
平成 30 年度沖縄県総合教育会議 議事録 

 

１ 日時 

平成 30 年 12 月 20 日（木）14:00～15:30 

 

２ 場所 

県庁６階第２特別会議室 

 

３ 出席者 

玉城デニー知事、教育委員会（平敷昭人教育長、喜友名朝春委員、玉城きみ子委員、   

松本廣嗣委員、照屋尚子委員、上原勝晴委員） 

 

４ 会議の概要 

(1)開 会 

事務局から、知事並びに教育委員会の教育長及び全ての委員が出席していることが確認

された。 

 

(2)あいさつ 

玉城知事 

はいさい、ぐすーよー、ちゅーうがなびら。 

 教育委員会の皆様には、大変お忙しいところ御出席いただき、誠にありがとうござい

ます。 

 沖縄県では、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、福祉や地域振興な

どの一般行政と教育行政が連携し、教育施策を総合的に推進していくため、「沖縄県総

合教育会議」を開催しているところであります。 

 会議においては、地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に

講ずべき施策などについて協議をすることとなっております。 

 今回、最初の議題として、「学校における働き方改革」を取り上げることにいたしま

した。 

 働き方関連法案が成立して平成 31 年４月から施行されることとなり、現在、ワーク

ライフバランスの適正化等、各職場においても取組が求められております。 

 本日の会議においては学校における働き方改革について、皆様と協議を行っていきた

いと考えております。 

 また、沖縄県では、子どもの貧困の深刻な状況を踏まえ、子どもたちが、安心して暮

らし、夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指すことが喫緊の課題となって

おります。 



このことを踏まえ、２つめの議題として、「子どもの貧困対策」について協議を行いた

いと考えております。私は政策理念に「自立・共生・多様性」という言葉を用いさせて

いただいています。そして誰一人も取り残されない優しい沖縄社会の構築を目指して取

り組んでいきたいと考えております。  

 限られた時間ではございますが、教育委員会の皆様方から忌憚のない御意見を賜りた

いと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 ゆたさるぐとぅ、うにげーさびら。にふぇーでーびたん。ありがとうございました。 

 

 

平敷教育長： 

教育長の平敷でございます。教育委員会を代表いたしまして御挨拶を申し上げます。 

まず始めに、知事におかれましては公務ご多忙の中、教育委員会との意見交換の場を

設けていただきありがとうございます。 

県教育委員会は、平成 28 年４月から新たな教育委員会制度に移行いたしまして、教

育長が教育委員会の代表となっておりますが、従来どおり合議体として教育委員の皆様

とともに教育行政を推進してまいりました。このような制度の中で教育行政に責任を持

つ教育長、教育委員と、地方公共団体の首長である知事が、課題の認識や対応の方向性

等について共通認識を持つことは非常に重要であります。 

これまで県教育委員会では、学力向上や教育の機会均等、また特別支援教育の推進等

に取り組んでまいりました。特にこれまでの総合教育会議で協議をしてきました内容を

もとに、子どもの貧困対策、いじめ、不登校の防止、また離島へき地の教育の推進等に

ついて知事部局と連携をし、推進してまいりました。 

さらに近年、大きな社会的テーマとなっております子どもの貧困の問題、学校におけ

る働き方改革等々の問題の解決につきましては、私立学校や福祉関係機関等、県行政に

広範な権限を持たれる知事と、公立学校の教育行政等を所管する県教育委員会が連携を

して、より良い教育環境の整備、また本県の子どもたちの健やかな成長のために努力し

ていく必要があると考えております。知事におかれましては、教育行政に今後とも格別

のご理解とご協力をお願いしたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

（委員自己紹介・あいさつ） 

 

 

 

 

 



 (3)協議事項 

  

学校における働き方改革について 

説明：教育庁 

 

【質疑等】 

玉城知事： 

説明のありましたテーマに対し協議を開始します。ご意見、ご質問をどうぞ。 

 

喜友名委員 

先ほどの事務局の説明で、県の教職員勤務実態調査では、厚生労働省が労災認定基準

としている過労死ラインである月あたり 80 時間を超える時間外勤務者が、本県の県立

学校で年間 1849 名、全体に占める割合が 32.6％と高い数値になっているとわかりまし

た。学校現場の労働環境が、大変厳しい状況にあると改めて強く認識いたしました。 

私は教育委員を拝命して４年目に入っています。これまでに産業や行政の視点から、

沖縄県の将来像を描いた沖縄 21 世紀ビジョンの活用についても意見を述べてきており

ます。 やはり新しい時代への夢を語り、未来を切り開く大切さを子どもたちへ伝える

ためにも、生徒指導等において、これまで以上に効果的にそして子どもたちが主体的に

生きる力を育んでいくという教育をしていくためにも、働く環境の整備は大切だと思い

ます。５項目の新たな取り組みについては示された２点の課題の解決に向けて、ぜひ実

現してほしいと思います。 

また、地域社会の理解と協力を得ていくための幅広い広報にも努めていただきたいと

思います。現在、全国的にもコミュニティスクールや地域学校協働活動などの、地域と

学校が連携協働した学校運営の取組が一部ではありますが始まっております。地域全体

で子どもたちの学びや成長を支え、21 世紀を担う子どもたちの生きる力を育み、地域

人材として活躍してもらうためにも、幅広い地域住民等の教育への参画等と活動の充実

が求められていると考えます。その意味では働き方改革については、知事部局と深い連

携が今後さらに必要となってまいります。 

以上、意見として申し上げさせていただきたいと思います。 

 

 

玉城委員 

私は長年学校現場で勤務してきた立場から意見を述べさせていただきます。 

私自身教員時代、年々学校現場の業務、教師にかかる業務が増えてきていることを実

感しておりました。そして私自身も度々持ち帰り残業をしていたことを思い出しており

ます。そのこと等を踏まえて、３点考えを述べさせていただきたいと思います。 



まず１つ目ですが、毎年のように増え続けている業務の中で、個々の子どものさまざ

まな課題への対応や保護者への対応については、学習支援員、スクールカウンセラー、

ソーシャルワーカーの支援が、教師の働き方改革にとてもより良い影響を与えていると

言われております。このように学校に一人の教員、支援員が増えるだけで、学校の公務

分掌や、教育活動にゆとりが大変でてくるということを身を持って体験してまいりまし

た。そういう意味からも教員や専科教員の充実、またスクールカウンセラー等、専門ス

タッフの配置や動員、スクールサポート、スタッフの各学校への配置等は教師の業務を

大きく改善させる取組のひとつになると考えております。 

次に２つ目ですが、学年主任等のミドルリーダーと呼ばれる方々に教師の働き方に参

考になる点がいくつかあるといわれています。それは、仕事にメリハリをつけ見通しを

立てて、計画的に教育活動に取り組む様子がうかがわれ、仕事の効率化がみられると言

われております。これは学校のチーム力とも大きく関わることで、学年間、教科間の人

間関係やコミュニケーション能力、それが働き方改革によりよい影響を与えているので

はないかと思われます。それから、一人一人の教師が働きがい、やりがいをもって教育

活動に取り組めるための職場の雰囲気、そして校内人事等の組織マネジメントも教師の

働き方に大きな影響を与えていると思います。そういうことの積み重ねこそが、定時退

勤を可能にすることに繋がるのではないかと思います。そのためにもこういう良い事例

を発表するなど研修の場をぜひ設けていただきたいと思います。 

３つ目は、業務の適正化を図るためにも社会全体で学校、家庭、地域の役割分担を明

確にし、統一して実践することだと考えております。そのためには保護者や地域に理解、

協力を求めることは本当に重要だと思います。私が教員の時代も（ノー残業デー）や役

割分担を明確に、ということがたびたび挙がっておりましたが、学校単位ではなかなか

実現できませんでした。今こそ発想の転換が求められていると思います。また、今話題

になっている中高の部活動についても、生徒の視線に立った学校の運動部活動改革に向

けた取り組み、これを確実に実施するためにも、やっぱり保護者や地域の理解協力は必

須だと思います。また地域の方々、保護者を地域の人材として活用して今後は社会に開

かれた教育課程のカリキュラムマネージメントにおける事業づくりにおいて、より良い

影響を与えるのではないかと、そのように考えております。以上です。 

 

 

松本委員： 

 玉城委員も言われましたが、学校における働き方改革に関しては、教育委員会、学校

だけで何とかなるようなものではなく、地域の協力は欠かせません。ところが、これは

文部科学省でもお話ししたのですが、地域の状況も大きく変化してきております。地

縁・血縁が薄れ、流動人口が増え地域に対する愛着も希薄化し、核家族や単身生活者、

高齢者家族などで構成されることも多く、地域は緩く弱い結びつきの集団となってきて



おります。さらにはプライバシー重視、個人情報の保護などで自治会や町内会の運営も

支障をきたすような地域も増加しているように思われます。結果として、いろいろな業

務が古くから住みついている特定の方々に、ボランティアとして押し付けられているよ

うな状況もございます。文部科学省では学校をプラットホーム（拠点）とした地域の再

興が意図されているようですが、同時に地域に暮らす人々の結びつきを強化する対策も

進めなければ実現は困難ではないかと思います。知事部局には経済以外にも地域に活力

をもたらす政策を導入し推進していただけないかというふうに思います。以上です。 

 

 

照屋委員 

学校における働き方改革の背景には業務負担軽減だけが目的ではなくて、新学習指導

要領を実現するために先生方にゆとりを与え子どもの悩みにも向き合えるようにする

ためでもあるということを前回受けた研修や、文科省の講師から伺いました。そのひと

つに先ほど事務局から説明のありました部活動の在り方が問われております。部活動に

つきましてはこれから運動部活動、文化部活動のガイドラインも策定される予定ですの

で、各学校現場におきましても休養日の設定や適切な指導時間が設定され、また外部指

導員も活用されるようになれば、先生方の負担も軽減されることと期待をしております。 

働き方改革における新たな取り組みとして、ＩＣＴ機器を利用した勤務時間の管理を

行う等の説明がございましたが、教職員には残業時間 80 時間が過労死ラインだという

ことをしっかり周知して認識をしていただくことで、残業時間を意識して働くことがで

きるのではないかと考えております。他には学校に留守番電話を設定し時間外の対応を

控えるなどの対策も必要だと思います。 

沖縄県教育委員会が求める教師像には、『豊かなコミュニケーション能力を有し、組

織力を活用できる総合的な人間力を持った教員、新しいことへ果敢にチャレンジする精

神と強い忍耐力があり、誰とでも積極的にコミュニケーションが取れ、同僚職員や家庭

地域および関係機関と相互に連携を図り、多様化・高度化する社会の変化に伴い、複雑

化する教育課題にも柔軟に対応ができること』と明記されております。教職員一人一人

に求める教師像をしっかりと周知して、また学校内では教員同士まずは笑顔で挨拶を交

わし、課題があれば、一人で抱え込まずに同僚や上司に相談し、必要があれば地域や関

係機関との連携が取れるように、風通しがよく働き甲斐のある職場にしていただいきた

いと願っております。そのためには学校長がリーダーシップを図り、職員をバックアッ

プしていくことが重要だと思います。人の価値観を変えていく、意識改革をしていくの

は大変厳しいことと思いますけれども、どうすればできるのだろうかと、家庭、地域、

学校がベクトルを一つにして一緒に考えていけたらと思っております。以上です。 

 

 



上原委員 

玉城委員からもございましたけれど、教員の定数、これを現在も増やしてきておりま

すけれども、さらに増やして教員一人一人の業務負担を軽減することも極めて大事では

ないかと思っております。現在、小学校全学年、中学校一年生まで学級編成の人数、子

どもたちの人数を 30 人以内で編成することで、一定の成果を挙げると思っております。

そういった教師が子ども一人一人に向き合って、いろいろと個性を伸ばす活動というの

は授業、その他の取り組み以上に大事なことと思っておりますので、財源確保等いろん

な状況もあると思いますけれども、教員定数をさらに増やすことでの業務軽減も必要と

思います。 

２点目は部活動についてですが、部活動の果たす役割は大きな教育的効果があると皆

様ご承知の通りと思います。特に、全国大会、本県の児童生徒の活躍は先生方の指導に

よるところも極めて大きいだろうと思って感謝しております。そういった中でも先に説

明があったように、子どもたちの健康面の問題、教師の健康の問題等々、課題も出てき

ているので、やはり適切な時間を設定して活動をやっていくことが大事だろうと思いま

すので、引き続き成果の上がる取組が求められていると思います。小学校については触

れられておりませんでしたが、場合によっては小学生も長い時間、スポーツ活動をして

いるのではないかとの指摘もございますので、青少年育成団体、社会教育団体とも連携

しながら適正な活動が進められる必要があると考えます。 

最後に、先ほど教員の働き方改革については保護者、地域の方々にも理解を求めてい

くとありましたが、ＰＴＡの集まり等ではそういう話も多々出ておりますけれども、会

員全体や地域の方々に十分に伝わっていないのではないかという感じがします。良い広

報活動を展開する中で、社会全体で子どもたちを育てていくのだという気運をさらに高

めていくことが大事と思います。以上でございます。 

 

玉城知事 

県教育委員会においては、これまでもこれからも引き続き市町村教育委員会とも連携

して教職員の勤務時間の管理、それから学校閉庁日の設定、部活動の休養日や適切な活

動時間の設定についても鋭意取り組んでいくものと思っております。その場合、実効性

のある取組というものがやはり重要であろうと思いますが、Ｐ19 に教育委員会の取組

として働き方改革にかかる新たな取組としてＩＣＴ機器を利用した勤務時間の管理、学

校閉庁日・定時退勤日の設定、スクール・サポート・スタッフの配置の支援、運動部活

動休養日・適切な活動時間の設定があります。これらについての実効性のある取組につ

いてどのような方向性あるいは計画等々あれば、ぜひお聞かせ願いたいと思います。具

体的に計画があるものが挙げていただければ。 

 

 



 

教育長 

ＩＣＴ機器を活用した勤務時間の管理についてはすでに予算を取っており、31 年度

からは、本格的に県立学校でＩＣカードで勤務時間を管理し、実際の勤務時間の実態を

把握をすることが予定されております。 

 スクール・サポート・スタッフは働き方改革の一環で、文部科学省の方から今年度分

から事業化されております。12 学級以上の学校に、先生方の仕事のお手伝いをすると

いう意味で、資料の作成や事務作業の手伝いなどの業務があります。聞くところによる

と諸外国では学校のスタッフで先生以外の人がかなり多いらしいです。日本では始まっ

たばかりですが、今後、国として進めることになっております。予算の確保に努める必

要があると思っています。 

 

 

学校人事課： 

まず学校閉庁日の設定についてですが、先生方が長期間あるいは連続して休暇を取り

やすい環境を作ってもらおうということで、８月第２週の水・木・金を設定し、学校の

業務をすべて行わずに、先生方に休暇を取ってもらおうとの主旨で設定して進めており

ます。どうしてこの時期に設定したかと申し上げますと、他県の方では新盆の時期に設

定しているところが多いですが、沖縄の場合、旧盆で９月になったり８月になったりす

るので、一定にしてこの時期にした方が毎年、取りやすいだろうということで８月第２

週の水・木・金を今考えております。 

 定時退勤日については 先生方に一週間のうち 1 日だけは勤務を全て行わずに定時

退勤できる日を設定していこうということで、県立学校については全て同じ日とし、各

校まちまちにしてしまうと、地域の方々からわかりにくいということがあったりします

ので統一したいと考えております。市町村の小中学校につきましては市町村の教育委員

会の方で統一した日を週１回設定し、定時退勤日としていただきたいと考えております。 

 

 

玉城知事：これは、来年度からの予定ですか？ 

 

 

学校人事課：来年度からを予定しております。 

 

 

保健体育課 

今お尋ねのありました（5）の部活動の休養日、適切な活動時間の設定につきまして



は、現在教育委員会におきまして運動部活動等のあり方に関する方針を策定することと

しています。その中に柱がいくつかございますが、適切な休養日等の設定ということが

ございます。そこに先ほども説明がございましたとおり、休日につきましても、活動時

間につきましても、適正な時間ということで定めております。それが策定され次第、高

等学校はもとより市町村教育委員会、学校等に配布しまして取り組んでまいります。ま

たその後適正に実施されているかについて、フォローアップしていく予定としておりま

す。以上でございます。 

 

 

管理統括監： 

補足させていただきます。 

先ほど教育長からも説明がありましたように、P19 の（１）～（５）のうち（１）、（４）

についてはすでに予算化しておりまして、平成 29 年度から実施しているところでござ

います。またＩＣＴ機器を利用した勤務時間管理につきましては平成 31 年度から本格

的に稼働していくということになります。（２）、（３）につきましては、先ほどの P25

の方でございましたように、働き方改革に関する包括的なプランの策定の中にしっかり

盛り込んで、県立学校にしっかり取り組んでいただくということを周知しまして、市町

村教育委員会にもその県の方針を提供いたし同じような取組をしていただきたいと促

していく予定でございます。 

 

 

玉城知事： 

ありがとうございました。効果的な取組のためには、市町村、学校、地域との連携が

欠かせません。そこをしっかり取り組んでいただきたいと思います。私からは以上です

が、他にございますか。 

では次のテーマに移ります。 

 

 

子どもの貧困問題について 

事務局から説明： 

（子ども生活福祉部大城部長、他より説明） 

 

 

玉城知事： 

説明のありましたテーマに対し協議を開始します。ご意見、ご質問をどうぞ。 

 



質疑応答 

 

喜友名委員： 

本年度の小中学生調査の中間報告では子どもの貧困率、それから就学援助などの利用

などで改善しているということですが、これも社会全体の取組を目標に幅広い視点から

多くの県民が参加、協力したことが大きいと思います。事務局を担った沖縄県子ども生

活福祉部をはじめ、多くの関係者の皆様のご尽力を高く評価したいと思います。今回の

調査に関しまして、有識者のコメントが新聞に掲載されておりました。それは全国でも

2012 年頃から、若者の正規雇用が増え、乳幼児世帯の経済状況は改善の傾向にあるこ

とを踏まえ、福祉や教育だけでなく、労働にも着目し、精度を高めた調査を実施する必

要がある、との意見です。子どもの貧困では雇用の問題は大きいと思います。本県の場

合、入社後３年以内で多くの方たちが辞めてしまうということなんですね。そのことが

常に私の意識の中に強くあります。社会に出てからの仕事でのミスマッチは貧困の連鎖

につながるものであり、現在、就職率も上がっている状況の中で大変残念に思っており

ます。そういう意味においてもキャリア教育の充実は大切だと思います。小学校及び中

学校はもちろんのこと、高校から社会へ、高校から大学へ、そして社会へと連携したキ

ャリア教育の中で子どもたちが多様な職業分野でも職場体験を重ねていくことが必要

だと考えます。そのことで一層仕事に対する意欲が高められるものと考えます。現在学

校においては地域及び関係機関等と連携し、インターンシップ事業を始め、多くの連携

事業を進めております。さらに学校が効果的に地域において多様な職場等との連携を深

めていくためにも、知事部局の各分野とも教育情報を共有し、子ども目線に立った連携

を深めていくことが大事だと考えております。以上、意見として申し上げさせていただ

きます。 

 

玉城委員： 

 貧困解消のゴールは自己肯定感を高めることである、とよく言うのですが、実は去る

11 月 24 日、沖縄子ども未来県民会議主催の（おきなわゆめみらいフェスタ 2018）に

参加した時の事です。     

小学６年生から養護施設に入所した一人の女の子、今は立派な女性になっております

が、県の給付型奨学金のおかげで希望する高等学校、専門学校で勉学に励み、無事自分

の夢であったエステティシャンの試験に見事合格、そして就職も内定したということを

嬉しそうに発表していました。その中で、自分の夢を諦めずに希望を持って、充実した

日々を送っていることへの感謝と、養護施設にいる後輩たちを支えていきたいと熱い想

いを語っていたことが、とても印象に残っています。一方、本県では貧困世帯の子ども

が約 9 万人もいて、多くの支援を必要としています。その子どもたちは将来の夢、目標

を持って自己実現へ向けて進んでいくことができるようにするためにも、やはり学校、



地域全体で支援していくことは今重要だと大変痛感しています。特に教育の支援におい

て自己肯定感を育む教育活動の充実、学力の保証はもちろんですが、学校を子どもの貧

困対策のプラットホームと位置付け、総合的に対策を推進することに今後より一層力を

入れるためにも、学校・地域・福祉の連携を強固にすることが重要と考えております。 

先日、県教育庁の取組の中に、学校の気づきから繋ぐスキーム図というものの説明を

受けました。日常的に支援をしている子ども、それを関係機関につなぐシステム作りが

行われているということ、そして教員や子ども、ソーシャルワーカー、地域支援コーデ

ィネーターの地道な取組で確実に効果を上げつつあることを伺っております。 

先日、私は松川小校区にある地域の子どもの居場所作りに実際に訪問いたしました。

その中で地域の方々が子どもに寄り添いながら、本当に子どもの声を支援に生かした姿

を目の当たりにしてきました。それを含め、私が感じたことを２点お話します。 

まず、1 点目ですが子どもの居場所と学校がしっかり繋がっていることの大切さをま

ず感じました。その為にはやはり地域、学校、関係機関を繋ぐ地域コーディネーターと

か子どもソーシャルワーカー等の果たす役割の大きさを改めて実感しました。今後、支

援内容が複雑化する中で支援員の養成、研修、人数等の充実を図っていくことが大事で、

できるだけ多くの子どもの居場所に行き渡るようにしていくことが持続可能な仕組み

づくりに繋がると思いました。 

２点目は、地域の中に本気で子どもたちに向き合う大人がいるので、そのサポートネ

ットワークを広げて、学校はその地域の方々と一緒に自己肯定感を育むことが重要だと

思いました。実は先日、沖縄県社会研究大会に参加したのですが、次のような取組があ

りました。地域の自治会が子ども支援部会を立ち上げて、中学校区コミュニティー作り

推進委員会のもと小中学校や市、並びに自治会の地域関係者やスクールソーシャルワー

カーが月に一度定例会を開いて、課題のある子を含め、地域での支援に大変大きな成果

を挙げていることがわかりました。発表者から最後にこのようなことがありました。「子

どもの居場所の充実は行政・学校・地域の連携の充実度に比例する。」ということで、

大変心に沁みました。      

今後もやはり全庁体制で対策を推進して連携を強固にしながら、県民挙げて私たち大

人一人一人が自分の地域に戻って、自分に出来る事から本気で始めていくことが重要だ

と感じております。以上です。 

 

 

 

 

松本委員： 

社会には明るい面と暗い面と両面があると思うんですね。沖縄県では子どもの相対的

貧困率が全国の２倍の 30％、一人親世帯の貧困率が約 60％。10 代の婚姻率は 6.6％で



全国１位、10 代の出産の割合が 2.6％、これも全国 1 位です。教育長始め多くの方々の

努力に非常に頭が下がる思いでありますが、この対策の中でライフステージに応じた子

どもと保護者への支援策というのがありますが、高校生期には中途退学の防止、学習支

援、キャリア教育の充実、就学にかかる負担の軽減等が挙げられております。これはあ

くまでも（子ども）としてみておられますね。だけどこの年齢層というのは、十分妊娠

し、子どもを産むことができる年齢でもあるわけです。ところが、その妊娠した高校生

が出産、高校生活、通学支援をちゃんとやっている話というのが無いと思います。例え

ば、妊娠すると促されて中途退学をするといった話もございます。これは将来の子ども

の貧困の連鎖に入る新たな候補者を生み出すきっかけになる。その他多くの虐待などを

含めた社会問題や、負荷を生じることになるのではないかと思います。また、妊娠した

高校生が高校の卒業資格を得られない、あるいは大学へも進めないという状況であれば、

彼らは生活が困窮し、望ましくない職業に進んでいかざるを得ない場合もあるわけです。

貧困という負の連鎖を断ち切るために、是非ともこういう支援策の中に明示した方がい

いのではないかと、単に中途退学の防止という言葉一つに含めるのではなく、もう少し

積極的な表現を入れてもいいのではと思います。以上です。 

 

 

照屋委員： 

沖縄県子どもの貧困対策計画の主旨の基本理念にはライフステージに沿った切れ目

のない総合的な支援、地域の実情に即した社会全体の取組が必要であると明記されてい

ます。 

これは障害者支援策と一緒だと考えます。私は自閉症の息子を授かった時に、早い段

階で近隣の小児科医や知り合いの保健師から専門施設を紹介していただき、繋がること

ができました。そして心理士、保育士、相談員、先輩の保護者の皆さんに支えていただ

きながら、子育て、療育をしてまいりました。療育機関を卒業後もずっと繋がっており

まして、現在でも先生方や保護者の方との絆を深めて心の支えとなり、生きる力となっ

ております。  

たくさんの親子と出会って感じたことは、できるだけ早い時期から支援に繋がること

で子どもにとりましても、保護者にとりましても予後が違ってくるということです。そ

して支援される側から支援する側へと志が与えられている方が多くおります。ですから

この貧困問題に関しましても全ての親子が地域の中で心も体も健やかに生活ができる

ように、必ず役所の窓口を訪れる「母子健康手帳交付」の時から、相談窓口や様々な支

援事業の周知を図り、アンケートを取って、ハイリスクの妊婦に対しましては保健師が

積極的に関わるなど、相談しやすいきめ細やかな体制の構築が市町村との連携のもと必

要かと思っております。 

それから学齢期におきましては、学校をプラットホームにする、とございます。先生



方の気づきが大切だと思っております。そのためには、新年度初めに行う家庭訪問は重

要だと考えております。それから、子どもたちが日中長時間いる学校は、子どもたちの

変化を察知できる場所でもあると思っております。自己肯定感に関する先ほどの調査結

果を見て、改善はしているもののとても胸が痛みました。もしかすると、周りにいる私

たち大人が可能性を潰したり、狭めたりしているかもしれません。何気なく放ったマイ

ナスの言葉掛けが、調査結果にもございましたように、自分は価値のある人間だとは思

わない・不安・孤独・自信がない・自分の考えをはっきり相手に伝えることができない・

無力感の学習に繋がっているのではないでしょうか。子どもに関わる大人が、子ども一

人一人をしっかり見つめて、子どもたちそれぞれにある個性、特性、良さを理解させ、

可能性を引き出してあげること、子どもの夢や可能性に対しては、どうやったらできる

かな、と寄り添った支援をしていくことが大切ではないでしょうか。 

ちょうど一か月前になりますが、『沖縄県子どもの貧困問題理解増進研修会』に参加

させていただきました。足立区のプロジェクトのお話しを伺いました。講演の中で「貧

困の連鎖を断つには子どもたちの生き抜く力を育むことが大切だ。」ということを伺い

ました。なかでも子どもたちが地域の活動、近所のお祭り、子ども会、児童館の教室な

どに参加していると逆境を乗り越える力を培えるというということが、調査結果から見

えてきたそうです。家庭、地域、学校がしっかり連携をして体験活動の充実を図ってい

くことが大切だと思っております。そのためには地域コーディネーターの育成が重要に

なってくると思います。コーディネーターはボランティアではなく、生活の保障もして

あげないといけないので、持続可能な取組が重要と考えております。以上でございます。 

 

 

 

上原委員： 

他の委員からもございましたように、調査をもとに具体的に子どもの貧困解決に取り

組んでいらっしゃることに関して敬意を表したいと思います。こういった調査をもとに

具体的に事業を展開していくというのは当然といえば当然かも知れませんが、やはり成

果が出てきたということですから、これらをしっかり踏まえながら例えば P４の事業を

見ていましても、事業期間が平成 28 年度から平成 33 年度と設定されていて、もっと、

あと一歩というところであれば、延長継続して事業を進めていただけたらと思っており

ます。そういった状況を踏まえながら、ＰＤＣＡのマネジメントサイクルにもとづいて

引き続き事務局、教育委員会が連携して取り組んでいくことで、この対策が効果的なも

のになっていくと思います。 

2 点目ですけれど、教育委員としては学校における教育について考えてみました。人

権に関すること、道徳教育に関すること考えていきますと、とりわけ中学校、高等学校、

先ほど松本委員からあったように 10 代の子どもたちがいるわけですので、そういった



子どもたちに将来のビジョン、キャリア教育等を通して具体的に粘り強くやっていくこ

とも大事かと思います。とりわけ健康の問題、仕事に就いていく問題、そして命に係わ

る教育に一層取り組むこと等々がありますので、やはりライフステージに応じたキャリ

ア教育等を充実させていく必要があると思っております。 

先ほどの学校の働き方改革議題のでもありましたけど、学校のみならず家庭・地域が

それぞれ自分たちの役割を果たしながら連携して取り組むことが、大事だと思います。 

 

 

 

玉城知事： 

さまざま報告がありましたとおり、やはり子どもたちの育む力をうまく見守り、支え

るためには、地域からの支援、それから学校との繋がりそれとプラットホーム化、さま

ざまなことが関連しているということがこの『沖縄県子どもの貧困対策計画』の報告か

らも調査からも見えてきます。そこで P３にある仕組みの構築を少し聞かせていただき

たいと思います。 

子どものライフステージにおいて支援を必要とするというこの仕組みですが、小中学

校高校、支援を必要とする若者、保護者、基金ということで支援策が書かれています。

『子育て世代包括支援センター』よく『母子包括支援センター』ということで答弁をい

ただいておりますけども、私はどちらかというともう少し深みを持たせて、「子育て世

代」として切れ目のない支援が必要であるという意味でこの名称を使っているわけです

が、生まれる前、妊娠をして母子手帳が交付されてからずっと切れ目のないサポートを

していくということが学校の中での教育に繋がっていくと思います。その下に子どもの

貧困対策支援員の配置促進というのがありますが、まずこの包括支援センターの設置状

況、計画、それから貧困対策支援員の配置状況、計画等について状況説明をお願いしま

す。 

 

 

子ども未来政策課： 

まず、子育て世代包括支援センターの仕組みですが、現在は法律が変わりまして、（母

子健康包括支援センター）と法律用語で議会等では知事も答弁されておりますが、一般

的な理解としては「子育て世代包括支援センター」として市町村が設置する、生まれる

前から行政と繋がる、広い意味で社会と繋がるようなワンストップサービスを行政の中

に置くというもので、箱モノではないと議会でも説明しているところです。 

今帰仁村が平成 27 年度から始めまして、現在５つの市町村でやっていると思います。

今年は那覇市、沖縄市、うるま市と、大きい市が取組を始めました。３年後をめどに全

市町村設置という目標を掲げて、これから取り組んでいくものであります。 



具体的には、訪問支援等を実施し、出産するお母さんと行政がしっかり繋がること、

そして、子どもの年齢で支援が途切れないよう関係機関と連携ができる仕組みづくり、

つまりネットワークの強化に取り組みます。出産や育児に困り感があるお母さんの悩み

が深刻化する前にセンターが関わることで、事態の重篤化を防ぐ予防的な支援をするこ

とに重要な意味があります。もう一点、子どもの貧困対策支援、これにつきまして次の

P４の 1 の子どもの貧困緊急対策事業の特徴内容の（1）に、市町村に支援員を配置と

ありまして、41 のうち 29 の市町村で 114 名の方が、わかりやすく言うとスクールソー

シャルワーカーと似たような取組をしておりまして、貧困に特化した子どもたちのケア

を行っております。スクールソーシャルワーカーの皆さんと同じような研修を行い、ほ

とんど同じような取組ができるようにと、市町村を、学校を受け持ってまわり、居場所

に子どもたちを繋いだり、先ほど就学援助の話もしましたが、なかなか紙を貰っても書

くことが難しい保護者もいらっしゃいます。そういう時に、本人申請なので本人が書く

のですが、寄り添い支援ということをやって申請に至ったという事例がでてきておりま

す。そういう厳しい方々に寄り添うという重要な人材でありますので、引き続き取り組

んでいきたいと思います。 

 

 

玉城知事： 

ありがとうございました。他にご質問はございませんか。 

ここまで２つのテーマにつきまして様々な貴重なご意見を賜りまして、本当にありが

とうございました。今後とも教育委員会と知事部局の連携を深め、より一層効果的な施

策の推進に努めて参りたいと思います。引き続きどうぞご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

ここで本日の協議事項が終了しましたので、 

最後に、御挨拶を申し上げたいと思います。 

 

本日は教育長を始め、各委員の皆様の貴重なご意見をいただき、活発な議論を交わす

ことができました。教育委員の皆様、本当に感謝申し上げます。会議においては学校に

おける働き方改革、子どもの貧困対策の二つのテーマについてより効果的な取組の進め

方を改めて確認させていただきました。中途退学から立ち直れる仕組み、若い子どもた

ちが妊娠をする前に命を宿すということの捉え方等々、様々な視点からのご提案、貴重

なご意見をいただきまして本当にありがとうございます。 

今後もこの沖縄県総合教育会議がより有意義な会議になるよう、教育委員会の皆様の

ご協力をお願い申し上げまして閉会の挨拶とさせていただきます。 

いっぺー、にふぇーでーびたん。ありがとうございました。 


