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第１回千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議 議事録 

 
 

１ 日 時   平成３０年１２月２７日（木） 午後１時３０分から午後４時まで 
 
２ 場 所   千葉県文書館６階多目的ホール 
 
３ 出席者 

（１） 構成員（２４名中２４名出席、うち１名代理出席） 

弓家田構成員、佐久間鈴世構成員、前田構成員、奥澤構成員、相馬構成員、 

荒井構成員、小林構成員、千日構成員、林構成員、佐久間智構成員、樋口構成員、

飯田構成員、新福構成員、髙橋構成員、蒲田構成員、市岡構成員、佐藤構成員、 

関口構成員、渋沢構成員、大屋構成員、志賀構成員、田熊構成員、堀江構成員、 

小熊構成員 

（２）事務局  
横山健康福祉部長、 
障害福祉事業課 岡田課長、吉武副課長、 
板橋法人指導班長、鈴木県立施設改革班長、井上事業支援班長、 
在原地域生活支援班長、江口療育支援班長 
県立施設改革班 岡本副主査、志村主事、地域生活支援班 内田主事 
児童家庭課虐待防止対策室 土屋主査 

 

４ 会議次第 

（１）開 会 

（２）構成員・事務局職員紹介 

（３）議長の選出 

（４）副議長の指名 

（５）議長選出・副議長指名 

（６）議 事 

①検討会議での論点について 

②養育園の現状等について 

③更生園の現状等について 

④今後のスケジュールについて 

 

５ 議事 

（事務局） 

本日は、お忙しい中、御出席をいただき誠にありがとうございます。 

開会に先立ちまして、配布資料の確認をお願いいたします。 

 

＜配布資料の確認＞ 
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なお、別冊資料１、２につきましては、防犯対策上、非公開資料とし、会議終了後

に回収させていただきますので、ご了承ください。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、障害福祉事業課 副課長の吉武と 

申します。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、ただ今より、「第１回千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議」を開催いた

します。なお本日の会議は、千葉県情報公開条例第２７条の３に基づき、公開で開催

させていただきますので、よろしくお願いします。また、報道機関より、冒頭撮影の

申し出がございましたので、あらかじめご承知おきください。 

はじめに、岡田障害福祉事業課長より御挨拶を申し上げます。 

 

（岡田課長） 

障害福祉事業課長の岡田でございます。本日は、皆様年末の公私ともに大変お忙しい中、

御参加をいただきまして、誠にありがとうございます。そしてまた、当会議の御参加につきまし

て快くお引き受けいただきましたことに、御礼申しあげます。本来であれば、横山健康福祉部

長がこちらで御挨拶させていただくところでございますけれども、所用により少し遅れて参ると

いうことでございますので、代わりに私の方から冒頭の挨拶をさせていただきます。 

さて、皆様も既にご承知のとおり、平成２５年１１月の養育園での虐待死亡事件を受けまし

て、県では、平成２７年度から平成２９年度までを集中見直し期間として、袖ケ浦福祉センター

見直し進捗管理委員会の評価を受けながらセンターの見直しに取り組んできたところでござ

います。 

本年８月には、見直し進捗管理委員会から見直しに係る評価と、センターの今後のあり方

などの提言を含む答申が、知事に提出されました。 

この答申の中で、「現行の建物内では少人数を単位としたケアは不可能であり、県が将来

像を出さなかったことは事業団の士気をくじいたし、今後このまま現状を容認することは利用

者の人権侵害にあたる。」などと、大変厳しい評価を受けたところでございます。 

県では、この総括評価を踏まえ、センターの今後を考える上で必要となる、県内全域の  

強度行動障害のある方や障害のある子どもの支援体制の構築、重度障害のある方を支援 

する施設の運営のあり方などについて、センター利用者のご家族をはじめとしまして、県内の

知的障害のある方の支援に係る幅広い関係者の皆様と一緒に検討を行うために、検討会議

を設置することといたしました。 

県としましては、センターを利用されている方々の処遇改善を早急に図るという観点からも、

今後の施設整備や運営形態等の対応方針については、来年度のできるだけ早い時期に  

方向性を示したいと考えております。 

見直し進捗管理委員会の提言では、更生園・養育園について、県立施設として存続する

かどうか、委員会を設置し判断することとされておりましたが、その決定については、非常に

重い責務を伴うことでございますので、この検討会議でのご意見等を踏まえまして、県として

責任をもって判断してまいりたいと考えております。 

終わりに、皆様には、それぞれのお立場から、忌憚のない御意見等をお願いするとともに、
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今後の本県の障害のある方の支援体制の構築に当たっては、更なるご支援・ご協力を賜りま

すことをお願い申し上げまして、冒頭の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

（事務局） 

つづきまして、当会議の構成員の皆様をご紹介いたします。 

 

＜構成員の紹介＞ 

 

続いて、事務局職員を紹介させていただきます。 

 

＜事務局職員の紹介＞ 

 

次に、議長の選出をお願いいたします。 

議長につきましては、千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議設置要綱第４条第２項の規定

により、構成員の皆様の互選により選出していただくこととなっております。いかがでしょうか。 

 

（小林構成員） 

横浜やまびこの里の志賀さんを推薦します。推薦理由は、今までのお仕事の中から、高齢

者、強度行動障害者の支援、地域生活に対して、高い専門性をお持ちですし、また、事業団

の顧問をしておりまして、内部のことについても明るいことから、議長として最適と思っておりま

す。もしよろしかったら、ぜひ議長をお願いしたいなと思っています。 

 

（事務局） 

ただ今、小林様から志賀様を推薦したいとのご発言がございましたが、皆様いかがで

しょうか。 

異議なしの声がございましたが、議長を志賀様に決定することにご異議がなかったようです

ので、議長を志賀様にお願いいたしたいと思います。 

続きまして、副議長の指名をお願いしたいと存じます。 

副議長につきましては、千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議設置要綱第４条第３項の  

規定により、議長の指名により選出することとしておりますので、志賀議長よりご指名をお願い

いたします。 

 

（志賀議長） 

それでは、これまで見直し進捗管理委員会等の委員でもありました、大屋さんにぜひお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

ただ今、志賀議長から大屋様を副議長に指名したいとのご発言がございましたが、大屋様、

お引き受けいただけますでしょうか。 
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（大屋構成員） 

わかりました。 

 

（事務局） 

それでは、大屋様、副議長席へ移動をお願いいたします。 

それでは、正・副議長より就任のご挨拶をお願いしたいと思います。志賀議長お願いいた

します。 

 

（志賀議長） 

改めまして、社会福祉法人横浜やまびこの里の志賀と言います。議長を行います。これか

らよろしくお願いいたします。多分五年くらい前に千葉県社会福祉事業団の、虐待の案件を

受けての第三者検証委員会、そのときからの関わりということで、今回の場に座っているんだ

と思います。私自身は現在横浜市の発達障害者支援センター等の業務を管轄しております

ので、こちらの地域の事情については十分な知識を持ち合わせておりませんので、議事の進

行をしっかりやれということで、議長の座に座っているんだと思います。ぜひ皆さんのご協力を

いただいて、進行を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（大屋副議長） 

大屋でございます。私は袖ケ浦福祉センターの強度行動障害の事業が始まる前から、そち

らの方に深く関わっておりまして、その後の事業の展開についてもずっと関わっておりました。 

そのような関係で検証委員会、進捗管理委員会に関しましても、委員をさせていただきました。

この委員会に関しては佐藤弁護士が非常に精力的に色々と取組を行いまして、一つの結論

を出させていただいたところでございます。この会議におきましては、私は志賀さんを支える

格好で、少しでも議事がうまく、また皆さんの納得がいくような結論に達するように、力及ばず

ながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

(事務局) 

ありがとうございました。それでは、これより議題に入りますので、進行につきましては志賀

議長にお願いしたいと思います。志賀議長、よろしくお願いいたします。 

 

（志賀議長） 

それでは、議題に入りたいと思います。円滑な進行にぜひ御協力をお願いいたします。 

はじめに、議題（１）「検討会議での論点について」事務局より説明をお願いいたします。 

 

＜資料１により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今事務局より「この検討会議での論点」についての説明がございました。議題（１）の内

容ですけれども、本日この会議では、進捗管理委員会の提言に沿って、 
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①養育園・更生園を県立施設として存続するかどうか 

②小規模・少人数ケアを実現するための施設設備についてどう考えるか 

③県内の強度行動障害のある方への支援体制の構築について 

④県内の障害児の療育環境の体制づくりについて 

 

こういった点について意見交換を行いたいということです。 

 

この検討会議は、今後の千葉県の障害福祉のあり方を考える上で、大変重要な役割を  

担っていますので、活発に意見交換していきたいと思います。 

また、センターを利用されている方や、県内の重度の障害をお持ちの方にとって最善な 

方法を、皆で考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議題（１）ですけども、論点の整理と言うことで、議題（２）（３）の説明をした後に意見交換と

いうことでよろしいでしょうか。それでは、県内の民間施設の現状等について、事務局より説

明していただいた上で、意見交換を行っていきたいと思います。それでは、議題（２）の方の、

養育園の現状等について、事務局から説明をお願いします。 

 

＜資料２、参考資料２－１～３により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、「養育園の現状等について」説明がありましたが、養育園を県立施設として

存続するかどうかについて考えをまず示していただいて、各着眼点につきまして御意

見をいただきたいと思います。 

皆様からの御意見は、県の今後の施策を検討する上で、大変重要なものとなりますの

で、ぜひ積極的にご発言をお願いします。 

 

（渋沢構成員） 

この参考資料２－２（１）というところを見ると、千葉県が県立施設として運営している理由と

して支援困難な障害者の受け入れ等県全体のセーフティーネット機能を確保するためという

ふうなことが書かれています。これはそのとおりだと思っていて、後の更生園も含めてですけ

れども、支援困難な方の受入れをするために、随分前に大屋先生も中心になって強度行動

障害の方を受入れできるようにした、というのをこの袖ケ浦福祉センターでやって行ったんだ

と思います。今日ですね、この袖ケ浦福祉センターの受入れが止まっていることで、緊急的な

一時預かりも含めて、県内であぶれている人、という言い方は適切かどうかはわかりませんが、

行き場所がなくて困っている方はたくさんいらっしゃるというふうに感覚的に思っています。県

立の施設として、もちろん暮らしている方たちのアメニティとかは上がっていくべきだとは思う

んですけども、現に使っていない方も含めて県立施設として何をやるのかということをまず  

明らかにしていかないと、続けていくべきかどうなのかということには至らないんじゃないかなと

いう。言ってみれば、このセーフティーネット機能を袖ケ浦が無くなったときにどうしていくのか

とか、引き続きやって行くべきなのかどうかってことを確認したいなというふうに思っています。 
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（志賀議長） 

今の渋沢さんの話は、県立施設としてこの先続くかどうかという意見を言う前に、ということ

なんですかね。 

 

（渋沢構成員） 

そこの機能をこれまで袖ケ浦が十分やれていたかどうかってことだと思って、そこの役割を

担っていくべきだったと僕としては認識しているんですけれども、それが無くなったときには、

代わりにどこがやるのかとか、そこも含めて話さないとなかなか議論にはなっていかないんじ

ゃないかなと。 

 

（荒井構成員） 

前段の進捗管理委員会の総括評価の中ですかね、県内の２施設、いわゆる養育園の縮小

にあたって児童施設を整備したということが確か書かれていて、それがちゃんと機能している

のかどうかをもう一回ちゃんと見直さなくちゃいけないんじゃないかということが書かれていると

思うんですね。これはその後どんなふうに評価をされたのかということを確認したいのと、もう

一方で今の渋沢さんの話だと、今受け入れ停止していることによって行き場のない方がいっ

ぱいいるんじゃないかということを感じられていると。ただ資料２－３を見ると、児童の施設の

待機者というのは、今年度に関してでいうと１７名と随分と少なくなってますよね、昨年より半分

ぐらいになっていることも含めて、ちょっとそこらへんのところがどんな感じなのかということを

確認したいと思っているのですが。 

 

（志賀議長） 

２点目の待機者の現状について、もう少しちょっと詳しく話していただけたら。 

 

（事務局） 

障害福祉事業課でございます。先ほどのご質問で、養育園の定員半減に伴って新しくでき

た２施設の状況についてということなので簡単にご説明させていただきますと、まず、１施設の

方が南房総の方に作られまして、こちらの方はできた当初はあまり入所が多くなかったんです

が、最近軌道に乗りはじめてきてかなり入所者も埋まってきたというような状況でございます。

もう一つの方は今年の４月から開所したところなんですが、こちらについてはまだ開所後間も

ないということもあって、なかなかまだ軌道に乗れてないふうなところが正直ございます。待機

者の状況については、これは児相の集計なので私もはっきりしたことがなんとも言えないんで

すけども、ただ、最終的に一施設目にできた南房総の方の福祉型障害児入所施設がかなり

軌道に乗りはじめてきたので、そういうこともあって待機者が減って来たのかなと思うのですが、

もし詳しいことであれば今日児童相談所の方もいらしていただいているので、もし補足があれ

ばお願いしたいなと思うのですが。 

 

（小熊構成員） 

資料を事前に見てなかったものですから、私の印象としてのお答えで申し訳ないのですけ
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れども、今事業課の方がおっしゃって下さったように、今南房総の方が、積極的に受け入れて

くれるようになったというのは、昨年度以前に比べて減ってきた一つの理由かなと思いますが、

ただそれが大きな理由かどうか、ちょっと今なんとも言えないところでございます。 

 

（新福構成員） 

児童施設の４月１日現在の待機者が１７名というふうになっているのは、おそらく措置援助と

いうか、在所期間の問題で、２０歳以上のお子さんが延長規定が廃止されたということから、各

施設の努力によって１８歳以上の方が退所され、そのときに併せて入所に切り替わったという

方がいらっしゃると思うので、まあそのことが一つの原因、要因かなというふうに考えています。

ただ、それは４月１日の段階の数であって、実際には施設運営をする中で、常時一時保護の

お子さんが切れ間なく施設には依頼が来る状況でもありますし、そこの中から施設入所まで

希望だって判断されているお子さんもたくさんいるので、現実的にその１７という数が、決して

正しい数ではなく、おそらくもう少し数としては多いんじゃないかなというふうには思います。 

 

（小林構成員） 

先入観で施設が足りないという話になってると思うんです。で、新福さんに聞きたいんです

が、児童部会の部会長さんとかもやっていた、今やっているのかな、今、児童施設って定員

割れしてないんですかね。要するに空きがないとか、さっき軌道にのれてないから南房総や、

柏にできた施設がとれないんだというよりも、私は施設長さんから聞くと意外とその施設に合う

子ども達がいないんですよ、実態としてはっていうのを、正しい話なのかどうか分かりませんけ

ど、ほんとにその辺の児童施設、いわゆる知的障害者施設が対象とする人たちが、本当にあ

ぶれているんですか。新福さんにもし分かればお尋ねしたいんですけど。 

 

（新福構成員） 

現実的には、私たちの施設運営する側としては、入所施設の定員がいっぱいの状況で、

一時保護のお子さんの受け入れ先がない状況というのがありますので、数としては足りないん

じゃないかなというふうには思っています。それが結局、１８歳以降の方たちが施設を退所さ

れないということが原因の一つでもあるというところもありますので。あともう一つは、施設自体

の入所のお子さんが最近はすごく二極化してきているかなというふうに思っています。とても

軽度なお子さんで地域において不適応なことによって一時保護されたり入所に至ったケース、

あるいは本当に障害が重くて身体の施設から変わってくる方、あるいは乳児院から、もう直接

施設の方に入所してくるケースもどこの施設もとても増えていますので、そういう意味では決し

て施設が足りてるというふうには私たちは認識していなくて、養護施設の中にも障害のあるお

子さんがいて、やはり支援をする中で障害児の入所施設の方が適切ではないかっていうふう

にご判断されるお子さんも中にはいるので、その辺をフォローする部分としてはやはり数とし

ては足りないかなというふうには認識しています。 

 

（志賀議長） 

今、入所施設の定員の話になっていますけども、資料をみると入所施設定員４３９人のうち

３７５人で、みると２０歳以上の方は２０人ぐらいしかいらっしゃらない、小林さんが言われたよう
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な感じで決してうまっているわけではない、でも印象としてはニーズがすごくたくさん、違うとい

う感じなんですかね。 

 

（新福構成員） 

もう一つよろしいですか。実は桐友学園なんかもそうなんですが、うちは東京都と千葉県の

委託を受けて施設を運営していますけれども、実際のところ千葉の入所のご希望の方が多い

ので、千葉の定員を超えて受けている状況なんですね。もちろん八幡学園さんだっだり、の

びろ学園さんもそもそも東京都の独占施設であったものが、千葉のお子さんを受け入れてい

るって状況もありますので、そういう意味で千葉のお子さんを抱えきれていないっていうのが

現状だと思います。 

 

（大屋副議長） 

今、参考資料２－１の概要をみていますが、定員が３５１名で入所３１６名というところ、この 

３５１名自体が千葉県分の定員ではなくて全施設の定員ということですか？ 

 

（事務局） 

全施設の定員なんですが、ただ民間施設１０施設だけに絞らせていただいています。 

 

（大屋副議長） 

今新福さんがおっしゃったように、千葉県分の定員じゃなくて、千葉県分の定員はもう少し

少ないということですか。 

 

（事務局） 

東京都の定員や東京都の児童、入所児童の数も含まれています。 

 

（大屋副議長） 

定員にも含まれているし、入所にも含まれているという。 

 

（事務局） 

はい、そうです。 

 

（志賀議長） 

今入所の話になって、県立施設として必要かどうかという議論の段階で、まあ二つあって、

一つはセーフティーネットとしての機能の問題が一つあるんですけど、その前に今定員の話

でどれくらい埋まっているかというので、数字を見ながら今話をしているんですけども、児童相

談所で４月１日時点では１７人ということで数字としてはそれほどたくさんではない、数字の中

では定員に埋まっているわけでもないということなんですけども、それと新福さんが言われて

る印象とはずいぶん違うって話で今止まっています。 

 

（事務局） 
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さっきの３５１名なんですけど、県内１２ある施設のうち、東京都の千葉福祉園と養育園、要

は都立の施設、県立の施設を除いた民間施設の定員合計ということなので、八幡学園とかの

びろ学園とか、東京都枠も入った数字ということです。 

 

（荒井構成員） 

なんでそんな説明をするかというと、今の話でいくと、定員が埋まっていないとか足りてない

というのは、要は民間でもできるって話なのか、県立施設の役割としてというときに、あくまでも

ここの民間の定員は埋まっていないけれども、それで障害の重たい方々が困られていて、民

間の施設の受入れができないのかってこととか、そこら辺のことがわかってこないと、なかなか

今の話から進まないのかなという気がしてるのですが。 

 

（千日構成員） 

定員のことについては敢えて言及はいたしません。渋沢さんからも投げかけられたところで

今一つ確認で、そもそもの話として、あの事件から検証委員会があって、その報告を受けて

進捗管理委員会になって、今回のこの養育園・更生園の提言ということになった訳ですが、 

確かに福祉サービスの停滞というものについては県立・民間含めて、非常に県では大きな 

ダメージがあったと、このように思うんですけども、論点整理となったときに、一番初めに県立

施設の継続なのか廃止なのかということを、５番のところで委員会を設置し、そこで検討するこ

とが望ましいということなんですが、そのほかのところの受入れのこと、あるいは小規模アパー

トとか、地域の共生社会の理念に沿ってというこの施設づくりというものを、今の段階では県立

施設であり指定管理をしている法人さんがあるわけです。進捗管理委員会のこの提言でもう

終わりというものなのか、県としての立場、今の事業団の、実施している法人のこれについて

の対策というか、反応というのがあるのかがあまりみえてこない。もうこれで終わりなんだという

ことで進捗管理委員会が決定づけて、これをもって廃止なのか、継続なのかを決めなさいと

いうならわかりやすいんですけども、県としては実際にどうしたいのか、まだまだ県立施設とし

てどうしていくというお考えがあるのかないのかがちょっとみえないで、いきなり論点整理という

ところでの継続か廃止かとなっていくと、ちょっとこわい気がいたします。他の福祉サービスに

ついては民間でも県立でもしっかりとした構築する作業ができると思うんですけども、そもそも

の話としてのこの論点整理というものをもう一度確認をしたく、質問いたします。県の皆さんに

も、あるいはまた指定管理を実施している法人さんにもお聞きをしたい。ご家族の方もいらっ

しゃるわけですから、そのことも踏まえて検討していくことというのが重要ではないかなと思い

ます。 

 

（事務局） 

今、千日構成員からもお話しいただきました、県としては袖ケ浦福祉センター、先ほど説明

にもあったように、民間ではなかなか支援の困難な障害児の受け入れ、セーフティーネット機

能、こういった機能を果たす施設として県立で今まで経営して運営しておりました。ただ進捗

管理委員会からの、これを継続するかどうかを検討しなさいという点では、こういった機能は 

必要だというふうに県としては認識しております。これが民間でしっかりとしてこういったことを

支えあえるということであればですね、敢えて県が県立として運営する意味があるかどうか、 
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民間でもしっかりとこういったセーフティー機能と、民間では支援困難と言われていることは、

もう今では民間でもできますということ、こういった体制を作ればしっかりできますということであ

れば、敢えて県立の継続する意味っていうのがないのかなと思って、ただ要はこういった機能

が必要なんだけれども、これが本当に民間でできるのかどうかっていうところについて、皆さん

からご意見をいただいて判断していく考えです。 

 

（弓家田構成員） 

私、企業の役員を退任しまして、今現在は企業のリスクコンサルタントということで、大企業

中心であちらこちら回ってコンサルタントしてる者なんですけど、その視点からまず発言させ

ていただきたいと思います。まず最初に、結論として存続すべきかどうかという意味では、  

セーフティーネットは必要だと思います、その理由は後から述べさせていただきます。まず  

リスクコンサルタントとという視点からみると、今回のこの進め方は非常にまずいです、非常に

リスクが大きい。と申しますのは、死亡事故起こりました、で、県とそれから親ですかね、利用

者とのちょうど中間の第三者の検討委員会が立ち上がりました、当然その両方に配慮して本

来あるべき姿を議論して出すと、少なくとも利用者の父母会はそういうことを期待していました。

ところが出てきたのが定員を減らせ、それから今回のこれに至ってはさらに県は手を引くんだ

というような、これは私の意見というよりは親の会全体の意見だと思って聞いてください、利用

者の利便性を良くしようと思って検討しているはずなのに、コスト下げるだけなのか、と。コスト

を下げるのは大事だと思うんです、ですけれども利用者の、本当にその状況が分かっててそ

ういう結論が出てるんですかというのが、まず声を大にして言いたい。で、非常に親の会で話

をして出てきたのが、最初からもう定員減らす、あるいは廃止を見込んでもう筋書できてたんじ

ゃないの、というように見ている人が多いです。これは利用者からの意見と思ってきいてくださ

い、そういうふうに今はみられています。よく我々はリスクコンサルタントをやっててね、皆担当

の方って一生懸命、儲けさせようと思って、会社を良くして利益あげさせようと思って、良いこ

としてると思って一生懸命やるんですよね。でも、もう一つ言ってしまうと、過去にできてた、 

成功してたとか、あるいはその他のところがやってるから大丈夫だって理由で、結構変だなと

思っても無理に進めちゃうことってあるんですよ。で、そういう時って結局、例えばマスコミに書

かれて大きな話になると、結局その企業体のイメージが悪くなって、次は犯人探しですよね、

犯人探しが始まるとそれをやった人っていうのは結果的に企業の為を思ってやってるんです

けれども、救われずに、もう後は除かれちゃう。こういう状態が一般企業の最近の、おかしいな

と思う事をやっぱり無理に進めるとそういうことになるというのが、我々いろんな事例見てます

ので、その観点から見ると、今回っていうのは、話もとに戻すと、やっぱり親の会から見ると 

少し無理な進め方をしているんじゃないのというふうに見えてます。ですのでやっぱりそこは、

マスコミさんによっては面白く書くのって大好きな方って結構いますので、特に今回のように

死亡事故が発端みたいな話だったらこれは一般受けしますのでね、そういうリスクって結構あ

るんじゃないかなと、内部告発もあります、そういうようなことを色々考えた上で、やっぱりあん

まり皆さんそういうことしないと思うんですけれども、ちょっとその動きを親の会から見てると、結

構無理な進め方しようとしてるなというふうに映ってしまっています。それがリスクコンサルタン

トの視点としての意見なんですけれども、もう一つ、親の会としては、正直、人によって民間に

移れる人とそうでない重度の人っていると思います。例えば、ちょっと個人的な話で恐縮なん
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ですけども、私の子どもは物が食べられなくなって胃ろうを付けなくてはならなくなってしまっ

た。そうなった途端にもう受け入れないんですよね。福祉センターも実はそういった人は取れ

ないというので、今しょうがないので、病院にもう一年半ぐらい入ってるんですけど結局そうい

うの受けてくれるところがないんですよね、今ない。だから私の場合は、養育園ではありませ

んけど、これは養育園であろうが更生園であろうが同じ話だろうと思って、結局もう一つ、今重

度の行動障害のところがどちらかというと脚光を浴びているんですけども、もう一つ、みていた

だきたいのは医療上難しくて、だけどニーズがあって、そういうのはなかなか受け入れてもら

えなくて順番待ちになってる人はかなりいますよってのは、そこはご理解していただきたいと

いうこと、それと先ほど定員待っている人が少ないって話ありましたけど、もう受け入れられま

せんよと宣言したのにほんとに正しい数把握できてるんでしょうか。それはやっぱり、もう受け

入れないんだから順番待ちのくじ引いてもしょうがないよねってなってませんかということです

よね。ですからその数字を一人歩きさせるような、そういうことは絶対やめていただきたいとい

うのが、私からコメントさせていただきました。 

 

（横山部長） 

この機会に皆様に、主旨を確認させていただきたいというふうに思っているんですけども、

今回のこの検討会議ということで皆様にお集まりいただいた私共としての思いと言いましょうか、

それはやはり、２５年にあの事件が起きて、そして第三者検証委員会でその検証が行われ、

その進捗管理委員会として改革状況についての評価が下されたというところですね。私共、

第三者検証委員会の報告書に基づいて全力でその改革に取り組んできたつもりでございま

したが、残念なことに大変厳しい評価をいただいてしまったという、そういう現状があるわけで

ございます。決してその間、第三者検証委員会の委員の皆さまも、それから進捗管理委員会

の皆さまも、コスト削減のために定員を、入所をストップさせていたとか、そういうことではなくて

ですね、これは利用者の為に、本来のあるべき支援というものを、こういうことではないのか、

それができるためには少人数にしなければならないという、そういう大きな命題をいただいて

私共としてもそのような取組を進めてきたわけでございます。今回の議論についても、全く  

利用者の皆さんにとってどのような支援というのが今望まれているのか、ただそれが今までの、

こんな事言ってしまうと理事長さんがいる中で申し訳ないんですけども、この三年間の実践の

中で、事業団はそれができなかったという現実が突きつけられている中で、民間の皆さんの 

ノウハウというものが、もしかしたらそうした良い支援に向けて一助となるのではないか、民間

ではどうやっているんでしょうか、そのことを皆さんにお伺いをして、こういうことであれば、  

民間がこういうシステムやこういうような支援の仕組みが、要は実現できるのであれば、担保で

きるのであれば、民間でもできますよねということであれば、そのような選択肢もあるのか、ある

いはこれは県立施設としてやっていくということであったとして、じゃあそれを誰が、今この現

状の中で、検証委員会や進捗管理委員会の中で求められたレベルの支援を実現していくた

めに、誰がどのように担っていくのか、そういう議論をこの中で整理していかなくてはいけない

というふうに理解しているわけでございます。誤解いただきたくないのは、コストの削減とかそ

のような視点ではなくて、利用者さんにとって、もうちょっと広げて言えば千葉県の重度障害

者にとって必要な支援というのは、どのような形で誰が担っていくというのが、これからの千葉

県の障害者支援を考えていく上で答えなのかっていうところを見つけ出していくための、皆さ
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んからのお知恵をいただきたいということで、皆様にお集まりいただいておりますので、何分

その点だけは、誤解のないようお願いしたいというふうに思います。進め方等についてはまた

色々と私共としてもご意見を伺って考えてまいりたいというふうに思いますが、根っこの部分で

すね、そのような考え方で我々、今日事務局も臨んでおりますので、よろしくどうぞお願いを

申し上げたいと思います。 

 

（志賀議長） 

もう少し意見をお伺いしたいんですけども、やはり第三者検証委員会で私の方もこれまで

の事件の経過の細かい書類をずっと読ませていただいていたり、なかなか言葉では表せない

悲惨な状況があったのも事実ですし、そういった中で第三者検証委員会並びにその後の進

捗管理も含めて今の流れの中で、取り敢えず以前の大規模的な施設運営はもちろん、人的

な問題と絡んでいろんな問題あったと思いますが、今の中では厳しい状態があるというのは

結論は特に否定されるものではないと思うんですね。その中で今、現状は県立施設であるか

どうかの前よりも、新規の利用者を施設が受け入れてない現状があることを考えると、何らか

の形で新しい方向に動かさなければならないというのがこの会議の役割なんだと、その段階

で、今ちょっと部長さんからもお話がありましたが、県立の施設でどういう役割があって、逆に

民間であればどういったことができるかという意見をいろんな方からいただきたいというのが、

今の時間、養育園の話ですけども、そちらの方になっております。その上で話をもう少し詰め

ていけたらと。 

 

（千日構成員） 

今の部長さんと課長さんのお話は理解をいたしました。そもそもの話と言ってフィードバック

をしたわけですけども、これはこういうのがいつ始めれば良いのかという、このタイミングは  

わかりません、当事者、ご家族の方がいらっしゃるわけですけども、当然この進捗委員会での

提言については、今の状態は、今の環境ですかね、養育園でも更生園でも、袖ケ浦の中で

の施設整備の中で、誰が運営をしようとも、なかなか環境をこの提言に求められているものに

改善をしていくということは、私一個人の人間としても非常に難しいと捉えています。また、そ

れを別な形で県立を作って、例えば分散をする云々ということを、これはまたコストもかかるか

もしれませんけどそれは別として、先ほどの課長さんのお話でも、やはり全国的にも公立施設

が民間移譲し展開をすることで、必ずしもとはわかりませんが非常にきめ細かいタイムリーな

対応ができている施設の運営に変わってるということは、これは全国的にもしっかりと立証され

ていると思います。このことを踏まえて、県が決して、もうお手上げなんだよと、もうこの提言を

受けてやることはやめたと手を引くということでなく、民間の力というものをもし使ってこの事業

団の今のありようというものを、できる限り県あるいはその関係者が不安要素というものを取り

除きながら、より良い環境を作っていく、このことを目指すんだよということで、先ほどのお話を

理解しましたので、このことで言えばこの論点については継続か廃止というのは本当に二分

化しての議論をやっていって、早く結論出していくというのは、とても必要なのではないかなと。

これは２年議論をしてどうするかというより、本当にサービスが停滞しているわけですし、この

環境下の中にいることは紛れもない事実ですので、やはり民間の力というものをもし検討して

いくとなれば、これについては今後も意見は述べたいと思います。この継続、廃止、どちらか
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にという部分の論点については、この項目の中で重要課題としてあっていいと思う。そのよう

に思っております。 

 

（相馬構成員） 

事件以降、職員が一生懸命ご指摘等いただいた課題に対しては努力をしてきたつもりで

すが、八月の総括評価は大変厳しい中身ではありました。中では、指摘されたことが残ってい

るよね、という職員の声もあります。今回の総括評価が出まして、事業団の中でも、職員の今

後の見通しはどうなるんでしょう、という不安がかなり高まっていました。私としては所内検討

会を開催して、この検討会議の中で議論される、検討される、県立施設としての役割というも

のを事業団の中でももう一度振り返ってみようということで所内検討会を起ち上げ、これまでに

三回、職員の自由な意見をもらいました。その中で、今現在で大勢の意見といいますのは、

昭和４１年に更生園が立ち上がり、その翌年に養育園が立ち上がりました。最盛期には５００

人を超える利用者さんがいて、それに対して４００人近い職員が勤務をされていた昭和５４、 

５５年ぐらいがありました。それから５２年経ちましたけれども、県立施設の役割は明らかに  

変わっているよねということが、共通した意見でございます。一番最初の頃は、県としての知

的障害のある方の量的な受け皿、これをつくるためにセンターがつくられたと。そのあと５４年

以降、数多くの民間社会福祉法人が県内にできあがってきた。そうすると、事業団、センター

は重度、最重度の方の支援に特化していこうと。そのことも次第に、民間社会福祉法人で  

受け皿としてできるようになりました。とすれば、強度行動障害の事業に特化していきましょうと

いうところに今たどり着いてもう十数年経っているわけです。ところがこの間、強度行動障害支

援事業の対象となった方で移行ができたのは３人だけです。未だに十数人の方が更生園の

方に残られています。ただ一方で、移られた方たちの支援の質は更生園の支援の中身よりも

はるかに高いという話を、職員から聞きました。ですから私としては、それもやはり県立施設の

役目ではなくなるだろうと思います。ただ、考えるべき事柄は、なぜ十数人の方達がこれだけ

県の方で運営費補助等々を準備していただいても移れないのかというところ、その整理・検討

をしなければならないということ、もう一点は、中途で疾病、医療的なケアを要する状態になっ

た方、あるいは認知症等が発症されて支援が難しくなっている方達の対応はどこでやるんで

しょうか、というところの問題はおそらく残ってくるだろうなと。あと加えて、セーフティーネット機

能ですね。おそらくこの三つがこれから先、残ってくると思いますけれども、それを県立施設

がやるのかしないのか。そこのところの議論はこれからやるべきではないのかと、事業団の中

で今議論しているところでございます。 

 

（志賀議長） 

現在は児童の養育園の問題で、県立の施設としてセーフティーネットとしてのあり方、資料

等説明していただく中では最初に出たのは定員の話で、確かに養育園の方は重度の方が 

多いという現状はあるけれどもニーズがどれくらいあるか、今日の資料の中では数としては見

えてこない。あとは、施設の現場にいらっしゃる新規さんとか、いろいろな方はまだまだニーズ

があるけれども、その数字が出てきていない、という話が一点と、もう一度立ち返りで、県立施

設の問題を議論する、これはもう更生園と一緒の話にどうしてもなってしまうので、次、更生園

の話を説明していただきます。その前に、児童の問題で、例えば県立の施設として、あるいは、
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セーフティーネットとして必要だというような話、意見、もう少しいただけますか？ 

 

（荒井構成員） 

私もたぶんそこは分けなくちゃいけないと思っている、だから先ほど児童に限っての待機者

の話をしたんですけど、児童は年齢が来たら出なくちゃいけないじゃないですか、必ず。これ

は県立施設であっても、私はそうでなくちゃいけないんだと思うんですよ。だとすると、どういう

役割が県として児童の施設に求められるかというのは、民間だからというのとの違いをどう打ち

出すかということが少し難しいなと思っているんですね。そういった意味で、県内の今の児童

施設でどれだけ受け入れがあって、そこで、いわゆる機能しないのかっていうんですかね、県

内の児童の問題はってところをちゃんと評価をしないと、県の役割をじゃあどこに見出すのか

ということがわからないのかなと思っているんですね。なのでちょっと先程の話になってくるん

ですけど。 

 

（渋沢構成員） 

最初に申し上げたことの繰り返しみたいになるんですけれども、やっぱり調整がどれだけで

きるかなってことで、児童施設が良いも悪いもなんですけど、児相さんなんかも子どもさんを

送り込むのにとても苦労されてる様子を近くで見ています。これは大人の問題でも同じなんで

すけれども、子どもたちは特に児童相談所があるので、そこが児童施設を使うときに、中には

契約っていうこともあるんでしょうけれども、どれだけその調整で機能できるのかなっていうふう

なことは…悪く言ってるのではなくて、そこが課題なのかなって思ってて、もうちょっと、例えば

児童施設のほうにも、養護施設も含めて、空いてるところがあるんだとしたら、もうちょっとうまく

使えるようなやり方っていうのがないのかなっていうことを、僕は大人のほうでもそうなんです

けど、子どものほうは特に児童相談所があるので、聞いてみたいなっていうか、もうちょっとうま

くやれる方法あるんじゃないかなと思ってるんですけど。そのへんが課題なんじゃないかなと。 

 

（志賀議長） 

今の話はいわゆる、相対的にも空いてるにも関わらず、なかなかうまく入れないという問題

の話なんですが。 

 

（渋沢構成員） 

児相さんに教えてもらいたいと思うんですけど、地元の児童相談所なんかでも、保護が  

必要な子がいると、片っ端から電話かけてるんですよね、あちこちの施設に。そうしないと行き

場所が見つからないという実情なんですが、片っ端からやらなくても、もうちょっと何かやり方

があるんじゃないかなと。 

 

（志賀議長） 

この問題というのは逆に、県立施設があると、やり方がいらなくてもうまくいくという話では 

ないんですよね？ 

 

（渋沢構成員） 
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それとこれは関係ないです。定員が空いてるか空いてないかとか、例えば空いてても使え

ないとかっていう調整の問題なんじゃないかなと思う。それは、県立であるかどうかってことは

あまり大きな問題ではない。 

 

（志賀議長） 

調整がうまくいけば県立としてはセーフティーネットの機能はいらないっていうのであれば、

そのまま進めていってもいいかなと思うんですけど、その話とは違うので、今は突っ込まなくて

いいのかなとは思うのですが。 

 

（渋沢構成員） 

どうでしょうか？ 

 

（新福構成員） 

調整機能があればもちろん入所に当たってはいいとは思っているんですが、その調整機能

として入所待機のリストができているんですね。そこに、入所のお子さんのご希望の状況によ

って一応順位が決められて、それは県の方で作成されていて、私達の方はその情報提供を

受けて、その中から対応のお子さんを、措置の人を受けていくとか、そこの施設によっていろ

いろ判断基準があるかと思うんですけれども、そのリストの中から選んでいくっていうことと、あ

とは、一時保護のお子さんの受け入れについては、定員内でやっている施設と、要は定員外

ですよね、短期入所のベットを使って受けている施設と、やっぱりそれぞれですから、一概に

言いづらいところがあって、なんとも言えないところですかね。 

 

（志賀議長） 

今、成人の施設の方はほとんど措置がないのですが、児童の施設は今、措置の割合が、

結構まだ高いですよね。被虐待の方々が半数以上が措置だと思うんで、そういう面ではちょっ

と、成人の問題と一括には扱えないですけど、この問題どうしましょうかねというか、議論の論

点からなかなか先に、ちょっと今の資料の中では進んでいけないですし、県立施設のあり方

で児童の問題ってやっぱり、イメージができている方と、成人中心でやってる側としてはなか

なか見えない部分があって、資料だけではちょっと話が進められないような気もするんですけ

れども、まだ何かありますか？ 

 

（小熊構成員） 

今の渋沢さんの問いの答えになっているかどうか、ちょっとよくわからないんですけれども、

児童相談所の基本的な立場は、特に一時保護所という機能を果たしておりますし、その場所

もあります。そういうお子さん達については、家庭に取り敢えず置いておくことができないとい

うお子さんに関しては、同意であったりとか、または児相長の職権であったり、という形で一時

保護いたします。県内６か所、千葉市を含めますと７か所児童相談所がございますけれども、

千葉県の場合には各児童相談所に一時保護所が併設されている、というのが特徴だと思うん

ですが、今年度の最大の特徴として、７児童相談所の一時保護所の定員をはるかに超えて

いる数のお子さんを保護し続けているという現状があります。知的障害のお子さんに関して言
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わせていただきますと、先程新福さんおっしゃっていただいたように、一時保護委託という形

で、知的障害児施設に受けていただく形ではあります。もう一つとしては、市からの話になりま

すけれども、短期入所という形で一時的に施設を利用させていただくというものがあるんです

けれども、我々が措置をしなくちゃいけない知的障害で、特に問題行動を持ったお子さん達

をどうするかってことになると、そこが一番、難しいところで、私も県立の立場で、ちょっとおか

しいのかもしれませんけど、県立の知的障害児施設に期待するものというのはですね、先程

弓家田さんもおっしゃったと思うんですけど、いわゆる医療も必要なお子さんなんだけれども、

入院は必要ない。だけれども、お家に置いておけないお子さんたちの生活をする場所って 

いうのが、たぶん一番求められているんじゃないかなと。それが民間かどうかっていう、そこの

議論はちょっと一回しておく必要があるのかなとは思います。で、特に、医療が必要だけれど

も入院は必要でないお子さんは実は生活する上で一番大変でですね、そういうお子さん達を、

専門的にみていただけるような児童施設があると、私共としては非常に有難いというふうに 

考えております。で、先程の調整ということに関しては、十分お答えできないんですけれども、

児童相談所の考え方としては、いわゆる問題行動を持った障害のお子さんで、入院の適用に

ならない、お家にも帰せないお子さんをどこで生活させるか、ということです。 

 

（志賀議長） 

ありがとうございます。医療型の障害児施設というお話でしょうか？ 

 

（小熊構成員） 

医療型ということではなくて、知的障害児施設、要は強度行動障害のお子さんですね、  

そのお子さんをみる施設としての位置付け、そして県立っていうのはいかがでしょうかという 

ことです。 

 

（志賀議長） 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

（飯田構成員） 

私は実は袖ケ浦福祉センターに就職して現場７年ほど経験があります。県立施設というのは

当時、大変な人達を公がみるんだと、そういうような国の方針だということで、各都道府県にコ

ロニー構想ではないですけれど、大きな施設が建ってきて、民間がぼちぼち出てきて、民間

が比較的軽い人、事業団、県立施設は民間ではみられない人を対応していきましょうという、

そんな流れがありました。私がセンターに入った時は、本当に大変な人が、今もたぶんそうな

んだと思いますけれども、おられて、ちょっと面食らってしまいました。それが当時の役割だっ

たとはいえ、大変な人たちばかりを、一か所に集めて対応するというのは、今考えれば異様な

世界だったと思っています。やはり職員もストレスは感じますし、それを何とか職員を増やして

といった対応をしてきた結果がこうなってるんだと思いますが、大変な人達を一か所に集める

こと、それがセーフティーネットなんだと、その考え方自体が、何かちょっと違うんじゃないかな

あと思うんですね。大変な方は、これからもたくさんでてきますけれども、県立施設があるから

そこに任せればいいんだと、これからもそういう機能を持たせばいいんだという考え方だと、こ
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れから先、全然ついていかないだろうと思います。やはり福祉のセーフティーネットづくりが大

切ですし、地域、民間でも先程このアンケートを見ると重度の人も支援しているわけですし、 

ノウハウも持ってるので、そちらのほうにももっと力をつけてもらって、大変な方を今よりも受け

ていただく仕組みにして、もう大変な人ばかりを受け入れるというような施設はなくすというふう

にしないと、これは民間でもそうだと思うんですけれど、大変な人ばっかり受け入れるというの

は、現実的に難しいと思います。ですから、事業団も、今のこの県立施設も大変な人だけをみ

るというこの仕組み、考え方をやめた方がいいんじゃないかなと思っています。県立施設では

なくて、もう民間ということでお願いするとか、民間の方でお任せして、県内全域、あるいは 

各圏域で力をつけていくというふうな仕組みづくりが大事なのかなと。自分の地域に入所施設

がなくて、遠いところの施設に子どもを預けているというような、そういう現状なんかもやっぱり

解消する必要があるでしょうし、そういうふうな所に穴をあけていく意味でも、本当にセーフ 

ティーネットのための県立施設とか、そういう考え方はやめていただいて、民間にというふうな

感じがいいのかなと思っています。実際に各都道府県の公立施設を見学に行かせていただ

きますけれども、正直ちょっと異様な感じがします。大変な人ばかり集めて、職員もすごい  

強張った表情で、これが本当の生活なのかなという、そんな思いがして、やっぱりそういうよう

な仕組みはもうなくしていく、そんな時代なのかなと思っております。 

 

（志賀議長） 

今の話も養育園だけ、という問題ではなくなってきているので、一応更生園の説明を

一回していただいて、その上でもう一度話をさせていただきたいと思います。議題（３）

になりますけれども、「更生園の現状等について」も、事務局より説明をお願いします。 

 

＜資料３、参考資料３－１～３により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今「更生園の現状等について」の説明を受けましたけれども、先ほどと同じような話に

なるかもしれませんが、県立施設の存続につきまして、そういった視点からぜひ、述べられて

いない方々も含めて御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

（樋口構成員） 

先ほどの養育園の話と更生園の話は、ほぼ同じような課題なのかなとずっと聞いていて思

っていました。私自身は、この検討会議のことをもう少し単純な話なのかなと実は考えていま

して、要は進捗管理委員会から出た評価を受けて、今の、現時点の運営実態がそれに関し

て改善の方向といいますか、様子といいますか、エネルギーといいますか、そういったものが、

まず主体としてあるのかどうかですよね、意思として。それを受けて、じゃあ自ら改善をもう少し

求めていこう、追及していこうと思ったときに、ここでのアドバイスであったり、民間施設からの

意見であったりを求めて、それをまた糧にしてもいいと思いますし、それじゃなくてもタイミング

的にも、建物も実は老朽化で評価を受けたところ、建物自体が現状の建物では不可能なん

ですよ、と突きつけられた状況でもあると。だとしたら、じゃあ住まいはどうするのかということは

根本的な問題で、事件をきっかけにはなったんだけども、時期としては、県立の役割はもう分
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からなくなってきている、民間がこれだけ増えてきたということは、時代と共に誰もが認めること

だと思うんですよね。当時掲げていた県立の果たす役割は、どこにも実はないんじゃないかと

思っています。強度行動障害であったり医療的なケアが必要であったり高齢者であったりとい

っても、ほとんど民間施設が機能を果たしているわけですよね。この表でも分かるとおり、特に

別に何か特化しているってことはないんですよ、県立施設としては。だから実はあの事件をき

っかけにそこに気づいていくことになったんだと思います。今まで、巨額な運営費を投入して

県立施設としての立場、あり方をみんなが求めたんですよね、見合うものを。でも実はもう歴

史と共に民間が全部担ってきていた。だとすると何か自分たちがどうすべきか、県としてもどう

あるべきかってことは実は道はもう探れなくなってきていたんじゃないかと私は思っていました。

あの事件をきっかけとして、建物の老朽化で、それにも対応できない、この先対応しようがな

い、突きつけられているものはもう対応しようがないってこともなんとくもう分かってきた。だった

ら県立でやっていこうか、それならば、本当にがらりと変えて、今のをどうこうするのではなくっ

て、新しい事業者の法人として、こういった方向性を担えますか、しかも現実的な運営面を 

考えますと役割として特化することもないんであれば、そういった人件費とかいうこともたぶん

大きな課題にもなってくるでしょうし、まあ民間施設が隣りでやっている状況ですので、特に 

特化してるってことがなければ、それなりに足並みを揃えていくってことも求められることもある

でしょうし、どこが担ってもいいんですけど、県立施設として今の事業団さんが継続してやって

いこうっていうのであれば、それは大いにここでどういう風にやっていってもらったらいいのか

なってことは、養育園にしても更生園にしても議論する価値は大いにあると思いますので、 

その辺、ご意思と言いますか、県もそうですけど、相馬さんの方も当事者としての意思といい

ますか、そういったものがすごく重要になってくるんじゃないかなと思って参加させてもらって

います。 

 

（志賀議長） 

進捗管理委員会では、一応３年の中での評価をして、その間でこういう状況であるから、 

同じような形で事業団の方にきいて、どうするかうんぬんと聞いて進捗管理をして、ここまでだ

ったので県立としてはどうするかをここで決めてください、というのが結論だったわけです。  

ここでもう一度そういった面では、事業団の方で今回どうしますかと聞く役割っていうのはない

んだと思っておりますけども、こういった意味で言われた。つまり更生園での役割っていうのは

実態としてはもう時代の中では民間の施設が概ね担えているというようなご意見ということで 

よろしいですよね。 

 

（佐久間智構成員） 

障害者支援施設部会の部会長ということで、千葉県知的障害者福祉協会の方の立場でも

あるので、施設の方のお話をさせていただくと、五年前の事件以降、更生園も養育園も受入

れ停止ですので、その後、民間施設でやっぱり難しい人をみなさん支援しているんですね。

たぶん我々民間施設の方も、特に事業団の近隣とか、私は九十九里の方ですが、ちょっと遠

いんであんまりそういう感覚が薄いですけど、結構近くの施設は大変な人は事業団でなんと

かみてもらえないかっていう意識ってかなりあったと思うんですね。だけど、今はそれができな

いので皆さん苦労してやっている、もう腹をすえてやるしかないなということでやっているんで
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すね。それについてはやっぱり今の「１．７対１」の国の最高の人員配置でもかなり大変だし、

やはり強行の人を支援するにはハードの整備も必要だし、いくら人がいても従来の入所施設

形式では非常に大変なこともありますから、そういうところに非常に苦労しているんですけど、

今後やっぱり県の方向性として考えるのであれば、それぞれの地域でハードとソフトをしっか

り整備していけば、少しずつ進むんじゃないかなと個人的には思っています。この会議の  

論点はやっぱり、個人的には今利用されている人たちをこれから本当に県立施設としてもっと

グレードアップさせるのか、その人たちを民間施設で支援できるのかというところなんじゃない

かなと個人的には思っています。 

 

（小林構成員） 

昭和５４年に袖ケ浦福祉センターの新館ができて、本当に一気に大きくなったんですが、

その時、昭和５４年には入所施設は７か所しかありませんでした。ちなみに私はその昭和５４

年に事業団に入った人間なんですけど。そこで１４年間勤めましたけれど、今現在、６２か所

あります。この集計表の中だと非常にぼやけちゃうんですけど、例えば障害支援区分は、  

事業団は更生園は 5.8 ですよと、一つの指標として 5.8 ですよ、ところが後ろのページの資料

を見ると 5.8 を超えてる施設が１２か所も民間の中であります。要するにもう更生園よりももっと

重い人たちを受けてる施設がもう１２か所も存在しているんですよってことなんです。もう一つ、

このデータ怪しいなって思ったのは、更生園の一人当たりの職員の配置数ですけど、0.8 って

なってますけど、これは定員７２人で計算してませんか。たぶん日中活動は７２人いないです

よね。何人ぐらいですか。５８人なんですか。要するに他のところに行っちゃってますので、 

実際は本当の職員配置はもっと厚いです。さらに職員の中で現場にいる職員と更生園に  

配置されている職員という数が圧倒的にぼやかされているんです。例えば正規職員が１５人

ぐらいいる。普通、民間では直接支援職員以外で１５人はいないです。事務員とか栄養士さ

んとか施設長さんとか、そういったことで、先ほどコストカットのことも話してましたけど、我々は

コストカットの話をしようとしているわけではなくって、千葉県の障害福祉事業課の予算を適正

な分配のもと、本当に千葉県に住む人たちの利用者全員が幸せになる、あるいはそういった

対象者が全員幸せになるお金の使い方を議論するべきだと私は思っています。例えば、今 

たった１００何名のために、１２０名の数のために、７億円使われているっていうのは、これ異常

です。これはお金を削るとかではなくって、適正な配分、いわゆるきちんとしたコストを考えた

上での運営のできるスタイルの中で、なおかつ利用者さんが幸せになれるってことを考えても

いいんじゃないかなと思います。私は県の施設にいました。民間の施設に行ったらすごく貧し

いんだろうと思いましたけど、例えば民間施設の中で、うちの法人でいえば公用車だけでも 

４２台あります。事業団は何台公用車あります？１１台で、それで外出の機会を多くしましょうと

か言っても、なかなか難しいことだろうと私は思っています。いわゆる民間は、なんでうちは 

そんなにいっぱい車があるのって、平成１６年型で４万キロしか走っていないような中古車を

買うからです。民間はそういった中で、きちんとした経営の視点の中で利用者さんのサービス

を高めているんです。民間だからよく勘違いされるのは、そういうことにより生活が貧弱になる

とか、利用者さんが可哀想になるというのであれば、ぜひうちの法人を見に来てください。決し

て私は事業団に負けないような支援をしていると思うし、利用者さんも温かい楽しい生活をし

ていると思っております。私は現実的には、この会議の中で、本当にもう事業団の役割は終わ
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ったという立場を取りながら今後も発言していきたいと思っております。そしてその分を民間の

中で手厚くする仕組みをどうやって作っていくかということだろうと思います。あと、もう一つこ

の中で気になるのは、この地域っていう括りがありますけど、共生社会の理念に沿った場所、

地域とのかかわり、周囲に必要な社会資源とありますけれど、これはともすると、今までの報告

書を読むと、街の中でなければ地域じゃないという考え方は、私は賛成しかねます。やはりそ

こで根ざして本当に住民の人たちに心配されたり、我々が地域の中で貢献したりと、そういう

生活こそ共生社会だと思っていますので、別にそれが、都会だけが担うものではないと思い

ます。また利用者さんも地域の中で身近な親御さんから離れない、車で２０分とかそういった

関係の中で暮らせるのが私は共生社会なんじゃないのかなって思っています。 

 

（志賀議長） 

３名の方から続けて、施設運営の立場から、民間施設の役割ということで、もう十分対応が

可能だという意見をいただきました。 

 

（弓家田構成員） 

施設の長の方がおられますのでお聞きしたいのですが、利用者もいろいろと、割と軽い人

から、重度といっても、いろいろね、行動的にすごく手間のかかる、一人がかりではできなくっ

て、５人ぐらいかかわらないとできない人もいれば、それから医療上ね、うちの子みたいに特

殊なケアをしなくちゃいけないという、そういういろいろな方ってありますよね、ここにいられる

施設長の方にお聞きしたいんですけど、どんな人でも無条件でうちは受け入れられますよ、

どんなに効率悪くってもね、とにかく社会のためなんですから、効率考えず受け入れられます

よって言う施設長さん、すいません手を挙げてみてください。無条件で。 

どちらでしたっけ。 

 

（樋口構成員） 

みづき会です。 

 

（弓家田構成員） 

そうですか、ありがとうございます。当然、民間ということで効率を考えられますよね、そのと

き手のかかる人に対してはどうするんですか、その分余計払ってくださいって言うのですか？ 

 

（樋口構成員） 

余計払ってくださいとは言えないですよね。 

 

（弓家田構成員） 

言えない、そしたらすごく効率の悪いというケースって起こりませんか、そういう重度というか

難しい人の対応をね。結構聞くのは「いろいろとあたっているんだけど、受け入れてもらえな

い」ということ。結構、そういう利用者って我々も聞いていますんでね、実際、皆様のお立場で

大丈夫ですって言ってもホントかなっていう、利用者の方の立場からしてね、本当に皆さん 

断言できますかっていうところがですね、ちょっと気になる、お聞きしたいなと思って。 
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（樋口構成員） 

保護者の立場でいろいろと情報等、入手しているのでしょうけど、そうですね、大方ですね、

私どもはそういった入所の相談とか利用の相談とか年がら年中受けますけれども、まず定員

をオーバーして居室もないのに受入れることは不可能なんですね。ですので、大方の入所施

設というのは、現状で空き部屋というか空所の状態っていうのはないんじゃないかと、推察しま

す。ですので、たぶん入所希望とかご利用希望されてお断わりをされているっていうのは、 

受ける器自体そのものがもうないということがずっと慢性的に続いていることで受け入れをノー

と言われているケースがほとんどじゃないかと思います。で、たぶんどこの施設長もですね、

入所施設を運営される者であれば、その相談には本当に誠意をもって、耳を傾けて何とかし

ようと向き合っている施設長だと私は思います。そんな、大変だから断っておこうという施設長

は私はあんまり存じあげません。ただ、必ず施設長同士で連絡を取り合って、うちにこういっ

た困難ケースが舞い込んできてるけど、うちは今余裕がないんだ、じゃあ大久保学園さん  

野栄福祉会さん何とかなりませんかねと、できるだけ情報を広げたりして、またその先でいろ

んな人たちとのネットワークを使って、行き場を探す、とにかく探す、相談支援の関わっている

方たちも、もちろん骨を折ってくださっていますし。ですから器さえあれば、皆さん受入れ拒否

なんてことはまず考えてないと私は思っている一人ですので、ご安心いただけたらと思います。

いろんな不安もどっかで経験されたかと思いますけども、千葉県の施設そんな捨てたもんじゃ

ございませんので、いつでも相談があれば、皆さん乗ってくれると私は思っています。 

 

（弓家田構成員） 

ありがとうございます。もう一つなんですけど、医療上のケアっていろんなものあるじゃない

ですか、どんなことでも対応できますか。 

 

（樋口構成員） 

ですから医療上のことをですね、相談したところが受けなくても、それに見合った関係施設

を、この間もそうですけども、例えば木更津地区でそういった医療的困難な方たちのケアをや

って、例えば千葉市手をつなぐ育成会さんにお世話になったケースですけども、千葉の病院

から末期癌の患者なんだけれども、膀胱の全摘出、人工肛門、食事も、とにかく管だらけの方

でも、私どもに相談があったときに、まず私どもで受入れ体制を取って、だけども万が一という

こともあるから、もう一つ施設を当たって、こういうケースが来て、うちで困難だったらみてくれ

る？ってやって、いつでも大丈夫ですよっていう担保を取って、それでまずこちらで受入れて

みようと、で、困難ケースとなって私達命に関わっちゃうかなと思った時は、次のセーフティー

ネットですけれども、もう一つの事業所にまたあたるというふうにして、やはり相談あって皆さん

対応していると思いますので、決して自分たちの所に必ず受け入れるということで相談を全部

受けるというのではなくって、このネットワークを活用して行き場をみんなで探すということにな

っていくんだと思います。 

 

（志賀議長） 

今の話の延長線上でいくと、保護者の方と、どこでどう受けるかという話で、入所施設の枠
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を広げるのか、入所施設は枠は大体いくらって決まっている中でその資源をどうやって活用し

ていくのかっていう話にいっちゃいますので、そうではなくやっぱり県立施設の話として、実際

としての役割として現状、並びに他県の現状を見てどう考えるかというので、お願いします。 

 

（千日構成員） 

私の法人の運営で、公立施設の指定管理、事業譲渡、業務の委託、全てやっておりますの

でその立場から少し発言いたします。まずもって民間施設、私の法人だけで言及しましょう。

これは決して２５年の事故からのものではなく、県立施設としてのありようというのは、措置の 

時代では、当然民間からは公立施設であるがゆえに、大変な人と言ったら適切か分かりませ

んけども、当然公立施設の役割として、自分たち民間ではできない、対応しきれない人たちを

預かるべきだというものがございました。それが長期的に来たことでやはり、今回のいろいろな

問題にもつながってきていると思うんですけども、加えてその頃から入所されている事業団の

センターの利用者の方たちの中には、たぶん私の法人でもお断りした方がたくさんおられる 

ことも承知しております。私の法人はいわゆる民間施設ですので、この民間の運営のあり方と

公立施設のあり方というものを完全に分類してやってきたことについては私たち、ある一つの

境界というものを作り上げていたということがあって、これについては障害福祉事業所の運営

者としては、反省に基づいているということがあります。 

そして平成１５年の支援費制度と、以降激変をしている制度改革の中で、やはり私たちが

気付いたのは、社会福祉というのは生ものであって、建物や制度に利用者を合わせて受ける

のではなく、その利用者個々の対応をしていかなければいけない時代に突入してきたわけで

す。指定管理をやってますと、物事を何かやりたいと言っても条例を変えなければいけないと

か、議会を通さなければいけないと、非常に長い時間をかけて、何かの事業を変えたり、修正

したり、加えたりということをしなければいけない。この指定管理は、大切なものもありますけど、

現場サイドから言いますと非常にまどろっこしい、時間がかかる。利用者はその間ずっと待っ

てしまっているという、こういう現状でございます。これは、先ほどから言っている２５年以降か

らの議論というものではなく、先ほど飯田さんもお話があったと思いますけど、一つの反省に

基づいた時に、委員の一人として、今後民間の施設というのは、それぞれの利用者の実情、

態度がどんどん変わってきていることに、あるいはまた国やニーズというものにどのように即応

できるかという施設整備をしてきているわけです。これは県立施設が存続していくとやはりル

ール、決まり事の中で動くしかないので、速やかな対応がしづらいと承知しています。このこと

から、先ほどからもお話しているように、民間の活力というのは平成１５年以前の措置の時代と

は大きく変わったと思っています。このことで、以降、いろいろな課題についてはどのようにし

ていくかはこれから議論するとして、私の意見としても、この県立施設を継続して、縛りの中で

運営していくのか、あるいは利用者に即応できるサービスというものを構築していくのか。県内

全てですね。事業団の改革、見直しというものに全千葉県の様々な視点から取り組むことが

できたら良いのではないかと、そういう意見ですね。この論点については、県立施設ですと廃

止、そして民間の活力をどのように活用するか、ということを議論していくことが私の考えです。 

 

（奥澤構成員） 

今、県立か民間かって話になってますが、現状の袖ケ浦はですね、直近で７１名ということ
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ですね、第三者検証委員会の中では５０名にするってことになってますよね、最終的な指標

は。ですからあと２０名、あと２年間で外の生活をしていただく、袖ケ浦じゃない所で生活して

いただくというような計画でいるわけですけど、袖ケ浦の障害程度の現状を考慮すると、もう、

５０名は最重度の強度重度障害の人たちだけですよね、残るとね、５０名は。それが県立か民

間かいうことで、先ほど質問ありましたけど、そういう人たちがですね、民間施設で職員の人数

なんかどういう形で考えているのか、果たしてできるのかどうか、現時点では私もそれは疑問

だと思います。ですからあと２年間あるわけです。それで、進捗管理委員会がですね、現状の

袖ケ浦の評価をした中で、結局、強度行動障害のモデルには今なってませんよと、袖ケ浦が

ですね、民間は６０人５０人の所はせいぜい、いて一割、５人ぐらいですかね、多いところで、

そういう人たちが。ですから全員がそういうような、果たして民間が、受け入れられるのかどうか、

それがあと２年あるわけですから、ここでですね、民間がいいというなら将来的にはそうかもし

れませんけど、もっと袖ケ浦の今の支援のあり方を、十分利用者に添ったものにやっていただ

くと。その結果で、そういう考えを選択していくべきじゃないかなと私は思います。後ですね、

建て替えの問題についても、これちょっと外れますけれど、いわゆる地域社会あるいは共生

理念に沿ったところで、先ほど小林さんも言いましたけど、そんな場所が千葉県内でも街中に

はありますか？あの袖ケ浦がいいとかじゃなくって、これは一般の人たちの障害者への理解

度なんですよ、これが進まないのは。共生社会って言ったって、障害を持っている人たちは、

その障害によってなかなか街中へ出にくかったわけです。ですから今、南青山の児童相談所

だってあんなことになってるわけですよ、そんなもの出来ちゃ困ると。そういうものも含めてで

すね、理念としてはいいですけどもなかなか難しい、この辺を踏まえて民間にするのか県立

にするのか、合わせてすぐには私は結論が出ないと思います。もう少しじっくり皆さんの意見

を、あるいは現状の袖ケ浦の運営を改めていく方向もどんどんやっていただくことが先決だと

思います。 

 

（志賀議長） 

現状の運営の話もありますけれども、基本的には県立施設としてどうするかをもう少し議論

してほしい、という意見でした。 

 

（荒井構成員） 

私はまず更生園に関しては、いわゆる強行事業をやられてきて、たぶん当初の構想として

は一旦そこで受け止めてまた地元に帰すというのが、私はあの当時の構想だったんじゃない

かと思っていて、そこがなかなかうまくいかなかったのが、今の大きな課題になっているという

んですかね。そのためやっぱり、強度行動障害みたいな方々がまとまって、一か所でずっと

居続けるっていうのは、どう考えてもその仕組みがうまくいくとは私には思えなくて、それだけ

専門性の高い職員がごまんといないと支えられない仕組みになってしまって、それだけ質の

高い職員をものすごく確保することの厳しさっていうんですかね、特に人材確保、ものすごく

問題になってますので、じゃあそこにお金を出せばそういう職員が確保できるのかということで

はなかったりとかですかね。そういった意味では今、福岡市あたりでやってる強度行動障害者

支援事業とかいうのは、いわゆる地域の中で専門性のある職員が集まってそういう方を支える

みたいな仕組みになっているんだと思うんですが、いわゆるそういうところ、例えば県としてお
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金か何か出してやれるような仕組みでですかね、それが各圏域ごとに、特に県内一か所ああ

いうところに集められるという仕組みか、当時はしょうがなかったんだと思うんですが、私、旭市

というところにいるんですが、そこから２時間くらいかけて行かなくちゃいけないわけですよね。

家族もそこに行くのに２時間かけていかなくちゃいけない、また２時間かけて戻る、みたいな、

ものすごく苦労されてた現状があり、そのために生まれ育った所とか、もし居続けられるんで

あればですね、そういう仕組みがあればいられる方がいらっしゃられた時に、やはりそういう仕

組みの構成の仕方っていうんですかね、それを考えていかなくちゃいけなくって、そこには今、

例えば拠点事業みたいな構想がありますけど、あのへんのところに県が、例えばお金をつけ

て一旦そこで受け止める機能とそこに職員が派遣できるような、何かそういう構想をしていく。

ただ一方で、それだけになってしまうとおそらくまた停滞してしまうので、今度は民間施設も、

またそこを循環させるような仕組みも考えないとそこに出られないわけですよね。先程は児童

の施設だったんで、まあ自ずから必ず出なくちゃいけない仕組みだったんですけど、成人の

施設は何らかの形で循環しないと、ずっとやっぱりそこに停滞してしまうので、やっぱりそこの

何かの取組も含めて、いわゆる地域ごとに支えられる仕組みの、そこに今、県として、何か補

助できるような仕組みですかね、何かそんなこと考えていくって形が、私はそちらの方が良い

と思ってます。 

 

（志賀議長） 

強度行動障害の関係は、事件が起きた後にいろんな対策が出てきて、県でもやっていると

いうことなんで、入所施設の役割としてどうしていくか、県立であるかどうか以前の問題の話も

ありますけどね。強度行動障害研修もまさにいろんな民間の施設も含めて、研修に関わって

人材養成をやっていらっしゃいますので、ちょっと意見をいただけますか？ 

 

（田熊構成員） 

強度行動障害の支援者養成の研修ということで、年間相当、日数をかけてやっております。

年間１６人の少数精鋭というのか、非常に少ない人数の養成なんですけれども、実践ですね、

そこで取り組まれている内容は、手前みそで申し訳ありませんが、高度なものに、年々なって

おります。年を重ねるごとに、いい実践が取り組まれています。ただ、その実践を日々の支援

の中まで根付かせたり、体制として、ずっとやっていくということまでいくと、それは施設の方の

取り組みにかなりなります。あと、受け入れの体制、人数ですとか、職員体制ですとか、そうい

ったものと、あとハード面です。お住まいが長い廊下の集団の生活の中では厳しかったりして、

人材養成だけでは届かないってところが非常に大きいです。人材養成は体制整備と組織づく

りと仕組みですね、すべて一体となって動かなければなりませんので、是非、この人材養成が、

地域に戻った中核となる人が生かせるような仕組みもあったらいいなと思います。 

 

（志賀議長） 

ありがとうございます。 

 

（関口構成員） 

県立施設として云々ということで、今議論しているかと思うんですが、お話の内容を伺って
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いると、民間でもできるかできないかという議論と、セーフティーネット云々という二つで、話が

進んでいるように思えます。私が思うに、それも大切なんですが、それ以外にも議論しておく

論点があるんじゃないかなと思ったものですから、手を挙げさせていただきました。というのは、

先日、この話が出た後、私、養育園さんと更生園さんにお伺いして、実際に状況とかを拝見し

たり、お話をお伺いしたりしてみました。そこで感じたことが、例えば養育園さんに行ったとき

に感じたことですが、これはちょっと理事長さんに申し訳ない、一生懸命頑張っているところ

申し訳ないんですけど、ここが、子どもとして成長できる場所だろうかなということを感じました。

職員さん一生懸命やってるんですけど、広い建物の中でですね、何か子どもがいる場所とは

思えない、家庭のかの字も、味もしないっていう感じがしたんですね。こういう子どもたちのこと

を本当に考えたら、もっともっと小さな単位で、一番下にも書いてありますけれども、もっと、心

の発達や人間的な発育とか、そういったものができるような仕組みを考える必要があるんじゃ

ないかなと思ったんですね。そういうことを考えたときに、例えば行動障害もそうなんですけど、

民間でできるって議論は大切なんですけど、民間でできるとしたら、それはある意味、国の 

制度仕組みの中でしか発想が表に出てこない可能性があるような気がします。そういう意味で

は、荒井さんの話にも出ていましたけど、福岡とか北海道とか、他のところとかですね、いろい

ろ面白い取り組みをやっていて、行動障害の人たちが結構地域に自然にうまく出ていくような

仕組みをやっているところもあるんですけど、そういうのは、国の制度仕組みの中ではできな

いんですよ。全くできないです。そういうことを考えると、例えば、本当に強度行動障害のある

人たちが社会の中でうまく生活していけるようにするにはどうしたら良いかとか、養育園に、入

っている人たちが子どもらしい生活をして、本当に大人に成長していくにはどうしたらいいかと

か、そういうことはよく考えて、ある意味先駆的な取り組みを考える必要があるのかなと思った

りもするんです。そういうことを考えたときには、単に民間に移行できるかできないかという  

議論だけではなく、強度行動障害の人たち、あるいは養育園の人たちをどうしていくのかって

いう根本的な問題を議論して、今後どう取り組んでいくのかということも議論の中で考えていく

必要があるのかなって思います。それとですね、もう一つの論点としては、事業団さん、かなり

徹底的に何もやってないみたいに言われちゃってるところがあるんですけど、確かにそうなの

かもしれない。私、知らないのでそうなのかなとは思いますけれど、でも、あそこで支援に従事

している職員さんたちが一生懸命やったノウハウみたいな、蓄積みたいなものもあるんだろう

とも思います。そういった専門性みたいなものもうまく活用しながらセンターの人たちが民間の

ほうに移っていく、あるいは社会の中に出ていくことをどう応援していくのがいいのかなという、

そういった論点からの、あるいはそういった観点からの議論も少ししていただいて、そういった

ときに袖ケ浦福祉センターがどういうふうにそこに絡んでいけるのか、あるいは絡まない方が

いいのか、そういった議論も少しやった方が良いのかな、そういう論点も考えてもらったらどう

かなと思いました。 

 

（志賀議長） 

ありがとうございました。 

強度行動障害の話が出ましたけれども、強度行動障害のあり方がここの検討会議で話す

のか、別にも検討の会議がありますので、そちらで話すのかも含めて、今回は袖ケ浦福祉  

センターのあり方ということで、どういうように議論をしなければならないか、今日は第１回で 
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議長をやらせていただきましたが、論点を整理しないと難しいということがわかりましたので、

次回以降ということで、一旦、今回の話は終わりにさせていただきたいと思います。事務局の

方に、今後のスケジュール、議題（４）について説明していただきます。よろしくお願いします。 

 

＜資料４により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

今年度のスケジュールについて説明がございましたが、ご質問等はございますか。 

それでは、本日の議題の内容はこれで終了となりますが、他に何かございますか。 

 

（事務局） 

皆様に御連絡がございます。ただ今から、用紙を配付させていただきます。本日、時間の

関係もございまして、ご発言をいただけなかった方々もいらっしゃいます。次回の会議に向け

まして、皆様から御意見を頂戴したいと考えております。 

ただ今配付しました用紙に、ご意見等を記入していただき、１月１５日（火）までに、事務局

にご提出をお願いしたいと思います。 

皆様から寄せられましたご意見等につきましては、本日の会議のご意見等と併せて、次回の

会議資料としてまとめていきたいと考えております。 

この様式ファイルについては、後日、メールにより送付させていただきますので、メールに

より御返送いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（志賀議長） 

ありがとうございました。 

皆様の御意見をぜひご記入ください。 

それでは、本日は長時間にわたり、円滑な議事進行に御協力をいただき、ありがとうござい

ました。事務局の方に進行をお返ししたいと思います。 

 

（事務局） 

志賀議長、ありがとうございました。 

それでは、ここで横山健康福祉部長よりご挨拶を申し上げます。 

 

（横山部長） 

本日は、本当にありがとうございました。年末のお忙しい時期の中でご参加をいただき、 

また、今日は活発なご意見をいただくことができまして、本当に感謝しております。 

先ほどもお話しましたが、進捗管理委員会から大変厳しい評価をいただく中で、実を言うと

私が一番心の中に引っ掛かったのは、取組を進めて行く中で、事業団が孤立していたという

評価をいただいておりまして、そのことを私としては重く受け止めているところでございます。

この取組を進める上で、やはり県として考えていかなくてはいけないのは、障害者支援のあり

方として、あるべき姿というのはどういうものなのかということ、それから、真の協力体制が民間

の皆様とできていなかったというところ、この辺のところをしっかりと、我々も皆様との協力をし
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ながら進めて行かなくてはいけない、我々もまた、覚悟を決めてこの問題に答えを出していか

なくてはいけないという、そういう思いを強くしたところでございます。 

今日の御議論の中では、袖ケ浦福祉センターの今後のことを考えるに当たって、県立か 

民間かという二者択一的な議論の前提として、皆様とともに、システムとして、これから千葉県

の障害者支援をどのように支えていくのか、そのことを考えていかなければいけないということ

も、今日改めて認識したところでございます。 

お集まりいただいた委員の皆様、どなたにお願いするかというのは県庁の中でもいろいろ

と考えさせていただいた訳ですが、保護者の皆様、事業者の皆様、そして地域で相談支援や

権利擁護に関わっていただいている皆様、様々な立場の皆様にこの場に集まっていただい

ております。まさにこれからの千葉県の知的障害者支援を実現していく上で、なくてはならな

い皆様と私は考えております。そういった意味で、今回はお一人お一人に、私自身も強い 

思いを込めてご協力をお願いさせていただいた次第です。どうぞ皆様、これから千葉県で 

暮らす知的障害のある方の幸せのために、引き続きお力をお貸しくださいますよう、心から 

お願い申し上げまして、挨拶をさせていただきます。 

本当に今日はありがとうございました、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、第 1 回検討会議を閉会します。 

なお、お配りした資料のうち別冊資料１、２につきましては、防犯対策上、回収させていた

だきますので、机の上に残してお帰り下さいますよう、お願いします。 

本日は、長時間にわたり、誠にありがとうございました。 


