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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．基地問題について

(1)天願桟橋の返還問題についてお伺いいたします。

天願桟橋が長年、米軍の物資等の搬入のために使われてきました。去る10月10日には、多

くの県民、市民の抗議の中、パトリオット・ミサイル３の搬入が強行されました。今後も

天願桟橋が米軍の物資等の搬入の重要な拠点となり、恒常的な軍港化になることに市民は
不安をいだいています。天願桟橋海域と周辺は、近年、住宅も増え、海岸や海を利用する

市民が多数います。この地域が海水浴場はじめ、市民の憩いの場所として活用することに

ついての考えを伺いたい

(2)在沖自衛隊基地で｢少年防衛講座｣が2泊3日で行われ、県内外から中高生41名が参加しま

した。うるま市内からの生徒の参加はありましたか

(3)この講座の内容は
(4)この｢少年防衛講座｣は自衛隊の(軍隊)の宣ぶ工作の一環ではという声があります。この講

せん

座への参加の問題についての市当局(市長)の見解を伺いたい

２．うるま市基本構想について(うるま市前期基本計画(案)について)

前期基本計画案(P212)の北東海岸地域のまちづくり計画がありますが、天願桟橋地域の米

軍用地の撤去も視野に入れたものでしょうか

３．住民税(市民税)問題について

(1)65歳の老年者控除の廃止により、何人が増税になり、その額はいくらか

(2)65歳以上で所得125万円までの住民税非課税措置の全廃により、何人が増税になり、その

額はいくらか

(3)公的年金控除の縮減により、何人が増税になり、その額はいくらか
(4)定率減税の半減により、何人が増税になり、その額はいくらか また来年度、全廃によっ

て何人が増税になり、その額はいくらか

(5)急激な増税となる高齢者世帯などに対する、市税減免措置を新たに創設すること

４．住民税の｢障害者控除｣の認定制度について

(1)介護保険の認定が要介護１以上で、住民税が非課税から、今年、課税になった方は何名い
ますか

(2)その方々に障害者控除の認定制度について｢個別通知を実施し、活用すること｣について

お伺いします

５．障害者自立支援法の現状と負担軽減について

(1)障害者自立支援法の実施によって、利用料が負担出来なかった為に、施設を退所した件数
(人数)は

(2)利用料が負担出来ない為に、福祉サービスを利用出来ない方は何名いますか

(3)障害者(弱者)の立場にたった市の負担軽減策について、どのように考えていますか

６．国民健康保険税問題について

(1)国民健康保険税の滞納者が増えています。その理由は国保税が高すぎて、払いたくても払
えないのが現状ではありませんか。市民からは国保税を値下げしてほしいという切実な声

があります。減額、免除制度の一層の充実についてお伺いします

(2)新たに増税となった年金生活者世帯を国民健康保険料の減免対象にすることについて
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７．介護保険料問題について

(1)介護保険について伺います。介護保険料も引き下げてほしいという市民が多くあります。

国保同様に、減額、免除制度の一層の軽減を求めます。
(2)介護保険の10月改定で、軽度の人は原則として、10月から福祉用具をこれまでの一割負担

で借りられなくなりました。介護ベッドや車いすが借りられなくなった方は何名いますか

(3)市独自の助成で、介護ベッド、車いすが借りられるような措置についてお伺いします

(4)65才以上の１号被保険者に対する介護保険料の軽減措置を拡充し、新たな増税に伴う急

激な負担増となる加入者に対し、さらなる減額措置を設けることについて伺いたい

８．合併特例債事業について

(1)合併特例債を活用した事業が、平成17年度から進められました。ご承知のように、この特

例債は３割が自治体負担となります。この３割の自治体負担が将来、市民負担にならない

か不安をいだいています。その事について伺いたい

(2)合併特例債事業の見直し、圧縮についての考えを伺いたい

２ 名嘉眞 宜德

１．合併特例による議会について

(1)86名の議会誕生の経緯と、そのことについての市長の所見を伺いたい

(2)合併特例期間の議員の報酬とその総額、議場の改築、諸経費等の総額はいくらか

(3)合併直後34名の議員選挙が行われたとして、それに要した経費の総額との差額はいくらか

２．行財政改革について

10年で300名の職員を減ずることについて、300名という数の根拠は

３．教育支援について

(1)近年の本市小中学校におけるいじめの実態について伺いたい(概要で可)
(2)登校拒否、保健室登校等の実態について伺いたい(概要で可)

(3)いじめが起こる原因をどのように捉えておりますか

(4)教師や学校が、いじめを素早く把握する良い方策はどのように考えていますか

(5)30人学級は必要であると思いますか

(6)スポーツ少年団(野球・サッカー等含む)チーム数は

(7)団体に対する支援の状況は

４．地場産業の育成について

(1)現在のうるま市の特産品と言われるものはどのようなものがありますか

特産品の創出の方策はどのように考えていますか

(2)特産品のブランド化を図るために、どのような取り組みをしていますか

５．コミュニティバスの運行について

(1)現在の運行台数とルートについて

(2)今後の運行計画について

６．事業の計画について

合併に伴う、目玉になる大きな事業計画はありますか

３ 伊盛 サチ子

１．福祉行政について

(1)県の重度心身障害者医療費助成制度の入院給食補助の廃止に伴い、本市における次年度の
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対応についてお伺い致します

(2)地域で子供を安心して産み育てていく環境作りは、これからもますます重要な役割を担っ

ていくものだと考えます。勝連保育所を廃止するにあたっては、保護者、地域からも不安
の声があります。そこで次のことについてお伺い致します

①地域における保育所の役割、公的責任について

②保護者、地域住民に対する説明責任について

③実態調査について

(3)乳幼児医療無料化の就学前まで拡大し、償還方式から窓口での無料化への改善について

お伺いします
(4)どの庁舎においても、行政手続きが出来るよう改善してほしいという声があります。市民

のサービス向上のためにも改善していくお考えはないか、お伺いします

２．教育行政について

相次ぐ、いじめ問題が毎日のように報道され、社会問題になっていますが、本市小中学校

でのいじめ調査、対応、対策についてはどの様になっているのか、お伺い致します

３．環境行政について

ごみ減量化推進のためにも、エコカー導入、マイバックの無料配布について

４．信号機設置について

赤野公民館付近、県道(224号、具志川環状線)、市道(みどり町2－23号線)のＴ字路におけ
る信号機設置は、歩行者の安全確保の為にも早急に設置する必要があると考えますが

５．道路整備について

勝連平安名461－1番地から462番地間、1281番地から1293番地付近の道路舗装について

４ 松田 久男

１．曙区廃棄物処分場の埋め立てについて

曙区にある採掘跡の土地の埋め立てについて、業者から埋め立てを開始したいという意思

表示があるが、どのように対処しているか伺う

２．行政事務の改善について
(1)窓口サービス評価のその後の結果と、取り組みについて伺います

(2)予算折衝の時期であるが、イントラネットの予算の見通しについて伺います

３．東恩納博物館の補修について

来年度予算における補修の見通しについて伺います

４．うるま祭りについて

交通渋滞を引き起こしたが、その原因と今後の対策について伺います

５．うるま市の交通体系について

(1)コミュニティバスの運行見通しについて伺います

(2)交通動脈である高速と国道との連携は将来どう考えるか。また観光客や通勤などに公共交
通を積極的に利用できるように全県的な視野に立ったビジョンはあるか伺います

５ 金城 勝正

１．字具志川内排水溝の改良についての要請に関連する事項について
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２．財団法人おきなわ健康長寿研究開発センターに関連する事項について

３．教育行政に関連する事項について

４．福祉行政に関連する事項について

沖縄県後期高齢者医療制度について

５．県道37号線・屋慶名大通り拡張工事に関連する事項について

６ 仲本 辰雄

１．いじめ問題について

(1)いじめによる自殺報道について

(2)いじめの実態と防止策について
(3)いじめによる不登校の実態について

２．行財政改革について

(1)自動販売機について

①本市の公共施設における清涼飲料水の自動販売機の設置数

②自動販売機のホットとクール対応型の設置数
③自動販売機の電気料について

④設置業者からの収入について

(2)市場化テストについて

①市場化テストに対する見解について

②市場化テストを本市で取り組むことについて

３．産業振興について

中小企業振興基本条例について

４．行政サービスについて

自治会より２つ以上の部にまたがる要請文書が提出された時の窓口対応について

７ 宮城 茂

１．市営住宅退去者の滞納家賃徴収について

(1)退去滞納者(合併前の２市２町含む)の滞納額、件数、最大滞納額、時効件数と金額

(2)退去滞納者への徴収は従来、どのような対応策をとってきたか

(3)2005年度迄の本市の市営住宅の家賃滞納額はいくらか、そのうち退去者による滞納額は何
％を占めるか

２．住環境整備について

(1)旧美原土地改良共同施工区について

①同土地改良区は、昭和51年農林漁業構造改善事業の国庫補助金が導入されたが、財産処

分等の処理はなされているか
②同土地改良区の農道を市道認定できないか

③農振地域の除外はされているか

(2)楚南開発について

①平成18年度迄の取り組みと、今後の見通しについて
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３．市道拡張工事市道石川34号線について

現在までの進捗状況と工事着工までの予定をお聞かせ下さい

８ 永玉栄 靖

１．うるま市の実施計画について

(1)新市のまちづくりに関する基本計画の中の東海岸開発構想の策定の件

(2)道路網の整備、与那城屋慶名99号線道路整備事業の件

(3)観光の振興
与那城屋慶名にも闘牛場があり、そこの整備、関連道路、駐車場等、基本計画、実施計画

への組み入れの件

２．信号機の設置について

場所、与那城庁舎の西側、県道10号線と市道58号線が交わる十字路

３．与那城照間の賃貸工場について

賃貸工場(大庭たばこ)の収支、使用料、法人税、雑入、歳出の公有財産購入費の件

４．平成17年度の決算書について

宇堅ビーチ、じんぶん館、舞天館、IT事業支援センター、市民芸術劇場等の収支(使用料、

雑入)、(維持管理費)

５．IT事業支援センターについて

平成18年度の運営状況や収支計画表、(条件設定)収支表の件

６．財政計画について

財政計画に基づいて予算編成がされているか(平成18年度)

９ 山城 栄信

１．県道36号線バイパス(喜仲－下原)進捗状況と今後の見通しについて

２．喜屋武マーブ公園整備の進捗状況について

３．具志川高校通りに信号機の増設について

４．具志川高校敷地沿いの里道改良と角切について

５．喜仲入口信号機の時間調整について

６．福祉作業所(ゆい)について

10 中村 正人

１．基地問題について
基地再編に伴ううるま市振興策について

２．保育環境について

うるま市次世代育成支援行動計画について



- 6 -

３．うるま市総合計画について

(1)前期基本計画について

(2)事業予算について(補助金、特例債)
(3)沖縄振興策との兼合い

11 山内 末子

１．教育行政について

(1)深刻化するいじめの問題について、本市の現状と対応策を伺う。
①実態調査の結果とその対策について

②教職員・学校側の支援体制の確立について

③教育相談員、青少年センター、民生児童員、担当部その他、地域との連携について

④ＬＤ、ＡＤＨＤ児に対する対策について

⑤人権教育の現状について

(2)本市のエコスクール導入状況について

２．まつりについて

(1)第一回うるま祭りについて(総合的評価を伺う)

①実施場所について

②開催時期について

③駐車場について(交通アクセス含む)
④催し物について

⑤テナントについて(出店数、市内外の内訳)

⑥市民、児童、生徒の関わりについて

⑦課題と今後の方向性について

(2)産業まつりについて(総合的評価を伺う)

①実施場所について
②開催時期について

③催し物について

④テナントについて(出店数、品目数)

⑤山イモスーブとの関わりについて

⑥課題と今後の方向性について

３．下水道事業について

下水道整備計画について

①総合計画見直しについて

②浄化槽整備との複合的整備計画について

４．市民生活について
(1)石川西線、石川34号線、石川44号線道路改築事業における道路灯の整備について

(2)コミュニティーバス運行計画について

(3)石川・北谷線(75号線)路線バス廃止について

12 比嘉 敦子

１．子育て支援について

(1)出産育児一時金受取代理制度導入について

(2)乳幼児医療費助成について
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２．教育について

自動車図書館について

３．環境について

移動食器洗浄車エコ・カーの購入について

４．消防について

(1)うるま市火災予防条例の一部を改正する条例についての背景と大意

(2)住宅用火災警報器設置の取り組みと周知について
(3)消防の広報発行について

(4)一人暮らしの防災対策について

5．福祉について

看護学校建設事業について

(1)学校の概要について
(2)受験資格について

(3)助産師養成の設置について

13 喜屋武 正伸

１．認可外保育施設の認可化事業について
(1)平成19年4月開園を目指して2カ所の保育園が認可化移行事業を進めてきたと思うが、その

内1カ所が取り下げになった理由を問う

(2)平成19年度以降の認可化事業の予定はあるのか問う

２．高江洲地区農村集落整備事業について

(1)平成18年度までの工事の進捗状況を問う
(2)平成19年度の工事予定を問う

３．いじめ、不登校問題について

(1)うるま市の小、中学校のいじめ問題を問う

(2)市内の小、中学校の児童生徒の不登校の数を問う

14 伊波 良紀

１．本市の産業構造について

(1)産業別就業者数の推移は

(2)労働人口と失業率

(3)産業の創出と就業支援

２．教育行政について

(1)不登校・いじめの要因、背景

(2)不登校・いじめの人数

(3)取組と対応について

15 川野 進也

１．具志川グスク崖下地区発掘調査について

(1)どのような経緯で、その場所の発掘調査が行われたか

(2)発掘調査は何回行われたか
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(3)どのような遺物が発掘されたか

(4)今後も調査は続くのか

(5)市民への遺物展示の予定があるか

２．ボランティア活動サポートセンターについて

16 島袋 行正

１．道路整備について
内間15番地から内間22番地の間の道路復元を

(1)うるま市で復元可能か(原状回復)

(2)道路整備計画の中に含まれているのか

(3)市道と認定する為には

２．役所職員の職場環境について
職員の公務遂行に起因し、住民訴訟・民事訴訟に基づく損害賠償請求がなされた場合の対

策は

３．農業用水の確保について

(1)市の農業人口は

(2)市の農業面積は
(3)農業用水確保の現状は

(4)長期計画の有無は

(5)農業用水確保の対策は(各地域ごと)

４．小中学校の統廃合について

(1)通学区域変更の考えは
(2)小規模学校の統廃合の考えは

17 宮里 朝盛

１．学校施設の整備について

(1)施設の補修計画について
(2)施設の改築等について(計画)

２．青少年センターについて

青少年センター施設建設計画について

３．うるま市の基地について
(1)うるま市に所在する基地の現況について

(2)基地に起因する事件・事故状況と市の対応について

18 宮里 徹二

１．平成19年度予算編成における｢枠配分方式｣について
(1)現在のうるま市の財政状況

(2)枠配分方式に至った要因

(3)義務的経費、一般行政経費、政策的経費の説明と各部各課の対応

(4)市民サービスの低下への対応

(5)新市建設計画及び実施計画の見直しの必要性
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(6)行革との関連と行革の現状と見通し

(7)うるま市の今後の財政状況予測と対策

２．県道224号線について

(1)その後の県との交渉経過報告

(2)県道周辺の農振、農用地の指定見直しと解除

３．うるま祭りとエイサーまつりについて

(1)両まつりの観客動員人数(概算)
(2)反省点(予算面も含めて)

(3)同所、同時期での開催の可能性は

(4)本庁横、市民広場での開催の可能性等

19 下門 勝

学校(学習)環境の充実について

１．校舎等老朽化にともなう耐力度調査状況をお伺いします。また、校舎内の安全点検等はど

のように行われているのかお伺いします

２．与勝中学校校舎内トイレから悪臭がひどく、授業や給食時に生徒達に不快感を与えていま

す。早急な対策が必要だと思うが、当局のご所見をお伺い致します

３．各学校のクーラー設置状況についてお伺い致します

４．図書館司書及び教育相談員の配置状況についてお伺いします

５．給食センタードライシステム化についてお伺いします。

20 東浜 光雄

１．これまでの一般質問に対する当局の対処について

一般質問は市民と公約をした政策を実現するための議論をしていく場といえる。市民もま

た送り出した議員がどのような質問をし、当局がどのように対処し、どう取り組んでいるか
について関心を持っているところである。そこで、私がこれまで行ってきた一般質問事項に

ついて当局がどのように対処し、どう取り組んできたかについてお伺い致します

(1)児童虐待防止対策について

(2)適応指導教室の充実強化について

(3)小規模校(比嘉小、浜中)の癒しの学校としての位置付けについて

(4)高齢者生活支援ハウスの与那城平安座地区への設置について
(5)公共施設へのＡＥＤ(自動体外式除細動器)の設置と市民の｢救急｣参加意識の高揚について

２．海中道路入口東側海域の悪臭対策について

本市の海中道路は観光の名所として県内外に知られていることはご承知のとおりである。

屋慶名西交差点を過ぎＪＡゆいな与那城支所を過ぎると視界に広がる｢青い海｣｢青い空」｢白

い砂浜｣一直線に延びた海中道路は見る人を魅了し、感動のあまり目を見開き大きく息を吸い
歓喜するものであります。ところが、しばらくすると悪臭が漂い、大きく息を吸うこともで

きず、その感動は半減し、失望感にさいなまれイメージダウンをさせてしまう現状にありま

す。海中道路に夢と希望を持って訪れる人々に満喫した感動を与えていくためにも、早急に

悪臭対策をしていく必要があると思うが、当局のご見解をお伺い致します
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21 安里 純哲

１．漁港の整備について
(1)津堅島漁港の整備、進捗状況について

(2)伊計港整備の進捗状況について

２．国指定史跡の維持管理について

貝塚時代の人々の暮らしぶりを知る事が出来る仲原遺跡の維持、管理の管轄はどこか

３．道路整備について

仲原遺跡からビッグタイムリゾート伊計島間約１㎞の維持、管理及び街灯設置について




