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平成28年度 沖縄県男女共同参画審議会 議事要旨

１ 日 時：平成29年1月13日（金）10:00～12:00

２ 場 所：沖縄県庁舎 ５階子ども生活福祉部会議室

３ 出席者：20名

（１）沖縄県男女共同参画審議会委員：13名

会 長 喜友名 静子

委 員 宮里 善次

委 員 村上 尚子

委 員 我如古 直人

委 員 佐久川 長儀

委 員 仲松 ナエ

委 員 名嘉村 裕子

委 員 宮城 盛彦

委 員 横山 圭子

委 員 与那嶺 清子

委 員 赤嶺 久美

委 員 宇和川 ゆみ

委 員 友利 清和

（２）沖縄県（平和援護・男女参画課）：３名

玉城律子 子ども生活福祉部平和援護・男女参画課長

普天間みはる 子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 男女共同参画班長

比嘉良太 子ども生活福祉部平和援護・男女参画課 男女共同参画班主任

（３）沖縄県（平和援護・男女参画課マトリックス職員）：４名

島袋 琢司 子ども生活福祉部高齢者福祉介護課 在宅福祉班長

上里 とも子 保健医療部健康長寿課 母子保健班長

當間 元秀（代理）商工労働部労働政策課 労政企画班主査

山田 義二 教育庁生涯学習振興課 指導主事

４ 審議会次第

・開会

・議事

（１）県民意見募集（パブリックコメント）の結果について

（２）第５次沖縄県男女共同参画計画（案）の策定について

（報告）沖縄県の男女共同参画の状況について
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５ 会議経過・内容等

【議事１】県民意見募集（パブリックコメント）の結果について

・事務局より、資料２「民意見募集（パブリックコメント）の結果について」

を説明。

（事務局）

資料２のとおり、今回のパブリックコメントの結果として２件のご意見

がありました。県民からの意見として１件、県外から１件となっておりま

す。

県外からのご意見は対象外となっていますので、参考に記載しておりま

す。

県民ご意見に対する回答について、事務局（案）の報告と回答の対象で

はありませんが、県外からのご意見（禁煙対策に関するご意見）について、

現在の県の取組状況をマトリックス班員である健康長寿課より報告いたし

ます。

（県民からのご意見主旨）

○次回の計画策定にあたり、事前にすべての委員が目指すべき理念を共有

できるような仕組みを組み立てていくこと。

○将来にわたり男女が共同して参画できる明るい社会が少しでも実現でき

るような建設的な議論を行うこと。

（事務局）

県民ご意見についての回答として、事務局（案）を次のとおり考えておりま

す。

「沖縄県の目的としましては、沖縄県男女共同参画条例の基本理念にのっとり、

男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものです。

今回の第５次計画策定に関しましても、沖縄県として基本理念に沿った男女

共同参画の推進に関する施策について、有識者・関係団体等で構成する沖縄県

男女共同参画審議会からのご意見をいただき、より実効性のある計画とするた

め、ご審議いただいております。

県、審議会委員ともに理念を共有し、具体的な施策となるよう議論を進めて

おりますが、ご意見にありますように、将来にわたり男女が共同して参画でき

る明るい社会の実現を目指し、施策を推進してまいります。」

以上のとおり、回答を考えております。

次ぎに、回答を公表するものではありませんが、県外からのご意見として禁

煙対策に関するご意見がありましたので、マトリックス班員の健康長寿課より

県の取組を報告します。

（県外からのご意見主旨）

○生涯を通じた男女の健康づくりの推進に健康の基本として、非喫煙者を受動

喫煙の危害から守る課題の重点施策をお願いしたい。
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（健康長寿課）

県における禁煙対策等の取組を紹介します。

毎年５月３１日の世界禁煙デーに併せて１週間、禁煙週間として喫煙対策に

関する広報・啓発を行っています。また、受動喫煙防止対策として平成18年5月

から「沖縄県禁煙施設認定推進制度」始めており、施設内禁煙や敷地内禁煙の

施設を認定・公表しております。

平成27年度からは受動喫煙による健康被害をなくす取組として、多くの人が

利用する公共施設や民間施設に対して、受動喫煙の調査を行っています。

ご意見の中にもありますが、子どもに対する対策として、小学生を対象に生

活習慣の学習教材により、早い段階からたばこの害などについて、学習する機

会を作っています。

また、国においても、東京オリンピックに向けて受動喫煙対策などの準備を

進めていまして、平成28年10月には厚生労働省より「受動喫煙防止対策の強化

について」たたき台が示されており、今後、どの様に施設の禁煙を進めていく

か検討がされています。

県においても、今後の国などの動向を注視しながら、効果的な対策を図るよ

う取り組んでいきます。

喫煙対策関連の取組の状況は以上です。

（事務局）

今回、ご意見ありました２件（回答対象１件、対象外１件）について、対象

の回答は先ほどの事務局（案）を考えております。また、ご意見の内容は第５

次計画（案）についてのものではないため、計画（案）の修正は考えておりま

せん。

県民ご意見に関する事務局説明は以上です。

（会長）

それでは、（回答対象についての）事務局（案）について、委員の皆さまのご

意見をいただければと思います。

ご意見よろしくお願いします。

（友利委員）

事務局の回答（案）について、このとおりでよいと考えます。ご意見に対し

ても自分なりに考えてみましたし、事務局の回答も審議会の運営の考え、ご意

見を受けての、今後の取組が示されていると思いますので、よいと思います。

（会長）

今回のご意見については、今後の第６次策定へ繋げる期待が現れているもの

と思います。私も事務局（案）でよいかと思います。

皆さま、ほかにご意見なければ、これでよいでしょうか。

（各委員）

異議無し。

（会長）

また、計画（案）について、事務局（案）では特に修正ありませんが、その
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とおりでよいでしょうか。

（各委員）

特に修正意見なし。

（会長）

それでは、事務局（案）のとおり、県民ご意見に対する回答とします。次ぎ

の議題について、事務局説明願います。

【議事２】第５次沖縄県男女共同参画計画（案）の策定について

・事務局より、資料１「第５次沖縄県男女共同参画計画（案）の策定について」

説明。

（事務局）

計画（案）については、先ほどご審議いただき、県民ご意見をうけての内容

修正はありませんが、計画内で男女共同参画に資する県の具体的事業について、

追加等の修正がありますので、説明いたします。

第３章「具体的事業」について、２事業を追加、３事業の内容修正について説

明。

（会長）

具体的事業について、修正箇所の説明がありましたが、ここに掲載されてい

る事業の予算化などはどうなっているか。

（事務局）

第３章の具体的事業は、第２章までの計画の方向性に対する県の取組を示し

ている章です。予算については全ての事業が予算化されているというものでは

なく、あくまでも県の取組を示しています。

県が行っている男女共同参画に資する事業を紹介している形となります。

（会長）

各委員の皆さま、ご意見やご質問などありますか。

・「待機児童対策」について

（名嘉村委員）

現在、産業界では、今後の人口減少に伴い多様な働き手の確保が課題となっ

ている。特に女性の働き手の確保には保育所の充実が大きな役割を果たすと考

えています。内閣府などにおいても、企業主導型保育事業として助成を手厚く

しており、企業も保育所設置に乗り出している。

そうした状況の中で追加修正のあった待機児童対策事業について少し質問で

すが、「施設改善、経営指導、児童の処遇向上等の支援」とあるが、「経営指導」

とは具体的にどのような内容となっているか知りたい。

（事務局）

ご質問について、担当する子育て支援課に出席いただいていないため、経営
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指導の具体的な内容をここで回答することは出来ませんが、一旦持ち帰りまし

て、担当課に確認して後日回答させていただきます。

（会長）

私の知る範囲をご紹介すると、運営、経営の面では赤字対策のための指導や、

やはり子ども達の安全・安心のための環境衛生などの指導を行っています。

あとは事務局において、担当課に確認していただき詳細のご回答お願いしま

す。

（名嘉村委員）

（経営側からの観点からだが）保育士の給与水準は他の産業に比べ低い（責任

は重いが給与は低い）中で、保育士の確保が難しい状況がある。保育所開設に

あたり、保育士確保のために給与の相場感（給与上乗せをどの程度見積る必要

があるのか）など、踏み込んだ経営指導を行っているのか気になる。

・「修正箇所の記述」について

（村上委員）

内容の修正がありました子育て支援事業の内容ですが、表現が少し分かりづ

らい部分がある。県が取り組んでいる事業とのことだが、「市町村が、（中略）

子育て支援事業を支援し、充実を図る」となっており、市町村が支援を行って

いるように読める。「市町村が行っている、（中略）子育て支援事業を支援し、」

の表現が分かり易い。

（事務局）

ご指摘のとおり修正する。

・「具体的事業（再掲）の表記」について

（与那嶺委員）

第３章具体的事業の表記については、同じ内容の事業については、（再掲）

となるはずであるが、一つ記載漏れがあるのでは。

（事務局）

ご指摘のとおり修正する。

（会長）

ほかのご意見、ご質問等ないようですので、ご指摘箇所を修正して知事答申

としてよいでしょうか。

（各委員異議なし）

・「今後のスケジュール」について

（事務局）

今後のスケジュールについて、資料により説明。

（会長）

スケジュールについては、事務局説明のとおりとなります。最後に事務局よ
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り報告事項ありますので、お願いします。

【報告】

・「沖縄県の男女共同参画の状況について」事務局説明。

（事務局）

「沖縄県の男女共同参画の状況」については、例年内容について審議会へ報

告、審議いただいておりますが、今年度は計画策定の審議がありましたので、

概要の報告となります。

参画の状況については、各種統計データを基に作成しており、今後発表され

る統計データなどについても、更新を行い３月頃に県ホームページにより公表

予定しています。

（参画の状況について概要説明）

・「参画の状況（農業分野のデータ）」について

（宮城委員）

農業分野のデータ（農業・農村男女共同参画プラン関連指標）について、お

おむね右肩上がりで推移していますが、女性認定農業者数だけは減少となって

いる。

農業を取り巻く現状からすると農業就業者人口が全国的に減少しているため

当然かなという思いがあるが、この推移について、県としてはどのように評価

しているか知りたい。

また、男女共同参画の観点からも、家族経営協定は重要な役割を果たすと考

えており、締結農家数が増加している点は良い事だが、農業就業人口が減少す

るという中で、担い手の確保に繋がる協定の締結農家が、その後どうしている

かは（このデータでは）見えてこない。

（家族経営協定を締結した農家が担い手を確保できているのか）現状を把握

しているか知りたい。

（事務局）

宮城委員のご質問については、マトリックス班員であります営農支援課より

回答するところですが、本日は別業務のため欠席しています。大変申し訳あり

ませんが、後日確認のうえ回答したいと思います。

（会長）

後日の回答となるようですが、よろしいですか。

（宮城委員）

なぜ、確認したいかと言うと、農業就業人口減少に対して国は基盤整備の予

算を増やすなどして対策を図ろうとしています。大規模農業企業の展開などに

なりますが、島嶼県で土地が小さい中で、国の施策を十分に受けられるか検討

が必要と考えている。そのため、先進的な取組（家族経営協定など）を行って

いる農家の現状がうまくいっているのかなど検証して、国の施策または県の施

策に繋げてもらいたいと思い聞いている。
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（会長）

保育の現場でも給食などをみていると地産地消と言いながらも、県外から多

くのものが入ってきている。小さい土地の中でも、できることがあるのではと

私も思う。そのあたりも（現状を把握しながら）取り組んでいただければと考

えます。

（会長）

ほかに、ご質問やご意見ありませんか。特になければ審議会として答申（案）

とします。

また、これまで５回の審議を通してのご感想、これからの男女共同参画審議

会への期待などありましたら、お願いします。

（宮里委員）

先ほど、農業人口減少の話がありましたが、資料の中にあるとおり将来推計

人口のデータでも高齢者の割合は増え、子どもは減っていき、人口減少と推移

すると予測されている。

他県では、既に人口減少にあわせて縮小政策をとってきていて、医療の分野

では、急性期病院を縮小して介護を増やすなどの政策をとってきているが、首

都圏と沖縄はしばらく人口が増える（子どもも増える）と言われている。

そのことからすると、沖縄県は他県の縮小政策とは違い、拡張政策、特に子

どもに対する目線での政策が必要と考えている。これまでもどの分野において

も、子ども目線での政策ではないように感じている。

男女共同参画についても、これからの子どもに対する施策（子ども目線での

施策）に取り組んでいってもらいたいと思う。

沖縄県は人口推移が他と違うため、他県と同じような政策をとってはうまく

いかないと考える。子どもに対する教育・福祉に力を入れていただきたいと思

います。

（会長）

保育の現場でも、子ども目線での施策をお願いしたいと思いました。保育士

の問題もありますし、子どもの教育・福祉は大変重要と考えます。

高齢化の流れで高齢者に対する施策となりがちですが、是非、（子どもに対

する施策の充実も）お願いしたいと考えます。

それでは、他にご感想などなければ審議会を終了したいと思います。

皆さま、お疲れ様でした。

・事務局あいさつ

（事務局）

計画（案）のご審議に対するお礼の挨拶（平和援護・男女共同参画課長より

挨拶）

審議会終了。


