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平成２７年度第２回四街道市保健福祉審議会会議録 

 

平成２７年１１月１０日（火） 

１３時３０分～１５時００分 

四街道市保健センター３階大会議室 

 

出席委員：１４名（柴会長、原委員、大渕委員、中村委員、有川委員、金子委員、 

岡田委員、秋山委員、飛田委員、伊佐委員、栗原委員、島委員、大内

委員、江口委員） 

欠席委員： １名（澁谷委員） 

 

傍聴者 ： ３名 

 

１．開会 

２．会長挨拶 

３．福祉サービス部長挨拶 

４．議題 

    ① 四街道市在宅医療に関する調査報告について（報告） 

    ② 四街道市障害者就労支援センターの今後について（報告） 

    ③ その他 

 

柴会長：資料の配布は済んでいるようですので、会議次第の４．議題に入らせて頂きます。

それでは①「四街道市在宅医療に関する調査報告について」ということで、事務局の方か

らご説明をお願いいたします。 

 

事務局：【資料により説明】 

 

柴会長：ありがとうございました。事務局からの説明に対して何かご質問等がございまし

たらお願いいたします。 

 

伊佐委員：ご説明ありがとうございました。３点程あるのですけれども、まず今回のアン

ケートは四街道市にいらっしゃるお医者さんで医師会に所属している方へのアンケートと

お聞きしたのですけれども、四街道市には、医師会に属していない医療機関もあると思い

ますが、どの程度医師会に所属されているのか、というのがまず１点目。２点目はこうし

た訪問診療を行っている先生は、基本的には２４時間３６５日という対応になると思いま

すが、お医者さんも人の子なので具合が悪いという時もあると思います。そういう時に連
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携というかバックアップできる体制が整えられているのかどうか。個人的なことで申し訳

ないのですけれども、母が高熱を出したとき、訪問診療の先生に連絡取ったところ「今日

はちょっと忙しい」ということで翌日お見えになったこともありました。２４時間３６５

日、先生に来て頂ければとても安心ですが、先生が難しい時にはバックアップ体制が整え

られているかどうか、これが２点目。それから３点目は最後の方の説明で在宅医療介護連

携支援センターですか、新しい概念と思いますが、これを四街道市に設置する場合の具体

的な拠点といいますか、その辺の案があるかどうか。以上３点です。 

 

事務局：それでは順次お答えいたします。まず医師会に加入していない医療機関はござい

ます。私の知っている限りでは２つの診療所、新たにできた診療所が１つともう１つの診

療所。それから大きな病院が１つです。それから次に訪問診療のバックアップについてで

すが、２４時間３６５日という条件を満たし、様々な条件を満たして在宅療養支援診療所

（在支診）になるのは、あくまでもその診療報酬を算定できるということでございますの

で、通常の医師の方々がその診療報酬を算定せずに通常の往診、訪問診療を行うことは可

能でございます。つまりその届け出をしていないからその点数を算定できないということ

だけでして、届け出をしていることと診療していることについては、話は別になります。

ただ、四街道市の場合には医師会に加入している４つの在支診については全て算定してお

ります。それ以外の、例えば質問のところで言いますと、２ページの１－２のところで何

人の患者様を担当しているか、つまり在宅医療を行っている医師が１３人いるわけで、そ

のうちの在支診が４つですので、それ以外の９名は在支診としてのいわゆる診療報酬を算

定せずに行っているということでございまして、０～２人程度が７人、３～５人程度が２

人、この９人がやっているということでございますが、私が推測するところ、かかりつけ

医として外来の方々が来ていたのに、なかなか来られなくなってしまっているような状況

になっています。元々ずっとその医院にかかっていた方々が来られなくなっているとか、

そういった状況があるために、人数を限定して訪問診療を行っているのではないかと推測

されます。ですので、それがバックアップになっているのかどうかというのはまた話が違

ってくるのではないかと思います。それと最後の質問でございますが、在宅医療介護連携

支援センターにつきましては、先程の在宅医療介護連携推進事業が８つございますという

話をいたしました。そのうちの５「在宅医療介護連携に関する相談支援」というのがござ

います。その中で「在宅医療介護連携支援センターを作るようにしなさい」ということで

ございます。これは広域でもできますし、基本的には地区の医師会に協力を得て設置をす

るというのが原則でございます。国が考えている方式ですが、それ以外にも例えば医療機

関などにも、公平になるという条件のもとに設置をすることができます。まだ全国的には

設置をしている所が少なく、私の知っている限りでは名古屋市、北九州市、東京２３区、

あるいは地方の中核的な都市、そのようなところから徐々に始めておりまして、今後、増

加することが見込まれます。私どもとしては、四街道地区医師会が重要なパートナーでご
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ざいますので、四街道地区医師会との連携をしながら、支援センターの創設を考えていき

たいところでございます。以上３点についてのご説明でございます。 

 

飛田委員：調査した医療機関は個人医なのか、病院なのか、その割合はどのような状況な

のか。それから調査した患者さんの人数は延べ人数なのか、期間を区切った形での人数な

のか、その辺を教えてください。 

 

事務局：調査をしたのは印旛市郡医師会の四街道地区の全会員でございます。ですので、

会員の中には病院もあれば診療所もありますので、そういうことについては全く度外視を

して、全会員にこれについての調査をしているということでございます。ですので、患者

数ということは全く関係はございません。 

 

飛田委員：患者数ではなくて、個人医がどのくらい会員の中にいるか。それから病院の方

がどのくらいいるか。これに答える人達は個人医の人達なのか、あるいは病院側がそうい

うことをやっているのか。それから２４時間３６５日できないというのは、どういう医療

機関ができないのか。それを教えて頂きたいなと。 

 

事務局：あの、こちら四街道地区医師会にご協力頂いてやっておりますので、それについ

てはお答えできない部分がございます。患者数はご承知のように１９人のベッドまでが診

療所で、２０人からが病院でございます。そういったことは把握しておりますが、この中

でどの病院が答えてどの医院が答えた、というのはお答えができない部分がございます。 

 

飛田委員：どこの病院、ではなくて病院側としてこの人数が出ているのか、個人医の方で

出ているのか、その辺を知りたいなと。何故そういうことを言うのかというと、私たちの

時代は、お医者様は大体個人医で、ほとんどの個人医が在宅医療の代わりもしていたわけ

です。今はそういうことは多分ないと思いますので、知っておきたいと思いました。 

 

事務局：私どもは介護担当の者でございまして、なかなか医療の分野についてのお答えは

できない分も申し訳なく思っているのですが、昔はそれほど病院がなかった時、訪問診療

などが行われていたのですが、今は病院、クリニック、医院がかなり多くあり、外来が中

心になっています。昔はご自宅でお亡くなりになって看取ることが多かったのですが、現

在では病院で亡くなる方がほとんどを占めている社会状況になっていると思います。在宅

医療について、診療報酬の改定など厚生労働省と医療側が中心となり取り組みを進めると

同時に、地域包括ケアシステムを介護側からも医療側からも進めていきます。私どもは医

療側からではなくて介護側からやるので、そのための連携のための調査をしているという

ことで、ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 
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金子委員：質問の２－３で、医療介護連携に当たっての課題という質問がありますが、そ

の中に医療介護連携に時間を要して業務に支障をきたすとか、連携の必要がない情報まで

共有することになってしまって稼働率が落ちるとか、あと下の四角の枠の中にケアマネか

ら全く介護の情報が伝わってこないとか、そのようなことが出ているのですけれども、こ

れまでも地域包括支援センターで地域ケア会議などを、個別であったり地域全体であった

りしてやってこられていたかと思うのですけれども、その辺でこれまでの医療介護連携の

中でも少しずつ進めてこられていたのかなと思っていました。今回、やはり情報が一方通

行だったり、ケアマネから主治医の先生に連絡を取ろうと思っても忙しそうで連絡取りそ

びれたりとかというようなことは、他の地域でも良く聞かれることなのですけれども、四

街道市ではいろいろな職種の方が集まってこういう課題を共通認識をするような研修会で

すとか、関係者会議ですとかそういったことはどんな予定で、もうすでに行われているの

か、それともこれからの予定なのか、その辺を教えて頂ければと思います。 

 

事務局：まず多職種連携につきましては昨年度から多職種連携の研修会をやっております。

５０人以上の医師であり、歯科医師であり、ケアマネジャー（ケアマネ）であり、介護福

祉士であり、そういった専門家の方々がなるべく垣根を低くして進めています。また、今

年度も多職種連携の研修会を開く予定です。それから医療介護連携について、今は第６期

の事業計画ですが、第５期事業計画の辺りから医療介護連携・地域包括ケアの推進を位置

づけておりまして、今年になって初めて介護保険法の中に医療介護連携が位置づけられま

した。また、在宅医療介護連携推進事業の中で、医療介護連携の為の検討チームを立ち上

げたという話をしたのですが、こちらも多職種協働ということで、介護側、それから医師

側、医師会にもご協力を頂いております。その他に、市内病院も２つ参加するなど、歯科

医師会にも、薬剤師会にもご協力頂きまして、現在まさに多職種連携の推進をつくり、あ

るいは研修会の定期的開催を進めているということでご認識をよろしくお願いします。 

 

有川委員：私はこのアンケートの結果を見て、初めてこういう医師側からの回答というの

を見させて頂いたのですけど、やっぱりというか、３ページの１０人以上の一番上のとこ

ろですが、合計患者数が３４１名ということで、これは施設に入っている方が、訪問診療

などを受けやすくなっています。そこを見ると施設に入れた方が、安心して介護をしても

らえるというような、そういう現状がここに一番現れていると思います。個人で往診して

もらおうと思っても、先程の伊佐委員のように、熱があってすぐ来てもらいたいとか、何

かあってもすぐ来てもらいたいけども、やっぱり手が足りない、時間がないとなると、来

てもらえなかったりすると不安になってしまうというのが、介護する側の家族だと思いま

す。こういうアンケートを見させて頂いて、ここのところをなんとか改定していくのが、

今度の新しい取り組みかなというのをすごく感じましたので、家に居ても何かの時は、先

生が来て病院に入れるというシステムというか、そういう方向性を早く作ってもらえたら
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というのを、このアンケートを見てすごく感じましたので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

事務局：はい、ありがとうございます。在宅医療と介護の連携、切れ目のない支援、退院

から在宅での支援、これを医療と介護、私どもは介護側でございますが、医療と介護が連

携をしながら進めていく、これが地域包括ケアシステムの中の在宅医療介護連携になりま

す。今まで医療と介護の連携というのは非常に薄いものでございましたので、一朝一夕に

出来るわけではございませんが、２０２５年に向けて１０年かけて少しずつ完成形を目指

して参りたいと思います。ご協力をよろしくお願いします。 

 

飛田委員：今の事務局のお話からよくわかりました。ただ、先程のように視点を介護側か

ら見たからというような回答をされますと、これからは連携していくということであれば、

医療側の方の調査についてもきちっと調べていくのが行政と思います。それから、もう１

つわからなかった点は、先程届け出済みが４名で、それ以外が３０人届け出予定がないと

いうことは、例えば、これから１０年後に、７５歳以上の人達がみんなそれぞれ高齢化を

迎える訳です。７０歳以上になってしまう訳です。そういう方達の医療費というのは、例

えば１０年後には、２０億近くの予算がかかってしまいます。そうしますと、総予算が２

５０億なのに、１割近く、約２０億から３０億位かかる計算が出てますよね。そういう事

を考えると市の行政というのは、しっかりとその辺を加味しながらどういう対応をしてい

くかということを考えないと、私達もそうですけど、これから迎える方達には、フォロー

アップできるような行政システムというものをきちっと作る必要が大事だなと思います。 

 

事務局：仰る通りです。これから今まで例のない超高齢社会を迎えて、後期高齢者の割合

が増えていけば、在宅での医療と介護も必要になります。市といたしましても、地区医師

会の医療側と、市側から連携をしながら、さらに充実した在宅医療と介護が連携できるよ

う、四街道地区医師会や、市内の病院と調整を進めて参りたいと考えております。以上で

ございます。 

 

大渕委員：まず私は、行政がよくこういう調査をおやりになったなと思います。こういう

調査の内容、初めて私は見せて頂きましたけれども、大体、お忙しいお医者さんに行政が

アンケートをお願いするのは非常に難しいと私は思います。ですから、回答率もかなり高

い回答率をお寄せ頂いて、こういう調査が出来たということを私はまず評価をしたいと思

います。市民目線でこの調査結果を見ました時にやはり一番、四街道市のお医者さん方が、

この在宅医療の状況をどのように実施して下さっているのか。特に、往診や訪問診療とい

う重要な問題をどれだけ市の医師会の先生方がやって下さっているのかということは、非

常に市民の方は関心が深いと思います。高齢化社会を迎えて、往診、訪問診療、在宅医療
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の重要性が唱えられていながら、訪問診療が多くなっているというお医者さんが１３人、

３４%、３分の１だということは、市民がどのように捉えるかということは非常に重要な問

題であると思います。四街道市だけの状況ではなくて、今、他の市の状況も少しお話にな

りましたけども、同じ千葉県内の市でもって同じような設問をした場合に、どのような回

答が得られていくのか。もしおわかりになったら、他の市との比較も市民の方々にお知ら

せする場合に非常に重要だと思うので、もしおわかりになりましたらお知らせを頂きたい

と思います。それから、もう１点は印旛市郡の医師会も、私、調査をさせて頂いたら、平

成１９年に介護保険の委員会の部会として、在宅医療の検討部会というのを設置なさって

います。ですから恐らく、その他の印旛郡市の中のこのような状況は、その検討部会の中

ですでに答えがある程度出ているのではと思いますが、その辺お解りなったら教えて頂け

ればと思います。もう１つ細かいことなんですけども、在支診の届け出をしていないとこ

ろが圧倒的に多くて、届け出の予定もないのが９０％近い訳ですね。これは私は少し問題

だと思うのですが、その後の理由に、在支診の診療報酬が高額だからというのがございま

した。これはどういう意味なのか、要するに在宅診療をしていて、報酬を要求するのが非

常に高額なので算定しづらいというお医者さんの意向なのかどうか、そこのところアンケ

ートの答えの中でわかりませんので教えて頂きたいと思います。 

 

事務局：それでは、順を追ってご説明申し上げます。他市の状況でございますが、医師会

が力を持っている市町村というのは、当然ながらございます。そこは医師会が事務所を持

っていて、専属の職員を雇っているなど、例えば、柏市などは東京大学、あるいは公団、

そして市と、そういったところでモデル事業を進めておりまして、非常に医師の方々の認

識力が高いところもございます。ここは東京大学が中心になっているプロジェクトでござ

いまして、いわゆる豊四季団地というところでやっているものではございますが、非常に

有名なものでございます。その他にも、いわゆる厚生労働省のモデル事業として、在宅医

療の支援をするための拠点病院というものを設けまして、そこが中心になって医療介護の

連携をやっている所もございます。ただ、近隣市町村では、それほど進んでいるものはな

いということでございます。それと、次の在宅医療の報酬ということでございますが、こ

ちらについてどうしても医師の方々が、外来に忙しいということと、非常に恐縮なんです

が、医師の高齢化というのも目立ち始めています。それと大きく関わっているのが２年に

一度行われる診療報酬の改定というものがございます。こちらはかなり変化があります。

例えば、在支診のあり方も、今まで在支診を推進していたのに、今度は急に条件を厳しく

するなど、あるいは在支診の中で、今まではアパートの中に事務所だけ設けることが可能

であったのが今度は外来を診なければならないなどが多々あることがございます。また、

２８年度にも診療報酬の改定がございます。診療報酬の場合には、２年に１回の改定にな

りますが、介護報酬の場合は３年に１回ですので、６年に１度、同時改定だということに

なりますが、２８年度の診療報酬の改定におきましては、在宅医療をメインに改定をする
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ということを、私どもの方で情報を得ておりますので、この辺については今後、様子を見

ていきたいと思っております。３番目の在支診のことでございますが、こちらは先程申し

ました通り、２６年度の改定でかなり厳しくなりました。相当な設備投資、あるいは人員

配置・スタッフと、行動力のある非常に若い医師の方々であるとか、そういった条件がな

かなか難しいのではないかと思います。当然、費用も掛かりますので、診療報酬上はかな

り多くの単位数が取れるようになっております。それで、先程の在支診報酬が高額だから

というのはどういったことかといいますと、今までご自身の診療所にいらっしゃっていた

外来の患者の方がいて、その方がだんだんと外来に来られなくなったといった場合に、今

までずっと診てた患者さんがどうなっているのかなと思って往診に行く、でも在支診では

ないので高額な点数は算定できない。通常の昔ながらのいわゆる往診、あるいは定期的に

訪問する場合は、失礼な言い方ですが、本来取れるべき金額を算定していないという考え

方が近いと思います。設備を、スタッフをきちんとして、２４時間３６５日の体制を整え

て、在支診になりますと言えば、高額な点数は取れますけども、それは無理であるため、

今までの患者さんに訪問している状況が１３名中の４名を除いた方々ではないかと私は想

定をしているということでございます。以上でございます。 

 

飛田委員：私も、義母を個人医に診てもらっていた訳ですが。最後は年を取ると老健や施

設とか、見合ったところに行ってしまいます。そういった状況を今言ったように在宅医療

の関係もそうですが、介護施設に対するその対応の仕方というのは、そのお医者さんはし

っかりしていました。例えば、こういう所に行ったら良いですよとのアドバイスに従った

ところ、非常に良い所に入れた訳ですけれど、何しろ個人医の場合はそういうことで対応

できて、病院だと非常にそういうことをそっけなくやられたり、現在だと病院というのは、

患者さんだってたらいまわしにされるケースが結構、各市町村で起きてる訳です。そうい

うことを考えるとき、一番重要なのはやはり病院側でこういうものの対応の仕方とか、行

政との連携とか、介護施設との連携とか、そういうコラボレーションがよく取れないと多

分、こういうシステムはなかなかできないのでは思います。ですから、例えば老健のある

病院については、そういうことをきちっとやっていくとか、そういうことを行政と、我々

市民の為にですね、やって頂きたいなと、今までの経験の中で感じました。よろしくお願

いします。 

 

事務局：介護、医療については基本的に国の行政が計画を立てているため、なかなか市と

しての立ち位置が難しい部分はございますが、先程申しました通り、地区医師会と連携を

密にし、あるいは市内の病院と連携を密にし、１０年後の２０２５年に向けて、在宅医療

と介護の連携を強固なものにしていきたいとして進めているところですので、今後とも見

守って頂ければと思います。よろしくお願いいたします。 
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伊佐委員：３点程あるのですけれども、先程のお話の中に多職種連携チームという説明が

ありましたが、この中にはリハビリのスタッフが入っているかどうか。例えば、理学療法

士、作業療法士、言語療法士、この人達が入っているかどうかを確認したいということが

１点目。２点目が介護保険のメニューの中に、月別限度額の枠外で、居宅療養管理指導が

あると思いますが、これは医師、歯科医師、薬剤師が指導にあたると思いますが、今回こ

ういうアンケートが出た中で、その居宅療養管理指導にあたるお医者さんは、例えば届け

出していないとできないのか、それを確認したいのです。それから３点目なんですけど、

在宅医療・介護の連携を図っていく上では、もちろん医療機関側も大事なのですが、介護

側から言うとケアマネさんの存在はとても大事だと思います。私の母は平成１２年から介

護保険をずっと利用してきまして、ケアマネさんが延べ１３人変わりました。なぜそうい

うことが起きたかというと、居宅の時のケアマネさんが７人でして、それはその事業者さ

んの異動の関係でそうなってしまったのですけども、その後、老健施設に入居すると施設

のケアマネに変わりました。そこでも異動があったので２人。いったん在宅復帰して、そ

うすると、また居宅のケアマネを頼んでそれでもう１０人目。その後、特養ホームに入っ

て、また施設のケアマネに変わり１１人目。そこも異動があったから１２人目。最後の方

は病気を繰り返したので入院になって、その段階で介護施設の方では難しいと言われて、

そこの特養ホームが解約になって、ケアマネさんが不在になった時もありました。その後、

有料老人ホームに入ったので、そこでまた施設のケアマネが担当し、そこで最期を迎えた

のです。介護保険の仕組みの問題かなと思っているのは、例えば在宅の始めでも、施設に

入ってからも、在宅でケアマネやってた人がそのままケアマネ的存在で私達の味方になっ

て、ずっとやって頂けたらと。今まで介護をやってきて常に思いました。その辺、今回の

アンケートとはちょっと離れるかも知れませんけれども、ケアマネはなるべく変わらない

で欲しいのですけども、在宅、施設、在宅、施設と繰り返してくと、母のようなことにな

りますので、そういうことも検討して頂ければと思います。以上です。 

 

事務局：それでは順次お答え申し上げます。まず、多職種連携の中に、理学療法士、作業

療法士、言語療法士が入っているかというご質問ですが、現在、医療介護連携推進会議の

中に理学療法士が入っております。それから、多職種連携の研修においても理学療法士の

方が何人か参加をされております。次の、居宅療養管理指導でございますが、こちらは仰

った通り、医師、薬剤師、歯科医師、看護師そういった方々が、一様にその在宅に行って

指導します。これは当然医師の指示書が必要になりますが、こういったことをやっている

医師の方は結構いらっしゃいます。これは直接医師がいらっしゃるということではなく、

医師がケアマネの方から指示書の作成を依頼され、その指示書に沿って行う。これは訪問

看護も同じでございますが、こういった形で居宅療養管理指導が行われます。ちなみに、

薬剤師の場合ですと先程の支援診と同じように、在宅患者訪問薬剤管理指導（在薬）とい

うのがありまして、在薬を居宅で行っていますが、薬剤師の場合にはみなし規定によりま
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して、保険薬局であればどこでも居宅療養管理指導ができるのですが、在薬としてのノウ

ハウがないということで、なかなか進んではおりません。こちらも在宅医療を進める上で、

居宅療養管理指導についても進めていきたいと思っております。それから、３点目のケア

マネにつきましては、大変恐縮なのですが、今の制度上、要介護者については居宅のケア

マネが、居宅の要支援者の場合には地域包括支援センターのケアマネが担当するのが基本

ですので、この居宅サービスと施設サービスを交互に利用する場合、利用者が利用する施

設のケアマネが担当することが最も適しているであろうと思われるので、なかなか難しい

ところがございます。平成３０年の４月１日から、居宅ケアマネについては私どもが管轄

になりますので、四街道市がその辺については、まだ国の制度ではございますが、そうい

ったところで関係を密にしていければと思っております。以上でございます。 

 

柴会長：他には何か、ご質問その他、ございますか。よろしゅうございますか。それでは、

この件につきましては終了します。次、次第４の②「障害者就労支援センターの今後につ

いて」ということで事務局より説明をお願いします。 

 

事務局：【資料により説明】  

 

柴会長：ありがとうございました。只今のご説明、ご質問の方はいらっしゃいますか。 

 

飛田委員：昭和５８年から築３０年以上が経過してかなり老朽化が激しいと思うので、こ

のまず施設の利用方法はどうするのでしょうか。それから、他の施設での今後の対応の仕

方、市役所で施設が作った物品の販売をしているということですが、市でシティセールス

推進課というのができまして、そういうビジネス関係もきちっと連携を取りながらできる

ような体制というのはできているのですか。 

 

事務局：このような庁舎内の販売はシティセールス推進課において宣伝をしてもらい、連

携を図っております。当建物は昭和５８年３月竣工ですが、建築基準法等を考えますと全

く問題ありません。鉄筋平屋の建物でございます。耐震上全く問題ございません。ただ、

やはり見た目はだいぶ汚れているので綺麗にしなければということはあるのですけれども、

来年度４月以降の利用ということに関しては、市の担当部署で、ＦＭ推進室において公共

施設の管理をしていますので、有効な活用を検討してもらうということです。以上でござ

います。 

 

飛田委員：他の施設でも市が関与しながら販売できるような体制づくりはできると思いま

す。例えば千葉県は文化センターや市民会館を利用して、千葉県生涯大学校のＯＢ会の講

演会などで約千人ぐらい集まるのですけれど、そこで弁当などを販売する、そういう支援
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を団体に対して協力をしようということでやっているのですが、工夫しながらビジネスを

作ってあげるのも行政側で考えて頂けたら、彼らも救われるのではと思います。 

 

事務局：市役所庁舎内で週３回販売しているというのは、おそらく県内の市役所ではほと

んどないと思います。また、農業フェスタや、今度文化センターで行われる調理師の大会、

そこも障害者団体に関してはテント、机、椅子など全部無償で貸して頂いて出店ができる

ようになっています。ついこの間の産業まつりにも出店しています。その前に社協まつり

にも出店しています。しかし、それは１年間通すと何回もないので、市役所の中のロビー

で販売するということは、そこでたまたま市役所に用事があって来た方々がこういった施

設があるということを初めて知る方もいて、障害のある方がどういった頑張りで販売をし

ているのかということをロビーで、食堂で見て頂くことができますので、一般市民の方と

の距離が市役所で販売すると物凄く近くなるということで、週３回よりもっと増やしたい

のですが、何とか続けていきたいです。以上です。 

 

飛田委員：もう１つご質問ですけど、この支援センターの仕事が民間企業とバッティング

するというお話なのですが、これはどちらかといったら公的施設が民間企業を圧迫するこ

とはありえないと思うのです。何故かというと、量も少ないし寡占化することは絶対にあ

りませんし、そういうことを考えた場合はやはり民間企業の理解を頂くような、行政側か

らもはっきりとそういうビジネスを推進する上でのスタンスを持つべきではないかと思う

のが私の考えなのですけどいかがでしょうか。 

 

事務局：仰ることはよくわかりますが、やはり圧迫することはない、ということではなく

て、同じことではなく市でやる以上は特化するべきだということでございます。現在、ク

リーニングだけではなくて軽作業、園芸をやっています。軽作業というのはご承知の通り

点字名刺や宛名シール作成などを行っています。点字印刷は駅前にあります点字図書館で

も行ってまして、決してどちらが先、後ではないのですが同じように行っている場所があ

ります。今年は、去年はできなかった椎茸が大豊作となりましたが、その椎茸自体もまた

来年続くかどうか。というのは、原木が生きているかなど色々な問題があり、継続性とい

うことを考えた時、やはり特化した物でできないかということで検討してきたのですけれ

ども、新たな事業の準備をしている間、利用者をどうするかという部分で市の責任という

ことを考えた時、どうしても継続性のあるものをやっていく必要があるという思いがござ

いまして、ここに至って廃止という判断をさせて頂いたということでございます。 

 

柴会長：他にはどなたか、基本的には廃止をしたい、その点についてご質問ということで

お願いをいたしたいと思います。 
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大渕委員：ご説明の言葉の端々にも、非常にサンワークを廃止することの無念さというも

のが感じ取られまして、私も全く同感の思いでおります。私は四街道市に関わるようにな

りましてから一番驚きましたのは、特別会計を持って公立のサンワークがあるということ

でありました。これは、千葉県内に５４の市町村がありますけれど、特別会計でこういう

障害のある人のための施設を市立で持っているという所は１つもありません。恐らく全国

的にも非常に稀有な、珍しい例ではないかと思います。四街道市の福祉都市を標榜する１

つの姿勢がこの中に現れていると思いまして、これを初めて知った時には本当に凄いこと

をやっていて大変素晴らしいので、先ほどシティセールスという言葉も出ましたけれど、

四街道市の新しい魅力をいろいろ出すことも大事かもしれませんけど、サンワークのよう

な施設を市立で持っているという福祉政策の先進性、それから介護保険の保険料が一番安

いというようなことももっと市民の皆さんにアピールすれば、四街道市の福祉の先進性が

市民の皆さんにも理解して頂けるんじゃないかと思います。特別会計で持っているという

こと、それから市立であるということはなかなか一般の市民の皆さんはご存じないかも知

れませんけれど、これは本当に凄いことだと思っておりまして、これが廃止になるという

ことは、今の説明でいろいろな理由もあるでしょうけれど、大変残念だなと思います。た

だ、これに代わる新しい福祉施策についても是非１つお考えになるべきだと思いますのと、

それから私どもも実は障害のある方の事業所を持っておりますけれど、私どもも含めて市

内の民間の就労継続支援Ｂ型の施設に市庁舎内で販売させて頂いているということは、こ

れもまたすごいことです。市役所の中で販売と一口に軽く言いますけれど、これには市庁

舎の管理規則のようなものも改正しなければなりませんし、部長さんをはじめ福祉サイド

の人々は私ども事業所のために一所懸命頑張ってくださいますけど、率直に言って市役所

の中には全部これを諸手を挙げて賛成の人ばかりではなかったと思います。なぜ障害のあ

る方にばかり市庁舎内で販売させるんだと言う方も必ず市役所の中にもいらっしゃったん

だと思いますけれど、そういう方々を説得して私どもに市役所の中の販売の機会を与えて

下さり、私どもの立場からすると非常にありがたいことなのです。障害者優先調達推進法

という法律ができて３年目になりましたけど、この法律は市役所が私ども障害者施設でで

きたものを優先的に買い上げてくれると、こういうことを命じた法律ですけど、なかなか

市役所レベルで私たちの事業所の物を全て買い上げるということは難しいことですので、

今の段階ではそれに代わって市役所の中の軽作業も私たち障害者施設の利用者に委託して

いまして、これを年間百万円もの予算を取って頂いている訳です。ですから、複数の取り

組みを合わせますと、四街道市の福祉の先進性は、私は紛れもないことだと思います。私

も議会のいろんな動き、傍聴などをしておりましたけれど、福祉のこの姿勢よりも財政効

率を重要視する議員さんの中には、特別会計を持って一般会計からの繰り入れが５～６千

万もある訳ですから、こんなものを早く潰してしまえという意見がやはり出ていたのだと

思います。しかし、事務局の皆さんでこれを切り結んで、なんとかこれまで長い間持って

きたということを私は非常に高く評価したいと思います。残念ながらこういう結果はやむ
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を得ないだろうと、役割は終わったと考えまして、私ども市民としてもこれは納得せざる

を得ませんが、それに代わる何か新しい福祉政策を是非打ち出して頂きたいと思います。

そういう意味で残念ですけど大変お疲れ様でしたということで了承させて頂きたいと思い

ます。以上です。 

 

伊佐委員：３点程あるのですけれども、今利用者さんが８名残っていらっしゃるというこ

とで次の行き先については対応しているのだと思いますが、この中に視覚障害者が何人ぐ

らいいらっしゃるのか。私が視覚障害なので興味のあるところなのですけれども、なかな

か視覚障害者は働く場所というものがないものですから、その辺を教えてほしいというこ

とが１点。それからサンワークには運営委員会というのがありまして、皆さんご存知かも

しれませんけれど、私も年２回ぐらい、運営委員会になるべく傍聴に行っていました。先

日も最後の運営委員会になるかもしれませんけれども傍聴に行きました。運営委員会の方

も残念がっている方もいらっしゃいました。運営委員会には、そうそうたるメンバーが集

まっているのだろうと思いますが、サンワークは廃止ということを運営委員会に事前にご

相談とかされたのかどうか、それが２点目です。３点目につきましては、これで市直轄の

障害者就労支援センターは閉鎖になるのですけれども、今後も市直轄でこうした就労支援

センターをやることはもうないと考えた方が良いのか。確か私の記憶だと行財政改革の計

画の中には、将来民間売却という線もあるのかなと思うのですけれども、その辺もこれか

ら視野の中に入っていくのか。あくまでも市の所有物ということで利用を考えているのか。

その３点お願いします。 

 

事務局：８人の中には視覚障害の方はおりません。どちらかといいますと下肢障害の人が

多いです。あと中途障害、片麻痺の方とかそういった方がいらっしゃいますけれども、基

本的に就労意欲は高い方が多いです。２点目ですけれども、運営委員会に事前に相談をし

たかとのことにつきましては、事前には申し上げてございません。ただ、時間的なものも

あるのですけれども、こういった今日のような審議会のほか、自立支援協議会にも報告い

たします。最後に今後の事業について個人的な意見も入ってきますが、福祉の事業は行政

がまずは責任を持ち、できない部分については民間に委託をするべきだと考えていまして、

しかしながら、責任は行政が取るというスタンスでなければいけないと思います。今回、

サンワークは廃止ということで決めますけれど、サンワークを作った昭和５８年当時と現

在では状況は異なりますので、新たな施設を設置するのではなく、市内にあるいろいろな

施設への、声だけの支援ではなく、いろいろご意見を聴く中で活動しやすい状況というも

のを作っていくということをしていく必要があると思います。四街道には良い施設があり

ますよと、ＰＲをしていくというところでは、障害者支援課や高齢者支援課にパンフレッ

トを沢山置くスペースを設けていますし、ホームページでＰＲするとか、そういった支援

があります。先ほども言いましたが。こういったイベントがあるので参加しませんか、と
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いうことでどんどん声を掛けて、結果的には、例えば、四街道市内に障害のあるお子さん

がいらっしゃる世帯が引っ越して来た時に、「四街道にこういう施設があるんだ」というこ

とをわかって頂けるのではないかなと思います。 

 

柴会長：はい、よろしゅうございましょうか。他になければ次第４の②については終了さ

せて頂こうと思いますが、よろしゅうございますね。はい、ではその次、次第４の③その

他についてお願いをいたします。 

 

事務局：その他につきましては特にございません。 

 

柴会長：はい、ありがとうございました。それでは本日の会議はこれで終了ということに

なる訳でございますが、全体を通じて何かご質問、あるいはご意見がおありになりますで

しょうか、よろしゅうございますか。それでは特にないようなのでこれで終了ということ

にさせて頂きます。本日は大変ご苦労さまでございました、ありがとうございました。 

 

                                     以上。 


