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      「第４次沖縄県障害者基本計画素案」に対する意見（委員及び庁内）     資料１ 
 
※ 表中の頁・行については、同封の「資料３ 第４次沖縄県障害者基本計画素案（修正版）（見え消し版）」にて整理しています。     

                                                  【2013･09･10 送付用確認】 
番
号 

 
頁・行 素   案 意 見（ 修 正 案 文 ） 理 由 等 意見提出者 事務局回答 

 
１ 

 
６頁 
２行 
 

投票所のバリアフリー化促
進 

盲ろう通介などの誘導、候
補名の点字 
 

盲ろう者に対する理解がま
だ情報不足 
 

川上委員 ○ 委員意見の趣旨は、５頁
の36行から37行にて整理
しています。 

 
２ 

 
８頁 
28行～ 
31行 

また、公営住宅について
は、障害者の入居優遇に努
めるとともにバリアフリー
対応の住宅整備並びにグル
ープホームの整備促進に努
めます。 
 

左記素案の下線部について
、《公営住宅についてグルー
プホームの整備促進に努める
》との表現と思われるが、今
後の協議であるため、公営住
宅における整備ではなく、そ
れ以外（民間など）の取組み
として、「並びに・・・」以
下の文章を独立させてくださ
い。 

 

公営住宅において「グルー
プホームの整備促進」は協議
内容も含めて今後の協議であ
ることから。 

住宅課 ○ 公営住宅については、県
民の需要も高く、また協
議を継続することから、
現時点では担当課の意見
を踏まえ、下記のとおり
修文します。 

 
【案】 

また、公営住宅について
は、障害者の入居優遇並び
にバリアフリー対応の住
宅整備に努めます。 

さらに、障害者の地域移
行の促進のため、民間賃貸
住宅等の活用も含めたグ
ループホームの整備に努
めます。 

 
 
３ 

 
９頁 
19行 
 
 
 
 

 (追加) 
機内での点字案内、ＷＣの

点字または拡大文字 
 

 川上委員 ○ 委員意見の趣旨は、９頁
15行に含まれているもの
として整理しています。 

 
○ なお、JAL,ANAの民間航

空会社で点字版の「案内の
しおり」が準備されている
ところです。 
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４ 

 
10頁 
20行 

 (追加) 
災害時、情報伝達（メール
など）または、避難支援 

 

川上委員 ○ 委員意見の趣旨は、10
頁の10行から11行にて整
理しています。 

 
５ 

 
12頁 
４行～ 
８行 

障害者の社会貢献や職業
的自立を図るうえで、仕事
を持つことは大切なことで
す。障害者が働き続けるこ
とのできる環境を整備する
ため、性別、障害の種類や
程度、健康状態に合わせて
働ける就労機会の条件整備
に努めます。 
 また、福祉施設における
雇用の場の拡大及び工賃の
向上を図ることともに、職
業能力開発の推進を図りま
す。 
 

左記文面の中に、親への障
害者雇用の理解を深める取組
を挿入できないか。 

障害者雇用の拡大が遅い
大きな理由のひとつに、「
負担が大きくないか」「職
場でいじめられないか」な
ど企業への理解不足と心配
のあまり、親が障害の持つ
子供を外に出したがらない
事があります。障害者雇用
に対する親の教育が必要か
も。 

宮里委員 ○ 委員の意見については、 
障害者就業・生活支援セン
ター等を活用することが
その一助になることから、
12頁33行にて整理してい
ます。 

 
 

 
６ 

 
12頁 
４行～ 
８行 
 
 
 
 
 
 

障害者の社会貢献や職業
的自立を図るうえで、仕事
を持つことは大切なことで
す。障害者が働き続けるこ
とのできる環境を整備する
ため、性別、障害の種類や
程度、健康状態に合わせて
働ける就労機会の条件整備
に努めます。 
 

障害者の社会貢献や職業的
自立を図るうえで、仕事を持
つことは大切なことです。 

障害者自身の社会経験を幼
少期から身につけ意識変革(社
会モデル)にしていくこと、親
の意識改革、たとえば親自身の
経済力をつけ、障害者手当や年
金、給与等は障害者の地域生活
ができるように、親子が互いに
きちんと経済的に分離するこ
とを求める。金銭搾取は障害者
虐待防止法を守れるように育
成をしていくことに努めます。
障害者が働き続けることので
きる環境を整備するため、性
別、障害の種類や程度、健康
状態に合わせて働ける就労機
会の条件整備に努めます。 

 長位委員 ○ 委員の意見については、 
５頁14行「④障害者虐待
防止の推進」にて整理し
ています。 
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７ 

 
12頁 
５行 

 障害者が働き続けること
ができる環境を整備するた
め、性別、障害の種類や程
度、健康状態に合わせて働
き続ける環境の整備に努め
ます。 

障害者が働き続けることが
できる環境を整備するため、
障害の種類や程度、健康状態
に合わせて働き続ける環境の
整備に努めます。 

男女雇用機会均等法にお
いて、性別による雇用機会
の差別は禁止しているため
、不適切な表現となってい
る。 

平和・男女共
同参画課 

○ アンケート等で女性の
就業率が低い状況から残
していましたが、男女雇用
機会均等法の規定を踏ま
え、「性別、」の文言につ
いては削除します。 

 
 
８ 

 
12頁 
11行 

 障害者の雇用拡大を図る
ため、企業に対し、ハロー
ワークや沖縄障害者職業セ
ンター並びに～ 
 

障害者の雇用拡大を図るた
め、地方公共団体、企業に対
し、ハローワークや沖縄障害
者職業センター並びに～ 

  まずは、県、市町村の地
方公共団体が障害者雇用率
を率先して示すべきではあ
る。 

宮里委員 ○ 委員及び担当課の意見を
踏まえ、以下のとおり修
正します。 

 
【案】 

障害者の雇用拡大を図
るため、県、市町村におい
て障害者雇用を促進する
とともに、障害者の継続的
な就労や職場定着を支援
するため、ハローワークや
沖縄障害者職業センター、
障害者就業・生活支援セン
ターと連携し、企業に対し
て障害者雇用率制度の普
及活動を行うほか、雇用及
び福祉の関係機関とも連
携し、障害者や企業への相
談支援体制の整備に努め
ます。 

 
９ 

 
12頁 
11行～
16行 

 障害者の雇用拡大を図る
ため、企業に対し、ハロー
ワークや沖縄県障害者職業
センター並びに障害者就業
・生活支援センターと連携
した障害者雇用率制度の普
及啓発活動並びに障害者の
雇用と定着に向けた相談支
援体制の整備に努めます。
 

障害者の雇用拡大を図ると
ともに、障害者の継続的な就
労や職場定着を支援するため
、ハローワークや沖縄障害者
職業センター、障害者就業・
生活支援センターと連携し、
企業に対して障害者雇用率制
度の普及活動を行うほか、雇
用及び福祉の関係機関とも連
携し、障害者や企業への相談
支援体制の整備に努めます。

 

 わかりやすい表現に変更 雇用政策課 

  
10 

 
12頁 
17行～ 
21行 
 

 また、個々の障害の種類
や程度、健康状態に合わせ
て、在宅就労や～ 

また、障害者個々の能力や
適性、障害の種類や程度、健
康状態に合わせ社内業務の選
定や、創出の支援、職場実習
のあっせんや障害特性を踏ま
えた雇用管理の助言等に加え
、在宅就労や～ 

 

 障害者の雇用に関する企業
への具体的支援内容を追加 

雇用政策課 ○ 担当課意見のとおり修 
正します。 
 

○ また、12頁29行を以下 
のとおり修正します。 

【案】 
● 就労機会拡大に向けた 
職場実習のあっせんや新
たな職域の開拓 
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11 

 
12頁 
28行 

●ハローワークや沖縄障害
者職業センターの利用促進

●ハローワークや沖縄障害者
職業センター、障害者就業・
生活支援センターの利用促進

 障害者、企業双方にとって
障害者就業・生活支援センタ
ーの役割が大きい。 

雇用政策課 ○ 担当課意見のとおり修
正します。 

 
12 

 
12頁 
29行 

●職場実習や新たな職域の
開拓 

（追加） 
障害者実習事前勉強会、障害
者への理解をしていくための
努力 

長位委員 ○ 追加内容については、職
場実習の一部として考
えており、原文のままと
します。 

 
 
13 

 
12頁 
37行 

 障害者就職面接会への手
話通訳者派遣 

 要約筆記（ノートテイク）
など 

手話通訳者だけでなく、要
約筆記派遣を含む 

川上委員 ○ 個々の就職面接会の希 
望者等の状況も踏まえ、配
置できるよう関係課に伝
達します。 

 
 
14 

 
13頁 
５行 
 
 

 （追加） 
 障害個々人のスキルアップ
をすることで、共に職業トレー
ナーのスキル向上が一体とな
ることを基本にし、社会情勢に
合わせながら就労事前内容に
していれていくことで、社会適
応能力ができるように努める。
 

就労支援者も障害者サービ
ス計画ケース会議等に進んで
参加、職員育成プログラムを
具体的に年間計画にいれ、管
理者から非常勤職員まで外部
研修、内部研修に参加してい
けるようにしていくこと。（
利用者や親権者へ情報提供が
できるように） 

長位委員 ○ 委員の意見を踏まえ、下 
記の案に修正します。 

【案】 
 一般就労の困難な障害者
の就労意向が尊重され、就労
に必要な知識や技術の習得
がなされるよう、サービス事
業者の支援体制の向上に努
め、福祉的就労の充実を図り
ます。 
 また、福祉施設における雇
用の拡大及び工賃の向上を
図ります。 
 

 
15 

 
13頁 
15行 

 医療・福祉・教育との連
携し、個々の性別、障害の
種類や程度、健康状態に合
わせた職業能力開発の充実
を図ります。 

 医療・福祉・教育との連携
し、障害の種類や程度、健康
状態に合わせた職業能力開発
の充実を図ります。 

職業能力開発において、性
別による区別を行なうことは
、７の理由と同じく不適切で
ある。 

平和・男女共
同参画課 

○ №７の理由と同じく、意
見を踏まえ、削除します
。 
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16 

 
14頁 
４行～ 
７行 
 
 
 
 

 障害のある子供たち一人
ひとりが、障害の程度及び
特性に応じて、きめの細か
な支援を受け、自立した社
会生活が営めるように、乳
幼児期から学校卒業まで一
貫した教育・療育体制の充
実に努めます。また、障害
のある子供たちやその家族
が望む就学先の選択肢が広
がるよう就学指導体制の充
実を図ります。 

 インクルーシブ教育の改革と共に、個々にあった合理的配
慮が基本にあり、特別支援教育の充実があるのではないか。
原案にはそれがみえない。 
 
 障害の特性は必要であるが、親の思いと子の思い、支援の
内容に違いがある場合がある。また、幼少期から一貫性はい
いとは言えない。 
 問題として、就業期間の教師の知識に格差がある。教師も
赴任が特別支援学校になってしまい、何も知らない教師が担
任するケースが多い。慣れてきた２～３年で地域学校にでて
しまう。一から教えても定着しない教師の在り方に問題があ
る。 
 また、卒業後に地域移行ができない教師、地域でどんなサ
ービスや相談機関があるのか分からない。その上、医学モデ
ルの考え方を児童・生徒に求めることで、現在、卒業をまじ
かにした高等部３年生は医学モデルで動かない自分の身体的
障壁に悩み・苦しんでいる。「卒業が怖い」との言葉が・・
 

長位委員 ○ 教員の知識の格差との
指摘につきましては、③特
別支援教育の人材育成（15
頁５行）に記載しておりま
す。 

 
○ また、幼少期からの一貫

性については、各ライフス
テージにおける情報の共
有の観点から必要と考え
ることから、原文のままと
します。 

 

 
17 
 
 

 
14頁 
９行～ 

①インクルーシブ教育シス
テムの推進 

 10行に原則としては共学であるが、各地域市町村の教育委
員会任せの合理的配慮にゆだねられているのではないか。 
 離島や少人口によっては、重複障害児や医療ケア最重度障
害児教育に対しては、地域の資源もない、資金もない中でど
のような方法で共学をしていくのか、具体的に相談支援専門
員（厚労省）、教育現場（文部科学省）の連携が取れていな
い現状で、親や本人、支援員の悩みはつきない。 
 今年の県教育委員会委託先として、宮古島と石垣島の試行
的にはじまったのですが、委託先の法人がこれまでの広域相
談アドバイザー先であったことに、これまでもいろいろ委託
や開拓してきたはずですが、課題はあると思います。 
 県委託先が事前に決まっていると思いましたし、新たらし
い取組も開拓していく必要があると強く思います。 
 特別支援学校を拠点としたシステムづくりに、私たち障害
当事者としては違和感と、満足できないことです。 
 障害者主体を履き違え、医学モデルとしての倫理観を変え
る必要性が、今後の社会づくりには必要です。 
※ 障害があってもなくても幸せを感じることができる社会

にしていくことが急務だと思います。 
 
 

長位委員 ○ 10行から12行に記載し
ているとおり、「共に学ぶ
ことを原則に、合理的配慮
及び必要な支援を提供で
きる仕組みの整備を進め
る」ことは肝要と考えます 

 
○ 特別支援学校は地域の 

特別支援教育のセンター
的役割として、相談支援を
行うことから、地域での共
学に寄与するものと考え
ております。 

 
○ よって、原文のままとし

ます。 
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18 

 
14頁 
36行 
 

●保護者への相談・支援体
制の強化 

 親への意識を変えていけるような組織体制の強化（医学モ
デルから社会モデル）へわが子の障害・疾病を受け入れるト
レーニング（受容トレーニング） 

長位委員 ○ 委員の意見は含まれて 
いるものと考えておりま
す。 

 
 
19 

 
14頁 
37行 
 
 

●就学前教育の充実  就学前検診時の判定のあり方が、特別支援学校か特別支援
学級を進める教育委員会現状を変えていかなければならない
。そこに差別が温存していると感じる。 

長位委員 ○ 15頁12行から15行に記
載しているとおり、就学先
の選択肢が広がるよう就
学指導体制の充実を図っ
ているところであり、必ず
しも特別支援学校（学級）
を進めるものではないと
考えております。 

 
○ また、20行から23行に記

載しているとおり、幼児期
から互いの存在を認めあ
う社会の実現に努めるも
のであります。 

 
 
20 

 
14頁 
38行 
 

●特別支援学校のセンター
的機能強化 

 特別支援学校教師全員が障害を理解しているわけではなく
、赴任先を決めるのは教育委員会人事課である。専門職でな
い中で地域の学校のセンター的機能は果たせない。特別支援
学校の教師も担任、副担任、もしくは進路担当と肩書がある
が、地域開拓をする時間が、実際問題あるのか疑問である。
 

長位委員 ○ 特別支援学校のセンタ
ー的機能につきましては、
24行から29行に記載して
いるところであります。 

 
○ なお、地域開拓について

は、15頁20行「⑤充実した
教育、療育の実施」の中で
記載しているとおり、教育
支援計画を策定する中で、
地域の関係機関と連携す
ることとしております。 

 
 
21 

 
17頁 
５行 
 
 

（追加） 国の障害者基本計画原案参照 
（4)当事者の意見の尊重  

障害者を施策の客体ではなく，必要な支援を受けながら，
自らの決定に基づき社会に参加する主体としてとらえ，障害
者施策の策定及び実施に当たっては，障害者及び障害者の家

仲根委員 ○ 国の障害者基本計画原
案に記載されている内容
については、各分野に共通
する横断的視点であり、当
事者の参加及び障害特性
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族等の関係者の意見を聴き，その意見を尊重するように努め
る。  
特に，障害者施策を審議する県の協議会等について，障害者
である委員（臨時委員，特別委員及び専門委員を含む。以下
同じ。）に対する障害特性に応じた適切な情報保障等を確保
しつつ，障害者の協議会等の委員への登用の促進等に努める
。  
また，これらの協議会等の会議資料等を始めとする障害者施
策に関する情報の公開に当たっては，障害特性に配慮すると
ともに，障害者施策に関連する命令や計画等に関する意見募
集（パブリックコメント）の実施に当たっては障害特性に留
意するように努める。  
あわせて，障害者等が適切に意思決定を行い，その意思を表
明することができるよう，相談の実施等による意思決定の支
援に努めるとともに，意思疎通のための手段を選択する機会
の提供に努める。 
 

に配慮した情報保障等を
確保することは大切です。 

 
○ 本計画は、障害者基本法

第11条第２項に規定され
ているとおり、国の障害者
基本計画を基本としてい
ることから、本計画におい
てもその視点をもって、整
理しているところであり、
委員意見を踏まえ、総論に
て追加、整理することとし
ます。 

 
○ 総論に「３ 各施策に共

通する基本的な視点」を追
加しました。 
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18頁 
32行 
 

●脊髄損傷者等の超急性期
医療体制の整備検討 

●脊髄損傷者等に対する急性
期医療体制の充実 

 脊髄損傷等による障害の軽
減及び二次障害の予防等につ
いては、救命救急センターや
救急告示病院による急性期医
療の提供、ドクターヘリ等に
よる迅速な医療処置・搬送、
急性期のリハビリテーション
を行なう病院等との連携等、
救急（急性期）医療体制が整
備されているため、現行の医
療体制の充実を図る文言に修
正した。 
 

医務課 ○ 担当課意見のとおり修
正します。   
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 【第３回協議会の資料２ №26の削除について意見】 

 ●大学や専門学校など高等教育の整備、充実  
 項目位置づけは委ねますが
、高等教育の整備・充実は必
要であり、所管課扱いを確認
して下さい 
国の「障害者基本計画原案」
にも記載がある。 
３．教育，文化芸術活動・ス
ポーツ等 p.15  
（１）インクルーシブ教育シ

仲根委員 ○ 委員の意見を踏まえ、以 
下のとおり案を追加しま
す。 

【案】 
 ⑥高等教育における支援

の推進 
  大学等が提供する様々

な機会において、障害のあ
る学生が障害のない学生
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ステムの構築 p.16 
（２）教育環境の整備等 p.17 
（３）高等教育における支援

の推進 p.17 

と平等に参加できるよう、
授業等における情報保障
やコミュニケーション上
の配慮及び施設のバリア
フリー化を推進するなど
安心して学習できる環境
の形成に向けた啓発に努
める。 

 ● 大学や専門学校など
高等教育における学習
環境の形成に向けた啓
発 
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【第３回協議会の資料２ №31の修正文について意見】 
 
「介護に必要な福祉用具及びその情報等を誰もが容易に

入手することができ、適切に使用することができるよう
介護実習・普及センターの相談体制の充実に努めます。
」 
● 沖縄介護実習・普及センターの相談体制の充実 

 
 
（事務局補足） 
※「福祉機器展示の充実」下線部を削除したこと等の意見
 

 
総合福祉センターにおける

福祉用具展示については、本
来は高齢者、障がい者含めた
総合的拠点であり、差別的な
縦割り処置はいかがなものか
。 

障害保健福祉部局としての
対応(計画化)の検討が必要で
あり、削除判断は適正ではな
い。 

仲根委員 ○ 沖縄介護実習・普及セン
ターは「高齢者、障害者の
在宅介護に必要な福祉用
具を展示、紹介」を行なっ
ているところです。 

 
○ また、前回回答しており

ますが、個々の用具につい
ては、補装具等が障害特性
に応じて仕様が異なるこ
と、用品の多様さから、専
門業者等との調整が多分
に必要であることも考慮
する必要があります。 

 
○ 現時点では、高齢者と共 

通する在宅介護機器につ
いては現状とおりと考え
ております。 
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 聴覚障害者老人ホームに設立してほしい。（ディサービス

など） 
 

聴覚障害者は高齢化に増加
しており、孤独になってい
ます。 

 （ふれあいの場が必要） 
 

川上委員 ○ 委員意見（要望）につい
ては、関係部署に伝達しま
す。 
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○公共バス導入方法と活用について 

補助金か交付金以上にバス会社の持ち出し金があると
きいている。詳細はどうなのか。 

 
○上記のバス導入した後について 
 運営や管理費がかかるのを、広告で何とかしているよう
だが、低床バスには広告がだせるのか 

 バス導入金額が、1,300万円
交付金でそれ以上の金額は会
社負担になる。しかし、バス
導入基準や規定の中に「広告
」が出せない理由を具体的に
しなければならない。 
 バス会社側と労働組合との
意見、労働者の過労軽減、精
神的ゆとりの中で営める運営
等のアドバイザー育成が必要
である。 
 

長位委員 ○ 委員の趣旨が質問であ 
ることから、以下のとおり
回答します。 
 

○ 補助制度であることか 
ら、バス会社の負担はあり
ます。 
 

○ なお、広告につきまして
は、補助要綱等の規定によ
り、現状は広告が困難との
ことですが、実現に向けて
所管課で整理していると
ころときいております。 
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○ 厚生労働省「障害者基本計画原案」とのすり合わせ、又は整合性についての協議が必

要と考えます。今回の修正案には反映できませんでした。提案は、第5回協議後に改
めて、同原案に対する修正意見調整をお願いしたい。  

 
 
 
（事務局参考） 
【障害者基本法第11条第２項】 
 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状
況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定し
なければならない。 

仲根委員 ○ 本計画は、１頁11行以降
に記載しているとおり、障
害者基本法の理念及び目
的を踏まえつつ、沖縄２１
世紀ビジョンで示した将
来像を実現するため、沖縄
県の障害者施策を推進す
る計画として策定してい
るところです。 

 
○ 法に規定されていると 

おり、国の基本計画を基本
としつつ、地域の実情等に
ついて、委員意見等を踏ま
えながら策定に取り組ん
でいるところであり、法の
主旨にも合致していると
考えます。 

 

 


