
令和２年第７回沖縄県議会(11月定例会)における質問・答弁等概要報告

総 務 課

１ 代表質問（12月２日～３日）及び一般質問（12月４日～12月９日）における質問事項
及び質問者

番号 質 問 者

(1)
小中高、特別支援学校でのいじめや暴力行為の件数と小中学校の不登
校、高校の中途退学の現状と対応策等について

玉城　ノブ子
石原　朝子
花城　大輔
仲田　弘毅
金城　勉
末松　文信

(2) 少人数学級の取り組みと国への要望等について

玉城　ノブ子
比嘉　瑞己
金城　勉
末松　文信

(3)
教職員の過重労働の実態調査及び適切な人員の配置と休職中の教員増等
を含め現場の状況についての見解と多忙化解消の取組等について

上原　章
比嘉　瑞己
金城　勉

(4) 特別支援学校の過密化と設置基準への対応、免許取得について
比嘉　瑞己
新垣　光栄
末松　文信

(5) オンライン教育の推進状況等について
喜友名　智子
末松　文信
当山　勝利

(6)
コロナ禍での市町村の就学援助の拡充策、就学援助制度の内容と実施状
況、周知・広報活動について

西銘　純恵
仲田　弘毅

(7)
学校再開後の児童生徒の現状と支援体制、子供の不安等への対策につい
て

西銘　純恵
喜友名　智子

(8) 市町村の夜間中学設置検討の状況について
新垣　淑豊
比嘉　瑞己

(9) 中学生の集団飲酒について 西銘　純恵

(10)
不登校増加の要因に全国学力テストが指摘されていることや、2008年と
直近のテスト結果と不登校との関連、全国との比較について

西銘　純恵

(11)
感染者が出た学校の消毒・防除対策への外部専門家の配置と各教育委員
会との連携について

山内　末子

質 問 内 容
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番号 質 問 者

(12) コロナ禍におけるスクールカウンセラー等の増員について 山内　末子

(13)
米軍の許可が得られず実施できない文化財調査と立入申請の期間に
ついて

仲村　未央

(14)
受験を目前に控える中、感染や濃厚接触者となった生徒への対応に
ついて

大城　憲幸

(15) 推薦を含めた試験のスケジュールと実施方法について 大城　憲幸

(16)
中学校卒業者の進路未決定者数とその割合、進路未決定者の把握及
び追跡調査と支援体制等について

比嘉　京子

(17) 高校進学率への認識と高校受験不合格者のその後の把握について 比嘉　京子

(18)
県内の小中学校の教職員の非正規雇用の現状と正規職員増員計画に
ついて

玉城　ノブ子

(19) 校内への携帯電話の持ち込みについて 仲宗根　悟

(20)
八重山地域の小学校高学年で瞼裂斑（けんれつはん）有病率が増加
している事への対処方針について

大浜　一郎

(21) 道徳科の教科化における効果と課題等について 石原　朝子

(22) 学校等欠席者・感染症情報システムの加入と活用状況について 石原　朝子

(23) 県内在留外国人児童・生徒の教育の現状と対応について 石原　朝子

(24) 県立高等学校特別支援教育支援員の配置状況について 石原　朝子

(25) 学びの保障のための学習支援員配置事業について 石原　朝子

(26) 高校における就職相談の現状と新規高卒の就職内定率について 仲田　弘毅

(27) 中高一貫校のこれまでの成果と実績について 中川　京貴

(28) 難関大合格に向けた高校及び父母からの要望等について 中川　京貴

(29) 球陽高校理数科の教育課程について 中川　京貴

(30) 給付型奨学金制度の実績と拡充に向けた取組について 比嘉　瑞己

(31) 休校期間の授業計画の遅れへの対応について 喜友名　智子

(32) 中高生バス通学無料化の現状と課題について 新垣　光栄

(33)
国際性に富む人材育成（留学）事業のコロナ禍での取組状況と対応
について

新垣　光栄

質 問 内 容
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２ 文教厚生委員会における審査状況

(1)陳情審査（12月14日審査 26件（継続陳情17件、新規陳情９件））

番号 質 問 者

(34) 西原高校の校区変更の進捗状況と取組について 新垣　光栄

(35) コロナ禍における大学及び高校入試の対応について 新垣　光栄

(36) 学校現場でのセクハラ被害の実態と対策について 金城　勉

(37) 中部地区への新たな特別支援学校設置の進捗について 金城　勉

(38) 教員の未配置の実態及び休職の背景等について 末松　文信

(39) 新型コロナウイルス感染症にかかる不登校、中途退学等について 末松　文信

(40)
県立特別支援学校編成整備計画の概要と普通校への新たな併設計画に
ついて

末松　文信

(41)
那覇みらい支援学校の設置に関して、児童生徒の実態と建設工事の進
捗について

崎山　嗣幸

(42) 大学進学のための事業中止に伴う次年度の対応状況について 当山　勝利

質 問 内 容

番号 陳情番号
新規・継
続の別

件        名 審査の結果

(1) 第54号の３ 継続
令和２年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する
陳情

継続審査

(2) 第61号 継続 小・中・高教育機関におけるオンライン授業導入に関する陳情 採択

(3) 第64号 継続 子供たちが安心して教育が受けられる環境の整備に関する陳情 継続審査

(4) 第75号 継続 学校での「医療行為」等に反対する陳情 継続審査

(5) 第76号 継続 教職員の働き方改革に関する取組を求める陳情 継続審査

(6) 第77号 継続 義務教育費国庫負担制度に関する陳情 継続審査

(7) 第78号 継続 「教職員人事評価制度」の検証及び見直しを求める陳情 継続審査

(8) 第80号 継続 真の学力「生きる力」を育む教育推進に関する陳情 継続審査

(9) 第83号 継続 「全国学力テスト」の中止を求める陳情 継続審査
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番号 陳情番号
新規・継
続の別

件        名 審査の結果

(10) 第90号 継続 「教職員評価システム」の検証及び見直しを求める陳情 継続審査

(11) 第103号 継続
新型コロナウイルス感染症防止業務に係る養護教諭の加配を求
める陳情

継続審査

(12) 第117号の２ 継続
マリンレジャー産業に対する新型コロナウイルス感染症対策に
係る追加予算措置を求める陳情

継続審査

(13) 第120号 継続 公立学校栄養教諭候補者選考試験実施等に関する陳情 継続審査

(14) 第122号 継続
新型コロナウイルス問題に伴う差別・偏見の防止、救済を求め
る陳情

継続審査

(15) 第141号 継続 不妊治療のための休暇制度に関する陳情 継続審査

(16) 第149号 継続 児童虐待防止策の刷新に関する陳情 継続審査

(17) 第170号 継続 県立高等学校「学びの教室（仮称）」に関する陳情 継続審査

(18) 第176号 新規 「１年単位の変形労働時間制」を導入しないことを求める陳情 継続審査

(19) 第178号 新規 「１年単位の変形労働時間制」を導入しないことを求める陳情 継続審査

(20) 第181号 新規 「国際性に富む人材育成留学事業」の継続・再開に関する陳情 継続審査

(21) 第183号 新規 第32軍司令部壕の保存・公開の実現を求める陳情 継続審査

(22) 第188号の３ 新規 美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情 継続審査

(23) 第201号 新規 公立学校教員候補者選考試験に係る救済措置を求める陳情 継続審査

(24) 第218号 新規 県教委、教員の対応に関する陳情 継続審査

(25) 第222号 新規 病弱生徒の学びの保障に関する陳情 継続審査

(26) 第223号 新規 那覇市立夜間中学校（学級）の設置を求める陳情 継続審査
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３ 子どもの未来応援特別委員会における審査状況

(1)陳情審査（12月16日審査 １件（継続陳情１件））

※各委員会で審査された教育委員会関係議案等については、本会議において各委員長報告
のとおり可決された。

番号 陳情番号
新規・継
続の別

件        名 審査の結果

(1) 第79号 継続 子供の教育環境の充実を求める陳情 継続審査


