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平成２９年度第１回千葉市社会福祉審議会 議事録 

 

１ 日時：平成２９年８月４日（金） 午後７時～午後８時１５分 

 

２ 場所：千葉市総合保健医療センター ５階 大会議室 

 

３ 出席者： 

（１） 委 員 

畔上加代子委員、新井敏子委員、今井俊哉委員、入江康文委員、大木三雄委員、 

太田耕造委員、小野満佐子委員、金親肇委員、神山裕也委員、 

岸憲秀委員、木村秀二委員、木村章委員、窪田典子委員、合江みゆき委員、 

小関秀旭委員、今田進委員、雑賀ますみ委員、佐々木喜代枝委員、新見將泰委員、 

住吉タミコ委員、髙野正敏委員、高山功一委員、武井雅光委員、竹田賢委員、 

多田孝委員、玉山トミ子委員、土屋稔委員、手島英男委員、鳥越浩委員、中村伸枝委員、

中谷房子委員、西島浩委員、野尻雅美委員長、林克忠委員長職務代理、林淳一委員、 

日比野久美子委員、福留浩子委員、藤森清彦委員、布施千草委員、松崎泰子委員、 

森元秧委員、森脇清委員、米村美奈委員 

 

（２） 事務局 

保健福祉局 

 竹川保健福祉局長、初芝保健福祉局次長、山口保健福祉局医監、今泉健康部長、 

鳰川高齢障害部長、白井保健福祉総務課長、風戸地域福祉課長、市原保護課長、 

渡辺地域包括ケア推進課長補佐、森健康企画課長、南高齢福祉課長、 

髙石介護保険管理課長、清田介護保険事業課長、柏原障害者自立支援課長、 

松田障害福祉サービス課長 

こども未来局 

 佐々木こども未来部長、始関こども企画課長、木澤健全育成課長、 

宮葉こども家庭支援課長、内山幼保支援課長、鈴木幼児教育・保育政策担当課長、 

岡﨑幼保運営課長、伊藤児童相談所長 

 

４ 議題： 

 （１）千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針について 

 （２）地域包括ケアシステムの推進について 

 （３）平成２８年度審議事項及び平成２９年度各会議の開催予定について 

 

 

○仁保健福祉総務課長補佐  皆様、こんばんは。大変お待たせしました。予定の時刻となり

ましたので、ただいまから平成２９年度 第１回 千葉市社会福祉審議会を開会させていただき

ます。私は、本日の司会を務めさせていただく保健福祉総務課 課長補佐の仁と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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 本日ご出席の委員ですが、総数５８名のうち、ただいま４０名がご出席されておりますので、

千葉市社会福祉審議会条例第６条第３項に基づき、会議は成立しておりますことをご報告いた

します。また、本日の会議は、千葉市情報公開条例第２５条の規定に基づき、公開となってお

りますので、よろしくお願いします。 

 次に、お手元の資料の確認をさせていただきます。黒いクリップどめをしている資料の方に

なります。まず、次第、席次表、委員名簿、事務局出席者名簿、それからＡ３判の資料１、資

料２、資料３、資料４、最後に参考資料として当審議会の関係法令等になります。 

 なお、参考資料の中にも一部に改正がありますのでお伝えします。３枚めくっていただきま

して４ページ目になりますが、こちらに千葉市社会福祉審議会運営要綱がございます。こちら

をもう１枚めくっていただきますと、新旧対照表がございまして、こちらの方に改正点を掲載

しております。平成２９年４月１日付けで組織改正がございまして、今までの高齢施設課、介

護保険課を廃止いたしまして、介護保険管理課と介護保険事業課を新設いたしました。その関

係で変更箇所がございますので、ご承知おきください。 

 また、会議資料はもう１つございます。クリップどめをしていない冊子ですが、『生活支援サ

ービス活用ガイド』をお配りしております。以上となりますが、不足の資料等はございますで

しょうか。もし欠落している方がいらっしゃいましたら、お知らせ願えますか。よろしいでし

ょうか。 

 それでは会議に先立ちまして、保健福祉局長の竹川幸夫よりご挨拶を申し上げます。 

○竹川保健福祉局長  皆様、こんばんは。保健福祉局長の竹川でございます。本日は大変お

忙しい中、遅い時間にもかかわらずご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。また、

皆様におかれましては、日頃より本市の保健福祉行政はもとより、市政各般にわたりご支援、

ご協力を賜っておりますことに、心より御礼を申し上げます。 

 さて、昨今は介護と育児に同時に直面する世帯、あるいは障害のある子と要介護の親の世帯

など、世帯単位で複数の課題を抱え、複合的な支援を必要とするなど、縦割りで整備された支

援制度のもとでは対応困難なケースが浮き彫りとなっています。 

 そのためには高齢者ばかりではなく、障害者や子どもなど、すべての人々が一人ひとりの暮

らしと生きがいを共につくり高めあう地域共生社会の実現が求められています。そして、対象

者ごとの福祉サービスを「縦割り」から「丸ごと」へ転換することが求められています。 

 そこで、本市においても地域共生社会の実現に向け、庁内の縦割りを廃し、部局横断的に幅

広く検討を行うことといたしました。１つには地域包括ケアシステムの構築・強化への取組み、

２つとして生活困窮者に対する包括的な支援の取組み、３つとして住民主体による地域課題解

決力の強化や体制づくりを支援するという取組み、４つとして市民の健康づくりを推進すると

いう取組みに、鋭意取り組んでいるところでございます。 

 本日はこのあとの議題としまして、障害者福祉施策に係る中長期指針、また地域包括ケアシ

ステムの推進等について、ご説明をさせていただきます。事前に資料配布ができずに、机上配

布となりましたことに深くお詫びを申し上げます。 

 皆様におかれましては、今後とも当審議会の折、専門分科会等において、忌憚のないご意見

をいただきますようにお願い申し上げまして、言葉は整いませんが開会にあたりましての挨拶

とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  続きまして、前回、昨年７月１５日に行われました平成２８年
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度第１回社会福祉審議会以降、新たに委員に就任された方々のお名前を、委員名簿順にご紹介

させていただきます。 

 まず、本日ご出席の方からご紹介します。 

 千葉市介護支援専門員協議会 副会長 太田耕造さま。 

○太田委員  太田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  千葉市民間保育園協議会 会長 木村秀二さま。 

○木村秀二委員  木村です。よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  千葉市社会福祉審議会 地区部会連絡会 代表 多田孝さま。 

○多田委員  よろしくお願いします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  千葉市老人福祉施設協議会 会長 鳥越浩さま。 

○鳥越委員  よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  千葉市医師会 副会長 今井俊哉さま。 

○今井委員  今井です。よろしくお願いします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  千葉市小中学校長 学校運営協議会(大巌寺小学校長)  

窪田典子さま。 

○窪田委員  はい。よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  同じく、千葉市小中学校長 学校運営協議会(川戸中学校長)  

雑賀ますみ さま。 

○雑賀委員  よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  以上の皆様でございます。続きまして、本日ご欠席とご連絡い

ただいている方をご紹介いたします。 

 千葉市議会議員（保健消防委員会委員長） 植草毅さま。 

 千葉家庭裁判所 総括主任家庭裁判所調査官 室城順子さま。 

 千葉市ＰＴＡ連絡協議会 副会長 森智穂さま。 

 千葉労働局雇用環境・均等室 雇用環境改善・均等推進監理官 山本政好さま。 

以上の４名の方々でございます。 

 その他に、欠席のご連絡はいただいておりませんが、まだお見えになっていない方がいらっ

しゃいます。千葉市議会議員（教育未来委員会 委員長） 秋葉忠雄さまです。以上で、新たに

委員に就任された方々のご紹介を終わらせていただきます。 

 また、本年３月３１日付けの文書にて、２名の委員が変更になった旨をお知らせしておりま

すが、この場で改めてご紹介させていただきます。 

 千葉市民生委員児童委員協議会 副会長 新井敏子さま。 

○新井委員  はい。よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  同じく、千葉市民生委員児童委員協議会 会長 林克忠さま。 

○林委員  はい。よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  なお、林克忠委員におかれましては、同様に３月３１日付け文

書でお知らせ済みですが、千葉市社会福祉審議会条例 第５条第４項に基づく委員長の指名によ

り、委員長職務代理に就任いただいています。 

 林 克忠委員におかれましては、一言ご挨拶を賜わりたくお願い申し上げます。よろしくお願

いいたします。 
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○林 委員  はい。千葉市民生委員児童委員協議会 会長の林克忠でございます。よろしくお

願いいたします。委員長指名により、委員長職務代理者ということでございます。諸先輩が多

い中で、私にとりましてはこの上もない大役ではございますが、皆様にご協力をいただきなが

ら務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  ありがとうございました。 

 なお、訂正を申し上げます。先ほど多田委員のご紹介の際に、千葉市社会福祉審議会 地区部

会と申し上げましたが、千葉市社会福祉協議会 地区部会の誤りでございました。大変申し訳ご

ざいませんでした。 

 続きまして、事務局の職員を紹介させていただきます。なお、竹川保健福祉局長につきまし

ては、先ほどの挨拶をもって紹介に代えさせていただきます。 

 保健福祉局次長 初芝 勤でございます。 

○初芝保健福祉局次長  はい。よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  保健福祉局医監 山口淳一でございます。 

○山口保健福祉局医監  山口です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  健康部長 今泉雅子でございます。 

○今泉健康部長  よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  高齢障害部長 鳰川進一でございます。 

○鳰川高齢障害部長  よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  こども未来部長 佐々木敏春でございます。 

○佐々木こども未来部長  はい。よろしくお願いいたします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  以上でございます。なお、こども未来局長の山田啓志ですが、

所用のため欠席しております。その他の職員については、お手元にお配りしている出席者名簿

により紹介に代えさせていただきます。 

 それでは、議事に入ります前に、野尻委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

 野尻委員長、よろしくお願いします。 

○野尻委員長  野尻でございます。皆様、こんばんは。一年ぶりでございます。何だか涼し

い夏で、真夏のはずですが、これでは日照不足になるのではと心配していますが、まもなく暑

くなるのでしょうね。皆さんはお元気なようですが、私自身は後期高齢者の半ばを過ぎました

ので、あちこちガタがきていますが、どうぞ今晩もよろしくお願いします。 

 私の尊敬しております日野原重明先生が、７月１８日に亡くなられました。享年１０５歳で、

生涯現役だったわけです。私たちに大きないろいろなことを残して亡くなられました。私も少

しはあやかりたいと思い、いつまで続くかわかりませんが現役を続けております。 

 日野原先生は、生活習慣病や新老人、『生きかた上手』などに加え、最後は命の大切さなど、

いろいろなことを残して逝かれたわけです。一言で表現しますと、我々に人の生き方を見せて

くれました。また、私は医師ですが、医者としての生き方も見せてくれたと思っています。そ

して最後の最後には、亡くなり方、死に方というものを見せてくれたのではないかと思います。 

 聖路加病院の名誉院長ですから、最高の部屋で最高の医療を受けながら逝かれるはずだった

のでしょうが、ご飯が食べられなくなったと。かなり食べられなくなった時点で、院長の福井

先生らが「経管栄養をしましょうか」「胃ろうを作りましょうか」と医療のことを言いましたが、

全部断れたそうです。そうして病院の医療をすべて拒否され、自宅で在宅ケアをして３か月か
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４か月だったのでしょうか。報道を見る限りではそういう形で亡くなられました。 

 病院にはＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）は無く、自宅にＱＯＬがあるのだと。その延

長線上にＱＯＤ（クオリティ・オブ・デス）があるのではないかと、日野原先生はそう信じて

在宅に戻られたのではないかと思います。多くの示唆を我々に与えていった死に方であったと

思います。 

 ８月１日のＮＨＫ「クローズアップ現代＋」をご覧になった方はいらっしゃいますか。そう

いった状況を、いろいろな面から放送していました。これを見て、一般の方々はもちろんのこ

と、医療関係者も終末期医療のあり方については、いろいろ考えさせられるところがたくさん

あったのではないかと思います。皆さんにとってはまだ私事ではないかもしれませんが、これ

からは家族ともども終末期の医療のあり方を、日野原先生のとおりにいくわけではないのでし

ょうが、いろいろ考えていくような、そういう方向性を日野原先生は見せてくれたのではない

かと思います。 

 本日の議題の中にも地域医療という題目がございますが、その重要性がますます高くなって

いるのではないかと思います。ちょっと的が外れるかもしれませんし、長くなりましたけれど

も、委員長の挨拶に代えさせていただきます。ありがとうございました。 

○仁保健福祉総務課長補佐  ありがとうございました。これより議事に入らせていただきま

す。野尻委員長よろしくお願いいたします。 

○野尻委員長  はい、それではよろしくお願いいたします。議事に入らせていただきます。

お手元の次第に従いまして、進めさせていただきます。 

 まず、議題（１）「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針について」です。これは千

葉市障害者施策推進協議会において、協議のうえ策定された指針の報告となります。 

 はじめに、事務局からご説明をお願いいたします。 

○柏原障害者自立支援課長  はい。 

○野尻委員長  はい、どうぞ。お願いします。 

○柏原障害者自立支援課長  保健福祉局高齢障害部 障害者自立支援課長の柏原でございま

す。私からは、千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針の概要につきまして、説明をさ

せていただきます。それでは座って説明をさせていただきます。 

○野尻委員長  はい、どうぞ座ってください。 

○柏原障害者自立支援課長  はい。それではお手元の資料１、Ａ３ヨコの概要版になります

が、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針の概要」に沿って説明させていただきます。 

 まず、左上の囲みの「策定の趣旨」になりますが、この中長期指針では障害福祉施策の課題

について短期間で結果を出すのが難しいことから、本市が独自に推進すべき中長期の指針を策

定するものでございます。また、左下となる「中長期的に取り組むべき課題」ですが、こちら

は障害者一人ひとりに寄り添う相談体制の整備をはじめ、４つの課題とさせていただきました。 

 この趣旨と課題を踏まえまして、真ん中になりますが、平成２９年度～３８年度にかけての

千葉市障害福祉施策の目指すべき方向性として、基本目標を「全ての障害者が、自らの特性に

合わせて、自らの選択により、よりよい生活を求める努力ができ、その努力を、否定したり妨

げたりせず、理解し手助けをすることができる共生社会を目指す」ことといたしました。 

 こちらの「目標達成にあたっての考え方」としては、次の右側の枠になります。優先的に行

うべき課題の考え方ですが、まず①として「現時点で生活が破綻しかねない危険があるなど、
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その生活が公的な制度ではない、ごく限られた支援者のみに負っているようなケースについて

は」という中の「ごく限られた支援者のみ」というのはご家族になりますが、「早急に、かつ優

先的に資源を投入し対応する」ことなど、３つの事項を定めています。 

 そして、その下になりますが「市が特に取り組むべき事項と役割」として、①にある「法定

の制度を適正に、より効果的に運営する。また、現状を把握し、積極的な情報収集と提供に努

める」など、５つの事項に整理させていただきました。 

 次に、基本目標を達成する為の「個別課題」とその「対応方針」として、右半分にあるよう

に８つの項目を掲げております。まず、一番上ですが「障害の早期発見から相談機関への連携」

についてです。課題としては「障害が判明するまで、不安を相談する場所が少ない」「障害の早

期発見が難しい」「医療機関で障害の診断を受けた後、福祉サービス等の利用に円滑に移行でき

ない」がございます。これらの課題への対応方針として、右側の枠になりますが「障害確定前

の相談場所の創出」「早期発見の仕組みの創出と支援」「医療と福祉の連携の強化」等により対

応していくことといたしました。 

 次に、「相談機関とネットワーク構築」です。課題としては「相談先を見つけることが難しい」

「複数の専門機関にそれぞれ相談に行く必要がある」などがございます。これらの課題への対

応方針ですが、「相談機関の役割の明確化と周知」「計画相談事業所等の機能強化」「障害児のラ

イフステージに対応した関係機関の情報共有体制の構築」等により対応するとしております。 

 次に、「障害福祉サービス等の充実」についてです。課題として「既存の障害福祉サービスに

ついて、様々な理由により利用できない」「既存の障害福祉サービスの仕組みでは対応できない

ニーズを抱えている」「障害があるため、保育所（園）、幼稚園、学校、子どもルーム等の利用

が制限される障害児がいる」がございます。これらの課題への対応方針ですが、「不足している

サービスの開設促進」「個別のニーズへの聴き取りの機会の充実と重度の障害者の主な介助者へ

の支援」「保育所（園）、幼稚園、学校、子どもルーム等における障害児対応の充実」等により

対応することといたしました。 

 次に、「重い障害があっても自立できる社会の推進(住まいと社会のつながり)」についてです。

課題として「重度の障害者が自立するための住まいを確保することが困難」「自立するための生

活支援が不足している」「災害時の避難の援助や避難所での生活に対する対策・配慮が十分にで

きていない」等がございます。これらの課題への対応方針としては、「賃貸物件を借りる際の保

証制度の充実」「グループホーム等の開設の支援」「地域における障害者の孤立化防止と地域と

のつながりの促進」「災害時の障害の特性に応じた避難支援の検討」等により対応することとい

たしました。 

 次に、「就労支援の充実」についてです。課題として「就労先が見つからない」「長期にわた

り働き続けられない」「工賃が低い」がございます。これらの課題への対応方針としては、「障

害者の就労先の開拓と職場定着支援の充実」「重度の障害者が活躍できる場の創出」「工賃向上

に向けた企業と障害福祉サービス事業所の橋渡しの実施、本市からの発注の増加」等により対

応することといたしました。 

 次に、「人材の育成」についてです。課題として「本指針の取組みを実施するために必要な人

材が不足している」がございます。この課題への対応方針としては、「福祉分野や他分野の人材

育成の推進」「本市職員への研修等の充実」「障害者団体による障害者等を支援する人材の育成」

等により対応することといたしました。 
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 次に、「障害者への理解促進と社会参加しやすい環境の構築」についてです。課題として「障

害者への理解、障害者の社会参加、バリアフリー化がいまだ十分ではない」「障害者虐待の通報

件数は増加し続けている」がございます。これらの課題への対応方針としては、「東京パラリン

ピック開催を契機とした企業・市民等への啓発、小学校等での交流や障害者の外出機会の促進、

バリアフリー化の推進」「障害者差別解消法に基づく合理的配慮の着実な実施」「障害者虐待の

再発防止」等により対応していくことといたしました。 

 次に、「障害福祉施策関連事業費の増大への対応」についてです。課題として「障害福祉施策

関連事業費が急激に増大している」がございます。この課題への対応方針としては、「適正給付

についての確認の徹底」「二次障害等による障害の重度化を予防する施策の推進」「既存事業の

検証と見直し」等により対応することといたしました。 

 最後に、「指針の実現に向けて」ということです。一点目の「本指針の評価・検証」について

は、「３年ごとに評価等を実施するとともに、毎年、障害者施策推進協議会に報告のうえ、評価

等を受けまして、事業展開に反映する」「障害者団体等から意見を聞くとともに、実態調査等に

よりニーズ等を把握する」といたしております。二点目の「本市の体制整備」については、「計

画的に最適かつ必要な人材の配置を行うなど組織・体制の見直しを実施すること」といたしま

した。 

 それでは、次に冊子の方の資料２ですが、中長期指針の本編となっております。表紙をめく

っていただきまして、「はじめに」も飛ばしていただき「目次」をご覧いただきたいと思います。

今、いろいろと説明させていただいた概要の構成どおりに、各章が構成されております。２ペ

ージをお開きください。 

 中ほどに「計画期間」がございます。ここにありますように、この中長期指針で示された本

市の障害福祉施策の目指すべき大きな方向性に基づき、今後３年間を計画期間とする具体的な

事業展開を掲載した障害者計画を策定して参ります。図にありますように、平成３０年から 

３２年度の計画、続いて３３年度から３５年度の計画、そして指針の最終年度に仕上げとなる

実施計画が、平成３６年度から３８年度にかけてとなります。 

 また、隣りの３ページにありますように、この中長期指針の他に高齢者の指針も策定してお

ります。特に、地域包括支援センターと十分な連携を図っていくことが重要と考え、密接な関

係にあるこれらの指針と同時に、地域福祉計画、介護保険事業計画等と連動をしながら、この

３年間の実施計画を作っていくことを考えております。１６ページをご覧ください。 

 先ほどご説明した「個別課題」と「対応方針」ですが、こちらの記述でも「課題」としての

大きな○印が３つ、「対応方針」として大きな○印が５つございます。記載しているこれらの事

項は、障害者団体や障害福祉サービスの担い手となる関係機関のお声を反映したもので、具体

的でかつ切実な課題の提起がされているところでございます。また「対応方針」としては「こ

れらの課題への解決に向けてこういった方向性でいくべき」ということで、関係機関の皆さん

からの意見をまとめたものを掲載しています。 

 そして隣りの１７ページにはこの１０年間での行程イメージということで、単に事業を書い

てもわかりづらいため、図を掲載させていただきました。上の段の「障害の早期発見」ですが、

最初の４年間というのは、相談場所及び機会の創出について、関係する本市の各部局や様々な

関係団体で検討し、創出して作っていくような段階であると考えています。そして、３３年度

の第５次計画からは、これらの相談体制の充実ということで、最終的な平成３８年度までには、
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先ほど申しました高齢者の地域包括ケアと合体し、先ほど局長のご挨拶にありましたように、

皆まとめての、子どもとの整合を図る中で、障害者の相談体制をより詰めていく時期と考えて

います。 

 このように、１０年間の中の一定の段階で、それぞれの達成状況がイメージできるよう、先

ほど言いました８つの項目ごとに掲載しております。今後の第４次障害者計画の策定において

は、この方向性に従い当面の３年間で行うべき具体的な事業展開を検討し、位置づけたいと考

えております。 

 なお、この中長期指針の策定にあたっては、障害者基本法に基づき、障害者施策に係る審議

を所管する千葉市障害者施策推進協議会において協議のうえ、本年４月２０日に了承を得て、

市長決裁を経て策定されたものとなります。私からの説明は以上でございます。 

○野尻委員長  ありがとうございました。大変わかりやすくコンパクトに説明いただいたの

で、初めて聞いた方もよくわかったのではないかと思います。最後に言われたように、策定し

たのは千葉市障害者施策推進協議会の協議のうえということです。ここには分科会の 1 つとし

て皆さんが所属されている身体障害者の分科会があるわけですが、分科会の協議は経ていない

ということです。ですから、(２)(３)はだいぶ重なっているのでしょうか。重複しているため、

ある程度はご存知の方もいるかと思いますが、こちらは初めてこの審議会にかかる事案でござ

います。ですから、出来上がっているようですが、ただいまご説明いただいた案件につき疑問

点やご意見、納得のいかない点等がありましたら、ご発言いただきたいと思います。 

 はい、ちょっと手が挙がりました。この会議では議事録を作成するために、会議の内容を録

音させていただいております。最初に所属とお名前を言うと、２回目、３回目は要らないかと

思うかもしれませんが、２回目、３回目も必ず所属とお名前を言ってから、ご発言いただきた

いと思います。どうぞ。 

○岸委員  座ったままで失礼します。千葉市幼稚園協会の岸でございます。よろしくお願い

します。障害の早期発見のお話が出ておりました。どういう形での早期発見なのかということ

で、例えば２歳健診といったところを想定されているのか、あるいはその他の形を想定されて

いるのか伺いたいと思います。 

 そう申しますのは、私は幼稚園を代表して来ているので幼稚園のカテゴリーで申しますと、

発達障害等のお子さんを預かることが多いわけです。しかし、発達障害であることがはっきり

するまでには、ずい分と時間がかかります。そのため、幼稚園としてはその間のケアがどうし

ても遅れ遅れになってしまうという現状があるわけです。 

 そして、そのことは保護者が受け入れる、受け入れないという問題も含めてになるため、社

会全体の課題になってくると思います。千葉市としては、その辺りの点をどうお考えなのか伺

いたいのです。 

○野尻委員長  はい。ありがとうございました。では、どうぞお答えください。 

○柏原障害者自立支援課長  障害者自立支援課でございます。いま、岸委員からご質問がご

ざいましたが、本市におきましては早期発見の専門機関として、障害の確定は療育センターを

中心にやっております。ずっとそういった形で、知的障害や肢体不自由児を中心に、１歳半健

診や３歳児健診を中心とした早期発見を、早期療育に結びつけるということでございました。

今、岸委員のご発言にありましたように、発達障害については、まさしく喫緊に早期発見に結

びつけなければ、いわゆるその子の良いところを伸ばせなくなった結果として、強度行動障害
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につながりかねないことが危惧されています。 

 今回の指針を策定いたしましたのも、先ほどお話しましたが、なかなか確定に結びつかない

中で発達障害がその代表となります。先ほど岸委員がおっしゃったように、保護者の方にとっ

ても受け入れが難しい障害でございます。今般、２年ほど前からになりますが、発達障害者支

援センターに委託し、幼稚園協会さんにもお願いして、巡回相談による早期発見体制を組ませ

ていただいています。その他にも発達障害者支援センターから幼稚園、各保育園にお邪魔して

集団での行動観察を通して、早期に発見するという取組みも何年か前から行っています。それ

を今後の１０年間で一層一歩前にと考えているところでございます。 

 さらに、来年度からは「かかりつけ医」の発達障害に関する理解ということで、小児科医を

中心として市医師会の皆さんの協力を得ながら、その研修の講師にあたるべく医師のお願いを

しているところです。来年度からは、かかりつけの小児科でもということで、発達障害を理解

して、先ほど幼稚園でも対応が難しいということでしたが、どういう接し方をすべきかという

ところがあるかと思います。 

 そういう形で、各地域における各関係機関のプレイヤーの皆さんや、千葉市の教育委員会も

含め、千葉市全体の発達障害への対応力を向上することによって、先ほど言いましたように保

護者の方も安心して障害を受け入れ、「この子を伸ばすためにはどこに行こう」というところを、

１０年間かけて共通理解により地域の受け皿を確保したいと考えています。つまり、早期発見

から早期療育に、そして障害特性に合わせた地域での支えを、１０年間の目標と考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○野尻委員長  よろしゅうございますか。他にどなたか、はい、どうぞ。 

○今田委員  千葉市医師会 小児科医の今田と申します。今のご質問に関連することですが、

我々は日常診療で発達に心配のある患者さんに会うことはよくありますし、また、各保健セン

ター等でも発達に心配がある場合はチェックして見つけてくれていると思います。 

 しかしながら、療育をするにあたりましては、正しい評価をすることが非常に大事です。き

ちんとした評価なしには、その先の対策は立てられません。それを担っているのが療育センタ

ーになりますが、現状として療育センターでは人的に医師も補助の方も、非常に足りない状態

だと思います。診断をつけることにも人手が必要ですし、さらに診断がついた後に適正な療育

をするにあたっても、非常にたくさんの人が必要となります。 

 まずは診断することも大事ですが、その先の受け皿をきちんと拡充していかないと、「診断は

ついたが、対策をどうしたらいいか」など、受け皿がないとその子にとっての良いことができ

ません。そのためには、療育センターの診断機能と、その先の療育を担当する機能を今まで以

上に拡充していただきたいという要望があります。よろしくお願いします。 

○野尻委員長  ありがとうございました。他にございませんか。はい、もう一人。 

○武井委員  武井でございますが、千葉市の町内自治会連絡協議会から来ています。今、町

内自治会では、避難所運営委員会を避難所があるところに全部作ろうということで、かなりの

部分まで出来ています。そういう中、この資料１の真ん中辺りに「重い障害があっても自立で

きる社会の推進」の中に、災害時の避難のことが書かれていました。その対応内容は「災害時

の障害の特性に応じた避難支援の検討」ということですが、資料の中がまだ検討という段階で

良いのかということが１つです。 
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 また、実際に避難所運営委員会を作り、マニュアル等の中には「福祉的配慮が必要な人に対

する対応」という項目も入れていますが、各避難所の状況を聞くと「障害者の方に対する対応

がどうもはっきりしない」ということが、かなり大きな問題になっています。 

 避難所運営委員会との連携をもう少し打ち出しても良いのではないかということ、また、現

時点でもう少し具体的でないと受入れ側の避難所運営委員では対応しにくいという状況に対し、

どう考えていらっしゃるのでしょうか。この検討の段階では、受け入れるための委員会を作っ

ても、上手く対応できない状況だと思います。その辺りの見解はいかがでしょうか。 

○野尻委員長  はい、どうぞ。よろしくお願いします。 

○柏原障害者自立支援課長  はい、障害者自立支援課でございます。委員のご指摘のとおり、

障害種別は多岐にわたりますので、避難所運営委員会の中でもそれぞれの障害ごとに支援をど

う結びつけたら良いかという疑問があるのは承知しております。今の指針としては、そういう

ものが行き届いてないところが課題であるため、何とかしなければいけないところを対応方針

として位置づけさせていただきました。 

 現在、避難所運営委員会の中では、各避難所の運営について、いろいろなことを防災部局を

中心として、自治会の皆さんや運営協議会の皆さんが話し合って作っていると聞いています。

今後は、避難支援にあたっての要支援の名簿のこともありますが、それに基づきどういう避難

状況なのか、要は生存確認も含め、障害者に対してどういう配慮を考えなければいけないか、

また、新聞報道でも在宅避難というものもございますので、それをどのように考えていくのか。 

 さらに、各避難所には手話ができる人のためのベストですとか、コミュニケーションボード

ということで、図を指でさし示して知的障害や音声・発語の難しい方に意思疎通を図る用具は、

確かに配備しております。 

 では、具体的にどういう障害の方に使っていくのか、今後はそれに踏み込んで、防災部局と

協力のもと「各種の障害に対応できる避難所運営は何か」に踏み込んでいきたいというのが、

実はこれからの段階でございます。 

 そこで、指針で改めては課題提起をさせていただいています。今後、防災部局の方でも各避

難所運営委員会に細かい部分での更なるニーズをお聞きし、こういった障害福祉部局も参加の

もと、地域における障害者理解と併せ、地域での障害者への声かけや、避難時におけるお互い

の支え合いを目指していきたいと思っています。確かに委員のご指摘のとおり、まだまだ未完

成ではございますので、今後もご協力いただければと思っております。以上でございます。 

○野尻委員長  よろしゅうございますか。 

○武井委員  はい。こういう避難所運営委員会を運営する中で、やはり一番やりにくいのは

障害のある方に対し、どこまでどうしたら良いのかということです。なかなか手が出せない状

況ですし、どう扱ってよいのかわからないこともあります。その辺がよくわかるような形の指

針等が早くできれば、それなりに対応ができると思います。現状としてはその辺がかなりネッ

クとなって、なかなか手が出せないような状況です。 

○野尻委員長  貴重なご意見をありがとうございました。 

 では、最後に簡単に言ってください。 

○畔上委員  千葉市の方を応援するということではないですが、私は今日の組織とは異なる、

厚労省の関係でできた組織の「日本福祉用具供給協会」で、千葉市と防災の支援をする契約を

締結しております。 
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 その中では、今日出ていらっしゃる清田課長が障害福祉サービス課で担当されていた時に、

障害者支援のいろいろな用具など、例えば聴覚障害や視覚障害を含めたところの訓練も行いま

した。もし必要であれば、行政の方たちとタイアップしておりますので、声をかけていただけ

れば、いつでもお手伝いをしたいと思います。そちらの方がご存知ないかと思ったので、ちょ

っと応援の意味で言いました。いつでもご利用くださいませ。 

○野尻委員長  ありがとうございました。それでは、まだ質問があるかもしれませんが、後

ほど時間があるようでしたら、また質問を受ける予定でございます。これで議題（１）を終わ

らせていただきます。 

 引き続き、議題（２）「地域包括ケアシステムの推進について」に移りたいと思います。こち

らは地域包括ケアシステムの構築・推進に係る進捗状況と、今後についての報告になるかと思

います。それでは、事務局の担当の方よろしくお願いします。 

○渡辺地域包括ケア推進課長補佐  はい。 

○野尻委員長  どうぞ座ってお願いいたします。 

○渡辺地域包括ケア推進課長補佐  ありがとうございます。保健福祉局の地域包括ケア推進

課の渡辺でございます。私の方からは、地域包括ケアシステム構築の主な取組みについてご説

明を申し上げます。それでは「資料３」と書かれているＡ３の１ページものをお開きいただけ

ればと思います。 

 現在、千葉市においては、２０２５年を目指し地域包括ケアシステムの構築を進めていると

ころですが、本日はこれまでの主な取組み状況について、ご報告させていただきたく存じます。

ただ、すべてをご報告するには時間の制約もあるため、資料の中の重点的なものについてのみ、

ご説明させていただきたいと思います。 

 まず、「１ 在宅医療・介護連携の推進」につきましては、記載の中から三点ほどについて説

明させていただきます。一点目としましては「多職種連携会議の開催」についてでございます。

資料にはございませんが、多職種連携会議の成り立ちを申し上げますと、本市は千葉市医師会

に委託する形で「在宅医療推進連絡協議会」というものを立ち上げております。ここに医師会、

歯科医師会、薬剤師会の三師会をはじめ、病院の地域連携室や在宅療養支援診療所、介護支援

専門員、地域包括支援センター等の職員の方々にお集まりいただき、在宅医療・介護連携に関

するご議論をいただいております。 

 この協議会ですが、行政府ごとに関係者の顔が見える関係性を構築するための場が重要であ

ること、また、あんしんケアセンターに情報が集まる仕組みを作るとともに、多職種の方々と

あんしんケアセンターが協働のうえ多職種連携を進めていくのが良いとの議論があって、その

手法として目指したものが多職種連携会議でございます。 

 会議の内容といたしましては、多くの職種が関わりを持てるような具体的なケース事例を取

り上げ、お互いの専門性からの視点でどのような関わり方ができるかを話し合うとともに、事

例に関連する関係職種者を取り入れて、会合においても話す機会があった際には、実際に顔を

思い浮かべながら連携が取れるような関係性を構築するものとなっております。 

 実績としては、昨年度は行政区ごとに年に２回を開催しております。参加者が 100 人を超え

る場合も多くなりましたので、今年度の後半は中央区と稲毛区において、あんしんケアセンタ

ーの担当圏域ごとに開催いたします。順次、他区におきましても区全体の多職種連携会議を残

しつつ、あんしんケアセンターごとの開催を目指して参ります。 
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 ２番目に「在宅医療・介護対応薬剤師の認定」についてですが、こちらは薬剤師会の皆様か

らご提案いただき、事業化したものでございます。この事業は在宅の患者さんに対し、自宅等

に出向いて薬剤管理や服薬支援などを行い、必要に応じ他関係機関へつなぐことのできる薬剤

師を増やすことを目的としています。薬剤師会の開催する研修を受講し、積極的に地域の多職

種との交流等の一定条件を満たした薬剤師に対し、認定をする事業です。薬局に対しては認定

薬剤師さんが在籍する薬局として、ステッカーを交付しております。初年度の実績としては、

薬剤師認定数が１４０人、認定薬剤師の在籍薬局数は１１６か所となっています。 

 次に、１の最後にあたります「在宅医療・介護連携支援センター」の設置についてですが、

これは高齢化の進展に伴いまして、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の専門職向けの相談

窓口を主な機能として、平成３０年度に在宅医療・介護連携支援センターを設置することを目

指しております。先ほど述べた在宅医療推進連絡協議会の中に専門部会を設置し、具体的な業

務内容を検討するとともに、今後は庁内モデルの組織となる地域共生社会推進事業部とも連携

して進めて参ります。 

 続いて、２の「認知症施策の推進」についてですが、ここでは取り組むべき項目のうち、 

２つほどを説明させていただきます。まず、１つ目は「認知症初期集中支援チームの充実」に

ついてです。これは認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮

らし続けるため、早期診断・早期対応を目的として、認知症初期集中支援チームを設置してい

ます。専門の支援チームが認知症の方の自宅等を訪問して、専門医療機関との連携等の支援を

行っています。 

 本市におきましては、訪問看護ステーションにお願いする形で進めており、平成２６年度に

モデル実施として中央区に１か所を、本年１月には稲毛区と緑区に１か所ずつを設置し、現在

３チームが活動しています。また、あんしんケアセンターが総合相談等の中で対象となる方を

発見した場合でも、必要に応じて支援につなぐという流れを取っております。 

 実績といたしましては、２８年度で訪問対象者数が２２人、訪問回数が２０１回、チーム員

会議開催回数が１８回と、訪問回数では前年度比２．３倍となっており、設置済みの３区以外

の方からもチームの設置を望む声が多いことから、早急に６区全部での配置を目指します。 

 次に、「認知症カフェの設置推進」についてですが、認知症の方とその家族が安心して集える

交流の場であるとともに、専門職に相談できる場として、さらに、一般の市民の方に対して認

知症を理解していくための場として、認知症カフェの設置を推進しております。市内の認知症

カフェの推移ですが、平成２８年度は１９か所で前年度と比べ１２か所の増、補助金交付団体

数は７団体で前年度と比べ２か所の増となっております。認知症カフェの運営母体ですが、あ

んしんケアセンターやＮＰＯ法人、ボランティア団体等の様々な団体が活動しており、今後も

認知症カフェの設置については推進して参りたいと思います。 

 続いて資料の右側に移ります。「３ 生活支援サービスの充実・強化」として２つほど説明さ

せていただきます。まず、「生活支援コーディネーターの配置」についてですが、平成２８年４

月以降は各区に２人、全区で１２人の生活支援コーディネーターが活動しています。 

 活動内容としては、市内で介護予防や生活支援のための活動を行っている市民グループ、ボ

ランティア団体、ＮＰＯ法人などについて現地でインタビューを行い、きめ細かく情報を把握

する業務や、市民グループと共に地域活動を立ち上げるための支援等の業務を行っています。
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区内全域を２人でまわっているため、活動としてはまだまだ十分ではありませんが、社会福祉

協議会のコミュニティ・ソーシャルワーカーや、あんしんケアセンターと連携して活動してい

ます。 

 また、今後はあんしんケアセンターの担当エリアごとに、生活支援コーディネーターを配置

することも検討しております。生活支援コーディネーターの活動成果として、本日お手元にカ

ラー刷りの「生活支援サービス活用ガイド」をお配りしております。後ほどご覧いただければ

と思います。 

 次に、「シニアリーダーの養成と活動支援」についてです。シニアリーダー講座は、企業等で

リーダーとして活躍して来られた方々に、地域でもリーダーとなっていただきたいとの願いを

込めて、平成２７年度から実施している介護予防教室です。この講座修了の皆様には、ボラン

ティアとして、地域でシニアリーダーによる体操教室を開催いただいております。 

 事業の特徴ですが、医療法人社団に委託していることから、講座は毎回理学療法士が担当し

ております。そして、講座内容によっては看護師や栄養士などが担当することに加え、実際に

地域で活動を開始する際は、初回から４回ほど理学療法士が現場に出向き必要な助言等行って

おります。 

 そのため活動実績についても、２年間合計の受講者数が４４２人、修了者数が４１０人で、

そのうちボランティアの登録数が３９７人ということで、修了者のうち９６％の方がボランテ

ィア登録をしたことになります。今後もシニアリーダーの養成に力を入れるとともに、活動場

所の確保についても積極的に内外に働きかけて参りたいと思います。 

 最後に「４ あんしんケアセンターの機能強化」についてです。まず、「あんしんケアセンタ

ーの増設と職員の増員の推移」については、平成１８年度に１２か所でスタートして以来、セ

ンターの増設や職員の増員を計画的に行って参りました。本年４月からは、センターを２４か

所から３０か所に増設するとともに、配置が義務付けられている保健師、社会福祉士、主任介

護支援専門員の人数も１０９人から１３７人に増員しているところでございます。 

 また、「あんしんケアセンター機能向上のための体制整備」についてですが、本市社会福祉審

議会の部会である「あんしんケアセンター等運営部会」や市議会において、かねてより基幹型

あんしんケアセンターの設置が求められています。これに代わる組織として、今年度よりその

先行実施として花見川区、稲毛区、緑区の保健福祉センター内に包括三職種を配置し、あんし

んケアセンターへの技術的支援を行うとともに、あんしんケアセンターの機能向上のため必要

な取組み事項を検証して参ります。現在は３区への配置ですが、来年度には全区でこの体制が

取れるよう、実践と理解を重ねながら支援のあり方を検討しているところでございます。 

 今後も、当社会福祉審議会の高齢者福祉・介護保険専門分科会及びあんしんケアセンター等

運営部会で、地域包括ケアシステムの構築を説明のうえ、諮りまして進めて参りたいと存じま

す。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○野尻委員長  ありがとうございました。これは先ほどの議題と比べますと、専門部会で討

議して、ある程度結論が出たということですね。では、この議題について、どなたか質問や聞

いてみたいところなどありますか。コメントでも結構です。何かありましたら、どうぞお願い

します。いかがですか。 

 先ほど最後のところでも、だいぶ予算が必要だということを言っていましたが、ここでもか
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なり市の予算を使う必要が出てくるのではないでしょうか。お金さえあれば良いのでしょうが、

なかなか厳しい財政だと思います。実現可能性については、先ほどの障害者もなかなか大変だ

と思いながら聞いておりました。どなたかありませんか。はいどうぞ。所属とお名前をはっき

りおっしゃってから言ってください。 

○神山委員  千葉県社会福祉士会の神山と申します。「生活支援サービス活用ガイド」という

冊子を今日資料として配付いただきました。このような内容をかなり細かく調べたうえで取り

まとめたことは、非常に労力のかかった仕事だろうと思いながら、拝見させていただきました。

内容は良いのですが、人間というのはいろいろな感じ方をとる方がいると思います。介護事業

や生活支援をするサービスの冊子で、間に広告や施設等の広告が入っているのは、費用などを

考えれば致し方ないことかと思いますが、この広告についてどのように選定したのか一つ教え

ていただければと思います。 

○渡辺地域包括ケア推進課長補佐  はい。地域包括ケア推進課の渡辺です。 

○野尻委員長  よろしくお願いします。どうぞ。 

○渡辺地域包括ケア推進課長補佐  はい、すみません。ありがとうございます。実はこの冊

子につきましては、２５，０００部ほど出しておりますが、すべて広告料で賄われ税金は使っ

ていない状況です。これを取りまとめている印刷業者さんが企画提案によって決められ、その

印刷業者さんが広告業者を選んで作られた形となっています。千葉市においては、当然千葉市

の広告基準がありますので、それに抵触しない形で行っております。ですから、広告業者さん

の選定までは、私どもの方ではやっておりません。 

○野尻委員長  よろしいですか。 

○神山委員  あの、すみません。捉え方なのですが、最後のページの広告が他と毛色が違う

と思いまして、ちょっと気になったというところだけです。 

○野尻委員長  はい。ありがとうございました。他にどなたか、ただいまの件でなくても結

構ですので、２番目の議題報告の中に疑問点等はありますでしょうか。ポイントだけ、いくつ

か重要なところを、かいつまんで報告いただいたわけです。いかがですか。 

 ２番目の「認知症施策の推進」ですが、認知症初期というと、この診断もなかなか大変なの

でしょうね。初期の人を集めるということは。はっきりと認知症になっていればわかるのでし

ょうが、認知症初期は物忘れなのか認知症なのかよくわからずに、あまり診断をしてほしくな

いこともあるのでしょう。この認知症初期の方を集めるために、あまり苦労はしないですか。 

○渡辺地域包括ケア推進課長補佐  はい。先ほどお話しましたように、昨年度の実績として

２０１件の訪問回数と書いてあると思いますが、その中に実はお一人だけで３５回ほど訪問し

た方がいます。おっしゃるとおり行くのをためらわれていて、本人の自覚がないというか、行

きたがらない場合に対し何度も何度も訪問させていただき、やっと診療に結びついた事例がご

ざいました。そういった意味で、初期集中支援チームの方々には、いろいろと働きかけていた

だいている現状です。 

○野尻委員長  どなたか、他に何かありますでしょうか 

○野尻委員長  議題があまり無いのですが、無いようであれば先に進ませていただきます。

また、何かありましたら発言してください。（１）の議題でも結構です。とりあえず（２）の議

題を終わらせていただきます。 

 引き続き、(３)の議題「平成２８年度審議事項及び平成２９年度各会議の開催予定について」
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となります。これについて説明をお願いいたします。 

 はい、どうぞ。 

○白井保健福祉総務課長  はい。 

○野尻委員長  どうぞ。 

○白井保健福祉総務課長  保健福祉総務課長の白井でございます。よろしくお願いいたしま

す。失礼して座って説明させていただきます。 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

○白井保健福祉総務課長  お手元の資料４をご覧いただきたいと思います。「平成２８年度審

議事項及び平成２９年度開催予定」でございます。 

 まず、１ページから６ページまでは、平成２８年度に開催した各分科会等の審議事項の内容

を掲載してございます。恐れ入りますが、こちらについては説明を省略させていただきますの

で、後ほどご確認いただければと存じます。 

 続きまして、７ページをお開きいただけますでしょうか。今年度の各分科会等の開催予定に

ついてご説明をさせていただきます。上から順に申し上げます。まず、「千葉市社会福祉審議会」

は、本日のこの会議でございます。その次の「民生委員審査専門分科会」ですが、こちらは今

年度４回の開催を予定しております。開催時期につきましては記載のとおりで、すでに第２回

まで終了してございます。審議予定事項はすべての回共通で「民生委員・児童委員候補者の適

否審査」でございます。 

 次の「身体障害者福祉専門分科会」は、今年度の開催予定はございません。同分科会の「審

査部会」については今年度２回の開催を予定し、第１回は８月１０日を予定しています。審議

予定事項としては「身体障害者福祉法第１５条第 1 項 医師の指定に関する調査審議等」でござ

います。 

 次に「高齢者福祉・介護保険専門分科会」は、今年度４回の開催を予定しております。開催

時期は記載のとおりで、すでに第１回は終了しております。今年度は、千葉市高齢者保健福祉

推進計画(介護保険事業計画)の策定年度であるため、計画内容についてご審議いただく予定で

ございます。同分科会の「あんしんケアセンター等運営部会」については、今年度５回の開催

を予定しております。開催時期は記載のとおりで、すでに第２回まで終了いたしております。

審議予定事項としては「地域密着型サービス事業者の公募、選定及び指定」等でございます。 

 その下の「地域福祉専門分科会」は、今年度３回の開催を予定しております。開催時期は記

載のとおりで、すでに第１回は終了しています。今年度は「支え合いのまち千葉 推進計画」の

策定年度であり、計画内容についてご審議いただく予定でございます。 

 次に「児童福祉専門分科会」ですが、今年度は２回の開催を予定しています。審議予定事項

としては「里親の適否について」等でございます。同分科会の「処遇検討部会」は必要に応じ

て開催する予定ですが、今年度はすでに第１回を開催しております。審議予定事項としては「一

時保護所の外部評価」「児童福祉法第２７条第１項第３号の措置等」でございます。 

 続きまして、同じく同分科会の「設置認可部会」も必要に応じて開催する予定ですが、当面

は記載のとおりを予定し、すでに第４回まで開催しております。審議予定事項としては「保育

所等の整備運営事業者の審査」等でございます。 

 最後に「社会福祉法人・施設専門分科会」は今年度３回の開催を予定し、第１回は８月２３

日の予定です。審議予定事項としては「特別養護老人ホームの整備事業者の選定」等でござい
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ます。今年度の開催予定は以上でございます。 

 なお、一番下の※印に記載のとおり、開催時期及び審議予定事項等は変更させていただく場

合があることを、あらかじめご了承いただければと存じます。また、詳細な日程等については、

各専門分科会等から別途、委員の皆様にご案内させていただきたいと存じます。 

 以上で、「平成２８年度審議事項及び平成２９年度開催予定」についての説明を終了させてい

ただきます。委員の皆様方には、今後とも本市社会福祉審議会に対しまして、ご理解とご協力

を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 

○野尻委員長  はい。ありがとうございました。他の分科会が何をしているのか、何回ぐら

い行っているのか、これでわかったと思います。今年度、だいぶ回数の多いところもあります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 何か質問がありますでしょうか。はい、どうぞ。所属とお名前を。 

○小野委員  千葉市ひまわり会という里親会の小野と申します。ちょっと場違いかもしれま

せんが、先日のニュースで厚労省から「就学時に社会的養護の必要なお子さんたちを、就学時

前のお子さんの７５％を里親家庭で」というニュースがあったと思います。 

 しかし、現在の千葉市では里親は４４世帯しかありません。これからそういう子どもたちを

預かって育てていくには、里親の啓発という形になりますが、こちらにいらっしゃる皆様方に、

是非そういうところでお声掛けいただけたら幸いだと思いまして、お願いしたいと思います。 

○野尻委員長  はい、そういうご意見でございます。本来の予定のことではなくて、最後の

「その他」になるような感じですね。この議題の実績と予定に関して、何か質問がありますか。

よろしいですか。これは予定ですから、こういうことで今年度もどうぞ皆さんよろしくお願い

いたします。それでは第３番目の議題を終わらせていただきます。 

 そうしますと、次に「その他」になりますが、ただいまご意見をいただきました。第１の議

題で私は少し急いだところもありますので、ご意見をお持ちの方がいるかもしれません。それ

も含めまして、(１)や(２)の議題で何かありましたら、どうぞ発言をお願いしたいと思います。 

 無いようですが、よろしゅうございますか。８時半までやってくださいということで、あま

り長くすると最終バスがなくなりますから、９時までには終了してくださいということでした。

あまり早く、質問を切ってどんどん進めると会議の実績が上がりませんから、時間をどのよう

に調整するのか難しいのですが、よろしゅうございますか。 

(異議なし) 

○野尻委員長  はい。去年は相当長く時間がかかったようですが、今年の会議はこれで終わ

らせていただきます。あとは事務局の方から何かありますでしょうか。 

○白井保健福祉総務課長  特にございません。 

○野尻委員長  そうですか。そうしましたら、皆さまのおかげで予定より早く終わりますが、

議題としては重い議題を２つ議論させていただきました。 

 最後に本日の会議の議事録の作成については、事務局及び委員長の私に一任願いたいと思い

ます。よろしゅうございますか。 

(異議なし) 

○野尻委員長  それでは、事務局にマイクをお返しします。よろしくお願いします。 

○仁保健福祉総務課長補佐  ありがとうございました。以上をもちまして、本日の審議会を

終了させていただきます。 
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 皆さんにはお忙しいところお集りいただきまして、どうもありがとうございました。 

 

 

 

 


