
1 
 

平成 29 年度第２回 沖縄県障害者施策推進協議会議事録 

 

○日時：平成 29 年 11 月 14 日（火）14：10～15：50 

○場所：沖縄県庁舎６階第２特別会議室 

○参加者：（委 員）仲根建作、宮里進、國吉實、比嘉豪、知花さおり、高良正樹、運天健、 

田中寛、當山潤、幸地睦子、金城朝之、大城美恵子、村上優作 

（事務局）與那嶺障害福祉課長、又吉計画推進班長、名嘉山事業指導支援班長、 

下地地域生活支援班長、小橋川主査 

 

司会（又吉計画推進班長） 

 皆様、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから平成 29年度第２回沖縄県障害

者施策推進協議会を開催したいと存じます。本日はお忙しい中、この会議にご出席をいた

だき、誠にありがとうございます。 

  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又吉と

申します。よろしくお願いします。 

 

司会（又吉計画推進班長） 

 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、配布資料一覧をご覧ください。１枚紙の会次第、委員名簿のほか、資料１、資料

２，資料３がそれぞれホチキス綴じとなっておりまして、１枚紙の資料４がございます。

参考資料は参考１から参考６までがまとめてホチキス綴じとなっています。 

 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に配慮し、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。 

 また、各委員におかれましては、発言される場合に、お手元のマイクのご使用をよろし

くお願いいたします。「talk」というボタンを押すとつながるようになっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

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

 

田中会長 
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  皆様、こんにちは。それでは、座って進行させていただきます。本日の議事運営につき

まして、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たいと思います。事務局にて確認をよろしくお願

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 13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、事務局より報告がありましたように、委員定数 15 名中 13 名の出席ということ

で、定足数を満たしておりますので、本協議会は成立しております。 

 続きまして、会議の公開について確認いたします。 

 事務局より、会議の公開に関する説明をよろしくお願いいたします。 

 

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、などが定められてございます。 

 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、８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。 

参考２の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 

本日は撮影をされる方がいらっしゃいますね。はい。 

会議の公開について事務局からただいま説明がありました。 

本日はカメラを持参されている方がいらっしゃるということで、録画および会場外配信

につきまして、許可を与えてよろしいでしょうか。 

（承認） 
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 承認していただいたということでよろしいですね。ありがとうございます。 

 それではさっそく議事に入りたいと思います。 

 議題については、始めに事務局より説明をしていただきまして、最後に、質疑応答の時

間を設けたいと思います。 

 それでは事務局よろしくお願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 それでは、私の方から議題「第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画に係る成果

目標等の速報値について」のご説明をいたします。 

 内容に入る前に、まずは今後の流れを確認したいと思います。資料４をご覧下さい。 

 

 ９月の第１回協議会でご紹介しましたとおり、障害福祉計画には、必須の記載事項とし

て３つの項目が定められてございます。それが、「成果目標」、「活動指標」、「地域生活支援

事業の種類ごとの実施に関する事項」の３項目であり、今回、速報値をご報告する項目で

ございます。 

 今後、障害福祉計画の本文を作成いたしまして、年内にはパブリックコメントを行うこ

とを予定しております。それと同時に施策推進協議会各委員には細かい数字や文章を含め

て、意見照会をさせていただく予定でございます。 

 本日はお時間も限られておりますので、まずは必須記載事項である各項目について、例

えば目標値設定に当たっての考え方など、概要をお伝えしたいと考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

 では、国の基本指針の項目の順番に沿ってご説明して参りたいと思います。 

 資料１の１ページをご覧下さい。 

 

 目標１、「入所施設の入所者の地域生活への移行」は、第４期計画から引き続きの項目で

ございます。 

 はじめに、目標の設定に当たっての基本的な考え方についてご説明いたします。 

 これらの目標は、国の基本指針に基づいて項目を設定しております。また、目標値、数

字については、基本指針を踏まえつつ、地域の実情に応じて設定することとしております。 

 具体的に申しますと、県の計画は市町村の計画との整合を図る必要がございますので、

まず市町村が、地域の障害者の現状を把握した上で、国の基本指針を踏まえつつ、目標設

定を行います。県の目標値はそれら市町村の目標値を積み上げたものになっているという

ことでございます。 

 具体的には、表をご覧いただきながら説明して参りたいと思います。１ページの表は、

入所施設の入所者数及び地域移行者数についての表となっております。平成 28 年度末現在、
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県全体で 2,316 人が入所施設を利用されていますが、平成 32年度までに新規入所と退所が

それぞれありまして、差し引き 27人の入所者数減となっております。 

 さて、この退所者 296 人のうちには、病院への入院や死亡等も含まれておりますので、

このうちグループホームや民間アパート等、入所施設を出て地域で暮らすこととなる方々

が 88人と見込んでおります。 

 市町村がこれらの人数を見込むに当たっては、平成 28 年度末時点の施設入所者のうち、

障害程度区分が比較的軽い方や年齢が比較的若い方など、地域移行が可能と見込まれる方

を抽出したり、又は過去の地域移行や入所者・退所者の推移、現在の入所希望の状況など

から見込むなどして、それぞれ目標を設定してございます。 

 目標 1-1 及び 1-2 のいずれも国の指針を下回る目標設定となっておりますが、市町村が

把握する地域の実態を踏まえると、県全体の速報値としてはこのような数値となっており

ます。 

 

 続きまして２ページ目をご覧下さい。 

 目標２、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」は、第４期計画の項目名

「入院中の精神障害者の地域生活への移行」から改正があった項目でございます。精神障

害をお持ちの方に対して、保健、医療、福祉が一体となって支援していくという考え方が

加わったことから、「地域包括ケアシステム」というキーワードが項目名に加えられたほか、

従来からございます退院率や長期入院者数の目標に加えて、保健、医療、福祉関係者によ

る精神障害をお持ちの方を支援するための協議の場の設置という項目が目標として追加さ

れてございます。 

 目標を個別に見て参ります。目標 2-1 から 2-3 は、入院から一定期間経過後の退院率に

ついての目標値でございます。６ヶ月時点の退院率が追加されていることを除き、第４期

計画から引き続きの項目でございます。 

 本項目に係る国の基本指針は、直近の調査での上位 10%の都道府県の値から退院率を設定

しておりまして、非常に高い目標となっております。例えば、本県の過去５年間の平均値

と比較いたしますと、表の一番右にございます入院１年時点の退院率では 2.7%、６ヶ月時

点の退院率では 4.8%の差がございまして、３ヶ月時点の退院率との比較では 10.7%とかな

りの開きがございます。 

 目標 2-4 は、１年以上の長期入院患者数の削減についての目標値でございます。従来か

ら項目としてはございましたが、第５期では長期入院患者を 65 歳以上と 65歳未満に分け、

別々に目標設定することとなっております。 

 目標設定に当たっては、国が基本指針で定める数式に基づきまして、県が一定の幅の中

から定める係数を用いて算出することとなっております。係数はα、β、γと３つござい

ますが、その内容は、αが継続的な入院治療を必要とする者の割合、βが統合失調症の治

療薬の普及等による影響、γが認知症に係る医療体制の高度化による影響等、極めて専門
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的な内容になっております。 

 ここで、２ページ下の枠で囲まれたところをご覧下さい。下の枠のところでございます。 

 目標 2-1 から 2-4 については、現在、県の保健医療部で改定作業を進めている第７次沖

縄県保健医療計画と共通の指標となっております。本項目は、保健医療部地域保健課が所

管する精神疾患に係るワーキンググループ会議に障害福祉課も参加いたしまして、議論を

行っている最中でございます。 

 今月下旬に案が固まる予定となっておりまして、本項目に係る目標値（案）はその後に

本協議会にお示ししたいと考えております。 

 

 続きまして３ページをご覧下さい。 

 目標 2-5 は、第５期計画から新たに加わった項目でございます。精神障害をお持ちの方

の支援に関して、各分野の関係者が協議する場を、各市町村、各圏域、県全体のそれぞれ

で設置することとされております。 

 県全体での協議の場としては、昨年度に県の自立支援協議会住まい・地域支援部会の中

で議論が行われまして、沖縄県精神障害者地域移行支援連絡協議会が、保健、医療、福祉

関係者による協議、情報交換の場を含め、精神障害者の地域移行支援に係る体制整備を行

っていく場として位置づけられたところでございます。 

 各圏域における協議の場としては、それぞれの圏域での状況を踏まえ、北部圏域や南部

圏域のように保健所所管の会議を活用するところ、宮古圏域や八重山圏域のように圏域連

絡会議の専門部会を活用するところ、中部圏域のように圏域連絡会議の本体を活用すると

ころなどがございまして、それぞれ準備が進められていることと聞いております。 

 市町村ごとの協議の場については、各市町村の成果目標となっており、資料２に一覧を

まとめております。資料２の１ページをご覧下さい。 

 資料２の１ページでございます。こちらは、各市町村の協議の場について、現在の設置

方法の意向をまとめたものでございます。国の基本指針において、「市町村単独での設置が

困難な場合には、複数市町村による共同設置でも差し支えない。」とされていることから、

国頭村・大宜味村・東村が三村での共同設置を検討しており、その他の市町村は単独での

設置を予定しております。 

 設置方法としては、ほとんどの市町村が自立支援協議会やその専門部会など、既存組織

を協議の場として位置づけることを計画しております。なお、○が２つついている市町村

もございますが、こちらは複数の選択肢のうちからどちらにするか検討中のところでござ

います。 

 

 続きまして、資料２の２ページをそのままお開き下さい。 

 目標３、「地域生活支援拠点の整備」は、第４期計画から引き続きの項目でございます。

第４期計画の策定時点においては、市町村と県、どちらが主体となって整備を進めていく
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のかなどが明確ではございませんでしたが、今年７月に国から通知が発出され、地域生活

支援拠点の整備は市町村の役割であると明示されました。 

 地域生活支援拠点とは、障害者及び障害児の重度化・高齢化に対応し、また地域移行を

進めるための、重度障害や緊急事態への対応能力を備えたものとされております。 

 具体的には、短期入所等の緊急時の受入機能、緊急時に必要なサービスのコーディネー

トを行う相談機能、地域移行のための一人暮らし体験の場を提供する機能など、５つの機

能について備えた拠点を、各市町村に１箇所以上設置することとされております。 

 人口規模の小さい自治体における拠点の整備につきましては、複数の自治体からなる圏

域を単位として整備することが想定されておりまして、現在は単独整備を予定している市

町村と圏域整備を予定している市町村がそれぞれ 17 で同数となっております。 

 拠点の整備手法としては、必要とされる５つの機能を集約した「多機能拠点整備型」や、

地域における複数の機関が分担して機能を担う「面的整備型」、又はそれらを併せた類型等

が想定されております。 

 現時点では面的整備型を予定している市町村が 16 と最も多い一方、未定の市町村が 11

ございます。今年７月になってようやく地域生活支援拠点の詳細が示されたため、詳細の

検討はこれから進めていくという市町村が多いと推測されます。 

 

 続きまして、また資料１に戻りまして、４ページをご覧下さい。 

 目標４、「福祉施設から一般就労への移行」は、第４期計画から引き続きの項目でござい

ます。 

 平成 28 年度の年間一般就労移行者数 209 人から、平成 32 年度には 297 人の一般就労移

行を見込んでおり、国の基本指針 1.5 倍に対して、1.42 倍という速報値となっております。

但し、平成 28年度の 209 人という数字は、市町村の報告値の積み上げによる暫定値でござ

います。市町村では近隣の就労系事業所に一般就労移行者の実績を照会して平成 28年度実

績を把握しているようでございますが、全事業所に対して照会を行うわけではないため、

209 人という人数には一部漏れがあると見込まれます。 

 このため、平成 32 年度の一般就労移行者数見込みの 297 人はそのままでございますが、

平成 28 年度の一般就労移行者数が変わりますため、1.42 倍という数字は変わる見込みでご

ざいます。 

 下の表をご覧下さい。平成 28 年度末の就労移行支援事業所利用者数が 656 人となってお

りますが、平成 32年度末には 887 人の利用者を見込んでおり、国の基本指針が示す２割増

を上回る、1.35 倍という速報値となっております。 

 就労移行支援事業所の利用者数につきましては、県全体では減少傾向にございます。各

市町村においては特別支援学校の卒業生やその保護者に対して就労移行支援事業所の利用

を呼びかけるなど、さまざまな対策を行った上でようやく２割増という目標を掲げるとこ

ろが多かったのですが、那覇市においては県内で唯一、利用者が増えている状況がござい
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まして、那覇市が 1.5 倍という高い目標値を設定していることから、市町村全体の積み上

げでは 1.35 倍という速報値となっております。 

 本項目に限らず、今後、市町村の計画策定委員会等でこうした目標値が議論されていく

ことと思われますが、その中で修正があった場合は、県の目標値についても連動して変わ

っていくこととなります。 

 

 続きまして、５ページをご覧下さい。 

 目標 4-3、平成 32 年度末における就労移行率３割以上の就労移行支援事業所の割合は、

５割という数値とともに、第４期計画から引き続きの項目でございます。 

 沖縄県の実績といたしまして、平成 25 年度は 10.3%、平成 27年度は 22.2%と推移してき

ておりまして、平成 32 年度における見込みとしては、およそ３分の１、33.7%を目標と設

定しております。 

 

 続きまして、６ページをご覧下さい。 

 目標 4-4、就労定着支援事業による支援を開始した日から１年後の職場定着率は、平成

30 年度から就労定着支援という新たなサービスが開始されることに伴い、新設される項目

でございます。 

 新たなサービス、新たな項目ということで、各市町村とも見込みに苦慮しておりました

が、概ねどの市町村も国の基本指針どおりに８割で設定してきたことから、県全体でもお

よそ８割の速報値となっております。 

 なお、国の基本指針の８割という数値は、障害者就業・生活支援センターの支援対象者

の１年後の職場定着率、それが 75%から 76%ということでございまして、こちらを参考に設

定されております。国では、就労定着支援事業の効果を検討するため、今後、長期的な定

着率も集計することを検討しているとのことでございます。 

 

 続きまして、再び資料２に戻りまして、３ページをご覧下さい。 

 目標５、障害児支援の提供体制の整備等は、今期計画から障害児福祉計画を策定するこ

ととなったことに伴い、追加された項目でございます。 

 目標 5-1、重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び

保育所等訪問支援の充実は、地域における障害児支援の中核的な施設となる児童発達支援

センターを各市町村ごとに設置すること、また児童発達支援センターが実施する等により、

全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを目指すもの

でございます。 

 児童発達支援センターの設置に当たっては、児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児

相談支援等、複数のサービスを実施できることが求められ、またハード面での要件なども

ありますことから、直営での設置を検討しているのは那覇市や浦添市などの３市町にとど
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まります。 

 多くの市町村は、市町村の直営ではなく、すでに児童発達支援や放課後等デイサービス

を行っている事業者など、今後児童発達支援センターの指定を受けることが可能と見込ま

れる事業者に、児童発達支援センターの指定を促していく方向で検討を進めているようで

ございます。 

 一方、児童発達支援センターの指定を受けられる事業者は実質的に一定規模の事業者に

限られますことから、町村部など社会資源が限られる市町村においては、センター機能構

築という方向で目標設定を検討しているところがございます。 

 これは、ページ下の※１にございますとおり、児童発達支援センターの持つ複数の機能

を地域の複数の機関が分担して担い、各機関の連携を促す等により、児童発達支援センタ

ーが１箇所でサービスを提供するのと同等の、重層的な地域支援体制の構築を目指すとい

うものでございます。 

 また、離島町村などさらに社会資源が限られる、又は支援対象である障害児がいないと

いう市町村においては、島にサービス事業所がない等の特殊事情を踏まえまして、島外の

サービス事業所の円滑な情報提供など国の指針と異なった目標設定を行ったり、又は対象

児なしとして目標設定を行わないというところがございます。 

 国の基本指針は標準的な自治体を想定して目標等が設定されておりますので、沖縄県の

ような島しょ県においては、地域の実情が必ずしも基本指針にそぐわない市町村もござい

ます。各市町村が基本指針の趣旨を踏まえて検討した結果、このような目標設定になって

おります。 

 続きまして、保育所等訪問支援を利用できる体制の構築については、児童発達支援セン

ターの指定を受けられる事業者が限られていることを踏まえ、センターによる提供ではな

く、保育所等訪問支援事業所を確保し、サービス提供を促していくとする市町村が多くを

占めております。 

 離島町村においては、対象児が数人に限られることから、町村が臨床心理士や保健師な

どの巡回相談を実施し、個別に療育相談を行うことでニーズに対応していたり、対象児な

しということで目標設定を行わないということで、「その他」としている市町村がございま

す。 

 

 続きまして、４ページをご覧下さい。 

 目標 5-2、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス

事業所の確保は、医療的ニーズの高い重症心身障害児に関する成果目標となっております。

市部においては単独確保という目標設定が多く、町村部においては、市部に設置された事

業所が町村にもサービスを提供することを想定し、圏域確保という目標設定が多い傾向が

ございます。 

 一方、離島町村においてはそもそも対象児がいなかったり、サービス事業所自体がない



9 
 

ところが多く、そうした町村に重心児のための事業所を確保するという目標設定が現実的

ではないことから、目標設定を行わないとしている市町村がみられます。 

 

 目標 5-3、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置は、さきほどご説明した

精神障害者支援のための関係者による協議の場と同様、医療的ケア児支援のために関係機

関が協議する場を、各市町村、各圏域、県全体のそれぞれで設置することとされておりま

す。 

 市町村ごとの協議の場については、27 市町村が単独設置としており、複数市町村が合同

で圏域設置するとしたところはございません。一方 14町村については、医療的ケア児がい

ないことから、現時点では協議の場の設置を目標としない、としております。但し、うち

半分の７町村については、対象児が現れた場合には既存の自立支援協議会等を活用し、速

やかに協議の場を設置するとしております。 

 

 続きまして、資料１に戻りまして、７ページをご覧下さい。 

 県全体での協議の場については、今年度、自立支援協議会療育・教育部会で議論が行わ

れ、医療的ケア児ワーキングを協議の場と位置づけることとされました。また、訪問看護

や親の会など、追加でどのようなメンバーが必要かといったことも話し合われており、来

年度から協議の場を開催するべく検討がなされております。 

 圏域ごとの協議の場については、北部が保健所所管の会議、中部が圏域連絡会議の本体、

南部・宮古・八重山が圏域連絡会議の専門部会で、それぞれ協議の場を担うこととして準

備が進められていると聞いております。 

 

 以上が、第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画に係る成果目標部分の報告でご

ざいました。 

 

 続きまして、活動指標及び地域生活支援事業部分について、ご報告いたします。資料３

をご覧下さい。 

 資料３の１ページ及び２ページは、第５期計画期間である平成 30 年度から平成 32 年度

におけるサービス見込量及び活動指標の見込量でございます。３ページから４ページは、

参考として第４期計画期間の見込量と実績を掲載しております。 

 第５期計画期間におけるサービス見込量の作成に当たっては、さきほどの成果目標と同

様に、まず市町村が各サービスの利用者数及び利用量を見込み、それを積み上げたものが

この一覧表となっております。 

 １ページと３ページは基本的に同じつくりとなっておりますが、平成 30年度から始まる

新しいサービスが追加されていたり、第５期から短期入所を福祉型と医療型に分けたりと

いったところで、項目数が増えてございます。 
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 個別の数字に関する説明は割愛いたしまして、２ページをご覧下さい。 

 活動指標についてご説明いたします。障害福祉計画においては、資料１及び資料２でご

紹介した成果目標の達成に向けて、関係する活動指標が設定されております。例えば、活

動指標１の福祉施設から一般就労への移行等は、同じ名称の成果目標と関係する活動指標

となっております。 

 こちらの見込作成に当たっては、②から④までは関係機関の活動に関する項目ですので、

それぞれ沖縄労働局や障害者就業・生活支援センターなどの関係機関に依頼し、見込みを

作成いただきました。また、①の就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所の一般就労

移行者数は、成果目標である一般就労移行者数と同じ数字でございます。 

 前回の協議会で、こちらの項目の一部が第４期計画から変更となっている理由について

ご質問がございましたので、ご説明いたします。 

 ①、就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所の一般就労移行者数は、第４期計画か

ら変更はございません。 

 ②、障害者に対する職業訓練の受講者数は、第４期計画では、障害者の態様に応じた多

様な委託訓練の受講者数という項目でございましたが、今回から単に職業訓練の受講者数

と変更されております。これは、職業能力開発促進法に基づく障害者の職業訓練が、委託

訓練だけではなく職業能力開発校でも実施していることから、そうした職業訓練も含めて

活動指標とする趣旨で、委託訓練という項目から職業訓練に変更されてございます。 

 ③から⑤は、第４期計画では障害者トライアル雇用事業の開始者数や職場適応援助者、

ジョブコーチによる支援対象者数などとされていた項目がなくなりまして、新たに設けら

れた項目でございます。こちらは、福祉施設から一般就労への移行に、より一層資する活

動指標とするため、どの程度の利用者が福祉施設から公共職業安定所や障害者就業・生活

支援センターに誘導され、そのうちどの程度が支援を受けて就職しているかを一貫性を持

って把握する活動指標とするため、項目が改められております。 

 活動指標２の医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置

人数は、成果目標 5-3 でご紹介した、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設

置に関する活動指標でございます。ここでいうコーディネーターとは、協議の場に参加し、

関連分野の支援を調整しながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを進めて

いく役割を担うものとされております。第５期計画から新設された成果目標に併せて、活

動指標も新設されたものでございます。 

 こちらの見込作成に当たっては、各市町村にコーディネーターの配置人数見込みについ

て照会し、それを積み上げたものがご覧の数値となっております。県では、平成 30年度か

らコーディネーターの養成研修を実施し、医療的ケア児の支援を進めていけますように、

現在予算要求を行っているところでございます。 

 活動指標３の発達障害者に対する支援は、直接関連する成果目標の項目はございません
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が、発達障害者支援法の改正によって発達障害者支援地域協議会の設置などが規定された

ことなどを受け、新たな活動指標として①から⑤までが新設されております。この①から

⑤までの項目については県で実施する項目になりますので、県で見込みを作成してござい

ます。 

 

 続きまして、５ページをご覧下さい。 

 資料５ページ及び６ページは、第５期計画期間における地域生活支援事業の見込を掲載

しております。７ページから８ページは、参考として第４期計画期間の見込と実績を掲載

しております。 

 ５ページの市町村事業部分については、各市町村の見込みを積み上げたものとなってお

り、６ページの県事業部分については、県で見込みを作成しております。 

 地域生活支援事業については、第５期計画で特に内容の変更はございませんので、説明

は割愛いたします。 

 

 以上、障害福祉計画において必須記載事項である「成果目標」、「活動指標」、「地域生活

支援事業の種類ごとの実施に関する事項」の３項目について、速報値をご報告いたしまし

た。 

 本日は数字の部分のみのご報告でございますが、計画には例えば、それぞれの成果目標

に関する県の現状分析や、目標達成のための具体的な取り組みなどについても記載するこ

ととしております。 

 こうした記述を含めて年内には計画の本文を作成いたしまして、委員の皆様にはご意見

を頂戴する予定でございます。 

 以上、議題に関する説明でございました。 

 

田中会長 

事務局説明ありがとうございました。ただいまのところまで、第５期障害福祉計画及び

第１期障害児福祉計画に係る成果目標等の速報値についての説明ということで、事務局よ

り説明をいただきました。 

これにつきまして、ご質問、ご意見がありましたら、挙手の上、委員名を告げていただ

いて、お願いいたします。はい、どなたかいらっしゃいましたら。 

……すみません、では私が少し。1点、2点なんですけど、資料２のですね……どなたか

いらっしゃったらちょっと整理します。はい、仲根委員お願いします。 

 

仲根委員 

 脊髄損傷者協会の仲根です。 

質問なんですが、いくつかある中、先にひとつだけ取り上げたいと思います。資料１の
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日中活動系サービスの所のですね、中で⑤の就労継続支援Ａ型の利用者数、それと利用量

の数値についてちょっと気になるというか、平成 29 年度までの計画数値を、これは移行と

Ａ型、Ｂ型を比較して見てもＡだけずいぶん増えている。ただ、いま最近では、Ａ型の是

正、社会的問題になっている中でＡ型のその止めるだったりだとか、比較をして、資料３

の３ページの方が平成 29年、今期の数値で、それをちょっと比較しながら見て参ったよう

に、Ａ型の方の伸びが高いという事について、現状、私、Ａを担っている所もありまして

非常にこれだけ上がるという事に違和感を感じていてこれは積み上げだと思うんですが、

現実的にこれはＡ型だけ上がるというとらえ方は県としてはどのように見ているのかとい

う点を聞かせて頂いていいでしょうか。 

 

田中会長 

はい。よろしいでしょうか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

こんにちは、障害福祉課長の與那嶺と申します。今、あの仲根委員がおっしゃった通り

にですね。確かにＡ型事業所を取り巻く状況というのは、国からのいろんな制度改正等も

ありましてですね、実際的にはかなり厳しい面があろうかと思いますが、まずは一義的に

ここに載っております数値というのは、まずは市町村からの積み上げというものをご理解

していただいた上でですね。実際、またＡ型につきましてもいろんな国の改正があったと

しましてもやはり、新規の事業継続、新規の事業開設をしてくる事業所もまだまだあると

いう所もございまして、Ａ型については我々県としましても、過渡期の所で新たな生産活

動にシフトしていって、より積極的な事業活動を行っていこうとしている所も現れてきて

いるのかなという傾向も見受けられますので、実際Ａ型事業所というのは、就労希望をし

ている障害のある方に対しては必要な事業で障害福祉サービスでもありますので、ここで

すね。やはり数字通りいくかどうかも含めて現状では、このように数値が上がっていくの

ではないかという形で市町村も見込んでおりますが、県もまだまだはっきりしたＡ型事業

所の今後の事業の運営状況等がまだはっきりしていない所もありますし、また同じく生産

事業活動の向上に向けてのかなりのテコ入れといいますか事業所に対する指導も行ってい

る所でありますので今後の動向もやはり注意深く見守っていく必要があるのではないかと

考えている所です。 

 

仲根委員 

 はい、まあとりあえず積み上げだと思うのでこれの精査の仕方が課題かなと思います。

自立支援協議会、先だって終わったばかりなのかもしれませんが、県の就労部会にかけて

みるとかですね。今、Ａ型だけが、各市町村で新規について制限できると制度変わってい

ます、Ａ型だけ。それだけＡ型抑制というのが権限が市町村出ている中でどうしてＡ型だ
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けこれだけ伸びるのって。とっても…というのが正直な感想なので私自身、Ａ型事業所の

連絡・ネットワーク組織に参画している立場からしても非常に疑問を感じるのでぜひぜひ

精査確認をしていただきたいなと思います。以上です。 

 

田中会長 

はい。私がお尋ねしたかったのはですね、資料１の３ページ目と７ページ目に県全体で

の協議の場、３ページです。沖縄県精神障害者地域移行支援連絡協議会それから７ページ

の医療的ケア児ワーキングこういったものを設立をするんだということなんですが、実は

私も県のこういった委員会に加入させていただいているのですが、会議の回数です。例え

ば設置はしたんだけど、例えば年に一度もないような会議、委員会もありますし、年に１

回程度のものもあります。例えばこういったものを設置する時に、頻度を必要になってく

るかと思うのですが、その点についてひとつお尋ねしたいのと、それと今仲根委員が仰っ

た資料３の１ページＡ型だけではなくて、事業所の数なんです。実は私も小さな事業所を

運営させていただいているのですが、最近、保護者の方が働かせたいという意向がとても

強くて、どうもそれは学校の中でそういう話があるみたいで、最近、私の所に実習でお見

えになった方、うち、生活介護をやっているのですが、ご承知のように生活介護は支援区

分３以上なんですね。その方の子どもさんは、働かせたいといってお母さんがお見えにな

って、うちの生活介護に入られてる方よりも重度だというのをお母さんが認めたんですね。

「うちの子、ここにいる子よりも重度ですが、うちの子は生活介護ですか」という言い方

をされていました。「お母さん、どうして子どもさんに働いていただきたいという希望をお

持ちなのですか」と言うと、学校が、働かせるにはまず一般社会に出たあと、Ａ型あるい

は移行、Ｂ型に入るのは難しいと。だから、最初から移行だとかＢ型を希望してやったほ

うがいいですよという指導を受けましたと。だけど、実際にそれを見てみると、うちの子

は働くには厳しいかもしれませんねというような話をされていました。これだけではなく

て実はもう社会全体、今国の政策もそうなんでしょうが、いい事業所というのは工賃が高

い。Ａ型の場合はですね。工賃が高い事業所はいい事業所、あるいは一般就労の成果がで

ている所は、いい事業所だとそういうような評価をどうもされている。あるいは今新しく

出ているような話の中にすでにＢ型にいらっしゃる方達のアセスをもう一度とりなおして

一般就労に向けた活動をすべきだというような話まで出ている。障害のある方、働ける方

が一般就労を目指すのはとてもありがたい事だと思うのですが、なんだか今いる福祉施設

がだめで、働かせる方向に向いているような気がどうしてもしてしまうんですね。それに

ついて例えば市町村においても切替えの時に、とても細かく資料を要求したり、あるいは

この子は働けるんじゃないかみたいな事を指摘されるような市町村も最近出てきているも

のですから、県の方から例えばそういった指導、指導はできないとしても助言とかそうい

ったものが果たしてされているのかどうか、もちろんあの、くどいようですが働ける方は

そういった場を提供していただくのはとてもありがたいと思います。ただ、とても厳しい
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という方、あるいはここに出ているように定着１年目の資料がここにありますが、じゃあ

２年目、３年目、実際には３年たった時にほとんど辞めているという話もあるんです。そ

ういったところをやはり県の方としては考慮していただいた指導とかそういう数値目標を

立てて頂けたらありがたいと思います。これはあの希望的な観測ですが、それについても

ご意見伺えたらお願いします。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 まずあの、今回確かに先ほどおっしゃる通りにですね。例えば地域包括ケアシステムの

システム構築に向けた地域移行支援連絡協議会あるいは医療的ケア児の協議の場等々の新

たな協議会の設置が求めらているところですが、具体の協議会もしくは協議の場など、ま

だどのようなものを協議をしていくかいうことが具体的に示されていない状況であります。

そのため県としましてはですね、具体の協議事項等を示された後に協議会を構成する委員

の方々のメンバー構成も含めて、仰るとおりで会議の回数が頻度が例えば年１回とかそう

いった事であればあまりにも協議の意味がないのではないかという事も確かにもっともな

ご意見だと思いますので、実際の国から示されたこの協議会、あるいは協議の場がですね、

どのようなものが必要か、どのようなものになっているかというのを十二分に検討しなが

ら開催回数も含めて検討はさせていただきたいと思います。 

 もう一点の例えば障害のある方に就労を県の方も積極的に進めているのかというお話も

ありましたが、県の方からそのような指導等を行ったことはもちろん一度もありません。

あくまでも障害のある方の希望をですね。一番どのような障害福祉サービスが適当かも含

めましてその本人の意思を尊重する事が最も重要だと、最も大切な事だと考えております

ので、そのような指導は行っていないところでございます。 

 

田中会長 

はい、今重ねてお願いなんですが、実は今月うちの生活訓練でいらっしゃる方が今月で

やめるという意向を保護者の方が仰ってまして、どうしてですかと聞いたら、この子が若

いうちに働かせたい、働けるか働けないかではないんです。そういう機会を設けたい。そ

れはありがたい事だと思うんですけど、親の意向がとても強すぎて、例えばうちに来て利

用していただいている方がよそが工賃が高いからよそに移ります、本人は泣いていやがる

んだけど親の意向なんですね。そういった所を今後考慮する相談員の方達がしっかりその

辺を把握してできていればいいんですけど、ただ親の意向に沿って、親がこう言っている

からと。そこには本人の意向っていうのはなかなか見えてこない。そういったケースも結

構出てくるものですから、先ほど課長が仰ったように県の方からそういった指導はできに

くいかもしれないんですが、今ご本人の為にご本人の意見を尊重するということから考え

ればそういったところももし耳に入った場合は、そういった助言をしていただければあり

がたいと思います。よろしくお願いします。 
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はい、ほかにいらっしゃいますか。 

 

幸地委員 

よろしいでしょうか。今、田中会長の事でですね。ちょっと私の方で付け加えさせても

らいたいのですが、私は、中部の障害者就業・生活支援センターの幸地と申します。 

先ほど田中会長が仰っていた、Ｂ型就労移行支援事業所に入所している方で再アセスを

して一般就労にというお話があるというのは事実でございます。それは、私ある市町村の

就労部会に入っているのですけれども、Ｂ型で例えば５年 10 年 15 年と長い間Ｂ型だけを

利用した方に対して再度アセスをして、モニタリングをして、本人の意向を、お母様の意

向を、再度確認をして就労移行に行けるのであれば就労移行でいったん上がって一般就労

にという市町村があるんですね。それは就労部会だけではなくて相談部会、計画部会も一

緒に取り組んでその人の人生を本当にその人の意思決定で支えていこうという狙いがある

というのも事実なので、いかに私達職員、支援者って、本人に選択肢をきちんとあげられ

たかという所が基本になるのではないかなと思うので、それを忘れずに支援していけたら

なというふうに思っています。はい、ありがとうございます。 

 

田中会長 

 はい、誰か。 

 どうぞ。 

 

知花委員 

はい、精神の発達障害の当事者会の代表をしています知花と申します。この発達障害の

方に関しましては職業のスキルなどではなくてですね、社会的な適応のペースに合わせて

実はＢ型を選ぶという方がいらっしゃいまして、そういった方がＢ型の方の要求度が自分

に合っているのでということで事業所さんではＡ型でもいいんじゃないかと言われたんで

すけど、自分の中ではＢ型が自分自身の精神的に合っているということで利用されている

方もいらっしゃいました。ただこの方に関しましてはやはり工賃などの問題で辞める事に

なって今は自宅にいるという形になっております。あとせっかく就労移行から一般に行っ

たんですがやはり会社の中での理解がもらえずにまた仕事を辞めてしまったりとか、そう

いった方も多くいらっしゃいまして、最近の相談でも一般の就労の中での上司とのトラブ

ルや同僚とのトラブルなどで仕事を辞めたいという相談が多くあります。就労センターな

どこちらを紹介させていただいてその人自身のヒアリングといった事は自助会でも一緒に

考えていく、また関係機関につなぐということをやっていますが、やはり移行する、今沖

縄県もね、頑張って障害者の方を一般就労にという事で全県で取り組んでいらっしゃると

思う。それで成果も出ている事は素晴らしいですけどもやはり個別の案件ですが、理解が

得られずに辞めてしまう方というのもまだ多くいらっしゃるというのが事実になっていま
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す。そして資料３なんですが、こちらの１ページ、共同生活援助グループホーム、こちら

の目標、参考の方が３ページなんですが、グループホーム見込値に対して実績の数字が少

なく、これは市町村の積み上げだというのは理解しているのですが、施設入所支援の方は

見込値より実績の方が少し上がっているという数値を見てみると、移行に関してこうその

目標があったとして、行く場所というのがその人達が安心して利用できる施設っていうの

が十分なのかなと資料を見て感じたところであります。現在グループホームに関してはや

はり地域の理解が得られず事業を立ち上げにくいなどの話を聞いてはいるんですが、そう

いった事に関して各市町村での努力義務かもしれませんが、県ではどういった事をして取

り組んでいるかというのをお聞きしてもよろしいでしょうか。 

 

田中会長 

はい。よろしいですか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

はい。県の方では今委員の仰ったように地域移行を今後図っていく為にもですね、やは

りグループホームの整備が重要だと認識をしている所でございます。実際県の、国の補助

を受けて社会福祉施設の整備を行う際にも事業者への募集などの際にもですね、やはりグ

ループホームの整備について優先的に整備を行ってくる可能性もありますというような形

での、今後につきまして積極的にグループホームの整備を促すような形で、この補助金の

募集等も行っている所でございます。それで引き続きやはり地域の受け皿という意味では

グループホームが非常に重要な位置を占めておりますので、今後ともグループホームの整

備については力をいれて取り組んでいきたいと考えている所でございます。 

 

知花委員 

やはり地域だったり、事業所さん、就労だったり、そこでの発達障害への理解、そうい

ったものが進んで行く事によって就労が増えたり、グループホームが増えたり、発達障害

のある方もやはり住まいを転々とされてたり親元から出られなくて親御さんとずっと長年

同居されている方とかも多くてですね。でもそれがその方の精神にとても影響が悪いとい

う状況があったりする事もあるので、いったんこの自立に向けての支援といったことを、

Ｂ型が要はこうスキルがある方も働く事だけが目的ではなくてその人の自己実現を可能に

するのもＢ型であっていいように、グループホームもそういったもののひとつとしてあっ

てもいいんじゃないかと思っております。すみません。意見でした。よろしくお願いいた

します。 

 

田中会長 

ありがとうございました。他にどなたかいらっしゃいますか。 
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はい、お願いします。 

 

當山委員 

 沖縄南部療育医療センターの當山と申します。私どもの施設では病院機能もあるので医

療的なところと障害児の療育リハビリテーションを主に担っているんですけども今回障害

児の福祉政策に関しても数値目標という数字で分かるようになったのはとてもいい事だと

思うんですけど、この質について伺いたいんですけど、例えばこの対象児がいないから目

標設定しませんという所あるんですけども、それがじゃあ対象児がでたら作らないといけ

ないわけですよ。その施設なりシステムなりを。そういう何もない所から作り上げるのは

とても大変だと思うんですけど、そういう事に対するサポート。この目標会議とは違うの

かもしれないですけど、そういう所に対するサポートというのは県はどのようにする予定

か伺いたいです。 

 

事務局（小橋川主査） 

はい、お答えいたします。サポートというのとは少し違うかもしれないですけども、今

回、市町村のヒアリングをする段階でこういった主旨の目標で市町村はそれぞれ協議の場

を作る必要がありますよ、ということを離島の市町村も含めてご説明して回った際にです

ね。対象児がいないという場合でも、たとえば自立支援協議会ですとか、あるいは高齢者

の方での地域ケア会議ですとか、関係者が従来から集まっている場というのがあるでしょ

うから、そうした所を想定してすぐ作れるように、例えば市町村の障害福祉計画の中に対

象児が現れたらここで作りますというような事で、書いてはどうですかというようなアド

バイスをなどをしておりまして、今回、現在は対象児はいないから作らないけれども、も

し現れた場合にはこういう風に作るとご回答いただいている市町村は、そこまで検討を進

めて頂けたのかなという風に考えております。 

 

當山委員 

 あのこの間、宮古島市の子ども、お母さんがうちの施設、病院に来まして重度の四肢麻

痺で医療ケアがあるお子さんなんですけど短期入所をする施設がないから、お母さんが何

かあった時はうちで預かって下さい。那覇市なんですけど、それは構わないですけどもお

母さんが仰っていたのは、もう兄弟、高校生卒業したらみんな自立したらこの子と一緒に

那覇市に引っ越そうかなという事を仰っていたんです。それは地域で完結していないとい

う事なんですよね。そういうこの宮古島市ですらそうであるので、そこはこの協議会は方

針を決める所だと思っているんですけど、具体的にこの支援をする手立てみたいなのを作

っていただけたらありがたいなと思っています。 

 

田中会長 
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今のはご意見ということで。 

 

當山委員 

 意見です。 

 

田中会長 

 はい。お願いします。 

 

宮里委員 

 宮里でございます。意見を申し上げたいと思います。職業の問題に関してはやはり障害

者枠で一般企業に就職される方は私の想像では軽度な障害者ではないかと思います。それ

から重度な障害者はＢ型、Ａ型とかのいわゆるそちらの施設で働いているのではないかと

現実には思います。それでもなお働きたいが、なかなか雇用の場とつながらない障害者の

悩みも多いと思いますが、それで意見として例えば厚労省は今年から発達障害に関する職

業の定着率を目指して専門の臨床心理士を配置する事と書簡になっております。このよう

にそれぞれの障害に特化した専門家を配置して可能な限りどうすれば仕事に障害者を合わ

せるのではなくて、障害者この人が何ができるかを考えてそういった特化した専門家の皆

さんに、これは個別訪問したり、いろいろとそういう細かな配慮をしてもらえれば重度の

障害者も職業、働く事がもっと広がるのではないかと思います。 

それからもう一点はですね、色々資料を見たら支援センターにしてもいろんな施設、こ

れは今、各市町村でいろんな事を行ってほしい旨が県からも通知されているのですが、市

町村によってはトップの考え方もあるだろうし、または個々の障害者のニーズもあるでし

ょうが、そして各市町村においてかなり障害者の福祉を受ける享受が差があるように感じ

ます。すべてもう今地域主権ていうか市町村単位ではあるのですが、例えば厚生労働省か

ら視覚障害や聴覚障害、あるいは車椅子の方々とかいろんな生活用具とか補装具とか厚労

省が年々認めているものが、新しく認めているものがなかなか市町村によってはある所は

認められてもらえるとか、ある所はこれは認められていないからダメだとかそういった、

非常にこの市町村による考え方で、そういうのも差別といったら語弊があるかもしれませ

んが、なかなか理解が進んでいなくてそれでちょっとその辺は厚労省のいろんな障害者に

対する補装具等も年々新しくなりますので県の方も随時、市町村に通知していただければ

早くそういった問題も解決できるかなと思いました。以上、意見でございます。ありがと

うございます。 

 

田中会長 

宮里委員ありがとうございました。時間に限りがありますので質問がございましたらよ

ろしくお願いします。 
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 よろしいですか。はい、じゃあ、幸地委員。 

 

幸地委員 

中部の障害者就労生活支援センターの幸地です。今、宮里委員のお話のなかった事に対

して私のこれからのお話が目標を持っていただけるのかなと思うのでこれからお話しさせ

て頂くのですが、先程、宮里委員が仰っていました障害者が職場に合わせるのではなくて

企業が障害者に合わせるという言葉仰っていたのですが、私先週その職場を開拓してきま

した。これも宮里委員が仰る重度の障害者も働けるという事に関しては沖縄県もそう遠く

はないのかなと思っています。この会社というのは働きながら生活介助、ヘルパーさんで

すね、を入れてもかまわないという企業さんだったのでそこで目標を持ってがんばってい

ただけたらなと思っています。 

はい、以上です。 

 

田中会長 

 はい、まだご意見、ご質問されていない方。はい、比嘉委員お願いします。 

  

比嘉委員 

聴覚障害者について、比嘉です。障害者就労支援Ａ型、Ｂ型それぞれありますが、聴覚

障害者にとっての見方は少し違うかなと思います。なぜかといいますと聴覚障害者の就労

支援、会社に入る為には前もって訓練を受けなければ、まずそれに関して学んだ後入ると

いうのが一般的な考えそういうイメージなんですけども、聴覚障害者の場合は技術等訓練

を受けた後会社に入る、入ったとしてもコミュニケーションがとれない、そこが障害にな

っていくので訓練を受けたとして会社に入ってもコミュニケーションがとれずにまた舞い

戻ってくる。結局できなくて戻ってしまうという事。そしてもう一つ高齢者、高齢の聴覚

障害者にとってはあちこちで老人ホーム等々も入れない状況があるので、手話を使えない

からコミュニケーションがとれない情報がもらえないという事ですね。なのでそこでは生

活ができないという事になります。だから、Ａ型、Ｂ型をデイサービスのような感じで利

用するという状況があるという事ですね。そしてＡ型、Ｂ型の中で手話ができる人がもち

ろんいれば高齢の方がそこに入ったとしても、老人ホームに入ったとしてもコミュニケー

ションがとれる訳ですから情報も共有できる訳ですから生活も楽しくなる、就労もできる

という事になっていく訳ですね。問題なのは、長期でそこにいる事が不可能ですよね。な

のでそれが問題なのかなという聴覚の立場からですね。その伝え方見方は聴覚の方からす

るとちょっと違うかな、視点が違うのかなというように思いますね。現状を把握した上で

検討をさらに深めてほしいなと、改めて検討をしていただけたらと思います。関係がない

事になるのかもしれませんが手話は言語である言語条例ができあがっている状況の中でこ

れも関連してほしいのですが、今この中にはリンクされていないという事になるのかなと
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思います。障害者差別解消法にとっても同じ、リンクされていないような状況があるので

はないかな、これをリンクさせていけるような状況に変えていただけたら、まあ国はおい

といて。県としてどう取り組んでいただけるのかなという風にお聞きしたいです。 

 

田中会長 

 はい 県の方はよろしいでしょうか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

今、ご質問があった件につきましては、今回の資料３の６ページ目の方にですね。関連

する項目として県事業、地域生活支援事業の中の県事業になるんですが、(2)の専門性の高

い意思疎通支援を行う者の養成研修事業、あるいは派遣事業等々の 30 年度までの数値をこ

こに掲載している所であります。またあの先程、今おっしゃったように昨年、手話言語条

例が制定されまして、今まさに手話を一般県民の方々にも広く理解してもらう、あるいは、

手話そのものと聴覚に障害のある方々に対する理解を深めて、手話を使用しやすい環境作

りという事を目標として手話推進計画というものをですね、同じくこの障害福祉計画と同

じ計画期間の 30 年度から 32 年度までの３か年間を計画期間とする手話推進計画を、手話

施策推進協議会という協議会がございまして、そちらの方で今まさに協議をしていただい

ている状況でございます。その中でですね、例えば、より手話が身近になるように例えば

もちろん市町村の手話奉仕員の養成、あるいは手話通訳者の養成等々ですね。より手話に

対する理解が深まるような、手話が使用しやすい環境作りを目指して、学校教育も当然も

ちろんの事ですが、そのような取組をですね。今後も継続して続けてまいりたいと考えて

いる所です。 

 

田中会長  

はい、ありがとうございました。比嘉委員よろしいでしょうか。時間が押しているので

すが、国吉委員、高良委員何かありましたら、ご質問、はい、高良委員お願いします。 

 

高良委員  

 はい、社会福祉協議会の高良です。今回の数値目標というのは次の計画の本文の部分に

なってくるかもしれませんけど、これだけ必要なサービス業というんですかね。が示され

てくるという中でですね。実際、現場で働いている方々の人材の、福祉人材の確保の問題

がですね、大きな課題になってくるだろうと思います。実際、介護の現場であるとか、保

育の現場であるとかですね、若い人達がそこにまだ向かわないとかあるいはとても現場の

方では確保するのに困っているという話も聞きます。そういう中ではあの数値目標は立て

たんだけどやっぱりサービスを担う人がいないとですね、サービスの展開もできないと思

いますのでこの辺は計画の中にもですね、人材の確保、養成、定着のほうまでですね。見
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込んで記載をお願いできたらなと思います。以上です。 

 

田中会長 

 はい、ありがとうございました。先日発表されました厚労省のサービス事業者の利益率

が若干低下していると。やっぱりそこにも職員の報酬の高騰化などがやっぱり条件として

挙げられてるんですね。我々の所でも今までの給料でも募集をかけてもなかなか来ないと。

どんどんどんどん上がっていくようなのが現状なので、その辺今の高良委員と同じような

考えを持ってます。国吉委員、はい、お願いします。 

 

国吉委員 

 はい、沖縄県腎臓病協議会の国吉です。当腎臓病協議会でもですね。高齢化が進んでお

りまして、だいたい平均年齢が 69 歳から 70 歳ぐらいなのでこの場で皆さんで論議してい

るような就労の問題とかそういうのとまたちょっとその外れてくるんですが、とはいえや

はりあの 20 代、30代で透析に入る方もいる訳です。透析に入って夜間透析日ですから夕方

３時ぐらいまでは仕事ができるのですが、なかなかそれで仕事が就労も難しい。特にあの

女性の場合ですね。子どもを産んで出産して四十、五十頃になって透析入ると働きたいん

だけどもスキルもないんですよ。パソコンもできない。ワード・エクセルもできない。か

といってスーパーでレジ打ちやるかというとやっぱり透析をやっていると脊椎にも影響が

出て立ち仕事もままならないという事がありましてですね。今、うちの協議会でも若い子

が何名か社会福祉協議会さんの方でもお世話になっていますし、那覇市の市役所の方でも

お世話になっているんですが、いずれも３年という雇用形態なんですよ。彼らが結婚して

子供を産んで生活をしていく為にはやはり事業所の理解ある下で、ナイントゥファイブは

難しいですけどね。９時から３時頃までの就労で週３回は病院行かなきゃいけないんで。

そういう状態でハローワークさんの方にも何名か行っているようなんですが、なかなかそ

ういう就労時間、月・水・金とか火・木・土で午前中で切り上げるという条件が折り合い

が難しくてですね。なかなか仕事が見つからない。内部障害なんで外からは見えないんで

すよ。私見てもとても元気そうに見えるんですけども、そういう事でですね。内部障害の

人、心臓に疾患を持っている人とかいろいろいますが就労意欲はありますんで、そういう

意味では週のうちの半日くらい就労できるような職場環境もですね。皆さんからご提案広

げてもらえれば就労のチャンスも広がるんではないのかなと思います。意見です。 

 

田中会長 

 はい ありがとうございます。運天委員、何かありますか？ 

 

運天委員 

 沖縄県身体障害者福祉協会の運天といいます。資料１ページの方です。私達の団体の入
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所施設というのを就労Ｂ、生活介護という事業をやらせていただいておりますけれども、

資料１のですね、施設入所から地域移行という国の指針で９％、沖縄県から市町村積み上

げで 3.8 という事で意外と大きい隔たりがあるのかなと思いまして、市町村は入所施設か

ら地域移行というのは障害者自立支援法ができまして、本当にもう高齢化、重度化、平均

年齢私達の 58歳というような入所でありまして、また、入所施設から本当に地域移行でき

るかということで私達の方も施設の方で議論はしているんですけども、なかなか家族とか

進まないというのが現状で、市町村もそういう危機感があって数値がいっているのかなと

いう事でこの数値が現れたかな思うんですけども、そして施設入所者の削減についてこれ

につきましては国が２％というのですけど、市町村は 1.2%ということで。私達の施設の方

もですね。地域移行ではなくて、他の施設、高齢になりまして介護施設の方に今年度２名、

病院の方に１名というような形で、本当に地域移行ができる方というのが少ない。施設で

も入所施設でも地域移行できないかという事で、グループホームとかという事も考えられ

るんですがなかなかちょっと厳しい。グループホームもなかなかないという事で、私達も

市町村に呼びかけたんですけど、行政の空き家をどうにかできないかとかですね。我々団

体としてもグループホームを作ると資金面とかいろいろな面でなかなか厳しい面があると

いうのが現状でありまして、この数値の大きい９％とか 3.8 とか気になるんですけど、市

町村の考えとか何かあるのかなと思いましてちょっとお聞きしたいなと思います。 

 

田中会長 

はい、お願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 はい、市町村ヒアリングの中で伺った話によれば、現在入所されている方はかなりもう

高齢の方であったり、あるいは障害支援区分が重い方ばかりという事で、今、委員が仰っ

たように地域移行であったり、あるいは退所していくのが非常に難しい方々が多いという

現状があるという事で、国の指針としては９％という事をご説明してはいるんですけども

ほとんどの市町村がそれを下回るという事で目標設定をしているという事でございます。 

 

田中会長 

 はい、金城委員、大城委員いかがでしょうか。 

 

金城委員 

 豊見城市の障害長寿課長、金城でございます。県の方へちょっと教えて頂けたらと思っ

ております。資料２の方ですけども、１点だけですね。２ページです。地域生活支援拠点

等の整備という事で市町村目標を転記しております。その中で整備区域ですね、圏域の範

囲ということで、北部とか南部とか希望する所がございます。その際に県としては、圏域
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の整備にあたってはどれだけの資料だとか、関わりを持っていくかの考え方を教えていた

だきたいと思っております。 

 

事務局（小橋川主査） 

 今年の７月に国から発出された通知によれば、都道府県の役割といたしまして地域生活

支援拠点の例えば全国的な好事例の情報をお伝えするとか、あるいは各市町村がこのよう

に考えていますよというような情報の仲立ちであるとか、そういった所で支援ができるの

かなというふうに考えております。 

 

田中会長 

 はい、大城委員。 

 

大城委員 

 南風原町役場、保健福祉課長の大城です。よろしくお願いします。先程、高良社会福祉

協議会事務局長からもありましたように人材、福祉人材の育成を市町村でも今後のサービ

スで、保育所等訪問事業とか障害児の支援を考える上で国の方からもどんどん発表してい

くように言われていると思うんですけども、実際今、実績がそれほどないし、市町村の方

でもそういうサービスを実際できる事業所があるのかという所も、状況とかですね。地活

事業の訪問支援専門員整備事業を活用する事も有効かなと考えたりするんですけれども、

それをやっていただける専門の方が少ないという事でなかなかそういう事業にとりかかり

たいのに踏み出せない所とか、保育所等訪問事業もそうですけどなかなかそれを活用に踏

み出せない所があったりしますので、そこら辺の人材育成についても、人材確保について

も計画的にやっていただけたらなと思っています。 

 

田中会長 

 ほかのご意見。 

 

村上委員  

沖縄労働局の職業安定部長の村上と申します。まず私どもハローワークを管轄しており

まして、皆様から就労についてのご意見をたくさん頂戴しましたので、就労生活支援セン

ターや障害者センターと協力して、ハローワークの窓口で皆様の就労のお手伝いができる

ように、まず担当している窓口の職員にまでご意見が伝わるようにしたいと思います。ご

意見ありがとうございます。 

数字について２点ほど質問ですが、先程資料３について市町村の積み上げだという風な

ご説明があったかと思うんですが、ちょっと不勉強で申し訳ないのですが、市町村の積み

上げた数字を県の方で精査するようなシステムがまずあるのかというのが１点と、５ペー
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ジのからの数字はおそらく５期の計画期間における目標の中で計画の本文の中に盛り込ま

れていくんだと思うんですが、例えば７ページに４期の数字が載っているかと思うんです

よね。その４期の中に載っている数字の中で見込がここで立っていて実績がとても高いよ

うな事業がいくつかあって、それは目標の時点と実際にやってみた結果として高くなった

という事で仕方ないと思うんですが、そのさらに高くなった事業であるにもかかわらず、

この５期の目標の中でさらに今の実績の半分しかないとかですね。例えばその(6)①の手話

通訳者の事業についてはその４期の当時は 1,200 とか 1,300 くらいの目標に対して実績が

5,000、ただ第５期の目標では 2,700 という事で、そうするとどこかの市町村は実績がある

にもかかわらず５期の時点でもまた低い目標にしている、逆のパターンもある、実績がな

いのにすごく目標だけ高いとかですね。そうするとこの目標自体が、先程どなたが仰られ

てた単なる目標だけになっているとですね、障害者の方の実際の目線に立っているのかと

いうことで、これからおそらく県が５期の計画を作る時点でこの数字について精査される

と思うんでが、市町村の積み上げたものについて県が何か関与できるものがあるのか、そ

の後ろについている６ページの県の数字は、８ページについている県の実績とはリンクし

ていて確かに目標として適切だと感じるのですが、市町村の積み上げた数字については、

今後の５期に盛り込む時に県としてどのように実績というか実態に合ったものにしていく

のかちょっとお伺いしたいと思います。以上です。 

 

田中会長 

 はい、積み上げに対する精査があるかどうかというそこがいちばん気になるところかと

思います。はい、お願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 市町村ヒアリングの際に各市町村の見込みに関しては、実績から並外れた数値になって

はいないかという事を確認している所でございまして、今、ご指摘されているような実績

と見込があまりに違いすぎるものに関してはですね、集計上の問題という別の問題がござ

います。目標をたてる段階ではこの件数という事で集計しているのだけれども実際その厚

労省に実績を報告する段階においてはその件数をさらに月ごとにやるためにそのかける十

何倍になっているとかですね、この集計の仕方で工夫ができないかというものもございま

すので、ここは検討が必要な事だと考えております。基本的には、ちゃんと実績を踏まえ

て１件１件確認してございます。 

 

田中会長  

はい、すみません。ここは念の為３時半までとなっているんですが、最後に仲根さんが

１点だけ質問したいと。よろしいですか時間。会場の時間は大丈夫ですか。 

大丈夫。ではどうぞ。 
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仲根委員 

 はい、しゃべりたくてうずうずしているんですけど、時間が全くないですね。こういう

協議の仕方でいいのかなとちょっと気になるのが正直なところでございます。今、お話し

あった精査の件が私自身もいちばん気になっているところであります。資料１のところの

目標数値の所が特に肝心な所だと思っていまして、各圏域ごとの数値を見ていても圏域で

頑張る所と全く頑張っていない所の格差を感じる。そこで特に私どもは地域でいかに住ん

でいくのかという観点からの地域移行を進めてほしいと常に思っています。正直、この数

字でいうと施設からの地域移行の数値がすごくやる気がないのかなと思うのと、数値が低

下しているのはちょっと懸念しているというのが正直なところで、少し積み上げについて

の確認もぜひ資料として準備していただきたいことは、あの特に地域移行については精神

障害の方々の数値もありますが実は昔でいう療護施設、身体の施設入所の数値がとても低

いです。移行が。この辺は施設ごとの地域移行の数字も積み上げ整理していただけないか

なという風に思っています。ぜひぜひこの地域移行の数値を高めて頂けるようにご努力お

願いしたいと思っています。ただ懸念することは沖縄県は人口比、または障害者数に比較

して施設数が多い。数値についての目標の I/O（アイ・オー）みたいな事についてもちょっ

と気になっていてその辺、人口比、又は障害者比に対しての入所者数の数値みたいなデー

タの今後、示していただけないかなと。たぶん沖縄は多いと思います。そういう所の整備

もしていただきたい事と、今後この施設協議会の役割はあと１回だけ、最後案文を協議す

るだけになるんですかね。そういう意味では何かとても不安な計画の協議の推進かなとい

うような事をとても懸念している所です。今後、計画案の作り上げの中で県が指針で示し

ている考え方みたいなことはしっかり本文に入れていただきたいと。これまでの協議の中

身がありませんが、高齢者、障害者介護保険サービスの円滑な利用、または障害者福祉計

画と介護保険事業とのいっそう調和にとれた考え方、または国でやっている総活躍社会ま

たは働き方改革、そういった国の政策の動向、考え方みたいな事がしっかり福祉計画の中

で整合性とれるように考え方を盛り込んで、本文、考え方をまとめていただけないかなと

常に思っております。以上です。 

 

田中会長 

 ありがとうございました。時間、申し訳ありません。かなり超過してしまいました。こ

こに上げていただいたいろんな数値についても下からの積み上げ、市町村からのという事

でしたが、先程いくつか質問が出ましたように県の方でそれをしっかり精査していただい

てそれからいわゆる 65歳問題ですね。高齢者、生活介護から介護保険を利用するような数

値がこの中にどれくらい盛り込まれているかという事も気になる点ではあります。 

はい、時間かなり押しました。これで議事は終了でよろしいでしょうか。 

 はい、本日はありがとうございました。司会の方に議事進行をお願いします。 
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司会（又吉計画推進班長） 

 皆様、お忙しい中、色々活発な意見交換、本当にありがとうございました。 

 一番最初に説明のありましたスケジュール案にもありますけれども、今後はパブリック

コメントとかですね、県がもっている自立支援協議会、あるいは施策推進協議会委員に意

見を聞かせていただいてですね、できるだけ良いものを作っていきたいと思いますので、

今後ともどうぞ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。 


