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第４９回大阪府社会福祉審議会 

議事概要 

  日 時 平成３０年５月１４日（月） 午後２時～午後４時 

  場 所 日本赤十字社 大阪府支部 ３階３０１会議室 

 

開  会    

議  題 

１ 専門分科会・部会の審議・審査状況について 

（事務局） 

＜専門分科会・部会の審議・審査状況について説明＞ 

（委員） 

意見なし 

 

２ 新たな福祉課題検討専門分科会 審査状況報告 

（１）行政の福祉化推進検討専門部会について 

（事務局） 

＜行政の福祉化推進検討専門部会について説明＞ 

（委員長） 

 行政の福祉化ということをキーワードにして、こちらの検討を進めてきたところです。皆様か

らご意見、ご質問等がありましたらいただきたいと思いますが、この会議に委員として出ていた

者としての立場から、少しお話をさせていただきます。 

 説明にもあったのですが、まず、行政の福祉化という言葉が、なかなか最初は委員会の中でも

「なんだろう」ということがありました。その中でこれまでの取組みを説明いただいた訳です。 

 これまでの取組みは先ほどお話があったとおり、いわゆる障がいのある方の雇用の場に対して、

さまざまな資源を活用しながらそれを広めていくということで、かなり先駆的な取組みをされて

きたということがわかりました。その上で、これまでの試みを継承しながら、さらに発展的にし

ていく、ということで、１つは雇用・就労に関して、さらに広めていく。障がいのある方だけで

はなく、ひとり親とか生活困窮者に対象を広げていく。さらに、そのような就労と言ったことに

限らず、もう少し広く考えていくことができないか、ということも考えてきました。 

 ですから、部会の考え方としては二本柱という感じで、いわゆる就労や雇用についての検討の

部分と、さらにそれを広める形で、どのような形で広めていけるだろうということで、就労や雇

用に限らず、分野を考えてきたところです。 

 もう１つの広がりは、行政の福祉化という形ですが、府だけで取り組んでいても、それはそれ

でもちろん価値はありますが、それを広めていくことが必要だろうということで、市町村行政で

すとか、あるいは民間の立場にこのような考え方を広めていけないかと考えたうえで、先ほどあ

ったように「大阪の福祉化」という表現も出てきたということです。 

 その辺も含めて皆様からご意見、ご質問等をいただけたらと思いますのでいかがでしょうか。 

（委員） 

 非常に画期的な、ユニバーサル就労ということで、評価をさせていただきたいと思います。ひ
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とつ、障がいということをどのようにとらえるか、あまり狭く、知的・身体障がいのような形で

とらえるのではなく、広く捉えていただく。就労困難というのはご案内のとおり、がん患者や難

病、若年性認知症といった方々も非常に就労困難であり、ある種の内部障がいであるということ

から言うと、そのような３障がいだけでなく、広く障がいを捉えていただく。そういった「就労

したいのだが就労できない」状態をどのように支援していくのか。これがある意味では、大阪府

がこれから取り組んでいかねばならないユニバーサル就労ではないかと考えておりますので、ぜ

ひその辺もご検討いただければありがたいと思います。 

（委員長） 

 まず、いくつか皆さんからご意見をいただいて、応答があればいただきたいと思います。 

（委員） 

 ご説明いただいた内容について、非常に先進的で充実した内容だと思います。特に、就労支援、

障がい者の雇用について非常に前向きな発想を持った取組みだと思います。その中で、参加企業

の障がい者雇用率が極めて高いという記憶があるのですが、本年度から、さらに障がい者雇用率

のパーセンテージが高くなったと聞いています。今回、このような参加企業の障がい者雇用率と

いうのが、新たに新年度に付随する雇用率を満たしていくのか。 

 それと、今回参加企業とあったものは、従来の発想からは違う、新たな枠組みで参加された企

業もあるのかどうか、ということを教えていただきたいと思います。 

 もう１点は、「プレイヤーの拡大」で、顕彰制度を創設すると書いてある。これは非常にいいこ

とだと思います。できるだけお金がかからないような形で、広く企業を顕彰しインセンティブを

与えて、そのような情報発信するということをもとにやっていただければと思います。 

 具体的にどのような形で、そのような方々を顕彰し、広報していくのか、具体的なものがあれ

ばお聞きしたいと思います。 

（委員長） 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

（委員） 

 ２点の質問があるのですが、概念の話で、行政の福祉化から大阪の福祉化という方向を今回示

されている。それは、本来は行政の福祉化を目指していた方向ではないのか。いきなり大阪全体

と言っても難しいので、「まず行政が先駆的に取り組んでいくということは、これまでやってきて、

さらにそれを広めようではないか」これが大阪の福祉化という方向だと思うのです。 

 だとすれば、今後は行政の福祉化にはこだわらずに、大阪府としては、「大阪の福祉化というこ

とをスローガンとして進めていく。行政の福祉化は既に卒業しましたよ」と、このような打ち出

しをされているのかどうかということをお聞きしたいと思います。 

 もう１点は、プレイヤーを広げていこうということを、今回は打ち出されている。潮流を作ろ

うということですが、既に、障がい者雇用促進法に基づく企業の取組みがあるし、また、就職困

難者に対しては、市町村の相談窓口もある。大阪府社会福祉協議会でやっている「大阪しあわせ

ネットワーク」の中では、中間的就労支援をするということで、支援や養成などをやってきてい

るので、全く、広げようという領域ではゼロではないわけです。 

 大阪府の中では、商工労働部はハートフル企業顕彰制度をつくってしている。そのような既に

ある取組みと、今回打ち出された方向というのは、どのようにリンクさせようとされているのか。 
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 具体的な実践として、どのように進めていくのかというのは非常に重要だと思うので、その２

点をお聞きしたいと思います。 

（事務局） 

 いただきましたご質問等について、お答えさせていただきます。 

 まず「障がい者の範囲を広くとった」ということにつきましては、おっしゃるとおりと理解し

ております。 

 障がい者の定義については「障害者基本法」の中でも幅広くとらえていますし、今回の提言の

中にも、例えば難病患者の就労支援ということで、これまでの障がいよりも、より幅広くとらえ

ていく方向で職場実習も検討させていただいております。 

 また、今回の「ユニバーサル就労条例」についても、理念として、障がい者の方も含めて就労

に何らかのお困りを抱えている方を対象にしていくということですので、そのような意味で、支

援を必要としている方にきちんと支援が届く、ということを基本的に考えながら検討していくべ

きと考えております。 

（委員長） 

 おそらく、障がい者手帳を持つ持たないにかかわらず、というようなところをもう少し強調さ

れるかと思うのですが、そのあたりはいかがですか。 

（事務局） 

 そうですね。今回の提言については、今申しあげたように、できるだけ幅広くとらえるという

方向性でやりますので、そのようなことを踏まえながら、具体的な制度設計を考えていければと

思っています。 

 次に雇用率の関係です。 

 総合評価入札に参画いただいている企業の法定雇用率は、確か平成２８年度は９％程度だった

と理解しています。いわゆる清掃業務に関わるところですが、極めて高い法定雇用率だと理解し

ております。 

 顕彰制度については、今回はこのような提言をいただいておりますので、これを受けて、具体

的にどのような設計をしていくか、正直これからです。 

 ひとつ、類似としてあるのが、障がい者の雇用を熱心に取り組んでいる企業等については、「ハ

ートフル条例」というものがありまして、そこで顕彰制度があります。 

 一方で、今申しあげたように、ひとり親の雇用等、新たな対象の拡大を考えておりますので、

これまでのそのような顕彰制度と整理をしながら、具体的な制度設計を考えていくことを考えて

おります。 

 続いて、概念の話です。 

 「行政の福祉化」から「大阪の福祉化」へ、大きな方向性としては、今回の提言をいただいて

「大阪の福祉化」を目指していくことになるのかと思います。 

 ただ、大阪府として、いままで取り組んできたことをさらに進めていく、ということも当然、

課題としてございますので、そのようなこともしっかりとおさえながら、さらに基本的な理念を

広げていくということを打ち出していきたいと思います。 

 既に民間や社会福祉法人等でも、社会貢献的な取組みをされているというのは、まさにそのと

おりだと承知しておりますので、顕彰については、既にあるものと整理をしていかないといけな
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いということを申し上げましたが、今後、まだ具体的にはこれからになりますが、既存の制度、

既存の取組み内容と合致させる方向で取り組んでいきたいと考えています。 

（委員長） 

 ありがとうございます。ほかの委員から何かございますか。 

 先ほど委員から、行政の福祉化の段階をさらに超えてという、非常にポジティブなご意見をい

ただいたのですが、そのあたりについて、「民都・大阪」という取組みが始まっているということ

もありまして、大阪府全体としても、何かそのような動きがあるということで、少しそのあたり

を補足的に説明していただければと思います。この中にも表現が出ていたと思いますので、大阪

の福祉化ということを考えていたときに、大阪府全体でも福祉化ということが出ていますので、

補足的に説明をお願いします。 

（事務局） 

 資料２－２に提言の本体がございます。そこに少し触れている内容をご紹介いたします。 

 ３ページから４ページにかけてですが、今回の行政の福祉化について検討する背景ということ

で「社会経済情勢の変化と課題」を３ページに記載しておりますが、その裏面の４ページです。 

 「民都・大阪」ということで、これは大阪府全体で、例えばサード・セクターや社会的企業のト

ップ層、このような方々が一堂に会し、大阪の民の連携、協力によって、その存在感を示す核と

なる場ということで「フィランソロピー会議」を立ち上げたということです。 

 このフィランソロピー会議については、福祉的な分野の課題についても、この会議の中で議論

できるのではないかということを考えており、フィランソロピー会議で、例えば民の発意による

寄付や投資、人材といったことが集まって、それをうまく福祉分野における民間公益活動が活性

化するということを生み出していくことができるのではないかと、ここに触れさせていただいて

いるのですが、大阪府全体として、「民都大阪」ということで、民間の力を活用し進めていく。そ

の流れと方向性を一にするものが今回の行政の福祉化の提言ではないかと考えており、ここに記

載しているところです。 

（委員長） 

 あくまでも、これは大阪府全体の取組みとしてのものが出てきているということで、社会福祉

からどのように見るかはいろいろとご意見のあるところだと思います。 

（委員） 

 プレイヤー、担い手の拡大を大きな１つの方向性としておられますが、このような社会のプレ

イヤーと言えば、１つはもちろん行政でしょうが、社会福祉、個人や法人、いわゆるソーシャル

ファンドやあるいは「ソーシャルビジネス」という言葉もあります。社会的ないろいろな課題を

解決する企業的な主体というものはあります。民間の企業ももちろん、この際、障がい者の法定

雇用率等を通じて、貢献していただければと思っています。 

 もう１つの重要なプレイヤーは府民や市民、住人自身だと思うのですが、そのあたりの記載が

ないなという気がします。 

 それぞれのプレイヤーというのは、お互いがまた影響し合うし、協力しないといけないと思う

のですが、府民自身が福祉化というテーマについて考える、そして「地域共生社会」であるとか、

「我が事・丸ごと」だとかいうキャッチフレーズで厚生労働省が進めている政策だと理解してい

るわけです。それを進めていくときに、行政としてはどこが一番関与するのかなと。私は教育分
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野が一番大事だと思っているのです。 

 福祉教育というのは、学校でも障がい学習に関して、そのような分野において行政の福祉化を

通じて、大阪府の福祉化を図っていくときに、教育分野、行政が果たす役割というのはあまり議

論されていないと思いました。以上です。 

（委員長） 

 ありがとうございました。ご意見としていただきました。住民というところでいいますと、社

会福祉協議会などもある状況で、という話だと思いますが、その辺も含めてどうでしょうか。 

（事務局） 

 この行政の福祉化の提案の議論の中でも、府の団体等ではなく、府民人ひとりひとりの参画と

いうことも考えるべきというご意見もありました。一定そのような内容を含んでおります。 

 例えば民生委員活動の積極的なＰＲによって、地域社会の参画を促していこうといったことや、

あるいは寄付というか資金面での参画、そのようなことが可能となるようなスキームを考えてい

くべきではないか、というようなご意見を賜っております。 

 そのような意味では、府民ひとりひとりの社会貢献活動と、いま委員からもお話がありました、

教育分野を含めて考えていくというところにつきまして、今回の提言の中にはありませんでした

が、重要であると考えております。 

（委員長） 

 問題意識として引き継いでいただけるようお願いします。 

 

（２）介護・福祉人材確保等検討専門部会について 

（事務局） 

＜介護・福祉人材確保等検討専門部会について説明＞ 

（委員長） 

 本件は当面の重要な課題であると思います。まずは、何か補足的なご意見がありましたら、い

かがでしょうか。 

（委員） 

 介護・福祉人材を確保していく場合にも、さまざまな主体、ファクターといいますか、それを

進めていく主体の協力というものが必要になってまいります。もちろん、府が行政としてコーデ

ィネートしたわけですが、介護の福祉行政や社会福祉法人、就労を受け入れる側として重要です

し、それから、その人材を教育する色んな専門学校であるとか社会福祉の関係の大学であるとか、

そのような所の取組みも非常に重要になってまいります。 

 それから、雇用をあっせんする府の社会福祉協議会、福祉人材支援センターなども、とても重

要な役割を担っていると思います。すべて重要なのですが、ここでもまた教育というものがとて

も大事だと認識しております。福祉や介護に関しての若い人たちの、受け止め方、イメージを、

まずはもっと前向きに改善していく必要があるのだということです。 

 今、１８歳で進学を考えるときに、専門学校に行くあるいは福祉関係の大学に進む層が、むし

ろ縮小しているのではないかという議論があります。実際に、専門学校の定員に対する実際の入

学者の数は減ってきていますね。一方で同じ保健医療福祉関係でも、その分野で働く専門職でも、

看護師は増えているのです。ですから、ここでは府の教育庁に協力してもらってイメージを改善
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していく、ということも書いておられますし、小学校や中学校になると、これは市町村の協力・

市町村の教育委員会の協力が必要だ、というようなことも書いてあるのですが、実際、このあた

りは予算化しているわけではないですよね。教育関係については予算化をせずにこの事業を進め

なくてはいけない。これらは、ぜひ進めていくことができればと思っています。 

（委員） 

 ２点お願いしようと思っていました。 

 具体的に、まずお願いしたいのが、介護人材に即戦力を求めているのですが、やはり将来を見

据えたときに、今の若い人たちに対して、社会福祉あるいは介護を理解してもらう機会を、いろ

いろなところで作っていただきたい。この前、初めて大阪府教育庁の方々と大阪府社会協議会と

の会議において、実績が報告されたところです。 

 今、大阪府社会福祉協議会老人施設部会の中に、昨年から人材対策のプロジェクトチームを立

ち上げ、人材対策あるいは確保・定着に対しては、そこを中心に検討・議論をして、いろいろと

方策をしてきています。できれば、教育庁の方々ともっといろいろな意見交換をしていきたい、

という思いがずっとあります。それをどこに、部会から声を出していいのかわからないので、申

し訳ないのですがこの審議会で意見として出させていただいております。 

 そうしないと、せっかく参加をされたりあるいは具体的な方法をとっていても、プロジェクト

チームでは、小学校や中学校に対して、それぞれの市町村に対しての小学校や中学校、あるいは

施設が個別に小学校や中学校に頼みに行って、ビデオ見せたりいろいろな時間をとっていただい

ている。それだけではとてもじゃないが追いついていかないこともわかっておりますので。でき

れば教育庁と、できるだけ大阪府全体が足並みを揃え、揃えられるかどうかはわかりませんが、

ぜひその機会を多くとっていただきたい。 

 具体的に少しずつ、一歩ずつ進めていきたいと思っておりますのでぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

 もう１点ですが、具体的になりますが、「介護ロボット、介護ロボット」と、われわれの世界で

言葉が走っておりますが、実際は、それほどきちんとした介護ロボットというものが開発されて

いるわけでもなく、ほとんど「介護機器」というものになります。 

 今回、大阪府の中で、特にあげられたのがロボリフターというイメージを持って進めていこう

ということで、そちらが、言葉的に先行されているのではないかなと思います。もう一方で、最

近、少し開発されてきたのは見守りセンサーで、色んな見守りセンサーが出てきます。一方では、

人権・プライバシーの侵害という風になってしまうようなセンサーが売られていたのですが、そ

のようなセンサーがあると、ある意味、職員の仕事の軽減、あるいは職員は夜間１人で９人、１

０人を必ず責任を持って看る。そういう時に非常に不安になっている、ここが不安と不安が重な

っていたときにバーンアウト（燃え尽きること）してしまう、というようなアンケート結果もあ

ります。 

 そのような意味でも、ロボリフターを作ることも必要ですが、見守りセンサーというものにも

少し目を向けていただいて、補助の対象にしていただきたい、またその後のフォローアップもし

ていただければ、改正ということも検討していただきたいなと、申し訳ございませんがお願いご

とです。 

（委員） 
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 この議論の中で、労働環境の問題が非常にあったのですが、もちろん入口の問題もあるのです

が、働くという所の課題は、私は２つあると思っています。 

 １つは、夜間、夜勤問題をどうしていくかということ。もう１つは指導方法をどのようにして

いくか。２つの議論がとても大事だと思っております。 

 夜勤になりますと、基本的には人員が非常に少ない中でするのですが、介護の場合、特に高齢

者介護の場合は必ずしも寝ておられるわけではなく、さまざまなことがあります。一応は、介護

保険などは寝ていることが前提で、夜間の勤務については非常に人数が少ないのですが、実は結

構人数が必要になります。ナースコールが鳴っているような病院でもそうなのですが、そのよう

なことも、もう少し見直していかないといけない時期に入っている。 

 夜勤の問題、夜勤体制の問題、あるいは夜勤の人員配置の問題をどのようにしていくのかとい

う議論が、実は働くという状態を見て、入ってこようとしたときに、どのような働き方あるいは

職場を提供するか、非常に夜勤に対して重要なのではないかと思います。 

 もう１つ、夜勤の問題であるのは、やはり子育て世代が働くためには、夜間保育をどうするの

か。これはあらゆる分野もそうだと思うのですが、夜間の保育が担保されないまま、なかなか子

育て世代は働けないということからいうと、夜間保育の問題をクリアしないと、夜勤の問題がな

かなか解決してこないと思っていますので、夜勤の体制、これはもう介護だけではなく医療もそ

うなのですが、働き方の体制をどのように整備していくか、という議論が１つ大きくあるのでな

いかと思います。 

 それから、もう１つは指導体制ですが、これはもうスーパービジョンということで、もちろん

研修や教科書は大事なのですが、その現場でどのように実践を、実践でしかも学べない、あるい

は実践の中で学んでいくというものを体系的にどのように指導していくのか、これはなかなか介

護の現場に少なくて、介護をやってるから指導者になれるんだという大前提の中で、必ずしも指

導者的でない方が指導しておられる状況が見られて、そのために離職するということが非常に高

くなる。 

 昨日も少し介護研修に行きましたが、そのような方が、やはり労働環境の中でスーパービジョ

ンでは、大阪市人材確保運営委員会でも、私は議論させていただいていますが、スーパービジョ

ンの問題抜きに、介護職場というのは充実していけないだろうし、離職の問題を防ぐ、という１

つの大きな突破口としての議論をしていただかなければいけないだろうと思います。 

（委員長） 

 ありがとうございました。ほかの委員からのご意見はいかがですか。 

（委員） 

 教員をしている立場として、少しだけ意見を申し上げたいと思います。 

 介護・福祉のイメージが、一時期非常にダウンして、人材が不足しているという現状というの

は、本当にとどまるところを知らないわけですが、若者に対するイメージというのはもちろん重

要なのですが、私どもがよく接する高校の先生方と話をしていますと、結局高校の先生のイメー

ジも、やっぱりよろしくなかったり、あるいは、高校生たちの親御さん達がやはり介護や福祉に

対するイメージが良くない、だから、イメージアップ戦略のターゲットが、単に若者ではない、

ということを１つ申し上げておきたいと思います。 

 それと同時に、ただ介護は楽しい、明るいんだと言われても、決してそうでは無いわけで、本
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質的に、ケアをするということの喜びとか、その重要性ということを、本質的なところから伝え

ることができるかどうか、ということが、私は、若者の心も大人の心も響かせるものになるので

はないかと思っています。 

 そのような意味では、ケアや介護が何なのか、それがどれほど重要で、私たちが今、何を求め

ているのかということを、きちんと伝えることが、取組みの方向性の３番目の「資質の向上」の

重要性にもつながってくるだろうなと思います。単にケアのスキルがアップしたりするというこ

とが、介護する人間にとって重要、もちろんそれは重要なのですが、それではなくて、本質的に

人を支えるということが、そこに手の届く支援をするということが一体何なのか、ということを

きちんと伝えていく。そこのトレーニングができるかどうかということが、きちんとなされれば、

私はまだまだ、人材確保の可能性はあると思っています。 

 私どもの大学は、社会福祉の関係では定員を超えて学生が来ておりますので、そこら辺を皆さ

んに伝えていけている、可能性がまだあるのかなあと楽観的に思っているところです。 

 ですから、市町村メニューというのは非常にありがたいことだろうし、単独の法人ではできな

いことも、おそらくできるだろうなと思いますが、結局は、カリキュラムというか、支援をする

中身が重要になってくるのではないかなと思います。いろいろと申し上げたいのですが、以上で

す。 

（委員長） 

 いろいろと思いがあるかと思いますが、ありがとうございます。 

（委員） 

 教育の話が先ほどから出ているのですが、先ほど委員からございました、昨年度福祉部の働き

かけで、社会福祉協議会と、府の教育庁との意見交換の場を設けていただきました。今年度の具

体的な取組みとして、府内高校生全員に、機関紙『福祉おおさか』の特別号を配布するというこ

とで進めております。これはご報告です。 

 １点、説明を聞いていて細かな点で気になってしまったのですが、外国人受け入れの協議会と

いうのはもう立ち上がったのでしたか。まだでしたか。 

（事務局） 

 第１回目の協議会は５月３０日に開催させていただきました。 

（委員長） 

 ありがとうございます。一応ここまでで整理させていただきたいと思うのですが、いくつか多

様な方向から出てきていますので、事務局からどうぞ。 

（事務局） 

 ほんとにいろいろなご意見をいただきましてありがとうございます。アプローチの仕方がいろ

んな人材とか、いろんな年代の方にやっていきましょうということなのですが、１点目の教育庁

との連携ということで、委員からもおっしゃっていただきましたように、大阪府社会福祉協議会

さんで、８月の特集号でそのようなリーフレットを配布していただけることとなりました。また

今年度の９月に、教育庁との懇談会を実施するということで、まだ具体的にどのようなかたちに

なるのかは決まっていないのですが、また連携しながら進めていきたいなと思っています。 

 ワーキンググループを今年度設置したという中で、教育庁にも入っていただいております。今

後検討を進めていく中で、何らかの取組みを進めていければなということで、そのようなところ
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も検討、お話を進めていきたいなと思っております。 

 また、市町村へのメニューということで少しお話しをさせていただいたのですが、今年度は介

護職員の資質向上及び定着支援事業の中の１つで、市町村が実施する事業での補助ということで、

例えば市町村で市町村教育委員会と連携による小中学校に対する福祉学習支援というようなメニ

ューをしていただくときには、補助金を出します。府の教育委員会だけでなく、地元の市町村、

小学校中学校にも、具体的に取組みを進めていきたいと思っております。 

 あと、労働関係のお話を先生からいただいたのですが、そちらも、ワーキングに高齢の部会の

方にも入っていただいておりますので、本日いただいたご意見を、またワーキンググループの中

で検討を進めさせていきたいな、と考えております。 

 もう１点、委員よりご指摘がありました介護ロボットについては、見守りセンサーについても

補助対象にするという非常に大事なご指摘をいただきましたので、今後そのような方向で検討を

していきたいと思っております。 

（委員長） 

 ありがとうございます。これについての取組みは、正面からやっていく必要がありますので、

いろいろと皆さんのご意見をもとに進めていきたいとのことです。 

 それでは、もう少しありますので次の報告をいただきたいと思います。「女性保護支援等検討専

門部会」の審査状況についての説明をお願いします。 

 

（３）女性保護支援等検討専門部会について 

（事務局） 

＜女性保護支援等検討専門部会について説明＞ 

（委員長） 

 ありがとうございました。皆様から、報告に対してのご意見、ご質問をいただければと思いま

す。非常にたくさんの調査をされていますが、そのあたりについてはいかがでしょうか。 

（委員） 

 婦人保護施設は、わずかな施設数なのですが、ほとんどが３０％ぐらいしか施設を利用されて

いる人がいないと、ほとんどに空きがあるという実情です。いつも議論になるのですが、そのよ

うな施設や整備がありながら大変もったいないねという話をすると、最後は、婦人保護施設の法

的根拠が「売春防止法」という名前に邪魔をされているということで、みんな口を揃えられてい

る。その団体の方が、国に対して、何らかの名称変更や何らかの法体系を変えていただきたいと

いうようなことをされているようですが、なかなか遅々として進まないという中で、ここに載っ

ておりますように、相当困難な事例が入ってこられるのですが、その名前のもとに、施設の中で

自立はまず難しいというような足かせがある、という声が多々あります。 

 その施設の現場で働く人たちも、半ばあきらめ状態で、入ってこられる方はおられるけれど出

られると。自立を目指しているけれど、とてもではないが、その中では自立は困難であると。 

 それは、いろいろな要素の困難の事例に、もう１つ覆いかぶさっているような状況で、大変閉

塞的になっている、というようなお話を聞きます。 

 先日、少し資料を見させていただいて、委員がおられて検討されているのですが、そのような

現場の声も多少反映されるような委員構成はあっていいのではないか、という思いを持ちました
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ので、参考までに発言をさせていただきます。 

（委員長） 

 ありがとうございました。先ほどの報告の中で、国に求めることもいくつか出てきているので

すが、今のような形で、現場、実際の所で、どこが壁になっているのかというあたり共有してお

きたいと思います。ありがとうございました。事務局から今の意見について何かございましたら

よろしくお願いいたします。 

（事務局） 

 今、委員からいただいておりますように、今回、資料４－２の１８ページ、今回の委員名簿で

すが、委員の構成が弁護士の先生と学識経験者で、委員がおっしゃられているように、現場の代

表者の方が入っていないので、その辺につきましてはご指摘のとおり、加えていくように思って

おります。大変申し訳ございませんでした。 

 今回の議論の中でも、施設関係者をオブザーバーとして参加いただいたり、アンケートやヒア

リング調査にご協力いただいたりしたところですが、今後、このような議論やワーキングでの議

論の際には、婦人保護施設の全国組織のお話もございましたが、ぜひ、委員ご指摘のように、施

設関係者の方にもお越しいただいて、現場での実情を踏まえたご意見をいただいたうえで、制度

政策に反映していきたいと考えております。貴重なご意見ありがとうございました。 

（委員長） 

 ありがとうございました。それでは、それぞれの委員の皆さんからのご意見をいただきました

が、改めて本日の検討内容、国等について何かご意見があれば、全体的、あるいは個々にでも構

いませんので、時間のある限り皆さんからの意見を受け付けます。いかがでしょうか。 

（委員） 

 介護・福祉人材確保ですが、先ほど、第２章で詳しく現状報告を視していただいております。

そのとおりという理解ですが、その中で、マイナスイメージを払拭し、魅力を広く発信する、そ

のとおりです。 

 マイナスイメージといえばいろいろとあるのですが、魅力って何だろうということでは、今、

高齢社会という時代の必要性なのか、人に寄り添うやりがいなのか、あるいは意味のある仕事で

あるということなのか。第４章に掲げてあるように、社会人経験者など未経験者等の参入促進、

離職した人を呼び戻す支貸付制度がありますだとか、そのような、魅力とは何だろうかというこ

とを、非常にシンプルにわかりやすく発信するということが必要なのだろうと思います。 

 私も、わかりきったことを聞くのは、本当に申し訳ないのですが、魅力ってなんだろうという

ことをどのように支援して、それをアピールしていただくことを考えたときに、先ほどから委員

の先生方のお話に出ていましたが、やはり、高校時代にしっかりと、高校の生徒さんに、介護な

どの仕事についての理解を深め、または、そのような交付金についても促進を図り理解を求めて

いくということは、当然必要なことだと思います。しかし「では魅力って何か」といったときに、

魅力ということをどのように発信していくかということを、もう少し具体的に、わかりやすく習

得していっていただければと思います。 

 具体的なことというのは、非常に難しいのかもしれませんが、意見だけを申し上げました。 

（委員長） 

 ありがとうございました。ここは社会福祉審議会ですので、現状の社会福祉、これからの社会
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福祉を考えていく。その中でも、多くの人たちに社会福祉に関心を持ってもらって、先程の大阪

府の福祉化ではございませんが、裾野を広められるような形ができればいいなという想いはある

と思いますので、ぜひその辺も工夫していきたいと思います。 

（委員） 

 マイナスイメージの象徴のようなものは「３Ｋ」という言葉でしょう。Ｋが何を意味している

か忘れてしまいましたが。 

 この専門部会で議論しているときに、「３Ｋというのは、感謝、快適、あとは何でしたか、のＫ」

という話があった。これはプラスイメージのＫですね。そのような、何というのかな、実際に仕

事を通じて得られるものを、ポジティブな方向にうまく伝えていかないといけない。私はそう思

っています。ですから、先ほど委員がおっしゃったような「ケアの本質」といったことだと思い

ます。 

（委員） 

 きょうは、子どものことがあまり出ていませんでしたので、少しだけ申し上げます。 

 今、社会的養育という形で、社会的養護を必要とする子どもたち４万５千人～４万６千人と言

われているのですが、乳児施設や母子支援施設、自立支援等たくさんあるのですが、その中でも

児童養護施設に今は３万人弱の子どもたちが全国にいます。 

 その中で、今はいろいろな施設の転換期、家庭的養護というような形で言われています。小集

団どころか、家庭で生活するのが一番なのだと、児童福祉法の改正で、まず「権利」を全面的に

押し立てて、子どもの権利を守るには家庭だというような、それこそ極端な発想の中で「家庭が

一番」、これはよくわかります。施設運営者もそのように思っていますが。その中で、里親問題も

出ていますし、何よりも施設を小規模化していこう、これも賛同できるのですが、小規模で子ど

もたちを養育するには、さらに精度をもっともっと改革せねばなりません。人もそうです。接遇

もそうです。高機能化というこれから目指す方向も決まっております。 

 その中でもやはり、これは福祉の施設共通の人材確保、本当に、保育園もいよいよ求人難で大

変な時期に入ってまいりました。 

 そのような形で、介護の運営者に人材確保を、今まで苦労されたノウハウを聞きに行っても、

「それどころではない」と、「人の所より自分のところが先」と言われる中で、いろいろな方策を

とりながら、やはり、抜本的に行政も応援していただけるような形の人材確保を。いろいろとは

やってはいただいているのですが、分母、求人の人数が少ないですから収容型の施設は、もっと

これから大変になってくると思います。 

 委員の先生方には学校関係の先生方もいるのですが、大きな大学、短大、養成校、もう就職説

明会だけでは人材確保はできないこともわかっています。実際問題、一番の我々の成果があるの

は、担当の先生と直に交渉してお願いをすること、おられる先生方には申し訳ないですが、現場

の先生と、身近にやっている先生に行くしか、なかなか来ない、という現状で、そのようなこと

もこれから進めていきたいなと思います。 

 本当に、ええ格好、ええ言葉かもしれませんが、何代か前の知事は「福祉は人なり」というよ

うな名言を残されました。私たち現場のものは非常に感動しました。人材確保を、子どもも養育

者が足りませんので、どうぞよろしく、そのようなことが１点です。 

 ２点目は、我々の業界でもそうですし、子どもは特に地域で育てるというような、子どもは地
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域で育て支援をすると打ち出されているのは、この数年そうですが、果たして、これが全国のい

ろいろなところに行きますと、都道府県のでも格差があるのに、その中の市町村になると大変な

格差があると思います。 

 その中で、どれだけ市町村がついてくれるのか、国の示したことに、これからわれわれは課題

がたくさん、市町村と一緒になってやらねばならない支援が多くあります。格段にあります。７

０から８０は市町村と連携をとって、というようなことが課題となっていますので、せめて大阪

府は、大阪府下の市町村にしっかりと、いろんなことを国が発信している、また、国が支持して

いることを、今後の計画を出さないといけないのですが、それの作業するにあたって、どうぞ市

町村のご指導もよろしくお願いをしたいなと思います。 

（委員長） 

 ありがとうございました。 

長らく皆様からご意見をいただきました。皆様からいただいた意見を、ぜひつなげていけるよう

に進めていただきたいと思います。 


