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平成21年1月29日作成

平成20年度第３回沖縄県障害者施策推進協議会 議事録（要旨）

日 時：平成21年1月29日(木) 14：00～17：00

場 所：沖縄県庁６階 第２特別会議室

出 席：髙嶺 豊会長、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、

比嘉 佑一郎 委員、田 正博委員（10名）、

※上原 義雄委員、田中 寛委員、富永 哲史委員、翁長 雄志委員、宮城 篤実委員は

欠席。

田中 寛委員、富永 哲史委員の代理として、砂川 好彦 沖縄県手をつなぐ育成会

常務理事、玉城 剛 沖縄労働局職業安定部職業対策長がそれぞれ出席。

（欠席者3名）

伊波福祉保健部長による挨拶の後、次の議事が行われた。

【議事】

(1)事務局素案説明

第２期沖縄県障害福祉計画素案について

(2)論議・検討

事務局による素案説明後、主な論点をもとに、意見交換が行われた（要旨）。

(3)連絡事項

事務局より今後の予定の説明を行った。

【要旨】

① 生活支援関係（サービス提供体制の確保・生活支援事業）

Ａ委員

素案P25 「③ 居住系サービス」の必要な見込量の確保のための方策について、

「公営住宅及び民間賃貸住宅への入居を推進します。」とあるが、沖縄県で具体的

にどうやっていこうとしているのか教えてもらいたい。

p26「② 離島町村等に対する支援サービス提供体制の確保が困難な町村につい

ては、圏域自立支援連絡会議を通し、地域独自の資源開発・改善や複数町村のニー

ズを集約した事業所進出の働きかけ等、町村の取り組みを支援します。」とあるが、



2

例えば北部圏域なら伊平屋村、伊是名村などにおいてはどういうことになるか。ま

た、南部圏域でも渡名喜村、粟国村、北大東村、南大東村などにおいてどのように

すれば、利用者が公平なサービスを受ける環境が整備されていくのか。

実態がどうなっていて何がニーズとして求められているのか、わかりづらい。もう

少し詳しく説明してもらいたい。

事務局

公営住宅の優先、住宅課を含めて推進していく。民間住宅に関しては、グループ

ホームケアホームの借り上げの推進をしながら入居も推進していく。

地域住民への広報も十分に伴って単独の公営住宅、民間住宅の入居も推奨する。

事務局

離島町村等とあるとおり、離島町村がメインだが、北部の国頭村、大宜見村、東

村なども、なかなか独自でサービスを提供できる事業所がない町村に対する支援と

いうことで表記している。

具体的には座間味村で地域の中で障害者の入浴サービスを独自にするなど地域資

源の開発を行っている。費用対効果の面で事業所の進出が厳しい離島町村等で、そ

の地域にある高齢者の介護福祉サービス事業所の中で障害福祉サービスの提供がで

きないかといった地域独自の資源の改善・開発の取組をしている市町村に支援して

いる。ツールとして、直接的な助言をしたり、離島町村に共通するような課題を話

し合う圏域自立支援連絡会議を開催したりする中で地域資源の開発改善を支援して

いく。

複数町村のニーズを集約した事業所支援は、どちらかというと、離島ではなく北

部圏域の町村になるが、北部圏域は名護市に事業所が集中している関係で、距離的

な問題もあり、障害者の方の利便性が悪い。そのため、複数町村のなかで、ここは

サービス介護事業所が必要、ここは児童デイサービス事業所が必要といったニーズ

を把握し、事業所進出の働きかけを支援していくという内容。

Ａ委員

地域の事業形態でやっていったのか、地域のゆいまーる精神でやったのか教えて

もらいたい。事業となると本人の負担の問題を含めて大変だと思うが、もう少し具

体的に知りたい。

事務局

座間味村から確認したところによると地域生活支援事業の市町村事業のうち、必
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須事業でない、ニーズに応じて独自でサービスする事業として入浴サービス事業を

作って対応している。

地域生活支援事業は、実施した事業費の、予算の範囲内になるが、国が1/2、県が1

/4、市町村が1/4で負担している。

Ａ委員

公営住宅の入居グループホーム、個人で入ってきたいという場合に障害が生じる。

個人情報を言わないと取り合ってくれない。障害者で生活介護を受けていると申告

しないと情報をもとに、持ち主が嫌だというと入れない。

家主、不動産会社と県からなる協議会を作って民間の賃貸住宅を確保していく条

件づくりはできないか。

p19 受入条件が整えば退院可能の意味

入院の必要はないが、実際に退院してみても1人では住めない人、どうすれば住居

の保障ができるのか。

事務局

不動産業者のあっせん、那覇市が昨年度から実施、他の市町村は、県の方が保障

して住宅借り上げできないかということに関しては、地区ごとに自立支援連絡会、

地区ごとの状況、住宅部会で議論してもらって、県で統一して行う必要があれば、

検討する余地がある。今のところ具体的な取組がされていないような状況です。

Ｂ委員

地域移行を進めていく上で、住居の確保は大きな課題と思われる。、住宅部局と

福祉部局との連携が必要かと思われる、その方策についてマニュアルを作成して、

具体的に示していただきたい。検討していただきたい。

p29 障害者の虐待防止に向けた取組について、虐待防止と更に「権利擁護」と言

葉を入れてもらいたい。虐待の防止と権利擁護に向けた取組と設定してはどうか。

Ｃ委員

p17基本理念、障害のある人が普通に暮らせる地域づくり

居住支援について。グループホームの基準緩和について、県から国に提言しても

らいたい。現在のグループホームの基準では、最低要員が４人以上、一住居あたり

の利用者は２人以上となっているが、ふれあいセンターの近隣では、１人暮らしの

ために、グループホームが世話人が配置されていない方が数人点在している。これ

らを近隣エリアとして４人以上ととらえて、グループホームとして認められるよう
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にしてもらいたい。

せっかく退院しても慣れない生活、世話人がいない居住環境のなか、再入院した

ケースもある。せっかく住まいを確保しても、身近に不安定な一人暮らしを営んで

いる仲間が多数みられる。地域生活への移行をスムーズに進めるためにもグループ

ホームの基準緩和を求める。

事務局

障害者の地域移行に基本的なことと認識している。障害福祉サービス報酬体系基

本的なことが定めている関係でなかなか共通認識、お答えできない認識している。

グループホームについては、地域における支援体制、ピアカウンセラー、ピアサポ

ート条件の違うもろもろの条件を国の方とは意見交換、すぐに要求、要望申し上げ

られないが、地域で安心して暮らせる環境が進めていきたいと考えている。お聞か

せ願いたい。

地域生活支援事業

Ｄ委員

p31地域生活支援事業の、自立支援協議会の中身の担保、どなたがそういったこ

とを管理するのか。圏域アドバイザーがいろいろな情報提供、研修等に関わること

だと思う。設立に関しては問題がない。

それを自立支援協議会の質については誰が確保するのか。設置ではなく、どう運

営していくかが問題。

市町村が積極的に自立支援協議会が必要なのだと思っていただくことが必要。

アドバイザーが関わるとか県の自立支援協議会などp35に自立支援協議会と市町

村に働きかけてということが関係あるのか無いのか。立場なのか。制度上の課題を

各市町村の自立支援協議会で吸い上げて、県の自立支援協議会の中で、条例の運用

の仕方をこうしたらどうか等トップダウンでなにかないか。

事務局

県と市町村の自立支援協議会の役割分担について、地域で問題課題がある。市町

村の自立支援協議会は、個別のケース相談がスタートで、個々のケースの検討会議

を通じて地域で抱える課題で共通する課題については、それぞれ市町村で設置して

もらう自立支援協議会で各分野の関係者が議論解決に向けて取り組んでいる。

課題が地域に限定するものでなくて、幅広く圏域で議論するものについては、圏

域の方に設置しております各圏域の自立支援会議で議論してもらう。５つの県域で

設置している自立支援連絡会議の中で、県として解決に向けて取り組むことが必要
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じゃないかという場合、県の自立支援協議会の中で議論して頂く。

基本的にはボトムアップなので、スタートはどうしても地域。問題課題解決はま

ず地域で話し合っていただくと、地域では難しい課題、共通の課題等に関しては広

げて解決策を見いだして取り組むために徐々に上げていただくという関係がひとつ

あります。

もうひとつは地域の方で取組を期待するんですが、設置できるところ、取組につ

いて、そういったものについて、県の自立支援協議会で地域の設置状況、運営状況

等を評価するというような形で、県域ごとのアドバイザーや福祉保健所が連携して、

市町村に設置を働きかけたり、指導・助言を行っていく役割として位置づけられて

いる。

Ｅ委員

コミュニケーション支援事業のなかで、手話通訳者・要約筆記者派遣事業の実利

用見込者数に記載があるが、最近新たに出てきているのが盲ろう介助者の件です。

今年が無理でも21年度か22年度に入れてほしい。

日常生活用具等給付事業の④情報・意思疎通支援用具について。

離島との情報交換は困難な状況にある。パソコンの通信があるが使えない人も多

い。例えば、使いやすいIT機器で、モニターをみながら手話ができるアイドラゴン

というものがあるが、離島の人があるということを知らないので、ネットワークが

構築できない。

モデルというか、行政の中に申請があると思うので、設置すれば普及していくと

思う。こういう仕組みがあればいいが現在無い。山形県、島根県、システムを作っ

ている。行政がモデルとして出していくということで普及していくと思う。伊平屋

島にろうの方がいるのに連絡ができない。どのように連絡することができるのか。

連絡できないとサポートもできない。聴覚障害にとっては大きな壁になっている。

事務局

具体的に素晴らしいアイディア、手法、方法を工夫していくことが必要。設備そ

のものが知られていない場合、適正に広報していくことは重要。公共の施設でネッ

トワーク構築が可能か即答はできませんが、IT化、テレビ会議、関係部署と情報を

聞いてみようと考えています。

盲ろうについては、国の通知に基づき目標設定をしておりますが、コミュニケー

ション支援の実態を踏まえながら検討していきたい。

会長
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インターネットツール、テレビ会議、パソコンがあれば対面で会話できる、手に入

りますので、支援をするという方法も将来考慮すべき。

② 就労関係

Ｆ委員

p36 （イ）障害者就業・生活支援センター事業 どういう事業か、また、宮古・

八重山における障害者就労・支援事業とはどういうことか。

事務局

障害者就業・生活支援センター事業の基準に該当しないということで、指定して

いなかった。本年度支援する必要がある、指定して同様な就労の事業を委託１箇所

ずつ支援事業を行っております。

Ｆ委員

身体障害者手帳、療育手帳を持たない発達障害の方について。ハローワークにお

ける委託訓練になじまない場合、障害者自立支援法の就労移行支援事業が活用でき

ないか。就労に限って、ケアマネジメント事業において雇用促進法を読み込んで行

うと可能性が引き出せるのではないか。就労支援ネットワーク会議と連携していっ

たらどうか。

事務局

就労に関しては福祉、雇用、支援学校、市町村、センター、就労部会等総合的に

連携することが重要なことだと思います。

事務局

センターの活用しての明確化だというふうに思います。地域活動の就労や相談支

援について拠点の中での中心的な機能の話だと考えています。それをすることによ

って多種多様な支援施策の連携や人材の効果的な配置ができるのではないかという

話だと理解しております。労働を所管する観光商工部と連携して整理をしてどうい

う支援体制にするのか役割はどう担うのかをより整理をして実践していければと思

っています。

Ｇ委員

p40 沖縄県工賃アップ推進計画の状況について。

工賃倍増計画取組だった成果状況をお聞かせ願いたい。
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事務局

昨年度から事業を開始しております。事業所に経営の専門家を派遣してどうすれ

ば工賃倍増できるかについて検討しています。去年は5事業所、今年は15事業所や

っています。具体的な効果がまだあがっていないという状況です。各事業所におい

ては工賃を上げていこうという意欲は充分感じられるが、効果が見えてこないとい

う状況です。

事務局

工賃アップの場合、経営指導員によって体質改善しているが、受け手・経営者・

利用者全て含めての共通の認識が必要だが、その辺でアドバイザーが苦労している

とお聞きしております。

もうひとつ作業支援員を含めて何とかサポートできないかと景気対策のなかで授

産活動支援として支援員の派遣を目論んでいるところです。事業所と相談しながら

必要な支援をすることで体力をつけていきたい。

Ｈ委員

工賃倍増計画の成果は大きくはないが、確実にある。コンサルタントの派遣が大

きい。職員の意識改革が成果に表れる。

５年の計画期間の間に中間の検証を入れて欲しい。

Ａ委員

工賃倍増については、23年度達成のため、指南しているところだが、障害年金と

４万ぐらいの工賃アップで月10万で生活をするという計画。達成も大変だが、10万

で生活ができるのかを含めて、具体的に中身について当協議会で議論が必要。

就労支援ジョブコーチ研修は、条件が大変。就労をやっていくためには利用者と

の意思疎通を図り、問題解決しないと定着はできません。そのために研修にいくが

本当に自立支援のためになっているか、どういう方向性なのか、障害者の地域で住

む実現のためにどういうサポートが必要なのか、きちっと議論して頂きたい。

精神障害者は週40時間働くのはものすごく困難。厚労省でも１日４時間、週20時

間の検討を重ねていて、その可能性を含めて環境を変えていけば、就労につける人

が出てくるのではないかと考えているが、環境が変わらないため実現しない。

トライアル雇用で民間の事業者が納得してくれない。トライアル雇用の広報を徹

底していかないと、ハローワークだけではどうにもならない。沖縄県として、具体

的にどうしていくのか計画の中で盛り込んで頂きたい。

南部医療センターの精神科病棟は、現在5床で、看護師不足で14床をしまってい
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る。この14床は小児科にしようという計画がある。実際は精神の患者は医療センタ

ーの精神科病棟に送られていくが、5床しかないため、豊かな治療が受けられない。

福祉計画を作る際に、こういう環境の変化をどう盛り込んでいくか。

あと精神障害者通院リハビリについて、見直しをするとあるが、利用者が増えて

きている状況でどうするのかというのがある。費用対効果でみると見直しが必要だ、

と言われると進めていたのにあれっとなってしまう。整合性をつけていかないとい

けない。

事務局

この会議は障害福祉計画についての審議であります。制度を議題するステージで

はない。通院リハビリ等の事業の実施方法等についても別のところで議論するもの

と考えます。施策推進協議会としてのテーマに沿った議論をよろしくお願いします。

③ 圏域別基盤整備計画

Ａ委員

精神障害者のなかには、人目を避けて居住市町村から遠くの病院や地域活動支援

センターを使うひともいる。実態として、市町村によっては、他の自治体の人達、

地域に住んでいない住民には利用させない、地域活動支援センターの利用者を住民

に限定している事例がある。市町村をまたがって活用した場合に市町村同士でする

のではなく、県の方で調整機能があって、仕組みがあるともうちょっと使いやすい

のではないか。検討いただきたい。

事務局

障害福祉サービスについては地域毎で特に利用制限はない。

（地域活動支援センターは利用者の実績報告数値を市民に限る場合もあり）

事務局

制度的には垣根がないので、どうしてそのような声があがっているか確認の必

要がある。障害福祉サービスは、本人が事業所と契約して本人がサービスの選択

をして市町村が支払いを決定していくというのが基本。自立支援法の特徴は本人

が選択できるということ、これを基本にしている法律のなかでは、市町村をまた

いでサービスを受けることは否定されておりません。ただ要綱等で限定している

ならば、確認する必要がある。
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事務局

補足ですが、地域活動支援センター事業は、地域生活支援事業の市町村事業の中

にありまして、市町村が個別に作業所と委託契約を結んでサービスを提供するとい

うことがありますので、その場合はその市町村に所在する住民に限るということが

あります。

Ａ委員

制度上法律上の問題と別で実態として進んでいる問題は、県で指導しないと利用

者に混乱がおきるので、どうにかしてもらいたい。

事務局

例えば児童デイとか非常に受入の制限をしないといけない場合に、そこの市町村

の住民を優先するという選択はやっているかもしれない。市町村は何カ所かの活動

センターに委託をすることができるが、財政的な理由で委託をしてないという場合

が見受けられるので、それもあると思われる。ただ制度としては決してそうではな

い。どういう分野でそういう実態があるかは、市町村から確認はする必要があると

思う。

Ｆ委員

名護市市営住宅内のグループホーム設置は、団体の陳情によって実現した。

県、市町村、事業所がそれぞれやるべきことを整理し、情報共有しないとわか

らなくなる。

発達障害児について、幼稚園で午前はヘルパー派遣の療育支援、午後は児童デ

イサービスを実施するなど、教育と福祉が連携している事例がある。成功事例・

好事例を紹介すれば、他市町村の刺激になる。

④ 計画の推進体制

Ｂ委員

p44 市町村のサービスの格差をどのように解決するか、また格差の状況を把握し

ているか。

サービスの提供体制の格差について、他地域の自立支援協議会が進んでいるとこ

ろの情報をキャッチして、関係者を招いて勉強会進めている。地域格差は、実際は

ありまして、予算や地域の状況で各市町村の落差が非常にある。

地域生活支援事業、日中一時支援等サービスの提供体制や提供内容の格差をどの

ような形で県の方は調整していくのか、把握されているのか。
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事務局

市町村の実情に合わせて実施することになっているので、県は特に対応してい

なかった。ヒアリング等を通して格差があるとわかった。

現時点では、市町村の地域生活支援事業の実施要綱を収集しているところであ

る。比較、分析して、今後、必要最低限のサービスができるか考えていく。

Ｅ委員

利用者負担の更なる軽減をきっちりして、また市町村に促進していただきたい。

Ｆ委員

p42 一般就労に関する理解の促進

中小企業家同友会が毎年雇用主を対象とするセミナーを開催している。支援者側

のセミナーではなく雇う側のセミナーである。大変重要なことで関係者も見逃さな

いで参加していきたい。

最近増えているのは、就労継続支援事業で必ずしも福祉事業所のなかで、作業所

をつくるだけでなくて、複数の企業のなかでグループ就労的に働くこと。そうする

と、人数分の契約をするので必然的に工賃がアップする。企業のなかで企業から評

価されるので雇用の可能性も高くなっていく。北部でできているので、中南部でも

できる可能性が高い。

先駆的なスキルの高いジョブコーチのノウハウを活用すべき。雇用サイドの施策

を福祉も参加しながらやっていく。そのための広報のありかたも考えるべき。

⑤ 広報関係

Ｄ委員

障害児に対する障害者自立支援法の位置づけがはっきりされてきているが、未だ

移行段階である。障害児の対象として「気になる子」がこの度明確に「べきである」

とされた。乳幼児期は療育手帳・身障手帳をとっていない場合が多い。はっきり白

と黒で規定できない場合は「パステルカラー」という概念を考え、「パステルゾー

ンの子供達」と呼ぶようにしている。パステルカラーの気になる子は、しっかり対

象に入っている。こういう広報啓発は必要。

相談支援専門員の自由度は、市町村担当者の知識に左右される。うるま市のよう

なフォーラムなどを実施してくれるとよい。

自立支援協議会の事例など広めてもらいたい。県で同等の規模、同等の事情をも

つ市町村で分類して、モデルとなる事例について情報を整理して流せるようにして
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はどうか。

Ｉ委員

住居について。一般住宅に入居するだけでは障害者差別に繋がるのではないか。

障害者であっても地域活動に参加して自分たちを認めてもらう地域密着型ホームを

つくるべきである。

就労について。トライアル雇用で実際に雇用された事例の確認。企業側もメリッ

トがないと採用しない。利用者とのコミュニケーションを積極的に行い、仕事の「楽

しさ」を感じ取れればやっていけるのではないか。

Ｊ委員

就労について。バリアフリーの職場、トイレなどは必須。下の世話もサポートし

てくれる職員がいると働きやすくなる。

住居について。結婚する際に相手に収入があれば、公営住宅には入れない。バリ

アフリー整備された一般住居は探すのが難しい。障害者の理解については多くの企

業にわかってもらいたい。

Ｅ委員

聴覚障害者の雇用定着の問題がある。原因は職場が合わないではなく職場環境の

問題がある。技術的に問題が無くても、職場における障害への理解不足、コミュニ

ケーション不足等情報が与えられていない状態では働く意欲が湧かない。また、将

来の夢や希望もつくれない。福祉施設でも毎日パンを作るだけの生活。職場を好き

になることができない。採用したからいいではなく、採用した後の環境をどうよく

していくかをきちっと確認する必要がある。検討する課題の一つとしていきたい。

以上


