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平成２８年度第１回千葉市社会福祉審議会 議事録 

 

１ 日時：平成２８年７月１５日（金） 午後７時００分～午後８時３０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、伊藤康平委員、入江康文委員、植草毅委員、大川優子委員、 

岡本博幸委員、小野満佐子委員、金子充人委員、神山裕也委員、岸憲秀委員、 

木村章委員、合江みゆき委員、上妻陽子委員、小関秀旭委員、 

今田進委員、佐々木喜代枝委員、篠﨑和代委員、清水幸子委員、清水伸一委員、 

新見將泰委員、住吉タミコ委員、高田啓一委員、髙野喜久雄委員、髙野正敏委員、 

高山功一委員、武井雅光委員、竹田賢委員、玉山トミ子委員、土屋稔委員、 

手島英男委員、中溝明子委員、中村伸枝委員、中谷房子委員、西尾孝司委員、 

西島浩委員、野尻雅美委員、林淳一委員、日野玲子委員、日比野久美子委員、 

平山登志夫委員、福留浩子委員、藤森清彦委員、細野雅子委員、松崎泰子委員、 

森元秧委員、森脇清委員、山下興一郎委員、余語一晃委員、米村美奈委員 

 

（２）事務局 

保健福祉局 

   田辺保健福祉局長、竹川保健福祉局次長、鳰川高齢障害部長、若菜保健福祉総務課長、 

   風戸地域福祉課長、石渡保護課長補佐、富田地域包括ケア推進課長、 

能勢健康企画課長、南高齢福祉課長、八巻高齢施設課長、髙石介護保険課長、 

清田総合事業準備担当課長、柏原障害者自立支援課長 

こども未来局 

   山田こども未来局長、佐々木こども未来部長、始関こども企画課長、 

藤田健全育成課長、大町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、岡崎幼保運営課長、伊藤児童相談所長 

 

４ 議題： 

 （１）委員長の選任について 

 （２）委員長職務代理の選任について 

 （３）各専門分科会及び部会委員の選任について   

 （４）『千葉市ホームレスの自立支援等に関する第２次実施計画』の概要について  

 （５）『千葉市中長期的な高齢者施策の指針（平成 28 年度～平成 37 年度）』の概要について 

 （６）平成２７年度審議事項及び平成２８年度開催予定について 

 

 

５ 会議経過： 
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（１）開会（事務局） 

（２）開会挨拶（保健福祉局長 

（３）①委員紹介 

   ②事務局職員紹介 

（４）議事 

 

○仁保健福祉総務課長補佐 それでは、これより議事に入らせていただきますが、委員改選後、

はじめての会議となりますので、委員長を選出していただく必要がございます。それまでの間、

仮議長を田辺保健福祉局長が務めさせていただきます。 

○田辺保健福祉局長  はい。それではご指名ですので、委員長が決まるまでの間、仮議長を

務めさせていただきます。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）「委員長の選任について」でございます。委員長職につきましては、千葉市

社会福祉審議会条例 第５条第２項の規定によりまして、委員の互選により定めることとなって

おります。皆さんいかがでしょうか。細野委員、お願いします。 

○細野委員  委員長には、これまでも当審議会の委員長として貢献いただいており、実績や

経験が豊富である野尻先生にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○田辺保健福祉局長  ただいま、細野委員さんより、委員長に野尻委員さんを推薦する旨の

ご提案がございました。いかがでしょうか。 

(異議なし)(拍手) 

○田辺保健福祉局長  ありがとうございました。それでは、野尻委員さんに委員長をお願い

したいと存じます。新しい委員長が選任されましたので、ここで私の任を終わりにさせていた

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  それでは、野尻委員長、委員長席へお移りください。 

 早速ですが、ご就任の挨拶と以降の議事進行をお願いいたします。 

○野尻委員長  ただいま、委員の皆様方のご推挙によりまして、委員長を仰せつかりました

野尻雅美です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ご承知のとおり、この社会福祉審議会は、社会福祉に関する事項を調査・審議する市長の諮

問機関でございます。このような重要な審議会の委員長という職を仰せつかりまして、私とし

ては非常に大役ではございますが、円滑な会議運営に努めるとともに、実りのある内容となる

ように職を全うしてまいりたいと存じます。どうぞ委員の皆様方には、格別のご理解とご協力

をいただくようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、委員長就任の挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 実は、私も高齢になりましたものですから、比較はできないと思いますが、生前退任を市長

さんに申し出ました。退位ではなくて退任ですが、そういうことを申し出たら、熊谷市長さん

から「まだ 10 年頑張りなさい」と却下されましたので、しばらくはよろしくお願いしたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

(拍手) 

○野尻委員長  それでは、議事を進めさせていただきます。議題（２）「委員長職務代理の選

任について」に入らせていただきます。委員長職務代理の選任につきましては、千葉市社会福

祉審議会条例 第５条第４項の規定により、委員長が指名することになっております。私といた
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しましては、これまでも本審議会の委員長職務代理として就任いただいた千葉市民生委員児童

委員協議会会長の余語一晃委員さんに、その職をお願いしたいと思いますが、いかがでござい

ましょうか。 

(異議なし)(拍手) 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。「異議なし」ということで、余語委員さんに

は委員長職務代理席へお移りいただきたいと思います。 

 では、ご挨拶をお願いいたします。 

○余語委員長職務代理  ただいま、野尻委員長からのご指名によりまして、委員長職務代理

を仰せつかりました余語でございます。このような職を仰せつかりまして、私としては非常に

大役ではございますが、委員の皆様方のご協力を賜りながら、委員長を補佐し、会議の円滑な

運営に向けて職務を全うしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

(拍手) 

○野尻委員長  ありがとうございました。続きまして、議題（３）「各専門分科会及び部会委

員の選任について」に入らせていただきます。 

 各専門分科会及び部会の委員の選出方法ですが、選任については、社会福祉法施行令 第２条

第１項及び第３条第２項、並びに千葉市社会福祉審議会条例 第８条第２項及び第９条第５項の

規定により、委員長の指名することとなっております。 

 委員の皆様方の専門分野や、従前の所属専門部会等を考慮いたしまして、所属専門分科会の

案を作成しましたので、事務局から配付と説明をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。 

○若菜保健福祉総務課長  保健福祉総務課長の若菜でございます。ただいま、お手元にお配

りいたしました「千葉市社会福祉審議会(各専門分科会及び部会) 委員名簿」をご覧ください。

両面印刷になっておりますのでご注意ください。選任案につきましては、名簿のそれぞれの名

前右側の「所属専門分科会・部会」の欄に○印で表示しております。以上でございます。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。ご覧いただいて、ご自身がどこに所属して

いるか、ご確認願いたいと思います。特段のご異論がなければ、この案をもって委員長による

委員指名とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

(異議なし)(拍手) 

○野尻委員長  ありがとうございました。それでは、各委員さん方におかれましては、今後、

それぞれの各専門分科会及び各部会での調査・審議をよろしくお願いいたします。 

 以上で議題（３）「各専門分科会及び部会委員の選任について」は終了いたします。残念です

が、私にはどこにも○印がついておりません。年に 1 回しかございませんので、また来年のこ

の機会によろしくお願いします。 

 続きまして、議題（４）「『千葉市ホームレスの自立支援等に関する第２次実施計画』の概要

について」ですが、事務局から説明をお願いします。 

○石渡保護課長補佐  はい。保護課課長補佐の石渡でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○野尻委員長  長くなるようでしたら、座っても結構ですから。 

○石渡保護課長補佐  ありがとうございます。では、失礼して座らせていただきます。 

 本来であれば、課長の市原より説明するべきところですが、本日はあいにく会議で出張いた
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しておりますので、私から説明させていただきます。 

 私ども保護課では、平成 27 年度に本審議会の地域福祉専門分科会におきまして「ホームレス

の自立の支援等に関する第２次実施計画」についてご審議いただき、本年１月からのパブリッ

クコメントを経て、４月に同計画を策定いたしました。本日は今年度第１回目の審議会という

ことで、同計画について概要を説明させていただくとともに、策定の報告を申し上げたいと存

じます。 

 恐れ入りますが、お手元の資料１－１をご覧ください。まず、第１章「計画策定の趣旨及び

計画期間」というところです。国は平成 14 年８月に「ホームレスの自立の支援等に関する特別

措置法」を制定し、また平成 15 年７月に「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」とい

うものを策定しております。その後、生活保護に至る前の段階の自立支援を強化するという目

的で、平成 25 年 12 月に「生活困窮者自立支援法」が成立し、平成 27 年４月から施行されてお

ります。 

 本市におきましては、これらの法律・基本方針等を踏まえた中で、平成 19 年３月に「千葉市

ホームレスの自立の支援等に関する指針」、そして平成 23 年４月に「千葉市ホームレスの自立

の支援等に関する実施計画」を策定いたしまして、市の状況に応じた自立支援策を実施してき

ました。 

 今回制定いたしました第２次実施計画につきましては、平成 27 年３月に国の基本方針の改定

が行なわれたことや、第１次の実施計画の実施状況における施策の進捗状況を踏まえた中で、

本市のホームレスの実態に応じた施策を実施し、その自立を総合的に支援するために策定した

ものです。 

 計画期間につきましては、今年度の平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間としておりま

すが、期間内におきまして社会情勢の変化や計画の実施に多大な影響を及ぼす変化があった場

合は、必要に応じて見直すことにしております。 

 次に、第２章「ホームレスの現状」ですが、市内のホームレスにつきましては、平成 11 年度

から 19 年度まで 110 人前後で推移しておりましたが、その後徐々に減少しており、昨年８月の

調査では 36 人のホームレスが確認されております。市内のホームレスの実態につきましては、

年齢的には 50 歳以上で男性が多く、また、ホームレスになった理由としては、倒産・失業や仕

事の減少など、経済的な理由が多くなっております。 

 次に、第３章「ホームレス施策の実施状況と評価」ですが、平成 23 年に策定しました実施計

画におきましては、ここに書き出している９項目の取り組みを掲げて、総合的な相談・支援体

制の確立を図ってきたところでございます。 

 この取り組みにつきましては、全般的に概ね実施できたものという評価をしておりますが、

新たな課題といたしまして「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある人に対する

相談・援助体制の構築」「無届の無料低額宿泊所の増加による指導実施の必要性」などがあげら

れたところです。 

 次に、第４章「第２次実施計画の基本的な考え方」につきまして、基本目標といたしますの

は「ホームレスの人々が自らの意思で、安定した生活を営み、ホームレス状態から脱却できる

ようにするとともに、地域社会とのつながりを形成し、自立した生活に定着できるようにする」

と定め、この目標達成のための視点といたしまして「ホームレスが抱える複合的な課題に寄り

添い、ともにその解決を目指す」「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある人の早
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期把握に努め、積極的な支援に取り組むことで、ホームレスとなることを未然に防止する」「関

係機関や民間団体等との連携をさらに強化し、チームアプローチによる支援を推進する」をあ

げております。 

 次に、第５章「計画を推進する主な取り組み」についてですが、まず、１といたしまして「継

続的な把握と個々の状況に応じた相談・支援」では、効果的なホームレス施策の実施のために、

実態を継続的に把握して、個々の状況に着目したきめ細かな相談・支援を行うための取り組み

として「自立相談支援事業を通じた現状把握と保健福祉センター・公園等の施設管理者や警察

等の関係機関との連携による概数調査の実施」「個々のホームレスごとのシート作成による個別

支援」「保健福祉センター等の関係機関との連携による夜間巡回相談の実施」「公園等の施設管

理者と連携した、公共施設の適正利用の確保」といったようなことがございます。 

 次に、２としまして、「安定した住まいの確保」では、ホームレスが自らの意思で自立した生

活を送るため、状態に即した住まいを確保し安定した生活を営むための取り組みとしまして、

相談支援員等は保証人が不要なアパート等の情報の収集及び提供などの支援を行います。また、

生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金の対象要件に該当すれば、その活用も促します。

そして、心身の状況等から単身生活が困難と思われる場合につきましては、保健福祉センター

内の関係機関と連携して、入所・入居先の確保についての支援を行います。さらに、アパート

等に入居後は、相談支援員やケースワーカーによる訪問面接によって、再びホームレスの状態

に陥らないような多面的なフォローを行っていくような取り組みでございます。 

 ３つ目の「保健及び医療の確保」では、ホームレスの健康を維持し、必要な時には医療機関

を適切に受診することを支援する取り組みとしまして、相談支援員等は保健福祉センター内の

関係機関と連携しながら心身の状態把握に努め、結核の疑いのある方への必要な支援や、無料

低額診療施設の活用が図られるような周知を行っていきます。また、アパートに入居したホー

ムレスに対しては保健福祉センター内で連携を図り、適切な保健衛生指導等を実施し、健康的

な自立生活に向けた指導を行っていくといった取り組みでございます。 

 ４つ目の「就労自立に向けた支援」では、就労に向けた取り組みを行うホームレスにつきま

しては、個々の職歴やニーズ等に応じて関係機関と連携して、安定した雇用先を確保するため

の支援に取り組んでいくこととしております。相談支援員等は意欲のあるホームレスに対して

千葉市ふるさとハローワークや千葉市自立・就労サポートセンター等の相談窓口の周知を行っ

ていきます。また、事業者等に対しては、千葉市ふるさとハローワークの取り組みを啓発して

いくといったことにも取り組んでまいります。 

 ５つ目の「ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある人への支援」は、本計画で

の新項目となります。ホームレスとなることを余儀なくされるおそれのある人について、それ

を予防する観点から、積極的な相談等の実施と各種自立支援策の活用を促進してまいります。 

 ６つ目の「緊急的援助」では、ホームレスのうち栄養状態や健康状態の悪化、定まった住居

を喪失する等、不安定な居住環境にあり、緊急的な援助を必要とする場合の取り組みとしまし

て、相談支援員は緊急連絡先となる機関の情報を周知するとともに、食料が不足している者に

対しては、民間支援団体と連携し、必要に応じて非常食の配付などを行っていきます。また、

洪水等の災害が予測される場合等におきましては、相談支援員が危険性の周知を行って避難等

を促していきます。離職等で住宅を喪失した人への対策である一時的な居場所の確保につきま

しては、一時生活支援事業の活用を検討してまいります。 
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 ７つ目の「ホームレスの人権擁護」では、ホームレスが偏見・差別の対象となることの防止

とその人権擁護のための取り組みとして、地域住民が集う機会を通じてホームレスの人権尊重

の啓発や、無料低額宿泊所における実地調査等により、入所者の尊厳が確保されるように努め

ていくというところでございます。 

 ８つ目の「無料低額宿泊所への対応」では、この取扱いについて従前の計画からの方向転換

を行います。市内の無料低額宿泊所における居宅移行の支援や、自立の支援に向けた取り組み

といったものが必ずしも十分には機能していないこと、無届の無料低額宿泊所の類似施設が増

加してきていることから、入居者であるホームレスの適切な処遇及び自立促進のために、無料

低額宿泊所の届出受付を平成 28 年度から再開していきます。また、無料低額宿泊所ガイドライ

ンの改正と、そのガイドラインに基づき施設に対する厳格な指導をしていきます。それから、

全無料低額宿泊所に対して、適切な施設運営や自立支援の取り組みに関する指導を行っていき

ます。 

 最後の９つ目の「支援体制の構築」では、ホームレスの自立支援を推進していくために、庁

内外の関係機関との連携体制を構成していくために、庁内におきましてはホームレスの問題に

関する共通認識を持つとともに、自立支援策に推進して取り組むホームレス問題連絡会議がご

ざいます。これは従前から設置しているところですが、今後も引き続き設置し、計画の推進に

向けた検討を行ってまいります。また、庁外におきましては、国・県との連携、社会福祉士会、

社会福祉協議会、ホームレス支援団体等、民間団体との協働について検討を行っていくといっ

た取り組みを考えております。 

 「千葉市ホームレスの自立の支援等に関する第２次実施計画の概要」につきましては以上と

なりますが、本計画策定の経緯につきましては、お手元に資料１－２としてお配りしてござい

ます「実施計画」本体の末尾に、参考資料７として掲載してありますのでご参照ください。 

 最後に、地域福祉専門分科会の委員の皆様には、ご多忙のところ多大なるご協力をいただき、

本計画を無事に策定できたことに御礼を申し上げまして、私からの報告とさせていただきます。

以上でございます。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。昨年度ですが、分科会の中では地域福祉の

いろいろな調査をしたりして、この冊子が出来上がったわけです。完成させたということです

から、特にご質問を受けて変えるというのは、余程のことでない限りはないということです。

そういうことで、これは計画の概要になりますが、報告書ができております。 

 ただいまの説明に関しまして、どなたか質問やコメントがございましたら、どうぞ挙手をし

て発言いただきたいと思います。なお、これからの発言につきましては、会議録用に録音をと

っておりますので、所属とお名前を明確に言ってから発言してもらいたいと思います。ありま

せんでしょうか。 

 特段、異論がないということですので、以上で「『千葉市ホームレスの自立支援等に関する第

２次実施計画』の概要について」を終了いたします。 

 続きまして、議題（５）「『千葉市中長期的な高齢者施策の指針』の概要について」ですが、

これも事務局から説明をしていただきます。はい、どうぞ。こちらもだいぶ長いようですが、

コンパクトに上手く説明をお願いいたします。 

○南高齢福祉課長  高齢福祉課長の南でございます。よろしくお願いいたします。私からは

「千葉市中長期的な高齢者施策の指針」について、ご説明いたします。失礼して座って説明さ
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せていただきます。 

 この指針は、可能な限り住み慣れた地域で高齢者が自立した生活が送れるよう、その人の状

態に応じて、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包

括ケアシステムの構築」の推進が求められている中、今後、団塊の世代がすべて 75 歳以上とな

る平成 37 年を見据え、中長期的な視点で本市が推進すべき超高齢社会への対策を示すため、平

成 28 年２月に策定したものでございます。指針の策定にあたり、貴重なご意見をいただきまし

た高齢者福祉・介護保険専門分科会委員の皆様には、厚く御礼申し上げます。 

 それでは、資料に基づきご説明させていただきます。資料は、資料２－１「千葉市中長期的

な高齢者施策の指針」（概要）と、資料２－２「千葉市中長期的な高齢者施策の指針」の２種類

でございます。まず、指針の全体をどのように組み立てているかについて、ご説明をさせてい

ただきます。本日は、時間の関係上、概要版の資料２－１で説明をさせていただきます。１ペ

ージをお願いいたします。 

 「１ 基本理念」は「支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ」といたしました。「２ 基

本目標」を「高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会を創る」といたしました。「３ 指針策定の趣

旨」につきましては、記載のとおりでございます。 

 「４ 取組み方針」は、本指針の最も重要な項目となります。１つとして「地域包括ケアシス

テムの構築・強化」、２つとして「健康寿命の延伸」、３つとして「介護基盤の整備」、４つとし

て「介護保険サービスの提供」としております。本日は、この取組み方針を中心に説明をさせ

ていただきます。２ページをお願いいたします。 

 こちらは、平成 37 年度までの高齢者人口等の将来推計を示しております。（１）として「高

齢者人口」、（２）として「高齢化率」など、（３）として「ひとり暮らし高齢者数」、（４）とし

て「高齢者のみの世帯の高齢者数」、（５）として「認知症高齢者数」、（６）として「主な高齢

者関連事業費」となります。それぞれ吹き出しにコメントをしております。 

 （６）の「主な高齢者関連事業費の推計」をご覧ください。こちらは後期高齢者医療事業、

介護保険事業、市が独自に取り組んでいる高齢者事業を市費ベースでとりまとめ、平成 37 年度

までを示したものでございます。平成 26 年度では 161 億円でしたが、37 年度には 278 億円と

なり、118 億円の増となります。これら、今後見込まれる「高齢者を取り巻く状況」を踏まえ

たうえで、将来の高齢者施策を展開する必要があり、本指針においてその取組み内容を明らか

にするものでございます。３ページをお願いいたします。 

 こちらは、「指針」第３章の「目標と取組み」の抜粋で、３ページと４ページの２枚にとりま

とめてございます。左側には「地域包括ケアシステムの構築・強化」から、４ページの最後「介

護保険サービスの提供」までの４項目について「主要施策」を示し、主要施策ごとに「施策の

展開」を記載しております。また、真ん中には施策の展開ごとに「平成 37 年度の目標」を示し、

一番右には「どのような取組みを行うか」を記載しております。「平成 37 年度目標」及び「取

組み内容」にページの表記がございますが、こちらは「指針」のページとなっております。説

明については、右側に示した「取組み内容」のうち主なものを説明させていただきます。 

 まず、「地域包括ケアシステム構築・強化」の「１ 在宅医療・介護連携の推進」（１）24 時

間 365 日の在宅医療・介護提供体制の確立です。37 年度目標としては、24 時間 365 日の在宅医

療・介護提供体制を確立します。具体的な内容としまして「訪問診療を行う医師の増強」です。

経験の少ない医師に対し、同行実地研修を実施します。また、将来的には医師会との連携の下
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で、地域の多職種連携の核となる医師の養成を図ります。次に「かかりつけ医の普及促進」で

す。千葉大学医学部などと連携し、総合的に患者を診療することができる医師育成の方策を検

討いたします。次に、薬剤師による在宅訪問の推進として、「在宅医療・介護対応薬剤師認定研

修」を開催し、受講した薬剤師を「市認定 在宅医療・介護対応薬剤師」として認定いたします。

また、残薬を含めた薬剤管理や服薬支援などを行うため、関係職種との連携強化を図るための

研修会実施を支援いたします。 

 次に、施策展開（２）在宅医療・介護連携支援センターの設置ですが、目標はセンターの設

置としており、センターの担うべき機能・体制・設置主体などを検討いたします。 

 次に、施策展開（３）市立病院における在宅医療支援及び医療・介護連携でございます。 

 次に、施策展開（４）多職種連携体制の確立です。取組み内容としては、「地域ケア会議と多

職種連携会議の融合」として区ごとに開催されている「多職種連携会議」と、あんしんケアセ

ンターが中心となっている「地域ケア会議」を融合し、ネットワークを強化いたします。 

 次に「在宅医療・介護連携の推進」の最後、（５）ＩＣＴを活用した多職種連携・患者情報共

有支援システムの構築です。「モデル地区での試行的運用」として、まず、あんしんケアセンタ

ー圏域内の数か所を選定した上で実施し、検証後に市全体で稼働させます。また「在宅医療推

進連絡協議会にシステム部会を設置」し、クラウド型地域医療介護連携システムを導入します。 

 次に、主要施策「２ 認知症施策の推進」では、施策の展開は「認知症及び認知症予備群の早

期発見・ケアの仕組みの確立」です。平成 37 年には、認知症もしくは軽度認知機能障害の高齢

者が８万人に達すると見込んでおります。目標は記載のとおりです。取組みは「認知症初期集

中支援チームの充実」として現在は１か所ですが、全市的な展開として６か所設置いたします。

次に、医療従事者向け「各種認知症対応力向上研修」を実施いたします。また、認知症サポー

ターの養成では 24 万人を養成いたします。次に「認知症サポーターが主体的に地域で活動でき

る取組みの推進」としまして、認知症サポーター向けのフォローアップ研修の開催や、サポー

ターの登録制度を開始します。最後に「認知症カフェの設置推進」として、カフェ立ち上げや

運用費用の一部を補助するとともに、このカフェの主催者による協議会の設置に取り組みます。 

 主要施策「３ 生活支援サービスの充実・強化」です。施策展開（１）生活支援コーディネー

ター及び協議体の設置として、具体的には平成 37 年度までに 42 人を配置いたします。また「生

活支援・介護予防の基盤整備に係る協議体の設置」では、各行政区ごとに設置いたします。 

 次に、施策展開（２）元気な高齢者の社会参加の促進ですが、目標は記載のとおりとなって

おります。取組み内容は「千葉市ボランティアセンターのリニューアル」として、センターの

各業務を見直し機能強化を図るとともに、地域の生活課題に対応する機関として、新規の取組

みを実施いたします。また、住民主体のサービスの育成支援として、ＮＰＯ、シルバー人材セ

ンターなど、多様な主体による生活支援サービスが可能となるよう支援いたします。また、社

会貢献活動を主体とする老人クラブへの支援として、老人クラブが生活支援サービスを担い、

より社会貢献に重きを置く団体になるよう支援をいたします。 

 次に、施策展開（３）千葉市社会福祉協議会の体制・能力の強化です。組織体制の強化を図

る方針策定・取組みとして、コミュニティソーシャルワーカーの増員・育成を図るとともに、

区事務所機能の強化として、職員の拡充・事務の見直しを行います。 

 次に、「地域包括ケアシステムの構築・強化」の最後となりますが、主要施策「４ あんしん

ケアセンターの機能強化」です。現在 24 か所設置しておりますが、36 か所として、基幹型セ
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ンターの設置を検討します。また、職員を増員します。その他、自立支援に向けた予防ケアマ

ネジメント体制の充実を図ります。４ページをお願いいたします。 

 「健康寿命の延伸」です。主要施策を「健康増進・介護予防の充実・強化」とし、３つの施

策を展開します。（１）健康づくりの推進として、具体的には特定健康診査の国保データベース

等を活用し、人工透析に移行する可能性の高い「糖尿病性腎症 発症予防対策」を推進します。 

 施策展開（２）高齢者の介護予防の推進です。通所型介護予防事業として、集中的な介護予

防の取組みを必要とする方のため、通所事業の充実を図ります。 

 次に、施策展開（３）生涯現役社会の構築として、老人クラブ会員を 7,000 人増やすととも

に、シルバー人材センター会員数を 1,500 人増やします。その他「地域のＮＰＯ等の民間団体

と協働の体制づくりの構築」として、ネットワーク化を図り、住民自治を推進いたします。 

 次に、大きな柱の「介護基盤の整備」のうち、主要施策「介護基盤の整備」、施策の展開「介

護保険施設等の適正な整備の実施」ですが、これは後ほどご説明いたします。 

 次に、主要施策「２ 介護人材の確保・定着の促進」として、約 4,000 人分の介護力を確保し

ます。具体的には「外国人の就労支援」「福祉大学・介護福祉士養成校と介護事業所との連携強

化」として、大学就職課等の協力を得て学校内で説明会を行います。また、介護人材を養成す

るため、福祉大学や養成校を市内に誘致することを検討いたします。その他「介護人材合同就

職説明会の実施」や「潜在介護福祉士 再就業促進研修事業」を実施いたします。 

 次に、「３ 看護人材の確保・定着の促進」です。具体的な人数まで目標に掲げておりません

が、「青葉看護専門学校の運営支援」として、平成 29 年４月に予定されている、第一看護学科

の定員増に向けた取組みを支援します。また「新卒看護師の市内就職の促進」に取り組みます。 

 次に、大きな柱の最後となる「介護保険サービスの提供」の、主要施策「１ 介護保険サービ

スの提供」、施策の展開「介護保険サービスの提供見込」ですが、これについても後ほど説明い

たします。 

 主要施策「２ 介護認定の体制等の見直し及びＩＣＴ利活用」ですが、具体的には「認定審査

会のＷｅｂ会議化」及び「認定調査へのタブレットＰＣの導入」を進めます。さらに、ＩＣＴ

技術を活用し、ケアプランの最適化や給付の適正化を効果的・効率的に進める手法を検討し、

実施いたします。 

 次に、主要施策「３ 介護ロボットなどの新技術の導入」として、導入費用の一部を助成する

とともに、介護ロボットの活用に関する講習会の実施を検討いたします。次に、５ページをお

願いいたします。 

 左側となりますが「平成 37 年度に向けた 65 歳以上の高齢者 28 万人のための施設・居住系サ

ービス等整備構想」ですが、先ほど説明を省略した介護基盤の整備に関連するものです。これ

は、平成 37 年度における「施設・居住系サービス等の整備量」について、全体像を表現したも

のとなります。平成 37 年度には 65 歳以上の高齢者は 28 万人に達し、この方たちのうち、支援

を要する方を６万 4,000 人見込んでおります。このうち「生活支援サービスや在宅医療・介護

の連携による自宅でのケア」が約４万人程度、また「高齢者の生活を支援する住まいの確保」

では、28 万人の５％である約１万 4,000 人分を確保し、さらに「施設・居住系サービスの整備」

では、要介護２～５の方の 34％である約１万 1,000 人分を整備しようとするものです。 

 次に、右側の「中長期指針の取り組みによる保険給付費の削減効果」ですが、先ほど説明を

省略した「介護保険サービスの提供見込」に関連するものでございます。社会保障・税一体改
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革で目指す将来像として、介護サービス利用者を介護予防・重度化予防により全体として３％

減としていることを踏まえ、本指針において各種施策を展開することで介護認定者を３％減、

保険給付費及び保険料も３％減という目標を設定したところでございます。 

 これにより、第６期計画策定時に見込んだ平成 37 年度は 1,062 億 6,400 万円ですが、これが

1,030 億 7,600 万円となり、削減効果は 31 億 8,800 万円となります。また、保険料は、６期計

画では 7,852 円ですが、224 円減の 7,628 円となります。最後になりますが、６ページをお願

いいたします。 

 こちらは「千葉市の地域包括ケアシステムの姿」を示した図になりますので、参考にご覧く

ださい。長くなりましたが、説明は以上となります。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。大変ボリュームのある説明で、一年かけて

専門部会の先生方にこれだけつくり上げていただいたわけですが、初めて聞く方もたくさんい

ると思います。どなたか議題に対しての質問、ご発言がありましたら、どうぞよろしくお願い

いたします。はい、どうぞ。お名前をはっきりおっしゃってください。 

○入江委員  千葉市医師会の入江でございます。ただいまの説明について、二点質問します。

４ページのⅢ－３「看護人材の確保・定着の促進」の一番右の取組み内容です。「青葉看護専門

学校の運営支援」と「新卒看護師の市内就職の促進」という取組みが書いてございますが、看

護学校の運営及び看護師の就職について、高齢福祉課がどういう支援を考えているのかお聞き

したいです。 

 それから、二点目ですが、６ページの地域包括ケアシステムの図の中に、地域包括ケア病棟

の記載がございません。これは富田課長にお伺いした方がいいのかもしれません。以上二点で

す。お願いします。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。事務局はお答え願えますか。最初は新卒看

護師の問題ですね。 

 質問の内容がわかりませんですか。大丈夫ですか。 

○南高齢福祉課長  はい、すみません。今の「看護専門学校の運営支援」と「新卒看護師の

市内就職の促進」というご質問ですが、この計画自体が保健福祉局や病院局等々、多くの部局

にまたがった施策になっております。今ご質問になったところにつきましては、健康部の施策

として記載させていただいたところでございます。 

○入江委員  わかりました。では、支援の具体的内容につきましては、後ほど健康部に問い

合わせをいたします。この質問はこれで結構です。 

○野尻委員長  どうぞ。はい、ご回答をお願いします。 

○富田地域包括ケア推進課長  地域包括ケア推進課でございます。資料６ページの「地域包

括ケアシステムの姿」の中に、地域包括ケア病棟が入っていないというご指摘につきまして、

お答えを申し上げます。大変失礼をしております。実はこの図を描き始めた頃は、まだ地域包

括ケア病棟という構想があまり明らかになっていない段階でございました。そのあと、市内で

も「地域包括ケア病棟」の推進に、強力に取り組んでくださっている医療機関が複数出ている

にも関わらず、こちらに私の方での記載が漏れていたということでございます。誠にお恥かし

いことでございますが、本日のご指摘を受けまして、早速「地域包括ケアシステムの姿」のイ

メージ図の中に盛り込ませていただきたいと存じます。大変失礼をいたしました。申し訳ござ

いませんでした。 
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○野尻委員長  はい、ありがとうございました。追加ですか。はい、どうぞ追加で。 

○能勢健康企画課長  健康企画課でございます。先ほどの「看護人材の確保・定着の促進」

のところです。「青葉看護専門学校の運営支援」の具体的な内容といたしましては、この度、病

院局から看護師を講師として青葉看護専門学校へ派遣するということで、そういった連携を始

めたところでございます。それから「新卒看護師の市内就職の促進」に関しましては、これか

ら医療機関、看護協会などの関係機関と協議して、具体的な内容については検討していきたい

と考えております。以上です。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。将来像ということで、まだ具体的にはなら

ない部分がたくさんあると思います。将来の姿として、時間が進むとともに新しい施策が出て

きたりするので、このシステムの姿も少しずつ変わってくるのではないかと思って聞いており

ました。 

 他にどなたか。はい、どうぞ。こちらのお二人の手が挙がっています。どちらでも結構です。

お名前を言ってください。今、マイクが行きます。 

○清水（伸）委員  所属は千葉市老人福祉施設協議会 代表の清水でございます。ただいまご

説明いただきました資料２－１の１ページ「４ 取組み方針」（３）介護基盤の整備について、

質問させていただきます。中ぽつの１「介護保健施設等の適正な整備」には特養も入っている

と思いますが、直近の行政の報告によりますと、特養の待機者は約 1,700 人と言われておりま

す。この調査での数字の取り方ですが、「各施設の待機者」」ということで控えているのですが、

今日はこども未来局の職員もいるというので、ちょっと併せてお伺いしたいのです。 

 待機児童につきましては、第１希望以降、第７位や第８位まであると聞いていますが、第１

に入れない場合は、申込者の親御さんに聞くと「以降は待機児童から外れる」ということです

が、これでよろしいのか、まず併せて聞きたいのです。 

 その一方で特養待機者については、問い合わせをして、申し込みをして待機している状況に

おかれましては、第１、第２でもいいのですが、「まだ入りたくない」という場合などについて

は、そのまま待機者数に残るということなのです。そうなりますと、適正な整備量を把握する

には、いささか問題が生じているのではないかと日頃から思っています。この場を借りて、ち

ょっとご質問したいと思います。 

○野尻委員長  はい、どうぞお答えを。どなたでもいいですが。 

○山田こども未来局長  こども未来局の山田でございます。待機児童のご質問がございまし

た。２年連続待機児童ゼロでしたが、今年は残念ながら 11 人の待機児童を出してしまいました。

待機児童の数え方ですが、これは国の基準に沿っています。例えば、第１希望の保育所しか希

望しない方とか、他に入れるところがあり斡旋したのにも関わらず行かない方とか、そういう

方については待機児童の数から抜くことになっております。 

○野尻委員長  はい、よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、お答えをどう

ぞ。 

○鳰川高齢障害部長  高齢障害部です。特養待機者の数値の取り方を説明しますと、１万人

以上ということですが、市の方で名寄せを講じた結果が約 1,700 人ということです。今、清水

委員が発言されたように、確かにその 1,700 のうち「まだ特養に入りたくない」という方も実

際にはカウントに入っていると思います。これは、施設側でどういった申込み状況としている

かが非常に重要です。 
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 ですから、できましたら老人福祉施設協議会等を通じまして、「実際の待機者状況がどうなっ

ているか」等を、改めて協議させていただくと事務局側としても助かります。お願いいたしま

す。 

○清水（伸）委員  ありがとうございました。当会におきましては、正確な数字を再度調査

したいと思います。 

○野尻委員長  わかりました。正確な数字となると、なかなか出しづらいということでしょ

う。はい、わかりました。もう 1 人、はい。 

○神山委員  千葉県社会福祉士会の神山と申します。二点ほど質問させてください。資料２

－１の３ページ目の下段ですが、地域包括ケアシステムの実現には地域のボランティアとか、

社会福祉協議会といった力が必要不可欠だと考えています。 

 それに関連して、この下から２番目の「千葉市社会福祉協議会の体制・能力の強化」という

ところで、この中で「法人会計全体における自主財源の割合を 10％にする」と書かれておりま

す。市として期待する「自主財源で」というのは、どういったことを期待して 10％という数値

を設けたのか、それを伺いたいのが１つです。 

 もう１つはその下の「あんしんケアセンターの機能強化」というところです。24 か所から 36

か所への増設が計画されて、早速６月に公募が公表されていると思います。具体的な数値とし

ては公表できない部分もあるかとは思いますが、この 36 か所の増設が実現可能な応募状況であ

るのかどうか、お聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。 

○野尻委員長  はい、事務局の方でご回答をよろしくお願いします。はい、どうぞ。 

○鳰川高齢障害部長  高齢障害部長の鳰川です。社協の自主財源の関係ですが、お手元に中

長期指針の部分をお配りしていますが、その中の 51 ページにあまり明確には書いておりません

が、千葉市社協については市の補助金や受託金の部分が非常に大きいといった中で、法人とし

て自立できる自主事業を展開していただき、自主財源の確保に努めていただきたいということ

です。ですから、これはあくまでも目標値を示したものであって、この実現に向けて、社会福

祉協議会さんに努力いただくということでございます。 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

○富田地域包括ケア推進課長  地域包括ケア推進課でございます。「あんしんケアセンター・

地域包括支援センターの増設」について、ご質問にお答え申し上げます。おっしゃっていただ

きましたとおり、６月から公募を開始しておりますが、こちらの中長期的な指針に掲載した目

標数は、平成 37 年度をめざした数値になっております。 

 現在、公募をかけておりますのは、出張所２か所を含む 30 か所ということで、来年４月に増

設後のスタートという予定にしております。現在は審査中ですのであまり詳細に申し上げるこ

とができませんが、30 か所のセンター確保については実現できるものと考えております。以上

でございます。 

○野尻委員長  はい、よろしゅうございますか。だいぶ質問を活発にいただきありがとうご

ざいました。まだあるかもわかりませんが、もう一方。 

○平山委員  老人保健施設連絡協議会の平山ですが、６ページの真ん中に「在宅医療・介護

連携支援センター(仮称)」というのが出ていますが、もう少し説明していただけませんか。 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

○富田地域包括ケア推進課  地域包括ケア推進課でございます。６ページのイメージ図の中
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に「在宅医療・介護連携支援センター(仮称)」と書いてございますが、これについて「もう少

し詳細な説明を」というご質問ですので、お答え申し上げます。 

 「在宅医療・介護連携支援センター(仮称)」と言いますのは、厚生労働省が現在「在宅医療・

介護連携推進事業の手引き」というものを示しております中に、平成 30 年度にこのような連携

を支援するための組織をつくるべきであるということを示したものでございます。 

 本市におきましても、在宅医療・介護の連携支援が必要だと思っておりまして、千葉市医師

会にお願いして設置いただいた「在宅医療推進連絡協議会」の中で、現在、あり方について検

討を進めているところでございます。まだ詳細に申し上げることのできる内容がないのが現状

ですが、主として、地域で活動されている医療・介護専門職への専門相談に応じたり、必要な

連携先を紹介してつなぐような役割を担うセンターと認識し、協議を重ねているところでござ

います。以上でございます。 

○野尻委員長  よろしゅうございますか。ありがとうございました。それでは、次に進みた

いと思います。議題（６）「平成 27 年度審議事項及び平成 28 年度開催予定について」というこ

とで、これも事務局から説明をお願いします。 

○若菜保健福祉総務課長  保健福祉総務課でございます。着席してご説明させていただきま

す。専門分科会等における「平成 27 年度審議事項及び平成 28 年度開催予定」についてご説明

いたします。資料３をお手元にご用意いただければと思います。よろしいでしょうか。 

 はじめに、「平成 27 年度千葉市社会福祉審議会 専門分科会等における審議事項」ですが、１

ページから４ページまでに、平成 27 年度に行われた各分科会等の審議事項内容を掲載しており

ます。こちらは説明を省略いたしますので、後ほどご確認いただければと存じます。 

 続きまして、平成 28 年度の各専門分科会等の開催予定について、ご説明いたします。最終の

５ページをお開きください。「１ 千葉市社会福祉審議会」は、本日のこの会議のことでござい

ます。 

 「２ 民生委員審査専門分科会」でございますが、こちらは今年度３回の開催を予定しており

ます。開催時期はご覧のとおりで、既に第１回は４月 28 日に開会しております。内容といたし

ましては、千葉市民生委員推薦会から推薦を受けた「民生委員・児童委員候補の適格性」につ

いてご審議をいただく予定でございます。なお、民生委員・児童委員につきましては、本年 12

月に改選がございます。 

 次に「３ 身体障害者福祉専門分科会」は１回の開催予定で、身体障害者福祉に関する事項に

ついてご審議をいただくものでございます。３－１同審査部会は２回の開催予定でございまし

て、第１回は８月８日(月)の専門分科会終了後に開催いたします。内容としましては、身体障

害者手帳の交付申請の際に医師の発行する診断書が必要になりますが、その医師の指定などに

ついてご審議いただく予定でございます。 

 次に「４ 高齢者福祉・介護保険専門分科会」は２回の開催予定でございます。第 1 回は７月

26 日(火)に開催いたします。「第６期高齢者保健福祉・介護事業計画の進捗等について」等を

ご審議いただく予定です。４－１あんしんケアセンター等運営部会は５回の開催予定でござい

ます。第２回を８月１日(月)に開催いたします。こちらでは「あんしんケアセンター増設」「地

域密着型サービス事業者の公募、選定、指定等」について、ご審議いただく予定です。 

 「５ 地域福祉専門分科会」は３回の開催予定でございます。第１回を７月 27 日(水)に開催

いたします。こちらの分科会では「第４期千葉市地域福祉計画の策定方針（案）」などについて、
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ご審議をいただく予定です。 

 「６ 児童福祉専門分科会」は３回の開催予定でございます。「千葉市こどもプランの進捗管

理の方法について」等をご審議いただく予定です。６－１同処遇検討部会は児童の処遇に関す

る案件をご審議いただくもので、必要に応じて開催する予定でございます。６－２同設置認可

部会につきましては、８回の開催予定でございます。「保育所等の整備運営事業者の審査」をし

ていただく予定ございます。 

 「７ 社会福祉法人・施設専門分科会」は３回の開催予定でございます。第１回は８月 18 日(木)

と８月 19 日(金)の２日間にわたって開催いたします。内容としましては、「特別養護老人ホー

ムの整備事業者の選定について」等をご審議いただきます。 

 最後になりますが、今年度は委員改選の年であることから、今後、最初に開かれる各専門分

科会及び部会におきましては、分科会長及び部会長の選任、また、それぞれの職務代理の選任

を行っていただくことになります。なお、表の下に記載しておりますとおり、開催時期及び審

議事項等は変更する場合がありますので、予めご了承ください。詳細な日程等については、各

専門分科会より通知させていただきます。専門分科会等における「平成 27 年度審議事項及び平

成 28 年度開催予定」について、説明は以上でございます。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。ご存じだと思いますが、分科会や部会で決

めたことが、この本会議での決定となるわけです。ですから、この会議は年 1 回ということで

す。あとは全部分科会で決めていただいて、審議いただいて、それがこの審議会の決定になり

ます。また、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。ご発言が特別なければ、以上で議題（６）

を終わりにします。 

 最後に、「その他」ということですが、事務局より配付資料確認の際にご案内した『やさしい

気持ち』という小学生向けの福祉冊子について、社会福祉協議会の土屋委員からご紹介いただ

きたいと思います。それでは土屋委員、よろしくお願いいたします。 

○土屋委員  社協の土屋でございます。お疲れのところ、少しばかり時間を拝借したいと思

います。お手元に『やさしい気持ち』という絵本があるかと思いますが、この度、私ども社協

の方で千葉市や千葉市の教育委員会、今日おいでの畔上委員や介護事業所の方々等、いろいろ

な方にご協力をいただいて、こういう本を作ってみました。 

 そもそもの動機ですが、社協の中には「福祉人材の育成」という仕事が、実は位置づけられ

ております。最近、私をはじめとして、やはり介護福祉士が足りないとか、保育の現場では保

育士が足りないとか、いろんな声が寄せられ、私たちもそれを聞いております。 

 また、一方では子どもたちが将来何になりたいとか、そういう人気ランキングの中に福祉の

仕事を見出すことができないのは、皆さんもご存じだと思います。また、一方で、最近は都市

化とか核家族化等の影響によりまして、例えば子どもたちがお祖父ちゃんやお祖母ちゃんと一

緒に暮らすとか、兄弟同士で何かを譲り合ったり助け合ったりする機会も、昔と比べれば非常

に減少しています。 

 そういうことを踏まえまして、いろいろと福祉人材の対応は幅広いのですが、とりあえず「最

初にできることは何か」と考えた時に、小さい子どもたちに人を思う心とか、周りの人を意識

する気持ちを少し抱かせることができないかと思いました。いろいろと学校の先生方と相談し

たら、そういう年次は小学校４年生ぐらいが一番ふさわしいそうです。そこで、皆さんといろ

いろご議論をしながら、この本を作ってみました。実は、市内で小学４年生は約 8,000 人いら



- 17 - 

 

っしゃいますので、５月の下旬に市内の小学４年生 8,000 人の皆さんにお一人ずつ届けました。 

 学校現場では教育委員会さんの方で、今は「道徳」という時間があるのでしょうか、そうい

う時間の中でいろいろご活用いただくことになっております。実際に始まるのは 6 月でも、来

週から夏休みですから、本格的に使われるのは夏休み後かと思います。そういうことで、社協

としても学校現場のご協力をいただきながら、こういうものを毎年繰り返して子どもたちに使

っていただければと思っております。小学校の動向を見て、上手くいけば中学生版を作るのも

次のステップかと考えております。 

 それともう 1 つですが、この冊子の一番最後の方を見ていただくと、実は赤い羽根の共同募

金によってこれを作っております。ここで、説明方お願いですが、実は赤い羽根の共同募金と

いうのは、ここ数年全国的に募金額が減少しております。私たちは、皆さんからいただいた募

金はしっかり有効に大切に使わせていただくことをお約束します。ちょっとまだ早いのですが、

10 月からは赤い羽根の一般募金が始まりまして、12 月からは歳末の募金も始まります。今日お

越しの皆さんには、また 10 月から昨年以上にご協力いただくことをお願い申し上げまして、私

の説明とさせていただきます。以上でございます。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。ちらっと見ても、楽しそうな内容でわかり

やすく良い教材になりそうだと感じておりました。これに対して何かコメントなどございます

か。いま急にきたので、なかなか質問できないと思いますが。 

 はい、どうぞ。 

○藤森委員  遡った質問で恐縮ですが、ホームレスについて質問してよろしいですか。 

○野尻委員長  はい、そうですか。では、特別に遡って。はい。 

○藤森委員  千葉市老人クラブ連合会の藤森です。結論はですね、ここで言うホームレスは

どういう定義かわからないので、とんでもない質問をするかもしれません。私は若葉区に住ん

でいますが、俗に言うホームレスの方が住まわれている施設が、景気良く次々とできているの

です。若葉区のホームレスの人数を見ると、私が頭で描くよりもはるかに少ないので、ちょっ

とイメージとしてホームレスの定義がよくわからないことが１つです。 

 ２つ目は、ホームレスも住民ですのでいろいろな関係で会うことがあるのですが、ホームレ

スの方がいただいている生活保護のお金と、実際に手取りになるお金という話もいろいろ聞き

ます。私はほとんど聞いていますが、それを商売としている不動産屋さんに相当のお金を取ら

れているので、自分の手元に残るお金は微々たるものです。 

 この人たちの中には、本当に働こうという気のある人とない人とがいるので、そんな状況か

らホームレスの統計を初めて見せていただいたのですが、ここで言うホームレスの定義を教え

ていただきたいと思います。 

○野尻委員長  はい、わかりました。どうぞ。 

○石渡保護課長補佐  よろしいですか。保護課でございます。今回の計画におけるホームレ

スの定義につきましては「都市公園、河川、道路、駅舎、その他施設を故なく起居の場として

日常生活を営んでいる方」ということです。先ほどお尋ねのアパートや施設等に入っている方

ではなくて、この計画では公園や駅にいらっしゃる方々をホームレスとして定義してございま

す。それが一点目です。 

 それから、二点目のお尋ねです。施設とおっしゃっていましたが、たぶんホームレスの方と

か、生活保護を受けている方々が住んでいるアパートでしょうか。 
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○藤森委員  アパートが多いですね。 

○石渡保護課長補佐  アパートが多いのですか。そうすると比較的低額の家賃で、生活保護

の限度額の中で住むことができるアパートに、ホームレスであった方が生活保護を受けて住み

出したりとか、そういうことが多く実際には起こっているようです。 

 それで、そうしたアパートの中には、入居者の方と身辺の管理や食事の提供などの契約を別

途結んで、その経費を受給者から貰っているところも無きにしもあらずということですが、そ

の契約内容が適切かどうかは非常に判断の難しい部分でございます。ご本人が納得してそうい

う契約をされてしまった方ですと、生活保護実施部門としては「そういう契約をしてはいけま

せん」ということはなかなか言えません。そういう現実の中で、いろいろなパターンの契約で

手取りがあまり無い方もいらっしゃることは聞いております。そんな感じでよろしいでしょう

か。 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。追加のご質問もよろしゅうございますね。

それでは、委員の皆様方のおかげをもちまして、円滑にかつ活発に議論が進みまして、誠にあ

りがとうございました。なお、本日の会議の議事録作成につきましては、事務局及び委員長に

ご一任願います。 

 以上で、平成 28 年度 第１回千葉市福祉審議会を閉会といたします。 

 この後は、事務局にお返します。 

○仁保健福祉総務課長補佐  皆様におかれましては、長時間にわたりご審議いただきまして、

誠にありがとうございます。最後に一点、事務連絡をさせてください。マイナンバーの関係に

なります。マイナンバーにつきましては、先ほど受付の際にご案内を差し上げたところです。

個人名を申し上げますが、今田様と新見様におかれましては、この後こちらでお手続きをさせ

ていただきます。大変恐縮ですが、お立ち寄りいただきますようお願いいたします。 

 それから、本日お手続きのできなかった方ですが、この社会福祉審議会の専門分科会や、そ

の他千葉市のいろいろな審議会に委員として着任されている方につきましては、その事務局か

らマイナンバーの手続きについてご案内があるかと思います。ご協力いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。以上でございます。 

 それでは、お忘れ物がないよう、安全にお帰りいただきますようお願いいたします。本日は

誠にお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

 

  

 


