
【平成28年度意見募集一覧】

※結果公表日の属する年度で整理。

案件名 募集期間
意見提出
件数

意見提出
人数等

結果公表日 所管課

沖縄県建築基準法施行細則改正（定期報告
制度）に関する意見募集

平成28年3月24日
から

平成28年4月24日
1件 1人 平成28年6月22日

土木建築部
建築指導課

ＴEL:098-866-2413

沖縄県耐震改修促進計画（案）に関する意見
募集について

平成28年4月28日
から

平成28年5月29日
0件 0人 －

土木建築部
建築指導課

TEL:098-866-2413

「沖縄県職業訓練に関する基準等を定める条
例案に関する意見募集について」

平成28年4月28日
から

平成28年5月12日
0件 0人 －

商工労働部
労働政策課

TEL:098-866-2366

第10次沖縄県交通安全計画（案）
平成28年5月16日

から
平成28年6月16日

0件 0人 －
子ども生活福祉部
消費・くらし安全課
TEL:098-866-2187

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為
等の防止に関する条例」の一部改正に対する
意見募集

平成28年6月15日
から

平成28年7月15日
0件 0人 －

県警生活安全企画課
ＴEL:098-862-0110

「沖縄県公共施設等総合管理計画（素案）に
対する県民意見の募集」について

平成28年6月20日
から

平成28年7月19日
0件 0人 －

総務部
管財課

ＴEL:098-866-2106

「沖縄汚水再生ちゅら水プラン2016（素案）」に
対する意見募集

平成28年6月29日
から

平成28年7月29日
20件 3人 平成28年8月22日

土木建築部
下水道課

ＴEL:098-866-2248

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方
針」の変更（原案）について

平成28年7月12日
から

平成28年8月11日
1件 1人 平成28年8月23日

土木建築部
都市計画・モノレール課
TEL:098-866-2408

沖縄県幼保連携型認定こども園の認定こども
園の認定の要件に関する条例の一部を改正
する条例（案）に対する意見募集について

平成28年7月15日
から

平成28年8月14日
0件 0人 －

子ども生活福祉部
子育て支援課

ＴEL:098-866-2174

沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定
こども園の認定の要件に関する条例の一部
を改正する条例（案）に対する意見募集につ
いて

平成28年6月20日
から

平成28年7月19日
0件 0人 －

子ども生活福祉部
子育て支援課

ＴEL:098-866-2174

沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備
及び運営に関する基準等を定める条例の一
部改正について

平成28年8月8日
から

平成28年8月26日
0件 0人 －

子ども生活福祉部
障害福祉課

ＴEL:098-866-2190

沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例
（案）に対する意見募集について

平成28年8月8日
から

平成28年8月26日
0件 0人 －

子ども生活福祉部
青少年・子ども家庭課
ＴEL:098-866-2174

（仮称）宮古広域公園基本計画（案）に関する
意見募集について

平成28年9月30日
から

平成28年10月31日
33件 19人 平成29年1月6日

土木建築部
都市計画・モノレール課
TEL:098-866-2408

第5次沖縄県男女共同参画計画に関する県
民意見公募

平成28年11月7日
から

平成28年12月6日
1件 1人 平成29年1月22日

子ども生活福祉部
男女共同参画課
TEL:098-866-2500

沖縄県災害廃棄物処理計画（案）に対する意
見募集

平成28年11月25日
から

平成28年12月26日
0件 0人 －

環境部
環境整備課

TEL:098-866-2235

特定個人情報保護評価書（沖縄県税務事務
トータルシステム　全項目評価書（案））に対
する意見募集について

平成28年12月15日
から

平成29年1月13日
0件 0人 －

総務部
税務課

TEL:098-866-2096

「第12次鳥獣保護管理事業計画」（案）に対す
る意見の募集について

平成28年12月16日
から

平成29年1月16日
2件 2人 平成28年3月3日

環境部
自然保護課

TEL:098-866-2243
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結果公表日 所管課

「第２次沖縄県環境基本計画における各取組
の進捗状況（対象年度：平成27年度）」に対す
る意見の募集について

平成28年12月26日
から

平成29年1月27日
0件 0人 －

環境部
環境政策課

TEL:098-866-2183

沖縄県卸売市場整備計画（第10次）（案）に対
する意見募集

平成28年12月28日
から

平成29年1月30日
0件 0人 －

農林水産部
流通政策課

TEL:098-866-2255

「沖縄２１世紀ビジョン基本計画改定（案）」に
対する県民意見募集について

平成29年1月5日
から

平成29年2月17日
0件 0人 －

企画部
企画調整課

TEL:098-866-2026

「基地環境調査ガイドライン（仮称）（案）」
平成29年1月6日

から
平成29年2月6日

32件 3人 平成29年3月14日
環境部

環境政策課
TEL:098-866-2183

「第10次沖縄県職業能力開発計画（案）」に対
するご意見の募集について

平成29年1月6日
から

平成29年2月1日
0件 0人 －

商工労働部
労働政策課

TEL:098-866-2366

「第8次沖縄県伝統工芸産業振興計画（案）」
に対する県民意見募集の実施について

平成29年1月12日
から

平成29年2月13日
0件 0人 －

商工労働部
ものづくり振興課
TEL:098-866-2337

沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例等の一部改正案

平成29年1月16日
から

平成29年1月27日
0件 0人 －

子ども生活福祉部
障害福祉課

TEL:098-866-2190

「第３次沖縄県消費者基本計画（案）」に対す
る県民意見募集について

平成29年1月24日
から

平成29年2月20日
0件 0人 －

子ども生活福祉部
消費・くらし安全課
TEL:098-866-2187

沖縄県地域医療構想（案）についての県民意
見の募集

平成29年1月25日
から

平成29年2月19日
0件 0人 －

保健医療部
保健医療政策課
ＴEL:098-866-2169

沖縄21世紀農林水産業振興計画改定（案）に
対する意見募集について

平成29年1月31日
から

平成29年3月3日
0件 0人 －

農林水産部
農林水産総務課
ＴEL:098-866-2254

平成29年度沖縄県食品衛生監視指導計画
（案）に対する意見募集

平成29年2月10日
から

平成29年3月9日
0件 0人 －

保健医療部
生活衛生課

TEL:098-866-2055

「沖縄県飲酒運転根絶推進計画（案）」につい
て

平成29年2月10日
から

平成29年3月10日
0件 0人 －

子ども生活福祉部
消費・くらし安全課
TEL:098-866-2187

「沖縄県教育情報化基本計画（平成24年度～
平成33年度）（改訂版）」（案）
「沖縄県教育情報化推進計画（平成29年度～
平成33年度）」（案）

平成29年2月17日
から

平成29年3月17日
0件 0人 －

教育庁
教育支援課

ＴEL:098-866-2711

　「沖縄県観光振興基本計画（第5次）改定
（案）に対する意見募集」に対する意見募集に
ついて

平成29年2月17日
から

平成29年3月2日
0件 0人 －

文化観光スポーツ部
観光政策課

ＴEL:098-866-2763


