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資料１
（議題①関係）

平成29年度沖縄県障害者施策推進協議会

計画案に対する意見への回答

１ 障害者施策推進協議会委員意見（２件）

…………………………………・沖縄県社会福祉協議会 １ページ

……………………………・沖縄県身体障害者福祉協会 ３ページ

…………２ 障害者自立支援協議会委員意見（１件） ６ページ

……………………………３ 庁内関係課意見（２件） ７ページ

……………………………………４ 一般意見（３件） ８ページ

平成30年３月26日

沖縄県子ども生活福祉部

（障害福祉課）



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由
1 社会福祉法人

沖縄県社会福
祉協議会

2 6 （3）また、本計画は、本県の
総合的な基本計画である
「沖縄21世紀ビジョン基本計
画（平成24年5月）」や障害
福祉に関係する他の県計画
と整合を図りつつ、策定して
います。

　本計画と「沖縄県地域福祉支
援計画」との整合性についても
図っていただきたい。

　平成29年12月12日付け厚労省通知
「地域共生社会の実現に向けた地域福
祉の推進について」に示されている「市
町村地域福祉計画、都道府県地域福
祉支援計画の策定ガイドライン」におい
て、地域福祉支援計画は、他の計画の
上位計画であると明記されており、その
整合性を図ることが必要不可欠である
と考える。

　沖縄県地域福祉支援計画は、平成
30年4月の法改正により上位計画と
位置づけられることに合わせ、平成
30～31年度で内容の見直しが予定
されております。同計画の見直し後
の内容に合わせ、障害福祉計画も整
合を図る見直しを適宜行うことといた
します。

2 社会福祉法人
沖縄県社会福
祉協議会

37 3 ① 市町村事業
ア 事業の内容と各年度の種
類ごとの見込量
（４）成年後見制度利用支援
事業
※実利用見込み者数
（５）成年後見制度法人後見
支援事業
※実施自治体数

　（４）成年後見制度利用支援事
業の見込量については実利用者
ではなく、実施自治体数を計画
の見込量として掲げたほうがよい
のではないか。
　（５）成年後見制度法人後見支
援事業
※実施自治体数の見込量が低
値であり且つ北部・八重山圏域
がゼロのため、普及促進の観点
から見込量の
見直しを行ったほうがよいのでは
ないか。
　また、市民後見人養成に関す
る取組についても計画に盛り込
んでほしい。

　「成年後見制度利用支援事業」及び
「成年後見制度法人後見支援事業」
は、障害者総合支援法において市町村
が実施する地域生活支援事業の必須
事業と位置付けられていることから、市
町村格差が生じないよう県から市町村
へ働きかける必要があるものと考える。
　また、第７期沖縄県高齢者保健福祉
計画（素案）との整合性を図る観点か
ら、記載内容を見直す必要がある。

　(4)の見込量の単位については、現
行の実利用者数に加え、実施自治
体数を併記します。
　(5)の見込量については、北部・八
重山圏域での事業実施を促すため
見込量を見直します。（北部・八重山
圏域+1）
　成年後見人の養成や利用促進に
ついては、P83（2 障害者等に対する
虐待の防止）に記載しており、記述を
一部修正します。（修正箇所16）
　県としては、市町村や関係機関、高
齢者福祉行政部署と連携を図りなが
ら、地域生活支援事業の着実な実施
に努めてまいります。

沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画（第１期）（案）に対する意見への回答
（障害者施策推進協議会委員意見１・沖縄県社会福祉協議会）

意見内容
回答

1 障害者施策推進協議会委員意見１・沖縄県社会福祉協議会



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由

意見内容
回答

3 社会福祉法人
沖縄県社会福
祉協議会

82 1～2 障害者等の権利擁護とし
て、後見等の業務を適正に
行うことができる人材の育成
など、成年後見制度の利用
促進を図る取組を推進しま
す。

　成年後見制度利用促進法に基
づき、市町村は平成29年度から
33年度までの概ね5ヵ年を念頭
に、国の基本計画を踏まえた市
町村計画を策定する等とされて
いることから、市町村等が成年後
見制度に取り組むことを支援す
ることを明記すべきではないか。
　また、障害者等の権利擁護の
一翼を担い、成年後見制度との
一体的な推進が期待されている
「日常生活自立支援事業」（沖縄
県社協が実施主体）への取組支
援についても計画に盛り込んで
ほしい。

　成年後見制度利用促進法に係る市町
村への支援並びに「日常生活自立支援
事業」の記述は、第７期沖縄県高齢者
保健福祉計画（素案）にも明記されてい
ることから、当該計画との整合性を図る
観点から、記載内容を見直す必要があ
る。
　また、障害者等の地域移行支援の施
策動向から今後も利用者数の増加が
見込まれることから、市町村段階にお
ける総合的な権利擁護体制の構築に
向け、成年後見制度と日常生活自立支
援事業の一体的な取り組み支援につい
ても計画に位置付けられるべきである。
※ 「日常生活自立支援事業」…高齢
者、障害者等の判断能力が不十分な方
の福祉サービスの利用援助や日常的
金銭管理を支援する事業。

　日常生活自立支援事業に関する取
組については、沖縄県高齢者保健福
祉計画の記述に合わせ、P21に下記
のとおり追記します。
（修正箇所6）
○　日常生活自立支援事業を必要と
する方々の利用促進及び待機者の
解消を図るため、沖縄県社会福祉協
議会や関係機関と連携し、事業実施
体制の充実強化を図ります。
○　市町村や地域包括支援センター
等と連携し、成年後見制度と一体と
なった、利用者の権利擁護を推進し
ます。

4 社会福祉法人
沖縄県社会福
祉協議会

82 36 ○サービスの質の向上
障害福祉サービス等の提供
にあたって基本となるのは
人材であり、県内市町村、
国、事業者は、人材の養成
及びサービスに対する第三
者の評価を関係者で連携し
て総合的かつ効果的に推進
します。

　サービスの質の向上に向けて、
人材の養成だけではなく、人材
確保・定着に向けた取り組みの
記載が必要ではないか。

　障害福祉サービスの必要量が確保で
きる取り組みの一環として、「人材の確
保・養成・定着」に向けた県としての具
体的な方策を記載する必要があると考
える。

　ご指摘のうち、人材の確保に関す
る取り組みを追記します。
（P21、54、67の「県の取り組み」欄に
追記）（修正箇所8、12、14）

5 社会福祉法人
沖縄県社会福
祉協議会

６ その他必要な見込み量の
確保のための方策

　社会的孤立対策の取り組みに
ついても記載する必要があるの
ではないか。

　社会的孤立に関する記載について、
63頁の「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－オ 地域社会からの孤立」の部分
にしかないため、本計画が目指す共生
社会の構築に向けては、社会的孤立の
防止・解消に向けた取組みの記載が必
要不可欠であると考える。

　P21に下記のとおり追記します。
（修正箇所7）
　障害者等やその家族の社会的孤
立には、専門的なサービスや定期的
な訪問等支援につながっていないな
どの状況があることが考えられま
す。小さな困りごとでも、迅速かつ適
切に支援につながるよう、地域生活
支援拠点等の整備や、相談支援専
門員の資質向上、障害福祉サービス
制度の周知等に取り組みます。

2 障害者施策推進協議会委員意見１・沖縄県社会福祉協議会



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由
1 沖縄県身体障
害者福祉協会

15 26 本人や家族の高齢化
に伴い、入所施設の
ニーズが高まっている
こと、などが考えられ
ます。

　入所施設の削減が進んでい
ない主な理由として、記述して
いるが、表現は適切ですか。

　本人や家族の高齢化に伴
い、ニーズが高まっているの
に削減するのはどうなのか。
（低減にしては）

　当該記述は「入所施設から地域生活への移行が進ま
ない理由は、地域生活の受け皿が十分に整っていないこ
となどが考えられる」という趣旨であることから、本文を修
正します。（修正箇所2）

2 沖縄県身体障
害者福祉協会

18 22,23 施設入所を希望する
者に対して、本人の意
思を踏まえつつ、地域
生活の継続について
十分に検討するため、
相談支援専門員等の
資質向上に努めま
す。

　相談支援専門員の資質を向
上すれば、地域移行が推進で
きるような表現になっているの
ではないか。

　相談支援専門員の資質を
向上すれば、利用者を説得し
地域生活を継続してもらうよう
な受け取り方をしてしまう。

　相談支援専門員の資質の向上については、P41の「相
談支援従事者等研修事業」に記載があり、また、ご指摘
のとおり誤解を招く表現であることから、本記述は削除い
たします。（修正箇所3）

3 沖縄県身体障
害者福祉協会

18 25 ③その他地域生活の
支援体制整備に関す
る取り組み

　③その他地域生活の支援
体制整備に関する取り組みの
下記の部分にグループホー
ムの提供体制の整備を推進
します。とあるが具体的に事
業所の数を記載してはどう
か。

　グループホームの事業所の
数が増えれば、おのずと地域
移行者の人数も増えるのでは
ないか。

　事業所の定員によっては、事業所数が増えても必要な
見込量を確保できない場合も考えられます。本計画では
グループホームの利用者数を見込んでおり、見込量の
確保に向けたサービス提供体制整備のための諸施策に
取り組むこととしていることから、現行の記述のままとし
ます。

4 沖縄県身体障
害者福祉協会

18 33
～35

〇平成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、市町村や関
係機関と十分連
携・・・・・・・・・・周知を
図っていきます。

　市町村や関係機関と十分連
携を図りながら必要量の確保
に努めるとともに、利用者を
促すため等サービスの内容
が難しく書かれて分かりにくい
のでサービス内容をそのまま
書かれてはでどうか？

　概要については、イラストが
あり理解しやすくなっています
が、表現がわかりにくい。
〇自立生活援助は、障害者
支援施設やグループホーム
等から一人暮らしへの移行を
希望する障害者で、定期的な
巡回訪問や随時の対応サー
ビスの提供をとおして地域支
援生活を支援します等・・

　本記述はサービス内容ではなく、自立生活援助のサー
ビス見込量の確保に係る県の取り組みについて記述し
たものであるため、現行の記述のままとします。

沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画（第１期）（案）に対する意見への回答
（障害者施策推進協議会委員意見２・沖縄県身体障害者福祉協会）

意見内容
回答

3 障害者施策推進協議会委員意見２・沖縄県身体障害者福祉協会



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由

意見内容
回答

5 沖縄県身体障
害者福祉協会

19 5～8 障害者等の入所施設
や病院からの地域移
行を進めるため、市町
村における地域生活
支援拠点または住居
支援のための機能を
備えた複数の事業所・
機関による面的な体
制の整備につい
て・・・・・

　入所施設や病院からの地域
移行のためが強調されてい
て、住み慣れた地域で安心し
て生活ができるよう、市町村
が新しく施設を整備すると誤
解され目的が分かりにくい。
　イラストの内容が活字と違う
ように思われます。

　地域生活支援拠点の整備と
は、障害者の地域生活の拠
点として、障害者支援施設や
GH等における居住支援のた
めの機能の整備（緊急時の受
け入れ・対応、コーディネータ
の配置等）等・・
　障害者支援施設等が持つノ
ウハウや、人材、施設、設備
等の資源を活用し、地域にお
ける様々なニーズに対応する
取り組み等・・

　本記述は地域生活支援拠点の内容ではなく、地域生
活支援拠点の整備に向けた県の取り組みについて記述
したものであるため、現行の記述のままとします。
　但し、ご指摘されているような地域生活支援拠点等の
整備に係る説明が必要と思われますので、説明文を追
記します。
（修正箇所4）
※　地域生活支援拠点等の整備とは
　障害者等の地域生活の拠点として、緊急時の受け入
れ・対応、相談等の機能を障害者支援施設やグループ
ホーム等に付加したもの（多機能拠点整備型）のほか、
地域における複数の機関が分担して同機能を担う体制
の整備（面的整備型）の類型があります。整備手法につ
いては、地域の実情に応じた整備を行うこととされていま
す。

6 沖縄県身体障
害者福祉協会

36 11

12

・それ以外については
６カ月ごとに実施

（イ）施設入所者につ
いては、１年ごとに実
施

　平成３０年度障害福祉サー
ビス等報酬改定に基づいたモ
ニタリング期間の見直しを記
載して下さい。

　福祉サービス等を利用する
利用者へのきめ細かなモニタ
リングが必要なためと国の方
針に基づいた記載が望ましい
ため。

　市町村の見込み作成に当たっては現行の記述（現行
省令）のとおり試算しているため、「見込みの考え方」の
説明としては適切なものと考えます。
　現時点で省令改正はされていないため、モニタリング
期間の見直し等に伴う見込量の修正は行いませんが、
H30以降に計画の評価・分析を行う中で、必要に応じて
記述及び見込量の見直しを検討することとします。

7 沖縄県身体障
害者福祉協会

41 9 相談支援専門員の量
的確保を図ります。

　量的確保とは何を指すの
か。

　他の研修事業は実施しま
す。と記載されているが、相
談支援従事者だけは、量的
確保と記載されているがなぜ
か。件数を増やす意味なの
か。

相談支援従事者初任者研修はこれから相談支援に従事
する者を対象とした内容です。受講者が増えることで相
談支援専門員の増が見込まれることについて、後述の
「資質の向上」のための相談支援従事者現任研修との対
比で、「量的確保」と表現しています。

8 沖縄県身体障
害者福祉協会

51 24 平均工賃（Ｂ型）：１３，
５５２円（平成１８年
度）→　１４，７０４円
（平成２８年度）

　平均工賃（Ｂ型）：１３，５５２
円（平成１８年度）→　１４，７０
４円（平成２８年度）とあるが、
目標の平均工賃金額の記載
もしてほしい。

　沖縄県と市町村と各事業所
が目標に向かって一緒に進
んでいけると思う。

　目標工賃については沖縄県工賃向上計画に定めてお
り、現行計画は計画期間を平成27年度から平成29年度
としております。
　平成30年度からの新計画は現在策定中（６月頃策定見
込み）であることから、ここでは目標工賃の記載を省略し
ます。

4 障害者施策推進協議会委員意見２・沖縄県身体障害者福祉協会



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由

意見内容
回答

9 沖縄県身体障
害者福祉協会

48 2 ○就労継続支援事業
の不適切な運用

　不適切の文言が刺激すぎる
のでは。
　就労継続支援事業の適切
な運用ではどうですか？

　就労支援事業者できちんと
運用されている事業者にとっ
ては、いやな思いがある。

　ご指摘のとおり修正します。（修正箇所11）
（修正前）
○就労継続支援事業の不適切な運用
（修正後）
○就労継続支援事業の適切な運用

10 沖縄県身体障
害者福祉協会

48 6 自立支援給付費を利
用者の賃金に充てる
事業者があることが
一部指摘されていま
す。

　「利用者の賃金」と特定しな
くてもいいのでは。
　○給付費を目的以外に充て
る事業者が・・・・・

　就労支援事業者できちんと
運用されている事業者にとっ
ては、いやな思いがある。

　ご指摘のとおり修正します。（修正箇所11）
（修正前）
給付費を利用者の賃金に充てる事業者が…
（修正後）
給付費を目的以外に充てる事業者が…

11 沖縄県身体障
害者福祉協会

82 10 障害者等のスポーツ
やレクリエーション及
び文化芸術活動等の
支援による社会参加
等の促進

　「2020年東京パラリンピック」
の開催が決まりましたので
「2020年東京パラリンピック」
の文言を入れてほしい。

　「2020年東京パラリンピッ
ク」に向け、県内の障がい者
に対する理解促進、スポーツ
の裾野の広がり等パラリン
ピックムーブメントに乗った取
り組み文言がほしい。

　各障がい者スポーツ団体
や・・・・・と連携して選手の発
掘や育成・強化を図ります
等・・

　障がい者が地域でスポーツ
に親しめる環境の整備や、障
がい者スポーツ指導員等の
養成など、障がい者スポーツ
の裾野の拡大に向けた取組
についても推進していきます
等・・・・

　次のとおり追記します。（修正箇所17）
（追記）
　また、2020年東京パラリンピックに向け、障害者スポー
ツを通じた障害者理解促進等の取組を推進します。

12 沖縄県身体障
害者福祉協会

　福祉計画の冊子の作成にあ
たり、「はじめに」の中に「2020
年東京パラリンピック」の文言
を入れてほしい。

　「2020年東京パラリンピッ
ク」に向け、県内の障がい者
に対する理解促進、スポーツ
の裾野の広がり等パラリン
ピックムーブメントに乗った取
り組み文言がほしい。

　序文に「東京パラリンピック」の文言を入れることを検討
します。

5 障害者施策推進協議会委員意見２・沖縄県身体障害者福祉協会



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由
17 21

18 8

18 28

2 社会福祉法人
若竹福祉会

78 5 各年度の見込量 　初めての障害児福祉計画であ
ることからも、者と児は別々に見
込み量を掲載した方が良いので
はないか。
　また、入所施設等の併設型と
単独型の実数等についても意識
できるような記述が出来ないか。

　児童の短期入所に関しては、利
用できる資源が少ない印象があり、
入所に併設しているような事業所に
ついては、利用を躊躇する場面も
見られる為。
　市町村に対しても、地域のニーズ
や資源の状況を把握して、協議会
等で議論出来る目安となるような記
述が出来たらと感じる。

　短期入所に関する、者と児を分けた実数や
入所施設等の併設型と単独型に係る実数等
については、次年度以降、当計画の分析・評
価を行うために必要な情報として、協議会等
で報告していくことを検討してまいります。

沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画（第１期）（案）に対する意見への回答
（自立支援協議会委員意見・若竹福祉会（南部地区障害者就業・生活支援センターかるにあ））

意見内容
回答

1 社会福祉法人
若竹福祉会

グループホームの整備
促進に関する県の取り
組み

　P14の3行目、「グループホーム
の施設が十分ではない状況～」
P16の17行目「共同生活援助（グ
ループホーム）の充実を図る～」
等も含めて、その必要性につい
ての記述はとても良いと感じる
が、ハード面で消防や耐震等の
ハードルの高さに関するサポート
や、支えるスタッフの育成や人材
不足に関するサポート等につい
ても、盛り込むことが出来たらと
感じる。

　28年9月1日現在、県の実態調査
ではグループホームに199名の空き
があるとの報告がなされたが、現場
の実感としては左記のように不足を
感じている状況。
　市町村に対しても、地域のニーズ
や資源の状況を把握して、協議会
等で議論出来る目安となるような記
述が出来たらと感じる。

　ご意見のうちハード面に係るサポートについ
ては、創設や修繕等に関する国庫補助の状
況を踏まえながら、支援を行っていくこととし
ております。
　人材面でのサポートについては、人材確保
に係る取組を追記します（修正箇所8、12、
14）。また人材育成に係る取組では、県で実
施する様々な研修についてP21の「障害福祉
サービス従事者等に対する研修の充実」に記
述しております。

6自立支援協議会委員意見・若竹福祉会（南部地区障害者就業・生活支援センターかるにあ）



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由
1 県立学校教育
課

62 19 (1)現状及び課
題

　「教育機関」を「関係機関」と訂
正することになっていたのではな
いか。

　平成29年度沖縄県障害者自立
支援協議会第３回療育・教育部
会において、アンケート調査を実
施した発達障害者支援センター
の委員から訂正の説明があった
ので、再度確認が必要かと思い
ます。

　ご意見のとおり修正します。（修正箇所13）

2 高齢者福祉介
護課

81
～83

Ⅳ共生社会の
構築等その他
の必要な事項
（該当する行な
し）

　共生型サービスについて記載
がない。「高齢者と障害者が同一
の事業所でサービスを受けやす
くするため、介護保険と障害福祉
両方の制度の新たに共生型サー
ビスが位置づけられたことから、
活用を図る（又は、指定に向けた
取組みを行う）」等の文言挿入が
必要ではないか。

　地域共生社会の実現に向けた
取組の推進として、介護保険法、
障害者総合支援法が改正され、
高齢者と障害児者が同一事業所
でサービスを受けやすくするた
め、介護保険と障害福祉制度に
新たに共生型サービスを位置付
けがされた。
　そのため、H30年度から始まる
「共生型サービス」について、記
載がないため、掲載が必要では
ないか。

　ご意見のとおり修正します。
（Ⅲ章の「県の取り組み」欄（P20）に掲載します。）
（修正箇所5）

3 県立学校教育
課

86 公立学校の表
（特別支援学
校）

　表は特別支援学校の設置数を
示しているが、特別支援学校に
おいては複数障害に対応してい
る学校があります。複数障害種
に対応している特別支援学校と
して表記することはできないか。

　例えば北部圏域では名護特別
支援学校は５障害種に対応して
いるが、現在の表記だと、北部圏
域においては知的１校、肢体不
自由１校しか障害種に対応して
ない表記となる。
　他の圏域においても同様に正
確な情報提供が必要である。

　ご意見のとおり修正します。（修正箇所18）

沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画（第１期）（案）に対する意見への回答
（庁内関係課意見）

意見内容
回答

7 庁内関係課意見



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由
1 児童発達支援
事業所アネラ

63 1～3
7～9

現行の移動支援は、医
療的ケア児には利用し
にくい。（利用できな
い。）

　通所事業所の利用は、児童に
とっては社会参加である通所の
ための利用が、すべての市町村
で認められるべきである。
　通所や通学のための移動に係
る新たな事業の創設も必要では
ないか。

　①重症児、医療的ケア児の場合、
移動に伴う荷物（器材など）が多く、
また移動中の吸引や見守りが必要
である。そのため、家族の一人が児
を連れて外出することが困難で（大
変なため）、外出を諦めている家族
もいる。
　②事業所が送迎を行う場合、看護
師１名と職員１名の合計２名がとら
れている。現場が手薄になることで
送迎の対応ができず、利用を受け
入れられない現状がある。

　当該事項を含めて、医療的ケア児への支援
については、様々な課題等があることから、
本計画の中で、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関等が連携を図るため
の協議の場を設置し、総合的な支援体制の
構築に向けて取り組むこととしており、その中
で、課題等解決に向けた様々な議論が行わ
れるものと考えております。

2 児童発達支援
事業所アネラ

65 12
～13

相談員によっては、医
療的ケア児に対する知
識が不足。関係機関と
の連携の大切さを認識
できていない方もおり、
情報の共有が図れてい
ない（家族と事業所任せ
になっている。）

　関係機関が情報を共有する
場、そして医療的ケア児に関する
知識や経験のあるコーディネー
ターが必要である。

　医療的ケア児や発語のない児童
を理解したい、気持ちを汲み取れて
いるだろうか、ケアは適切であるか
など、常に不安な気持ちを持ちなが
らケアを行っている。事業所、特に
看護師の不安を少しでも軽減でき、
離職にならない取り組みも必要であ
る。

　医療的ケア児に対する支援体制の構築に
ついて、県では平成30年度から医療的ケア児
等コーディネーター養成研修等事業を実施
し、市町村のコーディネーター配置を支援す
ることとしております。同事業では医療的ケア
児支援に関する基本的な理解を深めるため
の研修も行っており、事業所の医療的ケア児
支援に対する不安の軽減が図られるものと考
えます。

3 Kukuru訪問看
護ステーション

66 1 常時介護や医療的ケア
が必要な障害児等につ
いて、在宅で介護を行う
家族の負担を軽減し、
安心して生活ができる
よう、レスパイト支援等
の充実に努めます。

　在宅で生活する児が入院した
場合、付き添う家族や家で待つ
家族の負担軽減を図るため、付
き添いの緩和や、病棟保育士の
充実を求めます。

　重症児は入院回数や期間が長
く、多くの場合母親が付き添うが、
兄弟児がいる場合、兄弟児や家族
の負担が非常に大きいため。

　当該事項を含めて、医療的ケア児への支援
については、様々な課題等があることから、
本計画の中で、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関等が連携を図るため
の協議の場を設置し、総合的な支援体制の
構築に向けて取り組むこととしており、その中
で、課題等解決に向けた様々な議論が行わ
れるものと考えております。

沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画（第１期）（案）に対する意見への回答
（一般意見）

意見内容
回答

8 一般意見



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由

意見内容
回答

4 Kukuru訪問看
護ステーション

65 6 県及び各圏域におい
て、保健、医療、障害福
祉、保育、教育等の関
係機関等が連携を図る

　保育、学校の分野では、子ども
が親と離れて、自立、自律に向
けた生活が送れるよう、医療的
ケアへの対応を充実させてほし
いです。

　保育、学校で母親が付き添う場合
が多く、家族の負担があるだけでな
く、子どもが親以外のサポートを受
け地域で暮らしていくという成長過
程の妨げとなるため。

　当該事項を含めて、医療的ケア児への支援
については、様々な課題等があることから、
本計画の中で、保健、医療、障害福祉、保
育、教育等の関係機関等が連携を図るため
の協議の場を設置し、総合的な支援体制の
構築に向けて取り組むこととしており、その中
で、課題等解決に向けた様々な議論が行わ
れるものと考えております。

5 一般県民 75 表 放課後等デイサービス
30～32年度の利用者見
込数

　厚労省が示した新たな人員配
置基準について、パート4時間勤
務2名で常勤指導員1名に代わる
ものとみなしていただきたい。ま
た、児童指導員の資格要件に幼
稚園教諭などを加えていただき
たい。（要約）

　基準に対応できない事業所が閉
鎖となり、サービスを利用できない
児童が増えるおそれがある。　（要
約）

　ご要望の件については、いずれも国の法令
で基準等が定められております。県としまして
は、国の動向を注視しながら、適正な運用等
について周知してまいります。

9 一般意見



番号 提出者 頁 行 該当する部分 左の部分に対する意見 その理由
1 社会福祉法人
沖縄県社会福
祉協議会

21 6 　障害者等やその家族の
社会的孤立には、専門的
なサービスや定期的な訪
問等支援につながってい
ないなどの状況があること
が考えられます。小さな困
りごとでも、迅速かつ適切
に支援につながるよう、地
域生活支援拠点等の整備
や、相談支援専門員の資
質向上、障害福祉サービ
ス制度の周知等に取り組
みます。

　国が進めている「我が
事・丸ごと」地域共生社会
の実現においては、誰も
が社会的に孤立すること
なく住み慣れた地域で安
心して暮らせるために、住
民同士の支え合い活動や
地域の困りごとを解決する
ための関係者によるネット
ワークづくり等を通じて一
人ひとりを支えることが出
来る地域づくりが求められ
ている。
　そこで、既述されている
取り組みのほか「地域に
おける住民相互の支え合
い活動の推進」や「関係機
関が連携し、地域におけ
る福祉・生活課題の解決
を図る仕組みづくり」が必
要不可欠であると考える。

　社会的孤立の課題に関
しては、既述されている専
門的なサービスだけでは
解決することが困難であ
り、国が打ち出した「我が
事・丸ごと」地域共生社会
の実現でも求められてい
る「地域住民や関係機関
を巻き込んだ仕組みづく
り」が重要であると考え
る。

　次のとおり追記します。

　また、「我が事・丸ごと」の地域づくり、包括的な支援体
制の整備について、市町村と連携を図りながら取り組み
ます。

沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画（第１期）（最終案）に対する
意見への回答

意見内容
回答

追加資料



資料２
（議題①関係）

平成29年度沖縄県障害者施策推進協議会

最終案での修正箇所

（新旧対照表）

１ 沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画

……………………………（第１期）（案）新旧対照表 １ページ

平成30年３月26日

沖縄県子ども生活福祉部

（障害福祉課）



※軽微な修正（誤字の修正やサービス見込量の微増減（市町村値の変動による））については新旧対照表への記載を省略しています。

沖縄県障害福祉計画（第５期）・沖縄県障害児福祉計画（第１期）（案） 新旧対照表

最 終 案 計画案（パブリックコメント時点）

（修正箇所１－Ｐ４） （修正箇所１－Ｐ４）

６ その他

本文の記述は、障害種別等の明示がない場合は基本的に全障害が対象です。精神 （新設）

障害者、障害児など対象が限定されるものはその旨を明示しています。

（修正箇所２－Ｐ15） （修正箇所２－Ｐ15）

その主な理由として、グループホーム等地域で安心して生活ができるための受け皿 施設入所者数の削減が進んでいない主な理由として、

が十分に整っていないことなどが考えられます。 ア 前述のとおり地域生活へ移行する者の数が減少していること、

イ 本人や家族の高齢化に伴い、入所施設のニーズが高まっていること、

などが考えられます。

（修正箇所３－Ｐ18） （修正箇所３－Ｐ18）

○ 施設入所を希望する者に対して、本人の意思を踏まえつつ、地域生活の継続に

（削除） ついて十分に検討するため、相談支援専門員等の資質向上に努めます。

（修正箇所４－Ｐ20） （修正箇所４－Ｐ20）

※ 地域生活支援拠点等の整備とは

障害者等の地域生活の拠点として、緊急時の受け入れ・対応、相談等の機能を （新設）

障害者支援施設やグループホーム等に付加したもの（多機能拠点整備型）のほ

か、地域における複数の機関が分担して同機能を担う体制の整備（面的整備型）

の類型があります。整備手法については、地域の実情に応じた整備を行うことと

されています。

（修正箇所５－Ｐ20） （修正箇所５－Ｐ20）

○ 共生型サービスの活用促進

（新旧対照表 1 ページ）
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（新旧対照表 2 ページ）

高齢者と障害者等が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と （新設）

障害福祉両方の制度に新たに共生型サービスが位置付けられたことから、同制度の

周知を図り、活用を促します。

（介護サービス事業者が共生型障害福祉サービスの指定を受ける場合）

（障害福祉サービス事業者が共生型介護サービスの指定を受ける場合）

（修正箇所６－Ｐ21） （修正箇所６－Ｐ20）

○ 日常生活自立支援事業を必要とする方々の利用促進及び待機者の解消を図るた

め、沖縄県社会福祉協議会や関係機関と連携し、事業実施体制の充実強化を図り （新設）

ます。

○ 市町村や地域包括支援センター等と連携し、成年後見制度と一体となった、利

用者の権利擁護を推進します。

2



（新旧対照表 3 ページ）

（修正箇所７－Ｐ21） （修正箇所７－Ｐ20）

○ 障害者等やその家族の社会的孤立には、専門的なサービスや定期的な訪問等支

援につながっていないなどの状況があることが考えられます。小さな困りごとで （新設）

も、迅速かつ適切に支援につながるよう、地域生活支援拠点等の整備や、相談支

援専門員の資質向上、障害福祉サービス制度の周知等に取り組みます。

（修正箇所８－Ｐ21） （修正箇所８－Ｐ20）

○ 指定障害福祉サービス等に従事する職員等の確保や質の向上、サービスの評 ○ 指定障害福祉サービス等に従事する職員等の質の向上や サービスの評

価、利用者本位の質の高いサービスの提供に向けて次のような取り組みを行いま 価、利用者本位の質の高いサービスの提供に向けて次のような取り組みを行いま

す。 す。

ア 職業講話や講演会等、障害福祉の魅力を発信する広報活動などの取組を行い、

人材の確保に努めます。

イ 障害福祉サービス従事者等に対する研修の充実 ア 障害福祉サービス従事者等に対する研修の充実

ウ 第三者評価制度を活用した障害福祉サービスの質の向上 イ 第三者評価制度を活用した障害福祉サービスの質の向上

エ その他 ウ その他

（修正箇所９－Ｐ28） （修正箇所９－Ｐ27）

④ 地域生活移行者の増加 ④ 地域生活移行者の増加

○ 国の基本指針では地域移行者数について、平成28年度末時点の施設入所者の９ ○ 国の基本指針やこれまでの実績などを踏まえるとともに、市町村計画との整合

％以上が地域生活へ移行することを基本とするとされていることから、県の目標 を図る必要があることから、平成28年度末の施設入所者数と比較した平成32年度

値を９％（208人）と設定します（別表１）。 末までに地域生活へ移行する者の割合を3.6％（83人）に設定します（別表１）。

⑤ 施設入所者数の削減 ⑤ 施設入所者 の削減

○ 国の基本指針では施設入所者数の削減について、平成28年度末時点の施設入所 ○ 国の基本指針やこれまでの実績を踏まえるとともに、市町村の障害福祉計画と

者数から２％以上削減することを基本とするとされていることから、県の目標値 の整合を図る必要があることから、平成32年度末の施設入所者数を平成28年度末

を２％（46人）と設定します（別表１）。 の施設入所者数と比較した削減割合を1.1％（26人）と設定します（別表１）。

目標値 平成 28 年度末の施設入所者数と比較して、平成 32 年度末

までに地域生活へ移行する者の割合 

 9.0％ 

（208 人） 

 

目標値 平成 28年度末の施設入所者数と比較して、平成 32 年度末ま

でに地域生活へ移行する者の割合 

 3.6％ 

（83 人） 
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（修正箇所10－Ｐ35） （修正箇所10－Ｐ34）

【指定障害者支援施設の各年度の必要入所定員総数】 【指定障害者支援施設の各年度の必要入所定員総数】

○ 指定障害者支援施設の入所定員数について、平成28年４月１日における本県の ○ 指定障害者支援施設の入所定員数について、平成28年４月１日における本県の

障害者支援施設の入所定員は2,388人で、利用者数は2,366人（充足率99.1％）で 障害者支援施設の入所定員は2,388人で、利用者数は2,366人（充足率99.1％）で

す。この数値と平成30年度以降の施設入所支援の見込量をもとに、各年度の指定 す。この数値と平成30年度以降の施設入所支援の見込量をもとに、各年度の指定

障害者支援施設の必要入所定員総数を設定すると、平成32年度の定員は2,291人に 障害者支援施設の必要入所定員総数を設定すると、平成32年度の定員は2,310人に

なります。 なります。

各年度の必要入所定員総数 各年度の必要入所定員総数

目標値 平成 28 年度末の施設入所者数と比較して、平成 32 年度末

の施設入所者数の削減見込みを設定する。 

 2.0％ 

（46 人） 

 

目標値 平成 28 年度末の施設入所者数と比較して、平成 32 年度末

の施設入所者数の削減見込みを設定する。 

 1.1％ 

（26 人） 

 

○目標値  （別表１） 

項目 数値 考え方 

入所者数 （A） 
【基準値】 

2,316 人 
平成 28 年度末現在の施設入所者数とする。 

目標年度入所者数

（B) 
2,270 人 平成 32 年度末時点の施設入所者数とする。 

削減見込数（A-B） 

【目標値】 

2.0％ 

（46 人） 

平成 28 年度末の施設入所者数と比較して、平成 32

年度末の施設入所者数の削減見込みを設定する。 

地域生活移行者数 

【目標値】 

9.0％ 

（208 人） 

平成 28 年度末の施設入所者数から、平成 32 年度末

までに地域生活へ移行する者の数を設定する。 

 

○目標値  （別表１） 

項目 数値 考え方 

入所者数 （A） 
【基準値】 

2,316 人 
平成 28 年度末現在の施設入所者数とする。 

目標年度入所者数

（B) 
2,290 人 平成 32 年度末時点の施設入所者数とする。 

削減見込数（A-B） 

【目標値】 

1.1％ 

（26 人） 

平成 28 年度末の施設入所者数と比較して、平成 32

年度末の施設入所者数の削減見込みを設定する。 

地域生活移行者数 

【目標値】 

3.6％ 

（83 人） 

平成 28 年度末の施設入所者数から、平成 32 年度末

までに地域生活へ移行する者の数を設定する。 

 

（新旧対照表 4 ページ）
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（修正箇所11－Ｐ49） （修正箇所11－Ｐ48）

○ 就労継続支援事業の適切な 運用 ○ 就労継続支援事業の不適切な運用

県内の就労継続支援事業については、利用者数及び事業所数とも、毎年、大き 県内の就労継続支援事業については、利用者数及び事業所数とも、毎年、大き

く増加しております。主な生産活動は、施設清掃活動や農産物の生産・加工など く増加しております。主な生産活動は、施設清掃活動や農産物の生産・加工など

となっております。一方で、利用者の働きやすい環境整備等のために給付される となっております。一方で、利用者の働きやすい環境整備等のために給付される

自立支援給付費を目的以外に充てる 事業者があることが一部指摘されていま 自立支援給付費を利用者の賃金に充てる事業者があることが一部指摘されていま

す。 す。

（修正箇所12－Ｐ63） （修正箇所12－Ｐ62）

○ 指定障害福祉サービス等に従事する職員等の確保や質の向上、サービスの評 ○ 指定障害福祉サービス等に従事する職員等の質の向上や サービスの評

価、利用者本位の質の高いサービスの提供に向けて次のような取り組みを行いま 価、利用者本位の質の高いサービスの提供に向けて次のような取り組みを行いま

す。 す。

ア 職業講話や講演会等、障害福祉の魅力を発信する広報活動などの取組を行い、

人材の確保に努めます。

イ 障害福祉サービス従事者等に対する研修の充実 ア 障害福祉サービス従事者等に対する研修の充実

ウ 第三者評価制度を活用した障害福祉サービスの質の向上 イ 第三者評価制度を活用した障害福祉サービスの質の向上

エ その他 ウ その他

（修正箇所13－Ｐ63） （修正箇所13－Ｐ62）

○ それぞれの関係機関で、引継ぎに関して各関係機関の連携が十分でなかった ○ それぞれの教育機関で、引継ぎに関して各教育機関の連携が十分でなかった

り、現場の担当に一任されているなど、十分な連携体制が構築されていない状況 り、現場の担当に一任されているなど、十分な連携体制が構築されていない状況

があります。（沖縄県発達障がい者支援センター調べ） があります。（沖縄県発達障がい者支援センター調べ）

（修正箇所14－Ｐ67） （修正箇所14－Ｐ66）

必要入所定員総数   単位：人 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

2,388 2,314 2,303 2,291 

 

必要入所定員総数   単位：人 

平成 28 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

2,388 2,349 2,336 2,310 

 

（新旧対照表 5 ページ）
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（新旧対照表 6 ページ）

○ 指定障害福祉サービス等に従事する職員等の確保や質の向上、サービスの評 ○ 指定障害福祉サービス等に従事する職員等の質の向上や サービスの評

価、利用者本位の質の高いサービスの提供に向けて次のような取り組みを行いま 価、利用者本位の質の高いサービスの提供に向けて次のような取り組みを行いま

す。 す。

ア 職業講話や講演会等、障害福祉の魅力を発信する広報活動などの取組を行い、

人材の確保に努めます。

イ 障害福祉サービス従事者等に対する研修の充実 ア 障害福祉サービス従事者等に対する研修の充実

ウ 第三者評価制度を活用した障害福祉サービスの質の向上 イ 第三者評価制度を活用した障害福祉サービスの質の向上

エ その他 ウ その他

（修正箇所15①－Ｐ77） （修正箇所15①－Ｐ76）

（修正箇所15②－Ｐ78） （修正箇所15②－Ｐ77）

【指定障害児入所施設の各年度の必要入所定員総数】 【指定障害児入所施設の各年度の必要入所定員総数】

○ 指定障害児入所施設の入所定員数について、平成29年４月１日における本県の ○ 指定障害児入所施設の入所定員数について、平成29年４月１日における本県の

障害児入所施設の入所定員は602人で、18歳未満の障害児の利用者数は125人（充 障害児入所施設の入所定員は602人で、18歳未満の障害児の利用者数は180人（充

足率20.8％）です。この数値と平成30年度以降の障害児入所支援の見込量をもと 足率29.9％）です。この数値と平成30年度以降の障害児入所支援の見込量をもと

に、各年度の障害児入所施設の必要入所定員総数を設定すると、平成32年度の定 に、各年度の障害児入所施設の必要入所定員総数を設定すると、平成32年度の定

員は602人になります。 員は602人になります。

（修正箇所16－Ｐ82～83） （修正箇所16－Ｐ81～82）

２ 障害者等に対する虐待の防止 ２ 障害者等に対する虐待の防止

（略） （略）

② 障害児入所支援 

各年度の見込量 

サービス種別   

30 年度見込み 31 年度見込み 32 年度見込み 

利用者数 利用者数 利用者数 

福祉型障害児入所支援 60 60 60 

医療型障害児入所支援  120 120 120 

※ 単位：人/月（一月当たりの利用人数）   

 

② 障害児入所支援 

各年度の見込量 

サービス種別   

30 年度見込み 31 年度見込み 32 年度見込み 

利用者数 利用者数 利用者数 

福祉型障害児入所支援 60 60 60 

医療型障害児入所支援  65 65 65 

※ 単位：人/月（一月当たりの利用人数）   
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（新旧対照表 7 ページ）

さらに、障害者等の権利擁護として、後見等の業務を適正に行うことができる人材 さらに、障害者等の権利擁護として、後見等の業務を適正に行うことができる人材

の育成など、市町村や関係機関等と連携しながら、成年後見制度の利用促進を図る取 の育成など、 成年後見制度の利用促進を図る取

組を推進します。 組を推進します。

（修正箇所17－Ｐ83） （修正箇所17－Ｐ82）

４ 障害者等のスポーツやレクリエーション及び文化芸術活動等の支援による社会参 ４ 障害者等のスポーツやレクリエーション及び文化芸術活動等の支援による社会参

加等の促進 加等の促進

障害者が地域社会の中で、社会の一員としていきいきと暮らせるように、障害者等 障害者が地域社会の中で、社会の一員としていきいきと暮らせるように、障害者等

のニーズを踏まえながら、社会参加の促進に向けた支援体制の強化やスポーツ・レク のニーズを踏まえながら、社会参加の促進に向けた支援体制の強化やスポーツ・レク

リエーション及び文化芸術活動等に積極的に参加できる環境づくりに取り組みます。 リエーション及び文化芸術活動等に積極的に参加できる環境づくりに取り組みます。

また、2020年東京パラリンピックを契機として、障害者スポーツを通じた障害者理

解促進等の取組について推進していきます。

（修正箇所18－Ｐ85） （修正箇所18－Ｐ84）

※Ｐ87、89、91、93、95の圏域ごとの一覧表についても同様（掲載略） ※Ｐ86、88、90、92、94の圏域ごとの一覧表についても同様（掲載略）

《沖縄県》公立学校
小学校

特別支援学級 人

中学校
特別支援学級 人

高等学校

特別支援学校

幼稚部 人  中学部 人

小学部 人  高等部 人

卒業者数 （平成28年3月） 計 人

中等部 人

人

266 校 97,779 人

584 学級 2,870
151 校 46,800 人

235 学級 1,012
60 校 43,931 人

21 校 2,305 人

種
別
内
訳

　視覚 1 校 54 人

　聴覚 1 校 49 人

　知的 13 校 1,792 人

　肢体不自由 5 校 356 人

　病弱 1 校 54 人

37 473
702 1,093

479
176

高等部 303
　出典： 平成28年度 学校基本調査（県統計課）
　　※特別支援学校は平成29年5月時点（県教育委員会）

《沖縄県》公立学校
小学校

特別支援学級 人

中学校
特別支援学級 人

高等学校

特別支援学校

幼稚部 人  中学部 人

小学部 人  高等部 人

卒業者数 （平成28年3月） 計 人

中等部 人

人

　出典： 平成28年度 学校基本調査（県統計課）
　　※特別支援学校は平成29年5月時点（県教育委員会）

高等部 303

1,093

176
479

702
37 473

　病弱 1 校 54 人

複
数
障
害
対
応

　肢体不自由 3 校 186 人

　知的 9 校 1,226 人

人

　聴覚 1 校 49 人

21 校 2,305 人

60 校 43,931 人

235 学級 1,012
151 校 46,800 人

584 学級 2,870
266 校 97,779 人

種
　
別
　
内
　
訳

校

校

3 校

　視覚 1 校 54

 知的・肢体・
 視覚・聴覚・
 病弱

 知的・肢体

 肢体・病弱 2

1

170

307

259 人

人

人
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