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日付 順番 氏　      名 備考

1 名嘉山　隆

2 田中　直次

3 仲本　辰雄

4 松田　久男

5 比嘉　敦子

6 伊盛　サチ子

7 佐久田　悟

8 東浜　光雄

9 仲程　孝

10 名嘉眞　宜德

11 喜屋武　正伸

12 永玉栄　靖

13 川野　進也

14 大屋　政善

15 宮里　朝盛

16 幸地　政和

17 中村　正人

18 石川　眞永

19 金城　勝正

20 平　正盛

21 喜屋武　力

22 平良　榮順

23 照屋　義正

24 下門　勝

25 德田　政信

26 久高　唯昭

27 奥田　修

28 田仲　康和

29 又吉　法尚

30 兼本　光治

１２/８（木）

第６５回　１２月定例会　一般質問通告順一覧

１２/１６（金）

１２/１５（木）

１２/１４（水）

１２/９（金）

１２/１３（火）

１２/１２（月）
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質 問 事 項

１ 名嘉山 隆

１．地域事業おこしについて

(1)地域コミュニティの自立支援についての事業はありますか

(2)また、どの様な事業があるかお聞かせください

２．防災組織運営の仕組みの構築について
今後の防災組織のソフト事業(教育・訓練)の進め方について伺う

２ 田中 直次

１．国民健康保険問題について

２．子どもの医療費助成について

３．待機児童の解消について

４．地産地消推進本部の設置について

５．予算・財政問題について

６．基地問題と歴史教科書問題について

７．統合庁舎建設問題について

３ 仲本 辰雄

１．地域主権改革３法について

「地域主権改革」の新たなものとして、国と地方の協議の場を創設することなどを盛り込

んだ地域主権改革3法が、平成23年４月28日の参院本会議で可決、成立した。その改正内容

と本市に与える影響などを伺う

２．自主防災組織について

本市で自主防災組織率が向上しない理由、向上させる方策及び支援策などを伺う

３．ワンストップサービスについて

統合庁舎では「ワンストップサービス」を目指すとしているが、現状と比較してのサービ
スの内容、職員の配置等及びその他関連する事項について伺う

４．給食センターにおける地産地消体制の構築について

地産地消体制の現状と課題及び経済部との連携などを伺う

５．津堅島の環境整備について
津堅島のアギ浜への公衆トイレ、水道施設の整備及び不法投棄ゴミ、漂着ゴミの解決策な

どを伺う

６．非婚母子世帯への寡婦控除みなし適用について

子育て支援の観点から伺う
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７．国有資産等所在市町村交付金について

同交付金が復帰後39年の長きにわたり、算定漏れがあったことが判明した。その内容、経

緯など今後の対応方について伺う

４ 松田 久男

１．伊波城跡周辺土地の先行取得について

伊波城跡東側隣接地において開発計画が検討されているが、将来の公園計画の妨げになる

可能性があり、また貴重な文化財保護の観点から一部先行取得できないか伺う

２．伊波地区内地下通路の文化財の移動について

石川伊波地区内の国道バイパスを横断する地下通路内に厨子カメ等の文化財が保管されて

おり、地域住民より移動してほしいとの要請があるが、検討できないか

３．統合庁舎建設の際の支所窓口機能充実について
基本計画において支所窓口機能の存続が追加されたが、具体的にどの程度までできるか

４．イノシシの農業被害について

最近イノシシの被害があると聞いているが対応策があるか

５．畜産環境保全推進指導協議会について
(1)設置作業の現状について

(2)現場立ち入り調査は可能かどうか

５ 比嘉 敦子

１．防災について
女性の視点からの防災対策について

(1)防災会議の委員は何名ですか。その内女性は登用されていますか

(2)本市には防災担当部局に、女性職員はいますか

(3)防災担当部局と男女共同参画部局との連携はありますか

(4)防災計画等に女性の視点が反映されていますか

２．歯科検診について「健康うるま21より」

(1)う歯(むし歯)の罹患率と処置率(３歳児・小学校・中学校別）

(2)生活習慣病にかかる受診件数の多い病名

(3)生活習慣病にかかる医療費の最も高い病名

(4)歯周病検査の助成について

３．不育症について

不育治療への助成について

平成23年３月にも一般質問で取り上げさせていただきましたが、その後の取り組みをお聞

かせ下さい

４．待機児童について
待機児童のための保育園開設について

(1)待機児童数（年齢別・地域別）

(2)０歳児受け入れの公立、私立保育園(所)の数と人数
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５．い草（ビーグ）の生産振興について

(1)い草農家の世帯数とい草生産組合の会員数

(2)い草植え付けから出荷までの作業工程について
(3)ピーク時の生産額と年度及びその要因

(4)現状と課題について

６．道路整備について

(1)宮城地区土地改良施設保全工事の進捗状況について

(2)県営通作条件整備事業の進捗状況について

７．通学路の安全対策について

県道８号線から与勝高校校門までの道路拡張について

(1)現状の認識について

(2)今後の対応について

８．教育について

沖縄アミークスインターナショナルについて

(1)現在の地域別の生徒数について

(2)新年度の募集学年と生徒数について

(3)開校してまもなく一年になりますが、その成果についてお聞かせ下さい

６ 伊盛 サチ子

１．勝連地区への児童館建設について

(1)児童館建設にむけてその後の調査状況の進展について

(2)今後の計画に向けた取り組みについて

２．高齢者の安全安全な生活を守る立場から救急搬送時における情報伝達方法として沖縄市で

実施されている救急医療情報キットを取り入れる考えはないか

３．第５期介護保険事業計画での保険料改定の算定基準額についてどの様に検討されているか

４．島しょ地域のカジノ構想計画について
(1)その後の地域説明会において計画の進展があったのか（宮城島４地区自治会）

(2)カジノ構想計画に対して、今後どういった姿勢で対応するのか

(3)カジノ導入に伴う懸念事項について

(4)今後の情報把握について

５．統合庁舎建設について

７ 佐久田 悟

１.｢うるま市暴力団排除条例｣について

県条例とうるま市独自の事務事業とのかかわりについて伺う

２．うるま市第１次産業の現状について

(1)うるま市で生産された農水産物の販売路線は継続的に確立されているのか伺う

(2)農水産業従事者の平均年齢と後継者育成の取り組みについて伺う
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３．小中学校での光熱費(水道使用量等)の現状について

各学校での意識啓発の取り組みについて伺う

４．防災教育について

これまで学校現場での防災訓練等の重要性を訴えてきたが、防災教育の中身について伺う

５．学校教育と子どもの学力向上について

(1)これまで実施された｢学力テスト｣の内容、結果について伺う

(2)教員の自己教育力を高めるための取り組み、学校の教育力を高める取り組みについて伺
う

８ 東浜 光雄

１．障害者総合福祉法(仮称)について

国は、｢障害者自立支援法｣は廃止し、｢制度の谷間｣がなくサービスの利用者負担を応
能負担とする障害者総合福祉法(仮称)を遅くとも平成25年８月までに実施するとし、平成2

2年４月に障がい者制度改革推進会議の下に総合福祉部会を設置し、障がい者や事業者など

現場の皆さんをはじめ、様々な関係者の意見などを十分に聞きながら検討が進められてい

るところであります

また、平成22年12月に「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健

福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備
に関する法律」が成立したところでありますが、その法律の具体的な内容と現時点におい

て当局の対応はどのようになっているのか。また、｢障害者総合福祉法(仮称)｣をどのよう

に認識し、捉えらえているのかお伺いします

２．子ども・子育て新システムについて

国では、子育ての第一義的な責任が親にあることを前提にしつつ、子ども・子育てを取
り巻く環境の変化に伴う家族や地域の子育て力の低下等を踏まえ、全ての子どもへの良質

な成育環境を保障し、子育て家庭を社会全体で支援していくための新たな仕組みを構築し

ていく子ども・子育て新システムの検討が進められておりますが、子ども・子育て新シス

テムの具体的な内容と子ども・子育て新システムが施行されたときに自治体にどのような

影響が出てくるのかについてお伺いします

３．認定こども園について

国は、幼保一体化の進め方について、幼保一体化を含む子ども・子育て新システムに関

する｢基本指針｣(仮称)を策定するとともに、財政措置の一体化及び強化等により総合施設

(仮称)への移行を政策的に誘導するとしております。このような国の方向性を踏まえる

と幼稚園と保育所を一体化した「認定こども園」の設置及び整備について、選考すべき事

項だと考えますが、どのように考えるかお伺いします

９ 仲程 孝

１．統合庁舎建設について

(1)11月19日に市民団体が主催した統合庁舎建設に関するシンポジウムについて、当局が参

加しなかった経緯について見解を伺う
(2)パブリックコメントの公開時期、どのような形で考えているか(コメント中の賛成、反

対の実数は)

２．災害時の小中学校の対応について

11月８日正午に発生した震度４の地震について、学校単位で避難状況が違ったと思われる
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が、統一した対応が出来ないものか

３．中央公民館建設について
本年度中の基本設計とあるが進捗状況について伺う

４．男女共同参画推進について

(1)男女共同参画懇話会の開催回数について伺う(近年の比較)

(2)ＤＶシェルターの設置について伺う

５．信号機設置について

安慶名～赤道線と交差するサンエー具志川メインシティ店舗東側の出入り口交差点に信号

機の設置が出来ないか伺う

10 名嘉眞 宜德

１．ヌーリ川の維持管理について

(1)市当局の対応を伺う

(2)｢ヌーリ川桜会｣との連携を伺う

２．統合庁舎建設について

(1)市民窓口サービス、専門窓口サービスの機能と形態を伺う
(2)市民ネット主催｢シンポジウム｣への市当局不参加の理由を伺う

(3)ライフサイクルコストについて

(4)プロポーザル審査委員会について

11 喜屋武 正伸

１．保育行政について

(1)認可化促進事業で、２園の予定が１園しか決定されていない理由を伺う

(2)今後の認可化の予定を伺う

２．都市計画道路について

兼箇段、高江洲線の進捗状況について伺う

３．ふるさと農村活性化事業について

市内の実施団体と事業内容について伺う

４．道路行政について

市道110号線前原460番地付近排水路の整備について伺う

12 永玉栄 靖

１．うるま市特定健診について

(1)特定健診受診率の現状は、平成20年度から平成22年度はどのようになっているか

(2)うるま市は沖縄県内41市町村で何番目か、また平成22年度の実施結果について
(3)他市町村と比較して特定健診の受診率、また、受診率アップ施策をお伺いします

２．自主防災について

(1)各地域で自主防災会が結成され始めていますが、市の方からも補助し、防災組織の強化

を図る考えはないか伺う。(防災訓練費、資機材の購入、貸付、地域による要援護者の
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避難マニュアル作成等)

(2)避難道路の新設道路整備計画について

(3)防災教育の小中学校への取り組みについて

３．東海岸開発基本計画について

各施策展開(ハード、ソフト施策事業化方策等)について伺う。(市道17号線の整備、実施計

画筆界未定、登記図面に基づいての工事施工承諾書、法務局に許諾(土地代)について県、

市等実例、判例等)

４．公園整備計画について

江洲第二公園整備につきましては、実施計画に盛り込んで事業が早めに進捗出来るよう努

めてまいりたいと議会答弁がありましたが、その後の取り組みについて伺う。(うるま市の

公園事業の基本計画、実施計画)

13 川野 進也

１．世界遺産勝連城跡で開催された「グスクまつり」は、多くの市民が参加した意義ある催し

になったと思うが、今後の取り組みについてどのように考えているか

２．岩手県盛岡市との交流を更に深める為に友好都市として締結してはどうか

３．県道８号線から具志川小学校への交差点の信号機を時差式に設定出来ないか

４．うるま市観光物産協会の運営状況について

14 大屋 政善

１．彩橋小中学校について

(1)スクールバスは契約通りに納車が可能か。万が一開校に間に合わない場合はどのように

対応するのか

(2)彩橋小中学校開校までの主なスケジュールと、開校に向けた準備作業の中で、特に問題

となるようなものがあるのか、あればお聞かせください

２．廃校となる小中学校の土地建物の管理等について

(1)来年の４月以降、条例上、伊計島・宮城島・浜比嘉島の各小中学校施設は教育施設とし

て管理する根拠がなくなると理解しているが、今後どこの部署がどのようなかたちで管

理することになるのか伺う

(2)廃校となる小中学校の跡地利用、有効活用について、これまでのとりまとめ状況はどう

なっているか伺う

３．統合庁舎建設について

(1)防災拠点となる統合庁舎についても景観条例に基づく建物の高さ制限が適用されるのか

(2)統合庁舎建設に関連して、地震津波の専門家に意見を聞いたとの事であるがその内容と

本市の庁舎建設にあたって防災上、特に注意すべきところは、どのような点か。また、

本県には、海抜10メートル以下のところに庁舎がある市町村や、現在、庁舎を建築して
いる市もあるが、これらの庁舎設計や構造について、防災対策上どのような対策をとっ

ているのか、わかる範囲でお聞かせください
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15 宮里 朝盛

１．新県道36号線(五車道交差点)信号機設置要請について

２．県道、市道の街路樹等の植樹について

３．公共施設等(教育関係、一般行政機関)耐震補強状況と計画について

(1)検査(調査)の対象施設と費用について
(2)補強に必要な費用は

４．合併合意事項の執行状況(進捗)

(1)進捗率について

(2)未執行事業について

(3)未執行費用について
(4)今後の計画について

５．うるま市附属機関設置条例の一部を改正する条例について

16 幸地 政和

１．まちづくりについて

(1)市民所得向上について

①市民所得向上の取り組み状況について

②県民所得平均値以上にするための施策について

(2)都市公園整備計画について

①新規防災公園計画について
②既存公園の防災整備計画について

③都市公園長寿命化整備計画について

(3)防災組織について

①自主防災組織の現状と防災訓練の状況について

②自主防災組織化の促進について

③消防団員の組織強化について
④災害時要援護者避難マニュアルについて

２．教育について

(1)中学校公民教科書採択について

①うるま市中学校公民教科書採択の経緯について

17 中村 正人

１．中部副都心構想について

(1)嘉手納飛行場軍民共同使用について

(2)鉄軌道誘致政策について

２．田場区公民館建設について

(1)実施計画について

３．行財政改革について

(1)うるま市立幼稚園の民間委託について
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①幼稚園（予算内容について）

②実施検討時期について

③制度改革について（認定こども園）
④預かり保育について（保育内容）

18 石川 眞永

１．農道整備について

山城地域の農道整備について、２月議会で当局はコーラル等の路盤材を敷き、車輌の通行
に支障がないようにすると答弁しているが、どう対応したか伺います。また、農道山城９

号線の法面崩壊箇所部分については、平成23年度に団体営による調査を行い、平成24年度

に土砂崩壊工事の新採択を目指すと答弁がありますが、進捗状況はどうなっているかお聞

かせ下さい

２．市道行政について
市道石川68号線は前田土地改良地区に面しております。市道と土地改良区との高低差が３

メートル程あり、ガードレールが４月頃から設置されておりますが幅員がその分狭く、車

の通行が片側通行の状況にあります。幅員の拡張が出来ないか伺う

19 金城 勝正

１．県道８号線具志川食糧前交差点の交通渋滞に関連する事項について

交通渋滞時における地域住民の車両の出入りに支障をきたしていることの緩和策について

２．金武湾港天願地区の航路灯の設置に関連する事項について

今年８月５日の台風９号の影響により破損した航路灯の新たな設置について

３．石川漁業協同組合具志川支所に関連する事項について

製氷室外機の交換設置について

20 平 正盛

１．幼稚園職員採用について
新規幼稚園教諭の受験資格を39歳に引き上げる件について

２．水産事業等について

(1)｢新市建設計画｣の中の水産業の推進について

(2)海面漁業の取り組み状況と今後の方針について

(3)島しょ地域の｢海浜レクリエーション施設｣について

(4)島しょ地域の｢海洋性スポーツ施設等｣について

３．路線バスの運行について

平敷屋と屋慶名の区間の路線バス等の路線延長について

４．給食費の無料化・免除等について

(1)本市での給食の無料化についての計画はないですか。
(2)就学援助制度について

(3)給食食材の放射能対策について

５．地域活性化について

(1)地域活性化委員会・地域活性化審議会等について
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(2)五島特産物フェアーの開催について

(3)島しょ地域での市営・県営住宅等の建設計画について

６．合併特例債について

(1)二市二町の特例債の配分について

(2)各分庁舎の跡利用の計画等について

(3)合併特例債について

(4)新市建設計画とうるま市総合計画の関わりについて

７．県道37号線について

海岸道路の松の植栽等について

８．桃原漁港前の海水路について

海水路の西側の浚渫について

21 喜屋武 力

１．中原小学校前の街灯について

土地区画整理組合解散後の街灯や道路などの維持管理はどのようになるのか

２．潰れ地について
うるま市の道路や河川など色々な整備事業により潰れ地となった物件に対し、今後どのよ

うな補償計画があるのか

３．うるま市の市販ゴミ袋について

うるま市のゴミ袋は、沖縄市・北中城村と比較してみて値段が高いのはなぜか

４．宮里区内側溝整備について

平成23年３月の一般質問答弁では、予算が多額になるため今後検討との事でしたが、次年

度予算に組み込まれるのか

５．学校経営のあり方について

コミュニティスクールを基盤とした小中一貫教育を本市でも出来ないか

22 平良 榮順

１．米軍発注工事関連について

毎年県内で400億円余の米軍工事発注がなされているが、地元業者の受注が比較的少ない状

況について市の考えを伺う

２．防衛省関係予算事業について

基地周辺地域での事業執行について伺う

３．保育行政について

(1)認可外保育園助成について伺う
(2)助成の拡充について伺う

４．道路行政について

安慶名十字路交差点の渋滞解消について伺う



- 10 -

23 照屋 義正

１．統合庁舎の整備について

(1)現在分庁舎の課題と統合庁舎のメリットについて

(2)事業費約63億円の現時点の財源内訳について

(3)庁舎を統合することにより、何人の職員が縮減可能か

２．与勝７校の統合について
(1)平成24年３月31日現在の職員等数と平成24年４月１日現在の予定職員等数について

(2)彩橋小中学校の小中一貫校について

３．うるま市への合併特例債県事業費約200億円の事業執行について

(1)与勝一周線未整備約６㎞平敷屋から南風原きむたか橋までの県道整備について

(2)大学院大学付近と石川インターチェンジの連結道２～３㎞の整備について

４．具志川～照間水田地域の土地改良事業について

(1)海抜ゼロメートル地域田んぼ約１メートルの客土について

(2)具志川廻原から照間東松原間約3.5㎞の基幹農道整備について

５．国・県補助事業等また市町村ユニーク事業研究担当官の配置について

24 下門 勝

１．福祉行政について

(1)発達障害(高機能障害)と療育手帳等について(各種支援等含む)伺う

(2)児童福祉年金及び児童年金条例について伺う
(3)各種申請及び更新時の診断書等の併用活用について伺う

２．市民サービスについて

予防接種等の通知(周知)について伺う

３．統合庁舎建設場所の安全性について(津波での浸水)
専門家等の参画(意見)等について伺う

25 德田 政信

１．自主防災避難訓練について

(1)各自治会による防災避難訓練について
(2)行政はどのようにかかわってきたか

(3)今後の防災避難訓練計画について

２．行政改革について

(1)これまでの行革の実績及び推進方法について

(2)若手市職員参加による行革推進について

26 久高 唯昭

１．複数以上ある施設（市民会館・体育館・図書館・野球場・プール・地区公民館）について

(1)それぞれの市民会館の①築年月②客席数③使用回数④延べ人員⑤地域別の利用者数
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⑥維持管理費

(2)それぞれの体育館の①築年月②使用回数③延べ人員④地域別の利用者数⑤維持管理費

(3)それぞれの図書館の①築年月②面積③本の数④利用者数⑤地域別の利用者数⑥維持管
理費

(4)それぞれのプールの①築年月②利用者数③オープン日数④地域別の利用者数⑤維持管

理費

(5)それぞれの野球場の①築年月②利用者回数③延べ人員④地域別の利用者数⑤維持管理

費

(6)勝連地区公民館・与那城地区公民館・石川地区公民館の①築年月②利用者回数③延べ人
員④地域別の利用者数⑤維持管理費

(7)(1)～(5)の各施設の役割・評価は

(8)今後、各施設を存続する考えなのか、または一つにもっていくのかどうか

(9)新しい中央公民館が具志川地区に建設されますが、その後、他地区公民館はどうなるの

か、当局のお考えをお聞かせ下さい

27 奥田 修

１．国の難病指定について

(1)難病指定についての説明と要美優さんを支援した善意に対する所見を伺う。

(2)本市で指定を受けている方の人数について

(3)当事者に対する行政の対応について
(4)募金活動と行政の取り組みについて

２．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)平成23年８月24日に米西海岸向けに輸出したとの報道がありました。その後の稼働状況

について伺う

(2)国策による製品備蓄の動向について伺う
(3)備蓄交付金の使途について緩和・制度改正はないか

３．安全・安心の住環境整備について

(1)地震・津波による国・県の防災計画見直しの動向と本市の防災計画(避難場所、避難経

路確保、避難訓練)策定について伺う

(2)平安座地区の地震・津波災害避難訓練に伴う避難場所の確保要請と避難経路の整備及び
防災公園について

(3)平安座地区コミュニティ防災センターの整備について(空調整備と長寿命化)

(4)市道18号線整備進捗状況と住民説明会について

４．島しょ地域小中学校統合について

(1)中学生の制服、体育着、ジャージ、小学生体育着の支給内容について伺う。同時に当初
の方針通り、無償支給と理解していいか伺う

(2)スクールバスについて

①５線、５台と地域に配慮した配置と考えるが通学外の部活動等への対応はどうなるか

②通学路の危険箇所の道路整備の取り組みについての考えは

(3)体育館・プールの改築の工程について伺う

(4)施設の一部改修には、特別支援学級も含まれていると思うが、編成について伺う
(5)開校した施設の管理はどのようになるのか

(6)後期実施計画は、平成24年～26年度間となりますが、施設跡利用計画に際し、教育委

員会の区分と市長部局の区分はどのようになるのか伺う
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28 田仲 康和

１．自転車の安全運転教室開催について

急速に普及している現状をどのように認識し、どのような対策を検討されているのか

２．県道36号線高架橋下の有効利用について、進捗状況は

３．中部衛生施設組合肥料(ながおソイル)について
商品化に成功した経緯について

４．うるま市特定用途制限地域について

条例設置の目的について

５．環境調和型まちづくりについて
進捗状況について

29 又吉 法尚

１．小学校教育について

(1)２学期制について伺う
(2)義務教育のあり方について伺う

(3)車登校について伺う

(4)制服の指定・導入について伺う

２．社会体育について

(1)市営野球場の借用について伺う
(2)市営体育館の建て替えについて伺う

(3)屋外型市民プールの建設について伺う

３．幼保一体化について

(1)幼稚園・保育園側の意見交換について伺う

(2)うるま市として、今後どのように進めて行く考えなのか率直に伺う

４．保育行政について

(1)認可保育園申込みの制度のあり方について伺う

(2)夜間保育の導入について伺う

５．基地問題について
(1)キャンプ・マクトリアスのフェンス取り替え工事について伺う

(2)具志川環状線の取り付け工事の中でキャンプマクトリアス正面ゲートへの一直線道路の

実現性について伺う

(3)キャンプ・マクトリアスからの油流出について伺う

６．川崎小学校屋内運動場増改築工事(建築)について
(1)現在の進捗状況を伺う

(2)専決処分にて、6,493,200円の契約変更増額されているが、その内容について伺う
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30 兼本 光治

１．姉妹都市盟約について

合併して７箇年が経過しており、現在宮崎県木城町と姉妹都市事業が行われていますが、

新政うるま市として新たな姉妹都市の計画がないか伺う

２．うるま市観光客促進事業について

うるま市の観光客増大を図るために、若者たちが賑わう催しの計画がないか

３．うるま市勝連南風原漁港整備について

漁港岸壁近くに計画されたまま、手つかず状態のさら地の今後の計画について

４．自主防災・災害時避難場所について

市当局の今後の防災計画について




