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日付 順番 氏　      名 備考

1 田中　直次

2 金城　勝正

3 仲本　辰雄

4 比嘉　敦子

5 喜屋武　力

6 島袋　行正

7 東浜　光雄

8 伊盛　サチ子

9 中村　正人

10 松田　久男

11 石川　眞永

12 名嘉眞　宜德

13 照屋　義正　

14 平　正盛

15 喜屋武　正伸

16 田仲　康和

17 平良　榮順

18 佐久田　悟

19 仲程　孝

20 幸地　政和

21 下門　勝

22 奥田　修

23 久高　唯昭

24 兼本　光治

25 名嘉山　隆

26 宮里　朝盛

27 又吉　法尚

６/２４(月）

６/２８(金）

６/２７(木）

６/２５(火）

６/２６(水）

第７７ 回　６月定例会　一般質問通告割振り一覧

６/１９(水）

６/２０(木）

６/２１(金）
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質 問 事 項

１ 田中 直次

１. 米海兵隊主催オスプレイ見学会について

２. 川崎街区公園問題について

３. うるま市の経済、雇用、観光など、市政発展の総合的な課題について

２ 金城 勝正

１. うるま市具志川総合運動公園に関連する事項について

（１)主要進入路の防犯灯設置の必要性について

（２)具志川野球場及び周辺環境整備事業に関連する事項について

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

３. 国民健康保険特別会計の関連する事項について

４. 消防派遣型救急ワークステーションに関連する事項について

３ 仲本 辰雄

１. 学校施設の老朽化対策について

２. 空き家管理条例の制定について

３. 障害者優先調達推進法による調達方針及び結果の公表等について

４. 一括交付金を活用した未買収道路用地取得事業について

５. 公共工事設計労務単価の引き上げについて

６. 定員適正化計画のゆるやかな見直しについて

４ 比嘉 敦子

１. 行政について
「海から豚がやってきた」七人の勇士の石碑について

２. 防犯対策について

(１)本市の防犯カメラ等の設置状況と要望状況

(２)特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用について

(３)今後の取り組みについて

３. 市民相談について

(１)市民相談の件数（Ｈ22・23・24年度・Ｈ25年度現在）

(２)市民相談の現状と課題について

(３)市民相談日時をもっと増やせないか
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４. 福祉について

(１)母子生活支援制度について
(２)児童扶養手当の現状と課題について

①生活保護世帯で児童扶養手当を受給している人数

②家庭の事情で祖父母が親にかわって孫を育てている世帯数

③子どもの育成を支援する独自の制度が創設できないか

(３)母子寡婦福祉貸付金について

(４)子ども子育て支援制度について

５. 観光について

うるま市の観光の魅力を内外にＰＲし、市のイメージアップを図るため「うるま観光大

使」を設置してはどうか

６. 教育について
学習室の確保について、市の取り組みと見解について

５ 喜屋武 力

１. 安慶名城跡国指定史跡について

史跡の整備をする事で、観光客を呼びうるま市のアピールにもつながる

２. 弱者救済支援システムについて

本市もＱＲコードを活用し、障害者や高齢者の見守り支援を市民一体となり出来ないもの

か

３. 英語教育について
今年４月より高校では英語の時間に英会話を優先に取り入れた英語教育を行っていると

思うが、中学校でも取り組めないものか

４. あやはし館修繕工事について

指定管理の契約の内容について

５. 兼箇段農道整備について

兼箇段公民館入口側面の農道整備計画は有るのか

６ 島袋 行正

１. ユビダーについて
(１)雨水対策の現状は

(２)今後の対策は

(３)地域からの要請について

(４)勝連城跡整備計画からのユビダーの位置付けは

２. 南風原漁港について
(１)船揚げ場の拡張について

(２)組合からの要請について

(３)漁港内の浚渫を実施できないか

３. 本市の小学校の基礎学力について



- 3 -

(１)うるま市内の小学校の基礎学力の現状は

(２)基礎学力向上の対策は

４. 農業排水路について

(１)南風原区からの要請についての現状は

(２)今後の対策は

７ 東浜 光雄

１． 冠水対策について

勝連平安名1853番地１～1845番地（佐久田アパート）までの間で、大雨時に山手側から流

れてくる雨水により赤土の流出や道路、住宅敷地内、沖銀与勝支店の駐車場において冠水

がおこり、住民の生活に支障が生じている現状にあります。当局はその現状を認識してい

るのか、お伺いいたします。

２． 教職員の多忙化防止対策について

生徒指導上、困難を抱える児童生徒や保護者への対応や情報公開、説明責任を果たすため

の環境整備など、近年の社会情勢や教育環境に起因する業務量が増加していることから教

職員が多忙化の現状にあると言われていますが、本市の現状はどのようになっているの

か、お伺いいたします。

３． 自然学校の開設について

学習の方法には概念学習法と体験学習法があると言われています。概念学習法は概念化

された知識をより多く「覚える」ことを求める「形式知」を中心に学び「言葉や図に表現

できる知識」であり、学校での学習は、概念学習法で「教科教育」が中心となっていま

す。体験学習法はプロセスから学ぶ「心」「感性」「体で考える」ことを求める「暗黙

知」を中心に学び「言葉や図では表現できない知識で、体験教育といわれ、自然学校はこ
れが中心となっています。現在、子どもたちの学習の状況は学校や学習塾で概念化された

知識をより多く「覚える」ことを求める概念学習法で「教科教育」が主であると考えま

す。プロセスから学び「心」、「感性」、そして「体で考える」ことを求める「体験教

育」は実施されているとはいえ充実しているとは思いません。勿論、概念学習は大切です

が、体験学習で得られる「心」と「感性」、「自ら考える力」の学習は最も大切なものだ

と思います。本市の子どもたちが未来に向け素敵に翔いていくための「体験学習」を実
施、充実していく自然学校の設置は重要・不可欠だと思いますが、どのように考えるか、

お伺いいたします。

４． 花と緑のガーデン都市づくりについて

本市の姉妹都市である岩手県盛岡市では平成16年度から「花と緑のガーデン都市づくり事

業」を実施し、市の関連施設や商店街等においてハンギングバスケット等による連続的な
緑化を図り、「花と緑のガーデン都市盛岡」というイメージを形成することで観光客を誘

致し、商店街の活性化、更には盛岡市の活性化を図っていくための事業展開をしているこ

とはご承知のことと思います。先だって「いぶきの会」で、その事業の政務調査を行って

まいりました。街中にたくさんの花がほころぶ景観は、見る人の心を和ませ、幸せな気持

ちにさせます。花での街づくりは見る人を魅了し観光振興に一役買う重要なものだと考え

ますが、本市でも取り組んでいく考えがないか、お伺い致します。

８ 伊盛 サチ子

１. 福祉行政について

(１)子ども子育て関連３法に関する内容と国・県・市町村の役割について
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(２)子ども子育て会議の設置について

(３)自動償還払い方式導入にむけた申請手続きについて

２. ロタウイルス（感染性胃腸炎）に対する予防接種の助成について

３. 道路行政について

(１)未買収道路用地取得計画の進捗状況について

(２)天願川宇堅橋下流に整備された管理用道路（遊歩道）等の定期的雑草の除去、ハブ注

意立看の設置について
(３)中城湾港（ＩＴ津梁パークから金城重機）周辺道路、遊歩道等の定期的な草刈り

除去について

９ 中村 正人

１. 防災計画について
避難場所について

２. 雇用問題について

(１)農水産業の雇用状況について

(２)女性の雇用形態について

３. 沖縄振興策（一括交付金）について

(１)平成24年度予算の中身

(２)繰越金

(３)10年間の計画案について

４. 学校適正配置による離島振興策
現状と課題について

５. 待機児童解消について

うるま市の負担金増額について

１０ 松田 久男

１. 石川西地区の街灯整備について

市道石川西線のマックスバリュー前の街灯の整備について

２. うるま市スポーツ推進審議会について

委員の任命、会議の開催の現状について

３. うるま市地域情報化計画について

(１)市民の利便性に向けた情報化施策のこれまでの成果と今後の方向性について

(２)学校経営計画書の情報公開等について

１１ 石川 眞永

１. 農水産業について

ＴＰＰの施行による沖縄県の農水産業におよぼす影響と、本市の農水産業におよぼす影響

を伺います
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２. 福祉行政について

石川福祉センターが閉鎖されているが、市としての利用計画を伺う

３. 環境問題について

石川東恩納のコーラル採掘跡の現状、埋めたて計画、利用計画を伺う

４. 教育行政について

市民プールを温水化にし、生涯学習の一環として市民が年中利用できる施設にできないか

伺う

１２ 名嘉眞 宜德

１. 中学校教育指導推進事業について

２. ＥＭによるまちづくり推進事業について
（１)事業内容（経済部・土木建築等）

（２)これまでの成果と現状（経済部・土木建築等）

（３)他自治体等の視察状況

（４)統合庁舎建設への活用の有無等

（５)今後の取り組み

３. 市の財政計画について

４. 公共施設等のあり方検討委員会について

１３ 照屋 義正

１． 定住自立圏の本市指定に伴う事業展開について

（１)指定条件緩和の内容について

（２)周辺市町村名と協定の内容について

（３)事業施策について

２． 中城湾新港に関連して
(１)航路浚渫工事について

（２)定期航路実証実験について

（３)港湾ターミナルビルの整備について

３． 具志川中央子どもセンター（仮称）整備について

４ 照間地区のゼロメートル水田の解消について

（１)本市の特産品であるイ草（タタミ表）の後継者育成について

（２)県の事業計画方針について

（３)県と関連して本市の事業計画について

１４ 平 正盛

１． 総務関係について

(１)「うるま市島しょ地域振興及び定住促進条例（仮称）」について

(２)「うるま市自治基本条例」について
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２． 経済関係について

（１)うるま市の観光について

（２)市内高等学校に水産学科や工業学科等の設置について
（３)第６次産業について

（４)一島一株式会社について

（５)農林漁家（民宿）について

３． 教育関係について

（１)学校給食等の会計事務について
（２)地域運営校について

４， 所信表明について

市長２期目の市政運営について

５． 土木関係について
島しょ地域の護岸整備について

１５ 喜屋武 正伸

１. 保育行政について

(１)直近の待機児童数について
(２)待機児童解消に向けた今後の方針について

(３)認可外保育施設の防音対策事業について

①市内の対象となる施設数について

②本市の対応について

２. 防犯灯について
(１)防犯灯のＬＥＤ化について

(２)学校周辺の通学路の防犯灯設置について

３. 道路行政について

(１)県道36号線（高江洲地域）歩道未整備部分の進捗状況について

(２)高江洲小学校運動場横の道路の整備について

４. 農水産物直売所について

(１)進捗状況について

(２)運営形態について

１６ 田仲 康和

１. 環境問題について

(１)「環境月間」におけるうるま市の取り組み状況について

(２)「うるま市一般廃棄物処理基本計画」後期見直しについて

２. 市民の健康増進について

３. 山城茶について

４. 伊波城跡の整備について

(１)伊波城の歴史的な背景について
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(２)新市計画における位置づけは

(３)地域審議会からの答申は

５. 川田海岸の掃除について

１７ 平良 榮順

１． 治水及び環境整備について

(１)天願川整備について
①天願川茶木根橋上流右岸、左岸の整備について伺います

②天願橋下流の整備について伺います

（２)天願川流域対策について

①降雨時流水量の把握等について伺います

②雨水流出抑制施設について伺います

（３)天願区集落内急傾斜地の雑木類の伐採整備について

２． 道路行政について

（１)具志川環状線字天願から川崎までの未開通区間について伺います

（２)具志川厚生園近く交差点と御山ぬ川橋交差点への信号機設置について伺います

３． 観光振興について
（１)観光物産協会の活動実績について伺います

（２)観光物産協会の組織、運営について伺います

４． 地域活性化への取り組みについて

（１)定住自立圏構想について伺います

（２)うるま市定住自立圏形成におけるメリット、課題について伺います
（３)市当局の対応について伺います

１８ 佐久田 悟

１． 与勝中学校前交差点より新しく開通した県道１０号線、伊計・平良川線沿いの街路灯設置

と旧道との交差点への信号設置について

２． 屋慶名漁港内にある旧旅客待合所建屋の現状と跡利用計画について

３． うるま市における生活保護の現状と課題、取り組みについて

４． うるま市における認知症の高齢者対策の現状、課題、取り組みについて

５． うるま市の各自治会加入率の現状と、地域コミュニティーの活性化に向けた支援、取り

組みについて

１９ 仲程 孝

１． 悪臭防止対策について

赤道小学校付近、豚舎からの悪臭防止対策とその後の対応、検討結果と進捗状況に

ついて伺う

２． 県道２２４号線、具志川環状線への信号機設置について
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県道２２４号線赤道地内、沖縄市登川との境に接する三差路への信号機設置がで

きないものか伺う

３． 赤道地内道路の安全対策について（市道211号線）

市道211号線に接続し、新たに十字路となった箇所において、交通事故が多発傾向にあ

るが、今後の対策について伺う

４． 母子生活支援施設設置について

ＤＶ被害の実態と対策、シェルター設置の考え方、今後、うるま市独自で母子生活支
援施設を設置していく可能性について伺う

２０ 幸地 政和

１． 職員給与について

職員給与の削減について
(１)職員給与を削減する条例改正（案）について

２． 健康行政について

特定健診について

(１)特定健診の受診率と向上対策について

(２)特定保健指導指針について

３． 財産管理について

法定外公共物について

(１)国から譲与された法定外公共物について

(２)管理体制の業務について

４． 農業振興について

農業政策について

(１)耕作放棄地の課題と施策について

(２)沖縄伝統的農産物（島野菜）の促進について

(３)ＴＰＰに対する施策について

２１ 下門 勝

１． 教育行政について

（１)インクルーシブ教育について伺う

（２)勝連小学校運動場からの土砂流出対策について伺う

（３)勝連小学校屋外トイレ整備について伺う
（４)勝連幼稚園移転計画について伺う

（５)与勝中学校（Ｂ棟）校舎クーラーの温度調節について伺う

（６)各学校の体育館床の劣化等に伴うささくれ対応について伺う

２． 保育行政について

（１)待機児童対策について伺う
（２)子育て支援対策等（育児休暇等）について伺う

３． 観光行政について

（１)勝連城跡周辺文化観光拠点整備基本計画（案）等について伺う

（２)観光振興ビジョンについて伺う
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４． 道路行政について

（１)与勝中学校前交差点の渋滞対策について伺う
（２)平安名（1455番地付近）冠水対策について伺う

５． 市民提案事業制度の導入について

市民提案事業制度について本市の考え方について伺う

２２ 奥田 修

１. 集団感染と対策について

(１)那覇市内の小学校での結核集団感染、石垣市の保育園でのロタウイルスによる感染

胃腸炎の集団感染、県内での風疹の感染について、当局として、この様な状況をどの

ように認識し、対策・指導を行ったか伺う。又、本市への影響についても伺う

(２)上記の対応について

２. 母子家庭生活支援モデル事業導入に向けて

(１)事業開始、目標の状況について

(２)事業の具体的内容について

①運営については、法人等に委託するとの事ですが、選定方法の基本的な考えを伺

う（公募・資格等々）
②市内に事務所とサポートルーム各1部屋、居室用10部屋を借り上げる予定とありま

すが、分散型か集中型か考えを伺う

③受け入れには基準が有ると思うが、拡充もあり得るか

３. マーラン船等復元活用事業について

(１)マーラン船については、どの様な歴史認識で対外的にＰＲして行く考えか伺う
(２)船体の規模、機能、活用方針、管理について伺う（固定型・遊動型・係留地等）

(３)海の駅あやはし館の建物に帆を設置する事への考えについて伺う

４. ４島８区自治会長要請事項、県道伊計・平良川線と浜比嘉大橋との交差点への信号機設

置について

(１)同要請書は平成24年2月7日付で４島８区自治会長より連名でうるま署長並びにうる
ま市長宛に提出されている。当局として、要請事項に対してどの様な認識をし、対応

されたか伺う

(２)緊急性についての見解を伺う

(３)今後の取り組みについて

５. うるま市名産品・特産品・推奨品について
(１)名産品・特産品・推奨品の定義と認定に至るまでの経緯について伺う

(２)平安座産、三月ポーポーの推薦について伺う

２３ 久高 唯昭

１． 女性管理職の登用について
(１)正職員の男性、女性の数は

(２)課長職の男性、女性の数は

(３)部長、参事の男性、女性の数は

(４)事務方トップの部長の管理職への登用について、当局の考え方は(女性）
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２． 市民農園について

①場所、②面積、③区画数、④区画の面積

市民農園の利用者の地域別数（具志川・石川・勝連・与那城）、具志川地域以外にも
市民農園を設ける考えは

３． 国道３２９号緑地帯について

(１)石川警察署前から金武町向け約200ｍの左側緑地帯の管理を国道事務所から市へ移

管し、市から東山自治会への移管について

(２)移管後の助成金について

２４ 兼本 光治

１． 島しょ地域・マネジメント計画について

進捗状況を伺う

２．（仮称）中部振興会館建設誘致について

うるま市に誘致推進計画ができないか

３． うるま市の畜産振興について

一括交付金を子牛育成のための補助金に活用できないか

４． 市道与那城８６号線について

防災道路、地域活性化道路として、延伸計画ができないか

５. 戦争遺跡について

屋慶名監視哨について

２５ 名嘉山 隆

１． 教育行政について

彩橋小中学校の運営状況の良い点と今後の改善点について伺う

２． 教育行政と商工行政について
ファジアーノ岡山（Ｊ2）の誘致が継続できなかった要因について伺う

３． 観光行政について

与那城陸上競技場へ人工芝の導入について検討された内容と今後の取り組みについて可能

か伺う

４． 道路行政について

国道329号（石川バイパスいずみ病院前）信号機の設置について、栄野比自治会からの要

請内容について伺う

５． 地域行政について

栄野比区のあしびなー整備の要請内容について伺う

６． 交通網行政について

県の鉄軌道導入計画についての進捗状況について伺う

２６ 宮里 朝盛
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１． 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業等について

（１）事業内容について
（２)補助制度について

（３)導入（活用）している事業組合の数

（４)うるま市での可能性は

（５)導入推進について

（６)申請窓口は（国、県、市）

２． うるま市奨学資金制度について

（１)事業内容について

（２)利用者数と貸出総額（３年間）

（３)滞納者数と額（３年間）

（４)回収・延滞金制度について

（５)運営資金の状況は
（６)救済処置等について

３． 生活保護制度について

（１)うるま市生活保護の状況について

（２)他市（10市）の生活保護の状況について

（３)生活保護法の改正の内容について
（４)現行法との改正点について

（５)法改正に伴う今後の対応について

４． 認可外保育園の防音対策事業等について

（１）事業内容について

（２)補助対象施設数と対象外施設数について
（３)園児数（対象園児数と対象外園児数）について

（４)補助対象施設に向けた対応策について

（５)国、県への要請等について

２７ 又吉 法尚

１． 教職員多忙化防止対策について

(１)うるま市幼・小・中学校における心病む教員について、教職員の多忙化の現状と病気

休職者の実態について伺う

(２)多忙化の課題と改善の取り組みについて伺う

(３)ノー残業デー、ノー部活動デーの設定について伺う

２． 公共施設・庁舎跡利用について

(１)健康福祉センター「うるみん」の後利用計画について

①空きスペースを利用した分園型保育施設について伺う

②プロバスケットボールＢＪリーグ琉球ゴールデンキングスのホームコートとしての

誘致、又、市営体育館としての活用の可能性について伺う

(２)与那城庁舎の跡利用計画について
①修学旅行生を受け入れる宿泊施設への移行について伺う

②屋外型レジャー市民プールへの移行について伺う

３． 行政主導による環境対策について

(１)公共施設への太陽光発電システムの設置について伺う
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(２)既存の公共施設の屋根を太陽光発電業者に貸す考えがないか伺う

(３)電気自動車購入時の補助金導入、急速充電器の設置について伺う

(４)職員のバス通勤・自転車通勤・乗り合い通勤について伺う

４． 派遣費助成事業及び吹奏楽部への楽器購入の一部補助について

(１)部活動指導者への旅費の一部補助について伺う

(２)個人種目別競技者の引率者への旅費の一部補助について伺う

(３)吹奏楽部、マーチングバンド部への楽器購入のための補助について伺う

５． 具志川環状線（県道224号線)について

(１)外灯・道路灯の早急な設置について伺う

(２)里道整備要請について伺う

(３)現在、開通の一部がストップしている天願・具志川厚生園付近交差点から具志川花園

幼稚園下、川崎御山ぬ川橋交差点までの開通開始予定及び要請の出されている信号機

設置及び道路照明灯、横断歩道の設置の進捗状況について伺う
(４)ウォーキング道路としての位置付けとしての公衆トイレの設置について伺う

６． 基地問題について

(１)米空軍Ｆ15戦闘機本島東沖墜落について伺う

(２)認可外保育園における防音対策事業の推進について伺う

(３)島袋うるま市長の普天間基地辺野古移設反対、新たな基地建設反対の意思表示板の設
置について伺う

７． あやはし海中ロードレースについて

(１)駐車場の増設確保について伺う

(２)仮設トイレの増設について伺う

(３)フルマラソン（42.195㎞）競技の種目追加について伺う

８． 幼稚園教育について

(１)給食の導入について伺う

(２)保育時間の延長について伺う

(３)現在、うるま市の各園におけるクラスを受け持つ担任の本務職員の割合について伺う

(４)幼稚園保育料等の減免申請について伺う

９． 性教育について

(１)早期の妊娠について伺う

(２)片親世帯への成長期における親へのアドバイス、子どもへの指導について伺う




