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※１２日（金）、１５日（月）の一般質問順序が次のとおり変更になりました。

日付 順番 氏　名

1 田　中　直　次

2 安　里　純　哲

3 金　城　勝　正

4 兼　城　賢　一

5 喜 屋 武 正 伸

6 東　浜　光　雄

7 仲　本　辰　雄

8 比　嘉　敦　子

9 石　川　眞　永

10 島　袋　行　正

11 伊 盛 サ チ 子

12 松　田　久　男

13 大　屋　政　善

14 中　村　正　人

15 安 慶 名 正 信

16 伊　礼　　正

17 川　野　進　也

18 徳　田　政　信

19 名嘉眞　宜 徳

20 久　高　唯　昭

21 下　門　　勝

22 伊　波　良　紀

23 永　玉　榮　靖

24 宮　城　　茂

25 宮　里　朝　盛

26 名　護　盛　治

27 照　屋　義　正

28 花　城　克　也

29 山　城　榮　信

30 川　上　秀　友

3／17（水）

3／11（木）

3／12（金）

3／15（月）

第52回2月定例会　一般質問通告順一覧

3／9（火）

3／16（火）
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質 問 事 項

１ 田中 直次

１.施政方針と市長の公約問題及び成果、実績について

２.予算・財政問題について

平成22年度予算について

３.学校統廃合問題について

２ 安里 純哲

教育行政について

学校適正配置等の取り組みについて

３ 金城 勝正

１.サンエーたば食品館前の横断歩道の位置変更及び県営川原団地入り口停止禁止表示の要請に

関連する事項について

２.早期港湾整備要請（金武湾港・屋慶名地区）に関連する事項について

３.うるま市与那城屋慶名川沿道拡幅に関連する事項について

４.施政方針について

(1)「屋慶名大通りなどの県道37号線を含む整備事業に積極的に協力し、整備促進を要請しま
す」に関連する事項について

(2)観光協会設立に関連する事項について

(3)環金武湾振興ＱＯＬプロジェクトに関連する事項について

(4)国民健康保険特別会計に関連する事項について

(5)保育に関連する事項について

４ 兼城 賢一

施政方針について

１.公共下水道整備の進捗と今後の整備計画について

２.複式学級の解消について
うるま市学校適正配置基本計画について

３.学校給食について

(1)地元食材の活用状況と今後の取り組みについて

(2)食育活動の推進について

４.社会体育について

スポーツ、レクリェーション関係団体の育成について

５.文化財について

勝連城跡の整備について
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５ 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)の歩道整備の進捗状況について

(2)県道の排水整備について(県道85号線)

２.保育行政について

(1)認可外保育園の認可化について
(2)こどもゆめ基金の内容について

３.防災行政について

(1)具志川地区前原自治会の防災無線の移設について

(2)うるま市災害対策本部と地域公民館の連携について

４.社会教育について

(1)中央公民館の改築について、計画を伺う

(2)「各種スポーツ大会派遣助成費」の内容について伺う

６ 東浜 光雄

１.施政方針について

(1)防災行政について

災害時に支援が必要とされる高齢者や障害者など要保護者について関係部局が情報を共有

し、迅速かつ的確な支援が行える「災害時支援体制」の構築に努めます。とあるが、具体的に

どのように取り組んでいくのかについてお伺いいたします

(2)基地対策について
米国原子力潜水艦の寄港問題や戦闘機の騒音問題、その他基地から派生する諸問題に対応す

るため「基地対策課」を設置し、原潜寄港中止、事件・事故の再発防止、基地負担の軽減に取

り組み市民の生命、財産及び生活環境を守ります。また、米軍人絡みの事件・事故が発生する

たびに日米地位協定の運用の在り方が大きく取り沙汰されており、日米安保改定50年の節目と

なる今年は、日米地位協定の抜本的な見直しを強く訴えます。とあるが、原潜の寄港中止、事

件・事故の再発防止等、基地負担の軽減を具体的にどのように取り組んでいくのか。また、日
米地位協定の抜本的な見直しを強く訴えていくために、どのようなアクションを起こしていく

のかについてお伺いいたします

(3)物産振興について

特産品等販売、誘客促進事業の実施と併せて、農商工連携による新たな戦略品目の開拓と地

域特産品のブランド化に取り組みます。とあるが、これまでどのように取り組み、成果として

どのように上がってきたのか。今後どのような取り組みをしていくのかについて具体的にお伺
いいたします。

(4)感動産業の創成について

現代版組踊「肝高の阿麻和利」をはじめ、地域資源を活用したコンテンツの創造と感動体験

型産業の仕組みづくりに取り組みます。とあるが、具体的にどのように取り組んでいくのかに

ついてお伺いいたします

２.本市防災計画に基づく給水計画、食糧供給計画、生活必需品供給計画について

1995年1月17日に起きたＭ7.3の阪神淡路大震災、2007年7月16日に起きたＭ6.8の新潟中越地

震、2008年5月12日に起きたＭ7.8の中国四川省の大地震は、至るところで土砂崩れが起き、多

くの建物が倒壊し、大きな被害を及ぼしたことはご承知のことと思います。直近では今年2010

年2月27日、午前3時34分（現地時間）に起きたＭ8.8のチリ地震は多くの建物が倒壊し、死者



- 3 -

が出るなど壊滅的な被害を受け、同日午前5時31分頃に沖縄本島近海（那覇の東50ｋm付近）で

起きたＭ6.9の地震は、地震体験の少ない県民を一時パニックに陥れる状況になり、大きな被

害は無かったものの、本市の世界遺産である勝連城跡の城壁が崩れ落ちる事態がおきておりま
す。 昨今、日本列島において毎日のように大小の地震が起きているのが現状です。いつ何時

大きな地震が起きてもおかしくない状況にあるのではないかと危惧するところですが、本市の

防災計画は災害時に的確に対応できる状況にあるのか。とりわけ被害者の命をつなぐ給水計画

画、食糧供給計画、生活必需品供給計画はどのようになっているのか。給水、食料、必需品等

等の市の備蓄は確保されているのか。個人備蓄について、市民への広報、推進はどのようにな

っているのかについてお伺いいたします

３.学校統廃合について

教育委員会の学校適正配置等の取り組みについて、住民とのコンセンサスが得られていない

ことと、計画が拙速すぎることから、離島4島の地域で「学校統廃合反対、学校存続」の決起

集会がもたれる等、住民の反発があり、本議会2月定例会への提案ができなく継続審議してい

くとのことですが、今後、どのような対応をしていくのかについてお伺いいたします

４.世界遺産「勝連城跡」周辺の環境整備について

勝連城跡が平成12年に世界遺産に登録され、城の曲輪、城周辺の整備が進められ、勝連城

の曲輪の全貌が明らかになり、輝きが増し、県内外からの観光客が日増しに増えてきている状

況にあります。勝連城跡が世界遺産としての風格を持ち、それに魅せられて、また訪れたいと

いう思いを持っていただくには、城周辺の環境整備をしっかりと行うべきだと考えます。
現在、城周辺に採石場が立地している状況にあるが、その環境をどのように考えるか、お

伺いいたします

７ 仲本 辰雄

１.施政方針にある「地域金型人材養成事業」について

２.統合庁舎建設の財源について

３.人事評価制度について

４.個人情報保護条例について

５.庁舎間連絡バスについて

６.介護予防事業について

７.特定健康診査等について

８.地域課題について

平敷屋自治会からの停止線及び道路標識などの要請について

８ 比嘉 敦子

１.行政関係について

(1)男女共同参画社会の推進について

(2)各種団体運営補助金について

うるま市補助金等に関する審査結果について
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２.建設関係について

やさしくて、安心・安全な街づくりについて

(1)具志川川原団地前入口「停止禁止線」表示について
(2)具志川東団地沿市道のガードレール設置について

３.消防関係について

住宅用火災警報器無料設置について（65歳以上となる高齢者だけで暮らす世帯・聴覚障がい

者）

４.教育関係について

(1)子ども議会について

(2)「美ら島沖縄総体2010」の取り組みについて

①横断幕、懸垂幕、カウントダウンボードの設置について

②会場（具志川総合体育館、具志川総合グラウンド、石川野球場等）のトイレの洋式化につ

いて
③会場周辺の照明灯や外灯の維持管理について

④植栽の剪定について

⑤はしか予防のワクチン接種について

⑥うるま市の花（サンダンカ）のアピールについて

(3)秋田県秋田市の教育について

９ 石川 眞永

１.環境問題

石川東山原3300番地2に山積みされている産業廃棄物について

２.排水路整備について
農道1057号に平行した排水路の修復と安全対策について

10 島袋 行正

１.インターナショナルスクールについて

２.施政方針について

(1)ブロードバンド環境整備の現状は

(2)公共下水道整備の現状は

(3)学校給食における地元食材活用の現状は

(4)高校総体に向けての施設整備及び大会運営の準備は

(5)「企業立地雇用推進課」の具体的内容は
(6)リゾートウエディングの進捗状況は

３.地域の環境整備について

(1)中城湾埋め立て地域の臨港道路への信号機の設置について

(2)南風原浜屋から県道にアクセスする町道に歩道整備と部落内の交通安全について

(3)土地改良区内の側溝の定期的な整備について
(4)土地改良区内の素堀側溝の整備について

(5)南風原4321番地から南風原4165番地までの素掘側溝整備について

４.飲酒運転撲滅について

(1)市の現状について
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(2)今後の対策について

11 伊盛 サチ子

1.福祉行政について

(1)勝連地区の児童館建設について

(2)待機児童の解消と次世代を担う子ども達の支援を図るため、「うるま市こどもゆめ基金」の

創設について伺う。また、認可外保育園の認可促進についてどのように取り組んでいくのかに

ついて
(3)保育所の定員超過の上限撤廃について

２.教育行政について

(1)勝連幼稚園、平敷屋幼稚園の園舎建設計画について

老朽校舎の耐震化実態調査と今後の建設計画について

(2)うるま市学校適正配置基本計画の見直しについて
(3)インターナショナルスクールの校舎建設寄付金確保の現状と基本協定書について

12 松田 久男

１.災害対策について

(1)今回の地震及び津波に対する一連の災害対策の中において、反省点などはありますか
(2)避難所の設置が数日から数週間に及ぶ場合の対策は十分ですか

２.インターナショナルスクールの工事発注について

地元企業の優先活用は行われていますか

３.石川野球場の整備・改修について
内外野の状態が悪く施設全体も経年劣化が激しいが、今後の整備・改修の予定はありますか

13 大屋 政善

１.教育行政について

(1)学校適正基本計画及び学校適正配置前期実施計画を撤回する意思はありますか
(2)複式学級の解消の一環として現行案以外の「その他の方策」について取り組む考えはありま

すか

(3)市長は学校統廃合について「この問題は合併前から繰り返されてきている議論である」と発

言しているが、何を根拠にしているのか

２.宮城島の振興策について
(1)宮城島振興策について、市長の具体的方針をお聞かせ下さい

(2)宮城島への市営住宅の建設について

14 中村 正人

１.教育環境について
(1)暴力事件後の対応について

(2)学校教育施設整備について

２.建設評価基準について

優良工事表彰導入について
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３.生活環境について

(1)防音区域の拡大について

(2)自治会（公民館）への太陽光発電設備導入について

４.行財政改革について

成果と目標値について

15 安慶名 正信

１.教育行政について

(1)「うるま市学校適正配置基本計画」に関連する事項について

(2)インターナショナルスクールに関連する事項について

２.観光行政について

(1)観光振興に関連する事項について
(2)観光教育に関連する事項について

３.企業誘致について

(1)サウジアラムコ社平安座地域進出に関する事項について

(2)ぺトルブラス社「バイオエタノール事業進出」に関連する事項について

(3)「うるま市企業立地促進計画」に関連する事項について

４.与那城地区「東海岸開発構想」について

東海岸開発基本計画策定事業に関連する事項について

５.統合庁舎建設について

「うるま市統合庁舎建設委員会」に関連する事項について

６.基地対策について

「基地対策課」設置、日米地位協定に関連する事項について

16 伊礼 正

１.施政方針について

市政運営の基本姿勢について

２.主要事業の概要について

(1)「人と自然にやさしい基盤と環境を育てます」について

(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」について
(3)「うるま市の魅力を生かした産業を育てます」について

(4)「誰もが健康で、互いに助け合える地域を育てます」について

(5)「市民とともに考え、築き上げるまちを育てます」について

17 川野 進也

１.うるま市観光協会設立に向けた取り組みについて

２.沖縄県中部合同庁舎での旅券申請窓口開設ができないか

３.ＩＴ津梁パーク事業の進捗状況について
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４.ＥＭによるまちづくり事業の成果について

５.全国高校総体に向けての取り組みについて

６.インターナショナルスクールの進捗状況について

18 德田 政信

１.公有財産の賃貸借契約について
(1)Ａ株式会社と契約した土地の総面積について

(2)契約期間について

(3)地上権とはどのような権利のことですか

(4)地上権を設定された筆数と面積は

(5)賃貸料について

２.中央公民館建設について

(1)中央公民館のはたす役割について

(2)中央公民館の活動状況について

(3)中央公民館の現状について

(4)中央公民館の建設計画について

３.中部医師会立看護学校について

(1)在校生のうるま市出身生徒数

(2)今年度の生徒募集及び応募状況について

４.道路行政について

(1)昆布栄野比線道路改良事業
①進捗状況について

②今後の事業計画及び供用開始予定は

(2)兼箇段4-14号線整備事業について

①進捗状況について

②事業計画及び供用開始予定

19 名嘉眞 宜德

１.中央公民館の閉館について

(1)3月中のサークル活動の場所の確保について

(2)次年度以降のサークル活動の場所の確保について

(3)中央公民館の新設について

２.安慶名土地区画整理事業について

(1)事業の進捗状況

(2)今後の事業について

３.石川地区周辺整備事業について
目的、内容、日程について

20 久高 唯昭

１.給食センターの民間委託について
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この件につきましては、今回で3回目の質問になります。2回目の質問は平成19年3月議会で

ありました。民活の観点から、経費節減の観点から給食センターの民間委託をということで一

般質問をしましたが、この時の当局の答弁は、今のところ考えてないということでした。それ
から3年経過した今日はどうお考えでしょうか。お聞かせ下さい

２.うるみん商品券について

うるま市商工会と連携し｢うるみん商品券｣を発行し、地域の消費拡大を図ってまいりました

と施政方針では述べていますが、改めてお伺いします

(1)うるみん商品券の販売総額
(2)うるみん商品券の有効期間

(3)地域別の実績、与那城、勝連、具志川、石川4地域の販売数と回収状況

(4)地域の活性化について当局の評価は

３.市民の森について

市民の森を、観光団等を誘客できる特色ある公園にしてはいかがでしょう。例えば市民の森
全体にクロトンを植えるとか、或いは、イッペーの花木、あじさい等を植えて将来的に東村の

つつじ祭り、本部町の桜まつり、名護市の桜まつりに匹敵するイベントを開催できる公園にし

たら如何でしょうか

21 下門 勝

１.教育行政について

(1)学校統廃合等（適正配置等）について

(2)安心・安全な教育環境の整備と充実について

(3)勝連小学校屋外トイレの整備について

２.旧勝連村役場の跡地利用について
どのような利活用を考えているのか

３.公園整備について

勝連地区に公園整備ができないか

４.児童館整備について
勝連地区に児童館整備ができないか

５.観光、環境行政について

(1)海中道路入口の悪臭対策について

(2)不法投棄対策等について

６.市ホームページの活用について

犬や猫など動物の捕獲後、飼い主や里親探しのためにホームページでの情報提供をしてはど

うでしょうか

22 伊波 良紀

１.教育行政について

(1)うるま市学校適正化について、今後地域住民との合意形成はどのように進めて行くか

(2)インターナショナルスクール校舎建設の県・うるま市・旺文社が交わした覚書について

(3)伊波城跡登り口の手摺設置について
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２.環境行政について

(1)平成19年度、20年度のごみ減量の全国順位はどうなっていますか

(2)ごみ自己搬入、2元受付から1元受付への改善について
(3)本市民間地域における闘犬種ピットブルの飼育管理について

23 永玉榮 靖

１.土帝君祭について

土帝君祭は合併前は町で主催する行事であった。合併した後はうるま市が引き継いで行うべ
きであるが、事務引継はどのようになっていますか

(1)公文書の取り扱い管理はどのようなされていますか

(2)担当課はどこになりますか

(3)土帝君の所有者、管理はどのようになされていますか。主催、担任事務等についてお伺いし

ます

２.うるま市の産業について

(1)農畜産物の出荷が可能な産地形成を強化、市内外の販売強化策を伺う。

(2)沖縄市登川にあるＪＡおきなわの中部ファーマーズマーケット「ちゃんぷる市場」の様な販

売所がうるま市の方にも必要と考える。その件について市の方ではＪＡおきなわと協議をな

さったことがありますか。市の考え方、今後の対応についてお伺いします

(3)うるま市の方でも畜産農家が多い様ですが、その中からうるま市のブランド牛や豚等を育成
させていく考え方はないか

３.学校適正配置基本計画（素案）について

(1)学校適正配置基本計画実施案に対し島しょ地域、ＰＴＡ会長及び会員から素案について全て

撤回の要請があります。その件について、撤回する意向を伺う

４.江洲第二公園について

(1)協定書で履行しているとの事ですが、協定書の効力は、又管理期間は疑義が生じた場合は双

方の協議の上で解決するとなっているが市の方は公園を管理する者の異議も聞き入れている

か｡又、協定書に定めのない事項に関してどのような取組をなされてきましたか

(2)江洲第二公園変更申請する場合は協定書、協定書追記、地権者の同意書等も添付し、県へ許

可申請をなされましたか
(3)上位法、うるま市公園条例、協定書等との関連質問

24 宮城 茂

１.学校給食について

(1)未納給食費を子ども手当で充当する考えはないか
(2)給食費の助成について

市独自予算で実施することはできないか

２.市有地の処分について

山間、谷間部の傾斜地の処分について

３.地域グリーンニューディール基金を活用した事業導入について

沖縄県では環境省が平成21年度補正予算により交付する「平成21年度地域環境保全対策費補

助金（地域グリーンニューディール基金）」を設置し、地球温暖化対策事業を実施すると公表

している。本市も同基金を活用した「公共施設遮熱促進事業」等を導入する考えはないかお伺

いします
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25 宮里 朝盛

１.教育行政について
(1)中央公民館の開館(移館)の経過と今後の対応、計画について

(2)中央公民館の生涯学習の拠点施設は、また今後の対応について

(3)生涯学習まちづくり推進(施政方針)について

(4)総合的な生涯学習センターの機能を備えた施設整備計画について

２.消防行政について
(1)緊急消火活動の為の保守点検業務等について

(2)消火栓点検等業務実施についての法的な義務付けについて

(3)維持管理、管理体制等について

３.環境行政について

(1)赤野港原公園に隣接する廃棄物処理場等の建設問題とその後の経過(市・県の対応)等につい
て

(2)うるま市長より県知事へ宛てた廃棄物処理場建設｢反対意見書｣のその後の経過について

(3)土地購入に伴う国土利用計画法第23条、第47条等との関係について｢(株)エコ・タウン｣

(4)(株)未来エコ・タウン敷地内の建物(プレハブ等)所有者、建築確認申請等について

４.基地関係について
キャンプ・コートニー海岸等でのヒジキ採取を一部自治会で行っているが、食の安全、環境

上問題はないか伺う

26 名護 盛治

１.道路行政について
(1)県道36号線バイパスについて

(2)県道36号線道路拡張工事について(第3期工事)

(3)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

(4)兼箇段高江洲線道路改築事業について

２.信号機設置要請について
市道117号線と市道119号線の交わる交差点への信号機設置について

３.施政方針について

「地元企業育成と誘致、そして地産地消」について

27 照屋 義正

１.統合庁舎建設について（建設の狙い）

(1)合併時の職員数

(2)現在の職員数（平成22年4月1日現在）

(3)統合庁舎建設に伴う職員減計画について

２.東海岸開発基本計画について
地域活性化と自然災害に耐え得る計画について

３.基地対策課の設置について（設置の狙い）

(1)嘉手納飛行場に関する連絡協議会への加入について

(2)米軍再編特定周辺市町村への交付金基準の該当事項について（8事項中）
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(3)中部振興策(約1,000億円)の提案について

４.企業立地雇用推進課の設置について
(1)市内立地企業の訪問及び情報の交換とその対応について

(2)企業立地サポートセンターの業務内容、職員数及び実績について

５.知・徳・体・食育に併せて感育の児童・生徒への指導について

“九 仞の功を一簣に虧く”の諺がある
きゅうじん い っ き か

28 花城 克也

１.保育行政について

(1)待機児童対策と保育園について

(2)こどもゆめ基金の活用について

２.教育行政について

(1)教育現場での指導状況と体制について

(2)学校適正化について

(3)島しょ地域の活性化について

３.後期高齢者医療制度の人間ドック助成について

29 山城 榮信

１.赤道小学校への通学路整備について

２.県道36号バイパス、兼箇段公民館近くの道路改良について

３.復帰記念会館前から市民芸術劇場向けの道路整備について

４.中央公民館建設について

５.施政方針から（緊急雇用対策）について

６.公園管理について

７.児童の入園時前、入学時前の理解度について

30 川上 秀友

１.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)本市の取り組みについて

２.学校給食について
(1)地元食材について

(2)地元産食材の活用について

３.うるま市学校適正配置基本計画について

取り組み状況について




