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平成 30 年第 1回定例会	 ともに生きる社会かながわ憲章推進特別委員会	

	

平成 30 年 3 月 8 日	

佐々木(正)委員	

	 最初に、医療的ケア児への対応についてお伺いしたいのですが、国が様々な

最終計画の告示なども出していて、それを見ると、障害福祉計画改定案に書い

てあることと大体同じようなことが書いてあるわけですが、まず、この書きぶ

りについて障害福祉計画改定案の 29 ページ、国の基本指針というのを見ていま

すが、協議の場を設置することを基本と書いてあるのですが、それを読んで先

に来ていると思うのです。その通知を見ると同じようにまとめてしまってある

のですが、ただこれを見ると、協議の場を何か設定することが目的となってし

まっているような気がしてしまっているのです。そうではなくて、下に書いて

あることを中心に一つ一つ具体的に行っていかなければならないと私は思って

いるのです。まずはその国の通知に変えていく、さきのそちらの設置場所を提

供すると書いてある理由というのは、何なのでしょうか。	

障害福祉課長	

	 国の指針においても、この医療的ケア児に対する支援の充実ということで定

められており、その中で成果目標として、この協議の場を設置することという

ことが示されておりますので、このように規定したものです。	

佐々木(正)委員	

	 何でこれが先に来たのかというのがよく分からないのですが、それはそのよ

うに読んだらそうなのかもしれないですけれども、私は、具体的に様々こうい

った児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置するとか、

そういったことを具体的に行っていただきたいというか、これを見ると、さき

に何か設置することが基本みたいな感じを受けてしまったものですから、その

辺りについては、はっきりした方がよいかと思っているのですが、どうなので

しょうか。	

障害福祉課長	

	 この障害福祉計画は、各市町村においても策定します。各市町村においては、

今、委員お話しのような児童発達支援センターの設置等の目標を定めるという

ことになっており、実際に定めるということです。県としては、広域的な支援

という立場から、協議の場の設置等について目標として定めたところです。	

佐々木(正)委員	

	 国の告示と同じように書いた方がよいのではないか。さきに何でこの協議の

場の設置を定めることが基本手続よりさきに来ているのかということが、何回

聞いても意味が分からないのです。逆に書いた方がよいのではないか。具体的

に支援していくというのを県は市町村に示すべきですから、あんなものは協議

の場だけを行って、少し手伝えばよいみたいな感じに見えてしまったのだけれ

ども、書きぶりを変えないのでしょうか。	

障害福祉課長	

	 ほかの成果目標も同じですが、書きぶりとして一番最初に枠囲いで成果目標

ということを書いております。これはいわば結論でして、論理としては、その
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後に続いております考え方、これまでの状況、目標達成に向けた方策などがあ

ります。それを受けた結論として、県としての成果目標があるわけですが、分

かりやすさということから、各項目の最初のところに成果目標を書いておりま

す。考え方としては、委員御指摘のところと変わらないと考えております。	

佐々木(正)委員	

	 成果目標というのが、協議の場の設置なのでしょうか。	

障害福祉課長	

	 そういった医療的ケア児が成果目標にもありますが、医療的ケア児が、その

心身の状態に応じた適切な支援を受けられるような場として設置し、実際にそ

ういう支援が受けられるように取り組んでいくということです。	

佐々木(正)委員	

	 成果目標というのは後にも出てきますが、様々な数字が書いてあって、これ

も国からの告示でも様々な数が出てくると書いてあるのですが、例えば、医療

的ケア児のコーディネーター養成研修事業で、このコーディネーター数の毎年

10 人ずつ養成していくわけですが、この根拠は何でしょうか。	

障害福祉課長	

	 今、平成 30 年度当初予算だけを御審議いただいているところですが、現時点

の考え方としては、平成 30 年度からの４年間で 40 名を育成したいと考えてい

るところです。その内訳としては、平成 30 年度に 10 名育成し、政令市を除く

各障害福祉圏域における相談支援の医療的ケア児支援の中核的な機関に、それ

ぞれ２名ずつ、２名掛ける５で10人ですが、まず配置したいと考えております。

平成 31 年度からの３箇年については、10 名ずつ計 30 人ということになります

が、これは政令市を除く県内 30 市町村において、各１人ずつ、このコーディネ

ーターが配置できる数ということで、合計 40 人という目標を当面の目標として

設置しているところです。	

佐々木(正)委員	

	 児童福祉法は、義務的なことで行っていかなければならないわけです。学域

ごとに一つずつというのは珍しいのではないかと思っているのですが、私はず

っと通学バスに看護師を乗せていただきたいということで、教育局の指定事業

に関しては、そういう医療的ケアができる従事者を配置していくということを、

なかなか教育委員会もそういう人材育成も含めた配置は難しいので、教育局と

保健福祉局で相談していただきたいのですが、将来的には学域ごとに１人ずつ

いないと、本当に児童福祉法等の義務になっていくところに沿っていかないの

ではないかと思い、そういう意味では、今後、その人数的なものについても合

理的配慮が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。	

障害福祉課長	

	 この医療的ケア児、県内にも一定の数の方もいるし、あるいは現行の制度の

はざ間で苦しんでいる御本人、家族がいることは、十分に承知しております。

今後、教育委員会とも連携しながら、各方面の御意見も頂き、状況に応じて施

策の充実についても、当然、考えていきたいと思います。	

佐々木(正)委員	

	 その中で、様々な地域の支援がライフステージに合わせていくわけですが、
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この相談支援事業所みたいなところを利用して、コーディネーターなども活躍

していくという感じになるのか、それとも県が主体的に行っていくのか、相談

支援事業所をただ活用して行っていけばよいということです。簡単な感じでは

ない積極的な支援が必要なものだと思うのですが、これはどう考えていますで

しょうか。	

障害福祉課長	

	 このコーディネーターについては、県の役割として、しっかり養成していき

たいと思います。実際のコーディネートする場は、県直営ということではあり

ませんので、各市町村、あるいは県域で設置されている相談支援事業所の中間

的な機関などに、実際に配置してコーディネートを行っていただくということ

が、一番効果的なのではないかと考えております。	

佐々木(正)委員	

	 市町村に押しつけることなく、主体的に様々な支援をしていくことが必要だ

ということを私は言いたいわけですから、それがよいに決まっているのではな

いですか。それと、その医療的ケア児とのコーディネーターになる養成研修で

すが、他県では既に行っているところもあります。平成 29 年度は実施したので

しょうか。	

障害福祉課長	

	 平成 29 年度は、実施しておりません。	

佐々木(正)委員	

	 何でできなかったのでしょうか。	

障害福祉課長	

	 なかなか準備が整わなかったところです。	

佐々木(正)委員	

	 そこが問題なのです。何で行えなかったのかというのを、よく考えてみてく

ださい。養成研修の実施の手引きを読んだことはありますでしょうか。	

障害福祉課長	

	 今、手元にはありませんが、職場で見た記憶はあります。	

佐々木(正)委員	

	 そこには、実施できなかった理由の一つとして、どういったことが書いてあ

ったのでしょうか。整備、準備が整わなかったということが、何で準備が整わ

なかったのかということの答えが手引きに書いてあると思ったから聞いている

のですが、分からなければ分からないで構いません。	

障害福祉課長	

	 分かりません。	

佐々木(正)委員	

	 実施に当たっては、これは４日間くらい行うのですが、会場の整備、確保は、

非常に大事なのですから、その研修場所が押さえられてしまっていたりすると

できないという単純な準備ミスなのか、もっと深い意味があってできなかった

のか、どちらなのでしょうか。	

障害福祉課長	

	 単に会場の準備ということではなく、全般の準備が整わなかったということ
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です。	

佐々木(正)委員	

	 その全般の準備というのは、何なのでしょうか。来年度はできるのでしょう

か。	

障害福祉課長	

	 この研修については、委員お話しのとおり４日間の日程で、医療、福祉、ラ

イフステージにおける支援等々、様々な分野での講義があります。そのため、

講師の選定も単に特定の方にお願いすればよいということだけではなく、様々

な分野の方にお願いしなければなりません。そういった講師の選定、委託先を

どちらに行っていくかということも含めて、整理する課題が多々ありますが、

平成 30 年度はそういうところも今の内に準備しながら、実施したいと考えてお

ります。	

佐々木(正)委員	

	 要するに、平成 29 年度の反省も踏まえて平成 30 年度は行っていくというこ

とで、私は、平成 29 年度にきちんと準備したらできたのではないかと思ってい

て、結局、準備がともかくできなかったと言ってしまっていること自体が疑問

だと思うのですが、そこはどうなのでしょうか。	

福祉部長	

	 平成 30 年度からの実施というのは、障害福祉課長の方から御説明させていた

だいたとおりです。この医療的ケア児の課題については、もう従前から指摘さ

れているところで、県としても地域でも本当に事業を実施しているところです

が、この研修について、１年準備が整わなかったというところが遅れたという

ところは、そういう課題のある中で、反省しなければならないことだと考えて

おります。	

佐々木(正)委員	

	 他の市町村などで行っているところもあります。どのくらいの数を行ったの

か分かりませんが、私は、神奈川県も平成 29 年度は行うべきだったのではない

かと、すごく残念な気持ちになっております。こんなのは、準備がすごく大変

なので、その準備の計画をしっかり立ててなかっただけです。それができなか

ったわけではなく、できたはずのことができなかったという認識をしていただ

きたいと思うのですが、保健福祉局長、どうでしょうか。	

保健福祉局長	

	 御指摘はごもっともでして、本当に準備が整わなかったというのは、理由に

なっているようで、なっていないと認識しております。今、障害福祉課長、福

祉部長の方で御答弁申し上げましたが、平成 30 年度に向けては、しっかりと問

題を整理した上で、しっかりと対応してまいりたいと思っております。	

佐々木(正)委員	

	 次に、精神障害や知的障害の方が、支援が難しい方であっても障害福祉サー

ビスを提供する支援者は、障害特性をよく理解しながら受け入れなければなら

ないと私は思っており、その人材の研修というのは、どのように行われようと

しているのか、お伺いします。	
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障害サービス担当課長	

	 従業者に対する研修については、基本的に事業者の責任において行うもので

すが、県としても事業者をサポートする立場で、様々な人材育成に取り組んで

いるところです。まず、研修対象をグループホーム、福祉企業を対象として、

基本的な制度の理解のほか、自閉症や精神障害などの障害の理解と、それぞれ

の障害特性に応じた関わり方について、あるいは利用者の思いに寄り添った支

援というテーマで、研修を実施しております。	

	 また、県立障害福祉施設では、民間施設などの職員を対象に、支援が大変難

しいと言われております強度高度障害の方に対する支援のノウハウに係る基礎

的な研修や実践的な研修を実施するとともに、平成 29 年度は、人権擁護研修と

して障害者の虐待防止をテーマに、公開講座を開催しました。平成 30 年度から

は、グループホームを定期的に巡回し、運営上の困り事や高度障害など、支援

困難である利用者支援のノウハウについて、具体的に指導助言を行う障害者グ

ループホーム運営支援事業を実施してまいりたいと考えております。こうした

取組により、現場の支援レベル向上を図ってまいりたいと考えているところで

す。	

佐々木(正)委員	

	 支援が難しい場合、施設の入所が考えられるわけですが、この利用申込みを

しても、なかなか受け入れてもらえないという市民相談を何回も受けるわけで

すが、障害者支援施設が、この利用見込みに対する受けなければならないとい

う義務、応諾しなければならないという義務というのがあると思っているので

すが、なかなか空きがないという部分では仕方がないのも分かるのですが、何

とか苦しいので受け入れてもらいたいというときに、行き場がないという現状

も本当にあって、相談を受けても苦しいと思っているのです。そういうときに、

今回の障害福祉計画でどのようにそれをフォローすることができるのか、どう

いった対応をしていくのか、教えてください。	

障害サービス担当課長	

	 基本的にサービス提供の応諾義務という話と、今後、どのようにそれを進め

ていくのかというお話ですが、まず、サービスの提供の禁止については、指定

障害者支援施設の人員設備及び入院に関する基準などを定める条例の第13条に

おいて、指定障害者支援施設は、正当な理由なく施設障害福祉サービスの提供

を拒んではならないと規定されております。ただ、当該規定は、厚生労働省で

定める基準に従い定めることとされております規定でして、提供を断ることも

できる正当な理由がある場合については、国がその解釈通知において、一つ目

として、利用定員を超える利用申込みがあった場合、二つ目として、入院治療

の必要がある場合、三つ目として、主たる対象とする障害の種類を定めている

場合、その他、利用者に対し適切な施設障害福祉サービスを提供することが困

難な場合となっており、なかなか申込みをされても、実態として支援が困難で

あれば、入所が難しいといった状況もあります。	

	 そういった中、県としては、事業者に対する管理者であるとか、サービス提

供責任者、若しくは職員等々にそもそも施設における受入れの必要性であると

か、受け入れた後の対応について、様々な義務であるとか措置について、指導
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しているところですので、今後も計画にのっとって、適切な対応を図ってまい

りたいと考えております。	

佐々木(正)委員	

	 その上で、支援が難しい障害者を受け入れる障害者施設においても、様々な

相談を受けます。暴力等の虐待、様々な対応の本当に心ない対応みたいなもの

が、目に見えて分かるものもあれば、目に見えないでそのまま見過ごされてい

る場合もあるし、様々な募集をかける施設の施設長が、様々な現場の責任者の

人たちに非常に耳が痛いようなことも聞きます。本当にそれにふさわしい研修

や指導をしながら行っているのかどうかというのも検証していかないと、本当

に権利擁護という言い方をしても、今後、大変な状態にだんだん深くなってい

ってしまうのではないかと私は感じているのです。	

	 ですから、この神奈川県障害福祉計画改定案の中にも、権利擁護や虐待防止

に関する記述もあって、書いてはあるのですが、それをどのようにしっかり担

保していけるかというところに、このサービス責任者や施設長などにも強く訴

えていくようなことをしていくべきだと思っているのですが、いかがでしょう

か。	

障害サービス担当課長	

	 委員御意見のとおり、事業者等々について、しっかりと指導していかなくて

はというのが、県の認識です。私ども管理者については、事業者指定時におき

ます面接であるとか、集団指導において、また、支援に係る指導的な役割も担

っておりますサービス管理責任者などについては、サービス管理責任者等の研

修において、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合の市町村への通報

義務であるとか、事業者の責務となる障害者に対する虐待防止のための措置な

どについて、周知しております。条例に事業所の基準として、虐待防止のため

の措置に関する事項を事業の確認についても重要事項に関する規定は運営規定

ですが、ここに定めなければならないこととされております。事業所職員への

指導については、事業者自ら、その研修の実施であるとか、マニュアルの整備

を行うことになりますが、県では、事業者指定時に事業所の規定に定める措置

を事業計画にしっかり盛り込むよう指導しているところです。	

佐々木(正)委員	

	 今までも行ってきて、なかなかそういうのがなくならないわけです。ですか

ら、そういったところにどうやってしっかりと取り組んでいくかという話は、

今まで行ってきたことを行っていくというだけの話に聞こえてしまうのですが、

しっかりと義務を果たしていくための体制を、そういった施設長の研修やサー

ビス管理責任者のときに強調して言うということができるかどうか、今まで行

ってきたことをそのまま行っていきますと言っているだけでは、直っていかな

いのではないかと思うのですが、その見解をお聞きします。	

福祉部長	

	 委員御指摘のとおり、虐待や障害者の権利擁護の部分というところで、その

支援者の方の知識、経験不足だったり、いろいろと職場のフォロー体制など、

いろいろ課題があろうかと思います。そういったところを含めて、今、障害サ

ービス担当課長の方から今までの取組等を御説明させていただきましたが、ど
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のような形で施設長などにしっかりと研修できていくのか、直接的な支援者に

どういった研修ができるのかというところは、今後の課題として提案させてい

ただきながら、充実を図っていきたいと思っております。	

佐々木(正)委員	

	 是非、その辺りには目を光らせていただきながら行っていかないと、私は、

抜け道があるようなことでは幾ら行っても同じだと思っていますので、その辺

りもお願いしたいと思います。	

	 最後に、障害の中でも３障害の事例に当たるという精神障害ですが、これに

対する理解や社会的な理解というものを広げていかなければならないというの

は間違いないのですが、実際に、今回、包括ケアの精神障害分野で行っていく

ということですが、ものすごく大変な気がするのです。具体的な計画を書いて

もらって有り難いのですが、行っていくためには、様々な精神病院などの取組

も総合的に支援していかなければいけないし、立体的に行っていかなければな

らないという目標も書いて、いろいろ３箇月、半年、１年と書いてあるわけで

すが、具体的に行っていくためには、本当にこの人材育成、理解から全て行っ

ていかなければならないのですが、最後にこういったところを具体的に行って

いくというところの基本部分を、どのように認識しているのか、お聞きします。	

障害福祉課長	

	 この障害福祉計画では、津久井やまゆり園の再生等についての取組も定めて

おりますが、全て進めていくためには、人材というところが課題だと思ってお

り、共通する課題だと思っております。そういうことで、各それぞれの場所に

人材育成という言葉、取組を含めて書かせていただいております。障害福祉に

限らず、福祉全般で人材不足ですが、この障害福祉計画の中でも、しっかり人

材の育成に取り組みたいという意識で書かせていただきました。	

佐々木(正)委員	

	 精神障害の方々の地域包括ケアシステムはものすごく大事なことなので、人

材育成、質の向上、周りの理解も含めて、立体的な支援を地道に行っていただ

きたいとお願いして、私の質問を終わります。	

	


