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発 行 社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会
編 集 沖縄県障害者社会参加推進センター
〒901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座 1038 番地 1
TEL(098)851-3455 FAX(098)851-3855
ホームページアドレス http://www.okisin.jp
E メールアドレス
okisinky@blue.ocn.ne.jp
頒価一部 100 円（会費に含まれています）

沖縄県障害者社会参加推進センターだより 第 55 号
沖縄県身体障害者福祉協会

沖縄県精神保健福祉会連合会

第５９回沖縄県身体障害者福祉展

九州ブロック家族会沖縄大会

令和２年１月２２日（水）～２５日（土）、
恩納村博物館を会場に、第５９回沖縄県身体障害
者福祉展を開催しました。陶芸、書道、工作、縫
製、絵画、写真、その他の部門で合計２５５点と
いう多くの作品が集まりました。
今年度はオープニングセレモニーとして、表彰式
とテープカット式を一緒に行ないました。

２０１９年度みんな
ねっと九州ブロック家
族会精神保健福祉研修
会 一人も取り残さな
い ゆいまーる沖縄大
会を２０２０年１月３
０、３１日の２日間
那覇市で開催しました。
新型コロナウイルスに関する WHO の緊急事態宣言
があったのも１月３１日でした。
オープニングでは、沖縄ダルクによるエイサーが披
露され開会式が行われました。
例年通りの賞に加え『開催地（恩納村）賞』とい
初日は記念企画「沖縄の私宅監置」上映とトークセ
う賞を設け、恩納村のイメージ『青い海』にピッタ
ッションで国策としてのハンセン病、米軍基地の話を
リな作品（写真）が選ばれ、恩納村 長浜善巳 村 伺い、監置小屋については沖縄県の責務として行う
長より記念品が授与されました。
べきではないかとの問い掛けがありました。
期間中は約６００名の
翌日は精神科医の稲田隆司医師に基調講演「リカ
皆さまに来場していただ
バリー 痛みの共有と連帯」をしていただきました。ユ
き、会場は大いに盛り上
タと依存症者の共通性など他府県ではなかなか聞け
がりました。身障協や障
ない興味深い内容でした。
害者団体だけでなく、
シンポジウム「沖縄からの風」で沖縄市の家族会
恩納村老人クラブ連合会からも多くの来場があり、 「おあしすコール」の家族学習会などの活動や、「発
本福祉展の目的『身体障害者に対する県民の理解 達障がい 知る・つながる会 ニヌファスター」の出張
と関心を高める』点で成果が出たと思います。
ピアサポート事業、また、B 型事業所「ユニティ」所
長ご本人のリカバリーストーリーなどの報告がありま
した。参加者数は２日間で延べ４００人を越えまし
た。発題者、参加者の皆さまに心より感謝申し上げ
ます。
下記ＵＲＬリンク、又はＱＲコードより、受賞作
品の紹介などを行なっています。
http://www.okisin.jp/fukuten/59hukuten-sassi.pdf
（第５９回沖縄県身体障害者福祉展(報告冊子)）
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沖縄県脊髄損傷者協会

沖縄県精神保健福祉会連合会

バリアフリーな公共交通を望む

第６回こころんピックバレーボール大会

車いすユーザーの当事者団体として沖縄県脊髄
損傷者協会は、沖縄のバリアフリー社会の充実化
のため昨年１１月２０日に公共交通に関する３項
目の要望を沖縄県知事に提出行動しましたので報
告させていただきます。

去る２月５日～７日にかけて第６回こころんピ
ック大会（第１９回沖縄県精神障がい者ソフトバレ
ーボール大会）を開催しました。
本大会は第２０回全国障害者スポーツ大会「燃
ゆる感動かごしま大会」のリハーサル大会、精神の
部九州大会の地区予選に当たります。

【要望１：ゆいレール駅舎のモノレールと
ホームの昇降スロープの固定整備】
要請先/沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課
優勝したチームは鹿児島に派遣されるので、各
沖縄都市モノレール株式会社
チーム１年間練習をして、このこころんピック大会
現在の空港駅から儀保駅については、駅員によ
に参加しています。
るスロープ上げ下げをリモートコントロールで行っ
ており、結果として、下車時に駅員がいないことで
下車できない等のヒューマンエラーが発生している
ことから、早期に固定のスロープ整備を図る必要が
あります。
【要望２：路線バスのノンステップバス運行情報の
適切な情報公開】
要請先/沖縄県企画部交通政策課
民間事業者のノンステップバス導入に関する沖
縄県の支援施策として平成２４年１０月１日制定
された「沖縄県公共交通利用環境改善事業実施要
領」の第１１条に「(２)定時定路線における運行を
優先した運行計画の策定に努めること。(３)利用に
先立ち、運航状況を事業者に問い合わせる労を当
該利用者強いることがないよう努めること。」と記
載されているが、ノンステップバス運行情報が不明
確で適切な情報提供になっていなく戸惑っている。

今年は全部で１３チームが参加しました。今
回、台風の目となったのは離島の宮古チームでし
た。決勝リーグに進んで惜しいところまでいきまし
たが、精和病院のなかゆくい会チームに負けてし
まいました。なお、精和病院のなかゆくい会チーム
は今大会で６連覇でした。

今大会では、競り合って見ごたえのある試合が
多くありました。各チームが１年間チームワークを
育てて、こころも体も元気になって、良い練習をし
てきたからだと思いました。大会前にも病院チー
【要望３：福祉のまちづくり審議会の早期開催】
ム、地域から参加のチームで連絡を取り合って練
要請先/沖縄県子ども生活福祉部障害福祉課
習試合をしたりと交流を深められたのもよかったこ
同条例の「第３０条：県における福祉のまちづく とです。
りの推進に関する重要事項について、知事の諮問
に応じ調査審議させるため、沖縄県福祉のまちづ
くり審議会（以下「審議会」という。）を置く。」と
ありますが、平成２５年度を最後に審議会開催が
無く、バリアフリー推進施策の研究協議、意見提言
につながっておりません。
多様な障がい種別団体の皆さまとともにハードも
毎年参加チームが減ってきているので、来年は
ソフトも含めて連携・協働によるソーシャルアクショ 参加チームが増えるとうれしいです。これからも、
ンにつなげたいと思いますのでよろしくお願いしま
ソフトバレーボールを通してみんなが元気になれた
す。
らいいなと思います。
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沖縄県手をつなぐ育成会

沖縄県視覚障害者福祉協会

沖縄県障害者虐待防止・権利擁護研修

視覚障害者バリアフリー映画鑑賞会＆福祉機器展

令和元年１１月２７日（水）沖縄県総合福祉セ
ンターにて、沖縄県手をつなぐ育成会を主管（沖縄
県の事業委託）とする「令和元年度沖縄県障害者虐
待防止・権利擁護研修」の２回目を、福祉従事者約
１００名を対象として開催しました。

令和元年１１月９日（土）、沖縄県立図書館を
会場に、映画鑑賞会と福祉機器展を開催いたしま
した。4 階交流ルームでは１０時から福祉機器展
がスタート。７業者に出展していただきました。デ
イジー図書読書器や拡大読書器、Ｒｉｖｏ２、暗
所視支援眼鏡、網膜走査
型レーザーアイウェア、
白黒反転ノートなどが展
示されました。
来場された方々も各業
者から直接説明を聞いた
り機器を直に手に取って体験したり、時間帯によっ
ては列をなすブースもあるほどでした。
１３時半からは３階ホールで映画鑑賞会。上映
に先立ち、UDCast の音声ガイド等を製作されてい
る Palabra（株）の山上様にお話しいただきまし
た。参加者自身の iPhone や FM ラジオ、貸出端末
の iPodtouch を使って音声ガイドを利用しました。
また、HOYA(株)様には映画鑑賞のために暗所
視支援眼鏡を 5 台貸出していただき、薄暗い室内
でじっくりと「見る」体験もできました。UDCast に
対応している映画であれば、県内の映画館でも大
画面・迫力ある音響空間で UDCast 音声ガイドを聴
きながら映画を楽しむことができます。皆さまの趣
味のひとつに、息抜きの選択肢の一つに映画鑑賞
を取り入れていただけたらなぁと思いました。また
「これを機にスマートフォン（iPhone）の練習を始
めてみようかな？」とお思いの方も、是非お声か
けください。今回は、見えない・見えにくい方々、
その家族等支援者、医療・福祉関係の方々にご来
場いただき、機器展・映画合わせて１３０名程の
方々にご参加いただきました。
会場の沖縄県立図書館や出展業者の皆さま、
Palabra（株）様、呼びかけにご協力いただいた
皆さま、誠にありがとうございました。今後もこの
ような会を開催できたらと思っております。

この研修は、国が障害者虐待防止法の円滑な施
行を図るため、障害者虐待への理解を促進し、障が
い者虐待の防止、権利擁護を図る為、障害者福祉
施設や市町村職員、さらには現場で直接ふれあう従
事者に対して、障がい者虐待防止の趣旨、虐待防
止に係るスキーム、障害者福祉施設における虐待防
止のための組織・運営体制づくり、利用者の意向に
沿った支援のスキル等について研修し、障がい者の
虐待防止、早期発見に向けた取り組みの推進を目
的として、今年８月に開催された厚生労働省指導者
養成研修の伝達研修であります。
当日は、講師として元毎日新聞社論説委員であ
り、私達同様に育成会会員でもある野澤和弘氏を招
待し、国の制度や全国で実際に起きている虐待事
例、さらには重度障害のある子供の親である立場か
らの事例、そして障害のある人との関わり方につい
ての温かいご講演をいただきました。
昨今では全国的な問題ではなく、私たち沖縄でも
労働条件の悪影響が指摘され、障がい福祉サービ
ス事業所の職員不足による多くの問題点も増えてい
ます。そのような状況下の中において、支援する職
員の過酷な業務が増加し、職員の離職や虐待事例
が増加している現状も、耳に入ってきます。
障がいのある子供や兄弟が安心して社会生活が
過ごせる大きな存在場所として欠かせない日中活動
場所としての事業所やグループホームなのですが、
そこで支援を行う職員に安心して働いていただくに
は、生活保全も大切な課題となっています。
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ＮＰＯ法人 美ら島きこえ支援協会

日本オストミー協会 沖縄県支部

２０１９年度 美ら島きこえのシンポジウム

オストメイト社会適応訓練

２０２０年２月１６日（日）、アイム・ユニバ
毎月、オストメイト社会適応訓練を下記日程で開
ースてだこホール市民交流室にて、聴覚障害者の 催しています。オストメイトの方々だけでなく、ご
観光アクセシビリティをテーマに「２０１９年度美 家族、その他、誰でも自由に参加ができます。
ら島きこえのシンポジウム」を開催しました。新型
開催地
開催場所
開催日時
コロナウィルスの影響があるにも関わらず総勢７０
北部地区
毎月第 4 金曜日
名の参加者で大いに賑わいました。
北部地区
医師会病院

中部地区

敬愛会 中頭病院

南部地区

(株)琉球光和 3 階

宮古・八重山
※調整中
地区

13：30～
毎月第 1 土曜日
10：30～
毎月第 3 金曜日
14：00～
※調整中

内容：ＷＯＣナースによる相談、装具展示説明、
体験者交流会、情報交換など。
第１部の基調講演では、金沢手話観光案内「か
がやきＲ」代表の吉岡真人氏を講師に迎え、かが
やきＲの取組や誕生の経緯、今後の展望等をお話
頂きました。続いての第２部では本会より、県内
事例報告として「観光手話ガイド学習会」「浦添バ
リアフリーフットパス」についての報告を行ないまし
た。第３部のパネルディスカッションでは、４名の
パネラーから、かがやきＲのような取組をどう沖縄
に組み込むか、手話言語条例を観光振興の視点か
ら活用してはどうか等の建設的な提言を多々頂け
ました。本シンポジウムで得た知見や経験を、沖
縄県の聴覚障害者の観光アクセシビリティ向上にし
っかりと繋げて行きたいと思います。
障がい者１１０番
障がい者の人権を守り、生活を支援します

【問い合わせ先】
（公社）日本オストミー協会 沖縄県支部
・北部地区：０９０-３７９０-７６０３（大城）
・中部地区：０９０-５２９０-３３５８（翁長）
・南部地区：０９０-２５１０-９６９５（福元）

沖 縄 県 友 声 会
音声機能障害者発声訓練及び個人指導・発声相談について

喉頭がん、咽頭がん、舌がん、食道がん、甲状腺
がん等の音声機能障害の方を対象に講習を行っていま
す。「発声訓練・個人指導・その他発声相談等」を
開催しております。
開催日

会場

毎月第１～４土曜日
（14:00～16:00）

沖縄統合医療学院（２号館）

◆ 相談日：月曜日～金曜日 9：00～17：00

※祝祭日は全教室お休みです。

【相談内容】人権問題・生活支援・医療福祉・その
他障がい者自身または家族、友人や知人で悩んでい
る方、困っている方などの相談。あなたの近所の方
で悩んでいる、困っている方などの情報をお気軽に
ご相談ください。
※ 秘密は守ります。相談は無料です

訓練教室講習料・駐車場：無料

【問い合わせ先・連絡先】
◆ 電話（FAX 兼用）：０９８－８５１－３９１０
◆ メールアドレス：jimukyok14@okisin.jp
〒901-0516 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座 1038 番地 1
(沖縄県障害者社会参加推進センター 相談室)

【問い合わせ先】
・社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会
TEL：098-851-3455
FAX：098-851-3855
Ｅ-ｍａｉｌ：jimukyok21@okisin.jp
・沖縄県友声会 会長：田名 勉
（代行連絡先：阿波連）
ＴＥＬ：０９０－９８８７－４０４３
Ｅ-ｍａｉｌ：okinawan_aloha@live.jp
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令和２年３月２５日発行（毎月 20 日 25 日 30 日発行）ODA 通巻 第１２８４号（５）

沖 縄 県 身 体 障 害 者 福 祉 協 会

一、利用者本位

一、社会貢献

―

一、責任と実行
第３９号

障害平等研修体験セミナーｉｎ沖縄

第１６回沖縄県身体障害者グラウンド・ゴルフ大会

令和元年度 障がい者福祉講演会開催事業

沖縄県身体障害者グラウンド・ゴルフ開催事業

令和２年２月１９日（水）、南風原町立中央公
民館黄金ホールで、障害平等研修体験セミナーin
沖縄を開催しました。
はじめに「沖縄県障害
のある人もない人も共に
暮らしやすい社会づくり条
例」に基づく相談活動の
実施状況の報告を、沖縄
県子ども生活福祉部障害
福祉課広域相談専門員の盛島久美子氏が行ない、
相談事例の紹介や相談実績数を通した説明があり
ました。
そのあとに、長崎県身体障害者福祉協会連合会
会長の土岐達志氏および、沖縄県自立生活センタ
ー・イルカの皆さんご協力のもと、障害平等研修体
験を行ないました。進行はグループワークを中心に
行われ、各グループで資料の写真・動画をみなが
ら、日常生活の中のどこに『障害』があるのかを話
し合いました。

令和２年１月２５日（土）、沖縄県総合運動公
園レクドーム・森の広場を会場に、第１６回沖縄県
身体障害者グラウンド・ゴルフ大会を開催しまし
た。参加者は３１チーム／１３９名。例年７月頃
に開催していましたが、暑すぎるという声が多く、
この度、開催を１月に遅らせて開催しました。が、
この日の気温は最高２７度！暑さから逃げること
が出来ず、参加者は汗だくでコースを回りました。
今回は、打球の良く伸びる屋内と、凸凹があり
打球の跳ねる屋外の２コースを回る構成にしまし
た。勝手の違う２コースに悪戦苦闘する様子が窺
えました。激戦の結果、沖縄市障がい者福祉協会
（肢体部）チームが初優勝を飾りました。

また、長崎県で実際に起こった障害解消に関す
る事例も紹介され、いざ自身が障害に面した時に
行動を起こすことの重要性を感じました。
アンケートでは、「障害者を変えるのではなく、
社会の方を変える考え方を常に持ちたい」という声
や、「障害のある人だけでなく、高齢者、妊婦な
ど、みんなが暮らしやすい世の中になってほしい」
という声がありました。

【 団体の部 】
優 勝：沖縄市障がい者福祉協会（肢体部）
準優勝：南城市身体障がい者福祉協会Ａチーム
３ 位：うるま市身体障がい者協会Ａチーム
【 個人の部 】
優 勝：栄野比ミツ子（沖縄市障協 肢体部）
準優勝：金城秀成（浦添市身協Ａチーム）
３ 位：宇地原篤（沖聴協 高齢部Ａチーム）

（６）平成７年５月１０日第３種郵便物認可
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第 １ ３ 回
九州身体障害者グラウンド・ゴルフ大会

わ っ た ー し ん か ぬ ち ゃ ー

令和元年１０月２５日（金）、佐賀県嬉野総合
運動公園（みゆき公園）多目的運動広場を会場に
第１３回九州身体障害者グラウンド・ゴルフ大会が
開催されました。
総勢１５２名の参加があり、沖縄県からは南城
市チームを派遣しました。

今号ではゲートボールやグラウンド・ゴルフの
強豪！『南城市』を紹介します！

()★地域身障協や関係団体のご紹介★

【 南城市身体障がい者福祉協会 】
（屋比久一男 会長）
【会員数】６０名
【活動紹介】
・定期総会（５月）
・南城市ふれあい交流会（７月）※市行事
・沖縄県身体障害者スポーツ大会参加
・南城市囲碁将棋大会（８月）

県大会の優勝チームではありますが、他の九州
各県・政令指定都市チームの壁は高く、全２８チ
ーム中２８位という悔しい成績に終わりました。

・南城市身障協交流会（１２月）
・沖縄県身体障害者Ｇ・Ｇ大会参加（１月）
・社会見学（２月）など
次年度は『福岡県大会』で、沖縄市障がい者福
祉協会（肢体部）チームの派遣となっています。

第３４回
九州身体障害者ゲートボール大会
熊本大会について（お知らせ）
令和２年２月２７日（木）～２８日（金）に
開催を予定していた標記大会は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため中止となりました。
次年度の大会における沖縄県代表チームにつ
きましては、今後関係団体と調整を行ないます。

意思疎通支援事業にかかる車両購入事業
令和２年２月１０日（月）、中央競馬馬主社
会福祉財団助成事業の一環として、標記事業を
実施し、車両を購入しました。
この車両は、県内全域に
おいて年々需要が増えてい
る手話通訳者等の派遣や、
登録者学習会などを中心と
して使用していきます。

【 一言コメント 】
屋比久一男会長は２０２０東京オリンピック・
パラリンピックの『聖火ランナー』にも選ばれ
ています！みんなで応援しましょう☆
【 問合せ 】
住所：南城市玉城字百名１２５２番地
（南城市福祉センター内）
TEL：０９０－７２９８－８６７１(屋比久)
FAX：０９８－９４８－３７０５
※その他の市町村身体障害者協会へ連絡を取りたい！
と思う方は、沖縄県身体障害者福祉協会へお気軽に
お問い合わせください！お待ちしてます！

TEL：098-851-3455 FAX：098-851-3855
MAIL：okisinky@blue.ocn.ne.jp

会員募集
当法人の障害福祉事
業は補助金や委託金、
寄附金や皆様の会費を
もって実施しています。

種類

年会費

企業会員Ａ
企業会員Ｂ
特別会員Ａ
特別会員Ｂ
賛助会員Ａ
賛助会員Ｂ
賛助会員Ｃ

100,000 円
50,000 円
30,000 円
20,000 円
10,000 円
5,000 円
3,000 円

