
平成３０年度第２回 精神障害者地域移行推進専門部会議事録 
 

日時 平成３１年２月４日（月）１８時～２０時 
本庁舎５階大会議室 

 
出席者：渡邉部会長、三好副部会長、浅井委員、石渡委員、今津委員、岡田委員、奥山委員、

亀山委員、桑田委員、國分委員、多勢委員、千葉委員、西村委員、深見委員、 
  
（事務局） 

ただいまから、千葉県総合支援協議会平成３０年度第２回精神障害者地域移行推進部会を開

催いたします。 
私は、障害者福祉推進課の高品と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 
（資料確認） 
 
（事務局） 

なお、本日は村山委員から欠席との連絡をいただいております。 
それでは、議題に入る前に、障害者福祉推進課長の萩原から御挨拶申し上げます。 

 
（障害者福祉推進課長あいさつ） 

障害者福祉推進課長の萩原でございます。 
本日は、お忙しい中、第２回精神障害者地域移行推進専門部会に御出席いただき、誠にあり

がとうございます。また、日頃から本県の精神保健福祉行政に御理解と御協力を賜り、この場

をお借りして厚くお礼申し上げます。 
さて、７月３０日に開催した第１回精神障害者地域移行推進専門部会では第六次千葉県障害

者計画の進捗管理や平成３０年度の重点事業について御議論をいただきました。 
今回は、１月２４日に記者発表をしました平成３１年度当初予算に係る重点事業につきまし

て、御説明をさせていただきます。委員の皆様からは、忌憚のない御意見を賜りたいと存じま

す。また、精神障害者地域移行地域定着病院認定事業の進捗及び精神障害者の退院後支援マニ

ュアルについて御報告させていただきます。 
なお、昨年８月に当県におきまして職員の障害者雇用率の算出に誤りがあった事が判明いた

しました。この障害者雇用の問題では、皆様に大変な御不信、御迷惑をおかけしましたことを、

深くお詫び申し上げます。この件につきましては、本部会からも速やかに改善を図るよう申入

いただいたところですが、その後、見直しが行われ、障害のある人を対象とした、新たな職員

採用試験が行われるなど、改善に取り組んでいるところでございます。 
当課におきましても、障害者計画に位置付けました取組の進捗状況を慎重に検証してまいり

たいと思います。 
また、専門部会の委員の任期につきましては、３月で終了となります。この２年間、皆様に



は第六次千葉県障害者計画の策定など、本県における障害者福祉の推進に御尽力いただき、誠

にありがとうございました。 
改めて厚くお礼申し上げます。 
終わりに、本日御出席の皆様の御健勝と御活躍をお祈りいたしますとともに、本県の障害福

祉の推進のため、今後とも一層の御支援と御協力をお願い申し上げまして、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。 

 
（事務局） 

それでは、議事に入ります。 
なお、記録の都合上、御発言の際には、お名前を名乗っていただきますようお願いいたしま

す。 
それでは、ここからは、渡邉部会長に進行をお願いします。 
どうぞよろしくお願いします。 
 

（渡邉部会長） 
皆様、こんばんは。渡邉です。それではさっそく議事に入ります。 
まず初めに、議題（１）平成３１年度重点事業について、事務局から説明をお願いします。 
説明の後、御意見等をお伺いしたいと思います。それでは説明をお願いします。 
 

議題 （１）平成３１年度重点事業について 
（事務局説明） 
 
（渡邉部会長） 

ありがとうございました。ただいまの説明に関して、御質問等がございましたらお願いしま

す。 
 

（浅井委員） 
グループホームに関しては障害福祉事業課の事業で、わかる範囲でお答えください。 
２９年度の決算額を見ますと、翌年度繰越が３憶３千８百万円とかなり多額となっています

が、これだけ繰越が出るということは、事業がうまく活用されなかったことと推察されます。

うまく活用されていない理由について、どのようにお考えでしょうか。 
 

（事務局） 
この繰越については、整備が進まず繰越をしたというわけではなく、１事業所の開設につい

ての事業整備が遅延したため発生しています。 
 

（浅井委員） 



事業者側の都合で年度をまたいでしまったということでよろしいでしょうか。 
 

（事務局） 
はい。 
 

（渡邉部会長） 
他にはございませんか。 
 

（桑田委員） 
依存症対策について、やめると決断がつかない人達が、支援や医療に結び付いていないとい

う課題があります。現在行われている治療回復支援プログラムは、治したい、やめたい、とい

う方のプログラムですが、やめると決断がつかない人達を支える取組を検討していただけたら

なと思います。 
依存症の方の中には、内科治療が必要な方が沢山いますが、一般科で診療を断られてしまう

ことが多く、一般科の医療関係者に向けた研修を実施していただけたらいいなと思っています。 
 

（事務局） 
依存症対策については、精神保健福祉センターや保健所職員に専門的な知識を持ってもらう

ため、職員に対する研修を積極的に行っていこうと考えているところです。 
 御本人からの直接の相談は少ないのかもしれませんが、窓口を整理することによって周りに

いる家族や友人といった近しい人たちから相談を受ける体制も整えていく必要があると考え

ています。 
専門的な知識を有している医療者を増やすため、医療従事者を対象とした研修も開催してい

きたいと考えています。 
今年度、県の委託事業として、船橋北病院でアルコール依存症の医療従事者を対象とした研

修を開催する予定です。 
今後、薬物、ギャンブルの研修を行うことになると、教える側も千葉県内には少ないので、

順次拡大していきたいと考えています。 
 

（岡田委員） 
アルコールや薬物の使用については、若年層に広がっている印象があります。依存症になる

前に啓発ができたらいいなと考えています。 
例えば、安房では、振り込め詐欺等について高校生向けに啓発を実施しました。その中で、

講師を招いて寸劇を行っています。高校生にとって、振込詐欺は我が事ではないかもしれませ

んが、同居の祖父母に注意喚起をする効果も期待できます。劇など親しみやすい方法で早期教

育に取り組むことも有効な県の予算の使い方になるかと考えます。 
 

（事務局） 



アルコール健康障害については、現在アルコール健康障害対策推進計画を策定しているとこ

ろです。この後、パブリックコメントを行い、年度内の３月には計画を策定したいと考えてい

ます。 
その中で、普及啓発を重点課題に位置付けしており、また、すでに小中高を対象に保健体育

の授業でアルコールが身体に及ぼす影響について取り入れられている状況です。 
薬物につきましては、薬務課の事業で、薬物乱用防止について学校教育の中で普及啓発をし

ていく取組を行っています。すぐの効果はなくとも、普及啓発をしていく中で正しい理解を深

めていきたいと考えています。 
依存症については、総合対策支援事業として今年度から進めていますが、来年度については、

アルコール健康障害、薬物依存症、ギャンブル等依存症についての普及啓発としてリーフレッ

トのようなものを作成できるとよいかと考えているので、今後、少しずつ普及啓発をしていき

たいと考えております。 
 

（岡田委員） 
ありがとうございました。 
 

（渡邉部会長） 
國分委員どうぞ。 
 

（國分委員） 
精神障害者家族会の國分です。重点事業の中の項目として、どこに入れたらよいのかわか

らないのですけれど、先日、家族会の会員で、本人が夜中に怒鳴りだして、周り近所の迷惑

になり警察を要請した方がいました。警察官には、「特に家族に対しての被害がなければ、

保健所に連絡してください」と言われました。保健所に日中相談して、措置入院となった場

合、本人と家族との関係が難しくなります。そうした場合、どのように対応していくのか、

この中の議題としてあげられるべきものかわかりませんが、こういったことを提案させてい

ただきたいと思います。 
 

（渡邉部会長） 
今の千葉県の精神科救急医療システムの対応状況はどのようになっていますか。 
 

（事務局） 
資料の重点事項に精神科救急医療の充実とありますが、精神科救急医療システムにおいて精

神科救急情報センターで夜間休日の受診相談について対応をしております。今後どうするかと

いった御相談は、保健所にしていただくことになります。 
障害者福祉推進課精神通報対応班では、夜間の警察官等の通報対応を行っており、職員は保

健所と兼務しておりますので、夜間の通報対応については日中は保健所に引き継いでいくよう

になっています。 



相談事例については個別性もありますので、引き続き２４時間３６５日対応する体制を維持

し、今後も抜け落ちのないように意識し、救急情報機能を強化してまいりたいと思います。 
 

（渡邉部会長） 
では、桑田委員どうぞ。 
 

（桑田委員） 
今の話ですが、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに含まれる話だと考えていま

す。各市町村の地域生活支援拠点事業で、緊急的に避難する場所、いわゆるショートステイ

の場所等について検討されており、いわゆるレスパイトハウス、家族が休める場所、医療で

はないが少しクールダウンできるような建物を作る等といった議論については、包括ケアシ

ステムの会議体の中で話し合う内容と考えており、今後、圏域の中で求められてくるのでは

ないかと考えております。 
 
（渡邉部会長） 

ありがとうございます。何か今の桑田委員の意見に御意見はございますか。 
桑田委員の発言のように、レスパイトハウスを作るとか、クライシスに対応するように試み

ている地域のやり取りがあるということ、他の圏域の情報を共有する場ですとか、ひな形を県

で作らずに圏域ごとのニーズに合わせて作ったというのは確かにその通りなんですけれど、よ

いアイディアをどのように早く反映してもらうのか、周知してもらうのかというところを詳し

く教えてください。 
 

（事務局） 
地域包括ケアシステムにつきましては、先ほどの説明の通り、今年度は会議体を設置し、来

年度本格的に動き出すが、各圏域連携コーディネーターから、他圏域はどういう活動をされて

いるのか情報が欲しいという御意見をいただいています。そこにつきましては、県内の圏域連

携コーディネーターに集まってもらい、それぞれの圏域でどういう活動をしているのか、情報

共有をすることで、３月の上旬に圏域連携コーディネーター会議を開催し、各圏域での取り組

みについて、情報共有をしていきたいと考えております。 
この圏域連携コーディネーター会議につきましては、できる限り情報共有の場を設けさせて

いただいて、よりよい取り組みを進めているところの取り組みを、広げていきたいと考えてお

ります。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございました。この議題に関してはいかがでしょうか。意見なしとして考えてよ

ろしいでしょうか。 
では、続きまして、議題の（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業

の推進について事務局から説明をお願いします。 



説明の後、御意見を伺いたいと思います。 
 
議題の（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業の推進について 
（事務局説明） 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございました。 
では、議題の（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築推進事業の推進につい

て、なにか御意見ございましたらお願いいたします。 
基本的には、どこの圏域でも、会議のほうが整ったといいますか、予定のところも含め、全

部こういう風にやりますというのが出そろっていらっしゃるんですね。 
これは設置状況確認事項ということになります。特に設置状況が遅れている地域もないとい

うことで、速やかに実施に移せそうだということで、次のテーマに進みますがよろしいでしょ

うか。 
では、続きまして、議題の（３）千葉県精神障害者地域移行地域定着認定病院事業の進捗に

ついて事務局のほうから続けて説明をお願いします。 
 

議題の（３）千葉県精神障害者地域移行地域定着認定病院事業の進捗について 
（事務局説明） 

 
（渡邉部会長） 

ありがとうございました。 
ただ今の説明に関して質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 
（國分委員） 

認定病院が増えてきて、望ましい形になってきているかと思います。 
今、認定病院に１３病院が指定されていて、新たに６病院が追加されたというと、１９の病

院になるのですね。そうすると、千葉県内の病院の４割ほどが認定されたということですけれ

ど、この新たな６病院は、現段階では公表はできないのですね。 
 

（事務局） 
現在、申請書を受理しておりまして、申請内容の事実の確認審査を行っている段階ですので、

まだ、公表できる段階にはございません。本年度中には、公表できるように準備を行ってまい

ります。 
 

（國分委員） 
私はこの認定病院の中に、大きな病院が入っていないことに問題意識を持ってます。できれ

ば、大きな病院もこの協力病院に参画できるようにしていかないと精神障害者の地域移行が進



まないのではないかと思っていますので、できるだけそういう方向で進めていただけるとあり

がたいと思っています。 
 
（渡邉部会長） 

ありがとうございます。他にございますか。桑田委員どうぞ。 
 

（桑田委員） 
この制度の効果の検証について、そもそもこの認定病院を作る制度自体が、長い部会の中

で話し合われてできた制度なのは前任からも聞いていますが、本当に患者さんや家族が選択

する目安にしているのか、実際にこの病院の職員がこの認定を受けたことで意識が変わった

のか、というのはアンケート調査等をとれば、効果の検証というのは成されると感じていま

す。せっかくやっている事業ですので、本当にそれが効果的なのか、病院に対して本当にイ

ンセンティブになっているか、というところの検証の御予定はいかがでしょうか。 
 

（事務局） 
今のところ検証というのは考えていなかったのですけれど、今、桑田委員から御意見をい

ただきましたので、今後検証をどう進めていくのがよいか内部で検討させていただいて、ま

た部会で提案させていただきながら進めていけたらと思っております。 
精神保健福祉センターで、昨年も各圏域の地域移行の支援状況と協議会の概要を作成・配

付しており、今年度も作業中と聞いています。圏域ごとにどういう機関が参加しているかと

いうのをすべて網羅している名簿等になっています。 
その中で、昨年のものを確認したところ、精神科入院病床を持っている精神科については

ほぼこの地域移行の協議会に参加していただいていることが確認できます。 
今の検証もそうですが、今後も包括ケアの概要版を作成・配付し、認定病院としての認識

も伝えられたらいいかと考えております。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございます。 
重要なテーマかと思います。やる以上は、検証して、それを進めていくということが大事か

と思いますが、この認定事業というのは、ほかの都道府県でも同じようなものはあるんですか。 
 

（事務局） 
千葉県独自です。 
 
（渡邉部会長） 
千葉県独自での取組なのであれば、研究という形で申し込んで研究事業として調査を実施す

る案も考えられると思いますし、非常に素晴らしいことだと思いますので、結構検証にはお金

がかかることなのですけれども、いろいろな方法を使って、実際にやっている職員の実感とい



うところでも委員の皆様にフィードバックできるといいかなと思います。 
他に御意見ございますでしょうか。 
では、続いて議題の（４）精神障害者の退院後マニュアルについて事務局から説明をお願い

します。 
説明後御意見を伺いますのでよろしくお願いします。 
 

議題（４）精神障害者の退院後マニュアルについて 
（事務局説明） 

 
（渡邉部会長） 

ありがとうございました。では、議題の（４）について御質問等ございましたらお願いしま

す。 
 
（亀山委員） 

ちょっとお聞きしたいのですが、在宅の訪問看護があると思うが、訪問介護はどうなるので

しょうか。 
 

（事務局） 
資料でいうと、「４の⑦（３）診療報酬との関係」のところかと思いますが、診療報酬につ

いては自治体では判断ができません。 
今のお話を含めて、資料にあるとおり、関東厚生局で診療報酬の算定の中で、確認いただき、

対応するということといことになります。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございました。奥山委員どうぞ。 

（奥山委員） 
 千葉県の場合、県といくつかの自治体でやるということですが、措置入院のうち、どれくら

いのパーセントを想定しているのかという点、実務は保健所になると思うが、かなり大変な仕

事なんじゃないかと思われますが、現場から上がっている意見がありましたらお願いします。 
 

 
（事務局） 

今回２つのガイドラインが出ており、１つ目が措置入院の通報に関するガイドラインですが、

今回の報告には含めていません。 
２つ目の退院後支援のガイドラインについては、県保健所では措置入院の入口の部分の業務

が多い現状ですが、措置入院を繰り返してしまうという方が多くいらっしゃったということも

あり、入院から退院までのフォローを保健所が実施していくとしたものです。 
精神保健福祉法第４７条の相談指導の一環として行っているため、対象が広くなってしまっ



ていますが、措置入院の対象者を漏らさないという観点から取組むこととしています。今後、

この支援を広げていきたいと考えています。 
対象者についてはだいたい年間措置入院者が、３００人位いる中で、最低限漏らしてはいけ

ないとしている方は１０％と想定としているところです。 
入院形態が変わっても、保健所が必要性を感じた場合には、実際にサポートが継続している

ところもあります。できるだけ対象者を広げてほしいとは伝えてありますが、人員も限りがあ

りますので、こちらも人員要望等をしていきたいと考えています。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございます。他にはございませんか。今の説明は、千葉県内で年間３００件とい

うのは、千葉市も含めてですか。 
 

（事務局） 
８０件くらいは千葉市内で措置があったと思います。千葉県と千葉市合わせると、だいたい

４００件弱です。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございます。精神科医療機関にも直結する問題と考えられますが、浅井委員や深

見委員から何か御意見ございませんか。 
 

（深見委員） 
 この制度は相模原事件以降の洗い出しの中で、措置入院者の地域移行についての問題が挙っ

ている中での制度化でしたが、現場としては、まったく切り離して考えていいのかなと思って

います。 
 というのも、措置入院終了後、地域に帰ってからの医療中断で、非常に短期間で再入院され

る方が数多くいらっしゃって、これらのケースについては、わりと地域の保健所の方も注意は

しているということですけれども、制度上はあまり介入できないというところがあったので、

そのまま見守りという程度で終わっていたのが、こうした制度化されることによって、従来最

も注意しないといけないケースに正式に介入できるというようになったのでは、と考えていま

す。 
ただ、まだ強制力はなく、本人の同意に基づいており、現場の実感としては、退院したら「も

う放っておいてくれよ。」という方もやっぱり若干名いますけれども、逆に、地域で孤立して

いる方々などは、「そういう風に面倒見てくれるのであれば是非」と受け入れてくださる印象

もあるかなと、現場の意見としては感じています。 
 
（渡邉部会長） 

ありがとうございます。浅井委員はいかがですか。 
 



（浅井委員） 
法整備がなされなかった結果として、曖昧さを含んだ制度設計になってしまっていると感じ

ています。本来であれば、きちんと法整備がなされて、きちんと制度設計されることが望まし

いと思うのですが、深見先生がおっしゃっていたように、まったく何もなかったところにこう

いう制度が作られたということに意味があるのではないかと考えています。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございます。退院後支援マニュアルについて、関係する医療機関だけではないで

すけれども、退院後の支援機関で関わりそうになるところへの周知や説明会というのは、これ

から１年間の中で予定されているんでしょうか。 
 

（事務局） 
まず医療機関に対しては、昨年１０月に１１月１日からスタートする旨御説明させていただ

いたところです。 
今後、看護ステーション等地域の支援機関への説明に関しては、各保健所で包括ケアシステ

ムや、さまざまな説明会や会議の中で随時説明をさせていただいているのが実態です。 
対象者すべてを集めてというのが難しかったので、保健所で実際に行われる支援機関の集ま

る機会があれば、説明させていただく形をとらせていただいております。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございます。 
低優先対象にはなってしまうが、千葉県の仕組みを整えていくにあたって、成田空港やアク

アライン経由で羽田空港から来葉するような外国人で措置入院された方の退院支援は、一医療

機関では難しく、今回の優先度からすると、低優先対象になってしまうが、千葉県内で運用す

るにあたっては、多少そういった方についてもある程度の手順みたいのも想定していただける

とありがたいな、と思いますがいかがでしょうか。 
 
（事務局） 

成田空港を管轄する印旛保健所における旅行客だけではなく、居住者の問題もあると認識し

ています。こういった方々に関しては、地域の支援を受けるにあたってその方の住所がどこに

あるのかということが重要なポイントとなります。また、退院後外国に戻られるというような

調整については、措置した保健所が積極的にサポートさせていただくという実態がありますが、

現状のマニュアルはなく、全県的なその運用に関して話し合いを進めていく中で、検討してい

きたいと思います。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございます。他にこの件に関してはいかがですか。では、國分委員どうぞ。 
 



（國分委員） 
支援対象者の優先度の判断は、どこでどういう段階で決めるのでしょうか。 
 

（事務局） 
優先対象を決める判断は、御本人のお住いの保健所で決めさせていただきます。措置入院で

あり、退院後の処遇が決定していない又は退院前に支援がなかった方が高優先対象となるとい

うルールを決めさせていただいています。このルールをマニュアルの中で示させていただいて

います。 
 

（國分委員） 
こういうのはすぐわかることなのでしょうか。退院後支援の対象にするっていうのは、判断

としてどこで決めているのでしょうか。保健所で決めてしまうのでしょうか。 
 

（事務局） 
計画を策定するのは、御本人が住んでいる管轄の保健所ですので、保健所が決めるという形

になります。 
ただ、この中で、高優先対象というのは、退院後の処遇が決定していない人という表現があ

りますけれども、高優先の考え方としては、まず措置入院の人を優先とし、退院後の処遇が決

定していない人には柔軟に対応できるようになっていますので、保健所で高優先じゃないから

支援しないということではなく、御本人や御家族からのニーズがあった場合は、保健所でも漏

れなくサポートをしたいと考えております。また、御本人の同意を必要としておりますので、

あえてこのルールどおりでなくても、現状保健所ではサポートができるようになっています。 
 
（渡邉部会長） 

ありがとうございました。 
では、議題の（４）についてはよろしいでしょうか。 
次に議題の（５）その他について、事務局から説明を御願いいたします。 
 

議題の（５）その他について 
（事務局） 

総合支援部会の専門部会について、委員任期を２年から３年に延ばすことを考えております。 
現在、この専門部会は任期が２年、その上の本部会は任期が３年となっており、任期にずれ

が生じるため、平成３２年度を初年度として、本部会、専門部会の任期を３年に合わせたいと

思っています。 
専門部会は３月で任期満了となりますが、今後手続きを進めてまいりますので、もう１年延

ばし、３１年度末までこのままのメンバーでいきたいと思っております。 
また、各団体のほうから推薦をいただき、審査をさせていただいた上で、４月から新たな専

門部会を始めていきたいと考えています。 



任期の延長につきましては、昨年１２月に行いました本部会で、承認を得ておりますので、

事後報告になってしまいましたが、御了承いただけますようお願いいたします。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございました。この件に関しましては、説明のみということで、御周知ください。 
他に、各委員からこの場で御発言ございましたら、お願いします。 
特に、本日御発言されていない委員の方々、何かございましたら、一言ずつでも結構ですの

で、よろしくお願いいたします。 
 

（三芳委員） 
いろいろな課題があると思います。地域包括ケアシステムが始まったところですけれど、地

域包括ケアシステムにしても、地域生活拠点支援事業にしても、つながっていると思うのです

ね。このつながりをうまく利用していかないと、ばらばらになって、またいろいろな会議が多

くなっていくと思うので、連携といいますか、横のつながりを大切にしていければよいと思い

ます。 
 

（亀山委員） 
事業所や職場で働きたくないのではないけれども、心が病んで悩んでいる人、当事者もそう

なのですが、支援できるピアサポートの県での派遣とか、定期的に悩みなどを聞いてもらえる

システムがあればいいなと考えています。 
話がずれてしまいますが、訪問介護などで、介護する人も大変で、当事者の思いもあるので

すが、介護者が傷ついてしまって病んでしまうことがあるので、できれば、改善していきたい

なと思いますがいかがでしょうか。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございます。サービス提供者、支援者自身のメンタルサポート、メンタルケアを

どのように扱い、何か制度はないかというような質問です。いかがでしょうか。 
 

（事務局） 
今のところ新規事業等での予定はございませんが、地域生活ケアシステムが来年度から本格

的に稼働することもございますので、地域でそういった御意見が出ているということは、そう

いう課題があるのではないかという意見であり、圏域ごとに声をあげていただき、圏域では解

決できないということがあれば、県のほうにあげていただき、皆様と一緒に考えていきたいと

思います。 
地域包括ケアシステムを運用していくこととなりますので、まずは、ピアサポーターに支援

者の相談を聞いていただくことも一つの方法と考えております。 
 

（千葉委員） 



 この春で３年が経ち、ピアサポート専門員が院内で認知していただいているなと感じていま

す。同時に病院の患者さんにも、ピアってこういうものだと知っていただく機会が増え、自分

も（ピアスタッフに）なりたいと言ってくれる方が増えてきたのですが、皆様御存じかと思い

ますが、精神障害者の方は、軽度知的を併発されていらっしゃる方が多く、実際自分が千葉県

の研修（ピアサポート専門員養成研修）を受けたとき、この講義内容は難しいのではないかな

と感じています。ピアサポート専門員養成研修とは他に、あと何年かたって、出てきた問題を

みんなで話し合えるピアのフォローアップ研修を実施してほしいと感じていたところですが、

ピアの交流会がすでに行われていたことを知らなかったので、やったことをもう少し公にして

いただいて、みんなが参加できるように、いろんな意見を一つでも多く出せるような場所があ

ればいいなと思っています。どうぞ御検討よろしくお願いします。 
 

（渡邉部会長） 
ありがとうございました。なにか県のほうからありますか。 

 
（事務局） 

ピアサポート専門員養成講座については、障害福祉事業課で終了後に支援員として雇用して

いただくというのを趣旨として行っており、長期間の座学や講義があり、それに耐えられる方

を対象としております。今後、より専門的な高度な技術を持った方を育てるのもひとつですが、

また、そうではなく、精神障害を持った方と寄り添える形での支援ができる別のピアサポータ

ーの養成も検討していくべきなのかな、と思っております。 
ただ今のところ、その事業は計画していないのですが、包括ケアシステムの中でそういった

方々が必要という要望があれば、包括ケアシステムのピアサポート活用事業の中で養成し、養

成後の活用については圏域の中で考えていくということで、少しずつ圏域のほうから始めてい

ただくほうが、より実効性があるかなと考えています。そうすることで、それぞれの圏域に合

った、ピアサポーターの養成が可能になってくるのかなと思っています。 
 
（事務局） 
２月２７日に、ひきこもりのサポーターの研修を行う予定で、現在募集をしているところで、

今週末までが募集期間となっています。 
対象は、市町村で事務をやっている職員で、市町村でしっかりと理解していないといけない

というところでの研修と、県の引きこもりサポーターとして今、佐倉市と習志野市が事業をや

っているのですが、市町村で事業をやっているところ、もしくは今後やる予定のところで、ピ

アの方からも希望があったところです。 
先ほどの御質問でもあったように、軽度の知的障害の方でも研修内容がわかりづらいという

ことがないように、丁寧にわかりやすく説明する予定でございます。 
ピアの方は、本当に困っている人に経験者としてアドバイスがもらえるというのがポイント

だと思いますので、テクニカルというよりは、先輩というか経験者として語れる部分をしっか

り語っていただくように、うまくお伝えいただける研修にしたいと思っておりますので、希望



される方がいましたら、お知らせください。 
 
（渡邉部会長） 

ありがとうございます。西村委員どうぞ。 
 
（西村委員） 
 先ほど亀山委員がおっしゃっていた、夜間の相談の部分は全国的に問題になっていると思わ

れます。今年から精神障害者の雇用義務化が始まり、雇用率も上がり、２.２％、４４.５人に

１人となり、精神障害の方の雇用が莫大的に伸びており、同時に離職率も高い状況です。事業

所が増え、就労定着支援事業が始まったことも関係しているのですが、そこでカバーしきれな

い方々が就労になり、相談先がなく、企業内フォローが追いついていない企業も多いことから、

そこから体調を崩して入院になるようなケースが出てきているような状況です。 
相談の部分に関しては、私たちも支援の中で、夜の仕事が終わってからの面談が増えていま

す。以前は地域活動支援センター等で相談できたが、今はだんだん少なくなってきており、「な

るべく会社の中で相談ができる人を作ってくださいね。」と助言するのですが、なかなかそれ

も難しく、逆に当事者の方たちでグループを作り、夜に集まっていらっしゃるところもいくつ

か増えてきている状況です。しかし、そこに合わない方もいらっしゃるので、相談部分という

のは、今後すごく課題になると考えられ、何とかしないといけないことと感じています。 
中央官庁で再来年度までに４,０００人採用されている中で、国の関係者によると、今回公務

員試験を受けられた方の内訳は精神障害者が６割、身体障害者が３割、知的障害者が１割程度

だったとのことでした。今後、精神障害の方の就職先での相談やフォロー体制づくりがどんど

ん必要になってくる状況と考えられます。 
今後、就労に関する相談だけでなく、就労関係の事業者も地域包括ケアシステムの中に参画

し、いろんな情報を共有しないとといけないと考えています。 
 私がここに参加させてもらって、一番大事だなと思ったことは宣伝です。私もここに来て初

めて知ったようなことが沢山あったので、もう少し宣伝に力を入れるといいのかなと思う会議

でした。また、よろしくお願いします。 
 
（渡邉部会長） 

ありがとうございます。よろしいでしょうか。 
これからの課題が非常に活発に議論していただけたというのが、この会議の将来の問題提起、

考えていくべきテーマについて、発展性のある形で議論できたのではないかと思います。 
ピアサポーターの方の養成は、もちろんすごく大切なことかと思います。ピアサポーターの

方、ケアをする、サービスを提供する人たちのメンタルサポートも含めて、その方たちが気軽

に話したり、同調したり、研鑽したりできるようネットワークがまだ十分足りないというとこ

ろをそれぞれの委員の方が、問題提起をしていただいたのではないかと思いますので、養成の

みではなくて、その後のネットワーク作りに関しても少し支援できるような提案が続いていけ

ればなと、個人的には皆様方の意見を伺って感じました。 



地域包括ケアシステムは、圏域ごとに地域特性に合わせて作っていくということですが、一

つだけ個人的な懸念を申し上げると、普段の連携関係の中では、同調圧力といいますか、無難

な案にまとまりがちで、突飛な意見がなかなか形にできないっていうことがあります。弱い紐

帯の強い効果のように、１年に１回程度の会議に重要な発言をする人が出席し議論が進むとい

うこともありますで、会議の中での出てきた提案として、各圏域の地域包括ケアシステム構築

の中に反映できるように、県のほうには引き続き御努力をお願いしたいと思います。 
 
それでは、議事を終了し、進行を事務局へお返しします。 

 
（事務局） 
 渡邉部会長ありがとうございました。大変貴重な御意見をいただき、事務局としてありがた

く思います。 
本日は、長時間にわたりご審議をいただきありがとうございました。 
以上をもちまして、第２回精神障害者地域移行推進専門部会を終了いたします。ありがとう

ございました。 


