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質  問  事  項 

 1 玉榮 登次 【一問一答方式】  

１．勝連城跡周辺文化観光拠点整備基本計画について 

 （１）県道16号線沿い、南風原浜屋入口三差路から勝連城跡区間の景観改善を提案

する。市の対応を伺う 

 

 （２）南風原区における景観地区まちづくり計画の景観地区条例制定にあたり、南

風原地区の住民に対するメリットとデメリットについて伺う 

 

 （３）条例制定にあたり、南風原区で問題になっている「通過型観光」の解消に対

する打開策にはなっていないとの声が住民よりあがっている。地元への経済

効果が表れる施策が必要であると提言するが、市の所見を伺う 
 

２．中小企業支援事業について 

 （１）平成25年７月３日にうるま市中小企業振興基本条例が制定されたが、市場に

は効果がでているのか。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が、市の所見を伺う 

 

  ２ 仲本 辰雄 【一問一答方式】 

１．新地方公会計の整備と活用について 

 

２．マイナンバー制度について 

 

３．合併１０周年記念事業について 
 

４．生活困窮者自立支援事業の現状と課題について 

 

５．コミュニティバスの運行について 

 

 ３ 松田 久男 【一問一答方式】 

１．石川屋内運動場の雨漏りについて 

 雨漏りが依然激しく利用者からの改善要請があるが、その対策について伺う 

 

２．学校での空手指導について 

 市内小中学校の教職員及び生徒の空手指導について、市内道場を積極的に活用

できないか 

 

３．生活保護申請者の死亡時における医療費支払いについて 
生活保護を申請した者が、死亡した場合に生前の医療費は誰が支払うべきか（遺族

等の協力がない場合） 

 

４．入札方法の改善と教育部施設課の業務内容について 

 （１）入札時の最低制限価格決定時に、残り二つの封筒を開示することについて 

 

 （２）教育部施設課の業務から設計及び建設工事を建設部建築工事課に移管する事

について 
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 ４ 西野 一男 【一問一答方式】 

１．勝連南風原景観地区まちづくり計画について 

 

２．津堅島キャロットアイランド公園の現状について 

 

３．平敷屋旧製糖工場周辺整備について 

 

  ５  伊盛 サチ子 【一問一答方式】 

１．天願川河川の整備について 

 （１）天願川の氾濫状況等の実態調査とその検証を伺う 

 

 （２）天願地区への氾濫の原因とも考えられる米軍提供施設キャンプ・コートニー

区間の未整備箇所について伺う 

 
２．官製談合について 

 （１）裁判ではどの様なことが明らかになったのか 

 

 （２）当局が把握している談合グループの実態について 

 

 （３）最低制限価格の２つの公表とその制度の見直しについて 

 

 （４）指名委員会における公正・公平な指名について 

 

 （５）公正入札調査委員会での入札制度の検証について 

 

３．基地行政について 
 市長は新たな基地機能強化につながることには反対を表明している。辺野古新基 

地建設にも明確に反対の立場であるのか。見解を伺う 

 

 ６ 大城 直 【一問一答方式】 

１．道路行政について 

 （１）勝連半島南岸道路について 

 

 （２）安武堂から与勝中学校向け道路の整備状況について 

 

 （３）市制10周年だが、自治会からの舗装要請など、棚上げになっている件がな 

いか 

 

（４）県の平成27年度事業で健康長寿おきなわ復活の取り組みの中に社会環境整備

で運動しやすい日常環境づくり（道路事業、街路事業、海岸事業、がんじゅ
うどー事業）で歩道などにラバー張りも可能なので、海中道路とその周辺歩

道にラバーを張れないか。他にもウォーキングに適した場所がないか 

 

２．観光行政について 

 （１）海中道路（海の駅）の素通り観光から体験型観光に変える目的で関係者を集

めての円卓会議等の対策が必要だと思うが可能か 

 

 （２）うるま市唯一の有人離島津堅島への観光客が増えるシーズンであるが、観光

地としての周辺整備が出来ないか。またビーチからホートゥガーまでの遊歩
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道の整備や慰霊碑の刻銘の助成は可能か 

 

 （３）市政10周年事業として、宜野湾市からうるま市（津堅島）までのヨットレー

スが出来ないか 

 

 ７ 比嘉 敦子 【一括質問方式】 

１．うるま市歌とうるま市音頭について 

 

２．平和行政について 

 

３．マイナンバー制度について 

 

４．農業振興について 
 

５．絵本の里（宮城島）設置について 

 

６．こども議会について 

 

 ８ 金城 加奈栄 【一問一答方式】 

１．道路行政について 

（１）県道10号線付近、川田交差点への点字ブロック設置について伺う 

 

（２）県立前原高等学校正面付近の歩道に設置されている反射板（ポール）の取り

替えについて伺う 

 

２．信号機設置について 

 県道８号線あげな小学校向け信号機の向き変更について伺う 
 

３．教育施設について 

 うるま市具志川総合体育館内の天井の雨漏修繕について伺う 

 

４．建設行政について 

 津堅島への市営団地建設に対する住民アンケート調査の実施について 

 （１）何世帯にアンケートを配布したのか 

 

 （２）何世帯が希望しているのか 

 

 （３）住民との懇談会開催について 

 
５．漁港の維持管理について 

 （１）津堅漁港に設置されている浮桟橋を固定するチェーンが腐食しているが、取

り替えができないか伺う 

 

 （２）待合所のシャッターボックスが腐食しているが、その取り替えについて伺う 

   

 （３）待合所の高窓の開閉ができない状態だが、その修繕について伺う 
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 ９ 伊波 洋 【一問一答方式】 

１．マネジメント計画について 

 （１）統合庁舎の完成により、各庁舎の市民窓口業務の今後について伺う 

 

 （２）統合庁舎完成後の各庁舎のあり方についてこれまでの経緯・経過、今後につ

いて伺う 

 

２．行政改革について 

 （１）合併１０周年の行政改革のこれまでの経緯・経過について伺う 

 

 （２）今後の行政改革について伺う 

 
３．コミュニティバスについて 

 統合庁舎建設完成により市民の足となる交通手段のバスについて伺う 

 

４．津堅島離島振興政策について 

 （１）イモゾウムシ根絶事業について 

 

 （２）遊休農地・作物策定・畜産業振興について 

 

５．文化観光拠点整備基本計画について 

 勝連城跡周辺文化観光拠点整備基本計画のこれまでの進捗状況及び経過、今後の課 

題について伺う 

 
６．補助金団体について 

 （１）うるま市社会福祉協議会について 

 

 （２）うるま市シルバー人材センターについて 

 

 

 １０ 金城 勝正 【一問一答方式】 

１．具志川小学校の防球ネット設置事業に関連する事項について 

 

２．具志川ビーチ護岸損壊部分の改修に関連する事項について 

 

３．字具志川城跡「グスク」の戦跡としての位置付けと整備に関連する事項について 

 

４．自治会運営振興補助金に関連する事項について 
 

５．うるま市成人式に関連する事項について 

 

 １１ 荻堂 盛仁 【一問一答方式】 

１．基地問題について 

 （１）施政方針に取り組む市長の決意 

 

 （２）旧２市２町からうるま市の現在までの基地関連による事件・事故の件数。 

また、その種類を旧２市２町別に伺う 

 

 （３）合併後から今日までの爆音による苦情の件数を伺う 
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 （４）第三次嘉手納爆音訴訟の内容と本市の関わりについて 

 

 （５）第三次嘉手納爆音訴訟原告団の半分が本市の住民であることに関する市の考

えを伺う 

 

 （６）市として夜間飛行の差し止めや地域補償を求めるべきではないか 

 

２．闘牛博物館設置について 

 （１）闘牛サミットを開催しての市長の感想を伺う 

 

 （２）闘牛博物館の設置はできないか伺う 
 

３．具志川野外レクリエーションセンターのその後について 

 （１）レクリエーションセンターの施設、設備器具の内訳を伺う 

 

 （２）レクリエーションセンターにあった設備・器具等の対応場所について 

 

 （３）レクリエーションセンターの再現について 

 

 １２ 東浜 光雄  【一問一答方式】 

１．県道37号線の道路改修について 

 県道37号線・照間交差点付近から海中道路入口までの間の車道に陥没しているとこ

ろが数箇所あり、道路事情が悪くなっている。特に夜間の走行は陥没している箇所

に入り込み、車がバウンドし、ハンドルがとられる危険な状態にあります。県への

早めの進達を行い、早急に道路の改修を行う必要性を感じますが、ご見解を伺いま
す 

 

２．海中道路入口東側海域の悪臭対策について 

 海中道路入口東側海域の悪臭対策については、これまで幾人もの同僚議員が取り上

げてきたところでありますが、未だに悪臭の問題が改善されない現状にあります。

当局はこれまでどのような対策をとってきたのか。なぜ悪臭が改善されないのか。 

 ご見解を伺います 

  

３．世界遺産勝連城跡の周辺環境整備について 

 世界遺産勝連城跡は本市の観光の目玉として位置づけ、城郭内の整備の充実を初め 

 様々なイベントの開催により、県内外から多くの観光客が訪れている現状にありま

す。しかしながら勝連城跡周辺の景観は発電所、採石場、勝連城の遺構保管庫に隣
接する民間アパートがあり、勝連城に相応しくない景観があります。特に採石場は

環境面からも悪く観光客に悪いイメージを与えていると思います。早急に事業者と

協議を行い代替地を求め移転させる必要性を感じますが、当局のご見解を伺います 

 

４．基地問題について 

 現在、沖縄の基地の現状は、ご承知のように在日米軍施設の約７４％が集中してい

る現状にあります。基地あるがゆえに、基地から派生する様々な事件、事故、騒音

被害に苦しんでいるのが現状です。その現状も顧みず、今、辺野古に新たな基地が

建設されようとしていますが、市長はその現状をどのように認識しているのか、お

伺いします 
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 １３ 名嘉眞 宜德 【一問一答方式】 

１．行政相談員の推薦について 

 推薦に至るまでの手順を伺う 

 

２．津堅島の振興について 

 （１）中学校の学習支援員の配置について 

 

 （２）免許外の教科担任の解消について 

 

３．職員の定数削減について 

 （１）現在の状況を伺う（平成17年から平成27年） 

 
 （２）嘱託職員・臨時職員の推移を伺う(平成17年から平成27年) 

 

 （３）人件費の占める割合を伺う（平成17年から平成27年） 

 

 （４）財政改革に向けての成果を伺う 

 

４．官製談合について 

 （１）談合事件によるうるま市の損失を伺う 

 

 （２）談合グループを把握しているのか伺う 

 

 （３）沖信建設等へのさらなるペナルティはあるのか伺う 
 

５．入札制度の改革について 

 （１）現在の状況を伺う 

 

（２）入札制度の問題点の検証について 

 

 （３）公正・公平な指名をするための施策を伺う 

 

 （４）うるま市の元職員、現職員と市内の建設業者等で組織するゴルフ愛好会の存

在を認識していたか伺う 

 

 １４ 永玉栄 靖 【一問一答方式】 

１．合併の検証について 

 （１）合併特例債の２市２町の現在の配分事業執行額を伺う 
 

 （２）安慶名再開発事業の予算の総事業費は。また工事請負契約総事業額はどの 

ようになっているか 

 

 （３）安慶名土地区画整理事業について、平成１７年度から平成２７年度の予算額 

及び工事請負契約の支出総額を伺う 

 

 （４）安慶名再開発事業の執行状況と成果について。また銀行移転場所の整地事業

における移転費用、建物物件補償額はどのようになっているのか 

 

 （５）今後の事業完了の予定年月日と総事業費の見込額等を伺う 
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２．屋慶名土地区画整理事業について 

 （１）うるま市土地区画整理組合助成条例に基づく助成金交付（要請）の対応につ

いて伺う（事業施行期間、資金計画、他事業施行分） 

 

 （２）本条例に基づく適用要件について（うるま市屋慶名地区）。また組合助成条

例（適用範囲第２号）、組合助成金条例施行規則（第２条）等について伺う 

 

 （３）幹線道路（幅員10ｍ道路）の位置づけについて。屋慶名地区の周辺（与那城

地域）における「うるま市都市計画マスタープラン」の用途地域内の土地利

用方針、まちづくり方針について伺う 

 
３．津堅島の振興について 

 （１）県の離島振興２１世紀ビジョン重点施策でも助成があり、また市の島おこし

支援事業でも助成を継続しているが、その継続について市の対応を伺う 

  

 （２）津堅島の環境問題について、不法投棄や焼却炉の設置等について伺う 

 

４．高額な医療費の助成制度について 

高額な薬剤を服用しないといけない方に対し、国（厚生労働省）に対し呼びかけ並

びにうるま市としての対応と助成制度の検討等が出来ないか伺う（ウイルス性肝硬

変、肝がん患者） 

 

５．統合庁舎建設事業について 
 （１）総事業費（4,746,637千円）の財源内訳の説明を伺う 

 

 （２）工事契約進捗、支払状況について伺う（前払い金額は） 

    ①施行管理、設計業務等（１工区・２工区） 

  

    ②繰越明許費繰越、事故繰越等 

 

    ③関連する事項 

 

 １５ 中村 正人 【一問一答方式】 

１．うるま市職員雇用環境について 

 （１）職員数、臨時職員数、嘱託職員数について 

 

 （２）職員適正配置について 
 

２．ヌーリ川公園について 

 事業計画と進捗状況について 

 

３．財政計画について 

 基金の活用方法について 

 

４．保育環境について 

 認可外保育園の共働き世帯数について 

 

５．教育関係について 

 学力向上のための拠点校について 
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 １６ 幸地 政和 【一問一答方式】 

１．戦没者の慰霊について 

 （１）戦没者聖魂の塔について 

    ①石川聖魂の塔整備計画について 

     

    ②石川聖魂の塔戦没者刻銘表示について 

  

 （２）戦没者慰霊祭について 

    ①石川戦没者慰霊祭について 

 

    ②石川戦没者慰霊祭の恒久祭祀について 

 
２．環境行政について 

 （１）楚南地区に設置された犬小屋とフェンスについて 

    ①犬小屋とフェンスの設置状況について 

    

    ②根拠法令に抵触する現状について 

 

    ③犬小屋とフェンスの撤去について 

 

３．道路行政について 

 （１）石川市道３号線の整備計画について 

    ①石川市道３号線実施計画について 

 
４．畜産振興について 

 （１）沖縄県農業共済組合について 

    ①家畜共済加入と家畜共済事故の現状について 

 

    ②獣医師の定数増改正について 

 

 １７ 宮城 一寿 【一問一答方式】 

１．台風災害対応について 

 台風６号の対応について 

 

２．道路行政について 

 （１）平安座島から浜比嘉大橋に向けての信号機の設置は完了したが、点灯は何時

頃になるか伺う 

 
 （２）字具志川１６２番地付近の道路拡張後の側溝設置はどうなっているのか伺う 

 

 （３）田場交差点から宇堅向け（具志川石炭火力発電所向け）道路は子供達がよく

利用しているため子供の交通事故が多発しているが、歩道設置の計画はある

か、当局の考えを伺う 

 

３．市民サービスについて 

 来年１月新庁舎での業務開始に伴い、勝連・与那城・石川庁舎の窓口業務はどうな

るか伺う 
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４．教育行政について 

 （１）校舎内維持管理について 

 

 （２）電子黒板設置追加について 

 

５．津堅島振興について 

 （１）アギ浜漁港高波浸食被害について 

 

 （２）津堅小中学校島外遠征費助成について 

 

６．うるま市総合計画について 
 （１）平成19年策定５年計画（平成19年～平成23年迄）の検証はできたか伺う 

 

 （２）平成24年度から平成28年度迄の後期基本計画（５年）の進捗状況について伺

     う 

 

 （３）平成29年度からの10年間の総合計画策定についての取り組みについて伺う 

 

 １８ 伊波 良明 【一問一答方式】 

１．都市計画について 

 （１）旧石川浄水場跡地への大型店舗進出について市の見解を伺う 

 

 （２）国道329号石川バイパス沿いへの大型店舗の進出の有無や都市計画について

伺う 

 
２．道路行政について 

 （１）旧石川浄水場と石川中学校グラウンドの間を通る生活道路について進捗状況

を伺う 

 

 （２）その生活道路と市道34号線（通称外人住宅通り）を国道329号で十字路にし

た方がいいと思うが、当局の見解を伺う 

 

 （３）市道石川34号線から県道75号線へのバイパスがつくれないか伺う 

 

 （４）市道石川55号線（通称白浜通り）及び市道石川13号線の進捗状況を伺う 

 

 （５）市道石川68号線（大育保育園前）の拡張整備工事について伺う 
 

 （６）市道伊波15号線の整備について伺う 

 

 （７）市道石川３号線（通称銀座通り）と国道329号石川バイパスを十字路にし、

その延長線を県道73号線（石川仲泊線）の石川葬祭場入口につなげられない

か伺う 

 

 １９ 喜屋武 力 【一問一答方式】 

１．消防業務及び組織体制について 

 （１）ＡＥＤ設置について 

 

 （２）消防職員と消防団員の活動体制について 
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２．各地域防犯灯について 

 ＬＥＤ防犯灯の改良について 

 

３．幼児教育と待機児童について 

 

４．南風原地区の景観条例について 

 

５．戦争遺産について 

 塩屋、川田地域に残る旧日本軍の高射砲陣地について 

 

６．いのちの電話相談員養成について 
 

７．兼箇段公民館に隣接する農道の安全対策について 

 

 ２０ 喜屋武 正伸 【一問一答方式】 

１．土木行政について 

 （１）前原自治会（具志川）の路面水の滞留箇所の改善の進捗状況について伺う 

 

 （２）前原138番地付近の路面水滞留箇所の新設（グレーチング）について伺う 

 

 （３）農水産物戦略拠点施設へのアプローチ道路及び市道の整備計画について伺う 

 

２．教育行政について 

 （１）学力テストに関する事項について 

 
 （２）市内学校別の公表について 

 

（３）スマートフォンの児童生徒の利用状況について 

 

 （４）幼稚園の預かり保育について 

 

 （５）問題行動のある生徒の居場所の設置ができないかを伺う 

 

 （６）市内小中学校職員の病休の状況について 

 

 （７）学校施設の節電について 

 
 （８）うるま市こども議会の内容について伺う 

 

 （９）教育長の教育行政についての所見を伺う 

 

３．保育行政について 

 （１）待機児童数について 

 

 （２）５歳児保育の実施について 

 

 （３）今後の待機児童解消に対する行政の考え方について 
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４．都市計画行政について 

 塩屋自治会の公園及び広場の施設整備について 

 

５．市民生活課に関する事項について 

 自治運営振興に関する事項について伺う 

 

６．下水道行政について 

 （１）地域別の接続率について 

 

 （２）接続率の低い要因について 

 
 （３）下水道整備計画に関する事項について 

 

 ２１ 佐久田 悟 【一問一答方式】 

１．与那城西原地区農業基盤整備促進事業に伴う農道整備について 

 

２．うるま市附属機関等の現状と課題について 

 

３．うるま市ボランティア推進の取り組みと現状について 

 

４．「マイナンバー制度」導入へ向けてのこれからの取り組みについて 

 

５．「18歳選挙権」の意義とこれからの取り組みと課題について 

 

６．「うるま市総合計画後期基本計画」に基づくうるま市の教育施策の現状について 
 

 ２２ 又吉 法尚 【一問一答方式】 

１．あやはし海中ロードレースについて 

 （１）駐車場の確保について伺う 

 

 （２）脱水症状対策について伺う 

 

 （３）ランニングファイヤーマン導入について伺う 

 

 （４）ファミリーコースのスタート時間変更について伺う 

 

 （５）記念Ｔシャツの再利用について伺う 

  

２．こども議会の開催について 
 （１）開催する目的と過去のこども議会からの反省点について伺う 

 

 （２）こども議員の選出方法について伺う 

 

 （３）任命状や議員バッジ等の配布について伺う 

 

 （４）沖縄市が実施している宿泊研修等を通して、事前に勉強会を実施出来ないか伺う 

 

３．男女混合名簿導入について 

 （１）うるま市内の男女混合名簿導入率について伺う 
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 （２）長所短所について伺う 

 

 （３）今後の導入予定について伺う 

 

４．うるま市小・中学校プール管理について 

 （１）プール管理人について伺う 

 

 （２）ＡＥＤ、心肺蘇生法講習会の実施について伺う 

 

５．道路整備及び信号機設置について 

 （１）うるまシティープラザ近く、ローソン赤道店前交差点、横断歩道の早急な整備について 
    伺う 

 

 （２）あげな小学校近く、うるみんに向かう交差点の横断歩道に押しボタン式信号機設置が出

来ないか伺う 

 

６．保育・子育て問題について 

 （１）幼稚園、預かり担当教員、障がい児担当教員、保安員について伺う 

 

 （２）本務職員の時間外労働について伺う 

 

 （３）夏休み明け、預かり人数が増え、クラスが増設した場合、職員の確保は出 

来るのか伺う 
 

 （４）保育園５歳児クラスと幼・小学校の交流、連携授業について伺う 

 

 （５）一時保育・休日保育の予算補助について伺う 

 

 （６）認定子ども園の設置、保育料について伺う 

 

７．うるま市子ども子育て支援事業計画について 

 （１）計画策定の概要と趣旨を伺う 

 

 （２）うるま市の現状と課題を伺う 

 
 （３）今後５年間の総人口の推移及びゼロ歳児～５歳児（就学前児童）、６歳児～

11歳児（小学生）の人口の推移について伺う 

 

 （４）今後５年間の公立保育園・認可保育所の入所児童予定総数を伺う 

 

 （５）うるま市も今後、子どもの数が大幅に減少が見込まれる中、待機児童対策と

して認可化を促進した場合、子どもの定員割れが予測出来ますが、当局の今

後の考えや対応方について伺う 

 

 ２３ 奥田 修 【一問一答方式】 

１．諸事業の取り組み状況について 

 （１）島しょ地域の振興事業における費用対効果について 

    ①市長の基本的な考えを伺う 
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    ②「学校跡地・跡施設活用方針」に伴い、市が直接実施する事業期間５年程

度とする総事業費について伺う 

     

 （２）市道与那城18号線道路整備の取り組み状況と関連する事業について 

    ①同道路整備については、予定通りの事業施行と理解してよいか伺う 

  

    ②彩橋小中学校技術向上と安全策の為のグラウンド整備についての考え方

を伺う 

 

    ③同校通学路スクールゾーン標示等の整備についての考え方を伺う 

   
    ④冠水対策事業、平安座排水路整備事業の取り組みと工事着手時期について

伺う 

 

 （３）浜区市道勝連６－４号線新規道路整備の取り組みについて伺う 

 

 （４）平安座下水道（流域下水道）の取り組みについて 

    平成27年度において、基本設計が実施できない理由と平成28年度実施の見込 

みについて伺う 

 

 （５）金武湾・平安座南港多目的広場野外ステージ屋根整備の工事着手時期につい

て伺う 

 
 （６）県道10号線と浜比嘉大橋との交差点信号機の供用開始について伺う 

 

２．学校耐震化について 

 （１）国の耐震化100％を目標とする本市の対応について 

 

 （２）耐震化が遅れている自治体に対して書簡を送ったとの事だが、その対象とな

っているか 

 

 （３）耐震性のない、まだ診断をしていない、倒壊する危険性のある建物について

の本市の現状はどうなっているのか 

 

 ２４ 平良 榮順 【一問一答方式】 

１．河川管理及び整備について 

 （１）天願川下流域水面に異常繁茂する水草について 
   ①水生生物への影響について 

 

   ②漁業への影響について 

 

   ③これまでの漁業被害と対応について 

 

   ④管理体制の確立について 

 

 （２）昨年７月９日に発生した天願地域の住宅浸水被害について 

   ①原因について伺う 

 

   ②その後の対応について伺う 
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 （３）天願川河床のしゅんせつについて伺う 

 

２．道路行政について 

 （１）道路標識、白線の整備について 

 

 （２）みどり町五丁目と六丁目の間、具志川商業高等学校通り歩道の整備について 

 

 （３）あげな中学校正門前横断歩道の整備について 

 

 （４）民間業者の開発行為による宅地造成地域道路及び排水の管理について 

 
３．地域活性化について 

 （１）ふるさと納税推進による活性化について 

   ①本市の取り組み及び考え方について 

 

   ②総務部及び経済部の考え方について 

 

 （２）闘牛による地域活性化について 

   ①石川多目的ドームの整備について 

 

   ②同イベント広場一般及び大型バスの駐車場の整備について 

 

   ③ソフト面及び牛主への活性化支援策について 
 

 ２５ 宮里 朝盛 【一問一答方式】 

１．マーラン船の復元の目的と活用状況について 

 

２．喜仲自治会から要請のあった道路・排水路（溝）整備について 

 

３．米軍航空機による爆音被害について 

 （１）対応と対策について 

 

 （２）騒音測定器設置とその効果について 

 

 ２６ 下門 勝 【一問一答方式】 

１．福祉行政について 

 重度心身障害者（児）医療費助成制度の自動償還払い方式の導入について伺う 

 

２．防災行政について 
 市職員等の災害時初動体制について 

 

３．教育行政について 

 学校適正配置計画等について伺う 

 

４．口腔ケア対策について 

 （１）低所得世帯等への支援について伺う 

 

 （２）乳幼児及び児童生徒の口腔ケア対策について伺う 
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 ２７ 仲程 孝 【一問一答方式】 

１．赤道小学校校舎増改築事業について 

 本年度、設計管理業務委託料11,120千円の計上された赤道小学校校舎増改築事業の

今後の具体的な計画について伺う 

 

２．（仮称）米原緑地広場整備事業について 

 本年度、業務委託料が計上されているが、具体的な委託内容及び今後の年次計画等

について伺う 

 

３．具志川中学校区への児童館整備計画について 

 本年度実施計画において、未だ策定のされていない具志川中学校区への児童館建設

について当局の見解を伺う 
 

４．赤道地内への排水路整備と土砂崩れ対策について 

 平成25年11月29日付け赤道自治会要請の排水路整備と土砂崩れ防止壁についての

対策を伺う 

 

５．米原地内への排水溝設置について 

 平成23年4月20日付け米原自治会要請の排水路整備について、今後の見解を伺う 

 

６．指定ごみ袋の改良について 

 指定ごみ袋を取って付き（Ｕ字型）に変更、または導入していくことについて当局

の見解を伺う 

 




