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一般質問通告表
令和3年第8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

1 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) 令和４年度（2022年度）概算要求について

ｱ 令和４年度（2022年度）概算要求2998億円に対する知事の率直な感想をお聞かせくだ
さい。

ｲ 地方行政の財政を左右する予算になりますが、市町村の声は生かされているか。

ｳ 県から内閣府へお願いした概算要求の総額を伺いたい。

2 新型コロナウイルス感染について

(1) 県内の感染状況や医療提供体制の現状をお聞かせください。

(2) 新型コロナウイルス感染防止対策によるワクチン接種の実施状況を伺いたい。

(3) 各保健所の基本的な役割を教えてください。

(4) クラスター（集団感染）発生に伴う速やかな情報公開が求められているが、対策を伺いた
い。

(5) 緊急事態宣言が９月30日まで延長されました。延長と解除について県の考えを伺いた
い。

3 教育行政について

(1) 学校再開について

ｱ コロナ感染対策で、分散登校や感染状況によっては学級・学年閉鎖、あるいは臨時休
校等が実施されてきましたが、実情をお聞かせください。

ｲ これまでの小・中・高校でのコロナ集団感染の学校数と生徒数を伺いたい。

ｳ 臨時休校や分散登校に伴うオンライン授業・学習の実施状況や課題を伺いたい。

ｴ 分散登校や感染不安により登校を控える児童生徒の出欠取扱いについて伺いたい。

(2) 全国学力テストについて

ｱ コロナ感染の厳しい中で、５月に実施された２か年ぶりの全国学力テストの結果が去る８
月31日に公表されました。見解を伺いたい。

ｲ 学力テストで全国水準を維持したことは大変すばらしいことであり、あらゆる意見がある
中で、県内の児童生徒の学力向上に大きく寄与するものと考えております。教育長の感
想をお聞かせください。

4 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8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

2 17分 大浜　一郎（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) 令和４年度沖縄振興予算概算要求について

ｱ 予算概算要求における知事の評価及び今後の政治対話姿勢について

(2) 県経済活動再開への出口戦略について

ｱ 経済再開への県政が取り組むべき姿勢とロードマップについて

ｲ 市町村ワクチン接種状況把握値と県公表ワクチン接種状況公表値との差異について

ｳ 緊急事態宣言下における沖縄県知事判断による地域ごとの柔軟な措置区域対応につ
いて

(3) 尖閣諸島の課題について

ｱ 石垣市による尖閣諸島への新しい行政標柱設置要望における県の取組について

ｲ 石垣市が設置する尖閣情報センターへの県の支援について

ｳ 中国の改正海上交通安全法施行に伴う海事局の尖閣周辺での懸念される事案につい
て

2 新たな離島振興計画骨子案について

(1) 離島グループ編成の意義及び効果的施策等について

3 八重山地域の課題について

(1) 石垣空港線事業の再延長における課題等について

(2) 県立八重山病院における分娩介助料値上げに伴う経済負担への対処策について

(3) 離島学生の入寮再開における８月19日付方針変更の経緯について

(4) 石垣市―竹富町間就航貨物船等の新造に係る費用の一部負担について

(5) 与那国町久部良港を利用する観光を目的とする船舶等の係留施設整備について

(6) 地域未来投資促進法を活用したゴルフ場を含むリゾート施設の今後の進捗について

4 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8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

3 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本部長として

ｱ 警戒レベル判断指標（医療体制３項目、感染状況４項目）の設定時の考え方について
伺う。

ｲ 判断指標の修正について本部長としての考え方を伺う。

ｳ 行動計画に基づく「情報提供・共有」に関する県の対応について伺う。

ｴ 各種会議の議事概要の意義（重要性等）と開示状況について伺う。

ｵ 今後の経済回復対策の出口戦略（ロードマップ）について伺う。

(2) 政策参与について

ｱ 任用手続（流れ）及び職務について伺う。

ｲ 政策参与の活動（勤務）状況及び進言状況について伺う。

ｳ 委嘱解除について伺う。

2 観光産業の再興について

(1) 観光産業の現状把握と救済対策について伺う。

(2) 「観光産業の再興に関する条例」に対する知事の認識・見解を伺う。

(3) 地方創生交付金（事業者支援分、追加交付32億円）の配分について伺う。

(4) 政府との予算交渉（増額等）についてどのように考えているのか伺う。

3 学校教育関連について

(1) 学校ＰＣＲ検査（小・中・高校、学童クラブ等）の実績と課題及び対応について伺う。

(2) 新学期再開後の感染状況について伺う（クラス閉鎖、学年閉鎖等）。

(3) オンライン授業の現状（実施校数等）と課題について伺う。

4 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8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

4 17分 座波　　一（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 コロナの影響を受けている観光産業の再興に向けた条例について

(1) 全会一致で成立した同条例の目的と意義に対する知事の所見を伺う。

(2) 同条例の目的達成のために何が必要か知事の見解を伺う。

(3) 県は積極的な情報発信を行う予定があるか伺う。

2 緊急的（超短期）施策について

(1) 観光関連産業の窮状をどのように把握しているか伺う。

(2) 観光産業再興（回復）に向けた支援措置について

ｱ 沖縄県における新たな財源の確保について

ｲ ９月15日に主要５団体からの支援要請に対する取組について

ｳ 業種・業態別の経営支援について

ｴ ワクチン・検査パッケージ戦略について

ｵ 積極的疫学調査において感染源・感染経路が明らかになる効果について

ｶ コロナゼロ空間に向けた取組について

ｷ 感染拡大地域と抑制地域を分けて蔓延防止を図る取組について

(3) 安心・安全なコロナ対策医療体制への取組について

ｱ 沖縄県における新たな財源の確保について

ｲ 医療崩壊の現状について

ｳ 病院・入院待機ステーション・軽症者療養ホテル・自宅療養の連携について

ｴ 空床に対する支援金、人員体制に対する支援金の現状について

ｵ ＨＥＲ－ＳＹＳデータを活用した効果的な感染抑制策について

3 短・中期的な施策について

(1) 那覇空港クリニックの設置について

(2) 観光産業再興に関する基金等の創設について

4 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8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

5 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) 選挙公約の実現について、何％実現しているか伺いたい。

(2) 普天間基地を名護市辺野古に造らせないと公約を掲げ知事に当選した。しかし、現状は
名護市辺野古で日米ＳＡＣＯ合意により工事は進められている。県民との約束は果されて
いない。なぜ工事を止めることができないのか伺いたい。

(3) 自動車税減免に向けた条例改正について伺いたい。

2 知事の行財政改革について

(1) 玉城県政において、行財政改革の必要性を伺いたい。

(2)  仲井眞元知事の２期８年間の行財政改革の主な実績と成果について伺いたい。

(3) 県庁職員・教職員は、適材適所に配置されているか伺いたい。

3 次期振興計画について

(1) 令和４年度沖縄振興予算要求について伺いたい。

(2) 河野沖縄担当大臣は、2021年度で期限が切れる沖縄振興計画について、これまでの政
策を見直し、分析には地域経済分析システムを活用するとしている。次期振興計画策定
への影響について伺いたい。

(3) 次期沖縄振興計画の理念を実現する上で、沖縄振興予算の満額確保と一括交付金の増
額が不可欠であるが、現状と国との関係からどのように理解を求めていくか伺いたい。

4 県経済の振興について

(1) 沖縄振興開発金融公庫の存続について、自民党沖縄振興調査会の提言で存続は必要
としたが、内閣府は引き続き検討するとなっている。今後、強力な要請活動が求められる。
認識とどのような活動をするか考えを伺う。

5 新型コロナウイルス感染症対策について

(1) 沖縄県における軽症者及び無症状者用宿泊療養施設について伺いたい。

(2) 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と今後
の対策について伺いたい。

(3) 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15次補正
予算2765億円、合計4589億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。

(4) 企業への支援策である雇用調整助成金の段階的縮減の動きがある中、本県における活
用状況はどうか、正規・非正規別の助成率を伺う。

6 県内社会資本の整備について

(1) 鉄軌道の導入については、国との議論を加速させるとしているが、これまでの国との議論
の経過と事業化に入る上でクリアすべき課題や問題点は何か。また、解決は可能と考え
ているか伺いたい。

(2) 東部海浜開発事業の早期実現が求められているが、事業の必要性とこれまでの経緯、予
測される今後の課題、完成時期や総予算について伺いたい。

7 米軍基地問題について
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(1) 嘉手納基地、普天間基地から発生する騒音、悪臭被害について、今後どのようにして解
決していくか伺いたい。

(2) 過去に嘉手納基地周辺の環境実態調査を行った経緯があるが、その結果と報告・予算に
ついて伺いたい。

(3) 米軍海兵隊は、普天間基地内で保管する有機フッ素化合物（ＰＦＡＳ）を含む汚染水を基
地外の公共下水道に放出した。県の認識と今後の対応を伺いたい。

(4) 我が県の基地負担軽減のために、米軍による一部訓練をパラオ海域でできないかパラオ
共和国大統領に要請してみてはどうか伺いたい。

8 農林水産業の振興について

(1) 豚熱（ＣＳＦ）で県内の養豚業者は甚大な被害を受けたが事後検証と今後の対策、また業
者に対する経営補塡や支援は完了したか伺いたい。

(2) パラオ共和国近海でのカツオ・マグロ漁について、パラオ周辺海域内20％の範囲での漁
業協定が締結され、日本のマグロ漁操業が期限付で可能となった。長期的・安定的な操
業が必要であるが、県の今後の取組を伺いたい。

(3) パラオ共和国と我が沖縄県との人材交流をはじめ、友好関係を保つための取組について
伺いたい。

9 子ども・子育て支援について

(1)  中学卒業までの子供の医療費助成について、県は事業費の試算や財源を示している
が、県の単独事業として実施する時期と支援の方法について伺いたい。

(2) 現物給付制度の市町村との連携について伺いたい。

10 県警関係について

(1) 県民の生命、財産、安全を守るための基本的な考え方を伺いたい。

(2) 本県における強盗、殺人、放火、暴行、重大犯罪（県警が判断する件数）に対する対策
は、責任所在は明記されているか。また市町村・県・県警・病院・医師との連携は取れてい
るか伺いたい。

(3) 県内の防犯カメラ設置状況と有効性について伺いたい。

(4) 県内における県民の命を守るためのテロ対策について伺いたい。

(5) 極左暴力集団とはどういう集団か、県民に与える影響について伺いたい。

11 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8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

6 17分 新垣　　新（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 新型コロナウイルス感染予防対策並びに経済対策について

(1) 若者のワクチン接種状況等と周知についてどうなっていますか、お伺いします。

(2) 新型コロナ家庭内感染を防ぐために宿泊療養施設を現状よりも増やすべきだと考えます
が、見解を求めます。

(3) 重症患者を防ぐ特効薬等はどのように治験が始まっていますか、また、効果をお聞かせく
ださい。

(4) 観光産業の再興に関する条例の取組についてお伺いします。

2 次期沖縄振興特別措置法について

(1) 沖縄振興特別措置法の延長はどうなっていますか、お伺いします。

(2) 次期振計の目玉となる新規事業はどうなっていますか、お伺いします。

(3) 沖縄関係税制の優遇措置はどうなっていますか、お伺いします。

(4) 一括交付金及び特定推進交付金などの令和４年度沖縄振興予算概算要求の減額につ
いて知事に見解を求めます。

3 農家の所得向上につながる瞬間冷凍施設の導入について

(1) 先進地視察はどうなっていますか、お伺いします。

(2) 県は、葉物野菜を産官学共同体で世界最先端の瞬間冷凍技術の立証実験を行う意欲が
ありますか、見解を求めます。

4 スポーツアイランド構想について

(1) 目標と取組についてお伺いします。

(2) ボールパーク施設整備もスポーツアイランド構想に導入すべきだと考えますが、見解を求
めます。

(3) Ｊ１スタジアム整備について進捗状況はどうなっていますか、お伺いします。

5 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8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

7 17分 花城　大輔（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 献血事業について

(1) 県としての協力について伺います。

(2) 団体献血の支援について伺います。

2 アフターコロナにおける沖縄アリーナの利活用について

(1) 期待される大規模イベントの誘致計画について伺います。

(2) ＦＩＢＡワールドカップ2023予選ラウンドについて伺います。

ｱ 開催決定に至る経緯について

ｲ 進捗状況について

(3) 国民文化祭2022について伺います。

ｱ 開催に至る経緯について

ｲ 進捗状況について

3 知事の政治姿勢について

(1) 沖縄振興計画について伺います。

ｱ 現在の状況について

ｲ 今後10年間で目指す沖縄像について

ｳ 海底資源開発の取組について

ｴ 子供の貧困問題解決への取組について

(2) 自衛隊の弾薬搬入に対する見解について伺います。　

(3) 衆議院議員選挙候補予定者の政策についての評価を伺います。

4 県内の交通渋滞対策について

(1) 現状と対策について伺います。

(2) 今後の取組について伺います。

5 我が党の代表質問との関連について



9

一般質問通告表
令和3年第8回沖縄県議会(定例会)

09月27 日(月)
順　位 時　間 氏　　　　名　　（　　会　　　派　　） 答弁を求める者

8 17分 照屋　守之（沖縄・自民党) 知事　関係部長等

質　　　　　　　　問　　　　　　　　要　　　　　　　　旨

1 東京オリンピック・パラリンピックの開催について
　沖縄県の選手の活躍・成果と玉城知事の見解を問う。

2 玉城知事の県政運営について

(1) 県知事になった目的及び県知事としてどうしたいのか伺う。

(2) 玉城知事の県政運営は問題解決型か問題提起型か伺う。

3 玉城知事の就任３年間の評価について
　玉城知事は、就任２年間の評価を問われ、ゼロ点あるいは50点と答えていた。３年目はコロ
ナ対策で厳しい評価になると思う。辺野古も行政手続で工事は進められている。玉城知事御
自身の評価を問う。

4 玉城知事の新型コロナウイルス感染対策本部長として

(1) 全国最悪のコロナ感染率は45日間連続しているとのこと。この現状をコロナ対策本部長と
して玉城知事はどのように捉えているか、知事に伺う。

(2) 沖縄県の全国最悪の感染率の状況は人災であると思う。玉城知事の見解を問う。

(3) 沖縄県のコロナ対策本部長は２人いる。デニー本部長と康裕本部長である。コロナ対策
法で定めるコロナ対策本部長は誰か伺う。

(4) 神奈川県で自宅療養のコロナ感染者が死亡し、神奈川県が補償金を支払うとの報道が
あった。このことは、コロナ対策法や関連法に照らして神奈川県に責任があったと思う。沖
縄県でも補償金の事例や可能性があるのか伺う。

5 菅総理の総裁選出馬断念について
　菅総理は、総理大臣の任期中、コロナ対策に専念するとし総裁選不出馬を表明した。私
は、国民の命・暮らし最優先の大英断であると評価している。玉城知事の見解を問う。

6 衆議院議員総選挙について

(1) 任期満了に伴う総選挙が予定されているが、国民の政党支持率、自民党の総裁選挙を
考えると、私は政権交代が問われる選挙になるとは思っていない。立憲民主党は、単独
過半数を目指すとして共産党とは連立政権は考えられないとしている。玉城知事に政権
交代の可能性について見解を問う。

(2) 立憲民主党・共産党・社民党等が辺野古移設中止を求める共通政策で合意したことを玉
城知事が歓迎したとの報道がある。一方で自民党沖縄振興調査会が菅総理に新たな沖
縄振興計画を要請している。玉城知事は、衆議院議員選挙等で国政与党を応援するの
か。国政野党を応援するのか。理由も含めて見解を問う。

(3) 国民民主党は、旧民主党の鳩山政権が県外移設を掲げ迷走したと指摘、一方的に中
止・反対を唱えても、米国の了解を得ずにはできない話だと異論を唱えている。国民民主
党は、現実的なアプローチを主張している。玉城知事も当時は民主党の国会議員であ
り、国民民主党の主張は理解できると思う。辺野古移設問題は、国民民主党の主張のよう
に現実的なアプローチが必要ではないか。玉城知事に伺う。

7 普天間飛行場代替の辺野古埋立事業について

(1) 現在、行政手続で埋立事業は進められている。総事業費と現在までの発注工事高と比率
を伺う。

(2) 今、国から提出されている設計変更承認の申請も行政手続である。標準期間を超えて時
間をかけて質問を繰り返し回答を得ると設計変更は承認すると思われる。この理解でよい



10

か伺う。

8 オール沖縄の政治体制について
　オール沖縄とは、翁長前知事を中心に保守の一部と革新が連携し辺野古反対でまとまり、
他の政策は腹八分で進める仕組みであったと思う。翁長前知事あってのオール沖縄であり、
玉城デニー知事ではオール沖縄にはならないと思う。今の実態は、革新共闘であり選挙で
勝つためにオール沖縄を使っていると思う。玉城知事の見解を問う。

9 新たな沖縄振興計画と次年度の国の沖縄関係予算について
　これまで振興計画は、10年前に仲井眞元知事、20年前に稲嶺元知事がつくり上げたもの
である。仲井眞・稲嶺元知事の熱意と知恵と強いリーダーシップで実現させたと思う。このこと
は県知事の大きな責任でもあります。

(1) そこで玉城知事に伺う。

ｱ 新たな沖縄振興計画をいつまでに決定させるか。

ｲ 新たな沖縄振興計画の期限はどうするか。

ｳ 新振計期間の年間予算額の設定はどうするか。

(2) 県の素案に国に貢献する義務を明記した理由を説明願う。

(3) 次年度の国の沖縄関係予算について
　玉城知事は、概算で3600億円要求したものの、概算要求額は2998億円に決定した。概
算要求で602億円の減額は、県の調整不足・努力不足であると考えている。これから年末
の予算決定に向けて玉城知事の真価が問われることになる。玉城知事の決意を伺う。

10 県立病院のクラスター公表遅れ隠蔽問題について

(1) 中部病院の集団感染者及び死亡者数は。

(2) ７月12日、沖縄県議会決議「県立病院で発生した大規模クラスター及び新型コロナウイル
ス感染症対策の在り方に関する決議」への対応を伺う。

(3) 決議で「再発防止の徹底」を求めているが、県立病院のクラスターはどうなっているか伺
う。

(4) ７月27日、うるま市議会「沖縄県立中部病院で発生したクラスターの公表遅れ及び感染症
対策についての意見書」への対応を伺う。

11 首里城火災について
　首里城火災の原因究明や責任の所在を求める声が根強く、誰も責任を取らない状況に県
民から不満が寄せられている。そこで伺います。

(1) 首里城火災に係る再発防止検討委員会の検証を受けて、改めて県の責任の所在が明確
になったと思う。誰がどのような責任を負うのか説明願う。

(2) 火災は初期消火が重要である。首里城火災で初期消火ができなかった理由を説明願う。

(3) 玉城知事が韓国出張でトップ不在の危機管理対応が露呈されたと思う。知事不在の問題
点を説明願う。

(4) 県が対策本部を設置したのが全焼後の午後２時30分である。約11時間燃え続け全焼後
である。消火対策、被害拡大防止対策のために対策本部は設置するものである。玉城知
事が韓国から帰ってから対策本部を設置した。大問題ではないか。知事の見解を問う。

12 我が党の代表質問との関連について


