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日付 順番 氏　名 備考

1 田中　直次

2 名護　盛治

3 金城　勝正

4 又吉　　暎

5 喜屋武　正伸

6 仲本　辰雄

7 石川　眞永

8 島袋　行正

9 東浜　光雄

10 伊盛　サチ子

11 兼城　賢一

12 伊礼　正

13 松田　久男

14 比嘉　敦子

15 中村　正人

16 永玉榮　靖

17 高江洲　賢治

18 德田　政信

19 宮里　朝盛

20 照屋　義正

21 久高　唯昭

22 下門　勝

23 安慶名　正信

24 名嘉眞　宜德

25 花城　克也

26 川野　進也

６/２４(木）

６/２５(金）

第55回　6月定例会　一般質問通告順一覧

６/１７(木）

６/１８(金）

６/２１(月）

６/２２(火）
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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．基地問題などについて

(1)与勝海上沖への米軍普天間飛行場移設問題について

(2)米兵所有車両の車庫証明問題について

(3)市道116号における米軍人車両によると思われるガードレール破損事故について

２．扶養控除廃止にともなう住民税・所得税の影響について

３．後期高齢者医療制度問題について

４．川崎区の街区公園問題について

５．子宮頸がんワクチンなどへの自治体の助成について

６．生活保護の家賃扶助について

７．市民アンケート(合併6年目を迎えて)の実施について

８．中央公民館建設問題について

２ 名護 盛治

１．行財政改革について
(1)｢うるま市定員適正化計画｣に基づくこれまでの5年間の職員削減数(実績)と削減経費につ

いて

(2)向こう5年間の職員削減の推移と削減経費(見込み)について

２．上江洲バンタ公園整備事業について

｢今回(平成23年～25年度)の実施計画に盛り込むこと｣について

３．中央公民館の改築について

今後どのように取り組んでいくのかについて

４．道路行政について

県道36号線道路拡張工事について(第3期工事）

３ 金城 勝正

１．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

２．県道37号線道路改修工事(青増県道)に関連する事項について

３．県道37号線道路改修工事(屋慶名大通り)に関連する事項について

４．金武湾港海岸(浜比嘉地区)突堤整備工事に関連する事項について
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５．うるま市観光協会設立に関連する事項について

６．うるま市定員適正化計画における消防署職員の削減計画に関連する事項について

４ 又吉 暎

１．うるま市統合庁舎について

(1)進捗状況

(2)規模(予算、面積）
(3)財源

(4)敷地の選定

２．分水(嶺)界と河川の源流について

(1)市内雨水の流れについて(雨水幹線)上流、下流、どこに何ヶ所に流れているかを伺う

(2)天願川の源流について

５ 喜屋武 正伸

１．畜産行政について

(1)口蹄疫の防疫対策について市の対応を伺う

(2)生産農家に対する市の支援計画について伺う
(3)宮崎県木城町との児童交流について伺う

２．教育行政について

(1)｢こどもゆめ基金｣を中学校の｢問題をかかえる子ども達の居場所づくり｣事業として活用

できないかを伺う

(2)学校給食費の未納額について平成20年、平成21年の年額と平成22年の4月、5月の未納額を
伺う

(3)高江洲小学校の教室の不足について伺う

３．防災行政について

(1)高江洲地区で行われた土砂災害訓練を終え、課題点があったかを伺う

(2)今後の訓練の予定を伺う

４．保育行政について

(1)5月末の待機児童数について伺う

(2)｢県保育所入所待機児童対策特別事業基金｣を認可外保育施設の環境整備費に活用できな

いか伺う

５．道路行政について

(1)県道224号線(具志川環状線)の字高江洲875番地付近の排水路の整備について伺う

(2)県道36号線の高江洲地区の歩道の整備について伺う

６ 仲本 辰雄

１．視覚障がい者の情報バリアフリー｢活字読み上げ装置｣について

２．認知症高齢者用グループホームへのスプリンクラー設置について

３．成年後見制度について
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４．うつ病の治療効果に期待される｢認知行動療法｣について

５．市民協働のまちづくり実現のため｢市民参加条例｣を制定することについて

６．水道管の耐震適合性について

７．交通危険箇所の交通安全対策について

８．市立幼稚園の設置に関連する事項について

７ 石川 眞永

１．畜産関係について

(1)口蹄疫とはどの様な病気か。また、沖縄県の口蹄疫侵入防止策について伺う
(2)本市の畜産農家に対しての支援はどうなっているか伺う

２．うるま市指定文化財について

(1)平成17年うるま市文化財指定を受けた沖縄諮詢会堂跡、東恩納博物館跡、石川部落事務

所、3史跡に指定後、当局はどう対処してきたか

(2)今後はどう考えているか伺う

8 島袋 行正

１．口蹄疫対策について

(1)うるま市の現状は

(2)今後の方針対策は

２. 環境問題について

(1)ごみ回収の現状は

(2)委託業者と許可業者の違いは

３. うるま市の観光について
(1)観光入域者の現状は

(2)今後の課題

４. 墓地整備基本計画について

(1)墓地設置の現状は

(2)今後の対策

５．学校適正化について

進捗状況

６．うるま市の文化遺産管理について

(1)現状は
(2)今後の対策

９ 東浜 光雄

１．長寿大学校の開設について
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高齢者に体系的な学習の場を提供することによって、生きがいのある生活基盤の確立と健

康の保持・増進に役立てると共に、地域活動の担い手を養成するための長寿大学校の開設を

していく考えがないかお伺い致します

２．観光振興について

平成19年3月にうるま市観光振興ビジョンが策定され、本市の観光施策の基本計画として総

合的なまちづくりを視野に入れた具体的なプロジェクトが提案されています。現在、本ビジ

ョンの具現化に取り組み、本市の観光産業を中心として産業振興をはじめ雇用の創出等、新

たな｢まちづくり｣を行い活性化に向けた取り組みが行われていると思いますが、具体的な取
り組みが鈍いような気がしてなりません。現在どのような状況なのかお伺い致します

３．児童虐待防止対策について

去る5月30日に沖縄市で生後3ヶ月の乳児が養父の虐待を受け死亡するというあってはなら

ない痛ましい事件が発生しました。児童虐待は通常潜在的に行われ発見するのが難しいとい

われています。児童虐待を未然に防止していくには、縦、横の連携、つまり、役所の担当課
(相談員)、関係機関、団体、地域に密着した活動をしている母子推進員、民生児童委員との

常日頃からの連絡調整、連携が重要なポイントを占めると思います。本市ではどのような未

然防止対策を講じているかお伺い致します

10 伊盛 サチ子

１．福祉行政について

市民生活が深刻になっている。市民意識調査を行い、今後の施策に活かすことについて

２．教育行政について

(1)30人学級導入の取り組み状況と今後の対応について

(2)就学援助制度による新規項目の実施について

３．子育て支援について

(1)就学前までの医療費無料化、中学校卒業までの入院費無料化について

(2)窓口負担の自動償還払いについて

４．道路行政について
勝連2-52号線道路改築事業の進捗状況と法線変更について

５．基地問題について

鳩山内閣が国民の怒りの前に退陣し、菅内閣が発足した。沖縄の普天間基地問題で、菅首

相は｢日米合意を踏襲する｣としている。市長の見解を伺う

11 兼城 賢一

１．うるま市次世代育成支援行動計画について

(1)平成21年度までの目標数値の達成状況、課題、各事業の評価について伺う

(2)平成22年度以降の行動計画について伺う

２．子ども手当について

(1)子ども手当と児童手当併給のしくみについて（概要）

(2)本市における対象人数、支給総額、市の負担額について

(3)｢現況届｣の受付状況について

(4)申請対象者の未申請について
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３．道路行政について

(1)与那城1-1番地付近から与那城5-2番地付近の道路整備について
(2)県道10号線与勝中学校前から与那城三叉路付近の歩道整備について

12 伊礼 正

１．東海岸開発構想について

２．大学誘致について

３．うるま市制施行5周年市民功労者表彰について

４．カジノエンターテイメントについて

13 松田 久男

１．放射能防護服その他の防災資機材の整備について

防衛省、外務省等への要請についての考え方を伺います

２．うるま市公害防止条例について
(1)指定建設作業とは具体的にどのような作業があるか

(2)指定施設に養豚団地等は含まれるか

３．沖縄アミークスインターナショナルスクールの工事発注について

(1)辞退業者数はどの程度か、またその原因は何が有るか

(2)辞退業者が出たときの対応はどうしているか

４．石川野球場の整備について

ＬＧツインズ球団からの要請について

14 比嘉 敦子

１．福祉について

福祉葬について

(1)うるま市に福祉葬はありますか

(2)11市の福祉葬の料金と火葬料について

(3)火葬料に含まれるものは何々か

(4)休日の問い合わせ先について

２．健康について

女性特有のがん検診推進事業について

(1)ワクチン接種の年齢及び予防効果について

(2)対象者の啓発について

(3)本市の全中学１年生を対象に子宮頸がんの接種費用の公費助成を行った場合の予算額の
見込みはいくらになるのか

３．行政について

職員採用について

(1)救急救命士採用について
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①救急救命士の職員数

②男女別とその割合について

(2)幼稚園、保育士の採用について
①職員数と臨時職員数

②今後の取り組み方について

４．教育について

(1)2010年国民読書年について

①市内小中学校の朝の読み聞かせの取り組みについて
②図書資料の電算化について、現在の状況と今後の計画について

③国民読書年としての取り組みについて

(2)中央公民館の早期建設について

15 中村 正人

１．経済環境

雇用及び失業者対策について

２．行財政改革について

(1)民間委託・指定管理

(2)職員適正化計画

３．公園事業について

ヌーリ川公園の事業内容について

４．道路事業について

ルーシー河線の道路整備事業計画について

16 永玉榮 靖

１．土帝君祭について

(1)土帝君祭は合併前は旧与那城町で主催する行事で事務分掌、担当事務についてはどのよう

になされましたか。説明を求めます(予算は)
①合併協定書で｢財産と公の施設及び債務は全てうるま市が引き継ぐものとする｣とありま

すが、引継はなされていますか

文化財等の取り扱いに関することで、名所、旧跡(土帝君像、旧役場中庭)の対応は

②うるま市公有財産規則では、行政財産か行政財産以外の普通財産か。事務分掌において

財産の管理、担当課、担任事務等並びに注意義務について伺う

③前回の一般質問に対して、答弁の取り組み状況の説明を求めます
④作業部会で土帝君祭に関する協議をした内容、作業部会のメンバーについて伺う

⑤行政が行ってきた土帝君祭はうるま市で主催し、地域の伝統文化の継承を計るべきであ

ると考えます。市長の今後の対応についてお伺いします

２．道路整備について

(1)与那城地区排水道路整備の取り組み状況及び県道37号線側の下流の排水路は整備完了し
ていますが、道路整備は早めに工事発注して雇用、働く場所の確保が必要。いつ頃予定を

なされていますか

(2)県道37号線新屋敷通りの道路整備における与那城○○番地1(自宅)、○○番地2の土地物件

等(建物、柱、基礎、ブロック塀)の買上の件について

①都市計画道路設定の有無
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②都市計画区域の決定は

③県道37号線の認定は

④うるま市与那城○○番地1の建築確認申請、県許可等の年月日は（自宅建物工事は昭和50年
10月頃実施）

⑤昭和54年7月24日道路面積112㎡は与那城○○番地2から分筆して○○番地3は県道として買

上げたが、分筆の地積測量図はない、県は職権で行ったと話しています。今回の道路整備

計画実施にも与那城○○番地2は入っていますが、地積測量図の提出を求めたが、県は無い

と言って提出しない。所有者に対して同意を取り付けるためにも、地積測量図は必要であ

ると考えます。そこでお伺いします。うるま市が工事をする場合、所有者から土地を買上
げする時は地積測量図を作成して工事図面の作成をなされますか。また、建物の基礎が工

事箇所にかかった場合は物件補償の対象になりますか。

⑥建物図面は昭和50年9月25日与那城○○番地1と公図、地積測量図の位置の違いあり。(道

路)また、登記面積256.68㎡に対し、地積測量図の面積が260.16㎡と面積が違い、今回工事

のため地積測量図の土地買上予定は0.39㎡(○○番地4)地積測量図、座標、現地と違い、問

題点が有り、(その件について資料の一部は土木課担当係に提出してあります)問題解決を
するためにも地権者の言い分も十分に聞いて、今後のうるま市の対応をしてほしい

⑦景観をみてどう感じますか

３．口蹄疫対策について

(1)うるま市における口蹄疫侵入防止対策は(消石灰配布、セリ市の中止、闘牛大会、関連質

問）
(2)今後の対応について

(3)農家の支援策についてお伺いします

17 高江洲 賢治

１．5月15日の大雨による地すべりについて
市道212号線の江洲安志門線の地すべり状況と今後の復旧対策について

２．防犯灯及び街路灯設置について

江洲地域の区画整理地内の防犯灯及び街路灯の設置計画について

18 徳田 政信

１．うるま市の行政課題について

(1)中城湾港東ふ頭浚渫事業について

経過と今後の展望について

(2)中城湾新港地区の企業誘致及び雇用促進について
①企業立地状況及び雇用状況(全体と市出身者別)

②今後の企業誘致活動計画について

(3)中城湾港振興計画の一部見直しについて

うるま市側への人工ビーチ設置について

(4)災害対策用防護服について

原子力潜水艦の事故にも対応できる防護服の設置について

２．全沖縄盆栽展のうるま市への誘致について
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19 宮里 朝盛

１．基地行政について
米軍等による航空機の爆音問題と騒音防止協定の順守について

２．志喜屋孝信氏について

３．教育格差｢親の収入が将来を左右｣うるま市の状況は

４．職員の人材育成と給与体系について

20 照屋 義正

１．中央公民館(市民総合文化センター)の整備について

実現に向けての取り組みについて

２．平良川公園の整備について

(1)公園の供用件数について

(2)都市公園決定された公園の未整備件数について

(3)平良川公園の整備計画について

３．大学院大学と関連して

(1)石川地区豚舎の悪臭改善について

(2)石川地区豚舎の稼働件数について

(3)石川地区豚舎の休業等件数について

(4)石川地区豚舎の休業豚舎の先行取得について

４．市の指定文化財(吉本家)の焼失について

(1)現在までの修理等、市の対応について

(2)火災保険の有無について

(3)今後の対応について

(4)地域活性化・臨時交付金の事業変更について

５．比嘉区の賦取石(ブートゥイイシ)の文化財指定について

(1)保存と修復について

(2)歴史的背景について

６．幼稚園臨時教諭の待遇改善について

(1)幼稚園教諭と臨時教諭の給与について(他市の状況)
(2)臨時教諭の補充率について(他市の状況)

(3)小中学校臨時教諭の待遇について

(4)臨時教諭の待遇改善について

７．市道照間1号線の早期整備について

21 久高 唯昭

１．観光協会設立について

うるま市長は、具体的な政策の1つとして｢地域資源を活用し、魅力ある観光産業の構築と

観光協会の設立を目指します｣と述べていますが、今後 観光協会が設立されたときの観光
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協会への支援についてどういう方法で行っていくのか、お伺いします

２．統合庁舎建設並びに各庁舎の活用について
統合庁舎建設検討委員が開催され、今後は統合庁舎建設の場所・予算については明らかに

なると思いますが、統合庁舎建設に伴う課題として各庁舎の施設利用の方法についてどのよ

うに検討しているのかお伺いします

22 下門 勝

１．教育行政について

(1)学校公用車の取り扱いについて伺う

(2)生徒指導等について伺う

２．福祉行政について

(1)障害者(児)支援等について伺う
(2)自動償還払いについて伺う(現物支給含む)

３．災害復旧について

(1)今回の大雨について、うるま市内の被害状況を伺う

(2)今後の対応について伺う

23 安慶名 正信

１．合併特例債事業について

(1)平成17年度から平成21年度までの地区別事業件数、特例債金額について

(2)平成22年度から平成24年度の実施計画における地区別事業件数、特例債金額について

２．地域審議会について
市長より諮問された平成20年度の新市建設計画の執行状況について確認し、各地区から答

申が出されました。その答申に関連する事項について

３．統合庁舎について

うるま市統合庁舎建設に関連する事項について

(1)うるま市庁舎建設委員会の構成メンバーについて
(2)委員会の役割について

(3)庁舎建設の必要性について

(4)事業規模・予算規模・財源計画について

(5)今後のスケジュール、市民へのアンケート等の実施、他関連する事項について

４．観光行政について
(1)観光協会設立に関連する事項について

(2)観光まちづくり推進事業に関連する事項について

５．与那城地区｢東海岸開発構想｣について

与那城地区｢東海岸開発構想｣事業調査の進捗状況等関連する事項について

24 名嘉眞 宜徳

１．中央公民館について

(1)建設計画について
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①教育委員会の所見を伺う

②現在の取り組み状況を伺う

(2)サークル活動の状況(旧公民館の利用団体)を伺う

２．基地対策課について

(1)設置目的と主な業務内容について

(2)嘉手納・普天間基地航空機等による、電波障害の調査費について伺う

（3)ケーブルテレビの事業化の取り組みについて伺う

３．庁舎間連絡バスの事業について

昆布・照間等(路線バスの運行がない地域)の利用拡大ができないか伺う

４．栄野比区の生活道路の整備について

遊び庭ーから東方面への約200ｍ

25 花城 克也

１．保育行政について

(1)待機児童の現状と対策、見通しについて

(2)こどもゆめ基金の活用状況と今後の計画見通しについて

２．東ふ頭整備事業について

現状と事業計画見通しについて

３．都市計画について

(1)都市計画道路について

(2)土砂崩れ地域の現状と対策について

４．地域の活性化について

各地域(具志川、石川、与那城、勝連)の現状(人口、所得、失業率)、今後の見通し

26 川野 進也

１．具志川運動公園整備事業について

(1)多目的運動場の芝管理について

維持管理は委託しているのか、また年間を通しての委託なのか

(2)多目的運動場周囲の雑草除去について

(3)県道10号線沿いの駐車場整備について

(4)今後の整備計画について




