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平成２７年度第１回千葉市社会福祉審議会 議事録 

 

１ 日時：平成２７年７月３日（金） 午後７時～ 

 

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、池田孝子委員、岩井雅夫委員、岡本博幸委員、小野満佐子委員、 

   金親肇委員、金子充人委員、神山裕也委員、木村章委員、鴻﨑豊隆委員、上妻陽子委員、 

   今田進委員、佐々木喜代枝委員、重田清江委員、清水伸一委員、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、玉井美知子委員、土屋稔委員、手島英男委員、中澤潤委員、西尾孝司委員、 

   西島浩委員、野尻雅美委員、畠山一雄委員、林淳一委員、日比野久美子委員、 

   平山登志夫委員、広岡成子委員、福留浩子委員、藤澤俊一委員、藤森清彦委員、 

   細野雅子委員、松崎泰子委員、松薗祐子委員、森山和博委員、矢澤孝文委員、 

   余語一晃委員 

 

（２）事務局 

   保健福祉局 

    田辺保健福祉局長、岡部保健福祉局次長、大木高齢障害部長、矢澤保健福祉総務課長、 

    大塚地域福祉課長、市原保護課長、富田地域包括ケア推進課長、能勢健康企画課長、 

    鳰川高齢福祉課長、八巻高齢施設課長、須田介護保険課長、柏原障害者自立支援課長、 

    根岸障害福祉サービス課長、佐藤精神保健福祉課長、井上こころの健康センター所長 

   こども未来局 

    松浦こども未来部長、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、佐々木保育支援課長、 

    秋庭保育支援課幼児教育・保育政策担当課長、若菜保育運営課長、高須児童相談所長 

 

４ 議題： 

（１）議事録の公表方法 

（２）専門分科会等における平成２６年度審議事項及び平成２７年度開催予定  

（３）支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画） 

（４）千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）  

（５）第３次千葉市障害者計画及び第４期千葉市障害福祉計画  

（６）千葉市こどもプラン 

（７）（仮称）千葉市ひきこもり地域支援センターの設置  

 

５ 会議の経過： 

（１）開会（事務局） 
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（２）開会挨拶（保健福祉局長） 

（３）①委員紹介（新任委員） 

   ②事務局職員紹介（部長以上） 

（４）議事 

 

○野尻委員長  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）「議事録の公表方法」です。はじめに事務局から説明をお願いいたします。 

 

○矢澤保健福祉総務課長  保健福祉総務課の矢澤でございます。よろしくお願いいたします。

申し訳ありませんが、座って説明させていただきたいと思います。 

 それでは、資料の１「議事録の公表方法について」を、お願いできますでしょうか。今回の

改正の趣旨ですが、審議の透明性向上を図る観点から、千葉市社会福祉審議会の議事録におい

て「○○委員」等、個人名を記載するよう改めるものです。また、市職員出席者につきまして

も「○○課長」等、役職名に加え個人名を記載しようとするものでございます。具体的に申し

上げますと、新旧対照表の方になりますが、こちらの方で「改正前」と書いてあるものは、現

在の議事録の様式となっております。 

 ３の「出席者」のところですが、現在も「出席者」の欄には「○○委員」ということで、ま

た事務局もそれぞれ役職名の前に、私であれば「矢澤保健福祉総務課長」というように、出席

者のところには入っておるわけです。しかし、６の「会議の経過」は具体的な審議の内容です

が、その場面のところでは「委員長」であったり、それぞれの所属名のみの記載となっており

ます。 

 改正後をご覧いただきたいのですが、先程の６の「会議の経過」になりますが、具体的に例

えば委員長であれば「野尻委員長」、私であれば「矢澤保健福祉総務課長」という形で、委員

の方のお名前と職員の名前を記載しようとするものでございます。 

 理由でございますが、本日の会議は言うまでもなく、公開の会議となっております。また、

本日傍聴の方はいらっしゃっておりませんが、傍聴も可能な会議となっておりますことから、

この部分を記載しないことにつきまして、なかなか説明が困難な状況となってきております。 

 なお、ちなみにと言いますか、本審議会の分科会「高齢者福祉・介護保険専門分科会」であ

ったり「地域福祉専門分科会」におきましては、すでに会議録の記載については６の「会議の

経過」の部分も含めて、お名前が入っている状況となっております。他の審議会等と比べて、

若干遅れてしまった感は無いわけではないですが、今回改正をしたいということでのご提案で

ございます。 

 最後に今回の改正につきましては、本日の会議の時から適用させていただきたいと考えてお

ります。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。ただいまの発言に対しまして、どなたか質

問やご発言がありますでしょうか。 

 他の会議も大体そういう方向に行っているようですね。ということで、この会議も年に１回

しかないわけです。他の会議でもいくつか先行しているようですから、今回ここでご発言の場



- 3 - 

 

合もお名前をはっきり言っていただいて、簡潔に発言し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。 

 それでは、続きまして議題（２）「専門分科会等における平成 26 年度審議事項及び 27 年度

開催予定」について、引き続き事務局から説明をお願いいたします。 

 

○矢澤保健福祉総務課長  保健福祉総務課でございます。また、座ってご説明させていただ

きます。ありがとうございます。 

 それでは、専門分科会等における平成 26 年度審議事項及び平成 27 年度開催予定について、

ご説明させていただきたいと存じます。お手元の資料２「専門分科会等における平成 26 年度審

議事項及び平成 27 年度開催予定」について、ご覧いただけますでしょうか。 

 はじめに「平成 26 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」でございま

す。１「民生委員審査専門分科会」では、民生委員・児童委員候補者の適否について審査をし

ていただきました。 

 民生委員・児童委員は、市内に 77 地区ある「千葉市民生委員推薦準備会」から推薦を受けた

方について、民生委員推薦会を経て、当分科会で審査した後、市長が厚生労働大臣に推薦し、

委嘱されるものとなっております。 

 本市の委員定数は、1,487 人となっております。平成 27 年６月１日現在の委員数は 1,456 人

でございます。委員任期は３年となっておりまして、平成 25 年度は 12 月１日付けで委員任期

満了による一斉改選があったわけですが、平成 26 年度につきましては、欠員補充に関する審査

が行われたところでございます。分科会を４回開催し、審査件数は 51 件となっております。ま

た、審査の結果すべての案件について「適任」となっております。 

 次に２「身体障害者福祉専門分科会」ですが、昨年度は開催をしておりません。次に２－１

「身体障害者福祉専門分科会 審査部会」でございます。こちらは「身体障害者福祉法第 15 条

第１項の医師の指定」について審査をしていただきました。昨年度は部会を２回開催し、審査

件数 71 件のうち、新規の指定が 62 件、診断項目の追加や変更が８件でございました。なお、

この指定医は、身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師

となっておりまして、平成 27 年３月１日現在、市内で 1,408 人が指定されております。 

 ２ページをお願いいたします。次に、３「高齢者福祉・介護保険専門分科会」でございます。

当分科会は、高齢者福祉及び介護保険事業の運営に関する事項について、審議を行っておりま

す。昨年度は分科会を５回開催し、平成 27 年度から 29 年度を計画案としている「千葉市高齢

者保健福祉推進計画（第６期介護保険事業計画）」について、ご審議をいただいたところでご

ざいます。 

 続いて、３－１「高齢者福祉・介護保険専門分科会 あんしんケアセンター等運営部会」でご

ざいます。昨年度は６回開催し、地域包括ケア推進に向けたあんしんケアセンターの取組み等

についてご報告させていただいたほか、地域密着型サービス事業者の選定などについて審議し、

６事業者を選定していただいたところでございます。 

 ３ページをご覧ください。４「地域福祉専門分科会」でございます。当分科会は地域福祉に

関する事項について審議を行っており、昨年度は３回開催しております。昨年度、分科会では

地域住民、事業者、活動団体、行政などがお互い協力して地域で支え合い、助け合うまちをつ

くっていくため、平成 27 年度から 29 年度を計画期間とする「支え合いのまち千葉 推進計画（第
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３期千葉市地域福祉計画）」について、ご審議をいただいたところでございます。 

 続いて、５「児童福祉専門分科会」でございます。昨年度は５回開催し「千葉市こどもプラ

ン」の策定や「里親の認定」などについて、ご審議をいただきました。千葉市こどもプランは

計画期間が平成 27 年度から 31 年度となっております。「里親認定の適否」でございますが、

里親になることを希望される方は、市に申請し、市長からの認定が必要となっております。こ

の認定につきましても、当分科会で審査していただいております。昨年度は、養育里親に係る

審査が５件、親族里親に係る審査が２件、養子縁組里親に係る審査が３件、計 10 件の審査を行

い、すべて認定となっております。 

 ４ページをご覧いただけますでしょうか。５－１「児童福祉専門分科会 処遇検討部会」でご

ざいます。昨年度は開催しておりません。続きまして、５－２「児童福祉専門分科会 設置認可

部会」でございます。児童福祉に関する社会福祉法人の設立、児童福祉施設及び家庭的保育事

業等に関する事項の調査審議を行っており、昨年度は６回開催いたしたところでございます。

平成 26 年９月１日に新設の部会であることから、部会長等の選任を行ったほか、小規模保育事

業等を実施する事業者の選定審査等を行いました。 

 続きまして、６「社会福祉法人・施設専門分科会」でございます。社会福祉法人の設立認可、

市が助成する社会福祉事業の用に供する施設及び介護老人保健施設の整備を行う事業者の調査

審議を行っており、昨年度は３回開催いたしました。こちらも新設の専門分科会であることか

ら、専門分科会長の選任、関係する要綱の整備を行ったほか、地域密着型特別養護老人ホーム

の整備を行う事業者の選定等を行いました。 

 続きまして、平成 27 年度の各専門分科会等の開催予定でございますが、次ページに開催時期

と審議内容を掲載してございますので、後ほどご確認いただければと存じます。 

 「専門分科会等における平成 26 年度審議事項及び平成 27 年度開催予定」についての説明は、

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。ご報告をいただいたわけですが、何か説明

に対して、質問だとかご発言はございますか。これも無いようですね。 

 私は、第１の議題を皆さんにお諮りしないで飛ばしてしまいましたが、議題１の公開のこと

について、賛成していただけますね。 

 よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほど閉じてしまいましたが。この第２の議題は、もう本当に報告事項だけのようでござい

ますから、よろしゅうございますね。 

 それでは、議題（３）「支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画）」の計

画書の説明についてお願いいたします。事務局、どうぞ。座ったままで結構です。 

 

○大塚地域福祉課長  地域福祉課長の大塚でございます。私からは、昨年度、地域福祉専門

分科会でご審議いただき策定しました「支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉

計画）」の概要についてご説明をいたします。失礼して座って説明させていただきます。 

 Ａ３版の資料３をご覧ください。なお、計画書の冊子については、委員の皆様に事前に送付

させていただいております。 

 本市では、市民と行政が連携・協働して、地域で支え合う仕組みづくりを推進するため、社
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会福祉法の規定に基づき、「支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画）」を

策定いたしました。記載のとおり、全体で７章立てで、プラス資料編という全体構成となって

いますが、第３章の欄に計画の概要をまとめてありますのでご覧ください。 

 まず、「１ 計画の基本的な考え方」ですが、計画目標を「ともに支え合う地域福祉社会を

創る」としております。この計画目標に基づき、市民と行政が連携・協働して地域で支え合う

仕組みづくりを推進し、すべての市民が住み慣れた地域で、安心して自分らしく暮らせる地域

社会の実現を目指すこととしております。 

 次に、「２ 計画の特徴」ですが、４点記載しております。１点目として「支え合い」や「市

民主体のまちづくり」などのイメージを市民の皆様に発信できるよう、計画タイトルを「支え

合いのまち千葉 推進計画」としました。２点目として、地域住民等が主体となった取組みであ

る共助と市の取組みである公助を１つの計画の中に一体的に定め、地域と市が連携・協力して

計画を推進することとしました。３点目として、第６章の欄に記載してあるとおり、共助の取

組みを９のテーマに分類し、テーマごとに地域、市、市社協の取組みを関連づけて提起しまし

た。４点目として、共助の取組みを「各区の支え合いのまち推進計画」と位置づけたうえで、

区計画の重点取組項目を社協地区部会のエリア単位で定め、社協地区部会が中心となり、地域

住民等がその推進に努めていただくこととしました。 

 次に、「３ 施策の体系」ですが、各論として第４章に公助の取組みである「市の取組み」

を、第５章に共助の取組みである「地域の取組み」を定めました。第４章の「市の取組み」は、

社会福祉法で規定されている地域福祉計画に定めるべき事項を、７の施策の方向性と 18 の取組

項目に整理しました。第５章の「地域の取組み」は、先程お話したとおり、地域住民等が主体

となった共助の取組みを「区支え合いのまち推進計画」として位置づけたもので、各区の地域

福祉計画推進協議会において、内容について協議し決定していただいたものです。 

 最後に、「４ 計画期間」ですが、平成 27 年度から 29 年度までの３年間といたしました。

説明は以上です。 

 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。行政と地域と一体となって「支え合いのま

ち千葉」を推進していこうということで、わかりやすく説明していただいたと思います。それ

では、どなたか質問やご発言がありましたら、どうぞよろしくお願いします。 

 ありませんか。「いい加減な発言はできない」ということになのかもしれませんが、どうぞ

気軽にやってください。では、また時間が余りましたら振り返るということで、最後に質問し

ても構いません。 

 それでは、議題（３）「支え合いのまち千葉 推進計画（第３期千葉市地域福祉計画）」を終

了させていただきます。 

 引き続きまして、議題（４）「千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）」につ

いて、事務局から説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

○鳰川高齢福祉課長  高齢福祉課の鳰川です。私の方からは、高齢者の計画、介護保険の事

業計画について、説明をさせていただきます。座って説明をいたします。 

 お手元の資料４をお願いいたします。 

 まず、策定までの経過でございます。これは特に記載がございませんが、この社福審の高齢
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者福祉・介護保険専門分科会は、年５回にわたりご審議をいただいたところです。分科会委員

の皆様には様々な意見をいただき、ありがとうございます。この場をお借りして、お礼を申し

上げたいと思います。また、広く市民の方からご意見をいただくということで、パブリックコ

メントの手続を昨年 12 月 15 日から本年１月 14 日まで実施して、ご意見をいただいているとこ

ろです。 

 それでは、計画の概要についてです。まず、「１ 計画策定の趣旨」では「高齢者が心豊か

に暮らせる長寿社会を創る」を目標とし、可能な限り住み慣れた地域で高齢者が自立した生活

を送れるよう、その人の状態に応じて、医療、介護、予防、住まい、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・強化を図ることに重点をおき、介護保険事

業の適切かつ円滑な運営と、各種保健福祉施策を推進するため、本計画を策定したところです。 

 次に「２ 計画の位置づけ」につきましては、記載のとおりでございます。次に「３ 計画

期間」です。平成 27 年度を初年度といたしまして、29 年度を目標年度とする３か年となって

おります。 

 次に、右側の上ですが「高齢者人口の推移」を示してございます。本市における平成 26 年９

月末現在の総人口を上の方に 961,000 人、その下に 75 歳以上が 95,000 人、65 歳から 74 歳ま

でが 130,000 人となっております。75 歳以上につきましては、今後増加いたしまして平成 37

年度 176,000 人、一方で 65 歳から 74 歳は平成 37 年度には 110,000 人ということで、平成 27

年度をピークに減少に転じます。また、本市の総人口ですが、平成 32 年にピークを迎えまして、

その後はゆるやかに減少すると見込んでございます。 

 「５ 千葉市の地域包括ケアシステムの姿」ですが、このシステムはあんしんケアセンター

を核としまして、在宅の医療、介護連携の推進、認知症施策の推進、生涯にわたる健康づくり

の推進、生活支援・介護予防サービス等、様々な生活基盤の推進を行うということで、高齢者

の安定した生活基盤をつくるという部分を示しています。これは国の方でもイメージ図はある

のですが、千葉市版のイメージ図としてお示しをしてございます。 

 上半分は「医療連携」を示しまして、中心に「在宅医療」、右側には「急性期医療」、左側

にはこれからますます増えると考えられる「認知症の専門医療」を表現しております。今後、

在宅医療連携拠点を明確に位置づけまして、在宅医療の後方支援を充実させることを考えてお

ります。 

 下半分ですが「地域生活」を表しております。右側には住まいや施設、居宅介護支援事業所

を中心とした主に「介護関連」、左側には「地域の支え合い体制」ということで、生活支援コ

ーディネーターを中心として、様々な社会資源による多様な生活支援サービスを提供する体制

を表現しております。これを実現するために「地域包括ケアシステム」を構築・強化してまい

ります。 

 次のページでございます。計画の「基本目標及び施策の方向性について」でございます。施

策展開の考え方を２つ掲げてございますが、記載のとおりでございます。左の方に基本理念と

しまして「支えあいがやすらぎを生む、あたたかなまちへ」を、基本目標として「高齢者が心

豊かに暮らせる長寿社会を創る」としまして、取組み項目については５つの視点で取り組むこ

ととしております。１つに「地域包括ケアシステムの構築・強化」、２つに「生きがいづくり

と社会参加の促進」、３つに「尊厳ある暮らしの支援」、４つに「介護基盤の整備」、最後に

「介護保険サービスの提供」としております。 
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 この中で大きな四角で囲ってございますが、重点取組項目として「地域包括ケアシステムの

構築・強化」がございます。この中から何点か主な事業を紹介いたしますと、まず、「（１）

あんしんケアセンターの機能強化」です。今後の高齢者人口の増加を踏まえまして、現在 24

カ所となっているセンターを、平成 29 年度には６センターを増設して、30 センター体制で増

幅するとともに、配置職員の人数を計画的に増員してまいります。 

 次に「（２）在宅医療・介護連携の推進」です。訪問診療を行う医師の育成や、市立病院に

よる訪問診療医のバックアップ体制を構築しまして、市民が在宅で医療を受けるための基盤整

備を行います。「（３）認知症施策の推進」です。認知症高齢者やその家族などの在宅生活を

支援するため、認知症に関する正しい知識・理解を深めるための啓発や、医療と連携した早期

発見支援の仕組みづくりを推進します。 

 １つ飛ばしまして、「（５）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進」です。これま

でサービスの種類・内容・単価は、全国一律で提供されてきた予防給付のうち、訪問介護と通

所介護は介護保険法の改正によりまして、今後市町村が地域の実情に応じて、いろいろな住民

主体によって行われるというような見直しが図られております。これは 29 年４月までに新しい

介護予防日常生活支援総合事業に移行するとされております。 

 本市におきましては、現行の訪問介護と通所介護に相当するサービスは維持しつつ、多様な

サービスの担い手となる、地域の人材の育成に取組む生活支援コーディネーターを配置すると

ともに、リハビリテーション専門職を地域の活動の場に派遣するなど、総合事業として新しい

サービスを段階的に開始し、平成 29 年度全面的に移行できるようにしたいと考えております。 

 続きまして、次のページをお願いいたします。「介護保険給付費等の見込みと保険料」の関

係でございます。はじめに、保険料算定の仕組みでございます。介護保険事業計画は３年ごと

に策定いたしますが、計画期間である 27 年度から 29 年度までの３カ年のサービス量を見込み

まして、保険給付等の費用がいくらかかるかを見込みます。その費用を賄うために、65 歳以上

の方々の負担する保険料がどの程度必要となり、一人当たりではいくらになるかといったこと

を算出いたします。 

 「１ 介護保険給付費等の見込み」の「（１）被保険者数、要介護認定者数及びサービス利

用者数の見込み」でございますが、本市の人口推計や、前期計画(第５期計画)期間における要

支援・要介護認定者数の実績を基に見込んだところで、第６期の最終年度にあたる平成 29 年度

には、第１号被保険者数 263,149 人、要支援・要介護認定者数 44,665 人、サービス利用者数

36,307 人となります。 

 次に、「（２）保険給付費及び地域支援事業費の見込み」ですが、第６期の保険給付費は、

第５期の高齢者人口、要介護認定者数、給付実績データ、及び６期の施設整備計画等を勘案し、

推計しております。また、地域支援事業費は、被保険者が要介護状態または要支援状態となる

ことを予防して、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するものですが、

市町村が主体となって行う事業です。これは実績を踏まえて推計してございます。 

 この結果、保険給付費と地域支援事業費を合わせた費用額ですが、合計欄では 27 年度が 610

億 5,100 万円、28 年度 650 億 300 万円、29 年度 697 億 8,400 万円となります。なお、平成 37

年度には 1,000 億円を超えると見込んでおります。 

 次に、右側の２「保険料」です。（１）（２）のとおり、第６期の介護保険料につきまして

は、国の考え方を踏まえまして、低所得者の負担に配慮しつつ、負担能力に応じて保険料を賦
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課するよう、保険料段階の多段階化の維持、及び保険料率の見直しなどを行っております。ま

た、（３）のとおり、本市に設置している介護給付準備基金は、平成 26 年度末時点で約 17 億

円ありましたが、そのほぼ全額を保険料負担軽減に充てるため、取り崩したところでございま

す。 

 第６期の保険料ですが、右側の表の方へ示してございます。段階は現行と同じ 13 段階、中段

の５段階が基準額となりますが、月額で 5,150 円、年額で 61,800 円であります。第５期の前期

基準額である 4,887 円との比較では、月額で 263 円上昇しております。約 5.4％の増です。 

 参考までに全国の平均を申し上げますと、今年４月に厚労省が月額 5,514 円と発表しており

ます。また、高齢化が進展する中で、団塊の世代が 75 歳以上になる平成 37 年ですが、介護保

険料は月額 8,165 円になるとの試算が示されております。 

 最後に、この計画を推進するにあたりまして、在宅医療や介護予防の推進、生活支援サービ

スを担う事業主体の支援体制の充実など、こういった部分を総合的に取組む必要があるという

ことで、本年４月に新たな組織といたしまして、地域包括ケア推進課を設置したところでござ

います。 

 以上、高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）の報告をさせていただきましたが、こ

の計画とは別に、現在団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を見据えまして、中長期的な視点

で市が推進すべき超高齢社会対策の指針ということで、この策定にいま取組んでおります。こ

れにつきましては、当社会福祉審議会高齢者福祉・介護保険専門分科会に諮りまして、委員の

皆様からのご意見をお伺いすることとしております。その際には、よろしくお願いしたいと思

います。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。最後のところは、また 2025 年に向けての課題の 1

つに触れていただきました。いかがですか。ご発言、ご意見がございましたら、どうぞよろし

くお願いいたします。この辺りはいろいろあるのではないかと思います。はい、どうぞ。お名

前をおっしゃってください。 

 

○平山委員  平山ですけれども、２ページの「認知症施策の推進」の中で「認知症初期集中

支援チーム」というようなことが出ていますが、もう少し詳しく説明していただけませんか。 

 

○野尻委員長  はい、わかりました。それでは、どうぞ。説明をお願いいたします。 

 

○富田地域包括ケア推進課  地域包括ケア推進課の富田でございます。ご説明させていただ

きます。失礼ですが、座らせていただきたいと存じます。 

 「認知症初期集中支援チームとは、どのようなものか」というご質問でございますが、この

チームは、厚生労働省が全国に広めようとしているものでございます。 

 設置の目的といたしましては、認知症の方が住み慣れたご自宅にいらっしゃる状態で、長く

安心して住み続けることができるように支援をさせていただくチームでございます。 

 チームの構成員として厚生労働省が指定をしてございますのが、まず、介護と医療の国家資

格を有する者が含まれていること。これは医療、介護それぞれ１名ずつが最低要件となってお

ります。そして、認知症の専門医である協力医を置くこととなってございます。 
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 そして、本市の場合には、現在昨年の 10 月から千葉市中央区の一部地域で、一部と言います

のは「あんしんケアセンター中央、新千葉、千葉寺」の３つの日常生活圏域となりますが、こ

こでモデル的に活動を開始したところでございます。チーム自体は、市内の訪問看護ステーシ

ョンの中に置かせていただいております。チームの構成員は、訪問看護師１名と認知症のリハ

ビリテーションの経験がある作業療法士１名という構成員で、認知症専門医による支援を受け

て活動を行っております。 

 内容といたしましては、まず、あんしんケアセンターから「医療的なケアが必要になると思

うので、チームに関わりを持ってほしい」という推薦のようなものをもらいまして、そして、

チームの中で優先順位を決めて順に訪問をするという形で、その認知症が疑われる方のご自宅

を訪問させていただきます。まずはいろいろな聞き取り調査を行って、本当に認知症なのかど

うかという見立てを行ってまいります。 

 ＤＡＳＣ(ダスク)という評価ツールを用いまして、いろいろな聞き取り調査をさせていただ

きますとともに、認知症が疑われる方の場合には、認知症の進行によって先々どのような症状

が生じてくる可能性があるのかというようなことを、ご本人様やご家族様にご説明させていた

だいております。その方の住環境の中であらかじめ準備をしておいていただきたいこと、例え

ばまだ機械の操作が十分におわかりになる方であれば、ガスの調理器をやめて、いまのうちに

電磁調理器を導入してはどうかとか、ゆくゆくは小刻みの歩行が症状として現れると思われる

方に対しては、現在のスリッパでの生活をやめていただき、素足あるいは靴下、リハビリテー

ションシューズ等を利用したらどうかという細かい助言を行って、将来の不安軽減に努めると

いったことを行っております。 

 現在はまだモデル的な実施でございますが、ゆくゆくは全市的な活動ができるように、今後

ますます進展させたいと考え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  はい、ありがとうございました。よろしゅうございますか。 

 

○平山委員  はい、ありがとうございました。本当に丁寧なご説明でありがとうございます。

大変な事業だと思うので、また詳しいことを聞かせてください。 

 

○野尻委員長  他にいかがですか。２人挙げました。どうぞ。 

 

○清水委員  老施協の清水でございます。私の方からは、２点ほど質問とご指摘をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、１点目でございますが、この資料４の「５ (千葉市の地域包括)ケアシステムの姿」

のチャート図についてです。千葉市版ということで鳰川課長の大変丁寧な説明がございました。

専門分科会で何点か指摘されていたことが反映されたことは、大変高い評価であるというふう

に私は思っております。 

 この中での関連ですが、高齢者の住まいの「サービス付き高齢者向け住宅」の次の「養護老

人ホーム」は、現在も行政執行という形で「措置」ということですが、この件に関しての入所

判定審査会及び待機者についての実数を、直近でわかる範囲で結構ですのでお願いしたいこと

です。 
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 それから、ページの２枚目です。平成 27 年度から 29 年度の「高齢者保健福祉推進計画」に

「介護基盤の整備」とございます。これは、冒頭に委員長さんの方から 43 万人の待機者及びこ

の先千葉でも 5,000 ベッドが不足するというお話がございました。深刻な問題です。 

 私の方からの指摘でございますが、この「４ 介護基盤の整備」の、とりわけ「（２）介護

人材の確保・定着の促進」については、「介護支援専門員の支援を充実するとともに、介護人

材の確保・定着に努める」というところになりますが、現在でも大変介護人材は枯渇しており

ます。この件について協議会は設置されているのですが、これは県が主導権ということでござ

います。 

 私もその座長を務めさせていただいたこともありますが、いまひとつ推進力に欠けていると

感じております。やはり皆様方の共通認識は、これは取っていただきたいというお願いですが、

これらについてはさらに強化していく必要があることを、一点指摘させていただきます。質問

については、事務局の方にお答えいただければと思います。 

 

○野尻委員長  良いご指摘をいただきました。最初の方の質問にちょっとお答え願います。 

 

○八巻高齢施設課長  高齢施設課長の八巻でございます。すみません、正確な数字がちょっ

といまございませんが、養護老人ホームにつきましては、待機者は現在空きがある状況になっ

ております。 

 

○野尻委員長  特別養護老人ですか。 

 

○八巻高齢施設課長  養護老人ホームです。 

 

○野尻委員長  養護老人ですか。 

 

○八巻高齢施設課長  はい。特別養護老人ホームの待機者数につきましては、４月１日現在

で 2,114 名となっております。 

 

○野尻委員長  待機者ということで、不足しているのですね。 

 

○八巻高齢施設課長  はい。 

 

○清水委員  養護老人ホームは空きがあるということで、理解してよろしいですか。 

 

○八巻高齢施設課長  はい。そういうことでございます。 

 

○清水委員  判定審査会の開催等についてはいかがでしょうか。 

 

○八巻高齢施設課長  年間４回ほど行っております。 
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○清水委員  ありがとうございます。 

 

○野尻委員長  はい。松崎委員さん、お手が挙がっていたと思いますが。 

 お答えの方ですね。はい。 

 

○鳰川高齢福祉課長  高齢福祉課ですが、「サービス付き高齢者向け住宅」の関連でご質問

が出たような気がします。いま、確か千葉市内に 37 カ所ぐらいあると記憶しているのですが、

ここ２～３年で急激に伸びております。入居状態はどうかというと、かなり空いているという

状況です。新設の部分もかなりあるので、募集等を行っている状況ですが、この「サ高住」に

つきましては、今後国の方からもいろいろな指導等が予想されます。そういった中で、市の方

でいろいろとサービスの内容を見ていきたいと考えております。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。よろしいですか。有料老人ホームの話はわ

からないですが、そちらの方にかなり空きがあるということですね。 

 

○松崎委員  有料老人ホームではなくて、サービス付き高齢者向け住宅ですね。それから、

養護老人ホームというのは特養とは別なのですが、養護老人ホームの方に空きがあるというこ

とです。低所得者の高齢者が利用できる余地があるということです。 

 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。松崎委員さん、質問があったみたいですが。

手が挙がっていたのですが。 

 

○松崎委員  私は質問というより感想なのですが、よろしいですか。 

 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

 

○松崎委員  昨年、この第６期の高齢者保健福祉推進計画ならびに介護保険事業計画の策定

をさせていただいた松崎でございますが、ちょっと一言感想を含めてお話したいと思うのです。

この第６期の介護保険事業計画ですが、第６期といいますと、今までは３か年ごとに計画を立

てていたのですが、今回は、今までの平成 12 年以降の介護保険事業計画の中では、私はやはり

非常に最大の転換期の介護保険事業計画だと思っております。 

 それは、平成 37 年度(2025 年)を見据えて、第６期を立てながら、同時に平成 37 年度まで、

団塊の世代が 75 歳の後期高齢者になるところまでを見据えて立てるということです。これは国

の指針だったのですが、その時に千葉市では約 1,000 億の介護保険料の必要量を見込んでいる

ということでした。その中でこの第６期をどういうふうにするのか、第７期をどうするかとい

うことは、本当に大きな問題で大きな転換期だと思います。 

 その中で、特に今回重点的にやったのは、地域包括ケアシステムの構築です。各地域に地域

包括ケアシステムを実施して、実質的にはきちっと機能していくような様々な施策をつくると

いうことです。特に高齢者の場合では、住まいの問題が非常に大きな問題に入ってきます。ま

た、医療・介護、医療保険、介護・リハビリ、介護予防、なおかつ生活支援と住まいというこ
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とで、本当に地域の中で総合的に支えていくようなシステムの構築が、この高齢者保健福祉の

中でも重要な項目になってきたということです。 

 ５回の会議でしたが、いつも９時過ぎぐらいまでかかるような感じで、委員の先生方それぞ

れにも活発な議論をいただきまして、これを策定いたしました。パブリックコメントもそうで

すし、説明会にも伺いましたが、説明会でも第１期の介護保険策定時の説明会と、市民の方の

意識や考え方が非常に変化していると感じたのは、「なるほどそうであれば、地域の中でどう

いうふうに自分たちは支えていく必要があるか」というふうな発言も出ましたので、ずい分と

意識が変わって来つつあると思いました。 

 それから、専門のところでは、先程の介護人材の不足というのは本当に深刻です。実際には

医療もそうですが、施設のキャパシティはあっても担う人がいなくて、それだけの人をケアす

ることができないのです。ですから、ぜひ次の時には、福祉の介護を担う人たちの支援をしっ

かりとしていただきたいのが感想でございます。以上、感想ということで発言させていただき

ました。 

 

○野尻委員長  はい、まとめのコメントのようなものを分科会会長さんからいただきまして、

ありがとうございました。私の危惧していたところも、かなり先進的に千葉市では前向きに先

を見て計画したということです。 

 私から１つ質問ですが、２枚目に「地域包括ケアシステムの構築・強化」という大きな枠で

囲まれて花が咲いているようなものがありますが、その中心になるのは「介護・リハビリ」な

のです。ところが、リハビリというのは、前のページにはあまり入っていないような感じです。

訪問介護とか通所介護であるとか、かなりリハビリが中心になっています。医療で限界がある

のは「介護」か「リハビリ」ということで、花の絵は「介護」と「リハビリ」が中心になって

いるのですが、前の全体のシステムの中では弱いような感じがしたのです。これは、松崎委員

さんからお答えいただいた方が良いのかもしれませんが。 

 

○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の富田でございます。リハビリテーショ

ンにつきまして、最初のページのイメージ図の中に明確に位置づけていないことにつきまして

は、「大変申し訳ございません」と申し上げるしかございません。イメージ図ですので、これ

からますます充実させていきたいと考えているところでございます。機会を捉えまして、リハ

ビリテーションをきちんと位置づけていきたいと思っております。 

 先程、高齢福祉課長からご説明申し上げた次のページで、いま先生がおしゃっていただきま

した植木鉢の絵のあるページでございますが、その右側の「（５）生活支援・介護予防サービ

スの基盤整備の推進」の中に、リハビリテーション専門職を地域活動の場に派遣する事業など

も、来年度に向けて現在検討をしております。決してリハビリテーションを軽視しているとい

うことではなく、重要な取組みの 1 つと考えてございますので、何とぞご容赦ください。 

 

○野尻委員長  わかりました。訪問リハビリ等の場合は、現在もすでに進行中でないかと思

うのです。そういった場合は、入れておいていただいた方が良いのかと思います。「千葉市で
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はもうすでにやっていますよ」ということで。 

 通所リハビリ、訪問リハビリいろいろありますよね。老健の中間施設というとリハ中心です

から、そういう意味でリハを入れておいていただきたかったということで、私が質問させてい

ただきました。 

 はい、何か関連して。関連でも別でもいいですよ。 

 

○武井委員  「千葉市の地域包括ケアシステムの姿」という、このイメージ図なのですが、

イメージ図の中の左下側の方の。 

 

○野尻委員長  最初のページですね。 

 

○武井委員  そうです。この中でわかりにくい言葉がかなり多いので、何でこんな言葉を使

っているのかと感じています。 

 例えば「町会・自治会」と書かれているのですが、千葉市におきましては、ずっと以前から

「町内自治会」という言葉を使おうと、公示されているのです。敢えてこんな言葉が使われて

いることや、すぐに横にある「千葉市社協」はわかりますが「地区社協」とは何を指している

のか、地区部会のことを言っているのか、区の事務所のことを言っているのか、わけがわから

ないです。さらに、その下の方を見ても「地域支援推進員」と書かれてありますが、この言葉

の定義がどこかにあるのでしょうか。 

 ちょっとこれを見ていても、わからない言葉が多いと思われます。何でこんな言葉を使われ

ているのか、ちょっとその辺の説明をしていただきたいと思います。 

 

○野尻委員長  それはあとで整理していただくか、まとめていくとか、何かご意見がありま

したら。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。貴重なご指摘をいただき

まして、ありがとうございます。私どもがこのイメージ図をつくり上げるのに当たりまして、

委員の皆様をはじめとして、さまざまな方々からご意見を頂戴したところでございますが、表

記が正確でないことにつきましては、私の勉強不足というところになろうかと思います。大変

失礼をいたしました。 

 先程のリハビリテーションの位置づけと同様に、今後またきちんと正してまいりたいと思い

ますので、申し訳ございません。表記をするに当たりまして、不勉強な点があったと考えてお

ります。 

 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。貴重なご意見を。 

 

○武井委員  直していただくのはいいのですが、ここに書いてある「地区社協」は何をイメ

ージして書かれているのですか。 

 

○富田地域包括ケア推進課長  こちらは、社協地区部会さんのイメージで書かせていただい
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たものでございます。 

 

○武井委員  それでしたら、もう完全に直さないと、これでは全然違うものになってしまい

ます。 

 

○野尻委員長  わかりました。どうもありがとうございました。他に、何か。 

 はい、どうぞ。 

 

○畔上委員  在宅協の畔上です。私は老人の高齢者の方の部会に属しています。松崎委員長

をはじめとして、私も本当にいろいろな情報を収集しながら、今回「地域支援事業の転換」を

非常に見守っていきたいと思っております。行政の方も大変な時間とご苦労をかけていると思

いますが、これからも情報を共有し合って、良い地域支援事業の落としどころを考えていただ

きたいと思っております。私どもも頑張りますから、よろしくどうぞお願いいたします。 

 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。それではだいぶ長時間を費やしましたが、

これで議題（４）「千葉市高齢者保健福祉推進計画（介護保険事業計画）」を終了いたします。 

 次に、議題（５）「第３次千葉市障害者計画及び第４期千葉市障害福祉計画」について、事

務局から説明をお願いいたします。はい、どうぞ。 

 

○柏原障害者自立支援課長  障害者自立支援課の柏原でございます。私からは議題（５）「第

３次千葉市障害者計画及び第４期千葉市障害福祉計画」につきまして、説明をさせていただき

ます。座って説明させていただきます。 

 なお、本計画につきましては、障害者基本法に基づき、障害者に関する施策の総合的かつ計

画的な推進について必要な事項を審議するために設置しております「千葉市障害者施策推進協

議会」において審議され、平成 27 年３月に策定いたしたものでございます。 

 それでは、お手元の資料（５）「第３次千葉市障害者計画及び第４期千葉市障害福祉計画の

概要」に沿って説明させていただきます。まず、「１ 計画の策定にあたって」ですが、「（１）

計画策定の趣旨」に記載のとおり、障害のある方が地域において自立した生活を送ることを目

指し、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教育、生活環境など幅広い分野を対象とした障

害者施策の総合的な計画を策定するものでございます。 

 次に「（２）計画の位置付け」ですが、障害者基本法第 11 条第３項の規定による「市町村障

害者計画」であり、「千葉市新基本計画」を上位計画とする本市の障害者施策に関する個別部

門計画という性格と、障害者総合支援法第 88 条に位置づけられました障害福祉サービス、地域

生活支援事業の提供体制の確保に関する実施計画という性格を有する「第４期千葉市障害福祉

計画」を、一体的に策定したものとなってございます。次に「（３）計画の期間」ですが、本

計画の期間は平成 27 年度から平成 29 年度までの３か年としてございます。 

 次に、「２ 計画基本理念」です。枠で囲んでいる中に記載してございますように、すべて

の障害者が地域において自立した生活を営む主体であるとの認識に立ち、障害の有無にかかわ

らず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として相互に尊重し合い、人格を認め

合い、そして支え合うことにより、差別や障壁のない、安らぎのあるあたたかな共生社会をつ
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くることを、本計画の基本理念といたしました。 

 次に、「３ 計画の視点」です。４点ございます。１点目は「障害特性を踏まえたライフス

テージの全段階に応じた利用者本位の支援」です。２点目は「誰もが安心して生活し、社会へ

参加していくためのバリアフリー化の推進」です。３点目は「将来を見据えた、障害者の視点

に立った各分野における施策展開」です。４点目は「施策展開における市民参加と協働」です。 

 資料の右側をご覧ください。次に、「４ 基本目標」です。計画の体系として、次の７つの

基本目標を定め、施策を展開するものです。つまりこの計画の各論となるのが、この７本立て

でございます。 

 まず、基本目標１ですが「相談支援の充実」といたしました。なお、この資料には記載して

ございませんが、基本目標１の計画事業といたしまして、障害者相談支援事業や地域自立支援

協議会の運営、意思疎通支援事業などがございます。次に、基本目標２ですが「地域生活支援

の充実」といたしました。計画事業といたしましては、各種の障害福祉サービスや地域単独事

業などがございます。 

 次に、基本目標３ですが「保健・医療の充実」といたしました。計画事業といたしましては、

健康診査や訪問指導、精神科救急医療システムなどがございます。次に、基本目標４ですが「障

害児に対する支援の充実」といたしております。計画事業としては、療育センターの運営、養

護教育センターの教育相談事業などがございます。 

 次に、基本目標５ですが「社会参加の一層の推進」といたしました。計画事業といたしまし

ては、心の輪を広げる障害者理解促進事業や障害者職業能力開発プロモート事業、授産製品の

販売促進、ボランティア活動支援などがございます。次に、基本目標６ですが「生命、身体、

財産の安全確保」といたしました。計画事業といたしましては、災害時における避難支援体制

の強化、障害者虐待の防止などがございます。次に、基本目標７ですが「生活環境の整備」と

いたしました。計画事業としては、障害者住宅改造費助成事業、歩道の改良などがございます。 

 では、資料をめくっていただきまして、裏面をご覧ください。次に、「５ 障害福祉サービ

ス提供の見込量等（第４期千葉市障害福祉計画）」です。まず、「指定障害福祉サービス及び

相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方」についてですが、５つございます。「地域

生活を支える訪問系サービスの充実」「自立した生活を営むための日中活動系サービスの保障」

「地域における暮らしの場の確保」「就労支援の強化」「相談支援体制の充実・強化」として

おります。 

 次に「平成 29 年度までに達成すべき目標」ですが、国が示した指針により、３つの目標を定

めるように規定されております。目標の 1 つ目は「施設入所者の地域生活への移行」です。平

成 27 年度から平成 29 年度までの３年間で、地域生活移行者数を 68 人以上とすることといたし

ました。目標の２つ目は「地域生活支援拠点等の整備」です。障害者の高齢化・重度化や、親

なき後を見据えまして、障害者の地域生活を支援するための、居住支援機能と地域支援機能を

併せ持つ拠点等につきまして、平成 29 年度末までに１か所以上を整備することを目指しており

ます。目標の３つ目は「福祉施設から一般就労への移行」です。福祉施設利用者が一般就労に

移行する目標数といたしまして、平成 29 年度中に一般就労移行者数を 112 人以上とすることと

いたしました。 

 次に、「（３）指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策」、「（４）地域生活支援事

業の実施に関する事項」ですが、指定障害福祉サービスにつきましては添付している次の紙の

平成２７年７月３日 

障害者自立支援課 

資料５ 
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参考資料１に、そして地域生活支援事業については参考資料２に、計画期間中の各事業の見込

量や、確保策等について記載しております。だいぶ数が多くございますので、詳細についての

説明は省略させていただきます。 

 資料１枚目の裏側に戻っていただきまして、最後に(第４期)「計画の推進に向けて」ですが、

関係機関・地域等との連携、当事者の障害者施策への参加、進行管理と評価、計画の弾力的運

用の４つの視点で、計画を推進してまいります。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。どなたかご発言、ご質問はございますか。

はい、どうぞ。 

 

○畔上委員  こういう質問はあれなのですけれど、「障害」という「害」の漢字については、

いまいろいろな論議が出ているのですが、千葉市は「害」の字をお使いになるのでしょうか。

これは基本的なことですので、いま問われていると思います。お考えをお聞きしたいというこ

とです。 

 また、この計画をつくるにあたって、前の障害の方の委員会が一度も開かれていないという

ことについては、この委員会の役割というのは、この策定の中に何か関わるキーというものが

あるのでしょうか。策定までに委員会が開かれていなくても、こういうものができるというこ

とについて「仕組みの中で何かあるのでしょうか」という質問ですが、ちょっと外れています

か。お願いしたいと思います。 

 

○野尻委員長  はい、よろしくお願いします。 

 

○柏原障害者自立支援課長  障害者自立支援課長でございます。順番は逆になりますが、ま

ず計画づくりにあたって、ご説明させていただきたいと思います。 

 先程申しました障害者基本法におきまして、こういった障害者の計画の調査・審議を行うも

のとして「地方障害者施策推進協議会」を設置し、そこで審議するようになっております。こ

の会の会長は、実は入江会長さんにお願いしてございまして、今回の社会福祉審議会のメンバ

ーでも、何人か施策推進協議会に参加していただいております。 

 ですので、今回申し上げました基本法の方が、実はものすごく広い分野にわたって調査・審

議する権限が与えられておりますので、社会福祉審議会ではなく、障害者基本法に基づいた「地

方障害者施策推進協議会」の中で審議・検討し、昨年度におきまして３回にわたる議論を経て、

パブリックコメントを経たのち、今回の策定をしているところでございます。そういった観点

から、社会福祉審議会には３次計画策定後に、このような形で報告をさせていただいていると

ころでございます。 

 ２点目でございます。「障害者」の漢字表記についてでございます。 

 実は、国の方で障害者施策の抜本的な検討ということが行われた時期がございました。その

中で、障害の「害」の字について、ひらがなについては大変いろいろな論議がございました。

障害の「害」の字を、石へんの電気の碍子の「碍」ですね、その部分の議論ですとか、ひらが

なにするとか、また新たに「チャレンジド」という言葉に置き換えたらどうかということで、

４つを中心に様々な議論が障害者当事者団体も含めて、いろいろと議論がされました。 
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 その中で、どれか１つに意見を集約することは大変困難な状況であるということで、国の機

関、審議会の方において、いまのところはもう障害の「害」の字は漢字表記でいくしかないと

いうことで、その結果を踏まえまして「障害者基本法」の改正においても「漢字表記はそのま

ま使う」ということの整理がされております。 

 本市におきましても「障害者基本法」の改正がなされなかったこと、さらに様々な改正や、

変えることよっての事務負担、要は法律上「害」の字が漢字であるにもかかわらず、様々なひ

らがな等も混在するわけでもございますし、国の方では一定の結果が出ているところから、今

後も国の推移を見るべきであると。 

 逆に、障害者の様々な施策が、その後「障害者自立支援法」から「総合支援法」に変わり、

かつ、それがまた３年を目途に、本年度末にはまた結果が出て、次々と改正されていくという

ことです。そういった中で、また状況を見据えて対応してまいりたいと、施策の充実なりに傾

注したいということで、今後も当面の間は「害」の字を、漢字表記で統一させていただきたい

と考えているところでございます。説明は以上でございます。 

 

○野尻委員長  よろしいですか。 

 

○畔上委員  「よろしいですか」という質問で、「よろしいです」と言うのは、非常に寂し

い思いがするのですよね。どこかにやはり失った機能があるとか、代替機能が…。それが「害

する」ではリハビリは通用しないと私は思っておりますので。 

 

○野尻委員長  はい、１つのご意見として聞いておいてください。これも社会福祉審議会の

分科会ではなくて、他の法律の下に行われた報告書と非常に関連があるということで、この中

の委員さんも参加しているということで、報告をいただいたということです。 

 では、他にありますか。はい、どうぞ。 

 

○武井委員  武井ですが、先程５の（２）のところで、細かい目標を説明されましたが、そ

の中で、これはほとんどの報告を前のページから見ていくと、参考資料の２とか５とかと関係

しているところがあります。その中の施策をいろいろやることによって「ここまでできそうだ

からこうする」という目標値を掲げるならわかるのですが、「地域生活移行者数」というのは、

平成 25 年度の 12％を何で取るのかと思います。逆にウのところ等も、ここでは今度平成 24 年

度の数字から２倍ということです。 

 こういう取り方をすると、わかりいいと言えばわかりいいような気もしますが、むしろ具体

的に「こういう施策をするから、こういうふうになる」という、そちら側の積み上げが本来の

やり方ではないかと思うのです。この辺の考え方について、どういう考え方でこの目標の数字

を定められたのかお聞きします。 

 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

 

○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、委員からのご指摘の部

分は、もちろん「そのとおり」という部分もございます。まさしく、これは様々な施策の効果
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として、こういった目標を設定してございます。この「29 年度までに達成すべき目標」の３つ

は、国の方で全国的に共通とされている目標値でございますので、こういった書きぶりにさせ

ていただいております。 

 例えば、地域生活への移行者につきましては、今回の計画でも確かに目玉というか重点にな

るのですが、グループホームの整備について、今回の計画では対象者・定員数の増を３次計画

に向けて大変当て込んでおります。やはり、施設の方になかなか重度化された待機者が、いろ

いろな地域での待機者の方もいるわけですが、できるだけ地域のサービスを充実することによ

って、地域においても同じ生活ができればということです。施設ということではなく、自分の

望んだ地域で生活していただきたいということで、グループホームの整備に基づいたうえで、

さらにそういった日中の支えのサービスを展開することによって、この目標を達成したいと考

えております。 

 福祉的就労から一般就労への移行についても、まさしくこの難部門には様々な施策がござい

まして、先程言いましたグループホームのほかに、障害福祉サービスの中に３つ就労系という

ことで、働く訓練をするためのサービスが３種類ほどございます。これもまた大きく数を伸ば

しております。事業所もだんだん拡大しております。 

 いま障害者雇用が叫ばれている中で、そういった福祉的就労からのステップアップについて

は、これは労働局さんも含め、様々な機関が取組んでいるところでございます。本市といたし

ましても、昨年度から職場実習事業というものを始めたり、今年度におきましては、そういっ

た相談やサポートを充実するための事業を充実させているところでございます。その結果とし

てこれだけの目標値を定めさせていただきました。 

 やはり、委員からご指摘があったように、施策の効果としての数字が見えないとわからない

だろうということで、国もこの３本柱を立てております。本市といたしましては「どこを基準

の数字と捉え、目標としてはどこまで頑張るのか」ということで、先程申しました施策推進協

議会で議論のうえ決定した数字でございます。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。よろしいですか。 

 

○武井委員  具体的な施策の積み上げの部分がよくわからないのです。何となく、これをめ

くると、どう見ても、この中から見ると、先に目標をこんなところで一方的にずっとつくって

いるように見えてしまうのです。やはり施策で「どのぐらいのものができて、こうなる」とい

うところが見えるようにしていくべきだろうと思います。 

 

○野尻委員長  はい、１つのご意見として、また、次年度に向けてよろしくお願いします。

それでは、他になければ、はい、２人どうぞ。 

 

○畠山委員  千葉市幼稚園協会の畠山ですが、この基本目標の書きぶりなのですが、前のと

ころと違って、ほとんどのところで「情報提供の充実を図ることが求められています」とか、

皆「求められています」となっていますが、これは目標とするのであれば「情報提供の充実を

図ります」とか、そういうものが目標になるのではないかと思います。 

 それから「相談支援体制づくり」とか、やたらと「体制」というのが３つぐらい出て来たの
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ですが、「体制」というのが具体的にどんなことを考えているのかわからないということです。

私たちも教育計画をつくった時によくやるのですが、「体制」と一番書きやすいから書くので

す。しかし、もう少し具体的にどんなことをやっていくのかを書いていかないと、市民の人が

これを見ても「体制って何をするのかわからない」と。 

 また、私たちは特に基本目標４なのですが、「療育・教育を一体的に支援する体制づくり」

というのは、具体的にどんなことをやっていこうとしているのでしょうか。私どもでも、いま

幼稚園とか保育園とかありますが、本当に発達障害になった子というのは、それが認定される

といろいろな支援がありますが、それが気になる子どもはたくさんいるのです。 

 そういうところにいろいろな相談をするとか、療育センターなどもあるのですが、そちらも

なかなか申し込んでも利用できないとか、なかなか人数が少なくてできない等があります。も

う少し具体的に、どこを充実していくのか、踏み込んでいった方がいいのではないかと思いま

す。以上です。 

 

○野尻委員長  はい、お答えをよろしくお願いします。 

 

○柏原障害者自立支援課長  障害者自立支援課の柏原でございます。いま、委員からのご指

摘のとおり、この基本目標 1 つ 1 つに、そういった体系的なものが求められています。特に図

にして、わかりやすいように連携して、先程おっしゃられたように、幼少期から学齢・就労に

至るまでのライフステージに合わせた構築体制、ただ、その中でも例えば発達障害ですとか、

発達障害においては 10 歳とか 12 歳で発見されることもありますから、様々なそういう体制づ

くりや、わかりやすい図づくり、それを関係者が一堂に共通認識をもって取組んでいくこと、

まさしくそういったことが求められているのは認識しております。 

 今回の計画は、いわゆる障害者全般にわたる計画の束ねでございました。ちょっと各基本目

標が似たような「体制整備」となってしまったことについては、大変申し訳がございません。

ただ、各施策を基本目標単位ぐらいに進めるにあたっては、それぞれの重複がないように、先

程言いました関係機関との体制がわかりやすいようにしながら、それぞれの施策を充実してい

きたいと考えております。貴重なご意見をありがとうございました。 

 

○野尻委員長  あとお１、松崎委員さん、どうぞ。 

 

○松崎委員  すみません、「障害特性を踏まえたライフステージの全段階に応じた利用者本

位の支援」となっておりますが、そしてまた施設から地域への移行の中で、グループホームの

ような施設をつくっていくような方向性だと思います。65 歳以上の、いわゆる高齢になった障

害者については、どのようなライフステージ・対応を考えておられるのか、ちょっと伺いたい

です 

 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

 

○柏原障害者自立支援課長  障害者自立支援課長でございます。現在のところ、特に 65 歳以

上問題などでは「知的障害」の方になると思います。確かに、いま入所している知的障害の方、
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それから障害施設に入所したまま大人になられる方が多くございまして、既存の中では障害福

祉サービスの延長上で考えてはおります。 

 ただ、高齢期においての疾病の悪化ですとか、そういうことによっていわゆる「要介護」に

なってくる部分については、実際には今後高齢化社会がどんどん進んでいきますので、それは

高齢福祉分野かと思っています。 

 ですので、現在、例えば 40 代の方が、親亡き後でもそこの施設でそのまま過ごされるのか、

もしくは地域のグループホームにある程度の期間は戻せればいいのかというところが、現状の

部分でございます。 

 

○松崎委員  要介護になったら、では介護保険ということですか。 

 

○柏原障害者自立支援課長  いま現在においては、そういった部分の段階かと思います。高

齢期における障害者問題については、先程言いました計画策定３年後の見直しの中でもテーマ

になっておりまして、具体的にまだ国からは示されていない状況です。 

 

○松崎委員  いま、知的障害とおっしゃいましたが、身体障害の方も 65 歳過ぎてもいらっし

ゃるのではないかと思うのですが。 

 

○柏原障害者自立支援課長  65 歳以上になった場合には「介護保険制度が優先」というとこ

ろも踏まえて、先程言いました国の方で「課題の検討」という項目に入っている状況です。 

 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。あと２題議題がありますから、先へ進めさ

せていただきます。議題５を終了させていただきます。 

 次に、議題６「千葉市こどもプラン」について、事務局から説明をお願いいたします。はい、

どうぞ。 

 

○始関こども企画課長  こども企画課の始関でございます。私の方から本年３月に策定いた

しました「千葉市こどもプラン」につきまして、ご報告をさせていただきます。座って説明さ

せていただきます。 

 では、お配りしてございます資料６「千葉市こどもプラン 概要版」をお願いいたします。１

ページをお開きください。 

 まず、１の「計画策定の趣旨」でございます。これまでこども未来局におきましては「千葉

市次世代育成支援行動計画(後期計画)」に基づきまして、子育て支援、各種子育て施策の展開

を図ってまいりました。しかし、昨年度末で計画期間が終了となりますことから、引き続きす

べての子どもと子育て家庭への支援、青少年や若者に対する支援等を総合的に推進するため、

昨年度、社会福祉審議会児童福祉専門分科会などの審議を経まして、本年１月からパブリック

コメントを実施し、策定したものでございます。 

 本計画の位置づけでございますが、「千葉市基本計画」を上位計画といたします個別部門計

画として、４つの計画を一体的に掲げるとして策定いたしました。 

 まず、子ども・子育て支援法におきまして、策定が義務づけられた認定こども園、幼稚園、
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保育所、子どもルームなど、教育・保育や様々な子ども・子育て支援について、量の見込み、

提供体制の確保、実施時期等を定める「子ども・子育て支援事業計画」。２つ目に子ども・若

者育成支援推進法におきまして、国が示しました子ども・若者育成支援推進大綱を勘案し、子

ども・若者の育成支援について定める「子ども・若者健全育成及び支援についての計画」。３

つ目に母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母子家庭や父子家庭といった、ひとり親家庭

の生活の安定と向上のための支援について定める「ひとり親家庭自立支援計画」。さらに、こ

どもの参画について普及・啓発や推進体制の整備、施策展開やモデル事業などについて定める

「こどもの参画推進計画」。 

 これら４つの計画を一体的なものとして策定いたしました。計画期間は、平成 31 年度までの

５年間としております。本計画の対象についてですが、妊産婦、乳幼児から概ね 39 歳までの青

少年及び子育て家庭を対象としております。 

 次に、「２ 基本理念と施策体系」でございますが、上位計画である「市基本計画」との整

合を図り、子どもを安心して産み育てやすい環境をつくるため、子育て支援を充実するととも

に、すべての子ども・若者が健やかに成長できるまちを目指し、「こどもを産み育てたい、こ

どもがここで育ちたいと思うまち「ちば」の実現」を基本理念として、計画の策定・推進にあ

たっております。 

 その下の「計画策定の視点」でございますが、ここに示してございますように、４つの視点

により策定をいたしました。まず「保護者に喜びや生きがいをもたらし、親としての成長を支

える子ども・子育ての支援」として、保護者が子どもと向き合える環境を整え、親としての成

長を支援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるような取組みを進

めていくことを視点の１つとしております。２つに「こどもの参画によるまちづくりの推進」

として、子どもたちの社会性、自立性、自治意識を育み、子どもたちの意見や知性をまちづく

りに反映していく視点。３つ目に「子ども・若者の健やかな成長の支援と子ども・若者を支え

る環境づくり」として、次世代を担う子ども・若者が社会の一員として豊かな人間性を形成し、

夢や希望に向けて成長できるよう、支援を進めていくうえでの視点。 

 最後に「支援が必要な子ども・若者と家庭への支援」として、こちらは主にひとり親家庭や

障害児、子ども・若者のニートひきこもりなど、すべての子ども・若者と家庭に対し支援を行

い、子ども・若者が心身ともに健やかに育まれ、自立していけるための取組みを進めるうえで

の視点。 

 これらの４つの視点・基本理念を踏まえまして、妊娠、出産から子どもが成長するまでの段

階に応じて、必要な支援を推進するため、11 の基本施策を柱に 204 事業計画の事業に取組んで

おります。本日は時間の都合上、説明は割愛させていただきますが、２ページ以降に 11 の基本

施策と主な取組内容を示してございます。後ほどご覧いただければと思います。 

 なお、本編につきましては、市ホームページで掲載しておりますほか、各区こども家庭課、

地域振興課、図書館に配架しておりますので、ご覧いただければと思います。雑駁でございま

すが、「こどもプラン」の概要につきまして報告とさせていただきます。 

 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。どなたかご発言、ご質問はございますでし

ょうか。はい。 
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○神山委員  神山です。例えば、学童保育みたいなところで、このプランの中での充実とい

うことで「子どもルームの拡充」という話が出ているのですが、実際に運営をしているところ

を見ますと、従事する指導員さんが確保できず、本当にいま一杯一杯な状況で運営している部

分がかなりあると聞きます。 

 子どもルームだけではないのですが、幼稚園、保育園等、そういったところの「人材の確保」

という視点に立った時に、この計画プランの中に、そういったことがどの程度盛り込まれてい

るのか、１つ教えていただければと思います。 

 もう１つは質問ではなく、意見としてなのですが、うちにも３歳の子どもがおりまして、い

ま子育て真っ最中です。やっと幼稚園に入る歳になりましたので、通うところができたという

ところもあるのですが、それまでの間は、働かないお母さんは結構子育てが大変なことを、う

ちの女房を見て非常に思っておりました。 

 今後のことにはなると思うのですが、働くお母さんにとっては「働いても子育てのできるよ

うな環境」と言われることが多いのですが、働いていないお母さんの支援というものも、温か

い目を向けてあげられればいいというのが、１つ感想として思ったところです。よろしくお願

いします。 

 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

 

○藤田健全育成課長  健全育成課の藤田でございます。まず、子どもルームの方の「指導員

の確保について」ということで、お答えさせていただきます。座ってお答えします。 

 量と同時に質というものも目指しているので、質の確保というのも、向上と確保を目指して

いるところでございます。「指導員」及び「補助指導員」という２種類の指導員がいるのです

が、計画的な研修等を実施して、必要な知識や技能の習得を促進してまいるとしております。 

 量の方の確保ですが、保育士資格や小学校等の教諭免許状の保有者等に対する積極的な採用

ＰＲを行って、指導員の確保をさらに図ってまいりたいと思っております。また、子育て経験

豊かな主婦の方に対して、積極的な採用ＰＲなども行っていこうと考えております。こちらの

方は「補助指導員の確保に向けて」になっていくと思いますが。 

 また、さらに最近始まったところでは、教員ＯＢの方で、まだかくしゃくとした方がたくさ

んいらっしゃいますので、そちらに向けてのＰＲも始めているところでございます。 

 

○野尻委員長  はい、追加の回答ですね。はい、どうぞ。 

 

○若菜保育運営課長  保育運営課の若菜でございます。保育士の人材の確保について、お答

えいたします。これは全国的にも言われているところですが、実際に保育所で保育士が不足し

ていることは言われております。やはり、各自治体で人材の確保は悩ましいということで、各

対応を行っているところでございます。 

 千葉市におきましても、資格を持っていながら実際に保育所に勤めていない、いわゆる「潜

在保育士」という者がおります。そういった潜在保育士の掘り起こしということで、まずは研

修会を設けて研修に参加していただいて、それが就職に結びつくような活動を行っております。 

 また、例えば認定こども園等につきましては「保育教諭」という資格が必要になります。保
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育士の資格は持っているけれども、幼稚園教諭の資格を持っていない方が、そういった資格が

取れるような補助をするとか、逆に幼稚園で幼稚園教諭の資格を持っていながら、保育士の資

格を持っていない方がいた場合には、この保育教諭の資格を取るための支援を行う等、「人材

の確保」ということでの対応を行っ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  ありがとうございました。それでは、もう１つ議題があります。先に進めさ

せていただきたいと思います。 

 議題７「（仮称）千葉市ひきこもり地域支援センターの設置」についてです。事務局、説明

をお願いいたします。 

 

○佐藤精神保健福祉課長  精神保健福祉課の佐藤です。私の方からは、ひきこもり地域支援

センターにつきまして、ご説明させていただきたいと思います。座って説明させていただきま

す。 

 まず、１番としまして「設置の経緯」についてでございます。本市では「千葉市子ども・若

者総合相談センター」ということで、「Ｌｉｎｋ」が平成 24 年の８月に開設されまして、30

歳代までの子ども・若者とその家族を対象に、ニート、ひきこもり、不登校などの相談に応じ

るとともに、教育センターなど専門機関への橋渡し等の支援を行っております。 

 次に成人期におけるひきこもりへの対応につきましては、精神疾患に伴うひきこもりの相談

ということではこころの健康センターや区の健康課において、相談に応じております。しかし

ながら、職場への不適応などを原因として、なかなか自宅から出られなくなってしまった方、

ひきこもってしまった方々など、特化した相談窓口が今まで設置されていないため、本人やご

家族が最初にどこに相談して良いかわからず、支援機関につながるまでにかなりの時間を要し

ているのが現状でございます。 

 現在、ひきこもりの長期化・高齢化が進みまして、40 代以上のひきこもりの方が増えている

と言われております。そこで、ひきこもりに特化した相談支援機関としまして「ひきこもり地

域支援センターの設置」を検討する必要がございます。 

 なお、下の点線枠内に参考といたしまして、ひきこもりの定義、全国の推計数を記載してお

ります。はじめに定義、推計数は厚生労働省の関連調査によりますと、ひきこもり状態にある

世帯数としましては、全国で約 26 万と言われております。また、内閣府の調査におきましては、

広義のひきこもり状態にある方は 69.6 万人、狭義ですと 23.6 万人と推計されております。そ

こから、推計でございますが、本市では 1,300 世帯、2,200 人がひきこもっておられるのでは

ないかという数字を出してございます。 

 次に、本市の「センターの概要」です。はじめに、対象年齢といたしましては、原則として

18 歳以上の方といたします。設置場所につきましては「Ｌｉｎｋ」からも近く、医療ケアが必

要な方への対応も可能ということで、千葉市こころの健康センター内といたしました。 

 開所日は週５日、１日８時間を目途といたしまして、運営自体は委託といたします。職員体

制は２名で、うち１名は精神保健福祉士等の有資格者といったコーディネーターを配置する予

定でおります。業務内容につきましては、電話、来所等による相談・助言、及び家庭訪問を中

心といたしますアウトリーチ型の支援を行っていきます。 

 次に、スケジュールでございますが、現在、関係団体への説明ですとか、協力依頼を行って
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おります。国へのお金の補助申請や協議を行うところでして、10 月には委託業者の募集、選考、

12 月には委託内定、またリーフレットの作成等を行いまして、平成 28 年２月にセンターを設

置したいと考えております。簡単ではございますが、以上でございます。 

 

○野尻委員長  ありがとうございました。児童期のものは既に普通にあるということで、成

人期のひきこもりですね。どなたかご質問、ご意見がございましたら。はい、どうぞ。 

 

○西尾委員  西尾です。２つ教えていただきたいです。１つは、今回は１か所ということで

すが、今後どのようにされるのか、要するに増設をどのぐらいお考えなのかということが１つ

です。それから、中澤先生ともお話をしていたのですが、1,300 世帯の 2,200 人というのは、

１世帯に２人３人いるということでしょうか。これもちょっとわからなかったのですが。 

 

○野尻委員長  はい、どうぞ。お答えをお願いいたします。 

 

○佐藤精神保健福祉課長  まず、増設ということですが、いまのところは１か所で考えてお

ります。こちらにつきましては、国の補助の関係もございますが、基本的には市の中に１か所。

ただ、いろいろな機関と連携をしていきますので、その１か所から他機関への発信を考えてお

ります。 

 また、先程の 1,300 世帯で 2,000 人も超えるのかというところですが、やはり、1 家族に２

人３人ということで、複数ひきこもっていらっしゃる方のおうちも多いとは聞いております。 

 

○野尻委員長  はい、よろしいですか。その他にございますか。はい、どうぞ。 

 

○神山委員  神山です。会議の席なので１つ伺えればと思います。いま、生活困窮者自立支

援事業を行っている相談窓口があると思うのですが、私の職場の方でも実はこれをやっていま

す。相談にいらっしゃる方には、わりとひきこもっているというような方や、どうしたらいい

かというような方が多いのです。 

 そういった窓口との連携等について、どのようにお考えになっているのかというところを、

１つお聞かせいただきたいです。あとは市内に１か所なので、ちょっと心配をしているのは、

どのぐらいの連携をしてほしい・手伝ってほしいという要望に対して、果たして応えていける

体力がセンターとして持てるかのというところで、それをちょっと心配しております。その辺

のところ、お考えを伺えればと思います。 

 

○野尻委員長  はい、どうぞ。 

 

○佐藤精神保健福祉課長  精神保健福祉課の佐藤でございます。連携ということですが、先

程お話しいただきました各種相談窓口で、やはり、同様な相談を受けているという話を伺いま

す。そういった方々と、やはり情報を共有しながら、この事業を進めていくということで考え

ております。ただ、ひきこもり支援センターだけで、そこにいる職員だけですぐに解決できる

ものではございません。当然、専門部会というようなことで、相談員を中心として精神科医師
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等に意見をいただいて、方向性を決めるような場所にもっていく予定でおります。いまお話の

ありました他機関からのいろいろなご意見があれば、その中に組み込みながら運営をしていく

ということで考えております。 

 また、今後それに耐えられるのかということですが、現状としましてはこころの健康センタ

ーや区の健康課の方にお話が来ているところもございます。やれる範囲でやっていくという現

状ですが、今までどこに相談に行ったらいいかわからなかった方々が、最初にどっと来るので

はないかというようには考えております。 

 その中で、県とか周りの政令市等の相談件数等を確認いたしますと、一日に何十件、何百件

という相談が来るケースもやはり少ないのです。悩みに悩み抜いた上で、相談に来ていらっし

ゃいます。そういった数をお伺いしますと、当面は２人で相談にのりながら、徐々に規模を拡

充することも視野に入れていくということで、現状では考えております。 

 

○野尻委員長  よろしいですか。まず、千葉市でも１つつくると。他の政令市では、かなり

できているのですね。他に、はい、どうぞ。 

 

○岩井委員  すみません、岩井です。ちょっとお聞きしたいのが、このひきこもりの家庭と

いうのは、本人からの相談が来るのか、あるいは家族から来るのか、この割合というのはどの

ぐらいになるのでしょうか。 

 それから、いまこれをつくろうとしていて 18 歳からということですが、実際にはもっと低学

年からずっと継続している方が、18 歳になってもひきこもりということで支援するというよう

な形を取るのでしょうか。 

 

○野尻委員長  はい、お願いします。 

 

○佐藤精神保健福祉課長  精神保健福祉課です。はじめに、質問がございました「本人から

の相談が多いのか、もしくは家族か」ということですが、他の政令市等のお話を伺いますと、

やはり、ご本人よりはご家族が困って相談に来られるケースがほとんどというように聞いてお

ります。 

 ご本人様は力がありましたら、このご時世ですのでインターネットですとか、いろいろなと

ころで情報を集めておられるようですが、やはり、家族が先に困ってしまって「わが家にこう

いう者がいるのだけども、何とかならないでしょうか」「どうしたらいいでしょうか」という

ことで、相談に来られるケースがほとんどだというようには聞いております。 

 また、２点目といたしまして「低学年から引き続きひきこもりのある者も」ということでご

ざいますが、先程お話をさせていただきました「Ｌｉｎｋ」の方で対応していただいている部

分もあると思います。そことの連携等をさせていただきながら、必要に応じてどちらが介入し

ていくかというところは決めていくような形になると思います。 

 

○岩井委員  はい、結構です。 

 

○野尻委員長  ありがとうございました。時間が迫っているので、簡単にお願いします。 
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○木村委員  精神科の木村です。各地区で、私は地区の相談業務をずっとやっておりまして、

実際にひきこもりというのは、本人が認めたくないのです。必ず家族が困っているというよう

なことです。また、この事業にはちょっと私は携わったのですが、ひきこもりの中には、精神

疾患ということで、古くはほとんどが精神疾患だったのです。 

 ところが、いまは大学、高校なりを出て就職して、そしてある時からばったり行かなくなる

のですが、このタイプの人が病気か病気ではないのか、全くわからないのです。いまの 18 歳以

下の人と、この辺のところを絞っていかないといけません。 

 それから、当然ご老人のひきこもりもあるわけです。ですから、少しそれも絞って、さらに

社会に出て行ってもらわなければならない人たち、まだ就労のチャンスがある人たち、こうい

う人たちを対象にしている事業だというように理解していただきたいと思います。 

 

○野尻委員長  はい、ありがとうございました。いいコメントをいただきました。それでは、

時間が相当迫っているものですから、これをもちまして、議題７「千葉市ひきこもり地域支援

センターの設置」についての議論を終了いたします。 

 最後に、「その他」となりますが、何かご発言はありますでしょうか。ご意見が無いようで

したら、事務局の方からは何かありますか。無いですか。次回などというのはもう１年先です

から。特別なことがない限り、定例では１年後になると思います。 

 それでは、予定していた議論は、以上で終了いたします。委員の皆様のおかげをもちまして、

予定どおりに進めることができました。誠にありがとうございました。 

 なお、本日の会議の議事録の作成につきましては、事務局及び委員長にご一任願いたいと思

います。よろしいですか。はい、それでは、マイクを事務局にお返しします。 

 

○山田保健福祉総務課長補佐  本日は、長時間にわたりまして、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。 

 


