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令和３年度沖縄県振興審議会 

第４回学術・人づくり部会議事録 

 

１ 日 時 令和３年９月６日(月) 10:00：～11:40 

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 

      ※大庭  憲  一般社団法人沖縄県専修学校各種学校協会会長 

        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 

 

【事務局等】 

  企画部：照屋班長(企画調整課) 

  教育庁：目取真義務教育課長、当真主幹(総務課)、宮里主査(総務課) 

 

１ 開  会  

【事務局 宮里主査(教育庁総務課)】  

 ただいまから沖縄県振興審議会第４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しましたとおり、緊急事態宣言中であります

ので、人流を抑制する観点からオンラインを主体とした部会の開催とさせていただくこと
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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

随時コメントをいただくか、画面に向かって合図をしていただければと思いますので、会

終了までよろしくお願いいたします。 

 事務局の皆様におかれましては、オンライン参加の委員がマイクを通して音声が聞き取

りやすいように、大きな声でゆっくりお話ししていただきますよう御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、お手元の第４回学術・人づくり部会出席者名簿を御確認ください。本日は、

会場とオンラインで、委員の皆様全員に御出席いただいております。 

 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】 

 皆さん、おはようございます。本日もオンラインでの会議となってしまいましたが、ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、議事に入ります。 

 最初に、新たな振興計画(素案)に対する意見につきまして、事務局から説明をお願いい

たします。 

２ 議  事  

(1)新たな振興計画(素案)に対する意見について 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】   

 企画部企画調整課の照屋と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

 審議時間を十分取りますため、私のほうで一括して説明をさせていただきます。お手元

の資料１と送付させていただいております黄色の冊子、新たな振興計画(素案)もしくは参

考資料２の抜粋版を御準備いただけますでしょうか。 

 資料１は、新たな振興計画(素案)の文案修正についての意見を一覧にしたものでござい

ます。第４回部会での取扱いとしておりました金城委員の御意見、基盤整備部会及び産業

振興部会からの申し送りがございます。資料右端に事務局の考え方等を記載しております
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ので、これらも参考に御審議いただければと思います。 

 では、早速でございますが、１番を御覧ください。素案の167ページをお開きください。

23行目を御覧ください。産業振興部会の本村委員より、幼児教育の段階から、遊びを通し

て最先端の研究を伝える仕組みについて御意見がございます。 

 事務局といたしましては、改訂された学習指導要領に沿った指導等により、幼児教育の

充実に努めてまいります。 

 続きまして２番を御覧ください。同じく素案167ページの23行目を御覧ください。産業振

興部会の古波津委員より、子供の頃からのＩＴに興味を持ってもらう環境づくりについて

御意見がございます。 

 事務局といたしましては、ＧＩＧＡスクール構想による学校における１人１台端末の環

境整備及び新学習指導要領によるプログラミング教育等により、情報活用能力の向上及び

ＩＴに興味を持ってもらう環境整備が整っていくものと考えております。 

 続きまして３番を御覧ください。素案の170ページをお開きください。27行目を御覧くだ

さい。基盤整備部会の神谷専門委員より、人材投資による生産性について、リカレント教

育の重要性とそれを行うための大学との連携について追記してはどうか、また行政職員の

リカレント教育も必要であるとの意見がございます。 

 事務局といたしましては、本施策について、産業界と大学等の連携の下、地域の産業界

等のニーズに合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、委員御意見の趣旨は含めれているものと理解しており、原文どお

りとさせていただきたいと考えております。また、行政職員のリカレント教育につきまし

ても、事務局の考え方等の欄に記載してございます。 

 続きまして４番を御覧ください。素案の173ページをお開きください。18行目を御覧くだ

さい。金城委員より、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

度である必要はなく、基本的な知識があれば構想することは可能であるとの修正意見がご

ざいます。 

 事務局といたしましては、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おります。加えて、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と考えておりますので、委員

御指摘の箇所の表現は変えず、素案の174ページ２行目、「②県内企業におけるＩＴリテラ

シーを有する人材の育成」の項目に御意見の趣旨を反映させていきたいと考えております。 
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 続きまして５番を御覧ください。素案の173ページをお開きください。21行目を御覧くだ

さい。金城委員より、４番と関連しまして、幅広い知識と多角的な視点を持つことができ

る人材が高度人材であると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。 

 次に６番を御覧ください。基盤整備部会の古江委員より、ＩＣＴ、情報技術を活用した

多様な学習機会の創出についての検討の必要性について御意見がございます。 

 事務局といたしましては、情報通信環境や情報通信技術の向上に伴い、今後検討する必

要性は高まってくるものと考えております。 

 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】 

 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から修正等につきまして説明がありましたが、金城委員いかがでしょう

か。 

【金城専門委員】 

 素案を読んでいると、私の解釈では、産業のイノベーション創出を担う高度人材と即戦

力となる情報系人材、同じ173ページですが、アで書かれているところの中に、①で情報系

人材の育成というのがあるので、高度な情報系の知識を持つ人材と産業界のイノベーショ

ン創出を担う人材は分けて考えられていて、情報系人材では高度な知識はもちろん必要と

されると思うのですが、産業のイノベーションを担う人材は必ずしも情報系の高度な知識

は必要としないのではないかということで意見を上げさせていただいています。 

 ですから、情報系人材は情報系人材で高度な知識を持つ人材を育成して、イノベーショ

ンを創出する人材は最低限の知識さえ持っていればよくて、どちらかというとプラスアル

ファでほかの分野の専門知識を持っていて、情報系の知識としては、こういうことができ

るのではないかという創造力を働かせることができればいいのではないか、実際にデータ

を扱ったりプログラムを作ったりという専門的な知識は、その人自身のスキルとして持っ

ている必要はなくて、知識を持っている人に依頼できればいいのではないかという意味で

意見を上げさせていただきましたが、いかがでしょうか。 

【前津部会長】 

 情報系人材とイノベーションが求められる人材とでは少し違うのではないかということ

かと思います。事務局のほうから何かございますか。 
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【事務局 照屋班長(企画調整課)】   

 こちらの箇所の担当部局となっております商工労働部が本日は来ておりません。状況と

いたしましては、この箇所は産業振興部会の議論の箇所ともなっております。したがいま

して、今委員のおっしゃられた趣旨をもう一度商工労働部にお伝えしまして、商工労働部

のほうで産業振興部会の意見も踏まえて修正することになろうかと思います。今の御意見

は申し伝えさせていただければと考えております。ありがとうございます。 

【金城専門委員】 

 よろしくお願いします。 

【前津部会長】 

 ほかの委員の皆様、この部分に関する事務局の説明に関して何か御意見がありましたら

お願いします。よろしいですか。 

 私のほうから御意見を伺いたいのですが、あるいは事務局から説明していただきたいの

ですが、先ほど素案の167ページのＩＣＴ教育の充実について説明がありました。また後ほ

ど出てくる修正意見の部分とも関わりがあるかと思いますが、昨日の新聞報道で那覇市の

小学校からタブレットによる通信教育が始まったという報道があり、その中で気になる点

が幾つかありました。 

 １点目は通信環境の問題です。報道では、始まってすぐ途切れてしまって通信ができな

かったということがありました。 

 私はいつも疑問に思うのですが、沖縄県内の家庭における通信環境はどの程度進んでい

るのか、それを把握しているところはあるのか、各学校では子供たちの環境ということで

調べているようですけれども、全体的に沖縄県はどのぐらい進んでいるのか、先ほどの産

業界の方の部分とも絡んでくることなので、通信環境の整備をどのように進めていくのか。 

 素案の中では、学校の通信環境の充実という部分が出ていると思いますが、家庭内の部

分が気になるということと、その記事の中で、ある保護者は子供のために仕事を休んでタ

ブレットを使った授業に付き合ったとのことです。そういう問題が起こってくると、保護

者のこれを使いこなす能力といいますか、子供をサポートできるのかという点も気になり

ます。この部分は、子供の情報格差あるいは教育格差につながっていくのではないかと危

惧されます。 

 もう１点は目的外の利用です。ゲームとか、それがおもちゃ代わりになっているという

指摘もあります。特に小学校の高学年になるといろんな危険なサイトにアクセスしてしま
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うとか、あるいはそこを狙ってくる外部の人もいるわけです。その辺りの対策がどうなっ

ているのか非常に気になりました。 

 皆さん、ＩＣＴ教育、それ以外の人材教育にも大きく関わる部分でありますので、何か

御意見等、また事務局からの説明を求めたいと思いますが、何かありましたらお願いいた

します。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 まず事務局から今の点について幾つかお答えしたいと思います。義務教育課の目取真と

いいます。 

 本日が山で沖縄県内のほとんどの小中学校が再開で、ほぼ全ての学校が始まっていると

いうところでございます。ただ、地域、地区によってはオンラインでつながっている、ま

たは分散登校、または午前中授業、学校、地域の状況に応じて登校の状況が違ってきてい

る。特に都市部においてはそういった対応が多いという状況でございます。 

 お話にありました家庭のWi-Fiの環境等につきましては、全体的な把握は、私たちのほう

では手元にございませんが、各学校、各市町村で４月、５月辺りから調査が始まっている

と聞いております。なので、市町村においては状況が分かっているものと、私たちとして

は考えているところでございます。 

 ただ、Wi-Fiの環境が整っているという状況においても、先日那覇がほとんどフリーズし

てしまったという件もありまして、一斉にやってみると予想し得ない事態が起こったりと

いうこともありました。このことについては、那覇も検証しているところでございます。 

 その部分に関しては整備が進んでいるところでございますが、一方、家庭にWi-Fiの環境

がない、またパソコンもないという環境もございますので、その子たちに関しましては、

小中高ともに学校に来ていただいて、学校で学習を進めるという対応をしているところで

あります。なので、家庭にその環境がない場合は学校に来るということになっています。

でも、多くの家庭においてはその環境があるので、学校に来る児童生徒が密な環境になる

ことはないと聞いております。 

 あと保護者が仕事を休んでサポートしたということもあります。これは前回の休校のと

きにも起こっていることでありまして、例えば低学年の子供たちはアカウントがまず入れ

ない、アルファベットが打てないということもありまして、学校の中では、低学年からア

ルファベットを教えて、アカウントに入ってオンライン通信を体験してみる授業も進んで

いるところであります。当然保護者のサポートも必要ですけれども、最終的には子供自身
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が対応できるような状況を今後はつくっていきたいと考えています。 

 目的外使用に関しては、事前に懸念されていた内容でありますが、私は多くの事例を知

っているわけではないですが、那覇市においては、夜間に関してはWi-Fiの環境を切ること

ができると、配布したタブレットなりパソコンで子供たちがネット環境につなぎたいと思

っても、ある時間からはつなげないという対応を行っているということであります。 

 メリットもありますけど、トライしてみるといろいろな課題等も出てきている状況があ

ります。同じ新聞の中の記事には、教室では自分の子供が発表している姿はなかなか見ら

れなかったけれども、オンラインの環境の中では、家庭にいる安心感もあって、自分の子

供がたくさん意見を言っている姿が分かりそれもメリットだという話も記事にはございま

したので、今後出てくる課題については、その都度考えていかなくてはいけないと思いま

す。 

 ただ、コロナの対応自体があまりに速いスピードで進んでしまったために、学校がなか

なか準備できない状況で進んでいることは確かであります。県としましても、今後どのよ

うな形で支援していけるか考えながら対応していきたいと考えています。以上です。 

【前津部会長】 

 丁寧な説明ありがとうございました。 

 何か御意見のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。 

 この問題は、情報格差が子供たちの教育格差につながらないように、十分検証しながら、

そして、問題があるときにはただちに見直すということをしていかないといけないのでは

ないかと思います。 

 ある学生からは、もうオンラインのほうがいいという声を聞いたこともあります。そう

なると、学校って何だろうということにもつながってきますし、これからの教育の大きな

在り方に関わってくることだと思いますので、その辺りは慎重にお願いしたいと思います。 

 次に進めてよろしいでしょうか。 

 それでは、資料１につきましては終えて、資料２は、第１回から第３回までの検討テー

マに関して本部会の修正案などを調査審議過程の中間報告(案)として取りまとめて資料を

配付しています。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、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 それでは、資料２を御覧ください。ただいま前津部会長からありましたとおり、本部会
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の第１回から第３回までの調査審議結果を中間的に取りまとめた資料となってございます。 

 では、早速１ページをお開きください。１ページから２ページにかけまして、部会の概

要として、所掌事務、開催実績などを記載しております。 

 ２ページの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)を御覧くださ

い。 

 (1)新たな振興計画(素案)に対する修正意見及び審議結果(案)につきましては、３ページ

から25ページに別紙１として取りまとめております。 

 (2)関連体系図(案)に対する修正意見及び審議結果(案)については、26ページから31ペー

ジに別紙２として取りまとめております。 

 (3)部会の調査審議の過程における自由意見につきましては、32ページに別紙３として取

りまとめております。 

 それでは、３ページをお開きください。 

 (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について御説明いたしま

す。 

 これは本部会の第１回から第３回にかけて委員の皆様に御審議いただきました素案本文

に対する修正意見、64件について取りまとめたものでございます。 

 別紙１につきましては、件数が多いため３回に分けて、前回の御審議を踏まえ持ち帰っ

て検討した内容や議論になった内容などを中心に御説明させていただきますので、御了承

いただければと思います。 

 お手元には、当該資料と併せまして黄色の冊子、新たな振興計画(素案)もしくは参考資

料２の抜粋版についても御準備ください。 

 まず別紙１の番号１から23まで、抜粋して御説明させていただきます。 

 まず６ページの12番を御覧ください。 

 大城委員より、学校、地域社会、家庭に、幼児教育・保育施設の文言追記について御意

見がございました。第３回部会での御審議を踏まえ、持ち帰って検討した事務局の考え方

を審議結果(案)に記載しております。 

 審議結果(案)としましては、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載しております。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
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していることから、原文のとおりとしたいと考えております。 

 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、素案の57ページ13行

目以降に記載されております。 

 続きまして、14番から20番は、多くの委員から御意見がございました学力向上について

まとめてございます。 

 まず７ページの14番を御覧ください。島袋委員、大城委員より、「確かな学力を身につけ

る学校教育の充実」のリード文の表現について御意見がございました。 

 委員意見を踏まえ、赤字部分、「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、児童生徒一人一人が基礎的・基本的な知識及び技能を確

実に習得し」に修正したいと考えております。 

 続きまして15番を御覧ください。島袋委員より、小学校、中学校、高等学校の学力に関

して抱えている課題が大きく違うという視点で記載したほうがよいとの意見がございまし

た。委員意見を踏まえ、赤字部分に修正したいと考えております。 

 次に16番を御覧ください。翁長委員より、小学校は学習ボランティア、中学校は学習支

援員との記載との違いについて御質問がございましたので、委員意見のとおり修正いたし

ます。 

 続きまして、８ページの17番を御覧ください。翁長委員より、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

的意識の醸成につながるものか疑問があるため、削除し、他箇所に記載したほうがよいの

ではないかとの意見がございました。委員意見を踏まえまして、赤字部分のとおり修正し

たいと考えております。 

 続きまして18番を御覧ください。仲村副部会長より、校内研修の活性化の文言追記につ

いて意見がございましたので、委員意見のとおり修正いたします。 

 ９ページの19番を御覧ください。前津部会長より、高校ではあえて基礎的な学力と表現

していることについて、説明や表現を変えてはどうかとの意見がございました。委員意見

を踏まえまして、赤字部分のとおり修正したいと考えております。 

 次に20番を御覧ください。仲村副部会長より、大学の知見を取り入れるため、高大連携

の追記について意見がございましたので、委員意見のとおり修正いたします。 

 21番を御覧ください。仲村副部会長より、教師の在り方や教師像の記載について意見が

ございました。 
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 委員意見を踏まえまして、赤字部分、「人権・道徳教育を充実させるとともに、教職員自

らが高い人権意識を持ち教育活動に取り組む」に修正したいと考えております。 

 10ページの22番を御覧ください。大庭委員より、豊かな心を育む教育実践を幅広い観点

から実践するため、平和教育という文言の削除について意見がございました。 

 審議結果(案)としましては、委員意見を踏まえ、赤字部分に修正したいと考えておりま

す。 

 続きまして、23番を御覧ください。喜屋武委員より、いじめ問題の取組の中で、スクー

ルロイヤーに関する記載の追記について意見がございましたので、委員意見のとおり修正

いたします。 

 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】 

 ありがとうございました。 

 ただいま事務局から23番まで説明がありましたが、12番の大城委員、原文のとおりとい

うことですが、いかがでしょうか。 

【大城専門委員】 

 私としてはもう少し幼児教育・保育の場も書いていただけるといいと思ったのですけど、

別箇所に記載されているということでしたので、全体を含めてはしっかり示されていると

いうことで了解しました。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それから14番、島袋委員、大城委員からの指摘に対しての説明について、島袋委員、い

かがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 いろいろ苦労して修正したのだなという感じが出ておりまして、基本的にそういう方向

性を強調することでよろしいのではないかと考えます。 

【前津部会長】 

 大城委員はいかがですか、 

【大城専門委員】 

 修正していただいてありがとうございます。 

【前津部会長】 

 仲村副部会長、どうぞ。 
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【仲村副部会長】 

 今の14番ですが、基本的には賛成ですが、原文のほうに課題解決能力が入っています。

確かな学力というのは、課題を解決する力とかが入るわけです。その部分が修正案では多

分文章の関係で削除されていますので、もし文章化できるのであれば、自ら課題を見つけ

解決のための必要な力、解決能力のために基礎学力を養成するわけですので、その辺りの

文言を、最初の素案から少し拾ってくるのでしたら書いたほうがいいのではないかと。あ

まりにもはしょりすぎているものだから。「確かな学力」で全て包含してしまっているので、

説明の内容としても、課題を解決する力というのを明記したほうがいいのではないかと思

います。御検討ください。以上です。 

【前津部会長】 

 課題を解決するために必要な力という部分は入れたほうがいいのではないかという御意

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、原文の文章が「主体的・対話的で深い学び」という言葉に集約されているとこ

ろではありますが、県民の皆さんからすると、主体的・対話的で深い学びというと、抽象

的ですぐにイメージができない部分もあったりすると思うのですが、自ら課題を見つけ、

発見し、その課題に取り組んでいくというのが、主体的・対話的で深い学びに集約されて、

この文章になっているということでございますが、持ち帰って、それも含めて分かりやす

い文章にできるかどうかを検討させていただきたいと思います。 

【前津部会長】 

 仲村副部会長、そういうことでよろしいでしょうか。 

【仲村副部会長】 

 よろしいです。 

【前津部会長】 

 次に15番、島袋委員、小学校における学力向上の推進の部分ですが、いかがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 この意見を述べさせてもらった一番大きな狙いは、中学校の学力向上をどうするかとい

うことと、もう１つは高校生の進学をどうするかというのが実は念頭にありまして、あま

り小学校のことは念頭になかったです。 
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 だから、小中高違いがあるというお話をしたのは、実はそういうところがありまして、

小学校に関しましては、特に今のところ大きな問題を私自身は感じていない。むしろ中学

校、高校の教育問題が大きいというところを理解してもらいたかったということです。 

【前津部会長】 

 15番の修正の部分、そこはこれでよろしいですね。 

【島袋専門委員】 

 はい。 

【前津部会長】 

 次17番です。翁長委員、この部分はいかがでしょうか。 

【翁長専門委員】 

 修正のとおりで大丈夫かと思います。どうもありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それでは、こちらも修正ということでお願いしたいと思います。 

 19番は、詳しく説明がつきましたので、私も了解です。 

 20番の仲村副部会長の御意見も上のほうに入っていますので、これでよろしいでしょう

か。 

【仲村副部会長】 

 了解です。 

【前津部会長】 

 21番、仲村副部会長、こういう文言でよろしいですか。 

【仲村副部会長】 

 内容を酌み取っていただいているので、また新たな施策の中でも対応していくというお

話でしたので、これでよろしいです。 

【前津部会長】 

 続きまして、大庭委員、22番につきまして、この修正案はいかがでしょうか。 

【大庭専門委員】 

 私が修正意見を述べたのは、文章の中に平和という言葉があると、「豊かな心を育む教育

の充実」に関して、手法が平和教育だけに限定されてしまう可能性があるものですから、

平和という文言は抜いて、多角的ないろんな意味での教育としたほうがいいのではないか

という提案でした。 
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 審議結果の案では、総合的な学習の時間等を活用し、平和教育に取り組むということで、

私の考えは組み込まれていると感じるのですが、逆になぜここで平和教育に取り組むと限

定するのか、何か基本的な考え方があるのであれば教えていただきたいというのが正直な

思いです。 

【前津部会長】 

 事務局、いかがでしょうか。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 

 教育庁総務課の当真でございます。御説明させていただきます。 

 委員御指摘の箇所としましては、162ページの27行目の施策、「豊かな心を育む教育の充

実」のところかと思われますが、この中には人権教育とか、ボランティア活動、自然体験

活動、様々なものと列挙して平和教育を入れさせていただいておりまして、平和教育とい

うのは、「①豊かな心を育む教育の充実」の１つとして考えておりまして、事務局としまし

ては、平和教育も大切な分野であることから、原文どおり平和の文字は残しておきたいと

いう趣旨で回答させていただいているところでございます。以上でございます。 

【前津部会長】 

 今の説明でいかがですか。 

【大庭専門委員】 

 幾つもの手法の中の１つが平和教育だと理解いたしましたので、提案どおり修正は理解

できました。以上です。 

【前津部会長】 

 ありがとうございます。 

 嘉納委員どうぞ。 

【嘉納専門委員】 

 今の審議結果(案)に道徳科と書いてありますが、科は要らないですよね。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 道徳科としてしまうと、道徳の時間に限定されるところがあると思いますので、教育活

動全体を通してという意味では、嘉納委員のおっしゃるとおりのほうがいいのかと考えま

す。検討させていただきたいと思います。 

【前津部会長】 

 そういうことでよろしいですね。 
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【嘉納専門委員】 

 よろしくお願いします。 

【前津部会長】 

 23番は修正ということですので、これでお願いしたいと思います。 

 それでは、24番以下を説明お願いいたします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 引き続き、別紙１の番号24番から40番まで御説明いたします。 

 まず、24番から29番は、多くの委員から御意見がございましたキャリア教育についての

部分となってございます。 

 まず、24番を御覧ください。喜屋武委員、翁長委員より、キャリア教育に高等教育との

連携も含めて議論いただきたいとの意見がございました。 

 委員意見を踏まえ、赤字部分「非認知能力を育成するとともに、キャリア教育の視点に

立ち」に修正したいと考えております。 

 次に25番を御覧ください。翁長委員より、キャリア教育を促す取組について説明を追記

すべきという意見がございました。委員意見を踏まえまして、赤字部分のとおり修正した

いと考えております。 

 次に26番を御覧ください。翁長委員より、施策、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、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いただきたいとの意見がございました。 

 委員意見を踏まえ、赤字部分「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」に修正したいと考えております。 

 12ページの28番及び29番を御覧ください。翁長委員より、高校のキャリア教育の目標に

ついて検討が必要との意見がございました。委員意見を踏まえまして、赤字部分のとおり

修正したいと考えております。 

 次に30番を御覧ください。翁長委員より、子供たちと向き合う時間の確保と前段の部分

の関連性について御意見がございました。 

 委員意見を踏まえまして、「教員が子供たちと向き合う時間の確保に取り組む」の文言を

削除し、①として素案の165ページ12行目を、赤字部分「ニーズを踏まえた取組を推進する」。

②として166ページ３行目を、赤字部分「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」に修正したいと
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考えております。 

 13ページ、32番を御覧ください。翁長委員より、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の追記について御意見がございました。 

 委員意見を踏まえまして、赤字部分、「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」に修正したいと考えております。 

 少し飛びまして15ページ、38番を御覧ください。翁長委員より、多様な能力がＩＣＴ教

育と科学・理数教育のみでよいのかという意見がございました。 

 審議結果案としましては、委員意見を踏まえ、①として素案166ページ26行目、②として

素案167ページ19行目を、赤字部分「Society5.0に対応する教育の推進」に修正し、③とし

て素案167ページ20行目を、「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」に修正したいと考えております。 

 続きまして、39番を御覧ください。仲村副部会長より、ＩＣＴ研修について、全職員対

象のという文言追記について御意見がございましたので、赤字部分「全ての教職員」に修

正したいと考えております。 

 続きまして、40番を御覧ください。喜屋武委員より、義務教育段階からの産業教育につ

いて、適切な箇所への追記について御意見がございました。 

 委員意見を踏まえまして、素案164ページ28行目を、赤字部分のとおり修正したいと考え

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】 

 翁長委員、いかがでしょうか。25、26番です。 

【翁長専門委員】 

 25番は、前回、科目の授業等を通してということが追記できないかとお話をしましたが、

沖縄県のキャリア教育の基本指針にそれが含まれているということで、本当は入れてもら

ったほうが分かりやすいかなと思いましたが、表記の問題ですので、これで大丈夫かなと

思います。 

 ただ、１点気になるのは、26番、前回もお伝えしたと思うのですが、産業界と連携する

プラットフォームという中に、もともとは高等教育のところとのプラットフォームという
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話でしたが、ここに高校も今後は産業界との連携が必要になってくると思うとお伝えして

専門高校というふうに検討いただきましたが、ここが専門高校のみでいいのかというのは

少し疑問が残っております。 

 文科省のほうでも、普通高校でも産業界と連携した取組を進めていかないといけない、

むしろキャリア教育という観点でいうと、専門高校だけではなく、特に普通高校のほうが

キャリア教育という視点でいうと今後課題も大きく出てくるだろうと言われておりますの

で、ここはお勉強、お勉強というところと専門高校の技術と分けずに、教育全体でキャリ

ア教育と言ったときに普通高校のほうでも産業界との密な連携というのは今後も非常に重

要になってくるかなと思っておりますので、専門高校に区切るところは、もう一度検討し

ていただけないかなと感じております。以上です。 

【前津部会長】 

 事務局から何かありましたら。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 

 教育庁の当真でございます。先ほどおっしゃられた産業界、専門高校の修文案、最終的

に直しが入りまして、例えば番号53番を御覧いただけますでしょうか。 

 前回の部会で、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ことで、少し進んだ表現に変えさせていただいておりますので御

報告します。 

 あと、専門高校以外に普通高校もというお話ですが、前回の部会でお伝えしましたけれ

ども、今取組を専門高校のほうで始めたばかりでございまして、今後どういうふうに展開

していくのか、総合的な視点で検討されるものと思っておりまして、現時点で素案に記載

するのは難しいと思っておりますが、今後計画の見直しとか、連携が進んでいくことによ

って方向性が見えてくるものかと考えております。以上でございます。 

【前津部会長】 

 翁長委員、今の説明はいかがですか。 

【翁長専門委員】 

 不勉強でごめんなさい。計画の見直しというのは現実的にあるんですか。これは10年間

の計画と理解しているのですが、どこかの段階で具体的に見直しの可能性はあるのでしょ

うか。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 
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 具体的に決定したわけではございませんが、前回の21世紀ビジョンでも中間見直しを行

っております。今後実際にどのようなスパンでやるのか、前回を踏襲しますと５年でとい

うことになるのでしょうが、こちらはまだ方向性が定まっておりませんので明言はできま

せんが、あるのではないかと考えております。 

【翁長専門委員】 

 そのときの見直しにきちんと申し送れるように、決定ではないにしても少し盛り込みが

できるのかとか、事務局のほうで、中間の確認でできるのかというようなことも申し送り

をぜひしていただければと思います。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 

 前回の21世紀ビジョンの見直しの際にも審議会を開いておりまして、その際にいろんな

審議会の意見をいただいて見直しをしているところでございますので、そのときは事務局

のみならず、幅広い意見を伺うことになりますので、そちらは問題ないかと思います。 

【前津部会長】 

 よろしいでしょうか。 

 引き続き翁長委員、28番、29番の修正について、こういう文案でよろしいですか。 

【翁長専門委員】 

 はい。それは問題ないかと思います。御検討ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 30番はいかがですか。 

【翁長専門委員】 

 30番も問題ないかと思います。 

【嘉納専門委員】 

 部会長、30番で少し県のほうにお聞きしたいことがありまして、よろしいでしょうか。 

【前津部会長】 

 どうぞ。 

【嘉納専門委員】 

 30番の②番、校務支援システムの件ですが、各自治体、小学校、中学校、校務支援シス

テムを導入しているところとそうではないところがありまして、導入しているところもソ

フトが違ったりしていて、互換性、使い勝手、あるいは操作性という意味で、先生方は人

事で動いていきますから、自治体が変わって校務支援システムに慣れるまで時間がかかっ
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てしまうと。 

 そういったことで、県として校務支援システムの導入についての方向性、方針みたいな

ものがあるのか、あるいは各自治体の判断に導入を任せているのか、その点をお聞きした

いと思います。 

【前津部会長】 

 事務局、お願いします。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 おっしゃるとおり小中の校務支援システムがそれぞれ違うという課題がございます。高

校は全県統一されたシステムの中において、例えば教職員が異動しても同じシステムで稼

働できるという意味においては、明らかに先生方の業務の効率化につながっているところ

であると思います。 

 小中の難しいところが、市町村において財源があるということで、それをどう統一して

進めていくかということに関しましては、現在総合教育センターが音頭を取りながら、ま

た県教育庁の支援課のほうでも少し連携しながら進めているところでございますが、統一

できるかどうかというのは、今ここでお答えすることが難しい状況ではあります。 

 ただ、この課題については、向き合いながら協議を進めているということであります。

以上です。 

【前津部会長】 

 嘉納委員、今の説明で御理解いただけますでしょうか。 

【嘉納専門委員】 

 自治体の部分は教育委員として関わっておりますので、どのソフトを導入するかは非常

に大きな決断が必要です。２、３年して、ある面マイナーなソフトになってくると、再度

検討しないといけないということで、２億から３億単位になってきますので、自治体とし

ては非常に大きい決断になりますので、その辺の方向性みたいなものを出していくと、各

市町村としても決断しやすくなるのかなと感じています。以上です。 

【前津部会長】 

 よろしいですね。 

 それでは次にいきたいと思います。32番、翁長委員、この修正文言でいかがですか。 

【翁長専門委員】 

 はい。問題ないかと思います。ありがとうございます。 
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【前津部会長】 

 翁長委員、38番はどうですか。 

【翁長専門委員】 

 Society5.0に対する教育というところで、ＩＣＴと科学・理科教育という２つが述べら

れているということになりますよね。本当は検討すると、Society5.0に対応する教育とい

うところでもう少し出てくるかなと正直思っていますが、、、少し伺いたいのですが、

Society5.0に対応するというところで、ＩＣＴ教育と科学・理科教育が、今のところ沖縄

県では優先的にそこが重要という分析とか見解が出ているのでしょうか。それとも一般的

にSociety5.0に対応する教育は、ここが重要だろうという形で記載されているのでしょう

か。 

【前津部会長】 

 事務局、説明をお願いします。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 

 お答えいたします。 

 委員がおっしゃったような、具体的に方針というのが特にあるわけではございません。

どちらかと言いますと、具体的な施策にひもづいてこういった名称にしているというとこ

ろでございます。 

 様々今後進んでいって必要性が出てきた施策がございましたら、この下のほうに追記さ

れていくものと考えております。 

【前津部会長】 

 今の説明で御理解いただけますか。 

【翁長専門委員】 

 ありがとうございます。 

 Society5.0というふうに合わせるのであれば、今のもので現状ではいいのかなと思いま

す。 

 一方で気になるのは、多様な能力を引き出し伸ばす教育の推進という項目がもともとあ

ったかと思いますが、そちらも結構重要かなと思っていまして、今この２つと上の見出し

が少し合わないのではないかという提案で、下の２つの教育に合わせてタイトルを書き換

えるということで御検討いただいたかと思うのですが、上のタイトル、多様な能力を引き

出し伸ばす教育というところの一方で、重要なのかなというのは思ってはおります。ただ、



 20 

その意味をSociety5.0に対応するというほうを優先的に書きたいというところの御検討だ

ったかなと思いますので、今のところこの形でいいかと思います。 

【前津部会長】 

 ③のほうもよろしいですね。翁長委員。 

【翁長専門委員】 

 はい。よいかと思います。 

【前津部会長】 

 仲村副部会長、39番はこれでよろしいですね。 

【仲村副部会長】 

 はい。大丈夫です。 

【前津部会長】 

 40番、喜屋武委員。 

【喜屋武専門委員】 

 ありがとうございます。 

 私がこちらに入れた意図は、時代が今すごいスピードなので、産業界の在り方とか、ど

ういう人を求めているのかとか、そこに必要な力はどういうものなのかということを、早

めに子供たちに伝えてほしいという意図で提言させていただいたつもりです。 

 キャリアパスポートは自分の学びを確認するツールであって、外からもっと新しい情報

を取り入れるためにも産業界ともう少し連携してほしいということで、産業教育と書かせ

ていただいたのですが、そこの趣旨がこの修正文言の中に含まれているというのであれば、

それで大丈夫だと思います。 

【前津部会長】 

 そういう意味ですか。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 

 お答えします。 

 赤字のほうですが、右端に社会的・職業的自立に向けて基盤となる基礎的・汎用的能力

の育成を意識した取組というところで、様々な職場見学ですとか、産業界を意識した、発

達段階に応じたキャリア教育が展開されるものと考えております。以上でございます。 

【前津部会長】 

 喜屋武委員、よろしいでしょうか。 



 21 

【喜屋武専門委員】 

 はい。分かりました。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それでは先に進めます。 

 41番以降につきまして事務局から説明をお願いします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 引き続きまして、別紙１の最後になりますが、41番から64番まで御説明いたします。 

 16ページ、41番を御覧ください。嘉納委員、島袋委員より、「非認知能力」という文言に

ついて、一般の方が理解できる説明が必要ではないかという意見がございました。委員意

見を踏まえまして、赤字部分として修正したいと考えております。 

 次に、番号が飛びまして、19ページ、50番を御覧ください。大庭委員より、海岸漂着ご

み等のボランティア清掃活動は各種団体が実施しており、連携を取ることで活動自体が県

民と共にできることから、文言追記について意見がございましたので、委員意見のとおり

修正したいと考えております。 

 20ページの51番を御覧ください。大城委員より、資質向上に向けた研修の充実に取り組

むの文言追記について意見がございました。 

 委員意見を踏まえまして、「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」

の文言を追記したいと考えております。 

 続きまして、53番、54番を御覧ください。仲村副部会長より、保育・福祉の業種に関し

て、行政と連携した担い手育成について追記の意見がございました。 

 委員意見を踏まえまして、赤字部分、「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」に修正したいと考えております。 

 次に22ページの57番につきましては、本日資料１で事務局の考え方を説明いたしました

意見でございます。本日いただいた御意見も踏まえまして、担当部局に申し伝えたいと考

えてございます。 

 続きまして、58番を御覧ください。仲村副部会長より、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の意見がございました。委員意見を踏まえまして、赤字部

分として修正したいと考えてございます。 

 続きまして、23ページから25ページの60番から64番を御覧ください。前津部会長より、

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よいとの意見が
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ございましたので、御意見のとおり修正したいと考えてございます。 

 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】 

 それでは、嘉納委員、島袋委員、41番につきましていかがですか。 

 島袋委員どうぞ。 

【島袋専門委員】 

 私、最初は、意欲、忍耐力、対人関係能力と、そういった側面を強調したわけですけれ

ども、直されている文言をもう一度考え直してみると、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というのは、私の理解ではどちらかというと認知能力、私が

考えている非認知能力というのは、理解したこと、分かったこと、計画したことを実行し

ていく意欲、忍耐力、それに関わって人との関係をつくり上げていきながら解決に向かっ

ていくという側面を考えていたのですが、この辺はいかがでしょうか。 

【前津部会長】 

 まとめて、嘉納委員、何かこの点について。 

【嘉納専門委員】 

 非認知能力といったときに、コミュニケーションの力とか、その辺りを頭に置いている

ので、修正箇所の説明だとしっくりこないです。 

 もう１点は、非認知能力というものは、新たな振興計画の168ページに初めて登場してく

るのですかね。つまり一番最初に登場するところで説明書きが必要なのかなと思いまして、

その点の確認もお願いしたいと思います。 

【前津部会長】 

 どこかのページに出ているという説明が前にあったかと記憶していますが、お二人の委

員とも、この修正ではしっくりしないということですが、事務局はいかがでしょうか。新

しい用語ですので、使いにくい部分もあるかと思いますけれども。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】 

 ただいまの御意見の素案につきましては、前津部会長からもありましたとおり、22ペー

ジの14行目で初めて「非認知能力」という言葉が出てまいります。 

 これの前段に説明書きのようなものがあるわけでございますが、前回、嘉納委員からの

ご指摘等もありまして、168ページなどの非認知能力の表現につきましては、それぞれの場

所に合った説明書きが必要ではないかという御意見がありまして、今回追記させていただ
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いたところでございます。 

 今回の表現につきましては、これとは別途、昨年度開催しておりました多様な人材育成

に関する万国津梁会議というものがございまして、そこの報告書の表現から取っていると

いうことではございますが、今回、嘉納委員と島袋委員からまだしっくりこないという御

発言がございましたので、一度持ち帰って検討させていただきたいと考えております。以

上でございます。 

【前津部会長】 

 よろしいでしょうか。 

 それでは次にいきます。 

 42番、金城委員、この修正でよろしいですか。 

【金城専門委員】 

 ありがとうございます。それで大丈夫です。 

【前津部会長】 

 それから、金城委員、46番のほうもよろしいですか。 

【金城専門委員】 

 はい。大丈夫です。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それから50番、大庭委員、この修正でよろしいですか。 

【大庭専門委員】 

 はい。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それから51番、大城委員、この修正でよろしいですか。 

【大城専門委員】 

 修正ありがとうございます。お願いします。 

【前津部会長】 

 それから、仲村副部会長、53番、54番、それから58番、まとめていかがでしょうか。 

【仲村副部会長】 

 はい。了解です。 

【前津部会長】 

 あとは、私のほうも60番から64番まで統一されたということで、了解したいと思います。 
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 今までのところで、何か御意見等がありましたら。 

 よろしいですか。なければ進めてよろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、別紙の関連体系図に係る部分、事務局から説明をお願いします。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】  

 続きまして、別紙２の26ページでございます。(別紙２)関連体系図(案)に対する修正意

見審議結果一覧について御説明いたします。 

 関連体系図につきまして、これまで委員の皆様に御審議いただきました基本施策に基づ

く主要指標に対する修正意見が３件、施策にひもづく成果指標に対する修正意見が８件、

合計11件について取りまとめたものとなってございます。 

 別紙１と同じように、委員意見を踏まえ、修正した内容を中心に説明させていただきま

す。併せまして、お手元には関連体系図(案)、もしくは参考資料３の抜粋版を御準備いた

だければと思います。 

 それでは、まず①主要指標に関する修正意見及び審議結果について御説明いたします。 

 26ページでございます。１番及び２番を御覧ください。島袋委員、翁長委員より、「将来

の夢や目標を持っている児童生徒の割合」の指標の変更について御意見がございました。

第３回部会での御審議も踏まえ、持ち帰って検討した事務局の考え方を審議結果(案)に記

載してございます。 

 審議結果(案)といたしましては、委員意見を踏まえ、赤字部分、「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」に変更したいと考えております。 

 次に、３番の審議結果(案)につきましては、原文のとおりとしております。 

 続きまして28ページ、②成果指標に関する修正意見及び審議結果について御説明いたし

ます。 

 １番及び２番の審議結果(案)につきましては、原文のとおりとしております。 

 ３番の審議結果(案)につきましては、原文のとおりとしておりますが、第３回部会での

御審議も踏まえ、持ち帰って検討した事務局の考え方を審議結果(案)に記載しております

ので、御説明いたします。 

 審議結果(案)といたしましては、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動に係る施

策については、素案165ページ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

したいと考えております。 

 ４番の審議結果(案)につきましては、原文のとおりとしております。 
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 次に30ページ、５番及び６番を御覧ください。翁長委員、島袋委員より、「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」の指標の変更について意見がございました。

第３回部会での御審議も踏まえ、持ち帰って検討した事務局の考え方を審議結果(案)に記

載しております。 

 審議結果(案)といたしましては、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、赤字部分、「家で自ら計画を立て

て勉強している児童生徒の割合」に修正したいと考えております。 

 次に、７番及び８番の審議結果(案)につきましては、原文のとおりとしております。 

 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】 

 島袋委員、翁長委員も一緒かと思いますが、今の１番についていかがでしょうか。 

【島袋専門委員】 

 将来の夢、目標を持って、今自分がどういうことをしてそこを目指すのか、そういう視

点が生きる力としては一番ふさわしいと思います。ありがとうございました。 

【前津部会長】 

 翁長委員はいかがですか。 

【翁長専門委員】 

 修正の検討ありがとうございました。今の案で大丈夫かと思います。 

 １点だけ質問ですが、これは前の指標でいうと全国学力調査との共通の項目のほうが測

りやすいということだったのですが、今の審議結果の案でいいますと、全国学力調査の項

目としてこのような文言があるのか、もしくは項目を掛け合わせた形での分析をされるの

かというところだけ伺っても大丈夫でしょうか。 

【前津部会長】 

 説明をお願いします。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 

 御説明いたします。 

 この指標につきましては、委員おっしゃるとおり２つのアンケート項目を掛け合わせた

項目になっておりまして、１つは自分の夢や目標を持っている児童生徒の割合、もう１つ

は自分がやると決めたことをやり遂げる生徒の割合、この２つを足して、教育委員会とし
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て定義づけすることで、主要指標としようということで協議しました。以上でございます。 

【翁長専門委員】 

 ありがとうございます。作業が増えて大変かと思いますが、この指標だと大分近いとこ

ろで測れると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 

【前津部会長】 

 仲村副部会長どうぞ。 

【仲村副部会長】 

 それでいいと思いますが、表記が生徒の割合だけになっていますので、やり遂げる児童

生徒の割合と、児童を追記してください。以上です。 

【前津部会長】 

 児童・生徒ということでお願いしたいと思います。 

 喜屋武委員、３番はよろしいでしょうか。 

【喜屋武専門委員】 

 はい、大丈夫です。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それから宮城委員、１と３につきまして、いかがでしょうか。 

【宮城専門委員】 

 まず１のほうです。原文のとおりで構わないのですが、３回目のときに御指摘させてい

ただいたように、多様な学習の機会や場は公民館だけではないということは念頭に置いて

いただきたいというメッセージと、実際に利用者延べ人数を測るときの調査の仕方は、う

まく整理してやっていただきたいという要望です。内容についてはこのままで結構です。 

 ３番についても了解しました。改めてコミュニティ・スクールとか地域学校協働活動に

ついても意識したほうがいいのかなと思って発言させていただきましたが、前のほうでし

っかり記載されておりますので了解です。大丈夫です。以上です。 

【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 大庭委員、２は原文のとおりですがよろしいでしょうか。 

【大庭専門委員】 

 了解しました。 

【前津部会長】 
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 翁長委員、４番は原文のとおりということでよろしいですか。 

【翁長専門委員】 

 はい。大丈夫かと思います。 

【前津部会長】 

 それから５番、６番、翁長委員、島袋委員、この修正文案でよろしいですか。 

【島袋専門委員】 

 私のほうから１つ確認と、１つ提案という形でお聞きします。 

 １つは、「家で」という形で限定した理由があるのかということと、もう１つは「自ら計

画を立て」というところですが、「自ら目標を持ち」という形にしたほうがキャリア教育の

理解としてはふさわしいのかなという提案です。お願いいたします。 

【前津部会長】 

 翁長委員はいかがですか。 

【翁長専門委員】 

 １つ確認ですが、評価指標が最終的に記載されるときは、修正案のところに書かれたよ

うな考え方の背景というのは記載されるのでしょうか。それとも家で自ら計画を立てて勉

強している児童生徒の割合ということだけが載りますか。 

【前津部会長】 

 では、島袋委員の指摘の「家で」の部分と、「計画」ではなく「目標」のほうがという御

意見がありますが。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課)】 

 お答えいたします。 

 そこがどのようになるかは今後検討されるものかと思っていますけど、委員の意見とし

ましては、背景があったほうが分かりやすいということかと思います。成果指標の考え方

とか、先ほどの２つを合算しているとかというのは、教育庁内でしっかり持ってお答えで

きるような形で準備させていただきまして、それが正式にどういうような形でまとめられ

るかが決まった際には、そこに記載するいとまがありましたらそこにも記載していければ

と考えております。 

【事務局 目取真義務教育課長】 

 島袋委員の質問で、「家で」ということで限定されているということとか、「自ら計画を

立て」というところは、「目標を持ち」ということを入れてみてはということですが、私た
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ちも理想的にはそれがいいのかなと考えております。 

 ただ、全国学力・学習状況調査にこれもひもづいておりまして、正確な指標という場合

には、今の文言を大きく変えることは難しくて、一番近い指標を選んだということで御理

解していただけばと思います。 

【島袋専門委員】 

 はい、分かりました。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 翁長委員、よろしいでしょうか。 

【翁長専門委員】 

 ありがとうございます。もともとの人の役に立つ人間になりたいというところよりは、

前段の考え方も含めて考えると、その結果こういう行動が出るだろうという考え方の指標

としては大分近くなったと思いますが、前段の考え方がない中で指標だけ示された際に、

これが指標に当たるのかどうかが見えにくいかなと感じています。 

 ただ、御説明にあったように、自己管理能力とか自己対応能力とかキャリアプランニン

グ、自分の目標みたいなところを見つけた子が恐らくこういう行動に出るであろうという

ような、ロジック的にはこれで問題ないかなと感じました。どうもありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それでは、家でというところ、計画というところの指摘がありましたので、そこも検討

していただけるということでよろしいでしょうか、島袋委員。 

【島袋専門委員】 

 はい。 

【前津部会長】 

 喜屋武委員、７番はよろしいですか。 

【喜屋武専門委員】 

 はい。内容を理解いたしました。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 それから８番、島袋委員、原文のとおりということですが、いかがですか。 

【島袋専門委員】 

 はい。構いません。 

【前津部会長】 



 29 

 これで、関連体系図(案)に対する修正意見については終わりました。 

 引き続き、別紙３について事務局のほうからお願いしたいと思います。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】  

 最後に別紙３でございますが、32ページとなります。自由意見の一覧について御説明い

たします。 

 別紙３につきましては、部会の調査審議の過程におきまして、委員からの御質問や素案

本文や成果指標に関する意見以外の意見を自由意見として取りまとめたものとなってござ

います。 

 １番の御意見につきましては、嘉納委員より御意見・御発言のございました内容を記載

しております。 

 ２番につきましては、前津部会長より御発言のございました内容を記載しております。 

 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】 

 自由意見につきまして、何かほかの委員の方から御意見がありましたら。 

 いかがでしょうか。 

 嘉納委員、何かありますか。 

【嘉納専門委員】 

 一番最後の現場では問題が出てくるというのは、人材育成と現場との間のミスマッチの

ことを言っているので、現場では問題が出てくるということで読めますか。つまり人材育

成と現場で必要とされる人材ニーズのミスマッチのことを言いたいということですが。 

【前津部会長】 

 今の嘉納委員の御意見に対して、事務局から何か意見等がありますか。 

【事務局 照屋班長(企画調整課)】  

 今嘉納委員がおっしゃった表現に修正させていただければと思います。 

【嘉納専門委員】 

 よろしくお願いします。 

【前津部会長】 

 私のほうは、２番に関しては、これまで県と高等教育機関、とりわけ大学との関係が薄

かったということがあって、その点については今回プラットフォームの件が出ております

ので、その辺りをきっかけとして、県内の大学で学んでいる学生に対する配慮といいます
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か、その辺りも考えていただきたいと思います。 

 私はいろんな場面で学生と話をするのですが、沖縄県内で学んでいる学生たちは本当に

沖縄が大好きです。沖縄が大好きで沖縄で学びたいという意欲をとても強く持っています。

ところが、県の素案を見ると、進学率を上げるために県外へというくだりがあったりする

ものですから、県外で学んで優秀な人材となって沖縄に帰ってくる、あるいは本土で活躍

することも沖縄県のためになることは重々分かっています。 

 ところが、県内で多くの学生たちが学んでいる現状があることに関しても、何らかの配

慮があってしかるべきではないかという思いで発言させていただきました。 

 自由意見につきましてはこの２件です。 

 それ以外で何か発言したい方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、以上で本日の審議事項は終了いたしますが、本日以降、他の部会からの申し

送りや修正があった場合には部会長一任としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(異議なし) 

【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、事務局よりその他報告事項等があればお願いしたいと思います。 

(2)中間報告のとりまとめについて 

【事務局 宮里主査(教育庁総務課)】  

 皆様、本日はお忙しい中ありがとうございました。 

 また、７月末から約２週間に１回のペースでの会議開催となり、御負担や御面倒をおか

けした場面も多々あったことと存じますが、本部会の中間報告をお取りまとめいただきま

して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開催日程について御連絡いたします。 

 本日取りまとめた中間報告につきましては、10月開催予定の正副部会長合同会議に前津

部会長より御報告いただきます。その後、11月に本部会を開催し、最終報告を取りまとめ

ることとしております。11月の開催日程につきましては、追って委員の皆様の日程調整を

させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後に、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、10月中に県の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。 
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 事務局からの報告は以上となります。 

【前津部会長】 

 本日もオンラインでの審議ということで、何かと御不便な点もあったかと思いますが、

幅広い視点から様々な御意見を寄せていただきまして、ありがとうございました。 

 以上をもちまして本日の会議を終了したいと思います。ありがとうございました。御苦

労さまでした。 

３ 閉  会 

 


