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平成 29 年度第１回 沖縄県障害者施策推進協議会議事録 

 

○日時：平成 29 年 9 月 21 日（木）14：00～15：55 

○場所：沖縄県庁舎６階第２特別会議室 

○参加者：（委 員）仲根建作、宮里進、國吉實、比嘉豪、知花さおり、高良正樹、 

運天健、田中寛、岡野真由美、當山潤、岩田直子、幸地睦子、 

天願秀美（村上優作委員の代理） 

（事務局）與那嶺障害福祉課長、又吉計画推進班長、名嘉山事業指導支援班長、 

下地地域生活支援班長、小橋川主査 

 

司会（又吉計画推進班長） 

 皆様、こんにちは。定刻になりましたので、ただいまから平成 29年度第１回沖縄県障害

者施策推進協議会を開催したいと存じます。本日はお忙しい中、この会議にご出席をいた

だき、誠にありがとうございます。 

  私は、本日の会議の進行を務めさせていただきます県障害福祉課計画推進班長の又吉と

申します。よろしくお願いします。 

 それでは、会議に入ります前に、事前に皆様方に送付させていただきました本日の会議

の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、配布資料一覧をご覧ください。１枚紙の会次第、委員名簿のほか、資料１、資料

２，資料３がそれぞれホチキス締めとなっております。参考資料は参考１から参考６まで

がまとめてホチキス締めとなっております。このほか、第３期障害福祉計画及び第４期障

害福祉計画の冊子コピーがお手元に配布していることと思います。 

 不足等がございましたら、事務局までお申し付け下さい。よろしくお願いいたします。 

 

司会（又吉計画推進班長） 

 大丈夫でしょうか。それでは、お配りしている会次第に基づきまして、本日、会議を進

めさせていただきます。 

 まず、委員に、ご協力をお願い申し上げます。 

 本日の会議には、聴覚に障害のある委員が参加されており、手話通訳として２名の方に

お越し頂いているほか、聴覚に障害のある傍聴者に配慮し、要約筆記をお願いしておりま

す。 

 複数の方が同時に、又は早口でお話しされますと、手話通訳及び要約筆記に支障が生じ

るおそれがありますので、どうぞご配慮のうえお願いいたします。 

 また、各委員におかれましては、発言される場合に、お手元のマイク、「talk」というボ

タンがあると思うのですが、それを押していただくと、マイクがつながる形になっており

ますので、それをご使用いただきますようお願いいたします。 
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 それでは、これからの進行については、田中会長にお願いしたいと思います。田中会長、

お願いいたします。 

 

田中会長 

はい、ご紹介に与りました沖縄県手をつなぐ育成会、田中です。今から障害者施策推進

協議会の第１回の協議を、議事運営を行いたいと思います。時間に限りがありますので、

皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

  では、最初に、本日の定数、委員の出席の確認を行いたいと思います。事務局よろしく

お願いいたします。 

 

事務局（小橋川主査） 

  県障害福祉課計画推進班の小橋川と申します。 

  委員の出席を確認いたしましたところ、委員定数１５名中１３名（うち代理１名）が出

席しておりますので、条例第７条第２項に規定する定足数を満たしております。 

 

田中会長 

 ただ今、事務局から報告がありましたとおり、定足数を満たしているということで、本

協議会は成立しております。 

 続いて、会議の公開について確認をしたいと思います。 

 事務局、会議の公開に関する説明をよろしくお願いいたします。 

 

事務局（小橋川） 

 お手元の資料、「参考１ 沖縄県障害者施策推進協議会の公開について」をご覧下さい。 

  本資料のとおり協議会の公開の方針を定めております。 

 本協議会は、非公開とするケースに該当する場合を除き、原則として公開すること、公

開の方法としては、傍聴を希望する方に傍聴を認めることにより行うこと、あらかじめ定

める定員の範囲内で、傍聴を認めること、などが定められております。 

 公開の可否については当課で決定を行うこととされており、今回の議題につきましては、

原則公開することといたしました。また、傍聴定員は、会場の規模を勘案して、８名とい

たしました。以上に基づき、傍聴者を入室させております。 

 

田中会長 

 事務局の説明は以上ということでよろしいですか。 

それではさっそく議事に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 議題①から議題③について、始めに事務局から説明を行っていただきまして、最後に、

質疑応答の時間を設けたいと思います。少し長くなるかもしれませんが、事務局、よろし
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くお願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 それでは、私の方から議題①「前回の協議会での報告値の一部修正等について」のご説

明をさせていただきます。 

 資料１をご覧ください。 

 まず、前回の協議会での報告値の修正箇所についてご説明した後に、前回の協議会での

宿題事項についてご報告したいと思います。 

 開いて１ページが、第３期計画の数値目標に係る修正版になります。修正箇所は２箇所

ございます。 

 ３の⑶障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数、こちらは目標 69 人に対し

て２人と極端に低い実績でしたが、データ提供元の県労働政策課に確認いたしましたとこ

ろ、報告した値は委託訓練事業の「受講者数」ではなく、「受講者数のうち福祉施設利用者

で一般就労したことが把握できた人数」となっていたことが分かりましたため、修正して

おります。 

 ３の⑹障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数、こちらも目標 232 人に対し

て 62人とかなり少ない実績でしたが、データ提供元の雇用政策課に確認したところ、報告

した値は「支援対象者数」ではなく、「支援対象者のうち福祉施設から一般就労への移行者

数」となっていたことが分かりましたため、こちらも修正しております。 

 資料の２ページから４ページは前回から特に修正はございませんが、参考として添付し

ております。 

 続きまして、９ページをご覧下さい。こちらが第４期計画の成果目標に係る修正版にな

ります。修正箇所は８箇所ございます。 

 まず２の⑴と⑵、入院後３ヶ月時点、１年時点それぞれの退院率ですが、本項目は、毎

年６月 30日時点の各病院の状況を調査する、通称 630 調査と呼ばれる調査の結果をもとに

実績を把握する項目になります。 

 630 調査では、調査前年の６月に入院した患者が調査の年の５月までの 12 ヶ月間でどれ

だけ退院したかを調査しておりまして、ここから入院後３ヶ月時点、１年時点の退院率を

把握いたしますが、平成 27 年度調査で分かるのは、平成 26 年度に入院した患者の退院率

となります。 

 第４期計画策定時の厚労省の説明資料を確認いたしましたところ、各年度の実績は翌年

度の調査により把握すると示されており、平成 27 年度実績は、平成 28 年度調査の結果を

もとにご報告する必要があります。 

 しかし、確認いたしましたところ、さきに報告した数値は平成 27年度調査の実績となっ

ていたため、平成 28 年度調査の数字に修正しております。 

 ４の⑴福祉施設を退所し一般就労する者の数、こちらは一般就労移行者の総数を報告す
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べきところ、その内数であるハローワーク経由での一般就労移行者数となっていたため、

今回修正しております。 

 ４の⑵就労移行支援事業所利用者数、こちらはさきに報告した実績値が就労移行支援で

はなく就労継続支援Ａ型の利用者数となっておりましたので、こちらも修正しております。 

 ４の⑶就労移行率３割以上の事業所の割合、こちらは就労移行率の算出に当たり、一般

就労移行者数を利用者数で割って求める旨が厚労省の資料に示されております。しかし、

さきに報告した数値は利用者数ではなく事業所の定員数で割って求めていたため、修正し

ております。 

 続いてページ下の方、活動指標に関する部分です。 

 アの公共職業安定所におけるチーム支援による福祉施設利用者の支援、こちらはチーム

支援者数の実績を報告すべきところ、さきに報告した値は、チーム支援により就職した人

数となっていたため、修正しております。 

 なお、欄外にカッコ書きで 337 と記載してございますのは、福祉施設利用者に限らない、

チーム支援対象者全体の実績値となります。これは、本項目の見込み値を設定した沖縄労

働局職業対策課のご担当者に確認いたしましたところ、見込み値の 245 人というのが、設

定当時チーム支援全体の件数のうち福祉施設利用者のデータ集約ができなかったため、チ

ーム支援対象者全体の件数を見込み値として計上した、とのことでしたので、同じ条件で

比較できるようにチーム支援対象者全体の数字をカッコ書きで 337 と併記したものでござ

います。 

 イの障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の受講者数は、「受講者数」を報告すべき

ところ、さきに報告した値は「受講者数のうち福祉施設利用者で一般就労したことが把握

できた人数」となっていたため、修正しております。 

 エの職場適応援助者、ジョブコーチによる支援の対象者数は、沖縄障害者職業センター

が直接実施する分と、認定法人が行う分を合わせて、見込み値の 70人が設定されておりま

す。今回沖縄障害者職業センターから、認定法人が行う分も実績に加える必要があること

が分かったとのことで、実績を修正しております。 

 前回の協議会での報告値の修正については以上です。続きまして、前回の協議会で宿題

となっていた事項について、報告いたします。 

 資料の１ページをご覧下さい。 

 前回、１ページの１の⑴、地域生活へ移行する者の数は達成率 99.4%と高い数値となって

いるがその背景について、ということでご質問がございました。 

 こちらは、第３期計画期間において、地域移行の受け皿となるグループホームの整備が

進んだことが大きな要因と考えております。 

 関連して資料の２ページをご覧いただけますでしょうか。資料２ページは第３期計画期

間中のサービス見込量及び実績の表ですが、３の居住系サービスの①グループホームの項

目を見ますと、最終年度、平成 26年度の見込み 933 人に対して 1,102 人の利用者となって
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おり、見込みを上回るペースで利用者が増えております。 

 また、今回お配りした資料にはございませんが、グループホームを提供する事業者数も

平成 23 年度末は 54 から、平成 26 年度には 88 と６割以上増加しておりまして、地域移行

の受け皿が順調に整備されたことが高い達成率の背景にあるものと考えております。 

 資料１ページにお戻りください。前回の協議会では、３の福祉施設から一般就労への移

行について、極端に達成率の低い項目の要因に関するご質問がございました。 

 こちら、数値を修正した結果、逆に極端に高い数値になっているものもございますので、

その原因と併せてご説明いたします。 

 例えば３の⑸、ジョブコーチによる支援の対象者数が目標の５割程度である一方、⑹、

障害者就業・生活支援センター事業の支援対象者数は目標の 10倍以上の数値となっていま

す。これは、第３期計画策定時において、当該項目の目標設定の仕方に問題があったこと

が原因となっております。 

 資料の６ページから７ページをご覧下さい。こちらは、さきほどの項目⑶、⑷及び⑸に

ついて、数値の設定に当たって根拠とした国の通知でございます。７ページの下の方、①

②③には、一般就労移行者の３割又は５割を目安として目標設定するよう示されており、

本県の目標設定もそのようになされております。 

 しかし、当該項目は関係機関である沖縄労働局、沖縄障害者職業センター、県労働政策

課などと調整した上で、国の通知の３割や５割というのはあくまで目安として目標設定す

べきでしたが、そのような調整がされておらず、関係機関の活動の現状を反映していない

目標設定となってしまっておりました。 

 例えば、⑸のジョブコーチでございますが、例年県内での支援希望者が 60 人から 70 人

程度ということで、それに合わせる形で沖縄障害者職業センターにおいては活動計画を立

てているとのことでございます。このため、平成 26 年度の実績値である 62人というのは、

同センターのほぼ計画どおりの数値ですが、県の計画では達成率が低いものとなってしま

いました。 

 続きまして、資料の５ページをご覧下さい。こちらは、項目⑵及び⑹の設定の根拠とな

っている国の基本指針の抜粋でございます。 

 まず⑵のハローワーク、公共職業安定所経由による一般就労移行者数についてご説明い

たします。国の基本指針によれば、下段の「内容」の欄でございますが、「福祉施設から一

般就労への移行を希望する全ての者が公共職業安定所の支援を受けて就職できる体制づく

りを行う。」として、本項目の目標設定をすることとされております。 

 本項目の趣旨としては、事業所とハローワークの連携によって、希望者が全員ハローワ

ークの支援を受けられる体制づくりを行うということであって、必ずしも一般就労移行者

が全員ハローワーク経由で就職する必要まではございません。 

 しかし、国の基本指針を単純に理解して一般就労移行者の全員がハローワーク経由で就

職すると目標設定してしまったため、ハローワーク経由でない就職者が一定数いるという
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実態を踏まえない目標設定となってしまったため、⑴の一般就労移行者総数では目標を達

成したものの、⑵のハローワーク経由の内数は目標を下回る結果となっております。 

 最後に、⑹のナカポツセンターの支援対象者数について、目標値の 10倍以上の実績とな

っている理由でございます。 

 さきほどの資料５ページ、国の基本指針によれば、福祉施設から一般就労に移行した者

の職場定着を図るため、福祉施設から一般就労に移行する全ての者が、障害者就業・生活

支援センターの支援を受けることができるようにすることを目指す、とされております。 

 本項目の県の目標値 232 人という数値は、⑴の一般就労移行者数が 232 人であることか

ら、その全てがセンターの職場定着に係る支援対象者となるという考えで、同じ数値を設

定してございます。 

 しかし、障害者就業・生活支援センターは一般就労移行者の定着支援だけではなく、こ

れから一般就労しようとする方も支援対象者として、一般就労への移行支援も行ってござ

います。また定着支援は１年で終わるものではないことから、センターは１年間の一般移

行者数の何倍もの数を支援対象としております。 

 しかし、国の基本指針を単純に理解して年間一般就労移行者数を支援対象者数として目

標設定してしまったため、実態を踏まえていない目標設定となってしまいました。 

 第４期計画では、これらの項目は関係機関との連携をとって目標設定されております。

今回作成する第５期計画でも、連携不足とならないよう、また、国の基本指針の趣旨を十

分に踏まえたものとなりますように、関係機関との調整及び指針の内容の検討をしっかり

と行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、議題２、第４期障害福祉計画の進捗報告にまいりたいと思います。資料２

をご覧下さい。 

 資料２の１ページが、第４期計画の成果目標に係る平成 28 年度の実績値でございます。 

下の備考欄にも記載してございますが、※１、２の⑴及び⑵は、さきほどご説明した 630

調査で把握する項目でありまして、平成 28 年度実績は今年度、平成 29 年度の調査で把握

するものとなります。こちらは調査を行っている保健医療部の方でまだ数字をとりまとめ

中とのことであり、平成 27 年度の数値を今はそのまま表示しております。 

 ※２は、毎年度国が行う就労移行等実態調査をもとに実績を把握する項目になりますが、

本調査は例年 12 月に実施されておりまして、今年はまだ調査が行われておりません。この

ため、平成 27年度の数値をそのまま表示してございます。 

 ※３は、さきほどご説明いたしましたとおり、本項目の見込み値 245 人が、チーム支援

対象者全体の件数を見込み値として計上した、とのことでしたので、同じ条件で比較でき

るように欄外にチーム支援対象者全体の件数をカッコ書きで併記しております。枠内の数

字は、支援対象者のうち、福祉施設利用者の人数となっております。 

 ２ページ目以降は、活動指標として、障害福祉サービス及び地域生活支援事業の平成 28

年度までの実績を掲載しております。第４期計画の進捗報告は、以上でございます。 
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 最後に、議題３、第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画についてをご説明いた

します。 

 資料３の１ページをご覧下さい。障害福祉計画及び障害児福祉計画は国が示す基本指針

に即して作成することとされておりまして、ここでは国の基本指針の概要を記載しており

ます。 

 ご存じのように昨年、障害者総合支援法と児童福祉法が改正されました。来年４月に施

行される改正部分において、地方自治体は障害児福祉計画を新たに作成する必要があるこ

と、障害福祉計画と障害児福祉計画は一体のものとして作成することができるとされてお

ります。 

 国の基本指針も障害福祉計画部分と障害児福祉計画部分が一体となっておりまして、本

県、沖縄県の計画も１冊の冊子の中に、両方の計画の内容を記載したものにすることを予

定しております。 

 まず、「１ 第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画に定めるべき内容」をご説明

いたします。 

 現行の障害福祉計画には様々な事項が記載されておりますが、国の基本指針においては、

記載の必要性を３段階で定めております。 

 ⑴が必須事項、計画に定めなければならない事項として、ア成果目標、イ活動指標、ウ

地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項の３点が定められてございます。この３

点のうち、成果指標と活動指標については後ほど詳しくご説明いたします。 

 ⑵が努力義務事項、計画に定めるよう努めなければならない事項として、障害福祉サー

ビス等の見込量確保のための方策に関する事項、障害福祉サービス等に従事する者の確保

や資質の向上のために講ずる事項等の３点が定められてございます。 

 ２ページの⑶で推奨事項、計画に盛り込むことが望ましい事項として、計画の法令上の

根拠、趣旨、基本的理念や圏域の設定等、５点が定められております。 

 続きまして、「２ 第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画に係る成果目標等」で、

成果目標について詳しくご説明して参ります。 

 ⑴の成果目標は、基本的に計画期間の最終年度である平成 32 年度での目標になります。

下線を引いてある項目は、今回新たに設けられた、又は内容が変更となった項目です。 

 「ア 福祉施設の入所者の地域生活への移行」は従来からの項目で、数値のみが今回改

正されております。①の地域生活への移行者数は、第４期計画では 12 パーセントでしたが

今回９パーセントに、②の施設入所者の削減は、第４期計画では４パーセントでしたが今

回２パーセントに、それぞれ改正されております。 

 「イ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」は、従来からございました

「入院中の精神障害者の地域生活への移行」という項目が、項目名等が変更となったほか、

いくつか新たな目標が追加されております。 

 今回新たに追加された①と②はいずれも「保健、医療、福祉関係者による協議の場の設
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置」となっておりますが、①は圏域や県全体での協議の場ですので県の成果目標、②は市

町村単位での協議の場ですので市町村の成果目標となります。 

 ③は従来からある長期入院患者数の削減に関する項目です。第４期計画では入院患者数

の目標について、年齢区分は特にございませんでしたが、今回は 65 歳以上と 65 歳未満で

分けて目標設定することとされております。具体的な削減数は、精神病治療薬の普及状況

や認知症に係る医療体制の高度化などを勘案して厚労省が示す数式により算出することと

されております。 

 ④は従来からあります早期退院率の項目ですが、第４期計画では入院後３ヶ月時点及び

１年時点だけだったのに対し、第５期計画では６ヶ月時点の退院率という項目が追加され

てございます。 

 「ウ 地域生活支援拠点等の整備」は従来からある項目でございます。国の基本指針に

おいては各市町村又は各圏域に１つ以上設置とだけ示されておりまして、市町村と県、ど

ちらが主体となって整備を進めていくのかなどが明確ではございませんでしたが、今年７

月に国から通知が発出されまして、地域生活支援拠点の整備は市町村の役割であると明示

されました。 

 県の計画においては、各市町村の地域生活支援拠点の整備計画をとりまとめるなどして、

掲載することを予定してございます。 

 「エ 福祉施設から一般就労への移行等」は、従来からある項目でございます。 

 ①の福祉施設利用者の一般就労への移行は、第４期計画では２倍以上とされていました

が今回は 1.5 倍以上に、②の就労移行支援事業の利用者数は、第４期計画では６割以上増

加とされていましたが、今回２割以上増加とされております。 

 ③の就労移行率３割以上の事業所を全体の５割以上とする、という項目は、第４期計画

に引き続き、数値を据え置いた目標となっております。 

 ④の就労定着支援１年後の職場定着率というのは、平成 30年度から新たな障害福祉サー

ビスとして就労定着支援が開始されることに伴うものでございます。同サービスを利用し

た方の、サービス利用開始から１年後の職場定着率を８割以上とすることを基本としてお

ります。 

 「オ 障害児支援の提供体制の整備等」は、第１期障害児福祉計画に対応する部分で、

新たに設けられた箇所となります。 

①児童発達支援センターとは、児童発達支援や保育所等訪問支援、障害児相談支援など、

１箇所で障害児に係る様々なサービスを提供する拠点のことでございまして、これを各市

町村ごとに設置することを基本としております。但し、市町村単独での設置が困難な場合

には、１つのセンターが複数市町村をカバーするような形で、圏域での設置で差し支えな

いとされております。 

 ②の保育所等訪問支援を利用できる体制の構築は、①で設置した児童発達支援センター

が実施する等により、全ての市町村において、保育所等訪問支援が利用できる体制を構築
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することを目指すものでございます。 

 ③の主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所の確保は、重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、各市町村に一箇所

以上サービス事業所を確保することを目指すものでございます。但し、市町村単独での確

保が困難な場合には、１つの事業所が複数の市町村をカバーするなどの形で、圏域での確

保で差し支えないとされております。 

 以上の①から③は、市町村が主体となって計画を定める項目となります。県の計画にお

いては、さきほどの地域生活支援拠点の項目と同様に、市町村の計画をとりまとめるなど

いたしまして、掲載することを予定しております。 

 ④の医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置は、県全域、圏域ごと、市町

村単位、それぞれで関係機関の協議の場を設置することとされております。さきほどの「精

神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」でもございましたように、圏域や県全

体での協議の場については県の成果目標、市町村単位での協議の場については市町村の成

果目標となります。 

 続いて、⑵活動指標についてご説明いたします。 

 アの福祉施設から一般就労への移行等は、主体が福祉部局ではなく、労働関係の別機関

の活動等に関する事項でございます。 

 例えば②の障害者に対する職業訓練の受講者数は県の労働政策課、④の福祉施設から障

害者就業・生活支援センターへ誘導する福祉施設利用者数はナカポツセンター、③、⑤は

沖縄労働局職業対策課などが、それぞれ活動主体となってございます。 

 こちらはそれぞれの主体と十分調整しながら、見込みを設定して参ります。 

 イからカまでは様々なサービス名が列挙されておりますが、こちらは、計画期間中の各

年度の利用者数や利用量など、それぞれのサービス見込量を活動指標として定めることと

されております。 

 こちらは各市町村からの見込み量を積み上げ、県全体の見込みとしていく予定でござい

ます。 

 「キ 発達障害者等に対する支援」は、今回の計画で新たに設けられた活動指標でござ

います。めくって４ページにありますとおり、発達障害者支援地域協議会の開催回数や、

発達障害者支援センターによる相談支援件数などを活動指標として定めることとされてお

ります。 

 最後に、今回の計画策定スケジュールについてご説明いたします。資料５ページをご覧

下さい。 

 ９月現在までは、ほぼ前回の協議会でお示ししたスケジュール案どおり進んでおりまし

て、市町村や関係機関に対する調査依頼、その後の第１回市町村ヒアリングまでおおむね

終えております。 

 今後は、市町村からいただいた調査票の数字を積み上げまして、次回の協議会で第５期



10 
 

計画に係る目標等の速報値をお示ししたいと考えております。 

 その後はパブリックコメントを経て、確定値や計画書の本文を示した形で第３回協議会

にお諮りし、計画策定を進めてまいりたいと考えております。 

 議題③のご説明は以上でございます。 

 

田中会長 

 はい、どうもありがとうございました。①②③、前回の委員会での報告の一部修正、そ

れから第４期障害福祉計画の進捗報告、それから第５期障害福祉計画及び第１期障害児福

祉計画についてのご説明をいただきました。 

 これは、事務局の方で、一括して、ひとつずつ分けて、どちらでも構いませんか。大丈

夫ですか。それでは、時間はかなりあるんですが、今ご説明いただきました、修正の点に

ついて、あるいは進捗報告、それから第５期、色々と多岐に富んではいたんですが、議題

なにについてのご質問というのがもしありましたら、お願いいたします。 

 はい、では仲根委員、お願いします。 

 

仲根委員 

 昨年度末の第１回協議会に欠席をしてしまいました。申し訳ありませんでした。これが

初参加になりますので今後ともよろしくお願いいたします。 

 質問です。策定スケジュール等の関係性についての質問なんですが、これまでの第何期

かの関係性も含めてなんですが、沖縄県の自立支援協議会の方での計画の議論と、施策推

進協議会での議論の関係性、整合性というか、その辺について、以前から課題があったん

ですが、いつもはっきりしないまま来ている感じがして。この辺についてこのスケジュー

ル案の中で、県の自立支援協議会は大事なところだと思うので、お示しいただけないかな

と思って、質問します。 

 

田中会長 

 仲根委員、これは第５期のタイムスケジュールを見てということですか。 

 資料３の５ページにあります、計画スケジュールについて、自立支援協議会との整合性

を、事務局、お願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 はい、お答えいたします。こちらスケジュールの中で、「圏域連絡会議で、圏域特有の課

題を集約」というような記述もあるところでございますけれども、各圏域の自立支援協議

会で、計画に係る話題に関しては、随時、こちらに情報としていただきまして、計画に掲

載するということで、各圏域の担当者と調整をしております。 

 また市町村の自立支援協議会の話もあるかと思いますが、市町村ヒアリングの中で、各
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市町村の課題についても、十分聞き取っているというつもりではございますので、各市町

村の課題も、その中で吸い上げていっているものと考えております。 

 

仲根委員 

 質問の意図というのは沖縄県の自立支援協議会との関係でありまして、私は南部圏域の

自立支援協議会の部会等に参加しているんですが、ほとんどこの障害福祉計画の議論はほ

ぼ上がってこない状況です。それも含めてとにかく沖縄県の自立支援協議会との関係性に

ついて改めてお願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 お答えいたします。圏域の自立支援協議会の中で、計画について議論してくださいとい

う形で、お願いしていないということはあるんですけれども、毎回、圏域の自立支援協議

会では、圏域についての課題が話し合われるものと理解しておりますので、そういった課

題について、当然計画に取り入れるべきことがあれば、本庁の方に連絡いただいて、それ

を計画に反映させていきたいと考えております。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 障害福祉課長の與那嶺と申します。県の自立支援協議会ですね、今のところ、開催をお

おむね年明け頃を予定しているところなんですが、その中で必要であれば、向こう３年間

の重要な計画になりますので、計画の概要等も含めて、県の自立支援協議会に報告をする

とかですね、方法をとっていきたいと考えております。 

 

仲根委員 

 県の自立支援協議会は多様な現場職の方も含めて構成されているし、自立支援協議会の

大きな役割には、福祉計画の審議、意見、提言というのが、多分施策推進協議会以上にあ

るんじゃないかなと私は思っていますので、そことのキャッチボールというか、施策推進

協議会との関係性をもう少し、検討を再度していただければと思います。 

 

田中会長 

 今お話があったとおり、自立支援協議会は、相談業務を中心としたお話が多々あるんで

すけれども、こういった県の方針、施策について、投げかけてという意図だと思うんです

が、課長、何かありましたら。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 今仲根委員がおっしゃったことは、自立支援協議会の設置目的からして当然のご指摘で

ありますので、事務局としても、どのような方策があるのかということを、策定するまで
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に十分検討して、自立支援協議会と施策推進協議会との関係性を含めて整理して、計画を

策定したいと考えております。 

 

田中会長 

 よろしいですか。 

 今日議題①にありました修正部分についてもそうなんですが、国の基本指針をもとにし

たが考え方を少し誤っていたと、これから作るものについてはそういうことがないような

形で、時間的な無駄も多分そこに出てきますので、よろしくお願いします。 

 他に何かご質問がありましたらお願いします。はい、岩田委員。 

 

岩田委員 

 岩田です。第５期障害福祉計画の５ページのところなんですが、具体的に計画を立てる

委員会というのは、自立支援協議会であるとか、設置されるのでしょうか。細かな計画案

は、実際はどなたが計画を立てる予定なんですか。 

 

事務局（小橋川主査） 

 お答えいたします。我々県障害福祉課の事務局の方で、細かい数字や文案などをお作り

いたしまして、この施策推進協議会などにお諮りする、という手順で考えてございます。 

 

岩田委員 

 以前はそういう計画を立てる委員会があって、学識経験者とか現場の方とか当事者が色

んな意見を出し合って計画を立てたかと思うんですが、そのプロセスはもうないというこ

とでしょうか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 現段階で事務局が市町村ヒアリングも終えてですね、策定に係る基礎的な数値の集計等

に入っているという段階であります。また国の方からも、事務局の方からも説明がありま

した、具体的な数値、成果指標の方も示されております。まず市町村から上がってきた数

値、例えば精神障害者の長期入院者の数とかですね、基本的な数値をまず、事務局の方で

拾い上げをしまして、その後、国の基本指針に基づいた活動指標等を作成して、その数値

等を施策推進協議会の方でお示しして、また委員の皆様方でご審議していきながら計画を

策定していくという段取りを予定しているところです。 

 さきほどの委員会につきましては、長期計画、平成 26 年度から平成 33 年度までを計画

期間とします基本計画の方では委員会を設置しまして、ご議論いただいているというとこ

ろでございます。 
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田中会長 

 岩田委員、よろしいでしょうか。 

 はい、他にいらっしゃいますか。宮里委員、よろしくお願いします。 

 

宮里委員 

 宮里でございます。質問したいことは、障害者の法定雇用率、国の方では若干雇用率が

上がったと思いますが、沖縄県ではかなり実績があると評価されていると思います。そこ

で、今出された資料は、一般企業に就職する、あるいはハローワークを通しての数字なん

でしょうか。私たち盲ろう者にとっては、あるいは重度障害者にとっては、一般企業に就

職するということは、かなり難しいことではあります。そこで、障害者どうしの A 型就労

施設だとか、B型就労施設とかございますが、これは、ハローワークとは関係のないものな

んでしょうか。あるいは、今 B 型就労施設でも、かなり行き詰まって解散したりというこ

とも聞いていますが、この A 型就労施設とか B 型就労施設は、ハローワークとは全く関係

ないことでございましょうか。この点、よろしくお願いいたします。 

 

田中会長 

 宮里さん、今のは、障害者の就労サービス事業所の利用がこのカウントに入っているか

ということでよろしいですね。 

 

宮里委員 

 はい、そうです。 

 

事務局（小橋川主査） 

 はい、お答えいたします。今回ご報告しております「福祉施設から一般就労への移行者

数」という数字は、今おっしゃったような A型、B型、あるいは移行支援といったサービス

事業所を利用されている方が退所されて一般就労に移行されたという方の総数になります。

この一般就労というものはハローワークを経由して就職された方もいらっしゃいますし、

あるいは移行事業所などが独自に開拓されたルートで、ハローワークなどを通さずに就職

された方なども含めてございます。 

 

田中会長 

 ということは、サービス事業所に入ったという方、福祉就労という言い方をするものに

ついてはカウントされていないということで、宮里さんよろしいでしょうか。 

 

宮里委員 

 はい、了解しました。 
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田中会長 

 ありがとうございました。 

 はい、當山委員、お願いします。 

 

當山委員 

 沖縄南部療育医療センターの當山と申します。今の宮里委員のご質問に加えてなんです

けども、資料１の２ページと、資料２の２ページを並べてみると経年的な見込みと実績が

見れますよね。この中で、２の④の就労移行支援と、就労継続支援 A 型と就労継続支援 B

型を見てみますと、就労移行支援はあまり増えていない、微増程度ですけども、A型、B型

の就労継続支援はかなり増えている。この中身はどのようにお考えですか。例えば、一般

企業ではもっと受け皿が増えるべきなんだけれどもそうではないのか、それとも一般企業

に行けない方々がたくさんこの A 型 B 型を利用できているのか、実態としてはどのように

お考えですか。 

 

田中会長 

 難しい質問だと思いますが。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 はい、基本的には就労継続支援 A型、B型を利用される障害のある方は、やはり一般就労

が現状では困難な方々が利用されているというところもあります。実際県内でも就労継続

支援 A 型の伸び率、B 型も含めてですね、非常に高くなっております。それとこの A 型、B

型の利用者が増えているのと反比例する形で移行支援事業所の利用者が減っていると。と

いうことは要するに、就労移行支援を経ないで、A型もしくは B型の事業所を利用されてい

る方々が増えていると。それに反比例して、支援事業所を利用される方々が減ってきてい

るという現状がございます。 

 

田中会長 

 委員、よろしいでしょうか。 

 はい、その点を含めてですね、昨今 A 型事業所の解雇の問題、廃業の問題、それから本

当に急増といいますか、制度の報酬の問題から制度の改革があって、大きくこれからも変

化してくると思うんですね、今までの見込みと A 型事業所の数がどれだけ変わっていくか

というのも大きな検討議題だと思いますが、その辺も、事務局の方、考えていただいてい

るんでしょうか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 
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 利用者数の見込みはですね、確かに市町村の方からの数字の積み上げを行っているとこ

ろです。今のところ会長がおっしゃったように県の方でも特に A 型事業所が昨今、マスコ

ミ等でも話題になっておりますように、解雇者が急増ということになっておりますが、そ

うならないように、県としても実際この A 型事業所が廃止された際の利用者の方々の、あ

くまでも継続して就労を希望する方々をどのようにして希望するサービスを利用できるよ

うにできるか、他の事業所の紹介も含めてですね、ご本人の希望を聞いた上で調整等を行

っていきたいと考えているところです。 

 

田中会長 

 こんな立場で言うのもおかしいんですが、実際に A 型勤務で、４時間で多額の工賃をい

ただいていた方たちが、そこから出て B 型でじゃあ８時間で低賃金で働けるかと、そうい

った精神的なフォローというのもかなり必要になってくると思います。県の方でもよろし

く対応お願いしたいと思います。 

 はい、他にご質問は。 

知花委員。 

 

知花委員 

 発達障害の当事者会代表で、当事者の知花と申します。よろしくお願いします。 

 資料１の、障害福祉計画第３期の数値目標（修正）の方でお話がありました３の⑸、職

場適応援助者、ジョブコーチによる支援の対象者、こちらの目標値の修正についてさきほ

どお話があったと思うんですが、こちらの方が国の目標値よりも実際の例年の利用者数で

目標を立てているということで 62人という修正の方だったかと思うんですが、この目標値

が利用者のニーズなのか、制度が追いつかなくてとか支援が追いつかなくて 62人になって

いるのかとか、そういったことって分かりますでしょうか。 

 

事務局（小橋川主査） 

 お答えいたします。ジョブコーチによる支援の対象者数、さきほど例年県内では 60 人か

ら 70人程度、というふうに申し上げましたのは、だいたいそれくらいのニーズで推移して

きているので、障害者職業センターとしても、そちらで計画を立てて、この実績である、

というふうに伺っております。 

 

知花委員 

 多分この A 型とか B 型も増えて就労も増えてきているところからの、また一般就労への

移行でジョブコーチのニーズというのも、もしかしたら高くなるのではと予想ができるか

と思うんですね。この不安定な A 型の状況を見ると選択としてジョブコーチというところ

にもう少し力を入れていただいて、一般就労の方でという選択肢を増やすことについては
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県ではどうお考えかということをお聞きしたいんですが。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 一般就労に障害のある方々がどんどん就労していただいて、現在県内の障害のある方の

雇用率が全国的にも高くて 2.34%。法定雇用率が現在の 2%、来年から 2.2%になるんですが、

現在 2.34%と比較的高い雇用率となっていることもありまして、このあいだも中小企業家同

友会と話をさせていただいたときに、障害のある方々の雇用の場の確保ということも非常

に重要に考えているということでありまして、今後一般就労に向けて、どういったふうな

形で、取り組んでいけるかということは非常に重要な課題だと考えておりますので、それ

については積極的に今後も取り組んでいきたいと考えております。 

 

知花委員 

 ありがとうございます。 

 

田中会長 

 はい、比嘉委員。 

 

比嘉委員 

 聴覚障害者協会の比嘉です。障害者就労移行支援事業の中の A 型と B 型についてです。

色々問題はありますけども、最近新しい考え方といいますか、課題といいますか、それは

何かというと、B型支援センターを基本的にし、災害体系と連携するという考え方が増えて

きていると聞いています。例えば、災害が起こったときに、B型センター、A型センターが

ありますがそこに障害者が避難をしてきてそこでサポートを全体的に受けるという体系と

いいますか、組織といいますか、そういうものを作り始めているという、新しい考え方が

あると聞いています。その方法でいいのかどうか、それが取り組まれているのかどうか、

その辺りと、国のメニューとは関係ない事項かもしれませんけれども、どのような方法で、

事業所と、災害が起きたときの避難先というか、リンクができるのか、サポートできるよ

うな取り組みというのが、支援ができているのか、県としてはどのように考えているのか

を伺いたいと思います。 

 なぜかといいますと特に、聴覚障害者、ろう者と言われる人たちは散らばっているんで

すよね。実際に災害が起こった際、情報が耳から入らない、コミュニケーションがとれな

いといったときにどのようにサポートしていくのか、支援をするのかというのが大変な壁

になっています。A型作業所であったり B型作業所であったりもしそこで聴覚障害者が働い

ていれば、そこに関わる人たちが災害が起こったときに支援がスムーズにできるというそ

の体系が取り組まれているということを聞いているんですね、視覚障害者もそうですし、

特に盲ろう者はそうですよね。情報が簡単に入らない人たちに対して、どういうふうにし
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ていくのか、県として考えをお聞きしてもよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

田中会長 

 もう一度、確認をしたいんですが、障害者のサービス事業所を拠点とした、あるいはそ

ういう災害時の関連を県の方はこれからどういう形で検討していくかということでよろし

いでしょうか。 

 

比嘉委員 

 はい、そうです。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 比嘉委員のおっしゃったような、災害時における A 型あるいは B 型事業所が障害のある

方のサポート体制を、受入施設としての役割を果たすというようなシステムづくり等はま

だ県の方では行っていないところであります。 

 基本的に障害のある方に対する、災害が起こったときの情報の伝達ということは大きな

課題ではありますが、基本的には市町村の方で災害が起こった際の、例えば情報伝達に支

障が生じる方々等に対しての避難計画というものを策定しておりまして、一義的には市町

村の方でそのような対応をしていくということになっております。 

 

比嘉委員 

 存じております。市町村が主体となっていることは分かっておりますが、問題なのは、

冷たい言い方かもしれませんが、災害が起こったときには、自分の身は自分で守るという

ことですよね。言い方は悪いかもしれませんけれども。 

 聞こえる人たちは、自分の身は自分で守るというのが、災害時の基本だと思います。そ

うですよね。では災害があったときに、若い人たちが優先的に動いていく。老人、子ども

は、言い方は悪いかもしれませんが、後回しというか、そういう言い方になってしまうん

ですよね。力のない人は後回しと。障害者はさらにその人たちと比較しても後回しにされ

る可能性が高いと。 

 東日本大震災が起こったときにも同じようなことがたくさん起こりました。九州北部の

方でも土砂崩れやそういったときにも同じような事態が起こりました。若い人が助けられ

る、逃げられるということになって、弱者は取り残されるということがあります。国が指

示するという形になるのを待つだけということになると、それだと県も同じ形になってし

まうのではないか。災害に対する体制、取り組みというところの、考え方を聞いてみると、

やはり障害者のことがちょっと後回しになってしまっている、施設に入っている方は施設

任せになってしまっているという状況が実は起こっているので、その辺りおかしいのでは

ないかと思っているんですね。それでこの話題を出させていただいたということです。そ
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の辺りもう少し慎重に考えていかなければというふうに思います。 

 

田中会長 

 これは、ご意見ということでよろしいでしょうか。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 はい、実際私の方も聞くところによると、東日本大震災の際には、障害のある方のお亡

くなりになる率が非常に高かったということもお聞きしております。そうした状況の中で、

障害のある方々がけして後回しにされるといったことはあってはならないことと考えてお

りますので、さきほど一義的には市町村という話を申し上げましたけれども、これは県全

体でですね、そういった災害が起こった際の避難のあり方等考えていく必要がありますの

で、その件につきましては、関係する部署とも連携して、十二分に取り組んでいきたいと

考えているところです。 

 

田中会長 

 はい、比嘉委員、よろしいでしょうか。 

 時間の関係があるのでまずお一人ずつ意見があればということで、ちょっと待ってくだ

さい。 

 天願委員。 

 

天願委員 

 分かる範囲で教えていただければと思いますけども、５期計画の中の、３ページのとこ

ろですね、上の方の④、就労定着支援 1 年後の職場定着率を８割以上とするということな

んですけれども、就労定着支援というのはそういう事業を新たに行う予定があるのか具体

的なところと、それから、現状の定着率というものがもし分かるのであればどれくらいな

のかということを教えていただきたいと思います。 

 

田中会長 

 はい、30 年から国の方で新しくそういう事業が始まるということなので、はい、課長よ

ろしくお願いします。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 障害者総合支援法が改正されまして、来年４月から新たに就労定着支援事業という事業

が開始されます。そうした中で、就労定着支援１年後の職場定着率が８割以上という目標

が出てきたところです。しかしながら実績値としましては、今現状では、１年後の実際の

定着率という具体の数字は把握はしていないところです。 
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田中会長 

 この定着率というのはなかなか出てこない数字でありまして、その辺が大きな課題には

なるんですが、よろしいでしょうか。 

 はい、それでは幸地委員。 

 

幸地委員 

 はい、こんにちは。私は中部の障害者就業・生活支援センターの幸地です。資料２のと

ころですね、２ページでお願いします。さきほどから A型、B型のお話が出ているんですが、

A 型がですね、29 年度の見込み数が増えているということを、この数値の理由を教えてい

ただきたいということです。今一般就労へという話がある中で、なぜ A 型の利用者の見込

み数が増えているのかという数字の根拠を教えていただきたいと思います。 

 

田中会長 

 はい、お願いします。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 今ご質問がありました見込み量は、現計画を策定する際に、平成 26 年度になりますが、

その時点で市町村が見込んだ数字をですね、積み上げていったものであります。昨今の制

度改正があって、今回新しく作成することとなる第５期の計画では、やはりこのような見

込みにはならないのではないかと考えているところです。この数字につきましては、前回

計画を作成する時点での市町村の数字ですので、今から３年ほど前の見込み値がここに入

ってきていると。その当時は A 型事業所の利用者が伸びるだろうということで各市町村見

込んでいたところでございます。 

 

幸地委員 

 ということはこの数字は、今正確な数字ではないということでよろしいですか。 

 

田中会長 

 変わる可能性があると。 

 

幸地委員 

 変わる可能性があるととらえて大丈夫なんでしょうか。それに反して、就労移行支援事

業所の利用者というのがかなり少ないですよね。なのに、利用者の見込み数というのはす

ごく大きく書かれているんですが、そこら辺の根拠も聞かせていただきたいと思います。 
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事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 この数字の根拠につきましては、さきほど申し上げたような形であくまでも市町村が見

込んだ、市町村に居住している障害のある方の、各市町村の見込みの数字を積み上げてい

った数字でありまして、そのときの状況、あくまで今から３年前の状況においての見込み

を出したものでございます。 

 もちろん、今現状制度もだいぶ変わってきておりますので、そういった意味で新たな計

画では例えば A 型の利用者がですね、もちろん移行支援も含めまして、市町村から見込み

量の積み上げの作業をしているところでありまして、A型の現状を見通した場合にはもしか

すると利用者数の変動があるかもしれない、というところでございます。 

 

幸地委員 

 分かりました。 

 

田中会長 

 琉球新報さんの報道などによるとですね、タイムスさんもそうですけども、離職者が３

倍、あるいは A 型の廃業も倍増でどんと増えていると、もちろんこれからの計画、１年後

にはまた大きく変わってくると思いますけども、その辺はまた調査をしてやっていただき

たいと思います。 

 岡野さん、よろしいですか。 

 

岡野委員 

 沖縄県精神保健福祉会連合会の岡野です。よろしくお願いします。 

 資料３の３ページの就労移行に関するところの、質問ではなくて、意見なんですが、就

労移行率３割以上の事業所を５割以上にするところとか、就労定着支援１年後の職場定着

率を８割以上にするという目標がありますけれども、こういう数字を読むときというか、

こういう数字の積み上げ作業をするときにですね、いろんな人がともに働ける職場づくり

というか、地域作りのための作業で色んな取り組みがあると思うんですが、数字を追いか

けることよりも利用者一人一人に合った支援がその人にしっかり届いているかということ

が本当に大切なことなんだと思います。目標が達成されなくても、しっかりその人に合っ

た支援が届いているという事例もあると思いますし、就職はしているんだけれども、とて

もなかなか厳しいという意見を、最近でも家族の方からお伺いしたりもしました。法定雇

用率を達成するために、新しく障害のある方を採用された事業所に就職したんだけれども、

やはりちょっと休むと厳しいことを言われて、こういうケース検討会でもなかなかご家族

の方も本人も、その思いが言いづらいとかですね、そういう意見も聞いたり、最近したも

のですから、本当に、数字を追いかける以上に、一人一人に、ご本人が望む支援が届いて

いることを大切に、ということを考えながら、数字の積み上げ作業とか、数字の読み込み
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というのをできたらいいなと思っています。 

 

田中会長 

 ご意見ということでよろしいですね。 

 個別支援計画に沿った本当に手厚い支援を、ということで。よろしくお願いいたします。 

 はい、運天委員。 

 

運天委員 

 沖縄県身体障害者福祉協会の運天といいます。福祉施設の入所者の地域生活への移行と

いう、資料の１の方では、沖縄県の方は達成率が高くてですね、基準値が平成 17 年という

ことでありますけども。そのときには多分、身体の方はグループホームはできなかったと

いうことで聞いておりますけども、私たちの方は地域移行を進めるためにもグループホー

ムの整備、そういうことを県の方もやられたという風に思っているんですけども。今後も、

ぜひグループホームが作りやすい、というよりは、整備できるような体制ですね、なかな

か実を申しますと、自前では他の施設とかに聞くとですね、グループホームはなかなか経

営が難しいということで手を出さないと、いうような団体があるものですから、ぜひこの

数値目標も上がるように、地域移行できるように、グループホームが整備されたからこの

数値が上がっているのかなと予想されるのですけども、今後もグループホームが整備され

るように、また重度化も最近叫ばれておりますので、整備とグループホームに対しての支

援を今後も県は進めて行くのかなと。目標は国の施策の中で、地域移行９％とか、２％と

いうことで上がっておりますけども、これを上回るように、県の方としては施策を考えて

ほしいということであります。 

 意見ということで、よろしいですので。 

 

田中会長 

 はい、ありがとうございます。 

 続きまして、高良委員、お願いできますか。 

 

高良委員 

 沖縄県社協の高良といいます。私も今期から委員をさせていただいて、前回なかなか参

加できなくて、大変申し訳ありませんでした。 

 少し教えていただきたいということと、県の方針として教えて頂きたいのですが、お手

元の資料３の方ですね、１ページにあります、１の⑴のウ、地域生活支援事業の方になり

ます。前回の資料を見ますと、市町村事業ということで、市町村からの数字の積み上げに

なって目標として設定しているのかなというふうに思っておりますが、特に高齢化社会、

高齢化が深刻であるとか、障害者の方々の地域移行となってくると、やはり成年後見人制
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度の利用促進が非常に重要になってくると思います。そういう意味で県の内部で、特に障

害の部分と高齢の部分との連携であるとか、あるいは市町村に対してのそういう支援と。

県の支援というんですかね、そういう部分で今の時点でもし考えていることがあれば教え

ていただきたいと思います。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 地域生活支援事業の中で成年後見人制度というのは市町村の必須事業になっておりまし

て、しかしながら現状では必須事業といいながら、まだまだ実施できていないあるいは実

施していない市町村もございます。 

 やはり今後は、高齢の障害のある方も、高齢化も進んでいく状況を見据えた場合には、

成年後見人制度を十二分に利用していくということが重要になってきますので、県としま

しても、市町村と一緒になって、この事業の活用促進も含めてですね、市町村にも働きか

けを行いながら、一緒になって取り組んでいきたいと思っているところです。 

 

田中会長 

 はい、ありがとうございます。 

 次の國吉委員で一巡をしますので、時間はもう少しありますから、あとはフリーで、ご

質問がある方はしていただきたいと思います。 

 國吉委員。 

 

國吉委員 

 沖縄県腎臓病協議会の國吉です。皆さんのお話をお伺いしまして、やっぱり就労事業だ

とか、歳をとった後の施設の問題とか、お聞きしているんですが、実は、腎臓病のですね、

平均導入年齢が 68 歳なんですよ。だから腎臓病の透析患者のほとんどが 70 歳以上なもん

ですから、就労事業とか、そういうのはもう置いといて、どうエンディングを迎えるか、

老人ホームとかいろんな特養とかあるんですが、人工透析をやっているということで、施

設の方では対応できないということで、独居老人の孤独死とか、そういうのが現に、私た

ちの病院でも、透析時間になっても来ないので迎えに行ったら、お布団の中で亡くなって

いたということが現実問題としてあります。ですから、障害をお持ちのお子さんを抱えて

いるお父さんお母さんもいらっしゃいますし、その障害の当事者である私たちもそうなん

ですが、どう終活を迎えるかというのが、やはり一番大きな当座の私たち沖腎協の目標な

んですよ。 

 結局、小家族化が進んでいまして、子どもたちはいるけれども遠方にいて、沖縄にはご

両親がいて、老老介護で、お母さんが亡くなるとお父さん一人。そして施設に入れない。

通院は病院の方でやってくれるんですけども、予断は許さない状態はあるけども、病院で

入院したとなると一年以上の入院が今できないような状態で、透析をやっているのはほと
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んどクリニックなので、入院施設を持っていないんですよ。そうすると総合病院に行くん

ですけども、総合病院での長期入院というのができない。患者の行き先がなくなってきて

いるんですね。そういう意味でぜひ、共同社会というんですけども、ともに手をとりあっ

てですね、障害がある人もない人も一緒に生きていける社会というのがノーマライゼーシ

ョンだと思うんですが、これは声高らかに叫ばれていると思うんですけども、現状として

なかなかそれが道半ばというか、道ほど遠いような感じがしまして、こういう事業計画を

立てるのもたいへん重要なんですけども、まずはですね、どう人生のエンディングを迎え

るか、ちゃんと設計図を描いてからでないと、画餅というんですか、絵に描いた餅になっ

てしまうんじゃないかと思います。以上、意見です。 

 

田中会長 

 はい、ありがとうございました。 

 一時間終わりましたのであと少し質問を受けたいと思います。はい、仲根委員。 

 

仲根委員 

 資料３の中にある２ページからの成果目標の活動指標のことについて、質問したいと思

います。第４期の方と比較しながらのことなんですが、まずイの精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの構築について、これは国でいう地域包括システムの中で、精神障害

だけ取り上げてこうするというのが国の考え方で示されているのか、国の地域包括の中に

ある難病とか、こういった医療関係のこととかも包括的に入っているんですが、ここだけ、

精神障害者だけ取り上げるというところがちょっと理由が分からなくてですね。法的なと

いう感じで、地域包括システムということについてお聞かせいただきたいと。 

 それと、⑴のエの④の就労定着支援１年後の定着率８割以上というのは、これは定着支

援事業の事業者だけの実績の定着という理解でいいか、です。 

 あと、活動指標について、第４期の活動指標と比較してですね、結構内容が変わってき

ている。変わってきている理由がさっき説明があったか分からないもんですから、この変

わった理由とその根拠が、定義が分からなくて。例えば障害者に対する職業訓練受講者数

というのは多様な職業訓練、委託訓練だったという感じですが、この辺の改称の解釈がこ

れだけでは分からないということと、併せて④についても、福祉施設から公共職業安定所

に誘導する福祉施設利用者というのは、例えば A とか B とか移行支援とかみんなそれぞれ

がハローワークの登録の促しをしているわけで、そういうことを指しているのかなと、ち

ょっと分からなくてですね。新しい項目の中身についてということと、それは実は現場で

は、ナカポツセンターを通しながらやるパターンもあるし、色んなパターンがあって、こ

れがひとつひとつとして棲み分けができるのか、ダブらないのか、その辺がちょっと分か

らないところがあってですね。あえてこういう分け方をしていることが、何かもし説明が

聞ければお聞かせいただきたいというふうに思っています。違いが分からなかったので、
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お願いします。 

 

田中会長 

 今のご質問の中で、例えば国の基本指針に沿ったこういう計画なのか、あるいは沖縄県

独自なのかとか、そういう点を含めて、ご説明をお願いします。 

 

事務局（小橋川主査） 

 はい、お答えいたします。 

 １点目の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。こちら地域包括ケアシス

テムが精神障害だけ特化している理由ということでございましたが、こちらは国の指針で

このように特立てして定められているという今回ご紹介でございまして、その理由につい

ては、恐れ入りますが、また調べてお答えさせていただこうと…。 

 

事務局（下地地域生活支援班長） 

 すみません、補足をさせてください。地域生活支援班長としています下地と申します。 

 今の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムという話、なぜこの精神障害者だけ特

出しかということなんですが、さきほど小橋川の方から話があった、地域移行の延長線と

しての目標項目であるということがひとつと、もうひとつは厚労省としては高齢者の介護

保険ないしは医療計画の部分も含めて在宅の医療といいますか、在宅で生活をなさってい

る方々に対して、どういうふうにケアをしていくのかということに、全体として主眼を置

いております。そこのキーワードとして、施策の横串を指す全体の言葉として地域包括ケ

アシステムという言葉を使っているというふうに説明を受けております。こちらの方の精

神障害に対応した、というのは、地域移行をした後に、精神障害者の方々の地域で、在宅

で活動できる、ないしは生活ができるようにするにはどういう支援策があるかということ

を保健医療福祉一体となって考えていきましょう、という視点で計画を作りましょう、と

いう趣旨でございます。 

 他のさきほど仲根委員がおっしゃった疾病の部分につきましては、医療計画ですとか、

ないしは介護福祉計画、高齢者介護計画ですか、そのところで整理をされるようなことを

聞いておりますので、そこと連携を図りながら、考えていきたいというふうに思っており

ます。 

 

田中会長 

 はい、では次の質問です。 

 

事務局（小橋川主査） 

 はい、二点目に質問のありました就労定着支援１年後の職場定着率の部分につきまして
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は、お見込みのとおり、就労定着支援サービスを受けた方、この方が、サービス開始から

１年後にどれだけ定着しているかということになります。 

 そして最後に三点目に質問がございました、活動指標、特にその労働関係、福祉施設か

ら一般就労への移行等の項目が大幅に変わっているということでございますけれども、こ

ちらは今回資料３の 11 ページ目から 12 ページ目辺りにございますが、国の基本指針が改

正されたことに伴って今回項目を変えているものでございます。具体的に、個別にではこ

れがなぜこのように変わったのか、という部分は、例えば②の障害者に対する職業訓練の

受講者数、こちら以前は多様な委託訓練事業の受講者数という項目でございましたけれど

も、県の労働政策課の方に聞きましたら、事業名などが変わるのではないか、というよう

なことも話しておりましたが、個別のことについては確認させていただこうと思います。

ただ、いずれにしてもご懸念されてらっしゃいました実績がきちんと把握できるのか、と

いう部分については、今回各関係機関からお見込みをいただく段階で、実績を把握できる

ような形で、ということで調整しながらやっておりますので、こちら十分気をつけて進め

て参りたいと考えております。 

 

田中会長 

 仲根委員、よろしいですか。 

 

仲根委員 

 さきほどこれ以外のことも、違いが根拠となっていた部分が分からないということにつ

いては次回ご説明いただく、という理解でよろしいでしょうか。 

 では最後に意見させていただきたいと思います。資料３の３ページのオの障害児支援の

提供体制の整備等について、これは児童支援というのが法律が児童福祉から障害者自立支

援に入ってまた出てまた入ってまた出てというずーっとこう繰り返して、現場では本当に

なんでどうしてだろうという戸惑っている状況の中で、改めて今回第１期ということで明

確にやるっていうことが望ましいというふうに思っています。ただちょっと気になるのは

施策推進協議会の委員構成の中でここの障害児の支援体制についての議論が不足しないか

なという懸念があります。ここについては、上げる前のもう少しその議論する場を、障害

児支援をしている人を含めて、協議とか、意見とかヒアリングを含めてですが、十二分に

協議をした上で、上げていただきたいという希望であります。ここの中だけでチェックす

ることがちょっと不安というか、意見です。 

 

事務局（下地地域生活支援班長） 

 地域生活支援班長の下地でございます。今、さきほどの自立支援協議会との関連も含め

て仲根委員のご質問なんですけれども、医療的ケア児の支援については、実は先日の自立

支援協議会の療育教育部会の中で医療的ケア児に特化した議論をしようということで、ワ
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ーキングを作ることを決定しています。今人選をまだしていないんですけれども、そうい

った場を活用しながら、実際の計画に関しては案ができた段階でないしは数字が出て来た

段階で、どこの段階がいいのかというのは事務局にお任せいただきたいんですが、そちら

の方と連携をしながら、実際にどういった記載が望ましいかということは少し議論をさせ

ていただきながら、自立支援協議会とも連携を図った施策、計画ということを心がけてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

田中会長 

 はい、ではよろしくお願いします。 

 宮里委員、お待たせしておりますが、どうぞ。 

 

宮里委員 

 宮里でございます。厚生労働省の動きと県の対応について、これは質問ではなく私の意

見になるかもしれません。 

 まずはじめは、ハローワークの件ですけど、これは発達障害者に特化したことで、まず

一般の会社に就職する、なかなか定着率が上がらないということで、厚生労働省では、こ

れは今年度からでしょうかね、臨床心理士を設置して会社関係とかあるいは本人と密に連

絡をして定着を図っていきますというそんな厚生労働省からの話がありましたので、その

件またハローワークや県の方もよく検討してもらったらいかがと思います。 

 それからもう一件厚生労働省の関係で、これは例えばですね、現在福祉用具、支援用具

といいますか、これは現在は地方自治、市町村によって様々な格差があるんですね。盲ろ

う者の場合は最近は極めて機器の開発が進んでいまして、情報もなんとか、ヘレンケラー

情報といいまして、機器の開発、とても情報獲得にパソコンも使える状態になっておりま

すが、厚生労働省が示されるものは県の方に通知は行っていると思うんですけど、なにせ

各市町村で申請をして、各市町村が認めていなければできないわけでございます。つまり、

厚労省がこの機器は指定しますと言っても、現在は各市町村管轄なので、残念ながら市町

村によって格差があるというのは、恩恵を受けられないということが、お住まいの地域で

格差があるというのは、うなずけない感じがあります。 

 それからもうひとつは、私は８月に全国盲ろう者大会が岩手県でございまして、そこに

参加しました。そこで厚生労働省と、全国盲ろう者協会が話し合っていること、大事なこ

とがひとつございまして、平成 30年度からは、現在は視覚障害者のための制度でございま

すが、同行援護ですね、自立参加と社会参加を促進する同行援護でございますが、通訳介

助員、盲ろう者には通訳介助員がとても大事な存在で、この方々がいなければ、全く行事

は開催できません。そのため、強化拡充を図っていくということで、30 年度からは、この

同行援護も通訳介助員も登録できることになりますということでございました。 

 ということで各県にも同行援護の制度が使えるようになりますということはおいおい厚
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労省からも通知をすることになりますということでしたので、その点県の方でもその趣旨

を理解し検討して、円滑に同行援護が盲ろう者のためにも使えるようにぜひお願いしたい

と思います。以上でございます。 

 

田中会長 

 はい、ありがとうございました。 

 

事務局（與那嶺障害福祉課長） 

 今宮里委員からご指摘をいただいたことはですね、総合支援法が確かにおっしゃるとお

り、来年４月１日から大幅な制度改正がなされるということですが、まだ具体の詳細が、

今後厚生労働省の方から示されるということになっております。県としましては、やはり

新たなサービス等も創設されますので、その新たなサービス等が円滑に県内でも実施でき

るような形でこれから十二分に情報収集を含めて対応していきたいと考えております。 

 

田中会長 

 はい、ありがとうございました。 

 時間がまもなく、あと 10 分で４時になります。人間の集中力は 90 分というふうに言い

ますので、もうそろそろ切れかけているのかなとも思いますが、もし質問がなければ…は

い、岩田委員。 

 

岩田委員 

 見込みと実績数の違いのところで、資料の２です。例えばですが、２ページの４の障害

児支援の保育所等訪問支援が一気に平成 28年に 100 人を超えていますね。今度は４ページ

の１の⑼の移動支援事業は、見込みに対して実績が 10倍ですね。こういうふうになってい

るんですが、こういう急激な変化だとか、３年間ずっと実績が多いというものに対して、

今度第５期では、どのように数値を作っていこうというお考えなのか。やはり基本は市町

村から出た数値の積み上げだけが根拠になるのか、４期のこれだけの数字をちゃんと踏ま

えて数値を決めるのか、どのように検討されるのか教えてください。 

 

事務局（小橋川主査） 

 お答えいたします。基本的には市町村からの積み上げということになりますが、市町村

から次期計画期間の見込みをいただく時点で、どういった形で見込んだのか、その見込み

はきちんと過去の実績などを踏まえたものなのかという部分を、１件１件確認しておりま

すので、また次期計画の見込みは、第４期計画期間での変化を踏まえたものになるものと

考えております。 

 すみません、一部ご指摘がございました、４ページの地域生活支援事業の⑼の移動支援
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事業でございますけれども、こちらは集計の関係なのですが、年間の実利用見込み者数と

いうことで見込みを作成しているのですけれども、実際、実績を集計する段階で、月ごと

に実利用見込み者数を出して、それを積み上げるという形にしておりますために、…ちょ

っと分かりづらいでしょうか、十何倍近い数字になっております。こちらはですね、そも

そもの見込みの仕方ですとか、あるいは実績の集計の仕方を今回考えなければいけないと

考えております。 

 

田中会長 

 岩田委員よろしいですか。 

 それではここで、締めてよろしいでしょうか。まだありますか、では最後に。 

 

幸地委員 

 最後にですね、さきほど國吉委員がおっしゃった言葉というのは、私たち支援者という

のはすごく心に受け止めて、日々支援していかなければならないというふうに思っていま

す。私の立場からお話させていただくと、就労支援という立場からお話させていただきた

いんですが、今日当事者の方がいらしているんですが、私たちナカポツセンターはですね、

当事者のアセスメントをとって、事業主のアセスメントをとった上で、職場開拓をして、

実習という仕組みをとっているんですね。そこで、課題分析をしたりしてですね、そこか

らマッチングを図っていますので、安心して当事者の方は、一般就労に向けて目標を持っ

ていただきたいというふうに思っています。障害特性に応じた勉強会もですね、事業主支

援をしていますので、どうか目標を持って一般就労に向けて頑張っていただきたいと思い

ます。すみません、以上です。 

 

田中会長 

 はい、ありがとうございました。 

 じゃ、よろしいでしょうか。はい、それでは、長時間にわたりまして。終了時間まもな

く４時になります。ここで質疑応答を終了したいと思いますが、よろしいですか。 

  はい、ではありがとうございました。事務局の方に議事をお返しします。 

                

司会（又吉計画推進班長） 

 皆様、本日はお忙しいところ２時間にわたり、長時間いろいろ活発にご意見をいただき

本当にありがとうございました。 

 先に説明のありましたスケジュール案にもありますとおり、次回協議会からは第５期計

画の内容について、また貴重なご意見を拝聴したいというふうに考えております。その際

また今日出た課題、宿題等に回答しながら、活発な意見をお伺いしたいと思いますので、

皆様どうぞよろしくお願いします。 
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 本日は以上をもちまして、本会を閉じたいと思います。 

 どうもありがとうございました、お疲れ様でした。 

 

以上 


