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１ 学術・人づくり部会の概要

⑴ 学術・人づくり部会の所掌事務について

沖縄県振興審議会に設置されている部会のうち、学術・人づくり部会は

「教育・人材育成、歴史、学術等に関すること」を所掌することとされて

いる（沖縄県振興審議会運営要綱第２条 。）

⑵ 学術・人づくり部会の構成について

学術・人づくり部会の構成は次のとおりである。

◎前津 榮健 沖縄国際大学理事長兼学長

○仲村 守和 沖縄県ＮＩＥ推進協議会会長

大城 りえ 沖縄キリスト教短期大学教授

大庭 憲 一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会会長

翁長 有希 一般社団法人沖縄キャリア教育支援企業ネットワーク

理事

嘉納 英明 名桜大学国際学群教授

喜屋武 裕江 一般社団法人グッジョブおきなわプロジェクト

代表理事

金城 伊智子 沖縄工業高等専門学校情報通信システム工学科教授

島袋 恒男 琉球大学名誉教授

宮城 潤 那覇市若狭公民館館長

特定非営利活動法人地域サポートわかさ

理事兼事務局長

※◎は部会長、〇は副部会長を示す。

⑶ 学術・人づくり部会の開催実績について

学術・人づくり部会の開催実績は次のとおりである。

〇第１回学術・人づくり部会

日時：令和３年７月29日（木）10:00～12:00

場所：八汐荘 屋良ホール

議題：

⑴ 新たな振興計画（素案）について

⑵ 部会の運営方法等について

⑶ 調査審議（検討テーマ：学校教育）

⑷ 第２回調査審議箇所について
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〇第２回学術・人づくり部会

日時：令和３年８月12日（木）14:00～16:00

場所：サンパレス球陽館 大会議室

議題：

⑴ 第１回部会における確認事項について

⑵ 調査審議（検討テーマ：高等教育、地域人材、産業人材）

⑶ 第３回調査審議箇所について

〇第３回学術・人づくり部会

日時：令和３年８月26日（木）14:00～16:00

場所：八汐荘 屋良ホール

議題：

⑴ 第２回部会における確認事項について

⑵ 調査審議（検討テーマ：生涯学習、文化財等）

２ 学術・人づくり部会における調査審議結果（中間取りまとめ）

⑴ 新たな振興計画（素案）に対する修正意見について

新たな振興計画（素案）に対する修正意見については、別紙１（新たな

（ ） （ ））振興計画 素案 に対する修正意見審議結果一覧 学術・人づくり部会

のとおりである。

⑵ 関連体系図（案）に対する修正意見について

（ ） 、 （ （ ）関連体系図 案 に対する修正意見については 別紙２ 関連体系図 案

に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会 ）のとおりとりま）

とめた。

⑶ 自由意見について

学術・人づくり部会における調査審議の過程において、⑴及び⑵以外の

意見について、別紙３（自由意見の一覧（学術・人づくり部会 ）のとお）

りとりまとめた。
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

1 倉科専
門委員
（文化観
光ス
ポーツ
部会）

4 44 18 基本施策１（4）ア
⑤　歴史資料の保存・編集・活用

－ ・文書の収集・デジタル化・公開
等県民利用について、「琉球政
府関係文書」「米国国立公文書
館に所蔵されている資料」を対
象とする形で記載されています
が、これらに加え、移民関連資
料の収集・保存・デジタル化・県
民等世界のうちなーんちゅの利
用に供することは非常に重要で
あり、今振興計画期間に取り組
む必要があると考えるところ、取
り組みへの追加を提案します。

・移民関係者の高齢化などに伴
い、資料の散逸が危惧される状
況にあること、過去の歴史、つな
がりを証する資料を保存すること
は、ウチナーネットワークの継
承・拡充のためにも重要てある。

【原文のとおり】
　基本施策４（２）ア①「国内外のウチナーンチュと
の絶え間ない交流」の中で記載しているため、原
文のとおりとする。

2 喜屋武
専門委
員

4 157 28 ⑴　多様な学びの享受に向けた
環境づくり

－ 　コロナ禍を機に、学校教育では
文科省が推進するGIGAスクー
ル推進が前倒しで整備され、一
人1台タブレットの支給等ハード
面はほぼ整いましたが、ソフト
面、教材に関してはこれからで
す。
　沖縄の自然・文化や生活に根
ざしたGIGAスクールに対応した
学習用デジタルコンテンツ等のソ
フト面の充実も視野に入れられ
るとよいのではないか。

【原文のとおり】
　デジタル教材の充実は重要であり、168頁４行
目に記載しているため、原文のとおりとする。

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

3 翁長専
門委員

4 157 29 いつでもどこでも学びを深められ
る環境が形成され

－ 　どのような環境のことを指して
いるか、オンライン学習環境のこ
となのか読み取れない。

【原文のとおり】
　当該文章は多くの施策のリード文として１０年後
の目指す姿を記載しており、今後詳細な文章に
変更する際にどのように修正できるか検討を行う
こととし、現時点では原文のとおりとする。

4 翁長専
門委員

4 157 29 いつでもどこでも学びを深められ
る環境が形成され

－ 　次に続く「生まれ育った地域や
社会のつながりを～」の文章と
の関係性がなければ、文章を２
つに分けた方がよいのではない
か。

【原文のとおり】
　当該文章は多くの施策のリード文として１０年後
の目指す姿を記載しており、今後詳細な文章に
変更する際にどのように修正できるか検討を行う
こととし、現時点では原文のとおりとする。

5 喜屋武
専門委
員

4 158 5
9

ア　地域を知り、学びを深める環
境づくり
①　多様な学習機会の創出及び
提供

スマート社会に対応した体験学
習

　今後10年に向けた基本施策と
考えた場合、「地域の自然環境、
歴史、伝統文化や芸術に触れる
体験活動を促進するため」の体
験は、博物館や公民館発信でオ
ンラインやVR等をふくめたス
マート技術を介した環境も重要と
なりつつあるため、検討いただき
たい。

【原文のとおり】
　体験的な学習活動には、様々な方法があり、情
報通信技術を活用した学習もその一つであり、
「多様な学習機会」の中に含まれていると考える
ため、原文のとおりとする。

6 仲村副
部会長

4 158 10 子どもたちが地域の自然、歴
史、環境等に親しみ・・・

子どもたちが地域の自然、歴
史、文化等に親しみ・・・

　地域の「自然、歴史、文化」と
使うのが一般的である。自然、
歴史、文化を統合したのが環境
になり、広い意味に解されるので
はないでしょうか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　子どもたちが地域の自然環境、歴史、文化等に
親しみ･･･
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

7 仲村副
部会長

4 158 13 挿入 なお、図書館未設置町村の児童
生徒が不利益にならないよう十
分な支援に取り組む。

　図書館設置は市町村の義務で
あるが、まだ、未設置の町村が
あり、当該児童生徒が不利益に
ならないよう、行政のキメ細かい
支援が必要である。

【原文のとおり】
　図書館未設置町村の児童生徒に不利益が生じ
ないような支援は重要であると認識しており、離
島や図書館未設置町村等の住民に対して読書
環境の充実を図るサービスを実施しております。
　修正については、今後詳細な文章に変更する
際に検討を行うこととし、原文のとおりとする。

8 仲村副
部会長

4 158 16 ・・・多様な学習機会の提供や社
会教育指導者等の・・・

・・・多様な学習機会の提供や社
会教育主事等の・・・

　各市町村の社会教育活動を中
心的に担っているのは社会教育
主事だと思うのでどこかに社会
教育主事を明記してほしい。ま
た、各市町村に社会教育主事配
置を促す意味からも意識づけが
必要ではないでしょうか。

【原文のとおり】
　　「社会教育指導者等」には、社会教育行政の
中核として地域住民の学習の促進を支援する重
要な役割を担う社会教育主事の他、地域におい
て様々な分野で活動する多様な人材も含めた表
現としていることから、原文のとおりとする。

9 翁長専
門委員

4 158 29 子どもの規範意識等を育み、生
きる力の基礎的な資質や能力を
～

子どもの生きる力の基礎的な資
質や能力を～

　文頭に「子どもの規範意識を育
み」と入ることで、「規範意識の
醸成」が生きる力の主要な資質・
能力と読み取れてしまう懸念が
ある。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　子どもの生きる力の基礎的な資質や能力を育
む場となる家庭における教育を・・・

10 翁長専
門委員

4 158 29 資質や能力 資質・能力 文科省の表記は統一されていな
いか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

11 翁長専
門委員

4 158 31 教育力の充実 教育の充実 【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

12 大城専
門委員

4 158
159

30
12

学校、地域社会と家庭との・・・
学校、家庭、地域が連携・協働
し、

「幼児教育・保育施設」を追記 　家庭教育の支援や子どもを育
てる体制づくりの構築には、保育
所・幼稚園・認定こども園との連
携も必要。

【原文のとおり】
　当該箇所の「学校・家庭・地域」は、地域住民を
はじめとした多様な人材の参画を得て、社会全体
で子供たちの健やかな育ちを支える環境の構築
に向けた取組を推進することを記しております。
また、教育委員会では、これまでも保育所や認定
こども園、社会教育関係団体、NPO、企業等と幅
広く連携を図りながら家庭教育支援の取組を推
進していることから、原文のとおりとする。
　なお、子育て支援の取組や人材の確保等に関
する施策については、「基本施策２（２）誰もが安
心して子育てができる環境づくり」の57頁13行以
降に記載されており、素案全体として意見は反映
されているものと考えております。

13 喜屋武
専門委
員

4 159 5

10

相談員等の資質向上

②　学校・家庭・地域社会の相互
の連携及び協力

児童委員・民生委員 児童委員や民生委員の重要性
が今後さらに高まると考えられる
一方で、担い手不足は深刻で
す。「相談員等」に含まれている
とは思いますが、あえてこちらに
明記することで周知にもなると思
います。

【原文のとおり】
　児童委員及び民生委員に係る施策について
は、66頁31行目から33行目に記載しているため、
原文のとおりとする。
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

14 島袋専
門委員

大城専
門委員

4 161 14 ア　確かな学力を身に付ける学
校教育の充実
　社会変化の著しい現代におい
て、新たな時代を創るために必
要とされる資質・能力を育むこと
が重要であることから、児童生
徒一人ひとりに基礎的・基本的
な知識及び技能を確実に習得さ
せ、これらを活用して課題を解決
するために必要な力等を、確か
な学力として身に付けることがで
きる学校教育の充実に向けた次
に掲げる施策を推進する。

－ ・教えるほうに力点が置かれす
ぎて、教えて子供たちをどう育て
るかというところまでは教育シス
テムや教育方法が十分に意識し
ていけない部分があり、この辺を
もう少し前面に出したほうがいい
のではないか。

・表現を習得させるのではなくて
「児童生徒一人ひとりが獲得す
る」という表現にしてはどうか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

ア　確かな学力を身につける学校教育の充実
　社会変化の著しい現状において、新たな時代を
創るために必要とされる資質・能力を育むことが
重要であることから、主体的・対話的で深い学び
を実現するため、個別最適な学びや協働的な学
びに取り組み、児童生徒一人ひとりが基礎的・基
本的な知識及び技能を確実に習得し、確かな学
力を身につけることが出来る学校教育の充実に
向けた次に掲げる施策を推進する。

15 島袋専
門委員

4 161 21 ①　小学校における学力向上の
推進

－ 　小学校、中学校、高等学校と、
学力に関して抱えている問題が
かなり違う状況の中で、ほぼ似
たような書き方でいいのか、小学
校、中学校、高等学校、書き方
は共通しているが、それぞれに
抱えている課題が大きく違うとい
う視点で書いたほうがいい。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

①　小学校における学力向上の推進
　少人数学級の推進や学習支援員等の活用な
ど、きめ細かな指導体制の充実を図り、ICT等の
活用による個別最適な学びの推進による確かな
学力の定着に取り組む。

16 翁長専
門委員

4 161 22
32

学習支援ボランティア
学習支援員

学習支援員
学習支援員

　小学校は「学習支援ボランティ
ア」、中学校は「学習支援員」の
記述があるが、制度が違うのだ
ろうか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

17 翁長専
門委員

4 161 32 ②　中学校における学力向上の
推進
　少人数学級の推進や学習支援
員等の活用など、きめ細かな指
導体制の充実を図り、生徒の学
習に対する目的意識の醸成と確
かな学力の定着に取り組む。
　学びの過程を重視し、自分の
良さや可能性を認識できるような
関わりを通して、自己肯定感を
育み、協働して様々な課題を解
決していく態度の醸成に取り組
む。
　諸学力調査による定期的な学
力状況の把握・分析を生かして、
組織的な授業改善の強化を図る
とともに、地域や家庭、関係機関
との連携により生徒が学ぶこと
の意義を実感できる環境を整
え、社会的・職業的自立に向け
て必要な基盤となる資質・能力
の育成に取り組む。

・「生徒の学習に対する目的意
識の醸成と」を削除した方がよい
のではないか。
　「生徒の学習に対する目的意
識」については、p.162/5行目「地
域や家庭、関係機関との連携に
より～」の部分との関係性が強
いかと思うので、そこにまとめた
ほうがよいのではないか。

・「少人数学級の推進や学習支
援員等の活用など、きめ細やか
な指導体制の充実を図る」ことが
「生徒の学習に対する目的意識
の醸成」に繋がるものか疑問が
ある。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

②　中学校における学力向上の推進
　少人数学級の推進や学習支援員等の活用な
ど、きめ細かな指導体制の充実を図り、自立し主
体的に学習できる生徒の育成及び確かな学力の
定着に取り組む。
　学びの過程を重視し、子どもの主体性を引き出
す活動を十分に行うとともに、自分の良さや可能
性を認識できるような関わりを通して、自己肯定
感を育み、協働して様々な課題を解決していく態
度の醸成に取り組む。
　諸学力調査による定期的な学力調査の把握・
分析を生かして、組織的な授業改善の充実を図
る。また、地域や家庭、関係機関との連携により
生徒が学ぶことの意義を実感できる環境を整え
ることで、生徒の学習に対する目的意識の醸成
を図り、ICT等の活用による個別最適な学びの推
進と社会的・職業的自立に向けて必要な基盤と
なる資質・能力の育成に取り組む。

18 仲村副
部会長

4 162 4 諸学力調査による・・・把握・分析
を生かして、組織的な・・・

諸学力調査による・・・把握・分析
を生かして校内研修の活性化、
組織的な・・・

　校内研修を大切にして、職員
の意志統一や知識・能力を高め
てほしい。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

8



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

19 前津部
会長

4 162 9 ③　高等学校における学力向上
の推進
　学習支援員等の活用など、き
め細かな指導体制の充実を図
り、生徒の学習に対する目的意
識の醸成と基礎的な学力の定着
に取り組む。
　高校生が大学等で講義を受講
する機会を創出し、目的意識の
明確化を図ることで主体的に学
ぶ意欲の育成に取り組む。

　「確かな学力」がつけば、この
中には基礎的なものが育ってく
る。それが高校のところでいきな
り「基礎的な学力」の書き方に
なっている。小中で確かな学力
をつけていたら基礎的なものは
身についているのに、高校であ
えてここで「基礎的」という表現に
少し違和感を覚える。もう少し説
明や表現を変えるなりしたらどう
か。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

③　高等学校における学力向上の推進
　育成を目指す資質・能力を明確化し、主体的・
対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進
め、確かな学力の定着を図るとともに、学習支援
員等の活用などによるきめ細かな指導体制を充
実させ、基礎的な学力の定着に取り組む。
　高校生が大学等で講義を受講する機会を創出
するなど高大連携を推進し、目的意識の明確化
を図ることで主体的に学ぶ意欲の育成に取り組
む。

20 仲村副
部会長

4 162 12 高校生が大学等で講義を受講す
る機会を創出し、目的意識の・・・

高校生が大学等で講義を受講す
る機会など高大連携を推進し、
目的意識の・・・

　大学の知見を高校教育にとり
入れるべきである。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

21 仲村副
部会長

4 162 28 人権教育に関する講話、体験活
動への支援、道徳教育研究推進
校の設定等により人権・道徳教
育の充実に取り組む。

　先日、県立高校の生徒が部顧
問の心ない暴言によって尊い命
を自ら絶った。この事件は大きな
社会問題になり県議会でもとり
上げられている。これは教師の
資質の問題と部活動のあり方が
問われている。以前、県教委は
全教員対象のカウンセリング研
修を行ったこともある。
　今、教員の心の豊かさや使命
感を啓発する研修等を計画し、
県民の不安に応える必要があ
る。「新たな振興計画」の中で教
師のあり方や教師像、研修体系
などの提案を検討してみてはど
うでしょうか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　　以下のとおり修正する。

①　豊かな心を育む教育の充実
　人権教育に関する講話、体験活動への支援、
道徳教育研究推進校の設定等により人権・道徳
教育を充実させると共に、教職員自らが高い人
権意識を持ち教育活動に取り組む。

9



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

22 大庭専
門委員

4 162 33 ・・・活用し、平和教育に取り組
む。

・・・活用した教育に取り組む。 　豊かな心を育む教育実践を、
平和教育に限定せず、幅広い観
点からの実践する。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　道徳科、特別活動、総合的な学習の時間等を
活用し、平和教育に取り組む。

23 喜屋武
専門委
員

4 163 11 ③　社会総がかりによるいじめ
問題への取組

－ 　スクールロイヤーの導入も検
討してはどうか。
　学校現場や教育委員会だけで
は対応が難しいケースが見受け
られる。当事者の人権や生命を
守るという観点では初動のス
ピードと対応が重要であり、学校
現場の負担軽減も視野に入れ
て、スクールロイヤーの導入また
は導入支援は早急に必要では
ないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

163頁14行目
スクールソーシャルワーカー、スクールロイヤー
等の活用

24 喜屋武
専門委
員

翁長専
門委員

4 164 7 － 　キャリア教育に、高等教育との
連携みたいなところも含めて議
論いただきたい。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　非認知能力を育成すると共に、キャリア教育の
視点に立ち、学ぶことと自己の将来とのつながり
を見通しながら

1
0



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

25 翁長専
門委員

4 164 29 教育活動全体を通して、キャリア
教育を促す取組のほか、

－ ・「教育活動全体を通してキャリ
ア教育を促す取組」について、も
う少し説明を加える必要がない
だろうか。

・現在、キャリア教育において
は、「教育活動全体を通してキャ
リア教育を促す取組」の方が、後
述の職場見学や職場体験などよ
り重要性が注目されているが、こ
の文章ではそこを読み流してし
まい、「キャリアパスポート」「職
場見学・職場体験・インターン
シップ」をやっていればキャリア
教育ができているととられかねな
い。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

③　学校教育におけるキャリア教育の推進
　「沖縄県キャリア教育の基本指針」に基づき、教
育活動全体を通して、キャリア形成を促す取組を
推進し、社会的・職業的自立に向けて必要な基
盤となる基礎的・汎用的能力の育成を意識した取
組を推進する。
　小中高等学校の学びをつなぐ「キャリア・パス
ポート」の取組や、職場見学、職場体験等を通し
て子どもたちの将来や仕事について考えるきっか
けを創出し、学ぶことと社会との接続を意識した
取組を推進する。

26 翁長専
門委員

4 165 3 高等学校において～ － 　P.169/7行目「産業と高等教育
機関等の連携による実践的な
キャリア教育の推進」の内容は、
高校のキャリア教育にも必要な
要素であり、p.168/32行目「地域
連携プラットフォーム」の対象に
高校も含めるよう検討願いたい。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

165頁17行目
　産業界と専門高校が連携するためのプラット
フォームの構築や、産業教育のための実験実習
に必要な装置等の整備や情報に関する専門教
科の充実により、専門教育の推進に取り組む。

27 翁長専
門委員

4 165 3 探求 探究 　文科省は「探究」を採用してい
る。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

1
1



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

28 翁長専
門委員

4 165 3 高等学校において、インターン
シップや総合的な探求の時間等
の学習活動を通して、生徒の「望
ましい勤労観、職業観」の育成に
取り組む。

－ 　高等学校のキャリア教育の目
標が「望ましい勤労観、職業観」
でよいか要検討である。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　高等学校において、総合的な探究の時間や学
校行事、各教科・科目における学習等、教育活動
全体を通じて必要な資質・能力の育成を図り、生
徒が主体的に進路を選択・決定するために必要
な支援に取り組む。

29 翁長専
門委員

4 165 3 高等学校において、インターン
シップや総合的な探求の時間等
の学習活動を通して、生徒の「望
ましい勤労観、職業観」の育成に
取り組む。

－ 　専門高校だけではなく普通科
の高校でも魅力ある学校づくり、
地方創生等々との教育内容の
連携も必要になってくる。産業界
との具体的な、もう少し踏み込ん
だ連携も踏まえた上で、高校の
キャリア教育の沖縄県の目標値
はやり直す必要がある。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　高等学校において、総合的な探究の時間や学
校行事、各教科・科目における学習等、教育活動
全体を通じて必要な資質・能力の育成を図り、生
徒が主体的に進路を選択・決定するために必要
な支援に取り組む。

30 翁長専
門委員

4 165 14 小中連携教育や～ － ・「小中連携教育や～ニーズを踏
まえた取組を推進する」と「教員
が子どもたちと向き合う時間の
確保」は、別項目であれば、一文
にまとめないほうがよいのでは
ないか。
　違う項目を一文にいれると評
価指標があいまいになる。

・「教員が子どもたちと向き合う
時間の確保」だけでも重要な、大
変な取組であるため、もう少し説
明を加えてもよいのではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり、該当箇所の「教員が子どもたちと
向き合う時間の確保に取り組む」を削除し、関連
する箇所に追記、修正する。

①165頁12行目
　小中連携教育や中高一貫教育の推進による一
貫した教育指導体制の構築、様々な専門教育の
充実など、ニーズを踏まえた取組を推進する。

②166頁３行目
　校務支援システムの充実など校務のデジタル
化や、沖縄県教職員業務改善推進委員会で検討
した学校現場の業務改善を推進し、児童生徒と
向き合う時間の確保等に取り組む。

1
2



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

31 翁長専
門委員

4 165 15
～
16

コミュニティスクール コミュニティ・スクール 　文科省の表記に統一した方が
よいのではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

32 翁長専
門委員

4 165 15 社会全体での教育を実現するた
め

－ 　この目的だと「学校支援」の視
点から抜け出ていない。これから
の時代の変化の中で、地域と学
校が連携することでいかに地域
の課題を解決し、地域の未来を
創っていくか、という視点（コミュ
ニティ・スクールや地域学校協働
活動の正確な目的）を含めても
らいたい。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　幅広い地域住民等が参画することにより、教育
活動や地域学校協働活動の充実や活性化につ
ながることから、コミュニティ・スクールと地域学校
協働本部の一体的推進に取り組む。

33 翁長専
門委員

4 165 17 － 「産業界と専門高校が連携する
ためのプラットフォームの構築
や」と修正案が専門高校のみで
いいのかどうかの検討を再度お
願いしたい。

【原文のとおり】
　現在取り組みを始めたところであり、26番の修
正案のとおりとする。

（参考：26番　修正案）
165頁17行目
　産業界と専門高校が連携するためのプラット
フォームの構築や、産業教育のための実験実習
に必要な装置等の整備や情報に関する専門教
科の充実により、専門教育の推進に取り組む。

1
3



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

34 渕辺委
員（審議
会）

4 167 1 ①　外国語教育の充実
　国際感覚を肌で感じ、グローバ
ルに活躍できる人材の育成に向
け、アジア、米国、欧州、南米諸
国等への留学・研修の充実に取
り組む。

②　多様な国際交流及び国際理
解教育の推進
　外国語と深い関わりのある
OISTやJICA沖縄センター等との
連携、海外との文化交流等を通
じて、外国語や異文化に広く興
味を抱ける国際理解教育の充実
と外国語コミュニケーション能力
の向上に取り組む。

－ 　「基地内留学」についても考え
る必要があるのではないか。

【原文のとおり】
　（公財）沖縄県国際交流・人材育成財団におい
ては、国際化時代における本県の振興、自立発
展を担う高度な専門性・国際性を備えた有為な人
材の育成を図るため、メリーランド大学等の在沖
縄米軍施設・区域内大学就学、いわゆる基地内
留学の希望者の推薦事業や当該就学者支援を
実施している。
　上述のとおり、当該法人の主たる公益事業とし
て確立され、実施されていることから、原文のとお
りとする。

35 東専門
委員（文
化観光
スポー
ツ部会）

4 167 5 国際感覚を肌で感じ、グローバ
ルに活躍できる人材の育成に向
け、アジア、米国、欧州、南米諸
国等への留学・研修の充実に取
り組む。

「アジア太平洋、欧米、中南米諸
国等への留学・研修」にすると広
がりが出る。

－ 【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　国際感覚を肌で感じ、グローバルに活躍できる
人材の育成に向け、アジア太平洋、欧米、中南米
諸国等への留学・研修の充実に取り組む。

36 東専門
委員（文
化観光
スポー
ツ部会）

4 167 12 外国語と深い関わりのあるOIST
やJICA沖縄センター等との連
携、海外との文化交流等を通じ
て、外国語や異文化に広く興味
を抱ける国際理解教育の充実と
外国語コミュニケーション能力の
向上に取り組む。

国際性豊かなJICA沖縄国際セ
ンターや世界的にもトップレベル
の科学的な知見を持つOISTとの
交流を通して、外国語コミュニ
ケーション能力の向上はもちろ
ん、世界に通用する人材になる
ための素養となる文化や自然科
学の基礎を身につける。

　OISTやJICAを外国語コミュニ
ケーション能力の向上のために
交流で活用するというのは違和
感がある。本質的な内容で交流
する必要があるのではないか。

【原文のとおり】
　当該箇所は、国際交流及び国際理解教育にお
けるOISTやJICA沖縄センター等との連携につい
て記載しているため、原文のとおりとする。
　なお、県内研究機関等との連携による科学技
術分野等における人材育成について168頁７行
目「科学・理数教育の充実」に記載がある。

1
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

37 東専門
委員（文
化観光
スポー
ツ部会）

4 167 15 海外から帰国した児童生徒たち
の受入れを円滑に進め、海外で
身に付けた外国語能力や国際
性等を生かした相互交流による
国際理解教育の推進に取り組
む。

帰国した児童生徒たちを真に国
際社会に必要とされるグローバ
ルシチズンとなるための人材育
成の環境を整える。

－ 【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　帰国・外国人児童生徒等の受入れを円滑に進
め、国際理解や多文化共生の考え方に基づく取
組を行うなど、グローバル人材の育成を図る。

38 翁長専
門委員

4 167 19
～

イ　多様な能力を引き出し伸ば
す教育の推進

－ 　多様な能力を伸ばす＝「ICT教
育」と「科学・理科教育の充実」で
よいのか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

①166頁26行目
　このため、国際感覚を身に付ける教育の推進、
Society5.0に対応する教育の推進、地域の発展
に寄与する魅力ある高等教育環境の充実に取り
組む。

②167頁19行目
イ　Society5.0に対応する教育の推進

③167頁20行目
　経済のグローバル化、AIやIoT等の先端技術に
よる第４次産業革命など、社会経済情勢の変化
に対応し、経済を牽引できる人材を育成する次に
掲げる施策を推進する。

39 仲村副
部会長

4 168 1 いて、ICTの活用・指導能力向上
に向けた教職員研修の充実を図
り、・・・

いて、ICTの活用・指導能力向上
に向けた全教職員対象の研修
の充実を図り、・・・

　ICTを活用した授業が日常化す
る中で教員の能力差で児童生徒
が不利益を被らないよう悉皆研
修を計画すべきである。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　ICTの活用・指導能力向上に向けた教職員研修
の充実を図り、全ての教職員の指導能力の強化
に取り組む。

1
5



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

40 喜屋武
専門委
員

4 168

169

19

７

ウ　地域の発展に寄与する魅力
ある高等教育環境の充実

③　産業と高等教育機関等の連
携による実践的なキャリア教育
の推進

③　産業と高等教育機関等の連
携による実践的なキャリア教育
の推進

④　義務教育に対する産業界と
の高等教育機関等の連携による
実践的なキャリア教育の推進

　産業教育は高等教育からス
タートしては遅いと思う。国も義
務教育からの産業教育を推進し
ており、沖縄県でも雇用政策とし
てではあるが、商工労働部で取
り組まれている。
　新たな振興計画では、中長期
的な産業施策としての視点で素
案に取り入れる方が望ましいと
思う。
　義務教育からの産業教育とい
う趣旨に適した箇所に追記して
はどうか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

164頁28行目
③　学校教育におけるキャリア教育の推進
　「沖縄県キャリア教育の基本指針」に基づき、教
育活動全体を通して、キャリア形成を促す取組を
推進し、社会的・職業的自立に向けて必要な基
盤となる基礎的・汎用的能力の育成を意識した取
組を推進する。
　小中高等学校の学びをつなぐ「キャリア・パス
ポート」の取組や、職場見学、職場体験等を通し
て子どもたちの将来や仕事について考えるきっか
けを創出し、学ぶことと社会との接続を意識した
取組を推進する。

41 嘉納専
門委員

島袋専
門委員

4 168 21 非認知能力 意欲・忍耐力・対人関係能力等
の非認知能力

・一般の方が理解できる内容、
説明にした方がよいのではない
か。

・新しく出てきている専門用語で
一般的な用語ではなく説明が必
要ではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　官民が一体となって個人のキャリア形成や様々
な視点から社会変化等を捉える力、社会課題を
発見する力などの非認知能力の向上を支援～

42 金城専
門委員

4 168 29 自らの魅力を高める教育プログ
ラムの導入支援

- 　「自ら」というのが誰を指してい
るのか分かりづらい。
　人材「自ら」の魅力を高める教
育プログラムを導入することを指
しているのか，それとも高等教育
機関「自ら」の魅力を高めるため
に多様な人材を教育するための
プログラムを導入（構築？）する
ことを指しているのか，どちらを
指しているのか分かりやすく書
いてはどうか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　高等教育機関自らの魅力を高める教育プログ
ラムの導入支援

1
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

43 本村委
員（産業
振興部
会）

4 169 16 - 　県で取り組んでいる人材育成
を、分野を越えて統括し、ＰＤＣＡ
を回すような組織、仕組みも次
期振計画では検討していただき
たい。

【原文のとおり】
　沖縄県では、現行の「沖縄２１世紀ビジョン基本
計画」の着実な推進を図るため、「沖縄21世紀ビ
ジョン実施計画」で示した個々の「施策」と「主な
取組 」を対象に進捗状況や成果指標の達成状
況について、各部局においてPDCAを実施してお
ります。
　人材育成は、学校教育や、観光、福祉、ものづ
くり、IT、文化といった様々な産業分野、地域を支
える人材等、多岐にわたり、また、人材育成に密
接に関連する家庭環境、雇用環境、地域の現状
等も分野ごとに異なるため、分野を超えて統括す
るとしても、結果個々の分野において、様々な環
境を踏まえ、取り組みの効果検証を行わざるをえ
ないものと考えております。
　このため、これら人材育成については、例えば
学校教育であれば全国学力・学習状況調査にお
ける平均正答率の全国との差、IT分野であれば
国家資格取得者数、 ものづくりであれば製造業
従事者数、地域であれば「地域おこし協力隊」及
び「地域おこし協力隊マネージャー」数といった、
分野ごとに指標を設定して評価することとしてお
ります。
　各分野間の情報共有は重要であると考えてお
り、今後、「地域連携プラットフォーム（仮称）」等
において、これら各分野間の効果検証の情報共
有を図りたいと考えており、当該箇所については
原文のとおりとする。

44 大庭専
門委員

4 169 23 の育成・確保、医療・保健などの
地域の・・・

福祉を追加 　「誰一人取り残すことのない優
しい社会」の実現のため、福祉
は必要だと考える。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

・・・の育成・確保、医療・保健、福祉などの地域
の・・・

1
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

45 喜屋武
専門委
員

4 169 25 ア　多様な職業能力の育成・開
発

・ダイバーシティ雇用の推進であ
ることをもう少し明文化されると
よいのではないか。

・Socity5.0も意識したダイバーシ
ティ雇用について記載いただくこ
とを望みます。

【原文のとおり】
　障害者雇用の促進については、P135の30行
「③障害者の雇用の場の創出と働きやすい環境
づくり」で取り組むこととしており、また、意見の内
容については、P136の30行、基本施策３-(11)-イ
「①　柔軟な働き方の推進のための環境整備」に
記載しているため、原文のとおりとする。

46 金城専
門委員

4 169 28
～
30

職業知識，技能，能力をもった個
人が適切な職業に従事すること
ができれば，社会全体の生産を
高め，社会の豊かさや発展につ
ながり，また，個人は能力発揮
による充足感のみならず所得の
獲得による生活の向上に結び付
く。

各自がもっている職業知識，技
能，能力を発揮できる職業に従
事することができれば，社会全
体の生産を高め，社会の豊かさ
や発展につながり，また，個人は
やりがいによる充足感のみなら
ず所得の獲得による生活の向上
に結び付く。

　「適切な」というキーワードに本
人の希望を反映させず，機械的
に決めてしまうようなイメージを
抱いてしまう。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

47 大庭専
門委員

4 170 10 施設の整備・拡充に取り組む。 下記文書を追加する。
「また、民間教育訓練機関の施
設の整備・拡充を支援する」

　職業能力の育成・開発は、官
民の役割分担と協力体制が必
要で有るため。

【原文のとおり】
　公共職業訓練施設で実施する訓練は、施設や
設備投資が必要で、民間での実施が困難な「も
のづくり分野」の職業訓練を主に実施しており、
民間で実施が可能でかつ合理的である訓練につ
いては、民間教育訓練機関を活用した委託訓練
を実施している。
　そのため、職業訓練については、官民の役割分
担がなされており、施設の整備・拡充につきまし
ては、民間教育訓練機関の実情に応じて整備さ
れるものと考えており、当該箇所については原文
のとおりとする。
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

48 渕辺委
員（審議
会）

4 170 27 ③　社会参画とキャリアアップに
資する学び直しの機会の創出
　産学連携の下、大学、大学院、
専修学校等においてキャリア
アップ・キャリアチェンジに資する
リカレントプログラムの開発・展
開を促進し、一人ひとりのキャリ
ア選択に応じた学びを提供でき
る環境の創出に取り組む。

- 　記載されている「社会参画の機
会創出」という表現に異論はない
が、沖縄の最も重要な社会課題
である「貧困の連鎖」を断ち切る
ための施策でもある旨、より強い
表現・メッセージ性がほしい。
　また、民間レベルでもシングル
マザーへのリカレント教育などの
具体的な活動が動きはじめてい
る。個々の活動で終わることが
ないよう、国・県・自治体に対して
は積極的かつ包括的な支援をお
願いしたい。

【原文のとおり】
　子ども生活福祉部では、ひとり親施策における
リカレント教育として、就職や転職・キャリアアップ
に有利な資格取得を目指すひとり親への支援
や、ひとり親が利用しやすいよう、親の受講中に
同じ施設内で子の保育サービスを提供して実施
する経理事務資格取得講座の開講に取り組んで
いる。
　また、商工労働部では、社会人のみならず、子
育て世代の女性や高齢者等を含め、世代や性別
に関係なく、多様なニーズへの学び直しの機会創
出に取り組むこととしている。
　今後も県民一人ひとりのキャリア選択に応じた
学びを提供できる環境の創出に取り組むこととし
ていることから、原文のとおりとする。

49 神谷専
門委員

4 170 27 産学連携の下、大学、大学院、
専修学校等においてキャリア
アップ・キャリアチェンジに資する
リカレントプログラムの開発・展
開を促進し、一人ひとりのキャリ
ア選択に応じた学びを提供でき
る環境の創出に取り組む。

人材投資による生産性について
は、リカレント教育の重要性およ
びそれを行うための大学との連
携について記しておいてはいか
がでしょうか？書く場所が違うか
もしれませんが、行政職員のリカ
レント教育も必要だと思います。
講演会という単発のものではな
く、社会人修士なども含めて検
討頂いた方が良いと思います
（企業も行政も）。

－ 【原文のとおり】
　人材投資により企業の生産性を向上させるに
は、大学等において、個人が「企業でどう活躍す
るか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」といった
３つの視点で個人と企業の成長のベクトルをすり
合わせたリカレントプログラムを開発・展開するこ
とが重要です。
　本施策については、産業界と大学等の連携の
下、上述した視点も踏まえ、地域の産業界等の
ニーズにあった、リカレント教育の開発・展開を促
進することに取り組んでいくことも念頭に置いてい
るため、意見の趣旨は含まれていると理解してお
り、原文のとおりとする。

50 大庭専
門委員

4 171 15
～
16

団体・組織等の育成に取り組
む。

団体・組織等の育成と連携・支
援に取り組む。

　海岸漂着ごみ等のボランティア
清掃作業は、各種団体が実施し
ており、その団体と連携を取る事
で、活動自体が県民と共に出来
るのではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

51 大城専
門委員

4 171 21 保育士への就業を希望する者に
対する修学資金等の貸付や、市
町村が行う保育士確保の取組へ
の支援に取り組む。

「資質向上にむけた研修の充実
に取り組む」を追記

・保育士の量の確保も継続して
支援が必要ですが、すでに質の
向上も求められているので、明
記していただきたい。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり追記する。

□　保育士等の育成及び資質向上に向け、研修
の充実に取り組む。

52 大庭専
門委員

4 171 25 復職支援に取り組む。 「就職説明会の開催、リカレント
教育の活用支援」等の文言を追
記

具体的に示すため。 【原文のとおり】
　潜在保育士の復職支援として、就職説明会や
復職支援セミナー、就職準備金の貸付等、様々
な取組を実施しているため、当該箇所については
原文のとおりとする。

53 仲村副
部会長

4 171 26 新規挿入 保育コースや系列設置の高校の
教育内容や施設・設備を充実さ
せ、生徒が保育士をめざす環境
づくりに取り組む。

　保育士をめざし折角、保育コー
ス等を選択しても保育士の資格
取得へとキャリアアップすること
ができず、夢を諦める生徒が多
いと聞くので手厚い支援が必要
だと思う。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

165頁17行目
　産業界、専門高校、高等教育機関、行政が連
携したプラットフォームの構築や担い手育成、産
業教育の実験実習に必要な装置等の整備、情報
に関する専門教科の充実により、専門教育の推
進に取り組む。

2
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

54 仲村副
部会長

4 171 33 新規挿入 福祉科設置の高校の教育内容
や施設・設備を充実させ、生徒
の国家資格取得を推進し、労働
行政と連携し職場開拓に取り組
む。

　将来介護福祉関連の仕事に生
徒が就いてくれることは貴重な
存在であり、ハローワークなどど
も連携して就職支援をしてほし
い。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

165頁17行目
　産業界、専門高校、高等教育機関、行政が連
携したプラットフォームの構築や担い手育成、産
業教育の実験実習に必要な装置等の整備、情報
に関する専門教科の充実により、専門教育の推
進に取り組む。

55 嘉納専
門委員

4 172 20 県内で薬剤師が育成できるよ
う、・・・

－ 　薬学部の設置については、設
置費用や運営についても負担が
かかるのではないか。県内高校
生で、県外の薬学部進学の学生
に対して、県内就職を条件に授
業料の負担軽減や給付型の奨
学金支給を検討した方が、即効
性があるのではないか。

【原文のとおり】
　県が実施した薬学部設置可能性等調査による
と、今後も沖縄県では、薬剤師不足が続いていく
とみられ、中長期的な対策が必要であること、薬
学部設置により、OIST等と連携して県内の豊富
な天然資源を活用した創薬分野での新たな産業
新興等が期待出来ることから、薬学部の設置は
薬剤師不足解消及び新たな産業振興及び人材
育成等に有効な方策の一つであると考えており、
当該箇所については原文のとおりとする。

56 金城専
門委員

4 173 18 高度なデジタル技術に対応した
技術者

ICT技術に対応可能な（できる）
技術者

産業のイノベーション創出を担う
ために必要なICT活用能力は，
高度である必要はないと思いま
す．
高度な技術が必要とされるの
は，あくまでもその専門分野にお
いてであり，基本的な知識があ
れば，構想することは可能だと
思います．構想を実現する際に
は，専門とする技術者に依頼（ア
ウトソーシング）したら良いので
はないでしょうか．

【原文のとおり】
　産業イノベーションを創出する上で、DXを含め
てICT技術に詳しい高度技術者の育成は必須に
なるものと考えています。加えて、高度な技術に
限らず、デジタル技術を広く活用する側のリテラ
シーを向上させていくことも重要ですので表現は
変えず、５（５）ア②の県内企業のITリテラシー向
上の施策（P174）に意見の趣旨を反映させたいと
考えており、当該箇所については原文のとおりと
する。

2
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

57 金城専
門委員

4 173 21
～
23

幅広い分野において高度な知識
や技能を有し，産業のイノベー
ション創出を担う人材を育成，支
援することにより，地域社会を牽
引する人材を養成し，本県の発
展に結び付ける次に掲げる施策
を推進する．

幅広い分野における知識や技能
を有し，産業のイノベーション創
出を担う高度人材を育成，支援
することにより，地域社会を牽引
する人材を養成し，本県の発展
に結び付ける次に掲げる施策を
推進する．

上記と同様の理由です．
幅広い知識と多角的な視点を持
つことができる人材が高度人材
だと考えています．

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

58 仲村副
部会長

4 175 6 新規挿入 農業や水産業を担う若い人材の
育成・確保のために、農業高校、
水産高校の教育内容の充実と
農林水産行政と連携し、生徒の
進路開拓に取り組む。

農業高校や水産高校を卒業して
も別の職種に就く生徒が多いと
聞くので、魅力ある職場の開拓
が行政として必要と考える。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

165頁17行目
　産業界、専門高校、高等教育機関、行政が連
携したプラットフォームの構築や担い手育成、産
業教育の実験実習に必要な装置等の整備、情報
に関する専門教科の充実により、専門教育の推
進に取り組む。

59 金城専
門委員

4 175 18 産業化 産業界 - 【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　左案のとおり修正する。

2
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

60 前津部
会長

6 206 33 ICTを活用した遠隔教育や遠隔
医療を推進するとともに、

- 　北部圏域、中部圏域、南部圏
域、宮古圏域、八重山圏域のと
ころで共通している部分がある
が、書き方について若干違いが
ある。
　宮古、八重山は高校が設置さ
れていない、親元を離れるという
ような表現等があるが、北部、南
部離島でも同じような状況だと思
う。
　「南部圏域は」、「北部圏域は」
も、宮古圏域、八重山圏域と同じ
ような形で書くべきではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　高等学校等が設置されていない離島生徒の、
高等学校等への進学に伴う家庭の経済的負担
軽減等や、ICTを活用した遠隔教育、遠隔医療を
推進するとともに、

61 前津部
会長

6 214 12 ICTを活用した遠隔教育や遠隔
医療を推進するとともに、

- 　北部圏域、中部圏域、南部圏
域、宮古圏域、八重山圏域のと
ころで共通している部分がある
が、書き方について若干違いが
ある。
　宮古、八重山は高校が設置さ
れていない、親元を離れるという
ような表現等があるが、北部、南
部離島でも同じような状況だと思
う。
　「南部圏域は」、「北部圏域は」
も、宮古圏域、八重山圏域と同じ
ような形で書くべきではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　高等学校等が設置されていない離島生徒の、
高等学校等への進学に伴う家庭の経済的負担
軽減等や、ICTを活用した遠隔教育、遠隔医療を
推進するとともに、

2
3



番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

62 前津部
会長

6 222 9 また、高等学校等への進学に伴
う家庭の経済的負担の軽減等に
努める。

- 　北部圏域、中部圏域、南部圏
域、宮古圏域、八重山圏域のと
ころで共通している部分がある
が、書き方について若干違いが
ある。
　宮古、八重山は高校が設置さ
れていない、親元を離れるという
ような表現等があるが、北部、南
部離島でも同じような状況だと思
う。
　「南部圏域は」、「北部圏域は」
も、宮古圏域、八重山圏域と同じ
ような形で書くべきではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　高等学校等が設置されていない離島生徒の、
高等学校等進学に伴う家庭の経済的負担の軽
減等に努める。

63 前津部
会長

6 227 1 本圏域には宮古島を除いて高等
学校が設置されていないため、
多良間村内の児童は中学校卒
業とともに親元を離れ、宮古島
や沖縄本島等の高等学校へ進
学していることから、進学に伴う
家庭の経済的負担軽減等を図
る。

- 　北部圏域、中部圏域、南部圏
域、宮古圏域、八重山圏域のと
ころで共通している部分がある
が、書き方について若干違いが
ある。
　宮古、八重山は高校が設置さ
れていない、親元を離れるという
ような表現等があるが、北部、南
部離島でも同じような状況だと思
う。
　「南部圏域は」、「北部圏域は」
も、宮古圏域、八重山圏域と同じ
ような形で書くべきではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　本圏域には宮古島を除いて高等学校が設置さ
れていないため、多良間村内の生徒は中学校卒
業とともに親元を離れ、宮古島や沖縄本島等の
高等学校等へ進学していることから、進学に伴う
家庭の経済的負担軽減等を図る。

2
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番号 委員名 章 頁 行 新たな振興計画（素案）本文 意　　見 ( 修　正　文　案　等 ) 理　　由　　等 審 議 結 果 （案）

（別紙１）

新たな振興計画（素案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

64 前津部
会長

6 233 30 本圏域には石垣島を除いて高等
学校が設置されていないため、
島内の児童は中学校卒業ととも
に親元を離れ、石垣島や沖縄本
島等の高等学校へ進学している
ことから、進学に伴う家庭の経済
的負担軽減等を図る。

- 　北部圏域、中部圏域、南部圏
域、宮古圏域、八重山圏域のと
ころで共通している部分がある
が、書き方について若干違いが
ある。
　宮古、八重山は高校が設置さ
れていない、親元を離れるという
ような表現等があるが、北部、南
部離島でも同じような状況だと思
う。
　「南部圏域は」、「北部圏域は」
も、宮古圏域、八重山圏域と同じ
ような形で書くべきではないか。

【委員意見を踏まえ該当箇所を修正】
　以下のとおり修正する。

　本圏域には石垣島を除いて高等学校が設置さ
れていないため、島内の生徒は中学校卒業ととも
に親元を離れ、石垣島や沖縄本島等の高等学校
等へ進学していることから、進学に伴う家庭の経
済的負担軽減等を図る。

2
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番号 委員名 基 本 施 策 番 号 指　　　　標　　　　名 指　　　　標　　　（案） 目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

1 島袋専
門委員

5-(2) 「将来の夢や目標を
持っている」児童生徒
の割合

将来の夢や目標を持
ち意欲の高い児童生
徒の割合

- 夢や目標は単なる願いもあり,
夢や目標が現在の学びにつな
がることが大切

【委員意見を踏まえ該当箇所
を修正】
　以下のとおり修正する。

　「将来の夢や目標を持ち、自
らやると決めたことをやり遂げ
る生徒の割合」

2 翁長専
門委員

5-(2) 「将来の夢や目標を
持っている」児童生徒
の割合

「身近に起こる課題を
適切に解決すること
ができる」と感じてい
る児童生徒の割合

- 「生きる力」は「将来の夢や目
標がある」では測れない
「生きる力」の定義に基づいて
指標設定すべき

【委員意見を踏まえ該当箇所
を修正】
　以下のとおり修正する。

　「将来の夢や目標を持ち、自
らやると決めたことをやり遂げ
る生徒の割合」

（別紙２）

関連体系図（案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

　① 主 要 指 標

2
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（別紙２）

関連体系図（案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）
3 喜屋武

専門委
員

5-(3) 入職者に占める高等
教育修了者の割合

- - 　「多様な能力を育てる」という
大きな目標の指標に、「入職
者に占める高等教育修了者の
割合」と限定してよいか疑問に
感じる。
　令和3年3月に発表された「多
様な人材の育成に関する万国
津梁会議最終報告書」の序文
に「人材育成の対象者は、幼
児から社会人としている。」と
あります。能力を育てるのは、
就学児前教育を含む学校教
育、そして企業での人材教育、
リカレント教育も含めた様々
な”場”と”連携”の数が重要と
されました。当報告書を参照
し、本部会で議論、再考される
ことを望みます。

【原文のとおり】
　「就学前教育を含む学校教
育」については「５-⑵「生きる
力」を育む学校教育の充実」に
整理され、この中で取り組むこ
ととしております。
　また、企業での人材教育、リ
カレント教育については「５-⑷
人口減少に対応し、地域社会
を支える人づくりと人材の確
保」に整理され、この中で取り
組むこととしております。
　「５-⑶多様な能力を育て、力
強く未来を拓く人づくり」として
は、３つの施策展開を踏まえ
て「入職者に占める高等教育
修了者の割合」を主要指標と
して整理しているため、原文の
とおりとする。

2
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（別紙２）

関連体系図（案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）

番号 委員名 施　策　番　号 指　　　　標　　　　名 指　　　　標　　　（案） 目　　　標　　　値 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

1 宮城専
門委員

5-(1)-ア① 公民館等の利用延べ
人数

- - 　公民館は選挙や地域行事の
会場になることも多いため、利
用者数のみでは「多様な学習
機会の創出及び提供」に寄与
しているかをはかるのは難し
い。また、社会教育施設等の
整備・充実や社会教育指導者
等の資質向上に対する指標の
検討も必要。

【原文のとおり】
　「公民館利用者延べ人数」の
調査を行う際は「多様な学習
の機会の創出と提供」という視
点での利用者数となるよう、延
べ人数に含めるケースを明確
に示していくこととしており、原
文のとおりとする。

2 大庭専
門委員

5-(1)-イ① 家庭教育支援アドバ
イザー数

家庭教育支援の実施
回数

- 　支援の実施回数も目標に追
加出来ないか。

【原文のとおり】
　家庭教育支援アドバイザー
は、保護者と地域のつながり
をつくり、保護者の相談にの
り、きめ細かな助言を行うな
ど、保護者や地域に寄り添い
支援を行う人材となります。
　成果指標は１施策、１指標と
いうルールもあることから、市
町村主体となりその地域にお
いて家庭教育支援が行われて
いることを示す指標として選定
し、原文のとおりとする。

　② 成 果 指 標

2
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（別紙２）

関連体系図（案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）
3 宮城専

門委員
5-(1)-イ①

5-(1)-イ②

家庭教育支援アドバ
イザー数

放課後子ども教室に
参加した地域ボラン
ティアの延べ人数

- - 　施策①②「つながりが創る豊
かな家庭教育機能の充実」
「学校・家庭・地域社会の相互
の連携及び協力」の成果指標
は、家庭教育支援アドバイ
ザー数、放課後子ども教室に
参加した地域ボランティアの延
べ人数とあるが、コミュニティ
スクールや地域学校協働活動
などについても記載するべき
ではないか。

【原文のとおり】
　コミュニティー・スクールや地
域学校協働活動に係る施策に
ついては、165頁15行目から16
行目に記載していることから、
原文のとおりとする。

4 翁長専
門委員

5-(2)-ウ② 「自分には良いところ
がある」と考えている
児童生徒の割合

「自分の好きなことや
得意なことが分かる」
児童生徒の割合

　「自分には良いところがある」
は自己肯定感の指標ではない
か。

【原文のとおり】
　成果指標については、なるべ
く全国比較が出来る既存調査
結果を成果指標に採用してお
り、当該指標については、文部
科学省が毎年度実施している
「全国学力・学習状況調査」に
おける質問紙調査の項目を採
用しており、原文のとおりとす
る。
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（別紙２）

関連体系図（案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）
5 翁長専

門委員
5-(2)-ウ③ 「人の役に立つ人間

になりたい」と考えて
いる児童生徒の割合

「自分の能力や行動
は人や社会の役に立
つ」と考えている児童
生徒の割合

【委員意見を踏まえ該当箇所
を修正】
　「児童生徒が自らが計画を立
て行動する」ことはキャリア教
育で育成すべき基礎的・汎用
的能力のうち自己管理能力、
課題対応能力、キャリアプラン
ニング能力の向上につながっ
ていると考えており、以下のと
おり修正する。

　「家で自ら計画を立てて勉強
している児童・生徒の割合」

6 島袋専
門委員

5-(2)-ウ③ 「人の役に立つ人間
になりたい」と考える
児童生徒の割合

人の役に立ち,自己の
将来像を考えている
児童生徒の割合

　キャリア教育の第一の狙い
は子どもたちの将来の夢,目標
の育成である。

【委員意見を踏まえ該当箇所
を修正】
　「児童生徒が自らが計画を立
て行動する」ことはキャリア教
育で育成すべき基礎的・汎用
的能力のうち自己管理能力、
課題対応能力、キャリアプラン
ニング能力の向上につながっ
ていると考えており、以下のと
おり修正する。

　「家で自ら計画を立てて勉強
している児童・生徒の割合」

3
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（別紙２）

関連体系図（案）に対する修正意見審議結果一覧（学術・人づくり部会）
7 喜屋武

専門委
員

5-(3)-ウ③ 大卒者進路未定者率 産業と初等教育を含
めた高等教育機関等
の連携による実践的
なキャリア教育の推
進

- 　産業教育は高等教育からス
タートしては遅いと思います。
他国の経済白書において「早
期から自国の産業を識ること
は個人のキャリア形成と経済
振興に寄与する」といった趣旨
の報告があります。国も初等
教育からの産業教育を推進し
ておりますし、中長期的な視点
での施策と成果指標が望まし
い。

【原文のとおり】
　「初等教育におけるキャリア
教育」については、「5⑵ウ③
学校教育におけるキャリア教
育の推進」で整理され、この施
策の中で「人の役に立つ人間
になりたい」と考える児童生徒
の割合を成果指標として取り
組むこととしている。
　本施策においては、高等教
育機関の学生等がそれぞれ
の専門分野の知識・技能を生
かし職業を通じて社会に関
わっていくことを課題や目標に
設定してキャリア教育を促進し
ていく内容となっていることか
ら「大卒者進路未決定率」を成
果指標として整理しているた
め、原文のとおりとする。

8 島袋専
門委員

5-(3)-ウ③ 大卒者進路未決定者
率

大卒者進路未決定率
の減少

- 　未決定者率の減少そのもの
が目標である。

【原文のとおり】
　減少を目指すべきものであ
り、毎年の進捗管理（PDCA）
においては、その減少が進む
ことで取組が効果的に進んで
いることを確認し評価すること
としているため、原文のとおり
とする。

3
1



（別紙３） 

 

自由意見の一覧（学術・人づくり部会） 

 

１  例えば市町村史の編さん室には優秀な人材が集まっているものの、任期が３年

等となっており、雇用の場がなかなか安定されていないことを非常に感じている。 

沖縄県の人材育成と雇用の場の確保と拡大をセットにして考えていくことが非常

に重要で、沖縄で必要とされている人材は何か、今足りない人材は何か、どのよう

な人材が今後必要になってくるかを、大きな戦略的なものを描かないと、現場では

問題が出てくる。 

 

２  県内の高校生は、県内で学びたいという強いので、そういったところを支援する

のは非常に重要ではないか。県内で学びたいと考えている、あるいは学んでいる

大学生に対する配慮が今のところないなと思うので、そのあたりも検討していく必

要がある。 

32


