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平成 29 年度第３回沖縄県障害者施策推進協議会議事録 

 

○日時：平成 30 年 2 月 1日（木）14：00～16：05 

○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、運天健、田中寛、 

岡野真由美、當山潤、幸地睦子、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３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沖縄県障害福祉課の又吉と申します。

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と資料

３が１枚紙、資料２がホチキス綴じとなっております。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おります。 

また今回、席に追加資料１から３までが、それぞれ１枚紙でお配りしております。 

不足等がございましたら、事務局までお申し付け下さい。よろしくお願いいたします。 

では、お配りしている会次第に基づきまして、本日の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ます。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。 

それでは、これからの進行については、田中会長にお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 
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田中会長 

皆様、こんにちは。本日も議事運営について、皆様方のご協力の程よろしくお願いいた

します。本日の会議の時間は４時までということになっております。速やかな進行をお願

いしたいと思います。 

では、最初に委員の出席を確認したいと思いますので、事務局よろしくお願いいたしま

す。 

 

事務局（小橋川） 

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１１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 

ただいま事務局より報告がありましたように１５名の委員のうち１１名の方が出席とい

うことで、定足数を満たしており、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行って下さい。 

 

事務局（小橋川） 

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、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。 

本日マスコミの方もいらしておりますが、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 

会議の公開について、ただいま事務局より説明がありました。 

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



3 
 

きまして、許可を与えてもよろしいでしょうか。 

（承認） 

それでは、許可を与えるという事で進めていきたいと思います。宜しくお願いいたしま

す。 

それでは、早速議事に入ってまいります。本日の議題、お手元の資料にありますように

議題１、「第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画の素案について」ということにな

っております。 

それでは、事務局、説明をよろしくお願いいたします。それと、まず、事務局の方から

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ております。その辺も宜しくお

願いいたします。それでは、事務局よろしくお願いいたします。 

 

事務局（小橋川主査） 

それでは、私の方から第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画の素案について、

ご説明をいたします。 

まず、策定のスケジュールからご説明いたします。 

資料３をご覧ください。 

本日の第３回協議会で素案についてお示した後、素案をパブリックコメントにかける予

定でございます。パブコメ期間は基本的に１か月程度確保する事となっておりまして、そ

の期間と合わせる形で施策推進協議会及び自立支援協議会の委員の皆様からご意見をいた

だきたいと考えております。その後３月の第４回協議会では寄せられました意見を踏まえ

た計画の最終案をご提示させていただきまして計画を最終決定していく流れを想定してご

ざいます。本日、素案についていろいろとご意見をいただくかと思います。いただいた意

見を踏まえて素案を適宜修正の上パブリックコメントを開始する予定でございます。この

場でご意見をいただければ大変ありがたく思いますが、事務局からの資料の送付がぎりぎ

りとなりまして、委員の皆様が事前に内容を十分確認できなかった部分もあるかと思いま

す。本日出し切れなかった意見などはパブリックコメントと合わせた１か月間でいただけ

ましたらそれを計画に反映させていきたいと考えております。また、今回新たな取り組み

といたしまして、すみません、資料には特にないのですが、委員の皆様にご意見をいただ

く場としてビジネスチャットというものを利用しようと考えております。 

スマートフォンアプリの LINE などを利用されている方はイメージしやすいかもしれませ

んが、協議会の委員だけが参加できるグループを設定いたしまして計画素案についての意

見であったり質問であったりを共有することができるサービスとなります。これは前回の

協議会で素案について委員同士が議論する機会が不足しているのではないかというご意見

を踏まえたものでございまして、こうしたツールを活用して議論を深められないかという

ことで試行的に実施するものでございます。現在、事務局では設定作業などを行っており

まして、準備が出来次第、委員の皆様にご案内したいと考えております。どうぞよろしく
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お願いいたします。 

さて、計画の中身についてご説明いたします。 

資料１をご覧ください。 

今回の第５期計画は第４期計画から構成を変えたところでございます。 

資料の右側第４期計画の右上の方、ゴシック体で書かれているところをご覧ください。 

従来は国が提示する基本指針に則りまして、決められた成果目標ごとに、課題や県の取

り組みを整理しておりました。 

具体的には下の方、Ⅲ章の「成果目標」のところですが、「１．福祉施設の入所者の地

域生活への移行」という成果目標がございまして、そのテーマに関する現状や課題、目標

達成のための具体的な県の取り組みを記述しておりました。 

このやり方ですと、設定されている成果目標以外にも障害者を取り巻く課題や県の取り

組みはあるにも関わらず、そうした課題や、県の取り組み全体が見えないという部分がご

ざいました。 

そこで、第５期計画では、左側の方、ゴシック体で書かれているところでございますが、

障害者及び障害児を「障害者等」としまして、障害者等を取り巻く課題、それに対する県

の取り組みを３つのテーマに沿って整理いたしました。 

「１．障害者等の生活を地域全体で支える体制の構築」が、主に地域移行に関する部分

でございます。福祉施設の入所者や精神病院に入院している精神病患者の地域移行や、あ

るいは現在地域で生活している障害者が引き続き地域で生活していくことに関する課題や

取り組みをまとめてございます。 

「２．障害者が働き続けることができる環境の整備」は、就労支援に関する部分でござ

います。前回の協議会で「一般就労が全てではないのではないか」というご意見もござい

ましたが、こちらの章では福祉的就労も含めた、障害者がそれぞれに最も適した働く場へ

移行していく、またその場で働き続けていくことに関する課題や取り組みをまとめてござ

います。 

「３．地域における障害児への切れ目のない、きめ細やかな支援体制の構築」は、障害

児支援に関する部分でございます。今回の計画から障害児の福祉計画も一体となった計画

となっておりますが、この部分が障害児福祉計画と対応するものでございます。 

以上のように、第４期計画から構成を変えておりますが、国の基本指針で、障害福祉計

画にこれは記載するとされている事項は全て押さえた上で配置を変えているということで

ございますので、その点は問題ないことをご報告いたします。 

なお、第５期計画の第４章「共生社会の実現に向けた取り組み」は第４期計画にはない

新たな内容となりますが、こちらは国の基本指針において、下にあります１から６のよう

な内容が、障害福祉サービスの円滑な実施のために必要ということで新しく記載がござい

まして、それに対応する形で記載したものでございます。 

それでは、指針の中身についてご説明して参ります。資料２をご覧下さい。 
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今回、素案が 100 ページ近いボリュームということで、時間も限られております都合上、

前回 11 月の第２回協議会でご説明した成果目標やサービス見込量については、前回から変

更した部分以外は基本的に説明を割愛してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

１ページ目をお開きください。 

１ページから２ページにかけては、計画の基本的な部分についての説明でございます。

この計画が障害者総合支援法と児童福祉法の規定に基づくものであることや、沖縄２１世

紀ビジョン、第４次沖縄県障害者基本計画などと整合を図る形で策定することを記載して

ございます。 

２ページの「３基本的な考え方」のところでございますが、さきほど資料１の説明の際

に申し上げたとおり、今回の計画ではメイン部分を３つのテーマに沿って構成しておりま

す。 

１つめが(1)障害者等の生活を地域全体で支える体制の構築、２つめが(2)障害者が働き

続けることができる環境の整備、３つめがページをめくりまして(3)地域における障害児へ

の切れ目のない、きめ細やかな支援体制の構築、でございます。この基本的な考え方を記

載してございます。 

４の「策定体制、計画期間及び進捗管理」と５の「圏域の設定」は、第４期と内容は同

じでございますので、説明を割愛いたします。 

めくりまして５ページからは第Ⅱ章「障害者等の現状」としまして、県の人口推移見込

みや、各種障害者手帳の交付状況などを掲載してございます。 

こちらは記述を後でご確認いただければと思いますので、説明は割愛いたします。 

13 ページをご覧下さい。 

第Ⅲ章、「障害者等を取り巻く課題への取り組み」と題しまして、こちらが計画のメイ

ンとなる章でございます。 

「１．障害者等の生活を地域全体で支える体制の構築」では、入所施設や精神病院から

の地域移行に加えまして、現在地域で生活している方が、これからも地域で生活していく

ことについて課題や取り組みを記載しております。 

「(1)現状及び課題」では、大きく３つのテーマに分けて現状等を記載しております。①

として「長期入院精神障害者の状況」、15 ページにございますが②として「福祉施設の入

所者の地域生活への移行状況」、16 ページに③として「その他地域生活の支援体制に関す

る状況」を記載してございます。 

また、すみません、13 ページに戻っていただきまして、①の一年以上の長期入院精神障

害者については、トータルの数としては減少していますが、65 歳以上の入院患者ではわず

かに増加していること、グループホームなどの地域の受け皿が十分でないこと、地域移行

や地域定着を支援する各分野の連携について課題があることなどを記載してございます。 

めくりまして 15ページ。②の福祉施設の入所者の地域生活への移行状況につきましては、

入所施設から地域生活への移行が進んでいない現状の理由といたしまして、入所者本人が
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高齢化や障害の重度化が進んでいたり、家族の高齢化が進んでいるといった事情があるこ

とや、地域におけるサービス資源の確保の問題について記載してございます。 

また、そうした状況がありまして、施設入所者数についてもなかなか削減が進んでいな

いことを記載してございます。 

16 ページの③では、その他地域生活の支援体制に関する状況ということで、障害者の高

齢化・重度化への対応等を見据えたサービス提供体制の整備についての課題といたしまし

て、地域生活支援拠点について記載してございます。 

また、受け皿整備としてのグループホームの充実や、重度化・高齢化への対応なども課

題として記載してございます。 

以上のような現状や課題を踏まえまして、17 ページからが県の取り組みとなります。 

ピアサポーターの派遣や地域定着試行事業など、県として行う様々な取り組みを記載し

てございます。前半部分は障害福祉課、福祉としての取り組みで、17 ページ下３つめの○

からは保健医療部、医療の分野での取り組みとなります。 

今回、国の指針で、そうした支援に係る関係分野の連携について記載がございまして、

17 ページ上から３つめの○はそれを踏まえた、医療や福祉の関係者の協議の場の設置につ

いての取り組みを記載してございます。これは後ほどご説明いたしますが、成果目標に関

係する取り組みでございます。 

18 ページの②は福祉施設入所者に関する取り組みでございます。 

受け皿の確保のためにグループホームの整備を引き続き進めていくことや、定着支援の

強化、支援者に対する研修内容の充実などについて記載してございます。 

③はその他地域生活の支援体制整備に関する取り組みといたしまして、①や②に分類さ

れない、全体的な地域移行に関する取り組みや、地域生活の支援に関する取り組みについ

て記載してございます。 

１つめの○は平成 30年度から始まる自立生活援助という新たなサービスの周知や確保に

ついて記載してございます。 

２つめから４つめまでの○は、グループホームなどの必要なサービス量の確保や、地域

で障害者を受け入れることについての理解促進の取り組みについて記載してございます。 

めくりまして 19 ページの２つめの○は、障害者の重度化、高齢化等に対応した地域生活

支援拠点の整備促進についての取り組みでございます。市町村による地域生活支援拠点の

整備の取り組みについて、県が必要な支援を行っていくことを記載してございます。 

19 ページ３つめの○は、サービスの質の向上に向けた研修の充実などの取り組みについ

て記載してございます。 

20 ページの真ん中ほどの○は、県が実施する地域生活支援事業の取り組みについて記載

したものでございます。 

めくって 21 ページは、研修予定の一覧でございます。 

22 ページからは、これらの取り組みを踏まえた成果目標について記載してございます。
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全て 11 月の協議会でご説明した内容となっておりますので、説明は割愛させて頂きます。 

30 ページからは(4)といたしまして、サービスの提供体制の確保ということで、各種サー

ビスの見込量について記載してございます。 

この見込量は市町村が試算した数字を積み上げたものを基本としておりますが、前回の

協議会で、市町村見込量の精査が不十分ではないか、という指摘がございました。それを

踏まえまして、全てのサービスについて、見込量の見直しを行いました。具体的には、30

ページ下「見込みの考え方」の２つめの○にございますとおり、「施設入所者及び入院中

の精神障害者の地域生活への移行による新たな利用者や、高齢化等によるサービス利用の

増加を考慮」した調整を行っております。各市町村の見込量につきまして、今申し上げた

ような要素が考慮されていない項目について１つ１つ確認いたしまして、必要なサービス

量を加算するような形で全体的に修正することとしております。現在、細かい確認作業を

進めておりますので、多少数字が動く可能性がございますが、概ね今回お示しした数字が

県の調整後の数字と考えていただければと思います。 

なお、今加算する方向で調整していると申し上げましたが、就労継続支援Ａ型は見込み

が多すぎるのではないか、という指摘でしたので、また別の方法で調整しております。こ

れについては、後ほどご説明いたします。 

以降、36 ページまではサービス見込量に関する部分で、後で細かい数値はご覧いただけ

ればと思いますので、説明は割愛いたします。 

37 ページからは、地域生活支援事業の実施に関する記載でございます。市町村事業と県

事業の見込み等について掲載しております。こちらも後で細かい数値はご覧いただければ

と思いますので、説明は割愛いたします。 

以上までが地域生活部分の説明でして、42 ページからは「２障害者が働き続けることが

できる環境の整備」としまして、就労に関する課題や取り組み等を、大きく３つのテーマ

で記載してございます。 

１つめの課題は、職場への定着に関するもの、２つめの課題は、福祉的就労の質の確保

に関するもの、３つめの課題は、障害の特性等に合わせた、最も適した「働く場」への移

行に関するもの、となっております。 

(1)現状及び課題では、まず県内の障害者の就労状況をお示ししております。一般民間企

業における障害者雇用率は、平成 29 年６月１日時点で全国６位となっておりまして、42ペ

ージ下のグラフからは雇用率、雇用者数ともに伸びてきている状況が伺えるかと思います。 

めくりまして 43ページのグラフはハローワークにおける求職申込件数と就職件数を示し

たものでございます。こちらも申込件数、就職件数ともに伸びてきております。 

44 ページからはさきほど申し上げた１つめの課題である、職場への定着に係る現状を記

載してございます。 

県では「就労移行等実態調査」と申しまして、就労継続支援事業所及び就労移行支援事

業所を対象とした調査を毎年行っておりますが、平成 28 年度の調査によれば、平成 25 年
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度にこれらの事業所から一般就労へ移行した方の職場定着率は、定着期間１年以上が 67.4%

ということで、逆に申しますと３割以上の方は１年以内に離職等している状況となってお

ります。 

めくりまして 45 ページからは、全国の障害者の平均勤続年数と、全国の障害者の職場定

着の状況について掲載してございます。全体的に、精神障害者の職場定着率が低い状況が

伺えます。 

46 ページの下からは、障害者の継続雇用の課題となり得る要因について、障害者職業総

合センターの調査を抜粋してございます。 

めくって 47 ページまで続いてございます。 

継続雇用のためには、働きやすい環境づくりをはじめ、障害特性に応じたマッチング、

本人の健康維持など、様々な面からの取り組みが必要であることを記載してございます。 

47 ページ真ん中、福祉施設から一般就労への移行者数の平成 28年度実績は、市町村の数

字を積み上げた暫定値として 210 人と記載しております。現在、平成 29 年度の就労移行実

態調査をとりまとめている最中でございまして、この人数や、下に記載している就労移行

支援事業所ごとの就労移行率の部分の数字は、すみません。判明次第、最新の数字に更新

する予定でございます。 

47 ページ下、「最も適した『働く場』への移行」では、障害者が安定して働き続けるた

めには、個々の障害特性や障害程度に合わせた働く場が必要であるということや、そのた

めに一般就労と福祉的就労に関する支援機関の連携を密にする体制を構築する必要があ

る、という課題を記載してございます。 

48 ページは福祉的就労に関する質の問題について記載してございます。県内、全国とも

にＡ型の利用者と事業所が増加しておりますが、その一方で、一部問題のある事業者につ

いても指摘されていることを記載してございます。 

めくりまして、50 ページからは以上のような課題に対する、県の取り組みについて記載

してございます。 

１つめの○、就労移行等連携調整事業は、最も適した働く場への移行という課題に対応

するための、平成 30 年度からの新規事業となっております。本事業では、働くことを希望

する障害者について、一般就労だけではなく、福祉的就労も含めて、最も適した場に円滑

に移行できるよう、就労移行支援コーディネーターを配置しまして、支援対象者のアセス

メントや関係機関のコーディネートを行っていくという内容になっております。 

下の２つめの○は、従来から行っているナカポツセンター事業となっております。参考

として昨年度の実績も記載してございます。 

めくって 51 ページ、農福連携事業は、農業分野での障害者の就労を支援するということ

で、平成 29 年度から開始した事業でございます。 

２つめの○、IT サポートセンター運営事業は、ITを活用した就業への支援に取り組むと

いう部分を含めまして、平成 30 年度からの新規事業となっております。 
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その他、従来からの取り組みでございますが、障害者工賃向上支援事業や、障害者優先

調達などに関する取り組みを記載してございます。 

52 ページ３つめの○、指定障害福祉サービス事業者等に対する指導・支援の強化でござ

いますが、サービス事業者の質の問題に対応するための取り組みでございます。現在、県

の障害福祉課には事業所指導や支援専門の非常勤職員として１名が配置されております

が、平成 30 年度からはこれを３名に増員しまして、体制を強化した上で、引き続き事業所

指導、支援に取り組んでまいります。 

４つめの○、障害者等雇用開拓・定着支援事業からは、県の商工労働部での取り組みを

掲載してございます。障害者の職業訓練などに加えまして、障害者を雇用する企業への支

援や、県民の理解促進といった幅広い取り組みを行ってございます。 

53 ページの上から２つの○は、県の教育庁での取り組みでございます。就労支援コーデ

ィネーターを特別支援学校に配置したり、特別支援学校の卒業生の就職について企業訪問

などのキャンペーンを実施してございます。 

その下、３つめの○からはさきほど、障害者の地域生活の支援でご紹介した取り組みの

再掲となりますが、研修等の実施や、地域生活支援事業の実施について記載してございま

す。 

55 ページからは就労に関する成果目標でございます。こちらは 11 月の第２回協議会でご

説明した内容となっておりますので、説明を割愛いたします。 

58 ページをご覧下さい。58 ページからは、就労に関するサービスの見込量を掲載してご

ざいます。市町村の見込量をベースに、県の方で適宜調整を行っているというのは、さき

ほど就労以外のサービスの見込量に関してご説明したとおりなのですが、就労継続支援Ａ

型については別の見込み方をしております。 

58 ページの一番下の○をご覧下さい。「就労継続支援（Ａ）について、平成 29年度以降、

利用者数がほとんど増加していない状況を踏まえ、平成 32 年度までの見込量を、平成 29

年４月から９月までの平均利用者数 1,839 人を基本とし、入院中の精神障害者の地域生活

への移行による新たな利用者の増加分を加えた数値としています。」とございます。 

11 月の第２回協議会で委員からご指摘がございましたとおり、市町村はほとんどが平成

28 年度までの実績をもとに見込んでおりまして、Ａ型のような平成 29 年度に制度改正が行

われたサービスについては、見込量が過大となっている可能性がございました。 

そこで平成 29年４月以降の利用者数について確認しましたところ、59 ページ下のグラフ

になりますが、４月以降はほとんど横ばいという状況でございました。これを踏まえまし

て、今後３年間のＡ型の利用者は、基本的に横ばいで推移するものと見込みました。但し、

今後は精神病院に長期入院している患者の地域移行が進んでいくと想定されますので、そ

うした方の日中活動の場として、Ａ型も受け皿の一部になることが見込まれます。ですの

で、1,839 人に精神障害者の地域移行に係る増加分としておよそ 40 人ほどを加算しまして、

Ａ型の見込みとしております。 
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申し訳ございません。今回お配りした資料では誤ってＡ型の見込みがかなり大きな数字

になっておりますので、追加資料１をお配りしておりますが、こちらをご覧下さい。 

58 ページ、59ページが差し替えというような状態でございます。 

こちらにございますとおり、平成 28 年度末のＡ型の利用者数は 1,841 人ですが、第５期

計画期間におけるＡ型の利用者数はそこから微増ということで見込んでおります。追加資

料 1の 59ページのグラフも、それに伴って修正してございます。 

すみません。また資料 2に戻っていただけますでしょうか。 

60 ページからは就労に関連するサービスということで、計画相談支援について再掲して

おります。 

また 61 ページでは就労に関する地域生活支援事業について掲載してございます。 

以上が就労に関する記述でございます。 

62 ページからは「３地域における障害児への切れ目のない、きめ細やかな支援体制の構

築」ということで、障害児福祉計画に対応する部分となります。 

(1)現状及び課題では、大きく４つの課題について記載してございます。 

１つめから３つめまでの○は１番目の課題として、早期支援体制の整備について記載し

てございます。各市町村の規模によって、早期支援体制の整備状況等に差があることや、

早期発見、早期支援の重要性について取り組む必要があることなどを記載してございます。 

４つめと５つめの○は２番目の課題として、関係機関の連携や切れ目のない支援につい

て記載してございます。それぞれの教育機関で十分な支援体制や連携体制が構築されてい

ない状況があることや、市町村が関係者支援の具体的方法に悩んでいるということを記載

してございます。 

６つめの○から次のページにかけましては、３番目の課題として医療的ケア児や重症心

身障害児の支援について記載してございます。在宅療養を行う医療的ケア児の家族を対象

とした調査を県の保健医療部の方で行っておりますが、その中で「ア必要な情報の不足」

であったり、「イ医療的ケアの知識及び手技に関する不安」など、多くの不安を抱えてい

るという調査結果を掲載してございます。 

めくりまして 63 ページ。１つめと２つめの○は、医療的ケア児や重症心身障害児に対す

るレスパイト支援の充実に関する課題でございます。重症心身障害児については、市町村

の成果目標で「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」という項目がございますが、こちらでは「短期入所『等』」という書

き方をしております。 

最後の○はサービスの質の確保の問題といたしまして、一部の事業所では発達支援が十

分でない例がみられることを記載してございます。 

以上、大きく４つの課題としまして、１早期支援体制の整備、２関係機関の連携や切れ

目のない支援、３医療的ケア児や重症心身障害児の支援、４サービスの質の確保の問題に

ついて、現状と課題を記載しておりまして、その下の(2)県の取り組みについても、同じく
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４つの課題に対応する形で取り組みを記載してございます。 

63 ページの○４つが、早期支援体制の整備に関する取り組みでございます。市町村発達

障害者支援体制サポート事業や、在宅や認可外保育施設に入園する障害児に対する支援を

行うことなどを記載してございます。 

64 ページの１つめ、２つめの○が、関係機関の連携や切れ目のない支援に関する取り組

みでございます。 

後ほどご説明する成果指標と関連しますが、児童発達支援センターの設置や保育所等訪

問支援の体制構築について、市町村などと連携しながら取り組むこと、新サポートノート

えいぶるを活用することなどを記載してございます。 

めくりまして 65 ページからは、医療的ケア児や重症心身障害児の支援に関する取り組み

でございます。 

成果目標に関連して、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関が連携する協議

の場を設置することや、医療的ケア児の支援体制構築に向けて、コーディネーターの養成

に努めること、レスパイト支援などのために関係する福祉サービスの充実に努めることな

どを記載してございます。 

65 ページの下から３つの○は、障害児に対するサービスの質の確保についての取り組み

でございます。事業所の指導や支援の体制を強化することや、放課後等デイサービスガイ

ドラインの活用促進、研修等の充実について記載してございます。 

67 ページからは成果目標について記載してございます。こちらは 11月の協議会でご説明

した内容のとおりでございますので、説明は割愛いたします。 

73 ページをお開き下さい。73 ページから 74 ページは、障害児の子ども・子育て支援の

利用に関する提供体制の整備目標について定めたものでございます。 

例えば保育所や幼稚園など、障害児が子ども・子育て支援を利用するに当たっては保育

士の加配等、市町村において提供体制の整備が必要となってまいります。ここでは保育所、

認定こども園、放課後児童健全育成事業、これは通称学童保育ですとか、放課後児童クラ

ブと呼ばれるものでございます。最後に幼稚園について、障害児を受け入れるための目標

設定を行うものとなります。 

こちらの目標も 72ページまでの成果目標と同様に、毎年度市町村に照会して実績を把握

しまして、本協議会に状況を報告することとしております。 

めくりまして 75 ページから 78 ページは、障害児支援に係るサービスの利用者数、利用

量について見込みを定めたものでございます。 

障害児支援のサービス見込量については、市町村の見込みが概ね適正であると考えてお

りまして、各市町村からの見込量の積み上げをそのまま採用しております。 

75 ページの下に「放課後等デイサービスについては、平成 29 年４月に制度改正があった

ことを踏まえ、見込量が適正なものとなっているか精査中」と記載してございますが、こ

こで追加資料２をご覧いただけますでしょうか。 
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追加資料２は、平成 27年４月から平成 29 年 10 月までの、放課後等デイサービスの利用

者数推移を掲載しております。こちらを見る限り、さきほどの就労継続支援Ａ型とは異な

りまして、平成 29年４月以降もそれまでと同じように伸びてきていることが窺えます。従

いまして、75 ページ下の表で、放課後等デイサービスの見込量は棒線が引かれております

が、こちらには市町村の見込量をそのまま採用することといたします。 

資料２に戻しまして、78 ページまでは引き続きサービス見込量についての記述となりま

す。こちらは説明を割愛いたします。 

79 ページから 80 ページは、障害児に係る地域生活支援事業の実施見込み量や実施方法に

ついて定めたものでございます。こちらも説明を割愛いたします。 

今ご説明したうち、62ページから 80 ページまでの障害児福祉計画に対応する部分につい

ては、先週１月 24日に自立支援協議会療育・教育部会でご説明しまして、４点、ご意見を

いただいております。 

追加資料３をご覧下さい。 

まず、①が放課後等デイサービスの見込みが過大となっていないか、というご指摘でご

ざいます。直近の制度改正などを考えれば、今後も同じように伸びていくとはいえないの

ではないかという意見がございました。こちらについては、さきほどご説明しましたとお

り、検証した結果、問題ないというふうに考えてございます。 

２点目が、障害児支援の取り組みについて、はっきり障害であると診断の出ていない、

いわゆる「気になる子」とよばれる児童についての支援も含めるような文言を入れては、

という意見がございました。こちらはまだ文言の修正は行っておりませんが、例えば県の

療育支援事業など、「気になる子」を含めて支援する取り組みについて、それが読み取れ

るような記述を検討してまいりたいと考えております。 

３つ目が、「現状及び課題」の部分で沖縄県発達障害者支援センターの調査結果につい

て抜粋して記述しておりますが、当課で抜粋した部分の意図について、センターの方から

説明がございまして、それを踏まえた修正についての要望がございました。こちらもまだ

文言の修正は行っておりませんが、発達障害者支援センターの報告書の意図を正確に踏ま

えて、記述を検討してまいりたいと考えております。 

最後、４つ目が、発達障害児と医療的ケア児については記載があるが、他の障害も読み

取れるような記述にしてはどうか、というご意見がございました。こちらについても、ど

のように記述ができるか、検討してまいります。 

また、資料２に戻っていただきまして。81ページから 82 ページは、第４期計画にはない

新たな内容となりますが、こちらは国の基本指針において、１から６のような内容が、障

害福祉サービスの円滑な実施のために必要ということで新しく記載がございまして、それ

に対応する形で記載したものでございます。 

84 ページからは圏域ごとのサービス基盤整備計画といたしまして、これまでご説明した

サービス見込量について、圏域ごとに分けて掲載してございます。 
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以上が、今回の障害福祉計画及び障害児福祉計画の素案でございます。 

本日いただいた意見を踏まえて適宜修正した上で、パブリックコメントを行う予定でご

ざいます。何卒ご意見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。膨大な資料の説明でしたが、冒頭にお話がありましたように、

実際にどの程度、委員のみなさまが読み込まれたか。メールでは頂いておりましたが、私

も資料が届いたのが実は昨日でして、どの程度まで読み込みができたのかどうかわからな

いのですが。 

ここで質疑応答に入りたいと思います。 

少し時間かせぎではないのですが、私の方から少し最初にさせて下さい。 

まずですね、いくつかあるんですが。52 ページですね。52ページの真ん中の方、指定障

害福祉サービス事業者等の質の担保を図るために、指導員を 1 名から 3 名に増員するとい

うようなことです。ただ現在のこれだけの数多くある事業所に対して、3名の方がどの程度

有効に、効率よく回れるのかということも含めて、これは研修とか、そういったものを県

の方でやっていただけたらというようなことは考えられないでしょうかというところが、

まず 1点です。 

それと 64 ページ。「新サポートノートえいぶる」の活用等により、という項目がありま

す。これについては当初から私もいろいろ考えさせていただいた経過があるのですが、ど

うも活用率が悪いのではないだろうか。どの程度広報して使いやすい形で、どの程度みな

さんが周知されているかというのが、いまだに疑問なんです。どこにあるかもわからない、

あるいはどうも使い勝手が悪いのではないか、というような意見をたくさん聞きます。 

それとどうしても、児というか、成人になっての項目が少ないような気がしてですね。

幼年期から学齢期からのそういったものはあるのですが、これはやはり一生使えないと、

期間期間によって計画がそれぞれの中で隠されてしまって、継続して使えるような形にな

っているかどうか未だにこれが疑問なんです。それも含めてしっかり活用できるようにし

ていただければと思います。 

それと 73ページ。目標の設定の中で保育所なんですね。今これだけ保育所の職員不足と

いうことが叫ばれていて、浦添市でも 100 万円を出して内地から募集するようなこういう

ような状況の中で、この数字が果たして、園はあるんだけど部屋はあるんだけど、人がい

ないからできない。八重山の方でもそんな話も聞いたんですが。そういったところに対し

てこの数値が果たしてこのままでいいのかということ。さきほどの追加資料にもありまし

たが、75 ページのデイサービスについてもそうなんですね。今度の報酬改定で、デイサー

ビスＡ型はかなり下がるというような、報酬単価がそういうような形になってきていて、

この数値を見直しても問題ないということで先ほど事務局からの説明がありましたが、そ

れについて本当にこれでいいのかというようなところ、以上のところが少し気になりまし
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た。 

 

事務局（又吉計画推進班長） 

ちょっと確認からお願いしたいと思います。52 ページのサービス事業所等の質の確保を

図る上でということで。まず、研修でというのはその事業所に対する研修を、という。 

 

田中会長 

そうですね虐待防止は、今、職員あるいは行政等の研修機会があるのですが。このサー

ビス事業所に対して、経営者、ＮＰＯ法人等のいろんな会議はあると思うんですけど、な

かなか職員全体に対する研修というのは行われていないような気がするんですね。今のサ

ービスも、我々のところもそうなんですが。意外と入って来やすいというんですか、職員

が経験がなくてもできるような形で係わっていると。特別な資格を予定するようなもので

もないというような形で入ってきている方がたくさんいらっしゃって、それが質の低下と

言いますか、質の向上に対する問題にはなっているのではないか。そういった方々により

多く広く研修機会があればいいなというふうに思います。希望的。 

 

事務局（又吉計画推進班長） 

研修につきましては 54ページのほうに研修の予定、これは従来通りの研修になっている

んですけども、これで対応している状況ではあるんですけれども、会長がおっしゃるとお

り研修が必要という意見も、多々聞いたりしますので、出来る限りやっていきたいなとい

う感じを持っております。 

 

田中会長 

この 54 ページの研修は一般の職員というか、支援員は入っていないですよね。その辺の

提案を広げるということです。 

 

事務局（下地地域生活支援班長） 

地域生活支援班長の下地でございます。 

64 ページの新サポートノートえいぶるの話を少しさせて頂きたいんですが。会長がおっ

しゃっていたのは、小さいバインダー形式の旧えいぶるの話でしょうか。大きいほう。 

 

田中会長 

大きい方。 

 

事務局（下地地域生活支援班長） 

大きい方ですか。はい、大きい方のえいぶるはですね、昨年度から発行しまして、療育・
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教育部会の中でワーキングチームを作ってですね、中身についてもいろいろ検討して発行

しているところでございます。今後、その成人期の今のお話まで含めた形で継続して使え

るようなものにしてほしいというようなことについてはですね、今回えいぶるを作るにあ

たって、他の例えば児をものすごく、お子さんが学齢期に上がるとか、そういう時の児を

すごく意識した形で議論をして作成をしてきたという経緯がありまして、そこでまずうま

く活用しようというところです。で、普及についても今、発達障害者支援センターの方を

中心にですね、各圏域の福祉事務所ないしは市町村、それから保健所等々と連携をいたし

まして、ただお配りするだけではなくして、書き方の研修とかとも一緒に併せて実施をし

てきているところでして、その中では概ね好評といいますか、引き合いが結構あるという

ことで、今年度も増刷をしているような状況がございます。で、手元の方にどんどん普及

していくのはもう少しまだまだこれからかもしれないなとは思ってはいるんですけれども、

息の長い取り組みでですね、継続してただ配って終わりということではなくして、継続し

て取り組んでいきたいなという風に考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

田中会長 

はい、ただこれは発達障害の部門でいろいろやっているんですね。これは発達だけでは

なくて、知的も含め、精神あるいはいろんな障がいのある方達いらっしゃるわけですから、

なんでこれが発達だけで進んでいくのかっていうのがどうも引っかかるんですよね。 

 

事務局（下地地域生活支援班長） 

そうですね。えいぶるについては、発達の方から少し中心にということで開発といいま

すか、発行の検討が始まった、再検討が始まったような経緯がありますけども、ご指摘を

踏まえてですね、改定の時期にまたどういった記載方法がいいのかとかですね、普及の活

用の仕方等々を踏まえてですね、また検討していけたらいいなという風にも思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

田中会長 

もうこれは 10年になると思います。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

障害福祉課長の與那嶺と申します。 

保育所ですね、先ほど会長がおっしゃった 73 ページの保育所。これは県の子育て支援課

の方と調整をしてですね、このような数字を掲載しております。こちら県の方では待機児

童解消 0 という風な目標を掲げておりますので、それに合わせたような数字になっている

のかなと考えているところですが、今田中会長がおっしゃったような要因等も含めてです

ね、確かに人材の不足もしている等々もありますので、今一度子育て支援課の方との調整
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をして、その実現性等についてですね、検討をしていきたいと思います。続きましては、

放デイの今後の見込み量につきましては、先ほど小橋川の方から市町村の量をそのまま集

計をして、掲載をしていきたいという風な話があったんですが、今まさに報酬については

検討中でまだ正式な決定は終えていないところでありますが、確かに大幅にですね、この

報酬が下がるということになった場合には、当然この事業の運営に大きな影響を与えると

いうことは十分予想されますので、そのへんの動向もですね、やはり注視しながらですね、

検討をしていきたいと考えているところです。 

 

田中会長 

はい、ありがとうございます。それでは委員の皆さんから順にいきましょうか。大丈夫

ですか。挙手で、じゃあ宮里委員お願いできますか。 

 

宮里委員 

まず初めに、障害者法定雇用率、沖縄は先ほどの話では平均を上回ってということで、

評価するものでございますが、それでは沖縄は定着率はいかがでしょうか。これは障害者

に限らず、様々な話を聞くと沖縄は自分から仕事を辞める人が多すぎるということを聞い

ております。法定ということで、障害者の定着率、全国的にはどうであろうかということ

でした。それからですね、教育権というのはどのようなかたちで生まれてきても、それは

誰人も奪ってはいけないと思うんですね。例えば、難病のお子様、人工呼吸、それから痰

の吸入とか、学校に行きたくても拒否される。まずはこれは医療ケアとともに、医療ケア

ですね、看護師がついて、友達もたくさんでき、そして学校で学ぶ。こういう難病であっ

ても就学免除というのは、これはとんでもない話でございまして、これは私から見れば逃

げ道にしか思えない。環境を整えて、どんな子でも学校へ行ける、就学年齢が来たら学校

にどんな人でも行ける体制を整えて頂きたいということでございます。先ほどの障害者の

就労に関して、とても良い話がございました。視覚障害者は ITサポート、IT 革命によって、

音声によるパソコンの操作が非常にできるようになりました。今年度からその IT サポート

を重点的に行うということですので、これは非常に全盲の視覚障害者にとっても朗報です

ので、これに力点を入れてくだされば、全盲の方々の一般就労も広がると思いますので、

これはぜひともよろしくお願いしたいと思います。あとは意見がありましたら、また時間

がありましたらお願いします。はい、以上です。 

 

田中会長 

はい、ありがとうございます。 

 

事務局（又吉計画推進班長） 

障害福祉課又吉です。まずは定着の状況について県内の状況ですが、44 ページの下の方
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に掲載してるんですけれども、実はこの部分、国のやっている実態調査を依頼を受けてで

すね、やっている調査の結果を記載しているんですけれども。まあ県全体を表しているか

どうかというのはちょっとまだわからない状況ではありますが、参考にということで掲載

しております。その中で、定着期間 1 年以上の方は 67.4％が定着していると、そのあと 2

年以上定着してるのが 56.0％というふうになっていて、これがですね、もし県全体を表し

ているという場合には、46 ページの上の方にあるんですけれども、上の方が障害者の就労

状況等に関する調査研究ということで、国の機関が各ハローワーク等に調査をした結果を

集計したものになっているんですが、これも障害種別ごとに掲載されておりますが、まず

発達障害者が 1年で定着している割合が 71.5％、知的障害者が 68.0％ですね、身体障害者

が 60.8％、精神障害者が 49.3％という風になっておりますので、先ほど言った県内の状況

と比較した場合は、だいたい全国と同じような状況ではないかなというふうに考えており

ます。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

障害福祉課長の與那嶺です。医療的ケア児に関しましてはですね、今回の第１期の障害

児福祉計画の中で、保健、医療、障害、福祉、教育等々関係機関を網羅した協議の場を設

置することとして、医療的ケア児に対する支援態勢を構築していこうというふうに考えて

いるところです。実際、あの、今、現在、教育庁の方ではですね、医療的ケア児が通学す

る特別支援学校への看護師の配置などもとりかかっているところでございます。今後、こ

のような、例えば、保健医療部などでも、新たな医療計画を策定しましてですね、医療的

ケア児への支援を強化するという取り組みをしていく予定で聞いておりますので、これら

の、様々な関係機関と連携して、先ほどの協議の場においてですね、どのような支援体制

を構築していくことが出来るかというのを十二分に検討していきたいと考えております。 

続きまして、ＩＴサポートセンターの設置につきましては、今、現在、県の平成 30年度

当初の予算の方に予算要求をしておりまして、それが認められる場合にはですね、最も効

率的な方法、障害のある方々にＩＴ技術が向上できる様に、また、在宅での就労に繋がっ

ていくように仕組みづくりを今後も考えていきたいと思っております。 

 

田中会長 

はい、宮里委員よろしいでしょうか。 

 

宮里委員 

わかりました。それで、医療ケアの場合にですね、現在は、やっぱり難病ということで、

看護師もそうですけど。だいたい学校からは親が一緒じゃないと駄目だということで断る

ケースが多いそうなので、そういう点、これを差別と言っていいかよくわかりませんが、

どんな子でもやっぱり教育権は保障して頂きたいということでございます。ありがとうご
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ざいます。 

 

田中会長 

はい、ありがとうございました。出来れば、お一人ずつご意見を賜りたいのですが、い

かかでしょう。挙手をして頂けたら。 

はい、じゃあ、仲根委員お願いします。 

 

仲根委員 

はい、脊髄損傷者協会の仲根です。 

私の方から何点か質問させて頂きます。まず、資料のまとめ方についてなんですが。率

直に言って、どこにどの項目が、何があるというのが正直探しづらかったです。目次につ

いて、この、括弧までは入っていますが、〇に数字が無くてですね、数字までないとどこ

に何があるかというのを探しこめなくてですね、今日も資料をどこを言っているのかなと

探すのにちょっと苦労している。もっと市民に、県民に開かれた資料になると思いますの

で、これは目次の設定についは配慮頂く事が必要かなと思いました。 

内容なんですが、18 ページの「②福祉施設の入所者の地域生活への移行に関する取り組

み」という所があります。それについては、28 ページの方の数値目標と関連づけている理

解だと思っていますが。28 ページの地域移行の目標数について、これは全国的に見て、国

が指針的な数字があったかどうかちょっとわからなくて、この削減数が私はとっても少な

いというふうに思っていまして、沖縄県は他府県に比較して施設数が多い、入所数も多い、

非常にその施設サービス量が沖縄県は多いというのは特徴で、これは障害者についても老

人についても。いかにこの施設から地域移行に広げていくかというのは大事な要素だと思

っていて、これは、人口当たりであったり、これは数値目標というのが他府県に比較して

どうなんだろう、全体数の中で。その辺の数字がちょっと私自身見えなくて。今言った地

域移行、施設から地域移行の数値の目標設定の仕方について、上がってきた数字だけなの

か、何か指針みたいなものがあったのか。その辺について、聞かせてもらっていいですか。 

21 ページの今後の実習予定の研修一覧については、これについてはもう期待をどうこう

ではないのですが。是非、こういう情報はいつ実施予定でどこが担う、委託機関であれば、

委託期間はどこで、いつ頃実施してやっていくのかという、実施状況がわかるものを是非

ホームページなりにあげて頂きたいなと。もうこういうような状況が結果どうなったかと

いうのはいつもわからないことがあったりするので、そういう配慮を頂きたいという、こ

れは申し出になります。 

58 ページのサービス提供の確保のところについては、前回、私の方でＡ型については見

込量が多いということを受けて、実態、29 年度の推移実態を基にした数値で変更していた

だいたのはありがたいなと思っております。とりあえず、以上ですね。 
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田中会長 

はい、じゃあ、お願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 はい、まず、一番最初にご指摘のあった目次の件につきましては、項目を探しやすいよ

うに修正の方向で検討させていただこうと思います。ありがとうございます。 

そして、２点目の福祉施設の入所者の地域生活への移行ですとか、あるいは、削減数に

関しても、他府県との比較という部分でございますが。恐れ入りますが、今は資料などを

持ち合わせておりませんので、先ほど、ビジネスチャットなどのお話もございましたけれ

ども、そういった場でこういった資料もございますというような形で提示させていただけ

ればと思います。 

 

仲根委員 

よろしいですか。すいません。伝え忘れているものがありまして申し訳ありません。は

い、今、分かりました。あと、47 ページの方の福祉施設から一般就労への移行者数等の記

述のところについて、48 ページのＡ型の不適切な運用というところの記述があって、その

下の方は、これはＡとＢを足した両者との推移ということなのか。この辺が就労継続事業

というものはＡとＢになるので、もしＡだけであれば、Ａだけのデータとしての整理をす

る必要が有ると思うのですが。ただし、継続支援事業から一般就労するのはＡ型だけでは

なくＢも課題がありますので、Ａだけ載せるというのは片手落ちになるので、Ｂから就労

移行をどうするんだという考え方も記載がないと、就労継続そのものの在り方も大切かな

と思いますので、ここも必要かなと思いました。 

 

事務局（又吉計画推進班長） 

はい、私の方から説明します。 

まず、研修等の実施状況、予定であったりとか、あと結果についてはホームページ等で

みなさんに公表していきたいと思います。 

続きまして、就労継続支援事業の状況については、ご指摘のとおりですね、Ｂ型という

部分もありますので、そこも掲載していきたいと思います。 

加えてですね、50ページの県の取り組みでですね、小橋川の方からも話がありましたが、

平成 30年度から新たな事業として就労移行等連携調整事業というものをやる予定をしてお

ります。国の指針等を見ましても、ポンチ絵等を見ましても、一般就労の事しか記載がな

かったりとかですね。それで、県としては、福祉的就労も含めてですね、障害がある方が

働き続けることができる、これもずっと定着という事でもないと思うんですよね。また、

厳しいというのであれば、本当に厳しさが伴う前にですね、また別の方法を探していくと

かですね。そういった流れができれば、非常に障害のある方にとってもいい方向に進むん
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じゃないかなという形で思っております。えいぶるではないんですけれども、障害者の支

援について継続していくような形で、ここではこういう支援だったというのが、ちょっと

プライバシーの問題もあると思うんですが、それが継続していけばですね、その障害者と

共に特性も早めにわかって、これも支援につなげるという意味ではないかなということで

ですね、こういった事業が活かせられるのではないかなというふうに思っています。これ

はもうもちろんＡ、Ｂ両方踏まえてということになります。以上です。 

 

田中会長 

はい、ありがとうございました。よろしいですか。はい、時間が 16時までという事であ

と 40分程度、出来るだけ大勢の方にご意見を賜りたいのですが。 

はい、幸地委員お願いします。 

 

幸地委員 

はい、中部の障害者就業生活支援センターにじの幸地です。 

まずですね、46 ページのですね、定着の課題の調査の取り方について、提案というのか、

考えてもらいたいなと思うのがですね。県内の例えば就労移行支援事業所とか、県内のナ

カポツであるとか、ハローワークであるとか。「企業からなぜ退職したの？」ということで

アンケートをとると、より県内の課題が見えてきて定着の課題が見えてくるのではないか

なと思います。 

あと、もう１点ですね。生産人口とか、サービスの見込みの中に難病の方も含まれてい

るかどうか教えて頂きたいなと思います。 

 

田中会長 

最初のご意見でよろしい？ はい。両方とも？ 

 

幸地委員 

提案です。 

 

田中会長 

提案ですか。はい。それと難病の方が含まれているか。 

 

事務局（又吉計画推進班長） 

すみません。まず先ほどの最初の提案の方ですね。うちの見込みの部分とも関わってき

ますので、お互いに連携して実現できるような方法はないかと検討していきたいと思いま

す。 

続きまして、この表とか調査の中に難病が入っているかということなんですけれども、
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これについてはちょっと確認が今できませんので、確認させて頂いて報告をさせて頂いて

も大丈夫でしょうか。お願いします。 

 

田中会長 

はい、では、そういうことで。 

次は、はい、知花委員、お願いします。 

 

知花委員 

はい、成人の発達障害の当事者会代表をしています知花と申します。私は同時にうるま

市で障害児の親の会、そちらの方でも副代表をさせて頂いているんですが、今日はちょっ

と子どもの面というか、そちらの方からのお話をさせて頂いてもよろしいでしょうか。 

63 ページ、こちらの一番下の「発達障害の診断ができる医療機関が県内には少ないこと

を踏まえ」というところですね、こちら県の取り組みして「どの地域においても一定水準

の発達障害の対応ができる体制を整えます。」というのが記載されているのですが、これは、

具体的にどういったことを考えていらっしゃるのかなというのがお聞きしたいのが一つ。 

あと、もう一つ。「自立支援協議会療育・教育部会」の追加資料３の要約の方ですね。「市

町村が行う発達障害児に関する～具体的方法がわからない」という箇所でいうところです

ね。これをガイドラインを市町村の方の担当に見てもらうのか、教育関係に見てもらうの

か、保護者に見てもらうのか。これが 62 ページのたぶん、「（１）現状及び課題」の上から

５番目に関する事だと思うんですけども。この具体的方法がわからないことに関して、「児

童や保護者、教育現場担当者に対し」というのが、すみません、私、ちょっと、この文だ

と誰が誰に対しての文か、私がわからなくてですね。この市町村の担当者の方がわからな

い。あっ、ＯＫ、わかりました。はい、それで、その方々に関してなどですね、解決の方

法のひとつに保育所等訪問があると思うんですね。この保育所等訪問が、この資料３にも

あるんですが、児童館の利用などの、これは多分、学童を指していると思うんですけども、

そういったことが増えてくることによって、放課後デイサービスの利用が少し減るのでは

ないかという見込量での影響が述べられていると思うんですが。まだまだ、そこまで保育

所等訪問の事業所は、そこまで多くはない。私は利用させて頂いてはいるんですが。実際、

うちの子どもたちに。多くない事と、これから県の方でも色々なことで作業療法士さんと

連携して、保育所等訪問を増やしていくという、そういう方向であるとは見ているんです

が、実際、まだまだ放課後デイのニーズというのが実際にあって、これが淘汰であって、

ここに載っている様に淘汰が進んでいくことによって、見込量が減っていくということが、

淘汰であればいいんですが、先ほどの保育園の状況と一緒で、やはり放課後デイサービス

にも職員さんが報酬改定などでやはり、つかまらないというか、資格がきちんとある方だ

ったら確保が難しいという状況がありまして、デイの方の質の保持、こちらも成人の事業

所と一緒でやはり、田中会長さんもおっしゃっていたように、県の方で全体の職員さんへ
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の指導、そういった研修など、これも市町村単位だったり、事業所単位では、やっている

ところがあるのはわかるのですが、その質を事業所単位や市町村単位にするのではなくて、

県全体で引き上げていけるような、地域差が出ないようなところにというのは可能でしょ

うか。というこちらの質問というか、希望になります。はい。以上です。 

 

田中会長 

はい、事務局。よろしいでしょうか 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

障害福祉課與那嶺です。 

まず、この 63ページにある発達障害は、どの地域においてもというふうな表現をしてい

るのは、本年度から、かかりつけ医等の向上研修というものを実施をすることとしており

まして、基本的には国の方の研修を受けまして、その研修を受けた方が講師となって、伝

達研修を行うという研修の内容になっております。そういった研修をどんどん開催しまし

て、発達障害の診察をすることが出来る小児科医等を地域においても増やして、暮らして

いきたいという意味合いで、この書きぶりとしております。また、県全体での研修の実施

につきましては、やはり研修というのは職員等の質の向上のためには大変重要な機会であ

りますし、これにつきましては前向きに検討をさせて頂きたいと思います。 

 

田中会長 

はい、知花委員、よろしいですか。 

はい、他に。 

はい、當山委員お願いします。 

 

當山委員 

沖縄南部療育医療センターの當山です。医療の立場からちょっとご意見です。 

一つは、17 ページ、18ページのあたりで精神障害、長期入院の精神障害の方々に対して

は医療の障害福祉介護を踏まえて総合して関わっていこうという表現なんですけども、次

のページの福祉施設の入所者が地域移行した場合に医療に関わりはないんですけども、ど

うしても障害の方々って医療的に今はいらなくても将来、必要になる可能性も十分ありま

す。それでこの施設から医療に関わるのと同じかそれ以上の医療へのアクセスの担保とい

うか、引き寄せ、整備を検討して頂きたいと思います。 

あと２点なんですけど。発達障害に関して知花委員と似たような意見なんですけども。

他の障害については、古くからの関わり、歴史があって、ある程度一貫した基本的な関わ

り方みたいなものが出来ていると思うのですが、発達障害に関してはまだそこまでいって

なくて、診断して、保育園、幼稚園、学校、就労、職についてという、それぞれの関わり
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方すら、今、試行錯誤の状況なんだと思っています。そこで、県として、モデルというか

基本的にここをこういう関わり方をして、こういう引き継ぎをこの次の保育園から幼稚園、

幼稚園から学校とか、こういう引き継ぎ方をしていこうというようなモデルを提示して頂

けたらと思っています。もう１点、放課後デイで言われております質の担保なんですけど、

今、国から出してきているのは人員面だけの質の担保だと思っているのですけど、もうち

ょっと踏み込んで、この中身ですね、子どもたちが必要としていることがなされているか

とかまで踏み込んでチェックして頂ければと思っています。これは要望です。 

 

田中会長 

はい、ありがとうございます。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

はい、障害福祉課與那嶺です。 

施設から地域生活へ移行した方への支援といいますか、これにつきましては、来年度か

ら新たな障害福祉サービスとして自立生活援助という事業が創設されます。その事業内容

が、この施設入所又は共同生活援助を受けていた障害者が居宅における自立した日常生活

を営むうえでの様々な問題につき、一定期間、厚労省のパブコメでは１年間という形にな

っているのですが、定期的に概ね１週間程度、巡回訪問や、通報を受けて、様々な相談に

応じ、また支援を行うという事業が創設されます。その中で福祉施設から地域移行した方々

に対しての巡回訪問等を行う中で医療機関へのつながりとか、そういったものが出来てく

るものということを期待しているところでございます。また県として、発達障害児の基本

的な切れ目ない支援のモデルケースの提示ということにつきましては、比較的にすぐに出

来るというわけではありませんので、若干時間を必要としますので、そこのあたりをちょ

っと考慮して、どういったケースがモデルケースとしてなり得るかというものも含めて、

これを検討させて頂きたいと思います。 

 

田中会長 

當山委員よろしいですか。 

 

當山委員 

はい。 

 

田中会長 

岡野委員、今のところで何か。 

 

岡野委員 
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沖縄県精神保健福祉会連合会の岡野です。 

一つは、先ほど仲根委員からあった項目の立て方なんですけれども、私もちょっと読む

時に、読みにくいというか、探しにくいなと思ったところはあるんですけれども。例えば、

精神障害者の 17 ページの精神障害者の地域移行に関する県の取り組みというのがあって、

①番は精神障害者に係る部分があって、②番になると三障害全体のところかなって思った

りしながら、読んで、どこをどうすればいいっていう具体的なことは提案出来ることがな

いんですけれども、わからなかったということではないんですが、もうちょっと工夫出来

ることがあるのかなということも感じながら読みました。 

あとは、今お話があった自立生活援助の新事業のことについて質問です。18 ページに書

かれている平成 30年度から新しく始まるサービスという事なんですけれども、必要量の確

保の具体的な取り組みと、あと利用を促すための周知の取り組みについて、もう少し詳し

く教えて頂けたらと思っています。沖福連で昨年に家族会の研修会を行って、家族に対す

る暴力、「家族への暴力ＳＯＳ」というテーマだったんですけれども、アンケートからも家

族の方が訪問型のサービスをとても望んでいらっしゃるという声が多く聞かれました。あ

とは、昨年 12 月に大阪で 33 歳の女性が監禁されて亡くなられたという事件があったんで

すけれども、まだ、精神障害への社会の偏見とか家族が正しい知識をもっていないという、

親に対する支援もまだまだ必要だなというのをとっても感じています。地域で生活するた

めの訪問型のサービスが充実して長期入院の退院支援が進んでいく事を期待しているので、

このサービスが充実して利用されるようになったらなと思っています。 

あとは 33ページの方に見込量があるんですけれども、すいません。11 月の協議会はお休

みしたので、これも新しく始まるサービスなんですけれども、この見込量の根拠をお話し

されていることなのかもしれないんですけれども、教えて頂きたいと思います。 

 

田中会長 

事務局よろしいですか。 

 

事務局（小橋川主査） 

はい、見込量の説明の方からさせて頂きます。こちらも市町村の見込みというものはあ

るんですけれども、市町村が見込んでいるものに加えまして、その見込みが福祉施設から

の地域移行やあるいは精神障害の方の病院からの地域移行、そういったものが反映したも

のになっているかというものをひとつひとつ確認いたしまして、それを加算する形で見込

んでいるところでございます。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

自立生活援助の報告は確定ではないのですが、事業の実施主体としましては就労系の福

祉サービスを除く、例えば居宅介護とか同行援護とかあるいはグループホーム、また、障
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害者支援施設等がこの事業の自立生活援助の実施主体とされているところでございます。

この事業につきましては、なにぶん新たなサービスになりますので、事業の周知、これが

最も重要になってきます。毎年３月には各県内の障害福祉サービス事業者のサービス管理

者とか、あるいは経営者等々を含めて集団指導という形で本島はもちろんのこと、宮古、

八重山においても、そのことについて周知、あるは研修等を行っているところでございま

す。そうした機会とあらゆる機会を利用してこの新たなサービスについて周知を図り、こ

の事業に手を上げてくれる事業所がどんどん出てきてくれることを期待したいと思ってお

ります。もちろん、県のホームページにも事業の詳細等を掲載していく予定にしておりま

す。 

 

田中会長 

よろしいですか。 

はい、比嘉委員お願いします。 

 

比嘉委員 

沖縄県聴覚障害者協会の比嘉です。 

資料、データを見ますと何と申しますか、歯がゆい思いをいつもしております。言い方

がちょっと合うかどうか分かりませんが。 

例えば、21 ページ。相談支援、従事者研修は、相談員関係の研修なんだろうなという事

はわかります。また、県や市町村主催の研修会がたくさんあるのでしょう。この中になん

というか協会の役員とか手話通訳などに関わっている者たちを対象としたものが含まれて

いないというケースが多いと思います。例えば、なぜかと申しますと、協会は役員、また

手話通訳活動者、要約筆記活動者のほとんどが相談をする場面が実は多いんですね。手話

を使ってコミュニケーションをしていくということがありますので、悩み相談を現場で、

あるいは協会でというふうに受ける場所が一般の場所ではなかなか相談ができないために

そうことが起こっています。ただ、そういった人達、実際に相談を受けている者がいるの

に、そういう人達への研修がない。ですから対象者の中に聴覚障害者協会にいるものであ

ったり、手話関係者、要約筆記関係者を含めて頂きたいというところと、もうひとつ、ハ

ローワーク、障害者の雇用が増えているというところでその利用については良い事ですが、

私達にとっては見えません。聴覚障害者がどれぐらいいるのか、身体障害者のうちのどう

いう人たちがどういうふうに就労しているのかというところがはっきりと見えてきません。

分析という作業は大変なことかもしれませんけれども、障害別というところで少しデータ

を分けられないものかと。発達障害の方たちであったり、障害児であったり。精神障害の

方々も何か一括りでされているような感じがするので是非、そういった分野別に、または

障害別にやって頂きたいなと。そういうところが見えてこないと、どういうふうにして対

応してるのかというところで歯がゆさを感じます。県としてはもちろんこういったデータ
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を確認していくのは大変なところかもしれませんが、やはり数だけではなくて。もちろん

田中さんがおっしゃったように障害別で、おおざっぱでもよろしいですので、例えば聴覚

障害者で言えば、重複障害の方もいらっしゃいます。耳が聞こえなくて目が見えないとか、

てんかんをもっているとか。そういった障害を併せ持つ人がいますが、そういった状況が

その数からは見えてきません。ですから、どういった状況でどういうふうに動けばいいの

かという具体策も出てこないと思うんです。ですからその障害別についての数字を知りた

いというところがあります。もちろん個人情報等々もあるかもしれませんけれども、分野

別、障害別というところでデータをきちんと出して頂けると大変助かります。宜しくお願

いします。以上です。 

 

田中会長 

はい、ご意見ということで。よろしいですか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

はい、障害福祉課與那嶺です。 

確かに今、比嘉委員がおっしゃったように、この相談支援員への研修の中に手話関係者

を、手話通訳者と、聴覚障害者に対応する相談員が含まれていないというところは確かに

今おっしゃるとおりかと思います。その点、現在、手話推進計画というものを策定してお

りますので、どういった形で聴覚に障害のある方に対する相談支援業務を行う方に対する

研修の実施方法を、この辺は聴覚障害者情報センターとも連携して対応をしていきたいと

考えております。 

次に障害種別の雇用の状況ですが、このことにつきましては、実際そのような細かい数

字的なものがあるのかどうかというのはこちらとしても把握をしていないところでありま

して、その辺は今後、どこまでの数字があるのかも含めて、調べさせて頂きたいと思いま

す。 

 

田中会長 

よろしいですか。はい、では。 

 

比嘉委員 

大変だとは思いますが、是非、やって頂きたいです。やはり、それはおおざっぱでも結

構です。障害別にしっかり数がわかればというところで要望しておりますので、是非宜し

くお願い致します。 

 

田中会長 

はい、仲根委員。補足は。 
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仲根委員 

今、比嘉委員の方で提案が、障害当事者団体等の相談員とかの研修等のこの参加形態に

ついてというところで補足的に。これは相談員初任者研修等だけではなく虐待防止研修で

あったり、共生社会条例に伴うサービス相談員研修等々について、障害当事者団体への案

内はありません。虐待防止研修についても障害当事者団体については参加はできないとい

うことでした。そういうところでの障害者団体の相談活動については、共生社会条例の方

でも、きちんとピアサポート活動を進めるという条例規定がありますので、そういうとこ

ろからも障害当事者の相談活動等々についての人材育成研修については、もっと広い範囲

内でご案内をしてほしいというのが比嘉さんのいう主旨だというふうに思います。 

 

比嘉委員 

その通りです。 

 

田中会長 

よろしいでしょうか。 

はい、課長、はい。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

はい、障害福祉課與那嶺です。 

研修を広い範囲への案内といいますか、周知をしてほしいという依頼は、仲根委員から

の御意見です。これにつきましては障害福祉課としましても、やはり多くの皆さんに、も

ちろん会場の規模等もあるかと思いますが、それは工夫をすればその場が研修の知る籠に

なるかと思いますので、是非、周知等を当事者団体も含めての周知を今後行っていきたい

と思っております。 

 

田中会長 

はい、ありがとうございました。 

村上委員、お願いします。 

 

村上委員 

沖縄労働局の村上と申します。 

先ほどはハローワークでの就職について、障害種別のデータを取ってほしいというご意

見ございましたが。実際に取っているのはハローワークでございまして、障害種別的、例

えば身体とか、知的とか、障害種別的なデータを取ってますが、それ以上の細かいデータ

になりますと、どこまで取れるか現在どこまであるかということはちょっと調べさせて頂
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いて、サンプル調査になるのか、全数であるとなかなかマンパワー的に難しい所もござい

ますが、前向きに検討して参りたいと思います。１点だけご質問がありますが、57 ページ

に、一般就労移行者の職場定着率の向上という項目がございます。御存じの通り、障害者

雇用率は来年から 2.2％に引き上げられるんですね。現在有効求人倍率も上昇傾向にあるこ

とから、障害者の雇用状況というのは年々就職数も上昇しているというところでございま

す。ただ、ハローワークとしても課題としてはこの定着率というところがですね、先ほど

の３割以上の方が一年以内で離職しているという状況を考えますと、非常に重要であると

考えております。その中でこの職場定着支援事業ということで８割以上という目標を掲げ

られてますが、まず一点、この対象は右側にあるこの就労定着支援の 228 が母数というこ

とでよろしいのですか。そうしますと、前のページのですね、ハローワークの 43 ページに

載っているハローワークだけでも年間 1800 件、地方就職されている方も合わせますと、お

よそ 2000 件以上の就職されている方がいらっしゃる中で、228 という数は決して多いもの

でもございませんし、必ずしもその離職される方だけにターゲットを絞るというのは難し

いので就労移行、そのまま定着される方も、まあ、途中で離職される方もこの 228 の中に

含まれていると思うんですが。一つだけご意見というか、お願いというか。職場定着支援

事業を行った結果、成功した例とか、失敗した例とか様々な例が出てくるんですが、それ

を是非まとめて頂いて、そのまとめたものを何かしらの形で公表というか、情報提供いた

だけるというのが１点と。あと、出来ればセミナー等を開いて、事業主の方を対象にして

頂ければ、それがより広がるのではないか。どうしてもこの全数を定着支援するというの

はなかなか、我々もそうですが難しい所でございますが、その好事例を以てハローワーク

でもその就職の後に繋げていきたいと思いますので、是非ご検討宜しくお願いします。以

上です。 

 

田中会長 

はい、よろしいですか。 

 

事務局（又吉計画推進班長） 

はい、定着については、県の方では雇用の部分もありますので、連携を図りながら、こ

れについては今後、数字を把握していく必要がありますので、是非把握したうえで公にし

ていきたいなというふうに考えております。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

定着できなかった要因とか、その辺につきましては、これも平成 30年度から新たなサー

ビスとして就労定着支援という障害福祉サービスが創設されます。そのサービス内容とし

ましては、一般企業に就職した障害のある方に対して、月に一回以上対面等を行うもので

あります。また、仮に利用者が離職した場合においても、離職後の支援を行うという内容
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になっておりますので、その辺りで実際その定着、何故、職場を辞めざるを得なかったか

を、そのような要因等が分かってくるのではないかと考えております。 

 

田中会長 

はい、よろしいですか。 

國吉委員、はい、お願いします。 

 

國吉委員 

沖縄県腎臓病協議会の國吉です。 

すみません。２時間近くここに座っているのですが、よく読み込めないんですよ。県の

取り組みという事で長期精神障害の地域移行とか福祉施設の入居とか全部、精神障害にお

ける皆さんのお話なのかなと思うと、後ろで就労支援、障害者が働き続ける事が出来る環

境の整備とか、これは内部障害とかそういう人は除かれるんですか。障害者の定着率うん

ぬんも全部これは精神障害の皆様だけが対象なんでしょうか。全障害者だけが対象なのか。

その辺がですね、読んでてここにいる障害者というは誰を指しているのかが、障害者全般

なのか、精神障害者だけなのか、そういうのがちょっとわかりづらい。いちいち事細かく、

これは全障害者ですよ、これは精神障害者ですというふうに小分けするのも大変かもしれ

ませんけれども、その辺をもうちょっとあまり知識の豊かではない私でも「あっ、これは

自分たちの書いているんだな。」「あっ、これは発達障害の方たちが対象なんだろうな」と

いうのがわかるような資料作りをしてくれれば大変助かります。 

 

田中会長 

はい、同じような意見が今回、いくつか出ましたが、最初に障害者の定義とか書いてお

くといいのかもしれないですね。いかがですか。 

 

事務局（又吉計画推進班長） 

はい、今日、出た意見というのは、資料の作り方、基本的な部分だと思うんですけれど

も。委員の皆さんの意見を聞かせて頂きましたので、きれいに整理させて頂いて、綺麗な

ものを作って行きたいと思います。宜しくお願いします。 

 

田中会長 

國吉委員、よろしいですか。 

はい、運天委員、お願いします。 

 

運天委員 

沖縄県身体障害福祉協会の運天と言います。 
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皆さんのご意見と一緒なんですけど、先ほどの。國吉さんと一緒なんですけども。18 ペ

ージ③の１です。平成 30年度から始まる新たなサービスである自立生活援助について、書

かれてあるんですけども、パッと見ですね、自立生活援助とはなんだろうと思ったら、ペ

ージ 33 ページに綺麗に書かれておりますので、ちょっと理解できるかなということであり

ますけれども、ちょっとホームページを見て下さいと言うよりは、ホームページも活用し

ながら自立生活援助の内容を２ページぐらい書いてもらえれば、助かるかなということで

す。綺麗にですね、地域生活拠点等の整備につきましてのイラストもありまして、分かり

やすいなということがありまして。新たなサービスにつきましては、先ほどの障害者の職

の定着、この定着につきましても、イラストでもあれば簡単に新しいサービスにつきまし

ては、少し易しくしてもらえればなというようなのがありまして。 

また、ＩＴサポートにつきましては綺麗に書かれて、文字に出ているという事でありま

すので、その辺のもので、ホームページに抜けてるものがあって、ちょっと書いてもらえ

れば、新しいサービスについては、ちょっとイラストとか。その辺をやってもらえれば、

私達はパブリックコメントを取る時にもちょっとしやすいのかなということで、関係団体

に配る時にも出来たらなと思っておりますので、是非、その辺は検討してもらいたいなと

思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

田中会長 

はい、時間がちょうど 16時になりましたので、皆様方の御意見を伺いましたのでここで

締めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

つい最近、60 歳の女性が優先保護法の下で強制不妊手術を告訴した、そういうニュース

で少し、相変わらずこの考え方が根づいているのかなと思いながらですね、そうかと思う

と、出生前検診、中絶 90％という、この検診の病院をもっとこれから拡大していくという

ような辛いニュースもあります。障害のある方々を当たり前のというようなことを言わな

いで良いように、本当に、誰もが同じように暮らせるような社会になって、沖縄県であっ

てほしいというふうに思っています。 

ガラケーを使う身としては、ビジネスチャットというのはどの程度の利用価値があるの

かはわからないが、また、是非、使いやすいような形で紹介して頂けたらと思います。 

はい、以上をもちまして、本日の議事、全て終了という事で、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、司会の方にお返しいたしま

す。 

 

司会（又吉計画推進班長） 

はい、本日は誠にありがとうございました。いろんな活発な意見ありがとうございます。

本日頂きました意見を踏まえて素案を修正した上でパブリックコメントを実施し、広く県

民の皆様から意見を伺いたいと思います。また、２月の 14日にですね、自立支援協議会が
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ありますので、その際にもいろんな意見を踏まえた上での最新版を提示させて頂いて、お

諮りをしたうえで意見を募りたいと思います。合わせて会長の方からもありましたが、県

でも初めての試みかと思うんですけれども、LINE の方からビジネスチャットを使って、ま

た、今日の資料の読み込みが全然足りていないと思いますので、それをどんどん見て頂い

たうえで、意見をすぐに反映していきたいという考えではありますので、ビジネスチャッ

トも使いながら、良い計画を作っていきたいと思いますので宜しくお願いします。本日は

以上をもちまして会議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 


