
令和２年第１回沖縄県議会(２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（２月20日～21日、25日）及び一般質問（２月26日～28日、３月２日）における

質問事項及び質問者

(１) 重度知的障害のある生徒の高校入学者選抜について

：新垣新、次呂久成崇、赤嶺昇、新垣清涼、亀濱玲子

(２) 中高生のバス通学無料化について

：平良昭一、次呂久成崇、金城泰邦、渡久地修、狩俣信子

(３) 離島の児童生徒の派遣費用について ：次呂久成崇、金城泰邦、亀濱玲子

(４) 教員の多忙化解消のための対策について ：新垣新、次呂久成崇、渡久地修

(５) 教職員等の正規雇用化及び待遇改善について ：渡久地修、玉城武光、西銘純恵

(６) 医療的ケアに係る受け入れ体制について ：新垣新、次呂久成崇、亀濱玲子

(７) 離島児童生徒支援センターについて ：次呂久成崇、亀濱玲子

(８) 文化財建造物の防火対策について ：新垣新、平良昭一

(９) 就学援助制度について ：渡久地修、西銘純恵

(10) 公立夜間中学設置の進捗状況について ：金城勉、比嘉瑞己

(11) 教員定数の増員について ：渡久地修、玉城武光

(12) 県立高校寄宿舎の利用状況等について ：次呂久成崇、金城泰邦

(13) 北部地域への中高一貫校設置に向けた取組状況について ：中川京貴、末松文信

(14) インクルーシブ教育の現状と課題について ：渡久地修、狩俣信子

(15) 小中学校における長時間労働への対応について ：狩俣信子

(16) 離島の臨時的任用候補者等の面接について ：狩俣信子

(17) 教職員の変形労働時間制について ：西銘純恵

(18) 学校での平和教育の取組について ：渡久地修

(19) 県立高校寄宿舎の副舎監について ：亀濱玲子

(20) 部活動指導員の導入及び部活動に係る負担軽減について ：狩俣信子

(21) 教職員の病気休職者の人数について ：狩俣信子

(22) 中部農林高校定時制生徒が利用する路線バスの現状について ：狩俣信子

(23) 高校定員内不合格について ：赤嶺昇

(24) 県内高校生を含む少年らの大麻取締法違反について ：新垣新

(25) 児童生徒の確かな学力など、生きる力の育成について ：嘉陽宗儀

(26) 性教育の取組状況等について ：上原正次

(27) 世界遺産の登録に向けて県の主体的取組について ：上原正次

(28) 少人数学級拡大による教員増について ：渡久地修

(29) 奨学金の返済制度、給付型奨学金の県内大学等への拡充について ：西銘純恵

(30) 小中学校における三六協定について ：狩俣信子

(31) 高校生の妊娠出産・中途退学について ：上原正次

(32) 県立学校事務Ⅱ職員の待遇について ：平良昭一

(33) 学校における空手道の指導について ：嘉陽宗儀

(34) 教職員の離島赴任について ：亀濱玲子

(35) 小中高校における現時点での教職員の不補充の状況について ：狩俣信子

(36) 育児・介護で離職した教職員の再雇用について ：狩俣信子

(37) 教員候補者選考試験の受験年齢について ：次呂久成崇
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(38) 教育現場と民泊条例との関わりについて ：平良昭一

(39) 高校の教育相談係の負担軽減について ：西銘純恵

(40) 公立小中学校における給食費の状況等について ：新垣新

(41) 球陽・開邦高校の進学実績等について ：中川京貴

(42) 在沖縄米軍施設・区域内大学の就学者数等について ：中川京貴

(43) 学校司書の採用および受験年齢の引き上げ・撤廃について ：狩俣信子

(44) 学校現場における新聞の配備状況と新聞購読料の予算化について ：仲田弘毅

(45) 学校施設の改築に係る雇用効果等について ：渡久地修

(46) 早期退職者の現状と現場の対応について ：新垣新

(47) 小学校でのプログラミング教育の取組について ：金城勉

(48) 学校におけるフッ化物洗口について ：狩俣信子

(49) 「那覇市への新たな特別支援学校」の開校にかかる進捗状況について ：上原章

(50) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーについて ：西銘純恵

(51) 学校教育におけるジェンダー平等教育について ：渡久地修

(52) ゲームなどのメリット、デメリットについて ：金城勉

(53) 教育予算のOECD加盟諸国との比較及び県の支援策について ：西銘純恵

(54) 浦添工業高校の法面改修工事の進捗について ：西銘純恵

(55) 伊良部高校の学習環境等について ：亀濱玲子

(56) いじめ対策について ：渡久地修

(57) 学校現場におけるNIE活動の取組状況等について ：仲田弘毅

(58) ICT教育の取組について ：金城勉

２ 予算特別委員会（３月３日）における審査状況

(1)議案審査（教育委員会関係）

甲第25号議案 令和元年度沖縄県一般会計補正予算（第５号） （原案可決）

主な内容

・歳出補正 県立学校施設災害復旧事業費等 16事業 1,542,249千円

・繰 越 公立学校施設整備事業（公共投資交付金）等 21事業 6,688,710千円

３ 文教厚生委員会における審査状況

(1)予算議案審査（３月９日審査）

甲第１号議案 令和２年度沖縄県一般会計予算 （原案可決）

教育委員会予算 170,002,135千円（前年比 ＋871,877千円 0.5％増）

主な新規事業

１ バス通学費支援事業 416,345千円（教育支援課）

２ 県立学校法律相談・研修費 1,010千円（県立学校教育課）

３ 市町村幼児教育支援事業 9,524千円（義務教育課）

(2)議案審査（３月19日審査 条例：１件）

乙第31号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例 （原案可決）

(3)陳情審査（３月19日審査 陳情：新規２件、継続39件）

・新規陳情（２件）

令和２年第８回教育委員会会議 報告事項(１)



令和２年第８回教育委員会会議 報告事項(１)

陳 情 第 10号 沖縄県教育委員会の不当な情報開示の是正と遺骨の再風葬を求める陳

情 （審査未了）

陳 情 第121号 沖縄県による大浦湾チリビシのアオサンゴ群集と長島の洞窟の天然記

念物指定を求める陳情 （審査未了）

・継続陳情（39件）

平成28年陳情 第51号 「慰霊の日」のあり方に関する陳情 （審査未了）

平成28年陳情第54号の2 「しまくとぅば教育センター」の設置要請を受け入れた学校教育を

行わないよう求める陳情 （審査未了）

平成28年陳情 第69号 過度な競争になっている「学力推進運動」を改め、子供たちに豊か

な教育を求める陳情 （審査未了）

平成28年陳情 第72号 学校における「集団フッ化物洗口導入」に反対する陳情

（審査未了）

平成28年陳情 第96号 「しまくとぅばの保護・強化に関する条例」の制定に関する陳情

（審査未了）

平成29年陳情 第65号 過度な競争になっている「学力推進運動」を改め、子供たちに豊か

な教育を求める陳情 （審査未了）

平成29年陳情 第67号 「労働安全衛生委員会」の設置を進め、学校労働環境の改善を求め

る陳情 （審査未了）

平成29年陳情 第68号 義務教育費国庫負担拡充を求める意見書採択に関する陳情

（審査未了）

平成29年陳情第94号の3 南部離島町村における平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要

望事項」に関する陳情 ※久米島高校園芸科存続 （審査未了）

平成29年陳情第103号 沖縄県青年団協議会への財政的支援等に関する陳情 （審査未了）

平成29年陳情第120号 子供たちの豊かな未来のために教育費の増額を求める陳情

（審査未了)

平成29年陳情第121号 子供たちの未来を守るための施策を求める陳情 （審査未了）

平成29年陳情第131号 球陽中学校・高等学校における学生寮及び施設の整備・増設に関す

る陳情 （審査未了）

平成30年陳情 第16号 障害児童生徒の通常学校、保育園の受け入れに関する陳情

（審査未了）

平成30年陳情 第46号 学校における実効性のある働き方改革を求める陳情 （審査未了）

平成30年陳情 第47号 誰もが健康で文化的な生活ができるよう社会保障の充実を求める

陳情 （審査未了）

平成30年陳情 第66号 長島の洞窟の現地調査及び天然記念物指定を求める陳情

（審査未了）

平成30年陳情 第67号 大浦湾チリビシのアオサンゴ群集の天然記念物指定を求める陳情

（審査未了）

平成30年陳情 第97号 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等

に関する法律」に関する陳情 （ 採 択 ）

平成30年陳情第105号 学校での「医療行為」に反対する陳情 （審査未了）

平成30年陳情第106号 「学力向上推進」から派生する過度な競争に関する陳情

（審査未了）

平成30年陳情第107号 義務教育費国庫負担制度に関する陳情 （審査未了）

平成30年陳情第108号 公立小中学校の統廃合問題に関する陳情 （審査未了）

平成30年陳情第109号 児童生徒の教育環境の整備を求める陳情 （審査未了）

平成30年陳情第110号 幼稚園・認定こども園の教職員の働き方に関する陳情（審査未了）
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平成30年陳情第116号 長島の洞窟の現地調査及び天然記念物指定を求める陳情

（審査未了）

平成30年陳情第127号 学校におけるＬＧＢＴへの配慮に関する陳情 （審査未了）

令和元年陳情 第34号 学校における集団フッ化物洗口を導入しないことを求める陳情

（審査未了）

令和元年陳情 第35号 学校におけるＬＧＢＴへの配慮に関する施策を求める陳情

（審査未了）

令和元年陳情 第47号 重度の知的障害者の高校入試及び入学に関する陳情 （審査未了）

令和元年陳情第49号の３平成31年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情

※県指定天然記念物宮古馬の保護支援等 （審査未了）

令和元年陳情 第60号 学校の安全・安心な環境づくりを求める陳情 （審査未了）

令和元年陳情 第61号 学校での「医療行為」に反対する陳情 （審査未了）

令和元年陳情 第62号 管理強化につながらない「教職員人事評価制度」の見直しを求める

陳情 （審査未了）

令和元年陳情 第63号 子供の教育環境の充実を求める陳情 （審査未了）

令和元年陳情 第64号 「学力向上推進」から派生する過度な競争に関する陳情

（審査未了）

令和元年陳情 第66号 学校における働き方改革に関する取り組みを求める陳情

（審査未了）

令和元年陳情第88号の３美ぎ島美しゃ（宮古・八重山）圏域の振興発展に関する陳情

※公立学校施設の補助金創設等 （審査未了）

令和元年陳情第121号 学校等教育現場における養護教諭の早期複数配置を求める陳情

（ 採 択 ）

４ 子どもの未来応援特別委員会（３月24日）における審査状況

(1)陳情審査（陳情：継続２件）

・継続陳情（２件）

平成28年陳情第140号 貧困をなくし、子供の未来を保障する対策を求める陳情

（審査未了）

平成30年陳情第44号の6 平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情

（審査未了）

５ 米軍基地関係特別委員会（３月24日）における審査状況

(1)陳情審査（陳情：継続２件）

・継続陳情（２件）

平成28年陳情第119号 北部訓練場のオスプレイ飛行訓練による高江区民の生活権の侵害に

ついて視察し、改善を求める陳情 （審査未了）

令和元年陳情 第43号 県が沖縄防衛局や米軍に対して行う米軍機騒音規制の要請に関する

陳情 （審査未了）

※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。


