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沖縄県教育振興基本計画（後期計画）第一回検討委員会 議事録（抜粋）

日 時 ： 平成２８年８月２４日(水) 10:00～12:00

場 所 ： 県庁１３階 第１・２会議室

○賀数企画室長：開会
○宜野座統括監：主催者あいさつ
○事務局（賀数企画室長）：委員のご紹介
○事務局（賀数企画室長）：役員選出
○事務局（親泊課長）：事務局から提案

島袋委員を委員長へ
髙嶺委員を副委員長へ

○委員長ごあいさつ（島袋委員長）
委員長あいさつ

５ 議 題（進行 委員長)

(1) 沖縄県教育振興基本計画（前期計画）総点検のまとめについて(報告)

○事務局（賀数企画室長）：事務局から報告
沖縄県教育振興基本計画（前期計画）総点検のまとめについて

資料２ 沖縄県教育振興基本計画（前期計画）総点検概要（報告）

資料３ 沖縄県教育振興基本計画（前期計画）総点検（報告）

[施策項目の主な取り組みの成果］
[課題］
[後期計画策定の施策の方向性]

○島袋委員長

はい、ありがとうございました。だだいまの説明にたいしまして、ご質問あるいはご意見等がありましたら、

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○山本委員

多方面にわたって、仕方ないとは思うんですが、当然、総花式になるじゃないですか。すべてにおいて。

ただ、教育が投資と考えれば、限られた時間と限られた人材と限られた予算で、ある一定、豊かな沖縄を築く

ために、やるために、重点的なところがあるじゃないですか。そうすると、確かにこれは全部重要なんだろう

けども、特に今後あと五年、十年考えて、例えば、二つ三つ最重要課題という風に挙げるとすれば、どこら辺

を考えているのか。

○事務局（賀数企画室長）

今回の総点検につきましては、13の施策体系がございますが、それに基づいて、また、その主要施策の下の

各施策、各事業、これについての総点検をしたというところでございまして、教育行政としてトータル的な評

価という形では行っていないというところでございます。

○山本委員

そういう答えを予想していましたが、そうはいっても、限られた予算で限られた人で限られた時間でと考え

ると、例えば県政の課題も含めてですね、そんなにすべてがすべて投資が十分にはできないわけで、一番の課

題を徹底して、ここを最重要にやると基本的にというのは、会社戦力もそうだけど、基本的にそこら辺のメリ

ハリをつけるということは、確かに点検自体はよろしいんですが、今後の話し合う中で後期に向けてそういう

観点をもっていかないと、例えば私の関係するところはどうこうというもあるかもしれないけど、でも相対を

考えて、やはり、子供の状況、社会の状況を考えて、どこが一番の課題で、どこに一番投資をするべきだとい

う風な視点がないとなかなか難しいのではないか。そう思うのだが。今後の課題として。

（参考４）
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○事務局（親泊総務課長）
ご指摘の通りの視点でございまして、これについては、県の重点施策でございますとか、重点テーマとか、

予算関係についても、その年度、年度、重点的な配分といったような視点の整理というのは、それぞれ別の形

で進められております。教育振興基本計画そのものについては、そういった、先ほどお話があったような視点

も持ちながらではあるんですけども、この中で特に何が重要かといった、そういう絞り込みという形はとって

おりません。ただ、お話にあったような、何が今、重点になっているかいったような資料、県全体といいます

か、別の形で、やっておりますので、そういった情報の提供はできます。

○島袋委員長

山本先生、今の回答でよろしいですか。

○山本委員

たぶん、今後の議論になる。

○島袋委員長

では、そういった方向でということでお願いいたします。ほかにどうぞ。

○與座委員

本当に多くの事業でいろいろ勉強させていただいているのですが、特に前期５年が終了した中での達成率と

いうところに目がいってしまうんですが、達成率の数字上にばらつきがあると思うんですか、ちょっと気にな

るものがあるんですが、24年から33年までの10年間の計画の中で、あるいは後期部分で達成する部分というの

も含めて、そういう数字なのか。あるいは五年間の28年度そのものでその数字が出てくるものなのか、それが

わかりにくいのでそう言った数字上でこの達成率では厳しいなというのは、目につくんですが、それは十10年

スパンの中で一つの事業例でも少し説明いただければと思います。

○事務局（賀数企画室長）

今ご説明しました、概要での達成率、これにつきましては、目標値平成28年です。ですから、今年度までが、

目標になっています。ここに入っている数値は、28年度はまだ実績が出ていませんので、27年度までの数値で

すから、前期という意味ではあと１年の余裕があるというところで考えていただきたいと思います。それと、

平成33年度までの目標値というのは、後期計画には盛り込んでいく予定ではございますが、確かに達成率にば

らつきがございます。中には達成して100％を超えているものもございますけど、90％台であれば、今年度を

含めればおおむね達成であろうということも早々もできるんですけども、中にはかなり低いというものもござ

います。これについてはそれぞれいろいろな事情があってのことだと思いますので、どういう理由だというの

は一言では申し上げられないですけども、中には事業が終了してしまったというものもあると思います。そう

いったものについては、後期に向けて新たな目標値を設定しますので、それに向けて考えていきたいというと

ころでございます。

○島袋委員長

ありがとうございました。

○山本委員

ここで言っていいのかわからないが、たぶん今から後期の策定、点検どうこうという風に進んでいくわけで

しょう。そうすると、当然、先ほどの意見の続きですが、やはり一つの背骨みたいな筋のところを、具体的に

言いますと、翁長県政を含めて子供の貧困というところがやはり大きな柱、背骨にならないと、子供の貧困は

子供が働かなくて、貧困になっているわけじゃないので。

当然、親とか家庭生活とか幼児教育とか教員の働き方も含めて、スポーツも含めて、すべてがそれを改善す

るいためにどういう風に絡んでくるのという風な視点を加えていけば、５年後、10年後に子供貧困率がどうな

るかわからないけども、すべてがたぶん、子供の貧困率を改善すという風な一つの背骨をもとに点検するよう

な視点を加えると、全体的な関連性というのが見えてくるように思うんですが。

（私は）こども未来会の委員にもなっているし、県教育庁だけでできる話ではないけれども、先ほどいろん

な部署を横断的に総花的にというはなしで、こども未来会議の結成というふうになっているわけで。そこと連

携したような、立て方というところで、これをもとに後期の策定をもうちょっと色濃く出してもらえば、基本

（参考４）
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的にこの結果は学校にも県民にも公表するわけですよね。普通の方が見てなかなか見えない話が、言葉の使い

方であって、できれば、教員とかではない普通の県民の方がみて、これは沖縄の教育は明るいぞという風なこ

とを思わせるような指標を出さないと、沖縄、元気でないんじゃないかなと思うんでぜひここは要望として。

○島袋委員長
ありがとうございました。

○事務局（賀数企画室長）

ありがとうございます。今回、ご説明申し上げたのは前期の総点検ということでございまして、平成28年度

までのまとめということで説明させていただきました。ご指摘のように子供の貧困につきましては、推進に関

する法律も施行されまして、また３月には県の（沖縄県子どもの貧困）対策計画も策定してので、これを今後

盛り込んでいかないと、というところについては、このまとめの中で課題のほうに書かせていただいておりま

す。当然、後期計画につきましては、主要施策をその分増やして、子供の貧困の対策の推進ということで、そ

れに関する計画もまた、指標も後期計画には掲げていきたいと考えています。

○島袋委員長

ありがとうございました。ほかになければ、総点検の概要については終了した形でしたいと思いますが、も

しあとでお気づきの点がありましたら、あとでお願いしたいということでお願いしたいと思います。

議題（１）に関しては終了という形になります。只今の議案は、基本的に報告事項ということになっています

ので、ご指摘いただいた課題等については、次回からの検討委員会で、沖縄県教育振興基本計画（後期計画）

の内容に反映させていきたいと思います。

(2) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）策定スケジュールについて

○島袋委員長

次に、議題（２）「教育振興基本計画（後期計画）策定スケジュール」について、事務局から提案がありま

すのでお願いいたします。

○事務局（知念指導主事）：説明

資料４

○島袋委員長

ありがとうございました。ただいまの説明にご質問ありましたらお願いしたいと思います。特になければご

承認ということにさせていただきたいと思いますが、何かありますでしょうか。はい、では提案通りにスケジ

ュールを進めてください。ということで決まったということになります。ありがとうございました。

(3) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）策定について

○島袋委員長

次に、議題（３）｢沖縄県教育振興基本計画（後期計画）策定｣について、事務局から提案をお願いいたしま

す。

○事務局（賀数企画室長）

資料５
主要施策が全部で１４項目という形。その４番の主要施策のなかにまた施策項目が３つある。
(1) 学校教育による自己肯定感を育む支援と学力の保障
(2) 学校を窓口とした福祉関連機関との連携
(3) 経済的支援

○島袋委員長

ありがとうございました。今日の事務局の提案は資料５にあります、前期計画に新たに主要施策４としまし

（参考４）
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て、「教育の機会均等を図るための子供の貧困対策の推進」という主要施策を追加したいというのがただ今の

提案になります。ただいまの件につきまして、質疑応答をお願いできればと思います。

○本村委員

今の説明の「教育の機会均等を図るための子供の貧困対策の推進」先ほど山本委員がおっしゃったように、

例えば資料５で書いてある施策項目でも、例えば食育の推進等に関しては、貧困対策にどう絡むのかとか、あ

るいは県立大学のほうで子供の貧困に関して地域貢献でどうかかわれるのか、そういった意味でいうと、主要

施策４だけではなくて、全施策項目について貧困対策というものを意識して、すべて見直すというくらいやら

ないと、全国的に16.0％が（沖縄県では）30％近くというのは、ほんとうに由々しき自体だと、沖縄県のほう

では意識していると思います。

子供たちの活動時間の半分以上を占める学校教育というところでそれを重視するという姿勢は当然見せるの

であろうと、そういうことが主要施策４に表れていると思います。それだけではなく、全般的にそれとどう絡

めるのか。

スポーツ振興に関しても、従来であれば、中学校くらいになると、部活動のユニフォームが買えないとか派

遣費がなくてあきらめざるを得ないというような子供がいて、それが自己肯定感を低くするというような話は

新聞報道等でいくらでも出てきているわけですから、そういう点から、実際には環境を整えれば伸びるような

子供たちが貧困でなど。

そのような点から見直しとか、幼児教育とか特別支援教育というところも基本的に小学校の３，４年生から

学校教育に乗れないという状況で将来的にも貧困が連鎖するということがあります。

そういう点でいくと幼稚園あるいは保育園との連携とか、そういったところも本格的に対応することで、日

本という国は義務教育にこれだけのお金をかけているので、それに乗れないという結果、早い段階で将来の貧

困が予想されるということをどう要望するかという点もありますので、そういった点でいくと、先ほどから山

本委員も発言されているように、全施策に関連するんだという点で見直すことでいいかという点が一点。

細かいところになりますが、すでに原案として72ページのほうですが、子の貧困対策の中での数値であるわ

けですが、スクールソーシャルワーカーがあって、スクールカウンセラーは増やすが、スクールソーシャルワ

ーカーはこの事業においてはほとんど期待していないと読み取れる目標値なんですが、そういう意味で子供の

貧困も基本的にスクールカウンセラーのほうで対応しようという考え方なのか。２点目はそういうところも確

認さしていただきたい。

○宜野座統括官

ただ今の本村委員のご質問１点目なんですが、項目立てて主要施策４に「子供の貧困対策の推進」というこ

とを位置付けているんですが、ご発言のとおり、この項目はすべての項目に絡むものですから、これについて

は先ほどのスケジュール表がございましたが、２１世紀ビジョンの基本計画の中間報告改定案決定の会議の中

で同じ質問が出まして、これは色々な分野、色々な部門にまたがるものだから、２１世紀ビジョンにおいても

そのことに関しては幅広く検討が必要だということでしてきがありました。企画部のほうもそれを踏まえて、

作業を進めるということでありますので、我々のほうもそれを踏まえた形で関連する部分は一緒に関連しなが

ら、作業を進めていきたいと考えています。この項目に限らず全体を網羅していきたいと思っております。

○島袋委員長

ありがとうございました。

○義務教育課（多和田班長）

スクールソーシャルワーカーについて説明致いたします。72ページにある数値は、県が直接配置する人数に

なっております。現在、市町村独自の配置が進んでおりまして、本県が目指すものは配置が進んでいない市町

村への配置、プラス、スクールソーシャルワーカー全体のアドバイザー的役割を目指しておりまして、市町村

と調整しながら配置を進めていきたいと考えております。

○島袋委員長

ありがとうございました。山本先生どうぞ。

○山本委員

本村委員の意見への追加なんですが、主要施策４の追加はいいんですが、もう一つ、14（の主要施策）がど

（参考４）
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のように絡むか、沖縄県の重要性からすると子供の貧困対策というのは背骨に当たると思っています。そうす

ると、今、言われたみたいにフローチャートで事業構成でやるじゃないですか。総合的に、いわゆるフローチ

ャートみたいな関連図みたいなことがあると、県民に対しては力を入れていると。一番の関心は沖縄県民そこ

だと思う。14の主要施策が全部大事だと思うが、やはり、アピールとして子供の貧困対策をあらゆるところで

関連させて、体系図みたいなものができるんであれば、そういうものを入れてもらうと、非常に一般の方にも

わかりやすいと思う。要望です。

○賀数室長

ありがとうございます。確かにご指摘の通りいろいろな分野に絡んでくると考えられます。施策項目の下に

各事業がございます。これが全体で120ほどあるんですが、計画の中にも事業が書かれていますが、色々なと

ころに同じ事業がかかわってきたり、つまり、再掲という形で入り組んだ形にはなります。

一枚の中で表すことはかなり厳しいと思います。まとめ等の段階では資料として作成できるように今後検討し

ていきたいと思います。事業の中で再掲と表現することも一つのアイデアかと思いますので、その辺は工夫し

ていきたいと思います。

○島袋委員長

ありがとうございました。例えば総論の中で提案されていることを取り上げて、関連図みたいなものを作成

することはできますか。

○事務局（賀数企画室長）

２１世紀ビジョンとも関連してくるので、それと並行してできるように、向こうでもそのような形でやるこ

とが考えられますので、その辺は連携しながらあわせて一緒にやっていきたいと思います。

○島袋委員長

よろしくお願いします。ほかにありましたら、お願いします。

○山本委員

先ほどの修正意見については資料７についてやるんですよね。スケジュール表を見ると11月に県民意見パブ

コメと書いてありますが、ホームページ上に10月ごろに計画を掲載して、パブリックコメントを求めるという

ようなやり方ですよね。

○事務局（賀数企画室長）

そのとおりでございます。パブリックコメントはこれからホームページにだして、広く県民の意見を求めて、

それに対することも次回の委員会には紹介していきたいと考えています。今回の委員の皆様のご意見とパブコ

メの意見とそれに対する県の考え方と提示していきたいと考えています。

○島袋委員長

今は主要施策４を追加するということで中身の説明がないものですから、なかなか質疑応答ができないんじ

ゃないかと思うんですが、どうでしょうか、この総論の部分だけ概要を説明していただくというのはどうでし

ょうか。

○石川委員

体系の中で気になる言葉があるんですが。貧困対策の中で（２）で「学校を窓口とした」と学校という言葉

を使っているんですよ。なぜここだけ学校という入れているのか、これを入れるとどうも学校だけでやるのか

学校の校務分掌の中にもともと今もあると思うんですけども、貧困問題は学校だけではできないですから、学

校が窓口というのは気になる。先生方だけが集中するような形になってしまったら、先生方というのは子供た

ちを教育するのが一番大事なことですから、そこが重荷にならないか言葉が走ってしまったらちょっと気にな

る点です。そこのところを柔らかい言葉に修正できないか。そこのところも検討をお願いしたいと思います。

○青少年・子ども家庭課（川満主幹）

22ページの学校を窓口としたという表現の部分になりますが、ここは、用いたものが、国が策定しておりま

す。子供の貧困対策の大綱というものがございまして、その中で教育の支援においては学校を窓口とした福祉

（参考４）
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関連機関との連携という表現がございます。これは大綱の策定に当たって文科省も入った国の検討会で策定し

たものになります。そいった表現から現在用いてあります。以上でございます。

○石川委員

わかりました。それを読んでおきたいと思います。ありがとうございます。

○島袋委員長

ありがとうございました。どうぞ。

○事務局（知念指導主事）

先ほど施策４の総論についてご説明申し上げます。前問の質問でもすこしでてきたんですが、施策４という

のは国の貧困対策の大綱と沖縄県の子どもの貧困対策計画の内容をもとに文章をくみ上げております。

沖縄県子どもの貧困対策計画の中で特に教育分野にかかわってくるであろうと思われる部分を引用しながら三

つの柱として(1)学校教育による自己肯定感を育む支援と学力の保障、学校プラットホームの考え方でござい

ますが、(2)学校を窓口とした福祉関連機関との連携、そして、就学支援等も含めました、(3)経済的支援、と

いう考え方から三つの柱を立てて施策４を組み立てております。

○島袋委員長

21ページから23ページまでに貧困対策の総論説明されております。ここをご覧になってご意見、ご指摘があ

りましたら、お願いします。

○高嶺委員

事務局から提案されています、資料５の主要施策14項目なりますということ。貧困対策が入って14と基本的

にこれを了承したいと思います。子供の貧困対策というのは非常に幅広い県庁のすべての組織を挙げてやらな

いといけない、あるいは県庁だけでなく民間も含めて、そういうものでありますけれども、私たちが検討する

のはその中の教育分野の貧困対策という風に考えております。中身の検討はこれからやっていくと思いますが、

体系については承認をしたいと思っています。

○島袋委員長

ありがとうございました。先に主要施策４「教育の機会均等を図るための子供の貧困対策の推進［子供の貧

困対策の推進］」ということで、今日いう施策の体系の中に追加していくということに関しては先生方承認い

ただけますでしょうか。中身の細かいところは今後の委員会の審議に期待するということになりますので、証

人ということでよろしければ拍手でお願いします。

（拍手で承認）

○島袋委員長

ありがとうございます。そういう形にさせていただきます。まだ時間がありますので、21ページか23ページ

ご覧になって何かお気づきの点がありましたら、お願いします。

○山本委員

23ページの貧困率29.9％、この数値自、体他県との比較は難しいが、就学援助率が19.65％で全国10位だと。

当然上がってはいるが、貧困率と就学支援率は比例している。大体、就学支援率のほうが高い。

ところが、この数字は多いけど、貧困率に対して就学支援率が低い気がするがその原因が書いてあるが、ほ

かの地域との比較のデータを次回出せるのであれば（出してもらいたい）。新報、タイムスで特集されている

が、各市町村ごとに就学支援の基準にばらつきがあり、格差があるとされているが、そのへんのデータをでき

ればお願いしたい。

○教育支援課（登川課長）

山本委員からの要望については、マスコミに限らず議会でも非常に課題提起されているところで、我々も各

市町村と連携を取りながらどういった改善できるかどうか意見交換しているところです。その中で各市町村と

も相談しながらどういった形の資料提供ができるか、次回までに検討していきます。

（参考４）
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○島袋委員長

ありがとうございました。

○當間委員

資料７の71ページを拝見しているんですが、成果指標の一覧についてほかの施策でも項だてされているとい

うことで同じ数字を示していると思いますが、その中で同じ内容のものを２ページ割いて示す必要があるので

しょうか。重複していると感じました。

また、その内容の中に不登校の出現率という内容があるが不登校のデータは直接貧困の要因としてそれが挙

がってるが、一概には言えないのではないかとおもいます。

コーディネーターに配置数に関しては今後社会教育委員の会議の中でも話されてはくると思いますが、今、

家庭教育支援ということに力を入れている全県的なやーなれー運動推進の中とも絡めていただきたい。より県

民の皆さんが身近なものとしてとらえてくれると思います。

○事務局（知念指導主事）

71ページの成果指標の一覧についてですが、今回施策４ということで組み立ててきました。中心的な指標と

いうのは沖縄県の子どもの貧困対策計画に挙げられている指標を中心に組み立てております。やはり全体を通

じて貧困対策を検討するという意見もあったとおり、ほかの施策に関しても子供の貧困に関係があると思われ

る指標を再掲という形で載せてあります。

○島袋委員長

ありがとうございました。

○生涯学習振興課（佐次田課長）

先ほどのやーなれー事業なんですが、81ページのほうで家庭地域の教育機能の充実というところの施策でし

っかり取り上げていて、71ページについては貧困関係でも使われている指標ということで再掲となっておりま

す。

○本村委員

意見書について、関連部署の関しての事業で事前に関連部署に確かめてからそれでも書きたいというものを

残すという作業をしていいのか、それとも確認なしに全部修正文として意見を出したほうがいいのか確認させ

ていただきたい。

○事務局（知念指導主事）

今後は総務課のほうでいただいた意見を取りまとめ、担当課の回答を次回の検討委員会で提出します。

○本村委員

事前の資料も総務課を通していただけますか。

○事務局（知念指導主事）

総務課のほうで窓口として受けます。

○山本委員

幼稚園、小学校、中学校は基本的には市町村および市町村教育委員会で先ほどのスクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカーの話も市町村段階で濃淡があって、市町村も含めてある一定の目標を出されたほう

が県民からしてはわかりやすいと思う。幼、小、中に関しては多くは市町村に責任があるのはわかっています

が、その辺をどう連携とるかという話も含めて、県がどうサポートしていくのかという視点もふくめて、いろ

んな議論をしたほうがいいと思います。

○事務局（親泊総務課長）

ご指摘はご指摘ですが、県と市町村はそれぞれ自治体としては独立していると、県の教育振興基本計画につ

いては県の計画としてまとめさせていただいております。先ほどありましたスクールソーシャルワーカー配置

ですとかこの中では見えない部分がありますので、そういったこともご意見で題していただいて、どんな形で

（参考４）



- 8 -

この振興計画の中で市町村との関係も見ながら、表していけるかということは検討していきたいと思います。

○島袋委員長

私も一点だけお願いをしておきたいと思います。21ページにあります。自己肯定感でありますが、子供の貧

困対策のなかで子供たちが自己肯定感を持たなくなってきている。劣等感とか被害感とか。そういった状況を

解決していくことによって子供たちの自己肯定感を具体的に育てていくということが貧困対策あるいは貧困対

策ならず普通の子供たちの成長発達に大きな役割を果たすという風に私個人は考えています。

この自己肯定感というものが、どういうもので基本的にはどういう形で育っていくのかという概要をこのへ

んにある程度示しておかないと、自己肯定感が人によっていろんな意味で解釈されてしまう。

なかなかそういった対策、施策も効果が上がらないのではないかと思いますので、もう少し突っ込んだ形で

自己肯定感をこの辺にお示しする必要があるのではないかと思います。

ちなみに、県のほうで自己肯定感の調査がありましたけれども、具体的な指標はどんなことでしたか。

○青少年・子ども家庭課（川満主幹）

昨年の11月に県内の小学校１年生、小学校５年生、中学校２年生にアンケート調査をしました。具体的には

「頑張れば報われる」「自分は価値のある人間だと思う」「自分は家族に大事にされている」「不安に感じるこ

とはない」「孤独を感じることはない」「自分の将来が楽しみだ」といったこうもくについて自己肯定感をきて

おりまして。小学校５年生の自己肯定感のなかで、「自分は価値のある人間だと思う」貧困層と非貧困層に分

けて率を見たところ、「自分は価値のある人間だと思う」という問いにたいしてそうは思わないと否定的な答

えをしたのが、貧困層で20.1％、非貧困層で11.4％と10ポイント程度の差がありました。そういったところで、

経済的に厳しいところの子供が自己肯定感が乏しいというところがわかりました。

○島袋委員長

ありがとうございました。今、非常にいい視点を提供していただきました。そういったことで、自己肯定感

というのは貧困対策で大きなキーワードになると思いますので、もう少し突っ込んだ取り扱い、説明をお願い

できればという風に考えております。

ほかに何かありませんでしょうか。

議題３ 貧困対策を盛り込むことに関しては承知いただいたということでございます。

時間ですのでこのあたりで「沖縄県教育振興基本計画（後期計画）第一回検討委員会」を終了したいと思い

ます。

終わりの言葉を副委員長の高嶺先生にお願いしてありますのでお願いいたします。

○高嶺副委員長

ご指名でございますので、本日は大変お忙しい中、委員の方々に最後まで熱心にご参加いただきまして、そ

して大変活発な議論でありました。私自身、大変勉強になりました。また関係する各部・課のスタッフの皆さ

んも待機して、おそろいで適切な説明、質疑応答が行われたと思います。

私は市町村の教育委員会にいた経緯がありますけれども、インクルーシブ教育というのが全国の教育長会で

は話題になっています。大きな課題だという風に認識をしております。計画にはその言葉はなかったと思って

おります。

それから、学齢の児童であるのに学校に通ってこない、就学しない。そういう子供の問題。貧困対策と関係

あるかどうかはっきりわかりませんけども、これも重要な課題であると思っておりますが、次回以降の議論で、

そういういろんなものがまた活発にいくようにしていい計画ができればと思っております。本日は大変ありが

とうございました。

○島袋委員長

ありがとうございました。それでは、事務局のほうマイクをわたします。よろしくお願いいたします。

○事務局（賀数企画室長）

本日は貴重なお時間とご意見ありがとうございました。先程ありましたけども、本日のご意見と又はこれか

ら頂くご意見、それを反映して、事務局が案を修正し、又、次回の検討委員会に図りたいと考えております。

ご意見、ご質問をいただく期間は、1ヶ月程度とさせていただき、９月３０日（金）までとさせていただき

ますのでよろしくお願いしたいと思います。

（参考４）
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次回の委員会ですが、11月の中旬を予定しておりますが、詳細がきまりましたら、またご連絡をしたいと思

います。本日はどうもありがとうございました。

○賀数企画室長：閉会
了

（参考４）


