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一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

1 17分 新垣　　新（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 南部土砂について

(1) 南部土砂をめぐり大きな騒動にまで発展した。南部の土砂が辺野古建設に使用されるこ
とが決まってもいないのになぜ問題となっているのか、事の発端は何が原因なのか、誰が
問題を提起したのか、見解を求めます。

(2) 南部地区の鉱山から全ての公共、民間工事で遺骨が混じって工事を行われているものだ
と考えているのか、見解を求めます。

(3) 照屋副知事の３月11日辞令交付式後の地元紙でのコメントにおける「南部土砂使用阻
止」新しい規制の枠組みについての明確な中身をお聞かせください。

(4) 當銘糸満市長の赤旗新聞での記事掲載を照屋副知事はどのように受け止めています
か。また、４月27日における糸満市役所での當銘市長との意見交換で、公園法範囲「見
直しを」要望とのことで４月29日の地元紙での掲載がありますが、自然公園法に基づき特
別地域拡大の意見交換なのか、照屋副知事の見解を求めます。

(5) 一連の騒動をあおる糸満市内における違法ポスターや違法断幕がありますが、撤去すべ
きだと考えていますが見解を求めます。

(6) 不法侵入及び業務妨害の疑いについて（鉱山関係者の声）

ｱ 鉱山関係者が所有する敷地に許可なく無断でドローン撮影を行い、令和３年２月定例
会一般質問で活用されていますが不法侵入等に当たらないか。また、鉱山関係者の敷
地内に許可なく勝手に侵入し、辺野古移設反対の活動家が不法侵入及び業務妨害で
仕事にならない現実です。これから県警に相談したいと述べていますが、県警本部長の
見解を求めます。

ｲ 玉城知事が令和３年３月４日の県議会一般質問で与党議員への答弁に対し、沖縄土石
工業の敷地を視察したときに「実際に骨片を手に取ってみると、ここをどうしようかという
思いで頭がいっぱいになった。」と指し、著しい営業妨害的な答弁と感じていますが、骨
片はどのように手に入れたのか、明確にお聞かせください。

ｳ 令和３年３月19日、県自然保護課からの依頼を受け、照屋副知事や他職員が沖縄土石
工業敷地の視察を認められ、敷地内許可をしたにもかかわらず、「石にも血が染み込ん
でいると思うと、足を踏みしめてよいのかという気持ちになる。」と語り、一県民の事業で
あることを忘れ、著しい人権侵害と営業妨害を行い県民に寄り添うことがない発言だと感
じていますが、沖縄土石工業に対し謝罪すべきでないか、照屋副知事の見解を求めま
す。

(7) 沖縄土石工業に対する措置命令について
 沖縄土石工業に関連し、沖縄県が行った措置命令の内容が自然公園法、その他関連
法令に照らして適法と言えるのか、見解を求めます。

2 我が党の代表質問との関連について
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※最初の質問から一問一答方式を選択

一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

2 17分 西銘　啓史郎（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 知事の政治姿勢について

(1) 新型コロナウイルス感染症対策について

ｱ 本部長として、これまでの対策(判断・決断等)に対する自己評価及び課題について伺
う。

ｲ 他都道府県知事の評価及び全国知事会の役割と評価・課題について伺う。

ｳ 専門家会議、対策本部会議の開催状況と知事の出席状況について伺う。

ｴ 公立高校の休校・解除について決定から通知に至る経緯について伺う。

(2) 知事の危機管理の考え方（行動優先順位等）について

ｱ ５月臨時議会中の上京・要請（基地問題）についての決定経緯を伺う。

ｲ ４月16日の記者会見において会見場への一般人傍聴について伺う。

(3) 政策参与の活動状況と提言実績について伺う。

2 保健医療部関連について

(1) 感染拡大防止策等について

ｱ 医療崩壊の定義及び崩壊防止対策について伺う。

ｲ コロナ感染者用病床数（公立病院・民間病院）の内訳について伺う。

ｳ 県内総病床数について伺う。

ｴ 自宅療養者の地域別状況、ホテル療養できない理由等について伺う。

ｵ 入院待機施設の開設場所・時期と体制について伺う。

(2) 陽性者の状況（６月27日現在）等について

ｱ 年代別・地域別・症状別（重症・中等症・軽症）状況について伺う。

ｲ ＰＣＲ検査（行政検査・保険診療・検査事業）の件数について伺う。

(3) ワクチン接種について

ｱ 市町村別状況（6月27日現在）と市町村・県・国の役割について伺う。

ｲ 優先接種について県としての考え方について伺う。

ｳ ワクチンの要請方法・配布ルート（市町村・県・国）等について伺う。

ｴ 学校ＰＣＲ支援チームの体制、支援開始、支援概要について伺う。

(4) 保健所の状況について

ｱ 保健所の抱える課題及び残業実態等、その対応策について伺う。

ｲ 積極的疫学調査の現状と課題・対策について伺う。

3 文化観光スポーツ部関連について

(1) 沖縄観光コンベンションビューロー（ＯＣＶＢ）への令和３年度委託事業等（予算・件数）に
ついて伺う。

(2) 観光目的税の導入について現状と課題及び今後の方向性について伺う。
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(3) 緊急事態宣言解除後の県内観光産業再興に向けた対策等について伺う。

(4) しまくとぅば普及推進計画の状況（成果）と課題について伺う。

4 商工労働部関連について

(1) 沖縄県感染防止対策認証制度の状況（認証店舗数等）と課題について伺う。

(2) 認証済ステッカーのデザイン決定に関する経緯について伺う。

5 我が党の代表質問との関連について
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一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

3 17分 仲村　家治（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 港湾行政について

(1) 那覇港管理組合における「浦添ふ頭地区における民港の形状案」の公表についての知
事の所感について

(2) これまでの県議会において、那覇港湾施設の移設についての問いに、民港の形状案を
優先し、その後に協議会で議論すべきだと知事は何度も答弁があった。いよいよ民港の
形状案が公表され、建設に向けてのスケジュールはどうなっているか。

2 那覇港湾施設の移設について

(1) ４月12日の知事、那覇市長、浦添市長の三者会談での内容を問う。

(2) 三者会談後の知事の記者会見の内容について問う。

(3) ４月14日の松本浦添市長の記者懇談会の内容を問う。

(4) ４月21日の城間那覇市長の定例記者会見の内容を問う。

(5) ５月19日に行われた移設協議会の内容を問う。

(6) 那覇軍港地主会と那覇市と知事との意見交換会は開催されたか。

3 沖縄の食文化の象徴である島豆腐について

(1) 国際的な衛生管理基準「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」に沿った衛生管理が６月１日から義務化さ
れ、沖縄の食文化の象徴である、アチコーコーの島豆腐やゆし豆腐の管理基準が厳しく
なった。詳細を問う。

(2) 今回のＨＡＣＣＰによる危機的な島豆腐文化に対して、県としてどのような支援を考えてい
るか。

(3) 沖縄の伝統文化の継承についての食文化の位置づけはどうなっているか問う。

(4) しまくとぅばの普及に関連する予算について

4 道路・公園行政について

(1) 県内のアカギの葉枯れが広がっている問題。経緯と原因と対策を問う。

5 海の安全・安心について

(1) 水上安全条例改正後の組織等の状況を問う。

(2) 自然海岸の安全・安心の状況を問う。

(3) 神奈川県と日本ライフセービング協会が昨年に引き続き協定を結んだ。その内容を問う。

(4) 沖縄ライフセービング協会が中心になって県内の自然海岸等をボランティア・パトロール
の活動を開始している。活動内容等把握しているか。

(5) ６月９日に知事は、沖縄振興計画の素案を県振興審議会に諮問した。その中の「海洋立
国への貢献」を掲げたとの報道があった。その内容について問う。

6 我が党の代表質問との関連について
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一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

4 17分 島尻　忠明（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 知事の政治姿勢について

(1) コロナウイルス感染防止対策について

ｱ 沖縄県には、今回のような危機に対処した危機管理マニュアルに相当する指針等はあ
るのか否か。あるとした場合、今回のようなウイルスも視野に入った指針になっているの
か伺います。

ｲ 県において新型コロナウイルス対策をマネジメントしている部署は保健医療部となってい
ると思いますが、本来、保健医療部は一般的な感染症を所管するところであり、危機管
理マネジメントを行う部署ではないものと考えます。県民の生活支援、経済支援等を含
めた全庁横断的なマネジメントの実態はどうなっているのか伺います。

ｳ さらに、今回のように非常事態宣言が発出されるような危機にあっては、速やかに全体を
把握し、組織横断的に一丸となり必要な対応策を徹底していくためには、危機管理をマ
ネジメントする部署として、知事公室こそがその役割を担うべきものと考えますが当局の
見解を伺います。

(2) 那覇港湾計画改訂と浦添埠頭地区・西海岸開発について

ｱ 現港湾計画と比較して33ヘクタール、約23％縮小した今回の合意案をどのように評価し
ているのか、那覇港管理組合管理者である知事の見解を伺います。

ｲ 縮小した合意案にあって、「物流空間」が77ヘクタールの算定根拠となる貨物量推計の
手法について伺います。また、貨物量推計の手法として犠牲量モデルに用いた、経済
成長率等の各種経済指標の数値と、現在策定中の新たな振興計画に用いている数値
との整合性について伺います。

ｳ 那覇港の整備費用は管理組合設立時に６対３対１での各母体の負担割合が決まってお
り、県の負担割合は６割となっています。そこで事業が残る新港埠頭地区の事業完了な
く、県は必要な予算を６割負担してまで浦添埠頭地区の「物流空間」と「交流・にぎわい
空間」の事業着手はあり得るのか伺います。

ｴ 去る５月19日に開催された第27回那覇港湾移設に関する協議会において、何を議論
し、何を確認したのか、また、県として何を要望したのか伺います。

(3) 伊良部高校跡地利用について

ｱ 伊良部島の発展の源泉こそは、グローバルな人材育成であると思っております。そこで、
グローバル人材育成の核として、伊良部高校跡地利用を考えていくことは、島の創造的
かつ持続的な発展につながっていくものと考えますが、伊良部高校跡地利用について
どのように考えているのか伺います。

ｲ 伊良部高校跡地利用を考えていく際には、島で生活する島民の意見を最大限尊重しな
がら、校歌の第一小節に込められた「黎明告ぐる南の文化の潮寄るところ」、「永遠に伸
びゆく伊良部高校」、カギスマ・伊良部、ズミスマ・伊良部となるような、島民一体となった
取組が求められてくるべきものと考えますが、知事及び関係当局の見解を伺います。

(4) 沖縄県中央卸売市場について

ｱ 現状と課題を伺います。

ｲ 施設内に空きスペースがあると聞いているが、その対応について
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ｳ 仲卸業者及び売買参加者に対する支援について

ｴ 中央卸売市場の建て替え等の要望について

2 我が党の代表質問との関連について
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※最初の質問から一問一答方式を選択

一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

5 17分 呉屋　　宏（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 中学生までの医療費の無料化について

(1) 現物給付をいつからやるのか。

(2) この現物給付、市町村長は全員が了解しているか。

(3) いまだに12市町村は小中学生の医療費無料化も進められていないが、新たな県の支出
は幾らになるのか。

(4) 那覇市の支出は幾らになるか。

2 防災ヘリについて

(1) 導入の目途はついたか。

(2) 防災ヘリの組織はどのようになるのか。

(3) 今後のスケジュールを説明してください。

3 保育行政について

(1) 保育士等キャリアアップ研修事業を説明ください。

(2) 現在は保育士に対して、支払われる金額はどうなっているか。

(3) この事業の今年までと来年度から少し変更があるようだが内容を伺う。

4 新型コロナウイルスについて

(1) 現在のＰＣＲ検査の日量と、今後ＰＣＲ検査の拡大計画はあるか。

(2) 新たな変異株（デルタ株）への対応を伺う。

(3) 15日開会日の答弁からワクチン接種計画に変更があったか。

(4) コロナ感染拡大において、企業の協力金の拡大計画はあるか。

(5) 知事は現在のコロナ対策がうまくいっていると考えているか。

(6) 知事のコロナ対策のイメージを説明してください。

(7) 知事はその職責でコロナ対策の先頭に立っていると考えているか。

(8) 小・中・高校のワクチン接種を学校で行うことはしないか。

5 次期振興計画について

(1) 知事が次期振興計画に期待することを伺う。

(2) 知事は次期振興計画に何を柱にしようとしているのか。

(3) 知事の考える「沖縄の将来像」とはどんなものか。

(4) 沖縄21世紀ビジョン（９年前の構想）に手を加えたか。

(5) ５次計画の達成できなかったベスト３は何か。

(6) 沖縄振興特別措置法はいつまで続くと考えているか。

6 我が党の代表質問との関連について
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一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

6 17分 中川　京貴（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 知事の政治姿勢について

(1) 基地問題について

ｱ 基地の整理縮小、基地被害、負担軽減をどのように考えているか伺いたい。

ｲ 沖縄の基地を50％削減すると発表したが、その内容について伺いたい。

ｳ 普天間飛行場、辺野古移設と那覇軍港、浦添移設についての違いを伺いたい。

ｴ 嘉手納町議会からの嘉手納基地内のパパループ継続使用に厳重に抗議し、使用禁止
を求める意見書に対し、県はどのように対応をしたか伺いたい。

(2) 基地関連収入について

ｱ 軍用地料や、思いやり予算など県に入る収入、市町村に入る収入について伺いたい。

ｲ 地域振興・基地補正・密度１（傾斜配分）の設置された経緯と現状について伺いたい。

(3) 新型コロナウイルスにより、県経済の打撃はもちろん、全国的に経済・産業にも影響が出
ている都道府県に対し、今後予測される国からの予算の減額をどのように考えているのか
伺いたい。

2 新型コロナウイルス感染拡大について

(1) 我々自民党会派はこれまで玉城知事に対し、新型コロナウイルスに対する防疫体制の強
化と感染対策を何度も要請したが、その成果が出ていない。感染が拡大した要因につい
て伺いたい。

(2) 令和２年度は第16次補正予算合計1824億円、令和３年度は当初予算を含む第８次補正
予算1544億円、合計3368億円でコロナ対策を行ったにもかかわらず、コロナウイルスが拡
大し県民が苦しんでいる状況について今後の対策を伺いたい。

(3) コロナ感染症第４波は、感染力が強く重症化しやすい変異株に置き換わったことで、連日
新規感染者が最多を更新するなど、医療関係機関は病床の確保や入院先探しで危機的
状況に陥っている。知事の認識と対策を伺いたい。

(4) 本県における地方創生臨時交付金について伺いたい。

(5) 中小企業を支援するための県内の雇用調整助成金について伺いたい。

(6) 新型コロナウイルス感染拡大防止を受け、県内の学校の臨時休校などで影響を受ける関
係者への支援について伺いたい。

(7) 酪農農家支援について、酪農経営を安定して継続するためには、学校給食用牛乳との
差額補塡が必要であるが、その支援について伺いたい。

3 沖縄振興計画について

(1) 知事は、新たな沖縄振興特別措置法の制定など、河野太郎沖縄担当相に要請したが、
現段階では白紙と述べたようである。大臣との会談の内容と、今後国との調整をどのよう
に進めていくか伺いたい。

(2) 我が自民党県連は、沖縄振興特別措置法の10年延長と一括交付金の拡充、沖縄振興
開発金融公庫の存続など４項目の実現を自民党沖縄振興調査会（小渕優子会長）に要
請した。その中で委員から、県の決意とビジョンが不足しているとの指摘があった。このこ
とについて県の認識を伺いたい。
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(3) 第１次から第５次にわたる沖縄振興総予算と成果について伺いたい。

4 社会資本整備について

(1) 国道・県道交通渋滞対策について

ｱ 那覇空港第２滑走路が完成し、1000万人観光客１兆円観光収入の目標値のうち「1000
万人」から「1200万人」へと引き上げたことに伴い国道・県道の交通渋滞が予測される
が、その対策と課題について、私が提案した２次交通による高速船（海上タクシー）の活
用（那覇から北谷まで15分、名護まで30分、本部まで40分）についての現状と課題につ
いて伺いたい。

ｲ 西湾岸道路の整備の進捗状況について伺いたい。

ｳ 高速道路の空港までの建設に向けての現状と課題について伺いたい。

ｴ 高速道路の渋滞緩和の現状と対策について伺いたい。

ｵ 沖縄市池武当近くのフルインターチェンジの状況と課題について伺いたい。

5 我が党の代表質問との関連について
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一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

7 17分 仲田　弘毅（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 知事の政治姿勢について

(1) 「政府の骨太方針」について

ｱ 国会が終われば、いよいよ予算編成の時期を迎えます。県は概算要求についてどのよう
に想定し、対応していくか今後のスケジュールを伺いたい。

ｲ 今後、予算編成の指針となる「骨太方針」と「概算要求」は、大きく関連するとされていま
す。昨年の沖縄振興に関する「骨太方針」の記述について伺いたい。

(2) 「自民党沖縄振興調査会」と「次期沖縄振興計画」について

ｱ 沖縄振興調査会について、知事の認識を伺いたい。

ｲ 知事は、５月19日沖縄振興調査会の会議に参加し、小渕優子会長に次期振計の要請
を行っております。要請後の手応えと感想を伺いたい。

ｳ 次期沖縄振興計画の素案について基本的な考えを伺いたい。

2 新型コロナ感染防止対策について

(1) コロナ感染の現況説明をお願いしたい。

(2) コロナ感染拡大の要因について、県の見解を伺いたい。

(3) 厚生労働省からの日本エクモネットを含め、県外からの医師、看護師等の派遣状況を伺
いたい。

(4) コロナワクチン接種について

ｱ 最も連携・調整が必要とされる各自治体との役割・対応について伺いたい。

ｲ 基地内における、米軍による日本人従業員のワクチン接種について県の考えを伺いた
い。

ｳ 各市町村の住民検診を一部休止して、その医師・看護師をワクチン接種に充てている
地区もありますが、県の見解を伺いたい。

(5) アフターコロナについて、県の展望を伺いたい。

3 教育行政について

(1) 高校入学試験について

ｱ 去る３月３日と４日の両日、コロナ禍による感染防止策の中で、県立高校と特別支援学
校高等部の令和３年度一般入試が行われました。実施状況について伺いたい。

ｲ 県教育委員会は、入試の実施に向けガイドラインを示していますが、内容と効果につい
て伺いたい。

ｳ 一般入試の当日、コロナ感染や濃厚接触者・コロナ症状・検査待ちの人などへの対応に
ついて伺いたい。

(2) 全国学力テストは、コロナ禍による学校現場の負担につながることから、新年度は見送る
べきとの意見もあったが、５月27日に延期し実施されました。その経緯と見解を伺いたい。

(3) 緊急事態宣言中の学校休校について

ｱ ２週間の休校措置による授業や学習・部活動等への対応策を伺いたい。
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ｲ 昨年は、全国高校総体が中止になり、今年の県大会はコロナ対策指導の下に延期して
実施されました。経過と評価について伺いたい。

ｳ 九州大会の一部の競技が本県で開催される予定でしたが、休校等で中止になった。影
響を伺いたい。

4 我が党の代表質問との関連について



12

※最初の質問から一問一答方式を選択

一般質問通告表
令和3年第4回沖縄県議会(定例会)

06月29 日(火)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

8 17分 座波　　一（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 沖縄振興特別措置法の延長について知事に伺う。

(1) 自民党沖振調査会の内容について

(2) 我が国の発展への貢献策について

(3) 脱補助金の考え方について

(4) 沖縄公庫の存続について

2 安全保障と振興予算の関係について知事に伺う。

(1) 沖縄県の安全保障について

(2) 米軍専用施設50％へ削減要請について

(3) 基地問題の解決について

3 新たな振興計画について

(1) 沖縄県の主権と自治権について

(2) 海洋立国への貢献について

(3) 沖縄の観光業の再興について

(4) 県財政の立て直し対策について

(5) 市町村のハード交付金事業について

4 ゼロコロナに向けた取組について

(1) 自民党会派の緊急要請への対応について

(2) オリパラホストタウンに対する支援について

5 南部の鉱山の掘採行為に対する措置命令について

(1) 戦没者遺骨とする蓋然性と措置命令の裁量権について

(2) 知事が手に取った骨片について

6 地域の課題について

(1) 南部東道路及び空港自動車道直結事業の加速化について

(2) 国道507号の予算確保について

(3) 農業振興地域整備計画の見直しについて

(4) 南城市佐敷湾岸地区の整備について

7 我が党の代表質問との関連について


