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質 問 事 項

１ 松田 久男

１．地域イントラの整備について

事業計画の申請が見送られたが、その理由は何か伺う。また、今後の見通しについて伺う

２．地元企業の育成について

うるま市総合福祉センターの空調工事の発注について地元優先の原則が崩れているが、そ
の理由を伺う

３．観光振興について

(1)多目的ドームの今後の活用について、特に稼働率を上げる具体的計画はあるか伺う

(2)韓国球団に対して歓迎セレモニー等もなく、横断幕さえ当初は無かった。観光振興におけ

る有効な材料だと考えるが執行部はどのように捉えているか伺う

４．施政方針について

文化財の保存と活用についての方針が示されていないがどのように臨んでいくか伺う

５．電源開発検査未実施について

電源開発石川石炭火力発電所で安全管理検査を実施していない箇所があった件に関して内
容を把握しているか伺う

２ 西野 一男

１．うるま市の財政運営の明確化について

｢バランスシート｣と｢行政コスト計算書｣
(1)作成の有無と時期は何時か

(2)作成方式はいずれか

例:｢総務省方式｣･｢財産台帳等積上方式｣･｢複式簿記企業会計方式｣･｢その他｣

(3)作成後の市民への公表は

２．栄野比区(7班～10班)国道取付道路の整備について
(1)現在までの経過について伺う

(2)最近の区要請についての対処は

(3)早急な実施が必要であるが設計変更で可能か

３．比嘉区漁村開発施設用地の空地利用について

(1)空地(残地)の区要請については
(2)空地内素堀側溝改良の計画は

(3)空地(残地)の将来計画は

４．潮平名農道路肩の雑草(雑木)について

(1)繁茂の現況を把握しているか

(2)字(市民)から伐採の要請はあったか
(3)今後の定期的な伐採は可能か

５．津堅架橋実現について

(1)市長として今までの要請は

(2)今後の要請は
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(3)関係区(津堅)へ早期実現のためのアドバイスは

(4)時期を問わず実現可能と思われるか

３ 名護 盛治

１．｢市道216号線道路改良工事｣について

(1)平成14年から平成18年度までの間、同改良工事に取り組んでない理由について

(2)早期整備、工事着手が望まれるが、今後の取り組み、スケジュール等について

２．｢県道224号線道路拡張工事｣について

この件については旧具志川市議会の中で再三取り上げてきました。この拡張工事の整備促

進を図るため、市当局の取り組みについて伺います

３．｢上江洲バンタ公園整備事業｣について

(1)上江洲バンタ公園整備の新市建設計画での位置づけについて
(2)同公園整備の事業化に向けたスケジュール等、今後の取り組みについて

４．｢防災対策｣について

(1)｢要援護者｣の対象範囲について

(2)対象者の数について

(3)突発的な災害等から、どのように被害の軽減を図るのかについて、その体制について

５．防犯灯設置について

防犯における各地域の安全確保を図る観点から｢防犯灯設置に関する補助の拡充が図れな

いのか｣について

４ 又吉 暎

１．施政方針について

(1)学校適正化の進捗状況について

具体的な取り組みは

(2)社会教育について

新事業｢放課後子ども教室推進事業｣について伺う

２．うるま市実施計画について

(1)教育環境の整備

①中原小学校新増改築事業

ｲ.地域とのコンセンサスの経緯について

ﾛ.校舎、運動場の配置
ﾊ.仮設校舎の場所と施工時期

②幼稚園園舎整備事業について

③防球ネット設置事業について

②･③それぞれの事業年度を伺う

(2)快適で暮らしやすい住環境の整備

①江洲城跡公園整備見通しについて
②江洲第2区画整理事業地区内街区公園(1号、2号)整備について
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５ 仲本 辰雄

１．宝くじ収益金の活用について
(1)沖縄県に入る宝くじ収益金の額

(2)オータムジャンボ収益金の配分基準

(3)サマージャンボ収益金の基金からの本市の借入額とその内容

(4)沖縄県市町村振興協会の貸付残高、基金残高

(5)サマージャンボをオータムジャンボと同様に配分できるとした場合の試算

２．コミュニティバスについて

(1)現在に至るまでの経緯

(2)施政方針に｢引き続きコミュニティバスの配置･運営を検討してまいります｣とあるが、ど

のような検討をするのか

３．窓口サービスについて
福祉に関する複数にわたる相談があった場合、どのように実施されているか

４．要保護及び準要保護について

(1)就学援助を受けている児童生徒の人数と世帯数

(2)平成18年度における申請件数と認定件数

(3)否認定の主な理由
(4)申請から認定までの一連の手続きについて

５．学力向上について

施政方針に｢学力向上に向けて ― 中略 ― 学校づくりを推進してまいります｣とあるが、

その具体的な内容

６．放課後対策について

施政方針にある｢放課後子ども教室推進事業｣と｢放課後児童健全育成事業｣の事業内容と推

進体制

６ 名嘉眞 宜德

１．市長の施政方針について

(1)離島ブロードバンド環境整備促進事業の内容と時期等についてお聞かせ下さい

(2)サッカー競技場の施設整備についてお聞かせ下さい

２．市長の所見を伺います

在任特例による86名の在職は、ある意味ではリコール運動もありましたが、市民の大方が
認めていただいたと受けとめていると答弁がありましたが、このことの根拠を伺います

３．市の発行している刊行物の中の表現方法について

カタカナ文字(英語)が目立つが、その意図についてお尋ねします

４．みどり町地域の公園について
(1)利用度を把握していたらお聞かせ下さい

(2)管理はどこがやっていますか

(3)市民から要望があれば改修は可能ですか

５．昆布公園整備事業について
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規模･内容･工事の時期についてお尋ねします

６．教育行政について
(1)市内の小学校の授業の持ち時間数の平均は何時間ですか

(2)退職教員を学校現場の支援策として、人材活用するお考えはないでしょうか

(3)入学式や卒業式等での日の丸掲揚や君が代斉唱について、教育行政側から指示をしている

のでしょうか

７ 比嘉 敦子

１．子育て支援について

(1)妊婦無料健診の拡充について

(2)こんにちは赤ちゃん事業の実施について

(3)すこやか保育事業の拡充について

(4)乳幼児医療費助成制度の拡充について

２．法外援助について

緊急生活援助事業について

３．教育について

(1)特別支援教育について
(2)歴史民俗資料館等の学校教育への活用について

４．指定文化財について

仲原遺跡、大田坂の修復について

５．通学路の安全対策について
(1)市道217号線の街灯設置について

(2)県道8号線田場ポンプ場横への歩道の設置について

(3)県道10号線与勝地下ダム方面への街灯の設置について

(4)県道沿いの街路樹の剪定について

(5)ツネド園芸側里道の維持管理について

(6)与那城小学校のフェンス設置について
(7)道路、排水の維持管理について

８ 伊盛 サチ子

１．福祉行政について

うるま市実施計画(平成19年度～平成21年度)の中における｢未来を担う子どもたちのための
子育て支援の推進｣施策として児童センター建設があります。地域バランスを考えた時、勝連

地区における児童館建設は急務であります。そのことと関連して実施計画のこれからの取り

組みについて伺います

２．教育行政について

(1)30人学級は教育的効果が大きく、個に応じたきめ細かい学習指導で学力の向上、いじめ、
不登校の克服にも期待を寄せるものです。それと同時に今少子化の波が学級クラス編成に

も影響を及ぼしています。30人学級の実現でその解決も計られると考えます。本市の現状

についてはどの様になっているのか伺います

(2)学習障害(ＬＤ)や注意欠陥多動性障害(ＡＤＨＤ)など発達障害のある子供たち一人一人に

適切な教育を支援する特別支援教育が４月から本格的に始まります。特別支援教育支援員
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は２年間で全小中学校に配置を目指すとされています。発達障害への対応、体制整備につ

いての考えを伺います

３．国保行政について

政府が今年１月に発表した国民生活に関する世論調査によると、生活不安を抱えている国

民は67.6％、景気が回復したといっても、市民はそれを実感できるほど市民の収入は増えて

いないのが現状ではないでしょうか。それどころか庶民大増税、医療費、介護保険等の負担

も増え、本市の税の徴収も厳しい状況であります。それ以上、市民に負担を求める国保税の

値上げはますます収納率を低下させる要因にもなりかねません。市民の負担を軽減して支払
いやすい国保税にすべきではと考えます

(1)国保税の値上げによる一世帯平均の負担額

(2)影響を受ける人数、世帯は

(3)一般会計からの繰り入れは

４．市民行政について
クレジット・サラ金の高金利が社会問題となっています。多重債務被害を生みだす異常な

高金利をただす貸金業法の改正は昨年の末国会で成立、多重債務者対策本部が設置されまし

た。一方、多重債務者を直接的に救済する地方自治体の取り組みも始まっています。奄美

市、浦添市においても税滞納の収納率アップに効果を上げております。住民に最も身近な行

政主体で関係機関と連携を取り、積極的に相談窓口の強化を推進することが不可欠と考えま

すが

５．環境行政について

不法投棄対策として、国・県など関係機関と連携を図りながらパトロール等の監視体制の

強化に努めるとあるが、粗大ゴミが有料化されると、ますます不法投棄が増えるのではと危

惧します。その具体策とこれまでの本市での不法投棄の実態(家電製品も含む)と、その後の

取り組みについてお伺いします

９ 中村 正人

１．基地再編問題について

中部振興策について

２．保育環境について

(1)平成19年度保育所入所状況について

(2)合併特例債活用について

保育所建て替えについて

(3)法人保育園補助及び助成金について

３．経済環境について

(1)完全失業率(うるま市)について

(2)企業誘致について

４．施政方針について

(1)枠配分方式について
(2)行政改革について

(自立、自律)とは

(3)公務員の規律について
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10 大屋 政善

１．市役所総合庁舎の建設について
(1)合併して２年余りが経過した中で、これまでの評価として、｢分庁舎方式｣に対する行政運

営上のメリット、デメリットについてお聞かせ下さい。また、今後も長期的に｢分庁舎方

式｣を継続していく考えであるのか

(2)｢総合庁舎｣を建設するとした場合、その財源として『合併特例債』を活用する事になると

思いますが、『合併特例債』は合併後10年以内に活用(利用)する事が前提となっていると

聞いておりますが、そのとおりですか
(3)｢庁舎等建設基金条例｣が設置されておりますが、現在、積立金の額はいくらか。また、

｢総合庁舎建設｣に関連して、行政内部で具体的な取り組み等があればお聞かせ下さい

２．公園等の遊具の維持・管理の状況について

(1)合併後に、保育所や幼稚園、小学校、公園等の遊具で子供たちが遊んでいる最中に、大

きなケガや事故などが発生したケースが報告されているか。あるとしたら何件報告されて
いるか。また、ケガや事故の原因究明やその後の対応はどのようになっているか

(2)合併前の旧四市町時代に設置された各施設内の遊具には、かなり古いものがあり、その

維持･管理を適切に行う必要があると思っておりますが、各施設内の遊具について、日常

どのような点検・管理を行っているのか、お聞かせ下さい

３．離島地域・島しょ地域の振興策・活性化策について
(1)与勝地域には津堅離島をはじめ五つの島しょ地域がありますが、これら離島地域の振興

･活性化をどのように図っていくのか、中・長期的な計画あるいは基本方針等をお聞かせ下

さい。また、昨年、各地域を回って実施された『地域懇談会』において、いろいろな意見･

要望等が出されたものと思いますが、これらの意見・要望等を｢うるま市総合計画｣の中

で、どのように活かして行くのか、お聞かせ下さい。

(2)現在、｢教育振興委員会｣においては、学校規模の適正化について検討が行われていること
と思いますが、これまでの離島地域における学校教育の現状･実績をどのように評価されて

いるか。また、今後の課題等について教育長のご見解をお聞かせ下さい

11 喜屋武 正伸

１．うるま市における給食費の徴収状況について
(1)平成16年度･17年度の給食費の未納額を伺う

(2)小学校と中学校の未納者の割合を伺う

(3)未納者に対しての徴収方法を伺う

２．学校施設の整備について

(1)高江洲小学校の運動場の整備について伺う
(2)高江洲中学校の運動場の防球ネットの設置について

３．粗大ゴミの不法投棄について

(1)市内の不法投棄の現状を伺う

(2)不法投棄者への対応について伺う

４．県道16号線(高江洲地区内)の歩道設置について

歩道の未設置部分の改良工事について伺う
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12 山内 末子

１．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

①住宅関連基礎、実態調査の成果結果を伺う

②生ごみ処理助成事業のこれまでの実績と今後の推進策を伺う

③全国ＥＭサミットＩＮ沖縄(仮称)の事業内容、運営方法を伺う

(2)郷土に誇りを持ち、明日のうるま市を育てます

①地域ボランティアの人材の活用について
人材確保、登録、活用方法について

②シンデレラタイム推進状況を伺う

③図書館について

中央図書館、地域図書館、各学校図書館の蔵書数、蔵書目標数、達成率を伺う

(資料提出)

(3)うるま市の魅力を生かした産業を育てます
①健康食品開発、健康サービス研究開発の開発成果を伺う

②家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく、指導体制、指導回

数、遵守状況を伺う

③沖縄科学技術大学院大学周辺整備基本計画に基づく本市の整備計画について

(4)市民とともに考え、築き上げるまちを育てます

①合併記念事業の事業内容について
②うるま市パブリックコメント制度の導入方法と活用について

③うるま市男女共同参画行動計画の骨子と推進策への見解を伺う

④うるま市人材育成基本方針の要旨について

２．基地行政について

(1)防音工事関連
①防音工事の助成措置拡充、指定区域拡大について

②指定区域内の認可外保育園への助成について

(2)在日米軍再編について

①再編発表後の本市の対応と現状について

②県企画部報告の基地関係収入に伴う本市の状況を伺う

３．商工行政について

商工業振興について

(1)本市の空き店舗の状況と対策について

(2)観光協会設立の進捗状況について

13 金城 勝正

１．具志川総合運動公園内各施設の案内板設置について(特に体育館)

２．与那城屋慶名舟田の里道復旧に関連する事項について

３．中城湾港津堅地区の防波堤設置に関連する事項について

４．勝連･与那城地区から石川地区への交通アクセスの改善に関連する事項について

５．後期高齢者医療制度に関連する事項について



- 8 -

６．第三セクター(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

14 照屋 大河

１．基地問題に関する事項

(1)嘉手納基地所属Ｆ-15戦闘機の未明離陸、最新鋭ステルス戦闘機Ｆ-22Ａラプターの嘉手納

基地への配備、さらには強行されるパラシュート降下訓練、くり返される米国原子力潜水

艦のホワイトビーチへの寄港等、基地機能強化と言わざるを得ない現状への市長の見解に

ついて伺う
(2)市内、騒音測定器の設置状況、運用状況について伺う

２．国民保護計画について

３．学校教育に関する事項

(1)給食費の未納問題、本市の現状について
(2)就学援助の現状について

(3)教員の精神疾患による休職について

４．保育(子育て)に関する事項

(1)平成19年度保育所入所申込状況について

(2)待機児童の見込みについて
(3)民法の「300日規定」による無戸籍児問題について

５．合併に関する事項

(1)地域審議会について

(2)職員の定員適正化計画について

６．施政方針に関する事項

(1)放課後子ども教室推進事業について

(2)要保護児童対策協議会について

(3)ファミリーサポートセンター事業について

(4)うるま市パブリックコメント制度について

(5)行政評価制度の導入について
(6)兼箇段4-14号線市道整備、兼箇段前寄利原排水路整備について

15 山城 栄信

１．喜屋武マーブ公園整備について

２．庁舎内から出るゴミ(紙類)の資源化について

16 島袋 行正

１.給食費未納について

(1)徴収対策は
(2)未納防止は

２.役所職員の所得格差について

採用された地域によって所得格差は実在するのか
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３.観光協会について

(1)現状は

(2)いつ頃に設立

４.給食センターについて

(1)給食区域変更の考えは

(2)区域の統廃合の考えは

17 伊波 良紀

１．市営住宅について

(1)入居希望者の現状は

(2)耐震基準はクリアしているか

(3)新開地団地・長田団地の改築はあるか

２．石川上原土地改良地区内の排水処理について

(1)現排水溝の管理はどのようにしているか

(2)今後の対策はどのようにしていくか

18 安慶名 正信

１．学校施設整備について

(1)本市の学校体育館施設の現状と課題について

施設のあり方をどのように考えているか。そして今後の取り組みについて

(2)平安座小中学校の体育館は築30年以上経過し老朽化が進んで、体育館内での学習や体育活

動の安全性が確保できない状況にあるが、教育委員会としてどのように考えているか

２．2010年の県高校総体について

(1)大会にむけて、本市の取り組み、受入体制、選手の指導強化はどのようになっているか

(2)本市の生徒が高校総体での空手競技に上位入賞を目指して頑張っているが、練習施設が不

備で困っている。支援対策が講じられないか

３．町道99号線について
平成12年3月に当時の屋慶名自治会長名で町長に屋慶名石川原、道路新設について、関係地

主の署名と捺印をもって要請が出されたが、要請された法線と違い、実施される法線が変更

になった。その経緯を説明願いたい

４．県道伊計平良川線の早期整備について

本線は公共地方道交通円滑化事業として整備されてきたが、平成18年度までの進捗状況を
お聞きしたい

平成18年までの進捗率,用地関係何％か,工事関係何％か

19 德田 政信

１．教育行政について
(1)高江洲中学校の教室不足の現状について

(2)今後の課題及び対応策について

２．道路行政について

(1)市道6-58号線の排水路設置について
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(2)前原地内市道6-51号線の一部未整備について

(3)農道兼排水路の改修について

(4)町道80号に関する関係地主への用地代未払いについて

３．総合庁舎建設について

(1)各庁舎の維持管理費について

(2)各庁舎の職員数について

(3)本庁及び各庁舎を利用する市民の人数(およそ)

(4)総合庁舎検討委員会の設置について

20 高江洲 賢治

１．土地区画整理事業について

(1)江洲土地区画整理事業の進捗状況について

(2)市の指導、支援資金について
(3)江洲第二土地区画整理事業の進捗状況について

(4)保留地処分について

２．江洲グスクの整備について

江洲グスク整備計画について

３．側溝整備について

江洲1-1番地から江洲677-6番地までの側溝工事について

(平成19年1月16日自治会から市へ要請)

４．排水路と公園整備について

(1)サンエーメインシティー内駐車場の排水路について
(2)公園整備について

21 田中 直次

１．基地問題について

(1)米軍の普天間飛行場の代替地問題について
昨年から今年にかけて、新聞紙上に普天間飛行場の代替案として、勝連沖への人工島移

設案が主張されています。市長はこの問題では態度表明をしていますが、重ねてこの勝連

沖への普天間飛行場代替案についての見解を伺います

(2)この人工島建設の主張と関連して、例えば宮城島などへの食料備蓄基地構想もあります

が、市当局のこの問題への考え方をお伺いします

(3)自衛隊への提供施設である浮原島演習場の問題について
現在、浮原島の現状はどうなっているのでしょうか。また、合併後、浮原島には市当局

として視察していないと聞いていますが、合併前も含め浮原島にはいつ視察したのか伺い

ます。また、今後は視察・調査を行う予定があるのかお伺いします

(4)パトリオットミサイル2の配備について

昨年、パトリオットミサイル3(ＰＡＣ3)が天願桟橋から搬入された時に、ＰＡＣ2も天願

桟橋から搬入されたことについて認識は持っていますか。また、ＰＡＣ3、ＰＡＣ2の性能
について、その違いについて説明を求めます

２．国民健康保険税問題について

(1)市民が市政に求めていることは、国保税の引き上げではなく引き下げ

(2)今回の国保税引き上げで本当に抜本的解決ができるとは思えません
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(3)国保税引き下げのために一般財源から繰り入れを求めます

３．障害者認定制度の個別通知について
昨年12月の定例議会で障害者認定制度の｢個別通知｣を行うことを求めました。｢検討課題｣

としたいとの回答でしたが、重ねてこの問題についてお伺いします

４．安慶名土地区画整理事業について

安慶名土地区画整理事業については、その事業の成功を願うものです。そこで、事業進行

のなかで、その地域の立ち退き対象者のなかで、土地・建物の明け渡し訴訟が発生していま
す。訴訟件数は何件ありますか。安慶名土地区画整理事業につきましては、立ち退き対象市

民の立場に立って親身な相談と、その事業の推進に努めていただきたい

５．平成19年度予算問題などについて

(1)予算(予算編成)に何が求められ、問われているでしょうか

①予算問題を考えるにあたって｢入るを量りて出ずるを為す｣(入量出制)という考え方があ
ります。｢収入｣を見て、これぐらいだから｢支出｣を節約するという考えです。これも一

理あると思いますが、実際は逆ではないかと思います。｢自分たちの市の歳入(収入)は歳

出(支出)で決まる｣ということだと考えます。当局の考え方を伺いたい

②市民の税金がどのように使われているのか。情報公開と分かりやすい資料の提供が求め

られていませんか

(2)市民税の増額の運用(活用)について
今年度の市税が約8億円増額となっています。主に市民税と固定資産税の増で、定率減税

の全廃が主な要因と思われます。この市税の増額分を社会保障をはじめ、市民の暮らしを

応援するために使ってほしい(例えば国保への歳入に充てるなど)。当局の考え方を伺いた

い

(3)市の公共工事の落札率問題について

市の公共工事(250万円以上)の平成18年度落札率は92％です。落札率を例えば85％に抑え
ると前年度工事の額と比較して、いくらの減額になるでしょうか。また、1ポイント下げる

ことによって、いくらの予算減(昨年実績の92％をベースにした場合)になりますかお伺い

します

(4)合併特例債事業について

合併特例債を活用した事業の見直し、圧縮を求めます

(5)市の臨時職員問題について
市の臨時職員が全体の33％を占めています(平成18年12月1日現在)。臨時職員は正職員と

同じ仕事をしています。臨時職員を増やす方向ではなく、可能な限り正職員化へすること

こそ、臨時職員も仕事への意欲にもつながると考えますが、当局の考え方を伺います

(6)正規雇用問題について

いま、全国的に｢格差｣の問題があります。正規雇用が減っています。うるま市において

は公務員や民間会社も含め、正規雇用の拡大こそ求められています。あらゆる分野で正規
雇用を増やす必要が求められています。当局の考え方をお聞きしたい

(7)学校給食費問題について

給食費が払えない世帯が増えています。那覇市は給食費徴収業務の民間債権回収会社へ

の委託の検討を打ち出しています。また、与那原町は法的措置の検討を示しています。う

るま市民(世帯)の大多数は経済的に苦しくて払えない状況です。市としては給食費徴収の

民間委託や法的措置をとるべきではないと考えます。当局の考えをお聞かせ下さい
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22 奥田 修

１．行財政説明会について
平成18年11月28日(火)県庁で全市町村を対象に｢行財政説明会｣が開かれたようですが、そ

の内容等について、次の点を伺います

(1)平成19年度導入が決まっている新型交付税の内容と本市の影響額について

(2)公務員の給与改革の内容と本市の対応について

(3)税源移譲の内容について

２．指定管理者制度について

(1)指定管理者制度移行への進捗状況について伺う

①本市の公の施設の件数

②同制度への移行件数

③同制度への移行予定件数

④検討中件数
⑤直営件数

同施設の管理計画詳細資料を求めます

(2)成果について伺う

３．鳥インフルエンザ対応について

農水省は2月8日、世界中に猛威をふるっている鳥インフルエンザに対応するため、一千羽
以上の鶏を飼育する養鶏場に対し、緊急消毒を家畜伝染病予防法に基づき西日本の23府県(沖

縄県も含む)に要請をしたとあるが、県内の対応状況、また本市にも該当する箇所があるか伺

います

４．うるま市与那城18号線(石油基地入口から海中道路付け根手前約200ｍ区間)の歩道整備につ

いて
(1)同区間道路は長年旧態依然の状態で利用されています。特に歩行者にとっては危険極まり

ない状況である。十分スペースがあるにもかかわらず歩道整備をしないのは特別な理由が

あるのか伺います

(2)石油貯蔵施設立地対策交付金については、時限立法だと解しておりますが、同制度の状況

と交付金の目的について説明を求めます

23 東浜 光雄

１．施政方針について

(1)放課後子ども教室推進事業について

家庭、地域、学校の連携を密にしながら地域の人材を活用した｢放課後子ども教室推進事

業｣を実施するとあるが具体的にどのように推進していくのか
(2)文化、芸術について

文化、芸術の継承、発展、創造に努め薫り高い文化のまちづくりを推進していくとある

が具体的にどのように推進していくのか

(3)｢見る｣｢触れる｣｢感じる｣観光の振興について

豊かな自然環境や歴史、文化などの地域資源を生かした｢見る｣｢触れる｣｢感じる｣の観光

振興を図っていくとあるが、具体的にどのようなものか
(4)災害時要援護者支援体制について

支援が必要となる高齢者や障害者などの生命、身体及び財産の安全を保護するため関係

部局が情報を共有し、迅速かつ的確なる支援を行える体制の構築に努めるとあるが、具体

的にどのように構築していくのか
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２．勝連地区への児童センターの建設について

子どもたちと家庭、地域のコミュニティーの場、未来を担う子どもたちが健全に育まれる

場として勝連地区への児童センターの建設が求められていると思うが

３．障害者自立支援法について

障害者自立支援法が平成18年10月1日に本格施行されて、わずか2ヶ月で関係者から法の運

用改善を求める声があり、平成18年12月20日に障害者自立支援法円滑施行特別対策の実施が

1,200億円規模で行われたところであるが、本市としてどのように対処していくのか

４．｢市民ウォーキングの日｣の制定について

市民ぐるみで健康への関心を高めることと肥満による生活習慣病の予防策の一環として、

気軽に取り組める｢ウォーキング｣の普及、定着をしていくために｢市民ウォーキングの日｣を

制定してはと思うが

24 永玉栄 靖

１．行政運営のあり方について

(1)市民税の申告受付の対応と時間の調整

(2)市民が利用する事務手続き等について

高額貸付払い戻し、減額証給付等

２．学校教育の推進について

(1)学校施設の校舎改築(体育館)、空調設備の完備(与勝中)

フェンスの設置、屋内運動場改築事業(体育館)、食堂改造防音事業(与那城小)

(2)不登校、いじめ対策等への対応と教育相談員の学校へ配置の重要性

学校車の配置と維持費等(燃料代、車検代)

３．税徴収対策について

(1)国民健康保険税、平成18年度現在の徴収率、徴収額、見込率

(2)国保税徴収職員数、嘱託員数(窓口、外部徴収員)、国保税の徴収方法

(3)普通調整交付金の減額(ペナルティ)の対策について

４．県道37号線屋慶名大通り拡幅計画について
うるま市として要請活動はどのようになされていますか

25 宮里 朝盛

１．市職員の健康管理について

２．放課後子ども教室推進事業について

３．美原地区学習等供用施設建設事業について

４．うるま市育英会事業について

５．校区公民館設置事業について

６．嘉手納弾薬庫内埋蔵文化財緊急発掘調査事業について

７．喜屋武マーブ公園整備事業について
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26 宮里 徹二

１．平成19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｣

(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｣

(3)｢うるま市の魅力を生かした産業を育てます｣

(4)｢誰もが健康で、互いに助け合える地域を育てます｣

(5)｢市民とともに考え、築き上げるまちを育てます｣

以上、5つの基本方針と主要施策について

２.市発注公共工事と市内企業育成及び優先活用について

３.指定管理者制度について

４.児童館建設と公園整備について

27 下門 勝

１．国保の保険証への臓器提供意思表示欄の追加について

臓器移植医療の意識啓発と医療費の抑制及び臓器提供を求めている患者の救済策として、

国民健康保険の被保険者証への臓器提供の意思表示欄を設けることを提案いたします。ご所
見をお伺い致します

２．乳幼児医療費の助成拡大について

県においては、今年10月より乳幼児医療費の助成拡大がなされる見通しですが、本市とし

ての対応をお伺い致します

３．認可外保育施設のミルク代の助成について

県において、認可外保育施設のミルク代が、現行の月10日分から20日分に補助拡大される

見通しですが、本市の対応をお伺い致します

４．防災行政無線の有効活用について

子ども達(児童生徒)の安全確保の観点から、防災行政無線を活用し、登下校時に地域住民
へ子どもを見守って下さいと協力願いの放送はできないかと平成18年6月に一般質問して参り

ました。検討していくということでしたが、結果をお伺い致します

28 久高 唯昭

１．高額医療費の手続き(申請)について
高額医療費の手続き(申請)は、従来は各庁舎でも取り扱ってましたが、平成18年10月1日か

らは本庁(国民健康保険課)だけで取り扱っています。この為、与那城、勝連、石川の3地域の

住民にとりましては、不便になりました。そこで、どういう理由で本庁だけで行うようにな

ったのかお伺いします。

２．我が市の財政状況について
昨年12月、北海道夕張市が莫大な借金を抱えて財政破綻をしました。このことは全国の地

方自治体に大きな衝撃を与えました。この結果、夕張市は3月6日地方財政再建促進特別措置

法に基づく手続きを終え、そして総務省了解のもと、その日から再建団体に移行を致しまし

た。これからは国管理の下で厳しい市政運営になろうかと思います。そして全国に財政破綻

予備軍の自治体が多々あると聞いています。そこでお聞きいたします
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(1)我が市の財政状況はどうなっているのか

(2)何をもって財政破綻というのか

(3)何をもって予備軍というのか(破綻)
(4)何をもって危険水域というのか

３．給食センターの民間委託について

給食センターの民間委託について前にもお聞きしましたが、この件につきましては満足の

いく答弁が得られませんでした。そこで改めてお聞きいたします

(1)民活、経費節減の観点から、給食センターを民間委託したらということでお伺いします
(2)各給食センターごとの正職員数、臨時職員数と給与

４．入札について(建設関係)

(1)最近の入札において同額入札が数社もあり、抽選で落札者を決めた主な物件は

(2)落札額は予定価格の何％か

(3)指名業者の市内と市外の内訳は
(4)多くの物件で落札者が抽選で決まることに対して、どう思いますか

(5)今後も今までのような入札方法でやっていくのかどうか、お聞かせください

29 川上 秀友

東照間地内工場等について
１．本市条例の｢うるま市東照間地内工事等の設置及び管理に関する条例｣等は順守されている

か

２．現在の使用状況を具体的に説明して下さい

３．いわくつきの隣接する道路の性格はどのようなものか。また、使用状況の内容を具体的に
説明して下さい。


