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平成２６年度 第１回鳥取市社会福祉審議会会議録（概要） 

 

１．日程：平成２７年２月１２日（木）午後１時３０分～３時 

２．場所：鳥取市役所 本庁舎６階 議会全員協議会室 

３．出席者：≪委員≫ 

松浦喜房委員・山根滋子委員・前田由美子委員・木下義臣委員・松川延枝委員・渡

辺憲委員・森脇孟子委員・花木克夫委員・塚田洋子委員・出村二葉委員・山本幸子

委員・瀧本昭良委員 

（欠席：竹森貞美委員・松田浩幸委員・光浪弘枝委員） 

≪事務局≫ 

高齢社会課・障がい福祉課 

４．会議概要 

（１）  開 会 

（２）  あいさつ 

（３）  議事 

 

（会長） それでは、議事に移りたいと思います。「鳥取市障がい者計画・第４期鳥取市障がい福

祉計画」についてご審議をお願いいたします。では、障がい福祉課のほうから説明をよろしくお

願いいたします。 

（障がい福祉課） 説明 

（会長） 市民政策コメントの４件について、内容を簡単に説明していただけますか。 

（障がい福祉課） １件目が、精神障がい者の就労について、近年増加傾向にある精神障がい者

が地域で生活の不自由があっても、健常者と同じ目線で仕事をできるような社会をお願いします

というご意見です。２件目が、地域の支援者の組織づくりについて、精神障がい者が地域で日常

生活を行ううえでの支援者として民間団体に委ねられていますが、地域での組織づくりをお願い

します、というご意見です。３件目が計画策定の企画立案について、本計画の計画立案の段階と

プロセス重視でお願いします、というご意見です。４件目が地域での医療体制整備についてとい

うことで、家族が、医療行為が必要な重度な障がいを抱え、現在は市外、県外の医療を利用して

いるが、本来は家族や仲間もいる鳥取市内の病院で治療を受けたいと思うので、県と協力して市

内で受け入れることができる医療体制の整備をお願いします、というご意見をいただきました。 

（会長） ありがとうございました。ただいまのご説明に対して、ご意見・ご質問はございませ

んでしょうか。 

（A 委員） 地域での精神障がい者の方の意見として、地域で見守ってくださいというようなこ

とだったと思うんですけれども、地域で当然ながら相談支援等はやらないといけないと思うので

すが、ただ、どういう方がおられるかというのが全く分かりませんので、そういう方がそこに来

られて、単身でお願いしますと言われた場合は、当然そうですけど、そうでない、家にこもって

何もできないとかいう方に対しては、地域としてなにもできないんじゃないかということが考え
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られますが、そのあたりはどうでしょうか。 

（会長） これは、おそらく高齢者の問題にも連なってくることだと思いまして、地域包括ケア

ということが叫ばれているわけなんですけれども、果たして、どこまで立ち入っていけるのか、

そのためには地域包括支援センターなどのほうが非常に頑張って、実効力が上がるようなことを

していかなくてはいけないというということで、計画は計画、中身は中身ということになるとい

けないので、そのあたりの進め方について、地域包括の方にコメントをしていただければと思い

ますが。 

（中央地域包括支援センター） 地域包括支援センターにおいでになるのは、基本的に高齢者の

方で、当然、なかには精神疾患を伴う方もいらっしゃいます。包括的に相談をお受けしています

が、現状把握というか、こちらも相談をいただかないと対応できませんし、実際には、高齢者の、

精神疾患の方だと虐待の問題であるとか、いろんな高齢者サービス、そういったことについては、

個別に対応をしておりますが、やはり情報を出して相談していただかないと対応しかねていると

いうことがあります。 

（会長） B 委員。 

（B 委員） ちょっと少し追加してご説明させていただきます。精神障がいの在宅の方で、どの

ような支援が受けられるのか、あるいは社会参加のどういうフォーマルなサービス、インフォー

マルなサービスが受けられるかというようなことだと思うんですが、まず、在宅で未治療の方で、

かなり不安定な精神症状を持つ方は、医療機関にご相談いただく場合もありますが、基本的には

精神保健福祉法に基づいて保健所の保健師が少しご訪問をして面接をしたりして、どのような医

療の必要性、あるいは福祉を含めたサービスの必要性について判断するような形でして、その方

が高齢の方であれば、市の地域包括支援センターのほうで支援にあたるというような形になろう

かと思います。それから、現に治療を受けておられて引きこもっておられる方に関しては、医療

機関のほうで、ソーシャルワーカーの、最近はどの病院もソーシャルワーカーを配置しておりま

すので、ソーシャルワーカーのほうがご本人の病状、あるいは障がいの度合いに応じて、サービ

スの提供についての助言を行って、就労、また、いろんな社会への参加という視点で、ご質問が

あったと思いますので、一般就労にまで達しない分の障がいの持続する方に関しては、障害者自

立支援法に基づく作業所のような形で就労の継続支援、就労の準備段階のような支援を行うよう

な作業所への通所であるとか、それから、むしろその作業所の通所も難しい方に関しては、デイ

ケアとか作業療法のようなリハビリテーションを医療機関に通っていただくようなことを指導し

たりすることもあります。さらに、回復した方に関しては、一般就労を目指すような方について

も、やはり障害者自立支援法に基づく就労支援サービスの提供が、これは病院ではなくて、障害

者総合支援法に基づく相談支援センター、地域生活（活動）支援センターが市内に３カ所指定さ

れておりますが、主に精神の関係を私どもの病院の法人の運営をしております、サマーハウスと

いう相談支援センター、地域生活支援センターのほうのソーシャルワーカーが、ケアマネージメ

ントの一環として、回復の段階の非常に順調な方に関しては、一般就労についての支援を行いま

す。その際に、最近は企業における障がい者の雇用枠の中に精神障がいが含まれるようになって

おりますので、障がい者枠での一般雇用という形を進める場合もあります。それから、短時間の
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就労のような形を進める場合もありますが、個別のケースに関しては、障害者総合支援法に基づ

く相談支援センター、地域生活支援センターの３カ所のセンターが対応しているというような形

になります。これはなかなか引きこもった状態で社会参加が得られない方への対応というのは、

非常に難しいケースもありますので、保健所の保健師及び地域包括支援センターの保健師さんの

少しご本人に対する指導をもとに、医療機関のほうも積極的に病院から出かけて医療的なサービ

スの利用について積極的に関わっていかないといけないケースも一部にはあろうかと思います。

そのあたりは、医療機関と相談して伝えてというような形になります。あとは、障がい者のサー

ビスというのは、いろいろな総合支援法に基づいたフォーマルなサービス以外にも、やはりイン

フォーマルな様々な生活を支えるようなアクティビティが地域で少しずつ取組が進められており

ますし、患者さんの持続力のような活動も少しずつできつつありますので、そのあたりもやはり

障がい者の施策としてのインフォーマルなサービスがまた増えてくるように、こういった障がい

者計画の中にも盛り込んでいただけると大変ありがたいと思います。以上です。 

（会長） ありがとうございました。いろいろなサービスなんかが考えられる活動をしていかれ

ることを願います。 

（C 委員） すみません。障がい者の支援なんですけれども、一番のネックになっているのは、

個人情報の保護法ということで、情報が一切入ってこないことです。ですから、地域で民生委員

さんが尋ねても、どこにどういう方がおられるかというのは分からないわけで、協会も団体もあ

るんですけれども、団体のほうにもそういう情報は流されておりませんので、たぶん各地区に協

会があると思いますが、協会のほうでもそういう把握ができないということになると、民生委員

さんなんかから、どういう人が障がい者だなっていうのがあるんですけども。例え、こちらのほ

うから支援に行こうと思っても、協会に入っておられる方はまだ分かるんですけども、全然そう

いうことにタッチして来ない人は、そういう支援もできないという状況になってるのかなと思っ

ています。町村によっては、障がい者の該当者の名簿を出されとる所もあるということを聞いて

ますけれども、そのあたりはどういう考えをされてますか。 

（会長） A 委員は、この情報収集にかなり苦労されているということがございますか。 

（A 委員） 全く情報は入ってきません。ただ、はじめに発言させてもらったのは、２番目で障

がい者が地域で日常生活を行ううえでの支援者として民間団体云々というところで、鳥取市の考

え方では、ここに、下３行目に考え方の発展的な文字が書いてありますけど、これは、当然そう

だと思いますけれども、そうではなくて、今、C委員が言われたように情報が入ってこないんで、

協会がある地区もあるし、ない地区もあると。ただ、協会、組の代表の方か、協会員の方が、や

っぱりある程度情報を入手されて、そこの協会に入ってくださいといって、協会員になられたら、

何とかまではいくと思うんですけど、やっぱり、情報がほとんど入ってこないものですから、も

うどうしようもない現状です。 

（会長） この件について、直接的に計画に盛り込みにくいところもあるかとは思うんですけれ

ども、いろいろと障がい者計画について詳しく書いていただいていますので、皆さんも準備計画

なさってるおられることと思いますけれども、事務局のほうから、今のディスカッションについ

て、何かコメントをもらえますか。 
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（障がい福祉課） 個人情報の件では、確かに本人さんの了解が得られれば、個人情報も出すこ

とができるんですが、今のところは、窓口に手続きに来られたときとか、電話で問い合わせがあ

ったときとかに、地域とつなげたり、相談事業所とつなげたり、または団体に入っていただくよ

うにご案内したりというようなことで進めていこうとしているところです。あと、市報、ホーム

ページ等、いろんなものを活用しながら、少しでも障がい者の方自身の考え方も変えていただけ

なければいけませんし、市民の方の考え方も今後どんどん啓発をしていって、みんなで変わって

いければというような計画にしていくつもりでございます。 

（会長） はい。ありがとうございます。はい、B委員。 

（B 委員） 今の個人情報の件ですが、いろいろな社会参加に向けてのサービス利用に関わるい

ろんな働きかけの面でも、やはり重要なテーマでもあると思うんですが、自治体によっては、災

害の避難の計画の中で、個人情報をやっぱり一括管理をして、地域の中で、緊急時の避難のとき

に、どの方がどういう支援が必要かというのを把握するためにも、やはり積極的に、個人情報っ

ていうのはあるんですが、そういう目的によっては積極的に情報を出したほうがいいんじゃない

かという考えの自治体も増えてきているようですが、この点についてはいかがでしょうか。 

（障がい福祉課） 先ほど、B 委員のほうからご意見がございました避難行動要支援者支援制度

につきましては、鳥取市で取り組んでおりまして、重度の障がい者の方とか６５歳以上の高齢者

のみの世帯の方という方の名簿につきましては、地域のほうに提供しております。重度の障がい

者の方と、あと要介護の３から５の方につきましては、本人さんの同意、ご家族等の同意をいた

だいた方のみを、その名簿のほうには掲載してお出ししております。このたび、昨年度の災害対

策基本法の改正の関係で、民生児童委員の方ですとか、社会福祉協議会、地域の方、警察・消防

関係の方等にも、このリストをお出しして、災害時に活用していただくこととしております。 

（会長） よろしいでしょうか。ほかに何かご意見はございますか。 

（C 委員） 災害時の支援というのも、手挙げ方式でしょう。本人から手挙げてくるっていう人

は少ないんですよ。だから、こちらのほうから出向いていって、どうですかというような状態を

聞こうにも、それもできないというのが。 

（A 委員） たぶん、今は違いますよ。昔の手挙げ方式とかいうのは全然だめだということで、

今はこっちのほうから出てどうですかと、登録しますかということですよ。やってます。 

（会長） 少しでも前向きに実効性のある計画を生かしていくということで、やっていきたいと

思いますが。そろそろ、決を採ってもよろしいでしょうか。 

そうしますと、議事の鳥取市障がい者計画及び第４期鳥取市障がい福祉計画について、原案通

り、お認めするという方は挙手をお願いいたします。はい。挙手、多数と認めます。したがいま

して、鳥取市障がい者計画・第４期鳥取市障がい福祉計画は、原案通り、可決させていただきま

す。 

 

（会長） では、次に第６期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画について、ご説明をお願

いいたします。 

（高齢社会課） 説明 
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（会長） ありがとうございました。何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。地域包括

ケアにつきましては、東部医師会、地区医師会として在宅医療と介護連携を支援していかなくて

はいけないということになっているようですが、なかなかこの実効あるものにしていくのは大変

だなと思いつつ、頑張っていきたいと思っているところなんですが、２月２２日には、一般市民

の方に広報活動といいますか、地域包括ケアシステムのシンポジウムというのを計画しておりま

して、次長さんもシンポジストとしてお話しされるということがあります。３年前に、社会保障

と税の一体改革大綱というのが閣議決定されてまして、そこで病院の機能の分化ですとか、病院

から在宅への移行、治す医療から支える医療というようなことがいわれているわけです。そこで、

地域の力というものがしっかりとしていないと、なかなか支えきれないということになります。

在宅に帰った時に、家族の介護力っていうのは、どうしても限られていますので、そこでそれを

補う力としてはやっぱり地域の力ということになるわけですね。何かコメントはございませんで

しょうか。はい、D委員。 

（D 委員） 介護予防の関係が、介護保険から地域の力にということになるんですけれども、今

実際、地域の中では本当につながりが逆に希薄になっていて、例えば老人クラブあたりでも加入

率がかなり下がっていたりとか、サロンを開催をされていますけれども、なかなかその責任者の

方も高齢になったり病弱になられて、サロン自体が消滅していったりとかっていうことで、その

予防の部分を地域が支えていくためには、やっぱり地域の方にきっちりこの計画自体をご理解い

ただかないといけないと思うんですけれども、そのあたりの徹底をやっぱりお願いをしたいなと

いうのと、地域で協議体をつくったりとか、いろんな会を立ち上げてっていうふうに、先ほどか

らありますが、地域で何かの会をすると、必ずどの会にも同じ方が出ていらっしゃるっていうこ

とで、支えられる方は決まってしまっているっていうのが現状だと思います。その支えられる方

を増やしていくということも考えていく必要があるんじゃないのかなと考えるんですけれども、

そのあたりはどういうふうにされていって、この計画でいくと、例えば、訪問介護だと７，００

０人、２０１５年、ある方が、２０２０年にはゼロにしていくっていうふうなことで書いてはあ

るんですけれども、それを、地域の中でご自分の力で支えていくというのは、かなり大変なこと

ではないのかなあというように。必要なことは承知はしているんですけれども、そこを地域の中

で考えていただける、地域の中で話し合っていただく。先ほどの個人情報のことではないですけ

ども、やはり、地域では分からないことだらけであるのに、地域にいろんな責任がこう返ってく

るということになると、もっと地域で早々に話し合っていく必要があるべきではないのかなとい

うふうに思います。 

（高齢社会課） ご意見ありがとうございます。地域の皆さんで支えていくという、地域包括ケ

アの中でも、そのあたりが本当にできるのかという不安は、確かにいただいておりまして、その

あたりを構築していくということが１つの大きな課題、重点課題の１つにもなっておりますけど

も、いろんな生活支援サービスを構築していく、そういったコーディネーターを配置していく、

市全域を対象としたようなコーディネーターと、あと説明でも申し上げましたけど、中学校区域

を対象としたようなコーディネーターというようなものを配置していきながら、この地域包括ケ

アというのが、大体どういったものかということが、まだまだ一般の市民の皆さんには知られて
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いないと思いますので、先ほど会長さんからもありました、いろんなシンポジウムですとか、講

演会なんかも、従来からやられておりますけど、そういったものを、当然、引き続きやらないと

いけませんし、さらに、地域の皆さんへもっと周知していくための取組、それが、直接的にはや

はりコーディネーターですとか、協議体というようなものをつくっていくということで、そうい

ったなかで、地域の皆さんに、草の根的といいますか、そういった周知の仕方が必要になってく

るのではないかと思っております。ご意見をいただきました社協さんなんかも、当然、地域福祉

という点でいきますと、一番の有力な団体ということになってきますので、社協さんなんかのご

協力も、当然いただかなければいけないわけですし、それで、社協さんですべて何でもできるか

というと、これは、そうはならないですから、いろんな団体の意見もいただいたりしながら協議

体もつくっていくということで周知していきながら、地域包括ケアシステムを進めていく。在宅

でできる限り住み慣れた地域で暮らしていきたい。できる限り人生の最期もできれば自宅で迎え

たいとか、そういった方々、高齢者の皆さんのそういった意識が高いというのは、いろんな調査

なんかでも出ております。そういったことを支えていくためには、やはりフォーマルなサービス

だけじゃなくて、インフォーマルなサービスがやっぱり欠かせないだろうと。フォーマルなサー

ビスがいろんな主力にはなるわけですけれども、それだけですべてが支えていけるかというと、

そうはならないということですので、地域での取組が必要になってくるということになってきま

すので、その辺を広めていくということが大事だろうと思っております。そういった取組を、市

全域での取組ですとか、中学校区域を中心としての取組ですとか、そういったものを担っていき

たいと思っているところでございます。また、いろいろとご協力をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

（会長） はい。ありがとうございます。日々の努力をこれから重ねていく必要があるんだろう

とは思いますけれども、他にまだご発言のない方はいかがでしょうか。 

（B委員） よろしいでしょうか。 

（会長） はい。B委員。 

（B 委員） ご発言、いろいろ検討しておられる間に１つだけちょっと紹介させていただきたい

と思うんですが、認知症高齢者施策の推進の中で、認知症ケアパスの作成が重要な柱になると思

うんですが、これに関しての情報提供なんですが、従来は、認知症に関しては、介護保険のよう

な福祉でのアプローチが比較的主流だったと思うんですが、やはり疾病としてのアルツハイマー

タイプであるとかレビー小体型認知症とか、疾病としての取組、それからかかりつけ医と専門医

療機関の連携とそれから様々な地域包括であるとか、あるいは介護保険の事業、ケアマネージャ

ー等の事業との介護保険事業との連携も必要になって、そのためにケアパスがつくられる、地域

で利用できる資源を一覧して、適切な医療・福祉のサービスが受けられるっていうのが、ケアパ

ス、あるいはケアのマップのようなものが必要になってくると思うんですが、実際に、それを有

効に活用するためにも情報を共有するようなツールが必要で、連携の手帳を作成する形で、私ど

もの病院の中に、認知症疾患医療センターも県のほうから指定されて、東部の二次医療圏で認知

症に関連したいろいろな地域の啓発、あるいは連携の推進に向けての活動をしておりますが、こ

のたび、東部医師会と認知症疾患医療センターとが共同で、脳とこころの健康手帳という初期の
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認知症の前段階でやはり認知症が心配される方の健康管理、ご自分の健康管理で自分の情報とし

て、あるいは少し認知症と診断されて、症状が進んで、地域のいろいろなサービスが必要になっ

てきている方の様々な他職種で関わる情報共有のための連携手帳を今進めて、もうほぼ完成して

おります。一昨日、東部医師会で、東部医師会の理事、それから鳥取市からは中央包括の保健師

さんに出席していただいて、連携手帳の最終案の検討をして、もう少し修正が必要ですけど、年

度末までにその完成して印刷にかかって、東部医師会のほうで、いろいろなかかりつけ医の先生

方を中心に、この手帳の利用を新年度早々に利用できる段階になってきております。この手帳の

作成に関しては、介護保険の財源でしか、地域の連携事業の中で、一応提案して通って、予算も

あがって印刷がもうできるような段階になって、様々な形で地域のケアパスの作成と並行して、

やっぱりこころと体の健康情報についてご自分でも把握したり、ご家族がしっかり把握して、か

かりつけ医・専門医と連携が推進できるような、あるいはいろんなサービスが利用される情報が

一元化できるような手帳を今、完成しておりまして、新年度からスタートできると思いますので、

あとの地域ケアパス作成というものの推進力におそらくなっていくと思いますので、また今後、

６月頃になると思いますけど、そういう研修会を予定しておりますので、医師会の主催、東部医

師会の主催ですけど、地域包括の方々、あるいは介護保険事業者の方々もご参加いただいて、幅

広く活用してもらうような手帳がもう間近にできますので、ちょっとご紹介させていただきます。

以上です。 

（会長） ありがとうございました。何か。 

（E委員） いいですか。 

（会長） はい、どうぞ。 

（E 委員） すいません。さかんにさっきから地域包括センターと言っておられるんですけど、

知る人ぞ知るというようなことで、まだ、知られない方がたくさんあるんですよ。もうちょっと

保健師さんと相談して、そうことを教えてあげたいんで、もう少し包括センターの役割、もしく

はこういうことだっていう啓発運動をしていただいたらいかがでしょうか。よろしくお願いいた

します。 

（会長） はい、ありがとうございます。 

（E委員） すいません、一般的な意見です。 

（中央地域包括支援センター） 高齢者の相談一般につきましては、市内５つの地域包括支援セ

ンターがあって、毎日、たくさんの相談をいただいています。我々も、地域包括支援センターは

できて間がない組織ですので、この名前を知っていただくように、努力はしておりますけれども、

実際に、１年に５つの包括支援センター合わせたら、だいたい１，０００件ぐらいの相談は受け

ているのではないかと思うんですけれども、皆さんも、高齢者の相談窓口でしたら、市内５つの

包括支援センターがあるということを、皆さんにもご協力いただいて広めていけたら思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

（会長） はい、ありがとうございます。他に何かご意見等ございませんでしょうか。 

 皆さん、ご存じの通り鳥取県・鳥取市が、高齢化に関してはもう先進地でございますので、２

０２５年とか３０年とかって、平成３０年とかって言わないでですね、もう今から少しでも早く
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いろんな活動を精力的に進めていかなきゃいけないなというふうに感じているところです。他に

ご意見ございませんでしょうか。 

あとは、なければですね、議決に移りたいと思います。第６期鳥取市介護保険事業計画及び高

齢者福祉計画の案につきまして、原案通り承認することに賛成の方は挙手をお願いいたします。

はい、挙手多数と認めます。それでは、第６期鳥取市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画につ

きましては、原案通りに可決させていただきます。 

他にございませんか。では、閉会の運びとしたいと思います。お陰さまで今日は、スムーズに

議事を進めることができました。ありがとうございました。 

 

                閉会  １５時 


