
平成 28 年度第１回 沖縄県障害者施策推進協議会議事録 

 

○日時：平成 29 年 3 月 30 日（木）14：20～15：50 

○場所：沖縄県庁舎４階 第１・第２会議室 

○参加者：（委 員）宮里進、國吉實、比嘉豪、知花さおり、運天健、田中寛、 

岡野真由美、當山潤、岩田直子、幸地睦子、大城美恵子、松嶋歩 

（事務局）與那嶺障害福祉課長、安里計画推進班長、又吉事業指導支援班長、 

下地地域生活支援班長、小橋川主査 

 

司会（安里計画推進班長） 

それでは委嘱状交付式に引き続き、協議会を開催したいと思います。 

私は、本日の会議の進行を務めさせていただきます県障害福祉課計画推進班長の安里と

申します。よろしくお願いします。 

 それでは、会議に入ります前に、事前に皆様方に送付させていただきました本日の会議

の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、ファイルを開いていただくと配布資料一覧とあります。こちらに書かれている資

料の順番のとおりにファイルにつづられていると思います。 

 また、ファイルとは別に、冊子を２冊お配りしています。白い方の冊子が「第４期沖縄

県障害福祉計画」、ピンク色の方の冊子が「第３期沖縄県障害福祉計画」でございます。 

 不足等がございましたら、事務局までお申し付け下さい。よろしいでしょうか。 

 では、お配りしている会議次第に基づいて、本日、会議を進めさせていただきます。 

 まず、各委員に、ご協力をお願い申し上げます。 

 本日の会議には、聴覚に障害のある委員が参加されており、手話通訳として２名の方に

お越し頂いているほか、聴覚に障害のある傍聴者も考慮し、要約筆記をお願いしておりま

す。 

 複数の方が同時に、又は早口でお話しされますと、手話通訳及び要約筆記に支障が生じ

るおそれがありますので、どうぞご配慮のうえお願いいたします。 

 それから、各委員におかれましては、発言される場合に、挙手をしていただきましたら、

マイクをお持ちしますので、マイクのご使用をよろしくお願いします。 

 それでは、まず、会長の選出についてですが、沖縄県障害者施策推進協議会条例第６条

第２項に基づき会長の選出は、委員の互選となっているところですが、事務局としては、

前期の協議会の会長もされて、本協議会の円滑な運営にご尽力していただきました田中寛

委員を引き続き会長としてご推薦申し上げたいと思いますが、委員の皆様、如何でしょう

か。 

 

（拍手） 



 

司会（安里計画推進班長） 

あるいは、会長候補者として、どなたか、立候補、あるいは推薦したいという方はいら

っしゃいますでしょうか。 

特に、ないようですので、そのまま引き続き田中寛委員にお願いしたいと思います。 

どうもありがとうございます。 

それでは、これからの議事の進行につきまして、田中会長にお願いしたいと思いますが、

会次第にございますとおり、ここでいったん休憩とさせていただきます。再開の時間は、

10 分後、２時 25 分でお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

（再開） 

 

田中会長 

  本協議会の会長に選出されました田中でございます。これからの議事運営について、皆

様方のご協力の程よろしくお願いいたします。 

  まず、始めに委員の出席を確認いたします。事務局にて確認をお願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

  県障害福祉課計画推進班の小橋川と申します。 

  委員の出席を確認いたしましたところ、委員定数 15名中 12名が出席しておりますので、

条例第７条第２項に規定する定足数を満たしております。 

 

田中会長 

 ただ今、事務局から報告がありましたように、定足数を満たしており、本協議会は成立

しております。 

 続いて、会議の公開について確認いたします。 

 事務局から、会議の公開に関する説明を行ってください。 

 

事務局（小橋川主査） 

 お手元の資料、「参考１ 沖縄県障害者施策推進協議会の公開について」をご覧下さい。 

  本資料のとおり協議会の公開の方針を定めております。 

 本協議会は、非公開とするケースに該当する場合を除き、原則として公開すること、公

開の方法としては、傍聴を希望する方に傍聴を認めることにより行うこと、あらかじめ定

める定員の範囲内で、傍聴を認めること、などが定められております。 

 公開の可否については当課で決定を行うこととされており、今回の議題につきましては、

原則公開することといたしました。また、傍聴定員は、会場の規模を勘案して、10 名とい



たしました。以上に基づき、傍聴者を入室させております。 

続きまして、参考２「傍聴要領」をご覧下さい。 

３「会議を傍聴するに当たって守るべき事項」の(6)には、会場で写真撮影等を行う場合

には、協議会の会長の許可を得ることとされております。                                                        

事務局からの説明は以上です。 

 

田中会長 

会議の公開について事務局から説明がありました。 

本日はカメラ等を持参されている方がいらっしゃいますが、録画および会場外配信につ

きまして、許可を与えてもよろしいでしょうか。 

 

（一同首肯） 

 

田中会長 

ありがとうございます。 

 それでは議事に入って参ります。 

 議題②「会議の公開について」を、事務局から説明してください。 

 

事務局（小橋川主査） 

 資料１をご覧下さい。 

 さきほどご覧いただいた参考１「沖縄県障害者施策推進協議会の会議の公開について」、

こちらを仮に「会議の公開について」と呼ぶことといたしますが、会議の積極的な公開等

を目的として、今回、改正案を提案いたします。 

 改正の内容は、会議資料及び議事録を県 web サイトに公開する旨を追記したこと、及び

県の組織名を現行のものに修正したことであります。 

 なお、議事録は、各委員の発言を文字起こししたものを想定しております。 

 事務局の説明は以上です。 

 

田中会長 

 ただ今、事務局から「会議の公開について」の改正について提案がありました。 

 改正の内容について、資料１に改正案と現行の方と、比較対照表が出ておりますが、こ

れについて、委員の皆様からは何かご意見がいただければ、お願いします。 

 

岩田委員 

 岩田です。こちら、web サイトに公開する前に、一度チェックはできるんでしょうか。 

 



事務局（安里計画推進班長） 

 お答えいたします。 

 もちろん、議事録を作成した後には、委員の皆様に確認していただく予定です。 

 

田中会長 

 岩田委員よろしいですか。 

 他にご意見は、いかがでしょうか。 

（間） 

 

田中会長 

 よろしいですか。では、「会議の公開について」は、事務局に提案いただきましたとおり

ということで、改正をするということにいたします。よろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

 それでは、会議を進行いたします。議題③及び議題④については、まず最初に事務局の

方から説明をいただきまして、それについて、のちほど、質疑応答を行いたいと思います。 

 それでは事務局、お願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 それでは、私の方から「第３期障害福祉計画の実績報告及び第４期障害福祉計画の進捗

報告」についてご説明をさせていただきます。 

 資料２の１ページをご覧ください。 

 第３期障害福祉計画の数値目標の達成状況について、ご報告します。 

項目１の「福祉施設の入所者の地域生活への移行」については、ほぼ目標を達成いたし

ました。 

 ２つの目標値のうち、「地域生活へ移行する者の数」は、平成 17 年 10 月１日から平成 26

年度末までの間に、施設入所から地域生活へ移行する者の数、689 人の目標に対して、実績

が 685 人、達成率 99.4%となりました。 

 また、もう一つの目標値「入所施設の定員削減数」は、平成 17 年 10 月１日から平成 26

年度末までの間に、入所施設の定員削減数、331 人の目標に対して、実績が 429 人、達成率

129.6%となりました。 

 続いて、項目２の「入院中の精神障害者の地域生活への移行」については、目標の達成

に至りませんでした。 

 ２つある目標値、「１年未満入院者の平均退院率」、「在院期間５年以上かつ 65 歳以上の

年間退院者数」の達成率は、いずれも 93.3%、75.0%と高いのですが、最終の H26 実績値は、

基準値である平成 20 年６月、あるいは平成 23 年の値と比べて減少しています。 

 次に、項目３の「福祉施設から一般就労への移行等」については、目標ごとに、達成度



に大きな幅がありました。 

 目標値１「福祉施設を退所し一般就労する者の数」及び目標値７「障害者就業・生活支

援センターの設置数」は、いずれも目標を達成しました。 

 一方で、目標値３「障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数」及び目標値

６「障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数」は、実績が目標を下回りました。 

 資料の２ページ以降は、参考といたしまして、第３期計画期間である平成 24年度から平

成 26年度におけるサービス見込量及び実績の表と、地域生活支援事業の見込み及び実績の

表となっております。 

 続きまして、第４期障害福祉計画の成果目標の進捗状況について、ご報告いたします。

資料５ページをご覧下さい。 

 項目１の「福祉施設の入所者の地域生活への移行」は、進捗状況としては当初計画より

やや遅れています。 

 本項目の「H27 実績値」の値は平成 26年度及び平成 27年度、２か年間の実績の積み上げ

でありますので、第４期計画の終期である平成 29年度の目標の達成に向けて、残り平成 28

年、平成 29 年の２か年ですので、現時点で 50%程度の達成率が望まれますが、それぞれ達

成率は 38.8%、23.3%にとどまっております。 

 項目２の「入院中の精神障害者の地域生活への移行」は、目標ごとに、進捗状況が異な

ります。 

 目標値２「入院後１年時点の退院率」は、平成 29 年度の目標値 91%に対し、平成 27 年度

の実績 91.9%とすでに上回っております。 

 目標値３「長期在院者数の減少率」の「H27 実績値」の値は、平成 25 年度から平成 27 年

度まで３年間の実績の積み上げでありますので、平成 29 年度の目標向けて、今５か年のう

ち３か年が経過しているということで、現時点で 60%程度の達成率が望まれますが、達成率

は 42.7%にとどまっております。 

 目標値１「入院後３か月時点の退院率」の達成率は、76.0%と高いのですが、基準値であ

る平成 20 年度から平成 24 年度までの退院率平均と比べまして H27 実績値は減少しており

ます。 

 項目３の「障害者の地域生活の支援」は、「地域生活支援拠点の整備圏域数」を目標とし

ておりましたが、実施主体となる市町村における整備が進んでいないこと、国からの予算

措置等がないこと、前提となる基幹相談支援センターの設置が９市町村に留まっているこ

となどから、整備が進んでおりません。 

国としては、整備目標年度を平成 32 年度末に延期するとともに、国、県、市町村の役割

を改めて整理するとの案内がございますので、その動向を注視しながら対応してまいりた

いと考えております。 

 項目４の「福祉施設から一般就労への移行」は、目標ごとに、達成度に大きな幅があり

ました。 



 目標値１「福祉施設を退所し一般就労する者の数」は、基準値である平成 24年度の実績

年間 151 人に対し、平成 27 年度実績が年間 153 人とほとんど伸びておらず、達成率は 51.9%

にとどまっております。 

 目標値２「就労移行支援事業所利用者数」は、平成 29 年度の目標値 1,090 人に対し、平

成 27年度の実績 1,648 人とすでに上回っております。 

 目標値３「就労移行率３割以上の事業所の割合」は、基準値である平成 25 年度の実績９

箇所、10.3%に対し、平成 27 年度実績が 12 箇所、15.2%とほとんど伸びておらず、達成率

は 38.0%にとどまっております。 

 以上、第４期障害福祉計画の成果目標については、項目ごとに進捗状況が異なります。

次回の施策推進協議会では、平成 28 年度実績をご報告できる見込みであり、目標の達成に

ついて、より正確な見込みがご報告できるものと考えております。 

 ６ページ以降は、こちら参考といたしまして、第４期計画期間である平成 27年度から平

成 29年度におけるサービス見込量及び実績の表と、地域生活支援事業の見込み及び実績の

表となっています。 

 障害福祉計画の成果目標に係るご報告は以上になります。 

 続きまして、議題の④「第５期障害福祉計画について」を説明させていただきます。 

 資料３の１ページをご覧下さい。 

 第５期沖縄県障害福祉計画の策定に向けた、来年度のスケジュール案となっております。 

 資料の中ほどの段にございますとおり、来年度は、施策推進協議会を９月、11 月、２月

と、３回程度開催する予定でございます。 

 年度の前半は、県の方では事業所等に対して各数値目標に係る状況調査を行うほか、市

町村に対して障害福祉サービス見込量の調査を行う予定でございます。 

 ９月に予定している第１回の施策推進協議会では、第４期障害福祉計画の進捗状況とし

て平成 28年度の実績報告、及び国の障害福祉施策の見直しの動向等の報告をさせていただ

くことを考えております。 

 その後、市町村からの障害福祉サービス見込量報告等についてのヒアリングを行いまし

て、11 月には、第２回の施策推進協議会を予定しております。ここでは、第５期障害福祉

計画の成果目標やサービス見込量等について、速報値を報告したいと考えております。 

 第２回協議会でいただいた意見を踏まえ、第５期障害福祉計画に修正を加えまして、12

月頃にパブリックコメントを行います。パブリックコメントの結果を踏まえて、翌年２月

の第３回協議会では、最終案についてご審議いただくことを考えております。 

 本協議会での第５期障害福祉計画に係る審議は以上のような流れを想定しておりますが、

こちらはあくまで現時点の案となっております。 

 審議いただく内容のボリュームによっては協議会の開催数を増やしたり、あるいは開催

時期が変更となったりする可能性もございますので、委員の皆様におかれましては、何卒

ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 



 続きまして、資料の２ページをご覧下さい。 

 こちらは、厚生労働省から示されました、第５期障害福祉計画に係る国の基本指針の見

直しについての資料でございます。 

 「１ 基本指針について」をご覧下さい。 

 基本指針とは、厚生労働大臣による告示でございまして、障害福祉施策に関する基本的

事項や成果目標等を定めるものでございます。 

 県・市町村は、この基本指針に則して３か年間の「障害福祉計画」を策定することとさ

れておりまして、第５期沖縄県障害福祉計画も国の「基本指針」に即して策定することと

なります。 

 「２ 基本指針見直しの主なポイント」をご覧ください。 

 ６点項目がございますが、特に２点、ご説明させていただきます。 

 一点目は、左下の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」でございます。 

 これは、統合失調症などで精神科に長期入院する患者を減らすため、患者が地域社会で

安心して暮らせる「地域包括ケアシステム」の構築を目指すものでございます。高齢者の

介護分野で導入が進む仕組みにならいまして、医療や福祉関係者などが連携できる協議の

場を設け、患者が自宅やグループホームなどで幅広い支援を受けられるようにすることを

目指したものとなっております。 

 二点目は、真ん中下の「障害児のサービス提供体制の計画的な構築」でございます。 

 昨年、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律が成立いたしました。改

正により、県・市町村は、障害児の福祉サービスに特化した、「障害『児』福祉計画」の策

定を義務づけられたところでございます。 

 但し、障害児福祉計画は、障害福祉計画と一体のものとして策定することができるとさ

れていることから、基本指針においても、障害児福祉計画に対応する部分として、この項

目が追加されております。 

 「３ 成果目標」をご覧下さい。 

 ②は、さきほどご説明した精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る部

分でございます。関係者による協議の場の設置や、入院患者数の削減、入院後の期間に応

じた退院率などが、成果目標として定められております。 

 右側の⑤は、同じくさきほどご説明した、障害児福祉計画に係る部分でございます。項

目が新設されまして、児童発達支援センターの各市町村ごとの設置や、保育所等訪問支援

を利用できる体制を各市町村で構築することなど、４項目が成果目標として定められてお

ります。 

 ①、③、④は、第４期計画からの既存の項目で、全国的な状況などを踏まえ、第５期計

画での成果目標のめどが示されております。 

 第５期沖縄県障害福祉計画では、ただいま申し上げたような項目が改正となる見込みで

ありまして、11 月に予定しております平成 29 年度第２回協議会で、素案をお示ししたいと



考えております。 

 第５期障害福祉計画についての説明は以上でございます。  

 

田中会長 

 ただいま、第３期障害福祉計画の実績報告及び第４期障害福祉計画の進捗報告、それか

ら第５期障害福祉計画についての説明を、事務局の方より、いただきました。 

 この第４期、２年経過後、その中間ということではあるんですが、国の方の政策もです

ね、就労等については、就労定着事業などが新設されたりですとか、そういう流れが出て

きているので、これからまた、少し数字が変わってくるのかなというふうには思います。 

 また、この前２月でしたか、文科省の課長の話の中で、全国の特別支援学校から、校長

会の中で、アセスメントを就労移行事業所の中でとりまとめる形になっている、それにつ

いて、おかしいのではないかと、６年も 12年も学校にいる中で、支援学校からアセスを出

せないのはおかしいのではないかという声が挙がっているということで、今文科省と厚労

省の中で話し合いがされているようです。ですから例えばそういう形で、学校卒業時にそ

ういうものが出てくるとなると、就労移行事業所の利用者のスタイルが変わってくるのか

なという懸念もあります。 

 いろんな話をしましたが、今、ご説明いただきました中で、ご意見あるいはご質問があ

りましたらよろしくお願いします。 

 

（間） 

 

田中会長 

 非常にたくさんご説明頂いたので、ご質問が少し難しいかなと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

岩田委員 

 数値目標の質問でもよろしいでしょうか。 

 

田中会長 

 結構です。どうぞ。 

 

岩田委員 

 ぜひ教えていただきたいのですが、資料２の１ページ目、地域生活へ移行する者の数は、

第３期の場合 99.4%ということで高い数値だったんですが、その背景をもう少し教えていた

だけますでしょうか。それに対して第４期は、38.8%ということで、その数字の背景も併せ

てお願いいたします。例えばどういう分野の人たちが多かったのか、とかいうことですね。 



 

田中会長 

 ３期に比べて４期の数値目標が落ちているということで、このことについてのご説明を

いただきたい、ということで。 

 

岩田委員 

 ３期は 99.4%、たいへん高い達成率だったんですが、その背景を教えてください。 

 

事務局（安里計画推進班長） 

 第３期は、３年間の目標に対し実績が 99.4%となっております。第４期については、平成

27 年度から 30年度までの３年計画の１年目の実績となっています。それで達成率が低くな

っています。どの分野の人たちが多かったとかは、把握はしておりません。 

 

田中会長 

 残り２年間でまたこの数字が変わると。 

 

事務局（安里計画推進班長） 

 次年度以降変わると思っています。 

 

岩田委員 

 そうだったらいいとは思うんですが、むしろ第３期の方で、達成率が高かったというの

は、精神科の方の、社会的入院の解消に向けての努力があったとか、そういう背景があっ

たのでしょうか、という質問です。 

 

田中会長 

 ３期の方の２番目の、精神障害者の地域生活への移行というのは別項目に挙がっていま

すよね。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 委員のご質問につきましては、今会長からご指摘がありましたとおり、精神病院に入院

している患者さんというよりは、例えば施設入所されている障害者の方々の地域移行され

た人数ということですので、精神障害者の方ではなくてですね、グループホーム等々の、

施設に入所している障害者の方が、地域生活に移行した人数と、数値となっています。 

 

岩田委員 

じゃあそれは何か特別なアクションを起こしたのでしょうか。 



 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 特別なアクションと言いますか、県の方でもできるだけ、施設入所から地域移行へと働

きかけを行っている中で、結果としてこのような数字に、比較的達成率として高い数字に

なっているというところであります。 

 

田中会長 

 岩田委員よろしいでしょうか。 

 他に、いかがでしょうか。はい、比嘉委員お願いします。 

 

比嘉委員（手話通訳者） 

 沖縄県聴覚障害者協会の比嘉といいます。 

 正確に理解しているかは分かりませんけども、第３期の１ページ、⑺で障害者就業・生

活支援センターの数字が５箇所と書かれています。第４期の場合は、５ページになります

が、地域生活支援拠点については、設置箇所ゼロ箇所となっていますが、まだ作られてい

ないということでしょうか。 

 さきほどの場合は５箇所設置できたということなんですが、これは意味が違うんでしょ

うか、確認させてください。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 まず１ページ目の⑺ですね、障害者就業・生活支援センターの設置数、これは県内にあ

ります、北部中部南部、宮古八重山の方に、委託をして、主に就労されている障害者の方々

を支援するために、委託をして、県内５圏域に設置されているというものであります。 

 続きまして第４期の地域生活支援拠点の整備数はゼロと、いうのは、それぞれの地域で

障害者の方々を支援する拠点となる施設を整備してほしいということで取り組んできてお

りますが、現状、まだ１箇所も設置されていないということで、施設の種類が違うという

ところであります。 

 

田中会長 

 よろしいですか。 

 何でも気がついたところを…。はい、岡野委員、お願いします。 

 

岡野委員 

 また数値のところで、説明をお願いしたいのですけれども、第３期の数値目標の３番の

ところで、障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数、平成 26年の実績値が２

人、達成値が 2.9%。５ページの第４期の成果目標の、参考４のところになりますか、平成



27 年度の実績値が１人となっている、でいいんでしょうか。委託訓練事業の受講者数とし

て、１人とか、２人とかの受講者である訓練事業の内容を説明していただきたいのと、や

はり、目標としては 69人とか、目標との開きが大きいので、何か改善策として考えられて

いること、あるいは課題があったりするかと思うんですけれども、そこらへんを教えてい

ただきたいと思います。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 ただいま岡野委員からご質問がありました件につきましては、誠に申し訳ございません

が、この福祉計画自体、当然障害福祉課だけでなくて、他の関係各課を含めた、計画とな

っております。そうした中で、当然事務局としては、それぞれの目標を掲げた項目につい

ては把握しておくべきなのですが、今おっしゃった項目、委託訓練事業の詳細につきまし

ては、現時点で把握をしておりません。それで、次回の協議会の際に、詳細について改め

て、またこちらの方も詳細を把握してご報告を、改善策を含めてですね、ご報告をしたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

田中会長 

 岡野委員、今與那嶺課長の言われたことでよろしいですか。次回にということで。 

 では、よろしくお願いします。 

（間） 

 はい、幸地委員、よろしくお願いします。 

 

幸地委員 

 はい、こんにちは。私は中部の、障害者就業・生活支援センターの幸地です。 

 表のことで確認させてください。第３期障害福祉計画の数値目標のところで、６番の、

障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者の数ということろで、232 名とあるんです

が、それは１センター当たりの登録者数を示しているんでしょうか。それとも新規登録者

数を示しているんでしょうか。 

 

田中会長 

 １ページ、３の⑹、支援対象者数は 232 名です。これが、１センター当たりの数字なの

か、それとも新規対象者の数字ということなのか、ということです。 

 ちなみに、幸地委員のところは、何名くらいですか。 

 

幸地委員 

 はい、うちのところは今 600 名くらいの登録者がいます。なのでちょっとこの数字が、

正しいのかどうか、というところで、質問させてください。 



 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 ただいまのご質問については、基本的に福祉施設から、一般就労へ移行する者を対象と

しているということです。福祉施設を退所されて、一般就労に移行される方が約 230 人程

度いらっしゃるということで、その方々全てを支援対象者としていきたいということで、

目標値を設定しております。 

 

幸地委員 

 分かりました。じゃあそれはですね、在宅の方、福祉サービスを使っていない方という

のは、数字に入っていないということで捉えてよろしいでしょうか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 そうですね、在宅の方は含まれずに、あくまでも福祉施設から、入所している方とか、

そうした方を含めて障害福祉サービスを利用されている方が、一般就労へ移行した際に、

この就業・生活支援センターの方で支援していただくという。 

 

幸地委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

 

田中会長 

 在宅の方の数値を入れようがないということだったと思うんですけれども、よろしいで

しょうか。 

 はい、他にいかがでしょうか。はい、松嶋委員よろしくお願いいたします。 

 

松嶋委員 

 沖縄労働局の松嶋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ２点お尋ねをしたいと思います。 

 まず一つ目ですけれども、障害福祉計画の第３期、第４期の成果目標あるいは数値目標

について事務局からご説明いただき、各委員からそれぞれの項目について進捗状況などの

ご質問があったところですが、これらの目標は、全般的に、どういった根拠で設定されて

いるのでしょうか。 

多分、いろんな種類の目標があると思います。予算の規模に応じて、自ずとどれくらい

の水準とするかが決まるような種類のものもあるでしょうし、あるいは、あまり予算に左

右されず、例えば、３年から５年くらいの近年の進捗や実績を踏まえて、そのまま右肩上

がりに推移していくだろうという予測があるのであれば、近年の平均よりも少しプラスア

ルファの数字にするとか、いろんな視点があると思います。 



この点、目標を定めて、達成を目指すものについて、その目標があまりに容易なもので

あっても意味がないでしょうし、一方で、現実離れして、誰が見ても達成できなさそうな

ものであっても無意味でしょうし、そういうことを考慮してぎりぎりのところで目標を設

定し、その達成を目指して取り組んでいくということだろうと思いますが、いろんな根拠

の立て方があると思いますので、１つか２つでいいんですけれども、どのような根拠でこ

れらの目標を設定されているのか、いくつかの例を教えていただければと思います。 

次に、２点目ですけれども、第５期の障害福祉計画の策定スケジュールということで、

資料３の１ページの真ん中辺りに「市町村ヒアリング」というのが今年の９月から 10 月に

かけて記載がありますが、これは次期の計画を策定するに当たって毎回行っていることな

のか、市町村の首長の方々にヒアリングをするのか、あるいは事務的にされる予定なのか、

また、県内 41市町村のうちいくつくらいをヒアリングするのかとか、現時点で見えている

ところがあれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

田中会長 

 まず一つ目は、数値目標の根拠は何かということ。いくつかで良いから、挙げてもらい

たいということですね。 

 それから二つ目は、市町村のヒアリングについて、どういった内容、考え方で、これを

行うのかという、その２つについてで、松嶋委員、よろしいですか。 

 

松嶋委員 

 はい。 

 

事務局（小橋川主査） 

 お答えいたします。 

まず、目標設定の基準でございますけれども、ひとつは、国の示す基本指針というもの

がございます。資料３の２ページの成果目標の欄にもございますとおり、国が予め、何年

度時点の何％ですとか、全国の状況を踏まえて、目処というものを示してございます。も

うひとつの根拠が、この市町村ヒアリング、市町村から、個別の成果目標について、これ

くらいで考えています、というものの積み上げでございます。市町村の積み上げが、やは

り県全体のものになりますので、国の基本指針となるべく近づける形で、両方を勘案しな

がら、目標設定をしているところでございます。 

ヒアリングにつきましてですけれども、こちらの市町村ヒアリングは、計画策定の際に

は、毎回行っているものでございます。さきほど申し上げましたとおり、市町村の数字の

積み上げが数字の根拠となっておりますので、それぞれひとつひとつの数値について、事

務的に、これはどういった形で見込みましたか、というような形でお伺いしながら、数値

について固めていく、というところでございます。 



41 市町村全てをヒアリングするというわけではなくて、やはり大きく影響が出るような

大きい市部などを中心に、やっていくのかなと考えております。 

 

田中会長 

 目標設定に予算も絡んでいますか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 小橋川から色々な、市町村の積み上げ等々とありましたけれども、予算を見て目標値と

いうような、予算とはリンクはしておりません。 

 

田中会長 

 それを聞いて安心しました。 

 予算ありきかなと、ちょっと心配したんですけども。 

 松嶋委員、今の答えでよろしいでしょうか。 

 

松嶋委員 

 はい。ありがとうございました。 

 

田中会長 

 はい、大城委員、お願いします。 

 

大城委員 

 南風原町の大城です。さきほどの松嶋委員からの質問で市町村ヒアリングの中で、市町

村の数値の根拠を確認するというお話でしたよね。市町村においてもこの時期は第５期の

障害福祉計画の、29 年度は策定の年に当たるので、そこらへんの積み上げを一生懸命やっ

ているわけですけれども、この時点ではすでに、そういう市町村の数値がある程度できて

いるという見込みでこの時期になっているのでしょうか。 

 

事務局（安里計画推進班長） 

 市町村も障害福祉計画を策定します。計画策定を進める中で推計値の段階がありますの

で、第２回あたりだと最新の推計値を使いたいと考えています。第３回で確定値をいただ

き、協議会を開催すると思います。 

 県でもこれだけの期間をかけます。同じくらい市町村も時間がかかります。ただ、計画

策定中の段階では、市町村が出せる数字を、出していただき、県の方もとりまとめをさせ

ていただきます。 

 市町村の確定した数値を積み上げて、市町村と県の計画に齟齬がないように県の計画を



策定いたします。 

 

田中会長 

 よろしいですか。 

 まだご意見を言われていない方も、せっかくおいでになっているので…。 

 當山委員、あ、比嘉委員から。 

 

比嘉委員（手話通訳者） 

 沖縄県聴覚障害者協会の比嘉です。 

 ５期計画について、この中で、ひとつ、気になるところがあります。パブリックコメン

トの箇所です。 

 言い方が適切なのかどうか分かりませんが、聴覚障害者は、パブリックコメントは、ス

ムーズに答えが出せないというところがあります。メールだけでは内容を十分に理解でき

ないとか、意味がよくつかめないとか、その中身が分からないのでうまく答えられないと

か、要望したいけどもなかなかできないという声をたくさん聞いています。もう少し分か

りやすく、意見がしっかりと、伝えられるような仕組みを、工夫していただけないでしょ

うか。担当部署としていい案がありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 

 

田中会長 

 比嘉委員、何か委員の方から、こういった方法があるというのはありますか。 

 

比嘉委員（手話通訳者） 

 比嘉です。例えば、メール配信をするだけではなくて、実際に会って手話で質問ができ

るとか、FAX で答えられるとか、質問ができるというようなところです。現実に、聴覚障害

者の中で、日本語が上手に獲得されていないという方もいて、手話通訳を通せば、手話と

いう言語で話ができ、意見を述べられるということもありますので、そういったところも

踏まえていただきたいと思います。もしかしたら他の障害のある方も、そういう意見があ

るかもしれません。メールだけで意見を求めるのではなくて、マンツーマンで意見がとれ

るような方法を、いろんな方法があるとは思うんですけれども、効果的な意見の集約の仕

方というものを、少し工夫をしていただきたいというふうに考えております。 

 実際に今まで、パブリックコメントをして、聴覚障害者の意見というのは少なかったよ

うに思います。私の方からも聞いているんですが、やはりうまく伝えられない、うまく内

容がとれないという方も多いです。そういう声もありますので、その声を踏まえて、工夫

をしていただきたいと思います。以上です。 

 

田中会長 



 聴覚・視覚等、特性に合わせたパブリックコメントの方法を、というご意見なんですが、

いかがでしょうか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

 県の方ではこの第５期の福祉計画の策定と併せて、手話推進計画というものの策定も今

年度予定をしております。その手話推進計画の中で、今委員が仰ったような形で、広く、

例えば聴覚に障害のある方々の意見を反映させるようなパブリックコメントの手法という

ものも、今まさに効果的な手法がどういったものがあるかということを検討しながら進め

ているところでありまして、この比嘉委員が仰ったような形で、今回の福祉計画のパブリ

ックコメントを行う際にはですね、できるだけ、聴覚障害のある方等の意見もより有効に

反映されるような方法をぜひ取り入れていきたいと考えております。 

 

田中会長 

 比嘉委員、よろしいですか。 

 はい、では…委員、ちょっと待ってください。當山委員から先に手が挙がっておりまし

たので、お願いします。 

 

當山委員 

 當山です。さきほどからいくつかご質問があった１ページと５ページの、障害福祉計画

の数値目標・成果目標は、地域生活へ移行する目標値になっていますけれども、その次の

２ページ３ページとか、６ページ７ページは、実際の地域生活をしている方々のサービス

の利用状況となっていると思うんですけれども、そこでは、利用状況では、見込値となっ

ている、この「見込」と「目標」の言葉の違いみたいなものがもしあれば教えていただき

たいのと、実際に地域移行された方々が、ちゃんとサービスを十分に受けられているかど

うかというその辺りの検証はなされているのかを教えてください。 

 

田中会長 

 まず「目標」と「見込」の言葉の違いと、それと実際に、実績のある方々の現状を、と

いうことで。いかがでしょうか。 

 

事務局（小橋川主査） 

 お答えいたします。まず「目標」と「見込」の用語の違いでございますけれども、この

障害福祉計画の中では、達成を目指すものとして、数値目標、あるいは成果目標という言

い方で、１ページ、５ページのように設定しているところでございます。２ページ目以降

は、これは達成を目指すというものとはまた別に、これくらいサービスなどの需給が増え



ていくだろう、というような見込みを立てまして、それが受けられるような体制などを整

備していくというような考えで、需給などの見込みを立てているところでございます。 

 

田中会長 

 見込みが現実に近いということですね。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 見込みにつきましてはさきほど話がありました市町村ヒアリングを踏まえて、市町村の

数値の集計を行って、見込みを作成しているところです。この見込みに応じて、それぞれ

の障害福祉サービスの事業所等、例えば北部圏域ではグループホームの見込みが将来的に

はこれくらいの人数の方々が必要としていると。そうした場合に、グループホーム数が現

在は足りているか、とかですね、この見込みを元にして、障害福祉サービスの事業所等の

提供体制を整えていくということになっております。 

 それでもう１点ご質問のありました地域生活へ移行した方々に対してのアフターケアと

言いますか、これにつきましては、基本的には、地域に移行した後は、それぞれの地域に

おける相談事業所等の利用をすることによって、アフターケア的な、フォローをしている

という状況でございます。 

 

田中会長 

 當山委員、よろしいですか。 

 他に委員、ご質問がありましたらどうぞ。 

 

宮里委員 

 沖縄盲ろう者友の会の宮里でございます。 

 お聞きしたいことがあります。障害者の就労に関してなんですが、法定雇用率とか色々

とありますが、実態としては、重度の障害者は、雇用されていないのではないですか、と。

具体的な実績ですね。軽度の障害者から雇用されているのではないか、その意味でも例え

ば盲ろう者の場合は視覚と聴覚の両方に障害がございます。就労に関しても軽度の障害者

と重度の障害者、これはやっぱり障害者の特性に応じてなんとか重度の障害者も働くこと

ができるようにならないか、という。重度障害者にも力を置いていただけないか、という。

その実態が分かりませんのでよろしくお願いします。 

 

田中会長 

 多分、そういうデータは出てはいないと思うんですが、ただ、計画の中にそこらへんも

含んでいただけたらということだと思うんですけれども。課長。 

 



事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 沖縄県内における障害者の法定雇用率につきましては、全国に比べまして確か 2.2、3パ

ーセントというような形で、全国的にも比較的上位の位置につけております。今宮里委員

が仰ったような形で、重度の方の障害者の雇用ということは、重要な課題でありまして、

やはり県といたしましても、在宅で就労をすすめるとかですね、そのような方法も検討し

ているところでありまして、実際としてはなかなか、重度の障害をお持ちの方の、雇用に

つきましては、今後取り組んでいきたいと考えているところであります。 

 

田中会長 

 宮里委員、しっかり取り組んでいきたいというご意見をいただきました。よろしいでし

ょうか。 

 

宮里委員 

 はい、分かりました。よろしくお願いします。 

 

田中会長 

 國吉委員。 

 

國吉委員 

 はい、皆さん、初めまして。沖縄県腎臓病協議会の國吉といいます。初めての場なので

よく分からないところがあるんですが、今ですね、腎臓病の透析患者の導入平均年齢が 68.5

歳で、患者の平均年齢がもう 70 代になっています。今一番問題になっているのが、通院。

透析をしなければいけないということで、一般の高齢者住宅とかそういったところではな

かなか非常時の対応ができないということで、入居ができない。特養にも入れない。唯一

入れるのが透析病院で、そのまま介護棟が併設しているようなところは、入所できるんで

すが、北部ではほとんどそういうところがないんですよ。もちろん宮古、八重山にもござ

いませんし、そういう意味では、社会全体が高齢化していっておりますけれども、透析患

者の年齢も、高齢化していってですね、2025 年には、団塊の世代が 75になりますので、患

者のほとんどが要介護の状態になると思うんですけども、その時に、私たちはどこへ行け

ばいいのか。子どもたちも独立して、去年、一昨年あったんですが、透析に来ないので電

話をしてみたら、家で亡くなっていたとかいうのが、実例として、私たちの病院でもあり

ました。そういうことで、地域で、一番問題なのが、夫婦で一方が透析しているともう一

方が老老介護をしないといけないんですが、夫婦二人で入れる施設があるかというと、な

かなか一緒に入れないんですよ。別々になるとかですね。そういうことがあるもんで、そ

れらも含めてですね、施設にお世話にならないといけない立場の人もいますので、地域へ

帰りなさいと言われても、帰っても誰もいないというようなところでは、地域に戻りよう



がないこと、実際、歩行ができなくて、という人もいますので、その辺の問題もですね、

ご討議いただければなと思います。 

 

田中会長 

 これは私たち知的障害の方もそうなんですが、老老介護。保護者の方が高齢化する、例

のあの、これはまたいろんな考え方があるんでしょうけど、相模原の事件の後、あの施設

をもう一度 80億をかけて建て直すという議論が今実は出てまして、知事の方が、また建て

たいと。そうするとまたそこにまた何十年間かいるのかと。地域に帰るときは超している

んじゃないかという、そういった声が、実際にはあるんですね。ただ、やはり保護者の中

には、そこが必要だという方がいらっしゃる。ご本人と保護者の意見はもちろん忖度した

というか、重視したと言いますけども、そこにもう 40年、50年いる人たち、重度の方たち

の意見として、他に行きたいという意見が出るかどうか。そういったことも含めてですね、

これは私たちにも大きな問題でありますし、また議論の場でも、老老介護、障害のあるご

家庭について、そういったことも、計画の中にしっかりと入れ込んでいただけたらという

風ふうにに、私も思います。 

 また今、貧困問題が出ていますけども、貧困は実は障害のある家族にも相当あるんです

ね。今新聞を見ると貧困貧困という形で全国でやっていますけれども、一度、沖国大の先

生でしたか、障害者の貧困という調査をしていただいたことがあるんです。やはり、そう

いったことを含めて、計画の中に入れていただけたらと思います。 

 國吉さん、それでよろしいでしょうか。 

 

國吉委員 

 はい。 

 

田中会長 

 運天さん。 

 

運天委員 

 身体障害者福祉協会の運天といいます。私の方もですね、資料の３期の入所施設の定員

削減というところで、129%達成していると。報告しておきたいことなんですけども、我々

身体の場合はグループホームが整備されていったものですから、地域移行が進んだのかな

ということで、思っております。自立支援法の施行が平成 18 年ですけれども、私たちの方

の身体は平成 21 年からしかグループホームが認められなかった。ということで、平成 21

年の方から、身体の方でもできますよ、ということで、私たちの方も、整備をですね、在

宅の 35 名のグループホームということで、整備をさせてもらったというのがあります。是

非ですね、地域移行が良かった、ということを把握できれば、今後、数字が高い、達成率



が高い項目につきましては、検証してもらって、今後もグループホームを賃貸とか、いろ

んな場所で、地域でも、グループホームが整備できればなと。そしたら地域移行ができる

から、地域移行ができれば、一般就労とかと結びつけられるのかなと。そういうふうに数

値の方をですね、是非、いいことは、施策の中でどんどんやっていただきたいなと思って

おります。 

 グループホームがぱっと出来て、これがまた 29年度から達成率が下がるのではないかな

と。逆に、グループホームがいったん出来たんですけども、地域の方がグループホームが

まだまだ整備されていないので、それが整備されたら、目標が達成できるかなと思うんで

すけども、その評価についても力を入れて頂きたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 

田中会長 

 これはご意見ということでよろしいですか。 

 

運天委員 

 そうです。 

 

田中会長 

 グループホームをやられているところも多いと思うんですが、今の報酬単価で、かなり

厳しい、それでその辺はまた 30 年度の報酬改定でどのようになっていくか、厳しいのは変

わらないと思いますけどね。それと、うちの知的の中で実はよく出てくるノザワさんたち

は、絶対に俺は年をとっても絶対にグループホームはいやだと。なぜ共同の風呂、トイレ

を使わないといけないのか、という方もやはり中にはいらっしゃるんですね。実は長野の

方で、６人のグループホームなんですが、各部屋に、トイレと風呂がついた部屋、グルー

プホームがついにできたと。そういったところに、余剰資金があるかどうかは別として、

形もこれから変わっていくとは思いますが、その辺も含めて、また検討していただけたら

と思います。 

 はい、時間がかなり超過してまいりましたが、ご意見…はい、知花委員。 

 

知花委員 

 成人の発達障害当事者の知花と申します。中部の方で、発達障害の自助会をやっており

ます。今回、第５期障害福祉計画、こちらの２ページ、基本計画の見直しについての方、

さきほど障害者の貧困という話がありましたが、やはり就労に関してはとても大切なテー

マだと思うんですが、こちらの方に、就労定着支援、１年後の就労定着率、新しい目標と

して、80%以上ということで、就労に関して、定着ということが目標値に挙げられたという

ことは、発達障害、知的障害合わせましてもすごく大切なことだと思っております。 



 私どもの会では、在宅の、福祉につながっていない方の発達障害の当事者の方が、たく

さんいらっしゃいまして、そういった方々が、そういった相談につながりたいということ

は、この福祉施設とか、そういったところにつなぐ場合にやはり、地域の社協とかですね、

地域の資源にもつながりにくい現状がございまして、こういったときに、相談支援の、例

えば報酬改定とかあったんですけども、相談を受けるところに、どれだけ在宅の方が、と

いうのを目標値に入れていただけたら、この方ですね、もう少し予算とか、そういったも

のもつくのではないかということです。すみません、初めて参加するので、ちょっと、違

う相談なのかもしれないんですけれども。こういった質問をしてみましたが大丈夫でしょ

うか。 

 

田中会長 

 データによるとですね、支援学校卒業生の、１年目に６割の方が退職されている、２年

目には８割の方が辞められている。そういったことで、就労定着事業所等の問題も出てく

るでしょうけども、県の方で、その辺について、計画の方に入れて頂けますか、というご

質問なんですが。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 就労定着支援につきましてはですね、現在ナカポツセンターの方で、支援をしていただ

いているというところではあるんですが、総合支援法の施行後、３年目の見直しの中でで

すね、新たに、平成 30年の４月１日から、就労定着に向けたサービスが開始されるという

ことになっておりまして、今まで以上にきめ細かに、一般就労をしている障害者の方々の

様々な日常生活ですとか、あるいは直接訪問しての、相談支援とかですね、そのような、

詳細は不明ではありますが、30 年の４月１日から、サービスが新たに始まるというところ

になっております。 

 在宅の方への支援ですね、これは確かに仰るとおり、県の障害福祉課としてもどのよう

にこれを掘り起こしていくかということで、大きな課題だと考えております。実際、例え

ば特別支援学校等に通学をしている生徒に対しては、事前に、サービスの種類、このよう

な障害福祉サービスが利用できますというようなものを、今後、在学中から周知を図って

いきたい、そうした中で、例えば、一般就労をしようとした場合に、どのようなサービス

が利用できるかということを分かっていただくという意味を込めて、そのような取り組み

を開始したいと考えているところであります。 

 

田中会長 

 知花委員、よろしいですか。 

 はい、ありがとうございます。 

 時間の都合で、あと一つ二つということに…はい、では岩田委員、お願いします。 



 

岩田委員 

 すいません、簡潔に。 

 第４期の障害福祉計画の方の 45ページに、従事者の質と量の確保のことが書かれていま

すが、さきほどから出ているグループホームなんかも、事業所の方曰く、もっともっと作

りたいけど、信頼が確保できないからスタートできないんだというような声をいただいた

り、また、福祉を勉強した卒業生からも、働きたいけども非常勤やボランティアで、結局

１、２年で辞めてまた別のところというような形で、質もそうですが両方の確保、それか

ら、安心して働けるような環境づくりというものが、どのくらい進んでいるのかなと。こ

ちらでいろんな措置をしている、色々やっていますということなんですが、進捗状況をぜ

ひ聞かせていただきたいのと、45 ページの一番最後には、島しょ県である本県に合った人

材育成体制づくりということで、これがどうなっているのかという。働く方の視点からの

質と量の向上に向けての取り組みの現状についてお聞かせいただきたいというのが１点。 

 次に、47 ページに、虐待防止で、県の障害者権利擁護センターを設置しているというこ

とですが、この状況を聞かせて頂きたいという、この２点です。 

 

事務局（安里計画推進班長） 

 権利擁護センターの件につきましては、毎年、虐待の状況というのを国が発表しますけ

れども、県も同じ日に発表しています。障害福祉課のホームページで、件数と、虐待の種

類等を発表をしております。 

 

岩田委員 

 それはどういう情報、ちゃんと声が上げやすいような環境も作られているのでしょうか。 

 

事務局（安里計画推進班長） 

 虐待に関しては、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見したときは通報すること

に、虐待防止法で規定されております。発見した場合は、市町村に通報することにはなっ

ております。直接県の方に来る場合もありますが、基本的には市町村に通報し、その市町

村が任意で聞き取りを行い、虐待があったかなかったかの判断をするような形になります。

養護者虐待や福祉施設従事者からの虐待は市町村が窓口で、また、会社とか使用者からの

虐待であれば労働局が虐待防止の窓口等になります。 

 

岩田委員 

 何かそれをまとめた報告書というものはどこかで見ることはできるんでしょうか。 

 

事務局（安里計画推進班長） 



 手元に資料がなくて、お示しすることができないんですが、概要が分かるような形で、

ホームページにはアップしております。 

 

事務局（下地地域生活支援班長） 

 地域生活支援班班長をしております下地と申します。 

 さきほど、人材育成の件で研修をどのように実施しているかというご質問でございまし

た。計画の右側の方に今後実施予定の研修ということで、初任者研修ですとか相談支援の

現任研修というような項目がいくつか、こちらも大変恐縮なんですけれども、手元に数字

がございませんけれども、基本的に、この計画上の数値は十分満たす程度の量を、研修に

ついては実施しているというところでございます。 

 それから、研修の中身につきましても、障害者の自立支援協議会ですね、ケアマネ部会

ということで設置をしまして、経験のある相談支援従事者の方を何名か入れて、どういっ

た研修がより効果的なのか、ということを議論しながら、効果的なカリキュラムを考えな

がらやっているところですので、ずっと同じものというよりもブラッシュアップしながら

という取り組みもしているところでございます。よろしいでしょうか。 

 

岩田委員 

 人材確保についてはどのような。 

 

事務局（又吉事業指導支援班長） 

 事業指導支援班の又吉と申します。 

 障害福祉サービス事業所の支援給付費の中に、給与を上げたりとか、あるいは職場環境

を改善する等の取り組みを行った場合に、処遇改善加算という加算がつくようになってお

りまして、それで職員の処遇が上がったりとか、あるいは職場環境がいいということで、

採用にもつながるのではないかというようなことを考えております。よろしいでしょうか。 

 

田中会長 

 岩田委員、よろしいですか。 

 

岩田委員 

 あともう１点だけ。 

 第５期を話し合う際に、例えば 39 ページは児童のサービスがありまして、数値で色々評

価をしているようですが、例えば放課後等デイサービス、大変数は多いけれども、実際内

容的には、色々課題も多いところも出てきているというのが、全国的にも言われていると

ころでして、数値だけで、数が多ければ、良いかどうかということも、今後は考えていく

必要があるのかなと思うんですが、これは意見です。 



５期に向けて、そういうことも、評価の対象として考えていくべきではないかというこ

とです。以上です。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 今、ご意見ということですけれども、放課後等デイサービスについてはですね、確かに

全国的にもかなり劣悪なサービスを提供しているところも見受けられるということで、ご

存じかもしれませんが、厚生労働省の方では４月１日に省令を改正しまして、放課後等デ

イサービスの従業員の過半数以上が保育士、もしくは児童発達に関する資格を持った者が

資格要件とするということになっております。このような中で、放課後等デイサービスに

おけるサービス提供体制というのは充実してくるものと考えております。 

 しかしながら一方でですね、そのような専門的な資格を確保するのが困難な事業所も数

多く出てくるだろうと。特に離島などにおいてはですね、専門的な資格を有する職員とい

うのは非常に課題が大きいと思っておりますので、どのような方法で、離島における障害

児に対する放課後等デイサービスのような事業が引き続き提供できていくか、というよう

なことを、今後また考えていく必要があると思っております。 

 

岩田委員 

 児童に関して言えば、制度がそのように整うほど共生社会から遠のく、障害児だけが学

校も放課後も、同じところで、いつ他の障害のない子どもたちと遊ぶのだろうという意味

では、制度がインクルーシブな社会を妨げているようなこともあったりするので、人材も

専門的なものプラス内容的なものもとても重要になってくるのではないかなと思います。 

 

田中会長 

 今、職場の話が出ましたけれども、この話は別の委員会でも言ったんですけども、東京

の方で先日、福祉の職場の説明会をやったときに、72 の職場が出て、そこに来た人が１日

で 65人しかいなかった。それくらい今福祉の、特に障害者関係の就職は厳しいということ

があります。 

 あと、さきほど虐待のお話が先生からありましたけども、実は他府県の方では、どこま

でが虐待かという問題が以前からあるんですけども、逆に通報者が訴えられたり、そうい

う問題も今出ているんですね。守秘義務違反だと。そういった裁判が行われる。ですから

そういった整理も含めて、しっかり我々も注視しないといけないかなと、そういうふうに

思います。 

 それから今、新報さんがアンケートをとっていますけれども、例の差別解消支援委員会、

各市町村、これは義務でなくて、置いてもいいという形の通達になっているものですから、

それがやはり各市町村では、そういう窓口を今はまだ置いていない、検討していないとい

うところはたくさんあります。県の方の自立支援協議会の中で委員会を作るということに



なっていますけれども、その辺を含めてですね、今度の計画の中には、しっかり入れてい

ただけたらと、思います。 

 すいません、時間がぎりぎりになりまして。もう、よろしいでしょうかね。 

 拙い進行でぎりぎりになりましたが、事務局の方、特になければ、再度司会にお任せし

ますが、質疑応答、ここまでということでよろしいでしょうか。 

 

（一同了解） 

 

田中会長 

全ての議事が終了ということで、これで協議会を終了したいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。議事を司会、事務局の方にお返しします。 

                

司会（安里計画推進班長） 

 皆様、お忙しい中、２時間にわたりまして、いろいろ活発なご意見を交換させていただ

き、ありがとうございます。 

 先に説明のありましたスケジュール案にもありますとおり、福祉計画について協議会を

開催し、貴重なご意見を拝聴する予定としております。 

 また、平成 29 年度は、第５期障害福祉計画の策定以外に「沖縄県障害のある人もない人

も共に暮らしやすい社会づくり条例」の３年を目途とした施行状況についての検討も課題

となっております。 

 この３年目途の施行状況の検討についても本協議会で検討していただきたいと考えてお

ります。 

 検討方法については、今日の会議ではお示しできませんでしたが、案ができ次第、委員

の皆様にお示しする予定です。 

 その際には改めてご案内申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は以上をもちまして、本会を閉じたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 

以上 


