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平成 22年度沖縄県障害者施策推進協議会 議事録要旨【公開用】 

 

 日 時：平成23年３月25日(金) 10：00～12：20 

 場 所：沖縄県庁３階 第１・第２会議室 

 出 席：13名（うち２名は代理） 

     髙嶺 豊委員、泉川 良範委員、大城 幸子委員、比嘉 信子委員、 

     比嘉 豪委員、平良 美佳委員、仲根 建作委員、呉屋 勝子委員、 

     田中 寛委員、島田 正博委員、東門 美津子委員 

       (代理参加） 

     山内 良章委員の代理（沖縄県社会福祉協議会施設団体福祉部長 蓋盛 元氏） 

     渡部 昌平委員の代理（沖縄労働局職業安定部職業対策課長 平良 博氏） 

 欠 席：２名 

      崎濱 秀政委員、城間 俊安委員 

 

 

 委員の改選に伴う委嘱状交付の後、沖縄県福祉保健部長のあいさつ、協議会会長の

選出が行われ、選出後は髙嶺 豊会長の議事進行により次の議事が行われた。 

 

【議事】 

 １ 報告事項  

  ⑴ 障害者自立支援法等の改正についての報告 

   ⑵ 第３次障害者基本計画及び第２期障害福祉計画の概要及び進捗に関する報告 

    ⑶ 平成 22年度の障害者施策の取組状況に関する報告 

～ 休 憩 ～ 

   ⑷ 第３期障害福祉計画の考え方に関する報告 

  

２ 質疑応答 

 

【要旨】  

報告事項⑴から⑷までの報告について事務局から一括して報告した後、議事２の質

疑応答について、各委員から次のとおり発言があった。 

 

Ｓ委員…まず、資料３の３ページの沖縄県障害者スポーツ協会（仮称）の設立という

ものが計画されているようですけど、この中に精神障害者は含まれてくる、

こないというふうな想定があるのか。一点そこのところをお尋ねしたい。想
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定されているのか。別個のスポーツ競技でいこうとしているのか、この辺の

所はちょっとこの資料を見ているだけでは、なかなか分かり辛いのでお願い

をしたいと思います。 

それから資料４になりますけど、地域へどんどん移行していくという福祉

施設から地域生活へ移行という設定目標を作られているんですけども、そう

いうことを計画していく当然自立支援法の世界ですから、率直に言って入所

施設の解体もしくは閉鎖ということは想定されているのかその辺のところ

をお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局…最初Ｓ委員から質問がありました障害者のスポーツに関するスポーツ振興協

会について精神障害者当事者もしくは団体の関わりはどうなっているかと

いう質問だと受け取りました。それについては資料の方が省略して大変恐縮

ですが先程申しました、今沖縄脊髄損傷者連合会さんの方で事業を受託して

おりますが、実質的には協議会を設置しております。その協議会の中には沖

縄精神障害者福祉連合会の方から、事務局長の方が委員として入られており

ますので、障害の当事者もしくは団体へ、三障害含めて参画をして頂いて、

鋭意、会議をしているという状況でございます。もう一点についてお答えし

ます。 

 

議 長…入所施設の解体とかも視野に入れているのかどうか。 

 

事務局…入所施設に関してですけども、入所が必要な方に関しては入所ということで、

前提は崩れていないというふうに考えております。現在の時点でいろんな入

所施設がございますけども、入所に関しては入所の授産施設とかそういった

方はもちろん入所の施設から在宅あるいはグループホームから通所の施設

に変えられるというふうな感じで、新体系に移行すると入所の授産施設に関

しては、昼間と夜間のサービスがバラバラになるというか区別して入所施設

で過ごされる方は多少は少なくなるという事は考えられますけど、基本とし

て入所の施設が必要な方に関しては、入所施設は今後も必要になるというふ

うには考えております。 

 

議 長…宜しいでしょうか。 

 

Ｓ委員…もうちょっとだけ。言っている事はわかりました。地域生活の移行というの

は、精神の場合、入院中の精神障害者の地域生活への移行というふうに言っ
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ていますけど、率直に言って世界の流れは精神病院解体という方向へ流れて

いって地域のサポートというので、大きな流れがあって日本の精神医療体制

は世界的にも批判されているところです。これを沖縄県でどうしろこうしろ

という事は言いませんけど、基本的には精神障害者の社会的差別云々、すべ

て解消していくというのであれば、いろんな施策が必要になってくるはずな

んですけど、「地域で生きる」それは障害者自立支援法が目指すところだと

思いますので、地域で生きる為には地域で支える体制というのが知的障害に

しろ、精神障害にしろ、非常に大きな地域の支援センター的な所が無いとな

かなか難しいと思うんですけど、実際僕らがやっていても細切れのサービス

いっぱいあるけれども、細切れサービスだけではどうしてもやっていけない

部分、隙間があると言いますか、いっぱい出てくるので、その辺の総合的な

所からいくと、これだけでは上手くいかないという事がいっぱい出てくると

思うので、この辺のところを含めて、この協議会の中でいろんな話が出来る

ようになってくれたらありがたいと思っています。要望を含めてお願いをし

たいと思います。 

 

議 長…了解しました。この項目だけにこだわらずに、もう少し広い意味での総合サ

ービス的なものを定義していきたいと事になると思います。 

 

Ｈ委員…この制度は障害者自立支援法の見直しに基づいて障害者基本法が施行される

までの内容ですよね。何が言いたいかと言いますと、障害基本法いずれ来年

8 月に障害総合福祉法というものに合わせてそれを取り組んでいくという事

になっていますよね。何を聞きたいかと言うと障害者当事者が教育を受ける

権利がある。障害者も教育をきちんと受けないと社会に参加してもなかなか

上手くいかないという事がありますよね。この制度を見ると教育の面がほと

んど入っていません。含まれていません。これでいいのかという疑問を持っ

ています。障害者基本法がある以上、教育という面も必ずここに盛り込む必

要があるのではないか。それがこの中では見えてこないので、それが問題で

はないかと思っています。 

 

事務局…事務局からご説明申し上げます。冒頭にも申し上げましたが、現在沖縄県で

二つの計画がございます。今Ｈ委員が申し上げたような視点については、平

成１６年に定め、昨年度改正をしております沖縄県障害者基本計画、どちら

かと言うと障害者施策について幅広く網羅的に盛り込んだ基本計画におい

て教育の部分も基本的には目標を定めて取り組みを進めております。来年
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度、当協議会で中心的に議論して頂こうというのは、それとはもう一つの障

害福祉計画というもので、先程から申しております自立支援法が根拠法です

が、いわゆる福祉サービスの受給、これを的確に予測し、障害者が地域間で

差が出ないとかそういった事をきちんと必要なサービスを受ける為のいわ

ゆる実施計画、これが実は更新の時期で、改めてサービス量を見込むという

事で、次年度のメインは障害福祉計画の方を我々は想定しているという事

で、Ｈ委員が申し上げたものについては実はその基本計画の方の議論におそ

らくなってくるだろうと思います。21年 6月の改定したところですので、こ

れの終期が 25年でございます。ですから 25 年度にこれについての実質的な

議論がこの協議会で行なうものだというふうに理解しております。 

 

議  長…よろしいでしょうか。 

 

Ｎ委員…今回審議の職をさせて頂いて参画をさせて頂きますので、宜しくお願いしま

す。ご質問とお願いがございます。資料４の４ページの策定スケジュール案

の中でのご質問です。この施策推進協議会の方での役割という事で、こちら

にタイムスケジュールあると思うんですけども、先程の方からご質問も関連

付けするんですけども、この内容からすると障害福祉計画に関する意見提言

が主体となった議論だという感じがするんですけども、障害福祉計画の策定

に際して議論する場というのが推進協議会以外で部会なり、そういった枝葉

の会議が行なわれていて、そこの中に推進協議会の関わりというのがどうい

う位置づけ、もしあるのであればそういう関係づけがあるのかというご質問

をしたい事と、もう一つは関連した協議をしてやる必要性があるかなと私は

認識して思っていたのは、沖縄県における障害者権利条約について沖縄県知

事の公約として検討するという事がございました。関係づけがすごく焦点と

いうふうに私自身は想定しておりましたけど、今日この中には入っていない

という事で、この辺の関係づけ、協議がこの施策推進協議会の中にどのよう

な形でされていくのか、そこについて踏み込んで聞きたいなというふうに思

っています。質問は以上ですけど、今後の議論する上でお願いしたい事が二

つ程ございまして、障害者福祉サービス議論について数値目標が今後出ると

思っていますけど、出来るだけ障害区分別のデータの分析とか資料とかご準

備を是非して頂きたいし、早めの資料提供を送付なりで頂ければ検討する時

間がもっとほしいなというふうに思っている事と、それと市町村の役割につ

いてもう少しデータも欲しいので、例えば自立支援協議会の方に障害当事者

の参画の状況、正直今回の協議会中で 4人の障害当事者の参画がありますけ
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ど、もう少し障害当事者の参加率を高めて欲しいという希望もございます。

それと合わせて市町村における自立支援協議会の当事者の参加率、そういっ

たデータを是非頂きたいなというふうに思っています。 

それと、後ほどでもいいんですけど、一点ご質問というか後で聞きたいん

ですけど、資料１の４ページの中で細かい事なんですけど、相談支援体制の

内容で総合的な相談支援センターの機関相談について市町村設置とござい

ます。これについて質問は市町村において高齢者の包括支援センターござい

ます。そことの複合設置、併設については良しとする考えなのかという点を

ちょっと踏み込んだ聞き方なんですけど、もしお答えできるなら聞きたいと

いうところでございます。ちょっと多いんですけど以上です。 

 

議 長…協議会の規約の中に、この協議会の中で、委員会を設置するという項目があ

ったと思うんですけど、そういう面では今Ｎ委員が提言された個別の議案に

関してはそこで協議をして、本会議に提案して承認を得る、又はさらなる協

議をするというそういう仕組みがあるんじゃないかと思います。 

それから障害者の権利条例案についても、この協議は、みなさんの合意が

あれば、議題としておそらく 23 年度の中で協議されるのではないかと私は

思っておりますけど、この辺について事務局の方から、それから細かい相談

事業に関してもお話頂きたい。 

 

事 務 局…手短にお答えします。５点程ありました。要望に近い形でのもう少し資料

の提供を早めにして欲しいという事と、あと市町村等障害当事者の参画につ

いては少し検討して対応出来るようにしたいなと思っております。質問とし

て３点程ありましてその内の２点、実施計画についてもう少し具体的な検討

する場についてのお話だったと思いますが、先程も最後に資料の４の策定ス

ケジュールで省略した中で割愛させて恐縮ですが、１０月から推進協議会で

集中的に審議というふうに位置付けていまして、実はこれ以前にどちらかと

いうと今日参画して頂いた皆さんの団体を含めて少なくとも 1回、場合によ

っては２回の個別ヒアリングも含めて我々県職員の方は、鋭意直接ヒアリン

グもしくは数値の集計を可能な限りするという作業を行いたいと思ってお

りまして、出来ればそのデータをある意味では協議会の皆さんに返すという

形で必要があれば部会を設けるんですが、今のところ我々県職員の方で出来

るだけこまめにヒヤリング等の情報を収集し、それを挙げていくという形を

考えていますので、今現時点で部会というのは考えておりませんがこの我々

が挙げていく数字について少し検討が足りないと言うのであれば、いわゆる
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協議会とは別なものを設ける必要が出てくるのであればそこの時点で検討

したいという事でございます。もう一点、権利条例と協議会の関係でござい

ますが、これについてもご指摘の通り沖縄県議会も含めて仲井眞知事の方か

ら権利条例の制定について取り組んでいくと表明をしており、奥村部長も含

めて策定に向けた取り組みの指示がございます。当然このスケジュールの中

に無くて大変恐縮ですが、基本的に我々執行部としては、当然権利条例の制

定作業については協議会、我々県の障害者施策の一番のオーソリティのある

機関だと思っていますので、その中で審議して頂くというのは我々も当然の

事だと考えております。今回ご提案出来なかったのは具体的なスケジュール

が示せてないという事なんですが、少なくとも 23 年度中には、この障害福

祉計画以外にもこの権利条例の為にお集まり頂く事も我々当然の事として

想定しておりますので、合わせて１、２回程度もしくはこの権利条例でお集

まり頂く事もご検討して頂いて、審議して頂くという事を想定しておりま

す。もう一点ございましたね。 

 

事務局…市町村の自立協議会の中においての障害者当事者の参画状況については厚労

省の方で各市町村に対して 22 年 4 月 1 日現在の調査を抱えており、今ちょ

っと手元に資料ございませんけども、そのものについてどの程度割合がある

のかというのをもしあれば、ご報告させて頂きたいと思います。以上です。 

 

事務局…基幹相談支援センターのご質問でございますが、これはたまたま同じ場所で

実施出来るかというご質問なのかそれとも実質的に２つの機能を同一のも

のにしてしまうという意味でのご質問だったのか教えて頂けませんか。 

 

Ｎ委員…質問が大雑把だったので、これについては詳細が細かいので改めてメールな

どでご質問して、また時間をとってと思っていますので、時間がないので割

愛しましょうね。失礼しました。 

 

Ｇ委員…スイマセン勉強不足なので教えて頂きたかったのは、毎週火曜日にこちらの

県庁 1階でロビーで販売をやっていると言っていたんですが、それは団体で

ないと出来ないのか。例えば個人でも自分もそういうのをやりたいと思って

いらっしゃる方々はそういう事が出来るのか。私は聞いた事が無かったの

で、私が知らないだけなのかもしれないですが、他のそういう障害者団体に

もそういうふうにやっていますのでどうぞという案内がいっているのかと

いう事を教えて頂きたかったこと。もう一つは今Ｎ委員からも出ていた権利
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条約について私も案を仲井眞知事に提出させて頂いた一人なんですけども、

是非この場でもう一度取り上げて頂いて、やって頂きたいという事を言いた

かったのです。よろしくお願いします。 

 

事務局…毎週火曜日に行なってます訓練についてですけども、やっぱり訓練とゆうこ

とですので、販売だけが目的では無くて、販売を通して訓練をするというこ

とで行なっております。参加している事業所ですけども、就労Ａ型とＢ型の

事業所という事で行なっております。宜しくお願いします。 

 

Ｔ委員…実は今、東北の方で起きてるとても心が痛む状態の中で、本当に人間の優し

さというか、思いやりというか、強く感じている時に中でもお金が無くなっ

たとかそういう人たちも出てくる。本当にいろんな考え方の人が居るという

中で、例えば条例案もそうなんですが、法律や規則というのは一つのこれか

ら立てる計画も一つの線引きだと思うんですね。一つの基準であるとそれを

今度はどう読んで、どう捉え、そしてそれをどう伝えるかという一人一人が

解釈が違ったら、違うような文章というのはやはり厳しいのかなと、またそ

れを作る我々の中で、要望なんですけど、結局障害のある方たちの事をどれ

だけ理解をしているかということが、やはり一番大きな基本になるのではな

いかと思っております。ですから文章を作る、あるいはこういう条例を作る、

いろんなものを作る中で計画もそうなんですが、一番大きなのは、障害のあ

る方たちに対する理解、特性だとか理解というものを根っこに計画を立てさ

せてもらう、あるいはそういうものを一番大きな次第としてこういう中に盛

り込んで頂けたらありがたいなというふうに思います。以上です。 

 

議 長…我々の中にも当事者の方が何名かいらっしゃいますけど、せめて障害の特性

を理解して、審議を進めていきたいです。他にいらっしゃらないですか。 

 

Ｓ委員…さっきも事務方から大変ありがたい事が言われましたので、再度確認をして

いきたいんですけど、私も今回新しい辞令で来ていますので、この推進協議

会の性格について、以前これは諮問された事について議論してくれとその他

の事は議論すべきじゃないというふうにお叱りを受けた事があるんですけ

ど、今の事務方の見解を聞いていますと、権利条例についても大いに議論の

対象であるという事を言っている。これはそこで全体で確認をしていいでし

ょうか。この辺を一点だけお聞きしたいと思います。 
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議 長…おそらく障害者福祉制度推進協議会ですから、我々自身積極的に議論をして

いっていいような性格の協議会だと私は理解しております。ただ単に知事か

らもちろん知事の委嘱のあった事項に関しては、諮問があったら諮問に関し

ては、我々諮問する義務があると思うんですけど、おそらく他にも本当に必

要なものに関しては、自主的に積極的に議論してもいいのではないかという

ふうに私は思っていますけど、事務局の方はいかがでしょうか。 

 

事務局…今のご質問にお答えします。この協議会、参考資料の方に少し根拠とか書い

ています。基本的に諮問がなされるようになっておりませんので、いわゆる

会、会長含めて会として審議する事項は話し合われて決めて頂いて結構だと

思います。当然そういう前提については我々の事務局提案、来年度の計画が

必要ですなど、そういう意見も踏まえて頂きたいんですが、基本的には会議

で審議して頂く事については、特に制限はございません。以上です。 

 

議 長…そういう事ですので、自由にやっていきたいというふうに思います。それか

ら今日は時間が 20 分ほど超過しましたけど、出来ればこういう状況があり

ますので、協議の出来る時間をもう少し取れるような形で、時間設定して頂

ければと思います。それでは委員の皆さんも合意であれば、少し長めの時間

で来てもらっても構わないのではないかというふうに思いました。それから

今も障害者の権利条例案の審議をするという事が、今委員の皆さんの合意で

ありますので、今のスケジュール以外に何回か臨時協議会あるいは委員会が

開かれる事になると思いますので、その時はぜひ皆さんの時間を都合して、

出席して頂ければなと思っております。では、お時間ですので今日の協議会

を終わりたいと思います。皆さん長時間ありがとうございました。 

 

事務局…本日は朝早くから長時間にわたり、いろいろなご意見を頂きました。たくさ

んの課題、進め方についても大変課題があって、時間をオーバーしたのも申

し訳なく思っています。こういった事も含めまして、改めて体制を整えて次

回のスケジュールについては、出来るだけ事前にお知らせをしたいと思って

います。本日はどうもありがとうございました。 


