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第１章 総 説

点検・評価の概要

社会福祉法108条第３項では、「都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福

祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認

めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。」とされている。

今回の点検・評価は、沖縄県地域福祉支援計画（「以下、「本計画」という。）における

各種施策のこれまでの推進状況を踏まえ、成果や課題を整理することにより、必要に応

じて次期計画策定に反映することを目的として実施するものである。

評価方法としては、本計画の第３章に掲げる各種施策を点検・評価し、その結果を踏

まえ、各種施策ごとに、これまでの施策展開による成果等と今後の課題について整理す

ることとする。

第２章 各種施策の推進による成果と課題

１ 安心して暮らせる地域福祉の仕組みづくり

（１）福祉セーフティネットの形成

【施策実施による成果等】

高齢者や障害者等の要支援者が安心して地域で暮らせるよう、住民に身近な相談役で

ある民生委員・児童委員による見守り・支援をはじめ、地域包括ケアシステムの構築や

生活と就労に関するワンストップ型の相談窓口の設置など、関係機関が連携して各種施

策を展開した。

ア 見守り・支え合い体制の整備

民生委員・児童委員は、高齢者や障害者等の相談援助を行う等、地域の行政や地域

住民等と連携して要支援者を見守り、相談・支援を行っている。平成30年度の相談・

支援件数は高齢者に関することが20,081件、障害者に関することが3,612件、子ども

に関することが14,520件、その他が9,035件であり、地域における見守り・支え合い

体制の充実に寄与した。

また、市町村において住民主体の通いの場の立ち上げ等を行い、介護予防を通した

地域の高齢者における自助・互助の気運醸成を促すことで、地域包括ケアシステムの

構築を見据えた見守り、支え合い体制の充実強化を図った。

さらに、老人クラブ会員の中から、在宅の高齢者に対する話し相手を基本とした日
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常生活支援や家族援助等の活動を行うリーダーを養成することで、一人暮らし等の高

齢者が住み慣れた地域で生活を継続できる環境づくりに寄与した。

＜主な関連指標の状況＞

イ 生活困窮者の支援体制の整備

県内５個所で生活と就労に関するワンストップ型の相談窓口を運営し、来所相談や

出張相談等による新規相談766件を受け付けた。そのうち、継続した支援が必要とさ

れ、それぞれの対象者に応じた自立支援計画（プラン）に基づき支援が進められた件

数（プラン作成件数）は524件だった。これは、国が設定する計画値（目標）を上回

っており、本制度による継続的な支援を行うことができた。

生活困窮者の状況に応じた支援としては、平成29年度と平成30年度を比較すると、

衣食住、就労及び家計に関する支援等の利用件数は246件から259件へ増加し、子ども

学習支援事業利用者数も82人から99人へ増加している。生活困窮者の方々が相談を通

じて、本事業の様々な支援に繋がり、自立支援が図られる等、取組の効果がみられる。

また、要保護及び準要保護世帯等の小中学生への学習支援を15町村、児童扶養手当

受給世帯等の高校生への学習支援を11か所で実施した結果、平成30年度は、支援した

生徒のうち中学３年生190人が高校に合格（合格率96.9％）、高校３年生150人が大学

等に合格（合格率86.7％）した。さらに、市町村において、世帯の所得を制限せずに

地域で学習支援を実施しており、これらの取組などにより、地域における子どもの学

習支援（無料塾等）は、平成30年度は40市町村で実施され、目標値の達成に向け着実

に前進している。

さらに、町村役場職員、社会福祉協議会職員、民生委員や区長等に対し、出張相談

会等を通して生活困窮者に対する支援内容や制度説明を行い、支援体制の連携強化を

図った。

沖縄県社会福祉協議会では、低所得者に対し平成30年度は555件の生活福祉資金の

貸付を実施し、低所得者世帯等の経済的自立の支援につながった。

また、市町村社会福祉協議会に配置されている生活福祉資金相談員は、借入相談者

の世帯状況や生活課題を把握し、各世帯の状況に応じた支援計画や償還計画を立てて

継続的な支援を行った。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

民生委員分野別相談・
支援件数

58,607 52,944 48,355 47,248 ― ― ―

通いの場の参加率 1.9% 2.1% 3.2% 7.7% ― 3.9% 5.5%

実績値 全国の現状
関連指標名
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＜主な関連指標の状況＞

【今後の課題】

ア 見守り・支え合い体制の整備

（今なお残る課題）

本県では、民生委員・児童委員の充足率が低い状況が続いていることから、民生委

員・児童委員の担い手の確保に引き続き取り組む必要がある。

住民主体の通いの場づくりが全ての市町村で実施できるよう、外部有識者やリハビ

リ専門職等を市町村支援アドバイザーとして派遣する等、県として市町村が自らの地

域の特性に応じた「地域づくり」を行えるよう支援する必要がある。

活動が活発な老人クラブが多い地域については、研修会等へ積極的に参加するため、

リーダー養成の効果が表れやすい一方、そうでない地域については効果が表れづらい

ことから、広報を強化し参加を促すほか、講習会の更なる内容充実を図り取組を促進

していく必要がある。

（新たな課題）

子どもの貧困や虐待、生活困窮者自立支援など対応する福祉課題の複雑化・多様化

により、民生委員の負担が高まっていることから、民生委員の活動環境の改善を図る

必要がある。

老人クラブ会員数が年々減少していることから、活動の担い手となる会員数の増加

を図るとともにリーダーの確保に取り組む必要がある。

イ 生活困窮者の支援体制の整備

（今なお残る課題）

相談窓口から遠隔地に住んでいる者で、制度自体を知らない者やひきこもり等の理

由で、自ら相談窓口に来所することができない潜在的な支援対象者がいることから、

これらの方々を早期に発見し、適切な支援に繋ぐため、体制強化を行う必要がある。

生活福祉資金における滞納額は貸付中金額の48.2％を占めており、償還指導の強化

及び相談支援の充実が必要である。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30(A) H33(B) H27 H30

生活困窮者自立支援事業
新規相談受付件数

588件 1,018件 919件 766件 1,044件 226,411件 237,665件

自立支援計画（プラン）作成件数 198件 375件 420件 524件 522件 55,570件 77,265件

地域等における子どもの
学習支援（無料塾等）

33市町村 40市町村 40市町村 40市町村 41市町村 ― ―

関連指標名

実績値 全国の現状
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（新たな課題）

生活困窮者自立支援法の改正が行われ、都道府県等の関係行政窓口において生活困

窮者を把握した際の自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務化、都道府県による市

等に対する研修等の支援を行う事業の創設、事業の実施主体ではない福祉事務所未設

置自治体の町村による相談の実施などが盛り込まれたことから、これらを踏まえ、生

活困窮者等の一層の自立の促進を図っていく必要がある。

また、子ども一人ひとりの学習の定着状況に応じたきめ細かな学習支援や、多様な

進学希望に対応した学習支援が求められている。

（２）共助・共創の地域づくり

【施策実施による成果等】

地域で安心して暮らしていくためには、“自助”だけでなく、民生委員・児童委員、

ボランティア団体等の各関係機関が協力・協働することが必要であることから、民生委

員・児童委員制度の周知、市町村ボランティアセンターへの支援等の各種施策を展開し

た。

ア 民生委員・児童委員活動の推進

民生委員・児童委員制度について県広報誌や広報番組等で周知を図るなど、担い手

の確保を含めた普及啓発に努めたほか、研修内容を充実させることで資質向上を図っ

た。民生委員・児童委員充足率は、地域における福祉課題の多様化・複雑化等により、

民生委員・児童委員の負担が高まっていることなどを背景として、平成27年の計画策

定時の89.6％を下回っている。

このため、平成29年度から民生委員の担い手の確保と活動環境の改善を目的とした

民生委員活動活性化事業を実施し、各地域の民生委員児童委員協議会への支援コーデ

ィネーター派遣や、民生委員活動を支えるための「ハンドブック」の作成により、関

係機関との連携体制の構築、民生委員の技能向上を図るための体制づくり等を推進し

ているところである。

＜主な関連指標の状況＞

イ 地域における福祉活動の充実

地域における福祉活動の充実を図ることを目的に、市町村ボランティアセンター設

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

民生委員充足率 89.6% 83.6% 86.3% 86.2% 97.8%
96.3%
(H28)

―

実績値 全国の現状
関連指標名
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置のための支援や市町村社会福祉協議会ボランティア担当者の資質向上を目的とした

研究会等の開催を支援した。これらの取組などにより、平成31年4月1日現在、20市町

村の社会福祉協議会においてボランティアセンターが設置され、市町村社会福祉協議

会に登録されているボランティア団体の会員数は24,446人となっているが、前年度よ

り減少し、計画策定時を下回っている。

また、ボランディアコーディネーター研修や、ボランティアコーディネーション力

３級検定等の実施を支援した結果、ボランティアコーディネーター数は、平成30年に

は90人となった。

＜主な関連指標の状況＞

【今後の課題】

ア 民生委員・児童委員活動の推進

（今なお残る課題）

本県では、充足率が低い状況が続いており、引き続き、担い手の確保に取り組む必

要がある。

（新たに生じた課題）

子どもの貧困や虐待、生活困窮者自立支援など対応する福祉課題の複雑化・多様化

により、民生委員の負担が高まっていることから、民生委員の活動環境の改善を図る

必要がある。

イ 地域における福祉活動の充実

（新たに生じた課題）

ボランティアの担い手の高齢化、ボランティア団体における後継者不足等の課題が

あることから、アクティブシニアのボランティア活動参加を促進するとともに、地域

・学校が協働した福祉教育及びボランティア学習の普及に取り組む必要がある。

（３）災害時の支援体制づくり

【施策実施による成果等】

災害発生時に、高齢者や障害者等の支援が必要な住民の避難支援が的確に行われるよ

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

市町村社協に登録している
ボランティア団体会員数

25,047人 26,434人 26,424名 24,446人 ― ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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う、災害福祉支援体制の構築を促進するため、各種施策を展開した。

ア 災害時要支援者避難計画の策定促進等

市町村における避難行動要支援者名簿の作成や個別支援計画の策定を促進するた

め、災害支援制度アドバイザ―を県から派遣し、避難支援の具体化に向けた取組への

助言や提案、研修会の実施等を行った。これらの取組などにより、避難行動要支援者

名簿作成市町村数は、平成27年度の32市町村（78.0％）から平成30年度には41市町村

（100％）となり、現時点で目標値を達成している。

また、「沖縄県ボランティア・市民活動支援センター」の運営を補助することによ

り、市町村社会福祉協議会における災害対応マニュアル策定を支援している。

＜主な関連指標の状況＞

【今後の課題】

ア 災害時要支援者避難計画の策定促進等

（今なお残る課題）

災害時において要配慮者に必要な支援を行う福祉避難所を指定している市町村は、

平成31年４月1日現在、22市町村（165施設）で、19市町村が未指定となっていること

から、福祉避難所の指定を促進する必要がある。

（新たに生じた課題）

災害時における要配慮者の様々な福祉ニーズに的確に対応するため、避難生活にお

ける生活機能の低下防止などの支援体制を関係機関と連携し早期に構築する必要があ

る。

２ 地域福祉を支える担い手づくり

（１）地域福祉活動を支える人材の育成

【施策実施による成果等】

地域福祉活動を支える人材を育成するため、市町村社会福祉協議会の職員の資質向上

を促す取組やコミュニティソーシャルワーカーの配置促進及びボランティアセンターの

設置促進など、各種施策を展開した。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30(A) H33(B) H27 H30

避難行動要支援者名簿
作成市町村数

32市町村
（78.0％）

36市町村
（87.8％）

36市町村
（87.8％）

41市町村
（100.0％）

41市町村
（100.0％）

906市町村
（52.2％）

1,730市町村
（99.5％）

関連指標名

実績値 全国の現状
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ア 市町村社会福祉協議会職員等の資質向上

県社会福祉協議会が、市町村社会福祉協議会に対して実施する個別指導（一般指導

（平成30年度延48回）・特別指導（平成30年度延15回）に分かれる）及び集団指導（平

成30年度延84回）等による助言や地域福祉活動計画の策定促進を支援し、市町村社会

福祉協議会職員の資質向上を図った。

イ コミュニティソーシャルワーカーの育成・配置

様々な福祉課題を抱える地域住民に対し相談・支援を行うコミュニティソーシャル

ワーカーの育成を推進したことにより、配置市町村数・配置人数は平成24年度の10市

10人から平成30年度には28市町村92人に増加しているが、いずれも目標値を下回って

いる。

＜主な関連指標＞

ウ ボランティアやNPO等の活動の促進

地域におけるボランティアやNPO等の活動を促進するため、市町村ボランティアセ

ンター設置のための支援や市町村社会福祉協議会ボランティア担当者の資質向上を目

的とした研究会等の開催を支援した。これらの取組などにより、平成31年4月1日現在、

20市町村の社会福祉協議会においてボランティアセンターが設置され、市町村社会福

祉協議会に登録されているボランティア団体の会員数は24,446人となっている。（再

掲）

また、ボランディアコーディネーター研修や、ボランティアコーディネーション力

３級検定等の実施を支援した結果、ボランティアコーディネーター数は、平成30年に

は90人となった。（再掲）

さらに、教職員や市町村社会福祉協議会ボランティア担当者等を対象に「ボランテ

ィア学習・福祉教育セミナー」を開催し、学校と地域が協働で進める福祉教育につい

て理解を深め、福祉教育担当者の資質向上を図っている。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

コミュニティソーシャルワー
カー配置市町村数

19市町村 19市町村 29市町村 28市町村 41市町村 ― ―

コミュニティソーシャルワー
カー配置人数

74人 74人 88人 92人 150人 ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名



- 8 -

＜主な関連指標＞

【今後の課題】

ア 市町村社会福祉協議会職員等の資質向上

（今なお残る課題）

市町村社会福祉協議会職員の約7割が非正規雇用であり、人材確保や定着面に課題

がある。専門性の高い人材を確保・育成するため、市町村・県社会福祉協議会と連携

して、市町村社会福祉協議会の組織基盤の強化等について支援する必要がある。

（新たに生じた課題）

地域共生社会の実現に向け、生活困窮者（子どもの貧困含む）支援など、制度の狭

間にある生活課題等に対して、住民等と協働した取り組みを推進するため、市町村社

会福祉協議会職員が関連施策や地域資源に関する幅広い知識や技術を習得する必要が

ある。

イ コミュニティソーシャルワーカーの育成・配置

（今なお残る課題）

コミュニティソーシャルワーカーは法制度化されていないため、配置するための財

源確保や周知に課題があり、配置市町村数及び配置人数はともに目標値を下回ってい

ることから、その重要性を関係機関に認識してもらうことで、配置を促進する必要が

ある。

（新たに生じた課題）

国においては、「地域共生社会」の実現に向けた取組を進めており、その中核を担

うコミュニティソーシャルワーカーの配置育成はこれまで以上に重要になる。

ウ ボランティアやNPO等の活動の促進

（今なお残る課題）

ボランティアセンターを設置していない市町村社会福祉協議会が21団体あることか

ら、設置を促進する必要がある。

（新たに生じた課題）

ボランティアの担い手の高齢化、ボランティア団体における後継者不足等の課題が

あることから、アクティブシニアのボランティア活動参加を促進するとともに、地域

・学校が協働した福祉教育及びボランティア学習の普及に取り組む必要がある。（再

掲）

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30(A) H33(B) H27 H30

市町村社協に登録している
ボランティア団体会員数

(再掲）
25,047人 26,434人 26,424名 24,446人 ― ― ―

ボランティアセンター設置市
町村社協数

― ― ― 20団体 41団体 ― ―

関連指標名

実績値 全国の現状
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（２）サービスを担う人材の確保

【施策実施による成果等】

今後益々増大することが見込まれる福祉サービス、子育て支援等のニーズに対応する

ため、各分野別職員等を対象にした研修会や処遇改善の取組など各種施策を展開した。

ア 福祉人材の養成・確保

沖縄県社会福祉協議会に設置された福祉人材研修センターにおいて、無料職業紹介

事業や職場説明会、就職活動や資格取得に係る情報提供等の社会福祉事業等への就業

援助を実施したところ、平成30年度は無料職業紹介事業において50人の採用に繋がっ

た。また、小・中・高等学校を対象に、地域の社会福祉施設勤務の職員を講師に招き、

福祉の仕事の意義や魅力を周知・啓発する入門教室を行い、福祉の仕事に対する理解

促進とイメージアップを図った。

介護人材の確保については、地域医療介護総合確保基金を活用して、「参入の促進」

「資質の向上」「労働環境・処遇改善」に資する事業を行っており、平成30年度は21

事業を実施した。このうち、離島での人材確保を支援するための取組では、島外から

の介護専門職の受入に要した費用（渡航費や引越、宿舎借上等）や採用活動に要した

費用に対する補助等を行ったところ、平成30年度の離島での介護専門職の受入人数は

23名となった。

また、介護現場において介護福祉士等が専門的な業務に専念できる環境を築き、介

護職員の負担軽減を図るとともに、多様な人材の活用を目的として、「介護助手採用

促進モデル事業」を実施したところ、平成30年度は11名が採用された。

新規保育士を確保する取組では、修学資金の貸し付けや市町村が行う保育士試験対

策講座の実施費用の補助を行った。

また、潜在保育士に対する就職準備金や未就学児の保育料の貸し付け等の復職支援

を行った。

さらに、保育士の正規雇用化や年休取得、休憩取得及び産休取得の支援事業などの

処遇改善に取り組んでおり、これらの取組により、平成30年度は898人（新規：418人、

復職：480人）が就職に繋がった。

障害分野の人材養成では、厚生労働省標準カリキュラムに準拠した内容で、サービ

ス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の資格取得を目的とする研修を実施した。
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＜主な関連指標の状況＞

イ 福祉人材の質の向上

県社会福祉協議会に設置された福祉人材研修センターにおいて、社会福祉事業等従

事者に対し、業務に必要な知識や専門技術に関する研修を業種別、階層別に実施して

おり、平成30年度は20コース、計38回実施した。

厚生労働省が実施を推奨している「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程」の１

階層である「チームリーダーキャリアアップ研修会」を平成30年度から実施し、福祉

人材の資質向上と定着に取り組んだ。

介護支援専門員の養成、資質向上では、経験に応じた研修を体系的に実施している

ほか、主任介護支援専門員に求められる適切なアセスメントやそれに基づく相談業務、

介護支援専門員の指導・教育等の能力の向上を図るための研修「主任フォローアップ

研修」等、県独自の現任研修を実施し、質の高い人材の養成に取り組んでおり、平成

30年度の介護支援専門員養成数は6,434人、テーマ別技術向上研修の修了者数は218人

となっている。

保育分野では、多様な課題への対応や若手の指導等を行うリーダー的な役割を与え

られている中堅職員に対して職務内容に応じた専門性の向上を図るため、保育士等キ

ャリアアップ研修を実施しており、①乳児保育、②幼児教育、③障害児保育、④食育

・アレルギー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥保護者支援・子育て支援といった６つ

の専門分野に加えて、マネジメントの研修を県の委託や県が指定した研修実施機関で

実施し、平成30年度までに延べ2,330名が受講した。

障害分野では、相談支援専門員の技術や相談の質の向上を図ることを目的としてス

テップアップ研修、専門コース別研修を実施した。

＜主な関連指標の状況＞

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

介護支援専門員養成数 5,899人 6,067人 6,368人 6,434人 7,000人 650,503人 700,007人

保育士等キャリアアップ
研修受講者数

― ― 198 2,132 14,880 ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

無料職業紹介事業における
就職者数

63人 46人 22人 50人 ― ― ―

就労支援による保育士就職者数 ― ― 732人 898人 ― ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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ウ 魅力ある福祉の職場づくり

新たな介護人材の確保が難しい中、地域医療介護総合確保基金などを活用して、現

任の介護職員の身体的負担の軽減や業務の効率化による専門性の発揮や処遇の改善等

による離職の防止を図るととともに、新たな入職者の早期離職の防止を図るための取

組を実施している。これらの取組などが、全国に比べ介護職の採用率が高く推移し、

法人や事業所への不満を原因とした離職率が低下傾向で推移していることに寄与した

ものと考えられる。

保育分野では、年休代替保育士を雇用し、保育士の年休取得日数の増加を図る施設

や適切な休憩取得を図る施設を支援したことにより、保育士１人あたり2.2日年休取

得が増加し、１施設あたり3.1人に対し適切な休憩時間を確保できた。

また、保育士の正規雇用化や新規正規雇用により保育士の正規雇用率の上昇を図る

施設を支援したことにより、356人が正規雇用となり、年収は平均約50万円増加した。

障害分野では、福祉・介護職員処遇改善加算により、対象職種の基本報酬に対して

最大で30.3％の加算をつけることで、職員の給与改善を図っている。当該加算を得る

ためには、当該加算と同額以上の給与を対象職種の職員に支払う必要があるため、処

遇改善の効果が見込まれる。

＜主な関連指標の状況＞

【今後の課題】

ア 福祉人材の養成・確保

（今なお残る課題）

県内、特に離島における介護事業所等において人材の不足感が増していることから、

より一層、人材の確保・育成に努める必要がある。

保育所における主な離職理由は、休みがとりづらい、人間関係が悪い、給与が安い

等であることから、引き続き労働環境の改善・処遇改善等に取り組む必要がある。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

介護職員採用率 26.2% 24.9% 28.2% 27.8% ― 20.3% 18.7%

離職理由（法人や施設・事業所
の理念や運営のあり方に不満が
あったため）

24.6% 25.0% 18.4% 8.7% ― 21.6% 16.5%

正規雇用保育士数 ― 269人 290人 356人 ― ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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（新たに生じた課題）

高齢化の進行により、2025年には県民の４人に１人が高齢者になると見込まれてい

る。医療機関や施設から地域生活に移行する知的・精神障害者の増加、核家族化・単

身化の進行や家族介護者の高齢化等、家族を巡る状況も変化しており、福祉・介護ニ

ーズは多様化していることから、アクティブシニア層や子育てを終えた層など多様な

人材の参入促進が必要である。

幼児教育・保育無償化による保育ニーズの高まりを受け、さらなる保育士不足が懸

念されるため、引き続き労働環境・処遇の改善に取り組み、保育士を確保する必要が

ある。

また、介護支援専門員については、離島など確保が困難な地域があることに加え、

平成30年度から受験要件が厳格化されたことにより受験者数が大幅に減少しており、

人材不足が懸念されることから、引き続き法定研修に係る旅費への支援など負担軽減

策に取り組む必要がある。

イ 福祉人材の質の向上

（今なお残る課題）

社会福祉事業従事者を対象とした研修については、ニーズを踏まえたものにすると

ともに、業種や階層ごとにより多くの従事者が受講できるよう、充実強化を図る必要

がある。

介護サービスの利用者に対して、自立支援に資する適切なケアマネジメントを行う

ことが重要であり、その中核的な役割を担う介護支援専門員の資質向上が求められて

いる。

訪問介護事業所におけるサービス提供責任者及び現任の介護職員に対し、現場のニ

ーズに対応するために必要な知識・技術等に関する研修を行い、介護サービスの適正

な提供及び質の向上を図る必要がある。

保育士等に対する研修については、施設類型によって国の所管が内閣府、文部科学

省、厚生労働省に跨がっており、統一的な研修体系が確立していない。このため、経

験年数や役職に応じた研修が不足しており、国の制度も活用しながら県独自の研修等

も組み合わせることで研修体系を整備する必要がある。

（新たに生じた課題）

高齢化の進行により、2025年には県民の４人に１人が高齢者になると見込まれてい

る。医療機関や施設から地域生活に移行する知的・精神障害者の増加、核家族化・単

身化の進行や家族介護者の高齢化等、家族を巡る状況も変化しており、福祉・介護ニ

ーズは多様化していることから、求められる能力の向上を段階的・体系的に習得する

ことができるよう研修内容を充実する必要がある。
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保育士等キャリアアップ研修については、沖縄県内で延べ14,000人を超える研修対

象者がいることから、定員が不足している。また、沖縄県は島嶼県であることから講

師の確保が難しく、継続的に研修を実施するため、県内の保育団体や養成校とも連携

し、県内講師の育成や研修実施体制の構築を図る必要がある。

障害分野の相談支援従事者研修のカリキュラムが改定され、令和２年度から研修の

ボリュームが増えるため研修日程等の調整や講師等の確保が難しくなることが想定さ

れることから、沖縄県自立支援協議会人材育成部会等において課題の共有を図り、そ

の解決に向けて関係機関との連携を図っていく必要がある。

ウ 魅力ある福祉の職場づくり

（今なお残る課題）

介護福祉士養成施設等への入学者の減、介護事業所における求職者の減に伴う介護

人材確保難が続いており、その背景として、給与面だけではなく、介護業界に対する

ネガティブなイメージが強いことが挙げられる。このため、中学校や高等学校の新し

い指導要領に介護に関する内容が盛り込まれたことを鑑み、教員向け研修やインター

ンシップへの協力など、中長期的な視点で教育機関との連携を図っていくことに加え、

若者の参入促進と併せてアクティブシニア層や子育てを終えた層など多様な人材の参

入促進を図るため、具体的な参入促進の取組と併せて当該層に対する介護や介護の仕

事に関する情報の発信を強化していく必要がある。

また、法人等の理念や運営のあり方を不満とする離職者は減少したものの、介護業

界全体での離職率は高くなっていることから、経営者のマネジメントの質の向上を図

っていく必要がある。

保育士が不足している状況が続いており、主な離職理由は、休みがとりづらい、人

間関係が悪い、給与が安い等であり、引き続き労働環境の改善・処遇改善等に取り組

む必要がある。

障害分野における福祉・介護職員処遇改善加算について、加算申請していない事業

所又は段階別で一番低い率の加算しか得ていない事業所があることから、事業所に対

して加算要件等の助言を行い、積極的に加算申請を働きかけ、職員の処遇改善を促す

必要がある。

（新たに生じた課題）

幼児教育・保育無償化による保育ニーズの高まりを受け、さらなる保育士不足が懸

念されるため、引き続き労働環境・処遇の改善に取り組み、保育士を確保する必要が

ある。（再掲）

これまで福祉・介護職員処遇改善加算への取組を行ってきたが、障害福祉人材確保

を図るため、経験・技能のある職員に対し、重点的に処遇改善を進める必要があるこ
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とから、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の活用について、事業所等に対する

個別で行う実地指導、集団で行う集団指導等により積極的に周知を図る必要がある。

３ 安心できる地域福祉サービスの基盤づくり

（１） 地域の人々を支える相談支援体制の充実・強化

【施策実施による成果等】

認知症高齢者や知的障害者等の判断能力が十分ではない方々の権利擁護を推進すると

ともに、住民が福祉サービスについて、いつでも相談できる連携した相談支援体制の構

築が図れるよう各種施策を実施した。

ア 権利擁護の推進

成年後見制度においては、平成30年度より、圏域別（3圏域）に広域連携会議を開

催し、市町村の現状や取組状況の把握に務め、制度の普及を図るための意見交換を行

っている。

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者が地域

において自立した生活が送れるようにするために、福祉サービスの利用や日常的金

銭管理を支援する日常生活自立支援事業を実施しており、同事業の利用者数は、年々

増加し、平成30年度は655人となり、現時点で目標値を概ね達成している。

高齢や障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等に対して帰住先の確

保や福祉サービスの利用調整等を行う地域生活定着支援事業においては、保護観察所

等の司法機関や福祉サービス事業所との連携により利用件数は年々増加し、平成30

年度は98件の支援を行った。

障害者の権利擁護と普及啓発に関する取組として、障害のある人に対する理解を深

めるため、県民向けに普及啓発イベントを実施した。また、障害者に対する差別の解

消を図るため、県内５圏域に対応した広域相談専門員を配置しているほか、市町村相

談員の資質向上及びネットワーク構築を目的とした研修会を実施した。

＜主な関連指標の状況＞

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

日常生活自立支援事業利用者数 578人 624人 662人 655人 659人 49,791人 ―

地域定着事業利用件数 60件 68件 117件 98件 ― ― ―

広域相談専門員の配置 ５圏域 ５圏域 ５圏域 ５圏域 ５圏域 ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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イ 相談支援体制の整備・充実

沖縄県福祉人材研修センターにおいて、民生委員・児童委員をはじめ、生活保護担

当職員、児童相談所等の相談機関職員、地域子育て支援センターに勤務する職員、生

活保護就労支援員、コミュニティソーシャルワーカー等に対し、平成30年度は計38回

の研修を実施しており、業務を行っていく上で必要となる専門的知識・相談援助向上

のための研修を行うことで、相談支援体制が強化され県民福祉の向上に繋がっている。

生活困窮者自立支援制度については、制度を周知するため、住民に身近な関係者で

ある町村役場職員、社会福祉協議会職員、民生委員や区長等に対する説明を94回行っ

た。

また、関係機関との連携強化及び相談支援体制の充実を図るため、北部圏域や離島

など、相談窓口から遠隔地にある自治体で行う出張相談会を257回（19町村）実施し

た。

さらに、資質の向上による相談支援体制の充実を図るため、支援員及び生活困窮者

支援に関わる者に対する各種研修を9回開催した。

地域の高齢者の心身の状況に応じて、適切な関係機関に繋いでいくための高齢者総

合保険事業や総合相談事業等の実施による地域ケアマネジメント機能を実現していく

ため、市町村において地域包括支援センターの設置を進めており、平成30年度では、

県内で77カ所が設置されている。

各障害福祉圏域に、相談支援に関するアドバイザー（圏域アドバイザー）を配置し、

市町村や障害福祉サービス事業所に対して、地域で対応が困難な事例への助言や相談

支援従事者のスキルアップに向けた支援等を行うとともに、福祉事務所等と協働で圏

域自立支援連絡会議を開催し、地域のネットワーク構築に向けた指導、調整を行った。

また、市町村自立支援協議会や専門部会に積極的に参画し、行政、障害福祉サービ

ス事業所、保健・医療、教育機関等の相談支援体制のネットワークの構築を図った。

＜主な関連指標の状況＞

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

地域包括支援センターの設
置数

59 59 71 77 ― ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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【今後の課題】

ア 地域の人々を支える相談支援体制の充実・強化

（今なお残る課題）

成年後見制度利用促進法が平成28年に施行されたが、市町村において、中核機関の

設置や市町村計画策定の取組がなかなか進んでいないことから、引き続き、広域連携

会議において、各市町村と意見交換等を行い、関係機関との連携やネットワークづく

りを進めるとともに、どの地域に住んでいても成年後見制度を利用できるよう、国の

基本計画を基に人材育成や成年後見制度利用促進の取組の体制構築を図っていく必要

がある。

日常生活自立支援事業では、目標値を前倒しで達成する一方で、待機者（潜在的待

機者を含む）も多く発生しており、今後の高齢化社会を見据えた対応が必要である。

また、日常生活自立支援事業の利用者で、本来、成年後見制度への移行が望ましい

者の移行が進んでいないことから、権利擁護体制全体を見据えた成年後見制度との一

体的な推進を行う必要がある。

地域生活定着支援事業においては、矯正施設退所後の帰住先の確保に苦慮している

ことから、行政をはじめ関係機関との連携・協働により支援体制の構築を進めるとと

もに、受け入れ先の確保を図っていく必要がある。

障害者の権利擁護と普及啓発については、障害者に対する住民理解を深めるととも

に、障害者の権利擁護に関する取組を推進し、障害者の自立と社会参加を阻む様々な

バリアの除去を図るなど、障害のある人もない人も誰もが活動しやすい環境づくりが

必要である。

イ 相談支援体制の整備・充実

（今なお残る課題）

人材研修センターで実施する研修については、社会課題などニーズを踏まえた内容

にするとともに、業種や階層ごとに多くの従事者が受講できるよう、充実強化を図る

必要がある。

生活困窮者自立支援制度では、住民に身近な窓口である市町村において、相談等に

適切に対応できるよう関係職員のスキルアップが必要である。

在宅での障害福祉サービス事業者が増加する等その拡充が進む中、市町村など障害

児者に身近な地域における相談支援体制の更なる充実が必要である。

また、離島の町村においては、市町村自立支援協議会が未設置又は未開催であるた
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め、地域の障害児者の状況が関係者間で共有されていない。このため、社会資源が限

られた離島町村においては、既存の会議等に併置するなど、市町村自立支援協議会の

設置、運営方法について検討を行う必要がある。

（新たに生じた課題）

平成30年に生活困窮者自立支援法の改正が行われ、都道府県等の関係行政窓口（福

祉・就労・教育・税務・住宅等）において生活困窮者を把握したときは、自立相談支

援事業等の利用勧奨を行うことの努力義務化、都道府県による市等に対する研修等の

支援を行う事業の創設などが盛り込まれたことから、生活困窮者自立支援制度の利用

勧奨を進めるため、生活困窮者に気づく可能性のある業務に従事する他分野の関係者

に対し、説明会等を開催していく必要がある。

（２）サービスの質の向上

【施策実施による成果等】

福祉サービス利用者がサービスを適切に選択して享受できるよう公正・中立な第三者

機関の評価により福祉サービスの質の確保に努めるとともに、サービス利用者と事業者

間で解決が難しい場合は中立的な委員会が解決を図るなどサービスの質の向上のために

各種施策を実施した。

ア 第三者評価の受審促進

福祉サービスの質の向上及び福祉サービス利用者への情報提供に資することを目

的に、社会福祉法人等が提供するサービスの質を、公正・中立な第三者評価機関が専

門的かつ客観的な立場から評価を行う福祉サービス第三者評価事業を実施し、平成24

年度から平成30年度の間に延べ53施設が第三者評価機関による評価を受けた。

＜主な関連指標の状況＞

イ 福祉サービスに関する苦情を解決する体制整備

福祉サービスの適切な利用又は提供を支援するため、福祉サービス利用者と事業者

との間で解決が困難な苦情を適切に解決する公正・中立な第三者機関として沖縄県社

会福祉協議会に設置されている沖縄県福祉サービス運営適正化委員会の運営を支援し

た。同委員会では、平成27年度から平成30年度までに累計で620件の苦情及び相談を

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

第三者評価受審件数 4件 5件 11件 9件 18件 ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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受け付け、事情調査や斡旋により解決を図った。

＜主な関連指標の状況＞

【今後の課題】

ア 第三者評価の受審促進

（今なお残る課題）

第三者評価の受審は、社会的養護施設を除き任意となっており、また、費用も約30

万円と高額なことから、受審件数の伸び悩みが続いているため、受審の意義について

の啓発等、制度周知を図る必要がある。

イ 福祉サービスに関する苦情を解決する体制整備

（今なお残る課題）

沖縄県福祉サービス運営適正化委員会に寄せられる苦情の受付件数は増加傾向にあ

ることから、引き続き同委員会が必要な体制を継続できるよう支援する必要がある。

４ 安心して子育てのできる地域社会作り

（１） 子どもの貧困対策の推進

【施策実施による成果等】

平成28年３月に「沖縄県子どもの貧困対策計画」を策定し、貧困状態で暮らす子ど

もと保護者に支援者がつながる仕組みを構築するとともに、子どものライフステージ

に沿った切れ目のない総合的な施策を展開した。

同計画に基づき子どもの貧困対策を推進するため、30億円の「沖縄県子どもの貧困

対策推進基金」を設置し、同基金を活用して市町村が実施する就学援助の充実や放課

後児童クラブの利用料負担軽減を行った。また、内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事

業費補助金を活用して、市町村においては子供の貧困対策支援員の配置や子供の居場

所づくりに取り組み、県においては子供の貧困対策支援員への研修や、子供の居場所

への学生ボランティア派遣、高校での居場所づくり支援等を行った。

さらに、国、県、市町村を始め、教育・医療・福祉の関係団体、経済・労働関係団

体等からなる「沖縄子どもの未来県民会議」を設立し、児童養護施設を退所する者等

を対象とした給付型奨学金事業等を実施するなど、県民運動として対策に取り組んだ。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

苦情相談解決合計 130件 126件 172件 192件 ― ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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この結果、平成30年度に実施した小中学生調査の調査結果で、困窮世帯の割合が

25.0％となった。

＜主な関連指標＞

【今後の課題】

（今なお残る課題）

子どもの貧困問題は子どものライフステージに応じて、様々な課題が山積しており、

その解消を早期に図ることは容易ではなく、中長期的に取り組んでいく必要がある。

（新たに生じた課題）

貧困の連鎖を断つためには、子どもに対する支援を始め、保護者に対する生活や経

済的な支援など、きめ細かな対策が必要であり、社会政策のみならず経済政策も含め

た総合的な政策を講じることで、その効果を所得の向上へとつなげていく必要がある。

（２）要保護児童やひとり親家庭等への支援

【施策実施による成果等】

要保護児童等の支援については、児童虐待の未然防止・早期発見に努め児童の健全

育成を図るため、要保護児童対策地域協議会の全市町村への設置や養育支援訪問事業

の実施に向け、各市町村と連携し取り組んだ。

また、児童養護施設等を地域の社会的養護の支援拠点と位置付け、特別なケアが必

要な被虐待児等の要保護児童やその里親等が抱える課題に対するきめ細やかな支援体

制を構築した。

ひとり親家庭等の親に対しては、就業相談・就業支援講習会・職業紹介等の一貫し

た就労支援に取り組むとともに、就職に有利な資格取得を促進するため、修業期間中

の経済的支援を行う高等職業訓練促進給付金等の実施により、ひとり親家庭の就労支

援を行った。

さらに、新たな支援策として、ひとり親家庭が地域の中で自立した生活を営むこと

ができるよう、民間アパートを活用した生活支援、就労支援、子育て支援、子どもの

学習支援等の総合的な支援を実施した。これらの取組により、就業相談から就職に結

びついたひとり親世帯数は、平成30年度に740世帯となり、目標値の達成に向けて着実に

前進している。

沖縄県の現状
(基準値）

計画時現状 目標

年度 H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

小中学生調査 25.0% 29.9% ― ― 25.0% 20.0% ― ―

高校生調査 29.3% ― 29.3% ― ― 20.0% ― ―

実績値 全国の現状
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＜主な関連指標＞

【今後の課題】

（今なお残る課題）

昨今の事件等により虐待に対する社会的な関心は高まり、児童相談所への相談件数

は年々増している状況である。引き続き市町村と児童相談所の機能強化や市町村要保

護児童対策地域協議会の運営支援を図る必要がある。

ひとり親家庭については、直近５年間で正規雇用者の割合及び就労収入は増加して

おり、一定の改善がみられるものの、依然、厳しい生活状況にある。

（新たに生じた課題）

面前DV通告の徹底等により警察署から児童相談所への虐待相談件数は年々増加して

おり、それに伴い児童相談所の業務も増している状況である。

業務の円滑化や負担軽減を図るためにも、各市町村に「子ども家庭総合支援拠点」

を設置し、児童相談所と市町村の役割分担を調整していくとともに、警察署との連携

も強化していく必要がある。

経済的な負担になっているひとり親家庭の高校生等のバス通学費の負担軽減につい

て、事業効果の分析を踏まえ、対象の拡大など今後の事業のあり方を検討する必要が

ある。

（３）地域における子育て支援の充実

新たな子育て支援については、潜在的待機児童も含めた待機児童の解消を図るため、

平成24年度から一括交付金（ソフト）等を活用し、保育所の創設や改築などの保育環

境整備を実施するとともに、認可外保育施設の認可化の促進支援を行ったことで、平

成30年４月１日には、保育定員が２万2,606人（348か所）増え、５万6,123人（741か

所）となった。

ファミリーサポートセンターについては、市町村において仕事と子育ての両立支援

や地域の活性化を図ること等を目的に設置が進められた結果、平成30年度現在19カ所

31市町村で設置されている。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

就業相談から就職に結びついた
ひとり親家庭の数（累計）

370世帯 611世帯 691世帯 740世帯 800世帯 ― ―

実績値 全国の現状
関連指標名
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＜主な関連指標＞

【今後の課題】

（今なお残る課題）

出生率、合計特殊出生率共に全国１位であることや、女性の就業増加や保育所等の

増設による潜在需要の掘り起こし等による保育ニーズの高まり等から、依然、待機児

童が発生していることから、引き続き市町村と連携して、保育所整備、認可外保育施

設の認可化促進、保育士の確保等により、潜在的待機児童も含めた待機児童の解消を

図っていく必要がある。

放課後児童クラブは着実に増加しているものの、クラブに登録できていない児童が

多数発生しているほか、全国と比べ利用料が割高であることから、引き続き、市町村

と連携し、公的施設を活用した放課後児童クラブの設置を促進する必要がある。

ファミリーサポートセンターについては、病児・病後児の対応を行うところも多く

なっており、近年、会員数や活動件数がともに増加しているが、援助を行う側の会員

数不足が課題となっていることから、県の広報誌やホームページ等において、ファミ

リーサポートセンター事業の紹介や会員募集等の周知を図る必要がある。

（新たに生じた課題）

幼児教育・保育の無償化により、さらなる保育ニーズの高まりが予想されることか

ら、市町村は、幼児教育・保育無償化の影響等を勘案した第二期子ども・子育て支援

事業支援計画の策定に取り組んでおり、県はこれらの取り組みを支援していく必要が

ある。

５ 市町村地域福祉計画の策定の支援・促進

【施策実施による成果等】

県では、社会福祉法第107条で市町村が策定することとされている「地域福祉計画」

の策定を促すため、国の担当者や有識者を招き市町村や市町村社会福祉協議会の担当

職員等を対象に法改正の背景や他県における先進事例を紹介したほか、県内５圏域に

おいて開催した担当者会議で情報提供を行うなどの支援を行っており、市町村担当者

等の同計画への理解促進が図られている。

一方で、本県は、小規模離島自治体が多く、行政職員のマンパワーやノウハウ不足

などにより、地域福祉計画策定率が全国に比べ低い状況である。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

保育所入所待機児童数

（顕在・潜在）
4,552人 4,978人 4,119人 3,459人

0人
（維持）

23,167人 19,895人

実績値 全国の現状
関連指標名
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＜主な関連指標＞

【今後の課題】

（今なお残る課題）

平成30年度に行った調査では、計画策定が進んでいない最も大きな理由が「計画策

定に係る人材やノウハウ等が不足している（60.0%)」となっており、地域福祉計画策

定のための支援策について必要と思う項目では、「①策定ノウハウの提供②事例報告

会の提供③直接助言が受けられる体制整備」となっている。

「地域福祉計画」の策定数は、平成30年４月１日現在22市町村（53.7%）（平成31年

同時点23市町村（56.1％））で全国（平成30年４月１日現在）の策定率（75.6%）と比

べて約22ポイント下回っている。本県では、町村において策定が進んでおらず（11市

は全て策定済）、小規模自治体におけるマンパワー不足やノウハウがないことが、そ

の要因と考えられる。

（新たに生じた課題）

平成30年４月に社会福祉法（昭和26年法律第45号）が一部改正され、地域福祉計画

の策定が任意とされていたものが努力義務とされた。また、「地域における高齢者の

福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項」を記

載する、いわゆる「上位計画」として位置付けられたほか、同法第106条の３第１項

各号で規定する「包括的な支援体制の整備に係る事業に関する事項」が計画に盛り込

むべき事項として新たに追加された。

国は、できるだけ早期に地域福祉（支援）計画に同法の改正内容を反映させること

を求めており、国の工程表では、2020年代初頭には、包括的な支援体制の整備につい

て全面展開することとされていることから、未策定（改定）自治体に対する実効性の

ある支援が必要である。

計画時現状 目標

H27 H28 H29 H30 H33 H27 H30

地域福祉計画策定市町村数

(策定率）
21

(51.2%)
21

(51.2%)
22

(53.7%)
22

(53.7%)
―

1,191
(68.4%)

1,316
(75.6%)

実績値 全国の現状
関連指標名
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第３章 次期計画策定に向けた施策展開

各種施策の総括と今後の展開

第２章で示したとおり「安全・安心な沖縄らしい優しい社会の構築」に向け各種施

策を展開してきた結果、地域福祉セーフティネットの形成促進や地域福祉活動を支え

る人材の確保・育成、相談支援体制の充実や福祉サービスの質の向上に向けた取組な

どについて、成果が現れてきている。

また、安心して子育てのできる地域社会づくりにおいては、小中学生の困窮世帯の割合

の低下や就業相談から就職に結びついた一人親家庭の数の増加、保育所入所待機児童数の

減少など沖縄の未来を担う子ども達への取組も着実に前進している。

一方で、計画から３年が経過し、今なお残された課題や新たに生じた課題も多く、

これらの課題に対応した取組を次期計画に反映させる必要がある。

また、社会福祉法の改正を受け、包括的支援体制の整備等を新たに盛り込む必要が

ある。

このため、次期計画においては、今回の点検・評価において、施策の推進状況や効果を

検証した結果、今なお残っている課題については、取組の充実強化を図り継続して改善

に取り組むとともに、社会経済情勢等の変化により、新たに取り組むべき課題について

は、その課題に対応した施策展開を実施する必要がある。

また、計画改定にあたっては、新たな課題や法改正を踏まえた計画とするため、高齢、

障害、児童の福祉関係各課は勿論、保健分野なども含め庁内で横断的に連携して取り組ん

でいく必要がある。


