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沖縄県教育振興基本計画（後期計画）第３回検討委員会 議事録

日 時 ： 平成29年７月21日(金) 15:00～16:30

場 所 ： 県庁13階 第１・２会議室

１ 開 会

○事務局（賀数企画室長）
定刻になりましたので、ただいまから、｢第３回沖縄県教育振興基本計画（後期計画）検討委員会｣を、始め

たいと思います。本日の司会を務めさせていただきます、教育庁総務課教育企画室 室長の賀数でございます。
よろしくお願いいたします。
本日は、御多忙の折、お集まりいただき、誠にありがとうございます。それでは会を進めさせていただきま

す。

出席状況について、ご報告いたします。本日の委員会は、当初、別用務により３名の委員から欠席のご連絡

がございました。その予定で準備を進めておりましたが、昨日、急遽体調不良により２名の委員からご欠席の

ご連絡がございました。その結果、５名の委員が、本日、欠席という状況でございます。

仲西 春雅委員、石川 謙委員、山城 勝委員

以上の３名の委員については、事前に本日の内容につきまして、ご説明を行い、委員会の決定については委

員長に一任いただくことを了解いただいております。

その他、當間美智子委員、山本隆司委員

のお二人につきましては、昨日のご連絡でしたので、事前の説明はできない状況がございまして、後日、報告

をすることといたしております。

本検討委員会におきましては、会議成立の定足数の規定はございませんが、本日は、過半数の出席者がある

ことから、会議は予定どおり開催いたします。本日の会議は、１時間30分程度を予定しております。それでは、

会議に入る前に資料等の確認をさせていただきます。

お手元の資料をご覧いただきたいと思います。

（資料確認）

○事務局（賀数企画室長）
それでは、次に、議事に入りますが、これからの議事進行を委員長にお願いいたします。よろしくお願いい

たします。

２ 報 告
(1) 今後の策定スケジュールについて（報告）

○島袋委員長

みなさん、こんにちは。３回目の沖縄県教育振興基本計画の後期計画検討委員会でございます。予定としま

しては、今日で最後の委員会になるということになります。どうぞよろしくお願いしたいと思います。

では、最初に報告事項としまして（１）「今後の策定スケジュール」について、ということで、事務局から

説明をお願いします。

○事務局（知念指導主事）
資料１をご準備お願いします。資料１については報告でございます。策定作業スケジュールについては、第

１回、第２回の検討委員会でもご説明いたしました。第２回後のスケージュールで少々修正がございましたの

で、ごご説明いたします。

構成としては、第２回の検討委員会と同じ構成になっております。一段目と二段目、一番上の段に「沖縄県

教育振興基本計画の後期計画の策定スケジュール」、二段目に「沖縄県教育大綱の策定スケジュール」、三段目

に「沖縄２１世紀ビジョン基本計画の改定スケジュール」となっております。第２回の検討委員会を昨年の11
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月におこないました。その後、大きな動きとして、４つありましたので、ご説明いたします。上段のほうにあ

ります、２月から３月にかけて、県民の意見を広く聞くということで、パブリックコメントを実施しておりま

す。２つ目は「沖縄２１世紀ビジョン基本計画【改定計画】」が５月に策定されております。３つ目に「沖縄

県教育大綱」が総合教育会議を経て６月に策定されております。４つ目に、ここには示しておりませんが、県

教育委員会からご意見をいただいております。以上の大きな動きが第２回の検討委員会の後にありました。そ

の後、修正を行いまして、本日、修正案としてご呈示しております。

資料１に戻りますが、今後ですが、第３回の結果を受け、案を取りまとめて、８月には教育委員会議で了承

をいただき、知事決裁で策定する予定で準備を進めております。資料１については以上になります。よろしく

お願いいたします。

○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、確認したいことあるいは、ご質問等があ

りましたら、よろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。特になければ議事を進めます。

３ 協 議
(1) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）最終案について
①沖縄県教育振興基本計画（後期計画）「総論」最終案について

○島袋委員長

それでは、協議に入りたいと思います。議題としまして、

(1) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）最終案について

①沖縄県教育振興基本計画（後期計画）「総論」最終案について

説明をお願いします。

○事務局（知念指導主事）
資料の確認をいたします。今回の資料は資料２、資料２－１、資料２－２、資料２－３です。
本来は、これらが一冊の冊子になる予定でございます。今回は協議の進行上、別刷りで冊子にしております。

一つずつ協議して頂きたいということでご説明いたします。まずは資料２からページを追ってご説明いたしま
す。
資料２について、１ページをお願いします。序論でございます。修正のあった部分が「４計画期間」でござ

いますが、「沖縄県教育大綱」、「沖縄２１世紀ビジョン後期実施計画」の改訂にともない、それにあわせる形
で修正を行っております。
３ページをお願いします。教育施策の体系でございます。第１回の検討委員会で、この体系については承認

を頂いております。その変更部分でございますが、主要施策４の「教育の機会均等を図るための子どもの貧困
対策の推進」、そして、施策の項目として(1)から(3)までございます。この部分を挿入するという形で主要施
策１４という形で承認頂きました。それから、第2回の検討委員会で、主要施策６の(1)で「ニーズに応えた」
という文章に修正されております。主要施策９の(1)で「県民一人一人が参加する」の部分を第2回で修正して
おります。資料２について以上でございます。
引き続き、資料２－１について続けてご説明いたします。資料２－１をお願いします。第２回検討委員会以

降、大きく修正のあった部分について、中心的にご説明いたします。
６ページをお願いします。６ページは、主要施策２「学校教育の充実」になります。前文の部分で、７行目

から10行目は、今回「次期指導要領」そして「沖縄県教育大綱」の変更も含めまして、修正された部分でござ
います。15行目の「生涯にわたって」という文章は「沖縄県教育大綱」の変更に伴う修正でございます。22行
目の「その支援体制の整備を推進する。」も「沖縄県教育大綱」の変更に伴う修正でございます。25行目の「社
会に開かれた教育課程の実現」は「次期指導要領」にあわせて表現を修正されております。28行目から33行目
までは、「次期指導要領」、「中教審答申」を踏まえまして、「チームとしての学校」の考え方を挿入した部分で
ございます。
７ページをお願いします。７ページは、「(2)確かな学力の確立」の中の34行目から35行目、あわせて、８ペ

ージの②主要課題 アは「全国学力・学習状況調査」については、現状にあわせて、表現を修正いたしまし
た。15行目のウについては、第２回の検討委員会で挿入ということになっております。
11ページをお願いします。２行目は「行事食」の挿入でございます。こちらは、「沖縄県教育大綱」および

「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」等にあわせて挿入でしております。
30行目の、「幼・小・中・高等学校」という部分も現状にあわせて修正いたしました。40行目から12ペー

ジの４行目は、「沖縄県教育大綱」にあわせて文末を修正しております。
13ページをお願いします。14行目及び27行目については、「沖縄県教育大綱」にあわせて「離島」「離島性」

という文言を追加しております。40行目についても、「沖縄県教育大綱」にあわせて「本県の将来像を共有し」
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という文言を挿入しております。
14ページの20行目はの「地域とともにある学校」という考え方は、「次期指導要領」にもとづいて修正さ

れております。同じく②主要課題のイ「連携・協働の下、地域教育資源を積極的に活用」という考え方を
挿入しております。こちらも「次期指導要領」にもとづいて修正されております。15ページをお願いします。
③施策の方向のエの「普通教室等」の「等」については第２回で挿入された部分でございます。
20ページをお願いします。今回、ご準備いたしました資料２－１、２－２につきましては、平成24年度に策

定された計画から変更のあった部分について赤で示してありますが、20ページから23ページについては、全て
挿入ということになっております。赤で示してある部分は第２回以降に変更になった部分でございます。本来
なら全て赤で示すべきところですが、今回は第２回検討委員会以降に変更になった部分と見て頂くために、そ
の変更部分を赤で示しております。主要施策４の部分だけ、表記の方法が変わっております。20ページの12行
目の「沖縄県子どもの貧困実態調査」を正式名称に変更しております。27行目から赤で示してありますが、
こちらは第１回検討委員会で自己肯定感について定義してはどうかという意見がございました。その意見
を受けて、挿入させていただきました。
21ページをお願いします。②主要課題のイ、ウについて、数字を現状の実績値に修正いたしました。エの自

己肯定感について、挿入いたしました。これも第１回検討委員会で調査の結果について、もう少し示しし
てはどうかという意見により挿入した部分でございます。
25ページをお願いします。主要施策５「青少年の健全育成」でございます。26行目の「地域学校協働活動」

は事業名の変更による修正でございます。
26ページ(1)「ニーズに応えた」という部分は第２回で修正した部分でございます。
29ページをお願いします。主要施策７でございます。「文化の継承・発展」については、12行目から「しま

くとぅば」「沖縄空手」等を挿入しております。「沖縄２１世紀ビジョン基本計画」、「沖縄県教育大綱」の修正
に伴う修正でございます。25行目から28行目にかけて、現状にあわせて修正いたしました。30ページをお願い
します。10行目は現状にあわせ「研究者」という言葉を削除しております。31ページをお願いします。②主要
課題のカ③施策の方向で「沖縄空手」等、現状にあわせて修正いたしました。
35ページをお願いします。(1)「参加する」については第２回の検討委員会にて修正した部分でございます。

36ページの10行目から２行挿入されております。「沖縄県教育大綱」等で挿入があったため、挿入された部分
でございます。
38ページをお願いします。18行目から19行目は、現状にあわせて修正いたしました。あわせて、29行目に「幼

児」という言葉が挿入されておりますが、現状にあわせて挿入した部分でございます。
39ページをお願いします。主要施策11になります。19行目から21行目にかけて、現状にあわせて、表現を修

正いたしました。同じく40ページの県立芸術大学のイですが、「共通科目」という言葉に修正しております。4
1ページをお願いします。同じく芸術大学の「広報委員会」という言葉を現状にあわせて修正してございます。
42ページの22行目から「共通」という言葉、「カリキュラムを拡充する必要がある」ということで、現状にあ
わせて修正いたしました。同じく43ページのウについても、「共通」という言葉、「拡充する」という表現を修
正しております。
49ページをお願いします。32行目は30周年ということで数字の修正でございます。35行目の「その間」は文

章の体裁を修正しております。
序論から総論まで、資料２。資料２－１までの説明は以上になります。協議の方よろしくお願いいたし

ます。

○島袋委員長

ありがとうございました。今、資料２と資料２－１の説明が終わりました。

前回までの議論にもとづいて修正した箇所の説明がありました。この点について、確認あるいはご質問があ

りましたら、発言をお願いします。

○本村委員

参考１、参考２で各県民意見、あるいは教育委員会の意見があって、それに対する対応方針がありますけれ

ども、この対応方針は全て記載されているページの部分で対応されていると理解してよろしいか。

○事務局（知念指導主事）
参考１、参考２に記載してあります「対応方針」「調整状況」については案の中に反映済みです。

○本村委員

探せないので教えてほしい。参考１非公開の意見番号３の「チーム学校」のところの「教職員」という文言

は追加するということではないのか。

○事務局（知念指導主事）
追加漏れです。追加いたします。
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○本村委員

もう一点ですが、資料２－１のＰ21の下から第２段落で「これらの結果から、沖縄県では ・・・」という

ことが挿入されている。それはそうだろうと思うが、全国でもそうではないのか。例えば、日本の子どもは他

の先進国の子どもに比べて自己肯定感が低いこと等、文科省でも色々検討しているところだと思うが。

そことは別に沖縄県ではということだと思うが、貧困というのは沖縄県に特に多いということで実態調査を

されていて、その中で見てきて、沖縄県では特に小学生から中学生に向けて自己肯定感が低下するということ

なのか、全国と同様にということなのか。あるいは全国よりも低下率が高いから、ここに入れているのか、と

いうところを説明していただきたい。

○事務局（知念指導主事）
この文章については特に、「沖縄県子どもの貧困実態調査」についてのべております。

○島袋委員長

私の方からもお話します。基本的に全国的にも小学校か中学校にかけては自己肯定感が下がります。それも

そうだが、ここでその部分についていれると、不鮮明になってくる。私の印象としては、全国よりも下げ幅は

総合的に考えて大きいと考えている。

○上江洲委員

気になった文言があります。Ｐ６の４行目に「幼児児童生徒の発達段階を踏まえ」と書いてあるが、学者に

よっては「発達段階」自体があるのかという説もいわれている。そういう方たちからは納得できない文言では

ないかと思うが、「発達に応じた」等に変えた方が良いのではないか。

根拠としては障害差別解消法が施行されて、学校ではインクルーシブ教育がはじまり、特別支援学校にいく

子どもたちも普通学級にきたりとか、特別支援学級に入ったりとか、そういう形で色々な多様な子どもたちが

いるので、以前みたいにひとくくりの発達段階の中でくくれるということが難しい時代になっている。そうい

うことでこの辺をもう少し議論して頂けないか。

共通確認として、Ｐ29に「しまくとぅば」とある。「うちなーぐち」と「しまくとぅば」の定義について、

県の中文連の会議の中で「うちなーぐち」で「こんにちは」と「しまくとぅば」で「こんにちは」は何が違う

のか話したときに、「しまくとぅば」というのは沖縄県全体の方言も含むことばということで定義づけをして、

「うちなーぐち」というのは沖縄本島の方言ということで定義づけをして、全国の中文祭では発信した経緯が

ある。その確認をしていただきたい。

最後にＰ38の18行目「幼児・児童・生徒」の表現だが、現在は「・」は使用していないので削除して「幼児

児童生徒」がよいのでは。

先ほど、自己肯定感の話があったが、アメリカ人や外国の子どもたちは「自分は価値があると思うか」とい

う問にほとんどの子が「価値があると思う」と答える子が多い。ところが、日本では文化的に謙遜という部分

も差し引いて考えた方が良いと思う。そういう背景も意識しながら理解していくことも文化の一つとして大切

ではないか。文言の修正の意見というわけではない。

○義務教育課（多和田班長）

「発達段階に応じた」というところを「発達に応じた」ところですが、検討していきたいと思います。「幼

児・児童・生徒」の「・」は取りたいと思います。

○與座委員

文言の訂正です。資料２と資料２－１の訂正箇所の整合性です。各訂正箇所が目次に反映されていないよう

だが、訂正した箇所の確認をお願いしたい。

○事務局（知念指導主事）
確認いたします。

○渡慶次委員

前にも話したが、Ｐ22の15行目「学校を窓口とした」という表現がしっくりこない。「窓口」というとそこ

になにかを持ち込むようなイメージがある。実際には窓口というのはないので、「学校を中心とした」という

表現にはできないか。実際に学校と福祉関係では、ソーシャルワーカーとか色々な人たちがきて、学校を中心

にして色々な団体と連携を取り合うということなので、「窓口」というものは実際にはない。

この計画を見ると至る所に「学校を窓口」という言葉がある。この計画を見た人たちが、例えば学校の先生

が、仕事が増えるという感覚になると困る。単純に「学校を中心とした」という表現に変えてもらえないか。
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○子ども未来政策課（川満主幹）

「学校を窓口とした」という表現は基本的に子どもの貧困対策を推進するにあたって、文部科学省も入って

いる国の検討会の中で大綱というのを取りまとめている。この大綱の中に「学校を窓口とした」という表現が

出てきています。各省もそういった用語をそれぞれの施策事業に反映させて事業展開をしている。沖縄県とし

ても「子どもの貧困対策計画」においても「学校を窓口とした」という用語を使用していますので、これをな

ぞった形で「教育振興基本計画」でも用いているということです。

○島袋委員長

意味としては、渡慶次先生がいわれた形で使われていると理解してよろしいか。

○子ども未来政策課（川満主幹）

児童生徒は、学校にほぼ通っている。支援が必要な家庭の子どもは発見する場として、「窓口として」とい

う表現を使っているということです。なので、学校だけではなくて、中心という側面も勿論ありますが、学校

に通っている児童生徒にたいして支援していくにあたって、教職員が支援が必要な家庭を把握して、それぞれ

の機関と連携をしながら支援を行っていくという意味です。

○島袋委員長

子どもの教育に関して、学校に相談して、学校は学校なりに対応するが、学校で対応が難しいときは、学校

が窓口として外部機関につないでいくということですか。

○子ども未来政策課（川満主幹）

その通りです。

○島袋委員長

渡慶次委員、どうですか。

○渡慶次委員

国の考えということであれば、仕方ないですね。

○高嶺副委員長

「学校を窓口とした」という表現はＰ２０にもあるが、その前の部分に「学校を貧困対策のプラットフォー

ムと位置づけ」とある。あえて「学校を窓口とした」という表現は要らないのかなと思う。学校をプラットフ

ォームと位置づけて、学力の保障、福祉機関との連携、というとこですから、「プラットフォーム」と言って、

また「窓口」という必要があるかどうか。検討する場合はそういうことも考えてもらいたい。

○事務局（知念指導主事）
説明が重なる部分がありますが、「子供の貧困対策に関する大綱」が閣議決定されています。その部分から

引用されています。その中で、学校を子供の貧困対策のプラットフォームと位置付け、から①学校教育による
学力保障、②学校を窓口とした福祉関連機関との連携、③経済的支援を通じてというような一続きの文章で使
われています。

○高嶺副委員長

渡慶次教育長のおっしゃっていることは、学校に全部被せてという感じをうけると言うことだと思う。学校

関係者がそういう風に受け取るのであれば、あまり良くない感じがする。一緒にやるならということではない

か。

○渡慶次委員

今、まさに、髙嶺先生がおっしゃったように、最近議会でも色々なところで、全て学校がこれをすべきとい

った形のいい方が多いので、あくまで学校は地域の中心ということで、学校が全てやると言うことではないと

いう形のものが、ここでは「窓口」となっているので全て学校がやるという感じで受け取られると困るという

ことも含めて、話をさせて頂いた。

○上江洲委員

私は管理職の立場でお話します。今、文科省が初等中等教育局長も口を開いて言ったのが「働き方改革」と

いうことで、やはり学校プラットフォーム化にするという発想は、国の基本的な考え方というのは８：２位で

教員が８、スクールカウンセラーとか学校での支援員が２という状況を６：４まで持っていきたいと、そして、
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今、標準定数を改善して先生方が授業に集中できるような環境に持っていこうと、これが基本的な方向性です。

その中で「窓口」という文言を使ってしまうと、そういう意味では逆に先生方の負担。特に５時後とか、そ

ういった部分で、100時間を超えているとか、働いている時間がピリピリしている状況なので、そのあたりを

考えると、もう少し柔らかい文言というか。一応、「プラットフォーム」というのは学校を中心とするような、

今もやってはいるが、役所からおりてきた就学援助の家庭訪問の時にも、一軒一軒、就学援助を受けるか受け

ないかというように、丁寧にやっていて、要保護、準要保護の入れる入れないも丁寧に相談をしてやっている。

そういう意味では「プラットフォーム」という表現の方が我々管理職からするとありがたい気がします。「窓

口」となってしまうと、全て業務をやらないといけないというような意識を教員に与えてしまうような気がし

ます。

○島袋委員長

今、話を聞きながら私も困っているが、「プラットフォーム」という言葉の使い方と「窓口」という言葉の

使い方は文脈が違うような気がする。「プラットフォーム」とは学校教育の中でこういったことを考えていこ

うというコミュニティーづくりで、「窓口」という場合は学校だけでは大変だから、外部の機関と連携しなが

ら解決していくという形ではないか。

○子ども未来政策課（喜舎場課長）

今、委員長がおっしゃったとおり、プラットフォームというのは、Ｐ20の22行目ですが、貧困対策の中でも

教育の支援においてというお話をさせていただいています。その中で学校というのがプラットフォームという

話と、その次に２つあります。「学校教育による学力の保障」、これは一番に来るべきだというのが１つです。

プラットフォームという大きな器の中で、大事なのは「学力の保障」と今議論になっている「学校を窓口とし

た福祉機関との連携」ということで、まず中身が、プラットフォームという言葉の中には２つのことが入って

いるといえます。

今の懸念は学校現場に貧困対策でまた教員に業務が下ろされるのではないかというように捉えてますが、こ

れについては、先ほども言ってますが、文部科学省や子どもの貧困対策を抱えている各省庁も、この辺につい

ては「気づきとつなぎ」ということを言っています。学校で見えない貧困といわれる子供たちを「気づく・理

解」はやってもらいましょうということはあります。そこは、もしかしたら気づくための努力は必要かもしれ

ません。

基本的には「気づきとつなぎ」というのは、まさにここに出てくる福祉機関との連携ということで、それ以

降は福祉の部分が、まさに支援員という方々が新たに加わっています。居場所というのも立ち上がっています

ので、そういう意味ではこの１年、貧困対策をやってきた中でも、例えばこの部分について学校の先生が加重

に負担になっているということはないと思っています。今の懸念の学校の教育で貧困対策ですごく教職員に負

担が来るということは、そんなにはないと考えています。

○島袋委員長

今、説明がありましたがいかがでしょうか。

○上江洲委員

言葉をいれて、「福祉との窓口」とか福祉のネットワークの１つというような良い文言あればいいが、そう

いう直接「窓口」というよりも、もう少しみんながある程度分かるようなシンプルな文言にできれば良いと思

います。

○高嶺委員

今日は最終の委員会ですから、ここで全部進めるというのは無理があると思う。ですから、各委員から出て

いる懸念等をふまえた上で、事務局で検討していただくという形で処理した方が良いのではないか。

○島袋委員長

では、そういった方向でよろしいでしょうか。

（一同了解）

○島袋委員長

ありがとうございます。どうぞ、他の箇所であれば、ご発言をお願いします。

○島袋委員長

私の方から言葉の確認をしたいと思います。Ｐ40の１行目に共通科目という言葉がありますが、私の理解で
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は「共通教育科目」ではないかと思いますが、確認をお願いします。

○県立芸術大学（松田総務課長）

うちの大学では「共通科目」という言葉を使っております。注

※注：後日、担当（松田総務課長）より訂正依頼により「共通科目」→「全学教育科目」に訂正。

○島袋委員長

はい、分かりました。

○島袋委員長

それでは資料２、資料２－１についてはこのあたりでお願いしたいと思います。先ほどの件については事務

局で引き取っていただいて対応していただきたいと思います。

３ 協 議
(1) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）最終案について
②沖縄県教育振興基本計画（後期計画）「各論」最終案について

○島袋委員長

では、続きまして、議題としまして、

(1) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）最終案について

②沖縄県教育振興基本計画（後期計画）「各論」最終案について

説明をお願いします。

○事務局から説明（知念指導主事）
お願いします。「各論」全体として、大きな変更があった部分に関しては、全体として、成果指標等の現

状値を全て平成28年度の実績値に修正しております。実績が出ていない部分に関しては、平成27年度の実
績を記載させていただいております。そして、目標値を平成33年度の目標値に修正してあります。また、
５年後の姿に関しても、全体的に修正をしております。修正の主な部分をご説明します。
55ページをお願いします。主要施策２でございますが、リード文の１行目で「新しい時代に求められる

資質」ということで、現状にあった表現ということで修正しております。58ページをお願いします。(2)確
かな学力の確率ですが、赤字になった部分は「総論」の６ページ、14ページの修正に係る修正でございま
す。63ページをお願いします。(5)特別支援教育の充実でございますが、「その支援体制の整備を推進する。」
ということで、これも「総論」の11ページの修正に伴って修正した部分でございます。
73ページをお願いします。主要施策４でございますが、こちらも「総論」の６ページの「学びに向かう

力・人間性を養い、主体的・対話的で深い学びの実現に向け取り組み」という表現を反映した部分でござ
います。
92ページをお願いします。こちらにも「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」について

の文章がございますが、こちらも「総論」の36ページの修正に伴って修正した部分でございます。事業に
についてもオリンピック関係の新規事業が追加されております。
94ページをお願いします。「私立学校教育の振興」についてでございますが、こちらも「総論」の38ペー

ジの修正に伴って修正した部分でございます。事業の「私立学校等教育振興等」について、内容として、「私
立幼稚園の預かり保育等に対する助成」、「私立幼稚園が行う特別支援教育に対する助成」等を挿入してお
ります。
「各論」については、新規の事業、削除された事業もございます。主な変更としては、説明が重なりま

すが、成果指標等の現状値を平成28年度の実績値に修正、目標値を平成33年度の目標値に修正、５年後の
姿の修正、事業内容等の見直し、ということでございます。説明は以上になります。よろしくお願いいた
します。

○島袋委員長

はい。ありがとうございました。只今、「各論」についての説明がございましたが、ご確認、あるいはご
質問があれば、よろしくお願いいたします。

○本村委員

先ほどのプラットフォームとか窓口という表現と関連するんですが、子どもの貧困対策のところで全て学校

現場、先生方がやるという風なことではないということはそのとおりだと思いますし、同時に、こういう風に

プラットフォーム化するとか窓口として対応すると書いていて、実際にどういうサポーターが増えるのか、そ
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ういう風なところがこの各論の部分で見えてこないと、結局これを見ると、学校の先生を中心に自分たちでや

るということなのかという風なことに移る可能性がある。

実際のプラットフォーム化ということは、先ほどの６：４という風に現状の８：２が６：４になって今以上

にそういうサポーターが、チームとしての学校の中に入るなら、可能性は高くなると思いますが、先ほどの６

：４について文科省の方が言っているにしても、施策として、こういう柱として進めて行くという風に大々的

に県民会議あげている中で、そういうプラットフォーム化に実際つながる、特に人というか、従来と違って、

どういう風な人が増えるので、それが近づくというのが見えにくい気がする。その辺を教えていただきたい。

○福祉政策課（知念主幹）

障害福祉の現場で課題としてあげられていたのが、学校現場との連携がとても難しいということが言われて

いました。例えば、学校に通っている発達障害子供がいて、発達障害というのは集団生活がうまくできない子

どもだと思いますが、集団生活ができない状況というのを、障害の専門の方々が把握できないといわれていた。

なぜできないかと言うと学校側が必要な状況を提供してくれないということがあった。

なので、そういう中に会って、こういった窓口とか、という文言がこれから使われて、そういう認識を先生

方が持っていただけるのであれば、よりこういった障害の専門家の方々が発達障害などの子どもたちに、より

アプローチしやすくなるということで、福祉の分野からいくと、そういった認識を先生方が持っていただけれ

ば、より必要な支援を必要な子どもたちにできると思います。なので、先生方の負担がどのくらい上がるか、

正直分からないが、その部分は支援員が行っていくという観点から言えば、「窓口」という文言を使っていた

だくということについては、ありがたいことだと感じられます。

○義務教育課（多和田班長）

スクールソーシャルワーカー等の現状を報告したいと思います。平成29年度は心の専門家であるスクールカ

ウンセラーを111人、福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを20人、児童生徒の課題等に連携して

対応できる小中アシスト相談員を48人配置となっております。

昨今、市町村独自に配置しているスクールカウンセラーやあるいは貧困対策支援員等、数々の支援員がたく

さん配置されておりまして、そのコーディネーター的な役割をスクールソーシャルワーカーあたりに期待して

いるところです。

○本村委員

スクールソーシャルワーカーに関して市町村のというところは何度か話が出ていたと思います。この中で、

これが公表されてこれを見たときにという観点から言わせてもらっているが、そういう、県として、窓口とし

て、学校でプラットフォーム化して進めるということをかいていて、実際に各論の部分でサポートされるのか

というと、なかなか、スクールカウンセラーが増えそうだなということは分かるが、貧困対策で、スクールカ

ウンセラーのほうでも対応できると思うが、これだけ見ると、結局、一番わかりやすく人として、サポーター

として見えるのはスクールカウンセラーだけ、では、窓口とかプラットフォーム化はスクールカウンセラー中

心にやるという考えであれば総論で言っていることと、各論でかかれていることというのはつながってくるよ

うに思えるが、たぶんそうではないと思う。

先ほど、障害福祉の方でおっしゃっていただいた、私も学校で福祉を教えていて、現場の方ではスクールカ

ウンセラーをやっているが、その情報提供と言っているのは、先生方がやろうとしたら、資料をつくらないと

いけないし、逆にどこに、どういう情報を提供するかというようなことは、割と手のかかることだと思うし、

つないだ後に外部の専門家が今まで以上に関わるという点ではいいと思うんですが、ただ、実際に関わっても

らった後に外部の専門家との会議に費やす先生方の負担とか、あるいは外部の専門家からの問い合わせに対す

る負担というものはおそらく確実に増えるかと思う。

そのキーパーソンの仕事を減らさないままに関わる人が増えると、担任の先生の負担感が増えて、逆にまじ

めな先生は、本来は繋げないといけないとなっているのに、自分は繋げられてないということで、さらにスト

レスがかかるかな思う。そういう風に外部とつながれば、入るのかと思うが、それはスクールカウンセラーが

やるのかというと違うと思う。そういう点で見えにくい点の指摘です。

○島袋委員長

ただいまのご質問、ご意見を受けて、どこか回答できますか。

○上江洲委員

「窓口」となるのは、我々学校の管理職です。校長と教頭です。まずは中心となって受けて、実際に本校で

も宜野湾市の生活福祉の職員とか児童家庭課の方々と連携して、５時後から会議を開いて、ケース会議を月に

１回程度開いる。それから、日常的に訪問してもらって、生徒の情報交換をやる。

それから、それ以外にも、まめに、（校内の）教育相談とか、いじめ部会とか、特別支援教育に関すること、
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教育相談に関すること、週１程度で続けて、生徒の細やかな情報、家庭との連携の状況等を毎週しっかりチェ

ックして、月曜日に教育相談の先生が支援員を集めて、今週の目標とか、重点項目の確認という形でやってい

る。

そこまで行かないと、なかなか成果につながらない。教員はある意味無力なので、家庭に行ってもドアを閉

められると終わりです。でも、福祉の皆さんは中に入る権限もある。そういった指導する立場も強いので、や

はり、福祉と連携すると一歩前進することは間違いない。ですから、我々管理職にとっては、非常に連携でき

るということは大変ありがたいことなので、このあたりの仕組みを、先生方が授業に専念できるような部分と

うまく整合性を持たせて一緒にできるといいと思う。

今は人的配置がなくてそのままでやってということでも、５時以降、各小学校に集まったり、各中学校に集

まったり、支援するのは家族ぐるみなので、一人ではない。家族、小学生から中学生まで。ひどいときには高

校生まで、ずっと支援する。本校でも５、６家族ある。そういう家族とは、常時、情報交換してケアしてあげ

ないといけないということもある。

そういった部分で、受け皿とすると、まず、我々学校、そして、今ありがたいことに、県の方から、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とかしっかりした方を派遣していただいている。そのあた

りがこれから鍵になっていくのかと思う。きちんと業務をわきまえて、その業務負担をしっかり仕分けできる

ような方たちが配置されてくると、より連携につながっていく。

あとは、特別支援教育があるので、だんだん先生方も理解が深まってきている。子どもたちの対処の仕方に

おいても専門性が高まっている。

このあたりでより丁寧に、一人一人に寄り添った指導体制というのを、つくる必要もあるので、そういう意

味では、後ろには下がっていなくて、前に進んでいるので、後は業務の量について、以前に名古屋の会社に宜

野湾市の一人一人の業務量をはかって、その業務量が過剰ではないかという部分までやって、業務が多い人に

は二人体制でつけてもらったりとか、そういう風に丁寧にやってもらったこともある。

教員の業務というのは、やはり、授業なので、授業に専念できるということを念頭に置きながら、その上で

プラスαで、そういう形に持って行けるようにしていただければ、管理者としてもうれしく思う。

○本村委員

本当に上江洲先生のような管理者が増えると、先生方は助かるだろうと思う。サポーター自体は予算も関連

してくるので、例えば、「チームとしての学校」ということで、管理者の組織マネージメント力という挿入も

あったが、学校が外部資源を活用できるための研修会を増やすとか、初任者研修を琉大で引き受けているが、

そこに、沖縄県の子どもの貧困対策に関して先生がたが理解できるような科目を増やすとか、少ない予算で、

活用の場でのスキルを高めるよな研修会とか、ここになにか、予算はかからないけど、先生方だけではないと

いうものが増えると良いと思う。

○與座委員

各論の部分での活動指標を現状値と目標値にあわせて、この５年間でその活動をどのように評価して、それ

をどう公開していくかという視点になると思うが、そうすると単純に現状よりは33年が数値が高くなるのはわ

かりやすいが、Ｐ74のように目標値の方が数値が低いとなると、例えば「進学グレードアップ」でいうと、毎

年増えているような書き方はできないか。

やはり、現状値より目標値は高くなっているという目標値の方が県民には公開したときにわかりやすいので

はないか。現状値と目標値にたてかたで、公開していくには工夫が必要があるかもしれない。

○渡慶次委員

Ｐ74の表の下、「家庭支援アドバイザー」の数、目標値が300になっている。Ｐ83では目標値が450になって

いるが、なにか意味があるのか。

○事務局（知念指導主事）
450の方が正しい数字です。Ｐ74が間違っておりますので修正します。

○島袋委員長

ありがとうございました。私の方から１つだけ質問をさせていただきたい。今回教育施策の体系ということ

で、特に主要施策の中に「教育の機会均等のための子どもの貧困対策の推進」という形で（１）学校教育によ

る自己肯定感の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

という形で施策項目が設定されているが、これで各論に行くと所々で施策項目が関係しているということは理

解できるが、具体的にどのように、各論の中で貧困対策ということになるのか、ある程度見せないといけない

と思う。一見してどこに施策として、貧困対策が取られているか、特に見えずらい。その辺検討が必要が必要

だと思うがどうか。
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○上江洲委員

色々なことをやっているがゴールが見えずらいということだと思うので、今、一番貧困対策で、効果がある

というのは、日本財団というところが分析していて、少子高齢化で経済効果を如何に高めるかということで。

これから非常に不安な時代がある中で試算の中で、一番肝心なのが、中学生、高校生の進学率を高めるという

沖縄の効果の一番という評価をしていましたので、このあたりを目玉にして、しっかりと方向性を定めた方が

良いと思います。

それにベクトルをあせると、進学の支援とか方向性も分かってきて、中学から高校、高校から特に大学受験

が沖縄県はだいぶ低い。勿論、地の利もあると思うが、大学に進学させるための給付金とかもどんどん増えて

ますし、沖縄県は離島ではあるが、いろんな形で進学できる方向性を、九州とか全国に行けるような仕組みを

もっと増やして、いけると良いと思う。そうすることが沖縄県の貧困対策に一番寄与できる試算も教育財団か

ら出されているので、このあたりを我々はキャッチフレーズにして、子どもたちをより高い大学、大学院にい

けるようにして、そういった形で育てていく。英語立県沖縄というのもその方向性から一括交付金を活用して、

海外に行かせて、そこから、志の高い子どもたちを養うということがある。

実効性のある施策にするには、どうしても５年スパンだとどうしても無理なので、１年ごとに具体的な目標

を決めて、どの課がどういうことを具体的に１年でやる、２年目はどうする、３年目はこうするという形で。

そうすると担当が変わっても実効性のある方向性になっていくので、そういう部分をしっかりこれから、やっ

ていただけると、より確実に経済効果につながっていくので、それなら県民も納得して、みんなで盛り上げて、

高校に行かそうとか、大学への進学率を高めようという形で持って行けると思います。１つの提案です。

○島袋委員長

ただいまのことに関して、他の先生方ご意見ありますか。

各論の中で貧困対策がどう「見える化」できるかということについて。事務局どうですか。

○事務局（知念指導主事）
各論の中で貧困対策と表すかということについて、すぐにお答えできることではないので、事務局で預から

せていただいて、検討するということでよろしいでしょうか。

○子ども未来政策課（喜舎場課長）

まさに今回の計画ですが、非常に重厚にないようがたくさん盛り込まれて、逆に見えにくくなっているとい

う、委員のお話だと思います。その点、我々が所管してる貧困対策にからんで教育関係を入れているものが、

「沖縄県貧困対策計画」というものがあります。まさに「見える化」をしていて、34の指標が有り、今回24の

指標を改善をしました。この前の新聞報道でもありました。教育も入っております。

まさに委員の進学率、重要ですので、盛り込ませていただいています。後は不登校率、中退、そういう意味

では非常に関係性の高いものは教育庁側と連携をして貧困対策の中で、どう進んでいるかは確認ができるよう

にしていますので、県民に対して貧困の教育の部分については、貧困対策側でもシンプルにしていますので、

そこは我々のほうでやっていけるのと思います。

今回の計画は幅広く網羅するという点は逆にもれなくやっているという部分で逆に見にくいところがあると

思いますが、そこはお互いに整理できているのと思っています。

○島袋委員長

ありがとうございます。自己肯定感を育てることで貧困対策の中心にするという風に持ってきている訳です

が、基本的には子どもたちの自己肯定感を育てる教育をすると、教育の成果はどうなるかという話だと思うが、

時間的な制限もあるが、「自己肯定感を育てる学校教育とは」ということについて本当はやらないといけない

と思うが、なかなかそこまで踏み込むと１，２年では片づくような話ではないので、自己肯定感を育てるとい

うことで、その結果として、この施策の中で、例えばどういうところが成果として上がってくるかという視点

の確認、厳密には難しいと思いますが、ある程度見通せると思うので、その辺は一度持ち帰って、検討してみ

る必要があると思います。先生方いかがでしょうか。

○上江洲委員

今、本校では秋田県の方から有能な教員が派遣されている。授業を見ていると、本当に一人一人に必ず発言

させる。そして、ひたすら褒める。やはり自信を持って。子どもの顔がどんどん上がるようになってきている。

本当に国語が不得意だった子も変わってきた。ただ、人数が２年生が40名くらいいる。全員に発表させるのは

非常に難しい部分がある。

秋田県は2002年小泉内閣の特区の時35人学級をいち早く導入し、今も、テストも文科省の打ち出している「書

く力を養う」ような入試問題をずっとやっている。中間考査の問題を見せてもらったが、45％くらいが書く問

題であった。ほとんど選択問題がなかった。そういう発信型の授業というのをやっているが、それをやり始め
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ると、子どもたちはどんどん輝きを増してくるような気がする。

色々公開授業もやっているが、その中で、やはり、国語が苦手な子が好きなっている。とにかく自分で考え

て自分で発表する。だから、「居場所がある」とか、自己肯定感といえば、やはり、褒められて、そして、そ

こでスモールステップで自信を得ることで、それが自己効力感、そして自己肯定感につながるという部分はは

っきり言えると思う。

○島袋委員長

ただいまのことは、事務局で引き取って検討させてもらうということでよろしいですか。

（一同了解）

○島袋委員長

はい。ありがとうございます。時間は１６：３０までの予定ですが、議題があと一つ残っているのでもう少

しお時間をいただければと思います。よろしくお願いします。

３ 協 議
(1) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）最終案について
③沖縄県教育振興基本計画（後期計画）【資料編】等について

○島袋委員長

では、次にまいります。議題としまして、

(1) 沖縄県教育振興基本計画（後期計画）最終案について

③沖縄県教育振興基本計画（後期計画）【資料編】等について

事務局から説明をお願いします。

○事務局（知念指導主事）
資料編の説明に入る前に、今、協議いただいた、資料２、資料２－１、資料２－２については、資料３－１

と資料３－２の中で新旧対照表として表しております。ただし、主要施策４については、全て新規でございま
すので、資料３－１、３－２には掲載しておりません。
では、【資料編】資料２－３をお願いします。この【資料編】については、平成24年度に策定した教育振

興計画にはありませんでした。今回、「各論」を中心に事業一覧、各指標の一覧等を作成しております。
まず、１ページをお願いします。１ページは「資料１」といたしまして、教育振興計画に関わる、事業

一覧を施策ごとに担当課をのせて、作成しております。主要施策２の中で、例えば(1)No1。No2等に施策４
で再掲としておりますが、こちらは、施策４にも同様に記載があり、再掲を示しております。
５ページをお願いします。こちらは主要施策４の「施策別事業一覧」でございますが、(3)経済的支援で、

再掲として「貧困対策計画」としてありますが、先ほど、子ども未来政策課から説明のありました「沖縄
県子どもの貧困対策計画」から指標と関連事業を再掲させていただきました。
12ページをお願いします。こちらは「各論」の中で示されている、「成果指標」を一覧にしたものです。
16ページをお願いします。こちらは、【資料３】として、「各論」の中から、「活動指標」を一覧にしたも

のです。
最後に20ページをお願いします。今回、用語解説を作成いたしました。主な用語を抽出して用語解説を

作成しております。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。

○島袋委員長

ありがとうございました。ただいまの【資料編】ですが、ご確認、あるいはご質問があればお願いします。

○島袋委員長

確認ですが、資料編の中では「４教育の機会均等のための子どもの貧困対策の推進」がきちんと整理されて

いるが、この辺どういう風にされているのか、説明をお願いします。

○事務局（知念指導主事）
各論の中には、「成果指標」「活動指標」「事業」が各施策ごとにあります。それを施策ごとに一覧表で抽出

してまとめてあるということです。
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○島袋委員長

資料編の事業というのは各論に対応されているのか。

○事務局（知念指導主事）
各論に記載されている事業名がそのままこちらに記載されてあります。

○島袋委員長

先ほど私がお願いした、（子供の貧困について整理をお願いした）のは、この資料のそういうことでした。

○島袋委員長

他にご質問がありましたらどうそ。

○本村委員

平成28年度実績より（目標値が）数値が下がっている、例えば、Ｐ19「学会での研究発表」についてＨ28現

状値「42」がＨ33目標値「30」に下がるなど。同じなら、今がＭＡＸだということでそんなに増えないという

ことがわかるんですが、増えたら良さそうだが、減っているということについて、問い合わせへの対応はでき

ているということでよろしですか。

○事務局（知念指導主事）
これは表記の部分になってくるかと思いますが、目標値についての根拠としては全てそろえてあります。た

だ、こちらの方にそれを記載するかということについては、議論があると思います。根拠としては数字は持っ

ております。

○本村委員

ちなみに、Ｈ28現状値「42」がＨ33目標値「30」でいいということについてはどうですか。

○保健医療総務課（仲間主査）

30という数字は理想の目標値です。平成28年度の実績値が高くなっています。

※（参考）過去５年間の実績値

Ｈ22： ２件、Ｈ23：11件、Ｈ24：10件、Ｈ25：13件、

Ｈ26： 15件、Ｈ27：18件

○與座委員

先ほどの各論の中にもたくさん入っているが、見方として、各論は「成果指標」「活動指標」「事業」の順で

載っている。【資料編】では「事業」「成果指標」「活動指標」それだけで見えにくくなってくる。こういうこ

とを工夫しただけで資料が見やすくなるのではないか。

先ほどの貧困対策の指標も入っている。指標についても同じ順序か。そうしないとわかりにくくなる。

○事務局（知念指導主事）
調整させていただきます。

○島袋委員長

そろそろ閉めないといけませんが、これだけは発言しておきたいという部分はありますか。

○與座委員

先ほどの件について、資料２のＰ３。先ほどの「学校を窓口とした」ですが、施策の体系がある。その中で、

渡慶次委員から指摘があって私も発言したが、そこだけ見ると「学校を窓口とした」というのは、やはり違和

感があるということで、これは取って「福祉機関との連携」のみにするか、文科省との整合性でそのままのせ

るか、それで検討した方が良いのではないか。繰り返しになるが。施策体系だけを見ると、「学校を窓口とし

た」というのは、最初見たとき違和感を感じた。説明を聞いて整合性という意味ではおかしいと思った。

○事務局（知念指導主事）
検討させていただきます。
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○島袋委員長

ありがとうございました。お時間オーバーしておりますので、まだ、色々あると思いますが、そろそろ議論

を終了したいと思います。

今日、話し合ったことで、原案どおりではありません。いくつか検討事項が出ております。これを受けて再

度手直しをして、最終決定ということになると思います。それでよろしいでしょうか。

（一同了承）

事務局はそれでよろしいでしょうか。

○事務局（知念指導主事）
はい。

○島袋委員長

本日の協議事項は以上です。昨年から足かけ３回ということで開いてまいりました。委員の先生方の皆様に

は色々と議事進行に協力を賜りありがとうございます。たくさんのご意見、ご指摘、受けまして、それを事務

局が引き取って、再度、ブラッシュアップして後期振興計画を作成するという手順になるかと思います。

本日のご意見、ご指摘されました検討事項を事務局でまとめていただいて、最終案については、委員長に一

任していただいてよろしいでしょうか。

（一同了承）

はい。ありがとうございます。では、これで沖縄県教育振興基本計画（後期計画）の検討委員会を終了した

いと思います。それでは、事務局の方へ対応をお願いします。

○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。本日いただきましたご意見につきましては、事務局

で検討し委員長と相談しながらまとめてまいりたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

これで、沖縄県教育振興基本計画（後期計画）検討委員会第３回検討委員会のすべての日程を修了いたしま

す。本日はありがとうございました。

了


