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3 松田　久男
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7 比嘉　敦子

8 東浜　光雄
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11 金城　勝正

12 大屋　政善

13 兼本　光治

14 喜屋武　力

15 佐久田　悟

16 中村　正人

17 仲程　孝

18 川野　進也

19 宮里　朝盛

20 平良　榮順

21 久高　唯昭

22 下門　勝

23 田仲　康和

24 喜屋武　正伸

25 奥田　修

26 照屋　義正

27 又吉　法尚

28 幸地　政和
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質 問 事 項

１ 名嘉眞 宜德

１．統合庁舎建設について

(1)統合庁舎建設委員会の役割

(2)委員会での審議内容

(3)うるま市統合庁舎建設に関する答申内容

(4)地域説明・パブリックコメント・市民アンケートについて
(5)うるま市統合庁舎基本構想について

①統合庁舎建設の必要性について

②うるま市統合庁舎建設検討内部調査委員会の役割・審議内容について

③分庁方式の課題について

④ライフサイクルコストについて

２ 田中 直次

１．防災問題について

２．統合庁舎問題について

３ 松田 久男

１．放射能防護資機材の調達について

(1)東日本大震災後の原発事故を受けて、認識は変わったかどうか

(2)今後の取り組みについてどう考えるか

２．工事予定価格の事前公表取りやめについて

(1)公表をやめた理由は何か

(2)その結果、どのような影響があると予想されるか

３．大学院大学周辺整備計画について

交通センター整備の現状について、現在の状況はどうか

４．石川地区への豚舎移転問題について

市民集会まで行われたが、市民の意をくんで各担当部署は今後どのように対処するか

４ 名嘉山 隆

１．地上デジタル放送対応状況について

(1)これまでの対策の進捗状況について伺う

(2)7月24日の完全移行まで、設備の構築が可能かについて伺う

２．川崎ルーシー河川市道202号線整備事業について

(1)各自治会からの意見・要望について伺う
(2)各自治会の事業同意率について伺う

(3)今後の事業採択に向けてどのように取り組むか伺う

(4)沖縄防衛局への予算確保の進捗状況について伺う

３．川崎小学校・幼稚園スクールバス運行業務について
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(1)スクールバス運行の目的について伺う

(2)川崎小学校・幼稚園スクールバス運行業務について、これまでの経緯を伺う

(3)乗車時の運賃と運行ルートについて伺う
４．うるま市学校適正配置基本計画について

うるま市全域を見通しての通学区域の見直しについて、どのような形になるのか伺う

５．うるま市総合計画基本構想・前期基本計画について

(1)コミュニティーバスの配置計画について伺う

(2)統合庁舎建設と併せながら運用開始できないか

６．沖縄県の21世紀ビジョンについて

うるま市は沖縄21世紀ビジョンについて、どのような質問・意見・提言などをなされたか

伺う

７．サッカースタジアム誘致について
(1)県のサッカースタジアム建設に向けての進捗状況について伺う

(2)スポーツ観光ビジネスとして、国際的な沖縄観光ブランドの確立の位置づけを後期基本

計画へ盛り込んでいただけることを提言したいと思います

８．うるま市統合庁舎建設について

５ 石川 眞永

１．台風被害について

5月28日深夜、沖縄本島を襲った台風2号は、各地域に多大な被害を残した。うるま市での

農畜産・漁業の被害状況、被害額を伺います

２．公園管理について

公園は市民みんなの憩いの場である。最近、石川世栄津の森公園を囲碁の愛好者達が占有

しているが、他の場所への移動を指導できないか伺う

６ 仲本 辰雄

１．防災について

(1)公的資料(住民基本台帳、課税関係等の各種データー)のバックアップについて

(2)被災者支援システムについて

(3)電気、通信について

(4)防災マップによる一時避難場所について

２．台風などによる農作物の損害補償について

３．勝連半島一周道路の整備実現について

４．戦争遺跡の保存及び活用について

５．市営住宅について

(1)申し込みについて

(2)使用承継制度について

(3)指定管理者制度移行後の成果について

(4)共益費について
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６．建設工事における予定価格の事前公表の一部取り止めについて

７．うるま市土地開発公社について

７ 比嘉 敦子

１．男女共同参画社会について

２．太陽光発電について

３．福祉行政について

(1)乳幼児医療費の助成制度について

(2)短期入所生活支援事業(ショートステイ)について

(3)生活保護相談について

４．でいごの害虫被害について

５．与那城小学校駐車場設置について

８ 東浜 光雄

１．市統合庁舎建設問題について

本市の統合庁舎建設については、平成23年3月30日に「既存庁舎跡利用、基本構想案」につ

いて、統合庁舎建設委員会からの答申を受け、「うるま市統合庁舎基本構想」を策定し、4

地区(平成23年6月6日は与那城地区、8日は石川地区、9日は勝連地区、10日は具志川地区)

で地域説明会を実施し、市民への説明を行ってきたところでありますが、市民の参加者も

少なく、統合庁舎建設に伴う情報が市民にほとんど提供されていない状況で、市民が意見
を述べられる状況ではなかったような気が致します。統合庁舎建設は、事業費約63億円と

いう莫大な税金をかけて建設する計画で、市民にとって大変重要な事柄だといえます。そ

の重大な一大プロジェクトをほとんどの市民が情報も持ち合わせていない状況で、しかも

建設の是非についても問われないままに進められようとしているのは問題ではないかと思

います。今一度、市民に確かな情報の提供をし、統合庁舎建設の是非について、確りとし

た判断をしていただくためにも、各字ごと、あるいは各校区ごとに地域説明会を持つ必要
があると考えますが、どのように考えるかお伺い致します。また、統合庁舎建設につい

て、これまで市民にどのように情報を提供し、市民とのコンセンサスを得てきたのか。統

合庁舎建設検討内部調査委員会及び統合庁舎建設委員会の情報の開示をどのように行って

きたかについてお伺い致します

２．市営グラウンドの維持管理・運営について
市営グラウンド(具志川総合グラウンド・石川多目的広場・勝連総合グラウンド・与那城総

合公園(陸上競技場・多目的広場))の維持管理・運営はどのように行われているかについて

お伺い致します

３．長寿大学校の開設について

長寿大学の開設については、少子高齢社会の現状の中で、高齢者のマンパワーを如何に社
会的に活用していくか。21世紀の新しい高齢者として、これまで社会で得た、知識、経

験、技術を生かし、自ら学び、考え、行動することによって、健康で生きがいを持ち、社

会に貢献するアクティブシニア(活動的な高齢者)を養成し、高齢者の地域活動の活性化や

社会参画の促進に繋げていく観点から、平成22年6月定例会で提言したところであります。

その答弁として、「生涯学習推進の観点から、各部にまたがる検討を要する課題だと考え
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ており、今後の研究、検討課題にしていく」との事でしたが、その後、どのように研究、

検討されたかについてお伺い致します

９ 伊盛 サチ子

１．道路行政

(1)勝連2-52号線の進捗状況について

(2)平安名3080-1、3093-1、Ｔ字路付近へのカーブミラー設置について

２．福祉行政

(1)勝連地域への児童館建設の進捗状況について

(2)乳幼児保育(0才～2才児)の定員枠の拡充について

３．農業振興

台風2号による農作物関連等の被害状況と農家への支援策について

４．教育行政

台風2号による学校施設の被害状況への対応とブロック塀倒壊等の早急な整備計画について

５．消防行政

(1)防災マップの見直しについて
(2)自主防災の組織づくりについて

６．統合庁舎建設について

10 平 正盛

１．学校の統廃合について（準備協議会の進捗状況等）

(1)バスの手配はどの様な計画か

(2)廃校後の跡地利用はどうなっているのか

(3)教師陣の対応はどうなっているのか

(4)ハード面はどうなっているのか

(5)地域行事等と学校の関わりはどうなっているのか
(6)児童生徒の風邪等緊急時の対応はどう考えているのか

(7)へき地教育振興法について

(8)生徒等の部活動について

(9)開校を１年延期する必要性について

２．島しょ地域の再生化・活性化について
(1)島しょ地域の地域活性化について

産業基盤、生活環境の整備、雇用の拡大、地域格差等

(2)一島一株式会社追加構想等について

３．県道10号線の宮城島ルートの進捗状況について

４．島しょ地域の市営住宅等について

島しょ地域での市営住宅、県営住宅等の建設計画について

５．本市への水産高校（専門高校）等の設置要請等について

６．統合庁舎について
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(1)現庁舎の活用状況について（空き室等は無いか）

(2)統合庁舎について

(3)分庁方式の利点について
(4)南城市の分庁方式について

(5)これまでの分庁方式の取り決めの有効性は

(6)統合後の跡利用はいかに

(7)県内で合併して分庁・支所方式をとっている市町は

(8)議会の承認を得たというが

７．中央公民館について

中央公民館の進捗状況について

８．自治基本条例について

(1)自治基本条例等について

(2)県内で制定されている自治体は

９．津波災害等について

(1)津波災害の危険地域の対象の必要な箇所があるのか

(2)本市の海抜等の高低の入った図面はあるのか

(3)自治公民館が収容避難所に指定されていない理由は

(4)島しょ地域の学校が廃校になると、避難所の指定はどうなるのか

10．東日本大震災で被災された方々の受け入れ対策等について

(1)被災者の方々の本市受け入れ体制は如何に

児童・生徒も含め 受け入れている学校は何校か

(2)本県の受け入れ体制は如何に

11．小中学校の図書館の充実について

(1)正規職員化について

(2)採用時の初任者研修等について

(3)学校図書の充実性について

11 金城 勝正

１．国民健康保険特別会計に関連する事項について

(1)2008年度医療制度改革に伴う赤字の補填拡充について

２．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

(1)用地・建物の補償交渉の進捗状況について
(2)与那城小学校正門側の支線の(避難道)の整備について

３．伊計・平良川線ロードパークの整備拡充に関連する事項について

(1)バーベキュー施設及びキャンプ場の整備について

(2)水上オートバイ施設の整備について

４．うるま市具志川運動公園追加整備拡充に関連する事項について

(1)メインゲートの整備について

(2)多種目球技場の観客席の整備とジョガーの安全な利用にリンクした一体的な整備につい

て

５．うるま市小中学校図書館を充実させるための要請に関連する事項について
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12 大屋 政善

１．小中学校統廃合準備協議会について

(1)協議会設置の目的及び具体的な協議事項等について

(2)協議会の組織及び構成員(メンバー)について

(3)これまでの協議結果について

(4)開校までの課題等について

２．島しょ地域の振興策について

(1)学校統廃合後の学校の跡地利用について

(2)宮城島の四部落から提出された要請書のその後の対応について

３．統合庁舎建設について

(1)現在の四庁舎の耐用年数はそれぞれ何年か
(2)現在の四庁舎をそれぞれ同じ規模で建て替えるとした場合、それぞれどの程度の予算

になるか

(3)統合庁舎完成後の各地域の住民サービス機能をどのように確保するのか

４．県道伊計・平良川線の進捗状況について

現時点で把握している進捗状況と今後の事業実施予定等について

５．宮城島東側の県営一般農道について

13 兼本 光治

１．市道13号線について
進捗状況について

２．県道37号線道路拡張工事について

工事に伴う防犯灯設置の要請(中部土木事務所について)

３．農業排水について
屋慶名1852-6番地住宅に流れ込む農業排水について

４．与那城総合公園多目的広場改修工事について

現在の状況の中、早急に改修工事の必要があると思うが、予定はいつ頃か

５．防災道路行政について
屋慶名西十字路から東十字路の約2キロメートルと旧勝連町までの防災道路の計画について

14 喜屋武 力

１．前期高齢受給者証について

70歳から74歳までの高齢者保険者証について、病院へ行くときに二通持って行かなければ
ならないのはなぜか

(よく忘れて保険証のみ１通しか持ってなく自腹を切ることがある）

２．学校統廃合について

４島の学校統廃合について、特色ある学校づくりのビジョンについて伺う
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３．中部北保護司会の事務所設置について

中央公民館や統合庁舎内に設置ができないものか伺う

４．津堅島農業用水溜池について

溜池の水漏れがあり水位が上がらないため、修繕できないか伺う

15 佐久田 悟

１．｢防災行政｣について
(1)｢うるま市防災マップ｣について

(2)各字・地域の自主防災組織の状況について

(3)市内・各学級における防災訓練、避難訓練等の計画・実施状況について

２．｢教育行政｣について

(1)統廃合により、新しく開校する学校の設備、運営方針等、開校準備の進捗状況について
(2)｢学力向上｣に向けた市の取り組みについて

16 中村 正人

１．基地政策について

防音工事について

２．教育環境について

(1)キャリア教育について

①小中学校、体育施設使用料減免について

３．沖縄振興策について
(1)中部振興策について

①高率補助制度について

４．行革について

機構改革について

17 仲程 孝

１．統合庁舎建設について

建設予定場所の安全性について、またワークショップ、説明会等の意見集約について伺う

２．農業支援について
3月の彼岸出荷において震災被害にあった菊生産農家への緊急支援対策について、今後の対

応と支援対象農家の戸数及び被害総額について伺う

３．排水路整備について

赤道768番地、県営大原団地西側の排水路について、大雨時には氾濫し、付近の畑が冠水す

る被害も出ている。県立中部病院からの排水も来ているが、管理については市単独で行う
べきなのか伺う

４．道路側溝設置について

平成23年4月26日付け赤道自治会より要請された赤道327番地周辺道路の側溝設置について

伺う



- 8 -

18 川野 進也

１．うるま市防災対策について

(1)避難所について

(2)避難訓練について

２．太陽光発電の普及促進について

うるま市独自の補助制度について

３．具志川運動公園内、多目的球技場周辺の雑草の除去について

４．パスポート申請受付業務について

５．うるま市観光物産協会について
事業計画について

６．世界のウチナーンチュ大会について

19 宮里 朝盛

１．道路整備

県道224号線「拡幅整備(道路拡幅)(歩道設置)」の要請状況について

(1)県道224号線の状況は

(2)要請の状況と見直しについて

２．公園整備
上江洲バンタ公園の整備計画について

市内屈指の景勝地と言われているが、公園の整備計画の見通しについて

３．農業支援事業

キク再生産緊急支援事業について伺う

(1)事業内容と支援目的は
(2)支援内容について

(3)県全体(市町村)の被害状況とうるま市の被害状況と対応について

４．教育行政

市立学校図書館のオンラインシステム化について伺う

(1)システムの内容と設置状況について
(2)必要性と効果は

(3)設置計画と設置費用は

(4)設置校と未設置校間で利用度、教育活動面で格差は生じないか

５．統合庁舎建設計画

うるま市統合庁舎建設計画について伺う
(1)基本構想の見直しの考えは（パブリックコメント、市民説明会後に）

(2)「4庁舎は現行の建築基準法の構造基準に不適合と有り」と説明あるがどう整備するの

か

(3)「支所窓口機能」の設置場所や形態等存続が前提とあるが、具体的に説明して下さい
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20 平良 榮順

１．生活環境整備について

(1)天願川支流の上流域での養豚場から度々畜舎排水が垂れ流しされている件について

①これまでの市当局の対応を伺う

②これからの指導・監督方法について伺う

(2)嘉手納飛行場周辺騒音対策について

①住宅防音工事対象の第一種区域等指定の告示日について伺う

２．防災行政について

(1)津波対策について

①津波時の各地域避難経路策定について伺う

②各地域標高の確認できる防災マップが出来ないものか伺う

(2)一般家庭用火災警報器の設置状況について
①うるま市の設置状況について伺う(何パーセントか）

②設置についての今後の対応策を伺う

21 久高 唯昭

１．雇用問題について
(1)うるま市から事業(仕事)を受けている企業、施設、団体等の数は

(2)その内、地元うるま市民の雇用数は何名か。また、その率は何％か

(3)市の財産を活用している企業、施設、団体等の数は

(4)その内、地元うるま市民の雇用数は何名か。また、その率は何％か

２．悪臭問題について
石川地域の豚舎から出る悪臭の対策について

３．津波に対する防災対策について

海抜が低い地帯の周辺の高台及び坂道等に海抜の標識を設置することについて

22 下門 勝

１．統合庁舎建設等について

東日本大震災の被災状況を受けて、教訓となったことは何ですか、伺います

２．防災行政等について

(1)防災公園の整備について伺う
(2)防災計画等について伺う

３．均衡あるまちづくり(発展)等について

各地域の均衡ある発展の考え方と取り組みについて伺う

23 田仲 康和

１．地域防災計画について

(1)防災計画の見直しについて

(2)津波避難訓練の実績について

２．トランポリン競技について
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３．公園管理について

４．環境問題について

５．東海岸開発構想について

(1)現在の進捗状況と予算措置について

(2)藪地島周回道路の整備について

24 喜屋武 正伸

１．防災行政について

(1)市内小、中学校の津波避難訓練について伺う。

(2)自治会の防災組織について伺う。

(3)海抜の表示について

２．道路行政について

(1)前原地内市道の整備計画の進捗状況について伺う。

(2)県道36号線（高江洲地内）歩道整備の進捗状況を伺う。

３．護岸の整備について

(1)球陽製糖工場付近の護岸の整備について伺う。
(2)川田自治会旧ゲートボール場付近の遊水池の整備について伺う。

４．農業行政について

(1)キク農家の支援について伺う。

(2)台風2号の農作物の被害状況及び被害額、支援策について伺う。

25 奥田 修

１．サウジアラムコ社との共同プロジェクト基本合意に伴う稼働状況について

(1)貯蔵状況、供給状況と今後の見通しについて

(2)本市への財源効果の見通しについて

２．安全安心の住環境整備について

(1)大震災に関わる本市の防災計画に対する考えと見直しの必要性について

(2)台風時の消防体制について

①本市における負傷者と被害状況は

②暴風域時の住民からの出動要請件数、内容、対応について

(3)平安座地区からの要請事項について
①地区コミュニティー防災センターの整備について(空調整備・長寿命化)

②地区市道の整備について(市道18号線、縦道路市道67号線他)

③地区内下水道整備について

３．学校適正配置、前期・後期実施計画について

(1)学校統廃合準備協議会、検討事項の基本的取り組みについて
①学校設備・児童生徒交流活動・通学路の安全確保

(2)支援策について

(3)校舎及び跡地利活用について

組織体制・取り組み・基本的考え
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26 照屋 義正

１．与那城東海岸開発基本計画について

(1)基本的考え方について

(2)リゾート地域形成について

(3)地震災害及び津波等に対応できる計画について

２．農地法第2条1項に関する件について
(1)農地取得下限面積30アールの条件緩和について

(2)非農地拡大の対応について

３．具志川から屋慶名間約3.5キロメートルの海岸線砂浜の清掃及び整備について

(1)関係機関及び地域等との連携調整について

(2)一般土木及び耕地護岸の位置指定区域について

４．県道224号線(上江洲仲嶺ハイツ)の改良に伴う県への早期整備の要請について

５．普天間飛行場を嘉手納基地に統合する案に反対する住民大会の「嘉手納飛行場に関する三

市町連絡協議会(三連協)」とうるま市の共催について

27 又吉 法尚

１．県道8号線(川崎区内)の早期整備について

(1)早期整備の強力な推進について伺う

(2)通学路の安全確保の為のガードレールの設置について伺う

２．悪臭問題について

川崎区内じんぶん館に隣接する豚舎の悪臭問題について伺う

３．基地問題について

(1)携帯型の騒音測定器の早期購入について伺う

(2)第3次嘉手納爆音差し止め訴訟における市長の見解を伺う

４．学童保育について

(1)保育料補助について伺う

(2)うるま市内の学童クラブに於ける補助対象学童、対象外学童の明確な違いについて伺う

５．統合庁舎建設計画について
(1)現4庁舎がまだ20～30年使用できるにも関わらず、なぜそんなに建設ありきで急ぐのか

伺う

(2)昨年度までのうるま市の一般会計の負債額が、約482億円もあるにも関わらず、更なる

財政負担増で子や孫世代に負担をかけるつもりなのか率直に伺う

６．防災対策について
(1)23年度版うるま市防災マップの早期作成について伺う

(2)津波・高潮災害警戒の箇所の見直しについて伺う

(3)保存食の確保について伺う
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28 幸地 政和

１．統合庁舎建設について

(1)統合庁舎基本構想地域説明会等に伴う意見の取り扱いについて

(2)防災・災害復興拠点整備の必要性について

(3)既存庁舎の跡利用計画等について

２．環境行政について
(1)石川地域への養豚場移設の経過について

(2)「住みよい環境を考える市民の会」の活動について

(3)うるま市悪臭防止対策に関する施策について

(4)悪臭施設に伴う行政責任について




