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平成31年第１回沖縄県議会（臨時会）会期日程

月　日 曜日 日　　　 　　 　程 備　　考

１ １月29日 火

　　　（会議録署名議員の指名）

　　　（会期の決定）

本会議（知事提出議案の説明、質疑）

　　　　　※　休憩中に委員会審査 

　　　（委員長報告、採決）

委員会付託
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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

次呂久　成　崇　君

宮　城　一　郎　君

大　城　憲　幸　君

金　城　泰　邦　君

新　垣　　　新　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

座　波　　　一　君

山　川　典　二　君

花　城　大　輔　君

又　吉　清　義　君

山　内　末　子　さん

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

金　城　　　勉　君

末　松　文　信　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

応招しなかった議員　 

大　浜　一　郎　君 西　銘　啓史郎　君
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平成31年１月29日

平成31年
第 １ 回 沖縄県議会（臨時会）会議録

（第 １ 号）
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平成 31年
第　１　回 沖縄県議会（臨時会）会議録（第１号）

平成31年１月29日（火曜日）午前10時１分開会

議　　事　　日　　程　第１号
平成31年１月29日（火曜日)

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　乙第１号議案（知事説明、質疑）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　乙第１号議案
　　　　　　乙第１号議案　 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の一部を改正する条

例
日程追加　乙第１号議案
　　　　　　乙第１号議案　 辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の一部を改正する条

例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

出　席　議　員（45名) 
議　長　　新　里　米　吉　君  22 番　　花　城　大　輔　君
副議長　　赤　嶺　　　昇　君  23 番　　又　吉　清　義　君
１　番　　瀬　長　美佐雄　君  24 番　　山　内　末　子　さん
２　番　　玉　城　武　光　君  25 番　　渡久地　　　修　君
３　番　　親　川　　　敬　君  26 番　　玉　城　　　満　君
４　番　　新　垣　光　栄　君  27 番　　仲　村　未　央　さん
５　番　　次呂久　成　崇　君  28 番　　照　屋　大　河　君
６　番　　宮　城　一　郎　君  29 番　　仲宗根　　　悟　君
７　番　　大　城　憲　幸　君  30 番　　崎　山　嗣　幸　君
８　番　　金　城　泰　邦　君  31 番　　金　城　　　勉　君
11 番　　新　垣　　　新　君  32 番　　末　松　文　信　君
12 番　　比　嘉　瑞　己　君  33 番　　具志堅　　　透　君
13 番　　西　銘　純　恵　さん  34 番　　島　袋　　　大　君
14 番　　平　良　昭　一　君  35 番　　中　川　京　貴　君
15 番　　上　原　正　次　君  36 番　　座喜味　一　幸　君
16 番　　当　山　勝　利　君  37 番　　嘉　陽　宗　儀　君
17 番　　亀　濱　玲　子　さん  38 番　　新　垣　清　涼　君
18 番　　當　間　盛　夫　君  39 番　　瑞慶覧　　　功　君
19 番　　上　原　　　章　君  41 番　　狩　俣　信　子　さん
20 番　　座　波　　　一　君  42 番　　比　嘉　京　子　さん
21 番　　山　川　典　二　君  43 番　　大　城　一　馬　君
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45 番　　糸　洲　朝　則　君  47 番　　仲　田　弘　毅　君
46 番　　照　屋　守　之　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　席　議　員（２名)
９　番　　大　浜　一　郎　君  10 番　　西　銘　啓史郎　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

欠　　　　　員（１名)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

説明のため出席した者の職、氏名
知 事 玉　城　デニー　君
副 知 事 富　川　盛　武　君
副 知 事 謝　花　喜一郎　君
知 事 公 室 長 池　田　竹　州　君
総 務 部 長 金　城　弘　昌　君

知 事 公 室
秘書防災統括監 前　原　正　人　君

総 務 部
財 政 統 括 監 宮　城　　　力　君

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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  宮　城　　　亮　君
  次　　　　　長  勝　連　盛　博　君  政務調査課長  前　田　　　敦　君
  議　事　課　長  平　良　　　潤　君  主　　　　　幹　　比　嘉　　　猛　君
  課　長　補　佐  佐久田　　　隆　君  主　　　　　幹　　中　村　　　守　君
  主　　　　　査  嘉　陽　　　孝　君  主　　　　　査  中　本　　　信　君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇議長（新里米吉君）　ただいまより平成31年第１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、知事から、お手元に配付いたしました議案１
件の提出がありました。
　次に、本日質疑予定の又吉清義君から発言通告の撤
回がありました。
　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……
〇山川　典二君　議長、今の撤回じゃなくて取り下げ
ということでお願いします。取り下げですから……。
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午前10時２分休憩
　　　午前10時２分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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
　　　37番　嘉　陽　宗　儀　君　及び
　　　47番　仲　田　弘　毅　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１月29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１月29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　乙第１号議案を議
題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

――――――――――――――――――
　　　〔知事提出議案　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
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〇知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー
チューウガナビラ。
　平成31年第１回沖縄県議会（臨時会）の開会に当た
り、提出いたしました議案について、その概要及び提
案の理由を御説明申し上げます。
　今回の提出議案は、条例議案１件であります。
　乙第１号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立て
の賛否を問う県民投票条例の一部を改正する条例」に
ついて御説明申し上げます。
　辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県
民投票における選択肢をふやす必要があることから、
条例を改正するものであります。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようお願い申
し上げます。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。ニフェーデービ
タン。
　ありがとうございました。
〇議長（新里米吉君）　知事の提案理由の説明は終わ
りました。
　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。
　乙第１号議案は、米軍基地関係特別委員会に付託の
上、審査することに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、乙第１号議案は、米軍基地関係特別委員会
に付託の上、審査することに決定いたしました。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　委員会審査のため、暫時休憩い
たします。
　　　午前10時５分休憩
　　　午後４時55分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　休憩前に米軍基地関係特別委員会に付託いたしまし
た乙第１号議案については、先ほど米軍基地関係特別
委員長からお手元に配付の委員会審査報告書が提出さ
れました。
　この際、お諮りいたします。

　乙第１号議案を日程に追加し議題といたしたいと思
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、乙第１号議案を日程に追加し議題とするこ
とに決定いたしました。

――――――――――――――――――
〇議長（新里米吉君）　乙第１号議案を議題といたし
ます。
　本案に対し、委員長の報告を求めます。
　米軍基地関係特別委員長仲宗根　悟君。

――――――――――――――――――
　　　〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

――――――――――――――――――
　　　〔 米軍基地関係特別委員長　仲宗根　悟君登壇〕
〇米軍基地関係特別委員長（仲宗根　悟君）　ただい
ま議題となりました乙第１号議案の条例議案につい
て、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し
上げます。
　委員会におきましては、知事公室長の出席を求め慎
重に審査を行ってまいりました。
　以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の
概要等について申し上げます。
　乙第１号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立て
の賛否を問う県民投票条例の一部を改正する条例」は、
辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民
投票における選択肢をふやす必要があることから、条
例を改正するものである。
　改正の主な内容は、投票の選択肢に「どちらでもな
い」を加えることとし、それに伴い、無効とする投票
に関する規定等を整備するものであるとの説明があり
ました。
　本案に関し、条例改正に至った経緯について質疑が
ありました。
　これに対し、県は、昨年10月31日に公布・施行さ
れた県民投票条例に基づき、各市町村と調整を行い、
条例に基づく投票の全市町村での実施に向け取り組ん
できた。しかし、一部の自治体では県民投票事務の関
連予算が否決され、その理由の一つとして現行条例の
賛成・反対の二択では県民の意思が十分に反映されな
いとの意見があり、市長からは県民投票条例を改正し、
選択肢をふやすべきだとの声もあった。
　このような状況下において、多くの県民から全市町
村での投票を求める声が高まり、条例制定請求者から
は１月21日に全市町村での事務実施を行う政治的環
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境が整うのであれば、条例改正に対し柔軟に対処する
旨の声明が発表された。これを受け、県議会において
は１月24日に各派代表者会を開き、賛成・反対に「ど
ちらでもない」を加えた三択とする案が合意されたこ
とから、県民投票条例の一部を改正する条例案を提出
したものであるとの答弁がありました。
　次に、県民投票の選択肢を三択とすること以外に、
県民投票に参加しない旨を表明している市長からの意
見などがあったのかとの質疑がありました。
　これに対し、本条例については、県民投票の選択肢
を四択とすることや普天間飛行場の危険性の除去につ
いて明記されていないこと等があったとの答弁があり
ました。
　次に、市町村の意向はどのように確認してきたのか、
また今後の対応についてどう考えているのかとの質疑
がありました。
　これに対し、県は、平成30年８月31日から９月５日
までの間に２度の説明会を開催し、県民投票条例に対
する事前協議という形での市町村の意向を確認してき
た。また、予算が否決されている５市に加えて残りの
36市町村に対しても今後はより丁寧に調整を進めて
いきたいとの答弁がありました。
　そのほか、三十万余の県民が投票できない現状に対
する責任の所在、普天間基地の危険性の除去について
の認識、広報活動の現状とそのあり方、県民投票結果
の通知の方法、三択にするに当たり、既に予算を可決
した市町村への説明の必要性などについて質疑があり
ました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要でありま
すが、採決に先立ち、沖縄・自民党所属委員から乙第
１号議案に対する表決態度は、今後の議員総会で決定
するということで退席いたしました。

　採決の結果、乙第１号議案は、全会一致をもって原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よ
ろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終
わります。
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。
　これより乙第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起
立を求めます。
　　　〔賛成者起立〕
〇議長（新里米吉君）　起立多数であります。
　よって、乙第１号議案は、原案のとおり可決されま
した。

―――――――◆・・◆―――――――
〇議長（新里米吉君）　休憩いたします。
　　　午後５時３分休憩
　　　午後５時４分再開
〇議長（新里米吉君）　再開いたします。
　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31年第１回沖縄県議会（臨時会）
を閉会いたします。
　　　午後５時５分閉会
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