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その他部会の所掌事務に関する分野

1
１頁
４行

我が国の総人口の減少、更にはか
つて世界のどの国も経験したことが
無い超高齢社会を迎え、これまで
の・・・

【総合部会にて取りまとめ】 「我が国の少子高齢社会の到来
や総人口の減少など」

委員意見の趣旨を踏まえ修正し
たい。

小渡　敬
福祉保健
企画課
企画部

2
１頁７
行

優しさと潤いに満ちた沖縄の実現と
世界のモデル地区になりうる健康長
寿地域復活を担う沖縄振興の・・・

【総合部会にて取りまとめ】 提案のとおり修正したい 「健康おきなわ２１」を長寿世界一
復活に向けたアクションプランとし
て推進しており、「健康長寿地域
復活」が沖縄振興に大きく寄与す
るものと考える。
なお、総説部分であり全体的なバ
ランスを考慮する必要がある。

小渡　敬
健康増進
課

3
14頁
17行

子どもから高齢者まで安全で安心
できる生活空間である・・・

【総合部会にて取りまとめ】 提案のとおり修正したい
小渡　敬

福祉保健
企画課

4
18頁
11行

モデル地域において産学官共同で
実施するとともに、・・・

【産業振興部会にて取りまと
め】 小渡　敬

5
21頁６
行

さらに、炭素エネルギーを使用しな
い徒歩、自転車による移動可能な
都市を造り、自然との共生を図るた
め、緑地の保全に取り組み、都市街
路等の緑化を推進し、沖縄県の健
康長寿に寄与する。

【環境部会にて取りまとめ】

小渡　敬

6
27頁４
行

無電柱化、道路に歩行距離道標を
設置し、緑陰等による涼しい歩行空
間・・・

【基盤整備部会にて取りまと
め】 小渡　敬

7
29頁
27行

サイクリング等ができる環境づくりを
推進し、地域の活性化を図る。地方
においては、スポーツ・レクレーショ
ン施設、学校や老人施設、診療所
などを一緒にした町の中心街を整え
る。

【産業振興部会にて取りまと
め】
文言について、これで良いの
かも検討していただきたい。 小渡　敬

8
37頁４
行

総合雨水対策に取り組む。また、県
内に広く普及している屋上水タンク
を利用した災害時対策を検討する。

【基盤整備部会にて取りまと
め】

小渡　敬

9
37頁
24行

関係情報の一元化と対策の迅速化
を図る。

【基盤整備部会にて取りまと
め】 小渡　敬
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10
37頁
29行

安全かつ安定的な運航の確保を図
る。
地理的に東アジアの中心となる本
県において、国際災害医療支援セ
ンターの設置を推進する。更に、災
害救助病院船を配備し、平時は離
島診療にあたり、災害発生時には
国内のみならず、海外での医療支
援に活用する。

【基盤整備部会にて取りまと
め】

37頁30行
「災害医療対策については、救急
医療体制の充実を図るとともに、
国や関係機関との連携体制強化
に取り組む」を追記

災害救助病院船等の海外支援に
ついては、国際貢献の観点から、
86頁17行で整理したい。

小渡　敬

11
42頁
26行

農林水産物の需要拡大を図る。
アジアの難民を受け入れ、地域の
活性化と国際貢献、アジアとの交流
基盤を形成する。

【総合部会にて取りまとめ】 原案どおりとしたい 　難民の受入は国の専管事項で
あるため、受入れすることができ
るか判断が難しい。
　人道的な立場からの受入れを
することによる国際貢献は重要で
あるが、外国との友好的な関係を
構築し、交流基盤を形成するため
には、正式な入国手続きを経た
外国人と交流することが適切だと
考える。

小渡　敬
文化観光
スポーツ部

12
43頁
14行

優位性を最大限に発揮した新たな
産業の創出に取り組むと共に、本県
の地理的条件を生かし、国内外に
向けた、国際医療機器の常設展示
場を設け、コンベンション機能の充
実と観光の発展を図る。

【産業振興部会にて取りまと
め】

原案どおりとしたい 「国際医療機器の常設展示場」の
設置については、必要があれば
84頁25行に記載のある「大規模
な国際会議等に対応できる施設
等の整備」の中にて整理したい。

小渡　敬 医務課

13
47頁９
行

ショッピングの魅力向上を図る。
JICA沖縄国際センターと連携し、国
際ショッピングモールや国際レストラ
ンを作り、特別課税地域を形成し観
光客の誘致に努める。

【産業振興部会にて取りまと
め】

小渡　敬

14
55頁１
行

沖縄科学技術大学院大学の整備・
拡充に努めるほか、琉球大学や同
大学院大学と連携した・・・

【産業振興部会にて取りまと
め】

　「沖縄科学技術大学院大学と県
内研究機関、企業等が連携した」

委員の意見を踏まえ修正したい。

小渡　敬 企画部

15
55頁
20行

また、健康バイオ関連産業、国際共
同治験、先端医療機器開発をはじ
めとする先端医療産業等の・・・

【産業振興部会にて取りまと
め】

　「『健康・医療』分野と『環境・エ
ネルギー』分野の民間企業等の
集積を促進するため、」

委員の意見を踏まえ修正したい。
意見で示された重点項目の例に
ついては、指針・実施計画や個別
事業の推進に当たって検討した
い。

小渡　敬 企画部
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16
56頁
19行

展示施設等の充実を図るとともに、
地域において科学教育モデル校を
つくり科学教育の発展に取り組む。

【産業振興部会にて取りまと
め】

56頁20行に「また、将来の科学技
術系人材の育成に資するスー
パーサイエンスハイスクールにつ
いては、大学院大学、琉球大学
などの連携協力により指定校を
目指す。」を追加。

委員の意見を踏まえ修正したい。

小渡　敬
企画部
教育庁

17
75頁
13行

施設の整備・充実に努めるととも
に、施設における指導者育成、全国
的に著名な教育者による遠隔授業
などの充実を図る。

【離島過疎地域振興部会にて
取りまとめ】

小渡　敬

18
76頁１
行

救急医療体制の充実、病院船導入
による巡回診療、医師・看護師等医
療従事者の確保と資質向上、・・・

【離島過疎地域振興部会にて
取りまとめ】

原案どおりとしたい 国際貢献の観点から病院船配備
を国へ要望している事から、86頁
17行に盛り込む事で整理したい。 小渡　敬 医務課

19
77頁９
行

生活文化水準の格差是正を図る。
学校、運動公園、診療所、役場、老
人施設、道の駅やショッピングモー
ルなど総合的な施設の集約を行
い、地域の中心街を形成し活性化
策を講じる。

【離島過疎地域振興部会にて
取りまとめ】

小渡　敬

20
82頁
10行

沖縄独自の農林水産技術、建設技
術、医療技術等に関する技術協力
の推進や・・・

【総合部会にて取りまとめ】 原案どおりとしたい 沖縄独自の医療技術が明確では
ないこと、また、医療については、
86頁17行～19行において国際貢
献の視点で記載があるため。

小渡　敬 医務課

21
83頁
21行

水道事業、環境、医療などの分野に
おいて、・・・

【総合部会にて取りまとめ】 水道事業、環境、保健医療など
の分野において…

公衆衛生関係のノウハウを活か
した人的交流等が可能と考える。 小渡　敬 医務課

22
84頁
25行

大規模な国際会議等（国際医療機
器展示など）に対応できる全天候型
多目的施設等の整備を推進する。

【基盤整備部会にて取りまと
め】

原案どおりとしたい 大規模な国際会議等に対応でき
る施設は、様々な用途があり、
「国際医療機器展示」のみ例示す
ることは適当ではない。

小渡　敬 医務課

23
85頁
27行

東南アジア諸国へ提供し、連携・協
力を図る。
　さらに、国内外に最新の医療が提
供出来るよう、シミュレーションセン
ターを活用した先端医療機器の導
入・開発並びに新薬の開発を行うと
共に、それらを担う人材の育成に取
り組む。

【総合部会にて取りまとめ】 「東南アジア諸国へ提供し、連
携・協力を図る。」を「・・・提供す
るとともに、おきなわクリニカルシ
ミュレーションセンター(仮称)と連
携・協力し、国内・国外の医療人
材の育成に取り組む。」に修正。

委員意見を踏まえシミュレーショ
ンセンターの活用について記載。
なお、先端医療については、55頁
21行に記載がある。

小渡　敬 医務課
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24
86頁
17行

災害医療・救急医療の基幹医療施
設（国際災害医療支援センター）の
誘致並びに災害救助病院船の配備
等を図り、アジア・太平洋地域にお
ける・・・

【総合部会にて取りまとめ】 「防災教育施設及び災害医療・救
急医療の基幹医療施設の・・」を
「防災教育施設及び災害救助病
院船等を有する災害・救急医療
の基幹医療施設の・・」に修正。

委員の意見を反映し、災害救助
病院船について追加記載。なお、
「国際災害医療支援センター」の
名称は確定しているものではない
ので、例示するのは慎重に検討
する必要がある。

小渡　敬 医務課

25
117頁
12行

教育環境の充実を図るために、教
育支援センターを設置し、国立高専
や名桜大学などと連携し、施設にお
ける指導者育成、高度な情報通信
技術を利活用し全国的に著名な教
育者による遠隔授業などの充実を
図る。また通学支援、高等学校等へ
の・・・

【総合部会にて取りまとめ】 １１７頁１２行を「教育環境の充実
を図るため、高度な情報通信技
術を利活用し、各学校のニーズに
応じ、著名な教育者による授業の
実施を含めて遠隔授業の充実を
図る。また・・」に変更

　教育支援センターと県立総合教
育センターとの機能の重複が大
きいと考えられ、挿入は慎重に検
討したい。
　専門性の高い授業については、
各学校ごとにニーズが異なるた
め文言を追加したい。

小渡　敬 教育庁

26
118頁
３行

国際交流の推進、名桜大学と連携
し、北部地域独自の国際貢献に取
り組み、JICA沖縄国際センターと連
携し国際貢献の人材育成を図り、国
際的知名度の向上・・・

【総合部会にて取りまとめ】 原案どおりとしたい 特定の圏域を対象とする施策で
はないため、変更は慎重に検討
する必要がある。
なお、現在、JICAと連携し公衆衛
生関係の研修生を海外から受け
入れているところであり、今後も
推進していく方針である。

小渡　敬

27
134頁
28行

計画的な整備・更新を促進する。
県立看護大学と連携し看護師教
育、保健師教育の充実を図る。本島
内に遠隔医療センターを設置、充実
させ離島医療のバックアップ体制を
構築する。

【総合部会にて取りまとめ】 原案どおりとしたい 県立看護大学は、県全体におけ
る看護師や保健師等の質の高い
人材を育成する役割を担ってお
り、一圏域に特記することは誤解
される可能性がある。
なお、「県立看護大学と連携し看
護師教育、保健師教育の充実を
図る。」の修正意見については、
94頁21行「県立看護大学におい
ては、・・・専門性の高い看護職を
養成する。」で読み取れると思わ
れる。
　134頁25行　「また、診療所と宮
古・八重山病院及び沖縄本島医
療機関のネットワーク化の推進、
遠隔医療など高度な情報通信技
術の医療分野への利活用を促進
し、医療体制の充実を図る。」に
おいて、修正意見の「遠隔医療の
充実による離島医療のバックアッ
プ体制を構築する」ことは読み取
れると思われる

小渡　敬 医務課
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第３回の福祉保健部会の進め方について

◇本来なら…

　　

審議会答申 県民意見 団体意見 市町村意見

事務局(県)

◇今回は・・・

　　

意見すり合わせ 事務局意見

審議会答申 県民意見 団体意見 市町村意見

事務局

部会委員相互の自由闊達な意見交換

「新たな計画の基本的考え方」完成

部会委員相互の自由闊達な意見交換

修正文案を答申

総合的に勘案して「新たな計画の基本的考え方」を修正

文章化（ｂｙ事務局）

「新たな計画の基本的考え方」完成

修正文案を答申

総合的に勘案して「新たな計画の基本的考え方」を修正

文章化（ｂｙ事務局）

部会委員としては、自分
たちの意見がどう反映さ
れたのか、あるいはなぜ
反映されなかったのか知
るすべがない

第１～第３回の審議

第１～第２回の審議

第３回の審議

部会委員は、自分たち
の意見がどう反映され
たのか、あるいはなぜ
反映されなかったのか
を推測することができ
る。


