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平成２３年度第２回 沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい

地域づくり県民会議（障害者県民会議）

日時：平成23年10月19日（水） 15:00～17:00

場所：沖縄県中央保健所３階大会議室

会議次第

１．各委員の意見発表

２．事例ヒアリングについて

３．その他連絡事項等



沖縄県中央保健所３階大会議室
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沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい地域づくり県民会議委員名簿

任期(平成23年９月20日から平成24年３月31日まで) 平成23年９月21日現在

選 任 区 分 氏名（敬称略） 職名等

学識経験のある者 たかみね ゆたか

２人 髙 嶺 豊 琉球大学法文学部人間科学科教授

にしはら かずお

西 原 千 男 元沖縄盲学校校長

障害当事者等 ながい れいこ

８人 長 位 鈴 子 ＮＰＯ法人沖縄県自立センターイルカ代表

しんかい ひでお

新 開 秀 雄 会社役員

なかがわ ふくとし

仲 川 福 俊 針灸師

ひが つよし

比 嘉 豪 沖縄県聴覚障害者協会事務局長

たから こうゆう

高 良 幸 勇 泊ふ頭開発株式会社常勤監査役

あらかき けいこ

新 垣 佳 子 サービス事業所利用者

かわかつ さゆり

川 勝 さゆり ピアサポーター

てるきな とおる

照 喜 名 通 ＮＰＯ会社員

障害者福祉に関する いさ なおき

事業に関係する者、 伊 佐 直 樹 沖縄県身体障害者福祉協会総務課長

障害者の親の会の関 しまむら さとる

係者等 島 村 聡 沖縄県社会福祉士会顧問

５人 たなか ひろし

田 中 寛 沖縄県手をつなぐ育成会会長

おかの まゆみ

岡 野 真由美 沖縄県精神障害者福祉会連合会理事

むらかみ なおこ

村 上 尚 子 沖縄弁護士会副会長

民間事業者等 たかえす まこと

４人 高 江 洲 誠 沖縄県バス協会庶務課長

てるや もりみち

照 屋 守 道 ハウス産業㈱代表取締役

しもじ まさみ

下 地 雅 美 株式会社レキオス営業部長

まえしろ よしこ

前 城 ヨシ子 株式会社ニック取締役常務

計１９人



別紙１

番号 ヒアリング団体 区分

1 社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会 身体障害

2 沖縄脊髄損傷者連合会 肢体不自由

3 沖縄県聴覚障害者協会 聴覚障害

4 沖縄県難聴・中途失聴者協会 聴覚障害

5 社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会 視覚障害

6 沖縄盲ろう者友の会 重複障害

7 公益社団法人日本オストミー協会沖縄県支部 内部障害

8 社団法人沖縄県手をつなぐ育成会
知的障害
親の会

9 沖縄県精神障害者福祉会連合会
精神障害
親の会

10 沖縄県自閉症児者親の会まいわーるど 自閉症

11 重症心身障害児者を守る会 障害児

12 チーム沖縄 その他

13 インクルーシブ教育を実現する会 障害児

14 社団法人那覇市身体障害者福祉協会 身体障害

15 一般社団法人沖縄県腎臓病協議会 内部障害

16 日本ＡＬＳ協会沖縄県支部 難病

障害を理由とする差別等に関するヒアリング一覧（案）
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障害者県民会議による事例ヒアリングについて（案）

平成 23 年 10 月 19 日

福祉保健部障害保健福祉課

１．はじめに

県では、障害者が地域社会の一員としてともに暮らせる共生社会を実現するため

「第３次沖縄県障害者基本計画」を策定し、「障害者の地域生活や社会参加の支援」

を推進しておりますが、まだ多くの課題があり、なお一層の施策の推進と県民の支

援と協力が求められているところです。

こうしたことを踏まえ、障害当事者やその関係者、民間事業者等が一堂に介し、

様々な観点から意見交換を行い、幅広い県民議論となるよう平成23年９月、障害者

県民会議を設置いたしました。当会議においては、障害者の権利擁護の推進のため、

障害を理由とする差別等の実態把握、その解決のための取り組み方策などを検討し

ていくこととしております。

差別等の実態把握のため、障害者団体等と連携し、障害者県民会議の委員が障害

者等に事例ヒアリングを行います。

２．目的

障害を理由とする差別や不利益的な取り扱いについて、障害当事者等から事例ヒ

アリングを行い、障害者の権利擁護を目的とした条例制定の検討を行うこととする。

３．対象者

ヒアリングの対象は、障害当事者を基本とし、障害当事者の家族、障害関係団体

（施設関係者、学校関係者等）も必要に応じて対象とする。

また、ヒアリングを行う当事者等については、別紙１のヒアリング一覧の関係団

体を通じて、行うものとする。

４．ヒアリング期日、時間

(1)平成 23 年 10 月から 12 月の期間実施し、その後も必要に応じ行うこととする。

(2)ヒアリング時間は、１回当たり２時間程度とする。

５．ヒアリング場所

ヒアリング一覧の関係団体等と調整の上、県民会議委員がヒアリング先に訪問し

行うこととする。

６．ヒアリング事項

事例ヒアリングは主に以下のことについて行う。

(1) 障害を理由とする差別や不利益的な取り扱い

(2)上記の時期、場所、事例の関係者
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(3)上記の事例をなくすため、どのような取り組みが求められているのか。

７．ヒアリングの方法について

(1)ヒアリング手順については、別紙２を参考に行うものとする。

(2)県民会議の委員は、３チームに分担してヒアリングを行うこととする。

(3)１チームは６人から７人とし、可能な限り委員の各区分からの構成とする。

(4)ヒアリングには、事務局として県職員も同行し、事務補助を行うものとする。

８．ヒアリングのとりまとめ

(1)ヒアリングは、別紙３の事例ヒアリング調査票に記入することとする。

(2)事務局において事例ヒアリング調査票を取りまとめる。

(3)ヒアリング結果については、障害者県民会議において報告することとする。

９．個人情報の取り扱いについて

事例ヒアリングにおける個人情報については、個人情報の保護に関する法令等

を遵守し、情報を公開する場合にはその目的の範囲内で、あらかじめ本人または

その家族を含む関係者等の同意を得ることとする。
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別紙２

事例ヒアリング方法等について

沖縄県福祉保健部障害保健福祉課

１．事例ヒアリング調査票の概要

（１）調査票について

調査票は、以下の項目から構成されています。

①ヒアリング概要

・実施日、実施場所、調査時間、聞き取り委員名、団体名、

ヒアリング対象者数

②事例

・ヒアリング対象者の性別、年齢、居住市町村、障害種別等

・差別等の内容

・差別等の事例をなくすために地域社会に求めること

・その他の特記事項

２．事例ヒアリング方法全般についての留意点

○ ヒアリングは、障害者県民会議の委員（以下「委員」という。）が実施します。

○ 調査票は、差別等がどのような状況で行われたのか、わかりやすく記載してくださ

い。

○ ヒアリングにあたっては、十分な意見聴取ができるよう、話しやすい雰囲気作りに努

めてください。

○ ヒアリング結果は、障害者県民会議において報告することとし、必要に応じて再ヒア

リングを実施することがあります。

３．ヒアリングの実施について

（１）実施上の基本原則

○ 原則として、ヒアリング対象団体につき、１チーム６人から７人の委員で実施

します。（原則として、ヒアリングを行う委員数は、対象者の同数程度としま

す。）

○ ヒアリングの際に、急病等によりヒアリング対象者の状況が一時的に変化して

いる場合等、適切なヒアリングが行えないと判断したときは、状況が安定する

と見込まれる時期に再度ヒアリング日を設定して実施します。

（２）ヒアリング日時の調整

〈日時について〉

○ ヒアリング日時については、事務局においてヒアリング対象者や家族等と調整

した上で委員にお知らせします。



- 2 -

○ サービス利用等に支障が生じることのないよう、ヒアリングはできるだけ速や

かに行い、調査票を作成します。

○ 家族等の介護者等がいる在宅の調査対象者については、介護者等が不在の日は

避けるようにします。

〈実施場所について〉

○ 事務局において、事前にヒアリング対象者や介護者等とヒアリング実施場所を

調整した上で設定し、委員へお知らせします。

○ ヒアリングの実施場所については原則、日頃の状況を把握できる場所とします。

○ 施設や病院等でヒアリングを実施する場合は、ヒアリング対象者の居室や病室

等、普段過ごしている場所を確認し、施設や病院等と調整した上でプライバシ

ーに配慮して実施します。

（３）調査の実施

〈実施上の留意点〉

○ ヒアリングの実施にあたり、ヒアリング目的の説明を必ず行います。

○ できるだけヒアリング対象者本人、介護者等双方から聞き取りを行うように努

めてください。客観的に調査するために必要な場合には、ヒアリング対象者、

介護者等から別々に聞き取る時間を設けるなどの工夫を行ってください。

○ また、ヒアリング時の環境が日頃の環境と異なったり、ヒアリング対象者の緊

張等により日頃の状況と異なっていると考えられる場合は、家族や施設職員等

に立ち会いを求めるなど、ヒアリング対象者が話やすい環境づくりに努めます。

○ 特別なコニュニケーション手段を用いなければヒアリングが適切にできない場

合（盲ろう重複障害者等）は、適切な専門職員を配置いたします。

〈質問の仕方や順番〉

○ 声の聞こえやすさなどに配慮して、ヒアリング場所を工夫します。

○ ヒアリング対象者がリラックスして回答できるよう、十分時間をかけます。ヒ

アリング時間は、１回あたり２時間程度とします。

○ 優しく問いかけるなど、相手に緊張感を与えないよう留意ください。

○ 丁寧な言葉遣いに心がけ、専門用語や略語を使用しないよう留意ください。

（じょくそう→床ずれ、えん下→飲み込みなど）。また、外来語や流行語を使用

しない、ゆっくりと話す、などに留意願います。

○ ヒアリング対象者が答えやすい質問の導入や方法を工夫願います。

○ 会話のみならず、手話や筆談、直接触れる等の方法も必要に応じて用いてくだ

さい。この際、ヒアリング対象者や介護者等に不愉快な思いを抱かせないよう

に留意願います。
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事例ヒアリング調査票

Ⅰ　ヒアリング概要 　　　　記入者【　　　　　　　　　　　　　　　　　】

実施場所 調査時間

ヒアリング対
象者数

Ⅱ　事例

(1)性別 　男  ・  女 (2)年齢 (3)居住市町村

(4)障害種別等 ①　身体　　　②　知的　　　③　精神　　　④　その他

　 上記障害の種類【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

(5)差別及び不利益的な取り扱い事例内容

　①いつ　　　　　　　　　　　　　②どこで　　　　　　　　　　　　　　　　　③誰が　　　　　　

　④差別等内容

(6)こうした事例をなくすために地域社会に求めること

(7)その他特記事項

(1)性別 　男  ・  女 (2)年齢 (3)居住市町村

(4)障害種別等 ①　身体　　　②　知的　　　③　精神　　　④　その他

　 上記障害の種類【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

(5)差別及び不利益的な取り扱い事例内容

　①いつ　　　　　　　　　　　　　②どこで　　　　　　　　　　　　　　　　　③誰が　　　　　　

　④差別等内容

(6)こうした事例をなくすために地域社会に求めること

(7)その他特記事項

実施日

1

2

聞き取り委員名

ヒアリング団体名
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Ⅱ　事例

(1)性別 　男  ・  女 (2)年齢 (3)居住市町村

(4)障害種別等 ①　身体　　　②　知的　　　③　精神　　　④　その他

　 上記障害の種類【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

(5)差別及び不利益的な取り扱い事例内容

　①いつ　　　　　　　　　　　　　②どこで　　　　　　　　　　　　　　　　　③誰が　　　　　　

　④差別等内容

(6)こうした事例をなくすために地域社会に求めること

(7)その他特記事項

(1)性別 　男  ・  女 (2)年齢 (3)居住市町村

(4)障害種別等 ①　身体　　　②　知的　　　③　精神　　　④　その他

　 上記障害の種類【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

(5)差別及び不利益的な取り扱い事例内容

　①いつ　　　　　　　　　　　　　②どこで　　　　　　　　　　　　　　　　　③誰が　　　　　　

　④差別等内容

(6)こうした事例をなくすために地域社会に求めること

(7)その他特記事項



平成２３年度第１回 沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい    

地域づくり県民会議議事録要旨 

 

                    日時：平成２３年９月２０日（火） 

                    場所：県庁３階第１・第２会議室 

 

○ 障害者県民会議会長に琉球大学法文学部教授の高嶺委員が選出され、議長

を務める。 

 冒頭の挨拶で、国連の障害者権利条約、国の障害者基本法改正、他県の障害

者条例、県内のこれまでの動向について見解を述べた。 

 

○ 副会長にＮＰＯ法人生活自立支援センター事務局長の長位委員と、沖縄県

手をつなぐ育成会会長の田中委員が立候補し承認された。副会長選出の議論

の中で、自分たちの権利だけを主張するのではなく、お互いの意見を聞き協

力し合って県民に広く理解してもらうことが大事だという意見が上がった。 

 

○ 事務局からの会議運営・傍聴の説明に対して、情報保障等の質問があり、

今後は事前に申し込みがあれば、傍聴席にも要約筆記・点字資料等の準備を

するとの回答があった。 

 

○ 会議日程についての説明後、事例ヒアリングの際の手話通訳等の手配に関

する質問があり、手話通訳士の人数の関係から、難しい場合もあるかもしれ

ないが、可能な限り手話通訳士の派遣を調整したい旨の回答が事務局からあ

った。 

 

○ 第２回目の委員による意見発表については、委員同士の情報共有・意思疎

通をよくするために行う。 

 

○ 事務局案のヒアリング先一覧に、委員からの追加提案が数件あった。 

 

○ 事例ヒアリングのみではなくて、手紙やインターネット等を使ったアンケ

ートも必要ではないかとの意見あり。 

 

○ 何を基準に障害とし、ヒアリング候補先に挙げたのかという質問に対し、

障害者を定義する障害者基本法等の各法を基本にし、今回特定疾患等を入れ

ているとの回答があった。 



○ ヒアリング等を実施し、来年の３月に方策の取りまとめをした後のスケジ

ュールに関する質問があり、この障害者県民会議については、方策の取りま

とめで一旦役割は終了し、その後は障害者施策推進協議会に示して、県の方

で条例案を作っていく。 

 

○ 障害受容という障害を認めず受け入れない人がたくさんいるが、情報が足

りずに差別だと気づかない人もいる。今は健康であっても、遅かれ早かれ皆

障害者となるので、その時に困らないようにするという考えもある。 

 

○ 議論すると大変な作業だということが少し見えてきたが、ヒアリングや情

報収集の中身を詰めていってもらいたい。 

 

○ 今回は、発言のない委員もいるが、次回からできるだけ全員の意見を聞け

るような形で進める。 

 



事 務 連 絡

平成23年10月19日

委員各位

障害保健福祉課長

（公印省略）

平成23年度沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい地域づくり県民会議

の年間開催予定日について（通知）

先日実施しました年間日程アンケートを集計した結果、第３回以降の会議は下記のと

おりとします。

なお、会議進行状況によって、日程変更・追加がある場合は、その都度通知しますの

で、ご了承ください。

記

第３回：平成23年11月18日（金曜日）16時～18時（県庁３階第１・２会議室）

第４回：平成23年12月26日（月曜日）16時～18時（県総合福祉センター）

第５回：平成24年 1月19日（木曜日）14時～16時（県庁３階第１・２会議室）

第６回：平成24年 2月10日（金曜日）16時～18時（県庁３階第１・２会議室）

平成24年 2月13日（月曜日）16時～18時（県庁３階第１・２会議室）

第７回：平成24年 3月27日（火曜日）17時～19時（県総合福祉センター）

平成24年 3月29日（木曜日）14時～16時（県総合福祉センター）

＊ 第６回及び第７回は、現時点で２日のうちのいずれかとし、決まり次第再度通知

します。

担当：沖縄県 福祉保健部 障害保健福祉課

計画推進班 上 地

TEL：098-866-2190、FAX：098-866-6916

E-mail：uechystm@pref.okinawa.lg.jp
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平成２３年度第３回 沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい

地域づくり県民会議（障害者県民会議）

配布資料一覧

１．会議次第

２．座席表

３．資料１ 事例ヒアリングまとめ表

４．資料２ 障害を理由とする差別等に関するヒアリング一覧

について

５．資料３ 障害者の権利擁護のための差別事例アンケート

について
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平成２３年度第３回 沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい

地域づくり県民会議（障害者県民会議）

日時：平成23年11月18日（金）16:00～18:00

場所：県庁３階第１・第２会議室

会議次第

１．各委員からの差別事例ヒアリング報告について

２．差別事例ヒアリング日程について

３．障害者の権利擁護のための差別事例アンケートについて

４．その他連絡事項等



県庁３階第１・第２会議室

平成２３年度　第３回　沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい地域づくり県民会議
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Ⅰ　ヒアリング概要
ヒアリング団体名 実施場所 ﾋｱﾘﾝｸﾞ対象者数 調査時間

沖縄県手をつな
ぐ育成会

県立美咲特
別支援学校

５人 14:30～17:00

Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他

1 ④雇用 知的障害
社長に言いたかったが、
言えなかった

2 ④雇用 知的障害
だいぶ我慢していたが、
つらくて仕事をやめた

3 ⑤教育 知的障害
先生などに言いたかった
が、言えなかった

4 ⑤教育 知的障害
先生などに言いたかった
が、言えなかった

5 ⑤教育 知的障害

6 ⑤教育 知的障害
これにより普通学校から
特別支援学校に進学した

7
⑥建物等・公共交
通機関

知的障害
振り仮名を振ることも大切
だが、理解しやすい工夫
をしてほしい。

小学校の頃に、なかよし学級で、服を脱がされた。

聞き取り委員名

長位委員、照喜名委員、伊佐
委員、髙江洲委員

小学校の頃に、学校（なかよし学級）の教室で、小学校の先輩複数から、服
を脱がされた。

小学校の頃に、学校（なかよし学級）の教室で、小学校の先輩複数から、金
銭をたびたび要求された。

バス停の表示や案内について「分かりにくい」「漢字が読めない」「意味が分
からない」

中学校の頃、いじめにあった。

事例ヒアリング調査取りまとめ表

内容

就業していた頃、職場の上司などから、数字がわからないとか仕事が遅いと
いわれ、どなられたりした。

就業していた頃、職場の同僚などから、ひどくおこられた。

実施日

平成23年10月28日（金）



Ⅰ　ヒアリング概要
ヒアリング団体名 実施場所 ﾋｱﾘﾝｸﾞ対象者数 調査時間

沖縄県手をつな
ぐ育成会

県立美咲特
別支援学校

５人 14:30～17:00

Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他

1 ④雇用 知的障害
社長に言いたかったが、
言えなかった

2 ④雇用 知的障害
だいぶ我慢していたが、
つらくて仕事をやめた

3 ⑤教育 知的障害
先生などに言いたかった
が、言えなかった

4 ⑤教育 知的障害
先生などに言いたかった
が、言えなかった

5 ⑤教育 知的障害

6 ⑤教育 知的障害
これにより普通学校から
特別支援学校に進学した

7
⑥建物等・公共交
通機関

知的障害
振り仮名を振ることも大切
だが、理解しやすい工夫
をしてほしい。

小学校の頃に、なかよし学級で、服を脱がされた。

聞き取り委員名

長位委員、照喜名委員、伊佐
委員、髙江洲委員

小学校の頃に、学校（なかよし学級）の教室で、小学校の先輩複数から、服
を脱がされた。

小学校の頃に、学校（なかよし学級）の教室で、小学校の先輩複数から、金
銭をたびたび要求された。

バス停の表示や案内について「分かりにくい」「漢字が読めない」「意味が分
からない」

中学校の頃、いじめにあった。

事例ヒアリング調査取りまとめ表

内容

就業していた頃、職場の上司などから、数字がわからないとか仕事が遅いと
いわれ、どなられたりした。

就業していた頃、職場の同僚などから、ひどくおこられた。

実施日

平成23年10月28日（金）



Ⅰ　ヒアリング概要
ヒアリング団体名 実施場所 ヒアリング対象者 調査時間

ＮＰＯ法人沖縄県
自立生活セン
ター･イルカ

ＮＰＯ法人沖縄県
自立生活セン
ター･イルカ

６人 14:30～17:00

Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他

1 ①福祉
身体障害（医療ケ
アが必要な）

2 ①福祉 身体障害

3 ①福祉
身体障害（視覚、
肢体不自由等）

パソコンを習いたいが、自
分にあった講習会などが
ない

4 ②医療 知的障害

5 ②医療 身体障害

6 ②医療 身体・知的障害
福祉の分野では障害者や家族に対してやさしいが、これを医療の分野でもそ
うしてほしい。医療機関でも人格を尊重した対応をしてほしい。

親亡き後の心配、レスパイトのこと等の不安がある。

県・市町村等に対して、自立訓練等をもっと充実させてほしい。

医師から、障害のある子を持つ親に対して、「知恵遅れ、これ以上良くなること
は見込めない」など心ない言葉があった。

医師に対して、障害児をプールに行かせてよいかと聞いたら、「来年はないか
らいかせなさい。」と言われた。

事例ヒアリング調査取りまとめ表

実施日 聞き取り委員名

平成23年11月８日（火）
西原委員、比嘉委員、岡
野委員、川勝委員、照屋
委員

内容

福祉サービスの入所支援を利用中に、県・市町村等から、福祉施設に入所し
ている障害児は、その他の福祉サービスが利用できないと言われた。

1



Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他内容

7 ②医療
身体障害（医療ケ
アが必要な）

8
③商品販売・
サービス提供

身体障害（視覚、
肢体不自由等）

9 ④雇用 身体障害

10 ⑤教育 知的障害
教育関係者の障害に対す
る理解不足を感じる

11 ⑤教育
身体障害（医療ケ
アが必要な）

12 ⑤教育 知的障害

13 ⑧情報の提供等 身体障害（盲ろう）

医療関係者に対して、家族が落ち込んだ時の言葉のなげかけに注意してほし
い。特に家族が看護で睡眠不足の時には、配慮が必要である。

医療を受けている児童は義務教育を受けるのが難しい。他の子ども同様に、
義務教育を受けることは必要である。

触手話のできる人が少ない。

まつり会場から離れた駐車場等で、主催者から、イベント会場へのシャトルバ
ス利用を促されたが、車椅子なのでバスに乗れず、まつりに行けなかった。

行政機関に対して、障害児者の介護のため親は仕事ができなくて、生活が苦
しくなるので、対策を講じてほしい。

小学校入学時に、教育委員会から、障害程度の重い子供の学ぶところが特
別支援学校しかないと言われた。

就学時に、教育委員会から、医療ケアが必要な子供が通える学校がないと言
われた。

2



Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他内容

14 ⑨所得 身体障害

15 ⑩その他 身体・知的障害

16 ⑩その他 身体障害（視覚）

障害年金が年々減っている。減らされたら生活できない。

地域社会に対して、障害を持った子を持つ親等家族への配慮がほしい。

青年期の視覚障害者の活動する場がない。

3



Ⅰ　ヒアリング概要
ヒアリング団体名 実施場所 ヒアリング対象者 調査時間 聞き取り委員名

社団法人　沖縄県
精神障害者福祉
会連合会

てるしのワークセン
ター２階会議室

５人 14:00～16:30
田中委員、新開委員、高
良委員、下地委員、前城
委員

Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他

1 ①福祉 精神障害

2 ①福祉 精神障害

3 ①福祉 精神障害

4
②医療
⑦住まい

精神障害

5
①福祉
②医療

精神障害

6
①福祉
②医療

精神障害

実施日

平成23年11月15日（火）

医療にお金をかけるのではなく、福祉の充実を求める。
当事者が活躍できる場を増やしてほしい。

グループホームを設置する際、地域から反対がでることがある。こうしたことが起き
ない社会にしてほしい。

心理療法士の育成
家族と当事者が共に学べる場がほしい。

事例ヒアリング調査取りまとめ表

精神障害者の生活訓練の場を増やしてほしい。
症状に応じて、きめ細やかな対応が必要。
グループホーム、作業所に行く前の時期に、必要なこと。

地域での社会資源が少ない。働く場所がない。
帰る場所がないため、病院そのものが生活の場となっている。病院中心から地域
社会中心にしてほしい。

精神科病院では、過保護にされている。
精神障害者でも、アパートが借りやすい社会にしてほしい。

内容

1



Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他内容

7 ②医療 精神障害

8 ②医療 精神障害

9 ②医療 精神障害

10 ④雇用 精神障害

11 ④雇用 精神障害

12 ④雇用 精神障害

13 ④雇用 精神障害

14 ⑦住まい 精神障害

精神科病院において、本人の希望で入院している場合でも、鍵をかけられることが
ある。

当事者の意向ではなく、親の意向で、精神科病院に入れられた。
保護室に入ったが、人権侵害だと思う。精神科病院のあり方を考えてほしい。

ある職場では、体調をくずしても休めなかった。
精神障害者の場合は、体調に応じた労働環境が必要。たとえば、２人で一つの作
業をするとか、時間を短くするとかの配慮がほしい。

職業訓練校では、精神障害者が訓練を受けることができない。
対応ができないとのことのようだが、おかしいと思う。

不動産取引において、借家を探すため、不動産事業所に相談したら、精神障害の
ある人は、過去の問題を調べないといけないといわれ、長い期間待たされた。

ハローワークの照会で、採用面接をしたが、健常者と同じように働かないといけな
いといわれ、希望を失った。少しずつでも働ける場を増やしてほしい。

地域での居場所がないため、精神科病院が、いこいの場になっている。本来、病
院は医療の場。

警備保障会社から、警備関係の法令で、精神障害者は雇用できないとのことであ
り、会社の指示で、精神障害者ではないための証明書を病院からもらった。

2



Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他内容

15 ⑨所得 精神障害

16 ⑨所得 精神障害

17 ⑩その他 精神障害

18 ⑩その他 精神障害

19 ⑩その他 精神障害

20 ⑩その他 精神障害

21 ⑩その他 精神障害

22 ⑩その他 精神障害

地域資源として、活性化を考える際は、当事者を入れてほしい。

精神障害者の中には、年金をもらっていない人も多い。

精神障害者の家族の悩みが大きい。急性期では、ほどんど家族が、母親が問題を
抱えることになっている。急性期の時期は、家族も支えがほしい。

精神障害者は、外見ではわからない。周辺の理解がないとつらい。自殺者も多い

家族にも自分の障害を理解する人とできない人がいる。
家族や地域社会に自分のことを助けてくれる人がほしい。

障害者の中には、お金がない人も多い。
どこに行くにもお金がないと生活できない。

精神障害者にも、いろいろな人材がいる。
本人たちがやる気になれば、力を発揮できると思う。

精神障害者とのコミュニケーションが大切。
親はあきらめてはいけない。
親自身も自分の生き方を持たないといけない。

3



Ⅱ　事例（分野：①福祉、②医療、③商品販売・サービス提供、④雇用、⑤教育、⑥建物等・公共交通機関、⑦住まい、⑧情報の提供等、⑨所得、⑩その他）

番号 分野 障害種別等 その他内容

23 ⑩その他 精神障害

24 ⑩その他 精神障害

25 ⑩その他 精神障害

26 ⑩その他 精神障害

当事者、家族がたいへんな時期にささえてくれる社会の実現

精神障害に対する正しい理解を求める。
自立と社会参加ができるようにしてほしい。
当事者も家族もたいへん。
安心して暮らせる社会、障害があっても暮らしやすい社会がよい。

一人で行動できない精神障害者を支える家族の負担が大きい。

条例制定にあたっては、制度から芽がでるようにしてほしい。
制限をするようなものではなく、障害者が暮らしやすい条例にしてほしい。

4



Ａ班（毎週火曜日を予定）・・・長位鈴子、仲川福俊、照喜名通、伊佐直樹、村上尚子、高江洲誠

Ｂ班（毎週木曜日を予定）・・・田中寛、新開秀雄、高良幸勇、新垣佳子、島村聡、下地雅美、前城ヨシ子

Ｃ班（毎週水曜日を予定）・・・高嶺豊、西原千男、比嘉豪、川勝さゆり、岡野真由美、照屋守道

＊開催時間は、午後２時から５時までの間を予定。

番号 ヒアリング団体 区分 ヒアリング日時 ヒアリング場所 ヒアリング担当班

1 沖縄脊髄損傷者連合会 肢体不自由

2 沖縄県聴覚障害者協会 聴覚障害

3 沖縄県難聴・中途失聴者協会 聴覚障害

4 沖縄県自閉症児者親の会まいわーるど 自閉症

5 一般社団法人沖縄県腎臓病協議会 内部障害

6 沖縄盲ろう者友の会 重複障害
12月１日（木）
午後２時00分～
４時30分

沖縄市福祉文化
プラザ２階研修
室

7 社会福祉法人沖縄県視覚障害者福祉協会 視覚障害
12月５日（月）
午後２時00分～
４時30分

社会福祉法人沖
縄県視覚障害者
福祉協会会議室

8 重症心身障害児者を守る会 障害児

9 チーム沖縄 その他

10 インクルーシブ教育を実現する会 障害児

11 社団法人那覇市身体障害者福祉協会 身体障害
11月30日（水）
午後２時00分～

４時30分

社団法人那覇市
身体障害者福祉
協会会議室

12 公益社団法人日本オストミー協会沖縄県支部 内部障害

13 社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会 身体障害

14 日本ＡＬＳ協会沖縄県支部 難病

15 社会福祉法人沖縄肢体不自由児協会 障害児

16 社団法人沖縄県手をつなぐ育成会
知的障害
親の会

10月28日（金）
午後２時30分～
５時00分

沖縄県立美咲特
別支援学校

Ａ班

17 ＮＰＯ法人沖縄県自立生活センター・イルカ その他
11月８日（火）
午後２時30分～
４時45分

ＮＰＯ法人沖縄県
自立生活センター
イルカ会議室

Ｃ班

18 沖縄県精神障害者福祉会連合会
精神障害
親の会

11月15日（火）
午後２時00分～
４時30分

沖縄県精神障害
者福祉会連合会て
るしのワークセン
ター

Ｂ班

Ｃ班

12月15日（木）
12月22日（木）
12月27日（火）

Ｂ班

12月７（水）
12月14日（水）
12月21日（水）

調整中

調整中

障害を理由とする差別等に関するヒアリング一覧（案）

11月29日（火）
12月６（火）

12月13日（火）
12月20日（火）
12月27日（火）

Ａ班調整中
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障害者の権利擁護のための差別等事例アンケートについて（案）

平成 23 年 11 月 16 日

福祉保健部障害保健福祉課

１．目的

障害を理由とする差別や不利益的な取り扱いについて、障害者県民会議の委員が

行う事例ヒアリングに加えて、障害当事者等から事例アンケートを行い、障害者の

権利擁護を目的とした条例制定の検討を行うことを目的とする。

２．対象者

アンケートの対象は、障害児・者及びその家族も対象とする。

３．アンケート期間

平成 23 年 11 月 21 日（月）～同年 12 月 21 日（水）まで

４．アンケート内容

アンケートは主に以下のことについて行う。

(1) 障害を理由とする差別や不利益的な取り扱い

(2)上記の時期、場所、事例の関係者

(3)上記の事例をなくすため、どのような取り組みが求められているのか。

５．アンケートの方法について

(1)アンケートは、原則として、県の沖縄県電子申請により行い、必要に応じ郵送等

による応募も受け付けるものとする。

６．アンケートのとりまとめ

(1)事務局（障害保健福祉課）においてアンケートを取りまとめる。

(2)アンケート結果については、「沖縄県障害のある人もない人も暮らしやすい地域

づくり県民会議」（障害者県民会議）において報告することとする。

７．個人情報の取り扱いについて

アンケートにおける個人情報については、個人情報の保護に関する法令等を遵

守し、その目的の範囲内で情報を公開する。



平成２３年１１月１６日

１.アンケート期日

○ 日時：平成23年11月21日（月）～12月21日（水）

２.アンケート関する情報
このアンケートは、障害児・者及びその御家族を対象としています。

№ 項目

1

アンケート者の障害種別等
（身体、知的、精神、その他
と御記入下さい。
　また、身体と記入された場
合にはその障害の種類も合わ
せて御記入下さい）

2 アンケート者の性別

3 アンケート者の年齢

4 アンケート者の居住市町村

5

障害を理由とする差別及び不
利益的な事例
（いつ、どこで、だれが、差
別等の内容を簡潔に御記入下
さい）
（例）不動産の取引におい
て、貸家を探していたが、障
害を理由に入居を断られた。

6
上記のような事例をなくすた
めに県・市町村等及び地域社
会に求めること

○ 注意事項（内容をご確認後、”確認済”をチェックして下さい。）
□確認済

【本件にかかる照会先】
沖縄県福祉保健部障害保健福祉課　計画推進班
〒900-8570　沖縄県那覇市泉崎１－２－２
TEL　 ：098-866-2190
FAX　 ：098-866-6916
E-mail：aa029017@pref.okinawa.lg.jp

障害者の権利擁護推進のための差別事例アンケート

内容



（差別事例ヒアリング周知先）障害福祉関係団体及び事業所一覧

担当区分 団体及び事業所 住所 TEL FAX

1 知的障害 沖縄県知的障害者福祉協会
〒904-2161
沖縄市字古謝1031-1（ゆいの郷
内）

098-921-3360 098-921-3370

2 障害児 沖縄県LD児・者親の会「はばたき」
〒901-1105
南風原町新川205-3

098-888-1889 FAX兼用

3 自閉症
沖縄県自閉症児者親の会まいわー
るど

〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西棟2F

098-995-7860 FAX兼用

4 障害児 沖縄県小児発達センター
〒904-2173
沖縄市比屋根5-2-17

098-932-6077 098-933-7991

5 発達障害 沖縄県発達障害者支援センター
〒904-2173
沖縄市比屋根5-2-17
（沖縄県小児発達センター内）

098-982-2113 098-982-2114

6 障害児
那覇市療育センター
（児童デイ）

〒901-0151
那覇市鏡原町10-40

098-858-5206 098-858-5246

7 知的障害
名護療育園
（短期入所・相談支援・児童デイ）

〒905-0006
名護市字宇茂佐1765

0980-52-0957 0980-53-1351

8 知的障害
本部海陽園
（入所授産・短期入所）

〒905-0213
本部町谷茶268

0980-47-2622 0980-47-2664

9 知的障害
社会就労センターわかたけ
（生活介護・就労移行・就労B）

〒901-2102
浦添市字前田998-3

 098-877-0664 098-877-0725

10 その他
沖縄県自立生活支援センター・イル
カ

〒901-2221
宜野湾市伊佐4-4-1

098-890-4890 098-897-1877

11 障害児 重症心身障害児者を守る会
〒901-2112
浦添市宮城2-32-8
さくら荘102号大田英子様方

098-879-9823 FAX兼用

12
高次脳機能障
害

脳損傷友の会ゆい沖縄
〒901-2212
宜野湾市長田4-1-20

098-863-6581 098-963-6582

13 精神障害 沖縄県精神障害者連合会
〒901 -1104
南風原町宮平206-1
生活支援センターてるしの内

098-888-5658 098-888-5655

14 精神障害 沖縄県精神科病院協会
〒904 -2222
うるま市上江洲665 平和病院内

098-973-2000 098-974-5169

15 精神障害 沖縄県精神障害者福祉会連合会

〒901-1104
南風原町字宮平206-1
沖縄県立てるしのワークセンター
内

098-889-4011 098-888-5655

16 精神障害
全国精神障害者社会復帰施設協会
沖縄県支部

〒900-0005
那覇市天久1122 天樹苑内

098-868-2914  098-868-4093

17 精神障害
沖縄県精神障がい者支援事業所連
絡協議会

〒900-0024
那覇市古波蔵4-7-7 2F
生活支援センターなんくる内

 098-851-1810 098-836-6977

18 精神障害 沖縄県精神保健福祉士協会
〒900-0024
那覇市古波蔵4-7-7 3F
生活支援センターなんくる内

 098-851-1810 098-836-6977

19 雇用・就業 財団法人沖縄県セルプセンター
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西棟4F

098-882-5663 098-882-5664

20 雇用・就業
北部地区障害者就業・生活支援セン
ター・ティーダ＆チムチム

〒905-0006
名護市字宇茂佐943

0980-54-8181 0980-54-3287

21 雇用・就業
中部地区障害者就業・生活支援セン
ター

〒904 -0033
沖縄市山里2-1-1

098-931-1716　  098-931-1726

22 雇用・就業
南部地区障がい者就業・生活支援セ
ンター　かるにあ

〒901-2102
浦添市前田1004-9　2F

098-871-3456 098-871-3221

23 雇用・就業
障害者就業・生活支援センター　み
やこ

〒906-0013
宮古島市平良字下里1202-8 1F

0980-79-0451 0980-75-3450



担当区分 団体及び事業所 住所 TEL FAX

24 雇用・就業
八重山地区障害者就業・生活支援セ
ンター　どりいむ

〒907-0002
石垣市字真栄里97-4
コンフォート真栄里1階

0980-87-0761 0980-87-0760

25 雇用・就業 沖縄県障害者職業センター
〒900-0006
那覇市おもろまち1-3-25
沖縄職業総合庁舎5F

098-861-1254 098-861-1116

26 雇用・就業
（社）沖縄雇用開発協会
（障害者雇用担当）

〒901-0152
那覇市小禄1831-1
沖縄産業支援センター ５Ｆ

098-891-8460 098-891-8470

27 事業所
就労サポートセンター　ミラソル
（自立訓練・就労移行・就労B）

〒900-0005
那覇市天久2-19-22

098-894-5570 FAX兼用

28 事業所
障害者就労支援センター　さわやか
（就労移行）

〒902-0064
那覇市寄宮2-32-1
真和志支所２階

098-833-7755 098-833-7785

29 事業所
みやこ学園
（就労移行・就労B）

〒906-0013
宮古島市平良字下里3107-243

0980-73-7770 0980-74-2338

30 事業所
大浜工房
（就労移行・就労B）

〒907-0023
石垣市字石垣463-3

0980-83-5371 0980-83-5374

31 雇用・就業 沖縄県中小企業家同友会
〒901-0152
沖縄県那覇市字小禄1831-1
沖縄産業支援センター603号

098-859-6205 098-859-6208

32 事業所 沖縄県社会福祉事業団
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西311

098-884-3173 098-882-5688

33 身体障害 沖縄脊髄損傷者連合会
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター２階

098-886-4211 FAX兼用

34 身体障害
公益社団法人日本オストミー協会沖
縄県支部

〒902-0075
沖縄県那覇市国場701-1
上里　幸正様方

098-853-4524 FAX兼用

35 身体障害
社会福祉法人沖縄県視覚障害者福
祉協会

 〒900-0014
沖縄県那覇市松尾2-15-29

098-863-2997 098-863-2555

36 身体障害 沖縄県聴覚障害者協会

〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西棟３
Ｆ

098-886-8355 098-882-5911

37 聴覚障害 沖縄県難聴・中途失聴者協会
〒901-2121
浦添市内間4-19-23
根間 洋治様方

098-870-7340 FAX兼用

38 身体障害 沖縄県友声会
〒904-2171
沖縄市高原6-7-10

098-933-3088 098-933-3103

39 身体障害 沖縄県失語症友の会（ゆんたく会）
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-434-2（大城
会長宅）

098-886-2434 FAX兼用

40 身体障害 沖縄県脳卒中等リハビリ友の会
〒905-0401
今帰仁村字仲宗根681-1

098-056-4849 098-056-4900

41 身体障害
(社)沖縄県脳卒中等リハビリテーショ
ン推進協議会

〒900-0029
那覇市旭町35番地　沖縄県社会
福祉センター内

098-855-6545 FAX兼用

42 その他 NPO法人脳文庫
那覇市牧志3-2-10
那覇市ぶんかテンブス館
SOHO2号室

098-885-3305 FAX兼用

43 その他 沖縄県言語聴覚士会
〒903-0804
那覇市首里石嶺町3-287-10

44 難病
日本筋ジストロフィー協会沖縄県支
部

〒901-2226
宜野湾市嘉数2-2-1
広栄メディカルビル2階（フィー
チャー企画内）

080-1706-9191

45 難病 沖縄県腎臓病患者連絡協議会
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西棟2F

098-887-0201 FAX兼用

46 難病 日本リウマチ友の会沖縄県支部
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西棟2F

098-887-4877 FAX兼用

47 難病
全国心臓病の子どもを守る会沖縄県
支部

〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター西棟3F

098-887-1410 FAX兼用



担当区分 団体及び事業所 住所 TEL FAX

48 その他
社会福祉法人沖縄県社会福祉協議
会

〒903-8603
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター4F

098-887-2000 098-887-2024

49 その他 沖縄県民生委員児童委員協議会
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター4F

098-882-5813 098-882-5814

50 その他 沖縄県社会福祉士会
〒900-0023
那覇市楚辺2-24-24
ケイズコート202

098-836-8201 FAX兼用

51 身体障害
社会福祉法人沖縄県身体障害者福
祉協会

〒901-1114
南風原町神里631番地
（おきなわ太陽の町施設内）

098-835-6611 098-835-6996

52 知的障害 社団法人沖縄県手をつなぐ育成会
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター321

098-882-5727 098-882-5720

53 その他 沖縄県小規模作業所連絡協議会

〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター321
（手をつなぐ育成会内）

098-882-5727 098-882-5720

54 その他 沖縄県共同作業所連絡会
〒901-0243
豊見城市字渡橋名92-1
ひまわりファクトリー内

098-856-6639 098-856-6030

55 その他 知的障害者通所授産施設とみぐすく
〒901-0243
豊見城市字渡橋名92-1

098-856-6639 098-856-6030

56 その他 NPO法人バリアフリーネットワーク会議
〒904-0011
沖縄市照屋1-14-14

098-929-1140 098-929-1143

57 その他 チーム沖縄
〒903-0804
那覇市首里石嶺町4-373-1
沖縄県総合福祉センター2F

098-894-2276 098-894-2383

58 難病
NPO法人　沖縄県難病相談支援セン
ター　アンビシャス

沖縄県那覇市牧志３丁目２４番２９
号
グレイスハイム２　１階

098-951-0567 098-951-0565




