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平成29年度 沖縄県子ども・子育て会議 議事概要 

１ 開催日時 

 平成29年11月22日（水）10:00～12:00 

  

２ 開催場所 

 沖縄県教職員共済会館「八汐荘」中会議室 

 

３ 出席者等 

（出席） 

 池原 基生 委員（沖縄県私立幼稚園連合会副理事長） 

 石嶺 元子 委員（社会福祉法人日本保育協会沖縄県支部副支部長） 

 上野 さやか 委員（特定非営利活動法人おきなわCAPセンター事務局長） 

 大城 貴子 委員（沖縄中部療育医療センター言語聴覚士班長） 

 宜保 晴毅 委員（沖縄県市長会会員（豊見城市長）） 

 下地 イツ子 委員（一般社団法人沖縄県ＰＴＡ連合会副会長） 

 末広 尚希 委員（沖縄県認可外保育園連絡協議会会長） 

 玉城  孝 委員（沖縄県児童養護協議会会長） 

 長嶺 久美子 委員（一般社団法人沖縄県私立保育園連盟副会長） 

 仲本  豊 委員（一般社団法人沖縄県経営者協会副会長） 

 二宮 千賀子 委員（一般公募） 

 浜田 京介 委員（沖縄県町村会理事（中城村長）） 

 松田原 昌輝 委員（日本労働組合総連合会沖縄県連合会副事務局長） 

 銘苅 桂子 委員（沖縄県医師会会員（琉球大学医学部附属病院）） 

 山城 眞紀子 委員（沖縄キリスト教短期大学特任教授） 

 与那嶺 清子 委員（公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会会長） 

（欠席） 

 謝花 博一 委員（沖縄県学童保育連絡協議会会長） 

 村吉 和美 委員（沖縄県公立幼稚園・こども園会会員） 

 饒平名 智代 委員（沖縄県保育士会会長） 

 以上 委員19名中16名出席 
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（事務局） 

 子ども生活福祉部長、子ども福祉統括監、青少年・子ども家庭課、子育て支援課、 

 平和援護・男女参画課、障害福祉課、労働政策課、義務教育課、生涯学習振興課 
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４ 会議次第等 

 １ 開会 

 ２ 委嘱状交付 

 ３ 子ども生活福祉部長あいさつ 

 ４ 委員自己紹介 

 ５ 議事 

  (1)｢沖縄県子ども・子育て会議」について 

  (2)黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)について 

  (3)黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)関連施策の実施状況 

   について 

  (4)その他  

 ６ 閉会 

５ 配布資料 

 ①会議次第 

 ②座席表 

 ③沖縄県子ども・子育て会議委員名簿（平成29年11月22日現在） 

 ④資料１ 沖縄県子ども・子育て会議について 

 ⑤資料２ 黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)について  

 ⑥資料３ 黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)関連施策の進 

      捗状況  

 ⑦資料４ 市町村子ども・子育て支援事業計画の中間年における見直し(教育・保育の量 

      の見込み及び確保方策)に伴う黄金っ子応援プランの見直しについて 

 ⑧冊 子 黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画） 
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６ 議事要旨  

〔事務局〕会長が議事を進行するまでの間、事務局が進行を行った。 

■事前配付資料及び当日配付資料確認 

■子ども生活福祉部長から新委員へ委嘱状の手交 

■子ども生活福祉部長あいさつ 

〔子ども生活福祉部長〕 

○ このたびは「沖縄県子ども・子育て会議」の委員を快くお引き受けいただき感謝と、

日頃より本県の子育て支援施策推進のご協力に御礼申し上げる。 

 全国的に少子化が進行する中、国や地域を挙げ、子どもや家庭を支援する新しい仕組み

の構築として、平成24年８月に「子ども・子育て関連３法」が成立し、「子ども・子育て支

援新制度」が平成27年４月から本格施行された。 

 沖縄県は、条例に基づき「沖縄県子ども・子育て会議」を設置し、子ども・子育て支援

の基本方針である「黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画）」を平

成27年３月に策定し、今年度は事業計画の中間年となっている。 

 同プランでは、県と市町村の協働により、待機児童の解消、教育・保育サービス提供体

制の整備、人材の確保、資質の向上、社会的支援の必要性の高い子ども・家庭に適切な支

援の施策を盛り込んでいる。 

 本日は同プランの関連施策の実施状況や実績の報告を予定している。 

 本会議は、子どもの保護者をはじめ、市町村、子育て支援の当事者、児童養護及び社会

的養護関係者、事業主、労働者の代表、学識経験者などさまざまな分野からお集まりいた

だいている。皆様には幅広くご意見をいただけるよう期待している。 

 今後とも県・市町村における子ども・子育て支援施策の推進にご支援、ご協力を賜るよ

うお願い申し上げる。 

■(委員座席順により自己紹介） 

■定足数の報告 

 委員19人中16人出席。沖縄県子ども・子育て会議設置条例（以下「条例」）第６条第２項

による定足数を満たしている旨報告。 

■(事務局の出席者紹介) 

■その後、会長が議事を進行した。  
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〔会長〕 

○ 本日は、改選により２名の新委員を迎え会議を進めたい。各委員のお立場からの活発

なご発言を期待している。 

 

議事(1)「沖縄県子ども・子育て会議」について 

〔会長〕 

○ 事務局からご説明願いたい。 

 

〔事務局〕資料１「沖縄県子ども・子育て会議について」を説明。 

 

議事(2)黄金っ子応援プラン（沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画）について 

〔会長〕 

○ 事務局からご説明願いたい。 

  

〔事務局〕資料２「黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)につい 

     て」を説明。 

 

議事(3)黄金っ子応援プラン（沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画）関連施策の実施状 

    況について 

〔会長〕 

○ 引き続き、事務局からご説明願いたい。 

 

〔事務局〕資料３「黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)関連 

     施策の進捗状況」を説明。 

 

〔会長〕 

○ 議事１、議事２について質疑・確認事項があれば伺いたい。 

 

〔委員〕 

○ 男性の長時間労働がワークライフバランスを乱し、保育園の送り迎えは女性の非正規
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雇用につながっていると認識している。 

 資料２(４ページ)の黄金っ子応援プランの現状と課題中「低い男性の育児参加」とある

が、沖縄の男性の育児参加についてのデータがあるのか。 

 

〔事務局〕 

○ 沖縄男性の育児参加のデータとして、平成28年の育児休業取得率がある。全国3.16％・

沖縄県4.8％である。全国に比して沖縄県は若干高いという結果だ。 

 

〔委員〕 

○ 沖縄男性の育児参加は全国より高いが目標レベルには達してないということか。 

 

〔事務局〕 

○ そういうことである。 

 

〔委員〕 

○ 男性の育児参加について一時期ＣＭが放送されていたが、沖縄県は広報しているか。 

 

〔事務局〕 

○ 九州・山口県と連携し、ワークライフバランスの推進キャンペーンを実施し、昨年Ｃ

Ｍを作成済だが、沖縄県では放送していない。You Tube・ホームページに掲載している。 

 

〔委員〕 

○ 男性の育児参加は、職場・育児・女性にとって大切なことである。既に制作している

のなら、ぜひ放送していただきたい。 

 

〔会長〕 

○ 次に、議事３について質疑・確認事項があれば伺いたい。 

 

〔委員〕 

○ 待機児童2,247人という数字は、増えたのか減ったのか伺いたい。 
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 施設と保育士が増えても待機児童が解消できない理由は、ニーズに対応できない、マッ

チングが原因ではないかと思うが、実際、待機児童が解消できない原因検証を沖縄県はさ

れているのか。 

 

〔事務局〕 

○ 待機児童数の増減については、平成28年４月１日が2,536人、平成29年４月１日現在

2,247人、289人の減である。 

 沖縄県は原因として２つあると認識している。 

 １.利用児童数に対して受け皿が不足している。 

 ２.利用児童数に対して受け皿は充足していても、地域別(例:那覇市首里は充足、小禄は

不足)や年齢別(３～５歳児は充足、０～２歳児は不足)のミスマッチが生じている。 

 沖縄県の対応としては、 

 １は、沖縄県待機児童解消支援交付金を活用し、受け皿整備の支援を行っている。 

 ２は、市町村意見交換会を通して、ミスマッチの解消に向けて助言を行った。 

 

〔委員〕 

○ 待機児童を持つ保護者は、仕事が即切羽詰まった状況となるので、スピーディーな対

応を希望する。保育施設で余っているところと、足りないところがあるのはもったいない。 

 マッチングをコントロールし統括する上部機関、アドバイザー・コーディネーターは各

地域・県に設置が必要ではないか。 

 

〔事務局〕 

○ 住民の問い合わせに対応できる担当者を各市町村の窓口に配置し、必要な支援につな

げる事業として「利用者支援事業(保育コンシェルジュ)」を実施している。平成28年度は

12市町村が実施している。 

 

〔会長〕 

○ 沖縄県私立保育園連盟や日本保育協会は、地域別・年齢別の受け皿不足の要因はどう

お考えか。 
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〔委員〕 

○ 私の住む村は、保育園がいくら認可を受けても保育士が確保できない。一番の要因は

保育士不足だと考える。 

 

〔委員〕 

○ 保育士不足に加えて、年齢のミスマッチがある。認定こども園化に伴い、０歳～２歳

の待機児童は依然解消されず、３歳～５歳の受け皿はますます増えていると推測される。 

 

〔委員〕 

○ 保育園は０歳～６歳の受け皿だが、待機児童の80～90％は０歳～２歳である。３歳～

５歳が埋まらないからといって保育園は作りすぎとは言えない。保育園の数が足りている

というニュアンスに聞こえるのは訂正していただきたい。現場では保育園が足りていない

と感じる。市町村の適正配置に課題がある。 

 沖縄県の計画は平成29年度末ですべての待機児童を解消する計画だったが、それを１年

先延ばしにするのか伺いたい。 

 

〔事務局〕 

○ 現行の黄金っ子応援プランでは、利用児童見込数約５万5,000人に対し、受け皿として

約５万7,000人分確保し、平成29年度末に待機児童解消を目指している。 

 一方、環境の変化、女性の社会進出、ニーズの掘り起こしにより、平成28年度、29年度

で入所希望児童数が約7,200人増加している。 

 利用児童数が当初見込と10％程度乖離がある場合、平成29年度末までの待機児童解消が

困難な場合等は、計画の中間見直しを行うようにとの国の通知を踏まえ、県は市町村ヒア

リング実施中である。 

 現在、市町村では「子ども・子育て支援事業計画」の中間年の見直し作業中であり、12

月にとりまとめ予定である。その結果次第で現行計画は見直しされる。 

 その結果、当初見込みの５万5,000人を超え、確保方策で受け入れ不可能であれば、平成

29年度末までの待機児童解消は困難となる。市町村作成の見直し結果をとりまとめた後に、

次回の会議でご説明したい。 
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〔委員〕 

○ 計画どおりにはいっているが、量の見込みが上回っているので平成29年度末に待機児

童は解消できないという答弁と理解した。 

 １自治体で100人の保育園を創設すると100人の待機児童が減るという感覚がある。実際

には０、１、２歳だけ定員が100％になる。 

 那覇市では６割しか希望する保育園に通えない。４割の家庭は兄弟別々の保育園になっ

たりする。箱物をつくり埋めればよいというものではない。真のニーズを把握する必要が

ある。県は見直し作業では、量の見込み、確保方策に見誤りがないように、その点を留意

したほうがよい。 

 保育園の保育士不足に子育て支援員は大きな役割を担っていると思うが、子育て支援員

の講習が満員で希望者が受講できないので、回数と受講数を増やしてほしい旨、前回も提

案したが、反映してほしい。 

 

〔会長〕 

○ 見直しについて後ほどお聞きしたい。議事３についてお伺いしたい。 

 

〔委員〕 

○ 黄金っ子応援プラン策定時になかった、国が進めている企業主導型保育所の沖縄県の

利用状況の数字があれば教えていただきたい。 

 また、保育所、２号、３号も、沖縄県全域で保育を考える時期にきている。那覇市で余

っていたら浦添市の子どもが入れるような広域の仕組みを県主導で考えていただきたい。 

 

〔事務局〕 

○ 平成29年４月３日現在で、県内の企業主導型保育事業所は17施設、定員465人である。 

 国の通知でも企業主導型保育ニーズを考慮する記載があり、計画の数値見込みに、企業

主導型の保育利用者も踏まえ確保方策を作成している。現在、市町村が見直し作業中であ

る。 

 また、県全域での取り組みについては、市町村をまたいで保育所を利用する場合、県か

ら通知文を発出して市町村に働きかけている。平成29年度は、18市町村で341人が保育所等

の広域利用をしている。 
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〔委員〕 

○ 企業主導型は広域に適していると思う。認定こども園、２号、３号でも広域利用は積

極的に行われるようにはなっているが、反面、認定こども園がある市町村担当者レベルで、

自分の市町村を優先的に入所させて他市町村はこれ以上入所させないようにと言われると

聞く。広域利用者が341人は少ないと思う。広域利用の仕組みがもっと整えば待機児童解消

につながるのではないか。 

 

〔委員〕 

○ 私の子どもが通う幼稚園が来年度から認定こども園に移行するが、保護者がそれを知

ったのは今年４月で、教職員６人中５人に人事異動があり、園長もかわり、非正規職員の

待遇、園児の継続などに、地域に不安や動揺があった。空き教室利用などはよいと思うが、

今後、他の地域ではできるだけ緩やかに移行してほしい。 

 また、質問として、11月16日「沖縄タイムス」掲載記事に、在園児選考を11市町村が行

い、59人の園児が退所させられたとある。 

 親は在園するために短時間勤務を通常勤務に変更するなどの対応が必要になり、企業も

ワークライフバランスを整備したものが無になる。逆行した制度ではないか。 

 在園児選考は３月に通知を受けて４月から退所では安心して働けない。在園児選考は解

消できないのか。 

 

〔事務局〕 

○ 市町村の利用調整についての質問に沖縄タイムスの記事を踏まえてお答えする。 

 毎年、市町村が入所園児を決める際は、在園児童も含めて保育の必要性・優先度を順位

づけている。その結果、優先順位が下がれば退所を求められると確認している。それ自体

は子育て支援法・児童福祉法等で求められているので違法性はない。厚生労働省も適法と

の見解である。 

 年度の途中で保護者が仕事を辞めるなどの状況の変化もあることから、在園児も毎年の

判断が必要である。しかし、市町村の認識としても、在園児を来年から退所させるのは行

政サービスとしてはよろしくない。入所の際に、保護者に丁寧に説明する必要があると考

えている。 
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 入所の利用調整は市町村が決定することだが、沖縄県としては保育の需給バランスがと

れるよう、保育の受け皿整備を市町村と連携して力を入れて取り組みたい。 

 新聞報道でニュアンスが違うのは、保育の必要性の有効期限は３年の期間であるが、そ

れは同じ保育所に３年間入所が認められたという意味ではないことをご理解願いたい。 

 

〔委員〕 

○ 保護者が仕事を辞めたケースは当然理解するが、就業継続で入園資格がなくなるとそ

の影響は大きい。育児介護休業法等に則って配慮する制度にしてほしい。 

 

議事(4)その他 

〔会長〕 

○ 議事４を事務局からご説明願いたい。 

 

〔事務局〕資料４ 「市町村子ども・子育て支援事業計画の中間年における見直し(教育・

保育)の量の見込み及び確保方策)に伴う黄金っ子応援プランの見直しについて」を説明。 

 

〔会長〕 

○ ただいまの資料４の説明に対して質問・確認事項があればお受けしたい。 

 

〔委員〕 

○ 育児休暇中の保育士・看護師の職場復帰について、豊見城市は市外で働く方も、保育

園への子どもの優先入所へ加算したいが、他市町村が足並みを揃えないと不公平感がある。

職場復帰を早めるためにも全市町村一括でやる仕組みをつくるべきだと先の沖縄県振興拡

大会議でも要望したが、お答えいただきたい。 

 

〔事務局〕 

○ 国からも保育士確保について通知があった、それを踏まえて平成28年２月と10月に、

県から市町村に保育士の子の優先利用の通知文を発出した。 

 

〔委員〕 
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○ 通知を受けた各市町村はそれに取り組んでいるのか。豊見城市は他の市町村と足並み

をそろえたい考えである。 

 

〔事務局〕 

○ 平成28年２月の国の通知は、保育士のお子さんの優先入所を認める方針で、県もそれ

に合わせて平成27年度に優先入所を通知した。 

 平成28年度実績は、18市町村で延べ834人の保育士のお子さんが優先入所している。 

 

〔委員〕 

○ 那覇市民が豊見城市で働く場合も、市外の保育士も加算して既に復帰できているとい

うことか。 

 

〔事務局〕 

○ はい。 

 

〔委員〕 

○ 今後の見直しで忘れないでほしい心配な事項として、八重瀬町は公立保育園がなくな

り障がい児保育の受け入れの対応ができない状況である。障がい児保育１対１の対応の人

件費として、市町村の補助160万円では全く運営ができない。今後は新たな受け入れはでき

ないのではないか。市町村に予算要求しているものの、はじかれる子どもが出てくること

が予想される。各市町村どこでも障がい児保育の加配事業の補助金が不足していることを

調査に含めていただき、検討・取り組みをお願いしたい。 

 

〔事務局〕 

○ 市町村の実態を調査して意見交換していきたい。 

 

〔委員〕 

○ 資料４(２ページ)「『量の見込み』よりも10％以上の乖離がある場合に原則として見直

す」とあるが、資料３(24ページ)をベースに量の見込みを算出するのか、あるいは利用率

の上昇を県が見込んで、市町村に見直しを求めるのか。 
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 県としては市町村から上がってきた数にどう対応しているのか。元の見込み数を誤ると

待機児童は永遠に解決できないのではないか。 

 また、資料３(８ページ)の｢見込み数と実績｣の平成28年の数値を「黄金っ子応援プラン」

の計画値と比べると、平成28年度、保育教諭の目標297人は477人で到達している、保育士

の目標7,723人は8,044人で到達しているが、現場先生の声では全然足りていないという話

がある。 

 全国的にも保育士不足は課題で、千葉県などは県単位で処遇改善の補助をしているが、

沖縄県はそういう対応は検討してないのか。 

 

〔事務局〕 

○ 国が示した作業の手引きに基づいて、市町村は「子ども・子育て会議」などを開催し

見直し作業中である。「10％乖離」を原則見直しとされている。計画施行から２年半経過し

て、計画値と実態の乖離がある。未就学児童数の推計、平成27～29年の申し込み児童数の

推移を踏まえ、平成30、31年度の量の見込みを算出し確保方策を検討していくことを市町

村に呼びかけている。 

 

〔事務局〕 

○ 保育士の処遇改善について、国の保育士給与に充当する処遇改善加算以外に、県独自

の取り組みとして正規雇用化を促進している。 

 平成28年度は270人を正規雇用し、保育士１人あたり年収46万円の改善がなされた。 

 また、労働環境の処遇として、年休代替保育士配置の支援、産休代替保育士の支援を実

施している。 

 保育士は職種上、休憩がとれないことを課題として認識している。今後、休憩のための

保育士の支援ができるよう、財政当局と協議し事業化を目指していきたい。 

 

意見書 

〔会長〕 

○ 委員から意見書についての周知の申し出がある。説明願いたい。 

 

〔委員〕 
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○ 沖縄県は27年間の米軍統治下にも起因して社会福祉整備の遅れもあり、全国とは違い、

待機児童の受け皿を認可外保育園が担っている。 

 2000年までは認可保育園より認可外保育園に通う園児が多く、2015年までは施設数も認

可外保育園が上回り、その後、認可保育園の施設数が増加してきた。 

 待機児童解消対策で認可園を増やす政策中心で、認可外保育園児に給食の格差が生まれ

ている。 

 平均給食費の平均は、認可保育園が公費409円に対して、認可外保育園は公費(新すこや

か事業)99円＋園の負担11円で110円である。各市町村単費の上乗せで給食費を助成せざる

を得ない状況である。予算については市町村と県での綱引が続いている。認可外保育園が

これ以上の給食費の上乗せは困難な状況である。 

 現在、１万1,000人余りが認可外保育園に通っている。整備されるまでの間だけでも状況

を把握して沖縄県で対応してほしい。 

 沖縄県では待機児童解消のための建物をつくる対策の陰に隠れた子どもの支援を忘れな

いでほしいという思いで意見書を提出する。 

 加えて、国は幼児教育無償化を進めており、無償化の対象外の施設に認可外保育園を含

むという報道が連日続いている。しかし、ここでいう認可外保育所とは、事業所内保育、

企業主導型保育、認証保育所であり、沖縄県の343園の認可外保育所は国の幼児教育無償化

からはすべて外れることになる。これを踏まえて、沖縄県から国に対して子どもの格差是

正を働きかけてほしい。 

 

〔会長〕 

○ 以上で議事を終了する。円滑な議事進行及び貴重な意見に感謝する。 

 事務局から連絡事項を伺い、閉会としたい。 

 

〔事務局〕 

○ 本日の議事概要(メールにて後日送信)を各委員はご確認願いたい。また、旅費等は２

週間後をめどに振り込む予定である。 

 

■会長は、すべての議事を終了した旨を述べ閉会を宣言した。 
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閉会 


