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日付 順番 氏　名

1 兼城　賢一

2 田中　直次

3 又吉　暎

4 仲本　辰雄

5 松田　久男

6 安里　純哲

7 伊盛　サチ子

8 島袋　行正

9 安慶名　正信

10 金城　勝正

11 東浜　光雄

12 石川　眞永

13 下門　勝　　12/15　23番へ変更

14 比嘉　敦子

15 中村　正人

16 名嘉眞　宜徳

17 永玉榮　靖

18 川上　秀友

19 宮里　朝盛

20 奥田　修

21 伊礼　正

22 花城　克也

23 照屋　義正　12/11　13番へ変更

24 高江洲　賢治
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質 問 事 項

１ 兼城 賢一

１.排水路の整備について

(1)照間集落からの排水路、海側の海砂対策について

①生活排水

②水田からの排水（具志川も含む）

(2)与那城照間1367番地付近から県道10号線の間（南風原付近）

２.農業振興について

(1)農業委員会、平成21年度活動計画について

①認定農業者等担い手の育成及び確保

②担い手への農地の利用集積

③耕作放棄地の解消
①②③それぞれ平成20年度末の現状、平成21年度目標、課題、達成度を伺う

④市農政課との連携について

３.照明灯設置について

与那城総合運動公園陸上競技場の照明灯設置について

２ 田中 直次

１.予算・財政問題及び関連して国民健康保険問題について

(1)予算・財政問題について（9月定例議会の続き）

(2)国民健康保険問題について

２.新型インフルエンザ対策について

(1)うるま市のワクチン接種の状況、計画について

(2)ワクチン接種費用の助成について（他府県の助成事例は）

(3)基礎疾患を有する方々への対応について

３.特別自由貿易地域のふ頭建設問題について
特別自由貿易地域の活用(企業誘致)については、東ふ頭の整備による土砂を泡瀬埋め立てへ

の活用ではなく、別の対策をさぐるべきです。例えば、土砂は自然界を汚染しない沖合いへの

投棄など。泡瀬埋め立てとは切り離すべき。そうしないと東ふ頭整備は進まないし、特定自由

貿易の発展も厳しい

４.うるま市内のコンビニ強盗事件について
(1)うるま市字昆布地域で起きたコンビニ強盗事件の防犯ビデオテープ問題について

５.豚舎問題について

３ 又吉 暎

１.江洲第2土地区画整理事業に伴う字界について

字界変更の可能性について

２.うるま市名木百選について

(1)みどりの保全、創出
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(2)みどりの普及、啓発の現状

４ 仲本 辰雄

１.統合庁舎建設について

(1)基本構想及び基本計画策定について

(2)統合庁舎建設に関連する事項について

(3)住民参加型ミニ市場公募債について

２.交通政策について

デマンド型交通システムについて

３.行財政改革について

(1)債権管理について

(2)寄付条例について

４.地域課題について

平敷屋区の住宅密集地区について

５.教育について

小中学校を地域住民に開放し、生涯学習の場や地域連携及び子どもたちの学習向上に成果が
ある「聴講生制度」について

５ 松田 久男

１.城北区の集会所建設について

(1)市政運営において自治会の果たす役割について、どのような認識を持っていますか
(2)自治会よりプレハブ集会所の建設について支援の要請があったが、経済対策臨時交付金も利

用せず、その後の対応もいまだに無いのはなぜか

２.石川地区社会福祉センター跡地利用について

老朽化で廃館となったが、今後の跡地利用計画についてはどのように考えていますか

３.伊波城跡公園整備について

用地買収等が進んでいると思いますが、現在の進行状況と今後の予定はどうなっていますか

４.海中不発弾処理について

(1)今回の不発弾処理において、うるま市が負担した金額や作業はどのようなものでしたか

(2)発見者や関係機関の負担は有りましたか
(3)そのような市や個人や関係機関の負担に対して、国・県の手当ては有りますか

６ 安里 純哲

１.景観行政について

景観行政団体として、今後どのように取り組むか伺います

２.地域イントラネット整備事業後の地域への還元について

(1)申請開始の期日について

(2)申請方法について

(3)工事費、基本料金等について
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７ 伊盛 サチ子

１.教育行政について

中学校集団暴行死亡事件について

２.公園整備について

浦ヶ浜公園へのトイレ設置について

３.福祉行政について

(1)総合福祉センター内での作業所製品販売、飲食店の設置について

(2)総合福祉センター内における自転車置き場設置について

４.環境行政について

生ごみ、廃食油回収で再資源化を図っていくことについて

５.道路行政について

ホワイトビーチ付近は与勝一周道路に伴い、車の交通量も増し、Ｙナンバーを含め速度制限

の注意を促す立て看板の設置が必要と思われるが

８ 島袋 行正

１.環境問題について

(1)悪臭対策の現状と今後の対策は

(2)道路整備と排水整備

２.インターナショナルスクールについて
進捗状況と今後について

３.公用車の管理について

現状と対策

４.現代版組踊「肝高の阿麻和利」について
市として今後どうのように支援していく考えか

９ 安慶名 正信

１.「サウジアラビア産原油の沖縄備蓄」について

(1)2007年4月、当時の安倍首相が、我が国の石油の安定供給を図るため、平安座地区にある石
油基地の一部をサウジアラビア側に提供すると提案して2年半が経過した。今回は、サウジア

ラビア側の社長兼最高責任者が発言し、今夏、実際に同地域の備蓄会社を訪問し、近く協議に

入る考えを明らかにしている｡今回のサウジアラビア側の動きによって、市当局の受け止め方

を聞きたい

(2)日本政府がサウジアラビア側に提案したとされる「共同備蓄」とはどのような意味合いのも

のか。経済産業省など関係機関からの聞き取り結果を伺う
(3)サウジアラビア側の最高経営責任者が貯蔵施設の利用について「経済産業省と協議後、近い

時期に公表する」と表明していることについて、市当局の確認はどうか

(4)今回の提案が実現した場合に考えられる、日本、サウジアラビア、沖縄県、我がうるま市及

び事業者 等のメリットは

(5)沖縄石油基地、沖縄ターミナルにおける直近での国家備蓄量はいくらか。2社における空タ
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ンク、空き地の状況は

(6)石油三社の税収額（19年度、20年度の固定資産税額、特別トン譲与税について。与那城町当

時のピーク時における特別トン譲与税）はいくらか
(7)今回のサウジアラビア側の最高経営責任者の表明は、国家備蓄提案への実現可能性が高い。

そこで地元事業者、行政側、議会、地元自治会（地主会）等による連絡調整会議の設置を求め

る

(8)経済成長が著しい中国などの石油市場をターゲットにした本ビジネス提案は、本市にある備

蓄タンクを活用し、経済面で大いに期待を抱かせるものです。本市への税収の増加、雇用確保

等からも市の見解と取り組み姿勢を伺いたい

２.東海岸開発構想について

(1)新市建設の基本方針(6)南部市街地地域②のまちづくりの方向の中から

①「『東海岸開発構想』に基づく藪地島を含む、東海岸を中心とした自然環境との共生による

歴史的観光資源の再生等による、地域経済の活性化雇用の創出を図ります」

②「本地域は、農地、集落、一般住宅等が混在しており、現在計画されている土地区画整理事
業等を推進し、観光、リゾート中心地区にふさわしい土地利用と市街地整備を図ります」と

あります。しかしながら、うるま市の実施計画の（平成21年度～平成23年度）の計画には盛り

込まれていませんでしたが、これまでの議員の質問､あるいは､去る与那城地区の地域審議会の

委員の質問に、「22年度の実施計画で予算を付けてあります」との回答でした。そこで、具体

的な予算内容について伺います（上記の①②全体の調査費か）

(3)東海岸開発構想の4つの拠点形成について、具体的にお聞きしたい

３.老人福祉センター設置について

(1)与那城地区平安座にあった老人福祉センターが老朽化し解体されたが、その後、老人センタ

ー設置の要請はなかったのか伺う

(2)老人福祉法第4条（老人福祉増進の責務）に、「国及び地方公共団体は、老人の福祉を増進

する義務を有する」とあるが、その地域の対策についてどう考えるか
(3)解体された老人福祉センターで果たしてきた事業の内容について伺う

４.観光行政について

(1)本市における滞在型観光振興の取り組みについて

(2)観光産業にリンクさせた地元の農水産物の販路対策等について

(3)うるま市観光協会への取り組みについて

10 金城 勝正

１.うるま市観光協会設立に関連する事項について

２.プロスポーツキャンプ及び大相撲地方巡業の誘致に関連する事項について

３.市内教育行政に関連する事項について

11 東浜 光雄

１.自然学校の開設（常設）について
子供たちを取り巻く社会情勢の変化によって、｢子供と親｣、｢子供と教師｣、｢子供たちと地

域｣、｢人と人｣との繋がりが希薄になっている現代、子供たちが人を大切にし、｢思いやる心]

を育み、｢命の大切さ｣を学んでいくには、｢自然とのふれあい｣、｢人と人とのふれあい｣を通し

て素直に学べる教育環境の条件整備を行うことが重要だと考える。人間本来の｢心の豊かさ｣

は、自然の中で｢人と人｣との関わりをつくり、｢遊び｣を通して学んで来たような気がする。
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子供たちの｢豊かな心｣、｢人を思いやる心｣、｢命を大切にする心｣を育んでいくには自然学校

の開設（常設）は重要不可欠だと考えるが、ご見解をお伺いいたします

２.ＤＶ・児童虐待防止対策としての一時保護所の開設について

全国的にＤＶ、児童虐待による事件は後を絶たない状況にあるのはご承知のとおりである。

ＤＶ・児童虐待で大事に至ってしまったほとんどの事件は、保護する施設が足りなく対応がで

きなかったことが起因している。本県の状況を見ても保護施設が絶対数足りず対応に苦慮して

いる状況にある。ＤＶ・児童虐待は｢命｣に関わる重要な問題である。そのような状況の中、Ｄ

Ｖ・児童虐待から｢命を守る｣ために、本市の役割として、一時保護所の設置は必要不可欠だと
考えるが、ご見解をお伺いをいたします

３.コミュニティバスの運行について

本市では、平成18年3月に、うるま市コミュニティーバス等運営事業計画策定業務・調査報

告書がまとめられ、公共施設及び大型複合商業施設等とつなぐ循環バスの運行や、公共交通機

関のない地域の交通弱者のためのコミュニティーバス、福祉バス等の運行を図ることになって
いるが、未だ運行されていない状況にある。これまでどのような取り組みをしてきたのかにつ

いてお伺いを致します

12 石川 眞永

１.農業振興について
耕作放棄地再生利用緊急対策交付金の活用状況について伺う

２.うるま市特産品について

うるま市特産品の指定後の広報、宣伝、販売推進、支援のあり方について伺う

13 下門 勝

１.教育行政について

(1)中学生集団暴力事件後の指導体制(状況)について

(2)事件後の各学校からの相談状況(件数含む)について

(3)事件後の生徒及び教職員へ対する支援体制等について

(4)指導カルテにかわるシステムについて
(5)スクールサポーター等の配置について

(6)セカンドスクールについて

(7)幼稚園、小・中学校の消防設備について

２.消防行政について

(1)人員配置について
(2)与勝消防署、平安座出張所の統合について

14 比嘉 敦子

１.行政について

市有備品の貸し出しについて

２.環境について

一般住宅向け太陽光発電システム設置補助について

３.福祉について
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子育て応援特別手当について

４.防犯について
公園の安全対策について

５.教育について

(1)青少年育成市民会議補助金について

(2)図書の充実について

15 中村 正人

１.うるま市中学生暴力事件について

(1)事件の全容及び対応について

(2)今後の対応について

①生徒
②教師

③ＰＴＡ(保護者)

④地域

(3)教育委員の役割について

(4)母子保健推進委員の活用

２.子育て対策について

子育て応援基金について

16 名嘉眞 宜徳

1.教育行政について
(1)生徒の暴力事件について

①暴力事件の主たる要因について

②再発防止のための今後の対策について

(2)某中学校の生徒指導について

(3)志喜屋孝信先生の遺徳を讃える事業の創設

２.西原区内の生活道路封鎖について

(1)現状報告

(2)市当局の今後の対応

17 永玉榮 靖

１.江洲第2公園について

(1)現在、江洲第2公園の管理運営は、また、市当局の基本計画や実施計画はどのようになって

いるか

(2)うるま市と公園を管理する者との協定書や都市公園法、うるま市都市公園条例、施行規則等

に関連する事項

(3)今後の協定書の協議対応についてお伺いします

２.地域活性化について

(1)うるま市バイオマスタウン構想のひまわりプロジェクトの取り組み状況と循環型社会の形成

と共に地域活性化を広げて行ける対策について

(2)うるま市総合計画の｢東海岸開発構想の推進｣平成22年度、調査費の予算要求、実施計画はど
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のようになっているか、また、自然を保全しながら地域特性を生かした市の観光施策の推進と

今後の取り組みについてお伺いします(人材づくり、雇用、地域農業との連携、直販売所、観

光協会の設立等)
(3)環金武湾振興ＱＯＬプロジェクトにおける、ラグーンリゾート整備(中長期滞在型保養拠点

の整備)に向けての取り組み

18 川上 秀友

１.平成22年度予算について
平成22年度一般会計予算編成について伺う

２.インターナショナルスクールについて

(1)進捗状況について

(2)賃貸借契約について

19 宮里 朝盛

1.教育行政について

(1)幼稚園教育の充実のために臨時教諭の低賃金、業務多忙化の改善について

(2)職員採用の拡大について

２.労働安全衛生体制について（一般行政職・教育行政）

20 奥田 修

１.安心・安全な町づくりについて

基本的な考えと今後の取り組みについて伺う

２.うるま市長杯について

(1)定義と目的について

(2)大会件数と種目について

(3)市長杯の立ち上げ方について

３.学校適正化について

(1)基本方針と住民との整合性について

(2)基本計画、実施計画はどのようになっているか

(3)今後の行動計画について

４.下水道事業について
(1)公共下水道事業の最終年度はいつですか

(2)同事業の進捗状況について

(3)4地区における接続率はどうなっているか

(4)島嶼地域の整備計画は(津堅島を除く)どのようになっているか

(5)地方移管とは

21 伊礼 正

１.うるま市観光振興について

(1)観光協会の立ち上げ時期は？

(2)沖縄県観光商工部観光企画課地域報告会について
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２.教育行政について

(1)不登校生徒の指導について

(2)イジメについて
(3)中学生の携帯電話について

(4)放課後支援等について

３.公用車の物損事故について

今日、職員の公用車による物損事故が多発傾向にある。安全運転の指導等について

22 花城 克也

１.教育行政について

教育現場での指導・支援体制について

２.東ふ頭整備及び関連事業について
市長要請の具体的内容と成果について

３.県道37号線整備について

事業計画内容と進捗状況について

４.後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度の人間ドッグ助成について

23 照屋 義正

１.中央公民館改築に伴う市民総合文化センター整備について

(1)中央公民館の改築計画について
(2)市民総合文化センター的機能拡充計画の整備について

２.基地対策課の新設について

３.「うるみん」の有効活用について

(1)難聴者対策の整備状況と市民への周知について
(2)その活用状況と難聴者からの感想について

４.野外レクリェーションセンターの代替機能をも有するヌーリ川公園の整備について

(1)都市計画決定の年月日

(2)計画面積

(3)計画概要について

５.具志川～沖縄線県道の信号機設置と関連した事項の要請について

(1)2ヶ所の信号機設置と他地域の信号機要請ヶ所の進捗状況について

(2)信号機と道路整備事業に包括した一括施工要請について

６.勝連城跡1～3の曲輪の復元について
(1)中国の福州、泉州及び厦門等での資料調査について

(2)文部科学省への復元の強力な要請について

７.市内2中学校の暴力事件の今後の対応について

(1)児童生徒を家庭、学校及び地域全体で育んでいく今後の対応について
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(2)緊急かつ重大事件を、市民全体が共通認識として促えるための市民総決起大会の開催につい

て

24 高江洲 賢治

１.歩道整備について

(1)県道224号線沖縄市との境界道路（ひが家具からサンエ－メインシティ－間）の歩道整備計

画について

２.側溝整備について

江洲1-1番地から677-6番地間の側溝整備について

３.墓地整備について

江洲幸崎原は江洲、宮里、高江洲、前原地域の墓地となっていますが、そこの整備計画につ

いて




