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令和 2年神奈川県議会本会議	第 3回定例会	

ともに生きる社会かながわ推進特別委員会	

	

令和 2年 10 月 2 日	

西村委員	

	 まず、委員会資料３ページですが、精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築とあります。今定例会で我が会派の谷口議員が本会議の代表質問

で、精神障害者の保健福祉の拡充について質問をさせていただきました。知事

からは精神障害者の生活実態を詳細に把握する調査を来年度実施して、調査結

果を基に精神障害者の地域での生活や社会参画に向けた支援など、今後県が行

うべき精神障害者への支援策を検討するとの前向きな答弁をいただいたところ

です。	

	 県は長期入院をしている精神障害者が退院をして、地域で生活をすることを

目指して現行の神奈川県障がい福祉計画において、精神障がいにも対応した地

域包括ケアシステムの構築を成果目標に位置づけた。既に医療機関や障害福祉

サービス事業者等の関係機関による協議の場を設置して、精神障害者の地域生

活移行に取り組んできたという報告でした。	

	 そこで伺っていきたいのですが、まず、この資料にあります医療保護入院し

た患者の退院促進のため、地域で精神障害者を支援する人材の育成を進めると

あります。改めて、どのような人をこの人材と呼ぶのでしょうか。	

障害福祉課長	

	 地域で精神障害者を支援する人材とは、具体的に申し上げますと、実際に精

神障害者に対応する相談支援事業所や居宅介護事業所などの障害福祉サービス

事業所の従事者の方、それから、精神障害者の中には高齢者で、介護サービス

を利用される方もいますので、そういった介護事業所の従事者の方、また、そ

ういった福祉関係者以外にも、例えば、障害者の方が住む住宅を貸す不動産業

者の方、あとは身近なところで、障害者の家族といった方がこういった人材に

当たります。	

西村委員	

	 本当に幅広いのですね。その対応する人材の育成を行っているということで

すが、具体的にどのように行っていますか。	

障害福祉課長	

	 人材育成についてです。	

	 まず、各地域の保健所に設置をした協議の場で内容を検討し、研修を実施し

ています。これまで行った研修としては、各地域で精神障害者の地域生活移行

のための支援を行っている関係団体の職員が、お互いの支援内容を知るための

情報共有を図る研修、障害福祉サービス事業所や、介護保険の事業者向けに精

神障害者の在宅での生活を支えるために必要な精神障害者に関する知識や支援

方法を学んでいただくための研修、住まいの場を提供する不動産の事業者向け

にも精神障害に関する知識、精神障害者がどうしても借りる際の支援がいろい

ろあるので、そういった制度を学んでいただく研修などをこれまで行ってきま

した。	
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	 また、今の協議の場で内容を検討し、実施した研修の話をさせていただきま

したが、その協議の場以外でも人材育成の取組は行っており、県では、居宅介

護事業所で働くホームヘルパーなどを対象として、その精神障害者の特性を理

解したホームヘルパーを養成するという事業も行っています。	

西村委員	

	 今、ホームヘルパーの話をされました。物すごく精神障害者の方は波があっ

て、例えば、気分障害の方や、外に出られなくなるという方が多いので、自宅

の中に入っていく、つまりアウトリーチの一つの動きだと思うのですが、ホー

ムヘルパーがそういう知識を持たれるということはとても重要だと思うのです。

具体的にどういうことを学んでいるのですか。	

障害福祉課長	

	 ホームヘルパーを養成する研修では、精神障害者の方の特性や、具体的な精

神疾患、それから精神障害者の方への対応方法などを、ホームヘルパーとして

精神障害者の方を支援するために必要な知識や技術を学んでいただいています。

具体的な精神障害者の方への対応方法を学ぶために、例えば、精神障害者の方

が通っている事業所や、生活しているグループホームなどでの実習も行い、実

際に支援を体験するという機会も設けています。	

	 また、ホームヘルパーとして、業務に従事している方には、日々の支援の中

で生じた、いろいろな問題を解決するための事例検討、さらに専門的な知識を

学ぶための講義など、質の維持と向上を目的とした研修を実施しているところ

です。	

西村委員	

	 今まさに申し上げたアウトリーチ型はとても重要だと思うのですが、困った

ことにコロナ禍なのです。会うということ自体が様々に問題があるというか、

課題があるというときなのですが、そういうことも考えた上で、支援が適切に

提供できるように、どのように取り組んでいこうと考えていますか。	

障害福祉課長	

	 今、コロナ禍でして、訪問型のサービスは、感染のリスクも大変に高いとい

うことで、結構緊張感を持って事業者の皆様は支援をしているところだと思い

ます。	

	 コロナ禍においても、その精神障害者の自宅などに伺ってサービスを提供す

ることが、重要なことですし、これは止められないことです。	

	 しかし、その一方で、新型コロナウイルスの感染を防ぐための対策もしっか

りと行う必要があります。ですので、精神障害者を支援するホームヘルパーを

対象とした研修の中で、新型コロナウイルス感染症にヘルパー自身が感染しな

い方法、また、精神障害者の方に感染させない方法について、この研修の中で

講義を実施していきます。	

西村委員	

	 それから、ここまで伺ってきたのは長期入院をした方が言わば社会復帰をさ

れた例ですが、精神障害、精神心疾患の方というほうがいいのでしょうか、未

治療である、それから、医療中断者の数がとても多い、言わば病気、障害であ

るわけです。こういった方々のアウトリーチは、現状どうなっているのかお分
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かりですか。	

障害福祉課長	

	 今、お尋ねの件に関しては、私どものところでは把握をしておりません。	

西村委員	

	 何で記憶にあるかというと、平成 23 年に緊急雇用創出事業臨時特例基金を使

って、アウトリーチを行いましょうということがあったのです。私は議員をし

て１年目だったので、すばらしい取組だと思って注目をしていました。その後、

こころといのちを守る訪問支援事業と名前を変えながら、平成 23 年度から平成

25 年度まで、県は、この精神疾患を持った方の、特に未治療や医療中断者にど

うタッチするのだというアウトリーチ事業をされたのですが、その後どうなっ

たかという報告があまり伺えていないのです。	

	 よく考えれば、民間の事業者に委託をされた、地域で充実をしている、市町

村事業になったと考えられるのですが、私も後追いをしてないことを後悔して

います。ポイントは、きちんと医療にタッチした人よりも、実は多分こちらの

議員の方々も相談をよく受けられると思うのですが、親御さんは年を重ねてい

って、子供を病院に連れていくことも大変で、議員に来て説得して欲しいなど

と言われたことがある方はいると思うのです。私も現にそうで、しかも、行か

せていただくと、物すごくむらがあるので、会ってくれるときもあれば、全然

出てこないときもある。	

	 平成 22 年の調査では、保健福祉事務所９か所で相談があった方々約 2,800 人

のうち、未治療、医療中断者が 900 人弱いたと言うのです。ということは、３

分の１近くがそうだった、そのうち５割がひきこもり。そうなるともう親御さ

んが手を出せない。強引に連れていくわけにもいかない、どうしましょうと相

談はされるが、そこからはっきり言って解決までいかないという事例を体験さ

れた方はいると思うのです。今回、この長期入院から地域への移行を一つステ

ップとして、その次のアウトリーチということを、ぜひ行っていただく検証に

していただきたいということと、今回せっかく、この精神障害をお持ちの方の

調査をしますと言っていただいたわけですから、これも幅を広げて、様々な病

院に行っている方だけではなく、施設に行っている方だけではなく、本当にお

困りの年老いた親御さんからすると、もう切実な声ですから、広げていただい

て調査をしていただけるよう要望させていただきます。	

	 今ちょうど、新型コロナウイルスの感染について、ホームヘルパーも様々研

修を受けているという話がありました。本当にエッセンシャルワーカーの方々

は大変だと思います。	

	 もう皆様御承知のように、医療従事者の方々に慰労金が出る、そのときに、

我が会派、介護と障害福祉の方々にも慰労金が出るという仕組みについて、一

生懸命頑張らせていただきました。ところが、今報道でいろいろ言われている

のが、この事業所が申請してくれないという声が上がっているという報道があ

り、神奈川県で把握をされている範囲で結構ですので、教えてください。県で

は令和２年８月から申請の受付を開始したと聞いています。現時点での申請と

支払いの状況について、介護と障害も、双方分かりますか、よろしくお願いし

ます。	
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介護サービス担当課長	

	 慰労金の申請については、令和２年８月 17 日から申請を開始しました。８月

末までに約 1,410 件の申請がありました。このうち、９月末までに支払われた

ものは約 900 件となっています。	

障害サービス課長	

	 障害分については、申請が約 670 件、支払済みが約 570 件となっています。	

西村委員	

	 支払いはスムーズだったのでしょうか。スケジュールが分かれば教えていた

だけますか。	

介護サービス担当課長	

	 申請は神奈川県国民健保険団体連合会で、来年２月末まで申請を受け付けて

います。毎月、月末までに申請のあったものについては、申請の内容に不備が

ない場合は原則として翌月末までに支払うように手続を進めています。	

障害サービス課長	

	 障害分も介護同様のスケジュールで行っています。	

西村委員	

	 気になるのが 1,410 件と 670 件、これは全体の数からするとどれぐらいの割

合なのですか。	

介護サービス担当課長	

	 介護分の申請件数については、約１万件と見込んでいます。介護と障害合わ

せての申請件数は約１万 8,900 件と見込んでいます。令和２年８月の申請が合

わせて約 2,080 件で、その割合としては、約 11％となっています。８月に受付

が開始したばかりですので、まだ申請の準備があるところが多いと思っていま

す。	

西村委員	

	 では、核心に触れます。	

	 そのような中で、障害福祉のほうは言われなかったのですが、介護関係の人

から、事業所が申請してくれないという声を、もう二、三件いただいているの

です。そのような中で、2,080 件と聞くと不安になってしまいますが、どのよう

に状況を把握していますか。	

介護サービス担当課長	

	 そのような声は県にも相談の電話が届いています。また、国のコールセンタ

ーにも多数の声が寄せられていると伺っています。	

西村委員	

	 伺ったところで、どうされていくのでしょうか。	

介護サービス担当課長	

	 令和２年８月 28 日に、介護事業者等に事務連絡を発出し、慰労金の要件に該

当する職員や業務受託者等の従業者の方々が確実に慰労金を受け取ることがで

きるように、職員、派遣労働者、業務受託者の従業者の希望を踏まえて、慰労

金の申請を行うこと、派遣会社、受託会社と連携、調整の上で、取りまとめて

申請を行うこと、退職者から申出があれば取りまとめて申請を行うことをお願

いしています。	
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	 また、職員の方から、事業者が対応してくれない、払ってくれないといった

事情があれば、個別に事業所に対して働きかけを行うために、具体的に問題が

生じた場合には、県等に相談いただくこととしています。	

	 それから、事業所との調整がなかなか難しい退職者などについては、県への

個人申請等も受け付けているところです。	

西村委員	

	 個人的に受け付けてくれないということを事業所に言うことは、とても言い

づらい方もいると思うので、どこがその相談を受け付けるのかということをも

っと周知してください。	

	 何で出してくれないのだろうということで幾つか声があるようですね。	

	 まず、事業者のほうが、事務手続が面倒だと思っている方。それから線引き、

要するに、もらえる人ともらえない人が同じ職場で出てくることの不公平感を

恐れている方がいることも伺いました。それから、その事業の方自体がきちん

と分かっていない。私は、結構ここが多い気がするのです。新型コロナウイル

ス感染症のいろいろな対策でも、事業者が負担しなければいけないと思ってい

て出さなかったということは結構聞くので、より、周知を図っていただきたい

と思います。	

	 今後、もれなく支払いを行うために、どのように取り組んでいくのか、決意

の答弁よろしくお願いします。	

介護サービス担当課長	

	 慰労金の申請に向け、周知については、県のホームページのほか、事業者向

けのメール配信で案内をしています。こういった周知を今後も定期的に行って

いきたいと考えています。	

	 また、申請のない事業所には、個別に働きかけるなどして確実に支給できる

ように取り組んでいきたいと思っています。	

西村委員	

	 どうぞ丁寧に働きかけをお願いします。	

	 最後に、先ほど障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会も、

十二分に先行会派の皆様がいっぱい質問していました。	

	 このページを見ていて一つだけ気になったこと、県直営の中井やまゆり園は、

やはり身を引き締めていかなければいけないと思っています。ましてや終身的

な施設として、先ほども様々な相談体制にも乗るという話もありましたし、そ

ういう意味からもしっかりしていかなければいけないというところで、ホーム

ページを見ていると、自治体に対して、令和２年８月 31 日までに改善計画を提

出とあるのですが、これは、私たちは見られないものなのですか。あまり見て

も意味がないものなのですか。	

障害サービス課長	

	 改善計画は、虐待認定をされて、その後に改善指導を受け、それに対する計

画ということなので、そこで一連のことが決着していれば、指導中ということ

でなければお見せすることはできると思います。	

西村委員	

	 令和２年８月31日までに自治体に改善計画を提出しますと書いてあるのであ
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れば、こういうのが改善計画ですと見えるように、ぜひしていただきたいと思

ったのです。どのような決意で今後向かっていくのかということの開示も必要

であろうかと思いますので、検討していただけたらとお願いして、私の質問を

終わります。	


