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平成２１年度第３回沖縄県次世代育成支援対策推進協議会

質 疑 概 要

議題１ 第２回協議会の質疑概要について

Ａ氏（学童協）

参酌標準について 5 点ほど質問したい。1 点目は、参酌標準として国からどういった
内容（算式）を提示されているのか。2 点目は、各市町村の数値はニーズ調査に基づく
内容になっていないが、その状況で県はどのように関わるべきと考えているか。3 点目
は、国の指針には「現状を踏まえつつも」とあり、この「も」は現状があっても 29 年
度までにやるべきだと理解するが、どうか。4 点目は、29 年度までの計画のうち重点
的に取り組む期間が 22 年度までの 3 年間となっているが、それと後期計画との関係は
どうなっているか。5 点目になるが、参酌標準とこれだけ乖離があると「参酌標準は何
だったのか」ということになる。これに対して、協議会はどのように関わることができ

るのか。県として子育て支援をどうしたいのか、市町村にどう頑張ってほしいのかとい

う理念やビジョンがないのではないかと思う。国はやる気なのに、なぜ県は積極的では

ないのか。

事務局

1点目、国の算式の内容は説明に時間がかかるので次回に資料を準備したい。2点目、
市町村の数値に対して県は極力ニーズを踏まえるように指導しているが、最終的に市町

村が決める数値なので、11 月の地区別会議で協議会からの要望を伝えていきたい。3
点目、29 年度までにニーズを達成すべきという意味だと考えている。4 点目、29 年度
までの目標は新待機児童ゼロ作戦によるものであり、その集中重点期間として 20 年度
から 22 年度まで 3 年間取り組むとされている。この中で数値目標とされているのは保
育所と放課後児童クラブの 2 事業であり、この 2 事業については、平成 22 年度の目標
も設定している。それ以外は後期計画目標年度の 26 年度の目標設定となる。5 点目、
参酌標準との乖離については個人的な意見であるが、ニーズ量が適正なものと極端にか

け離れているものがあり、国においてもしっかり練られていないと思われる。まったく

想定外の数値がでてきて、市町村においても混乱している状況がある。今後検証してい

きたい。

Ａ氏（学童協）

先ほど市町村からの資料は取り扱いに気をつけるように（公表しないように）と話し

ていたが、なぜ公表しないのか。せっかくニーズ調査をしたのであれば、県民に説明し

ながら計画を作るべきではないか。いろんな形で公表し、意見をくみながら計画を立て

たほうがよいと思う。

事務局

後期計画は利用者の視点を含めるつもりであるので、地区別調整会議等で協議会で出

た意見等を説明していく。またニーズに対して極端に低い数値等があれば指導してい

くつもり。
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議題２ 県後期行動計画の骨子(案)について

Ｂ氏（民児協）

資料２（骨子（案））4 ページの「1(3)ア 民生委員・児童委員活動体制の充実」につ

いて、民生委員は現在約 2,000 名の定員に対し、181 名の欠員がいる。福祉ニーズの多
様化しているため、なり手がいない。他県よりも欠員は多く、3 年に 1 度の改選時には
300 名の欠員が発生しており、各関係機関の取り組みで補充するがうまくいかない。欠
員がいると、その地域の福祉活動が滞り、隣接地域の委員や自治会長がカバーしたりし

ている状況である。また、平成 6 年まではなかった主任児童委員制度ができており、
子ども達の世話をしている。ほとんどの市町村の民児協は 2 人体制であるが、研修は
年 1回しかなく 1人しか参加できない。研修を充実させ、2人一緒に参加させてほしい。

事務局

この件は前期計画にも盛り込まれているが、前進していない。所管する福祉・援護課、

社協、市町村の協力が必要であり、検討していきたい。

Ｃ氏（大学教授）

資料２（骨子（案））4 ページの「2(9) 離島で暮らす妊婦が安全･安心して出産でき
る体制の整備」について、あくまで離島が対象なのか。北部地域も必要ではないか。そ

れはどこで補うのか。

事務局

ここでは離島のみであり、本島については「2(1) 周産期保健医療体制の整備」の中
でカバーしていきたいと考えている。

Ｃ氏（大学教授）

具体的に文言で出てくるのか。そこで北部での問題も踏まえて書くのであれば、構わ

ない。

事務局

盛り込む予定である。離島については漏れていたわけではなく、特に離島については

強い要望があり、この部分は明記したものである。

Ｄ氏（母子寡婦連）

母子会で議論になり、名護市の市民として言いたいが、ドクターヘリについては賃料

だけで 8,000万円もかかるので、皆さんに会員になっていただき、定期的にサポートし
てほしい。県立の産婦人科の件は何度も要請して去年 4人で開設したが、待遇が悪く、
今は 1人しか残っていない。他の地域では厚遇し、家族の生活面もサポートしている。
北部では安心して子どもを生める状況にない。人の命に関わることでので、緊急に対策

が必要である。

福祉保健部長

この件は病院事業局で検討しているが、へき地も含めて地域医療再生計画を申請中で

ある。5 か年かけて長期的なシステム作りを行う構想を考えている。次世代計画には個
別には盛り込まないが、医療計画の中で盛り込み、連携していきたい。

Ａ氏（学童協）

発達障害の格上げについては歓迎したい。5 歳児保育の件について、幼稚園の預かり
保育で対応するのか保育所で対応するのか、項目を設けて考えてほしい。
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事務局

ご意見を踏まえて、課題を整理し、検討したい。

Ｅ氏（PTA連）
ドクターヘリは何機あるのか。

福祉保健部長

1機である。
Ｅ氏（PTA連）

北海道は 3機あるというが、離島も含めると沖縄県で 1機では少ないのではないか。
Ｆ氏（医師会）

ヘリ事業は 1 県 1 事業とされており、救急センターがないと設置できない。現在、
浦添総合病院に救急センターがあり、そこで実施している。浦添総合病院は昼間だけだ

が、本島内は 15 分でカバーでき、1 機で十分である。遠隔地や夜間は自衛隊のヘリが
飛ぶが、これは自然災害の場合などで、病人を運ぶ場合はドクターが乗らない限り飛ば

ない。これには 7つの病院が協力しており、時間的にも距離的にもカバーされている。
Ｅ氏（PTA連）

さっきのドクターヘリとの違いは何か。

Ｆ氏（医師会）

北部のドクターヘリは 1年で事業が終了したということである。
Ｇ氏（子ども会）

資料２（骨子（案））4 ページの「3(1)イ 次代の親育てを意識した活動支援」の「活

動支援」の内容は何か。

事務局

内容としては、家庭教育カウンセリング研修の実施、親等に対する家庭教育講座や中

・高校生を対象にした子育て理解講座の実施、「子どもの居場所づくり」の推進、親子

電話相談体制の充実の 4つとなっており、引き続き実施する予定である。
Ｇ氏（子ども会）

その中でパンフレットを作るなど広報活動もやっているのか。

事務局

後日調べて報告する。

Ｃ氏（大学教授）

資料２（骨子（案））は案だが、この協議会で決定するのか。

事務局

骨子の決定は行政の仕事なので、皆さんの意見を踏まえ、庁内で決定する。

Ｃ氏（大学教授）

当協議会で意見を伺ったのち決定した資料２（骨子（案））を受け、資料４（後期計

画への意向調査）、資料５（事業体系（案））が関連資料となるのか。

事務局

そのとおり。
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議題３ 具体的施策及び推進関連事業(案)の検討について

Ｈ氏（経営協）

資料６（経営協アンケート）について補足する。このアンケートは 290 社に対して
実施した。次世代対策を始めて 3 年目になり、何度も説明会を実施していたが、思っ
たより認識が低かった。特に問１③では企業として従業員がファミサポを利用してるか

知らないのにパンフの送付希望はしないという会社も多く、企業の意識が低いと感じた。

認知が必要だと思う。ファミサポに関しては県が中心となり、積極的に広域化を進め、

市町村が活用しやすい仕組みづくりをするべきではないか。具体的には、電話がつなが

りにくいという要望に答えるべく、県がコールセンターを設置して、市町村に取り次ぐ

などしてはどうか。小さい市町村だと独自で行うのは厳しい。

待機児童ゼロの取り組みについては、自分も子どもを認可外保育施設に入れており、

対応がひどかった（子どもが熱があっても気づかない、怪我をしているのに洗浄もしな

い等）経験があるので、認可保育所を増やしてほしいが、予算的な制限もあるので、子

育てを終えた高齢者に研修し、認証を与えて保育サポーターとして認可外保育施設に派

遣するというのはどうか。一度子育てを経験した人の方が安心できる。今のままでは保

育所は頼りない。

先日、母子家庭のシンポジウムがあり、那覇市は全家庭の 6 分の 1 が母子家庭だと
聞いた。母子家庭では仕事と育児の両立は難しい。ひとり親家庭は働かないといけない

人が多いのに、受入体制が十分でないので保育所や学童を充実させるなど、実態を調査

して、取組の強化が必要だと思う。

Ａ氏（学童協）

資料４（後期計画への意向調査）、資料５（事業体系（案））の見方が分からない。

資料４の 5 ページの「4(2)イ 信号機・横断歩道の整備」が事業を実施しないことに

なっているが、これは事業はやるが、プランには載せないという意味でよいか。

経営者協会の資料はいい。子育てに関わる団体がこういうのを出してくれるといい。

経営者協会でも学童と同じような意見が多い。ほかの団体もこのような資料を提出して

もかまわないか。

事務局

資料４は現プランに掲げた項目の後期計画への意向調査であり、資料５は事業体系を

まとめたものである。信号機の設置に関しては、子育て支援としては実施しないという

ことであるが、現在も調整中である。できれば、プランには載せたい。

アンケートの件については、現場の生の声をまとめた経営者協会の内容は計画策定の

参考になる。こういった資料があれば、事務局にあげていただいてもかまわない。資料

を関係各課に情報提供をして、県のプランに盛り込めるかどうか検討していきたい。

Ｆ氏（医師会）

今までの議論を聞いているとほとんどが総論であり、各論は市町村で、県が指導して

いくという話である。経営者協会の資料はまさに各論であり、これらの中には今年でき

るもの、来年できるもの、5 年、10 年かかるものがある。例えば、小児救急は医者を
育てる必要があるので時間がかかる。各論を早く作らせて、格付けをしていく体制づく

りが必要ではないか。各論をまとめて優先順位をつける必要がある。
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Ｉ氏（保育協）

計画を作ってきたが、現実はどうかと言えば、県の姿勢は市町村が主体であるからと

いう理由で予算はつけない。そこをどうするか。国が求めている計画では、保育、一時

預かり、延長保育など全て最後は親が負担するような形になっている。市町村が実施し

やすい体制づくりを県が予算を出して作るべきだ。県が負担すべきものは負担して、末

端で効果のあるものを考えてほしい。今般、児童相談所に一時保護所を設けると言う話

が出ているが、マスコミであれだけ取り上げられなければできないというのも問題であ

る。予算面での配慮を含め、県のやる気を見せてほしい。

事務局

県の財政状況は非常に厳しい状態にある。来年度についても同様である。予算がなく

て実際に仕事ができるのかと言われればそうであるが、厳しいながらも工夫していきた

い。予算を増額するのかどうかは部局要求に対して、財政課が査定をし、知事が決める

ことである。国庫に対しては対応できていない部分もあるが、従前どおりではない。

Ｊ氏（私立幼稚園連）

理想論かもしれないが、これらの施策は親が働くことばかりで、子どもが中心になっ

ていないのではないか。各団体の代表なので、申し上げたい。長年 40 年以上保育所を
やっている園長が言っていたが、保育所が充実すればするほど、子どもがかわいそうだ

といっていた。国が子育て支援に基づき、市町村が保育所を作るから子どもを遅くまで

預ける親がいる。昔は親が弁当を作ったものだが、今は給食を希望する親が多い。親が

他人に子育てをさせている現状に心が痛む。国の縦割り行政の問題も、厚労省は保育所

だけ、文科省は幼稚園の預かり保育ということで、子どもに親が殺されたり、兄弟愛が

育たない状況がある。モノ・カネを求めている日本では理想かもしれないが、幼児期ぐ

らいは子どもと一緒にいられないのか。子どもは親が育てるということを考えてほしい。

子どもを中心に物事を考えられたらいいのにと思う。

Ｈ氏（経営協）

子どもと一緒にいたい気持ちは分かる。しかし、仕事をしないと生活ができない。特

に母子家庭は 2 ～ 3 つの仕事を掛け持ちすることもある。子育て放棄ではない。理想
としてはそうだが、現状ではできない。貧困層も多い。

Ｉ氏（保育協）

保育所は第二種社会福祉事業に当たるが、福祉のニーズがあるからそうしているので

あって、そういう場を作り出すためにやっている訳ではない。昼間・夜間別々の保育所

に子どもを預けている親に聞くと、「学歴がないので、昼間だけ働いていては、子ども

に隣近所と同じ環境にしてやることができない。だから、2 つぐらい仕事をしないとい
けない。」という。こういう現実は多々あるため、保育所は必要である。保育所に預け

ている親が子どものことを考えていない訳ではない。

Ｃ氏（大学教授）

とても大事なことだが、今のような実際の声をプランに反映させていく必要がある。

前期計画から関わっているが、後期計画では県として、ここを重点的にやりたいという

のを総論のはじめに示してもいいと思う。資料３では国は実態に即して、とあるが、ど

こでそれを吸い上げるのか。各事業の担当は前回の担当とは違うと思うが、それぞれの
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担当がそれぞれのレベルでやっているのか。それとも、課長がそれを全部知った上でや

っているのか。資料３（骨子（案）対照表）にある PDCA サイクルはどうなっている
のか。部署によっては空白も多い。各事業で「これこれは前進しましたが、まだ不足で

す。」と言うような各論をきちんとやる必要がある。現場での課題が納得行く課題であ

るか、事務局の方でそれを投げ返すぐらいしてほしい。

まだ期待しているが、ワーク・ライフ・バランスについてももっと肉付けが必要であ

る。保育所の問題とも直結する。「５ 職業生活と家庭生活との両立の推進等」の充実

がはっきり見えるようにしてほしい。

事務局

現段階では骨子案のみしか示していないが、指摘のあった、総花的な施策にどう濃淡

をつけるかや厳しい財政状況の中で何が優先するのかという視点は必要だと思う。検討

していきたい。

以 上


