
№
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意　見　・　要　望　事　項 担　当　課 意見・要望に対する県の考え方

Ⅰ　全般的な事項 15項目　16件

1

県としての果たすべき実態把握の欠如、そこから導き出される
県としての独自の課題認識の欠如、そのことを踏まえた市町村
への指導目標の欠如、核となる連携体制への模索の欠如が指
摘できる。つまり、総論もなければ各論もない、理念も実態もな
い行動計画だとコメントできる。この点を踏まえた抜本的改善を
強く望む。

青少年･児童家庭課

指摘の内容は、現在の県の取り組みにおける、組織体制、施策体系、財政
状況及び実施体制全般に係る課題として受け止めたいと考えます。これら
の課題については、本プランの実施段階においても引き続き検討し、必要な
取り組みを行ってまいります。

2
沖縄県内の子どもに関する実態についての調査及びニーズ調
査の結果を明確にし、そのデータに基づいた現状把握と課題の
整理をしたうえで、今後の対策を作る必要があると考える。

青少年･児童家庭課

ニーズ調査については、市町村単位で実施されており、各市町村において
調査結果を基に目標値等の検討を行っています。また、県から市町村に対
しては、調整会議等を通じて適切な目標値を設定するよう、指導等を行って
います。
子どもに関する実態調査については、包括的な調査は実施していません
が、各種調査、統計等を基に実態等を把握しているところです。

3
沖縄県の合計特殊出生率が国内で最高である理由と、その分
析及び今後への見通しを検討すること。

青少年･児童家庭課
本県の出生率の高さには、地域における相互扶助など様々な要因が関係し
ていると考えられています。当該分析には、学術的な調査、研究が必要と思
われることから、今後の検討課題としたいと考えます。

4
沖縄の「若年出産」の問題、「ひとり親家庭」の現状と課題、晩婚
化などの問題点を把握すること。

青少年･児童家庭課
国保･健康増進課
教育庁保健体育課

「晩婚化」の現状については、少子化の要因の一つとして、本プランに盛り込
んでいます。なお、「晩婚化」については、社会的、経済的な様々な要因が関
係していることから、その分析については、今後の課題であると考えます。ま
た、「ひとり親家庭」の現状と課題については、平成20年度に「沖縄県ひとり
親世帯等実態調査」を実施し、報告書にまとめたところであり、これを今回の
プランにも反映させているところであります。（青少年・児童家庭課）
母子保健分野においては19歳以下の出産を若年出産として、市町村の母子
健康手帳交付時に面接相談などを行い、妊娠、出産、出産後の育児に関わ
る問題等について把握しているところです。（国保・健康増進課）
学校においては、児童生徒の発達段階に応じて、保健体育や家庭科等の関
連教科及び学級活動、道徳、総合的な学習の時間等、学校教育活動全体を
通じて、性に関する教育の充実に努めています。（教育庁保健体育課）

5

沖縄県における「晩婚化」要因の具体的分析がなく、ひとり親家
庭の調査では「若年出産」が問題としてあげられているが、この
整合性についての分析がない。沖縄県の実態とそれに基づく要
因分析を県として行う必要があるのではないか。

青少年･児童家庭課
教育庁保健体育課

「晩婚化」と「若年出産」に直接的な関連は弱いと考えられ、それぞれの問題
として捉えているところでです。「晩婚化」及び「若年出産」の要因の分析に
ついては、今後の課題であると考えます。（青少年・児童家庭課）
学校においては、児童生徒の発達段階に応じて、保健体育や家庭科等の関
連教科及び学級活動、道徳、総合的な学習の時間等、学校教育活動全体を
通じて、性に関する教育の充実に努めています。（教育庁保健体育課）

「おきなわ子ども・子育て応援プラン（後期）」（仮称）素案に対する県民からの意見・要望事項
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6
子育ての問題点としての「貧困化」減少についての課題が触れ
られていない。国の貧困率（14.7％）に対し、沖縄県の貧困率を
早急に調査し、その原因、背景と対策を考える必要がある。

福祉･援護課
青少年･児童家庭課

貧困者等の対応については、セーフティネット施策としての生活保護制度や
生活福祉資金等の貸付制度があります。制度を必要とする保護者に対し
て、これらの施策が適切に実施・運用できるよう努力するとともに、その原
因、背景についても考えていくよう努めます。（福祉･援護課）
県別の貧困率については、算出方法が確立しておらず、独自に算出しても、
貧困の実態を正確に反映できない可能性があります。貧困については、より
正確な実態を把握するための方法等について、今後の検討課題として新た
に本プランに盛り込みました。（青少年・児童家庭課）

7
5歳児の放課後の居場所をどのように確保するのか議論しても
らいたい。（2件）

青少年・児童家庭課
教育庁義務教育課

保育所における5歳児保育については、公立幼稚園の預かり保育の充実・
促進と連携し対応してまいりたいと考えております。また現在、県内の放課
後児童クラブの多くが、幼稚園児を受け入れている状況です。この状況を踏
まえ、幼児教育全般に係る課題について本プランに盛り込んでいるところで
す。（青少年・児童家庭課）
幼稚園における預かり保育については、近年の預かり保育のニーズの高ま
りとともに、年々実施園が増加しています。県では預かり保育が、今後充実・
拡充できるよう今年度「沖縄県幼児教育振興アクションプログラム」を策定し
市町村に対してさらに促進する計画であります。（教育庁義務教育課）

8
保育園の問題では、認可外保育園（5歳児対象を含む）を、どの
ように充実させていくのかの見通しをつけること。

青少年･児童家庭課

保育所入所待機児童対策特別事業基金による認可外保育施設の認可化促
進を図るとともに、「新すこやか保育事業」、当該施設職員への各種研修会
の実施、「認可外保育施設指導監督基準」に基づく安全・衛生面等からの指
導・助言等により、認可外保育施設入所児童の処遇向上を図ってまいりま
す。

9
放課後の子どもの居場所としての児童館、学童保育、子ども会
などの実態調査と、安定的保障の対策を立てること。

青少年･児童家庭課
教育庁義務教育課

教育庁生涯学習振興課

放課後児童クラブにつきましては、今後「沖縄県学童保育支援センター」を
活用し実態把握に努めるとともに、引き続き設置促進に努めてまいります。
なお、児童館の充実につきましては運営管理者である市町村と連携して対
応してまいります。（青少年・児童家庭課）
幼稚園における預かり保育の実施状況については、毎年各市町村に対し実
態調査を実施しています。市町村においては保護者や地域のニーズに対応
して年々実施園を拡充するなど努力がみられます。県では今年度「沖縄県
幼児教育振興アクションプログラム」を策定し、市町村に対して預かり保育の
充実拡充を今後とも促進していく予定であります。（教育庁義務教育課）
安全・安心な子どもの居場所の確保は、最優先されるべきであり、本課にお
いては、「放課後子ども教室」を実施しております。その中で各教育委員会
からの報告書やアンケート、視察をもとに実態を把握し、県推進委員会や指
導者等研修会の開催を通じ課題への対応を行っています。今後とも、安全・
安心な子どもの居場所としての「放課後子ども教室」を実施して参りたいと思
います。（教育庁生涯学習振興課）

10

成育上のハンディキャップを抱える障害を持った子どもの実態
と、その課題へのニーズ調査をもとにして、成育上の課題をもっ
た子どもたちに対する社会的支援（施設、里親など）に対する実
態と、その課題整備及びその対策を立てること。

青少年･児童家庭課
本プランでは、「障害児施策の充実」「発達障害児支援体制の充実」として、
支援策等を盛り込んでいます。
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11

沖縄独自の課題についての支援について、まだ十分でないと思
われるので、より深く対策を検討すること。
（ア）児童虐待の背景とその対策
（イ）沖縄の基地の実態と子どもの生活環境との関係
（ウ）離島の家庭、子どもの実態と、その作業
（エ）アメラジアンなど、沖縄独自の課題に対する実態調査と対
策
（オ）学力支援するためのシステムづくり

（ア）～（ウ）
青少年･児童家庭課
（エ）、（オ）

教育庁義務教育課

（ア）児童虐待については、発生予防、早期発見、早期対応及び支援策等に
ついて、本プランに盛り込んでいるところですが、児童虐待の増が続いてい
ることから、実施段階において、これらの取り組みの強化、徹底が必要であ
ると考えます。
（イ）本プランに盛り込むことは想定していません。別途、課題の把握等に努
めたいと考えます。
（ウ）本プランでは「離島で暮らす妊婦が安全・安心して出産できる体制の整
備」を盛り込んでいます。なお、各離島等地域の実態に即した取り組みにつ
いては、市町村行動計画に盛り込まれるものと考えます。
 （エ）アメラジアンスクール等民間教育施設に通っている児童生徒につい
て、毎年調査を行い、実態把握に努めています。
 （オ）全国学力・学習状況調査等から、本県においては「わかる授業」の構
築と「基本的な生活習慣」に課題があることが明らかになりました。その改善
を早急に図るため、各学校においては自校の実態に基づいた「授業改善プ
ラン」の作成・活用を図るとともに、県到達度調査等を形成評価として用いる
などマネジメントサイクルによる取組の充実を図っております。また、それら
を支援するため、教科指導に優れた教員を教科コーディネーターとして各地
区に配置するとともに、中学校の国語、数学担当教諭を対象にした授業改
善プロジェクト研修会などの各種研修会の充実を図っております。「基本的
な生活習慣」の確立については、家庭・地域との連携にもと、朝食摂取を徹
底するとともに、「子どもを9時までには寝かせましょう」や「Go家（ゴーヤー）
運動」などの充実を図ってまいります。

12
地域での子育て支援の連携づくりについての検討、要保護児童
対策協議会の実態とその現実の分析のうえに、県にも協議会を
設置し、県内の指導と、その充実を図る。

青少年･児童家庭課

本プランでは、市町村要保護児童対策地域協議会については、活性化と機
能強化を盛り込んでおり、各協議会の実態に即して取り組んでいくこととして
います。なお、県の協議会設置については、今後、関係機関と調整しながら
設置に向けて検討する予定であり、その趣旨を本プランに新たに盛り込みま
した。

13
最大の課題は、責任課を明確にしながら課を超えた連携体制を
どう作るかということである。そのことに触れられていない次世
代育成支援を推進する行動計画は画竜点睛を欠くに等しい。

青少年･児童家庭課
本プランでは、第5章の2「行動計画の推進体制」で、各関係機関等との連携
した推進体制を盛り込んでおり、連携体制の構築によりプランの推進を図っ
てまいります。

14
第三者機関として、調査研究機関を設置するか、「次世代育成
委員会」を継続させ、今後も調査、研究、検証をし続けてほし
い。

青少年･児童家庭課
本プランでは、第5章の3「行動計画の実施状況の点検・評価」で、「沖縄県
次世代育成支援対策推進協議会」による点検・評価を行うことをプランに盛
り込んでいます。

15
障害を持つ子もそうでない子も、危険から離れた安全な場所で
のびのびと過ごせる（遊べる）ができる施設を作ってほしい。

青少年･児童家庭課
都市計画･モノレール課

施設建築課

保育所や放課後児童クラブにおいては、障害のある児童の受け入れも行っ
ております。（青少年・児童家庭課）
すべての人が安全・安心に使える公園の整備を進めるとともに、遊具の安全
管理等の公園管理の強化にも努めます。（都市計画・モノレール課）
県有施設の整備に際しては、単にマニュアル等の基準を満たすのみでなく、
施設利用当事者や専門家等の意見等を取り入れるなど安全な施設づくりに
努めております。（施設建築課）
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Ⅱ　保育サービスの充実について（待機児童解消、質の高いサービス提供等） 14項目　14件

16

沖縄県の保育所施策に求められているものは実態把握に基づ
いた①公立保育園を含めた認可保育の量的な充実と質的な充
実の具体化と、②要保護児童を支える認可外保育施設の財政
的支援の具体化である。特に②に関しては、自治体任せにする
ことなく、横浜市の独自の補助金制度や東京都の認証保育制
度などを参考に、県としての責任ある施策の提案をすべきであ
る。

青少年･児童家庭課

①保育所入所待機児童対策特別事業基金及び安心こども基金を設置して
おり、市町村が実施する保育所整備等へ助成することとしており、待機児童
の解消に努めてまいります。
②認可外保育施設入所児童の処遇向上等を図る目的で、平成12年度から
「新すこやか保育事業」（県1/2、市町村1/2の補助額）を実施し、児童の健
康診断費、牛乳代、米代等への助成を実施しております。また、認可化促進
等を図る目的で沖縄振興対策特別調整費を活用した沖縄県保育所入所待
機児童対策特別事業基金（約10億円）を設置しております。同基金の活用を
市町村に働きかけ、認可化促進や研修及び保育教材費の助成（1施設あた
り13万円）による入所児童の処遇向上に努めてまいります。

17

「5歳児問題」は長期的に制度のズレを解消しながら、幼稚園に
おける「預かり保育」の活用など過渡的かつ緊急に公的な保護
手段を講ずることが必要であり、市町村任せにせず、県の重要
な課題とすべき。

教育庁義務教育課
青少年･児童家庭課

県としましては今年度「沖縄県幼児教育振興アクションプログラム」を策定
し、設置者である市町村に対し、預かり保育の充実・拡充について促進する
とともに、国に対して、預かり保育や子育て支援活動の実施に必要な経費の
地方交付税措置の充実について要望していきたいと考えております。（教育
庁義務教育課）
13ページ8行目に「本県が抱える保育所や幼稚園のあり方等、幼児教育全
般に係る課題については、問題点等の検証やその解決に向けて検討する
場を設けるなど、関係部局全体で取組んでまいります。」と記載しておりま
す。（青少年・児童家庭課）

18
17ページ
1(1)イ

沖縄特有なもの。幼稚園は預かり保育を充実させてほしい。こ
れを担っている学童もある。

教育庁義務教育課

19
17ページ
1(1)イ

預かり保育を実施について、市町村によってばらつきがある。真
剣に各市町村と県が県民のニーズに応えるために考えてほし
い。

教育庁義務教育課

20
17ページ
1(1)イ

公立幼稚園の預かり保育は抽選と聞いたが、抽選とは何か。漏
れてしまった子はどこに行けばいいのか。

教育庁義務教育課

幼稚園における預かり保育は、空き教室や遊戯室等を利用して行われてお
ります。そのため、収容人数に制限があったり、予算面から、職員配置に対
する受け入れ可能人数に限りがあることから、定員を超した場合、抽選が行
われている市町村があると聞いております。平成21年度の調査によります
と、抽選等から漏れた園児については、欠員が出た場合、順次受け入れた
り、保育所等の学童や親戚等で対応されたと聞いております。預かり保育に
ついては、今後とも拡大充実に向けて市町村と連携を図りながら促進してま
いりたいと考えております。

21
№20に関連して、幼稚園の預かり保育を抽選という形を取るの
であれば学童で幼稚園児を受け入れられるよう補助金の対象
にすべきであると考える。

青少年・児童家庭課

現在、県内の放課後児童クラブの多くが、幼稚園児を受け入れている状況
です。このため、補助金の対象児童数に幼稚園児を加える国の特例措置が
とられておりますが、引き続き、放課後児童クラブの受け入れ実態を踏ま
え、国への協議を行う必要があると考えております。（青少年・児童家庭課）

県としましては今年度「沖縄県幼児教育振興アクションプログラム」を策定
し、設置者である市町村に対し、預かり保育の充実・拡充について促進でき
るよう今後とも関係部局や市町村と連携を図りたいと考えております。
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22
17ページ
1(1)イ

幼稚園の預かり保育が平日のみなので、土曜日に一時預かり
の受け入れができるようにしてもらいたい。

教育庁義務教育課
総務私学課

保護者のニーズや子どもにとって最善の利益になる子育て支援のあり方に
ついて勘案のうえ、設置者である市町村が適切に判断していくものと考えま
す。（教育庁義務教育課）
県内の私立幼稚園では、半数以上が土曜日の預かり保育事業を実施して
おります。（総務私学課）

23
12ページ
下7行目
下5行目

「預かり保育」は幼稚園の間違いではないか。 青少年･児童家庭課
御指摘のとおり、「預かり保育」は幼稚園の誤りです。12ページの下から7行
目を「私立保育園」から「私立幼稚園」に、下から5行目を「公立保育園」から
「公立幼稚園」に語句の修正を行いました。

24

幼稚園教諭の非常勤依存の改善策に関しては現状さえも触れ
られていない。幼稚園教育の現状をどう改善していくのか、幼児
教育振興計画を推進する県の責任として、具体策を盛り込むべ
き。

教育庁義務教育課

幼稚園教育の振興について、今年度「沖縄県幼児教育振興アクションプログ
ラム」を策定するとともに、今後、幼児教育振興推進会議（仮称）を立ち上
げ、設置者である市町村や関係部局と連携を図りながら推進を図りたいと考
えております。

25
20ページ
下7行目

沖縄県では、両親就労の世帯がほとんどで、約5,800人といわ
れる待機児童の受け皿は、不足としかいいようがない事実があ
るので、認可保育園、家庭的保育などを増やしていくよう検討願
いたい。

青少年・児童家庭課
待機児童の解消については、保育所入所待機児童対策特別事業基金及び
安心こども基金を設置しており、市町村が実施する保育所整備等へ助成す
ることとしており、待機児童の解消に努めてまいります。

26
21ページ
下4行目

保育士は、平成12年に国家資格となったのにも関わらず、処遇
条件は最善とはいえない。志はあっても保育士になりたくない事
実を捉え、保育士の処遇を改善していくことが保育の質を高め
る大きな要素となると考えるので検討願いたい。

青少年・児童家庭課

現在、国（社会保障審議会少子化対策特別部会）において、保育所に求め
られる役割等の高まりに対応した職員配置、保育の質の維持・向上を図る
ための安定雇用や保育士の処遇改善を可能とする仕組み、研修の制度的
保障、ステップアップの仕組み等についての検討が行われておりますので、
その動向を注視してまいります。

27
21ページ
下4行目

平成21年保育所保育指針により、保育所の役割、機能強化が
求められているが、その中で就労する保育士は、多様な保育
ニーズに応えながらの研修時間の確保に困難を極めている。こ
のままでは、保育所の職員は疲労困憊し、長期的には就労が
困難となり、質の高い人材確保ができない。これらを鑑みたうえ
で、保育所職員の処遇の改善を政策として盛り込むよう検討願
いたい。

青少年・児童家庭課

保育所における保育については、平成21年度から「改定保育所保育指針」
により、保育所の役割、機能強化が求められております。保育士は、「子ども
の保育」だけではなく、「保護者や地域の子育て支援」行うなど大きな責務が
課されております。
また、同指針において、施設長の職務として、研修体制の確立と自己研鑽へ
の援助・助言が規定されており、保育士が安心して「子どもや家庭への支
援」ができるよう、職場環境の整備や保育の質の確保・向上にも尽力いただ
きたいと思います。

28
21ページ
1(2)イ

延長・夜間保育をより一層充実してほしいので、補助金を多くし
てほしい。

青少年・児童家庭課

保育の実施においては、特定保育事業や休日及び夜間保育事業、延長保
育事業等多様な保育ニーズがあり、現下の厳しい県の財政状況において
は、総合的な見地からそれぞれの事業における補助基準単価等の設定を
行っております。

29

ファミリー・サポート・センターを重要視する根拠が沖縄県の実
態に即して書かれているか大いに疑問。他県と異なり、要保護
児童の保護やその親の保護を行ううえで非常に重要な役割を
担っている。このような認識を抜きに、県内にあるファミリー・サ
ポート・センター事業への具体的な支援などは不可能である。

雇用労政課
青少年・児童家庭課

ファミリー・サポート・センターは地域において、育児の援助を求める方と援
助を提供したい方が会員となって行う有償ボランティア組織であり、専門的
知識や対応が求められる要保護児童やその親の保護等は、ファミリー・サ
ポート・センターの対象とはなっていないと考えております。（雇用労政課）
要保護児童やその親の保護に関しては実態把握に努め、その対応を児童
相談所や女性相談所に適切に引き継いでいくことにします。（青少年・児童
家庭課）
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Ⅲ　放課後児童健全育成の充実について（放課後児童クラブ（学童）関係） 91項目　212件

30
本当の計画とするために、前期計画の総括をしっかり行い、そ
れを踏まえた後期計画にしてほしい。

青少年・児童家庭課

前期計画における「平成21年度で213か所の放課後児童クラブを設置する」
という目標達成には至りませんでしたが、県の重点事業として着実に設置箇
所数を増やしてまいりました。引き続き、放課後児童クラブの設置促進に努
めてまいります。

31 子育て応援関係者（団体）からの聴取を必ず実施してほしい。 青少年・児童家庭課 本プランの達成に向け、今後とも関係団体と連携を図ってまります。

32
学童クラブの設置箇所数及び受入児童数の目標をニーズ調査
や政府の政策を踏まえ、全国並みに引き上げてほしい。素案の
目標では、現在の全国平均にも届かない。

青少年・児童家庭課
設置箇所数の目標値につきましては、市町村に対するニーズ調査に基づき
設定しております。今後とも目標達成に向け市町村と連携して取り組んでま
いります。

33
24ページ
1(4)ア

指導員の資格を国家試験で行う等、学童保育の制度化を実施
してほしい。

青少年・児童家庭課 指導員の資格化等につきましては、国の動向を注視してまいります。

34
24ページ
1(4)ア

学童の現状を見てほしい。狭い中で集中力もなくなるような環境
で子どもたちは生活している。

青少年・児童家庭課

35
24ページ
1(4)ア

ガイドラインに沿った学童かどうかの調査をお願いしたい。 青少年・児童家庭課

36
24ページ
1(4)ア

学童の必要性、認知度を上げられる行政努力をしてほしい。 青少年・児童家庭課
県では放課後児童クラブに対する補助事業を重点事業と位置づけ、役割を
重視しておりますが、引き続き、同事業の周知に努めてまります。

37
24ページ
1(4)ア

学童施設の安全面を強化してほしい。（2件） 青少年・児童家庭課

38
24ページ
1(4)ア

県内市町村の学童が同じレベルの保育環境になれるように自
治体から働きかけをしてほしい。

青少年・児童家庭課

39
24ページ
1(4)ア

学童を増やす、遊具を増やす、建物の補修、指導員数の増、指
導員の安定した雇用等、多くの子どもたちが安心できる環境で
学童に通えるようにしてほしい。（6件）

青少年・児童家庭課

40
24ページ
1(4)ア

子どもたちが安全で楽しく過ごせるように環境、整備をよりよくし
てほしい。（4件）

青少年・児童家庭課

41
24ページ
1(4)ア

県内すべての学童で同様のサービスが提供できるよう、「ガイド
ラインの周知」をお願いしたい。（2件）

青少年・児童家庭課

42
24ページ
1(4)ア

「沖縄県放課後児童クラブ運営ガイドライン」に基づいた放課後
児童クラブを推進・整備してほしい。（10件）

青少年・児童家庭課

43
24ページ
1(4)ア

ガイドラインに基づいた環境に適した施設を県及び市町村が用
意してもらいたい。

青少年・児童家庭課

44
24ページ
1(4)ア

ガイドラインに基づいた学童クラブの環境整備を各市町村に促
し、定期的に実態調査をし、調査結果を新聞紙面等で公表し
て、情報を共有し、質の向上を各市町村にもさらに意識づけして
ほしい。

青少年・児童家庭課

45
24ページ
1(4)ア

ガイドラインの活用や、指導員研修の充実、人件費補助を含め
た補助金の増額など、質の底上げを図ってほしい。

青少年・児童家庭課

平成22年1月に設置された沖縄県学童保育支援センターを活用し、実態把
握に努め、放課後児童クラブの実施主体である市町村と連携のうえ保育環
境の改善に取り組んでまいります。

県では放課後児童クラブが安全・安心を確保し、より望ましい環境にするこ
とを目的として、平成19年9月に「沖縄県放課後児童クラブ運営ガイドライン」
を策定し、設備や運営のあり方についての指針を定めました。
今後とも、放課後児童クラブの実施主体である市町村と連携のうえ、ガイド
ラインに基づいた環境整備や運営改善を促してまいります。
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46
24ページ
1(4)ア

ガイドラインに基づいた環境整備について補助してほしい。（調
理室、休息室、シャワー等の生活に必要な最低限の補助）

青少年・児童家庭課

47
24ページ
1(4)ア

学童生活が送れる最低限の施設整備をお願いしたい。 青少年・児童家庭課

48
24ページ
1(4)ア

充実した内容となるよう実施主体である自治体へ指導・援助を
お願いしたい。（2件）

青少年・児童家庭課

49
24ページ
1(4)ア

放課後児童健全育成の充実を図るため、市町村に一緒に働き
かけ、認可保育園のレベルまで土台ができることを望む。（2件）

青少年・児童家庭課

50
24ページ
1(4)ア

仕事の間危険の回避やトラブルの解消、心の整理を支援してく
れる学童クラブを守ってほしい。

青少年・児童家庭課

51
24ページ
1(4)ア

学童保育の充実にあたり、予算をどうするかという点がプランで
は不明瞭なのではっきりさせてほしい。「増額」という言葉を入れ
てほしい。

青少年・児童家庭課

52
24ページ
1(4)ア

施設整備等（修繕費含む）、ハード面の予算の確保を市だけで
なく県としてもお願いしたい。

青少年・児童家庭課

53
24ページ
1(4)ア

内容の一層の充実のため、放課後児童クラブへの補助金を増
やしてほしい。（20件）

青少年・児童家庭課

54
24ページ
1(4)ア

保育料が高く利用したくても利用できない世帯が増えているた
め、放課後児童クラブへの補助金の確保と増額をし、保育料を
安くしてほしい。（17件）

青少年・児童家庭課

55
24ページ
1(4)ア

沖縄県学童保育支援センターの開設にあたり、沖縄県のどの地
域においても同じサービスが受けられるようにしてほしい。

青少年・児童家庭課
沖縄県学童保育支援センターは離島を含むすべての地域に対し、等しく支
援を行うこととなっております。

56
24ページ
1(4)ア

放課後児童クラブの質を高めるため、保育指針、設置運営基準
を設けてほしい。そして、公的責任のもとで制度化に向けて推進
してほしい。（6件）

青少年・児童家庭課
県ではガイドラインを作成し、クラブの質の向上を目指しているところであり
ますが、最低基準等の制度化につきましては国の動向を注視してまいりま
す。

57
24ページ
1(4)ア

県のガイドライン発表から3年を迎えるにあたり、ガイドラインをリ
ニューアルし県独自色を出してはどうか。

青少年・児童家庭課
ガイドラインの内容見直しにつきましては、放課後児童クラブの実態把握に
努め、対応を検討してまいります。

58
24ページ
1(4)ア

学童入所希望の人が全員入所できるよう、学童の数を増やして
ほしい。（10件）

青少年・児童家庭課

59
24ページ
1(4)ア

学校の近くに学童を作ってほしい。 青少年・児童家庭課

60
24ページ
1(4)ア

行政の責任で学童保育施設も建設すべき。（2件） 青少年・児童家庭課

61
24ページ
1(4)ア

放課後児童クラブの施設は放課後児童クラブ専用施設を設置し
てほしい。（4件）

青少年・児童家庭課

62
24ページ
1(4)ア

余裕教室の継続的な使用ができるように、学童専用施設･専用
室を設置してほしい。（2件）

青少年・児童家庭課

引き続き市町村と連携しながら放課後児童クラブの内容充実に取り組んで
まいります。

県では放課後児童クラブに対する補助予算額を毎年増額しており、補助対
象クラブ数も着実に増やしてまいりました。本プランの目標達成に向け、引き
続き、放課後児童クラブの充実を図ってまいります。

※№37～№45の回答と同じです。

地域や利用者のニーズを踏まえながら、市町村と連携のうえ放課後児童ク
ラブの設置促進と内容充実に努めてまいります。
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63
24ページ
1(4)ア

目的外使用で空き教室等を児童クラブが使用するのではなく、
校内の単独専用施設で保育を実施できれば、安心して就労やク
ラブ運営、保育ができると思う。

青少年・児童家庭課

64
24ページ
1(4)ア

学童は小学校から歩いて2～3分のところに作ってほしい。でき
れば、小学校内にあれば安全でなおよい。

青少年・児童家庭課

65
24ページ
1(4)ア

放課後児童クラブでの保育時間を長くしてほしい。 青少年・児童家庭課

66
24ページ
1(4)ア

学童へ毎日通う通年会員と、1か月に15日（半月）だけ希望日に
登園ができる会員。

青少年・児童家庭課

67
24ページ
1(4)ア

子どもたちが広々と遊べる広さを確保し、適切な保育環境となる
ようにしてほしい。（5件）

青少年・児童家庭課

68
24ページ
1(4)ア

遊具を充実させてほしい。（2件） 青少年・児童家庭課

69
24ページ
1(4)ア

公立学童クラブを増やしてほしい。 青少年・児童家庭課

70
24ページ
1(4)ア

公的な施設（学校及び児童センター等）の継続的な利用（入居）
を担保してほしい。

青少年・児童家庭課

71
24ページ
1(4)ア

（民間運営の学童を）公営化してほしい。（2件） 青少年・児童家庭課

72
24ページ
1(4)ア

小学校施設内に、学童専用施設を計画的に作ってほしい。 青少年・児童家庭課
学校内における学童専用施設の設置につきましては、県教育委員会及び市
町村と連携し、検討してまいります。

73
24ページ
1(4)ア

学校内に学童クラブ、放課後児童クラブがある場合は、うまく両
者の共存ができるよう、施設、待遇面を整備してもらいたい。

青少年・児童家庭課
学校内で実施している放課後児童クラブにつきましても、引き続き市町村を
通して課題解決に取り組みんでまいります。

74
24ページ
1(4)ア

児童館･空き教室等を学童として使用する場合
①学校行事で振替休日の場合でも開所してほしい。
②教室を使用する場合、学童専用施設として教室を確保して兼
用とはしないでほしい。

青少年・児童家庭課
利用者のニーズに応じた運営を目指し、放課後児童クラブと各市町村間で
調整が図られるよう促します。

75
24ページ
1(4)ア

泊児童クラブが体育館建て替えのため利用できなくなるが、新
体育館建設にあたり、設計図の中に泊児童クラブを入れてほし
い。

青少年・児童家庭課

76
24ページ
1(4)ア

泊児童クラブの平成24年度の体育館建て替えの際、需要のあ
る子どもたち全員が入れるようスペースを確保してほしい。

青少年・児童家庭課

77
24ページ
1(4)ア

学童の空きがないのは困るので、希望者全員が入れるようにし
てほしい。

青少年・児童家庭課
引き続き放課後児童クラブの設置促進を図り、待機児童の解消に努めてま
いります。

78
24ページ
1(4)ア

待機児童を出さないよう、適正規模（児童数が40～45人）の質
の高い放課後児童クラブ（学童保育所）を設置してほしい。（6
件）

青少年・児童家庭課
引き続き放課後児童クラブの設置促進を図り、待機児童の解消とガイドライ
ンに基づいた適正規模による保育の実施に努めてまいります。

他県では公立のクラブが多いのに対し、県内のクラブはほとんどが民設民
営という特徴があります。公立公営のクラブ設置につきましては、実施主体
である市町村と連携して対応してまいります。

※№58～№62の回答と同じです。

実施主体である那覇市と連携のうえ、対応を検討してまいります。
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79
24ページ
1(4)ア

待機児童解消と適正規模（40人くらい）の確保は両方一緒に推
進して、必要な地域の分離分設や新設を積極的に進めてほし
い。（2件）

青少年・児童家庭課

80
24ページ
1(4)ア

民設民営で行っている学童のサービスを公営並みにしてほし
い。

青少年・児童家庭課

81
24ページ
1(4)ア

「大規模クラブの解消」「学校余裕教室の活用を促進する」とあ
るが、どのように解消･促進していくのかが見えない。

青少年・児童家庭課

県では大規模クラブの解消に向けた予算を計上し、適切な人数規模への移
行を進めております。現在、放課後児童クラブの需要が多い地域において
は学校の余裕教室がなく、活用が充分進んでいないという状況にあります
が、引き続き、余裕教室の活用につきましては県教育委員会と連携のうえ、
市町村に働きかけていく必要があると考えております。

82
24ページ
1(4)ア

既設学童が分離を行う場合、公的施設が不足している現状での
民間施設の確保、利用費等への補助をお願いしたい。

青少年・児童家庭課

83
24ページ
1(4)ア

母子家庭、父子家庭、兄弟姉妹の多い世帯への補助があると
よい。（2件）

青少年・児童家庭課

84
24ページ
1(4)ア

ひとり親家庭に対して、浦添市が実施している補助を全市町村
が実施できるよう、県と市町村で協力願いたい。

青少年・児童家庭課

85
24ページ
1(4)ア

家賃やひとり親の保育料の補助をお願いしたい。 青少年・児童家庭課

86
24ページ
1(4)ア

大規模解消をうたうのであれば、民間施設へ移ったクラブへ賃
貸料金補助を行うことが必要なのではないか。（2件）

青少年・児童家庭課

87
24ページ
1(4)ア

民設民営の学童クラブに対する家賃補助をしてほしい。（できれ
ば学校敷地内へ）（2件）

青少年・児童家庭課

88
24ページ
1(4)ア

希望する児童全員が入れるよう低所得者世帯への補助と、指
導員への補助があればいいと思う。

青少年・児童家庭課

89
24ページ
1(4)ア

父母会が運営する学童クラブでは、保育料が高く保護者の経済
的負担が大きい。学校等の公的施設を活用し、運営も各自治体
によってされれば、保護者の負担が減り、利用しやすくなるので
はないか。

青少年・児童家庭課

90
24ページ
1(4)ア

共働き世帯が安心して働くためには、学童保育の充実が大切で
あるが、現状では民間での経営努力では質の高度化を図るに
は限界がある。市の認可保育園と同様、学童保育の運営も公
的責任のもとで行ってほしい。（2件）

青少年・児童家庭課

91
24ページ
1(4)ア

保育料が高いので、もう少し保育料を安くしてほしい。（9件） 青少年・児童家庭課

92
24ページ
1(4)ア

他県と比べて保育料が高額な県内の状況。他県と同じように改
善を希望する。

青少年・児童家庭課

93
24ページ
1(4)ア

他県では、保育料が3,000円程度と聞くが、なぜ沖縄県は高いの
か。他県であてがわれている予算はどこに行っているのか。

青少年・児童家庭課

ひとり親家庭等に対する保育料やクラブの家賃等を県が独自で補助するこ
とにつきましては、県の厳しい財政状況を考慮すると困難であると考えてお
ります。

※№78の回答と同じです。

現在、放課後児童クラブの需要が多い地域においては学校の余裕教室が
なく、活用が充分進んでいないという状況にありますが、引き続き、余裕教
室をはじめ、公的施設の活用につきましては県教育委員会と連携のうえ、市
町村に働きかけていく必要があると考えております。

県の放課後児童クラブに対する補助は、国の補助基準額と概ね同額でなさ
れておりますが、他県では公立の施設利用が多いのに対し、県内では民立
民営のクラブがほとんどであるため、経営が厳しく保育料が高くなる傾向に
あります。このため、公的施設の活用促進のために市町村や教育委員会と
連携のうえ対応していく必要があると考えております。
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94
24ページ
1(4)ア

保育料の軽減をお願いしたい。特にひとり親世帯だけでも早急
に。

青少年・児童家庭課

県の放課後児童クラブに対する補助は、国の補助基準額と概ね同額でなさ
れておりますが、他県では公立の施設利用が多いのに対し、県内では民立
民営のクラブがほとんどであるため、経営が厳しく保育料が高くなる傾向に
あります。このため、公的施設の活用促進のために市町村や教育委員会と
連携のうえ対応していく必要があると考えております。
なお、ひとり親世帯に対する保育料補助につきましては、県の厳しい財政状
況を考慮すると困難であると考えております。

95
24ページ
1(4)ア

国の単価基準が変わったので、県においても国基準に沿って補
助金の配分をお願いしたい。「具体的な支援策」に掲げてもらい
たい。（3件）

青少年・児童家庭課
県の放課後児童クラブに対する補助基準単価は、国と概ね同額であります
が、今後とも放課後児童クラブの充実を図ってまいります。

96
24ページ
1(4)ア

市町村に対して積極的に共働き低所得世帯･ひとり親世帯に保
育料の補助をするよう指導してほしい。

青少年・児童家庭課
一部の市町村ではひとり親世帯等に保育料の補助を行っておりますが、同
様の取り扱いを実施するかにつきましては、各市町村の判断によるところで
あります。

97
24ページ
1(4)ア

「安心こども基金」の地域子育て創生事業の中で「児童クラブに
対する賃貸料や開設準備の支援」とあるが、これを活用して№
86の補助に使えないのか。

青少年・児童家庭課
安心こども基金の地域子育て創生事業は平成22年度までの事業となってお
り、平成22年度の補助予定クラブにつきましては、各市町村へ照会のうえ交
付先を決定しております。

98
24ページ
1(4)ア

指導員の労働条件も劣悪で人材確保にも困難を抱えている。指
導員の処遇を専門職にふさわしいものに改善し、資質向上を図
るためにも、放課後児童クラブへの補助金の確保と増額をお願
いしたい。（11件）

青少年・児童家庭課

99
24ページ
1(4)ア

父親的役割の男性指導員が必要だと考える。それには指導員
の身分の保障イコール補助金の増額につながると思う。

青少年・児童家庭課

100
24ページ
1(4)ア

学童保育の施設が古く、また指導員の労働条件も厳しいものが
あり、継続して子どもを預けられるような人材確保が確実に行わ
れるかいつも不安な状況にあるので、改善を要望したい。

青少年・児童家庭課

101
24ページ
1(4)ア

指導員の労働条件が悪く、人材確保が問題なので、認可保育
園のような基準を作り、安心して働けるようにしてもらいたい。

青少年・児童家庭課

102
24ページ
1(4)ア

学童クラブの職員（指導員、バイトの方）の労働条件の向上（給
与面など）をよくしてもらいたい。（2件）

青少年・児童家庭課

103
24ページ
1(4)ア

長い時間をかけて子どもの成長を見守る大人が多くいてほしい
ため、指導員が定着して働けるよう、雇用対策を充実させてほし
い。

青少年・児童家庭課

104
24ページ
1(4)ア

放課後プランの中に生徒の学力向上のために学校教育の補助
的分野も設けるなど、補助金を別分野に活用する。

青少年・児童家庭課

放課後子どもプランには保護者が労働等により昼間家庭にいない概ね10歳
未満の児童に、適切な遊び及び生活の場を提供する「放課後児童クラブ」と
すべての子どもを対象に、地域の方々の参画を得て、学習やスポーツ・文化
活動等の取組を推進する「放課後子ども教室」があります。
このうち、放課後子ども教室では学習指導等の活動も行われております。

105
24ページ
1(4)ア

県独自の資格を作るなど、保育の質を高めるための基盤づくり
をお願いしたい。（2件）

青少年・児童家庭課 放課後児童指導員の資格につきましては、国の動向を注視してまいります。

106
24ページ
1(4)ア

保育の質を図れるプラン、研修を行ってほしい。 青少年・児童家庭課 ※次ページ№107～№109の回答と同じです。

県の放課後児童クラブに対する補助は、国の補助基準額と概ね同額でなさ
れており、補助予算額も毎年増額しております。引き続き、放課後児童クラ
ブ指導員の就労状況の改善に向け、市町村と連携のうえガイドラインの周
知徹底を図るよう促してまいります。
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107
24ページ
1(4)ア

研修費の増額をお願いしたい。 青少年・児童家庭課

108
24ページ
1(4)ア

多様化している子どもたちのニーズに応えるためにも、専門性
の高い職員（ソーシャルワーカー）の配置が必要ではないか。

青少年・児童家庭課

109
72ページ
7(3)エ

障害の多様さから専門的知識を持って対応してもらいたいた
め、スタッフの研修支援を行ってほしい。

青少年・児童家庭課

110
24ページ
1(4)ア

指導員の資質向上を促進するとともに、待遇をもっと改善するよ
うな行政指導を行ってほしい。（7件）

青少年・児童家庭課
研修会の実施等で職員の資質向上を図るとともに、労働環境改善に向けて
市町村と連携のうえガイドラインを周知徹底してまいります。

111
24ページ
1(4)ア

学童の指導員の方と学校の先生が、もっとコミュニケーションが
とれ、協力し合える仕組みにしてほしい。

青少年・児童家庭課

112
24ページ
1(4)ア

夏休みのプールの使用や家庭科室の使用をもっとオープンにし
て地域の学童クラブとの連携を取るとよい。

青少年・児童家庭課

113
72ページ
7(3)エ

学校、病院など関係機関との連携がスムーズにできるシステム
作りを考慮してほしい。

青少年・児童家庭課

114
72ページ
7(3)エ

障害の有無に関わらず、子どもは周りと一緒に成長して行かな
くてはいけないため、障害児受け入れを促進してほしい。

青少年・児童家庭課

115
72ページ
7(3)エ

障害児を受け入れる施設の確保をお願いしたい。 青少年・児童家庭課

116
72ページ
7(3)エ

障害児受け入れの体制強化をお願いしたい。（発達障害児含
む）

青少年・児童家庭課

117
72ページ
7(3)エ

障害児受け入れを推進するため、障害児受け入れ人数に見
合った加配の補助金を県独自でも早急に考えてほしい。（2件）

青少年・児童家庭課

118
72ページ
7(3)エ

障害児受け入れ促進について、専門的知識を有する専任職員
の配置のためには、きちんとした身分保障が必要なので、補助
単価の引き上げと、障害児の人数に応じた補助額にしてほし
い。（2件）

青少年・児童家庭課

119
72ページ
7(3)エ

障害児の補助金について、人数分といかなくても2人いたらその
半分とか、少しでも増えれば現場は助かる。

青少年・児童家庭課

120
72ページ
7(3)エ

障害の度合いや種類によって、補助金の幅や指導員研修の内
容は異なるので、具体的な案などをもっと細分化すべきではな
いか。

青少年・児童家庭課

本プランでは、障害の種類に関わらず、放課後児童クラブにおける障害児の
受入体制強化を目指しております。また、「沖縄県学童保育支援センター」を
活用して、障害に関する専門的な知識と対応について習得するための研修
会を実施してまいります。

放課後児童クラブにおける指導員の役割は非常に重要であるため、県では
毎年、指導員を対象とした研修会を実施しております。また、平成22年1月か
ら新たに設置した「沖縄県学童保育支援センター」を活用し、よりきめ細かい
研修を行い、指導員の資質向上を図ってまいります。

放課後児童クラブと学校や関係機関との連携につきましては、市町村を通し
て理解を求めていきたいと考えております。

県では障害児を受け入れるクラブが障害児専任職員を配置した場合、国と
同額の加算を交付し、障害児の受け入れを促進しております。

県では障害児を受け入れるクラブが障害児専任職員を配置した場合、国と
同額の加算を交付し、障害児の受け入れを促進しております。なお、障害児
の受入人数に応じた補助基準単価とするかにつきましては、国の動向を注
視してまいります。
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Ⅳ　学力向上について 3項目　3件

121
42ページ
3(2)イ

具体的支援策として4項目あげられているが、成果を上げていな
いこれまでの策とどう違うのか、反省が生かされているのか全く
見えない。PDCAサイクルが機能しているのか疑問である。経済
的自立には学力が必要なのではないか。

教育庁県立学校教育課
教育庁義務教育課

本プランでは、今回の学習指導要領の改訂に基づき、小・中・高校の学習内
容の連携、基礎的・基本的な知識、技能の定着、家庭との連携、児童・生徒
の発達段階に応じたキャリア教育の推進による望ましい勤労観・職業観の
育成を目指しており、より一層充実した内容となっております。これらにより、
経済的自立等につながる学力の定着を目指す内容となっております。（教育
庁県立学校教育課）
振興の基本となるのはまさしく「人材」であります。そこで、これまで推進して
きた学力向上対策の良さを生かしつつ、明らかになった課題を着実かつ確
実に解決するため、4つの項目を具体的な支援策として掲げました。良さに
ついては、例えば、家庭学習の習慣化（家庭で1時間以上学習している割合
は、平成16年度：小学校6年、中学校3年ともに50％、平成21年度：小学校6
年生が90％、中学校3年生が80％）、読書冊数の増加（平成元年度：小学校
平均37冊、中学校平均9冊、平成20年度：小学校160冊、中学校44冊）など
数値で確認できる成果とともに、文化面、スポーツ面等における子どもたち
の活躍は、20年前とは比較にならないほど目覚ましいものがあることはご承
知のとおりです。そのような成果を踏まえ、今後は質的な充実を図るため、
課題として明らかになった「わかる授業」の構築と「基本的な生活習慣」の確
立について、学校、家庭・地域社会がそれぞれの役割を果たす日常的な取
組として4つの項目を柱として掲げ、本県の将来を担う人材を育成したいと考
えています。（教育庁義務教育課）

122
42ページ
3(3)イ

学力全国一の秋田県から先生を招いて短期間の実習を行った
ようだが、先生、児童、親の反応はどうだったのか。なぜ、その
情報が他校の親にまで伝わらないのか。先生と親の協働なくし
て学力向上の底上げは難しいと思う。

教育庁義務教育課
秋田県との人事交流は、平成21年度がスタートの年であり、本年度は、特に
学校での取組の充実に視点を当てました。今後は、家庭における取組など
についても、共有化が図れるよう検討してまいります。

123
42ページ
3(4)イ

親を教育するプログラム（家庭での生活習慣、家庭学習など）が
必要だと思う。

教育庁生涯学習振興課

生涯学習・社会教育は、個人や機関・団体が行う多様な学習活動に自主
的・自発的に参加することを基本としていることから、親が自主的に学習する
ことが重要です。親が自ら学習する機会としては、公民館講座や各PTAが行
う家庭教育学級（研修会）などあります。県及び市町村教育委員会において
も、子育てや家庭教育に関する講演会の実施、リーフレット等の配布による
広報・啓発を行っております。（教育庁生涯学習振興課）

Ⅴ　労働関係について 1項目　1件

124

親の労働実態が計画には全く把握されておらず、実態把握の必
要性すら記述されていない。共働き世帯が非常に多くの割合を
占める今日、親の労働環境の整備は子育て環境の整備の中核
を担うものである。雇用･労働への監督責任を持つ沖縄県こそ、
このことへの先駆的な指針を計画の中で指し示すべきではない
のか。

雇用労政課

雇用労政課は、国、県等の各種統計調査結果から、沖縄県の賃金や労働
時間の実態、非正規雇用者の割合等、労働環境についてその把握に努め
ており、国等関係機関とも連携を図りながら、県内の労働環境の改善に取り
組んでおります。
また、雇用の改善につきましては、子育て中の親に限らず、県の最重要課題
として取り組んでおります。
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Ⅵ　要保護児童への対策について（児童虐待防止、社会的養護体制の充実等） 13項目　13件

125
64ページ
7(1)ア

「虐待ハイリスク者」への関わりをより積極的に行わなければな
らない。乳児家庭全戸訪問等で浮かび上がってくる実態に対
し、どう支援するか、対応する専門職に意識を高めてほしい。ま
た、専門職のレベルに応じた研修を継続実施し、資質の向上を
図らなければいけない。

青少年・児童家庭課
国保・健康増進課

乳児家庭全戸訪問事業で課題等が把握された場合、養育支援訪問事業で
必要なフォローを行うこととしており、本プランでは、当該事業の全市町村で
の実施を目標としています。（青少年・児童家庭課）
全戸訪問事業で把握された虐待リスクのあるケースについは、必要に応じ
て、民生児童委員、保健師等による個別支援、市町村の要保護児童対策連
絡協議会等において、保健、医療、福祉等関係者がケース支援について連
携して相談、情報提供等を引続き行っていきます。（国保・健康増進課）

126
64ページ
7(1)イ

児童相談所八重山分室の機能強化を早期に実現すべき。ま
た、宮古分室設置も急がなければならない。

青少年・児童家庭課

児童相談所分室の体制強化については、本プランに盛り込んでいるところで
す。八重山分室については増員等により機能強化を図ることとしており、宮
古分室についても、八重山分室の状況の検証を行い、設置についての検討
を行うこととしています。

127
64ページ
7(1)イ

児童相談所の専門職の確保にあたり、人事ローテーションを現
行の基準3年から延長する必要があると考える。現行のシステ
ムではスキルアップ等が期待できず、組織力の向上が難しくな
る。特に高い専門性が求められる児童相談所は特別に配慮す
る必要がある。

青少年・児童家庭課
児童相談所の専門性強化を図るうえで、人材養成は重要であると考えてお
り、そのためのシステムについては、関係部局で検討したいと考えます。

128
65ページ
7(1)ウ

児童虐待防止ネットワークから要保護児童対策地域協議会へ
の移行について、各市町村で進まない理由は何か。その要因を
県は把握しているのか。実態を把握し、これまで以上に県主導
で推進すべきであると考える。

青少年・児童家庭課
要保護児童対策地域協議会の未設置市町村に対しては、児童相談所や所
管の福祉保健所において、継続的に働きかけを行っています。本プランでは
全市町村での設置を目標としており、積極的に取り組んでまいります。

129
66ページ
7(1)エ、オ

児童虐待の死亡事例等の検証は継続的に行う必要があるが、
形式的に終えては意味がない。専門家の分析・提言を受けてお
り、講演会、研修会等を実施し、メディアの活用などあらゆる機
会を通じて、一般の県民に知らせる必要があると考える。

青少年・児童家庭課
本プランでは、児童虐待重大事例の定期的な再検証を盛り込んでおり、着
実に実施してまいります。また、講演会、研修、メディアを活用した虐待防止
に関する周知活動も行うこととしています。

130
67ページ
7(2)ア

今後は家庭的養護の需要が高まると考えるが、全国平均に比
べ沖縄県の里親等委託率が高い割合で推移している理由は何
か。それらをより発展（向上）させていくため、何が必要か考えて
いく必要がある。また、里親登録者の現状分析を行う必要があ
る。

青少年・児童家庭課

以下の理由によりプランの修正は行いません。
①里親等委託率が高い理由は子どもに恵まれなかった人が里親を希望す
る場合が多いことや里親家庭が受け入れられやすい地域性があることが考
えられますが、明確な分析は行っておりません。
②家庭的養護の推進のため、児童福祉法が改正され、ファミリーホーム制
度が創設されたことから、県においてもファミリーホームの設置を推進するこ
ととしており、本プランにはこの内容を盛り込んでいます。
③里親登録者の支援については両児童相談所に設置している里親対応専
門員が定期的に訪問・助言を行っており、本プランにはこの内容を盛り込ん
でいます。

131
67ページ
7(2)イ

「情緒障害児短期治療施設」の早期設置を望む。本文中の「条
件整備に努める」では弱い。財政難を理由に社会福祉法人等に
設置を委ねる方向性も疑問である。県の責任で設置し、被虐待
児や発達障害児の治療・支援に全力を注いでほしい。問題先送
りにより、問題をこじらせることにつながると考える。

青少年・児童家庭課
「情緒障害児短期治療施設」の設置については、専門医師の確保、設置者
の検討等、条件整備に取り組むことにより、設置に向けた作業を行ってまい
りたいと考えます。
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132
67ページ
7(2)イ

情緒障害児短期治療施設の設置について、早期に実施してほ
しいため、「現状と課題」の5行目の家庭的な養護の推進のほ
か、「情緒障害児短期治療施設における」を入れてほしい。ま
た、6行目の適切な養護ではなく、「治療」の実施にしてほしい。

青少年・児童家庭課
「現状と課題」に情緒障害児短期治療施設に関する記述を新たに追加しまし
た。また「治療」については、現在設置されている施設における実施は困難
であると考えます。

133
68ページ
7(2)ウ

児童相談所の多忙さから、それを支える児童家庭支援センター
の設置は急務である。現計画で3か所の設置を目標にしている
ので、早急な実施が求められる。

青少年・児童家庭課 本プランに沿って、早期設置に向けて取り組んでまいります。

134
68ページ
7(2)ウ

「現状と課題」の中に、母子生活支援施設について、県内3か所
設置されているが、年々増加する母子家庭に対応するため、設
置箇所を増やす必要があると思われる。そのため、市町村に積
極的に働きかけてほしいし、目標値もあと5か所（名護、宮古、石
垣、宜野湾、うるま）ほしいと思う。

青少年・児童家庭課
母子生活支援施設については、現在ある施設の入所状況等も考慮しなが
ら、増設の必要性を検討してまいります。

135
68ページ
7(2)ウ

「今後の取り組み･具体的な支援策」に「県に非行分野の要保護
児童対策協議会を設置し、協議会において非行や不登校問題
等具体的支援策を協議する」という文言を入れてほしい。

青少年・児童家庭課

県の協議会設置については、今後、関係機関と調整しながら設置に向けて
検討する予定であり、その趣旨をプランに新たに盛り込みました。なお、要保
護児童対策地域協議会は、虐待だけではなく、非行分野も取り扱う機関であ
ります。

136
69ページ
7(2)エ

現在、県内6教育事務所で配置しているスクールソーシャルワー
カーを拡充し、市町村単位で配置すべきである。まずは市町村
と連携しモデル市町村を指定し、ソーシャルワーク視点で活動
する専門職を学校に配置してはどうか。より積極的な県の支援
が必要と考える。

教育庁義務教育課
青少年・児童家庭課

スクールソーシャルワーカーの拡充は必要であり、将来的にはより多くの市
町村に配置できればと考えます。モデル市町村の学校に専門職を配置する
ことについては、今後の配置の際に参考にしたいと思います。今後とも多く
の学校が活用できるよう、県としても予算の確保等努力していきます。（教育
庁義務教育課）
福祉部門においては、教育部門との連携をより強化し、福祉的支援の充実
を図ってまいります。（青少年・児童家庭課）

137
69ページ
7(2)エ

スクールソーシャルワークに関して、福祉的支援は本来、福祉
保健部で推進すべきことではないか。学齢期における子どもへ
の支援は、社会的な背景からそのニーズは高まる一方だが、現
在の支援体制における福祉サイドからの支援は脆弱といわざる
を得ない。

青少年・児童家庭課

福祉部門と教育部門では、これまでも連携を図っているところであり、ケース
に応じて福祉的支援も行っているところでありますが、今後は連携をより強
化する必要があり、本プランにおいてもその旨を記載しているところでありま
す。

Ⅶ　障害児対策について 3項目　3件

138
72ページ
7(3)エ

沖縄県における中高生障害児タイムケアの支援についての情
報が欲しい。

障害保健福祉課
日中一時支援事業（旧タイムケア）は、市町村事業であることから、県として
は市町村に対し、当該情報の周知について働きかけを行ってまいります。

139
71ページ
7(3)全般

各離島地域にも「障害児デイサービス」事業が受けられる施設
の充実を図ってほしい。

障害保健福祉課
児童デイサービスについては、第2期障害福祉計画に基づき、市町村と連携
し整備を促進しているところです。平成22年2月現在で、62か所の事業所が
設置されており、離島地域においては、宮古、石垣に設置されています。

140
71ページ
7(3)全般

以下の点について、特例措置を考慮してほしい。
①人材の派遣･育成　②施設の設置･規程等の特例
③サービス事業の時間数の流用（利用項目の変更）

障害保健福祉課

人材の派遣・育成については、県全体の対策と同時に、その地域の状況や
必要性に応じた地域独自の対策が重要と考えます。児童デイサービスの定
員については、他の事業より緩和されており、また、利用時間に関しては市
町村の判断によるものであります。
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Ⅷ　発達障害児対策について 32項目　33件

141
14ページ
下8行目

発達障害児への支援は新たなニーズではない。「対策の遅れ」
と明記すべきではないか。

障害保健福祉課

発達障害児者支援については、平成17年4月に発達障害者支援法が施行さ
れ、県、市町村等において具体的な取り組みが実施されてきたことから、新
たなニーズと表記したところです。しかしながら、本意見のとおり、「新たな
ニーズ」という表現が適切ではないことから本プランから削除いたしました。

142
14ページ
下8行目

発達障害は早期発見が可能である。この表現では、県民に誤解
を招き、発達障害児者支援法の自治体における早期発見の責
務を曖昧なものにすると思う。

障害保健福祉課

県では、発達障害者支援法の規定を踏まえ、県、市町村等の役割を明確に
した沖縄県発達障害児（者）支援体制整備計画を平成21年8月に策定しまし
た。県及び市町村等においては、同整備計画に基づき、それぞれが役割を
認識し、取り組みを進めています。

143
14ページ
下2行目

発達障害者支援センターが支援拠点になれる段階と、障害に気
づく前の保健中心の段階がある。保健が中心となり支援する段
階においての支援体制構築の中心拠点機関はどこが担うの
か。役割分担を明記すべきではないか。誤解を招かないよう整
理が必要だと思う。

障害保健福祉課
県、発達障害者支援センター、市町村等の役割については、沖縄県発達障
害児（者）支援体制整備計画の中で明確にしています。各関係機関は、同整
備計画に基づき、その役割を認識し取り組みを進めています。

144
72ページ
下14行目

障害児保育の対象としては「発達支援が必要と判断されたも
の」とし、保護者の就労を条件としている現状を検討すべき。就
労していない保護者をもつ障害児が、認可外保育施設に入所
し、発達支援を受けられずに乳幼児期を過ごしている現状があ
る。

青少年･児童家庭課

保育所については、児童福祉法第39条の規定に基づき、「保育に欠ける子
どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福
祉施設」となっており、障害児保育においても同法の規定に基づき、保育に
欠けることが入所の要件となっております。
県においては、「沖縄県発達障害児（者）支援体制整備計画」に基づき、認
可外保育施設保育士等への研修の実施によって、支援を要する児童の早
期発見体制の整備や支援を行うことができる人材の育成・確保に努めてま
いります。

145
7(4)
全般

前年度のデータや具体的な数値をもとにして、目標値や達成度
を検討していくものと考える。発達障害における数値は、直接発
達障害の理解や支援規模の推定、発達支援の意味づけにつな
がるので、これは大切なことだと思う。

国保･健康増進課 意見のとおり。

146
7(4)
全般

平成21年度の「見込値」、平成26年度の「目標値」があるのみ
で、それ以前の指標が示されておらず、比較検討そのものが難
しい。到達目標の数値化は、有識者や当事者･保護者の意見を
踏まえ、先進地の意見を盛り込むなど、到達度をもった評価が
望ましいのではないか。

障害保健福祉課
国保･健康増進課

目標値の数値については、沖縄県障害福祉計画（第2期）との整合を図る観
点から、同計画の数値に基づき記載しています。また、同数値の評価につい
ては、沖縄県障害者施策推進協議会において行ってまいります。（障害保健
福祉課）
健診受診率の目標値の設定は、全国との比較、過去のデータに基づき、伸
び率等を勘案して設定をしています。（国保・健康増進課）

147
7(4)
全般

「沖縄県発達障害児（者）支援に関する人材育成計画」の実施
研修の項目において受講者数が目標値になっている点など、項
目の内容や目的をしっかり酌んだ定数的、定量的な数値の見直
しが必要だと思う。

障害保健福祉課

人材育成については、人材育成計画に基づき実施することを基本とし、大
学・専門学校、福祉関係団体、当事者団体等との協働により、支援する人材
の基礎研修、専門研修等を実施する予定です。数値等の見直しについて
は、発達障害者支援体制整備委員会や圏域の自立支援連絡会議等で評価
してまいります。

148
7(4)
全般

発達障害はライフステージに応じて医療のニーズが異なる。そ
の認識に基づいた医療整備を早急に行ってほしい。（2件）

障害保健福祉課
病院事業局県立病院課

※次ページの№149～№151の回答と同じです。
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149
7(4)
全般

早期発見、早期支援に遅れがあり、学童期や青年期において
問題が生じることの多い本県では、ライフステージに応じた医療
支援体制の整備は大変重要な課題であり、先進地を参考に、予
算の確保を含めた積極的な県の関与の明記が重要と考える。

障害保健福祉課
病院事業局県立病院課

150
7(4)
全般

県立病院における専門医療機関の確保はどうなっているのか。
ライフステージに応じた医療機関の確保など、具体的な策定が
必要ではないか。

障害保健福祉課
病院事業局県立病院課

151
7(4)
全般

小児科と総合病院、専門病院との連携や不採算部門における
公的医療機関の充実と児童精神科医の確保は重要課題であ
り、欠かせない項目ではないか。

障害保健福祉課
病院事業局県立病院課

152
7(4)
全般

採算化が難しい発達障害児医療においては、第1次的な公的診
療体制が整備される必要がある。特殊なニーズに応じた民間医
療機関と並立が望まれる。乳幼児医療無償化なども考慮した
「経済的負担が少ない受診」「標準的な発達障害における支援」
を具体化した公的診療システム構築を策定してほしい。

障害保健福祉課
病院事業局県立病院課

発達障害児医療については、医療機関の連携に向けた意見交換会を実施
し、医療機関の間の情報共有化を図り、発達障害児者に対する医療体制の
整備に向けた取り組みを促進することとしています。（障害保健福祉課）
南部医療センター・こども医療センターの「こころの診療科」については、担
当医師の退職に伴い、去る4月から休診しております。現在、早期の診療再
開に向けて後任医師の確保に務めているところであります。（病院事業局県
立病院課）

153
7(4)
全般

県の重要課題である医療機関問題を、国が示した「行動計画策
定指針」に沿って示すのではなく、県独自の課題に応じた踏み
込んだ策定が必要だと思う。予算の裏付けがある早期診断ので
きる専門医療機関の確保のための対策を具体的に明記してほ
しい。

障害保健福祉課
病院事業局県立病院課

次世代育成支援後期行動計画については、県の次世代育成支援対策を網
羅する総合的な計画として位置づけられており、同計画に明記する内容に
ついては、その位置づけに沿って行っています。県では、沖縄県発達障害児
（者）支援体制整備計画に基づき、専門的医療機関の確保に向けた取り組
みを進めてまいります。（障害保健福祉課）
南部医療センター・こども医療センターの「こころの診療科」については、担
当医師の退職に伴い、去る4月から休診しております。現在、早期の診療再
開に向けて後任医師の確保に務めているところであります。（病院事業局県
立病院課）

154
73ページ
7(4)ア

発達障害者支援を推進する際の支援に関わる者が求められる
ことを十分把握し、直接処遇職員、発達障害についての専門的
な支援を行う者、発達障害者支援センター、市町村、県それぞ
れの役割を明記してほしい。

障害保健福祉課

県では、沖縄県発達障害児（者）支援体制整備計画において、県、発達障害
者支援センター、市町村等の役割を明確にしています。同整備計画に基づ
き、それぞれの関係機関がその役割を認識し、取り組みを進めてまいりま
す。

155
73ページ
7(4)ア

困ったことがあった際にどこに何をお願いに行ったらよいかわか
らない。庁内での連携が把握できるように、支援機関連絡会議
に参加する関係各課と各課の役割の明記をお願いしたい。

障害保健福祉課
沖縄県発達障害児（者）支援機関連絡会議設置要綱において、関係各課と
その役割について明記しています。同要綱については、今後、県のホーム
ページにおいて公開してまいります。

専門的医療機関の確保については、医療機関の連携に向けた意見交換会
を実施し、医療機関の間の情報共有化を図り、発達障害児者に対する医療
体制の整備に向けた取り組みを促進することとしています。（障害保健福祉
課）
南部医療センター・こども医療センターの「こころの診療科」については、担
当医師の退職に伴い、去る4月から休診しております。現在、早期の診療再
開に向けて後任医師の確保に務めているところであります。（病院事業局県
立病院課）
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156
73ページ
7(4)ア

支援者が専門性を積むために具体的な実地研修を含めてどの
ように開催していくのか、具体的に表現した方がよりよい行動計
画につながると思う。

障害保健福祉課

支援する人材の育成・確保については、これまで研修等の修了者が地域の
支援体制のリーダーとなるよう、継続して人材を供給する仕組みができてお
らず、研修の効果が個人の資質向上に留まっていたことから、地域において
継続して人材を育成できるシステム（地域完結型人材育成システム）の構築
を図ることが必要であると考えています。
また、研修の具体的な企画にあたっては、研修実施機関だけではなく、受講
対象者、当事者団体等の意見を取り入れる必要があり、研修カリキュラム・
テキストについては、大学、専門学校、福祉関係団体、当事者団体等と県の
協働により作成することとしています。

157
73ページ
7(4)ア

より細かく、県、市町村、発達障害者支援センター、医療機関な
どの役割を明記し、県においては各市町村の出生数にあわせ
た規模の早期支援の場づくりを促すなどの具体的かつ積極的
な関与の明記をお願いしたい。

障害保健福祉課

県では、沖縄県発達障害児（者）支援体制整備計画において、県、発達障害
者支援センター、市町村等の役割を明確にしています。同整備計画に基づ
き、それぞれの関係機関がその役割を認識し、取り組みを進めてまいりま
す。
また、平成21年度に、発達障害児（者）圏域支援体制検討事業を実施し、人
口規模等を考慮した支援体制の検討を行っています。

158
73ページ
下5行目

「県及び市町村等がそれぞれの役割を認識し」とあるが、庁内
の関係各課が連携を図るのであれば、障害保健福祉課、国保･
健康増進課、青少年･児童家庭課といった県の役割を明記する
ことが大切だと思う。

障害保健福祉課

沖縄県発達障害児（者）支援体制整備計画においては、県民の意見を踏ま
え、県の役割を明記したところです。県においては、同計画及び人材育成計
画の推進体制として、庁内の関係各課で構成する連絡会議を設置し、関係
各課が連携を図りながら発達障害児者に対する支援施策を推進してまいり
ます。

159
73ページ
下5行目

「地域格差」を広げないために、市町村に通園施設等の設置を
促すといった、県が実施主体者としての責任や具体的な政策を
行う必要があるのではないか。県による調整機能や県の積極的
かつ主体的な関与が望まれる。

障害保健福祉課

県では、平成21年度において、発達障害児（者）及びその家族が交流し、又
は、療育指導及び相談支援を行うための場を設置する市町村に対して、整
備費等を補助する事業を行っています。同事業により、発達障害児（者）の
支援・交流拠点の整備や立ち上げを支援し、身近な地域における発達障害
児者支援体制の強化を図っています。

160
74ページ
7(4)イ

乳幼児健診のフォロー率に関して、現状と目標値を示してほし
い。さらに、フォローの内容（親子教室や訪問、電話での対応）
などを示し、さらなる充実を図ってほしい。

国保・健康増進課

乳幼児健診を受診したお子さんについて、身体面、精神発達面で支援を必
要とする子どもが確実に把握できるために、乳幼児健診の問診票等の見直
しを行っています。健診後のフォローアップの状況については、実施主体で
ある市町村の協力を得て県全体としてのデータを公表できるよう検討しま
す。

161
74ページ
7(4)イ

県の把握する支援対象児率も明記し目標値も示してほしい。 国保・健康増進課
乳幼児期における支援対象児の把握は、基本的に市町村が実施する乳
児、1歳6か月児、3歳児健診等であると考えます。県が直接把握する仕組み
がないため、支援対象児率として示すことは難しいと考えます。

162
74ページ
7(4)イ

「支援を要する子の早期支援体制の整備」に対する具体的な取
り組みが書かれていない。「今後の取り組み･具体的な支援策」
が全体的に曖昧でわかりにくさを感じる。県が何をし、市町村に
は何を促すのか。対策と役割と目標を明記し、より具体的な記
述をお願いしたい。

国保・健康増進課

県としては、全市町村に共通する健診問診票の見直し、ガイドラインの作
成、健診マニュアルの作成を行います。また、健診従事者のスキルの向上
のための研修等を行います。また、健診を含め母子保健事業に関する冊子
を毎年度発行し市町村等へ情報提供をしているところであり今後も継続して
いきます。
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163
74ページ
下12行目

「乳幼児健康検査の見直しを行います。」とあるが、何を見直す
のか、それに対して県がどのような手立てを行うのかがよく見え
ない。「乳幼児健康検査の問診票を見直し、県がガイドライン、
実施マニュアルの作成を行い、市町村への研修･指導、実施技
術提供を行います」と具体的に記すことが望まれる。

国保・健康増進課

全市町村に共通する健診問診票の見直し、ガイドラインの作成、健診マニュ
アルの作成を行い、健診従事者のスキル向上のための研修等を行います。
健診、健診後のフォローについては市町村が主体となって実施されるもので
あります。

164
74ページ
目標数値

健診事後教室等フォローアップの実施の目標を22市町村とした
根拠の説明をお願いしたい。

国保・健康増進課

健診フォローアップには、訪問、電話相談等の個別支援、事後教室等集団
での支援などの方法があります。現在でも、県内の41すべての市町村で健
診後のフォローアップは実施しているところです。目標を「22」としたのは、先
進地で取り組まれている自治体規模別のフォローアップシステムとして、人
口1万人以上の市町村での実施を目標として設定しました。

165
74ページ
目標数値

フォロー体制の早急な整備が求められるので、健診事後教室等
フォローアップの実施の5年間の目標は41市町村ではないの
か。そのための具体的な支援策も明記すべきでないか。

国保・健康増進課

健診フォローアップには、訪問、電話相談等の個別支援、事後教室等集団
での支援などの方法があります。現在でも、県内の41すべての市町村で健
診後のフォローアップは実施しているところです。事後教室はフォローアップ
のひとつの方法であり、市町村の実情に応じてフォローアップの方法、内容
が検討されるものであり、県は保健所等が中心となって管内の市町村の相
談、支援を行います。

166
74ページ
7(4)ウ

現状と課題において医療機関の問題に触れられていながら、今
後の取り組みには医療問題が触れられていないのはなぜか。
県立病院において乳幼児（3歳以前）の診断ができる専門医の
確保の明記をお願いしたい。

障害保健福祉課
病院事業局県立病院課

医療機関の確保については、県の短期に取り組むべき事項として、医療機
関の連携に向けた意見交換会を実施し、医療機関の間の情報共有化を図
り、発達障害児者に対する医療体制の整備に向けた取り組みを促進するこ
ととしています。（障害保健福祉課）
南部医療センター・こども医療センターの「こころの診療科」については、担
当医師の退職に伴い、去る4月から休診しております。現在、早期の診療再
開に向けて後任医師の確保に務めているところであります。（病院事業局県
立病院課）

167
75ページ
2行目

発達障害支援センターの現状では包括的な支援推進の役割と
その職務遂行は厳しいものがある。ぜひ、予算や人員配置、役
割をしっかり示してほしい。

障害保健福祉課

168
75ページ
2行目

発達障害支援センターが4人の職員で支援を総合的に行う拠
点」が可能なのか疑問が残る。「中核機関」として県が考えてい
るセンターの業務内容を具体的に明記し、業務内容に適した人
員配置と予算の確保を示してほしい。

障害保健福祉課

169
75ページ
7行目

№142と同様。乳幼児健診の問診票の改善とフォロー基準の見
直しと専門職（医師･保健師･保育士･心理士）への研修と事後教
室や療育等のフォローの場の整備により、乳幼児期からの早期
発見･早期支援は可能かと思う。発達障害は早期発見ができな
いかのような誤解を招く表現は避けた方がよいと思う。

国保・健康増進課
県としては、乳幼児健診問診票の見直し、ガイドラインの作成、健診マニュア
ルの作成、健診従事者のための研修等を行い、早期発見・早期支援に努め
ます。

170
75ページ
18行目

障害児療育等支援事業の事業所は、保育所や幼稚園等への
施設支援の実績が今までどのくらいあるのか。

障害保健福祉課

障害児等療育支援事業については、平成12年度から実施しています。この3
年の状況を見ると、平成18年度145件、19年度180件、20年度123件となって
います。また、平成21年9月から事業委託先を1か所増やし、施設支援の強
化を図ったところです。

発達障害児者への支援については、発達障害者支援法の規定を踏まえ、沖
縄県発達障害児（者）支援体制整備計画において、県、市町村、発達障害
者支援センター等の役割を明確にしたところであり、各関係機関がその役割
を認識し、お互いに協力しながら推進されるべきものと考えています。
また、県では、同センターの中核機関としての機能が発揮できるよう、同セン
ターに県の相談機関（児童相談所、更生相談所及び総合精神保健福祉セン
ター）、医療、保健、教育、当事者団体等を構成員する連絡協議会を設置
し、同協議会との連携により市町村や関係機関に対する総合的な支援体制
を推進していきたいと考えています。
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171
75ページ
18行目

№170の支援内容の質の検討や研修はどのような形でなされ、
報告書は今までどのような形でまとめられているのか。

障害保健福祉課

障害児等療育支援事業については、障害児者支援を行っている法人等に
委託しており、委託事業所間の意見交換は実施しています。毎年度、各事
業所から実績の報告を受けていますが、発達障害者支援センター等関係機
関と連携した取り組みを強化する観点から、事業内容を今後分析していくこ
ととしています。

172
75ページ
18行目

発達障害児支援の支援実績がない事業所にそのまま委託し、
施設支援を拡大していく計画には不安が残る。その専門性をど
のような形で高めていくのか、具体的な支援策も明記してほし
い。

障害保健福祉課

発達障害児支援については、平成21年度に発達障害児に対する療育支援
を強化する目的で、障害児等療育支援事業の委託先を1か所増やし、同支
援について実績のある事業所に業務委託したところです。今後は、沖縄県
発達障害児（者）支援に関する人材育成計画に基づく研修、障害児等療育
支援事業による施設支援、及び関係機関の連携強化により、発達障害児支
援の専門性の向上を図ってまいります。
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