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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


	dai3kai siryou3 anketo1
	dai3kai shiryou3 anketo2
	dai3kai shiryou3 anketo3

