

１．うるま市水産業行政に関連する事項について

（１）与那城地区漁協・港湾の浮き桟橋整備に関連する事項について

（２）市内漁業協同組合、水産業の継続発展に関連する事項について
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（３）平安座南港の将来像(フィッシャーアリーナ計画)に基づく港湾の段階的整備に関連す

ることについて

２．うるま市観光物産協会及びうるま市の観光振興に関連する事項について

（１）うるま市観光物産協会及びうるま市の継続事業と今年度新規事業の芽出しと進捗状況

について

（２）うるま市観光物産協会の基幹事業の構築と経営力アップについて

（３）うるま市観光物産協会の職員体制について

３．教育行政に関連する事項について

小・中学校における体育・部活・大会における事故時の対応に関連することについて

（転倒・衝突・格闘技等における身体的外傷等の対応に関連することについて）

１５ 伊波 良明

１．教育行政について

（１）全国学力テストにおける市内小・中学校の平均正答率と県内での順位を伺う

（２）小・中学校において、能力別クラス分けが可能か伺う

（３）小・中学生の読書状況を伺う

（４）学校図書館への図書並びに新聞配備等を伺う

（５）学校図書館への司書の配置状況を伺う

（６）学校図書館図書整備費の予算状況を伺う

（７）中学生の部活動状況を伺う

（８）全生徒への部活動指導は可能か伺う

（９）中学生の市内高等学校への進学率を伺う

（10）石川高校に観光系学科の設置について、県に申し上げられないか伺う

２．学校給食について
（１）小・中学校の学校給食の状況を伺う

（２）学校給食費の現況を伺う

（３）「家庭弁当の日」は可能か伺う

１６ 伊盛 サチ子

１．教育行政について

（１）勝連小学校校舎増改築の整備計画について伺う

（２）現在建設中の勝連幼稚園と勝連小学校を結ぶ通用門周辺の整備状況について伺う
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２．建設行政について

住宅リフォーム助成事業の拡充について伺う

３．国保行政について

国民健康保険税の引き下げについて再度伺う

４．保育行政について

子ども・子育て支援新制度に伴い、幼稚園児が降園後、放課後児童クラブの利用ができ

なくなるという問題がでてきますが、本市の現状はどのようになっていますか

５．基地行政について

ホワイトビーチ地区に寄港する艦船からのし尿や基地内の生活排水を処理するためのし

尿処理施設整備計画が予定されています。その周辺海域はもずくの養殖などをはじめと

する漁場でもあり、その影響が懸念されるところであります。その計画について、当局

はどのように把握されているのか伺う

１７ 下門 勝

１．子ども・子育て支援新制度について

内容と課題、対策について伺う

２．饒辺区内道路整備等について
通学路等と未舗装道路整備について

３．給食センター民営化の進捗状況と、民営化に伴う職員等の処遇について

（１）現在の嘱託職員等の処遇について（継続雇用等身分保証について）

（２）本務職員の処遇について（今後の体制など含め）

４．貧困の連鎖対策について（無料学習支援について）

（１）無料学習支援の取り組み状況について伺う

（２）各地域等での学習支援等の取り組み状況について伺う（行政、民間団体など）

（３）地域未来塾とボランティア学習支援について

５．児童館機能が果たせる規模の公民館等と今後の児童館整備について

（１）児童館の役割と活用について伺う

（２）児童館機能を果たせる規模の公民館数と場所（地区）について伺う

（３）学習支援ボランティア等との連携について伺う

（４）今後の児童館整備の考え方について伺う

６．学校適正配置について（校区緩和等含む）
適正配置の考え方等について伺う

７．「ヤングケアラー」の把握について

本市の状況（実態）について伺う
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１８ 仲程 孝

１．各種大会派遣助成費のありかたについて

中学校大会派遣助成事業及び各種スポーツ大会派遣助成事業について、これまでの実績
と考え方、見直しについて伺う

２．生涯学習センターについて

生涯学習センター新築事業の進捗状況について伺う

３．具志川環状線への信号機設置について
平成25年11月28日付け赤道区自治会要請の赤道763-23付近交差点への信号機設置につい

て、平成25年６月第77回定例会において質問しているが、その後の進捗状況について伺う

４．米原区排水溝設置について

平成26年11月19日付け兼箇段自治会要請の市道4013号「日興タクシー」前道路への排水

溝設置について伺う

５．土砂災害危険区域(新赤道区)について

平成26年１月30日に中部土木事務所による、土砂災害警戒区域指定の説明会において指

定された箇所について新赤道自治会から要請があるが、その後の進達状況や回答について

伺う

１９ 平良 榮順

１．観光行政について

（１）県道10号線海中道路の駐車場乗り入れ口の整備について

（２）あやはし館駐車場の整備について

２．天願川旧河川周辺整備について

（１）天願川旧河川の遊歩道整備と流水の確保について

（２）茶木根橋からみどり町六丁目への道路整備について

（３）天願区への公園整備について

３．道路行政について

宇堅栗原、天願水玉栄原キャンプコートニーフェンス沿い道路の整備について

４．農業行政について

うるま市の養豚業振興について

２０ 德田 政信

１．農業振興拠点施設整備事業について

進捗状況について

２．中城湾港水路のマングローブの撤去について
国・県との協議結果について

３．中城湾港護岸工事について

（１）現在までの進捗状況
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（２）川田区から南風原浜屋までの事業計画について

２１ 喜屋武 力
１．伊計島、農業用貯水池について

（１）伊計島の農産物について（特産物の種類別の面積生産量、年間所得と農業従事者の件

数）

（２）貯水池の修復工事について、今後の対応について伺う

２．宮里うまんちゅ健康文化広場について

（１）ウォーキングコースの外灯について

（２）チリや空き缶などが散乱、ゴミ箱を設置するか注意事項の看板について

３．江洲城址公園整備事業の計画について
ヌーリ川公園の進捗状況について

４．江洲十字路間知ブロックの危険性について

アンカー補強工事工法で対応できないものか

５．うるま市内中学校運営と生徒指導の在り方について
（１）新聞で取り上げ報道された、Ａ中学校とＢ中学校の学校側の対応と教育委員会の対応

について

（２）少年サポーター、イキイキサポーター支援員及び生徒相談員の役割について

６．うるま市選挙管理委員会の対応について
１０月に行われた本市の市議会選挙の対応について

７．うるま市の雇用対策と企業立地について

（１）失業対策として、本市ではどの様な就職支援をしているのか

（２）多くの若者や労働者が県外へ季節社員として出ているが、この様な企業をうるま市に
紹介し、誘致できないものか

２２ 奥田 修

１．台風被害への対応について

（１）台風１９号による、本市の被害状況と支援策（国、県、本市）。また避難所の開所と

利用状況について伺う。人的、家屋（損壊、床下、床上浸水）土砂崩れ、農水産業等

（２）農家収入減少時、保険制度導入と農作物、台風被害への支援策との関わりについての

見解を伺う

（３）冠水対策事業、与那城１８号線の下流側未整備箇所の取り組み状況について伺う

（４）海中道路閉鎖時の避難所の活用について伺う

２．子ども子育て支援新制度について

（１）幼児期の学校教育や地域の子育て支援の量の拡充や質の向上についての具体的内容を

伺う（１０月広報うるま）
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（２）認定を受けたすべてのお子さんが入園できるよう、順に整備していくとあります。本

市の年次的整備計画について伺う

（３）保育を必要とする事由について、これまでと異なった点について伺う

（４）保育所の利用時間の変更（保育の必要量）の内容と、利用時間外の取り扱い（費用負

担）について伺う

（５）幼稚園の預かり保育への対応と全園で実施されるかについて伺う

（６）財政、保育士確保と支援策について伺う

３．諸事業の進捗状況について

（１）学校跡地、跡施設活用について

①素案作成と関係各部署と調整協議の進捗状況、地域説明会への予定と成案策定への見
通しについて伺う

②次年度に向けて実施計画へ反映される事業、民間団体への活用を考えている事業方針

の有無について伺う

③地域住民からの要請との整合性について、比嘉自治会から避難場所、総合福祉施設の

整備、体験学習施設の誘致についての所見を伺う

（２）市道与那城１８号線道路整備補助事業、採択状況について伺う

（３）浜区市道勝連６－４号線、新規道路整備について、実施計画への取り組みについて伺

う

（４）平安座区内下水道（流域下水道）事業認可の進捗状況について伺う

（５）市道与那城１００号線一方通行方向変更と伊計平良川線と浜比嘉大橋との交差点への

信号機設置への見通しについて伺う

２３ 西野 一男

１．南原漁港整備について
（１）現況についての把握と思料

（２）将来の整備計画

（３）組合からの要望書

２．比嘉漁港内直売所設置について

直売所設置の可能性

３．「津堅島」島おこし支援事業について

（１）事業の目的

（２）支援の目的

（３）実施の項目

（４）実施の経過
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（５）今後の課題

４．県道３７号線の防犯灯設置について
（１）現況の把握と思料

（２）取り扱い部署の明確

（３）設置の可能性

５．平敷屋区内の道路整備について

戦後強制移動された地域の道路整備

２４ 永玉栄 靖

１．東海岸開発計画について

各施策展開(ハード、ソフト施策)の藪地島に関連する事項を伺う

２．与那城市道99号線整備について

道路開通に向けての予算措置や作業手順について

３．入札制度について

（１）うるま市は、本社主義の入札を行っていますが、その中で企業数の増減とか年間の企
業の所得状況の成果について伺う

（２）入札制度の見直しについては、技術交流のため必要だと考えるがどのように考えてい

るか伺う

４．公園整備について
（１）屋慶名東公園、屋慶名西公園等の遊具の点検、公園の維持管理、対応を伺う

①江洲第二公園整備実施計画等について

②地域住民への説明会

③概略設計

④実施設計→用地買収→工事発注→工事までの行程の流れの説明

５．体育館建設について

具志川総合体育館の耐震度調査等の状況とこれからの対応と取り組みについて伺う

２５ 高江洲 賢治

１．擁壁の亀裂修復について

（１）県道224号線、85号線交差点(江洲十字路)近く江洲21番地の擁壁亀裂の修復について

２．公園整備について

江洲第５公園の草刈りについて

３．停止線、中央分離帯線、路肩線等の白線引きについて
県道224号線江洲十字路から沖縄市向けの停止線、中央分離帯線、路肩線等の白線引きに

ついて

４．うるま市地震・津波避難訓練について

11月５日に行われた、うるま市地震、津波避難訓練について
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５．うるま市自治公民館建設等補助金について

２６ 中村 正人
１．生活環境について

（１）街路及び公園内の樹木管理について

２．公園事業について

（１）ヌーリ川公園の進捗状況について

（２）勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業について

３．振興予算について

一括交付金の進捗状況について

２７ 宮里 朝盛
１．農業振興について

（１）小水力等再生可能エネルギー導入事業のうるま市の計画について伺う

（２）伊計島（自治会）要請、カーブミラー設置について伺う

（３）伊計自治会（島）の台風19号被害の修復について伺う

２８ 名嘉眞 宜德

１．教育行政について

教員の多忙化を改善する施策を伺う

２．宮森小学校改築・用地選定について
（１）改築の予定を伺う

（２）用地選定の進め方と進捗状況を伺う

（３）現在の在籍数と東山、赤崎地域在住の児童数と割合を伺う

３．石川市街地の再開発について

（１）再開発の必要性について、所見を伺う

（２）宮森小学校、城前小学校、石川中学校の移転を含めた、市街地の将来像を検討する必

要はないか所見を伺う

４．企業局の旧石川浄水場の跡地利用について

（１）県の計画を伺う

（２）学校移転を視野に入れて、うるま市が購入する事について所見を伺う




