
1

平成20年度沖縄県障害者施策推進協議会 議事録（要旨）

日 時：平成20年10月24日(金) 14：00～17：00

場 所：沖縄県庁６階 第２特別会議室

出 席：髙嶺 豊委員、泉川 良範委員、崎濱 秀政委員、村吉 康江委員、

田端 サエ子委員、比嘉 豪委員、宮里 裕子委員、平田 かおり委員、

上原 義雄委員、田中 寛委員、島田 正博委員（11名）、

※ 富永 哲史委員は欠席。代理として玉城 剛沖縄労働局職業安定部職業対策

課長が出席。

比嘉 佑一郎委員、翁長 雄志委員、宮城 篤実委員（３名）は欠席）

○仲里 全輝沖縄県副知事による委嘱状交付

○会長の選出

○会長の進行により次の議事が行われた。

【議事】

(1)報告事項

ア）「沖縄県障害者基本計画」及び「沖縄県障害福祉計画」について

イ）第３次沖縄県障害者基本計画の進捗状況報告（平成19年度実績）

ウ）第１期沖縄県障害福祉計画の進捗状況報告（平成19年度実績）

エ）第２期沖縄県障害福祉計画の策定に係る国の基本指針（案）について

オ）障害者団体ヒアリング及び市町村ヒアリング結果について

(2)質疑応答

事務局による資料説明後、質疑応答、意見交換が行われた（要旨）。

(3)沖縄県障害者基本計画及び障害福祉計画策定スケジュール

事務局より今後の予定の説明を行った。

【要旨】

事務局

本日の協議会は実質審議ではないので、自由に発言してもらいたい。いろいろな分野

の方々に委員としてご参加いただいている。資料について次の審議の時にどういうとこ

ろに配慮、それぞれの活動しておられる分野より自由にご意見をいただいて目を通して

いただいてできるかぎり団体当事者計画策定市町村の声を把握してきたつもり不十分な
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補足今後さらに市町村に意見を交換ご提案、自由にお願いします。

Ａ委員

・障害程度区分の見直しについて、自分の娘も障害があるが、障害程度区分判定の結果、

サービスについては非該当となった。県からも現実に即した判定基準にして欲しい旨国

に言ってもらいたい。

・沖縄県小規模作業所連合会の会員からは、作業所から地域活動支援センターには移行

できないという意見がある。地域活動支援センターとなった場合、市町村の住民のみ利

用できると規定する市町村もあり、他市町村から通ってくる人を受け入れることが困難

となる。他市町村からの利用者が大半を占める事業所もある。各市町村に任せられてい

るのだろうが、指導等ができないか。

・作業所から地域活動支援センターへの移行はⅢ型のみとする市町村もある。杓子定規

ではなく、細かい配慮ができないか。

・補助金額についても市町村でばらつきが多い。作業所の補助金では経営していけない

ということで指定サービス事業所にならざるを得ないという、本末転倒、目的とは異な

る方向に行くこともあるので、県からの指導が可能なのかどうか、踏み込んで話をして

もらいたい。

・一般就労について。施設から一般就労への移行は可能であれば親としては大変ありが

たいと思うが、一般就労についた後の定着はどうか。高等学校を卒業して、７～８年働

いた末に、どうしても働けないということで、リタイヤした人達もいる。なかには統合

失調症の疑いがある人もいる。目標の数字だけではない、長期的なフォローが可能かを

考えた施策をしていただきたい。

・知的障害者の一般就労について。現在、都道府県の行政職員として知的障害者がどれ

くらいいるか調査したところ、ほとんどいない。なぜならば、都道府県の受験資格に知

的障害者についての規定がない。身体障害者については規定があるが、知的障害者には

受験資格も与えられていない。合否は別として、受験ができるようにしてもらいたい。

福岡県では、県のなかで、知的障害者の職業体験を実施している。沖縄県で実施して

いるかは未確認だが、福岡県では１７課で知的障害者を一定期間、職業体験を受け入れ

ている。県が筆頭となって各市町村のなかで、身体、知的、精神を含めて職業訓練的な

ことを行われれば素晴らしいと思う。

Ｂ委員

・障害者自立支援法の趣旨と障害者権利条約の内容が、一致しているのかについて作業

がない。国としては、障害者自立支援法を中心に施策を進めるとのことだが、疑問であ

る。障害者権利条約を進める動きがあるとのことだが、それが見えてこない。難しいか
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もしれないが、できれば障害者自立支援法の内容と障害者権利条約の内容が合致してい

るのかを検討する作業を行ってもらいたい。それによって障害者の自立も良くなるので

はないか。

・障害者団体のヒアリング結果について。字幕放送については、手話通訳も入れていた

だきたい。

会長

・全国的に、障害者グループで、障害者自立支援法について国を訴える動きがある。現

在、政府与党及び野党において、障害者自立支援法を改正しようとする動きがでている。

先ほどの報告にもあったように来年の夏頃までには障害者自立支援法が改正される可

能性がある。それに期待するだけでなく、我々の要求を声に出さないと実際の施策に反

映されないので、意見を言う必要がある。

Ｃ委員

・障害者権利条約と障害者自立支援法との整合性について。障害者自立支援法に基づい

て２年間サービスを利用してきたが、この法律に則って本当に障害当事者が自立できる

のか疑問が出てきている。利用量や報酬単価などの問題があるが、根本的には、この法

律が障害者本人の意見を反映していないのではないか。障害当事者本人たちが使いづら

いと言っている。

・地域活動支援センターを利用するためには、個別給付がネックとなっていると思われ

る。日払制度になっているため、例えば、就労継続支援Ｂ型を利用した帰りに、地域活

動支援センターⅢ型を利用できるのかが問題になってくる。１日１箇所しか給付できな

いため、就労継続支援Ｂ型を利用したあとでは、地域活動支援センターの事業所は、運

営費は支出する一方、収入が入らないことになる。

・障害者自立支援法に基づく制度の利用は、障害者が地域で安心して暮らしていける社

会の実現を目指すことを大前提としているはずだが、そのためには障害者たちを、働き

なさいと言わんばかりに支援計画を作って、就労へ引っ張っている感じ。先程の田中委

員の話にもあったが、仕事をやってみて、青くなってくる人たちがいる。私たちは精神

の当事者を主に相手にしているが、学校を卒業して就労して病気になり、闘病生活を経

て事業所に来る人がいる。そういう人たちを社会復帰ということで、どんどん就労へと

持って行くが、残念ながら病気が悪化する場合も多々ある。そういう人たちがどうやっ

て地域で気楽に生きていけるシステム作りをするかと考えているが、就労へと向かうよ

うに作られている現在の制度は使いづらい。当事者からも使いづらいとの声がある。

・国は障害者自立支援法の見直しと言っているが、全国でも障害者自立支援法の廃止を

求める裁判が起こされている。法律の見直しではなく根本的に廃止して、国連の人権規

約に基づいて新たな法体系を作れとする要求が起こっている状況である。実態として使

いづらいので、法の改正を見越した計画づくりが必要だと思う一方、来年３月末までに
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計画策定する必要もある。法律が激変しかねない状況の中で、法律に関する見通し、方

向性について具体的な情報があれば、お聞かせ願いたい。

会長

・法律自体が変わっていくということだが、計画について、法律が変わったときに改め

て議論するのか、変わることを踏まえて対応できるのか。県の意見を聞きたい。

事務局

・制度の見直しについて、障害者自立支援法施行後３年目には見直すという附帯決議を

つけるというように、当初から、徐々に見直しを行いつつ中身を整えようということが

想定されていた。現在、見直し作業が行われているが、田中委員から指摘を受けたよう

な、障害程度区分認定や報酬、地域における市町村格差などは、全国的に問題として指

摘されている。県としても、地域で利用しやすくするために、現在の体系をどうやって

いけばいいのかということについて、全国知事会等を通して、全国の自治体と意見を深

めながら、要望を出しているところである。かなり体系的な要望を全国の知事会のなか

で議論するという形で現在、進めさせていただいている。

・障害者権利条約については県内においても、関心はまだまだと感じている。

二人の委員から指摘を受けた障害者権利条約と障害者自立支援法との整合性、中身の

突合について率直に言って具体的な作業は行っていない。全国的にも議論になるという

ことについては、内部の会議、九州の自治体などにおいても議論されていないので、か

なり遅れているだろうと思われる。権利擁護の問題、災害における体制の問題は考えて

いく必要がある事項、とても大事な事項という問題意識は持っている。ただ、進め方の

方向性はまだ整えられていないと、現状について報告させていただきたい。

Ａ委員

・先程、ご意見が出た、この法律を廃止しようという運動があることは知っているが、

２年前にできた法律、最初から３年後に見直しをするんだという形でできている法律が、

今ここで廃止されるとは思えない。もちろん、声を出し続けていくつもりだが、それよ

りも、この会議の中で、沖縄県のなかで何ができるのか、県のなかでできるようなこと

をもっと議論したいと考えている。

Ｄ委員

・こどもの療育に関わる仕事をしている。地域自立支援協議会について関心がある。法

律の枠組みの中で、沖縄県何ができるのかという前提で話をさせていただくが、厚生労

働省から、障害者自立支援法において地域自立支援協議会が要である、生命線であると

いろんなところで話があるが、意外と周知されていない。今日の議論でもあまり出てき

ていないし、県民の声のなかにもそれほど出ていないというのは、建前なのか理想論で
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終わっているのか、それとも実際的じゃないのか。もう少しこの地域自立支援協議会を、

市町村を中心にして地域で本当に活用する。先程、Ｃ委員からあったように、この法律

が私たちに使いにくいというのと同じ意味で、地域自立支援協議会が使いにくい。何の

ためにあるのかということが、当事者に伝わっていない。これはどういったことなのか

という議論を深めてもらいたい。

市町村でも県でも、地域自立支援協議会を指導監督をしないと理解している。県の地

域自立支援協議会が、市町村の地域自立支援協議会を指導監督するものでもないことも

伝え聞いている。法律の趣旨からすると、国、県から言われてやるのではなく、自分た

ちでやるんだという理想と建前があるが、市町村はわからないということで地域自立支

援協議会が機能していない面が大きいのでないかと思うので、計画の見直しのなかでそ

こを強調してもらったらどうかと思う。

自立支援協議会のなかに部会を設けて、個々のケースをやろうと話があったが、子ど

もに関する部会が充実していない。自立支援協議会を市町村を立ち上げて、就労、住居、

権利擁護、地域移行などについては意識があるが、子どもに関しては欠落している自立

支援協議会が全国にも多いのでないかということが実際言われている。

沖縄県においては、かつての障害児者地域療育等支援事業が、障害児等療育支援事業

として設置目標の８施設を達成して継続していることについて、全国的にも評価されて

いる。子どもの療育については、県は熱心に取り組んできた経緯があるが、そのことが

市町村には浸透していないため、障害者自立支援法における地域自立支援協議会のなか

で子ども、療育をどうするかがあまり議論されないまま、障害者の就労、障害程度区分

について議論が終始しているように思われる。

障害児者地域療育等支援事業から障害児等療育支援事業へ移行したなかで、もうひと

つ踏み込んで、地域自立支援協議会のなかの子ども部会を充実させなさいというのが、

本日の資料のなかにも出ている。そのことをもっと強調して、地域自立支援協議会の充

実とともに子どもについても注目していただきたい。

ひとつの提案として、県の地域自立支援協議会と地域の自立支援協議会との関連がよ

くわからないので、相談支援事業所の専門員を横断的に、研修するグループを作る、あ

るいは県で支援するというのはどうか。

また、連携協議会の役割として、各市町村の就労、権利擁護、住居、子どもなどの各

部会ごとに県内の横断的な勉強会、連絡会を開催し、他市町村、他圏域の状況を情報交

換する、あるいは市町村の担当も含めて理解し合い。全国のノウハウを取り入れ、共有

できるようにしたらどうか。

連絡会が助成等を受けて全国的な講師を招いて、研修会を自主的に実施するなど積極

的に進めてもよいのではないか。市町村単位ではできない。

権利擁護等や差別禁止法、千葉県で行われたことなどについて、全国で何が起こって
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いるか、何が進められているかについて把握していくようにしてはどうか。

会長

・資料３を見ると、地域自立支援協議会について、目標では平成19年度で県内全市町村

で設置とあるが、実績は19ということで半分に達していない。設置しないと協議もでき

ないので、早急に実施してもらう必要がある。

Ｄ委員

・地域自立支援協議会の設置数ではなく、質の問題。過去に障害児者等地域療育支援事

業の地域連絡協議会があったとき、委員は年に１、２回呼ばれて終わりという、実質的

に機能していない会議というのが過去あった。自立支援協議会がそうなるのではないか

と危惧している。実務的に役に立っていないものをどう使い勝手をよくするか。

事務局

・ご指摘のとおり、地域自立支援協議会を形ではなく、実質的に機能していかないと、

相談・検討や問題を解決する力になっていないと指摘されている。障害福祉計画の第１

期目は、市町村に自立支援協議会を作ることだけが議論されてきた感があるが、課題に

よっては圏域的、全県的なことが出てくる。今回の計画の２期目においては、国もそこ

を指摘をしており、県としても議論していきたいと考えている。今、具体的に取り組み

についてご意見があったが、それも含めて今回の計画の中に取り入れてできればいいと

考えている。自立支援協議会はそれ自体がなかなか機能しなくても、各部会が機能する

ことでより提携ができる可能性があるので、そこについては考える必要がある。また、

広域的な役割については県が果たすべきであるし、人材育成の問題、市町村がイメージ

できていないということについては、県がサポートしながら提携する立場にあるので、

それも含めて議論をお願いしたい。

体制作り、中身の機能させることがを肝心だと思うので、実態の議論でお願いしたい。

会長

・私も前回、那覇市の自立支援協議会の委員だったが、那覇市のように協議会の部会が

きちんと活動を始めるといろいろなことが動き出す。そういう事例を見ながら、全県的

に広めることは必要じゃないかと思われる。

Ｅ委員

・よくわからないことがある。授産施設の父兄があまりにも行政を頼りすぎていると感

じている。自分たちの家族が障害を持っているということに何故人任せなのか。パンや

園芸、石けん作りなどを行っているが、子どもの障害が高い人ほど、父兄が協力しない。

何故やらないのかと訊いてみたら、行政がやるのが当たり前だという。親が努力して、

親が亡くなった後の子どもたちのために行動するべき。障害を持っても恵んでもらうの

ではなく、自分でアイデアを出してやるべきだというと、あなたがやればいいという。

これが理解できない。
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Ａ委員

・親の話が出たので、上原委員の言うとおり、保護者が動かないということ。Ｄ委員が

言うとおり、親が学校に依存してしまう。養護学校に入れば卒業するまで先生任せ、施

設に入れば施設任せ。そういう意識が親にあるので、意識を変えるための啓発活動が必

要。「親はいなくなるんだ」ということを我々も言ってきているが、そこをしっかりと

啓発できたらいいと思う。

Ｆ委員

・今日も県庁に来た際に感じたが、車いす使用者用駐車場が必要性である。車いすのお

使用者用ではなく、車いすの運転者専用の駐車場を市町村で設置してもらうよう、県で

働きかけてもらいたい。それにより車いすの方の行動範囲がさらに広がると思う。また、

千葉県の障害者差別禁止条例についても、6月に千葉県へ行きお話を伺ったが、就労の

問題においても、障害者が職場にいることで、健常者の理解がより深まるというものが

ある。沖縄県でも取り組んでいきたいと考えている。

・障害者の就労についても、障害者はすぐやめてしまうという、甘えているという声が

あるが、障害者に対する理解が充分ではないと思われる。雇用主に対して、自分はこれ

ができる、これはできないというのも一つの方法と考えられる。

・様々な障害があるとは思うが、介助者がいるのならば、車いす使用者用駐車場につい

ては車いす使用者に対して優先させてもらいたい。行政においても公共施設では車いす

使用者用駐車場の適正利用を強く訴えてもらいたい。

会長

・車いす使用者用駐車場の適正利用については、私も「車いす使用者用駐車場に停めま

せんキャンペーン」を有志を募って行っている。九州地域のなかでも、パーキングパー

ミット制度を行って、車いす使用者用駐車場に誰が停めていいのか悪いのかということ

が明らかになれば、問題は少しずつ解決していくと思われる。公的に停めることができ

る人との基準を早急に作って欲しい。

・権利擁護についても、沖縄県においては、チーム沖縄では前回の県知事選で各候補に、

障害者差別禁止条例を作る気があるか、公開質問状を出している。現知事も考慮すると

回答している。県内でも障害者団体を中心に進めたいという動きがあり、実際取り組ん

でいるグループもいる。

Ｇ委員

・就労の問題がいろいろ出てきたが、配慮して欲しいのは、乳幼児から学齢期、青年期、

成人期への移行におけるつなぎである。このつなぎが抜け落ちると、個別支援計画に乗

らないという状況になる。施策だけ先に進むのではなく、教育、福祉、労働のつなぎを
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どうするかというのが、自立支援協議会のテーマでもあると思われる。そこを語らない

と、何かがある、ないということだけになるので、具体的に政策をどう進めるのかとい

うときにつなぎを想定する。学校でいう個別支援教育や福祉における個別支援計画やケ

アマネジメントにおいて、どうつなぐか整理する必要がある。議論がずれてしまうおそ

れがある。

・発達障害の方々について。各障害者就業・生活支援センターやハローワークには、現

在も学習障害やアスペルガー、高機能自閉症が既に来ていて、現場では動いているが、

なかなか表に出てこない。情報が公開されていない。

・就労支援について。就労は障害者自立支援法だけではない、障害者雇用促進法、職業

能力開発促進法でいう障害者委託訓練がすでに各圏域で行われている。障害者自立支援

法には就労移行支援事業があるが、こことのつなぎも行われている。現場ではつながっ

ているが、知らない人が多い。政策ではなく使い方を知らない。告知の仕方を検討すべ

き。

・企業から教育分野、社会分野での支援の在り方をフィードバックしたいという要求が

ある。福祉、教育関係者がどういう教育、プログラムが必要か、その姿勢について議

論することが、施策が展開するために必要である。

Ｂ委員

・協議会に参加する際に思っているが、協議会の委員には、制度・法律の専門家が多い。

その方たちは、知識に基づいて発言していただければいいと思うが、自分たち当事者は

専門家ではないので自分の生活の経験の範囲で発言している。長い間、制度に押されな

がら生活していた流れがある。制度に関する情報を得る場所がなく、弱い立場にいると

考えている。

そのあたりを考えて地域自立支援協議会において、部会を開催する上も当事者が参加で

きるようにしていただきたいと考えている。情報提供する中で当事者も発言できるよう

になっていくと考えている。それがないと変わらないと考えているので、県を含めた行

政でも考えてもらいたい。

Ｃ委員

・障害者雇用のカウントは障害者手帳が基準になっていると思うが、精神障害当事者で

手帳を持たない人がいる。障害福祉サービスの受給者証は、医師の診断書があれば発行

されるが、トライアル雇用の経て企業の就職時に、受給者証、医師の診断書ではなく障

害者手帳を要求される。障害者手帳を嫌がる人が雇用できないことになる。精神障害で

はどうしても手帳を嫌がる人が多い。手帳による障害者雇用のカウントについて、厚生

労働省でも定義がはっきりしていないので、もっと当事者が行きやすい形にしてもらた

い。
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・障害者手帳への写真添付の義務化も原因。悪用されるからとのことだが、もっと根本

的なことがあるのではないか。雇用側と話し合いなどがされているのか。

Ｈ委員

・労働政策の現場のほうでも、手帳を持たない精神障害者がおられるということで、医

師の診断書で雇用できないかとは、担当者から話に出る。実際には、法律等制度に精神

障害者がつい最近、法律に参入されるようになったこともあり、手帳に関して本省から

は聞こえてこない。機会があれば本省サイドに意見があったことを伝えていきたい。

Ｉ委員

・相談支援のほうにニーズがつながっていないんじゃないかと感じた。南部でも圏域で

取り組みを行っている。アドバイザーを中心に地域でいかに地域自立支援協議会を立ち

上げていくか勉強会を行っている。障害者自立支援法の課題を、地域自立支援協議会の

なかで解決を図っていくという仕組みなので、そこでやるしかないと考えている。相談

支援の実績でも数が少ない。ケアマネジメントに乗った形の支援が進んでいないことが

課題としてある。各市町村でもサービス利用計画策定費についても知られていない状況

なので、広報について県からも指導願いたい。

・相談支援事業を行っている者として、精神科病院からの地域移行に向けた対応として

施設入所の相談をよく受ける。そのなかで気づいたこととして、精神科病院の退院促進

事業を進めるために、精神科病院からの退院について、ニーズに関する実態調査を行っ

てもらいたい。適切な形で地域移行が進められるための配慮をしてもらいたい。

Ｊ委員

・視覚障害者は、移動支援やホームヘルパーを利用するが、支援費制度のころは、家か

らよく外出して、社会参加していたが、障害者自立支援法施行後、むしろ家に閉じこも

ることが多いのではないか。

・病院への通院でも対応できていない。事業所でもタクシーの負担を利用者に要求した

りしなかったりとまちまちである。事業所の許容量もあるので、タクシー負担のない事

業所にのみ集中するわけにもいかない。

・障害者の一般就労についても、障害者を指導する形で、誰かを併せて雇用すれば就労

可能なのではないか。

Ｋ委員

・退院促進の話もあったが、家族の高齢化もあり、退院を拒まれて家に帰れないという

方がいる。グループホーム等を作って欲しいという声があるが、グループホームの数が

少なく、帰れない、それでいて退院して欲しいいう声もある。もっとグループホームを

作ってもらいたい。
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事務局

障害者基本計画、障害福祉計画を同時に進めている。団体ヒアリング、市町村との

ヒアリングを終えて、現在、市町村との見込量についての作業に入っている。

障害者施策推進協議会は10月末が第１回で、次回は12月中旬頃を予定している。第

２回で施策の素案を提案していきたいと考えている。

次に１月に１回開催し、できるだけ２月中に両計画のパブリックコメントを行い、

３月末にまとめていく形になる。障害者基本計画のほうは県議会への報告があるので、

それを６月議会に報告していきたいと考えている。

事務局

本日は、お忙しい中ありがとうございました。議論も白熱して、忌憚のないご意見が

出て非常に参考になりました。先程説明にもありましたとおり、障害者自立支援法が急

いで成立して、第Ⅰ期計画は、皆さんの意見もなかなか聞けないままに作られたという

ことで、今回は事務局により、当事者の方や市町村にヒアリングを繰り返して行ってお

ります。そういう面ではまだまだ必要な部分が出てくるとは思いますけれど、皆さんの

ご意見を参考にして、いい計画ができるのではないかと期待しております。今後、予算

も財政も厳しい中で、県として何ができるかということを考えて、県民への障害者に対

する理解を深めるための啓発とか、市町村間での不公平感がないような、平等なサービ

スができるような取組とか、先程具体的な意見もありましたが、自立支援協議会のなか

で具体的につないでいける、生まれてから年取っていくまでのなかの、切れ目のない支

援がいかにできるかという、その辺が県としての今後の課題であり、役割ではないかと

思っております。計画を作る中で、きちんと皆さんの期待に応えられるものができれば

と思っております。今後とも計画ができるまで長丁場になりますが、ご協力ご支援をよ

ろしくお願いたいと思います。本日は本当にありがとうございました。

以上


