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第９３回 ２月定例会 一般質問通告割振り一覧
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順番

氏

名

1

仲本 辰雄

2

西野 一男

3

宮城 一寿

4

松田 久男

5

東浜 光雄

6

伊波 洋

7

金城 勝正

8

荻堂 盛仁

9

佐久田 悟

10

伊盛 サチ子

11

比嘉 敦子

12

幸地 政和

13

永玉栄 靖

14

喜屋武 力

15

中村 正人

16

高江洲 賢治

17

玉榮 登次

18

大城 直

19

金城 加奈栄

20

宮里 朝盛

21

德田 政信

22

下門 勝

23

名嘉眞 宜德

24

奥田 修

25

喜屋武 正伸

26

伊波 良明

27

平良 榮順

28

又吉 法尚

備考

質
1 仲本 辰雄 【一問一答方式】
１.空き家問題について

問

事

項

２.石川社会福祉センター跡地の活用について
３.うるま市認定路線未買収用地について
４.ＥＶ自動車産業の育成について
５.平成27年度以降の市政運営について
（１）新市建設計画の検証
（２）基本構想・基本計画
（３）予算編成
（４）産業振興
（５）職員定数
（６）島しょ地域における仕事づくり及び廃校になった学校跡地の利活用について
２ 西野 一男 【一問一答方式】
１.水産業振興について
（１）現在行政が行っている水産業に関する助成事業（漁港整備工事を除く）
（２）大型定置網設置事業の内容について
（３）当事業の国補助金（助成）の可能性
２.区画整理事業について
（１）屋慶名土地区画整理事業の進捗状況
（２）財源確保に行政として協議した内容
（３）主要区画道路建設の市助成金の導入について
（４）うるま市土地区画整理組合助成条例の第２条の解釈について
３.平敷屋地区旅客待合所駐車場整備について
平敷屋地区旅客待合所裏側のアスファルト舗装の可能性（駐車場）
３ 宮城 一寿 【一問一答方式】
１．平成27年度施政方針について
(１) 市政運営の基本姿勢について
①｢経済活性化と失業率改善｣の具体的な取り組みについて
②昨年の振り返りの中で｢伝統文化・歴史・自然環境を生かした｣観光誘客取り組み推進の
具体策について
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２．平成27年度一般会計予算について
(１) 総務費について
市職員の福利厚生について
(２) 民生費について
デイサービス施設設置について
(３) 農林水産業費について
渇水対策施設設置について
(４) 消防費について
①ホース収納設備点検及び取り替えについて
②防災道路整備について
(５) 教育費について
①テニスコート補修について
②学力向上について
４ 松田 久男 【一問一答方式】
１．鉄軌道導入について
沖縄県の計画策定について市町村はどのように関わっているか
２．期日前投票所の増設について
選挙管理委員会から予算要求する考えはないか
３．中学校体育の武道指導について
空手指導に専門の指導者を配置できないか
４．ココガーデン付近崖地の対策について
(１) 地権者と連絡は取れたか
(２) その後沖縄県とのやり取りはあったか
(３) 写真撮影などの調査は出来ないか
５．宮森小学校と城前小学校の改築について
(１) 両校における説明会の参加人数は何人だったか
(２) 今後の予定について
５ 東浜 光雄 【一問一答方式】
１．施政方針について
(１) ｢うるま市景観計画｣について
施政方針P9
「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」とありますが、浜比嘉島において、どのような形の景観地区指定がなされるの
か、お伺い致します
(２) 勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業について
施政方針P11
「勝連城跡及び周辺地域については、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」とありますが、複合的
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な文化観光拠点とは具体的にどのようなものなのか。お伺い致します
(３) 青少年の健全育成について
施政方針P13
「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」とありますが、｢居場所｣とはどのような形のも
のになるのか。お伺いいたします
(４) 観光振興について
施政方針P17
「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」とありますが、ス
ポーツコンベンションとは、具体的にどのような構想になるのか。お伺い致します
(５) 児童虐待及びＤＶ等の対策について
施政方針P22
「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」
とありますが、迅速に対応できる体制とはどのような体制なのか。また、現在、その体制
は確立されているのか。お伺い致します
(６) 不法投棄対策について
不法投棄の現状は、投棄物を片付けても、また捨てられる現状にあり、何処の市町村でも
頭を抱える問題となっています。不法投棄は、まちの景観を損ねるだけでなく、生活環境
を悪くしている現状にあります。不法投棄の解消に向け、本市では、現在、どのような対
策を取っているのか。お伺い致します
(７) 島しょ地域の｢空き家｣対策について
少子高齢化が進展する中、本市の島しょ地域においては、過疎化が進み、｢空き家｣が多く
目立つ現状にあります。島しょ地域の豊かな自然と伝統文化を生かし、観光振興を推進
し、島の活性化に繋げていくためには、｢空き家｣対策は大きな課題だと考えますが、｢空き
家｣対策に取り組んでいく考えはないか。お伺い致します
(８) 子ども子育て・支援新制度について
すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために。すべての家庭が安心して子育てで
き、育てる喜びを感じられるために。｢子ども・子育て支援新制度｣が平成27年４月から本
格スタートすることになっています。この制度は実施主体が市町村になるため、５年間の
計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、｢量の見込み｣(現
在の利用状況＋利用希望)、｢確保方策｣(確保の内容＋実施時期)等の｢市町村子ども・子育
て支援計画(５年計画)｣の作成が義務付けられていますが、本市の｢支援計画｣はどのように
なっているのか。お伺い致します
６ 伊波 洋 【一問一答方式】
１．市有地について
(１) 県立石川高等学校敷地内にうるま市有地が存在するのか伺う
(２) あるとすれば面積はいくらなのか伺う
(３) 現在の賃貸計画の形態を伺う
(４) 旧石川浄水場跡地が今年度に公売に出る予定だが、市有地との等価交換交渉ができない
ものか伺う
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２．市道について
市道白浜道路の改良計画が予定されているとの12月定例会で答弁がありました。現在の計
画の進捗状況について伺う
３．うるま市コミュニティバス及びデマンド交通について
(１) サービス実証実験事業終了後の今後の予定を伺う
(２) 実証実験事業中に市民からの意見・苦情等が寄せられたと聞いているが経緯と経過につ
いて伺う
４．補助金について
(１) シルバー人材センター運営補助金について
①これまで平成24年、25年、26年と３年間連続、行政改革委員会補助金審査会で審査され
ておりますが、これまでの経緯と経過を伺う
②その他の市町村との比較状況を伺う
③自主事業実績を伺う
(２) うるま市社会福祉協議会運営補助金について
①これまで平成20年、23年、24年、26年と４回も行政改革委員会補助金審査会で審査され
ておりますが、これまでの経緯と経過を伺う
②その他の市町村との比較状況を伺う
③うるま市からの事業委託について伺う
(３)うるま市観光物産協会補助金について
①平成24年、25年と２回行政改革委員会補助金審査会で審査されておりますがこれまでの
経緯と経過を伺う
②３年間の運営補助金であったと思うが、平成27年度の予算案1,800万円の予算審議につい
て伺う。また、うるま市民泊推進事業補助金の300万円について伺う
(４)うるま市商工会補助金について
①平成19年、25年と２回行政改革委員会補助金審査会で審査されておりますが、これまで
の経緯と経過を伺う
②本会加盟会員数について伺う
③補助金団体である商工会(青年部・婦人部)からうるま市育英会等への寄附金が贈呈され
ていることについて伺う
④今後、商工会議所への移行について伺う
７ 金城 勝正 【一問一答方式】
１．字具志川265番地天願宅前排水路改修工事に関連する事項について
２．平成27年度施政方針に関連する事項について
(１) 本市の入域観光客数の新年度の見込みについて
(２) 本市の一括交付金配分額について
(３) うるま市いじめ防止基本方針について
(４) 第二調理場の一部民間委託について
(５) 農水産業振興戦略拠点施設整備事業について
- 4 -

(６) 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について
(７) 民泊事業の受け入れ体制の構築と共有化のルールづくりについて
(８) 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について
３．うるま市入札制度に関連する事項について
８ 荻堂 盛仁 【一問一答方式】
１．児童館建設について
(１) 旧石川市の社会福祉協議会会館の現状について
(２) 解体について
(３) 解体後の跡利用は
(４) 児童館の目的
(５) うるま市の児童館数
(６) 児童館を建設する条件は
２．伊波中学校の防塵、防球対策について
(１) 中学校の防塵、防球の対策はどの様に考えているか
３．うるみんのプール活用について
(１) プール利用者のアンケート調査は
(２) プールの水質検査は
４．自治会掲示板について
(１) 掲示板補修について、行政側として何らかの支援は
９ 佐久田 悟 【一問一答方式】
１. 地方創生「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要とうるま市の対応、取り組みについ
て
２. 「うるま市水産業活性化へ向けた取り組み」について
３. 「子ども・子育て支援新制度」における「障がい児支援と取り組み」について
４. 障がい児童・生徒への支援の現状、取り組みについて
５. 「第６期介護保険事業計画」の概要とこれからの対応、取り組みについて
１０ 伊盛 サチ子 【一問一答方式】
１.福祉行政
（１）子ども医療費無料化中学校卒業までの通院拡充と現物給付について
（２）介護保険「要支援１・２」を介護保険から外して市町村事業に移行することについて
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２.天願川水系の水害対策
（１）天願川河川改修のその後の進捗状況や可動堰の倒伏の対応、川崎橋付近の氾濫対策に
ついて
３.建設行政
（１）工事発注問題の新聞報道に至るまでの経緯について
（２）工事発注の工事金額ごとの決裁権者の状況は
（３）公正・公平・透明性の確保をするための入札執行後の公表について
（４）同様な入札方法を実施している自治体について
（５）発注方法の抜本的な改善を検討しているのかについて
４.基地行政
（１） 平成26年６月定例議会において建白書を堅持していく姿勢について、市長はオール沖
縄の立場は総理への手交をもってその使命は完結したとの答弁でありました。その真意
についてお聞かせください。
（２）昨年、名護市長選挙をはじめ県知事選挙・衆議院選挙と建白書の実現を目指すオール
沖縄の流れがつくられ、「辺野古新基地建設断念せよ」の民意が示されてきたところで
ある。しかし、強行的に基地建設が進めれられています。市長は、これまで新たな基地
機能強化には反対。国外・県外に移設すべき」との立場であります。今の情勢と合わせ
てどのように認識されているのかお聞かせください
１１ 比嘉 敦子 【一括質問方式・一問一答方式】
１.官製談合問題について
２.地域交流センターの運営について
３.健康福祉センターのプールの利活用について
４.ＤＶ被害者支援対策について
５.平和行政について
６.中学校卒業者等進路支援事業の取り組みについて
１２ 幸地 政和 【一問一答方式】
１．交通安全について
(１) 飲酒運転根絶について
①飲酒運転根絶対策等について
②職員に対する飲酒運転綱紀粛正等について
③アルコール検知器について
２．市営住宅について
(１) 市営住宅整備事業について
①長田市営住宅建て替え事業について
②東山市営住宅改修事業について
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③市営住宅の指定管理者について
３．教育行政について
(１) 社会教育施設について
①石川多目的運動場の整備について
②石川会館の改修について
４．観光行政について
(１) 石川多目的ドーム周辺整備について
①石川イベント公園機能強化事業について
②石川ＩＣ周辺(道の駅)整備事業について
１３ 永玉栄 靖 【一問一答方式】
１．平成27年度うるま市施政方針について
(１) 主要事業の概要[P8,9,11,15,17,18,22,26]及び実施計画書、予算等に関連する事項
(２) うるま市民泊事業について
うるま市民泊共同体業者の民泊受け入れ状況及び助成や支援策を伺う
(３) 市民協働によるまちづくりについて
うるま市の事業内容説明と、うるま市の財政的支援、人的支援、市民が活動に参加しや
すい体制づくり等
２．屋慶名土地区画整理事業について
平成27年度～平成29年 施政方針、実施計画に組み入れの件、事業の内容説明。新市の主
要施策で合併10周年記念事業で幹線道路取り付けの件、今後の補助、支援策を伺う
３．農地法３条申請について
申請農地の合計面積3,000㎡(約910坪、30アール)
うるま市下限面積の変更の件
４．うるま市官製談合について
工事請負契約における最低制限価格制度
①最低制限価格の設定等、予定額
②指名入札のあり方について
③今後、このような問題が起こらないような対策を考えているか
1４ 喜屋武 力 【一問一答方式】
１．若者世代のニートや引きこもり対策について
（１）不登校や中卒・高卒時の進路未決定率
（２）教育力不足と考えられるがいかがか
２．認知症対策について
うるま市はどの様な対策を取っているのか
３．うるま市の各祭りの今後のあり方について
①うるま祭り ②エイサー祭り ③産業まつりについて
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４．うるま市学校給食について
地産地消と第二調理場の業務委託内容について
５．高速道路沖縄北インターチェンジの延長について
高速道路沖縄北インターチェンジを延長し、与勝インターチェンジを設けることでうるま
市の発展につながるのではないかと考えるがいかがか
６．うるま市指名競争入札について
（１）指名競争入札での業者と市職員の不正について
（２）今後の改善について
７．宮里区内道路拡張工事について
県道16号線より公民館までの生活道路の拡張はどうなっているのか
１５ 中村 正人 【一問一答方式】
１．青少年非行防止対策について
少年補導状況及び対策について
２．子育て環境について
産科の状況と今後の対策について
３．枠配分予算について
(１) 各部、各課の配分内容について
(２) 重要事業に対する配分について
(３) 一括交付金との関係について
４．行革について
進捗状況と成果について
５．農業環境について
(１) 農山漁村活性化対策整備事業について
事業内容及び経済効果について
(２) 農業基盤整備促進事業
事業内容及び経済効果について
１６ 高江洲 賢治 【一問一答方式】
１．公園整備について
（１）江洲第２公園整備について
（２）江洲城址公園整備について
２．農水産拠点整備事業について
農水産業振興戦略拠点施設整備事業について
３．学校跡地利用について
学校統廃合で廃校になった学校跡地利用について
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１７ 玉榮 登次 【一問一答方式】
１．南風原避難階段の老朽化について
南風原区の農地から勝連団地付近へと抜ける避難階段が老朽化している。また、階段の
頂上付近に面するブロック塀に倒壊の危険性がある。全面的な再建築へ働きかけていただ
きたいが、市の対応を伺う
２．スタディツーリズムの提言
(１) うるま市としてスタディツーリズムを取り入れた観光事業の展開、また、スタディツー
リズムへの展開を見越した企業誘致への取り組みが必要であると考えるが、市の見解を伺
う
(２) 各市町村においてＭＩＣＥ及びＭＩＣＥ施設誘致に向けた取り組みを展開している。う
るま市ＭＩＣＥ関連の取り組みの現状を伺う
(３) 医療系の大学もしくは、学部の設置は教育面、経済面において非常に有効であると考え
るが、市の見解を伺う
３．勝連城跡周辺文化観光拠点整備基本計画
(１) これまでの計画の進展について伺う
（２）県道16号線沿い、浜屋入り口の三差路から勝連城跡区間の景観改善を提言したいが、市
の対応を伺う
４．中小企業支援事業について
(１) 平成25年７月３日に中小企業振興基本条例が制定されたが、市場には効果が出ているの
か。また、市の具体的な取り組みを伺う
(２) 中小企業及び個人事業主への補助・助成等、市から企業向けの案内や説明会等の取り組
みが必要であると考えるが、市の所見を伺う
１８ 大城 直 【一問一答方式】
１．平敷屋製糖工場跡煙突保存修復工事について
（１）案内板と遊歩道の整備ができないか
（２）タキノー公園とリンクしての遺跡公園として整備は可能か
２．放課後子ども教室について
（１）現在いくつの団体が実施しているか
（２）持ち出し金がなくても実施可能な道はあるか
３．市の失業率について
（１）近年の推移はどうなっているか
（２）中城湾港新港地区への企業誘致以外に地域産業への展望は可能か
１９ 金城 加奈栄 【一問一答方式】
１．教育行政
発達障がい児教育支援の学習支援、生活支援員ヘルパー等の各小・中学校受入体制につい
てどのようになっているか
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２．建設行政
津堅島市営団地建設計画について
３．商工行政
津堅島住民へのまつり参加に伴うシャトル船の運航について
４．環境行政
（１）ゴミ袋の料金引き下げについて
（２）分別の拡大について(ビニール製品類)
５．母子行政
うるま市の多胎児世帯に対する粉ミルク代の助成について
６．道路行政
沖縄北インターチェンジ出口部分への左折車線の新設について、市から関係機関へ要請で
きないか
７．信号機設置
県道８号線の川崎方面からあげな小学校に向けての右折専用信号機の設置について
２０ 宮里 朝盛 【一問一答方式】
１．平成27年度施政方針
（１）「子ども・子育て支援新制度」への対応は
（２）幼児教育「子ども・子育て支援新制度」幼稚園の二年保育・一時預かり保育事業の取
り組みはどうなるのか
（３）公園整備事業「上江洲バンタ公園」の整備計画はどうなったのか
（４）畜産業振興に肉用牛生産拡大強化事業・肉用豚生産事業はどうなるのか
（５）農協改革のうるま市への影響は
２．平成26年度施政方針
（１）市民所得の向上と失業率の改善。最重要テーマの取り組みと成果を伺う
（２）「好循環実現のための経済対策」で「がんばる地域交付金」や「臨時福祉給付金」事
業の自治体の対応と成果は
２１ 德田 政信 【一問一答方式】
１．施政方針より
（１）市政運営の基本姿勢について
①経済の活性化と失業率の改善について、現在の失業率および失業者数
②平成27年度の改善目標
（２）平成27年度の予算規模
①合併当初の予算との比較について
②自主財源の比較（平成17年度と平成27年度）

- 10 -

（３）主要事業について
①うるま市景観計画について
②公園整備について
③うるま市いじめ防止基本方針について
④農業振興ビジョンについて
⑤観光振興について
⑥こども医療費助成について
⑦人事行政について
２．農振見直し
豊原地域内で農振見直しの話が出ておりますが、その目的等について
２２ 下門 勝 【一問一答方式】
１．特別支援教育及び心身障害児童生徒就学指導等について伺う
（１）本市の特別支援教育及び心身障害児童生徒就学指導委員会委員の人数及び資格等につ
いて伺う
（２）同委員会の役割について伺う
２．災害時の福祉避難所等の確保及び要支援者等に対する支援について
特別な配慮を要する方々（要支援者等）に対する取り組みについて伺う
３．不法投棄対策等について伺う
４．与勝中学校交差点の横断歩道をスクランブル型にすることについて
５．平敷屋地区護岸改修工事について
２３ 名嘉眞 宜德 【一問一答方式】
１．施政方針について
(１) 枠配分方式
(２) 市民協働のまちづくり（主な事業）
(３) 体験・滞在型メニューのサービス展開
(４) 地域公共交通の推進
(５) 悪臭対策
(６) 生涯スポーツ振興
２．教育行政について
教育委員会制度
３．アスベスト問題について
(１) 環境調査結果
(２) 県生活環境保全条例改正
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４．官製談合について
(１) 当局認識
(２) 業者等に対する指導
(３) 業者に対するペナルティ
(４) 入札制度の改革
２４ 奥田 修 【一問一答方式】
１.財政と施策について
(１) 本市の本年度のソフト一括交付金の執行状況（不用額・繰越額）と執行率向上への対応
策についてと「特別枠予算」活用への見解を伺う
(２) 合併特例について
①合併特例債の執行状況と今後の活用方針について伺う
②合併特例による地方交付税の新たな財政支援の内容について
(３) 地方創生の取り組みと新たな交付金制度の内容と国の支援策（情報・人的・財政）の活
用について
２.福祉施設「マザーズスクエアうるはし」の開設に伴う活動状況について
(１) 県内におけるモデル事業の設置状況、本市における相談件数、受け入れ状況、受け入れ
要件の課題についてご案内下さい
(２) 利用者の声と利用したい人の声、利用者の成果についてご案内下さい
(３) 支援期間と事業期間、対象世帯数の拡充についての見解を伺う
(４) 県施策の「ひとり親世帯支援」に対する本市の取り組みと入居世帯に該当世帯があるか
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うるま市島しょ地域学校跡地跡施設活用方針（案）に基づく該当地域説明会での同意・
了承の状況について伺う
②事業化に向けて新年度実施する事業、実施計画へ反映される事業、緊急性の理由により
想定される事業、また総事業の事業期間について伺う
③島しょ地域の人口減少問題と地方創生の取り組みとの関連性についての見解を伺う
(２) 市道与那城18号線道路整備について
補助事業採択状況と工事着手時期について伺う
(３) 平安座区下水道（流域下水道）の取り組み状況について
(４) 金武湾・平安座南港多目的広場野外ステージの屋根整備について
２５ 喜屋武 正伸 【一問一答方式】
１．公園事業について
下原スポーツ広場整備事業の進捗状況について伺う
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２．道路行政について
(１) 県道16号線高江洲635番地付近のカーブの改良について伺う
(２) 市道の管理について伺う
(３) 停止線の設置について伺う
３．農業排水路について
高江洲595番地付近の農業排水路の改善について伺う
４．保育行政について
保育士の人材確保・処遇改善について伺う
５．排水路の整備について
(１) 市道213号線の排水路の整備計画について伺う
(２) 塩屋354-11番地付近の排水路の新設整備の進捗について伺う
２６ 伊波 良明 【一問一答方式】
１．消防行政について
(１) 消防車両や救急車両等の進路を妨げる迷惑駐車等への対応策について伺う
(２) 救急救命士の育成に向けた研修体制及び資格保持者の待遇について伺う
(３) 住宅用火災警報器の設置状況及び啓発活動について伺う
(４) ｢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｣について伺う
(５) 本市の消防団員の人数や服務規程について伺う
①定員に対しての割合
②地域別の人数
２．防災行政について
市長の施政方針による自主防災組織の育成について伺う
３．環境問題について
(１)悪臭対策についての取り組みについて伺う（予算及びその効果等）
(２)ごみ対策について循環型社会の現況について伺う
①前年度と比較してのゴミの量
②リサイクルとして循環していると思われる割合
③啓発活動等について
２７ 平良 榮順 【一問一答方式】
１．地域興し事業について
(１) 通称、ふるさと納税制度について
①内容について伺います
②本市の現状について(過去５年程度の実績)
③先進地の事例について
④今後の増額対策について
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２．漁業振興について
(１) 養殖漁業について
①本市における養殖漁業の現状について
②｢しらひげうに｣漁の現状について
③｢しらひげうに｣養殖事業について
３．保育行政について
(１) 子ども・子育て支援新制度について
①幼保連携型認定子ども園について
②地域子育て支援拠点事業について
③地域型保育の小規模保育及び事業所内保育について
④待機児童解消について
⑤保育士の待遇改善について
２８ 又吉 法尚 【一問一答方式】
１．５歳児保育問題について
（１）現在の公立・法人保育園５歳児クラスの申し込み人数、入所確定人数、土曜日保育を
必要としている園児数、入所確定数、入所ができなく幼稚園へ移動した人数、またその
対応方について伺う
（２）幼稚園の５歳児預かり保育の申込数、入所確定数、クラス数、現時点での預かり担当
教員、保安員の確保数について伺う
（３）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。また全幼稚園預かり
保育で供給が可能なのか伺う
（４）幼稚園での土曜保育の可能性について伺う
（５）本務職員の出退勤時間の徹底について今一度確認いたします
（６）幼稚園保育料、預かり保育保育料について伺う
（７）「子ども・子育て支援新制度」の市民向け事業説明会はいつ頃開催する予定なのか伺
う
２．沖縄アミークスインターナショナルの施設管理について
（１）誘致した目的、施設地を無償契約した理由、賃貸契約に至った経緯について今一度確
認します
（２）うるま市に住所がある児童・生徒に対し、授業料の一部補助等何らかの支援ができな
いものか伺う
（３）アミークスが休みの土・日、うるま市内の保育園・幼稚園児が山登り、川遊び等の利
用が出来ないか。又、グラウンドでは少年野球、サッカー、一般のソフトボール等のナ
イターの使用が出来ないか合わせて伺います
（４）ゴールデンウィーク、春・夏休み等にキャンプ場として市民に開放出来ないか伺う
３．公用車の維持管理、うるま市民の自動車任意保険の加入率について
（１）公用車の保有台数を伺います。お隣りの沖縄市や宜野湾市も合わせて伺う

- 14 -

（２）車両事故の修理や車検等で公用車を整備する場合の整備工場の選定方法はどのように
なっているのか伺う
（３）任意保険は全ての公用車が加入していると思いますが、保険会社の選定方法はどのよ
うになっているのか伺う
（４）うるま市内自動車の保有台数、任意保険加入率について伺う
（５）任意保険を加入促進するために、うるま市として何らかの試み等がありましたか。
又、保険料の一部補助等が出来ないものか伺う
４．道路整備について
（１）県道８号線、川崎じんぶん館入口歩行者信号機設置について伺う
（２）西原～兼箇段へまたがる県道224号線について伺う
（３）具志川環状線、未開通部分について今一度伺います
５．施政方針について
（１）Ｐ３「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」について具
体的に県にどう訴え、要請を早めるのか伺います
（２）Ｐ12「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」について具体的内容を伺います
（３）Ｐ12「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ます」について具体的内容を伺
います
（４）Ｐ13「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」につ
いてどのような取り組みを考えているのか伺います
（５）Ｐ21「保育については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、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」についてそれ
ぞれ具体的内容を伺います
（６）Ｐ21「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歳まで引き上
げ、保護者の経済的負担の軽減に努めます。また引き続き対象年齢の拡充を検討してま
いります」について県が10月にも就学前までに対象年齢を引き上げようとしています
が、うるま市も早めの拡充が出来ないものか伺います
（７）Ｐ25「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」について具体的にどういう
事を行うのかお伺い致します
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