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質 問 事 項

１ 田中 直次

１.予算・財産問題について

平成19年度決算問題について

平成19年度の①一般会計決算収支 ②一般会計歳入決算 ③一般会計歳出決算 ④経常収支

比率 ⑤財政負担についての大まかな（結論）の説明をお願いします

２.うるま市の臨時・嘱託職員問題について

（1）非正規職員の人数。正規職員との比率は

（2）6ヵ月以上1年以下の臨時・嘱託職員は何名いますか。「反復更新者」(1年以上）は何名い

ますか。また、最長の反復契約者の年数は

（3）平均年収はいくらでしょうか。うち2百万円以下は何名でしょうか

３.後期高齢者医療制度問題について

（1）世帯分離によって保険料に差が出る問題について

自治体によっては「世帯分離」ができる自治体があり、「世帯分離」が適用できれば保険料

が軽減されます。うるま市は世帯の状況によっては世帯分離ができますか。また、その場合、

どのような条件が求められるでしょうか

（2）障害年金や遺族年金受給者の申告で保険料が軽減される問題について
障害年金や遺族年金受給者は所得申告すれば、保険料が軽減される場合がありますが、うる

ま市の場合の事例と、その取り組み、現状について伺います

（3）収入減によって保険料が減額されることについて

今年の年収が300万円以下になる見込みの方や、また、収入が前年に比べ3割以上減少した場

合、減額になりますか。対象者は何名いますか

４.基地問題について

第１次裁判権放棄と密約問題ですが、アメリカ軍人などが「公務外」で罪を犯した米兵に対

する裁判権を、日本政府が事実上放棄することを米政府に約束した問題です。今後の問題とし

て、うるま市もこういうケースが生まれる米軍の事件・事故にどう対処するかが問われます。

市としても市民の人権・補償などにかかわる問題です。沖国大へのヘリ墜落事故、名護市での

セスナ機墜落事故。今年2月の米兵による女子中学生暴行事件などを含め数えあげればきりが
ありません。例えば、2月の米兵による暴行事件はアメリカ側が裁判を行い実刑3年でした。日

本側が裁判をすれば実刑3年では済まない重い刑だという指摘もあります。うるま市民が不利

益をこうむらない裁判が求められています。第１次裁判権は当該事例が発生した場合、市とし

て裁判権を主張すべきだと思います

(※最初の答弁は市長にお願いします)

５.浜比嘉島へのリゾート計画について
浜比嘉島へのリゾート計画の概要と、うるま市は現在どのようなかかわり方をしています

か。また、うるま市として同事業に賛同しリゾート誘致を推進する考えですか

２ 島袋 行正

１.学校適正化について
(1)進捗状況

(2)今後は

２.市の施設安全管理について

(1)道路および付帯設備
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(2)公園の設備

(3)学校の遊具

３.泡瀬埋め立て問題について

本市にも影響があるのか

４.ごみの不法投棄について

(1)現状は

(2)対策は

５.教育環境について

(1)児童生徒の携帯電話の携帯現状と対策は

(2)薬物汚染が低年齢化している現状について本市の考え方は

３ 仲本 辰雄

１.財政運営について

予算編成について

２.行政改革について

水道事業と下水道事業の組織統合について

３.契約事務について

適正価格での契約推進のための、公共工事の入札及び契約の改善について

４.中小企業支援策について

緊急保証制度について

５.介護保険について

（1）介護保険事業計画について

（2）住宅改修費の受領委任払いについて

４ 伊盛 サチ子

１.商工行政について

従来の指定業種185を618業種に対象を広げた「原材料価格高騰対策緊急保証制度」、市町村

が申請を受付、指定基準や用件にてらして対策業種認定を行うことになっている。その現状は

どのようになっているのか

２.土地区画整理事業について

江洲第二区画整理事業について、次の事を伺います

（1）事業に至るまでの経緯とその目的について

（2）当初計画での事業完了年度はいつでしたか

（3）総事業予算にかかわる国、県、市の負担額は

（4）江洲第二土地区画整理組合の役割、年間運営費。また職員数、人件費等についても示して
下さい

（5）現在の事業進捗率と事業完了年度について

３.福祉行政について

障害者自立支援法が2006年施行され2年半が経過しました。来年（2009年）は見直しを行う
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年にあたります。法施行後は数多くの矛盾を抱えながら、障害者や施設を取り巻く実態は全国

的にも深刻な状況を招いております。来年の通常国会に改正案を提出するとしていますが、一

部分的な見直しで済まされない事態です。そこで、これまでの本市の実態はどのようになって
いますか。また、見直しではなく障害者自立支援法の廃止を国に求めていくべきではないでし

ょうか

４.インターナショナルスクールについて

インターナショナルスクールについて、次のことを伺います

（1）県が責任をもって確保するという校舎建築費用の総予算額はいくらなのか。補助事業活用
の内容について

（2）事業期間から開校後6年間無償で用地及び既存施設を貸与するとなっている。その期間の

仮算定額を示して下さい

（3）建設した後は、旺文社が運営に責任をもって対応するとある。その運営費は授業料、寄付

金で賄うということになる。年間の学校運営費は。また、継続的運営の見通しが計られるとの

考えはないか
（4）旺文社の初期運営資金とはどういうものなのか

（5）授業料が高額だと推測されるが、保護者のニーズをどのように考えますか

（6）嘉手納基地からの米軍機離着陸の直下にある栄野比地域（レクセンター周辺含む）は、学

校敷地として適しているのでしょうか。レクセンター周辺のうるささ指数はクリアされていま

すか

（7）場所の選定については、時間的ゆとりがあれば変更も考えられるのか

５ 金城 勝正

１.字具志川地内排水溝の改良に関連する事項について

２.具志川2－75号線道路改良工事（具志川小学校通学路歩道設置工事）に関連する事項につい
て

３.市道5009号線道路改修工事に関連する事項について

４.県道37号線（屋慶名大通り）拡幅工事に関連する事項について

６ 松田 久男

１.周辺地区の振興について

安慶名地区の再開発が進んでいますが、石川、与那城、勝連地区、及び離島地区の振興につ

いて今後どのように考えていますか

２.大学院大学先行プロジェクトについて

（1）専門部会の進捗状況について伺います

（2）悪臭対策について検討は進んでいますか

３.石川会館の閉鎖について

石川会館が閉鎖されるのではないかという心配が市民の間にあるが、その事実はありますか

４.期日前投票所について

人員の問題で削減されたが、4ヶ所ではなくて、3ヶ所では可能か伺います

５.インターナショナルスクールの建設について
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（1）覚書において沖縄県が建設するとなっているが、その財源は不明確である。財源の問題か

ら建設困難となった場合、旺文社や市民から県や市が訴えられる可能性は無いかどうか

（2）トレーニング施設と遊具は具体的にどれが、どこに移設されるか

６.ティーファクトリーについて

舞天館で事務所を構えるティーファクトリー社は将来有望な企業と思うが、入居期限切れ後

の対策はあるか伺います

７ 喜屋武 正伸

１.道路行政について

（1）県道16号線（高江洲地内）歩道未施工部分の進捗状況について

（2）県道16号線旧高江洲公民館前の排水溝の整備について

（3）県道10号線（運動公園南側入口付近）の排水路の整備について

２.農道整備について

（1）高江洲地区集落整備地内（農道2号）の整備について

（2）農道1号の交差点の停止線設置について

３.保育行政について

（1）待機児童の人数について
（2）待機児童の解消に向けた国、県の基金新設について説明会が開催されたようですが、内容

について伺います

８ 川野 進也

1.市内中学校の吹奏楽部について
（1）楽器の整備状況について

（2）吹奏楽コンクールへの出場状況

２.ＩＴ津梁パークの進捗状況について

３.インターナショナルスクール施設建設資金の確保について

９ 照屋 義正

１.野外レクリェーションセンター条例を廃止する条例について

（1）沢山ある候補地の中で、野外レクリェーションセンターを選定した理由

（2）かつては市内外の方々に年間17～18万人利用されている行政財産を廃止することは、これ
までかつてなかった事であり、当センターを最初に候補地にあげたのは県か市か

（3）内部の調整会議を2回開催されておりますが、どういう部署で何人のメンバーで検討され

たのか

（4）当センターの中高年労働者福祉施設について

国は各県に1ヶ所を整備した施設で、広域的に誘致した経緯があるが、廃止にあたって国、

県の担当部署に予め報告し、理解を求めたか
（5）当センターは商工会青年部、青年会議所及び当時の市婦人会の「いどばた」のメンバーが

計画の段階からかかわり市民一丸となって整備されたが、そのような団体に廃止について理

解と協力を求めたか。また、その他市民への説明会を何回開催し、約何人が参加したか

（6）当局は、今は覚書であり契約ではないと説明しているが、その違いを教えて下さい

（7）同校は県が整備し、旺文社が運営することになっておりますが、兼箇段の県園芸支場跡地
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も適地と思われるが、その面積と私有地の割合はどうなっているか

（8）当センター廃止後は何処に代替施設を計画しておりますか

（9）諺に「仏を造って魂を入れず」とあるが、関連して英語の充実及び英語特区の取り組みに
ついて

２.サトウキビの生産振興について

（1）増産に伴う製糖の12月開始について

（2）ハーベスター導入について（具志川上原地区）

３.中学3年生までの医療費無料化について

（1）国保税の徴収率と地方交付税のペナルティー額について

（2）どれだけの税収額アップがあれば達成されるか

（3）中学3年まで無料にする財源の額についてお伺いします

10宮城 茂

１.防犯灯の設置について

市道4号線石川漁業組合入口から市道11号線向け（居酒屋海鮮小町、七海ビル）方向の間に

防犯灯の設 置はできないか｡

２.トライアスロンの開催について
本市（与那城地区、あやはし周辺）においてトライアスロンを開催する考えはないか

２.少年院施設の建設予定地について

本市の石川高原線（ビオスの丘）周辺に少年院施設の建設が予定されていると聞くが、本市

の対応について伺う

11 川上 秀友

1.自治会について

（1）本市の63自治会の組織された経緯の説明を求める

（2）組織された自治会は任意団体ですが、現在行われている事業等はどのようなものか。ま

た、公益団体なのか、あるいは営利団体なのか
（3）本市行政との関連は

２.税について

（1）組織されている自治会が所有する固定資産（土地・家屋・償却資産）に対して非課税と思

うが、その理由は

（2）自治会が行っている事業は全てが公益事業である。その自治体に対して税の発生する理由
はないと思いますが、本市としてはどう取り扱っているのか

３.平安座西公園について

（1）整備の不十分な公園ですが、今後の計画は

（2）特にトイレ、東屋等について十分検討すべきだと思いますが、当局の考えは

12 安慶名 正信

1.教育行政について

学校適正化配置基本方針について

（1）これまでの学校適正化取り組みについての経過説明
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（2）島しょ地域における学校適正化配置基本方針（素案）住民説明会の具体的内容と各字の反

応について

（3）学校適正化に関連する事項について

２.具志川野外レクセンター条例廃止について

（1）具志川野外レクセンター条例を廃止してまで、インターナショナルスクールを誘致するに

至った理由を伺う

（2）沖縄県、うるま市及び旺文社との覚書の内容等、関連する事項について

３.東照間地内工場等の使用企業の募集について

（1）東照間地内工場等の使用企業の募集についての具体的内容と基本的な考え方を伺う

（2）東照間地内工場等の設置及び管理に関する条例、関連する事項について

４.コミュニティーバスについて

現在、庁舎間の連絡バスの試験運行をしていますが、今後のコミュニティーバス運行につい
ての基本的な考えを伺う

13 永玉栄 靖

1.与那城西原道路整備について

与那城西原非農用地区画整理地区への道路（アスファルト）の整備の件

２.ＥＳＣＯ事業について

（1）導入前の年間使用電力量と電力料金はどうなっているか

（2）導入前の契約電力は

（3）導入後の実削減額と削減電力量、ＣＯ 削減量、削減結果報告書等はどの様になっている2

か
（4）事業実施の収支内訳等に関連する事項（平成18年、19年、20年）

３.インターナショナルスクールについて

（1）具志川野外レクリェーションセンター条例を廃止する条例等に関すること、土地、建物、

財産の現在高

（2）インターナショナルスクールの運営形態
（3）インターナショナルスクールの覚書の中から、本事業概要（2）沖縄科学技術大学院大学

周辺整備計画の件、三者の役割と義務の件

（4）平成20年11月29日の新聞報道の大学院大学について「事業コストに対して効果が不明確」

の報道についての関連事項

４.公・農・漁連携で地域活性化を
（1）食の安全が脅やかされている現在、第一次産業の「地産地消」について

うるま市の取り組み「地産地消」の資料があれば提出し、説明を求めたい

（2）農産物の曲り物、規格外品などを公共の学校給食や病院、介護施設などで消費できるシス

テムがあれば、どのような取り組みをされたか説明を求めます

（3）農業の推進のため作物の品目別について伺います

14 比嘉 敦子

1.市民音頭について

２.定額給付金について
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３.福祉について

乳幼児健康支援一時預かり事業について（病後児保育）

４.公営住宅の適正な管理について

市営住宅の住宅用火災警報器の設置事業について

５.教育行政について

（1）与那城陸上競技場照明灯整備について
（2）子ども議会について

15 中村 正人

1.インターナショナルスクールについて

（1）覚書の中身について
（2）準備財団について

（3）誘致について

（4）運営及びうるま市の教育方針との関連

２.沖縄インターハイについて

現状と運営予算について

３.学校給食について

地元食材の活用について

４.うるま市の経済状況について

（1）倒産件数（過去3年、業種別）
（2）負債総額

（3）失業率、所得水準

16德田 政信

１.市民ふれあい農園について
(1)農園の概要説明について

(2)農園の設置目的について

(3)農園の利用状況について

(4)今後同様な農園を他地区にも設置する計画はありますか

(5)今後の課題について

２.市営住宅家賃滞納に関する事について

(1)市営団地の数(旧2市2町別)

(2)合併前の団地別滞納額(最高額、件数等)

(3)現在の団地別滞納額(最高額、件数等)

(4)入居条件として保証人を置いていますか

(5)滞納者の生活状況はどうなっていますか
(6)現在の家賃徴収はどのように行っているか

(7)徴収率を今後上げる対策はありますか

３.東照間地内工場等に関することについて

(1)旧与那城町で賃貸工場を設置する為に要した総額は(用地代、工場買取額、道路工事等)
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いくらですか

(2)企業が当工場から撤退した理由

(3)企業撤退後の工場の現状及び管理状況はどうなっていますか
(4)設置条例第11条の使用後の原状回復はしっかりなされてますか

(5)次の入居企業の募集は行っていますか

(6)その他関連する事項について

４.環境行政について

(1)川田自治会内田佐原下流域排水路の環境改善について
(2)平成20年11月25日付けの川田区からの要請について

５.道路行政について

(1)前原地内県道33号より南側農道の市道への格上げについて

(2)豊原地内市道118号の児童館前から県道33号までの整備について

17宮里 朝盛

1.公園整備について

喜屋武マーブ公園整備事業の進捗状況について

２.環境問題について
嘉手納基地を中心とするうるま市騒音問題について（調査、対応、対策）

３.教育行政について

（1）学校の施設整備状況について（校舎建設）

（2）整備中の事業と今後の建設整備計画について

（3）コンピューター設置状況と今後の計画について

４.薬物乱用問題について

（1）うるま市の状況、対応、対策等について

（2）学校現場での指導と対策等について

18東浜 光雄

１.自主防災組織化の推進について

災害は何時、何処で起こるかわからない。災害から住民を安全に守るためには、災害対策本

部、消防、警察の情報収集、発信、避難誘導、救助は勿論のことであるが、逸早く住民の避難

誘導、救助を行い住民の安全を最も守れるのは地域の住民だと言われている。いざ災害が起き

た時に確りと住民の避難誘導、救助が行える体制の確立をしていくために自主防災組織化の推
進が求められるが、どのように取り組んでいくのか、お伺い致します

２.浜比嘉島でのリゾート計画について

平成２０年１１月２日の琉球新報、朝刊の紙面に｢浜比嘉にリゾート計画｣シンガポ ール企

業、比嘉区内７０ヘクタールとの記事が掲載された。殆の住民は｢寝耳に水｣で、困惑している

状況にある。その経緯についてお伺い致します

３.与那城東照間地内賃貸工場について

今年３月に企業が賃貸工場から完全撤退をしてから約９ヵ月が経過し、シャッターは下り、

まるで危険物件かのように人影もなく潮風に曝され、機能を失っている賃貸工場は見るに見か

ねる状況にある。当局は企業に対し、戻って頂くため誠意を持って交渉をしていくとのことで
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したが、未だに解決をみてない状況にある。市民は、賃貸工場の現状に不満を抱いている状況

にあるが、これまでの当局の対応についてお伺い致します

19 下門 勝

１.消防行政について

消防の広域化について伺う

２.教育行政について
生徒指導体制及び現状について伺う

３.公園等の整備について

公園の種類について伺う

20 名護 盛治

１.道路行政について

県道２２４号線（仲嶺ハイツ～喜屋武マーブ公園に通ずる）道路拡張について

２.公園整備について

上江洲バンタ公園整備事業について

21高江洲 賢治

１.中原小学校新増改築工事について

（1）現在の進捗状況について

（2）江洲城側の擁壁工事について
（3）運動場の整備計画について

２.側溝整備について

江洲１－１から６７７－６番地間の側溝整備について

３.排水路整備について
志林川自治会から要請の高江洲９１９から９６７間の排水路整備について

22 安里 純哲

１.うるま市地域防災計画について

歴史上、最大の地震、チリ地震が１９６０年５月に大平洋沖でマグニチュード９．５を記
録、大平洋全域で津波が発生し最高６メートルの波が日本にも押し寄せ１４２名の死者、４千

件の建物に被害が及んだことはご存じだと思います。又、平成７年１月に阪神淡路大震災が起

き、平成１６年には新潟県中越地震が起きました。このような甚大な被害を及ぼす災害が発生

した場合に備えて危機管理の高い行政区は、企業、地域ぐるみで自主防災隊が組織され意識の

高さを感じます。

うるま市地域防災計画について伺いたい

２.教育行政について

学校適正化に向けて教育委員会の諮問である、うるま市教育振興推進委員会が、うるま市立

学校適正規模に関すること、適正配置等に関すること、そして適正化について要望事項が最終

答申書として平成２０年２月１３日に提出されました。



- 10 -

行政のその後の取り組みはどうなっているのか伺いたい

３．期日前投票場削減について

23名嘉眞 宜徳

１.うるま市まつりについて

（1）今年度のまつりの評価

（2）開催場所について

２.教育委員会について

（1）委員会の職務

（2）委員会の開催・招集等について

（3）委員会と教育長の職務権限について

（4）委員会の発案による、事業または条例等の制定

24 久高 唯昭

1.うるま市長選挙について

平成17年4月1日に旧具志川市、旧石川市、旧勝連町、旧与那城町の2市2町が合併して誕生し

た、新うるま市の第2回の首長選挙が4ヶ月後の平成21年4月に行われることとなっています。
この選挙に、うるま市の初代市長であります知念市長は出馬する意志があるのか、どうかお考

えをお聞かせ下さい

３.インターナショナルスクールの誘致について

平成24年開学予定の大学院大学が恩納村にできます。その環境整備の一環として、我がうる

ま市に平成23年4月にインターナショナルスクールの開校が予定されています。
市長は、このインターナショナルスクールをどのような理由で誘致することに決断をしたの

かお伺いします




