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日付 順番 氏　      名 備考

1 仲本　辰雄

2 田中　直次

3 金城　勝正

4 松田　久男

5 兼本　光治

6 東浜　光雄

7 平　正盛

8 佐久田　悟

9 伊盛　サチ子

10 仲程　孝

11 名嘉眞　宜德

12 比嘉　敦子

13 中村　正人

14 德田　政信

15 石川　眞永

16 宮里　朝盛

17 照屋　義正

18 喜屋武　正伸

19 奥田　修

20 名嘉山　隆

21 田仲　康和

22 平良　榮順

23 喜屋武　力

24 下門　勝

25 幸地　政和

26 大屋　政善

27 島袋　行正

28 又吉　法尚

１２/１６(月）

１２/１７(火）

１２/１８(水）

第８２ 回　１２月定例会　一般質問通告割振り一覧（案）

１２/９（月）

１２/１０(火）

１２/１１(水）

１２/１２（木）

１２/１３（金）
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質 問 事 項

1 仲本 辰雄
１．行政視察・調査事項について

（１）防災教育について

（２）直売所の運営について

（３）福祉総合窓口の設置について

（４）小水力発電の整備について

２．レセプト・健康情報等を活用したデータヘルスの推進について

３．育英会を公益財団法人に移行することについて

４．教育委員会制度のあり方と組織編成について

２ 田中 直次

１．合併自治体への新支援について

２．うるま市下水道事業について

３．うるま市の農政（畜産除く）問題について

３ 金城 勝正

１．「具志川小学校防球ネット、ハブ返しの設置要請について」の要請に関連する事項につい

て

２．与那城小学校に関連する事項について
（１）与那城小学校正門両サイドのブロック塀の改修に関連する事項について

（２）災害時の避難経路について

３．県道37号線（屋慶名大通り）道路拡幅工事に関連する事項について

うるま市与那城屋慶名川沿道拡幅整備に関連する事項について

４．うるま市防災行政に関連する事項について

（１）うるま市防災計画、防災訓練に関連する事項について

（２）石油コンビナート、火力発電所等防災計画、防災訓練に関連する事項について

（３）沖縄ターミナル（株）に関連する事項について

４ 松田 久男
１．宮森小学校の津波対策について

(１)現在の市の考え方について伺う

(２)高台移転の可能性について

(３)避難ビル兼支所ビルの可能性について

２．うるま祭りの無料シャトルバスについて
(１)石川地区での運行がなくなった理由を伺う

(２)路線の拡大、延長の可能性について

３．庁舎間連絡バスについて

(１)統合庁舎建設後の在り方について
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(２)利用者を増やす努力について

４．中学校の空手指導について
(１)現在の空手指導のやり方について

(２)専門の空手指導者の採用可能性について

５ 兼本 光治

１．与那城幼稚園・与那城小学校の防災対策について

学校正面玄関西側に緊急避難用出入り口の設置が出来ないか

２．与勝一周道路事業計画について

進捗状況と今後の見通しについて

３．屋慶名地先の悪臭対策について

(１)屋慶名地先の悪臭を、平安座海中大橋を中心に金武湾側・屋慶名港側の航路浚渫ができ
ないか

(２)屋慶名地先と平安座海中大橋の間に、潮の流れを蘇生する（桟橋型）橋を新設し、悪臭

対策ができないか

４．屋慶名土地区画整理事業について

進捗状況及び今後の設立準備委員会（地権者）と当局の協力体制について

６ 東浜 光雄

１．生活保護受給者の自立支援事業の取り組みについて

生活保護受給者は年々増加の一途をだとっている傾向にあります。一人でも多くの受給者の

皆さんが、より安定した生活を送って頂くようにするためには自立支援事業の取り組みはと

ても重要と考えます。そこで、本市における生活保護受給者の自立支援事業の取り組みの現
状と課題についてお伺い致します。

２．災害時要援護者支援体制について

災害時においていち早く避難誘導をしなくてはならないのが、高齢者や障がいをもたれた要

援護者だといえます。そのためには、要援護者の把握や地域との連携の下、緻密な災害時要

援護者支援体制の確立が重要不可欠だと考えますが、現在の支援体制はどうなっているか、
お伺いします。

３．学力向上対策について

本市の学力向上対策については、学校、家庭、地域の連携によって取り組んでいくべき課題

だと考えます。現在、本市で取り組んでいる学力向上対策について、お伺いいたします。

４．勝連城跡・休憩所周辺における市の特産品・農産物販売による地域経済活性化の取り組み

について

世界遺産・勝連城跡を含め、休憩所を訪れる観光客は、年間10万人余に達しているが、お金

を落とす仕組みが現在なく、地域経済の活性化や観光情報の発信拠点としての機能強化が課

題であるとして、平成25年度において、休憩所周辺を利活用し、市の特産品等をはじめ、地

域で生産された農産物などの販売や飲食のできる常設テントを設置するとしていましたが、
25年度が過ぎようとしている現在、その取り組みが見えない状況にありますが、どのように

なっているのか、お伺いします。(25年度施政方針)

７ 平 正盛

１．開発関係について
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宮城島に予定しているＰＣＢ関連施設の開発行為等の件について

２．企画関係について
（１）「支所数に応じた交付税」について

（２）「過疎債（辺地債）」について

３．経済関係について

（１）「うるま市の商店街」について

（２）「環境王国」について
（３）農水産業振興戦略拠点施設事業（ファーマーズ等）について

４．教育関係について

（１）「学校給食」について

（２）「全国学力テストの公表」について

（３）「無料の学習塾」について

８ 佐久田 悟

１．道路行政について

字与那城963番地付近の市道だが、早急に舗装・整備できないか伺います

２．市内イベントにおける防火・警備体制について
うるま祭りなど大勢の集客のあるイベント等での防火・警備体制について伺います

３．水産行政について

屋慶名港湾整備、活性化と漁業組合員支援について伺います

４．教育行政について
学校現場での学力向上へ向けた取り組みと教育現場、教育環境の現状・課題について伺いま

す

５．福祉行政について

(１)障害者入所施設の整備状況と入所待機者の現状・課題について伺います

(２)生活困窮家庭への就労支援、学習支援対策について伺います

９ 伊盛 サチ子

１．環境行政

うるま市与那城字宮城渡武田に有毒なＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）を含む中間処理施設

の設置が浮上している。当局はこの施設の概要や事業計画の内容についてどの様に把握し

ているのか、又その計画への対応方について伺う

２．教育行政

勝連幼稚園、平敷屋幼稚園増改築事業について伺う

（１）進捗状況と配置計画等について

（２）勝連幼稚園側と勝連小学校を結ぶ通用門について

（３）工事期間中の安全対策について
（４）学校施設案内板の設置の現状について

３．道路行政

市道安志門線のすべり止め舗装整備工事完了後も事故が発生している。事故防止に向けた

改善策の対応について
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４．基地問題

建白書に示された県内移設断念は県民総意の原点である。その立場を堅持していくことへ
の市長の見解を伺う

１０ 仲程 孝

１．生涯学習センターについて

建設事業の進捗状況と供用開始の時期について伺う

２．赤道幼稚園周辺への汚水管敷設について

赤道幼稚園南東側地域22世帯は、地域において共用の浄化槽で対処している。平成25年11月

29日付け赤道自治会要請の「汚水管敷設」への対応について伺う

３．新赤道地内排水路整備について

新赤道地内排水路(赤道552番地～赤道993-3番地)の蓋掛け工事及び今後の維持・管理につい
て伺う

４．配水池の維持・管理について

(１)当局管理の配水池の数、水質調査の現状を伺う

(２)配水池の耐用年数、補修等の状況を伺う

(３)災害時の早急な対応について伺う

５．墓地行政について

(１)個人墓の新築申請への対応について伺う

(２)放置された墳墓への対応について伺う

(３)各自治会での申請書確認、意見書記載について伺う

１１ 名嘉眞 宜徳

１．ＰＣＢ中間処理施設の建設計画について

（１）ＭＩＴ社ＰＣＢ中間処理施設の建設計画の現状とその内容について伺う

（２）建設計画について、これまでの対応と今後の対応を伺う

（３）県における状況、並びに市と県との協議等の有無を伺う

（４）ＰＣＢについて当局の認識を伺う
（５）ＰＣＢの人体への影響、自然環境への影響についての認識を伺う

（６）建設されると自然環境の汚染の問題・人体への影響、風評被害による他産業（ぬちま

ーす・観光等への影響が心配される。当局の所見を伺う

２．水道事業について

（１）水道使用量の今後の予測を伺う
①家庭用

②官公署

③基地用

（２）平成25年度上半期の特徴から前年比で営業用＋７％、官公署用＋4.4％、基地用－23.9

％である。その要因を伺う。

（３）平成24年度、漏水率が最も増大している。その要因を伺う
（４）有収率向上対策委員会について

①委員会の対策の進捗状況を伺う

②老朽給水管の更新のテンポを早めないといけないと思うが、所見を伺う

③一般会計からの繰り出し、一括交付金の活用について所見を伺う
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３．統合庁舎建設について

（１）建設工事請負契約について

（２）建設資材の指定について（地産地消）
（３）地方交付税の加算について

１２ 比嘉 敦子

１．男女共同参画社会について

（１）男女共同参画推進条例の周知について

（２）男女共同参画推進条例の手引き作成について
（３）女性の管理職登用について

（４）男女混合名簿の導入について

（５）行動計画P33に既存施設を利用した男女共同参画センターの設置とあるが、その取り組

みについて

（６）｢共同参画係｣について当局の見解を伺いたい

２．悪臭問題について

現在の取り組み状況と今後の対策について

３．うるま市の各種祭りについて

(１)うるま祭りが去る10月19日、20日に行われたが、成果と反省点について

(２)まつり時間帯の変更について
(３)駐車場対策について

４．特産品販売について

５．砂場と遊具の維持管理について(公共施設、学校施設、公園等)

６．図書館運営について

１３ 中村 正人

１．うるま市経済政策について

(１)うるま市農水産業振興戦略拠点施設整備事業について

①進捗状況について
②費用対効果について

③雇用効果について

２．学力向上について

うるま市の学力向上対策について

３．一括交付金について

(１)特別枠の創設について

(２)島しょ地域振興策について

４．行財政改革について

進捗状況について

１４ 德田 政信

１．中城湾港護岸工事について

（１）事業の進捗状況及び完了時期について

（２）護岸の高さについて
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（３）暗橋について

（４）同事業の延長について

２．中城湾港水路のマングローブについて

（１）ヒルギの植栽の目的

（２）植栽による陸地化現象について

（３）水路の管理について

（４）その他関連する事項について

石川川のマングローブ群の撤去の理由

１５ 石川 眞永

１．教育行政について

平成24年12月議会に於いて、平成25年度一括交付金事業として、市内文化財総合整備調査活

用事業を計画している。事業の一つに石川部落事務所の環境整備委託業務も予定していると

あるが、その進捗状況をお聞かせ下さい

２．開発行為について

1968年にカネミ油症問題で健康被害や環境汚染への影響が明らかになった有毒なＰＣＢの処

理施設が本市与那城宮城に計画されているが、当局の対応、また、関連部署の意見書はどう

なっているか伺う

１６ 宮里 朝盛

１．教育行政

(１)兼原小学校舎改築及び整備事業の進捗状況について

(２)兼原幼稚園の園舎改築及び周辺整備等の事業・計画について

①園舎及び施設の現況について

②改築計画について
③耐力度、耐震等の諸調査等について

(３)幼稚園の２年保育事業について

①事業内容について

②実施している園と園児数は

③対象者数と希望者数

④全幼稚園の実施計画について

２．農山漁村支援事業

(１)農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業について

①事業内容について

②補助制度について

③導入計画について

３．公園整備について

(１)上江洲バンタ都市指定公園整備事業の実施計画の進捗状況について

(２)喜屋武マーブ公園の整備について

①遊歩道整備の延長について

②公園施設の一部破損部分の補修等について
③維持管理(委託)について

１７ 照屋 義正

１．普天間飛行場の辺野古移転に伴う本市のかかえる問題について

普天間飛行場の固定化を懸念して辺野古移転について苦渋の選択をした自民党沖縄県連の
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求めた移転政策５項目以外の本市の課題と国・県の対応について

２．海中道路整備に伴う防災対策について
（１）平安座漁港付近から藪地島東側を結ぶ防潮堤整備について

（２）平安座海中大橋付近から照間漁港間の防潮対策人工ビーチ整備等について

３．中城湾新港（州崎地区）背後地の高度土地利用計画の整備について

商業地区、工業地区及び都市機能地区整備推進についてお伺いします。

１８ 喜屋武 正伸
１．保育行政について

(１)今後の待機児童解消に向けての具体的施策について伺います

(２)保育コンシェルジュの配置について

２．道路行政について

(１)県道224号線街路樹の樹種の変更について
(２)県道16号線(高江洲～宮里)の枯れた街路樹の撤去及び植栽計画について

(３)高江洲自治会内生活道の整備の進捗状況について

(４)市道(高江洲地内)の側溝の整備について

３．教育行政について

青少年センター支援員の増員と勤務体制について

１９ 奥田 修

１．彩橋小中学校開校２年目を迎えての環境整備について

（１）第２回運動会について教育長の感想を伺う

（２）技術向上と安全策のためのグラウンド整備について伺う

（３）学力向上に向けての補習指導の実施状況及び外国語活動等実施状況と成果、同事業の
継続性について伺う

（４）平成26年度小規模特認校児童生徒募集状況について伺う

①一定条件の説明、説明会への参加状況・申し込み状況・対前年度比について

②受け入れ後の各学年ごとの在籍見込みについて

③前年度受け入れ児童生徒の近況について

（５）学校跡地・跡施設利用計画について伺う
①基本計画策定の進捗状況と基本方針（住民の意見・要望）との整合性について

②実施時期への考えと実施に至るまでの工程について

２．住環境の整備について

（１）市道与那城18号線道路整備計画について伺う（予定通りの実施であるか）

（２）浜地内市道勝連６－４号線、新規道路整備についての取り組み状況と見通しについて
伺う

（３）下水道整備について伺う

①平安座区域内整備計画の進捗状況と今後の計画について

②県道８号線沿い（与勝サンエーから与勝中学校向け一帯）の整備計画について

（４）金武湾、平安座南港の多目的広場野外ステージの屋根整備進達について伺う（要請に

対しての認識と対応）

３．安心安全な道路交通網の整備について

（１）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への取り組み状況と整備計

画への見通しについて伺う

（２）平安座区要請の道路拡張整備及び一方通行方向の変更についての取り組み状況と見通



- 8 -

しについて伺う

２０ 名嘉山 隆
１．合併特例債（地方債）について

国が定めた合併特例債の市町村建設計画の事業内容について伺う

２．社会保障・税番号制度（通称マイナンバー制度）について

社会保障・税番号制度の概要と施行日について伺う

３．道州制に向けて（地域コミュニティの充実化について）

道州制に向けての当局の考え方について伺う

２１ 田仲 康和

１．海中道路の維持管理について

（１）植栽の維持管理について
（２）老朽化した護岸の整備について

２．バス停上屋の設置について

（１）中部農林高校正門前バス停上屋の設置申請から着工までの経過について

（２）髙江洲中学校前バス停上屋設置の進捗状況は

３．南極観測船「宗谷」甲板長「嘉保博道」氏の功績について

（１）日本が南極観測に参加した時代背景は

（２）なぜ「宗谷」は奇跡の船と呼ばれたのか

４．うるま市海洋性空間活用円卓会議について

（１）開催の目的について
（２）会議から見えてきたものは

５．教育文化資源調査活用事業について

塩屋区の地名になった塩田の文化継承について

２２ 平良 榮順
１．道路行政について

(１)県道、市道通学路歩道の整備について

①安慶名ローソン前県道８号線、市道2023号線、市道2026号線歩道タイルの整備について

伺います

②市道2033号線街路樹による歩道変形の修繕について伺います

(２)みどり町地内市道整備について伺います

２．特産品活用による地域興し事業について

(１)うるま市特産品｢山芋｣の地域活性化作物としての利活用について伺います

(２)うるま市産業祭りにおける｢全沖縄やまいも勝負inうるま｣のギネスブック登録について

伺います

３．環境行政について

天願川、ヌーリ川に生息する｢フナ｣や｢オオウナギ｣等の保護対策について伺います

４．社会保障・税番号制度について
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(１)実施による住民のメリットについて伺います

(２)行政のメリットについて伺います

(３)公平・公正な負担、給付について伺います
(４)個人情報の管理について伺います

２３ 喜屋武 力

１．宮里区内県道224号線の信号及び横断歩道について

信号機と横断歩道の設置について

２．中城湾港新港地区工業団地について

新港地区にコンビニや託児所など検討できなかったのか

３．アミークスインターナショナルについて

（１）現在の運営状況及びうるま市の児童生徒数について

（２）誘致したことによるうるま市との入学条件はどうなっているのか
（３）奨学金制度はあるのか

４．うるま祭りのあり方について

（１）市・県内外へのアピールはどうなっているのか

（２）会場以外の商店街にも協力を願い、祭りを盛大にする事で経済効果があるのでは

５．統合庁舎建設後の財政状況について

（１）統合庁舎建設後の財政状況について

（２）統合庁舎を建設する事による財政効果及びその内容について

６．うるま市の学校運営と生徒指導について

教育委員会は今後どの様な生徒指導対策を行う予定なのか

２４ 下門 勝

１．教育行政について

(１)給食センター民営化について伺う

(２)勝連給食センターと与那城給食センターの統合について伺う

(３)児童生徒の不登校等や問題行動等に対する対応・対策等について伺う
①子どもに対する支援等

②家庭(保護者)等に対する支援等

２．福祉行政について

(１)子ども医療費助成の自動償還払い(口座振り込み)の申請状況等について伺う

(２)本制度が利用可能な全ての対象者にしっかりと活用して頂くための対応・取り組み等に
ついて伺う

(３)生活保護受給者等に対する自立支援プログラム等の取り組みについて伺う(就労自立支援

・健康管理支援・学習支援など)

３．保育行政について

(１)２歳児未満の保育面積等の基準解釈問題について本市での状況(影響)について伺う
(２)待機児童解消対策等について伺う

①待機児童数を伺う

②認可化促進等について伺う

③県の待機児童解消のための基金活用について伺う

(３)臨時職員等の処遇改善等について伺う



- 10 -

４．道路行政について

勝連南風原から勝連平安名方面への切り通し（仮称ワイトゥイ）へ至る市道1-21号及び2-7号
線と勝連平敷屋に至る農道4057号線等の整備及び維持管理等について伺う

５．シートピア付近の落石(岩)の対策等について

落石(岩)等の調査について伺う

２５ 幸地 政和
1．教育行政について

（１）うるま市学校適正化について

①城前小学校学校規模適正化について

②城前小学校校舎増改築計画について

（２）図書館の管理運営について

①図書類（蔵書類）の購入方法について
②図書館の指定管理者制度について

２．福祉行政について

（１）消費税率引き上げに伴う簡素な給付措置について

①給付措置の具体的内容について

②実施方法について

３．道路河川行政について

（１）石川市道３号線（愛称銀座通り線）について

①ヤシ街路樹の管理について

②延長線整備計画について

（２）石川河川について
①石川河川敷の清掃管理について

②石川河川沿いの桜並木の管理について

４．環境行政について

（１）公営墓地と納骨堂の整備について

公営墓地と納骨堂の整備計画について

２６ 大屋 政善

１．耕作放棄農地について

耕作放棄農地の解消対策及びその実績等について伺う

２．道路管理について
宮城島地内の道路沿いに、「落石注意」と危険箇所を知らせる看板が長い間設置されたま

まになっている箇所が数箇所あるが、その早急な対応について伺う

３．学校跡地利用の担当部署について

廃校となった地域の学校跡地利用のあらたな担当部署が決まったと聞いているが、今後ど

のような形で取り組んでいくのかお聞かせ下さい

２７ 島袋 行正

１．市税について

(１)本市の各市税の徴収方法は

(２)延滞時の督促と徴収方法は
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(３)各税の時効の期間等について

２．国民健康保険について
(１)本市国保税の総額は

(２)現在の納付額は

(３)納付額と給付額のバランスは

(４)給付減額の対策

３．防災対策について

(１)災害時防災対策は
(２)防災訓練実施方法は

(３)災害時市民への周知の方法は

(４)災害時の職員招集及び避難の方法は

４．安慶名再開発について

(１)事業執行の状況は
(２)琉球銀行具志川支店の建物の状況は

５．各証明書の交付について

(１)証明書交付と管理の方法は

(２)担当職員のアクセス方法

６．地滑りについて

勝連南風原3169-1の北側傾斜地が崩落する危険があるが、市として対策はとれないか

７．悪臭対策について

海中道路の屋慶名側の悪臭対策は

２８ 又吉 法尚

１．道路整備について

（１）具志川環状線（県道224号線）の未開通部分について伺う

（２）県道８号線の歩行者用信号機設置について伺う

２．うるま祭りについて
（１）ＰＴＡ帰宅指導パトロールについて伺う

（２）祭りの終了時間、出店の営業時間について伺う

（３）うるま祭りにおける酒類販売について伺う

３．学力向上対策について

（１）過剰部活について伺う
（２）てくてく（徒歩）登校について伺う

（３）全国学力・到達度テスト全国第２位、全国体力運動能力テスト全国１位の福井県から

学ぶ

①新聞を教材にして勉強する学習（ＮＩＥ）について伺う

②小中連携教育、小中教員による協働授業について伺う

③授業名人活用事業について伺う
④健やかな体の育成「体力アップ元気プラン」について伺う

⑤豊かな心の育成「私の夢カルテ」の作成・配布について伺う

４．就活サポートであえ～るについて

（１）事業の概要とその内容について伺う
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（２）これまでに就職を斡旋した事業所の件数、雇用人数について伺う

（３）事業の継続と相談員の雇用契約について伺う

（４）事業所の設置場所と相談員の増員について伺う

５．基地問題について

（１）市当局として、普天間飛行場の辺野古移設を「強引に推し進める政府」に対し、「激

しく抗議する意見書」の提出について伺う

（２）県選出・出身の自民党国会議員５人、自民党県連の「普天間飛行場の県外移設公約撤

回、辺野古移設容認」について島袋うるま市長の現在の想い、考え方、政治家の公約の
重みについて率直な意見を伺う。

（３）嘉手納基地第353特殊作戦群エリア開発事業と騒音の第一種区域等の見直しについて伺

う

６．ＡＥＤ設置について

（１）うるま市内保・幼・小・中学校における自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置率、件
数について伺う

（２）うるま市内のコンビニ全店に自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置が可能かどうか伺

う

７．議場の活用について

子ども議会について伺う




