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委員会
Committee

議

会の最終的な意思は本会議で決定されますが、今日のように社会

が複雑多岐になると、本会議での能率的な審議は困難であることから、専門
的、効率的に審査するため、議会の内部組織として委員会を設けています。
委員会は、本会議から付託された議案等について調査・審査を行うととも
に、沖縄県の事務に関する調査を行う常任委員会のほか、議会の運営に関す
る事項を協議する議会運営委員会、議会の議決により付議される特定の事件
を審査する特別委員会が設けられています。
また、閉会中であっても本会議の議決により、委員会は、議会の閉会中の
継続審査に付された事件について審査又は調査するほか、付議事件及び所管
９

事務調査との関連で県内外の視察又は調査等のため委員を派遣します。

委員の選任・任期
委員会

委員長

副委員長

互選

指名
委員

議長

委員の選任方法は、各会派の所属議員数の比率により各派に割当て（ただ
し、議会運営委員会及び特別委員会は、各会派の所属議員数の比率による割
当てもしないことができる。）を行い、議長が会議に諮って指名します。
また、議長は、常任委員からの申出があるときは、会議に諮って当該委員
の委員会の所属を変更することができます。
委員の任期は、常任委員会及び議会運営委員会にあっては議員の任期中（4
年）とし、特別委員会にあっては委員会に付議された事件が議会において審
議されている間とされています。
なお、委員長及び副委員長は委員会で互選することとされ、互選の手続き
として指名推選と投票があります。

傍

聴

令和２年委員会実績

開催日数
のべ日数

委員会の傍聴は、議会事務局議事課にて会
議当日、先着順に傍聴券を交付します。
円滑な議事進行が確保されるよう、傍聴規
程や職員の指示に従って傍聴してください。

審査件数

156
190
３

議員派遣（要請関係）

日

件

件

総務企画委員会

定数

13

所管事項
知事公室、総務部、企画部、出納事務局、公
安委員会、選挙管理委員会、人事委員会及び
監査委員に関する事項並びに他の常任委員会
の所管に属しない事項
所管事務調査事項
広報、危機管理及び消防防災・不発弾等対策
予算及び行財政・県税及び公有財産
市町村行財政・県職員の給与・学事・県庁舎
総合開発及び地域振興・交通運輸及び通院
土地利用対策・警察行政・自衛隊について
委 員 長
委

又吉 清義（沖縄・自民党）

副委員長

島尻 忠明（沖縄・自民党）

員
仲村 家治（沖縄・自民党）

花城 大輔（沖縄・自民党）

仲田 弘毅（沖縄・自民党）

山里 将雄（てぃーだ平和）

当山 勝利（てぃーだ平和）

西銘 純恵（日本共産党）

渡久地 修（日本共産党）

國仲 昌二（立憲おきなわ）

仲宗根 悟（南風）

平良 昭一（おきなわ）

當間 盛夫（無所属の会）

経済労働委員会

定数

12

所管事項
農林水産部、商工労働部、文化観光スポーツ
部、労働委員会、海区漁業調整委員会及び内
水面漁場管理委員会に関する事項

所管事務調査事項
農林水産業・商業・鉱業・工業・労働問題
観光・県民文化・スポーツ・国内外の交流
について

委 員 長
委

11

西銘 啓史郎（沖縄・自民党）

副委員長

大城 憲幸（無所属の会）

員
新垣 新（沖縄・自民党）

大浜 一郎（沖縄・自民党）

島袋 大（沖縄・自民党）

中川 京貴（沖縄・自民党）

上里 善清（てぃーだ平和）

山内 末子（てぃーだ平和）

玉城 武光（日本共産党）

仲村 未央（立憲おきなわ）

翁長 雄治（南風）

赤嶺 昇（無所属）

文教厚生委員会

定数

11

所管事項
子ども生活福祉部、保健医療部、病院事業局
及び教育委員会に関する事項

所管事務調査事項
青少年・社会福祉及び社会保障・県民生活
交通安全問題・平和及び男女共同参画
保健衛生・医療・教育及び学術文化について

委 員 長
委

末松 文信（沖縄・自民党）

副委員長

石原 朝子（沖縄・自民党）

員
小渡 良太郎（沖縄・自民党）

新垣 淑豊（沖縄・自民党）

仲里 全孝（沖縄・自民党）

照屋 大河（てぃーだ平和）

比嘉 京子（てぃーだ平和）

瀬長 美佐雄（日本共産党）

玉城 ノブ子（日本共産党）

喜友名 智子（立憲おきなわ） 上原 章（公明党）

土木環境委員会

定数

12

所管事項
環境部、土木建築部、企業局及び収用委員会
に関する事項

所管事務調査事項
道路、橋梁の整備事業・港湾の整備事業
空港の整備事業・河川、海岸及び砂防の整備
事業・都市計画事業・上下水道事業
住宅環境の改善・建築関係
公害防止及び環境保全・緑化の推進について

委 員 長 瑞慶覧 功（てぃーだ平和）
委

副委員長

下地 康教（沖縄・自民党）

員
座波 一（沖縄・自民党）

呉屋 宏（沖縄・自民党）

照屋 守之（沖縄・自民党）

玉城 健一郎（てぃーだ平和）

島袋 恵祐（日本共産党）

比嘉 瑞己（日本共産党）

崎山 嗣幸（立憲おきなわ）

次呂久 成崇（南風）

新垣 光栄（おきなわ）

金城 勉（公明党）

12

議会運営委員会

定数

13

所管事務等
次に掲げる事項に関する調査、議案・請願等
の審査
・議会の運営に関する事項
・議会の会議規則、委員会に関する条例等に
関する事項
・議長の諮問に関する事項

委 員 長
委

當間 盛夫（無所属の会）

副委員長

座波 一（沖縄・自民党）

員
花城 大輔（沖縄・自民党）

末松 文信（沖縄・自民党）

島袋 大（沖縄・自民党）

玉城 健一郎（てぃーだ平和）

当山 勝利（てぃーだ平和）

瀬長 美佐雄（日本共産党）

比嘉 瑞己（日本共産党）

國仲 昌二（立憲おきなわ）

新垣 光栄（おきなわ）

次呂久 成崇（南風）

上原 章（公明党）

米軍基地関係特別委員会

定数

14

付議事件
軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地
関係諸問題の調査及び対策の樹立

委 員 長
委

13

照屋 守之（沖縄・自民党）

副委員長

照屋 大河（てぃーだ平和）

員
小渡 良太郎（沖縄・自民党）

仲里 全孝（沖縄・自民党）

仲村 家治（沖縄・自民党）

又吉 清義（沖縄・自民党）

山里 将雄（てぃーだ平和）

瀬長 美佐雄（日本共産党）

比嘉 瑞己（日本共産党）

仲村 未央（立憲おきなわ）

仲宗根 悟（南風）

新垣 光栄（おきなわ）

金城 勉（公明党）

當間 盛夫（無所属の会）

子どもの未来応援特別委員会

定数

13

付議事件
子どもの貧困問題及び教育無償化並びにこれ
らに関連する諸問題の調査及び対策の樹立

委 員 長
委

西銘 純恵（日本共産党）

副委員長

当山 勝利（てぃーだ平和）

員
新垣 淑豊（沖縄・自民党）

新垣 新（沖縄・自民党）

石原 朝子（沖縄・自民党）

西銘 啓史郎（沖縄・自民党）

仲田 弘毅（沖縄・自民党）

玉城 健一郎（てぃーだ平和）

山内 末子（てぃーだ平和）

玉城 武光（日本共産党）

喜友名 智子（立憲おきなわ）

次呂久 成崇（南風）

平良 昭一（おきなわ）

新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会

定数

13

付議事件
県経済の振興発展及び鉄軌道を含む公共交
通ネットワークの整備拡充並びにこれらに
関連する諸問題の調査及び対策の樹立

委 員 長
委

中川 京貴（沖縄・自民党）

副委員長

大浜 一郎（沖縄・自民党）

員
下地 康教（沖縄・自民党）

座波 一（沖縄・自民党）

呉屋 宏（沖縄・自民党）

上里 善清（てぃーだ平和）

比嘉 京子（てぃーだ平和）

島袋 恵祐（日本共産党）

渡久地 修（日本共産党）

國仲 昌二（立憲おきなわ）

翁長 雄治（南風）

上原 章（公明党）

大城 憲幸（無所属の会）

14

