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令和３年度沖縄県振興審議会 

第５回学術・人づくり部会議事録 

 

１ 日 時 令和３年 11 月 18 日(木) 11:00：～11:52  

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 

      ※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 

       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 

(欠 席) 

      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 

      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 

 

【事務局等】 

 企画部：儀間参事監兼企画調整統括監、寺本副参事(企画調整課) 、 

照屋班長(企画調整課) 

 総務部：茂田総務統括監、古市総務私学課長、堀川班長(総務私学課) 

 教育庁：佐次田教育管理統括監、平田教育企画室長(総務課)、当真主幹(総務課) 

 

１ 開  会  

【事務局 井上班長(総務私学課)】  

 ただいまから沖縄県振興審議会第５回学術・人づくり部会を開催いたします。 

 本日、司会を務めさせていただきます総務部総務私学課の井上と申します。よろしくお



 2 

願いいたします。 

 議事に入ります前に、本日は会場とオンラインを併用して開催しております。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いただければと思います。よろしくお願い

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。 

 会場から参加されている皆様におかれましては、オンライン参加の委員へもマイクを通

して音声が聞き取りやすいように、大きい声でゆっくりお話いただきますよう御協力をお

願いします。 

 また、本日で部会は最終回となります。本部会を所管する沖縄県企画部、教育委員会、

総務部になりますが、本来であればそれぞれの長から委員の皆様に御挨拶させていただく

時間を頂戴したいと考えておりましたが、部長、教育長が所用の業務のため本日参加する

ことがかないませんでした。代わりに各部の参事監、統括監が代理で出席しておりますの

で、最後にお礼の御挨拶をさせていただければと思っております。よろしくお願いします。 

 それでは、お手元の第５回学術・人づくり部会出席者名簿を御覧ください。翁長委員と

金城委員は御都合により欠席となっております。これにより本日は８名の委員の皆様の出

席となっております。 

 それでは、部会の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。今日もオンラインを併用した形での審議になりますが、

オンライン参加の大城委員、嘉納委員、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 １点目、外部意見及びその対応について。２点目、新たな振興計画(中間とりまとめ)に

ついて、事務局から御説明をお願いします。 
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２ 議  事  

(1)外部意見及びその対応について 

(2)新たな振興計画(中間とりまとめ)について 

【事務局 寺本副参事(企画調整課)】 

 それでは説明させていただきます。企画調整課の寺本でございます。よろしくお願いい

たします。 

 私からは、外部意見及びその対応について、新たな振興計画(中間とりまとめ)について

をまとめて御説明させていただきます。お手元に参考資料１、新たな振興計画(中間とりま

とめ)抜粋版を御準備ください。 

 新たな振興計画(中間とりまとめ)につきましては、10月末に開催された審議会におきま

して、これまで御審議いただいた新たな振興計画(素案)の審議経過として、学術・人づく

り部会を含む９つの部会の中間報告と、県民意見、市町村意見、団体意見などの外部意見

を反映いたしまして取りまとめたものとなっております。お手元にピンクの中間取りまと

めの冊子がございますが、こちらついては修正箇所全て赤色でお示ししております。素案

からの変更点は赤色等でお示ししております。 

 抜粋版については、部会における委員意見を踏まえた修正箇所については赤色、外部意

見を踏まえた修正箇所、または担当部局による修正箇所については青色、他部会の審議に

よる修正箇所については緑色でお示ししております。 

 それでは抜粋版を使いまして、青色でお示ししております外部意見による主な修正箇所

について御説明させていただきます。 

 175ページの15行目を御覧ください。特別支援学校について、小中校と同じく学力向上に

関する記載が必要ではないかとの団体意見がございました。 

 団体意見を反映いたしまして、「小中学校、高等学校に準じて確かな学力の定着を図ると

ともに、知的障害児童生徒に学びの連続性を重視する教育の推進」に取り組むという表現

に修正させていただいております。 

 次に176ページの10行目を御覧ください。当初、素案では「人材」という表現をさせてい

ただいておりました。その人材という表現は使用者の視点となるということで、人格の完

成を目指す教育が望ましいという観点から、専門教育を除いて幼小中校の教育に関する文

章におきましては、「人材」の表現の記載を検討する必要があるとの県民意見がございまし

た。 
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 県民意見を踏まえまして、「本県が発展していくための礎は‘人’であり、一人ひとりの

多様な能力を育て、力強く未来を拓く人づくりを目指します」という形で「人」という表

現に修正しております。 

 続きまして、緑色でお示ししております他部会の審議による主な修正箇所について御説

明いたいます。 

 他部会の中間報告の内容を抜粋した参考資料３、Ａ３の横表で他部会における新たな振

興計画(素案)に対する修正意見審議結果一覧があるかと思います。それも併せて御覧くだ

さい。 

 中間取りまとめ抜粋版の181ページの16行目、参考資料３では４番を御覧ください。 

 福祉保健部会において、保育士の確保と共に保育士の離職率の高さは大きな課題である

ことから、保育士が生涯働ける職場の豊かな環境づくりについて記載できないかとの委員

意見がございました。 

 これを踏まえて、16～19行目にかけて緑色のとおり修正させていただいております。 

 183ページの32行目、参考資料３では９～13番目を御覧ください。産業振興部会におきま

してデータサイエンティストの育成について、具体的に記載することや県内大学でＩＴ人

材の育成を行うことが重要であるとの委員意見を踏まえ、32～34行目にかけて文章を追記

しております。 

 その他、文化観光スポーツ部会、農林水産業振興部会などにおきましても、各分野の人

材育成について議論がなされております。これは参考資料３を後ほど御覧いただければと

思います。 

 最後に参考資料２、関連体系図(案)の抜粋版につきまして、参考資料１と同じ要領で修

正箇所をお示ししておりますので御覧いただければと思います。 

 説明は以上でございます。 

【前津部会長】 

 引き続き、資料１について事務局から説明をお願いします。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課教育企画室)】  

 教育庁の当真でございます。10月末に開催されました沖縄県振興審議会において出され

た意見について御説明させていただきます。資料１を御覧ください。 

 振興審議会の米須委員より真ん中の欄の自由意見として、いろいろな分野での人材育成

について教育現場から教育委員会の意見を入れるなり、現場とつなげた職業案内や目標を
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持った学びを小学校・中学校を通して行っていただきたいという意見がございました。 

 当意見は、人づくり部会において様々な議論がなされましたキャリア教育の視点に立っ

た御意見だと考えておりましたので、事務局の考え方として、新たな振興計画の中間取り

まとめであるキャリア教育の施策についての文章を追記しております。 

 説明は以上でございます。 

【前津部会長】 

 では、審議に移ります。 

 ただいま事務局の説明がありましたけれども、御意見や御質問がありましたらお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

 私から１点。資料１の振興審議会における米須委員からの意見ですが、そのとき私がお

聞きしたのは、学校現場の声などを反映させるようなことをやったのですか？というよう

に私は受け止めたのですが、学校現場の声などがこの事務局の考え方の中の沖縄県キャリ

ア教育の基本方針などには反映されているという意味合いですか。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課教育企画室)】  

 御説明いたします。キャリア教育の基本方針におきましては様々な議論がなされて、教

育委員会内で策定されたと考えておりまして、現場の声も含めて基本となる方針でありま

して、そこを踏まえて推進していけば、そういったこともきちんととらまえられるかなと

考えております。以上でございます。 

【前津部会長】 

 取り入れられているということですね。現場の声も入っているという認識ですか。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課教育企画室)】  

 はい。そう考えております。 

【前津部会長】 

 ありがとうございます。 

 どうぞ喜屋武委員。 

【喜屋武専門委員】 

 今のお答えですが、いろいろな分野での人材育成と書かれているのはキャリア教育だけ

ではないということですか。御質問の意図が…。 

 今お答えになっているのは、沖縄県のキャリア教育の基本方針のことについてお話され

ているのですが、もしかして米須委員がおっしゃられたいのは、全ての人材育成の考え方
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の中に学校関係の意見を取り入れていますか？という御主旨なんですかね。 

【前津部会長】 

 会議の最後の発言でした。そのあたりが少し僕もはっきり捉えることができなかったも

のですからお聞きしたのですが。喜屋武委員がおっしゃるようにもっと幅広い意味でしょ

うか。 

【喜屋武専門委員】 

 幅広い話なのかなと受け取って、例えば観光関係や農業関係、様々な人材育成の分野と

いうことなのかが…。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課教育企画室)】  

 前津部会長もおっしゃっているように、会議の最後で時間がない中で、「意見です」とい

う発言だったので、真意の方がとらまえるのが少し難しいですが、前回部会の中でいただ

いた意見で修正させていただきました産業界とのプラットフォーム、あちらのほうの意見

に修正して提出してもいいかなと考えておりますので、そちらで訂正して意見として出さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

【喜屋武専門委員】 

 はい。そのほうがよろしいかなと思いました。ありがとうございます。 

【事務局 当真主幹(教育庁総務課教育企画室)】  

 分かりました。ありがとうございます。 

【前津部会長】 

 ほかに修正がなされた部分について御意見ありますか。いかがですか。 

 特に御意見ございませんでしょうか。 

 では、先ほど事務局から説明のあった部分等について、そういう形で修正等が図られる

ということで御理解いただきたいと思います。 

 先ほども司会からありましたが、本日が最後の審議となりますので、部会の審議結果を

取りまとめる必要性がございます。審議結果報告書については、本日の審議を踏まえて取

りまとめることになっておりますので、最終的な部分は部会長一任として参考資料４の中

間報告に内容を追加する形で取りまとめたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

今日が最後の部会ですので、何かありましたらお願いします。 

 どうぞ島袋委員。 

【島袋専門委員】 
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 １つだけ文言の確認をお願いします。参考資料１の178ページ、先ほど見ていて、言葉と

して疑問に感じた点が１点だけありまして、ウの地域の発展に寄与する魅力ある高等教育

環境の充実の11行目から「個人のキャリア形成や対人関係能力、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等の非認知能力」という言葉を使っていますが、例

えば対人関係能力というのは、社会的スキルや社会変化等を捉える力、社会課題を発見す

る力は非認知能力というよりは、むしろ認知能力に近いのではないかなという気がしてい

ます。 

 非認知能力は、子供たちの学習行動や様々な活動を根底で支える意欲や姿勢、態度、主

にそういった側面を指して使っているのではないかと思いまして、確認でお願いしたいと

思います。 

【前津部会長】 

 事務局、お願いします。 

【事務局 寺本副参事(企画調整課)】 

 幼児の部分は今から探しますが、先ほど委員から御指摘のあった部分について、これも

前回、部会長と少し調整をさせていただきました。この非認知能力の部分について、先ほ

ど委員がおっしゃったような内容を入れるべきではないかということではございましたけ

れども、我々もこの非認知能力というのは各ステージによって異なるものだと考えており

ます。 

 先ほど委員がおっしゃった部分については、小学校、幼稚園、中学校の中でしっかり育

成されていく部分。高等教育になった場合はそういったものを身に付けた上で、今後社会

に出ていく中で自ら課題を見つけ出す。その課題を解決に導くという力はなかなか測れる

ものではないだろうというところから、ここは高等教育の部分になりますので、そういっ

た観点からここで求められる非認知能力とはという概念から、こういった「社会課題を発

見する力等」という形で整理をさせていただいたところでございます。 

 今探しきれないのですが、幼稚園とかそういった幼児教育の部分での非認知能力につい

ては、先生がおっしゃったような内容を別のところに記載させていただいているところで

す。 

【前津部会長】 

 今回、「非認知能力」という言葉は新しい言葉でもあって、その捉え方についても随分違

いがあるなということを感じておりますけれども、こういう表現では不適切ですか。 
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【島袋専門委員】 

 あえて使っているという理解でよろしいですか。 

【事務局 寺本副参事(企画調整課)】 

 はい。定義みたいなものをいろいろネット等でも調べていくのですが、忍耐力とかそう

いったものも含めて非認知能力だとありますが、やはり幼児教育、小中の中で育成されて

いく部分と社会に出るときには特に対人関係、人とのかかわり方、そういったことを含め

て社会に出るときに今そういったところが少し弱いのかなと、我々部会長ともお話させて

いただいたのですが、こういったものが今後高等教育の中で社会に出る上で、その人の能

力というものを計算で出るものではないのですが、人とどう関わっていくのか、その社会

の中でどうやって生き抜いていく。そういったものを含めたものをしっかりここの中で書

き込んで、社会に出てもしっかり自立して、社会の中でそれなりに役割を果たしていける

人間力をつけるという意味での非認知能力という形で書かせていただいたところでござい

ます。 

【島袋専門委員】  

 ここに書いているのは、例えば様々な視点から社会変化等を捉える力というのは認知能

力ですよね。それを支えるものが、基本的には非認知能力という使い方でしょう。 

【事務局 寺本副参事(企画調整課)】 

 174ページを御覧いただきたいと思います。173ページの下段「①幼児教育の充実」がご

ざいまして、「何かに熱中・集中して取り組む姿勢や、気持ちのコントロール、コミュニケ

ーション等の非認知能力を育むとともに」という形で、それぞれ段階段階に応じて学んで

いく、単純な学力という部分ではない部分の人として生きていく上での過程の部分は、幼

稚園児、小学校で学ぶそれぞれのステージが我々は違うのではないかと。そういったもの

は当然、幼児の中から家庭、社会の中でしっかり育成していく中で、高等教育までいくと

今度はそういった力を根底に置いて、当然身についたものとしてさらに社会に向けてどう

あるべきかと。 

 育成に当たっては、社会課題をしっかり捉えていく力、または社会の中で人との関わり

が相当出てきますので、人との関わりをしっかり身につける力。そういったものが高等教

育の部分では重要になるという形で整理をしたところでございます。 

【前津部会長】 

 事務局からも説明がありましたが、ここのところは私もかなり議論をしたところでもあ
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ります。社会に出ていった卒業生たちの、沖縄の子供たちの弱いところというか、そのあ

たりなども意識しながら話したつもりですが…。 

【喜屋武専門委員】  

 もしかしたら文章の書き方を直したら、島袋先生、大丈夫ですよね。例えば様々な視点

から社会変化などを捉える力、社会課題を見通す力などを「支える」とか、「根底となる」

非認知能力をということを入れたら、そのように今の赤文字の後に非認知能力の役割を接

続するような言葉を入れると意味合いが合うのかなと思っていますが。 

【前津部会長】 

 仲村副部会長、どうぞ。 

【仲村副部会長】 

 これまでも非認知能力を論議してきたわけですが、この非認知能力という語彙を必ずし

も入れないといけないのか。その表現の中に「等の能力」とやってもおかしくはないけど、

何かそういう世の中、流れ的にどうしても非認知能力という言葉を使わざるを得ないのか

なと。 

【喜屋武専門委員】 

 実は、私は多様な人材育成に関する万国津梁会議の委員でもありますが、この中で沖縄

県の子どもたちだけではなくて、企業の皆さんも今見えない力という非認知能力という言

葉を使っており、ここを大人も子供も向上していかないと次世代は難しいよねという話を

昨年からずっと議論をしております。そこの流れを踏襲して非認知能力という言葉を使っ

ていこうということを決めて、昨年提言した第１章１項目に非認知能力を掲げて、当万国

津梁会議が昨年終了したものですから、ここをぜひ使わせていただけたら、そこに関係す

る委員としてもうれしいです。 

【仲村副部会長】 

 言葉にとらわれすぎて、目に見えない非認知というのは例えばコミュニケーション能力、

あるいはそういう自分のコントロールができる能力など、そういうことですよね。それだ

けの表現でいいのに、そこに「等の非認知能力」となるとぼやけてしまって、非認知能力

とは何かなとそこに頭がいってしまって、そういう目に見えないような力を使う部分がぼ

やけてしまう感じがするので、私は前から疑問ではあったのですが、言えなかったです。

皆さん実際に使っていいるので、何でこだわってここだけ使うのか。 

【喜屋武専門委員】 
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 そうですよね。次の10年に向けての内容なので、「ＤＸ」という言葉もそうだと思います

が、これから普通になってくる言葉を先に活用することも大切ではないかという議論が万

国津梁会議の中でありました。それを踏襲しての振興審議会の内容に入れてくださいと提

案をさせていただいた経緯もありますので、混乱するかもしれないですが、少し格好つけ

ると申しますか、こだわりであるとも感じておりますが、提言と表現を統一するというこ

ともご考慮いただけるといいなと一委員としては思っております。 

【仲村副部会長】 

 文ができ上がっていますので、私はよしとします。これを削る云々ではなくて、それで

いいかと思いますが、一つのいい勉強になりました。しかし、僕は必要ないかなと思って

いますが、よろしいかと思います。 

【前津部会長】 

 今の件、島袋委員よろしいですか。 

【島袋専門委員】 

 部会長にお任せします。 

【前津部会長】 

 先ほども申し上げたのですが、確かにこの非認知能力という言葉は新しい言葉でいろい

ろ捉え方も違いますし、私も幾つか取り上げた特集記事なども読んでみました。ちょっと

分かりづらいというのは確かだと思います。いろいろな場面で最近は使われるようになっ

ているのは今喜屋武委員がおっしゃったとおりで、この言葉に少し抵抗もあるかもしれま

せんが、今後いろいろなところで使用されるのではないかということもありますので、そ

のままそれを生かしていきたいと思います。 

 事務局ともう一度議論してみますが、ここまできていますので認めていただきたいなと

思います。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、今の件も含めて一任していただくということでよろしいですか。 

(異議なし) 

【前津部会長】 

 それでは、今日は最後ですので、全体的な印象等含めて今回のこの部会においての感想
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なり、あるいは今この場でどうしても発言しておきたいこと等を一言ずつお願いしたいと

思います。 

 仲村副部会長からお願いします。 

【仲村副部会長】 

 皆さん、お疲れさまでございました。 

 10月22日の正副部会長会議に出席をいたしまして、やはり会議の中でも質問が多かった

のが学術・人づくり部会で、そのとき部会長が所用で出席できませんで私のほうで答えざ

るをえなかったのですが、質問が多すぎて困りました。 

 特に各部会長、副部会長が関心を示したのが、参考資料２の関連体系図の35ページの

5-(2)「生きる力」を育む学校教育の中で、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。そういう割合、指標をどのように図るのか、達成するのか、そ

ういう質問がたくさん出てまいりました。それに対しては子供たちの夢や目標を持ってい

る状況等もお話をしました。 

 それが全国学テの中の生徒質問調査の中に項目があって、そういうのを随時何十年間も

経過を見ることができるという話もしました。事務局もいろいろ説明をしていました。 

 各部会とも人づくり部会について非常に関心をしていただいて、やはり人づくりが沖縄

県を支える力だということを認識をされていたと思います。 

 我々のこの部会の中でもプラットフォームをつくっていくとか、あるいは学びについて

もこれまでの教え込むことから習得という表現に変えていこうと、基本的な提案がこの部

会の中でなされたのではないかということで、４回の審議を終えて非常にいいまとまりが

できたのではないかと思っております。 

 皆さん、お疲れさまでございました。 

【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 次に喜屋武委員、お願いします。 

【喜屋武専門委員】 

 次の10年に向けてのこのような県の大きな計画の中に関わらせていただいて、本当に感

謝しております。先ほど仲村委員からもありましたように、沖縄県は人が一番の財産であ

り、人でこれからも注目を浴びるような地域になっていくべきだと思って、その一助とな

ればとここに関わらせていただいています。 
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 今、私自身も教育委員もさせていただいて、皆様からの御意見であったり、それをまた

学校や教育委員会につなげていくのも私の一つの使命だと思っています。今後、また一人

の県民として実現に向けて尽力していきたいと思っています。ありがとうございました。 

【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 次に大庭委員、お願いいたします。 

【大庭専門委員】 

 皆さん、大変お疲れさまでした。 

 私は今年度から学術・人づくり部会に参加させていただきました。今まで委員の方々が

積み重ねてきた部分は私は参加しておりませんでしたので、なかなか見えない部分は多々

あったところでございます。そういう中で幾つか質問等もさせていただいて、もしかした

ら少し流れが理解できてないピント外れの部分もあったのではないか、御迷惑をかけたと

ころもあったかなと思っているところでございます。ただ、この学術・人づくり部会に参

加し関わらせていただいたことで様々なことを勉強させていただきました。また光栄に思

っております。 

 本当に皆様、大変お疲れさまでした。ありがとうございました。 

【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは島袋委員、お願いします。 

【島袋専門委員】 

 いろいろとありがとうございました。たくさん勉強になりました。 

 今まで私は主に学校教育を中心として委員会と関わって仕事をしてきたのですが、今回

学校教育を超えて沖縄県全体の子供たちの人づくりということで、学校教育以外にも様々

な社会分野で人づくり、学びがあるということを学ばせていただきました。それと同時に、

やはり学校教育と社会、特に経済、職業の在り方というのはより密接につながっているし、

あるいはもっと密接につながっていかなければならないと感じさせていただきました。 

 そういったことを通して、この答申を基にして今後子供たちが自分の学びをつくって、

自分の将来をつくっていけるようになっていくことを強く期待したいと思います。 

 この大変な作業を事務局の皆様、本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。 

【前津部会長】 
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 ありがとうございました。 

 次に宮城委員、お願いします。 

【宮城専門委員】 

 この振興計画はこれから10年の計画ではありますが、人づくりという点でいうとその先

もつくる大事な部会に参加させていただいて緊張もしつつ、うれしく思っています。 

 計画として言葉になったとき、そしてそれを基に行動に移していくときに、ここで話さ

れた議論の細かいところではなくて、言葉の表面で判断していく状況になろうかと思いま

す。そのために大事な言葉選びを一生懸命していたところでもありますが、この会議に参

加した者としてここで議論されたことを現場で、こういうものはどうしても伝言ゲームに

なっていくというか、現場での解釈がうまく伝わっていないなということがあり得ると思

います。 

 私は、公民館、社会教育に携わる者として参加して議論されたことを受けながら、現場

で実践していく。そしてそれを皆さんに伝えていくという役割、責任もあると思って身が

引き締まる思いでいます。これを基にさらに10年後、その先の沖縄をよくしていけるよう

に願っています。このような機会をいただきありがとうございました。 

【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 それではオンライン参加の嘉納委員、お願いします。 

【嘉納専門委員】  

 おはようございます。振興計画で議論させていただきまして大変勉強になりました。 

 来年は日本本土復帰50周年という形になってくると思いますが、当初本土との格差是正

という形で沖縄の振興計画はあったかと思います。私は沖縄に住んで感じていることは、

確かにハード面の整備はかなり本土水準になってきた。そして一部については本土を超え

るような整備が随分とあると思います。 

 ただ、沖縄の状況を見てみますと、地域間の格差といいますか、個人の格差といいます

か、それ自体がものすごく広がってきている印象を随分と持っております。いわゆる沖縄

の内なる格差ですね。内なる格差の固定化と拡大というものが沖縄社会の中で随分と広が

ってきていると、私なりの危機感みたいなものを持っていることも事実です。 

 今回この計画を立てましたので、今後は具体的な戦略と予算付け、それから実施と検証

を丁寧にしていくことに期待したいと思います。以上です。ありがとうございました。 
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【前津部会長】 

 ありがとうございました。 

 大城委員、お願いします。 

【大城専門委員】 

 私もこのような部会に参加させていただいて、とても勉強になりました。仕事柄、保育

が中心でありますが、子ども達が成長し関わっていく学校教育・キャリア教育という視点

が、とても大きな学びになりました。 

 今後、沖縄県も少子化の流れがどのようになっていくのか分かりませんが、今後生まれ

てくる子どもたちのことを考えると同時に、今生まれている子ども達がどのような生活環

境・学校環境で成長していくのかというところも勉強しながら、子ども達をを支える保育

者に対しての支援も考えていきたいと、この部会を通して思いました。ありがとうござい

ました。 

【前津部会長】 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、私から一言申し上げたいと思います。 

 この部会は、先ほどからありますように様々な部会の基礎・基本になる部会だという認

識の下で、皆さん積極的にいろいろな御意見を出していただきまして、本当にありがとう

ございました。私自身もいろいろ勉強になる点がありました。 

 何度か指摘しておりますが、大学にいる立場からしますと、今回の素案の中にこういう

「地域連携プラットフォーム」というものが入ってきたことは非常に評価できるのではな

いかと思います。今後どういう形で構築していくのか。そこがまた気になるところではあ

りますが、少なくとも高等教育機関というものを意識してもらっているというところにつ

きましては、大学の学長の皆さんの集まりでもこれまで何度か話題になった点であります

ので、そのあたりから協力できるものはしていきたいと認識しております。 

 それと、もう１つ私自身が個人的に気になっているのがＩＣＴ教育の推進という点です。

今の沖縄の状況で、果たしてそういうものがどこまで浸透していくのか。そういう環境が

各家庭で整っているのか。もちろん学校現場は整備できると思いますが、家庭、そして親

御さんの認識、能力等、コンプライアンスの問題、そのあたりが気になるところです。 

 もちろんいろいろな教育の向上に資するとは思いますが、場合によっては、先ほど嘉納

委員がおっしゃっていましたが、逆に教育格差の面に出てきやしないかなという点も危惧
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しております。こういう形で計画に盛り込まれていますが、ぜひそのあたりも頭に入れな

がら推進していただきたいと思います。 

 今回のこの部会はコロナ禍ということで、オンラインを併用した形で発言するにも不自

由があったと思いますが、どうにか本日に至ることができたことを皆様に感謝申し上げた

いと思います。 

 それから、事務局の皆様もこういう会議の形態を使いながら取りまとめるにはとても御

苦労があったかと思います。今日まで至ることができて、皆様の努力にも本当に感謝を申

し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

【事務局 井上班長(総務私学課)】  

 改めまして、前津部会長、委員の皆様、本日はありがとうございました。最後まで活発

な御議論をいただき、各委員から想いのこもった数々のコメントを賜りまして本当に感謝

申し上げます。 

 冒頭申し上げたとおり、本日企画部、教育庁、総務部から参事監と統括監が来ておりま

すので、それぞれから感謝の意を述べさせていただきます。 

 最初に企画部の儀間参事監からお願いします。 

【事務局 儀間参事監兼企画調整統括監】 

 企画部参事監の儀間でございます。 

 委員の皆様におかれましては、御多忙にもかかわらず７月から５回部会を開催し、熱心

に審議していただきました。本当にありがとうございます。 

 新たな振興計画ですが、先ほども話ありましたとおり来年が本土復帰から50年というこ

とで、来年度スタートする計画、それも今後10年間を描く重要な計画ということでござい

まして、今回審議の中で委員の皆様からいただいた御意見については審議会の答申案の中

に反映させていきたいと考えております。 

 先ほど話もありましたが、新たな振興計画の中では本県が発展する最大のよりどころは

人であるということで、人こそが最大の資源という考えの下で、次代を担う若い世代の育

成は極めて重要であるという位置づけをしているところでございます。 

 県といたしましては、本計画に基づきまして学校教育の充実、あるいは地域社会を支え

る人づくり、産業を牽引する人づくりなど、幅広い分野の人づくりを着実に推進してまい

りたいと考えております。 
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 委員の皆様におかれましては、本県の人づくりをさらに推進していくために、今後とも

その御経験、専門的な知識を生かして引き続き御支援、御協力を賜りたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

【事務局 井上班長(総務私学課)】  

 続いて、教育庁から佐次田教育管理統括監からお願いします。 

【事務局 佐次田教育管理統括監】 

 県教育委員会の教育管理統括監の佐次田と申します。よろしくお願いします。 

 委員の皆様におかれましては御多忙の中、新たな振興計画を御審議いただき誠にありが

とうございました。 

 先ほど仲村副部会長からありましたように、いろいろなところで御審議があったと思い

ます。議事録も拝見させていただきました。学校教育に関しても多くの審議がなされたも

のと強く感じております。特に学力向上とキャリア教育の部分についてはいろいろな議論

がなされて、成果指標についても様々なサジェスチョンをいただいて、反映させるような

内容に充実されたと考えております。 

 それから、島袋委員からもございましたように、学校教育と経済活動、職業につなげる

べきだということもありました。学校教育については人材育成、人づくりにおいて大きな

役割を持っていると考えております。そのため嘉納委員からもありましたが、計画を策定

するだけではなく、どう施策を実施していくのかがこれからますます重要になると考えて

おります。 

 教育委員会としましては、計画に位置づけた施策について着実に推進し、次代を担う若

い世代の育成につなげてまいりたいと思っています。部会長からもありましたように、こ

れから教育格差が生じないように我々も努力していきたいと考えております。 

 委員の皆様におかれましては、本県の教育施策の推進に引き続き御協力をお願いしたい

と思います。これからもよろしくお願いいたします。  

【事務局 井上班長(総務私学課)】  

 最後に、総務部から茂田総務統括監、お願いします。 

【事務局 茂田総務統括監】  

 総務統括監をしております茂田と申します。よろしくお願いします。 

 前津部会長をはじめ各委員の皆様、５回にわたる御審議、活発な議論を本当にありがと
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うございました。また、先ほどもありましたが、第２回からコロナウイルス感染症対策で

リモートを使って大変不便な思い、あるいは難儀な思いをさせたかもしれません。至らな

かったことも重々あったと思います。それに関しても運営面において御協力いただき、本

当に感謝申し上げる次第です。  

 私ども総務部においては、私学の振興、また高等教育環境の充実などそういった施策等

について御意見、御提言を皆様方からいただいたと伺っております。 

 本日の部会で閉じることになりますが、いただいた皆様からの御意見を必要な施策にま

さしく今後の振興計画にしっかりと盛り込んで、先ほどもありましたが実効性のあるよう

な施策、事業にもっていきたいと思っております。 

 今後とも皆様の専門性の富んだ知見から御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げ

て、私の挨拶とします。どうもありがとうございました。 

【事務局 井上班長(総務私学課)】  

 ありがとうございました。 

 最後に、事務局から諸報告をさせていただきます。 

 本日の議事内容ですが、来週中には取りまとめまして、委員の皆様に照会をさせていた

だき確認いただければと思っております。それを踏まえて、12月中には県のホームページ

に本日の議事要旨、議事内容を公開させていく流れになっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、以上をもちまして本日の第５回部会を終了させていただきます。 

 第１回から第５回にわたる長い間ご対応いただきまして、本当にありがとうございまし

た。 

 

３ 閉  会 


