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25 平　正盛
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質 問 事 項

１ 田中 直次

１．統合庁舎問題について

(１)合併特例債について

(２)「基本構想」の改善点について

(３)統合庁舎の供用開始時期について

(４)合併協定書、新市建設計画について

２ 東浜 光雄

１．施政方針における３.主要事業概要｢勝連城跡周辺公園整備事業｣について

世界遺産の勝連城跡周辺公園整備事業は、本市の観光振興、地域活性化に繋げていく上で

大変重要な取り組みであり、旧勝連町当時からの懸案事項でもありました。今回、施政方
針、実施計画に取り上げられ本格的な事業の取り組みがなされることは感慨深いものがあ

ります。そこで、勝連城跡周辺公園整備事業についての具体的な取り組みについてお伺い

いたします

２．震災に伴う要援護者(障がい者、高齢者)の避難経路の確立と避難場所、避難所等の確保に

ついて
昨年の３月11日に起きた東日本大震災の教訓において日本全国で防災意識が高まり、市民

をより安全・安心に守るための防災計画の見直しが進められているところであります。特

に障がい者、高齢者については避難経路、避難場所、避難所等において通常の皆さんとは

違う生活の特異性を持つことから全体の見守意識と、安全・安心に避難ができ、避難生活

が送れるように避難経路、避難場所、避難所等の確保が重要になってくると思いますがど

のように考えるかお伺いいたします

３．高齢者虐待防止対策について

平成18年４月１日に高齢者虐待防止法が施行されてから６年が経過していますが、高齢者

の虐待は後を絶たない現状にあります。平成22年度の厚生労働省の調べによると65歳以上

の高齢者に家族や親族が虐待をしたと自治体が判断した件数が１万6,668件に上り、平成18

年度の調査開始以来過去最多となったことがわかっております。本県においても188件起こ
っている現状にありますが、本市において、高齢者虐待の現状はどのようになっているの

か。また、高齢者虐待防止法で地方公共団体の責務等が謳われていますが、その責務につ

いてどのように対応しているのかお伺いいたします

４．統合庁舎建設事業について

統合庁舎建設については、平成23年３月に｢うるま市統合庁舎建設委員会｣の答申を受け｢統
合庁舎基本構想｣を書き上げ、建築床面積14,500㎡、職員数882人、総事業費63億円で、４

地区においての地域説明会、議会での議論が進められた経緯があります。しかし、11月に

基本構想の改定がなされ、建築床面積が11,450㎡(3,050㎡の減)、職員数814人(68人の

減)、総事業費45億円(18億円の減)の大幅な改定となっていますが、その具体的な経緯につ

いてお伺いいたします

３ 松田 久男

１．一括交付金の使途について

一括交付金の使途について以下の提案をします

(１)観光振興のために市民の森公園の整備
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(２)スポーツコンベンション振興のために石川野球場の黒土への改修

(３)歴史文化財保護、観光資源としての諮詢会跡の整備

２．石川庁舎跡利用について

沖縄の空手団体が県に要請している空手大学(学部)の誘致をしてはどうか。石川庁舎は学

校施設への転換が向いていると思うが

３．津波避難訓練について

先日行われた避難訓練における課題は何があったか。特に児童生徒の避難は順調にいった
かどうか

４ 仲本 辰雄

１．施政方針について

(１)P14の５行目「農業振興地域整備計画」の見直し内容や目指している農業振興を伺う
(２)P14の下から６行目「畜産振興については-中略-経営安定」とあるが、どのような施策

で経営安定が実現できるかを伺う

(３)P15の４行目「中小企業振興条例の制定」が中小企業振興にどれほどの効果が確保でき

る条例を目指しているかを伺う

(４)P16の２行目「農商工連携や特産品の開発等の推進」とあるが、推進体制や実現可能性

などを伺う
(５)P16の４行目「世界遺産勝連城跡の周辺においては、市産品などの物産販売による地域

活性化を図る」とあるが、設置位置と規模及び物産の範囲や推進体制などを伺う

(６)P20の５行目「勝連地区に建設する児童館の実施設計に取り組む」とあるが、建設場所

の決定時期と規模や機能などを伺う

(７)P24の５行目「本市が所有する公共施設-中略-基本的な考え方と具体的な方向性を検討

します」とあるが具体的な内容と方向性を伺う

２．自動車産業の育成について

平成22年９月議会で、地域経済の活性化、雇用の拡大を図るため、改造ＥＶ車ビジネスを

展開する必要があると提言したが、その後の取り組みと今後の展望などを伺う

３．観光振興について
観光振興の現状と課題及び対応などを伺う

４．学校施設改築について

建築基準法12条第２項の点検義務が実施されているかを問う中で、学校施設改築事業など

につながる方向性を伺う

５．沖縄振興特別調整交付金(仮称)について

沖縄振興特別調整交付金(仮称)を活用した本市に関連する県事業と本市が要望した事業内

容や沖縄の特殊性などを踏まえた事業について伺う

５ 石川 眞永

１．統合庁舎建設について

基本構想で総事業費63億円として１年たち、基本設計時に45億円に変更されている。その

差額18億円は、いつどの機関で算定し減額変更したか

市民、議会への周知はどうなっているか伺う
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２．農業問題

台風２号、９号の被害で今期のさとうきびは減収が予想されているが本市の対前年比はど

うなっているか、また来期の生産計画はどうなっているか伺う

６ 伊盛 サチ子

１．福祉行政について

乳幼児医療費の拡充と中学校卒業までの入院費無料実施の時期、自動償還払い導入に向け

ての取り組みについて

２．教育行政について

学校適正配置後期実施計画の今後の取り組みの状況について

３．建設行政について

住宅リフォーム制度に向けたその後の取り組みの現状について

４．統合庁舎建設について

(１)合併協定書を遵守して均衡ある発展を図ることについて

(２)統合庁舎建設によって支所設置条例の廃止を検討しているのか

(３)統合庁舎建設によって市民サービスの地域格差が広がるのではないか

(４)窓口機能の違いはあるか
(５)市民説明会について

７ 佐久田 悟

１．うるま市の｢農畜産業｣と｢地産地消｣の現状について

２．学校教育と児童生徒の学力向上に向けた取り組みについて

３．うるま市における｢新産業創出｣の取り組みについて

４．うるま市観光物産協会の運営状況と観光誘客を促進する取り組みについて

８ 兼本 光治

１．新しい沖縄県立郷土劇場建設誘致について

平成21年３月閉館となっている沖縄県立郷土劇場建設をうるま市に建設誘致する考えがな

いか

２．屋慶名地先の悪臭対策について

海中道路再生計画について

３．屋慶名監視哨整備について

戦争遺跡保存を行うために監視哨のコンクリート剥離等を早急に対応対策ができないかお

伺いします

４．東海岸開発基本計画について

新年度事業等の内容についてお伺いします
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９ 喜屋武 力

１．県道16号線宮里区内街灯について

夜間与那城方面より赤道十字路方向へ進行して行くと字宮里区内に差しかかった際、急激

に暗くなります。同じ県道なのに街灯が少ないのはなぜか。市当局から街灯設置をお願い

してほしい

２．学校周囲環境整備について
(１)中原小学校幼稚園前の石積みをコンクリート擁壁に出来ないか

(２)中原小学校裏山(ふれあいの丘)の桜について

３．学校内の男子トイレについて

男子トイレの小便器をなくし、大便器に変える事は出来ないか

４．彩橋小中学校について

(１)４月開校の彩橋小中学校の準備・進捗状況について

(２)外国語教育について

５．高速道路の延長について

世界遺産勝連城跡や島しょ地域の風光明媚な海の自然環境を生かした観光振興に今１番必
要なのは、高速道路の延長と宿泊施設ではないかと思うが、市の考えをお聞かせ下さい

10 比嘉 敦子

１．行政について

(１)障がい者等にやさしい統合庁舎について
①車いす専用の出入り口について

②障がい者用の駐車場について

③授乳室について

④オストメイトトイレの設置について

(２)本庁前身障者専用駐車場について

屋根及びアーケードの設置ができないか

２．防犯対策について

(１)うるま地区安全なまちづくり推進協議会は設置されているか、また今後の計画につい

て

(２)特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用について

(３)本市全刑法犯の発生状況について
(４)防犯カメラの設置要望について

(５)防犯カメラを有効活用し検挙した事例について

３．防災について

(１)防災会議について

(２)海抜表示板について
(３)去る１月20日に行われた避難訓練について、所感と課題等について

(４)避難道路について

(５)避難施設について
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４．健康支援について

(１)不育症治療費の助成ができないか

(２)乳幼児医療費の助成事業について、実施時期と周知について
(３)胆道閉鎖症の早期発見について

５．屋慶名橋について

(１)老朽化が進んでいるが現状の認識ついて

(２)改築工事の計画はあるか

11 名嘉眞 宜德

１．統合庁舎について

(１)統合庁舎基本構想の見直しについて

(２)水道局の統合について

12 金城 勝正

１．具志川２－75号線（具志川小学校通学路歩道設置工事）に関する事項について

２．消防行政に関する事項について
(１)救急隊が病院から出動する取り組みについて

(２)派遣型救急ワークステーションの導入と消防体制について

(３)同ワークステーションの適切な導入について

３．学校適正配置後期計画に関する事項について

田場小学校と具志川小学校の生徒数の増減に伴う通学区域の見直しの可能性について

４．平成24年度施政方針

(１)市景観計画に基づく景観づくり事業に関する事項について

(２)中央公民館機能を兼ねた生涯学習センターの建設に関する事項について

(３)農業災害対策特別資金利子補給事業及び震災被害農家経営支援資金利子補給事業に関

する事項について
(４)観光リゾートエリア、観光資源のネットワーク形成とリゾートウェディングの誘致等

に関する事項について

(５)うるま市観光物産協会と連携して施策を推進することに関連する事項について

13 仲程 孝

１．中央公民館建設について

(１)建設位置、事業規模等の進捗状況について伺う

(２)名称を生涯学習センターとする事により、公民館との機能等の違いがあるのか伺う

２．閉校後の校舎等の跡利用について

島しょ地域において閉校となる学校校舎、体育館等の次年度からの維持管理及び跡利用に
ついて伺う

３．文化財と産業振興について

史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業(国庫補助)について伺う
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４．クラウド拠点事業について

兼箇段、県農業試験場園芸市場跡地における、県事業の『クラウドコンピューティング拠

点事業』について伺う

５．スポーツ振興について

うるま市における、サッカーＪリーグチームのキャンプ誘致等の可能性について伺う

14 名嘉山 隆

１．岩手県盛岡市交流事業について

交流の派遣規模・時期・内容について伺う

２．行政マネジメント導入について

(１)どのような事業内容か伺う

（２)また、これまでの実績報告をお聞かせ下さい

３．公共施設等マネジメント計画策定事業について

どのような事業内容かお聞かせ下さい

４．サッカースタジアム誘致について

これまでの県の動向について伺う

５．東日本大震災で大量に発生した災害廃棄物について

うるま市の受け入れの考え方について伺う

15 喜屋武 正伸

１．都市計画行政について

うるま市景観・緑化祭事業について、具体的な内容を伺う

２．福祉行政について(施政方針から)

(１)地域公民館との連携による地域子育て活動支援事業の内容について伺う

(２)市学童クラブ連絡協議会への支援とあるが、具体的な内容を伺う
(３)待機児童解消に向けての取り組みの具体的な内容について伺う

(４)認可外保育施設の児童の処遇向上について内容を伺う

３．農業行政について

農道の排水路整備について伺う

４．教育行政について

(１)高江洲小学校、幼稚園の整備計画の進捗状況について伺う

(２)防災避難訓練(市防災訓練)の成果と課題について伺う

16 中村 正人

１．一括交付金について

沖縄県との協議内容について

２．特別支援教育事業について

平成24年度事業及び予算について
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３．待機児童解消について

入所児童数及び予算について

４．児童館建設について

内容及び予算について

５．行財政改革について

(１)平成24年度目標内容と数値について
(２)合併特例債事業の期限延長について

17 平良 榮順

１．防災行政について

(１)１月20日に実施された地震・津波防災訓練について
①概要と成果、課題等を伺う

②自主防災組織結成について支援策を伺う

③災害時要援護者支援システムについて伺う

２．道路行政について

(１)みどり町市道2014号線、1029号線、2023号線、2033号線の街路樹整備について伺う
(２)県道具志川環状線字天願区域への街灯設置について伺う

(３)天願地域内道路整備事業について伺う

３．中城湾港開発について

(１)うるま市区域の立地企業数と就業者数について伺う

(２)定期航路の実証実験結果について伺う
(３)沖縄21世紀ビジョンにおける位置づけについて伺う

(４)今後の企業誘致について伺う

４．行政改革について

(１)「うるま市行政改革大綱実施計画」の実施状況及び成果について伺う

(２)「第２次うるま市行政改革大綱実施計画」の取り組みについて伺う

５．観光振興について

観光物産協会の活動実績について伺う

18 宮里 朝盛

１．施政方針全般

(１)農業振興について

①農業用廃プラスチックの適正処分と処分助成事業について伺う

②農業振興地域整備計画の見直し、策定と進捗状況について

(２)労働行政について

｢うるま市地域若年者人材育成事業｣の若年者の雇用対策事業とジョブシャドウイング
事業について伺う

(３)消防行政について

県内初の派遣型救急ワークステーションの設置に向けた取り組みについて伺う

(４)学校教育行政について

新設彩橋小中学校の児童生徒の教育支援｢非常勤講師加配事業｣等について伺う
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19 高江洲 賢治

１．公園整備について

(１)中原小学校横の江洲第５公園整備について

(２)江洲第１公園整備計画について

２．道路整備について

江洲幸崎原の墓地地域の道路整備について

３．幼保一体化について

幼保一体化に関するうるま市の考え方について

20 宮城 茂

１．市道行政について

市道石川高原線、ロイヤルガーデンホテル近くのガードレール下方の決壊改修について伺

う

２．交通安全対策について

(１)市道石川30号線の通学路の安全対策について伺う
(２)市道石川高原線交通危険箇所の車線表示及び看板設置等について伺う

３．教育行政について

昨年４月から完全実施された小学校の「新学習指導要領」について伺う

４．新石川浄水場について
同浄水場内に建設予定のスポーツ施設及び公園等の進捗状況について伺う

５．国頭村安田の養豚場の状況について

２月16日に役場職員や県職員、養豚場の事業主が協議しているが、その内容についておわ

かりでしたらお聞かせ下さい

21 伊波 良紀

１．道路行政について

(１)市道石川55・59号線の道路整備について

(２)市道石川34号線と市道石川55号線が交差する箇所の整備について

２．農業行政について

農振農用地の一部見直しについて

３．防災行政について

１月20日に実施されたうるま市地震・津波の防災訓練について

(１)課題
(２)その対応について

(３)消防・警察署との連携について

(４)地震・津波発生時の学校の対応策について
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22 永玉栄 靖

１．平成24年度施政方針について
(１)P７ 東海岸開発基本計画について

「豊かな自然環境、歴史・文化資源を生かした東海岸地域の活性化に取り組みます」

とありますが、もっと具体化した計画をお願いします

また、藪地島の市道17号線整備に向け、筆界未定地の境界確定業務と市道17号線整備

等の作業手順について伺う

(２)P24 統合庁舎建設について
①市民サービス、利便性を図るため、今後も分庁方式で窓口業務を行いますか

②庁舎等の跡利用を含め、本市が所有する公共施設等の跡利用等について具体的な方

向性等は。また、新庁舎の供用開始を見据えて、組織機構の見直しはどのように考

えているのかお伺いします

③統合庁舎建設に対して市民からの反対運動が起こっている事に関して、行政として

はどのように考えていますか。今後の対応について伺う
④庁舎建設の床面積と事業費減について（職員数814人、合築面積114.450㎡の内訳説

明、本庁舎既存面積8,924㎡、職員配置状況）

⑤うるま市統合庁舎基本設計者選定プロポーザルに関する事項

(３)P25 沖縄振興一括交付金について

本市においては、政策立案と実行力が求められてきますとありますが、どのような事

に活用していこうと考えていますか、お伺いしたい

２．体育館の建設について

(１)県内で体育館が４コートで、県大会が出来る市町村はどこか伺う

(２)うるま市でも県大会が開催できる体育館の必要性を感じます。体育館を建設して、ス

ポーツの向上、地域活性化に結びつけてもらいたい。うるま市の考え方、対応に関し

てお伺いします

３．選挙公報について

(１)うるま市選挙公報条例制定（平成22年12月議会答弁）のその後の選挙管理委員会の協

議事項、取り組み状況について

(２)うるま市選挙公報条例制定に向けて、財政当局との協議は

(３)今後の作業手順について伺う

23 下門 勝

１．教育行政について

児童生徒の薬物(脱法ドラッグ含む)使用等の現状について

２．物産振興について

特産品・推奨品の開発、掘り起こしについて

３．環境行政について

不法投棄の現状について

４．消防行政について

派遣型救急ワークステーション事業について

５．人事行政について

職員適正配置の人事管理について(うるま市消防本部組織に関する規則について)
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６．子育て支援について

(１)待機児童の解消について
(２)障害児保育について

(３)認可外保育園支援について

(４)学童クラブ等について(家庭への支援、クラブへの支援など)

24 照屋 義正

１．施政方針について

｢うるま市はひとつ・市民協働のまちづくり｣をスローガンに１つ目に｢経済の活性化と失業

率の改善｣２つ目に｢教育・子育て支援の拡大｣、３つ目に｢地元企業育成と誘致、そして地

産地消の目標を揚げた施政方針から次の８件について質問します

(１)｢21世紀ビジョン基本計画｣と沖縄振興の制度及び沖縄振興一括交付金について

①｢国際物流拠点産業集積地域振興｣について
②｢産業高度化・事業革新促進地域振興｣について

③｢観光地形成促進地域｣振興について

④勝連城跡の曲輪の復元の基となる資料調査について

⑤赤野地内ヌーリ川沿の桜並木道の整備について

⑥｢浜千鳥の碑｣までの道路舗装について

④～⑥の３件について一括交付金等の活用をお願いします
(２)彩橋小中学校の整備について

①校舎増改築について

②屋内運動場及びプールの整備について

③屋外運動場の整備について

④児童生徒の教育支援についてお伺いします。

(３)生涯学習センター(中央公民館)の整備について
①位置の選定について

②建築及び供用開始年度についてお願いします。

(４)中小企業振興条例の制定について

(５)中学校３年卒業まで入院医療費の無料化について

①入院医療費の内容について

②通院医療費の概算について
(６)平良川地域コミュニティ施設整備について

事業執行内容変更(規模及び事業費等)と実施年度と供用開始についてお伺いします

(７)基地問題について

①米軍基地再整備推進法に基づくホワイトビーチの地域指定について

②日米地位協定の抜本的見直しについてお伺いします。

(８)統合庁舎建設について
①建設費の大幅減額の内容について

②合併特例債以外の財源確保についてお伺いします

25 平 正盛

１．施政方針について
(１)「うるま市はひとつ・市民協働のまちづくり」について（P５）

(２)「経済的理由により、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、必要な

就学援助を行い、円滑な義務教育の推進に努めます」について（P11）

(３)「保険税の収納率向上対策を強化し、国保の健全運営に努めます」について（P18）

(４)「広報広聴については」について（P21）
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(５)「統合庁舎建設については」について（P24）

(６)「市税については」と「徴収においては」について（P25）

(７)「沖縄振興一括交付金」について

２．給食費の無料化・免除について

(１)うるま市は「特定防衛施設周辺整備調整交付金」の該当がありますか

(２)この交付金が給食費の無料化に活用できるといわれていますが

３．文化財関係について
(１)現在、国指定の文化財は何件か

(２)現在、国指定の文化財の事業はどうなっているか

(３)安慶名城跡は、どの様な事業を現在展開してるのか

４．伊計城跡について

(１)伊計城の土地の所有者は誰ですか
(２)津波対策の施設建設について

５．ビックタイムリゾート伊計島について

(１)伊計島を含む島しょ地域への観光客誘致をこれまで行ってきましたか

(２)ホテル閉鎖に伴い失業する人たちの雇用対策がありますか

６．廃校後の跡利用について

(１)次年度（今年の４月）から、廃校になる校舎や運動場等の跡利用の計画はどうなって

いますか

(２)それを利用しようとする個人や団体等の申込み等がありますか。また、教育委員会独

自の案がありますか

26 久高 唯昭

１．子ども手当について

厚生労働省は２月14日に昨年10月分以降の子ども手当について、20の自治体をサンプル調

査した結果、子ども手当対象者の全国約1,720万人の内の11.2％が受給のための申請をして

いないと発表し、そして未申請のままだと全国で百数十万人の子どもに受給漏れの恐れが
あると述べています

そこでうるま市の①申請状況、②対象人員、③申請をした人数、また何％か伺う

２．電子黒板の導入について

文部科学省によると、全国の公立校（小学校、中学校、高校）で電子黒板を整備している

割合は2010年３月で54.9％、2011年３月で69.3％と述べています。うるま市において電子
黒板の導入についてどうお考えでしょうか

３．自衛官募集業務について

国民の生命、財産を守る自衛隊は昭和29年に設立されました。自衛隊は今日迄、数々の

活躍をし、国民から信頼と評価を得ているところと私は思うものであります。自衛隊は立

派な組織であり職業であると思います。うるま市からたくさんの隊員が誕生することを私
は願うものであります

そこでお伺いします。うるま市において自衛隊募集にどのように取り組んでいるのかお聞

かせ下さい

(１)募集業務の相談に取り組んだ人数について（平成20年、21年、22年実績）

(２)募集業務に対する広報活動について
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27 幸地 政和

１．観光振興について

(１)観光振興の施策事業について

①広域的観光情報発信拠点整備事業の推進について

②闘牛博物館整備事業の推進について

２．社会体育施設について
(１)石川野球場等の整備について

①石川野球場増改築について

②石川野球場グラウンド整備（黒土入替、芝張替）について

③石川野球場防球ネット改修について

④石川野球場外周の側溝清掃について

(２)具志川運動公園環境整備について
①具志川野球場整備（芝張替）について

②桜等の移植と歩道植栽木の管理について

③緑地地帯の環境整備について

３．農業振興について

(１)農業振興の推進について
①第６次産業の現状について

②第６次産業の振興について

③新規農業就業者の育成方針について

(２)上原土地改良区内の環境整備について

上原土地改良区内排水溝整備について

28 田仲 康和

１．自転車関連について

(１)安全運転教室開催の手ごたえについて

(２)第３回センチュリーランについて

２．環境問題について

(１)環境調和型まちづくりの進捗状況について

(２)豚舎を視察した感想について

３．グスク遺産（比嘉グスク・伊計グスク・安慶名城跡）について

管理状況について

４．塩田記念公園の整備について

字塩屋区の塩田地権者とその面積について

５．うるま市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）について

29 又吉 法尚

１．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)ゲート裏入口の兵士のライフル銃の所持について伺う
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(３)昨年12月５日に起きた油流出について伺う

(４)昨年５月28日に起きた勝連平敷屋での米軍気象観測レーダーからの飛散物での民家等

への被害について伺う

２．うるま市地震・津波防災避難訓練について

(１)当日の住民への告知方法・認知度について伺う

(２)避難訓練に参加した生徒数、先生方の数、交通誘導に関わった警察官の数、市職員

数。また、一般参加者のおよその数について伺う

(３)キャンプマクトリアス基地内の高台(通称・獅子山)への避難の可能性について伺う

３．小学校教育について

(１)４月に開校する彩橋小中学校に伴う空き校舎の跡利用について伺う

(２)制服・体育着・トレーニングウェアー等の無料支給について伺う

(３)うるま市内における男女混合名簿導入について伺う

４．保育行政について

(１)平成24年度保育所入所が確定した現在の待機児童数について伺う

(２)入所できる家庭の条件をすべて満たしても入所出来なかった保護者への対応について

伺う

(３)認可外保育園への新すこやか保育事業の拡充について伺う

５．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いく考えなのか率直に伺う

６．道路整備について

(１)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

７．学童保育について

(１)放課後児童健全育成事業による学童クラブへの運営費補助について伺う

(２)一人親世帯への学童保育費補助について伺う

30 德田 政信

１．一括交付金について

(１)概要説明

(２)うるま市の主な事業計画について

２．農業振興について

(１)青年就農給付金事業について

(２)農業用廃プラスチック処分助成事業について

(３)仲嶺地区団体営調査設計事業について

３．道路行政について
(１)県道36号線改良事業について

(２)県道224号線改良事業について




