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日付 順番 氏　      名 備考

1 仲本　辰雄

2 田中　直次

3 名嘉山　隆

4 松田　久男

5 平　正盛

6 名嘉眞　宜德

7 伊盛　サチ子

8 金城　勝正

9 石川　眞永

10 比嘉　敦子

11 東浜　光雄

12 永玉栄　靖

13 島袋　行正

14 中村　正人

15 平良　榮順

16 宮里　朝盛

17 田仲　康和

18 德田　政信

19 佐久田　悟

20 仲程　孝

21 高江洲　賢治

22 大屋　政善

23 幸地　政和

24 喜屋武　力

25 兼本　光治

26 照屋　義正

27 喜屋武　正伸

28 宮城　茂

29 久高　唯昭

30 又吉　法尚

31 下門　勝

９/２７(金）

１０/３(木）

１０/２(水）

９/３０(月）

１０/１(火）

第８０ 回　９月定例会　一般質問通告割振り一覧

９/２４(火）

９/２５(水）

９/２６(木）
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質 問 事 項

１ 仲本 辰雄
１． 自主財源の確保について

（１）自動販売機を設置する際の公募方式導入について

（２）サマージャンボ宝くじ市町村配分交付金について

２． 国民健康保険の保険者を都道府県に移管することについて

３． 災害時対策について

（１）改正災害対策基本法による「災害時要援護者」の名簿作成及び福祉避難所指定につ

いて

（２）災害用マンホールトイレ整備について

（３）災害時に消火栓を活用した応急的な飲料水の確保について

（４）女性や子育て家庭のニーズに配慮した避難場所の運営について

４． いじめ防止対策推進法による地方公共団体の責務等について

５． 平敷屋製糖工場煙突の文化財指定について

６． 住民票等のコンビニ交付事業について

２ 田中 直次

１． うるま市の水産業について

２． うるま市の水道事業について

３ 名嘉山 隆

１． 農業行政について

農業の担い手の育成及び確保の促進に関する法律（案）に対応できる仕組みの構築はどの

様なものがあるか伺う

２． 津堅島架橋整備について
津堅島の航路の運営について伺う

３． 保育行政について

(１)うるま市の待機児童解消についての考え方を伺う

(２)現在の待機児童数は地区ごとに何人いるか伺う

４． スポーツ行政について

ＦＣ琉球又は支援団体連絡協議会への入会要請はありましたか

４ 松田 久男

１． キャンプ・コートニーのアスベスト問題について

(１)現在までに判明した内容について説明願います
(２)政府、県、自治体が調査指導することの法的限界について

２． 統合庁舎建設の入札について

資材及び労務単価高騰に対する対応策について



- 2 -

５ 平 正盛

１． 教育関係について

(１)地域運営校について
(２)市内のグスク跡について

(３)学力向上対策について

(４)島くとぅば語やびらについて

(５)幼稚園教諭・図書館司書について

２． 土木関係について
島しょ地域の護岸整備について

３． 経済・教育関係について

(１)イチハナリアートプロジェクトについて

(２)６次産業と民宿について

(３)伊計島のかんがい対策について

４． 企画関係について

財政について

５． 所信表明について

(１)経済の活性化と失業率の改善
(２)地元企業育成と誘致、そして地産地消

６ 名嘉眞 宜德

１． うるま市公共交通システム導入調査事業について

(１)事業の目的

(２)主な調査・検証の内容

２． 石川体育館・うるま市石川市民運動場の修理・改修について

(１)石川体育館の修理・整備

(２)うるま市石川市民運動場の改修

３． 沖縄アミークスインターナショナルスクールについて
(１)生徒数（うるま市民の子弟、科学技術大学大学院職員の子弟）

(２)学校経営状況

４． 統合庁舎建設について

(１)入札

(２)業者の指名
(３)供用開始

５． 昆布地区学習等供用施設建設事業について

(１)予算の概要と財源

(２)昆布区の負担額

(３)昆布区財産の補償額
(４)市有地の購入額

（５)建設について

７ 伊盛 サチ子

１． 福祉行政
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(１)生活保護法の改正により、８月から生活保護の基準が引き下げられています。その影

響額について

(２)子ども医療費無料化の年齢拡大について

２． 環境行政

石川東恩納に計画されている産業廃棄物安定型最終処分場を管理型に変更する計画につい

て

３． 農業振興について
記録的な小雨により厳しい干ばつが発生し、島しょ地域を含め、サトウキビや農作物に被

害が生じている。干ばつ対策にむけた今後の体制づくりについて

４． 学校整備について

学校統廃合後の島しょ地域の廃校施設の維持管理及び環境整備について

５． 統合庁舎建設の関連について

統合庁舎建設によって、うるま市支所設置条例で設置されている石川・与那城・勝連支所

の窓口体制の存続を図るべきであるが、その方向性について

８ 金城 勝正

１． 石川漁業協同組合具志川支所に関連する事項について

２． 消防行政に関連する事項について

３． うるま市観光物産協会に関連する事項について

４． 第三セクター財団法人おきなわ健康長寿研究開発センターに関連する事項について

９ 石川 眞永

１． 土木行政について

石川の階段型護岸の石積み部分に崩れが見られるが補修の必要はないか

２． 環境問題について
(１)石川最終処分場跡に産業廃棄物が山積みされているが、当局の対応はどうなっている

か

(２)与那城桃原の農地に産業廃棄物が山積みされているが、当局の対応はどうなっている

か

３． 選挙について
(１)７月21日に投開票が行われた参議院選挙の本市の投票率を伺う

(２)平成24年12月16日に行われた衆議院選挙と今回の参議院選挙との投票率の対比を伺う

(３)本市の投票率は県内でどの位置にあるか

(４)投票所の変更・再検討の考えを伺う

１０ 比嘉 敦子
１． 防災対策について

(１)現在の取り組み状況について

(２)防災会議と防災会議委員について

(３)海抜表示板について

(４)避難経路看板の設置について
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２． 見守りシステムについて

(１)一人暮らしで65歳以上の高齢者の人数 (４地域別に)

(２)市の現状と課題について
(３)人感センサー設置について

３． 干ばつ対策について

(１)干ばつの被害状況について

(２)農業用貯水池の貯水量について

(３)地下ダムの接続率と接続件数について
(４)今後の対策について

４． 緑の募金事業について

(１)事業目的と内容について

(２)活動手続きと活動団体数

(３)活動費(支援金)支給について
(４)ボランティア保険について

５． 平和行政について

(１)平和学習の取り組み状況と課題について

(２)映画｢ひまわり｣の上映について

(３)平和の日、平和月間の制定について
(４)平和大使について

(５)うるま市平和記念館建設について

６． 学習室の確保について

学習室の確保及び市の取り組みと見解について

７． 具志川総合運動公園について

(１)メインスタンドの改築計画について

(２)トイレの洋式化と修繕について

(３)進入口の名称と表示について

１１ 東浜 光雄
１． 障がい者就労支援センターの設置について

障がい者の社会参加活動が叫ばれ、社会参加活動が活発に展開される中、生活を保障する

雇用の場の確保は大きく遅れている現状にあります。求職活動の困難な障がい者がより身

近で、雇用、福祉、教育等の関係機関の人たちと協力し、就職活動における不安や悩みな

ど、専門の相談員が対応し、求職者の就職活動期間の短縮、職場実習の斡旋、就職後の職

場定着を図っていくことや生活をしていくうえでの相談・助言を行っていくための、障が
い者就労支援センターの設置が求められていると思いますが、どのように考えるか、お伺

い致します。

２． うるま市内・各地域の危険箇所の調査及びその対応について

平成22年10月に字天願で発生した水難事故を受けて、市内63自治会に危険箇所の情報につ

いて提供を依頼した経緯がありますが、その結果と対応について、どのようになっている
のか、お伺い致します。

３． うるま市学校適正配置について

うるま市学校適正配置後期計画において、学校区（通学区）の見直しが検討されていると

ころだと思いますが、その進捗状況について、お伺い致します。
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４． 石川、勝連、与那城庁舎の跡利用について

統合庁舎建設計画により、石川、勝連、与那城庁舎の跡利用について、中学校区単位の意
見交換会、旧市町単位での意見交換会、市民アンケート、市民ワークショップが開催され

てきたところですが、３庁舎の跡利用について、今後どのようなプロセスによって決定さ

れていくのかについて、お伺い致します。

１２ 永玉栄 靖

１． うるま市議会事務局処務規程について
(１)第１章総則

第１条（趣旨）、第２条（組織）、第３条（職制）について伺う

(２)「うるま市職員の職の設置に関する規則」第１条（趣旨）、第２条（職員の職）、第

２条の２の説明を求め、上記との関連する事項について伺う

２． うるま市水道事業の設置等に関する条例について
「公営企業法」の第７条管理者の設置や、うるま市水道事業の設置に関する条例の第３

条、第３条の２について説明を求める。上記の説明に関連する事項について伺う。（管

理者を設置しない場合、条例改正が必要となるか）

３． 大雨時の浸水被害について

農道3934号線、与那城市道44号線十字路の大雨時の浸水被害のため、危険な道路となり自
動車も通行出来ない状況となっている。県事業の流末排水工事完了後の問題点の処理対応

について、県と市の対応を伺う。

４． 野球バックネットの新設について

与那城小学校グラウンドの野球バックネットは老朽化し、パイプでつりを取り立てられ使

用され、生徒に危険である。対応及び取り組みについて伺う。

１３ 島袋 行正

１． 排水整備について

南風原4064番地後方排水整備の現状は

２． 下水道整備について
勝連南風原照間地域下水道整備の計画は

３． 本市の小学校の基礎学力について

先日実施された全国学力テストの状況は

４． 行政運営リスク対策について
リスクに対する備えは

５． 小児デイサービスについて

うるま市の現状は

６． ネット犯罪について
ネット犯罪報道をうけてのうるま市の対策は（少女買春事件）

７． ごみ処理について

ごみ回収袋の改善は
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１４ 中村 正人

１． 子ども・子育て新制度について

認定こども園について
(１)幼稚園型、保育所型、地方裁量型の内容について

(２)新たな幼保連携型認定こども園の具体的制度設計について

２． 島しょ地域振興策について

各地域との連携及び協議について

３． 一括交付金について

分野別、予算措置の内容について

(１)24年度～25年度

(２)26年度の予算内容について

(３)県の一括交付金分について、うるま市への適用内容について

１５ 平良 榮順

１． キャンプ・コートニー高層住宅改修工事時に検出されたアスベストについて

(１)周辺民間地住民への影響がないか伺います

(２)環境調査について伺います

２． 畜産振興について
(１)本市の肉用牛生産振興策の利活用状況について伺います

(２)一括交付金等を活用した肉用牛振興策について伺います

(３)和牛改良組合について伺います

(４)沖縄県畜産振興公社の振興策について

①牛専用飼料製造施設整備事業について伺います

②優良遺伝繁殖素牛保留事業について伺います
③県内肉用子牛導入・肥育促進事業について伺います

３． 老朽施設の改修について

うるま市農民研修施設の改修について伺います

４． 地域活性化事業について
うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業の利活用状況について伺います

５． 公園整備について

市役所本庁舎東側公園の整備について伺います

１６ 宮里 朝盛
１． 農業振興について

(１)干ばつ被害と対策について

①被害の多い農作物と地域

②かんがい施設の整備

③農業用貯水池の補修は可能か（伊計島）

(２)農業共済の内容と加入状況について
(３)土地改良区の運営と補助事業について

(４)市民農園（市民ふれあい農園）管理運営について

２． 伊計自治会の要請事項

(１)伊計島「犬名河維持管理と手摺設置」について
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(２)「カーブミラー設置」内容と対応について

３． 保育行政について

認可外保育園防音工事の補助事業要請の結果について

１７ 田仲 康和

１． 干ばつ被害と対策について

うるま市内の被害状況とその対策を伺う

２． 施設の連携について
石川市民の森と県青少年の家の連携について

３． 教育行政について

(１)バス停屋根の設置状況について

(２)「ふれあいの翼」事業について

４． 道路行政について

(１)県道37号線照間漁港前の歩道整備について

(２)県道37号線植栽の管理について

５． 観光行政について

(１)観光案内板の設置について
(２)「第１回海中道路トライアスロンフェスＩＮうるま」について

(３)ハーリー大会について

１８ 德田 政信

１． 大型催事施設整備事業について（県事業）

(１)事業内容について
(２)うるま市の取り組みについて

２． 県道224号線整備事業について（県事業）

(１)事業の進捗状況について

(２)今後の事業計画について

３． 農水産業振興拠点施設整備事業について

(１)事業の進捗状況について

(２)今後の事業実施計画について

４． 下原地域への農業用水の確保について

(１)下原地域の現状について
(２)事業の可能性について

５． 下原スポーツ広場整備事業について

事業・計画の内容について

１９ 佐久田 悟
１． 「子ども・子育て会議条例」について

２． 「市の財政計画と課題、行政評価と職員研修」について

３． 「公共施設の屋根貸し事業」について
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４． 「難聴者支援拡充のための聞こえの支援」について

５． 「障がい者就労支援に関する施策」について

２０ 仲程 孝

１． 志喜屋孝信氏顕彰について

沖縄民政府初代知事、琉球大学初代学長を務めた本市出身の志喜屋孝信氏顕彰について当

局の考え方を伺う

２． 赤道小学校の教室環境について

赤道小学校教室における音漏れ対策について、その後の対応、進捗状況について伺う

３． キャンプ・コートニー内で検出されたアスベストに関する事項について

米軍キャンプ・コートニー内の高層住宅改修工事中に検出されたアスベストに関する事項
について、関係機関との連携と実態解明について伺う

４． 公園墓地整備のあり方について

墓地整備基本計画、墓地条例、墓地禁止区域の指定を施行していくにあたり、本市におけ

る公営墓地の整備のあり方について伺う

５． 自治体証明書のコンビニ交付事業について

本市自治体証明書をコンビニで交付を行うサービス実施に向けて、進捗状況を伺う

６． 排水溝及び道路整備について

平成23年9月27日付、兼箇段自治会要請の排水溝新設・道路整備要請について当局の対応

と今後の対策について伺う

２１ 高江洲 賢治

１． 歩道整備について

県道224号線うるま市と沖縄市との境界道路、ルミネ側からサンエーメインシティ間の歩

道整備について

２． 運動場からの粉塵対策について

(１)うるま市内小・中学校運動場からの粉塵（砂ぼこり）対策について

(２)中原小学校運動場の粉塵対策について

２２ 大屋 政善

１． 環境行政について
宮城島桃原区内の農地に山積みに放置されている冷蔵庫などの不法投棄物について伺いま

す。本件については、桃原自治会からも撤去の要請が出ていると思いますが、その現状に

ついて、当局のご見解をお聞かせ下さい。

２． 農業振興（渇水対策）について

今年は、例年より極端に雨が少なく、サトウキビの生育に大きな被害が出ており、各生産
農家の個別の対応では、どうしようもない状況になっております。このサトウキビの現状

について。また、今後の渇水対策について農業振興の立場から、当局のご見解をお聞かせ

下さい。

３． 学校跡利用の現状について
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学校統廃合により閉校となった学校の跡利用については、当初、各地域の要望などもふま

え活用方法を決めていくものと考えておりましたが、その後、公共施設等あり方検討委員

会ができて、学校の跡利用は、どの部署が責任を持って対応していくのか、非常にわかり
にくくなってきていると感じております。

今後、この学校の跡利用について、どのように対応していこうとしているのか、その考え

方についてお聞かせ下さい。

２３ 幸地 政和

１． 国保行政について
（１)ジェネリック医薬品について

①ジェネリック医薬品の使用促進について

２． 環境行政について

（１)不法投棄について

①不法投棄対策について

３． まちづくりについて

（１)合併10周年記念事業について

①合併10周年記念事業の計画について

４． 公共施設について
（１)公共施設のバリアフリー化について

①既存公共施設のバリアフリー化整備について

２４ 喜屋武 力

１． 彩橋小・中学校の運営状況について

(１)今年度の島しょ地域外からの入学生は
(２)今後の入学生の受け入れ状況

(３)通園、スクールバスの運行について

２． 中原小学校幼稚園の改築について

(１)耐震度検査の結果

(２)改築計画はあるのか

３． 高江洲小学校校舎改築について

(１)進捗状況と内容について

(２)用地買収の内容について

(３)設計内容と消費税、発注時期と工期について

４． 江洲第２区画整理組合の解散とうまんちゅ広場の進捗状況について

(１)組合の解散について

(２)うまんちゅ広場の工事内容、完成後の施設の内容について

５． 宮里区内側溝整備事業の内容と進捗状況

今後の事業計画の進め方について

６． 勝連南風原遊水池について

基盤整備促進事業で設置されているが、ヘドロの除去作業を行い水の流れを改善できない

か
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２５ 兼本 光治

１． ２０２０東京オリンピック・パラリンピックについて

うるま市内や東海岸開発基本計画・島しょ地域の活性化を図り、２０２０東京オリンピッ
ク・パラリンピックにおける長期滞在型強化合宿誘致を世界各国から受け入れができない

か

２． 友好都市事業について

現時点での事業経過と今後の事業計画について

３． 農業振興について

伊計島土地改良水源施設、かんがい施設の老朽化により農業用水に支障をきたし、再整備

が必要となっているが、施設更新の為の事業導入について伺う

４． 農業基盤整備事業について

事業経過、進捗状況について伺う

５． 県営地下ダムについて

県営かんがい排水事業、うるま市与勝地下ダム運営について

２６ 照屋 義正

１． 大学院大学と関連した本市の施策計画について

２． コンビニでの住民票等諸証明の発行について

３． 高齢者を活用した地域づくりについて

４． 人口増加対策について

５． 東京オリンピック招致要因と関連してうるま市長杯争奪ハーリー大会等の創設・開催につ

いてお伺いします

２７ 喜屋武 正伸

１． 社会体育施設について
（１)与那城陸上競技場トラック部分を全天候対応に改修できないかを伺う

（２)具志川総合体育館の改築計画について伺う

（３)具志川陸上競技場のフェンス等の改善及び環境対策について伺う

２． 畜産行政について

（１)うるま市肉用牛生産協議会からの要請内容について伺う
（２)子牛生産奨励補助金について伺う

（３)畜産農家支援の一括交付金活用について伺う

３． 文化振興について

（１)ふるさと芸能デー事業について伺う

（２)市民芸術劇場等の行事日程の広報について伺う

４． 保育行政について

指導監督基準達成のための助成について伺う

２８ 宮城 茂
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１． 子宮頸がんワクチン接種について

今年４月に定期接種化されたばかりの子宮頸がんワクチンについて、厚生労働省はワクチ

ン接種の積極的な呼び掛けを一時中止するよう、全国自治体に勧告しているが、本市はど
のような対応をしていくのか伺う

２． うるま市内に住む市職員のうち各自治会に加入している職員の状況について

（１)自治会に加入している職員の割合について伺う

（２)県内１０市の加入状況について

３． 本市の公園環境管理について

石川白浜公園内にブルーシートを張り、寝泊まりしている人がいると周辺住民から苦情が

あるが、当局の対応方について伺う

４． 石川美原地域（美原８号線周辺の新興住宅地域）の排水路について

同地域の排水溝（海側に向けての）は大雨の際には雨水が溢れ出し、民家の屋敷内に流れ
込む状況下にある。早急な対応策ができないか伺う

２９ 久高 唯昭

１． 石川運動公園内の噴水広場について

噴水広場の管理状況について

（噴水広場を撤去したらいかがでしょうか）

２． 水道管理者について

水道局の管理者を置かなくなってから５年位なると思いますが、どうして置かないのか。

法律上は置くべきだと思いますが

３． 国道３２９号石川バイパスにある高架橋の下について
国道３２９号石川バイパス高架橋の下についてです。これは石川トンネルの近くから旧石

川市内に向けての高架橋であります。高架橋の長さは約６００ｍ、幅２５ｍを約２ｍの高

さのフェンスで囲まれています。このフェンスの中の使われていない部分を農業従事の為

に解放して欲しいと思います。当局にお願いしたいと思いますが

４． うるま市の学力について
（１)うるま市の小・中学校の学力テストの結果は、県内４１市町村の中においてその順

位はどうなのか。各教科ごと

（２)前回と比べて今回はどう変わったのか

（３)今後の対応は（学力向上にむけて）

（４)学力向上の為の一つとして成績の上位校を発表したらいかがでしょう

（１～３位くらい）

３０ 又吉 法尚

１． ２０１３年度全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）の結果について

（１)県内１１市の中に於けるうるま市の現状を伺う

（２)うるま市内小中学校に於ける学級規模の縮小や、教職員の配置増について伺う

（３)生活リズムの基盤、「早寝・早起き・朝ごはん」の「基本的生活習慣の見直し」につ
いて伺う

（４)学力向上を目指した学力先進地域への教員派遣について伺う

（５)学力向上に向けた「教員の多忙化防止策の推進」、「校務負担軽減」、「教員が子ど

も達と向き合うことができる環境整備」作りについて伺う
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２． 保育園教育について

（１)待機児童解消に向けたうるま市園長会へのアンケート実施、説明会開催について伺う

（２)待機児童解消加速化計画について
①保育所整備について伺う

②保育士確保について伺う

③小規模保育事業について伺う

④認可外保育施設支援について伺う

⑤企業内保育施設への支援について伺う

⑥分園、園舎建て替えについて伺う

３． 基地問題について

（１)第７９回うるま市議会（臨時会）にて、可決された米軍ヘリＨＨ－６０墜落事故及

びオスプレイ配備に対する抗議決議について、島袋うるま市長の率直な想いを伺う

（２)うるま市内の幼稚園、小・中学校に於ける学校保健安全法に基づく騒音測定について

伺う

４． 環境整備について

（１)川崎御山ぬ川橋付近の側溝整備について伺う

（２)川崎御山ぬ川橋付近の川沿いに於ける雑草について伺う

５． 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於ける親へのアドバイス、子どもへの指導について伺う

６． 自治会運営について

（１)うるま市各自治会の地域別の加入率について伺う

（２)職員の自治会加入率、自治会活動について伺う

７． 第５８回九州ブロックＰＴＡ研究大会おきなわ大会について

（１)島袋うるま市長の歓迎のあいさつについて伺う

（２)第２分科会（うるま市市民芸術劇場）に於ける、うるま市特産品のＰＲ活動について

伺う

８． 行政主導による環境対策について

（１)太陽光発電導入補助制度について他市町村の補助金について伺う

（２)県立石川高校に設置されている太陽光発電設備について伺う

９． 喫煙対策について

（１)庁舎内の喫煙場所について伺う
（２)分煙室の設置について伺う

３１ 下門 勝

１． 保育行政について

（１)待機児童解消対策について伺う

（２)保育士の確保問題等について伺う
（３)看護師の配置状況等について伺う

２． 福祉行政について

（１)乳幼児医療費の自動償還払いについて伺う

（２)一人親家庭支援等について伺う
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（３)住宅支援給付等について伺う

３． 教育行政について
（１)学校施設への地域連携室の設置等について伺う

（２)学校施設の補修等の考え方等について伺う




