
平成３０年度第１回 精神障害者地域移行推進専門部会議事録 

 

日時 平成３０年７月３０日（月）１８時～２０時 

中庁舎１０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、國分委員、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１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野口と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（資料確認） 

 

（事務局） 

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ご挨拶申し上げます。 

 

（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と申します。 

本日はお忙しい中、第１回精神障害者地域移行推進専門部会にご出席いただき、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ご理解とご協力を賜り、この場を

お借りして厚くお礼申し上げます。 

第六次千葉県障害者計画につきましては、皆様のご協力を賜り３月に策定することができま

した。改めましてお礼を申し上げます。本日は計画の冊子をお配りしておりますので、後ほど

お目通しください。 

さて、本日の会議では、第六次障害者計画の推進体制と第五次障害者計画の進捗について報

告させていただき、来年度予算要求に向け、重点事業についてご協議いただくこととしており

ます。 

ぜひ、委員の皆様からは、忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。 

今年度は、計画の目標である「障害のある人が地域でその人らしく暮らせる共生社会の構築」

のため、総合的・計画的な取組みを推進してまいりますので、皆様からご助言をいただくとと

もに、ご協力を賜りますようお願いいたします。 

終わりに、本日ご出席の皆様のご健勝とご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、今後とも一層のご支援とご協力をお願い申し上げまして、あいさつとさせて

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） 

続きまして、委員に異動がございましたので、ご紹介します。 

谷下田委員におかれましては、ご所属の異動に伴い退任されました。 

金田一委員におかれましては、ご所属の異動に伴い退任され、後任として今津委員が就任さ

れました。 

また、本日は桑田委員、多勢委員、村山委員から欠席との連絡をいただいております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議事に入ります。 

なお、記録の都合上、ご発言の際には、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。 

議題（１）第六次千葉県障害者計画について、事務局から説明をお願いします。説明の後、

ご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）第六次千葉県障害者計画について 

（事務局説明） 

 

（渡邉部会長） 

ただいまの説明に関して、ご質問等がございましたらお願いします。 

 

既定の流れでございますので、皆さんで確認したということでよろしいでしょうか。 

 

では次に、議題（２）第五次千葉県障害者計画の進捗について、事務局から説明をお願いし

ます。説明の後、ご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（２）第五次千葉県障害者計画の進捗について 

（事務局説明） 

 

（渡邉部会長） 

ただいまの説明に関して、ご質問等がございましたらお願いします。 

 

 



（奥山委員） 

数値目標番号７－５、ひきこもりサポーター養成者数ですが、２市町村で行っているとのこ

とでしたが、差し支えなければそれを教えていただきたいのと、サポーター派遣というのは、

サポーターがケース、事例のところに行くという風にとらえてよいのでしょうか。 

それと、７－８のアウトリーチ型訪問件数は、仁戸名でやっている訪問件数ととらえていい

のでしょうか。 

 

（事務局） 

県内で実施している２市ですけれども、習志野市と佐倉市です。それからサポーターの派遣

については、市町村でサポーターの方をケースのところに派遣をしています。 

最後のアウトリーチ型訪問件数につきましては、昨年度、精神保健福祉センターに設置してい

るひきこもり地域支援センターのアウトリーチの件数ということです。 

 

（國分委員） 

ひきこもりの関係を地域の中でボランティア的にやられている方に聞きますと、実際ひきこ

もりの方はなかなか訪問しても受け入れないし、ただ電話相談だけではなくて、いかに周りの

人たちがひきこもりの方を少しでも知ってあげられる方法はないかということなのですが、民

生委員とか、地域の中で知っている人たちがいますが、民生委員の方たちがいかに引きこもり

の方に働きかけるかというのが１つの手立てだということも聞きました。ひきこもりの方を世

に引き出すというのは、家族が相談するだけではなかなか難しいです。３、４年前に、民生委

員やっている方が、大雪が降った時に、ひきこもりの方の家に行って、周りが老人ばかりで大

変なので、出てきて雪かきを手伝ってくれないかと言ったら、その方が出てきたという話なん

ですね。そういうことからすると、行政は市の担当という話ですが、ひきこもりの方を引き出

す工夫というのが必要じゃないかと思います。たまたまそういう方の声を聞いたのでこの場で

申し上げたところです。 

 

（渡邉部会長） 

従来の方法をこえるやり方が必要となるかもしれませんが、なにかそういう情報はお持ちで

しょうか。 

 

（事務局） 

ひきこもりにつきましては、いろいろな会議でも言われますが、そもそも実態がわからない

ということで、実態調査が必要という意見もございます。 

ひきこもりの実態調査につきましては、全国で約４割の都道府県で実施しているという状況

がございますので、実施している都道府県にどのような手法で実態調査をやったのか、調査の

手法等を今後調べていきたいなと思っています。 

それを基に調査を進めていって、具体的にどのような施策を作っていくか検討していきたい

と考えております。 



（渡邉部会長） 

ありがとうございます。 

ひきこもりと言ってもおそらく多彩でして、悩んでおられること、悩んでいないかもしれな

いし、さまざまだと思いますので、まずは千葉県内でどのくらいの方がこのような状況にいる

のか把握することから始めることが必要かとは思います。 

関連して、何か他の委員からご意見はありますでしょうか。 

 

（深見委員） 

ひきこもりの実態調査については、非常に困難を極めると、多くの場合はご家庭の中でご両

親なりに保護されている方がいらして、そこでひきこもって生活していることが多いので、相

談件数に上がってくるにはご家族が相談するケースが多いのが実態かと思います。 

地方の方に行きますと、家庭で暮らしている方が多いんですけれども、都市部、特に市川と

か東京に近いエリアになりますと、意外とご家族とは別所帯で、この間うちに入院された方な

んかは江戸川区にご本人さんは長年アパート借りてひきこもっていて、家族は生活費だけ支援

している状況だったので、県境を越えてくるとなかなか相談件数も上がりにくいですし、単身

者で実はひきこもっています、というのは本当に実態を把握しづらいと思います。 

実数を把握するのは非常に困難ですが、私が経験したケースでは、お子さんは別で何とか暮

らしているけれども、そういったことでも相談できますよと、ご家族の方がそれをご存知であ

ればもう少しなんとかできたかなということもありますので、やっぱり実数を把握するのも大

事ですし、県民の方々に相談場所があるんだということの周知ですよね、まだまだ周知が足り

ないところがあるかなと思いますので、そこらへんが必要だと感じているところです。 

 

（亀山委員） 

話が少し変わりますが、障害者の居宅事業をやっているのですが、意外にそういうところっ

て、ひきこもりの方たちがいるんですよね。お金だけという方たちがいたり、それ以外のパタ

ーンもありますが、例えば調査の手法として、県から落とすという形もあると思うのですが、

事業所単位でこういうことってあるのかなみたいな形で、気軽に情報を把握できるシステムが

あれば違うのかな、と私は思います。現場単位では意外と感じているけれど、行政が絡んでし

まうとなかなか言い出せない、伝わらないところがあるのかなと、感じています。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。居宅支援事業所、相談支援事業所さんはそれぞれ現場では、この人

は…、という情報は持っていると。それを集約して整理する機会や術がなかったということで

しょうか。 

 

（亀山委員） 

自立支援協議会などがありますが、なかなか言い出せないということもあります。 

 



（渡邉部会長） 

ありがとうございます。他に意見のある方はいらっしゃいますか。 

 

（西村委員） 

いろいろなお話しを伺っていて、まさにそうだなと思ったのですが、私は市川・浦安圏域で

やらせていただいているんですけれども、割とひきこもりの方の親御さんって隠したがる傾向

が結構あるんですよ。先ほど言われていたみたいに、自分たちの手元に置いておかないで一人

暮らしをさせて、お金だけ出している例が意外とあってですね、プラスしてお父さん・お母さ

んが年老いて、お金を出せない状況でこういう人がいるんだということで就業生活支援センタ

ーに繋がるケースがすごく多かったりとか、もしくは友達が電話をかけてきてこういう人がい

るんだけれどもどうすればいいかという例があったりだとか、高齢の地域包括から、実はこう

いう息子さんがいてどうすればいいかという相談があったりとか。事業所に聞いてみる、民生

委員さんもそうなのですが、虐待と同じで、通報するぐらいのものがないとたぶん集約は難し

いと思うんですね。そういうことを考えると、みんなに発信する方法がわからなかったり、ど

こに相談したらいいかわからなくて就業生活支援センターに電話かけてきたりとかがあると

思うので、こういうところに相談できるんですよとか、こういう方法があるんですよというこ

とのＰＲが必要になってくると思います。 

実態把握に関しては、すごく苦労するだろうなという印象があります。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。 

今のお話しを少しまとめますと、まず、ＰＲをいろんな機会にしていって、ここに電話をす

れば何らかの情報が得られるというのをアピールしていくということが大切だろうという意

見と、医療も含めた現場で、直接医療福祉サービスを提供する側が情報を持っているけれども、

それを集約するとして、できるとしたらアンケート調査くらいになるのかと思いますが、他の

すでに行っている自治体の調査の手法と絡めて、少し具体的なやり方としてこの１年間くらい

で検討していく意義があるかなと思いますけれどどうでしょうか。 

 

（事務局） 

各事業所の方からそういった情報をアンケートするということですが、かなり有効かなとは

思います。ひきこもり地域支援センターの方で、地域的に限られてしまってはいますが、例え

ば長生地域で、市町村、相談事業所、中核さんとかにお集まりいただいて情報の共有をする、

関係機関との連携というのも昨年度から少しずつやるようにしているところです。 

中核さんにお集まりいただいて、そこで情報共有していきましょうという取組みも昨年度か

ら動き始めています。そういった情報を県として吸い上げて、うまく整理をして、実態把握は

そこではなかなか難しいとは思いますが、他県の調査等も含めて、ある程度の推計ということ

になるかとは思いますが、調査をしていきたいなと思っています。 

 



（渡邉部会長） 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

このテーマに関して、他に何かございますか。 

 

（浅井委員） 

２点ありまして、１点目は地域移行・定着協力病院の指定数が伸び悩んでいるということで

すが、おそらく手上げをしてもらう病院は精神科病院協会の会員だと思うのですが、第六次障

害者計画も策定されて、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を図っていくタイ

ミングでもありますので、それに絡めて地域移行・定着協力病院に関する説明をする機会を持

たれたらいいんじゃないかなと思います。例えば日精協千葉県支部の総会に県の方が来ていた

だいてお話しいただくとか、以前はそういう機会もあったかと思います。そのような場で説明

して周知を図るのも１つかと思います。 

もう１点はＤＰＡＴ体制の件なのですが、千葉県でもおそらく近いうちに大規模な地震が起

こる確率が高いだろうと思います。災害拠点精神科病院の制度に関する議論がなかなか深まら

く、また形が見えてこない中で、災害拠点精神科病院を千葉県でどう設置していくかを含めて

ＤＰＡＴの話を進めていった方がよいと思います。委員会はぜひ開催していただいた方がいい

かなと思います。 

 

（深見委員） 

ＤＰＡＴに関しましては、県精神科医療センターと浅井病院さんで県のＤＰＡＴの中核を担

うような形で今進めているところです。そのほか、実績としては、熊本地震の時は国府台病院

さんに尽力していただきましたし、成田赤十字病院さんは日本赤十字社の仕事として被災地に

向かわれていますので、地域で中核となっているような病院さんが数多く被災地に向かったと

いう実績はあります。意外と、そこで集まるメンバーの主要な方々は顔が見える関係にだいぶ

近くなってきていますので、ちょっとした学会の集まりの中でもお話しする機会はあるのです

が、正式な形はなかなか難しいというところもあるので、一度まとまってということが必要に

なってくるかなと思います。ただ、開催が非常に難しいひとつの要因として、国のＤＰＡＴ体

制なんかも、ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴとの協力、あるいは関連したシステムの再構築で、ちょっと

混乱しているかなという印象の中で、国レベルの研修や訓練も、毎度手を挙げますがなかなか

順番が回ってこないという状況もあります。ある程度、経験積んでひとつの方向性が見えてく

れば、先ほど話がありました災害拠点精神科病院の整備なんかも、理想からいうと地域ごとに

拠点病院が組めるのが理想かなと思います。今後連携しながら整備していければなと思ってい

るところです。 

 

（事務局） 

運営委員会については、２８・２９と開催していないという状況がありましたので、ぜひと

も今年度については開催したいと思っております。併せて、先ほど深見先生からお話がありま

したとおり、熊本地震に実際に県から派遣した状況もございます。県から依頼をして派遣する



ということでございますので、県と医療機関で何らか協定を結ばせていただいたほうがよいの

かなと考えています。そういったことも検討させていただいて、運営委員会も開催させていた

だきたいと思っております。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。他のテーマではいかがでしょうか。 

 

（今津委員） 

数値目標２－３の長期在院者の数のところなのですが、たいていの目標はだんだん年度ごと

に上がっていくんですが、これは減らすという目標なんですよね。その場合、評価というのは

どのようにするのか。例えば一番上の２－１は２９年度目標値６４で実績６８、オーバーして

いる訳ですよね、オーバーしているからＡ評価となっている。実際減らしていくに当たって、

例えば２８年度から目標上は４００人減らそうという目標だったのが、実際は８００人くらい

減っているんですよ、２８から２９年度にかけて。これがどうしてＢ評価なのでしょうか。 

 

（事務局） 

減っているのは減っていますが、２９年度の目標値というのがあって、これが６，４４２人、

それに対して実績が６，５７８人ということで達していないということです。 

 

（今津委員） 

達していないというのは６，５７８人から６，４４２人に減らして、ということでしょうか。 

 

（事務局） 

目標値が６，４４２人ですので、それを満たしていないということでＢ評価ということです。 

 

（深見委員） 

実数は７３００から６５００になっている訳で、目標は６４００ですからあと１００足りな

いということですよね。 

 

（今津委員） 

その出し方として、分母はどれになるのでしょうか。６，４４２人を分母として計算すると

いうことですか。 

 

（深見委員） 

２９年度の目標値からすると、９１７分の７８６で８０数％というところではないでしょうか。

そうするとＢ評価かなと、そういう風に勝手に読んでいました。 

 

 



（事務局） 

後で確認します。 

 

（奥山委員） 

同じところなのですが、評価の仕方は別として考えて、２５、２６、２７年度は１００人く

らい減っていますよね。次の２８年度にかけて３００人くらいがくっと減っている。さらに２

９年度にかけて８００人くらい、またまたがくっと減っていますよね。この理由は何なのか。

死亡か、それとも別の理由なのか、わからないかもしれませんが。こいうところがわかれば質

的な評価ができると思います。 

 

（事務局） 

具体的な減った内訳というのはわからないです。 

 

（岡田委員） 

今のところは大事な部分だと思うのですが、高齢になってくると退院というのがもしかした

ら亡くなって退院しているというのも多いんじゃないかと思います。統計的に見ても結構最近

は死亡退院が多いというのを何かのデータで見たことがあるので、それを考えると、数値だけ

ではなく、高齢化が大きなひとつの視点になってくるのかなと思いました。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。これは、データの吸い上げ方で、退院理由はとっていましたっけ。 

 

（事務局） 

退院理由はとっていないと思います。統計上、退院の内訳は集計していないと思っています。 

 

（渡邉部会長） 

そのあたりのことも整理して、周知いただければと思います。 

 

（深見委員） 

これは、６３０調査の数字ですか。また別の調査ですか。 

 

（事務局） 

６３０調査の数字です。 

 

（深見委員） 

そうですよね。そうすると１年以上の在院者数という数字だけをとっているので、１年以上

在院している人がどうなったかという統計ではないので、数が減ったのは１年以上入っている

人が少なくなっていますよねというただそれだけなので、１年以上入っている人がどうなりま



したかという調査は実質やられていないというところだと思います。 

 

（三好委員） 

国では把握はしているのかなという風に感じています。というのは、国で行われている精神

障害者の包括ケアシステムの会議に出たときに、何％の人は死亡退院です、何％の人は高齢者

の施設に移ります、という説明を受けています。すみません、はっきりと％はわからないので

すが。ですので、実数として国では把握しているのかなと思っています。 

 

（渡邉部会長） 

データとしては恐らく出せるかもしれませんが、簡単に、おおざっぱにいうと、５万人、１

年以上の長期の方が退院して、そのうちの１万人が死亡退院、それは数が増えているというデ

ータもあります。国がいわゆるナショナルデータベースに近いような形でひっかけているのか、

厚労科研とかで調べて出しているのか、わたしもあいまいです。ただ、そういうデータは出て

いたと思います。県内のこれからの医療福祉を考える時に重要なことではありますので、死亡

退院の方がどれくらいなのか把握した上で、いろいろな議論の基になるかもしれないので、こ

こで一度共有しておくのは大切かもしれませんね。おそらく厚生労働省が出している資料を引

っ張ってくると出ているかと思いますので、あとで構わないのでご協力いただければと思いま

す。あともし、いろいろな資料でご存知の方がいらっしゃれば共有していただければと思いま

す。よろしくお願いします。 

では、数字の％についてと、内容・質的なところ、どのくらいの人が死亡退院しているのか

ということも含めて、調べていただくということで、ここはみんなで宿題にいたしましょう。 

 

（國分委員） 

数値目標２－５ですが、先ほど少しお話しがありましたが、千葉県の中には精神科入院病床

持った病院は５３ありますが、地域移行・定着協力病院が１１か所から１３か所になったとい

うのは、これは２６年度くらいから進めてきて、協力できないというのは地域の受け皿がしっ

かりしていないからダメだという考え方なのか、協力病院についてまだ病院自体がわかってい

ないのか、どうなのでしょうか。 

 

（事務局） 

協力病院については、認定するために４つの条件を設けています。例えば地域移行の協議会

への参加など、条件的にはかなり低く設定しているところです。基本的には、会議とかに出て

いただいているのであれば、申請いただければ認定できるというような制度になっています。

先ほどもご説明させていただいたところですが、病院として、県が認定したところであまりメ

リットがないというところで、病院側から申請が上がってこないような現状です。県からは各

種会議の時に制度について説明させていただき周知していますが、なかなか病院から手が上が

ってこないというのが現状です。 

認定病院については、平成２７年度末に要綱を制定しましたので、実質２８年度からのスタ



ートとなっています。 

 

（渡邉部会長） 

よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

次に、議題（３）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、ご意見等

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（３）重点事業について 

（事務局説明） 

 

（渡邉部会長） 

ただいまの説明に関して、ご質問等がございましたらお願いします。 

 

（亀山委員） 

地域生活支援の推進というところでお伺いしたいのですが、グループホームの拡充はわかる

のですが、例えばそこにいくまでの買い物とか生活という部分への支援は移動支援とかが使わ

れると思うのですが、そういうところの周知徹底というのはできるのでしょうか。私の地域だ

と、相談支援事業所の人が説明してくれると思うのですが、なかなか利用者、対象者の方に届

いていないような気がしています。たぶんニーズはすごくあると思うのですが、そこまで届い

ていないのでどうしたらいいのかなと思っています。 

実際自分が当事者として思うのは、そういうサービスはすごく便利なんですね。一緒に行け

るというのは安心にもつながるし、地域とつながりも広がると思います。 

 

（事務局） 

サービスの利用については基本的には市町村の方で提供していますので、当事者の方やご家

族の方がご相談に来られると思いますので、その時に市町村の職員の方がこういうサービスが

ありますよという紹介はされているのかなとは思いますが、そこについては、事業課の担当に、

市町村に対して、情報を市町村から利用者に提供していただくように、ということはお願いし

たいと思います。 

 

（奥山委員） 

今の質問について、届いていない、周知されていないということですが、逆に亀山さんから

見たら、その原因は何だと思いますか。 

 

（亀山委員） 

当事者側と事業者側、２つあると思います。当事者側というのは情報として、病院は常に行

くけれども、基本的によほどのことがなければ医療支援相談室とか行かないわけで、なかなか



当事者として顔が見えないというところがあるかなというのがひとつです。事業者側からすれ

ば逆に言うと、対象者に対してこういうサービスをしてあげたいけれども、日々の業務に追わ

れていて、そういうところに目を向けられない、両面があって、最終的にはお互いにフィット

しない、それこそ縁がないというところが出てきてしまうのかなと感じています。 

あとは、はじめのとっかかりという部分も、顔が見えないと当事者としては一番不安、特に

精神の方は顔が見える、見えないで大きく変わってくると思います。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。 

 

（國分委員） 

地域生活支援の推進というところで、グループホームの質の充実など書いてありますが、予

算的に見ると、２９年度の当初予算 856,748千円から３０年度が 775,415千円と下がっていま

す。全体的に見たら６％増とのことですが、この部分が下がっているのはどういう理由なので

しょうか。 

 

（事務局） 

事業実施主体が障害福祉事業課になるのですが、量的な拡充ということで施設整備、グルー

プホームを整備するのに補助金を出すということで、その補助金というのが県単独では今制度

としてないということです。前年度については国の事業の採択を受けていくつか事業があった

ということで金額が大きいと、それに対して、今年度は国の事業が少なくなってしまったので

金額が落ちているというようなことを聞いています。 

 

（國分委員） 

国の事業が少なくなったというのは。 

 

（事務局） 

グループホームを整備するに当たって、要する経費の一部を国などから補助するという仕組

みの中で、現在千葉県が使える仕組みとしては国の補助事業しかないと、国の方で救い上げて

くれた件数が２９年度は多かった、それに対して３０年度は減ってしまったという経緯がある

と聞いています。 

 

（國分委員） 

千葉県の中で申請した事業が少なくなったということでしょうか。 

 

（事務局） 

国の事業なので、国で認められた件数が少なかったということです。県の裁量はあまりなく、

国の方で何件とるかということで、件数が少なかったということです。 



（國分委員） 

わかりました。ありがとうございます。 

 

（岡田委員） 

地域生活支援の推進ということで、いろいろな項目に出ていますが、現実的に可能かどうか

は別問題として、例えば地域包括のシステムとかピアサポーターの推進などがうまく絡み合っ

ていくといいんじゃないかと思っています。精神の方は地域移行でグループホームへ退院する

人が多くなっていますが、私は個人的に好きじゃなくて、やっぱり地域でいかに生活していく

かという部分だと思っています。ヘルパーさんなどが頑張ってくれている部分もあると思うの

ですが、先ほど話があった一緒に買い物に行くとか、そういうときにピアの力とか、会社じゃ

ないけれども作って、それで一緒に買い物に行きましょうとか、そういうシステムがあると、

より地域に密着した支援ができるのかなと思います、地域移行なんかでも、私たちが一緒に退

院に向けての準備ということで電車に一緒に乗ったり買い物に一緒に行ったりするのですが、

限られた時間の中でやりきれないので、ピアの人たちがどんどん地域づくりで一緒にはいって

いくと、利用者への手厚い支援ができて、在宅でアパート借りてとか、そういう風にやってい

けるのかなと。サービスとなると限られたマンパワーでやるしかないのですが、仲間同士で活

躍する場があって、当事者の人たちの自信にも繋がるし、そういうことで包括システムやピア

サポートの推進がうまく絡みあうと、より利用者が地域で在宅での生活が充実できるかなと、

それに支援者が入っていくというようなシステム作りが必要かと思います。今、障害者がいっ

ぱい働きましょうということで、精神の方も法定雇用率に算定され、仕事に就く人も多くなっ

ていますので、そういった部分で活躍できるということも、全体の包括ケアシステムの構築の

中でやっていくといいのかなと、どこまでできるかはわからないですが。 

 

（三好委員） 

わたしもまさに、今限られているマンパワーの中で、専門家だけではなくて、いろいろな人

が関わって地域を作っていかなくてはいけないなという風に感じています。ピアサポーターに

ついては、せっかく養成されても、どなたがピアサポーターか、地域にどんな人がいるのか私

たちの方からはわからないんですね。ですから、ピアサポーターさんに助けてもらいたいと思

っていても、一緒に活動できないということがあるので、ピアサポーターさんがわかるように、

公開制度のようなものがあるといいかなと思っています。 

包括ケアシステムについては、地区がすごく大きくて、やりきれないなというのを感じてい

ます。高齢者の方の包括ケアセンターだと中学校区にひとつあるんですね。精神障害の方は千

葉市でひとつとか、広すぎるので、もっと狭い範囲で、顔の見える関係の中で包括ケアシステ

ムというのはできてくるのではないかなと感じています。 

 

（事務局） 

ピアサポーターの養成事業については、事業課がやっている事業なので、私からコメントは

しませんけれども、岡田委員からも出ましたように、包括ケアシステムの中で、地域で抱えて



いる課題やニーズは支援員が一番よく知っているということで、実務者会議の中で圏域でピア

サポーターが必要ということで、支援員が足りないというところで、ご意見をいただいている

圏域もございますが、そういうところではピアサポーターの活用というのが非常に有効かなと

思っています。事業課がやっている相談支援事業所に支援員として雇用できるという、そこま

での方じゃなくてもよいのかなといるところもあるので、例えば患者に寄り添うくらいでもい

いんじゃないかと、そういうピアサポーターも必要だと思います。ですので、どこまでのピア

サポーターを養成していくかというのは、それぞれの圏域、それぞれの地域で、こういう人た

ちが必要ということで養成していくという取り組みを進めていっていただけるとよいかなと

思います。包括ケアの説明をさせていただく中でも、地域の課題・ニーズはいろいろあって、

ピアサポーターが必要なんですということであれば、それに取り組んでいただいて結構ですよ

という話は県からさせていただいています。あくまでも県からこういう事業をやってくれとお

願いしている訳ではなく、地域でちゃんと考えてやってくださいということで、その中のひと

つとしてピアサポーターの養成があるのかなと思います。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムのそもそもの仕組みが、

一番基本が生活圏域、要するに中学校区に圏域があって、その外側に市町村単位の圏域があっ

て、その外側にいわゆる障害保健福祉圏域という保健所単位の圏域があって、私たちはまず、

保健所単位の県内１６区の圏域での仕組みづくりを考えなければいけないということでしょ

うか。 

 

（事務局） 

先ほど三好委員からも高齢者は中学校区という話がありましたけれども、それはこちらも承

知しているところなのですが、中学校区という狭い範囲にしてしまうと、そちらの方が作りや

すいかもしれませんが、どうしても精神障害については精神科医療が必要ということがありま

すので、あまりにも小さい単位だと病院やクリニックがない、では市町村ではどうかというと

市町村にもないところもあります。だとするとしょうがないので、障害保健福祉圏域まで広げ

ましょうということで、だんだん大きくしていったところです。あくまでも障害保健福祉圏域

ありきでやっている訳ではなくて、ないからどうしますといって考えたのが障害保健福祉圏域

なので、ご理解をいただければと思います。範囲が広くてやりにくいということがあるとは思

いますが、昨年度までは地域移行の事業をやっておりましたので、それを引き継ぐ形で事業は

進めさせていただきたいと考えておりますので、広い範囲ではありますけれども、皆様に理解

をいただき、事業の継続性を考えても、障害保健福祉圏域でやるということで考えています。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。私から質問なのですが、予算立てについては当然県単位の予算なの

ですよね。それぞれの組み合わせは障害保健福祉圏域ごとに相談してやるということになると、

予算は県単位であるところ、どういう風に組み合わせたらいいのか、お金をどこから持ってき



たらいいのか、例えば、ある圏域ではピアサポーターの方が１０人は必要なので、その人たち

をなんとかしたい、でもそのお金はどういう風にするのか。お金全体は県単位で割り振られて

いるので、これをそれぞれの障害保健福祉圏域ごとで、後ででてくるかと思いますが、ケアシ

ステムの代表者会議と実務者会議をやりくりして、ＰＤＣＡサイクルを回して、いろいろな計

画をこれから立てていくに当たって、このお金はどのようにそれぞれの圏域に分配されたり 

下りてきたりすることになりそうなのでしょうか。圏域ごとに検討して作っていくとなります

と、このお金をどうやってそこで持っていくのかというのがわからないと、手も足も出せなく

なってしまうのではないかと思っているのですが、今はもちろん計画段階であるところですし、

実際の圏域ごとの実効性のある仕組みづくりをするためには、まず会議体を構成してというと

ころからというのは理解しているのですが、どんな風にこれを使っていくことになりそうなの

でしょうか。今わかる範囲で構わないのですが。 

 

（事務局） 

今のところ、ケアシステムについては、約 1,600万円ありますが、これは均等に障害保健福

祉圏域ごとに配分しているところです。なので、１圏域 100万円ちょっとということです。会

議体を運用できるようにということで進めておりますけれども、その中で課題やニーズが出て

きて、こういう事業を進めていきたいと、はじめは細々と、委託の 100万円で会議と事業をや

りますということでやっていただくことになるかと思いますが、さらにそれを積極的に進めて

いく必要があるということであれば、それを地域から声をあげていただいて、こういう事業を

やっていきたいということを県に要望してもらい、その上で、県としてそれが事業化できるの

かどうかということを考えていく必要があるのかなと思います。基本的に地域の課題やニーズ

を、県としても当然のことながら、１５の障害保健福祉圏域にお願いしていますので、その情

報については集約をして、その中でいい取組みがあれば、積極的に県全体で実施していくべき

ということがあればそれを事業化していくことを考えたいと思います。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございました。例えば、各圏域で話し合って、いろいろな事業の柱を組み合わせ

て包括的に作りたいと思ってもなかなかすぐには進められないということで理解してよいの

でしょうか。本当は岡田委員がおっしゃったように、県単位で組み合わせのモデルを作った方

がやりやすい可能性もあるかなと思うのですが、まだそこまでではなく、ニーズを拾い上げる

という段階ということでしょうか。 

 

（事務局） 

もともと地域移行の事業の中でも、すでに事業の方は圏域の中で進めていただいていたとい

う状況がございますので、今年度から始まるケアシステムについては、委託をしている 100万

円の中で事業ができるということであれば実施していただくということで考えていますので、

会議の方にあまりお金をかけないということで、事業の実施にお金を振り向けたいということ

であれば、県としてそれはダメという話はではないので、基本的には会議を作って、そこで方



針を決めて具体的な取組みを進めてください、それについては 100万円の中でやっていただき

たいということでお願いしています。もしそれで実際にやってみて、何年か経って本格的に動

いてきたときに、お金を増額するなり、新規事業を設けていくなりという対応を考えていきま

す。 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございました。他のご意見はいかがでしょうか。 

では次に、議題（４）その他について、事務局から説明をお願いします。 

 

議題（４）その他 

（事務局説明） 

 

（渡邉部会長） 

ありがとうございます。 

他に、各委員からこの場で発言したいことなどがございましたらお願いします。 

 

（國分委員） 

７月６日の県議会で精神障害者の重度心身障害者医療費助成についての請願、千葉県精神障

害者家族会連合会でこの請願を出しまして、本会議の中で裁決されたのですが、県として、今

後の進め方をどのように考えていますでしょうか。すぐに答えは出てこないのでしょうけれど、

進め方をお聞きできればありがたいと思います。 

 

（萩原課長） 

國分委員のおっしゃるとおり、先の６月議会におきまして、重度心身障害者の医療費助成に

ついて、精神障害者も対象にしてくださいという請願が裁決されたところでございます。制度

の内容を説明させていただきますと、今まで千葉県におきましては、身体障害者と知的障害者

の方は、重度の方は医療費助成の対象となっておりまして、通院、入院１回につき本人負担３

００円で医療を受けられるということですが、精神障害者の方は対象ではなかったということ

で、今回請願の中で精神障害者も対象にしてくださいということで請願が採択されたというこ

とで、県としては、請願の趣旨を尊重して対応していくということになりますが、まずは、市

町村さんのご意向を再度確認という意味で、一度、２９年１月だったと思いますが、市町村さ

んにアンケートを取らせていただきまして、だいたい賛成とそうでない市町村さんが半々だっ

たのですが、それから月日が経っていますので、市町村さんのご意見も変わっている可能性も

ありますので、再度確認という意味で市町村のご意向を伺うということでアンケートを出して

います。市町村議会の方からも意見書が県に上がってきておりまして、１７だったと思います

が、精神障害の方も対象にしてくださいという意見書が出ていますので、その後いろいろ状況

も変わってきていると思いますので、まずは市町村さんのご意向を伺いながら対応していきた

いと思っています。 



県としても、市町村のご意向を伺うとともに、実際にやるとどのくらいお金がかかるのかと

いう試算を始めているような状況です。 

 

（國分委員） 

ありがとうございました。 

 

（奥山委員） 

今の件で、請願は手帳の等級に関わらずということなのでしょうか。 

 

（國分委員） 

そうですね。手帳の等級に関わらずということです。 

 

（萩原課長） 

内容としては、精神障害者の方も対象としてくださいということでした。 

 

（奥山委員） 

例えば知的だったらＢの１以上ですけれども、そういう具体的な話はまだなのでしょうか。 

 

（萩原課長） 

そういう具体的な内容の請願ではなかったですね。 

 

（渡邉部会長） 

他にはいかがでしょうか。 

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） 

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１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。 

 


