
 
1 

 

平成２９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３０年２月８日（木）午後１時～２時４０分 

２．場所：鳥取市人権交流プラザ ２階研修室 

３．出席者：≪委員≫ 

      松浦喜房委員・山根滋子委員・渡辺憲委員・金築衛委員・岸本勝法委員 

山本幸子委員・安木倫代委員 

（欠席：前田由美子委員・竹森貞美委員・松田吉正委員・西岡和子委員 

塚田洋子委員）   

≪事務局≫ 

高齢社会課・地域包括ケア推進課・障がい福祉課・中央保健センター 

４．会議概要 

（１）開会 

（２）あいさつ 

（３）委員紹介 

   （４）会長・副会長の選任 

         会長：松浦会長 

         副会長：山根副会長 

（５）議事 

（高齢社会課） 説明 第７期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画について 

（議長） ありがとうございました。今事務局の方から主に概要版についてご説明をいただきま

した。この事業計画そのものは分厚い冊子になっておりまして、委員の方々ももちろん見てくだ

さっていることと思います。委員の皆様からご意見、ご質問等ございましたら承りたいと思いま

す。いかがでしょうか。ございませんか。はい、Ａ委員。 

（Ａ委長） 失礼します。各地域でというようなところで、鳥取市も広くなりまして、そういっ

たところで医師の数もあるでしょうし、そういったケアマネージャーさんの数とか、ボランティ

アの数とかっていうのも行き渡っていくのかっていうことと、あとは高齢化とかも、そういった

ボランティアの方もどんどん高齢化していくんじゃないかというふうに思ったりもするんですけ

れども、そのあたりの何かそういったところに若い人材をなんとか集めてくるような施策という

のはあるのかなというようなところで思っています。 

（議長） この件についてお答えいただける方はいらっしゃいますか。 

（高齢社会課） はい、おっしゃるように現在でも介護従事者の方は不足気味だということでご

ざいますが、現在それに向けて特別な施策ではなく、この介護報酬での処遇改善でありますとか、

そういうものをきっちりと事業者さんに説明させていただきながら、そういう処遇改善を通して

人材確保に努めていただければということを考えているところでございます。あと、ボランティ

アの方々の高齢化が進むということもございますが、高齢者の方々でも元気な方はたくさんおら

れますので、今後はそういう元気な高齢者の方々にも支える側にまわっていただいて、ご自分の
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介護予防にもつながるところでございますので、そういう方々を増やしていくような取り組みを

していきたいというふうに考えているところでございます。 

（地域包括ケア推進課） お尋ねいただきましてありがとうございました。今Ａ委員さんご発言

のとおりでございまして、鳥取市内大変広うございます。合併してかなり年数経ちますけども、

やはりあの合併地域といいますか、旧町村の方が非常にまとまり良くというか、そういった取り

組みをしてらっしゃるという傾向がございますが、やはり当然、８つの旧町村も温度差といいま

すか、やはりあのかなり積極的にやってらっしゃるところ、もうひとつだなというところもござ

います。また一方で、旧の鳥取市内においてもかなり地域差がございまして、中心市街地がじゃ

あ人口が多くて高齢化率が低いかというと、決してそういうわけではございません。むしろ中心

市街地の方が高齢化率が高かったりとか、そういったようなこともございますし、また若い人が

多いところでも、高齢者福祉、かなり積極的にやってくださっている、そういった傾向ございま

す。先程次長が申しましたとおり、そういったボランティアのお話ございましたけども、そうい

った活動に参画いただける、そういった裾野を広げる取り組み、こういったことを今積極的に取

り組もうということでございます。いずこも後継者不足といいますか、担い手不足、こういった

ことがございますが、高齢化が進むといいながら、この計画の中にも出ておりますけども、要介

護認定を受けた方、介護が必要だと認定された方というのは６５歳以上の約２割でございます。

逆に言いますと、大半の方がまだお元気でお過ごしであるということはやはり貴重な人材でござ

いますので、こういった方にいかにそういった活動ですね、地域福祉に参画いただけるかという、

いわゆる裾野を広げる取り組み、これを積極的にやろうということでございまして、大変申し訳

ございません、厚い方ですね、この事業計画５２ページ、こちらをお開きいただけますでしょう

か。５２ページでございます。今回の計画は、いかに介護が必要な方に適切な介護サービスを提

供するかといった目的もございますし、一方でお元気な方はお元気な生活をですね、継続してい

ただくという大きな柱もございます。この５２ページの中ほどより下でございます。ボランティ

ア活動の推進ということで、以前から鳥取市は取り組みを行っておりますけども、こうした介護

施設でありますとか、そういった障がい者の施設、こういったところでボランティア活動、こう

いった方にポイントを差し上げまして、それを換金できる、年間で１万円を上限といったような

ことにしておりますけども、まあ１万円を目的にされる方というよりは意識付けというか動機付

けですね、こういったことで以前から取り組んでおります。こういったことをしっかりやってい

こうということで思っておりますし、また、地域に若い人材ということがございました。なかな

か皆さんそれぞれの生活であるとか、そういったことでお忙しいわけですけども、裾野を広げる

という取り組みで、地域で高齢者福祉だけではなくて、障がいをお持ちの方、あるいは様々な福

祉の手立て、支援が必要な方、こういった方をいかに支えていくかと、地域共生社会と言ってお

りますけども、こうした大きな枠組みの中で、地域全体で支えていこうというような取り組みを

展開しております。具体的には生活支援コーディネーターという職員を、委託事業ということで

現在８名配置しております。地域の皆さんと行政との橋渡しをしていただく役割、また地域でど

ういった活動がいいのかと、なかなか行き詰まるといった傾向、あるいはどういうところに相談

していいのか分からないといったような傾向ございます。そしてコーディネーターに役割を担っ
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ていただいて、地域福祉の相談役ということで、地域の福祉を推進していこうといったような取

り組みも併せて鳥取市の方で行っております。いずれにいたしましても、市民総ぐるみで地域づ

くりの一環ということで福祉をとらえてどんどん活性化させていきたいなというふうに考えてい

るところでございます。以上でございます。 

（議長） ちょっと医師会の状況を申しますと、医師会に入ってらっしゃるのが４６４名ですけ

ども、県の試算ではですね、東部地区の医師としては５６７名ぐらい必要なんじゃないかと、大

幅に足りないんじゃないかという試算ですね。各病院これから高度化していくにつれて、そうい

った方がですね、増えていくようなことを考えているわけですけども、現状を申しますと平均年

齢５３歳ですね、６０代の医師が今うなぎのぼりに増えているところなんです。やっぱり３０代

ぐらいの医師がもっともっとほしいというところなんですが、具体的にはですね、もう学生の頃

からこちらの地域に来ていただいて、私のクリニックにも研修に来ていただいて、歓待をしてお

りまして、この地域を盛り上げていこうというふうな気持ちではいるんですけども、我々だけで

は何ともできない面もありますので、やっぱりメディカルスタッフの方々の充実というのも大事

なんですね、多職種で協働して地域の医療介護をしっかりと維持していこうという働きが必要に

なってくると思います。今度の介護報酬それから医療報酬の改定によって少し、メディカルスタ

ッフの方々の待遇も良くなるんではないかということも期待されているわけです。それから訪問

看護ステーションは今増えていまして、この地域に２４あるわけですけども、そういった方々の

活躍もこれから地域での医療活動に大いに貢献されていくだろうというふうに思っています。そ

れから我々、医療と介護の連携を推進する立場から、地域における啓発活動もやっておりまして、

その中でリビングウィルといいますか、将来こういうふうに生きたい、あるいは亡くなりたいと、

最期をむかえたいといったようなことについて考えていただく機会を持ったり、より健康増進し

ていくための動機付けを図るためのそういったボランティア活動を推進してくださるような方々

についてもですね、啓発活動を進めていくつもりですので、そういったところから全体として盛

り上げていけたらなと思っております。他にご質問ないでしょうか。はい、どうぞ。 

（Ｂ委長） 概要版の１１ページの施策の７のところです。権利擁護についてお聞きします。後

見人さんをつけてお一人で生活されている方とか、認知症の方とかの支援をされていると思うん

ですけれども、現在後見人さんが一人で何件も抱えるケースもありますし、それから十分に訪問

ができていないとかっていうケースもお聞きすることもあります。今全体的に後見人が少ないと

いうふうなところもちょっと耳にすることもあるんですけれども、大きな資料の方で、市民後見

人さんの育成なんかもされているようですけれども、実際、この市民後見人さんの育成というん

ですかね、どのへんまで進んでいるのかなというのと、もう一つ、虐待ですね、高齢者の虐待、

私は町村の虐待防止委員の方をさせていただいてるんですけども、その把握ができているものと、

それから十分に把握ができていないところもないわけではないというふうにお聞きしているんで

すけども、鳥取市の場合こういう虐待のケースですね、どのへんまで把握をされているのかとい

うのと、それに対しての対応をどのようにされているのかなというのをちょっとお聞きできたら

と思います。 

（地域包括ケア推進課） お尋ねいただきましてありがとうございました。２点、お尋ねがござ
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いました。まず後見のお話がございました。民法の規定によりまして、認知機能の低下というこ

とでご自分で金銭管理ができないであるとか、財産管理ができない、こういった方につきまして

は、第三者が後見ということで、要はその人に代わって法律行為などをするという制度でござい

ます。以前、平成１２年、２０００年まではですね、禁治産者とか準禁治産者とかそういったよ

うなことを言っておりましたけども、民法改正になりまして、それ以降は後見制度といったよう

な言い方をしているところでございます。今お尋ねがございました。ご発言のとおりでございま

す。全国的に後見人が不足しているということでございますが、不足しているというよりは、後

見が必要な方が非常に多くなっているという現状がございます。それと一方では現在の後見人と

いうのは、家庭裁判所に申し立てをしまして家庭裁判所が選任をすると、この人を後見人という

ことで、そういったことで業務が始まるわけですけども、全国的な流れといたしましては、いわ

ゆる士業と言われる方、弁護士、司法書士、社会福祉士、この全国団体が最高裁判所に申し入れ

をされまして、自分たちの団体でそういった後見業務を行いたいということで申し入れをしてお

られます関係上、全国の家庭裁判所ではこういった方を無条件というわけではないですけども、

こういった方を選任されるというような経緯がございました。ですので、鳥取ですと鳥取家庭裁

判所ですけども、鳥取家庭裁判所にそういった申し立てをされますと、こういったケースの場合

は社会福祉士さんがいいのではないかとか、あるいは係争事案といいますか、そういった法律の

いろんな知識が必要であるという場合は弁護士の先生が選任されるとか、そういった家庭裁判所

が判断をされるといったようなことで現在進んでいるわけですが、今、Ｂ委員さんおっしゃいま

したように、そういった先生方は当然本業といいますか、他の業務もございます。また一方では、

今ちょっと人数までは把握、数字を持ってませんけども、年々そういった後見が必要な方が増加

しているという現状ございます。鳥取市といたしましては、市民後見人という制度、全国的に取

り組んでおりますけども、そういったことに積極的に取り組んでおります。現在、養成事業３年

目、今年度で３年目になります。これは家庭裁判所が、日本国憲法とですね、裁判官の良心にも

とづいて裁判官が選任するということでございますので、どういった方を選任されるかというの

は裁判官が決めるということになります。従いまして鳥取市は弁護士の先生方と一緒になりまし

て家庭裁判所に申し入れをしまして、ある一定以上の学習、実務ではなくてまず学問ですね、こ

ちら勉強していただだく、民法でありますとかあるいは財産法でありますとか、そういった法律、

あるいは障がい者にどう接するかであるとか、そういった一定以上の研修を受けていただく。そ

れともう一つは実務経験、実際後見を行っております事業所に、ある一定以上そういった経験を

積んでいただくと、こういった条件をクリアされた方を鳥取市長が推薦するといったような流れ

になります。これは市民後見人制度といっておりまして、裁判所にこういった方が適当ではない

かと、こういう業務をされるのに適当ではないかということで推薦をいたします。現在鳥取市に

お一人いらっしゃいます。昨年の秋ですけども、お一人、現在後見業務を受けておられます。あ

と数人ですけども、そういった適切な事案ですね、後見を受ける方がいらっしゃれば、裁判所に

推薦したいとう方がお二人いらっしゃいます。また現在養成中でございまして、そういった実務

を積んでおられる方も何名かいらっしゃいますので、どんどん裾野が広がっているのではないか

なというふうに思っておりますし、また、他の専門職の方ですね、そういった方もこういった現
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在の社会情勢といいますか、そういったような流れの中で自分たちも後見業務に参画したいとい

ったようなことも言ってらっしゃいます。徐々にではありますけども、広がりが出ているのかな

というふうな認識をしているところでございます。二点目でございます。虐待の件ございました。

なかなか虐待はどこまでが虐待でそうではないのかというようなことが分かりにくいというケー

スございます。鳥取市が把握しているといいますか、分かっているといいますのは、例えばです

けども、介護の事業所に行っておられる方に何か身体的にちょっとおかしいのではないかとか、

あるいは訴えがあったとか、あるいはご近所の方からこういった違和感があるけどもといったよ

うなことで、市の職員、保健師であるとか包括支援センターの職員が訪問した際にこれは虐待で

はないかといったようなことで認知する場合、あるいは経済的虐待といわれるようなもので、親

御さんの年金を子どもさんが握ってといったらあれですけども、抱えておられて適切な食事が出

されていないとか、介護が受けられていないとかそういった状況、さまざまな状況ございます。

把握いたしました場合は、当然介入をいたしまして、適切な処置を行うということでございます。

当然説得をして、しっかりとしたケア、介護ができるようにということはもとよりでございます

けども、問題が解決しない場合は分離、これはやむを得ない措置ということで老人福祉法に記載

している鳥取市の権限なんですけども、入所措置施設に入所していただくと、鳥取市長の権限で

入所していただくといったようなことで分離をするといったケースもございます。また、先程後

見の話もございました。親御さんの方に後見をつけて権利を擁護すると、経済虐待の場合ですけ

ども、子どもさんの持っておられる通帳を強制的に取り上げるといったようなことも行っており

ます。一方で、冒頭で申しました、どこまでが虐待なのかとか、あるいは虐待の認識がない場合、

特に今多いのは、親御さんがご高齢になったんですけども、障がいをお持ちだったりあるいは長

い間自宅に引きこもっておられる、そういった子どもさんがいらっしゃるケース、こういった場

合に、虐待が生活の延長線上になっているという場合、それが外部に分からない場合ですね、こ

ういったことがなかなか分かりづらいということで、把握できているかというとそういった一軒

一軒お邪魔するわけにまいりませんので、どうしても、何らかの外部の方からの情報提供、そう

いったことで鳥取市が動くといったようなケースが多くございます。いずれにいたしましても、

そういった疑われるような事案、早急に対応するようにということで全力をあげて取り組んでい

るという現状でございます。以上でございます。 

（議長） はい、ありがとうございました。それでは他にございませんか。ではないようでした

ら、本審議会に諮問されました第７期鳥取市介護保険事業計画・高齢者福祉計画について諮問の

とおり答申することでよろしゅうございますか。承認される方は挙手をお願いいたします。はい、

ありがとうございました。挙手全員で、承認されました。続きまして議事（２）の第５期鳥取市

障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画について、事務局から説明をお願いします。 

 

（障がい福祉課） 説明 第５期鳥取市障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画について 

（議長） はい、ありがとうございました。今も事務局からの説明を受けて、委員の皆様からご

意見、ご質問等はございませんか。どうぞ。 

（Ｂ委員） 障がいのある方の地域移行だったりとか、それから就労支援を進めていかれるって
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いうのは数字的にも具体的に示されるところではあるんですけれども、一つ説明をお願いしたい

のは、それを受け入れる側の地域ですね、それから就労に関しましては受け入れる側の企業だっ

たりとか、そういうところと支援体制、それから障がい者の方を支援するのはほとんど専門職で

すよね、受け入れ側ですよね、地域だったりとか企業さんだったりとかするところにはどのよう

な働きかけをされているのかっていうところがきっと難しいんだと思うんですよね、特に企業さ

んなんかはやっぱり障がい理解ってとこから入っていかないといけませんし、それからどうして

もＡ型から一般に移っていかれる方に、企業の中に十分その方を理解してくださる方、また相談

相手、それと支援者側との連携とかっていうことを専門的に行っていただける方が一人でもあれ

ば、結構就労って長く続くものではあるんですけども、なかなか企業さん側がそういう方を育成

ができないというか難しいというか、そういうところもどうもあるようでして、そのへんの例え

ばグループホームを地域の中に作るだったりとか、それからＡ型から今度一般就労に移行する時

の企業さんへの働きかけとか、もし具体的に取り組んでいらっしゃるようなことがあったらよろ

しくお願いします。それともう一点、障がい児の方ですね、重度心身障がい児の方に医療的な２

４時間ケアが必要な方の、病院さんの方がショートステイなんかも受け入れていらっしゃるよう

ですけれども、なかなかご家族の負担っていうのはすごく大きいと思うんですね、そのへんでそ

ういう重度の、私もちょっと詳しくはないんですけれども、障がいを持たれた子どもさんたちの

病院がショートステイを受け入れるんですかね、ここでしたら県立中央病院になるんですかね、

そういう体制ができつつあるんですけれども、どうも期間が一週間とかですよね、やっぱりその

へんでご家族がどのへんまでそこのところが、ショートステイの利用が本当に進んでいるのかど

うか、それからそこに至った時に今度は病院さんの方にヘルパーが派遣されるような形になるん

ですかね、そういうヘルパーの受け入れですよね、ヘルパーの事業所さんがどれくらい受け入れ

をされているかっていうのと、あとは学校なんかに通っておられる子どもさんたちの、今、公共

交通機関を利用されたりとかして、バスもあるんですかね、そういうのもあるんですけれども、

自分たちで公共交通機関を利用したりとかして、訓練的なこともされている子どもさんたちもい

らっしゃるんですけれども、そういうところのご家族の負担ではなくって、ヘルパーがそこに使

えたりとか、実際に使っているような体制を作っていらっしゃるのかどうかとか、私もあまり詳

しくはないんですけれども、もしそういう取り組みをされていらっしゃるかどうかをちょっとお

聞かせいただきたいと思います。 

（障がい福祉課） まず地域移行の件ですけども、地域の受け入れにつきましては、やはり先程

もありましたように専門職の方の障がいサービスを使っていただくですとか、やはりそういった

ことを進めていくにあたりましては、施設を出られる際にケース会議等を開きまして、そういっ

た地域、ご自宅に帰られるという時には、そういったことで対応してまいっております。特に、

地域の方の中で特に民生児童委員さんですとか、地域の方のお世話になることもたくさんござい

ますので、そういった会議には参加していただいて、地域移行を進めております。それと次に、

就労定着の企業への啓発になりますけども、企業の方でも最近障がい者の雇用率が上がっており

まして、障がい者の雇用についてはかなり関心を持って進めていただいているところが多くござ

います。このたび就労定着支援というサービスが開始になるんですけれども、そのサービスでは
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本人の、障がいのある方の就労定着を進めるにあたって、本人さんへの支援と、それとあとは就

労の事業所、雇っていただいた事業所の方のそういった相談、支援にもあたるということになっ

ております。現在でも、障がい者が就労された事業所の方にはハローワークの方の関係のジョブ

コーチというような支援を行う方が派遣されるというような制度もございまして、そういった制

度を活用しておられる企業等もございます。それとあと、児童の関係の、先程ご質問いただきま

した医療的ケアの必要な方のショートステイというのは、現在のところ鳥取医療センター、鳥取

県立中央病院、そちらの方で受け入れをしていただいております。ですけどもなかなか利用が進

まないというのが現実としてありまして、受け入れる人数というのも限られております。ですか

らなかなか受け入れることが難しいということで、こちらの方もやはり医療的ケア児、重症心身

障がい児のそういった事業所を増やしていくことが鳥取市内では必要ということは感じておりま

す。ヘルパーさんの派遣、鳥取医療センターにつきましては、ヘルパーの派遣はいらないんです

けども、鳥取県立中央病院の場合はヘルパーの派遣が必要となります。現在のところ現実的な問

題とすると、県立中央病院の方のショートステイの利用はあまり進んでおりませんで、やはりヘ

ルパー事業所も今受けていただけるのは１事業所となっておりますので、なかなかそういったこ

ともありまして、受け入れが少なくなっておりますので、今後他の医療機関ですとか事業所の方

に働きかけしていく必要があると考えております。あと公共交通機関を使った障がい児の方の通

学支援につきましては、鳥取県の方で通学支援というような事業も行っておられたりですとか、

あとスクールバスの方、白兎養護学校さんでも、鳥取養護学校さんにおかれましても、スクール

バスの方で送迎等されておられます。それとあと下校時につきましては、放課後等デイサービス

の方の事業所が学校まで迎えに行かれるというようなサービスを行っておられ、そういったとこ

ろでは保護者の方の負担軽減にはつながっているのではないかと考えております。 

（Ｂ委員） すみません、もう一点いいでしょうか。放課後デイは、時間的には６時ですかね。 

（障がい福祉課） 事業所によっては６時ですとか６時半ですとか、はい、時間が。 

（Ｂ委員） そうですか。ご家族のお迎えだったりとか、やっぱり働くっていうね、お母さん方

が働ける時間だったりとかすると、そのへんのご家族の方のニーズと、それから事業所の何時ま

でだったら可能かなというふうなところに、できる限り家族の方のところに沿った時間帯でね、

放課後デイが利用できたらいいのかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。 

（議長） 他にございませんか。障がい児支援の施設整備というところで、指定基準を満たさな

い事業所が満たすようになるために、何か鳥取市として支援できるようなことはあるんでしょう

か。指定基準に定める事業所を計上しておられるということなんですけれども、それ以外にも何

かいくつか事業所はあるというふうな記載がありますけども。 

（障がい福祉課） 計画の３８ページの表のことだと思いますが、この表にあります指定基準を

満たしている事業所は１事業所というふうに書いておりますが、これは具体的に申しますと、鳥

取医療センターのことを示しております。医師がいる事業所のことで、なかなかこういった指定

基準を満たすところは病院以外にはないという実情でございます。下の方に注釈で、２８年度末

現在において３事業所というのがありますが、これは民間の事業者がやっている事業所でして、

看護師さんを採用されて医療行為が必要な障がい児、障がい者の方を受け入れて見ていただいて
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いるんですけども、なかなか実際のところ看護師の確保というのが難しいという状況がございま

す。他の、放課後デイをしている事業所も他にあるんですけども、やりたいんですけどもなかな

か看護師さんが採用に結び付かないというところで、鳥取市、鳥取県の方もそのことは重々承知

しておりまして、看護師配置のための補助金の制度というのも用意しておりますので、そういう

のを積極的に活用して希望のお子様が預けられるようにしていきたいというふうに考えていると

ころです。 

（議長） ありがとうございました。他にございませんか。ないようでしたら、本審議会に諮問

されました第５期鳥取市障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画につきまして、諮問のとおり

答申するということでよろしゅうございますでしょうか。承認される方は挙手をお願いいたしま

す。ありがとうございます。挙手全員で承認されました。では議事の（３）、社会福祉施設等施設

整備費国庫補助金協議優先順位設定基準について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（障がい福祉課） 説明 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議優先順位設定基準について 

（議長） ありがとうございました。今の事務局からの説明を受けて、委員の皆様からご意見、

ご質問はございませんか。特にございませんか。はい、どうぞ。 

（Ｃ委員） グループホームのスプリンクラーであるとか、あるいは防犯ていうのは、優先順位、

社会的に非常に重要な、優先順位の高い項目っていうことですね。実際に出てくるものとしては、

例えばスプリンクラーの工事であるとか、防犯というのもいろいろな工事の方法とかレベルがあ

ると思いますし、非常に大規模な改修を伴うもの、それから簡易的なもの、スプリンクラーにし

ても防犯にしてもあると思うんですが、一応希望する、スプリンクラーの工事をしたいという内

容をかなり精査したうえで優先順位をつけるんでしょうか。あるいはあまりそういう具体的な内

容まで介入しないで優先順位をつけていかれるんでしょうか。 

（障がい福祉課） はい、先程のご質問ですけれども、内容も確認をさせていただきます。基本

的に大規模改修が対象になっております。 

（Ｃ委員） 大規模というのは、予算の上でどれくらい費用がかかるというような意味の大規模

でしょうか。あるいは大規模の何か基準みたいなものがあるんでしょうか。 

（障がい福祉課） はい、１千万円以上の改修、これが大規模の判断基準になっていたというふ

うに記憶しております。 

（Ｃ委員） はい、ありがとうございました。 

（議長） はい、他にございませんか。それではないようでしたら、本審議会に諮問されました

社会福祉施設等施設整備費国庫補助金協議優先順位設定基準について、諮問のとおり答申すると

いうことでよろしゅうございますでしょうか。承認される方は挙手をお願いします。はい、挙手

全員で承認されました。続きまして、議事（４）の社会福祉施設等施設整備費国庫補助金につい

て、事務局より説明をお願いいたします。 

 

（障がい福祉課） 説明 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金について 

（議長） ありがとうございました。ただ今の事務局からの説明を受けて、委員の皆様からご意
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見、ご質問等はございませんでしょうか。はい、Ｃ先生。 

（Ｃ委員） ちょっと教えていただきたいんですが、障がい者のグループホームの短期入所の関

係なんですが、みんなの家はグループホームの５っていうのは入居の方が５名で、それからそれ

プラス、ショートステイが１人という意味ですね。 

（障がい福祉課） はい、おっしゃるとおり入所の定員が５で、それにプラスして短期入所者数

を１、新たに設けるということです。 

（Ｃ委員） グループホームの５名に関しては、グループホームの共同生活援助の項目になるわ

けですね、そちらは充足はしていて、ただ１床、ショートステイの、短期入所専用のベッドとし

て用意するということで優先順位がついたということでいいでしょうか。 

（障がい福祉課） はい、先程のご意見のとおりでございます。 

（Ｃ委員） そうしますと、グループホーム自体は鳥取市としては充足はしていて、ただショー

トステイの機能を必ず付加した形でこう整備すると、一応認められるという考え方でよろしいで

しょうか。 

（障がい福祉課） はい、おっしゃるとおりでございます。その旨は、障がい福祉計画の方にう

たっておりまして、今、障がいのある方のショートステイ、短期入所が不足しているという状況

がございますので、どのような形であれ、まず常に使える短期入所の部屋を確保していきたいと

いうのが、今現在の鳥取市の考え方であります。 

（Ｃ委員） はい、分かりました。 

（議長） 他にございませんか。なかなか複合的に書いてあるので判断が難しいところがあるか

なと思いますが、いかがでしょうか。特にございませんか。ないようでしたら、本審議会に諮問

されました社会福祉施設等施設整備費国庫補助金について、諮問のとおり答申するということで

よろしゅうございますか。承認される方は挙手をお願いいたします。はい、挙手全員で承認され

ました。議事の今度はその他ですが、事務局から何かございますか。はい、ではないようですの

で、予定されておりました議事は終了いたしました。議長の任をおろさせていただきます。 

（高齢社会課） はい、そうしますと、本日予定しておりました議事等も無事終わりましたので、

以上をもちまして、本日の、第１回の鳥取市福祉審議会を閉会といたしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


