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平成30年第５回沖縄県議会（臨時会）会期日程

月　日 曜日 日　　　 　　 　程 備　　考

１ ７月27日 金
　　　（会議録署名議員の指名）
本会議（会期の決定）
　　　（議員提出議案の説明、採決）
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開会日に応招した議員　 

新　里　米　吉　君

赤　嶺　　　昇　君

瀬　長　美佐雄　君

玉　城　武　光　君

親　川　　　敬　君

新　垣　光　栄　君

宮　城　一　郎　君

大　城　憲　幸　君

金　城　泰　邦　君

西　銘　啓史郎　君

新　垣　　　新　君

座　波　　　一　君

比　嘉　瑞　己　君

西　銘　純　恵　さん

平　良　昭　一　君

上　原　正　次　君

当　山　勝　利　君

亀　濱　玲　子　さん

當　間　盛　夫　君

上　原　　　章　君

山　川　典　二　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

末　松　文　信　君

渡久地　　　修　君

玉　城　　　満　君

仲　村　未　央　さん

照　屋　大　河　君

仲宗根　　　悟　君

崎　山　嗣　幸　君

具志堅　　　透　君

島　袋　　　大　君

中　川　京　貴　君

座喜味　一　幸　君

嘉　陽　宗　儀　君

新　垣　清　涼　君

瑞慶覧　　　功　君

狩　俣　信　子　さん

比　嘉　京　子　さん

大　城　一　馬　君

糸　洲　朝　則　君

照　屋　守　之　君

仲　田　弘　毅　君

翁　長　政　俊　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

応招しなかった議員　 

次呂久　成　崇　君 金　城　　　勉　君
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平成30年７月27日

平成30年
第 ５ 回 沖縄県議会（臨時会）会議録

（第 １ 号）
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平成 30年
第　５　回 沖縄県議会（臨時会）会議録（第１号）

平成30年７月27日（金曜日）午前10時開会

議　　事　　日　　程　第１号
平成30年７月27日（金曜日)

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　那覇空港における自衛隊機の事故に関する意見書
　　　　渡久地　修君　　花城　大輔君
　　　　又吉　清義君　　中川　京貴君
　　　　仲田　弘毅君　　宮城　一郎君
　　　　当山　勝利君　　仲宗根　悟君　　提出　議員提出議案第１号
　　　　新垣　光栄君　　玉城　　満君
　　　　比嘉　瑞己君　　上原　　章君
　　　　當間　盛夫君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本日の会議に付した事件

日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　那覇空港における自衛隊機の事故に関する意見書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
出　席　議　員（44名) 

議　長  新　里　米　吉　君  19 番  上　原　　　章　君
副議長  赤　嶺　　　昇　君  20 番  山　川　典　二　君
１　番  瀬　長　美佐雄　君  21 番  花　城　大　輔　君
２　番  玉　城　武　光　君  22 番  又　吉　清　義　君
３　番  親　川　　　敬　君  23 番　　末　松　文　信　君
４　番  新　垣　光　栄　君  25 番  渡久地　　　修　君
６　番  宮　城　一　郎　君  26 番  玉　城　　　満　君
７　番  大　城　憲　幸　君  27 番  仲　村　未　央　さん
８　番  金　城　泰　邦　君  28 番  照　屋　大　河　君
９　番  西　銘　啓史郎　君  29 番  仲宗根　　　悟　君
10 番  新　垣　　　新　君  30 番  崎　山　嗣　幸　君
11 番  座　波　　　一　君  33 番  具志堅　　　透　君
12 番  比　嘉　瑞　己　君  34 番  島　袋　　　大　君
13 番  西　銘　純　恵　さん  35 番  中　川　京　貴　君
14 番  平　良　昭　一　君  36 番  座喜味　一　幸　君
15 番  上　原　正　次　君  37 番  嘉　陽　宗　儀　君
16 番  当　山　勝　利　君  38 番  新　垣　清　涼　君
17 番  亀　濱　玲　子　さん  39 番  瑞慶覧　　　功　君
18 番  當　間　盛　夫　君  41 番  狩　俣　信　子　さん
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42 番　　比　嘉　京　子　さん  46 番  照　屋　守　之　君
43 番  大　城　一　馬　君  47 番  仲　田　弘　毅　君
45 番  糸　洲　朝　則　君  48 番  翁　長　政　俊　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　席　議　員（２名)
　　　　　　５　番　　次呂久　成　崇　君  31 番　　金　城　　　勉　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
欠　　　　　員（２名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名

  事　務　局　長  平　田　善　則　君  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  主　　　　　査  宮　城　　　亮　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  政務調査課長  前　田　　　敦　君
  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　ただいまより平成30年第５回
沖縄県議会（臨時会）を開会いたします。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、渡久地修君外12人から、議員提出議案第１号
「那覇空港における自衛隊機の事故に関する意見書」
の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

――――――――――――――――――
　　　〔諸般の報告　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第１　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　27番　仲　村　未　央　さん　及び
　　　34番　島　袋　　　大　君　
を指名いたします。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期臨時会の会期は、本７月27日の１日といたした
いと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本７月27日の１日と決定いたしま

した。
―――――――◆・・◆―――――――

〇議長（新里米吉君）　日程第３　議員提出議案第１
号　那覇空港における自衛隊機の事故に関する意見書
を議題といたします。
　提出者から提案理由の説明を求めます。
　渡久地　修君。

――――――――――――――――――
　　　〔議員提出議案第１号　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔渡久地　修君登壇〕
〇渡久地　修君　おはようございます。
　ただいま議題となりました議員提出議案第１号につ
きましては、７月23日に開催した総務企画委員会の委
員等により協議した結果、議員提出議案として提出す
ることに意見の一致を見ましたので、提出者を代表し
て提案理由を御説明申し上げます。
　提案理由は、那覇空港における自衛隊機の事故につ
いて関係要路に要請するためであります。
  次に、議員提出議案第１号を朗読いたします。
　　　〔 那覇空港における自衛隊機の事故に関する意

見書朗読〕
　以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審
議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げ
ます。
　なお、意見書の宛先で、航空自衛隊南西航空方面隊
司令官につきましては、議会棟においてその趣旨を直
接要請することを含め、総務企画委員会委員を派遣す
る必要があるとの意見の一致を見ておりますので、議
長におかれましてはしかるべく取り計らっていただき
ますようお願い申し上げます。
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〇議長（新里米吉君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　この際、お諮りいたします。
　ただいま議題となっております議員提出議案第１号
については、会議規則第37条第３項の規定により委員
会の付託を省略いたしたいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、本案については、委員会の付託を省略する
ことに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　これより議員提出議案第１号
「那覇空港における自衛隊機の事故に関する意見書」
を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
  よって、議員提出議案第１号は、原案のとおり可決

されました。
――――――――――――――――――

〇議長（新里米吉君）　ただいま可決されました議員
提出議案第１号については、提案理由説明の際提出者
から、県内の関係要路については議会棟においてその
趣旨を直接要請することを含め、総務企画委員会委員
を派遣してもらいたいとの要望がありました。
　よって、お諮りいたします。
　議員提出議案第１号の趣旨を県内の関係要路に要請
するため、議会棟における直接要請を含め、総務企画
委員会委員を派遣することとし、その期間及び人選に
ついては、議長に一任することに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
〇議長（新里米吉君）　御異議なしと認めます。
　よって、さよう決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　今期臨時会の議会活動状況は、後ほど文書をもって
報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって平成30年第５回沖縄県議会（臨時会）
を閉会いたします。
　　　午前10時９分閉会
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地方自治法第123条第２項の規定によりここに署名する。

議　　　　　長　　新　里　米　吉

会議録署名議員　　仲　村　未　央

会議録署名議員　　島　袋　　　大




