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沖縄県教育振興基本計画（後期計画）第２回検討委員会 議事録

日 時 ： 平成２８年１１月１４日(月) 15:00～16:30

場 所 ： 県庁１３階 第１・２会議室

○賀数企画室長：開会
○賀数企画室長：前回欠席委員のご紹介

○議題（１）｢沖縄県教育振興基本計画（後期計画）原案に対する意見について｣

知念指導主事：事務局から説明
沖縄県教育振興基本計画（後期計画）原案に対する意見について

資料１ 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）修正案

資料２ 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）原案に対する意見への回答（検討委員会）

（参考） 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）原案に対する意見への回答（地区協議会）

○島袋委員長

はい、ありがとうございました。だだいまの説明に対しまして、できれば、説明の順序にしたがって、ご質

問あるいはご意見等がありましたら、よろしくお願いいたします。

○山本委員

私個人の意見と言うよりも、現場の教員から幅広く、いろんな意見がでて、最大限に絞ったものだけ出しま

すので、そうですかというわけにはいかないので。まず、２ページの意見５番はありがとうございます。これ

は、最重要課題ですので。

意見６番がですね、いくつか出ているんですが、中学校の先生からの意見というのが非常に大きくて、社会

的には部活動の社会スポーツ化というのは当然の流れであって、すでに関東圏の方では、ほぼこういう方向で

長年の協議を経て、県内でも那覇市内においては、小学校において、ほとんど社会スポーツ化している。すぐ

にはなかなか難しいと思うが、部活動の加入率をどうこうと言うより、やはり、こういう方向性を曖昧であっ

ても出した方がいいのではないですか。

それと、意見８番です。幼稚園に限らない就学前教育の準義務化というのは、意見書を採択して、国の方に

要請を出して、県の教育委員会もその方向で施策を決めてやった経緯があります。ただ、そのあと、。法律の

ところで、文部科学省と少子化担当相の方のせめぎ合いが非常にありました。ここは曖昧になっているけれど

も、沖縄県の特性として１年保育から幼稚園３年保育という移行は大賛成ですが、その中で基本的に準義務化

という無償化も含めて非常に大きく条件整備がそろっていますので、国の動向を見るというのは確かにほとん

ど交付金算定やってますので分かるんですが、過去の経過からすると、やはり、この辺のところのおおまかな

形でもいいから、沖縄県の主要施策としては残すべきではないですか。

○島袋委員長

一度のにたくさん話を伝えますと、対応が難しくなりますので。今は、基本的に２つのご意見がありました。

意見６番の運動部と意見８番の幼児教育について意見がありましたけれども、これに関して、事務局回答でき

る課はありますか。

○保健体育課（古賀主任指導主事）

ご意見頂いた中で、小学校に関しては、本県においても、ほぼ部活動という位置づけはありませんので、社

会体育化ということで、スポーツ少年団としての活動になっております。中学校においては、全国的な流れと

いうのも、外部指導者を県で派遣している他県の例もありまして、本課でも研究しているところであります。

ただ、社会体育化ということになると、学習指導要領に学校教育の一環という位置づけがありますので、社会

体育ということは県として明言できないのではないかと考えています。やはり、国の動向、他府県の動向をし

っかり注視しながら、見守っていく、研究していくということになると思います。以上です。

○島袋委員長

つづきまして、幼児教育の準義務化ということについてお願いします。

○義務教育課（天願主任指導主事）

幼児教育の準義務化を実施するという内容ですが、これにつきましては、教育再生実行会議、中教審答申等

でも確かにうたわれているということで、今後、施策が推進されていくと理解しておりますが、確かに委員の
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おっしゃるように本県独自の経過をたどっているということもありますし、県議会で取り上げられたというこ

とも承知しておりますが、これにつきましては、国の動向がやはり重要だと考えております。よって、動向見

ながら進めて行くことが得策だと考えております。

○島袋委員長

ありがとうございました。山本先生いかがでしょうか。

○山本委員

言っていることはよく分かります。財政も絡みますので、当然、国庫補助ないし交付金の算定の中で計算式

までよく分かっています。ただ、後でいう（つもりでいる）３０名学級のこともあるんですが、県市町村の義

務化については、各市町村意見書をあげて３０年近く、ずっと国の方に要請し続きています。そうすると、沖

縄県の一つの方向性として、現実は金の面からすると分かるが、市町村も含めてずっと準義務化というところ

の意見書で要請を毎年やっておりますので、その辺、向こう５カ年か１０ヵ年か分からないが、方向性だけで

もだして、それに向かって努力をするというところを、国の動向を見ながらもある程度書くべきではないかと

いう意見です。次、言うところもそれに近い話です。だから、この振興計画は、もしかすると、財政の問題で

厳しいのがあるかもしれないけど、５年後の一つの姿を見てその方向性というところは出すべきではないです

か。

○島袋委員長

準義務化という言葉を使っているが、この辺は教育に関する色々な法律がありますけども、この辺との絡み

はどうですか。

○山本委員

高校教育は義務教育ではない。でも、公庫負担の対象ではあります。とすると、ある一定の、無償化に戻る

が、義務教育は無償という憲法があるんだから、取っちゃいけないことで、高等学校というのは言葉はともか

く、準義務化の世界の中でやはりやっているような話なんです。就学前の、何歳までやるかは色々問題はある

が、あるところで義務教育といったとたんに、憲法の義務教育無償であってというふうに引っかかる。国庫負

担対象でもあるし。そこまでは、なかなかいけないが、それに準ずる様な、高等学校のようなイメージのとこ

ろで就学前教育のをたぶん文科省はその辺をイメージしているような、文献みるとそんな気がするが。ただ、

義務教育化と準義務教育化という言葉が錯綜しているのは確かです。

○学校人事課（新垣課長）

山本先生がおっしゃったことで、高等学校の生徒は国庫補助の対象にはなっておりません。あくまで、地方

交付税で高等学校の教職員の財源は地方交付税から出されておりますが、国庫負担の対象はあくまで小・中学

校、また特別支援学校の小学部と中学部となっておりますので、よろしくお願いします。

○島袋委員長

これに関しまして、他の先生方ご意見、お考えはありませんか。

○本村委員

現在、沖縄県の学校付設の幼稚園が午前中というところがほぼだという上で、かなり充実していると思うが。

スペインでは就学前約３年間はほぼ義務状態、98％位は学校付設の幼稚園に通っている。朝の９時から夕方の

４時くらいまで、そういう教育がされている。これは、私の立場からすると子どもの貧困対策の一環としても

大変有効だろうと思ってます。

ご存じのとおり、小学校１年生の段階で、かなり、字が読める子、読めない子とか、あるいは、算数に関す

る色々な差が出ている状況もあるし、それをある程度、保護者の思いとか経済状態とか関係なしに、ある一定

以上の時間数を安心して、準義務化できるかということで、私自身この辺はあまり知らない状況ですが、こう

やって文章かされて出るということは、子どもの貧困対策としても有効な方策でもあるし、もちろん、現行の、

民間の保育園をどうするかとか、そういった。諸々のものはあるとしても、全ての子どもに学校に入る前の段

階からそういう平等な環境を、あるいは幼児期の環境を、そういう点でこれ以上の方向性を示すといいと思い

ます。

○島袋委員長

はい、ありがとうございます。他にはありませんか。

○上江洲委員
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今、本村委員から貧困対策ということで出ましたが、以前、琉球新報のほうで「教育の経済学」という著書

を書いた方が、ペリープロジェクトについて投稿していました。その中では、黒人の低所得層の128名に対し、

半々でアクティブラーニング等、就学前の子どもたちに、色々、学習支援とか将来の集団づくりとか、そうい

ったことをやったら、将来的な収入でだいぶ差が生じたりとか、犯罪の発生率で差が生じたというデータみた

ことがあります。そういうことで、もし、貧困対策という部分の観点でそういう形でができるなら私もそれは

賛成だと思います。以上です。

○高嶺副委員長

渡慶次教育長がお答えお願いできればと思いますが、幼稚園の教諭は市町村採用ということで、給与も市町

村負担である。そして、保育料を幼稚園の保護者からもらっている訳です。そのほか に、私立幼稚園に行く

子どもたちは、市から補助が出るようになっているんですよね。その辺で、財政的な問題との関係、小中の先

生方は国と県で給与を持っています。準義務教育化という風にした場合に、その辺に課題があるのかどうです

か。その辺を教えて頂きたい。

○渡慶次委員

幼稚園。沖縄の場合には本土と違って、小学校には必ず幼稚園がくっついていると。ですから、私は幼稚園

も義務教育だと思っている方たちが多いと思う。ところが幼稚園は義務教育ではない。何年か前から幼稚園は

教育委員会から離して、子ども政策課の方に幼稚園は移行しています。ですから、教育委員会は小学校、中学

校だけという感覚になっています。今、おっしゃったように、私立幼稚園と公立の幼稚園、私立幼稚園に行く

子どもたちにとっても、何らかの補助はやっているんですけれども、ここで指摘をされるところというのは、

私立の幼稚園に行く世帯は多少所得が高い人たちが行く。そういったところにも補助を出すのかという意見も

ある。ですから、今、那覇市では認定こども園、37ある幼稚園の中で、去年は４校、民間に幼稚園を運営させ

る認定こども園ということでやってますので、これまでの幼稚園の考え方というのは、全部取っ払って、民設

民営、それから、公設民営、公設公営、半分ずつにしようということで、平成31年 にむけて半分半分ですね。

４校、公設民営で。非常に評判が良くて、考え方も今までの幼稚園という考え方から、そろそろ認定こども園

という方向に移行しようとということをやっていますので、今は、昔の幼稚園という感じではないということ

です。

○高嶺副委員長

私も南城市の教育委員会にいたものですから、南城市は幼稚園もまだ教育委員会がみていますが、職員の採

用、身分の問題、この辺が準義務教育化という場合に行政が、大変、慎重になっているところなのかなと思い

ますが、このような問題が整理されたら準義務教育化というのはいいのではないかと思いますが、この辺が難

しいのではないか。

○島袋委員長

ありがとうございました。事務局に確認しますけど、回答としまして、国の動向を見極めたいというのがあ

りまして、国に先んじて準義務化とは言えないと言うことですよね。

○事務局（親泊総務課長）

幼稚園の重要性ということで、そういった動きが出てきているという状況ではありますけれども、県の計画

として作っていくということでは、やはり、そういう検討がなされているということはいいが、県の計画にそ

ういったことを明示していくというのは、慎重にならないといけないというのが事務局としての考え方であり

ます。

○島袋委員長

はい。ありがとうございました。山本先生の狙いをもう一度確認したいのですが、いわゆる多くの子どもた

ちが就学前教育を受けられるように考えていきたいということでよろしいですか。

○山本委員

幼稚園にこだわっていないです。基本的にこども園も保育園もいろんな施設があって、多様性というのは当

然世界の流れであって、そういうべきだと思います。ただ、沖縄県では幼稚園が小中併置校でずっと戦後のい

ろんな歴史があって、意外とくっついてます。基本的にいろんな設置があるけれども、仮に６歳で義務教育と

は言わないけど、その前の１年間というのはプレスクール的に全て無償でどこにいようと、就学前は無償で、

ある意味で準義務化のような形で、私立に行こうと公立にいこうと保障されるというのが、ヨーロッパの中の

流れなんですよ。あまり、幼稚園という枠だけに、那覇の例を見るとこだわっていないのはよく分かる。就学

前教育を６歳から下に下ろしていくというのを一つの流れであって、そこはある一定の沖縄県としては条件性

がそろっているので、そこを先にやって、やはり方向性を示すべきではないのか。確かに財政どうこうとか制
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度面では。

○島袋委員長

要するに就学前教育をもっと力を入れて促進していきたいということですか。

○山本委員

それは当然です。それを前提に方策自体を言ったんです。

そこの提言をしないと、どうしても、大事なところは全て一致している。

○島袋委員長

それでは、ご指摘ということで。

○與座委員

今、意見８番ですが、６番も含めて、たぶん考えたら同じになると思いますが。高等学校では部活動という

のは職員の負担軽減を含めて、大きな課題になっている。担当からも説明があったが、以前、十数年前、社会

体育化について、国も交えて議論されたことがある。いつの間にか無くなっている。でも、大きな課題でもあ

るのですが、できれば学校現場としての負担軽減を含めて、こういった方向性は大事だと思うし、ありがとう

ことではありますが、今、部活動は教育課程に位置づけられておりますので、文言として社会体育化への移行

とういうことが書けるかどうかというのが。今と同じことですが。議論の流れだと思いますが、現場としては、

社会体育へ移行していくことは、ありがたい話で負担軽減になる。でも、それが、現、国の教育課程も含めて、

位置づけられていることに対して、どう明示していくかというのは今の議論と一緒だと思います。是非、国の

動きを注視しながら、取り組んでいって欲しいという気持ちがありますので、保健体育課はどうですか。国の

意向として５年後を想定して文言の中に入れていくべきだという意見があります。５年後の国の動きも含めて、

今の社会体育化への国の動向等について教えて下さい。

○保健体育課（古賀主任指導主事）

確かに５年後ということであれば、２年後の30年に学習指導要領の改訂がありますので、そこを見てからで

ないと動きにくいのかなというところが正直なところでありまして、確かに負担軽減という形であれば、文言

として「適正化を促進」という言葉でご理解頂いて動向を見てもらいたいというのが正直なところです。

○島袋委員長

今の回答でいかがでしょうか。

○山本委員

先生のいうことはもっともです。ただ、文言を入れるかどうか検討なされて、ただ、外部コーチというのは

かなり進んでいるわけで、そうすると、社会スポーツとも言えるかどうか、その方向性に向かっているという

ふうにとれる。そうすると、その予算化というのか、ボランティアだけではなかなか厳しい面もあるし、その

方向性を２年後の指導要領の中でそういう方向性が出せれば、それはそれで一気に全国に実態がそう進んでい

くから、そういう風な方向性で文言は任せます。ただ、社会的なところでいくという風なところの、現実いわ

れているところをもう少し促進するという風な、外部コーチはまさしくそうです。それがあればいいと思いま

す。

○島袋委員長

実は私の提案というのは、今先生がおっしゃった方向性なんです。これでよろしいでしょうか。この問題は

検討して、進めて行く。文言についても、国の動向というのもありますので、それを踏まえながら、文言を検

討していくということでいかがでしょうか。

○高嶺副委員長

私は高等学校にもおりましたが、高等学校で外部指導者、コーチ等が入っている例がありますが、小中は教

育委員会という立場で色々関わりましたけれども、小学校はほとんど外部コーチです。ただ、かなりトラブル

を抱えております。外部の方は職員ではないですから、校長がコントロールできない。色々な教育的な問題も

たくさんあります。これも事実です。

また、特に中校の先生方が土日もないような、非常に厳しい状況にあるというのは確かです。一方では、そ

れが中学校の生徒指導に直結していて、部活があるから、もっているという風な側面もある。先生方の中には

本当に打ち込んでやっておられる方もいらっしゃる。本来色々な面があります。社会教育の立場から言います

と、養護学校（特別支援学校）に行ったときに、そういう部がなくて、ほとんど社会体育で、クラブ形式でや

っていると聞いた。向こうのように社会体育の体制 ができあがっていない。もしこういう方向性をやるので
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あれば、社会体育の環境整備を是非やるべきだと思います。

○島袋委員長

ありがとうございます。それではこの問題に関しては、そういった方向で、事務局で引き取って適切な文言

で、「推進する」ような方向でお願いできますか。

○事務局（親泊総務課長）

この一件だけではなく、他の件もおそらく共通のことがあると思いますが、具体的な表現というのは、なか

な厳しいものがあると思いますが、方向性として、今の表現を「進めて行く」「促進する」といったような、

現在の表現をもう少し進めるような表現に改めるかどうかというのは事務局で検討したいと思います。

○島袋委員長

お願いします。それでは次にいきます。

○山本委員

たぶん、子どものプラットフォームのところは気になると思うので、そこは後にして、９ページの意見18、

19番のところで、現県政も前県政も選挙公約で30名学級で全学年ということを出して、今、小１、小２、小３、

小４、中１まで前進してきた。あと義務で言うと、小５、小６、中２、中３というところに来ているわけで、

そうすると是非、ここは色々な意味から沖縄県ここまできているわけなので、向こう５年というなら義務教育

全般、具体的な数字はともかく、少人数かというところは県政の大きな課題であるので、それなりに入れるべ

きではないか。意見19番についても、正規率が2010年に82.6％位でダントツ46位で、非常に県の教育委員会非

常にがんばってもらって、５年間で新規採用もがんばって頂いて、３ポイント前進した。今、85％半ばまで行

くが、全国で上昇したのは沖縄県だけです。これはすごく評価します。ただ、全国平均は93という数字ですの

で、非常に臨時が多いということが、他にもあるけれども、大きな課題になっています。具体的な数字まで入

り込めないと思うが、ここも条件整備を図るというところで、先ほどと同じ理屈で、是非、おおまかな形で入

れてもらいたい。先ほどと同じ議論になります。

○島袋委員長

ここも同じような方向性にご意見ですけれども、事務局回答できますか。

○学校人事課（新垣課長）

18、19につきましては、ご意見の通りの状況でございます。ちなみに18番の少人数学級、30人学級につきま

しては、これまでこちらで回答しているように中１まで進んで来ているところでございますが、議会等でも申

し上げております。30人学級を県単定数で行いますと毎年度教職員給与費に現在プラス55億円かかるというこ

とがございます。あわせまして、着実にこれまで進めておるところでございますが、現状としては今九州で２

番目に少人数学級を実施している現状がございます。私どもといたしましては、少人数学級を順次進めていこ

うという考えではございますが、先ほどの養護教員の意見にもございますように、財政的なものも伴います。

また、当然、現在、文科省の加配定数プラス県単定数ということで進めておりますが、文科省が教職員定数の

改善計画などを現在、策定できない状況などもございますので、当然、全国協議会を通して定数改善の要請を

しているところでございますが、そういったところも含めて進めて行くことが必要かと考えております。そう

いったところから、原文のままでの提案でございます。

次に19番の非正規率につきましても、私どもの取り組みをご評価頂きましてありがとうございます。昨年度

85.4％でございまして、全国の93.1％に比べますと、まだ、差はございますが、回答に書いておりますように、

初任研の対応等含めまして、現在320～330の毎年小学校中学校の先生で言いますと、330程度の採用にとどま

っているというところでございますが、着実に毎年改善してきていると思います。併せまして、本県児童生徒

数が減少はしておりますが、少人数、特別支援学級等の増がありまして、全体としての教職員の数は実際にか

なりの数、毎年増えております。ただ、分母が増える分、正規率が緩やかにならざるを得ないというところが

ございますので、今後、引き続きこういった取り組みを着実に行っていくというところで、原案のとおりとさ

せていただければと考えております。以上でございます。

○島袋委員長

ありがとうございます。この件に関しまして、どうぞ先生方ご意見等はありましたら。

○仲西委員

教えて下さい。新採教員正規率というのはこの数字で大丈夫ですか。100％でなくていいですか。理由をも

う一つ教員になりたい人が沖縄は少ないといってますが、全国では３～５％、沖縄では10％位教員の希望があ

（参考５）
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ると聞いてますが、この辺はどうなんでしょうか。

○学校人事課（新垣課長）

お答えします。教員のなり手が少ないかどうかということについては、何でもって図るかということは分か

りませんが、少なくても、本県の教員採用候補者試験の受験率はかなり高いものがございます。実数としては

昨年度は鹿児島県に次ぐ２位でございまして、平成24年度に5200人ほど志望者がおりました。毎年少しずつ減

ってはおりますが、今年度も4300名台の応募がございまして、小中高併せますと9.7倍ほどの受験倍率となっ

ております。校種によってはかなり少ない、例えば地歴であるとか、高校の理科などは20倍と高い倍率もござ

いますので、教員志望者が少ないということは、競争倍率だけでみると他県に比べて、逆にかなり教員を希望

される方が多いのではないかと思います。

併せて正規率が引き要因ということでありますけども、小学校、中学校で正規率という言葉が使われており

ます。文科省が出しております。小学校、中学校は小学校１年生の35人と併せて小学校２年からは40人を標準

的な学級編成としてありまして、それに伴って１クラスができるとかいう標準があります。標準で先生が決ま

る数と文部科学省が、毎年政策的に配置する教諭、生徒指導であるとか、日本語指導であるとか、そういった

ものは毎年政策的に内示があって変わってきますので、単年度、単年度で決めないというところから、これを

臨時的教員でこれまで対応してきた結果、正規率が低くなってきたものであろうと思います。100％にならな

いのかという話ですが、正規率の計画は病休教員であるとか研修とか、そういったもので変わってきますので、

93％というのはかなり高い数字であろうと思います。先ほどの繰り返しになりますが、我々は93％を目指して、

今後取り組んで行きたいと思っています。

○島袋委員長

ありがとうございます。どうぞ、他の先生方ご意見等はありますでしょうか。

○仲西委員

県の教員のなり手が少ないというのは省いた方がいいんじゃないですか。

○学校人事課（新垣課長）

「教諭を目指す人が減少し」というのは先ほど言いましたように、平成24年度が5300人いたのがだんだん減

ってきているというところからそういう表現をさせていただきました。また、大量採用、一般的な評価として

はどうしても非常に大事である教員の質の低下というところが懸念はされるというところからそういう表現を

させていただいております。私どもとしましては、引き続きそういったところを見極める採用試験の改定も図

りまして、適正に教員採用も行っていきたいという風に思っております。

○山本委員

初任研修、法定研修で確かに現場から聞いているのでここはよく分かります。ただ教員養成の場合は少子化

の問題もあって、例えば琉大の入学も定数もたくさん取るじゃないですか、他の私立もある一定の教員養成の

人数が狭まっているから、確かにある一定の競争率があった方がいいんだけれども、沖縄の場合そんなに低く

もないわけで、そこは県民への説明も行くわけだから、競争率どうのこうのというのは誤解を招く可能性があ

るから、そこは削った方がいいですよ。ということだと思います。

○学校人事課（新垣課長）

ご意見ありがとうございます。その辺を踏まえまして、表現につきましては検討させていただきたいと思い

ます。

○島袋委員長

ただいまの件に関してはこれでよろしいでしょうか。

（委員了承）

それでは、次にまいります。

○山本委員

ちょっと時間が無いので、子どものプラットフォーム化という議論があるので。子ども貧困対策とか未来会

議で最重要な柱になるような気がします。色々な面で。それで、特に現場にいて、一番先生方が求めているの

が、スクールソーシャルワーカーなんですね。カウンセラーはある一定いるが、ケースワーカーがいろんな地

域、家庭、学校の生活指導でその辺が非常に拡充、要するに、専門家、できれば正職員というところが、国庫

（参考５）
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定数のというところが書いてあるんだけれど、現在20名でしょ。５年後に最重点課題で24というプラス４は他

に比べて、非常に控えめすぎるのではないか。この前、県と市町村で予算が違ってというところをもうちょっ

と、県はこれだけ市町村はこれぐらいだということを書かないと、この数字だと力を入れてないんじゃないか

というような、勝手な誤解を招きそうなので、その辺を説明してください。

○島袋委員長

はい。分かりました。資料１の71ページになると思いますが、ただいまのスクールソーシャルワーカー配置

人数が現状が20、目標が24となっているのは、貧困対策としては説得力は弱いのではないかということについ

てお願いします。

○義務教育課（天願主任指導主事）

山本委員のおっしゃるように、24という数字を挙げさせていただいております。それに対して40という修正

ご意見だと理解しておりますが、これにつきましては、国庫予算であるということが１点ございます。今後、

国は拡充をしていくという方向を打ち出してはいるんですが、今後どういう形になっていくのか見えない状況

もございまして、24という数字です。もう１点は、スクールソーシャルワーカーの配置については県の配置と

いうことで、今後、社会福祉士等の専門的な資格を持った人材確保に努めていくという方向ということで、数

も大事なんですけども、中身というか専門性を高めていくということで、現在24という数字を挙げさせていた

だいております。

○山本委員

この表も数字もパブコメで出しますよね。そうすると、他と比べて、なぜ、プラス４だけかと。もうちょっ

と数字を示さないで、「状況を見極めて増加させる」のような表現の方が期待を持たせるのではないですか。

プラス４ということになると、他と比べて非常に、どうしても、弱気じゃないかと県民が抱くんじゃないです

か。

○義務教育課（天願主任指導主事）

ありがとうございます。数字につきましては、今年度、20名という数字でございまして、それを計画では24

ということでありますけれども、数値の推移もございまして、Ｈ27、Ｈ28から20名でその前が14、13、14とい

う数字がございました。過去の経緯をみていきますと、11から12、13、14ということで段階的に増やしていっ

ているという状況もございます。目標とする33年までに24という数字が妥当だと考えているところでございま

す。

○本村委員

まず、山本先生の中の回答にもありましたが、結局、ある一定のパイがあって、それを同配分するかという

ときに、現場でスクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーの今の比率でいいのかどうか。つまり、

実際に支援、一緒に動いている先生方の意向調査といったものを踏まえて予算配分の比率になっているのか教

えてほしい。

もう一点は、これはスクールソーシャルワーカーとは離れます。スクールカウンセラー全校配置ということ

の中の校数の中に特別支援学校の小学部、中学部、高等学部が入っているのかどうかということで、去年から

いじめ対策で特別支援学校行かせてもらってますけども、スクールカウンセラーが全く配置されていないと、

実際に話を聞くと、かなり、スクールカウンセラーやもちろん障害関係自立とかもありますから、スクールソ

ーシャルワーカーも含めて特別支援学校も、ある面、同様にニーズがあると思うんですけども、スクールカウ

ンセラーを配置している学校とスクールソーシャルワーカーを特別支援学校に配置するという考え方と３点教

えてください。

○義務教育課（天願主任指導主事）

まず一点目ですけども、予算の話だったかと思うんですが、スクールカウンセラーとスクールソーシャルワ

ーカーのの予算というのは実は一つの枠の中にありまして、その中でスクールソーシャルワーカーとスクール

カウンセラーを配分しているところでございます。カウンセラーにつきましては、中学校全校配置ということ

で達成をしておりますけれども、それに伴って予算の枠のなかでスクールソーシャルワーカーを配置していか

ざるを得ないという状況がありまして、まずは、カウンセラーで達成をしているところでありますけれども、

国としては中学校に全校配置を目指すと打ち出してはいるんですけれども、それが今後どういう状況になるの

かということがまだ見えずらいところもございます。

○島袋委員長

貧困対策として、また、学校のプラットフォーム化という言葉が出てきていますけれど、学校で貧困対策を

（参考５）
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展開するという時に、いま、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーだけの話じゃないと思うん

ですが、役割は大きいですよね。特にスクールソーシャルワーカー。これは５年後で４名増だと。１年１人と

いうことでは、プラットフォーム化というのは、言葉として適正かどうかという話にもなりかねませんので、

予算のことも分かるんですが、そんなに大きな予算という話にはならないと思うんですが、いかがでしょうか。

○渡慶次委員

那覇市ですが、スクールソーシャルワーカーについては那覇市でも議会で質問があります。何でもっと増や

せないのかと。那覇市の予算ではないですので、もっと増やせないのかという質問に対しての答弁は、県に増

やせるように働きかけていますと。でも、県は県で何で増やせないかということになると、国に働きかけます

というようなことで、40人と書いたところで、あまりにも期待を持たせすぎて、非常に40人確保するのが難し

いということでありながら、40人ということを期待させすぎると、後々、攻められるのは県の方だと思う。あ

る程度、予算との絡みがあるんであれば、出来うる数字というのをまずやって、内部では本当にもっと欲しい

という気持ちがあると思う。出来ればたくさんいた方がいいと。だけどあまりにも期待を持たせすぎないよ

うな形で、今のところ出来るような範囲で、しかし、中ではもっと増やせるように努力はやっていると思いま

す。

○高嶺副委員長

事実確認ですが、私の記憶では、宜野湾市が市独自でスクールソーシャルワーカーを配置していると認識し

ているんですが。そのような数字は入っていますか。

○義務教育課（天願主任指導主事）

この数字の中には入っておりません。各市町村で雇用の場があります。別の数字ということになります。

○本村委員

先ほどの質問にも関連しますが、予算が一つで、配分は県に任されているというのであれば、小学校でも26

6校全校に配置するという意味ですか。県で配分は決められて、中学校は文科省の方針で全校配置とでていて、

小学校はある面、全校にスクールカウンセラーが必要なのか、ある程度そこの予算をソーシャルワーカーに回

しても良いのかというのが、県の方針で決められるのかどうかの確認とそうであれば、その辺の学校に意向調

査をされた上でスクールソーシャルワーカーよりもスクールカウンセラーの全校配置だと、しっかり現場の声

を聞いた上で小学校も全校配置というのを出しているのかと教えて欲しいと思います。

○義務教育課（天願主任指導主事）

本事業が大きなくくりの中でいじめや不登校の対策ということがメインにうたれております。そういうこと

で、個別の対応を進めているスクールカウンセラーの充実ということがあったかと理解をしております。それ

に、現在の様々な状況があってのスクールソーシャルワーカーの配置とということになっていると認識してお

ります。まず、カウンセラーの配置ということを進めている状況であると理解しております。

○本村委員

沖縄市で小学校のスクールカウンセラーを単費で派遣されたり、今も小学校の方を見てますけども、小学校

の不登校の場合、特に低学年とかで不登校になる場合はカウンセラーが対応する心因的というよりも、基本的

に親の貧困とかあるいは親が色々な精神疾患とかで対応できないというようなメンタルで、私自身は特に小学

校の不登校のという風にありますし、いじめの問題も結局、一部、全部じゃないですが、一部は親がキッチリ

かばいきれなかったりとか、親が地域で孤立しているという風な貧困の問題が、そういういじめにせよ不登校

にせよ、かなり関わっているんじゃないかなという風なものを把握した上で、それでもカウンセラーなんだと

いう風に県の方針を出したのか。つまり、そういう実際の元々文科省がお金を出した項目とも貧困というのが

直結するのであれば、ここで再度なんでが、小学校までスクールカウンセラーとか、あるいは小学校は状況に

応じて、あるいは現場の様子をみて、スクールソーシャルワーカーなのかというのはこれは検討する余地があ

るんじゃないかというのが趣旨ですけど、その辺いかがでしょうか。

○義務教育課（天願主任指導主事）

ただいまの件につきましては、こちらに挙げている数字も含めて、どういう状況なのかを確認しながら引き

取らせていただきたいと考えております。

○島袋委員長

個人的な意見かもしれませんが、せめてプラス10は書いて欲しいなと思います。それが達成できなかったと

き、予算がどうにも確保出来ませんでしたという説明だったら、誰もクレームはつけないと思います。頑張る

（参考５）
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という意味で、努力目標という意味で、もう少し頑張って欲しいなと思いますが、先生方どうですか。

○上江洲委員

県の中学校校長会です。義務教育課の皆さん、誠意努力していただいて、徐々にスクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカー大幅にふやしていただいております。

先ほど渡慶次教育長がおっしゃった様に数値目標を明記してやるとどうしても達成しないときの部分という

のがあって、実は、我々も全日本中学校校長会として文部科学省の皆さんと一緒になって、スクールカウンセ

ラーとかスクールソーシャルワーカーを増やしていただいており、ということで、今、財務省と掛け合ってい

ただいていると思います。

具体的には今８：２の割合ぐらいの８が教員で２がスクールソーシャルワーカーとスクールカウンセラーの

割合を６：４までなんとか持っていけないかということで合意はしています。財務省との予算折衝の中で非常

に大変厳しいものがあるということで、やはり世論に訴えて、我々もそういう形で世論を発揮して、スクール

カウンセラー必要だよ、スクールソーシャルワーカー必要だよという部分がどうしてもここでは必要になって

いきまして、教職員の予算、標準法とか予算定数も非常に厳しいものがあって、生徒が自然に減るということ

でどんどん削減の方向にあるんですけども、逆にそういう子どもたちの貧困対策を含めて、心の部分もすこし

ケアしようということでその方向性にはいっていますので、可能性としてはスクールソーシャルワーカーも増

やしていく方向ではあるんですが、ただ、具体的な予算折衝でまだはじまったばかりなので、それがある程度

わかってくると具体的な数値目標というのが書けるかもしれないと思いますので、それが非常に難しいところ

だと思います。

本来なら、50とか100とか書きたいところもあると思うんですけども、それはやはり国庫補助の部分でスク

ールカウンセラーも含めて、両方が国庫補助に依存している現状を考慮すると、不本意ではあるんですが、30

弱ぐらいが妥当な数字かなと思います。

○渡慶次委員

事務局も24で良いという風には思ってないと思うんですよ。ですから40という固定した数字ではなくて、む

しろ目標数字24以上とかですね、それを努力するという形でやってもいいんじゃないかなと思います。これで

満足している数字ではないと思います。

○島袋委員長

せめて、24ではなくて25以上にしましょうか。いかがでしょうか事務局。そういう方向で対応できますでし

ょうか。

○事務局（親泊総務課長）

大変申し上げにくいんですが、目標値というのは明確にするようにというようなこともございまして、この

辺の表現が出来るかどうか他の計画との関係もありますので。

○島袋委員長

できたら、25から30の間でお願いします。

○事務局（親泊総務課長）

義務教育課とも相談の上、可能なのかどうか議論したいと思います。

○島袋委員長

そういう方向でお願いします。ありがとうございました。時間も少なくなってまいりましたけれども、他に

まだあると思うんですが、これを、是非、検討しておきたいということがあれば、ご意見お願いします。

○與座委員

修正の確認です。資料１の34ページ（1）の県民一人ひとりが「輝く」を「参加する」生涯スポーツ、これ

は良いと思うんですが、この資料の１ページ、これは主要施策の文言ですが、こことの整合性はあるかという

ことの確認と３ページの大事な主要施策９の施策項目の（１）の県民一人ひとりが「輝く」が「参加する」に

訂正するわけですよね。

あと一点、15ページの普通教室は14ページと同じ様な説明ですというような説明でしたので、15ページの「普

通教室等」と「等」を入れた方が良いと説明の中で感じました。

時間が無いんですが、あと一点８ページですが、義務教育あるいは学校現場の先生方の取り組みのおかげで

全国学テの方も本当に成果を上げている。これは、大変、子どもたちも、「私たちはできるんだ」と自信を持

ったということは大きなことだと思うんですが。

そこであえてですが、８ページの１行目「小学校、中学校ともに全国平均に及ばない状況であるが」という

（参考５）
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文言はすこしおかしいのではないか、少し訂正した方が良いのではないか。

○学校人事課（新垣課長）

まず、１点目34ページの（１）の「輝く」を「参加する」 への変更についてですが、３ページの施策体系

の中で主要施策と施策項目の関係でございますが、主要施策の名称の変更について少し検討が必要になってく

るかと思いますので、預からせていただきたいと思います。

また、15ページの「普通教室」を「普通教室等」へという文言修正に関しても、担当課と調整しながら修正

してまいりたいと思います。

それと、８ページの主要課題についても現状の状況と合わせた形の文言の修正を検討してまいりたいと思い

ます。

○島袋委員長

ありがとうございました。どうぞ、他にこれだけは取り上げておきたいということがございましたらお願い

いたします。

○本村委員

資料２の11ページの24番なんですが、私が出したことになっていますが、確認して頂きたいということと、

子どもの貧困に関しては、今回、色々調べさせて頂きました。

一番大きいのは学校から離れた後に、性風俗に巻き込まれて、最悪の場合、自殺するとか、薬物に手を染め

るとか、そういった問題は、もちろん福祉の問題といえば福祉なんですけども、学校から手が離れた後に起こ

ってくるというところは、関係者に聞けば聞くほど、警察関係とか青少年補導員とか、そういったところがあ

るところで、ただ、やぱり、全員が参加する学校の義務教育から高等学校のシステムの中で何とかしないと、

育てた、離れた後の事後対策では色々大変だなという風なことから特にプラットフォームに関し色々意見もら

いました。

説明で今回の文言はともかく、引き続き教育と福祉の方の連携を強化していきたいということが、所々見え

ることが非常にありがたく思っているのと、さっき質問した、また、今週も行くので、特別支援学校にスクー

ルカウンセラーを配置する件だけ聞きたいです。

○義務教育課（天願主任指導主事）

特別支援学校へのスクールカウンセラーの配置について、今、何校か配置してもらっていまして、必要に応

じて学校の意見も聞きながらやっていければと考えております。

○事務局（知念指導主事）

ご指摘のありました、資料２の11ページは確認して修正いたします。

○島袋委員長

ありがとうございました。今日の会議は16:30までですか。ちょっと16:30を過ぎておりますが、まだ、色々

ご意見はあると思うんですが、基本的には今日はこの辺で終了としたいのですが。

○當間委員

一言お願いします。先ほどから大変勉強させて頂いております。子どもの貧困問題について、先ほどから数

字の件で色々議論がありましたけれども、数字で表せない部分、学校を窓口とした福祉関連機関との連携は大

変重要な項目だと考えています。

地域の方たちを巻き込んだ取り組みであったり、福祉部門の関係者を巻き込んでの支援であったりというこ

とを、もっと広く県民の皆さんへ知って頂いて、多くの方が当事者意識で支援していくことが大事だなと思っ

て読んでおりました。数字のことは分からないんですが、そういう文言が網羅されているということに大変う

れしく思います。以上です。

○島袋委員長

ありがとうございました。そろそろ終わりにしたいと思いますが、ここで確認をします。基本的に質疑応答

して頂いた事項につきましては、事務局で議論の方向に従って文言を修正するということで、他は事務局の提

案通りに賛成ということでよろしいでしょうか。

（委員了承）

○島袋委員長

特に異論が無ければその通りでお願いします。ありがとうございました。

（参考５）
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(2) 今後の策定スケジュールについて（報告）

○事務局（知念指導主事）：事務局から報告
資料３ 沖縄県教育振興基本計画の後期計画策定作業スケジュール(案）

○島袋委員長

ありがとうございました。ただいまの今後のスケジュールに関して、どうぞ、何か質問ございましたらお願

いします。

○山本委員

パブコメは12月いっぱいということで良いですか。ホームページに掲載されるということですか。

○事務局（知念指導主事）

この後、この議論していただいた、案をまとめまして、12月いっぱい、１ヶ月程度ホームページに掲載して

パブコメを実施したいと考えております。

○島袋委員長

他にはないでしょうか。よろしいでしょうか。それではそういうことでお願いします。

以上で本日の議題の日程を終了させていただきます。皆さまの議事運営へのご協力ありがとうございました。

それでは、進行を事務局へ戻します。

○事務局（賀数企画室長）

本日は貴重なご意見ありがとうございました。

本日いただきましたご意見、それから、パブコメもございますので、そのご意見を取りまとめまして、次回

の検討委員会、ただいま６月と予定しておりますが、そこで、また、お図りしたいと考えております。

これで、沖縄県教育振興基本計画（後期計画）検討委員会第２回検討委員会の日程を修了いたします。どう

もお疲れ様でした。

了

（参考５）


