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令和３年度沖縄県振興審議会 

第３回学術・人づくり部会議事録 

 

１ 日 時 令和３年８月 26 日(木) 14:01：～16：20 

２ 場 所 八汐荘 屋良ホール 

３ 出席者 

【部会委員】                        ※オンライン参加  

 部会長   前津 榮健  沖縄国際大学理事長兼学長 

 副部会長 ※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 

      ※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エ学科教授 

       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 

【審議会委員】 

      ※小島  肇  琉球大学地域連携推進機構准教授 

(欠席) 

      大庭  憲  一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会会長 

【事務局等】 

  企画部：寺本副参事(企画調整課) 

  教育庁：玉城県立学校課長、目取真義務教育課長、大宜見生涯学習振興課長 

      諸見文化財課長、当真主幹(総務課教育企画室)、 

      宮里主査(総務課教育企画室) 

  総務部：古市総務私学課長 

 

１ 開  会  

【事務局 宮里主査(総務課教育企画室)】  
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 ただいまから沖縄県振興審議会第３回学術・人づくり部会を開催いたします。 

 本日、司会を務めます教育庁総務課教育企画室の宮里と申します。よろしくお願いいた

します。 

 議事に入ります前に、本日は事前に御案内いたしましたとおり、沖縄県内における新型

コロナウイルス感染症の急拡大を受け、人流を抑制する観点から、オンラインを主体とし

た部会開催とさせていただくこととしております。オンライン参加の委員におかれまして

は、カメラは常にオンにしていただき、御発言のとき以外はハウリング防止のためにマイ

クをミュートにしてくださいますよう、お願いいたします。 

 また、審議途中で内容が聞き取りにくくなるような場面がございましたら、チャットで

随時コメントいただくか、画面に向かって合図していただければと思います。会終了まで

よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の第３回学術・人づくり部会出席者名簿を御確認ください。番号８の

大庭委員は御都合に御欠席との連絡がございました。また、本日は審議会委員の小島委員

が御出席されております。これにより本日は 10 名の出席となっております。 

 前津部会長と島袋委員が会場にて御出席いただいており、仲村副部会長、大城委員、翁

長委員、嘉納委員、喜屋武委員、金城委員、宮城委員、小島委員がオンラインにて出席い

ただいております。 

 本日は金城委員が御出席されておりますので、一言御挨拶を賜れればと思います。 

【金城専門委員】 

 こんにちは。沖縄工業高等専門学校の金城と申します。第１回のときは授業と重なって

いて出席できず、また前回は部会の前日が２回目のワクチン接種だったので、当日高熱を

出してしまい、急遽欠席させていただきました。申し訳ございません。 

 私は、専門分野が情報系工学分野となっておりますので、部会ではそのような視点から

意見を挙げさせていただけたらと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局 宮里主査(総務課教育企画室)】  

 金城委員、ありがとうございました。 

 それでは、部会の調査審議に移らせていただきます。 

 会議の議事進行については部会長が務めることになっておりますので、前津部会長、議

事進行をよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】 
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 残念ながら、今回もオンラインでの会議になりましたが、ひとつよろしくお願いしたい

と思います。それから、本日はかなりボリュームがありますので、進行に御協力いただき

たいと思います。 

 それでは、議事に入ります。最初に、第２回部会における確認事項について事務局から

説明をお願いします。 

２ 議  事  

(1)第２回部会における確認事項について 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】   

 教育庁総務課教育企画室の当真でございます。本日はよろしくお願いいたします。 

 審議時間を十分に取るため、私のほうで一括して御説明させていただきます。着座にて

失礼いたします。 

 では、お手元の資料１を御覧ください。 

 第２回部会の審議において、部会の中で発言された委員意見の中から素案等の修正に係

る事項を発言順に記載し、それに対する事務局の考え等をまとめておりますので、御説明

をさせていただきます。 

 なお、前回部会で発言のあった事項で、既に修正意見が提出されているものに関連する

意見につきましては、資料２で記載しておりますので申し添えます。 

 では、資料１の１番を御覧ください。 

 島袋委員、前津部会長より、「非認知能力」の説明について追記したほうよいとの意見が

ございましたので、御意見のとおり追記したいと考えております。 

 ２番を御覧ください。 

 翁長委員より、学力向上に関する委員会に関して外部委員の登用の状況について御質問

がございましたので、状況を記載しております。 

 説明は以上でございます。審議をよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 島袋委員、よろしいでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 はい。 

【前津部会長】 

 ありがとうございます。 
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 翁長委員、今の説明でいかがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 はい。説明で大丈夫です。 

【前津部会長】  

 それでオーケーですね。 

【翁長専門委員】  

 はい。  

【前津部会長】  

 それでは、資料１については確認したことにいたします。 

 続きまして、第３回の検討テーマであります生涯学習、文化財等、前回までの検討事項

について、委員から事前に提出された意見と、前回から持ち越した修正や他部会からの申

送りを一覧にした資料を配付しております。 

 ある程度まとめて事務局の説明を受け、審議していきたいと思いますので、事務局から

御説明をお願いしたいと思います。 

(2)調査審議(検討テーマ：生涯学習、文化財等) 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 引き続き、資料２を御説明させていただきます。資料２の新たな振興計画(素案)、もし

くは参考資料２の新たな振興計画(素案)【抜粋版】のどちらかを御準備いただけますでし

ょうか。 

 先ほど部会長から説明ございましたが、資料２は委員から提出いただいた新たな振興計

画(素案)の文書修正についての意見を一覧にしたものでございます。委員意見の右端には

事務局の考え等が記載されておりますので、参考意見として御審議していただければと思

います。意見が多いため、数回に分けて審議したいと思います。まずは１番から11番まで

説明後、御審議お願いいたします。 

 １番、素案44ページの18行目を御覧ください。 

 文化観光スポーツ部会の倉科委員より、移民関係歴史資料の保存について追記してほし

いとの意見がございます。 

 所管である文化観光スポーツ部からは、別箇所に記載があるため原文どおりとさせてい

ただきたいとの考え方が示されております。 

 ２番、素案158ページの10行目を御覧ください。 
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 仲村副部会長より文言の修正について意見がございますので、委員意見を踏まえ修正し

たいと考えております。 

 ３番、同じく素案158ページの13行目を御覧ください。 

 仲村副部会長より、図書館未設置町村への支援について追記の意見がございます。 

 今後、詳細な文章の修正を行う際にどのように修正できるか、事務局として検討してい

きたいと考えており、現時点では原文どおりとさせていただきたいと考えております。 

 ４番、同じく素案158ページの16行目を御覧ください。 

 仲村副部会長より、「社会教育主事」という語句の追記について意見がございます。 

 事務局としましては、「社会教育指導者」につきましては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、原文のままとさせていただきたいと考

えております。 

 ５番、素案158ページの33行目を御覧ください。 

 大庭専門委員より、家庭教育機能の広報活動の方法について御質問がございます。 

 事務局としましては、家庭教育支援アドバイザーの活用やプログラム参加者のアウトプ

ットとして広報されるものと考えております。 

 ６番、同じく素案158ページの30行目を御覧ください。 

 大城委員より、学校、地域社会、家庭の語句に「幼児・保育施設」の語句の追記につい

て御意見がございます。 

 事務局としましては、現在の家庭教育支援のプログラムにおいて保育園、幼稚園、認定

こども園にも活用されているものと考えております。 

 次のページをお開きください。 

 ７番、同じく素案158ページの９行目を御覧ください。 

 喜屋武委員より、スマート社会に対応した体験学習の語句の追記について御意見がござ

います。 

 事務局としましては、「多様な学習機会」の創出にはスマート社会に対応した体験学習に

ついても包含されているものと考えております。 

 ８番、同じく素案158ページの29行目を御覧ください。 

 翁長委員より、子供の規範意識は生きる力の基礎的な資質ではないため、削除すべきと

の意見がございます。 

 事務局としましては、委員意見のとおり修正したいと考えております。 
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 ９番と10番、同じく素案158ページの29行目と31行目について、翁長委員より語句の誤謬

について御意見がございますので、御指摘のとおり修正いたします。 

 11番、素案159ページの５行目を御覧ください。 

 喜屋武委員より、児童委員・民生委員の語句の追記について御意見がございますが、事

務局としましては、他箇所に記載があるため原文どおりとさせていただきたいと考えてお

ります。  

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】  

 それでは、仲村副部会長、２番については修正ということですので、よろしいですね。 

 ３番ですが、こちらは検討させていただきたいということですので、よろしいですか。 

【仲村副部会長】  

 声が聞きづらくて、部会長もう少し大きい声でお願いします。 

【前津部会長】  

 分かりました。２番は修正ということですので、よろしいですね。 

【仲村副部会長】 

 はい。オーケーです。 

【前津部会長】 

 ３については、検討させてくださいということですので、持ち越しでよろしいですか。 

【仲村副部会長】 

 ３については、私の記憶では、まだ15町村が図書館が設置されていないと思います。多

分、体力的に設置できない町村が多いと思いますので、その辺を行政として補助できるか、

サポートですね。そういうのも含めてぜひ検討していただきたい。 

 まず子供たちが不公平感、不利益が出ないようにいろいろな手立てを講じているようで

すので、その辺でしっかりやっていただきたいと思います。以上です。 

【前津部会長】 

 では、事務局は今の仲村副部会長の御意見も踏まえた上で、もう一度検討していただく

ということでお願いしたいと思います。 

 ４番ですが、これは多様な人材も含めた表現になっているということですので、原文の

ままとさせていただきたいということですが。 

【仲村副部会長】 
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 了解です。 

【前津部会長】 

 大城委員、６番の点につきまして先ほど説明がありましたが、いかがでしょうか。事務

局の考え方について、何か御意見がありますか。 

【大城専門委員】 

 事務局の考え方に示されているように、既に幼児教育・保育施設の現場でも活用されて

いると思いますので、しっかりこれを明記していただきたいというのが私の意見です。学

校というものの中に保育所や幼稚園、こども園が含まれていない。幼稚園は一部含まれる

と思いますが。 

 ですから、それをしっかり明記することで県民に対して幼児教育・保育施設でもそうい

う家庭教育に関しては、ちゃんと連携してプログラムを行っていますというのを示してい

ただくことによって、子育て支援の拠点としてそういう現場がしっかり動いていますとい

うことをお知らせする。そういうことが、保育士や幼稚園教諭の待遇面にもつながってい

くと思いますし、そういう面でもしっかり明記をしていただきたいというのが、私の意見

です。お願いします。 

【前津部会長】 

 ６番の点については、やはり明記が必要ではないかという御意見ですが、事務局で何か

ありましたら。 

【事務局 大宜見生涯学習振興課長】 

 生涯学習振興課課長の大宜見と申します。 

 プログラムは、確かに幼稚園とそれ以外の施設でもプログラムを実施させていただいて

いますが、明記するかどうかは持ち帰ってもう一度検討ということで。 

【大城専門委員】 

 少し課長の声が聞こえづらいです。 

【事務局 大宜見生涯学習振興課長】 

 今プログラムの活用は進んでいると思うのですが、素案に明記する必要があるのではな

いかということですので、持ち帰ってほかとも調整しながら、再度検討したいと思います

ので、よろしいでしょうか。 

【大城専門委員】 

 はい。よろしくお願いします。 
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【前津部会長】 

 それでは喜屋武委員、７番につきまして「多様な学習機会」の中に含まれている。との

ことですが。 

【喜屋武専門委員】 

 分かりました。ありがとうございます。事務局案で大丈夫です。 

【前津部会長】 

 翁長委員、８番について。 

【翁長専門委員】 

 御修正の御提案で大丈夫だと思います。 

【前津部会長】 

 よろしいですね。それから、９番、10番も修正するということです。 

 11番の喜屋武委員、原文のとおりということですが、いかがですか。 

【喜屋武専門委員】 

 そちらも事務局案で大丈夫です。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それでは、12番から16番まで、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 御説明いたします。12番から16番まで、これは学力向上等に関することになりますが、

引き続きキャリア教育と学力については細かく切って議論していただきたいと考えており

ます。 

 12番から15番を御覧ください。先ほど申しました学力についてまとめてございます。12

番はリード文の修正案を、以下13番から15番まで小学校から中学校、高等学校の学力向上

対策について委員意見を踏まえた修正案を記載してございます。まとめて御確認して審議

をよろしくお願いいたします。 

 16番、素案162ページの28行目を御覧ください。 

 仲村副部会長より、教師の在り方や教師像の追記について御意見がございました。 

 事務局としましては、今年度改訂を行う教育振興基本計画等での記載を検討してまいり

たいと考えておりまして、当該箇所には教職員の人権意識についての記載を追記したいと

考えております。 

 説明は以上でございます。審議をよろしくお願いいたします。 
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【前津部会長】 

 12番から16番まで説明がありましたが、島袋委員、12番はいかがでしょうか。こういう

形で修正したいということです。 

【島袋専門委員】 

 私の指摘の視点は、もう少し育てるところですね。いわゆる教育のプロセスですよね。

そこをもっと強調するような形にできないのかなということでしたが、確かに前に比べて

「主体的・対話的で」という形でできているのですが、それで具体的に学校教育がどうい

う形に変わっていくのかというのが見えづらいというか、この辺の問題ですね。 

 教えるというのは子供たちからすると、どちらかというと覚える。覚えて来週のテスト

に備えるみたいな学びになって非常に受け身的な学びですよ。そうではなくて、子供が受

け身ではなくて学びに向かっていくような姿。これを私は子供を育てるという言葉で表現

したわけです。この辺ですが、いかがでしょうか。 

【前津部会長】 

 ただいま島袋委員から、子供たちが学びに向かおうとするプロセスが分かるような形で

という提案がありましたが、事務局から何かありましたらお願いします。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 ありがとうございます。義務教育課長の目取真と言います。 

 御指摘のとおり、子供たちに先生方が教えるという感が今までもかなり強かったという

のが課題としてはあって、今後はどちらかというと子供たちが自ら学ぶ、または学び方を

学んでいくというプロセスも非常に重要だと考えております。文部科学省もそのことを「主

体的・対話的で深い学び」と表現していて、確かに少し抽象的で分かりにくい部分はある

と思います。 

 ただ、子供たちが日々の授業の中でも探求していく意識、それから「個別最適」という

言葉が近頃かなり多用されております。これは各々が出されたテーマや課題に応じて、そ

れぞれの興味・関心や、また深く学んでいきたい内容について、各々が独自に勉強を進め

ていけるような態勢を整えていこうという考え方の下に立っております。 

 それから、こちらには表記はございませんが、沖縄県のキャリア教育の基本方針におい

ては、授業だけではなくて家庭、学校外での学習についても自分の学習の課題に応じて計

画的に取り組んでいくという姿勢を、今後強調していきたいと考えております。 

 もしこの表記のままでも、そういった教えるという感覚が強いという部分がありました
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ら、また再度検討させていただけたらと考えています。以上です。 

【前津部会長】  

 島袋委員、今の説明でいかがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 この辺の表現が非常に難しい部分だと思いますので、今のところ…。よろしいです。 

【前津部会長】 

 では、先ほどの島袋委員の御意見をもう一度検討していただいて、これにまた修正が加

えることができるかどうか、少し検討していただきたいと思います。 

 13番は島袋委員、いかがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 指摘の大きな狙いは、やはり中学校、高校ですよ。中学校、高校に行きますと、小学校

に比べて教えるという形が強すぎるわけですよ。学校で先生が教えて、どちらかというと

そこで終わってしまって、それを受けて子供が自分で学んでいくという形が非常に弱いで

すね。 

 小学生は先生の思い、情熱で学びに向かうことはできますが、中学校、高校まで行きま

すと、今度はそれに代わって、自分の将来の目標というものが子供の学びを引っ張ってい

くということです。実は、この辺のことを考えてもらいたかったというのが質問の趣旨で

した。 

【前津部会長】 

 確かに今、島袋委員が御指摘いただいたように、前回の意見でも小中校について違いが

あるわけだから、そこのところを踏まえてとなっております。小学校については書いてあ

りますが、中学校、高校についてもということですよね。 

【島袋専門委員】 

 (うなずく) 

【前津部会長】 

 それぞれの課題というのが違うのではないでしょうかという指摘かと思いますが、事務

局で何かありましたら。 

【事務局 玉城県立学校教育課長】  

 県立学校教育課長の玉城でございます。よろしくお願いします。 

 委員の御指摘の高校における学び方ですが、おっしゃるとおり学習指導要領が令和２年
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度から始まりまして、その中でも先ほど義務課長が申したとおり、探求的な活動、自ら課

題を見つけて課題解決方法を学んでいくというのは非常に重要になってくると。かなり主

体性を重視した、学ぶプロセスを重視した学習指導要領の内容になっております。 

 前に指摘された、高校における学力向上のところの基礎学力的な部分を確かな学力に置

き変えるような、前津部会長からも指摘があったのですが、それと連動して我々としては

「主体的・対話的で深い学びを実現」と「確かな学力」を網羅した形と修正させていただ

いたのですが、今の御指摘を踏まえて、そういったプロセスをしっかり学ぶような表現が

できるかどうか、少し検討させていただきたいと思います。 

【前津部会長】 

 中学校はよろしいですか。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 引き続き中学校ですが、確かにおっしゃるとおり、小学校と中学校は子供たちの学力向

上に対する対応も児童生徒自身の取組状況も違ってくると思います。 

 そこで、素案161ページの②中学校における学力向上の推進の中には、最後の33行に「生

徒の学習に対する目的意識の醸成と」という言葉を入れてあったり、162ページの１行目「学

びの過程を重視し、自分の良さや可能性を認識できる」という文面に関しましては、どち

らかというと子供たちが自分の学びをモニターして、客観的に自分の学びを捉えながら、

次の学びを修正したり発展させていくというような意味合いもございまして、委員おっし

ゃるような目的意識を持ちながら、自分自身で学びを獲得していくというような意味合い

がそこには含まれているところでございます。 

 御指摘の部分に関しましては非常に大切な部分でありますので、この表現の中でさらに

どこか文面を修正して、そのような内容になっていくのであれば、また検討させていただ

きたいと思っております。 

【前津部会長】 

 島袋委員、それでよろしいでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 はい。 

【前津部会長】 

 それではまた引き続き、検討をお願いしたいと思います。 

 14番の翁長委員、このような形で修正したいということですが、いかがでしょうか。 
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【翁長専門委員】 

 ありがとうございます。大丈夫かと思います。子供たちの学ぶ目的みたいなところの醸

成と、前に書かれた文章との整合性みたいなものが合うかどうかというところは少し疑問

があったので書かせていただきましたが、修正案で大丈夫かなと思っています。 

【前津部会長】 

 では、そこは以下のように修正ということでお願いしたいと思います。 

 15番は前回、私が指摘したものですが、こういう形で変わっておりますし、基礎的とい

う表現の部分に追記があり、大きく変わっていると思っていますので了解いたします。 

 それから16番の仲村副部会長、こちらはこういう追記でよろしいでしょうか。 

【仲村副部会長】 

 教育振興基本計画の中でも反映するという御回答ですので、それでよろしいかと思いま

す。 

【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局から17番以降の説明をお願いします。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 17番から23番で御説明、御審議願います。 

 17番から23番は、多くの意見がございましたキャリア教育についてまとめております。

委員意見を踏まえ、事務局の修正案を記載しておりますので御確認お願いいたします。素

案の対応箇所につきましては、164ページの７行目から165ページの４行目まででございま

す。 

 説明は以上でございます。審議をよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】 

 これは多くが翁長委員からの御指摘ですが、17番、18番です。 

【翁長専門委員】 

 修正案で大丈夫かと思います。 

【前津部会長】 

 よろしいですか。 

【翁長専門委員】 

 はい。 
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【前津部会長】 

 喜屋武委員の御指摘もここにありますので、喜屋武委員はいかがですか。 

【喜屋武専門委員】 

 職業教育の部分は理解はしているのですが、今回、私が伝えたかったのは、もう少し職

業もそうですが、産業教育的な視点も高等教育だけに入れるのではなくて、義務教育から

考えてほしいということで趣旨は入れさせていただきました。ここはそのように訂正さ

れ・・・「基礎的・汎用的の話にまた戻ってきてはいるのですが、そこはどのようにお考え

か教えていただければと思います。 

【前津部会長】 

 事務局から、今の喜屋武委員の御指摘の点について。 

 義務教育からの産業教育という趣旨をどこかに明記してほしいということでしたよね。 

【喜屋武専門委員】 

 はい。そうです。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 義務教育課です。御指摘のとおり学習指導要領の中では、義務教育段階からの産業教育

ということも示されているというか、意味が出されていると考えております。 

 ただ、私たちとしましては、「産業教育」という具体的な文言をできるだけ使わないよう

に、やはり小学校の段階では将来の夢や職業に向けての希望など、そういうことを通しな

がら、まずは社会とつながっていくということを意識してもらいながら、でも、なおかつ、

実際の学校の中においては産業教育的な内容はなされていると今捉えていますので、この

辺は今の私たちが示した文言で、どうにか対応が可能なのかなと考えてのこういった提案

でございます。以上です。 

【前津部会長】 

 いかがですか。 

【喜屋武専門委員】 

 分かりました。今、現場では実際されていることも理解していますが、これからの時代

はもう一歩踏み込んだ形の内容でもいいのかなと思いましたが、事務局案で進めていただ

ければと思います。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 20番についてはいかがですか。 
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【喜屋武専門委員】 

 20番に関しては、ここももう少し具体的に小中高、高等教育との連携、大学も含めてで

すが、そこら辺は明記するのは難しいですか。 

【前津部会長】 

 事務局、いかがですか。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 総務課の当真でございます。 

 全体的に網羅するというところでリード文に記載させていただいております。将来、ま

た具体的な方法でいうと前回申しましたが、高大連携ですね。高校の学力向上のところに

ございますが、「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」高大連携で行

うということで、取組の中でキャリアの視点が入れられているものと考えております。以

上でございます。 

【喜屋武専門委員】 

 分かりました。ありがとうございます。 

 あと、ここ翁長委員も同じような意見だと思うので、翁長委員にお任せします。 

【前津部会長】 

 翁長委員、いかがですか。 

【翁長専門委員】 

 ありがとうございます。どう記載したらというところが、なかなか私も浮かばないので

すが、ただ、やはり全体的な計画を見ていると、小中と高校と高等教育というところが少

し分断されているような形で見えてしまうなというのが全体的なイメージでして、今後こ

の接続というところは非常に重要になってくると思いますので、どのような形で高等教育

からの逆算というか連携、連携というよりも接続ですね。接続のところの視点をもう少し

入れ込む必要があるのではないかなというのは、御回答いただいたものを見ても改めて思

うところです。 

【前津部会長】 

 今の翁長委員の指摘について、事務局何かありましたら。 

【事務局 玉城県立学校教育課長】  

 県立学校教育課長の玉城です。 

 キャリアパスポートの部分で、去年から始まったことをしっかり明記して、小中校をこ
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のキャリアパスポートにつないでいきたいという部分と、当然、今後は高校と専門高校、

あるいは大学の接続を国もかなり力を入れてくるというところで、我々としましても別の

箇所でありますが、そこでしっかり明記していくと考えております。 

【前津部会長】 

 翁長委員、今の説明でいかがでしょうか。 

【翁長専門委員】 

 今、キャリア教育の考え方というか、地方創生であったり、その地域の中でどういう人

材を育成していくかということに関しては、もう学校教育だけで定めていくというところ

では今後なくなっていくかと思っておりますので、ぜひ沖縄県でどういう人材を育成して

いくのかというところから逆算した形の接続の設定が見えていくといいなと思いますので、

ぜひ協議であったり検討の際にそこを含めていただければいいかなと思います。 

【前津部会長】 

 喜屋武委員は何かございますか。 

【喜屋武専門委員】 

 私も同じような感じで、今回の基本施策の中には明記するのは難しいということではあ

りますが、長期的にこれから先10年と考えたときに、本当はもう少し踏み込んだ表現をす

べきだと思っています。 

 そこを今、事務局の御説明だと、どうしても今やっていることからできることというよ

うな考えなので、ＳＤＧｓでいうバックキャスティングというか、なりたい未来、するべ

き未来というところで、今やれるかどうかは分からないけど、施策は少し高めに設定する

など踏み込んだ表現にするというところを、子供たちにもこれから伝えていく側の私たち

なので、ぜひ施策もそのようにこれからの教育に近い形でしていただけるとうれしいなと

思います。以上です。 

【前津部会長】 

 ありがとうございます。先ほどの翁長委員のどういう人材を育てたいのかという大きな

ところを踏まえた上で下ろしていくという考え方は非常に重要だと思います。 

 沖縄県がどういう人材育成を目指すのか、議論できる場があるかどうか分かりませんが、

そのあたりを意識しつつ、それぞれの関連部署でつなげていくことが必要かなと、今お二

人の話を聞いていて感じました。 

 事務局から何かありましたら。 
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【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 ありがとうございます。未来を見通した施策ということで、我々も検討しなければなら

ない部分も多々あろうかと思います。例えば前回、議論があった地域連携プラットフォー

ムとか、そういった議論が始まっていく中で人材育成の形もまた見えてくるものもあるか

と思いますので、また計画の見直し等も今後ありますので、そういったときにも再度検討

できるのかなと思っております。以上でございます。 

【前津部会長】 

 今の説明でよろしいでしょうか。 

【喜屋武専門委員】 

 はい。 

【前津部会長】 

 翁長委員、オーケーですね。 

【翁長専門委員】 

 はい。 

【前津部会長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、引き続き説明をお願いします。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 では、引き続き24番から38番まで御説明いたします。 

 24番、素案167ページの５行目を御覧ください。 

 文化観光スポーツ部会の東委員より、留学研修先の地域の記載について修正意見がござ

いますので、事務局としましては御意見のとおり修正したいと考えております。 

 資料２の５ページをお開きください。 

 25番、素案167ページの12行目を御覧ください。 

 同じく東委員より、ＪＩＣＡの本質的な業務である自然科学に関する記載に修正したほ

うよいという意見がございますが、事務局としましては、当該箇所は国際交流に関する記

載箇所であり、自然科学に関する記載は別にもあることから原文どおりとさせていただき

たいと考えております。 

 26番、素案167ページの15行目を御覧ください。 

 同じく東委員より、国際交流に関する記載について修正意見がございます。事務局とし
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ましては、委員意見を踏まえ修正したいと考えております。 

 27番、素案167ページの19行目を御覧ください。 

 翁長委員より、多様な能力がＩＣＴ教育と科学・理科教育のみでよいのかという指摘が

ございますので、事務局としましては、当該施策展開の名称を「Society5.0に対応する教

育の推進」と修正したいと考えております。 

 28番、素案168ページの29行目を御覧ください。 

 金城委員より、「自ら」という語句が何を意味するのか不明瞭であるとの御意見がござい

ますので、「高等教育機関」という語句を追記したいと考えております。 

 29番、素案169ページの29行目を御覧ください。 

 金城委員より、「適切な職業」という語句の修正意見がございますので、御意見のとおり

修正したいと考えております。 

 30番、素案175ページの18行目を御覧ください。 

 金城委員より、語句の誤謬について御指摘がございますので修正したいと考えておりま

す。 

 資料２の６ページをお開きください。 

 31番、素案170ページの27行目を御覧ください。 

 総合部会の渕辺委員より、リカレント教育に関して「貧困の連鎖」を断ち切るというメ

ッセージ性の追記について御意見がございます。 

 産業振興部会の審議において、リカレント教育については様々な人々が対象となること

から、原文どおりとして取り扱いたいとされております。 

 資料２の７ページをお開きください。 

 32番、素案169ページの16行目を御覧ください。 

 産業振興部会の本村委員より、人材育成に関する組織の新設等について御意見がござい

ます。 

 事務局としましては、各分野の情報共有を図り、適切に対応してまいりたいと考えてお

ります。 

 33番から35番を御覧ください。 

 仲村副部会長より、保育、福祉、農林の業種に関して行政と連携した担い手育成につい

て追記意見がございます。 

 素案165ページの17行目を御覧ください。 



 18 

 こちらは前回修正した部分でございますが、追加修正しまして、「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」という形で、産業界

全般に絡む箇所ですので、こちらを修正することにより対応したいと考えております。  

 資料２の８ページをお開きください。 

 36番を御覧ください。前津部会長から意見がございます。 

 206ページの33行目からの圏域別計画になりますが、高校のない離島はそれぞれの圏域に

あることから、表現を統一したほうがいいとの意見がございましたので、御意見のとおり

修正したいと考えております。 

 37番、38番につきましては、第４回に審議予定となっております。 

 説明は以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。 

【前津部会長】 

 24番は修正ということです。東委員から、24番、25番、26番の御意見がありまして、ほ

かの部署にもあるので原案のとおりとか、そういう説明がありました。 

 27番につきまして翁長委員、こういう形で修正したいということですが、いかがですか。 

【翁長専門委員】 

 はい。大丈夫かと思います。 

【前津部会長】 

 では、このように修正ということですね。 

 次に金城委員、28番、29番、30番につきまして説明がありましたが、いかがでしょうか。 

【金城専門委員】 

 大丈夫です。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 では、こういう形で修正ということですね。 

 次に渕辺さんのものにつきましては、原文のとおりということです。 

 32番の本村委員の意見につきまして、ここは申し送りということでしたか？ 

【事務局 寺本副参事(企画調整課)】 

 企画調整課の寺本と申します。よろしくお願いします。 

 本村先生からは、人材育成に関して総合的に皆さんでもってしっかりと取組の検証を行

っていくような組織の立上げ、また、情報共有を図るような組織の立上げが必要ではない

かという御意見だと思っております。 
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 我々もいろいろな人材育成、相当多岐にわたります。人材育成というのは単純に育成す

るだけではなくて、その取り巻く環境含めた総合的な評価が必要になると思っておりまし

て、それを個別に全員が集まって全てについて評価するというのはなかなか困難だろうと

思っております。そのため我々自身は各部局において、それぞれ取組についてその分野ご

とにその状況、取り巻く環境も含めつつ評価をさせていただいているのが現状でございま

す。まずはそこをしっかりやらせていただいた上で、ただ、やはりこういった取組という

のはその分野だけではなされるものではないものと考えておりますので、今後検討されま

すプラットフォームの中で関係者間で実際に今どういう状況にあるかを、その中でしっか

り情報共有を図りながら進めていければなということでの回答とさせていただいていると

ころでございます。 

【前津部会長】 

 分かりました。これは本村委員にはそういう形で伝えていただきたいと思います。 

 33番から35番は仲村副部会長ですが、いかがでしょうか。 

【仲村副部会長】 

 事務局案のとおり了解です。 

【前津部会長】 

 では、追加修正ということでお願いしたいと思います。 

 それから36番は私で、修正ということでオーケーです。 

 37番、38番については第４回会議でということですが、金城委員、そういう扱いでよろ

しいでしょうか。 

【金城専門委員】 

 はい。大丈夫です。よろしくお願いします。 

【前津部会長】 

 それでは、今の資料２につきましては全て確認しております。もう一度検討する部分も

ありますが、それは各部署で検討をお願いしたいと思います。  

【嘉納専門委員】 

 部会長、１点確認がありますが、よろしいでしょうか。 

【前津部会長】 

 はい。どうぞ。 

【嘉納専門委員】 
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 15番の前津部会長からの質問に関わるところですが、県の高等学校でも「学習支援員等

の活用などによる」と書いておりますが、基本的に学習支援員というのは配置されている

のは小学校を中心として義務教育だと思いますが、高等学校にも学習支援員という配置が

今現在なされているのか、これから配置する予定なのか確認をお願いしたいと思います。 

【前津部会長】 

 お願いします。 

【事務局 玉城県立学校教育課長】  

 おっしゃるとおり学習支援員については、現在は高等学校では配置されておりません。

特別支援教育に係る支援員については配置されておりますが、前回の会議でも申し上げた

とおり、高等学校においても基礎学力の定着をしっかり図る必要性から、今後、学習支援

員の配置はしっかりできたらというところで書かせていただきました。 

【嘉納専門委員】 

 了解しました。 

【前津部会長】 

 嘉納委員、御指摘ありがとうございました。 

 ほかに今の資料につきまして、翁長委員どうぞ。 

【翁長専門委員】 

 今日、資料を読み込む時間がなくて、読み落としたところを２つ追加させてください。 

 資料１で、冒頭で評価の第三者委員云々というところです。御提案どおりということで

あったのですが、ここは少し気になっているのは、前回申し上げたのですが、一昨年度出

されていた点検・検証というような段階での学力の評価・分析のところが、本当に専門家

や有識者の分析だったのかどうかというのが、私としては？の部分が多かったというのが、

まず１つございます。 

 というのは、１つ記憶に残っているのは、中学校の学力が今ひとつ小学校より伸びが少

ないところの分析だったかと思いますが、中学校は教科担当制に変わるので、そのあたり

できめ細かいケアができてなかったのではないかという分析があったかと思います。ただ、

これに関しては全国どこでも同じような状況で、それが沖縄の学力が上がってないという

分析には当たらないのではないかということも含めて、この学力の面に関しては先ほどの

大学からの接続というところも含めて、どういう目標設定で、それに対してどういう評価

をしていくかということは、総合的な視点を持って評価設定と分析をしていかないといけ
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ないところなのかなと思うので、ここはもし何らか今後考える可能性があるとしたら入れ

込んでいただけたらと思っております。 

 もう１点は、資料２の18番の「教育活動全体を通して」と、そこに詳細説明があったと

いうことで御提案させていただきました。ここは教科活動全体を通してというところが重

要なポイントに今後もなってくるだろうというところで、例えば「教科活動等を含む」と

いうようなことであったり、その前にこの「教育活動全体」がどういうことを指すのかと

いうことを少し何々、何々等を含むというような形で、教科の中でもキャリア教育的な視

点を含んでいくであったり、そういうことで明記しないと、まだまだ認知されていない、

周知されていないところかと思うので、それの追加はぜひお願いしたいと思います。 

 加えて言うと、まだまだインターンシップや職場体験、最近出てきたキャリアパスポー

ト、こういう取組をやっていればキャリア教育はできていると捉えられてしまうと、そこ

は非常に不十分だと思いますので、そうとられないような表現にぜひしていただければと

思います。さかのぼって申し訳なかったですが、よろしくお願いします。 

【前津部会長】 

 今、翁長委員から資料１の２番に関連して、過去の分析についてそれは適切だったのだ

ろうかという指摘があったかと思いますが。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 義務教育課長の目取真です。 

 御指摘の学力の評価で分析等に専門家を入れたほうがよいのではないか。私たちもでき

る限り私たち教育委員会内だけではなくて、外部の人材、それから専門家なりの意見を聞

きながら分析等を進めていきたいと考えております。 

 今現在、本文にも書いてございますが、学力向上推進本部会議という中に大学の先生、

今後ＰＴＡの担当の方も入れていこうかと考えているところでありますが、専門家を入れ

るという文言をここの中に入れなくても、今後そういう方向に私たち努力していきたいと。

第三者の分析等も伺いながらやっていく方向で考えていけたらと考えております。 

 御指摘のとおり中学校に関しましては、なかなか適切な分析が私たちもできていないと

ころもございますので、今後そういった外部の意見も取り入れながら進めていきたいとい

うところでお願いしたいというところでございます。 

 あともう１つ、キャリア教育で教育活動全体を通してということで、御指摘のとおりキ

ャリア教育が職場体験、そういったことをやればキャリア教育ではないかということは学
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習指導要領、文部科学省でも課題であると指摘がございます。 

 私たちも昨年度から、沖縄県のキャリア教育の基本方針の中で教育活動全体、具体的に

言いますと、教科横断的にそのキャリア教育を意識した、またはその内容を取り込みなが

ら日々の授業で取り組んでいくべきではないかということで授業の改善案を出しておりま

すので、ここで「キャリア教育の基本方針に基づき」という言葉の中に、そういった全て

を包含していると捉えていただければ考えております。以上です。 

【前津部会長】 

 翁長委員、今の御説明でいかがでしょうか。 

【翁長専門委員】 

 １点目の第三者というところでいうと、結構この分析や調査は専門的な分野にもなって

くるかと思いますので、ぜひどなたを選んでいくかというところは考えていただきながら、

第三者委員会を持っていただけることを願います。 

 本当は「教科等を含む」のところは少しでも入れていただいたほうが、これを見てまた

キャリア教育の推進のところをさかのぼって見る人がどれだけいるかというと、ここで少

し文言を足すことで可能であれば足していただけるといいかと思いますが、もし難しいよ

うでしたら、原案で大丈夫かと思います。以上です。どうもありがとうございます。 

【前津部会長】 

 この点はもう一度少し検討していただいて、もしそれが難しかったらそれでオーケーと

いうことですね。  

【大城専門委員】 

 部会長、１つだけ意見を述べさせてください。 

【前津部会長】 

 はい。どの部分でしょうか。 

【大城専門委員】 

 素案161ページの14行目アの確かな学力を身に付ける学校教育の充実の箇所で、16行目が

「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」の表現があり

ますが、これが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」という表現が

よいのではないかと思いました。 

【前津部会長】 

 なるほど。「習得させ」ではなく、児童生徒一人ひとりが習得するという意味合いではな
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いかということですか。 

【大城専門委員】 

 はい。そうですね。これが多分教えられるということではなくて、学んでいくというと

ころにもつながっていくためには、子供が主人公になっていくという意味ではそういう表

現のほうが適切ではないかなと、今読んで思ったので発言させていただきました。 

【前津部会長】 

 新たな修正意見ですが、事務局お願いします。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 ありがとうございます。確かに先ほどからありますように、教師の側が教えていくとい

う観点から、子供たちが自ら学びを獲得していくという方向に進んでいくことにおいては、

例えば「習得させ」の文言は、確かにこちらから一方的に教えるというイメージがもしか

したらあるかもしれませんので、この辺は学習指導要領や教育基本法等の文言と確認させ

ていただきながら、調整させていただくということでよろしいでしょうか。 

【前津部会長】 

 大城委員、それでよろしいでしょうか。 

【大城専門委員】 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

【前津部会長】 

 ほかになければ、資料２については以上で終えたいと思います。 

 引き続き、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 では、資料３について御説明いたします。資料３と参考資料３の関連体系図(案)を御準

備ください。資料３は、施策にひもづく成果指標に関する委員意見となっております。 

 関連体系図(案)の34ページをお開きください。 

 一番上の基本施策5-(2)「生きる力」を育む学校教育の充実についての主要指標、「将来

の夢や目標を持っている」児童生徒の割合について修正意見が出ておりました。 

 庁内で全国学力・学習状況調査における質問要旨の項目等を精査したところですが、検

討した結果、現行のとおりとさせていただければと考えております。 

 続きまして、下の欄②の成果指標でございます。 

 １番を御覧ください。関連体系図33ページをお開きください。 
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 宮城委員より、施策展開アの施策①多様な学習機会の創出及び提供に係る成果指標であ

る公民館等の利用者延べ人数によって、施策の評価につながるのかという疑義がございま

す。 

 事務局としましては、利用者の定義を明確にし、調査を行うことで評価が可能と考えて

おります。 

 ２番を御覧ください。 

 大庭委員より、同じく関連体系図(案)33ページの施策展開イの施策①つながりが創る豊

かな家庭教育機能の充実に係る成果指標、家庭教育支援アドバイザー数について変更意見

が出ております。 

 事務局としましては、家庭教育支援アドバイザー数は当該指標の成果指標として非常に

重要であると考えており、また、１施策１成果指標というルールもあることから、現行指

標とさせていただきたいと考えております。 

 ３番、関連体系図(案)の34ページをお開きください。 

 中段の施策展開ウの施策②個性を大切にし、個々の能力を伸ばす教育の推進について、

第１回部会で翁長委員より修正意見が出ており、検討した結果、先ほどと同様に現行のと

おりとさせていただきたいと考えております。 

 ４番、５番を御覧ください。 

 翁長委員、島袋委員より、先ほどの施策展開ウの③学校教育におけるキャリア教育の推

進の成果指標について第１回部会で修正意見が出ており、検討した結果、事務局としまし

ては、指標を変更しまして新しい指標として「家で自ら計画を立てて勉強している児童・

生徒の割合」としたいと考えております。 

 次の２～３ページにかけまして、６番から10番まで宮城委員からの意見でございますが、

こちらについては文化観光スポーツ部会に申し送りとさせていただきたいと考えておりま

す。参考に文化観光スポーツ部の意見を掲載してございます。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【前津部会長】 

 関連体系図(案)に対する意見につきまして、まず島袋委員、翁長委員から5-(2)について

ありましたが、現行どおりでお願いしたいということですが、島袋委員、いかがでしょう

か。 

【島袋専門委員】 
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 ありがとうございます。特に強くこだわる気はないのですが、ただ、現行どおりとした

いという結論に至った大きな理由だけ教えていただけますか。 

【前津部会長】 

 事務局、いかがでしょうか。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 全国学力テストの質問紙調査の中で、非常に抽象的な項目の指標であるとは思いますが、

そういった形で客観的なしっかりした調査、項目の中で最も適当であるというところと、

この夢を持っているということが、そういった将来的な全てのものにいい影響が出るので

はないかと。 

 主要施策でございますので、より大きな指標の項目としたいと考えており、こちらを採

用させていただいております。 

【島袋専門委員】 

 実は、私の指摘は、夢を持つだけでは、どうも生きる力の育成にはつながりにくい部分

も大きいと。 

 この間、具体的に例えば私の研究を通して、今まで普通高校生95％ぐらいが大学進学し

たいと言っているのですが、現実的には大学進学率は40％ぐらいですね。この差は余りに

も大きすぎて、将来の夢だけでは指標としては危ういのではないかという考えでこういう

指摘をさせていただいたわけなんですよ。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 ありがとうございます。この主要指標の下には様々な成果指標がぶら下がっておりまし

て、こういった全ての指標、そういったものも総合的に勘案してそういう施策の評価をし

ていくべきだろうと考えておりまして、確かに１つの指標で全てを表すのはなかなか難し

いものでございますから、そういったものをトータルとして考えていただければと思って

おります。 

【前津部会長】 

 よろしいですか。 

【島袋専門委員】 

 分かりました。 

【前津部会長】 

 翁長委員はいかがですか。 
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【翁長専門委員】 

 この指標でその成果が図れるかというと、多分図れないと思いますね。全国学力・学習

状況調査からピックアップするので、そうせざるを得ないという事情は前回から伺って分

かるのですが、そこをどうにかできないのかなというのが先ほどからこの評価にこだわっ

ている理由でもありまして、どうですかね。 

 「これでいいです」と言えないというのが、ただ、事情もあるので「どうですかね」と

いうのが今、私の回答です。すみませんが、ここは「いいです」と言いにくいところかな

と思っています。 

【前津部会長】 

 僕のほうもコメントしづらい部分があります。 

【翁長専門委員】 

 そうですよね。 

【前津部会長】 

 この表現で島袋委員、いかがですか。もう全体として下の記述に入っているというよう

な説明がありましたが。 

 仲村副部会長、御意見ありましたら。 

【仲村副部会長】 

 ただいまの将来の夢や目標を持つという指標ですが、平成19年度の全国学力・学習状況

調査の中で、あるいは筆記テストでは全国最下位であったのですが、生徒の調査において

は将来の夢や目標を持っているのが、小中校の約70％近くで全国一でした。実際に全国平

均を上回っておりましたので、当時関わった自分としては、まだ学力面で劣っているが、

そういう夢や目標というのは沖縄の子供たちは非常に高いと。持っているから、これは我々

が頑張れば、全国平均並みには持っていけるのではないかということで頑張ったわけで、

当時の学力検証改善委員会の委員長が島袋先生にやっていただいて、その中で授業改善と

いうことで教え込むことから子供たちがお互いに学び合うと。子供たちが教え合い、学び

合うような教育に変えていこうという授業改善を、実際この委員会の中で提案していただ

いてできたわけであります。 

 具体的に夢や目標というのは数値化しづらいですが、ただ、夢や目標というのが沖縄県

の子供たちの大きな特徴だと思っているので、今、意見が分かれていますが、それは入れ

ておいてもいいのではないかなと。これに変わる適当なものがあれば変えていいですが、
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今の段階ではそのままでいいのではないかと思っております。以上です。 

【前津部会長】 

 島袋委員、いかがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 ごめんなさい。まだ頭の整理がつかなくて、翁長委員に聞いてもらえますか。 

【前津部会長】 

 翁長委員はいかがですか。今の仲村委員の御意見も踏まえて、ここの部分をどう受け止

めていらっしゃるのか。 

【翁長専門委員】 

 総合的に見てというところはあるかと思いますが、やっぱりキャリア教育に携わってい

きながら、そこに携わる大人が責任を持たないといけないと思っているのは、あまりキャ

リア教育、キャリア教育とすることで、子供たちに性急に夢や目標ということを求めすぎ

ている傾向というのは、すごく危険視しています。 

 夢、目標となると、将来どうなりたい、ああなりたいみたいなことが自分に夢や目標が

ないと駄目なんだということを、逆に刷り込んでしまっているというようなところもあっ

て、キャリア教育の成果というのはそこだけではないと思っております。 

 ただ、我々には見えない全体的な指標で図っていくということであるのであれば、それ

は私はここで全体を見ることができないので、完璧に「オーケーです」とは言えないと思

いますが、その中でも一番近いということであれば、折り合いをつけないといけないとこ

ろでいうと、それでいいのかなと思います。 

【喜屋武専門委員】 

 私も少し意見いいですか。 

【前津部会長】 

 喜屋武委員、どうぞ。 

【喜屋武専門委員】 

 仲村委員、島袋委員、翁長委員の意見も私はどちらも理解していて、学習指導要領の前

文から考えても、教育の目的というのは目標を達成するということが今回前文に書かれて

いるので、持つだけではなくて、達成するために前文の言葉から引用すると、自分の良さ

とか可能性を認識して、他者の価値観をきちんと尊重して、いろいろな人と協働しながら

社会が変わっていくということを乗り越える力を持って自分の人生を切り開いていきまし
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ょう。そして持続可能な社会の担い手としてなるように、我々大人側、教育側は頑張りま

しょう、力を尽くしましょうということなので持つだけでは、これまではよかったかもし

れないですが、やはり踏み込んだ表現として、それを達成するためにどうするべきかとい

うことを島袋委員や翁長委員がおっしゃられていることなのかなと、今、議論を聞いて思

ったので、持つだけが成果指標になるのかどうかというのは、そこはもう一回、学習指導

要領の前文からひもといて御検討いただけたらとは思います。 

【前津部会長】 

 島袋委員、今のよろしいですか。 

【島袋専門委員】 

 (うなずく) 

【前津部会長】 

 今４名の方の発言を聞いているともっともな部分があるかと思いますので、これは持ち

帰って、先ほどの説明でいいのかということも含めて少し検討していただきたいと思いま

す。この指標でいくなら、なぜなのかということについて説明が必要かなと思いますので、

ぜひそこの部分は今の御意見を踏まえて検討していただきたいと思います。 

 次にいってよろしいですか。 

 次は宮城委員、公民館の利用延べ人数等に関しての指摘がありましたが、いかがですか。 

【宮城専門委員】 

 成果指標がこれでいいのかなということで提案させていただきました。多様な学習機会

といったときに、生涯学習の現場として公民館は非常に大きな役割を果たしていると思い

ますが、公民館以外でもいろいろな学びはあるよなということが、まず１点です。 

 実際、公民館の利用人数についてでいうと、こちらでもちらっと書いていますが、公民

館は例えば地域によっては選挙で使われたり、ワクチンの接種会場に使われたりしている

ので、利用人数ということでいったときに、何は含んで何は含まないのかなど、そういっ

たことも明確にしていかないと、数字が測り方によって、年によってむらが出てきて学習

機会の創出、提供に寄与したかどうかが分かりづらくなるなということで、そこは注意し

ていただきたいと。それについてはきちんと測れるように明確に示していきたいという回

答をいただいております。 

 もう１点、利用人数ということでいうと、少し大きなイベント、行事をすると何百名単

位で参加者が来たりしますが、要するに多様な機会をつくったかどうかということで、大



 29 

きなイベントを１つやっただけで人数は増えていきますので、このあたりの落とし穴があ

るということは理解した上で臨んでいく必要があるのかなということで、ここで書かせて

いただきました。 

 事務局の考え方は理解しています。大丈夫です。 

【前津部会長】 

 今の宮城委員の指摘について、何か説明がありますか。 

【事務局 大宜見生涯学習振興課長】 

 生涯学習振興課です。宮城委員のおっしゃっているとおり、いろいろな方が利用される

と思いますので、調査をする際にこちらで注意書きというか、項目を考えて人数、回数を

把握して指標としたいと思っております。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 あと翁長委員から３番、４番、島袋委員は５番で関連しておりますが、何か御意見があ

りましたら。 

 島袋委員、今５番を翁長委員と島袋委員が指摘している部分についての説明についてい

かがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 この意見を出したのは、ここにこそ先ほどの話とつながるのですが、キャリア教育の第

１の目標といいますのは、いわゆる子供たちの将来の育成ですね。だから、それを差し置

いて人の役に立ちたいという対人関係能力が第１にくるのはおかしいと。これが第２にく

るならよく分かるのですが、第１はやはり子供たちの将来の事柄でキャリア教育というも

のを考えていかないと、こういうことなんですが。 

 ここで、だから事務局の考え方として、「自ら計画を立てて勉強している児童・生徒」と

いう話ではないんですよ。あくまでも、ここで先ほどの将来の夢、目標という話をしても

らいたいという趣旨だったのですが。 

【前津部会長】 

 この変更では十分ではないという御意見でしょうか。 

【島袋専門委員】 

 私の意図したこととはそぐわないといいますか、全くそぐわないという話ではなくて、

最終的にはそこに行き着くのですが、人間関係能力がキャリア教育の第１目標ではなくて、

第１目標はあくまでも子供の将来の事柄だという趣旨で意見を述べさせてもらったのです
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が。 

【前津部会長】 

 翁長委員、今の４番の件。 

【翁長専門委員】 

 厳密にではないかもしれないけど、これで手を打つしかないというところでしょうか。

評価に関しては難しいですね。これに関しては、もうこの項目で大丈夫かなと思います。 

【前津部会長】 

 ３番はいかがですか。 

【翁長専門委員】 

 ３番も現行どおりということでしたか。 

【前津部会長】 

 はい。 

【翁長専門委員】 

 多分これも、これ以上にヒットするものがないということですよね。しょうがないかな

と思います。 

【前津部会長】 

 そうすると、③の人の役に立つというところ、島袋委員の御指摘とは少し趣旨が違って

いるということですが。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 お答えしたいと思います。先ほど指摘がございました主要指標の場合に、将来の夢や目

標を持っている児童生徒の割合というところですよね。その部分に関しましては、やはり

夢を持っているだけではという部分もあると思います。 

 それで成果指標については、今現在の沖縄県の子供たちのキャリア発達に係る課題に着

目し、それが私たちとしては年々伸びていける指標であるべきではないかと考えていて、

沖縄の子供たちは夢や目標は持っているのですが、例えばその目標に向けて実際に行動す

る。学校においては行動というのが学習が一番最適な行動だと思いますが、特に家庭学習

に関しましては他府県と比較しても、これ全国学力・学習調査の項目においても弱いです

ので、今後学校での学びや家庭での学び、自分の将来の夢や目標を達成するためには行動

していかないいけないというような、行動に移していける子供たち。そういったことをキ

ャリア発達と捉えていけたらと考えているところです。 



 31 

 それから、自分にはよいところがあるというところの自己肯定感に関しましても、沖縄

の子供たちは全国と比較しても若干低いです。このことに関しまして、やはり行動して、

自分に自信を持ち、自分のよさを知っていく中でこの部分も上がっていくのではないかと

いうところで、今、学力向上の施策の中にも取り入れているところでありますので、この

成果指標に関しましては、ぜひ継続して取り組んでいきながら上げていきたい指標として

私たちは考えているところです。 

【前津部会長】 

 島袋委員、この変更では少し納得がいかない部分があるかと思いますが。 

【島袋専門委員】 

 ごめんなさい。まだ少し腑に落ちないところがありまして、議論がかみ合ってない感が

否めないのですが、私の指摘は、キャリア教育にこだわっているわけですよ。「キャリア教

育」という言葉に。キャリア教育は確かに人間関係を育てることを重視しますが、何でそ

れを重視するかというと、やはり将来の子供たちのキャリアの育成、これを目指している

わけですね。 

 だから、そういった意味で、簡単に言いますと、キャリア教育の２番目の目標がここに

くるのは少し話が違うのではないかと。やはり将来に関する事柄、キャリア形成に関する

事柄をキャリア教育の推進の指標になるのではないかと思っているわけですよ。 

 キャリアは人生のレールですよね。だから、キャリアという言葉はレールを意味するの

であって、ひもといていくと、そこに人間関係の在り方が大事だということは出てきます

けれども、第１は子供たちの将来のキャリアというのがキャリア教育の第一の狙いである

ということだけですが、少し議論が複雑化して、私のほうが分かりづらくなってきている

ところがあります。 

【前津部会長】 

 事務局、今の御意見について。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 委員の意向は私たち十分理解しているつもりです。 

 当然、人のことよりもまずは自己の夢、将来の目標というのが第一にあるべきというと

ころではありますが、繰り返しになりますが、先ほどお話した主要指標の中で将来の夢や

目標を持っているという部分を置いて、私たちとしては成果指標は、もう少し具体的に動

きが見れるような指標にできたらと考えているところでありますので、この辺はどうでし
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ょうか。持ち帰らせていただいて、再度考えるということでよろしいですか。 

【島袋専門委員】 

 一言だけ。この人間関係という指標が、将来のキャリアに関わっているという視点だっ

たらオーケーだと思います。 

 基本的には、もともとはキャリ能力というのは人間関係能力、情報活用能力、将来設計

能力、意思決定能力と、これが基礎的・汎用的能力に変わってきたわけですが、簡単に言

うと、人間関係を通して社会での生き方や将来に関する仕事、そういったものを人間関係

を通して学び、それを基に自分の将来を設計して、そこに向かって学んでいくと。これが

もともとのキャリア教育の始まりの設定だったわけですね。 

 だから、そういうことを考えると、あくまでも最終的には子供がキャリアを形成する、

キャリアを発達させるというのがあって、今説明がありましたけど、人間関係、主要指標

と成果指標の違いだという説明だけでは、今の回答はまだ腑に落ちない部分があります。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 確認だけよろしいですか。 

【前津部会長】 

 はい。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 事務局の案というのは今、「人の役に立つ人間になりたい」というこの指標を。 

【島袋専門委員】 

 変えるということですね。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 家で自ら計画して勉強している児童生徒の割合と変えてはどうかという提案でございま

すが、その部分に関して少し腑に落ちないということの確認でよろしいでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 ごめんなさい。どちらもそぐわないと思います。 

【前津部会長】 

 分かりました。この部分は、先ほど島袋委員が最初のあたりで、ここの変更についても

自分の考えていたことと少し違うという話がありましたので、また課長のほうでももう一

度検討したいということですので、持ち帰っていただいて、別の表現ができるかどうか検

討してみてください。 
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 宮城委員に聞きたいのですが、６番、７番、８番、９番、10番につきましては、文化観

光スポーツ部会へ申し送りということですが、それでよろしいですか。 

【宮城専門委員】 

 それで結構です。申し送ってください。原案のとおりというものはそれでいいのかなと

思ったりするところもありますが、そちらで検討していただく内容だと思いますので、お

願いします。 

【前津部会長】 

 分かりました。 

 金城委員、お願いします。 

【金城専門委員】 

 私から認識不足のところがあるかと思いますが、質問させていただきます。 

 指標について皆さんの御意見をいろいろ伺いながら思ったのですが、これは全部ではな

いと思いますが、主に生徒に対するアンケートを全国的に実施していて、それらの回答を

指標としようとしているところがあって、どれが該当するかというところを持ってきてい

るとどうしてもずれが出てきているところがあるのかという認識ですが、そもそもこのア

ンケートの項目を現状と合ってきていないところがあるから、こういうふうに変えてほし

いという要望を出せたりはできないのでしょうか。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 お答えします。今、全国学力・学習状況調査ということで、国で日本の全ての児童生徒

に学力調査を行っております。その中に、同時に児童生徒にアンケートのようなものを取

っています。将来の夢はありますか、自分のよさを認めていますかなど、50ぐらいのアン

ケート項目がありまして、これは平成19年度からずっと継続されているもので、全国との

比較もできますし、経年変化も分かると。私たちはいろいろなところで活用させていただ

いている質問紙と言っているものですが、そういうものでございます。 

 今後、継続的に変化を見ていくときに、この全国学力・学習状況調査の児童生徒の質問

紙を使用するのは非常に分かりやすいというか、変化の度合いが見れるという意味でいろ

いろなところで活用させていただいております。 

【前津部会長】 

 金城委員、今の説明でいかがでしょうか。 

【金城専門委員】 
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 いや。経年を見たいというのは分かるのですが、やはりずれが出てきているから修正し

てくださいという意見が出ているので、そういう追加なり、もう少し表現を変えるなど、

でも結局はこういうことを聞いているよ、一緒だと。内容が一緒であれば経年変化も見れ

ると思うので、もしそういう意見が挙げられる場があるのであれば、挙げていただくこと

も検討していただきたいということでお願いしたいと思います。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 全国の指標というか、質問項目は統一されたものなので、１県でお願いしたことがすぐ

取り入れられるかどうか分かりませんが、そういう機会がございましたら、沖縄県の課題

に適用できるような質問項目も入れていただけるかどうかを、今後お願いしていきたいと

考えております。 

【金城専門委員】 

 お願いします。 

【前津部会長】 

 資料３についてはよろしいですね。 

 では、次に資料４につきまして事務局からお願いいたします。 

【事務局 当真主幹(総務課教育企画室)】 

 お手元に資料４を御準備ください。資料４は自由意見となっておりますので、委員意見

に関する取組事例等を簡潔に御説明させていただきます。 

 １番を御覧ください。嘉納委員より、各市町村所蔵の収集資料の一元管理及び編さん室

職員の安定的雇用について意見がございますので、御説明いたします。 

 地域で収集した資料は地域の財産であり、地域で活用していただきたいと考えておりま

す。また、編さん室職員の安定的雇用は住民サービスの向上にもつながるものと考えてお

ります。 

 ２番を御覧ください。嘉納委員より、夜間中学の状況について御質問がございますので、

御説明いたします。 

 県教育委員会では、公立中学校夜間学級等設置検討委員会を平成29年度から開催し、ニ

ーズ調査を基に、市町村及び県を設置主体とする複数の案を令和２年１月に取りまとめ、

令和２年２月に市町村に対し設置検討を依頼しております。 

 市町村においては、那覇市のほか、９市町村においても委員会の設置を検討していると

聞いております。また、那覇市では令和２年６月にワーキングチームを立ち上げ、今年度
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も引き続き検討する予定としていることから、県教育委員会としてもその状況を注視して

いるところです。 

 なお、夜間中学の新設準備・運営に関しては、文部科学省による支援制度が設けられて

おり、県教育委員会では随時、那覇市を含め市町村に周知しているところです。 

 ３番を御覧ください。仲村副部会長より故宮博物院にある琉球王朝からの献上品の収集

について御意見がございますので、御説明いたします。 

 県教育委員会としましては、献上した美術品の返還を求めることは困難であると思われ

ますが、今後「里帰り展示」等県民の目に触れる機会の創出について関連部局と連携し、

検討できればと考えております。 

 次のページをおめくりください。 

 ４番を御覧ください。仲村副部会長より、子供たちの放課後の居場所づくりについて御

意見がございますので御説明いたします。 

 県教育委員会としましては、市町村と連携しながら、地域住民や外部人材の協力を得な

がら、子供たちを安全・安心な居場所づくりに取り組んでいきたいと考えております。 

 ５番を御覧ください。小島委員より、各部会での議論を取りまとめ、沖縄県人材育成計

画(仮称)として取りまとめることや地域連携プラットフォームを計画に活用することにつ

いて御意見がございますので、御説明いたします。 

 人材育成は様々な分野にまたがり、多様な主体が関わることから、これらを総括する計

画の策定に当たっては慎重な議論が必要だと考えております。県としましても、地域連携

プラットフォームを様々な議論を通して進めていく中で、計画の必要性等も含め検討して

まいりたいと考えております。 

 ６番を御覧ください。翁長委員より、地域コーディネーター等の育成について御意見が

ございますので御説明いたします。 

 県教育委員会としましては、地域学校協働活動のコーディネーター等を対象とした研修

会を実施し、育成に取り組むとともに、市町村における積極的な配置を推進していきたい

と考えております。 

 ７番を御覧ください。宮城委員より、コミュニティスクールや地域学校協働活動の記載

について意見がございますので、事務局としましては、どのように修正できるか検討して

いきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 
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【前津部会長】 

 嘉納委員、ただいま１番、２番につきまして説明がありましたが、何か御意見がありま

したらお願いします。 

【嘉納専門委員】 

 １番目の歴史資料の保存・編集・活用について、町村レベルでのいわゆる編さん事業が

終って以降、その資料がなかなか生かしきれない。町村で図書館など整備されているとこ

ろがあれば、それはそれで結構な管理ができますが、そこが十分編さん事業が終ってくる

と、こうした資料をどう活用していくのかが大きな悩みなのですね。そういった点で、県

からも何らかの支援ができないかという１つの疑問で提示しました。 

 それと関わって編さん室の専門職員の件ですが、かなり優秀な論文を書いたり、語学に

堪能な方々が随分と嘱託、もしくは会計年度の１年間の雇用という形で頑張っていらっし

ゃいますが、なかなか不安定な状況に置かれていると。 

 これは、これまでの会議の中で私は話をしましたけれども、いわゆる沖縄県の人材育成

と雇用の場の確保と拡大、これをセットにして考えていくことが非常に重要で、先ほどの

翁長委員の意見の中でも人材育成の件もありましたが、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は当然ですが、どのような人材が今後必要になってくるのかと

いうことを大きな戦略的なものを描かないと、現場ではこういった問題が出ているという

ことを報告したくて、１番目に書きました。 

 ２つ目、夜間中学の件ですが、これは調査と設置検討委員会に私も実際に３か年間関わ

って報告書を出してきました。ニーズはありました。県で実際に調査をしましてニーズが

ありましたが、それが具体的にどういった形で取り扱われているのかということでの質問

でありました。 

 県の教育庁から回答をいただきましたが、報告書の中には夜間中学というものをつくっ

てくださいという提言だけではなくて、様々な学びの場所というものを可能性を否定して

はいないですね。例えば県立高校の中につくっていったり、日本全国、沖縄県もそうです

が、定時制高校の定員割れがひどいですね。 

 ですから、定時制高校の中に併設していったり、あるいは子供の貧困対策事業として展

開しています無料塾、こういったこととの連携・協力、それから学習塾がある面、県から

委託を受けて事業を展開しております。それは義務教育を受けていない方々に対しての事

業ですが、こういう県の事業などで請け負っているところと連携しながら、学習を積み重
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ねていきたい。あるいは不登校だった子供たち、あるいは形式卒業だった青年層、こうし

た方々が学びができる場というものは県内にかなりの数が今生まれておりますので、そう

したところとつなげていく仕組みづくりが必要ではないかということを、あの報告書の中

には書いていますね。 

 ですから、市町村の中で夜間中学をつくってくださいということだけではないので、沖

縄の子供たちの問題として不登校の問題というのは非常に深刻な問題がありますので、こ

うした義務教育を終えていない子供たちの社会的な不利というものが、将来的には非常に

深刻な問題として起こってきますので、そうした子供たちの学びができる、そういった場

を保障していく。 

 そのためには、県として少し音頭を取っていただきたいなということで質問を書きまし

た。一定の回答が出ましたので、私の今の質問もぜひとも今後も検討していただきたいと

思います。以上です。 

【前津部会長】 

 事務局、お願いします。 

【事務局 諸見文化財課長】 

 文化財課です。御意見ありがとうございました。 

 まず１点目が資料保管の話については、これまで市町村からこういうような要望等がご

ざいませんので検討はしておりませんでしたが、このように回答させていただいたのは、

確かに１つにまとめて保管をすることは大事かと思います。しかし、市町村で発掘した資

料というのはやはり地元の財産でありますから、地元の住民の一番近いところにあったほ

うがよいものであろうということで、このように書いております。 

 現在の住民もそうですし、例えば将来、ある市町村の住民の方が自分の市町村で発掘さ

れた資料を見たいというときに、遠くの県の施設ではなくて、地元の図書館なり資料館に

あったほうが便利なのではなかろうかということでこのように書いております。 

 ただ、今、御意見いただきましたので、こういう提言があったということで、何かの機

会を捉えて市町村と協議をしてみたいと考えております。 

 あと１点は人材の件です。専門員の件で、確かに優秀な学生さんが多くいらっしゃると

いうことは承知をしているところであります。県の文化財課史料編集班においても、現在、

専門員と専門員と同等の力量を有する教員が８名ほど正職員としております。そして会計

年度任用職員12名がいて、合計20名で史料編集業務に当たっております。 
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 我々としても正職員の割合を増やしていきたいと考えているところでありますが、現在

行っている新沖縄県史の編さん事業や歴代法案の編さん事業というものについてこの人数

で当たっているところでありますので、やはり職員の人数を増やしていくというのは、行

う事業のかさを増やしていかないといけないということだと思っておりますので、今後さ

らにどういう事業が展開できるかのどうかを検討しながら、専門員の採用の拡大が可能か

どうか検討していきたいと考えております。以上です。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 義務教育課です。夜間中学に関してですが、嘉納先生におかれましてはニーズ調査から

検討委員会に関わっていただき、本当にありがたく思っております。 

 その中の提言等にもありましたとおり、多様な可能性を含めながら考えていく必要があ

るだろうという中において、今、私たちとしては市町村に情報交換を行っているところで

あり、その中でも那覇市が今ワーキングチームを立ち上げると。第三者の意見も聞きなが

ら進んでいるところですが、おっしゃるとおり県内の児童生徒の不登校数はかなり増加の

傾向をたどっておりまして、夜間中学校を含め、子供たちの学びの保障ということが今後

かなりのインパクトというか、私たちがやらなければならない領域として進めていかない

といけないところでございます。これにつきましては、様々な予算の獲得も含め検討して

いるところでございます。 

 今後も動向を見ながら、ぜひ御意見等をいただけたらと考えています。以上です。 

【喜屋武専門委員】 

 前津部会長、私からもいいですか。 

【前津部会長】 

 はい。どうぞ。１番と２番に関してですか。 

【喜屋武専門委員】 

 私は那覇市教育委員をしておりますので、先ほどの御説明の中に那覇市のワーキング会

議の件がありましたので、少し補足をさせていただきたいと思います。報告書もこのよう

にありますので(資料掲示)、御希望であれば取り寄せていただければと思います。 

 先ほど嘉納委員からもありましたように、那覇市のワーキングチームの報告書のまとめ

のところでは、やはり新しく市町村で夜間中学を設置するのは、財政的にも人員確保的に

もかなり厳しいだろうと。県のニーズ調査の中でも那覇市で夜間中学を希望しているのは

10人という数字が出ていて、この10人に対して予算をかけられるのか、もしくは本当はも
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っともっといるのではないかというところで、情報がまだまだ掘り起こしが必要なのでは

ないかということが１つ目の課題としてありました。 

 那覇市としては、令和２年12月に議会で進めるためにワーキングチームをつくりましょ

うということで可決して、今ワーキングチームをつくっていますが、実際、現実的にやれ

るとすれば、分教室や各市町村独自が持っている支援教室を工夫して学びの保障をやって

いこうと、２番目として動きはあります。 

 ３つ目としましては、那覇市は今ワーキングチームをつくったのですが、残りの９市町

村もこれからの動きがあると思いますので、ぜひ県で音頭を取っていただいて、那覇市を

含めた検討している市町村と会議を含めながら、嘉納委員がおっしゃられたように、民間

とか市町村が持っている適応指導教室、様々なところと連携してどうやっていくかという

ことを、次の段階として決まったところで那覇市はもう一歩踏み込んだ施策展開、もしく

はニーズ調査を行っていきたいとなっております。以上です。 

【前津部会長】 

 情報提供ありがとうございます。今のはよろしいですね。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 はい。 

【前津部会長】 

 では、仲村副部会長、３番、４番につきまして。 

【仲村副部会長】 

 ３番、琉球王朝の献上品ですね。朝貢貿易の献上品は多分、中国は返還しないだろうと

は思います。 

 それで、里帰り展示会は可能だろうと思います。平成20年に博物館・美術館の開館１周

年特別展で故宮博物院の里帰り展示をやっております。そのときに１万6,000名ぐらいの県

民が参観をしております。県民も非常に関心を持っておりますので、この際、首里城が修

復されて再建されたとき、そのタイミングを合わせてぜひ里帰り展示も実施をしていただ

きたいと。そういう検討もやってみたらどうかなという提案です。 

 ４番については理解しました。もっと市町村と協力して、子供たちの放課後の居場所づ

くりをしっかりやらないといけないなと感じております。以上です。 

【前津部会長】 

 ありがとうございます。定刻の時間を少し過ぎておりますが、もう少しおつき合いいた
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だきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(了承) 

 それでは小島委員、５番につきましてお願いします。 

【小島委員】 

 ありがとうございます。前回に引き続き、部会に参加させていただいております琉球大

学の小島です。今回のこの件の前に、前回のお礼を一言申し上げたいと思います。 

 前回、審議会の審議事項を共有できるプラットフォームがないことを冒頭で発言させて

いただいたところ、２営業日後に、県の審議状況のまとめのページを御紹介いただきまし

た。もう既にあったのであれば、私がそういうのを存じ上げない中で失礼な発言をしたの

かなと思いましたので、そのおわびというかお礼も兼ねて、最初に申し上げたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 こういうページがあるというのは、琉球大学の委員の中でも共有させていただきました

ので、ほかの部会の審議事項等も確認しながら参画させていただければと思っております。 

 今回の提案につきまして発言させていただきたいと思います。 

 既に内閣府から新たな沖縄振興に関する基本方針も出されておって、それに対する県内

の方々からのコメント等も挙げられております。元になっているのは、国の審議会の調査

審議結果最終報告書ですが、そこにも留意すべき課題の１番目に、教育、人材育成が書か

れていて、今日の部会の議論の中でも義務教育と高校、大学との接続をどうするのか、バ

ックキャスティング的にみんなでどう共有するのか、あと地域にどのような人材が必要か

など、嘉納委員からですか、今いる、すぐいるではなくて、今後どういう人材を戦略的に

考えていくのかみたいな御発言もあったかと思いますが、そういうのを共有する場として

前回も御提案させていただいているプラットフォームが機能するのかなと思っていますし、

ぜひそういった議論を発信するため、また共有するツールとして、こういった計画があっ

てもいいのではないかということで提案させていただいたものです。 

 既にあるものを、既に要望や各部会で議論されているものをがちゃんこするだけ、ホッ

チキスするだけでも人材のニーズが見えてまいりますし、漏れがないか、あと方向性が合

っているか、そういったところの確認もできるかと思います。 

 事務局から書いていただいていますように、多岐にわたるいろいろな主体が関わること

なので慎重に御議論いただくというのも重要だと思いますが、今後いろいろな機関、特に

国も含めて人材育成の事業を検討していく中で、沖縄県としてこういう将来像を描いてい
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ますよというのを発信していく、共有していくのが重要だと思いましたので、計画みたい

なもので取りまとめてみてはどうですかと御提案をさせていただきました。 

 あと、蛇足ですが、ほかの審議会の部会をよくよく見ると、それぞれに関する計画を持

っていらっしゃるんですね。なので、学術・人づくり部会も部会として独立している以上、

計画があってもいいのかなみたいなところも少し感じた次第です。 

 最後は少し蛇足でした。お時間いただきありがとうございました。以上です。 

【前津部会長】 

 どうもありがとうございました。 

 今の小島委員の発言に関して、何かありますか。 

【小島委員】 

 特にコメントは大丈夫です。参考にして、今後の検討に生かしていただければと思いま

す。 

【事務局 古市総務私学課長】 

 小島委員、前回に続き貴重な意見、それから情報をありがとうございます。 

 県としても様々な計画を持っているので、その分野分野で機微な人材育成をされていく

のもひとつ大事だと思いますが、やはり地域連携プラットフォーム含めて、先ほどおっし

ゃった漏れがないか、そういったことも含めて議論するというのは大事なのかなと。そう

いう意味では、議論の発信と共有の場づくりは大事なのかなと考えております。 

 そういうものも含めて、実際総合するような計画がいいのか、それとも全体を束ねる基

本的な考え方、基本方針を定めてそれを横ぐしにしながら、全体を見ていけるようなこと

も今後検討できたらと思いました。どうもありがとうございます。 

【前津部会長】 

 次に６番の翁長委員、積極的な配置を推進したいと答えていますが、この考え方でよろ

しいでしょうか。 

【翁長専門員】 

 今コーディネーター人材のところですね。 

 今、事務局からいただいている取組に関しては承知していますが、地域学校協働活動を

ベースにした地域コーディネーターの皆さんのことをベースに御回答いただいているかと

思いますが、今後、もう少し踏み込んだ育成や人材の登用が必要かなという意味で書かせ

ていただきました。 
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 専門性というところは、コーディネートの専門的な技術であったり、知識であったりと

いうことは割と体系化されていて、それが今、地域コーディネーターの皆さんもちろん頑

張っておられるし、取組が進んできているということはよく分かってはいるのですが、た

だ、今後、先ほどからあったように産業界との連携だったり、地域側のニーズを学校と協

働してどう取り組んでいくのかということ、産業界の課題をどう解決していくかというこ

ともまとまってやっていかないといけないという上では、もう少し踏み込んだ専門性が必

要かと思います。 

 あと登用の意味でいうと、今の地域コーディネーターさんたちの給与面であったりの待

遇ですね。雇用の条件であったり、そういうところももう少しきちんと確保していく。学

校に１人つけるのか、地域に１つそういうコーディネート拠点を設けるのかということも

含めて、踏み込んだ沖縄の施策が必要かなという意味で書かせていただきました。 

【事務局 大宜見生涯学習振興課長】 

 ありがとうございます。コーディネーターは「取り組んでまいります」とはまだ言えま

せんので、どういう方法で県が事業を打てるかというのは今後検討したいと思いますが、

意見として受けていたいということで回答したいと思います。 

【前津部会長】 

 翁長委員、よろしいでしょうか。 

【翁長専門委員】 

 ごめんさない。今のコメントが聞こえなかったのですが、マイクを通しての声が聞きづ

らいです。 

【前津部会長】 

 簡単に一言で。 

【事務局 大宜見生涯学習振興課長】 

 専門のコーディネーターの方を登用していくことは今の段階では答えられませんので、

今後、可能な事業や可能な対応ができるどうかは考えてはいきたいと思います。よろしい

ですか。 

【前津部会長】 

 聞こえましたか。 

【翁長専門委員】 

 はい。さっきよりは聞こえました。ここから10年ということを考えると、先ほどからも
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ありましたが、もう少し教育と地域社会の連携みたいなところは踏み込んでいくかと思い

ますので、その点を踏まえてのコーディネート機能、コーディネート人材のところの育成、

登用はあるべきかなと思います。コメントだけしておきます。以上です。 

【前津部会長】 

 どうもありがとうございました。 

 ７番の宮城委員、検討してまいりたいと考えておりますということですので、それでよ

ろしいでしょうか。 

【宮城専門委員】 

 はい。それで結構です。 

【前津部会長】 

 それでは、以上で本日の審議事項は終了いたしますが、大幅に時間が過ぎてしまって申

し訳ありませんでした。私の不手際でオーバーしてしまい、おわび申し上げます。 

 事務局から何か報告事項等がありましたら、お願いします。 

【事務局 宮里主査(総務課教育企画室)】  

 皆様、本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。 

 今後のスケジュールと次回の開催日程について御連絡いたします。 

 本日の議事内容につきましては、来週中に委員の皆様へ送付し、内容を御確認いただい

た上で、９月中に県ホームページに掲載させていただく予定でありますので、よろしくお

願いいたします。 

 次回の開催日程につきましては、９月６日・月曜日の午前10時から12時まで、会場は今

回同様、八汐荘の屋良ホールを予定しておりますが、緊急事態宣言中でありますので、引

きオンラインでの御出席への御協力をお願いいたします。 

 第４回は、今回持ち越した事項の審議と修正案の取りまとめとなっております。 

 事務局からの報告は以上となります。 

【前津部会長】 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を終えたいと思います。どうもお疲れさまでし

た。長時間ありがとうございました。 

３ 閉  会 


