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質 問 事 項

１ 石川 善一

１．水産業について

(1)4漁協の合併は合併協でも検討されてないが指導助言の機会は何時と判断していますか

(2)石川漁協組合は具志川支所の脱会もあるようですが、行政の仲介はできなかったか？分離

した主なる理由について

(3)具志川支所は漁業組合の設立はされてないが、合併(旧4市町)することで保証がなされる
と思うが、どのように育成していくか

(4)宇堅ビーチの管理者募集要項を示してください

(5)管理委託料については県の支払いはないが、うるま市の収入、支出はどの様になっている

か、具体的に説明してください

(6)管理委託についてはどの様な方法で委託するか。その委託先についてお尋ねします

(7)浮桟橋の破損の有無
(8)夜間標識灯の設置状況

(9)宇堅ビーチ施工区域内の一部に具志川支所が利用する用地確保はできているか

(10)海洋レジャーの活用に伴う監視人、救命ボートの委託、貸しボート等は漁協に運営させ

るとあるが、石川漁協、具志川支部いずれに運営させるのか

(11)具志川支所、漁船、漁具購入補助金、更に育成補助金をどのように努力する予定ですか

(12)共同第7号共同漁業権漁業被害防止協定書の内容説明
(13)県知事認可漁業権7号がなくなった旧具志川支所の今後における対応についての見解

２．財産管理について

(1)公共施設等の管理費用の統一を図る計画と作業状況について

(2)きむたかホールで50万円の委託料が出されていると聞きます。同様な管理を石川会館もし

ている、委託料が出されてない状況説明をして下さい。

３．公園事業について

(1)江洲第2公園は街区公園の位置づけで昭和43年に都市計画決定されています。用地変更を

含め、今日までの経過と公園事業の取り組み状況を具体的に説明してください。

(2)同地域に網をかぶせた為に地権者から苦情(土地利用)等の有無について

(3)サンエーメインシティ開発に伴う協定書が交わされています。その協定年月日の記載がな
いし、協定書追記においても、その記載がないがその説明をしてください

(4)同意書、具志川市長知念恒男に提出されている。開発事業に伴い変更された場所の地主が

公園として整備する事への同意である。(旧)具志川市字江洲木小掘原422番と423番1、424

番1、425番1を整備した現況である。その面積についてもお伺いします

(5)同地域は江洲第2公園になっている。行政の施工もない中で開発事業の係わりで協定どお

り公園化され、危険防止や遊具等が設置されている。そこでお伺いします。同公園での事
件、事故等に対する責任の所在について、その対応について具体的に示してください

(6)同地域に網をかぶせ37年近く放置されている。地権者の経済的損失もさることながら今日

まで計画もない事は公平公正な行政運営でないと思う。そこで何時頃に公園化するのか検

討する考えについて

(7)同公園はコザ広域都市計画公園の位置づけであり37年経過したこともあり、同公園の見直

しもあるのかお聞かせください
(8)サンエーメインシティの経済効果について

①雇用人員(うるま市)

②税について(個人、法人、固定資産等)

③地域活性化のインパクトの認識について
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２ 赤嶺 元

１．旧与那城町、勝連町の追加課税について

(1)固定資産税更正(決定)通知書について

(2)更正(決定)の税法上の意味について

(3)賦課決定の税法上の意味について

(4)地方税法第17条の5の解釈について

追加課税した法的根拠等について
(5)うるま市税条例について

旧与那城町、勝連町の納税者に追加課税した根拠について

２．排水路事業

饒辺地域から(舟田の土地改良区)屋慶名住宅地域に向けて流水する水路の対処について(旧

町道14号線と県道37号線を横断)

３ 伊波 栄信

１．福祉行政について

(1)障害者に対する本市の基本姿勢を伺います

(2)障害者雇用について、以下伺います
①障害者に対する雇用、就労に取り組まれる市の考え方を伺う

②うるま市は障害者の法定雇用率は現在何％か

③市内、民間企業の法定雇用率は何％か。把握されておれば伺います

④本庁、支所、社協内に障害者専用の求人広告掲示板を設置し雇用の推進を図るべき

(3)障害者専用の駐車場の確保について

①本庁の障害者専用駐車場への案内表示板の設置、障害者専用駐車場は入口近くに設置
すべき

②公共施設、観光施設への障害者専用としての表示板の設置が必要。車椅子マークだけ

では不充分

③障害者専用駐車場に一般車両の駐車が後をたたず、その場所へ「一般車両駐車禁止条

例の制定」に取り組む必要性を痛感、全国初の制定を求める

④雨天時に車椅子の方が車の乗降に困り、障害者専用駐車場に屋根の設置をすべきであ
る

(4)障害者の社会参加、自立に向け、うるま市の「障害者しおり」を作成し配布すべきである

(5)総合福祉センター建設事業について

①現在の進ちょく状況と今後完成までの建設計画、建設場所を伺う

②建物概要(面積、主要施設内容等)を伺う

③設計段階で障害者の意見、視点も取り入れる必要性がある。建設委員に障害者の代表
も入っているのか伺う

(6)障害者の社会参加に市主催、共催、後援などで開催される文化、芸術などの入場料金を障

害者割引を考慮すべきではないか。

(7)障害者の社会活動、行事参加に送迎車輌の確保について伺う。

①「ティーダさんさん号」の運行状況を伺う。

②石川、与那城、勝連方面への運行計画はないか。

２．観光産業について

本市が合併し闘牛組合、闘牛場も県内一となった。それを活かし観光闘牛を目指すべきで

はないか。

(1)語呂合わせにより10月9日を「闘牛の日」として制定してはどうか。
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(2)市内へ誘客につなげる観光闘牛に向け、闘牛場に隣接した「闘牛資料館」の建設を提案す

る 。市長の見解を伺います。

３．防災計画について

(1)石川、与那城、勝連地区の防災無線設置計画について伺う。

(2)昨今の地震、津波の発生に本市も憂慮する地域がある。特に津波の発生時における低地帯

地域住民の避難ルート等の確保は重要。マニュアル作成等、現状と今後の取り組みを伺い

ます。

４ 石川 尚光

１．学校施設整備について

(1)与勝中学校

体育館バスケットリングの故障、トイレのドア、電気スイッチの修理、普通教室Ａ棟の

雨漏り、直射日光がさして暑い、クーラーの設置が必要。
(2)南原小学校

２階男子トイレの悪臭対策、校舎間のつなぎ廊下の改修、図書館と幼稚園の雨漏り、幼

稚園の雨天時の道路確保

(3)中原小学校

剥離落下防止対策、屋外トイレの撤去、体育館の雨漏り対策、運動場の粉塵、校舎建築

は地域住民の声を参考に、幼稚園にハブ出現対策を
(4)石川中学校

国道側のブロック塀設置、プールの外部侵入防止策、屋外トイレの撤去、防球ネットと

フェンスの設置

(5)津堅小中学校

教員宿舎の改築、幼稚園の剥離、プール操作弁の修理、校舎の全面改築

(6)宮城小学校
電柱の移動、校内放送の設備

(7)宮城中学校

電話、ＦＡＸ、放送設備、学校前のカーブミラー設置

(8)桃原小学校

網戸の設置、校舎の冷房の設備

(9)与那城小学校
体育館のスズメ対策、浄化槽の改修、運動場周辺のフェンス設置、ランチルームの冷房

設置、プール用水浄化設備の修理、放送設備

２．子育て支援

(1)うるま市の待機児童は何名か

(2)認可外保育園より10項目の助成要請があったと思いますが、どう対処されるか

３．福祉

本庁の設置手話通訳職員の実績(平成16年度)窓口相談、庁舎外含めて

４．介護

(1)家族介護慰労事業の介護慰労金支給条件と支給の実績(平成16年度)
(2)旧石川市、在宅ねたきり老人等介護者手当支給はどうなるのか
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５ 新垣 重光

１．悪臭問題について

旧石川市では三十年余悪臭に悩まされて来ました。いまだに抜本的な対策がなく住民はい

やな思いをしている。市長は今後どういう対策を取っていかれるのかお伺い致します。

２．石川道の駅について

前々石川市長が計画しておりました329号線バイパス通りに石川道の駅を建設してはいかが
なものでしょうか。お聞き致します。

３．補助金について

石川部落会では部落事務所を改修する計画がなされています。うるま市の文化財に指定さ

れている物件です。そこで補助金を要請致します。よろしくお取りはからいを願います。

６ 松田 久男

１．うるま市の入札制度について

(1)市発注の事業についてどのような入札方式を採っているか、または採用する予定か伺いま

す

(2)市発注の事業や物品の購入については地元優先されると思いますがそのことについて入札
制度と地元優先の両立について考え方を伺います

２．文化財の保護と買い上げについて

文化財の保護のために積極的に土地等の買い上げをするようですが、石川地区においては

戦後沖縄政治の発祥の象徴ともいえる諮詢会堂跡や県立博物館の前身となった東恩納博物館

跡などが文化財指定されています。そのような歴史的文化財の買い上げや公園化などは考え
ているか伺います

３．韓国プロ野球団との交流その他について

韓国球団との交流や観光客の誘致については具体的にどのように考えているか伺います

４．公害防止について
工場や畜舎及び生活排水の流入などによる水質汚濁の測定は具体的にどこを想定している

か伺います

５．コミュニティーバスについて

全体的な構想を伺います。特に高速のインターチェンジをどう絡めて行くか伺います

７ 山根 一雄

１．合併(うるま市)バランスシートの作成・公表について

(1)旧２市２町の財産はうるま市に引き継がれたでしょうか

(2)資産・負債・正味財産はいくらになったでしょうか

(3)バランスシートの作成・公表についていつ頃予定していますか

２．行政の意識改革について

行政・財政の改革は意識改革から出発します

(1)行政の目的意識について

(2)行政の問題意識について
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(3)行政のコスト意識について

(4)具体的に誰が計画し、職員を育成していくのか

市長・助役・収入役・教育長各自のご所見を伺いたい

３．償却資産について

(1)償却資産の申告を受ける際に申告書を添付させているか。また、申告書と企業の固定資産

台帳と照合しているか

(2)国税申告分と常に対照させ照合しているか

(3)償却資産の実地調査を行った事がありますか。また、課税標準額の算出もできますか
(4)(1)､(2)､(3)について不備な点がありましたならば職員の資質向上・能力開発・執行体制

の強化について取り組む必要性があると思うが皆様のご所見を伺いたい

８ 兼城 賢一

１．施政方針について
(1)うるま市総合計画の策定について

策定作業の進め方、考え方を示して下さい

(2)市章・市の花・木・鳥などの制定作業について

制定作業の進め方、考え方について

(3)小規模学校の統廃合について考え方を示して下さい

２．うるま市実施計画について

(1)どの部署で策定されたのか

(2)うるま市総合計画との関連について

(3)事業費に特例債が含まれているかどうか。含まれていればその割合

(4)3の②漁港改修事業(照間漁港)の内容について

３．与那城東照間地内工場取得費について

(1)鑑定評価方式について説明して下さい

(2)東照間地内工場の評価方式について詳しく説明して下さい

(3)合併前の3月15日、合併協正副会長会における「与那城町東照間地内工場等取得費債務負

担行為」についての協議内容説明、市長の考え方について

９ 比嘉 敦子

１．教育について(ブックスタート事業の実施について)

今国会では、文字活字文化の振興推進は国、地方自治体の責務とし政治、行政、民間が連

携して①地域における文字、活字文化の振興②学校教育に関する施策③出版活動への支援に

取り組むとしています。市長も施政方針の中で、21世紀のうるま市を担う子どもたちが、健
やかにのびのびと学習に取り組む教育環境を整えてまいりますとうたっております。心豊か

な子どもを育て、幼児期から本に親しませるためにもブックスタート事業を早期に実施する

ことが大切だと思いますがいかがでしょうか

２．福祉について

長びく不況で、リストラされたりあるいは病気で働きたくても働けない40歳代以上の生活
保護の申請者や自殺者が増えています。条件の壁が厚く、手をさしのべられない人々も多く

います。誰のための福祉でしょうか。そこでお聞き致します。

(1)電気、電話も切られ病院に行くこともできない人を一時的に援助する方法がないものか

どうか

(2)他の自治体ではどのように取り組んでいるのか
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(3)補正で予算が組めないか

３．環境について(環境美化の日について)
(1)6月第2日曜日を「環境美化の日」と定め6月のひと月間を環境月間と決めた理由をお聞か

せ下さい。又、市長も大雨の中市内をまわられたと思いますがそのご感想もお聞かせ下さ

い

(2)うるま市を住みやすく、さわやかな市にするために、第5日曜日の午前中を美化活動の日

にしてはどうでしょうか

(3)市内道路や公園整備が多く計画されていますが、街路樹には花の咲く木を植えてほしいと
思いますがどうでしょうか

４．行政について(これからの市政について)

平成17年4月1日4市町が合併し、うるま市が誕生しました。合併し認可外保育園では「毎日

ミルクが届くようになった」とか「住民健康診査の受診券が早く届き、しかも内容が充実し

ている」とか「農道の草刈りで道路がきれいになっている」との喜びの声がありました。そ
こでお伺いします。合併して改善された点、悪くなった点、各課調べてお答え下さい

10金城 勝正

１．施政方針

(1)「未来に向けた情報化・国際化の基盤づくり」の中国黒龍江省大慶市との国際交流につい
て

(2)「地域資源を生かした豊かで活力ある産業づくり」

①サンライズぐしかわ構想の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

②観光振興の「うるま市観光振興ビジョン」の策定について

(3)「自然と共生した安全で快適な生活環境づくり」ＥＭについて
(4)「やすらぎとふれあいが支える健康・福祉づくり」の介護予防・地域支え合い事業につい

て

(5)「人と歴史がおりなし、共に学び創造する教育・文化づくり」の小規模学校の取り扱いに

ついて

２．県道８号線具志川食糧前交差点の着工時期について

３．市内授産施設に対する清掃業務委託等による支援に関連する事項について

４．石川漁業協同組合具志川支所に関連する事項について

５．職員の適正配置と処遇及び業務の改善・効率化に関連する事項について

11照屋 妙子

１．施政方針のコミュニティーバス事業について

二市二町を一周する小型絵柄入りコミュニティーバスの運行について

２．広域ゴミ施設の余熱を活用し、市民の健康増進のためオールシーズン利用できる屋内温水

プール「 」(仮称)の建設について恩・与・具・石・勝
お よ ぐ い か

３．21世紀のまちづくり

市内目抜き通り等の歩道沿いのブロック塀を花垣根(例えばハイビスカス通り、ブーゲンビ



- 7 -

リアやジャスミン通り)等、他所にない観光名所づくりについて

４．文化の殿堂市民芸術劇場の身体障害者(車イス)専用の女子トイレと階段のスロープ設置に
ついて

５．「１戸１灯」運動の電気料で外灯設置について

６．宇堅ビーチ後背地に「うるま市道の駅」１階はバリアフリー対応のトイレや地域特産品展

示販売場の設置、２階にレストラン、３階にはライブやイベント等のできる多目的ホール、
４階部分に朝は太平洋から高々と昇る朝日を仰ぎ、特にお正月の初日の出を見、夜はきらめ

く星座やお月見(名月)を観賞できる展望会場の設置について

７．沖縄石油精製所等のタンクを利用し、企業広告村とライトアップやイルミネーションで夜

景村とモトクロス村の設置について

８．年々盛んになっている冬場のイルミネーションは、市民のみならず多くの県民の目と心を

和ませてくれます。新市誕生の記念としてイルミネーションの奨励について

９．大自然を活用した各種全国大会の開催について

(1)あやはしロードレースを拡大し、全国大会へ

(2)金武湾を活用した全国ヨットレース大会
(3)エンジン付パラグライダー大会

(4)ウインドサーフィン大会

10．湾岸道路沿いを21世紀のスポーツエリアについて

(1)市営大型駐車場の設置

(2)メルヘン通り商店街(レストラン、コーヒー店、お土産品店、民宿等)の設置について

12荻堂 盛仁

１．住民基本台帳ネットワークについて

(1)本市の住基カード作成者の数

(2)本市職員の住基カード作成者の数
(3)本市、市長、助役、収入役、教育長はカードを作成してありますか？

(4)住基ネットの年間維持管理費はいくらか

(5)与那原町の住基ネット一時中断について、当局の考え方

(6)本市の費用対効果としては、どのように考えているか

(7)住基ネットに対する金沢地裁の違憲判決と名古屋地裁の違憲否定判決に対する当局の考え

(8)住基ネットからの離脱は

２．ＥＭによる街づくり推進事業について

(1)ＥＭによる街づくり推進事業は、何年度から始まったか

(2)この事業の当初から現在までの実績及び成果

(3)ＥＭによって街づくりができるという根拠は

(4)ＥＭに関係して、法廷争議があると聞いているが、その争議の内容と結果は
(5)公共団体による一企業の推進は、法的に問題はないか

３．バスの市内線運行について

(1)コミュニティーバスの路線を伺います

(2)コミュニティーバスだけで住民の不満解消ができると考えていますか
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(3)市内線バスを運行させる考えはないか

13石川 眞永

１．農業行政について

(1)うるま市での製糖工場の存続は可能か伺います

(2)今期春植予定のさとうきび苗が不足との農家の声が多いが、配布状況を伺います

(3)さとうきび種苗対策の委託契約はどの方法で行うのか(個人・法人・団体)伺います

(4)旧具志川・旧勝連のハーベストが更新時期にあるが、当局の対応を伺います

２．職員配置について

(1)窓口業務の担当職員に地元出身の職員配置を望む市民の声が多くあるが当局の考えを伺い

ます

(2)公園管理、道路管理を行っている臨時職員の出勤・退庁を現地の役所で出来ないか当局の

考えを伺います

14長浜 正昭

１．中城湾港新港埋立地の企業誘致について

中城湾港新港地区の埋立事業も既に完成されているが、本市地域の分譲や企業誘致が伸展

しない状況にある。最悪状況にある失業者の雇用創出や経済の活性化につながる全市民が大
きな期待と感心を持っております。今までの経過と、今後の確たる企業誘致について、お伺

い致します。

２．次世代育成支援計画の実践について

長期化する経済活動の低迷、生き方に対する価値観の変化、生活様式の変容、育児不安等

の増大等、色々な要因が重なり少子化傾向が続き歯止めがきかない状況にあります。わが国
における急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ、

育成される環境の整備を図る為、次世代育成対策推進法が制定されました。平成17年4月1日

より施行されることになっております。本市において、どのように実践されるのか、下記の

点についてお伺い致します。

(1)策定委員会から答申後、決定に至るまでの経過と行動実践の基本方針

(2)住民参加と情報公開
(3)待機児童の解消・保育サービスの充実

(4)児童虐待防止対策の充実

(5)地域における子育て支援ネットワークの充実と、支援センター設置

(6)子育てボランティアの育成

(7)子どもの遊びと居場所づくりの推進

①児童館の整備
②子ども会組織強化と活動への支援

15兼島 兼俊

１．うるささ指数(ｗ値)見直し関連事項について

(1)防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条、第8条及び第9条との関連について
(政令も含む)
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16名嘉眞 政廣

１．消防(警備、救急、救助)関連事項について

２．農業振興関連事項について

(1)さとうきび関連について

(2)畜産関連について

(3)野菜、果樹、花卉関連について

３．日本脳炎予防接種関連事項について

４．赤道小学校への歩道設置について

５．事務委託者関連について

17 親川 厚

１．安慶名地区再開発事業について

(1)土地区画整理事業と住宅地区改良事業について

(2)進ちょく状況について

２．安慶名4区線事業について

(1)先行事業の経緯について

３．2010年高校総合体育大会沖縄大会について

(1)うるま市開催のサッカーと相撲競技について

４．地域公民館ミニデイサービスについて

(1)サービスの内容について

18仲本 辰雄

１．与勝第二中学校の校区について

与勝中学校のマンモス化による在籍の適正化を図るため、昭和47年4月1日に与勝第二中学

校が分離独立した。校区は昭和47年7月4日に学校所在地の旧与那城町饒辺区と平敷屋小学校

に決定した。また、与勝中学校の校区は南風小学校、勝連小学校、与那城小学校となり、翌

年の昭和48年1月16日に与勝中学校で分離式が行われた。

しかしながら、当初の目的だった在籍の適正化がなされず、両校に在籍のバランスが著し
くあり、現在に至っています。

そこで次の４点について伺います。

(1)与勝第二中学校が分離独立するまでの経緯

(2)与勝第二中学校の校区決定に至るまでの経緯

(3)与勝第二中学校における平成８年度から平成１７年度までの小学校出身別入学生の現状を

どのように認識されているか。
(4)与勝第二中学校の校区見直しの考えがあるか。

２．救急出動業務について

全国的に救急出動が増加しているが、県内でも同じ状況にあると県防災危機管理課が救急

業務の実施状況を公表している。それによると、平成15年の年間出動件数は48,336件で前年
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より4,115件(9.3%)増加し、救急搬送人員は45,557人で前年より3,841人(9.2%)増加したとな

っています。総務省消防庁は、増加する救急出動に対応するため、緊急度が低い救急出動の

有料化や患者等の搬送業務への民間事業者活用に関する検討会を開催し、本年度中に報告書
をまとめた後、自治体にも検討を促すと報道されています。そこで次の3点について伺いま

す。

(1)救急業務に対してどう考えているか

(2)旧4市町における、平成16年の救急出動件数と救急搬送人員並びに対前年増減数及び増減

比をお聞かせ下さい。

(3)救急車の有料化と民間業者の活用に対してどう考えているか。

３．祭りについて

平成17年度施政方針のP9に「祭りにつきましては、旧4市町において、長きにわたり市民総

参加の祭りとして定着し開催されてまいりました。本年度は、これまでの各地域の祭りの特性

と趣旨を踏襲し、市民の融和と連携を図るため、うるま市みほそまつり・具志川まつり・勝連

まつり・あやはしまつりを開催いたします。」とあります。そこで次の3点について伺います。
(1)旧4市町ごとの祭りの内容はどうなるのか

(2)旧4市町ごとの祭りの運営をどのように考えておられるのか。

(3)旧4市町ごとの祭りの運営補助金と総予算額はいくらになるのか。

19 永玉栄 靖

１．平成17年度施政方針について

(1)東海岸開発構想の推進について取組をなされていくのか

・市道の整備について(財産権、私有財産)

・藪地島の開発と市道17号線の拡張道路整備(憲法29条、29条3)

・ジャネーガマ(洞穴)、県文化財指定に向けての取り組み

・区画整理事業、密集地帯の整備(屋慶名、照間間)
・基本計画、実施計画について

(2)祭りについて

・催し物、運営方法

・旧二市二町でまつりを催しますが、経費の配分は。

・市民は、多種目球技場で安全柵を設置して、まつり闘牛大会開催を希望している。

・都市公園条例とうるま市立体育施設条例との関連で、市長より教育委員会への委任事項
について

２．財源確保について

・消費税、たばこ税の税源配分の国・県・市の比率は何％か。

・歳出の抑制策、考え方、取り組みは。

・市長は財源確保のため、どのようなことを考えていますか。今後の取り組み。
・今年の大口の税収が見込まれる企業はどこですか。

・大庭たばこの税収はどのくらい見込んでいますか。

・税について、課税評価、住宅地、雑種地、畜舎、区画整理を完了した現況、畑の課税(100

坪での課税額の比較)

３．うるま市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例について
・条例を定めた経過について

・議員報酬について月額の(内訳)説明を求めます

・条例は、憲法、自治法を遵守して定めたか、お伺いします。

・議員報酬条例を定めた法的根拠を求めます。

・法務省の見解は。
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・問題点を解決するために協議を議員報酬を統一に向け検討していく考えはないか。お伺い

します。

・違法若しくは不当な公金の支出？

20山城 喜明

１．農水産物の振興について
(1)うるま市の特産物の現状についてお伺いします。

(2)特産物に対する支援状況と今後の対応についてお伺いします。

(3)特産物と健康長寿研究開発センターとの関連性についてお伺いします。

２．基地対策について

(1)米軍普天間飛行場の嘉手納基地統合に対する、うるま市当局の意思をお伺いします。
(2)うるま市も嘉手納基地軍用機の着陸飛行ルートになっておりますが、嘉手納基地を抱える

三市町連絡協議会との連携についてお伺いします。

(3)嘉手納弾薬庫地区の弾薬の種類及び配所について、把握されているかお伺いします。

21池原トモ子

１．環境問題について

(1)悪臭が問題化される中で黒ずんだ家畜の排泄物と思われる液状の物が、未だ、河川に流さ

れているが、その対策はどのようになっているのかお伺い致します。

(2)その他の悪臭の要因になっていると考えられる問題はどのようなことが考えられるか、そ

の問題の解決策の取組について具体的にお伺い致します。

(3)旧具志川において、家庭用の排水を排水溝の設備がなくても墓地の付近には流されるの
かお伺い致します。

(4)市街地、道路沿い、公園等における家庭用のごみや粗大ごみ等の不法投棄が目に余る物が

あります。美化条例をどのような形で生かされているのか、解決策の取り組み状況をお伺

い致します。

(5)市営団地の清掃、維持管理費の指導はどのような取り組みがなされているのか、又、現在

改善されていないごみ問題を今後はどのような取組で改善されるのかお伺い致します
(6)市民団体やＮＰＯのボランティア団体が市内の環境美化に対し積極的に活動を取り組み展

開しております。そこで、活動を進めるに当たり、清掃用具や車両が必要視されますが、

このような必要とされる用具について当局としては、貸し出しが可能かどうかお伺い致し

ます。

(7)清掃活動を展開している団体に対し、行政と連携を保ち活動を行っていることを一般市民

に知って頂く為に目印になる腕章等を配布できないか、又中部北環境施設組合へのごみ搬
入方法がないかお伺い致します。

(8)市内全域の保育園、幼稚園、小中学校、高校において、環境問題についての学習活動を実

施している学校は何校あるのか。又、児童生徒や保護者に対して「ごみのポイ捨て」に関

するアンケート調査の実施を行ったことがあるのかどうか、実践内容、その成果はどのよ

うな結果が生じたのかお伺い致します。

２．社会教育の充実活動の起点となり得る施設の提供について

(1)社会教育を進めるには、市民一人ひとりが、生涯学習を通し、生きがいのある心豊かな生

活が送れることができるよう、学習活動や学習情報の提供の場が重要なことだと思いま

す。そこで、中央公民館の土・日曜日の開放ができないか、或いは、替わる場所の学校等

の開放ができないか、お伺い致します。
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３．学校経営について

(1)昨今の学校教育の充実を図るためには、地域の理解と協力を得ながら文化活動・学習活動
を通し互いに支え合って学校経営が成り立って行くのだと思います。そこで、各幼稚園・

小学校・中学校の児童・生徒の特色ある学校づくりの推進にどのような編成がなされてい

るのか具体的にお伺い致します。

22 金城 安治

１．総合庁舎建設について

(1)何年度を目標にしているか

(2)現在の分庁方式では維持管理費だけで、81,783千円(具志川)､74,057千円(石川)､21,726千

円(勝連)、31,041千円(与那城)計208,607千円となっております。

(3)4庁に分散している職員の交通費は全体でいくらになるのか？

２．小規模校の統廃合について

(1)行財政改革の立場から早めに検討し進めるべきと思うが教育長の立場(個人)としての見解

を問う。

(2)小中学校用地未取得の坪数(旧４市町別)をご提示願いたい。

３．行財政改革について
(1)市長は施政方針の中で、行財政改革を着実に実施し、合併による効果を最大限に引き出す

ことを念頭に・・・と述べられています。

そこで、業務的面、人的面のどこに軸をおいて改革を進めていく決意ですか。

４．街路兼箇段高江洲線(市道107号線)の整備について

(1)この街路は昭和43年都市計画法に基づいて網をかけている。国道329バイパス工事と併行
して進める計画であったが国の財政難から見通しが暗い。うるま市の街路計画で進めて行

くべきと思うが当局の考え方はいかに。

(2)今後は都市計画を策定する場合、20年程度で工事着工、竣工、可能な範囲で策定すべきと

考えるが、当局の見解を問う。

(3)旧二市二町に30～40年放置された街路が何件あるか。

23安里 純哲

１．施政方針について

施政方針の中で、組み込まれていない津堅架橋の件であります。津堅島住民は、離島であ

るが故の苦しみをいやというほど経験して今日まで生活をして参りました。津堅島の住民を

離島苦から救い出すためにも、架橋の早期実現をうるま市は最優先のプロジェクトとして位
置づけるべきと考えます。そこでお尋ねします。

市長は、施政方針の中で津堅架橋について何ら触れられておりません。常に不利・不便の

立場にある離島問題が合併に伴う最優先事項でなければならないと思いますが、市長のご見

解をお願いします。

国、県に要請して十余年になりますが、残念ながら未だに進展は見られません。住民は目

に見える形で進展を望んでおります。国や県に思いが伝わるような推進方法として、市長に
お考えがあればお示しください。
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24伊盛 サチ子

１．教育環境整備について

(1)平成17年度から平成19年度にかけて、学校整備事業が計画されておりますが、その説明と

津堅小中学校に関する具体的な計画について

(2)津堅小中学校教員宿舎の改修について

(3)比嘉小学校における給食搬入路整備について

(4)勝連地区における児童館建設計画について

２．道路整備について

(1)去った大雨により、うるま市全域において冠水、浸水、土砂崩れ、道路陥没、損壊等の

被害状況とその後の対策について

(2)勝連平安名幸地地内における農道決壊被害の修復工事について

(3)勝連平安名町道2-7号線付近における土砂崩れ対策について
(4)与那城1291の1番地付近における道路被害の修復工事について

25吉田 トメ子

１．公立保育園の保育料について

(1)入所者で非課税世帯の入園児は何世帯か。
(2)旧二市二町の保育料を旧石川に基準を充てたが、その差額分はいくらになるのか。

２．子育て支援について

(1)ブックスタートの事業内容を伺います。

(2)県内で取り組んでいる市町村はありますか伺います。

(3)本市での事業取り組みを実施してはどうか伺います

３．図書館活動の推進について

(1)地域への自動車図書館サービスについて具体的な事業内容を伺います

(2)学校支援についての具体的内容を伺います。

４．法律相談事業について
(1)現在相談業務を行っている地域はどこか伺います。

(2)月に何回相談業務を実施しているか。

(3)何名の方が相談に来られるか。

(4)現在相談業務を実施してない地域はどこか伺います。

５．南原小学校の駐車場入口の角きりについて
市道から県道に入る場合、小学校の駐車場入口の角で川田方面から来る車が見えないめ、

横断歩道の白線をこえて一時停止をしている。駐車場の入口の角を緩やかにしたら視界が広

くなると思うことから早めの改善を伺います。

６．通称、自衛隊道路の整備について

(1)現在の状況を伺います。
(2)早めの整備が必要と思うがどのように判断するか。
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26當間 秋子

１． 教育問題について(子供たちが安全に快適な環境で学習できる学校に)

(1)郊外学習、総合学習等での学校バスの安全的確保について

(2)本市の教科書選定について

(3)教育長の教育行政に対する基本的な考え方について伺います。

２．福祉行政について
(1)国民健康保険行政について

(2)生活保護行政の充実について

(3)介護保険制度の充実について

(4)乳幼児医療費無料化の拡充について

(5)出産費用の受領委任払いについて

(6)認可外保育所への消費税課税問題について

３．ゴミ問題について

ゴミ袋指定問題と料金問題について

４．石川児童館備品購入入札問題について

５．市民参加のまちづくりについて

(1)審議会、協議会、委員会のあり方について

(2)自然環境を生かしたまちづくりについて

６．宇堅ビーチの供用開始にあたり

(1)ハブクラゲ対策について
(2)施設利用料金について

７．基地問題の取り組みについて

(1)基地撤去と跡利用計画について

８．憲法、平和問題について、市長の所見を伺います。

27名波 博

１．与那城東照間地内工場等事業公有財産購入費について

(1)旧与那城町が建物を取得した経緯について

東照間地内の工場設置の公募に関しその応募手続きの方法を示して下さい。
(2)旧与那城町が既に合併消滅が確定している状態にあるのに債務負担行為の提案が適正か

(自治法222条)

①2市2町の合併の調印も終了し沖縄県議会の議決も行なわれた状態の中で合併協議事項

といえるのか、かけこみ事業そのものであるが。

②この件に関し合併申請後に合併協議会が開催された、なぜ開催されたのか

③このことが合併協議事項であった場合 委員の3分の2以上の賛同が得られたと思うか
(3)旧与那城町の公有財産取得について

①財産の取得が合併3日前の3月29日である、そのことにどう思うか 。財源の裏付けもな

い状況で与那城町で全ての債務引き継ぎの手法である。

②この債務の引き継ぎに関しどのように行なわれたのか、うるま市においてどう議論さ

れたのか。
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(4)取得金額448,500千円の根拠について

旧与那城町が算定した価格なのか、上門工業さんからの提示価格はいくらでしたか。

(5)不動産鑑定評価の件について
鑑定評価価格が449,000千円となっている。鑑定評価は建築物の価格であり、債務負担行

為限度額450,000千円に利息分は含まれているのか、法的に問題はないのか。

(6)与那城東照間地内工場使用料について条例で定められた使用料に対していくらの減免です

か、その根拠を示して下さい。

条例使用料建物700円/㎡、土地50円/㎡に基づいた根拠、その計算方法を示して下さい。

(7)東照間地内工場等設置について二通りの公募をしたと発言しているその説明を求めます。
自治法234条で示されている契約の締結は234条に基づき、旧与那城町の建設工事競争入

札の規程で行なわれるものである。市は信義誠実の原則に基づき本契約をする義務を負

う。しかし、相手方に地方自治法施行令167条の4項に基づき同意後であっても、それを理

由に契約をしない事が出来るとあるが。

28伊波 隆

１．施政方針について

(1)市民一人ひとりが自立に向けての政治理念をお聞かせ下さい。

(2)市章の制定の他、市民憲章、市歌についての予定について

(3)ＥＭによる畜産等悪臭対策の効果と石川地区への対応について

(4)米軍基地に関して
①基地に対する市長のスタンスは、撤去か、容認か、

②本市議会のホワイトビーチへの遠征打撃部隊入港に関する抗議決議をどのように認識

されているか

③基地関連事件の未然防止策の対処について

(5)課税ミスによる還付金について、時効額を還付した県内行政の事例について、及び還付の

是非について伺います。
(6)総合福祉センターについて

①合併を視野に入れての基本設計であるか、旧具志川市だけの計画であったか。

②社会福祉センターとの相違点について

(7)学校給食について

①平成16年度各地区の小中学校の徴収率について及び未徴収額と徴収率1%はいくら(金

額)になるか。
②給食費減収による子供たちへの栄養バランスメニューの確保は大丈夫か。

③給食費は、公金取扱いであるか。

④徴収率向上の施策について伺います。

(8)男女共同参画事業について

①男女共同参画懇話会のメンバーについて、男女別の人数を伺う。

②女性差別等、どのような女性問題が明らかになったか。

29又吉 賢光

１．東照間地内工場の件

(1)建設行政手法で順法的に行われたか。

(2)瑕疵のない施設と断言できる施設であるか。
(3)鑑定結果の妥当性について

(4)与那城支社(土地開発公社)の同地内の造成工事の妥当性について

(5)同施設誘致交渉から平成17年3月末までの工事と手続きと入居企業との契約締結までの経

緯の説明
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30伊波 良紀

１．寝具乾燥消毒サービス事業について

(1)国、県の補助事業に寝具類等洗濯乾燥消毒サービスがある。その補助率と石川、具志川、

勝連、与那城、それぞれ平成16年度利用者数

(2)〈石川、具志川、勝連、与那城〉の単身世帯・高齢者のみの世帯・準ずる世帯の数

(3)この事業の今後の施策は。

２．建設工事の契約について

(1)指名業者の選定方法(第１選定)

(2)指名業者の選定方法(第２選定)

３．皆出席表彰について

(1)うるま市立小学校の皆出席者数(過去３年それぞれの合計)
うるま市立中学校の皆出席者数(過去３年それぞれの合計)

(2)９ヶ年皆出席表彰を設けてみては

31松田 輝

１．うるま市の観光振興計画について
(1)県内各市町村別の観光協会設立状況について

(2)本市での観光協会設立の考えは

(3)観光漁業、観光農業、スポーツ観光の考えは

(4)金武湾港を活用した観光振興の考えは

(5)本市のパヤオ設置の状況について

(6)商工観光課内に、「あなたのアイデア買います係」の設置について

32山城 眞一

１．公用車両について

(1)うるま市の総台数を教えて下さい。又、全車両の月間燃料消費量は何Ｌですか。金額は

正確にお答え下さい。
(2)公用車両の事故処理事例もお教え下さい。

２．人事改革について

どのような改革構想を計画されているか教えて下さい。

３．信賞必罰について(服務、規律)
前具志川市長当時、服務規律違反者一人でもいましたか。もし不幸にもいたとしたら、ど

のような処罰〈処置〉がとられましたか教えて下さい。

４．ゴミ袋について

半額か、無料配布はできないか。無理であるならばどうしてか理由をお聞かせ下さい。単

価を落とす努力はしたかどうかも教えて下さい。

５．身体障害者マーク(車イスマーク)駐車場について

身障者駐車場はどの程度の方々までなら駐車が可能なのか教えて下さい。

６．街灯・防犯灯について
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旧石川市の伊波中学校通近辺の点検整備約束されていたにもかかわらず、未だに手つかず

のまま放置状態はどうしてか伺います。

33宮里 政昌

１．施政方針について

2010年に沖縄県で開催される全国高等学校総合体育大会競技会場地として、本市は相撲と

サッカー競技が決定されております。

(1)競技会場の整備計画について
(2)大会に向けての選手の強化について

(3)各種ボランティア、団体等の育成、組織体制の連携について

(4)本市には大会期間中、選手、監督、役員はじめ多くの方の来県が予想されますが何名の

予定ですか。

２．東海岸開発構想について
(1)基本計画の策定について

(2)環金武湾振興ＱＯＬプロジェクトの基本構想、基本計画との関連について

３．地域を支える市内企業の活用について

(1)公共工事の指名は、地域経済を支える市内業者の優先活用について

(2)公共工事等の指名業者の選定基準について(市内、市外)

34比嘉 信政

１．松くい虫被害の根絶について

本県は、平成14年度から平成18年度の５ヶ年間で松くい虫被害根絶を目指し、松くい虫ゼ

ロ大作戦に乗り出し、平成14年6月には、松くい虫防除条例を施行し、同年9月には、稲嶺知
事を本部長とする松くい虫防除県民連絡会議も始動しております。県は平成14年度から平成

16年度までの３ヶ年間で総額19億7千万円の予算を措置し、薬剤散布や約14万本の被害木の伐

倒駆除を行っておりますが、被害木が平地から駆除の難しい山間部へ拡大しており、駆除効

果が上がらない状況にあると言われております。

松くい虫防除県民連絡会議事務局のまとめによりますと中南部地域は減少傾向にあるが、

本県全域に広がっていると言われています。県木の琉球松と沖縄らしい松林の景観を守りた
いのは、県民の共通認識であることから、松くい虫被害対策の重要性を広く県民にアピール

し、県民一丸となって防除対策に取り組まなければならないと思います。本市の取り組みと

して、施政方針8ページに「琉球松の健全木保全のため、松の被害木伐倒焼却事業を実施し、

まん延防止に努めてまいります。」とありますが、今までの経過と今後の防除対策について

お伺いします。

２．津堅島一般旅客定期航路事業への運営補助について

平成12年10月1日付施行の海上運送法の改正により、一般旅客定期航路事業者に係る需要調

整規制が廃止(緩和)されたことに伴い、津堅航路への新規参入業者が許可されて、二つの業

者が運行しております。これまで津堅港を起点に一般旅客定期航路事業を営んできた勝連海

運合名会社は、昭和52年7月以来国の許可を受けて、離島地域の振興及び地域住民の福祉、生

活向上のため、平敷屋港と津堅港間に定期船を運航しておりまして、650名余の津堅区住民の
利便性を図りながら必要不可欠な交通手段として生活物資の輸送や本島への通勤・通学も含

め、公的役割を十分果たしてきており、離島振興策にも大きく寄与しております。

国の規制緩和に伴いまして、平成14年7月から新規参入業者が許可され、同年6月30日をも

って国庫補助対象航路から除外され、その後は経営に困難を極めています。会社を存続させ

るために職員の退職勧告、基本給の減給、諸手当の給付停止の措置を講じて運営している状
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況にあり、本市としても民間海運産業の育成指導の立場から津堅島航路が健全に経営できる

ように調査が必要と思いますが、市当局のご見解をお伺い致します。

３．うるま市体育協会補助金の増額について

平成17年度の本市体育協会への補助金額については、要求額19,701,000円に対して、18,11

7,000円の92％の決定になっております。本市体育協会としての競技対抗組合せは、旧具志川

４支部、旧石川２支部、与那城支部、勝連支部の計８支部になります。各支部に対しての運

営費は予算が厳しいということで650,000円の打ち切り予算になっています。平成16年度の旧

勝連町体協の状況を申し上げますと、町内には6字の体育協会がございます。町体育協会の競
技は、陸上競技大会、駅伝大会、夏季大会(各種別)の三つの大会が主であり、陸上競技大会

では派遣費を含めて542,000円、駅伝大会167,000円、夏季大会1,198,000円の計1,907,000円

の実績であります。

本市総合体育大会実施要綱の趣旨は(本市体育協会は市民に広くスポーツを普及し、アマチ

ュアリズムとスポーツ精神を高揚して、市民の健康増進と体力の向上を図り、併せて本市の

スポーツ振興と文化の発展をねらいとする。)とうたわれています。650,000円打ち切り予算
では、趣旨にうたわれているといるとおりの運営ができませんし、スポーツ振興の衰退につ

ながるものと危惧しております。そこで各支部への補助金を含めて、増額が必要と思います

が市当局のご見解をお伺い致します。

35伊礼 正

１．平成１７年度施政方針について

(1)地域間の信頼関係の構築と均衡ある発展とは、又、Ｈ17年度行政運営に具体的にどのよう

に反映されるか？

(2)行財政改革の確実な実施は、平成17年度予算と事業にどのように具体的に表れているか。

※行財政改革の計画書の提出を求めます。

２．市立図書館事業について

地域への自動車図書館サービスエリアについて

３．小規模学校の統廃合について

検討委員会の発足はいつ、対象地区は、先進地域の視察は、跡地利用計画は

４．平安座小中学校の雨漏り等について

雨漏りの把握はされているか。その原因は、箇所は、その他

５．固定資産税課税誤り等について

与那城地区は住民への説明責任は終了済みである。他の地区における住民への説明等は、

いつ、どこで、誰が、どのような方法で実施するのか

６．議員在任特例について

議員在任特例期間と議会解散を問う住民投票の実施について

36東浜 光雄

１．児童虐待防止対策について

全国的に児童虐待は、年々増加の一途をたどり、2003年度の厚生労働省の調査によると全

国で1990年度1,101件から2003年度には27,128件と約24倍となっている。沖縄では2004年度の

児童虐待相談件数は358件で、中央児童相談所156件、コザ児童相談所202件と10年前に比べ10

倍になっている。また、2003年7月～12月迄の半年間で全国で25人の子供が亡くなり、沖縄で
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も乳児の死亡例が出るなど深刻な状況にある。

改正児童福祉法施行で相談窓口が市町村に移されたことから相談件数が大幅に増えてくる

ことが予測され、児童虐待防止対策の早急な取り組みが求められている。そこで次の点につ
いてお伺い致します。

(1)本市において把握している虐待児童はどれくらいか。その児童はきちんと保護されている

か。保護されていない(つまり施設が空くまで待機)場合の処置はどうしているか

(2)改正児童福祉法施行で相談窓口が市町村に移されたが、現状と広報活動についてどのよう

にしていてるのか

(3)本市において児童虐待防止ネットワーク協議会が平成17年6月9日に設置されたようである
が、どのような方々がどういった形で活動しているのか

(4)住民を含めた地域の子育て支援が虐待防止には欠かせないと思うが具体的に取り組む予定

はあるか

(5)行政、保健、医療、学校、地域などのネットワークが必要と思うが

(6)ホットラインをうるま市独自の事業として設置してはどうか

(7)チャイルドホームの設置を考えてはどうか

２．適応指導教室の充実強化について

学校における児童生徒のいじめ、暴力行為・非行などの問題行動、不登校は依然として憂

慮すべき状況にある。

いじめや暴力行為、虐待などによって「心の病」となり学校生活に適応できなくなり不登

校になっている子どもたちを育んでいくためには、豊かな自然環境とゆったりした生活環境
の中で自分自身を見つめていける居場所(空間)づくりと専門的視点からの指導援助が重要だ

と思われる。そのためには、適応指導教室の充実強化が重要不可欠だと思う。そこで次の点

についてお伺い致します。

現在の適応指導教室の状況について

(1)不登校児童生徒の数は何人か

(2)教室の数と設置場所
(3)適応指導教室(各々)利用児童数と教師の配置人数

(4)どのような活動をし、どのような指導援助をしているのか

(5)教室の整備状況は十分か

(6)子どもたちをより豊かに育んでいくには、専門スタッフの養成が必要だと思うが

37久高 誠德

１．与那城東照間地内工場等整備事業について

工場取得費と債務負担行為について

２．道路行政について

(1)国道329バイパスについて
石川地区から池原区まで開通されたが具志川地区から沖縄市への取り組みについて

(2)街路港原線の整備計画について

①事業化に向けての調査検討はどうなったか

②今後の見通しについては

(3)湾岸道路整備計画について

旧２市２町(石川・具志川・与那城・勝連)を結ぶ湾岸道路の整備で新うるま市民の一体
感の持てる生活道路、観光周遊道路、中城湾港への産業経済にも寄与するアクセス道路と

して、整備の必要性と国・県への働きかけについて

３．港原海浜公園整備事業について

(1)昭和43年の都計決定から37年間手つかずの状態にあるが、どう検討されたか、新市建設計
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画でどう位置づけされているか

(2)全国高校総体やＪリーグのキャンプ地誘致も想定した複数面のサッカー場の提案をしたが

どう検討されたか
(3)旧具志川市サッカー協会からの要請についてもどのように検討されたか

(4)うるま市の大小のイベント、まつりの主会場にも使える多目的広場として整備できないか

４．旧与那城町のあやはし海中ロードレース大会について

(1)これまでの取り組みと参加状況や実績等について

(2)ハーフからフルマラソンへ発展させ、観光の目玉に

５．市長の施政方針から小規模学校の統廃合について

(1)統廃合をしなければいけない問題点は何か

(2)統廃合にどのような基準があるのか

(3)統廃合は小学校だけ、中学校だけですか、それとも両方検討されているか

(4)地域からの懸案事項として、あるいは要望として上がっているのか

38下門 勝

１．医療費の抑制と予防医学、児童虐待防止の観点をふまえながら、施政方針、７つのビジョ

ンの中から「やすらぎとふれあいが支える健康・福祉づくり」について

(1)「健康うるま21計画」について、現状報告をお伺い致します。
(2)国民健康保健について、加入状況と滞納処分における保険証発行停止者状況をお伺い致し

ます。

(3)国民健康保険証発行停止者における内訳として、0～3歳児、3～5歳児の人数とその世帯数

をお伺い致します。

２．体育施設、多目的広場等の借用申請について
(1)申請手続きは、どのように行われているのか、お伺い致します。

(2)申請手続き等について、住民等から苦情がないか、お伺い致します。

３．職員の勤務時間について

休憩時間は、どのようになっているのか、お伺い致します。

４．次世代育成支援行動計画及び特定事業主行動計画策定について

(1)旧二市二町の行動計画のすりあわせ状況をお伺い致します。

(2)市独自及び旧二市二町の独自性のある計画はどのようなものがあるか、お伺い致します。

39照屋 大河

１．施政方針に関する事項

(1)「自然と共生した安全で快適な生活環境づくり」より

旧具志川市第２最終処分場について

(2)「やすらぎとふれあいを支える健康・福祉づくり」より

国民健康保健事業中、住民主体の実施体制の構築とは

(3)「人と歴史がおりなし、共に学び創造する教育・文化づくり」より
「地域教育力再生プラン」を活用した地域子ども教室とは

２．情報公開と個人情報保護に関する事項

(1)住民基本台帳の閲覧請求の実態について

(2)住基ネットの運用状況とその効果について
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３．基地問題に関する事項

(1)去る6月8日付、東京新聞の「伊計島への普天間代替基地建設」との報道について
(2)普天間基地の嘉手納統合案とホワイトビーチ

４．教育行政に関する事項

戦後60年の節目の年にあたり、本市の戦後教育・平和教育について、教育長の所見を伺う

40奥田 修

１．土地に関わる固定資産税について

(1)平成17年度は新生うるま市が誕生し、基準年度の第３年度にもかかわらず価格の修正が行

われたようですが、どのような基準に基づいて行われたか。その規模等も含めてお伺いし

ます。

(2)固定資産の評価はどのようにして決定されるのか、お伺いします。
(3)旧与那城町課税ミスに伴う、与那城平安座在、平安座石油基地内の土地に関わる計算方式

(別添資料)についてお伺いします。

①鑑定評価はどなたがしますか。

②補正率、負担水準についての説明を求めます。

③実際に取引されている売買価格を調査したことありますか。

２．石油コンビナート等総合防災訓練について

例年実施されている沖縄県石油コンビナート等防災計画に基づく大規模な訓練は、うるま

市になっても実施されると思いますが、今後の予定と実施計画についてお伺いします。

３．与那城平安座在石油企業製油所跡地の有効活用について

今年２月末に石油精製工場設備撤去作業が完了し、約18万坪(造成済、他未利用地13万坪)
におよぶ広大な精油所跡地が存在しております。企業側も有効利用について真摯に取り組ん

でおられるようですが、新市建設計画にもおりこまれている通り行政側の協力、支援が絶対

不可欠であります。そこでお伺いします。

(1)市長は現地を視察されたことがありますか。

(2)企業側からの協力、支援要請がありましたか。

(3)跡地有効活用についての市長のご所見をお伺いします。

41上田 清

１．仲原遺跡の周辺整備について

(1)草刈り等管理はどうするのか

(2)トイレ、駐車場の設置はどうするのか

２．伊計島洞門の整備について

洞門内が暗く交通に危険がある、ライトの設置は出来ないか

３．金武架橋について

(1)架橋についてどのように考えているのか
(2)沈埋もあるかと思うがどうか

４．市体育協会について

体育大会の持ち方を伺う
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５．自家用有償バスについて

運行実績等伺う

６．基地問題について

ヘリ基地伊計島の真意について

42安慶名 正信

１．三役人事について
(1)旧2市2町の合併が成功し、同時に旧首長は失職したが、そのことをうるま市の市長に無投

票当選された初代市長として、どう思われているか

(2)助役の2人制については、検討はしませんでしたか。

(3)公約であった地域バランスの人事は果たしたと思っていますか。

２．跡地の活用について
旧沖縄石油精製株式会社の製油所機能の廃止に伴い、設備装置が解体され(約15～20万坪)

の跡地が遊休化しております。2市2町合併における新市建設計画の「新しいまちづくり(地域

別活性化施策の推進)としても位置づけられており計画的、具体的に検討していただきたい

が、どの様に考えておりますか。

３．ロードパークの管理運営について
(1)ロードパークの管理運営は現在どこが行っているか。

(2)ロードパークは指定管理者の指定を受けているのか。

(3)指定管理者を受けることと受けないことのメリット、デメリットはあるのか

４．サンライズぐしかわ構想について

(1)サンライズぐしかわ構想について全体像を具体的にお示し下さい。
(2)財団法人おきなわ健康長寿研究開発センターの所在地はどこですか。

(3)法人の構成メンバー、理事長は誰ですか。

(4)健康食品研究開発はいつから始まっているのか。研究成果はどうですか。

(5)中西医結合医薬学会はどこに所在し、どの様な研究成果を上げているのですか。

５．新市建設について
(1)合併により期待できる点

(2)合併により心配される点

(3)新市の将来像

(4)新市の重要施策

43花城 清繁

１．住民サービスについて

(1)支所設置と事務分掌について

(2)総合窓口のあり方について

２．行財政運営について
(1)地方分権にふさわしい効率的な行政執行体制について

(2)財政構造の硬直化に対応するための具体的な財源確保対策について

(3)旧二市二町の契約及びその他行政行為に対する基本的な考え方について

３．議員報酬について
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憲法及び地方自治法を遵守する視点からの条例改正について

４．基地問題について
普天間海兵隊ヘリ基地の本市移転情報について

44徳田 政信

１．うるま市与那城東照間賃借工場に関することについて

(1)この事業の計画から条例制定及び工場買い取り、企業誘致までの一連の経過を報告して下
さい。

(2)合併協議会での協議内容の説明

(3)合併協議会正副会長会での協議内容

(4)Ｈ17年2月3日の幹事会での協議内容を説明して下さい。(債務負担行為等についての話し

合い)

(5)覚書について
(6)工場等の使用料について

(7)同業者がうるま市内に他に４社あり、公平性の面からどのように考えていますか。又、今

後他企業から同じような要求を出された場合どう対処されますか

２．教育行政について

(1)小規模学校の統廃合について、教育長の基本的な考え方を伺います。
(2)小規模校の現状の報告

(3)小規模校のクラブ活動等の現状について

３．全国高等学校総合体育大会2010年の県開催について

県より本市は相撲とサッカー競技が決定されております。本市の今後の取り組みについて

伺います。

４．財政改革について

(1)退職時特別昇給制度について

(2)県内市町村の現状と本市の状況について

(3)旧石川市、勝連町の同制度の廃止予定はどうなったのか。

(4)本市の今後の考え方について

５．旧与那城町西土地改良事業(県営事業)について

(1)事業概要について伺います

(2)仮換地の時期は

(3)事業完了の時期

45奥原 實

１．施政方針

新市の発足に当たり市長の施政方針は、それぞれの地域の調和を保ちながら恵まれた自然

と歴史のなかで豊かな生活環境を創りあげていく抱負を語ったものですが、その中身を実現

していくために次の４点について伺います。
(1)(P-9)今回の宇堅海浜公園の供用開始は、安心して泳げる場所が欲しかった市民にとって

大変嬉しいことですが、当市は他にも格好の泳ぎ場所 がたくさんあります。それらを整備

していく計画はないか。特に石川ビーチのハブクラゲ防止ネットの再活用はできないか。

(2)(P-10)「市街地での浸水防止対策として雨水幹線の整備を行っていく」とあるが、石川白

浜一丁目の排水溝整備事業はいつになるか。
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(3)(P-11)「安らぎとふれあいが支える健康・福祉づくりの中で健康運動教室の開催など、住

民主体の実施体制の構築に取り組んでいく」とあるが、現在ある健康体操教室への補助金

打ち切りは矛盾しませんか。
(4)「市民負担は低く、市民サービスは高く」の筈だった合併が石川地域では街の安全を守る

防犯街灯の電気料補助が他の地域に無いからと打ち切られたのは何故か。

２．住民基本台帳ネットワーク

行政の効率化と電子自治体を目指すということで2002年8月に本格稼働した住基ネットは、

その便利さを喧伝されたにもかかわらず、利用者のあまりの少なさに税金の無駄使いだと国
民から総批判されています。それに金沢地裁の違憲判決によって、むしろ個人情報の漏えい

や行政の目的外使用への不安が高まっています。

(1)開始以来年度別発行カード件数と人口比

(2)維持管理費(費用対効果)

(3)今年のカード発行予定件数

(4)住基台帳閲覧件数
(5)閲覧請求目的と割合

46中村 正人

１．児童福祉環境について

(1)うるま市の待機児童解消策について
(2)陳情第8号(社会福祉法人保育園運営補助金について)

２．平成17年度一般会計予算書について

(1)与那城東照間地内工場等整備事業について(債務負担行為について)

(2)与那城東照間地内工場等整備事業(公有財産購入費)について

※うるま市公有財産検討委員会

３．行政改革について

(1)行革の進捗状況について

(2)指定管理者制度の導入について

４．うるま市民環境について
憲法改正論議について(第9条の改正について、市長の所見)

47照屋 純

１．選挙公約と施政方針について

(1)基本政策の公約について
(2)若年雇用対策について

(3)総合福祉センターの建設について

(4)旧具志川市第２最終処分場の適正閉鎖について

(5)教育環境の整備について

(6)児童生徒の英語教育について

(7)学力向上対策について
(8)世界遺産「勝連城址」周辺の整備について

(9)行政改革と人事行政について

(10)実施計画について

２．うるま市の建設計画について
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(1)うるま市建設の基本方針について

(2)市民負担の軽減と行政サービスの向上について

(3)分庁方式による窓口サービスの強化について
(4)地域一体化政策の推進について

(5)サンライズぐしかわ事業について

(6)開発行為の許可について

(7)うるま市における県事業の推進について

(8)国・県建設事業の専任担当の配置について

(9)国民健康保険財政の健全化について
(10)地方交付税及び地方債の特例並びに県が講じる財政上の措置を含む財政計画について

48宮里 徹二

１．国民健康保険事業について

(1)歳入欠陥と国保事業の財政破綻
(2)実質赤字1,156,358千円の要因と解消目処

(3)一般会計繰入れ金増について

(4)国民健康保険財政調整基金

(5)国保税の引き上げと市民負担増について

２．介護保険制度改革について
(1)介護保険法等の一部改正の概要

①予防重視型システムへの転換

②施設給付の見直し

③新たなサービス体系の確立

④サービスの質の確保と向上

⑤負担のあり方、制度運営の見直し
⑥被保険者、受給者の範囲

(2)介護保険法施行法の一部改正

①本施行法改正の内容

②うるま市の特別養護老人ホーム入所者数

③改正により負担軽減措置が適用されるうるま市の全特養ホームの入所者数

④うるま市内の特養ホームの施設利用料(改正後の各段階別)
(3)地域介護、福祉空間整備等交付金と対象事業の内容

①地域密着型サービス拠点

②介護予防拠点

③地域包括支援センター

④うるま市「介護、福祉基盤整備計画」の策定

３．与那城東照間地内工場等整備事業について

(1)平成16年12月8日の「公募」から平成17年3月末の不動産売買契約に至るまでの経緯

(2)事業引継の時期

(3)工事着手から現在に至るまでの混乱の原因

(4)土地建物の取得価格と賃貸料

(5)不動産鑑定評価の精度
(6)公共物としての責任

(7)債務負担行為の見直し

４．新市移行後の公共工事請負業者の指名について

(1)うるま市内の入札参加有資格業者の業種別、ランク別の数
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(2)合併前の二市二町における地元企業と市・町外企業との指名比率の比較

(3)新市発足後の指名要綱の整備

(4)新市うるま市における「予定価格の事前公表」の実施と旧具志川市での落札価格率
(5)地元企業育成効果及び経済効果と地元企業優先指名についての考え方

49川上 秀友

１．与那城東照間地内工場について

(1)該工場が建築される際、あるいは売買契約が締結されるまでにいくつかの法令違反等があ
ったと思うが、点検はしたことがあるか。

(2)合併後、市の方で該建物について適正価格であるかの検討はしたことがありますか。

(3)今後、その建物を買い上げていく際、市民の税金である一般財源で充てていきます。該工

場については住民世論を含め、数々の疑問がありますが、それに対してどう対応していく

のか。

(4)その他、関連する事項

50山内 末子

１．施政方針について

(1)7ページ「サンライズぐしかわ構想」の具体的内容を伺う

(2)11ページ 救急救命士の養成について、現状と今年度の養成人員
(3)12ページ国民年金について納付率ＵＰに向けての具体的施策は

(4)保育事業に関して、認可外保育施設の処遇の改善の具体的施策は

(5)15ページ「地域再生プラン」の内容は

(6)17ページ「地域づくり団体全国研修交流会沖縄大会」本市の具体的取り組みは

(7)9ページ「うるま市観光協会」設立・具体的内容は

２．車両管理について

(1)各部、各庁舎、公用車の運用はどのように行なわれているか

(2)公用車の配置は適切か

３．職員配置について

各課、各部内の人的配置は適切か

４．教育行政について

(1)学校警備、社会教育施設等の警備減による関係機関への影響は

(2)各学校、関係機関における収発文書の作業業務はどのように行なわれているか

(3)連絡体制、相談体制はスムーズに行なわれているか

５．福祉行政について

(1)児童館運営について

①いしかわ児童館、チャレンジ館の運営計画の見直しについて

②チャレンジ館雨漏りの原因と修繕について

(2)本市の訪問リハビリマッサージの現状は

療養費の支給方法について

６．平和施策について

本市の平和施策について基本的姿勢を伺う
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51島袋 俊夫

１．集落排水整備計画について

２．河川改修整備について

３．地域公民館ミニデイサービス事業について

４．基地対策について

52久高 唯昭

１．自衛官募集事務について
(1)うるま市として、自衛官募集事務を受託するのか

(2)受託した場合、自衛官募集懸垂幕を掲げるのか

(3)市長は、自衛官募集相談員に対し、地方連絡部長との連名で委嘱するお考えは

２．業者の入札指名の在り方について

(1)うるま市において、市内業者、市外業者の区分けについてどの様に考えているのか
(2)ＪＶ工事発注の場合、代表者と構成員の数の在り方についてどの様に考えているのか

53大城 肇

１．旧２市２町の職員について

(1)合併による昇任基準(係長、課長、部長)
(2)事務量に応じた人数の確保は充分か

①是正処置の時期、方法

②給食センター職員

２．合併による不利益事案

(1)市民サービスの低下
(2)諸団体

(3)特例債の使える範囲と旧２市２町への配分率は

(4)施設の利用料減免について

３．合併後の市民、職員への意識調査

アンケートによる調査の実施について

４．新市計画のチェック

(1)どの課がやるのか

(2)スケジュール

(3)旧２市２町への配分基準はあるのか

５．宇堅海浜公園について

(1)確認書の法的効果について

(2)実施時期について


