
平
成
二
十
年
三
月

第
三
二
回
う
る
ま
市
議
会
定
例
会

一

般

質

問



1 仲本　辰雄

2 伊盛　サチ子

3 松田　久男

4 比嘉　敦子

5 中村　正人

6 照屋　義正

7 喜屋武　正伸

8 奥田　修

9 伊波　良紀

10 田中　直次

11 下門　勝

12 金城　勝正

13 名嘉眞　宜德

14 山内　末子

15 安慶名　正信

16 永玉榮　靖

17 宮里　朝盛

18 東浜　光雄

19 久高　唯昭
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平成２０年3月定例会一般質問者順序
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質 問 事 項

１ 仲本 辰雄

１．施政方針について

｢市民と行政とのパートナーシップによる協働のまちづくり｣の考え方と取り組みについて

２．行財政について

(1)｢ミニ公募債｣について
(2)｢地域再生対策費｣について

(3)｢ふるさと納税制度｣について

(4)宝くじ収益金活用の進捗について

(5)中部広域市町村圏事務組合の設立の経緯及び事業内容について

３．教育について
(1)学校適正化の答申内容とスケジュールについて

(2)保護者の教育費負担の軽減について

４．介護保険について

(1)住宅改修工事調査体制について

(2)事前申請及び事後申請の内容と件数について
(3)各年度の金額

２ 伊盛 サチ子

１． 経済、観光振興について
(1)施政方針の中の観光振興について、新たな観光の取り組みとして闘牛大会、エイサー、

肝高の阿麻和利の公演等で観光客の誘客を図るとあるが、その具体的取り組みについて

(2)ユビキタス特区について

(3)原油価格高騰は事業者や市民生活を直撃し、今後も悪化することが予想されます。ハウ

ス農家、漁民、畜産、養豚業者等への影響も深刻です。その実態把握と対策について

(4)中小企業振興基本条例の策定について

２．福祉行政について

(1)特定健診について、国保に加入する市民の費用を無料にすることについて

(2)後期高齢者医療制度について

①65歳以上からの年金天引きについて

②65歳から74歳の障害者、寝たきりは、本人の申請で脱退出来るとある。その申請状況に
ついて

③説明会の日程について

④4月から実施されれば、国保加入者、後期高齢者対象者からの苦情などの問い合わせも

予想されます。その窓口対策について

(3)認可外保育園への給食補助に向けた取り組みと、市独自の助成について

(4)乳幼児医療費自動償還払い方式について
(5)勝連地区児童館建設について

３．教育行政について

30人学級の早期実現に向けた取り組みについて
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４．基地行政について

(1)基地外居住の軍人、軍属のその後の実態把握について

(2)相次ぐ米軍による少女や女性、県民への事件事故に対して、市民の不安と負担が一層大
きく広がっています。事件事故の温床となっている米軍基地の整理縮小、撤去を求める事

について。又県民大会開催の日程も決まりました。その動きについて市長の見解をお伺い

致します

３ 松田 久男

１．うるま市の財政について

(1)地方交付税は現在は特例で合併前の計算方法で算出されていますが、期限が過ぎた後は

どれ位の減少になるか、試算はどうなるでしょうか

(2)減少分はどのようにして補っていくのか、期限後のうるま市の財政に具体的な展望はあ

りますか

２．行政コンタクトセンターについて

(1)具体的に検討はいつ頃からになりますか

(2)スケールメリットを補う為に広域での運営も検討できますか

３．将来の観光産業の展望について

(1)うるま市観光振興ビジョンにはたくさんの課題や目標設定がありますが、合併から現在
まで具体的に動き出した事例はありますか

(2)うるま市観光産業推進協議会やうるま市観光協会は動いていますか

４ 比嘉 敦子

１．施政方針について
芸術文化の振興について(P8)

２．市民音頭について

市民音頭の制定について

３．医療について
後期高齢者医療制度スタートにあたって

４．子育て支援について

(1)すこやか保育サービス事業について

(2)乳幼児医療費無料化拡充について

５．教育について

(1)子ども議会開催について

(2)与那城陸上競技場改修工事について

５ 中村 正人

１．施政方針について

(1)枠配分予算について

(2)基金及び地方債について

(3)国庫補助(支出金)について
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２．合併特例債について

(1)本庁舎建設と消防庁舎建設について

(2)新年度特例債関連事業予算について

３．保育事業について

(1)予算、事業、待機児童について

(2)認可外保育園について

４．介護環境について
(1)地域密着型サービス拠点整備事業について(辺地)

(2)介護職務中、駐停車許可について

５．教育環境について

学力向上と加配制度について

６．幼稚園教育について

依存から自立へ中身について

６ 照屋 義正

１．施政方針について
(1)コミュニティーバスは合併市町では背骨の役目を果たす重要な事業であり、その拡充強

化について

(2)合併特例債が活用出来る10年以内の総合庁舎整備について

(3)安全・安心及び財政強化に伴う米軍基地問題について

①日米地位協定の見直しと抜本的な対策の方針について

②基地｢再編関連特定周辺市町村｣の本市指定について
③普天間移設に伴う振興策の本市指定について

(4)｢明日を拓く夢ある人材育成｣で知・徳・体・食育に併せて｢感育｣の対応について

(5)海外派遣留学に併せて英語特区の取り組みについて

(6)世界遺産に登録された勝連城跡の整備と1～3の曲輪の復元について

(7)｢地域提案型雇用促進事業｣の目標であった約1,300人の雇用見透しと今後の対応について

(組織機構等)
(8)大学院大学に関し｢キャンパスタウンエリア｣の受け皿づくりと併せて｢交通センター地

区｣の整備対応について

(9)IT津梁パークと関連したまちづくりの在り方の検討についてお伺いします

７ 喜屋武 正伸

１．保育行政について

(１)すこやか保育サービス事業の牛乳給食委託料について伺います

(２)すこやか保育サービス事業補助金の内容について伺います

２．公園の管理について
全国植樹祭記念の森公園の維持管理について伺います

３．道路行政について

集落内市道の交差点の停止線設置について伺います
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４．環境行政について

(１)不法投棄対策費用について伺います（平成１８年、１９年、２０年）

(２)奉仕作業等の草木処理費用について伺います

８ 奥田 修

１．環境汚染漂着物について(廃ポリタンク)

(1)本市への通報件数と漂着物の個数について

(2)内容物の検査結果について
(3)対応策について

(4)原因究明と防止策について

２．介護保険制度について

介護認定とサービス受給者の実態について

３．教育行政について

(1)学校適正化答申の内容について

(2)今後の取り組みについて

４．消防行政について

(1)組織編成方針と組織体制について
(2)各消防署の1日の配置人員と最低確保人員について 又、既体制との比較は全体的にど

のようになるか

(3)救急車両の所要時間について

①与勝消防署～伊計集落

②具志川消防署～伊計集落

(4)常備車両等の機能について

９ 伊波 良紀

１．環境行政について

（１）ゴミ搬入時の差し戻し件数は

（２）一元化、ストックヤードの検討
（３）不法投棄タイヤ処理費用について

（４）環境省「環境モデル都市」の応募について

２．地産地消について

（１）本市の考え方、取り組みについて

（２）地元の製紙工場との関わりについて

10 田中 直次

１．平成20年度施政方針について

知念恒男市長の施政方針(合併してから4年間)について

・合併して3年間の施政運営を含めどのように評価しますか

２．予算・財政について

(1)平成20年度予算について

(2)平成18年度を中心とした決算(財政)問題について

①民生費について
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②投資的事業(普通建設事業費・大規模事業)について

③委託費について

(3)合併特例債事業の実施計画について

３．総合庁舎問題と各支所について

①庁舎建設計画についてうかがいます。知念市長は07年12月議会の答弁で｢検討委員会｣

を構成しながら｢早い時期にこの庁舎の建設については議論をしていきたい｣。企画部

長は｢企画部で平成20年度から真剣に取り組んでいこうという話し合いもされている｣

と答弁しています
②改めてその後の庁舎建設についての議論の進捗状況も含めて所見をうかがいます

③支所(石川庁舎・勝連庁舎・与那城庁舎)問題について

４．国民健康保険問題について

・国保税問題について

(1)国保の赤字解消計画を提出して、赤字を解消する計画ということでしたが、平成20年
度は引き上げの提案をしなかった理由についてうかがいます。また、赤字解消計画は

年度をスライドさせて実施するということでしょうか

(2)国保特別調整交付金問題について

①国保の特別調整交付金の最終確定額はいくらでしょうか

②また、この特別調整交付金は赤字分の補てん充当する考えは。その場合赤字はいくら

改善されるでしょうか

５．学校適正化について(うるま市教育振興推進委員会の答申について)

今回の答申の主な柱は

(1)｢島しょ地域における複式学級を解消していくための方策として、学校統廃合を視野に

入れた取り組み｣

(2)｢市全域を見据えた近隣校における通学区域の見直しと弾力化を図ること｣
(3)そこで｢答申｣を受けてうるま市としては、いつ最終方針を打ち出すのですか

11下門 勝

１．市民税の納期について

現行は、4期で納められている市民税の納期を増やすことで、市民の1期ごとの税負担感の
軽減になると思うが、当局のご所見をお伺い致します

２．小中学校の屋外トイレの設置等について

(1)各小中学校の屋外トイレ(運動場近く)の設置状況は

(2)各小中学校の放課後、祝祭日等の使用状況、頻度はどのようになっていますか

３．児童生徒の派遣費助成の拡充について

子ども達の可能性の芽を伸ばし、また子育て支援の一助として派遣費の対象等を拡充して

はどうでしょうか

12金城 勝正

１．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

２．食生活改善事業に関連する事項について

３．うるま市職員適正化計画における消防職員の削減計画に関連する事項について
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13名嘉眞 宜徳

１．施政方針について

（１）教育行政について（学力向上に向けて）

①多様な学習方法の改善

②魅力ある授業づくり

２．中部北環境施設組合負担金について
（１）負担金増の要因について

①増の部分を項目別に増額と、その理由を詳細に説明を求める。

３．うるま市定員適正化計画について

（１）適正化計画の基本について

（２）消防本部の人員削減について
①業務内容、勤務体制について

14山内 末子

１．施政方針について
（１）マッピングシステム整備事業内容について（Ｐ４）

（２）「ひまわりプロジェクト事業」の具体策について（Ｐ９）

（３）簡素で効率的な組織・機構を再構築するための、段階的な見直しの検討について

（Ｐ１５）

２．中部広域市町村事務組合について

（１）中部広域市町村圏事務組合の組織運営について
①構成市町村の負担金、出資金について（資料提出）

②組合事業の成果と今後の方向性について

３．裁判員制度について

裁判員制度に対する市民の周知と市の役務について

４．科学博物館誘致について

科学博物館（技術館）誘致計画について

５．成人式について

成人式の実施運営について

６．学校給食について

（１）食材の市内生産品の採用について

（２）アレルギー疾患のある児童・生徒への対策について

（３）給食費徴収対策について（平成１７年、１８年、１９年度徴収状況資料提出）

７．医療費助成について
医療費助成対象年令拡充について

８．社会福祉協議会について

社会福祉協議会石川支所の老朽化に伴う安全対策について
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15安慶名 正信

１．教育行政について

（１）学校適正化について「うるま市教育振興推進委員」より答申が出されたが、その内容

等について伺う

（２）答申に基づき基本方針を策定し、今後具体的にどう取り組まれるか

２．全国高校総体について
（１）「全国高等学校総合体育大会うるま市実行委員会」の立ち上げについて、内容等今後

の取り組み方針を伺う

（２）各種団体や自治会等との連携、取り組みについて

（３）地域ボランティア団体等支援による環境美化への取り組みについて

（４）本市会場施設の取り組み状況について

（５）大会協力の市民への周知方法について

３．与那城（屋慶名）９９号線について

（１）平成１９年度一般会計補正予算書(補正６号)第３表 債務負担行為補正、廃止について

①与那城９９号線道路整備用地取得事業

②平成２０年度本事業実施予定について、具体的に伺います

４．観光行政について

（１）観光協会設立に向けた文言が施政方針からなくなりました。本市の観光振興を考える

観点から、その理由を伺います

（２）今後の観光振興の取り組みについても、考え方を伺います

５．地域審議会について
（１）新市建設計画への提言等をいただく為に、４地区に地域審議会が設置されているが、

１９年度の審議会開催状況内容等について伺います。

（２）地域審議会の設置協議事項について伺います

16永玉栄 靖

１．道路に関連する事項について

(１)うるま市の市道、町道の中に個人所有の道路状況について

(２)町道１０１号線(自衛隊)道路の工事完了に伴って、各課の協議事項、土地の財産権

課税等、今後の対応処理について

(３)町道１７号線整備計画について

私有財産権処理の取り組みと町道１７号線の道路、歩道の整備
(４)西原県営土地改良区、非農用地(宅地)前、道路舗装整備の件、道路の所有者、市道

認定、各課との協議事項、計画実施は

(５)里道の国有地払い下げ後の道路状況、里道の開通に向けての取り組みは

２．うるま市都市計画の用途について

平成１９年１２月定例会で一般質問した第１種、第２種低層住居専用地域内における外壁
後退距離は用途見直しの中で検討していきたいとの答弁でしたが、その後の取り組みの経過

について

３．学校給食について

(１)以前の質問以後、どの程度地元の食材を利用しているか
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(２)地元の生産者と各組合（ＪＡ、漁協、畜産）市当局と地域連携して、地産地消を学校

給食に導入した方が安全性の面からも良いと考えるが、当局としては地産地消をどの

ように考えるか

４．証明書自動交付機について

自動交付機設置に伴って定めなければならない、うるま市印鑑条例や規則等について、

関連する事項、法務局との調整はどうなっているか

(１)合併市町村補助金事業(繰越明許費)について

(２)証明書交付機購入事業について、予算執行状況はどうなっていますか（契約方法）

17宮里 朝盛

１．教育行政について

(１)学習指導要領改定について

①改定の内容、理由等
②現行の指導要領ではだめなのか

③学習現場の条件整備はどうなのか

(２)３０人学級導入に向けた対応について

（３）学校での休憩時間について

２．施政方針について

(１)基地行政について
日米地位協定の見直しを含め、抜本的な対策等について

（２）公園整備について

喜屋武マーブ公園整備の進捗状況と今後の計画について

18東浜 光雄

１．施政方針について

・観光振興について

エイサー及び現代版組踊り｢肝高の阿麻和利｣の公演等を定期的に開催する中で観光客の誘

客を図りますとありますが、具体的な取り組みについてお伺い致します

２．勝連地区保健センター跡地の跡利用について
勝連地区保健センター跡地をどのように利活用していかれるのかお伺い致します

３．環境｢ゴミ問題｣について

今やゴミ問題は地球温暖化問題とあわせて危機的状況にひんしています。今、世界の人類

のひとり一人がゴミ問題を自分自身の問題として捉え、自分のできるところから積極的に対

応していかなければ後世によい地球環境を残すことができなくなります。そこで本市のゴミ
問題への対応策についてお伺い致します

19久高 唯昭

１．学校敷地の買い上げについて

(１)本年度予算案に２億５千百万円が中学校用地買い上げとして計上されていますが、どの
学校なのか、お聞かせください

(２)小学校敷地の買い上げについてはどのようにお考えなのか、お聞かせください

(３)２１年度以後の 学校用地買い上げの考え方についてお聞かせください

２．エイサー祭りの開催場所について
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エイサー祭りの目的に沿うには旧２市２町持ち回りした方が良いのではないかと質問をし、

要望もいたしました。このことに対して、当局は平成２０年２月頃、エイサー祭り実行委員

会を開催し、そこで開催場所を決定するということでしたが、どのように決定されたのか
お聞かせください

３．うるま市産業祭りについて

第３回うるま市産業祭りが平成１９年１２月に２日間にわたって石川運動公園多目的広場

において開催されました。

(１)平成１８年度の第２回産業祭りと比較して出店数、また来客数はどうなのかお聞かせ
ください

(２)平成２０年第４回産業祭りの持ち方について、どうお考えなのかお聞かせください

20高江洲 賢治

１．土地区画整理事業について
江洲土地区画整理組合の残工事事業について

２．公園整備について

江洲城跡公園整備計画について

３．里道整備について
字兼箇段１１２番地から１１５番地前の里道整備について

４．歩道設置について

中部広域３･６･１号兼箇段１区線の廃止決定に伴い、市道１０８号線の歩道設置について

21山城 榮信

１．国道３２９号線バイパスについて

２．児童館建設について

３．泡瀬ゴルフ場代替建設について

４．石川楚南返還地区等跡地利用計画について

５．嘉手納弾薬庫内埋蔵文化財緊急発掘調査事業について

６．事務委託者について

22 島袋 行正

１．企業誘致について（施政方針より）

（１）具体的にどのように実施していくのか
（２）ＩＴ津梁パークの位置付けは

２．観光振興について（施政方針より）

（１）観光協会の立ち上げは

（２）観光客増強の実施の方法



- 10 -

３．福祉環境について（施政方針より）

（１）予防をキーワードとした市民の健康づくりの具体的な実施は
（２）待機児童の解消は

４．行政改革について（施政方針より）

（１）行政評価制度の導入を推進し行政サービスの向上に努めるとあるが、具体的実施は

（２）職員の資質向上と能力開発を目的に各種研修の実施とあるが、内容、回数、対象者は




