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平成２１年度第５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４回協議会の質疑概要について

Ａ氏（学童協）

資料２ No.2 について、「優先順位は各事業主管課でつける」とあるが、縦割りでは
なく、知事を長とする対策本部を設置して、取り組んでほしい。全国ではやっている。

なぜ課ごとなのか。No.5～ 8について、「今後、関係部局全体で取り組む必要性がある」
となっているが、「必要性」ではなく、なぜ「取り組む」と言えないのか。

事務局

資料２ No.2 の優先順位については、全庁が望ましいが、現状では予算の枠組み上で
きない仕組みになっている。知事にも進捗状況について説明しているが、今後の宿題と

したい。当協議会は今年度はプラン策定が主だが、次年度以降は推進のための進捗管理

を行っていくので、毎年優先順位をつけながらやっていきたい。また、No.5 ～ 8 につ
いては、その時点では「必要性あり」としていたが、資料８（計画素案）p13 にあるよ
うに素案では取り組む旨を記載している。

Ｂ氏（母子寡婦連）

資料２ No.10 について、夜間保育の保育料の話をしているのではない。ひとり親家
庭には延長保育が必要（朝の 2時間（8～ 10時）と夜の 2時間（22時～ 24時））なの
に、その保育料の負担が大きいということだ。No.11 について、各市町村任せでいいの
か。No.13 について、保育所に入る要件が厳しくなっている。「保育に欠ける」という
要件を緩和できないか。すべての子供が入れるようにしてほしい。

Ｃ氏（保育協）

名護市は分からないが、那覇市と沖縄市は延長保育の保育料を取っていない。

事務局

夜間保育の現状を話すと名護市は 1時間に 300円、沖縄市・那覇市は取っていない。
個々の市町村において実態は異なる。

Ｂ氏（母子寡婦連）

名護の場合は前後 2時間の延長料金が高い。何とかしてもらいたい。
事務局

「保育に欠ける」要件については法律で規定されているものの、見直しについての議

論がない訳ではない。政権も変わったので、県としては世論の動向を見守りたい。

Ｄ氏（子ども会）

資料２ No.17 について、中高生の指導者レベルは居場所があるので問題ない。私が
言いたかったのは、不登校になってしまった人に自分の話を聞いてくれたり、食事を一

緒にとれたりする居場所を作ってほしいということである。那覇市では、きらぼし学級

で不登校の児童が集まり、居場所を作っている。これを全県的にやってほしい。放課後

子どもプランでなくともよい。これがあれば、うるま市の事件も防げるのではないか。

事務局
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放課後子どもプランは児童福祉法の範疇である。当課でも青少年の健全育成に取り組

んでいるので、対応していきたい。

Ｅ氏（母子保健）

Ｄ氏の発言に関して、保護司は校区内で生徒指導連絡協議会等の構成員となっており、

地域に携わっている。これら保護司を活用してほしい。

福祉保健部長

この件はプランの中でどのように盛り込まれているか。

事務局

教育庁や県警の取り組みについて、プランにはばらけた形で入っている。資料８（素

案）の p46「居場所づくり」、p47「ボランティア活動推進」、p48「家庭教育機能の充
実」、p49「有害環境対策」、p58「深夜はいかい防止」、p59「地域ぐるみの学校安全体
制の充実」や「スクールサポーターの配置」、p60「こども 110 番」、p61「子どもの居
場所づくり」などに記載されている。

福祉保健部長

前後しているが、資料８（素案）については議題３で説明したい。

Ａ氏（学童協）

沖縄の子育て支援については、歴史的に、国の定めたフォーマットに収まらない、無

認可、5 歳児保育、学童など多くの問題がある。復帰 38 年が経過しているが、沖縄の
子育てをどうしたいのか、県として知事を長にして明確な順位付けをして取り組んでほ

しい。案ができるまでにやってほしい。

福祉保健部長

知事が筆頭ではないが、部局横断的な体制を作っている。今後進捗管理をしていく中

で課題として取り組んでいきたい。

議題２ 各市町村行動計画策定の進捗状況について

議題３ 計画素案の検討（最終）について
一括して質疑・応答

Ｆ氏（県民会議）

資料８（素案）p40「青少年の交流推進」について、フレンドシップイン九州の日数
が減り、本島と離島が交流する島めぐり探検隊も久米島の交流を最後に、事業自体がな

くなった。費用対効果は出ていたはず。事業継続を要望したい。県外だけでなく、県内

の交流事業もあっていいのではないか。日数減した分を充ててほしい。

事務局

平成 20 年度予算から政策的経費にシーリングがかかっており、様々なやりくりの中
でフレンドシップイン九州は継続させ、県内のものは事業停止をした。マイナス 10 ％
のシーリングは継続すると思われるが、その制約がなくなれば事業を復活させたい。

Ｇ氏（私立幼稚園連）

p2「加えて」以下は良いが、下の方の公立幼稚園の「公立」を取ってほしい。親の
負担は公立は少ないが、私立は大きい。欠員となっている私立幼稚園も多く、幼稚園自

体がなくなる可能性もある。

また、ここでは話題にはなっていないが、日曜学級・日曜参観・教員研修などの学校
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行事で日曜日に学校に出てくる子どもがいる。私は少年少女合唱団を結成しているが、

昔に比べ年々参加団体・参加人数が減っているのに、日曜日の学校行事で合唱団の人数

を確保するのが困難となっている。日曜日に学校を開いたら月曜日は代休となるが、職

場においては子どもの学校行事のためといえば仕事を休みやすいが、子どもが休みだか

らという理由では休みにくいという状況もある。私は、日曜日は家族で過ごすのがいい

と思う。

Ｈ氏（PTA連）
日曜参観は、日曜であれば休みの親が多く、子どもを見てもらうことができるので実

施している。ただ、土日に行事が多すぎるため、弊害が出ている。子どもを九州に派遣

する場合も補助金のカット等で予算がなく、保護者負担が多くなっている。教育はこれ

でいいのかと思う。昔は半ドンで、学校行事は土曜日の午後に実施したが、週休 2 日
の導入で、平日が休みにくくなっている。

Ａ氏（学童協）

戦後処理の記述についてはお礼を言いたい。素案について、平成 26 年度の目標値が
入っていないのがあるが、どう解釈したらいいのか。県計画では拡充であるが、市町村

計画では拡充になっていないものがあり、市町村の数値を集計しただけでは文言と数値

が合わない。市町村とどういうやり取りをするのか。

p21「待機児童解消策」について、この数値で解消するのか。p81「関係部局間の連
携」について、先程教育と福祉がバラバラという話があったが、連絡会議ではなくて推

進する会議を作った方がよいのではないか。県が実施すれば、市町村も変わると思う。

事務局

平成 26 年度の目標値については、市町村の集計値で確定的な数値ではない。入れて
ないところもあり、入っているところでも数値変更の可能性がある。県計画と市町村計

画の数値と文言が違う点については、数値の把握に努め、働きかけを行いたい。

待機児童については、平成 21 年 4月 1 日現在で 1,888人、また、現在認可外保育所
にいる潜在的待機児童が 5,400人となっており、定員増が必要。すぐに解消できるか分
からないが、現在実施している 2 つの基金を活用して解消に向け努力していきたい。

p81 については、プラン全般の連絡会議のことである。幼保の問題については、p13
に記載しているが、別に推進する場を設けて取り組んでいきたい。また、平成 26 年度
目標値の未記入部分については取りまとめ中のものがあるので、パブリックコメントを

実施するまでには数値を固め、各構成員にも報告したい。

Ｉ氏（大学教授）

1 月にパブリックコメントを実施し、2 月、3 月に修正し、まとめるとのことだが、
パブリックコメントでも、これほどの資料はよほど関心がある人しか見ないと思う。実

態把握についても見えない部分があり、実態が活字に出てこない。市町村の声を吸い上

げたというが、県からの調査に対して、市町村が実態をしっかり把握したうえで、対策

を練り、載せているかというとおぼつかない。資料３（市町村策定状況調査表）を見て

も、意識が低く、市町村が業者に任せて自分たちで計画を練っていないところが多い。

これは県が調査を市町村に依頼する時に課題がある。市町村には足元の課題を盛り込む

ような計画にしてほしい。各市町村の策定にあたり、策定に苦労している団体には県が
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出向いて指導するなど対応が必要である。市町村の内容を検証してほしい。

資料８（素案）p13 については期待したい。ただし、市町村が子育ての実態を把握し
て出す力がないといけない。そうでなければ、県が新たな会議を立ち上げても意味がな

いものになってしまう。

2点目に、p13については早速行動に移してほしいが、児童家庭課リード型では困る。
就学前と就学児童では視点が違う。福祉と教育という立場からではなく、一人の子ども

の育ちという視点から行政・地域が一体となって実施するという基本的な視点からスタ

ートしてほしい。この 2点は要望である。
Ｈ氏（PTA連）

p43「就職内定率」は平成 21年度の現状値とはだいぶ数値が違うのではないか。
事務局

担当課がいないので、確認したい。

Ｈ氏（PTA連）
沖縄の子どもは就職活動が遅い。来年就職したい学生が就職活動を行っている。本土

では大学 3 年生から就職活動をはじめ、内定をもらい、4 年生は論文を書くだけという
人も多い。前から遅いと言われているが、なぜ学校は動かないのか。

それから、成人式において、20 歳の子どもに恩師に手紙を書かせたら、はがきに住
所を書く位置が違う。何も教えられていない大学生がいる。キャリア教育を含めて、就

職支援に力を入れてほしい。

事務局

要望として、関係課に対応させたい。

Ｈ氏（PTA連）
p42「スクールソーシャルワーカー活用事業」の数が少なすぎるのではないか。那覇

市でやっていたが、県の補助事業になり変わった。当時は那覇市だけで 7 人いたのに
県が事業主体となって、後退したのか。もっと必要ではないか。

事務局

指標と単位も合わないので、担当課に後で確認したい。

Ａ氏（学童協）

待機児童率が全国一。なぜ、原因も分かっているのに解消できないのか。だからこそ、

このプランがある。なぜ、そこに踏み込めないのか。学童保育支援センターを 2 年 3
か月、1 億 6 千万円をかけてこれから作る。現状認識として、子育ての様々な団体と連
携し、学童の質を高め、地域で子育てをするようにしたい。全国では待機学童をゼロに

するという話もある。財政難でもできる組み立てを考えてほしい。

事務局

2 つの基金を活用してやっている。沖縄県のみの認可化基金は 10 億円あるが、1 か
所しか活用していない。施設整備費の基準額 700 万円が低い。先日、福島少子化担当
大臣が来県した際に、使い勝手がいいように基準額を 2,000万円～ 3,000万円まで拡大
して配慮していただけないか要望している。基金を使えるようにしたい。

Ｃ氏（保育協）

基準額の引き上げについて、これまで 700 万円だったのが 1 年待ったら 2,000 万円
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～ 3,000万円になるのはおかしい。既設の人への配慮を考えてほしい。慎重に考えて行
ってほしい。

Ｄ氏（子ども会）

p58「深夜はいかい県民一斉行動」について、コマーシャルで「子どもは 9 時までに
寝かせましょう」と放送しているが、これは沖縄だけである。沖縄では居酒屋に親が子

どもを連れて行くが、子どもに悪影響である。県民一斉行動で改善できているのか。居

酒屋や青少年が集まる場所に広報ポスターを貼るなどした方が良い。那覇市では

RYUBOやジャスコで午後 9時になったら、家に帰る旨のアナウンスが流れているが、
こういった取り組みが必要である。他の市町村にも促した方がよい。

Ｂ氏（母子寡婦連）

今と関連するが、親が育っていないと思う。若い親や、その親もそうである。連鎖し

ている。一番重要なのは「親育ち」である。深夜はいかい防止運動をやっても一時的で

元に戻る。「親育ち」をどうしたらよいのか。一緒に考えてほしい。

Ｉ氏（大学教授）

数値目標が入っていないのを見ると主に整備計画関係である。計画期間の中間あたり

で検証できるよう文章化できるものは入れてほしい。

事務局

内容の検証ができるよう考えたい。

Ｃ氏（保育協）

居酒屋に子どもを連れて行く問題について、夜間で一時保育を利用してもらってはど

うか。政策的にやらないといけないのではないか。子どもに対する施策を充実していく

しかできないのではないか。0 歳児を居酒屋に連れて行く親もいる。また、居酒屋の一
角に子供用のスペースを設けているところもあるが、それもいいのか分からない。夜間

保育事業についてもプランニングと予算で後押しする必要があるのではないか。

Ｈ氏（PTA連）
「親育ち」は PTA の使命である。先輩のお母さんが若い人に伝えていく。PTA 連合

会としても取り組んでいきたい。

Ｊ氏（うぃず）

p69「非行相談、不登校相談等に対する援助の充実」について、不登校にも心因性と
非行性がある。心因性の場合は学校に行きたくても行けないので、ひきこもりになる。

県外では、自宅での学習を単位として認める事例もある。親子とも地域から孤立してい

る場合がある。内容を膨らませてほしい。関連事業も「児童相談所運営費」しかないの

か。カウンセラーを配置するなどしてはどうか。

事務局

心因性についても入れているつもりであるが、網羅した表現になっているので、文面

を見直したい。予算については運営費しかないが、その中でカウンセラーなどの取り組

みも進めるということにしたい。

Ａ氏（学童協）

次世代プランに関して、大学の先生、マスコミ、関係団体を集めた、シンポジウムの

開催を検討している。県の実施は難しいと思うので、私が中心となって沖縄の子育てに
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ついて考える場を設けたい。

以 上


