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第２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３１年２月５日（火） 午後５時から午後８時まで 
 
２ 場 所   中庁舎１０階大会議室 
 
３ 出席者 

（１） 構成員（２４名中２０名出席） 

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、佐藤構成員、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、中里副課長、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、齋藤主事、志村主事、地域生活支援班 内田主事 

 

４ 会議次第 

（１）開 会 

（２）講演 「強度行動障害の方々への入所施設における取り組み」 

（３）議 事 

①更生園の今後について 

②養育園の今後について 

 

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。 

 

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２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。 

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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それでは、ただいまより、第２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。はじめに、横山健康福祉部長より御挨拶を申し上げます。 

 

（横山部長） 

健康福祉部長の横山でございます。今日は１７時からということで、みなさん大変お疲れの

ところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日の会議でございますけれども、前回の会議の中では、皆様に袖ケ浦福祉センターの

今後について、県立で行くのか、民間移譲するのか、そのような御意見を伺うような形でスタ

ートさせていただきましたが、構成員の皆様から御意見を伺いまして、少し進め方と申しましょ

うか、意見を伺うやり方を少し変えてみたいと思っています。この後事務局の方から御説明を

申しあげますが、まずは、千葉県の重度障害者、行動障害のある方や医療的なケアが必要

な障害のある人の支える仕組みとして、どのような仕組みを考えていけばよいのか、と言うとこ

ろから議論を再整理させていただきたいと思っております。 

それは、考え方によると、システムアドボカシー、システムとして障害者の権利を擁護してい

くというような観点に立って、制度をどのように組み立てていくのかということをまず議論してい

きたいと思います。その上で、そうしたシステムを動かすために、民間、そして県がどのような

役割を担っていくのか、そのような視点で、今後の議論を進めて行きたいと思っております。 

また、医療的なケアの必要な障害のある人への支援については、別途またご報告をさせて

いただきたいと思っておりましたが、本検討会議とは別に、そのための検討組織を立ち上げ

たところでございます。全県の医療的ケアの必要な障害のある方の実態調査を行っておりま

して、これを踏まえて具体的な支援体制を議論していこうという取り組みをこの検討会議とパラ

レルで進めているところでございます。今後はそうした医療的ケアの検討委員会での議論な

ども皆様にご紹介させていただきながら、政策的な整合を図るというようなこともこの会議の中

ではご報告させていただきたいというふうに思っております。 

また本日は、先進的な取組みをされております、北海道札幌市の「はるにれの里」の実践

事例について、皆様にご紹介をいただきまして、議論を深めていきたいと思っております。 

理事を務めていらっしゃいました 加藤潔様に御講演をお願いしているところでございま

す。 

加藤様には、快く講演を引き受けていただきました。この場をお借りしまして、厚く御礼申し上

げたいと思います。 

これからますます議論について深めていかなくてはいけないと思いますが、今日も皆様の

忌憚のない御意見をいただきますようお願い申しあげまして、冒頭の挨拶とさせていただきま

す。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

次に、構成員の方で、前回代理者の御出席でございました構成員の方をご紹介させ

ていただきます。 

 

＜構成員の紹介＞ 
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なお、本日の会議で、髙橋様、蒲田様、市岡様、関口様におかれましては、御欠席との 

連絡をいただいております。 

 

（事務局） 

それでは、議事に入る前に、強度行動障害の方への支援や地域移行等について、先進的

な取組をされておられます、「はるにれの里の実践事例」について、ご講演をお願いしたいと

思います。 

講師は、はるにれの里の元理事で、札幌市自閉症者自立支援センター「ゆい」の施設長を

務めておられました、加藤 潔様でございます。加藤様、よろしくお願いいたします。 

 

＜講演＞ 

 

（事務局） 

加藤様、ありがとうございました。 

折角の機会でございますので、ただ今御講演いただきました「はるにれの里」の取り組みに

つきまして、少しご質問の時間を設けたいと思います。何かご質問等はございますでしょう

か。 

 

（志賀議長） 

ありがとうございました。基本的な数字の確認なんですけど最初にスタートした時、のぞみ

学園さんのいわゆる加齢児の方と、加えて在宅の方等を受けて施設をスタートしたのだと思う

んですけど、だいたいそれぞれ何人と何人ぐらいだったか、覚えれてらっしゃる範囲でお答え

お願いします。あと、その後というのは、基本的には在宅の方の受けが圧倒的に多いというこ

となのでしょうか。それともどこからの入所者だったのでしょうか。 

 

（加藤講師） 

一番最初に、のぞみ学園の方が何人入ったか正確な数値は今わからないんですけど、お

そらく三分の二くらいはのぞみ学園だったと思います。で、今、のぞみ学園っていうのはなく

なったんですよ。なくなったので、全部の方がのぞみ学園から他施設に移っています。です

からもうあそこは、加齢児の方はいないんですね。三年くらい前に、のぞみ学園のお医者さん

の配置上の関係もあって、そのときに、利用者全部出しましょうと、行政の方が積極的に動い

て、うちにもその時何名か入れましたが、そこで最後です。そこから先は、ゆいの通所に通っ

てらっしゃる方だったりとか、法人の中で通所しているんだけれども、親御さんがちょっと年齢

がいってきたので、ちょっと苦しくなってきたかね、という方を中心に、でももちろん他の方々

からの待機リストみたいなのを作ってやっています。 

 

（相馬構成員） 

ゆいを卒業してグループホームに移られる方、これはすべて、同じ法人さんで作られたグ

ループホームに移られるということでしょうか。 



4 
 

 

（加藤講師） 

ゆいの場合には、法人のグループホームに皆さん移っています。でもうちの法人、もう一つ

入所があって、そこから先に出た人は違う法人さんのグループホームに行っている人もいらっ

しゃいます。年齢がちょっと上がっちゃって、ちょっと高齢者が多い方がいいかねとかそういう

方もいらっしゃいます。 

本当は違う法人さんにも受けてほしいです。 

 

（田熊構成員） 

なんでできなかったんですか。 

 

（加藤講師） 

利用さんの状態像は関係していたかもしれません。どこも受けてくれる雰囲気はありません

でした、正直言うと。定員いっぱいのところも多いですから。あと、ゆいは指定管理なので、指

定管理するときに、早く結果を出したいというのはあったと思います。地域に戻った方を早く出

したいという思いがあったりして、そうなるとやっぱり法人の事業とタイアップしながら動いた方

が早いしやりやすいというのもあったりします。それが逆に良かったのか悪かったのかわかり

ません。ただそうすると、ゆいだからできるんでしょ、みたいな世間の、何というか、変な風評が

出て、他の法人さんが､いやいやうちはまだまだみたいな感じになってたのかもしれないな、

ってちょっと思います。 

 

（飯田構成員） 

大変な人達を受け入れるにあたって、道庁、あるいは札幌市から、何かしらのバックアップ

体制、補助金だとかそういう仕組みはあるんでしょうか 

 

（加藤講師） 

指定管理なので、指定管理料という名目で、昨年度、今指定管理の四期目ですが、年間

でですね、２千万くらいが札幌市から指定管理料として払われています。ですから人件費的

に言うと３名から４名くらい、他の同じ規模の入所施設よりはプラスできる、その代わり入所に

おいては３０名の定員なので、まぁ３１名いますけど、３１名であれば泊まりは２人でいいんで

す、本当は。いいんですけれど、ユニット式だったりするので、必ず泊まりは３名、誰かが調子

が悪ければもう１名付ける場合もあるという形にしているので、ですからそう考えると、そんなに

プラスでもないかもしれないなぁと思います。でも、その分の補助はいただいています。 

 

（渋沢構成員） 

やられている取り組みが、千葉県を含め全国で一般化できることは可能だと思いますか。

できるとしたら、その必要な条件とか、できないとしたらその理由とか教えていただけますか。 

 

（加藤講師） 

人員的なことに関しては、プラスされている人員なので、だからできるんでしょと言われたら、
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そうですねって言うしかないかもしれないんですけど、ただその、できますかと聞かれると、楽

ではないけれどそんなに難しくはないですと答えるでしょうね、僕らにとっては。何ができるか

できないかってよくわからないんですけど、僕これでも一応管理者だったんですけれど、管理

者がその気になるとたぶん現場が付いてくるなというのは、すごく感じていました、僕は。しか

もほとんどが若いスタッフだったので、ほとんど２０代なんですよ、だから３年ぐらい経つとどっ

かに引っ張られちゃう、法人の他の事業所とかに引っ張られちゃういいスタッフたちなんです

けど、だけど１年目スタッフも２年目になるとちゃんとしているというか、それはたぶん逆に若い

からできたのかなと思うところがあって、逆に若い人たちに僕らが近づいていくと一緒に何か

できちゃう、みたいなところを感じていました。だから下町ロケットが僕はすごい大好きで、下

町ロケットのつもりでやっていました。 

 

（荒井構成員） 

いわゆるグループホームに、先ほどの話だと自分の法人のグループホームに移行されると

いう話だと思うんですが、その先というか、先ほど話の中にあったように、私の中ではグループ

ホームっていってもユニットケア的な要素がものすごくあるなと思ってですね、そういった意味

で例えば一人暮らしの支援みたいなことも含めて、どのようにイメージをされてやられたのかと

いうことと、またそれが実現できるのかってことだったりとか、それに対する取り組み方とかを、

ちょっと教えていただければと思います。 

 

（加藤講師） 

はい。グループホームがベストだとは僕らはまったく思ってないです。テーマは地域で暮ら

すなので、地域で暮らすための方法としては一人暮らしが当然あります。グループも当然あり

ます。ただし、金銭的なことの現実も考えなきゃならなかったんです。彼らにとって、例えば、

年金が入ります。特別障害者手当も加えて１０万ぐらいと考えます。作業工賃がなかなか稼げ

ない方もいらっしゃいます。そうなると１０万ちょっとで暮らせるかとなると少なくとも札幌の街中

では一人暮らしはかなり厳しいです。生活保護を使うという方法もあるでしょうが、それを選択

しないとするとやはり難しいです。そうなると、もし工賃を稼げるようになったらチャンスがありま

す。あるいはものすごい時給をもらったらできるかもしれません。だけど現実問題としてなかな

か皆を一人暮らしにはもっていけないかもしれない、だけどグループホームだったら４人でシ

ェアハウスみたいになんとかいけると考えたときに、まずグループホームっていう戦略をとった

ということでご理解いただきたいと思うんです。制度が変わったり、彼らの金銭環境が変わった

ら、もちろんチャンスが、また違うチャンスがあると思っています。で、グループホームに行って

も厳しかった人もいます、一人だけ。それは支援が云々じゃなくって、グループホームでも刺

激が多かったんです。４人でも厳しかったという人がいて、その方は一人暮らしに転向しまし

た。行政担当者には相当お世話になりました。ヘルパーさんをこれだけ付けてほしいだとか。

アパートの家賃も安いところで角のはじっこで探すとか、食費などの経費をどう抑えるかとか、

担当スタッフたちは本当にいろんなことを考えていましたけど、その方は今も一人で暮らして

います。でもそれが全部の人にできたらすごくいいと思いますけど、なかなかそうもいかないこ

ともあるわけで、僕らは地域で暮らすことがまず大事だよねと思っているということです。 
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（大屋副議長） 

私も２回ほど見に行ったことありますけれども、大変素晴らしい実践だと思うんですね。で、

千葉県と北海道との人口が、先ほどの渋沢構成員の質問と被りますけど、札幌だけで２００万

人ぐらいですね。自閉症の人の発生率はほとんど変わらないはずなんだし、強度行動障害の

人は自閉症とは同じではないかもしれないけど、重い障害を持った人の数はほぼ同じぐらい

いらっしゃるんじゃないかと思うので、実際には千葉県内において、何らかの施設において、

もしくは何らかの支援、もしくは家庭がすごい頑張っているとか含めて、みんな暮らしているわ

けですよね、おそらくね。ですからその中のシステムとして、このような本当に卒業する前から、

そういうルートがありますっていうことが札幌市の場合は非常に、親の方から見るとある意味で

安心できるようなシステムができているという点で千葉県と違うかもしれないけど、千葉県内で

も何らかの形ではそれをどこかで、誰かがやってるということじゃないかなと私は思っていて、

ものすごい不幸になっている人はそんなにはいないんじゃないかなと思うんですが、その辺

傍から見ていかがですか。 

 

（加藤講師） 

千葉県のことはわからないですけど、たぶん、はるにれの里の理事長の思いの中に、グル

ープホーム戦略をすごく展開したということの中に、もちろん自閉症の方々の刺激を軽減して

あげるというか、本当に楽な生活のためには少人数の方が絶対いいよね、現実的にはグルー

プホームという制度が合致したよね、っていうのがあると思うんですけど、もう一つ、たぶん理

事長の中にあったのは、親御さんが年をとったら楽をさせてあげたいっていうのがすごくある

方なんですよ。もう子どもは自立させればいいじゃないですかっていうか、それは入所でもど

こでもいいんだけども、それで親御さんが親御さんの、自分の人生をちょっと楽しんでほしい

よねっていうのが、相当ある人だなって僕は思っています。ですから、そういう意味で、そうい

う思いを持っている方はたぶん、あちこちの地域にそこそこたくさんいらっしゃるはずなので、

そういう方々が福祉の中心メンバーになってさえいれば、悪い地域にはならないだろうなとい

うふうなお答えでどうでしょう。 

 

（樋口構成員） 

私も数年前に見学させていただきまして、その節はありがとうございました。お話の中で聞

き漏らしたのかもしれませんけども、グループホームへ移住された方の中から出戻りといいま

すか、入所へと戻らざるを得なかったとか、そういったケースがございましたら、またその理由

とかありましたら教えていただけますか。 

 

（加藤講師） 

ゆいを経由してグループホームを出られた方々の中で、２名ほど一旦ゆいに戻っています。

戻った理由は、支援が行き詰まってしまうことがあったというか、ガクンと調子が落ちちゃった

んです。ガクンと調子が落ちちゃった時に、やっぱり環境を変えないと切り替えが難しいという

のがあって、であればもう一回、ゆいに戻ってもいいんじゃない、戻ってもう一回ここからやり

直せばいいよねって形にした方がいらっしゃいます。ただし、ちゃんともう一回ご自分のグル

ープホームに戻ってます。同じ場所に戻ることができました。 
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（事務局） 

それでは、時間の関係もございますので、ここで議題に移りたいと思います。なお、加藤様

にはこの後の議事の意見交換にも御参加いただけるということでございますので、よろしくお

願いいたします。それでは、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、議事に入りたいと思います。円滑な進行に御協力をぜひよろしくお願いいたし

ます。はじめに、議題（１）「更生園の今後について」、事務局から説明をお願いします。 

 

＜資料１－１、１－２により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、事務局の方から「更生園の今後について」説明がございました。 

前回は、県立施設か、民間施設かという形で議論を進めてまいりましたが、今回は、１点目

の「県内全域での強度行動障害者支援システムの構築」について、さらに２点目は「医療的

配慮を必要とする知的障害者への支援」、こういった視点から、まず意見をいただければと思

います。いかがでしょうか。 

 

（渋沢構成員） 

前回申し上げたことなどの焼き直しに近い発言になってしまうのですが、強度行動障害の

方などで行き場所に苦慮している経験っていうのが僕自身、中核センターや相談の仕事をし

ている中では時々あるんです。それは地域の仕事をしていると誰でもあると思うんですけども、

ある時にはもうそれこそあちこち電話させていただいて、みたいな対応をとっているわけで、

一つは、例えば僕が大変だと思ってらっしゃる方と、佐藤構成員が千葉で大変だと思ってる

方のどっちが大変かって僕にはわからない。みえないで、重障心身障害の施設なんかだと、

数が少ないこともあって、施設で連絡をとって緊急度を施設の間で調整するみたいな仕組み

を作ってるというふうな話を聞いたことがあって、強行の方々についてもそういうことができな

いかっていうのが希望というか、それにはひょっとしたら、何か困ってるというふうに肌感覚で

は感じていても、ちょっとこの検討会議がどれくらいの周期で意識されているのかわかんない

んですけども、現況の調査みたいなことをやる必要があるんじゃないかな、というふうな気もし

ています。調整が足りないから困っているのか、やっぱり受け入れる入れ物として足りないの

かというのは、ひょっとしたら調査していかないと見えないないんじゃないかなと思えます。 

 

（志賀議員） 

ありがとうございます。今、実際の調査というかニーズが強度行動障害の話ということですよ

ね、目の前でそういった相談は受けるけれども、実態としてどれくらいあって、受け皿がどれく

らいあるかというのはなかなか把握できてないというような話なんですけど、これについて何か

もう少しご意見はないですか。 
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（荒井構成員） 

そういった意味では、たぶん感覚の話になるだろうと思うんですけど、おそらく本当に切羽

詰まっていたら、民間であろうが公のところであろうが、絶対にどこか受け止めてるんだと思う

んですね。それをいわゆる、公としてやらなくちゃいけない意味って何処に見出すのか、です

かね。受け止めて、じゃあその後どうするのかという整理だったりとか、多分そこの線引きがす

ごく難しい現象があるんですよね。そういった意味で本当に切羽詰まっている人っていうのは、

おそらく待機じゃないんですよね。だってもう今の時点どうしようって話だと思うので、多分どこ

かが必ず支えているんだと思うんです。それが何か、昔だったら行政がやらざるを得なかった

のをやってきたのが、もう民間がそれだけ今進んできて、おそらく民間でやってるのが、今の

議論の流れなのかなという気もしていて、何かそんな感覚なんですよね。先ほどの、はるにれ

さんのように 2000 万円出したら民間でできるのかとか、5 億円だったら 25 か所に 2000 万円ず

つ出したら今の県内の入所施設さんで同じようなことができるのかとか、何かそういうことでも

ないのかと思ったりとかですね、何かそこの考え方がものすごく難しいのを感じてるんですが、

そういった意味では調査をすればいいのかとか、待機の話はずっと前回も出てますけど、そこ

の概念をどこに置くのかということなんかが正直難しいなと思いました。 

 

（小林構成員） 

加藤さんにちょっとお聞きしたいんですけど、札幌は 200 万の人口なんですか。 

 

（加藤講師） 

200 万弱ですね。 

 

（小林構成員） 

それで結局、ゆいを利用するに当たって、利用できる順位って決まってるんですか。 

 

（加藤講師） 

一応順位っていうか、受付順にはなるんですけど、その順位通りにはいかないです。切羽

詰まっている状況の人から決まります。 

 

（小林構成員） 

法人が選考してやっている。 

 

（加藤講師） 

そうですね、もちろん札幌市も含めての相談ですけど。 

 

（小林構成員） 

今の話と同じく、千葉県に強行がいるよと言うんだけど、本当に何処にどの程度の人がいる

のかということを、実は千葉県の中でわかんないんですね。ロングステイでやってる方もいる

だろうし、精神病院に入ってる方も実際いるし、後は千葉県が受け止めないので、北海道の
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札幌光の森学園っていう施設に行ってお亡くなりになった方もいます。そういう現実の中で、

やっぱり地域の中でどのくらいいらっしゃるのかというのが、実はわからないんだろうなってい

うのが一点なんです。二つ目が、じゃあ先ほどはるにれの木村理事長さんの熱意で引っ張っ

てきたよと、そして加藤さんの熱意で引っ張ったんだよっていう話がありますけど、まあ北海道

っていったら後、おしまコロニーさんとかも有名で実践をやってますけれど、北海道の、例え

ば旭川でも釧路でも紋別でも稚内でも、当たり前の様に強行グループホーム、まあ地域での

生活、強度行動障害の、そういうのって進んだんですかね。というのは千葉県の中でも、要す

るに県の一か所主義じゃなくて本当に地域の中で暮らすってことを考えたときに、北海道だと

そんなの当たり前なんですよというのであれば、我々は、社会福祉法人も学んでいかなきゃ

いけないと思うんですけど、もう二大巨頭が北海道にあるよと、はるにれさんと、おしまさん  

だよという感じのようにしか私は思ってないですけど、その辺の実態、あるいは何が欠けて北

海道にこれだけの先駆的な施設があって広がらなかった、広がっていないとするならば、その

広がらないポイントって何か、教えてもらえたら。 

 

（加藤講師） 

北海道を代表して言う羽目になって嫌なんですけど、広がっているかと問われたら、おっし

ゃる通り、ものすごく広がっているとは言い難いでしょうね。例えば、ちょっと地方の入所の施

設から受けてくれないかという電話は必ず来ます。だけど札幌市じゃないので本当すいませ

んっていうしかないっていう状況です。ただ、強度行動障害の支援者養成研修が始まって、も

っと顔見知りになれた人たちがいるので、その方々と付き合うことは増えました。もっと楽に付

き合えるようになったってこと。ただし法人として、強度行動障害のある方を何人かはみるけど

沢山みるぞっていう、その壁を超える法人を僕はあまり知らないです、それは北海道だけでは

ないと思いますが。そこにあんまり旨みがあるような無いような、いろいろなこうリスクが当然あ

るので難しいですけどね。北海道もそれは変わらないです。だからものすごく広がっていると

言うことはやはりできないですね。 

 

（小林構成員） 

ここなんかで当然ながら議論されてるんですけど、やっぱり事業団が１７人強行、１７人か 

１８人集めたけど一人も地域に帰らなかったというのは、もともとその地域から隔離しないで、

その方の住んでいる周辺のところの社会福祉法人を育てていく方が、私は大切なんじゃない

かなと思うんですけど。まあ札幌は札幌だから良かったんだけど、もしこれが道立の施設だっ

たら、北海道の各地から集めたとしても、その道立施設の周辺にしか城下町ができないみた

いな感じになって、地域移行にはならないんじゃないのかなというのが自分の感想なんです

けど。まあ、この会議の中でもその辺の視点をもって、事業団に集めようっていう考え方では

ないんじゃないのかなっていうふうに思うんですが。 

 

（弓家田構成員） 

今日たまたま、ここに来る前に市の障害福祉の担当者とお話する機会があって、そこで聞

いた話なんですけど、やはり市も、強度行動障害の方で袖ケ浦福祉センターにも受け入れて

もらえず、民間の方にも受け入れてもらえずに、一人の方は病院に入院しちゃった。一人の
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方は県外の方に行っちゃったということがありました。ですから、実際に今、やっぱりすべての

方が受け入れてもらえている状態にないということが実態のようなんですよ。ちょっと福祉セン

ターとも関係するんですけど、皆さんのところに別紙でカラーのページがありますので、そこを

紹介させていただきたいです。これは私が持っているイメージで、しかもあくまでもサンプルな

ので、正しいかどうかちょっとわかりませんけれど、私にはこう見えますということで見ていただ

ければと思うのですが、この富士山みたいな恰好の絵が何を意味しているかと言いますと、こ

れが障害者の集合というイメージです。上に行けば行くほど障害の程度がひどい、すなわち

手のかかるというか、例えば強度行動障害の方であれば、何人もかからなければおさえきれ

ないような非常に扱いの難しい方、それから医療の方で言うと、やはり何か医療的な措置が

必要であって、なかなか普通の所では面倒をみられないという方が、上に行けば行くほどそう

いう方ということで、ざっくり言いますと、最初の考え方はとにかく上を県立がみて下が民間が

やるんだよという形でスタートしてると思います。ちょっとその裏を見ていただきますと、三つ目

の図があって、では一体今、袖ケ浦福祉センターってどういうところの領域の面倒をみてるの

かなと思って書いたのが、私のイメージはこのピンク色のところかなと。この D って書いてある

ところは民間の施設、確かに今までと違って少し上の難しいところまで確かに入り込んできて

いるというか、そこでも面倒をみられるようになってきているということは感じていますので、そ

こは D の領域、それと同じ高さの所の人たちが相変わらず C の福祉センターの中にも残って

いると。一方で、なかなか民間に移せないで相変わらず福祉センターにずっといざるを得な

いみたいな B の人っていうのもいるんだろうということで書いてみました。もう一つ、今日先ほ

ど言いましたように、そうは言っても福祉センターにも入れないし、民間の所でも面倒をみても

らえなくて結局病院に行ったり、県外に行ったりしなければならない。あるいは医療面でいうと、

私の子どもみたいに、胃ろうを付けたところということになると袖ケ浦福祉センターで面倒をみ

てもらえなくて、行くところがないと。それ以外の、いわゆる病院の付帯型の医療型のところに

も入れなくてということで、結構 A の人っているんじゃないかなというように思うんです。これを

ぜひ、先ほど医療関係のところについては少し調査をして、いったいどういう人たちがどのくら

いの数いて、なぜ移れないのかということを調べるということを言われたと思うんですけど、是

非、医療もさることながら、先ほどの高度障害の方も、こういう方ってどうもおられるんだろうと

思うんです。じゃあその県立を、前回の場合残すべきか残さないべきかという議論があって、

私はやっぱり県立必要ですよ、セーフティネットとして、ある意味民間ができるところには民間

にどんどん移していって、そうでない部分というのはやっぱり要るんじゃないですかっていうの

が私の立場だったんですけど、要はこの図で、一番下の最後の図のところの、Ｃのところは民

間に移っていただくと。B の領域は福祉センターのところに残るんですけど、それだけではな

くて、今行くところがなくて困っている A の領域の人はいるというふうに、我々いくつか実際の

話も聞いていますし、うちの子どももそうですし、それを考えてみると、この面積がこんなに広く

ないとかもっと狭いとかそういう議論はあるかもしれないので、これはあくまでも私の点だけの

情報なのでこの面積論が正しいかどうかというのはちょっと置いておいていただいて、イメー

ジからすると、そうは言っても A はありそうだよねということで、県立を残すとしたら A と B の領

域をカバーしてくれるところがほしいなというのが利用者側からとしての意見なんですよ。もう

一つ、先ほど病院に行ったという人がいて、ある意味病院で生活するのも一つの手段としてあ

りなのではないかという意見もあるかもしれないのですけれど、私の子どもの例を一つ紹介さ



11 
 

せていただきますと、胃ろうを付けるようになって、いわゆる障害者支援施設で面倒をみても

らえなくなって病院に入りました。その結果何が起こったのかといいますと、MRSA、院内感染

ってありますよね、あれに見事に引っかかっちゃって、全然わからなくて、あるときにいくら抗

生剤を入れても熱が下がらない、どうにもならないというので、急遽、助けてくれるところはな

いんだろうかということで、国府台病院に行ったら、もう MRSA が体中に回っちゃっていると。こ

れはひょっとすると、最悪のことも考えなくちゃいけませんよみたいな、そんな様なことがあっ

て、手術と新たに効く抗生剤とを活用して何とかその菌は防げたんですけど、まあそういう状

態です。何が言いたいかと言いますと、やはり障害者の生活する場として、病院というのは一

時的に預かってもらうというのはありかもしれませんけど、そこで長期いるところじゃないですよ

と。やっぱりそれは障害者の幸せには通じないはずなので、やっぱり私はこの福祉センター

で面倒をみてもらえたらいいなと、ここの機能をもう少し拡張して少し受け皿を増やしたらいい

んのではないかと思うと同時に、もしそうでないとしたらやはり、どこかそういう機能を持ったと

ころを考えていただきたいなと、県の方には実際の調査のことを、今後どうしたらいいかという

のをやっていただければありがたいなということで希望します。 

 

（議長） 

ありがとうございました。他にご意見は。 

 

（相馬構成員） 

前回の議論で、センターに１６人の強行の方を集めたことの是非が議論されたと思います

けれども、実際平成１６年にこの事業が始まりまして、現在１１名残っていらっしゃいます。先

ほどの「ゆい」のお話にもあったとおり、なかなか出口が見えなかったというところでもう十数年

経てるんですけども、おそらくその当時といいますのは、相談支援の考え方がなかったような

気がして、事業者である事業団と行政とだけやり取りをして、出口を一生懸命探していたとい

う記憶があるんですね。ですから今回のお話で、ゆいのような、いわゆる中間的な施設といい

ますか、それと相談支援がくっつくことによって、おそらく千葉県内の強度行動障害の方たち

の支援と、その先の出口をしっかりと整えることができるのではないだろうかというふうなことを

実は考えているところです。それと、一応そういうことを当事者の団体として十数年を振り返っ

てみますと、考えられることだというふうなことをお話したいと考えております。 

 

（大屋副議長） 

今のお二人のお話について、先に相馬構成員のお話からちょっとお話しさせていただくと、

今、強度行動障害の方々１６名を集めるということについて最も旗を振ったのは私なんですね、

自閉症協会が、全国的にそういうことがありますのでそういう施設を作ってくださいということで、

そよかぜ荘ができたときの祝辞を話したのも私です。そこからその後、ずっと支援に関して、

委員長をずっとやったのも私です。でもその間に、相馬構成員も委員でずっといらっしゃった

わけですけど、残念ながら実質的には一人も外に出ることができず、しかも亡くなってますよ

ね、何人か。その事業の間に亡くなってるんですよね、非常に私にとっては痛恨の極みであり

ます。そういう点からすると、やはり集めてうまくいく場合もあるんだけど、今回に関しては集め

てうまく行ったとはとても言えない状態だったことは間違いなくて、そこに何が問題か、今おっ
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しゃった相談支援という部分が足りなかったことは確かに一つの要因としてあるかもしれない

し、支援力が足りなかったというのもあるかもしれないし、いろいろな要因があると思うんです

が、十数年やってうまくいってないものはなかなか難しいというふうに現時点では評価されて

いるわけです、進捗会議でも検証委員会でも。もう一個は、弓家田構成員がおっしゃった件

は、ご本人の話からすると本当に私も同じ親として、非常に辛い思いをされて、そのときのご

心配が如何なものだったかと思います。ご本人はおっしっているとおり、裏のページの上の A

の部分というのはそんなに広くはないんじゃないかと私は思います。実際に A の大部分は民

間施設でやってるんだけど、ただAのそういう人がいることが確かであれば、そこは何とかしな

いといけないことは間違いないと思うんですね。もう一つは、強度行動障害という方の中には、

やはり福祉施設では無理な人がたくさんいるんですね。これは強度行動障害の厚生労働省

の研究班でもそうですけど、三分の一ぐらいは福祉施設ではとてもみられない、医療対応が

必要な人というのはいるんですよ。このへんは志賀議長の方がずっと詳しいと思うんですけど。

そいう方については病院の方が良い場合があります。しかしながら病院にしても何にしても、

次どこに行くのかっていう、やっぱり有期限なんですよね、当然。有期限でなきゃいけないと

いうことはあります。その点が、先ほど、ゆいというのは極めて優れたシステムでやっていらっ

しゃると思うし、それが全県的にまだできていないかもしれないけれども、そこの部分を今後、

一人でもそういう不幸なことが起こらないようにするようなネットを作る。最終的な部分というの

は、先ほどから出ている、地域で暮らす方が、強度行動障害の人は落ち着くことが圧倒的に

多いですね、私の経験でも。それは一人で暮らしてる方が絶対落ち着くんですね。ただそれ

がお金の問題でできないとさっきおっしゃいましたけど、そこを目指してどういうふうにしていく

かという部分でセーフティネットを考えていく必要があると思うんですね。何点かあって申し訳

ないんですが、もう一点、先ほど渋沢構成員や荒井構成員がおっしゃいましたけど、緊急とい

うのが、荒井構成員がまさにおっしゃったように、本当の、突然親が倒れましたとか、そういう

緊急というところと、何ヶ月かぐらいの、今申し上げた通過施設的な部分と、二つに分けた方

がいいんじゃないかなというふうに思います。そういうことで、問題提起的ですが以上です。 

 

（荒井構成員） 

そういった意味で、私の中では緊急というのはそういう概念だと思っているので、親御さん

が将来的な心配があることも含めてどうするのか、ここの議論っていうのは公であるのか民間

であるのかって話だと思っているので、どこの部分が公として必ずやらなくちゃいけないのか、

これをやろうとしたときに、先ほど相馬構成員がおっしゃられた出口の話でも、はるにれさんも

結局、結局ってすごく語弊がある言葉ですが、自前でグループホーム作らざるを得ない。これ

をずっとやって行くのか、結局受け止めて出す手段としては自前でやるしかないので、それを

行政がずっとやり続けるのかって話なんだと思うんですね。だとすると私は小林構成員がおっ

しゃられたような、民間に力をつけてもらうような取組をしていかないと、将来的には続かない

んだと思うんですね。というのがそこの議論の整理なのかなって気もしていて、そこの部分と、

ただ一方で切羽詰まってすぐに受け止めなくちゃいけない、セーフティネット的な機能という

のが民間でずっとやり続けられるのかというと、結局キャパシティの問題があるので、どこかで

そういうものは用意しなくちゃいけない。ただここをどのタイミングでどこに移っていくのかって

整理だったりとか、そこもパンクしたら意味がないので、そこの部分という難しさがあるなってい
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うのがなんとなく感じるところです。 

 

（志賀議長） 

緊急の受け入れ、強度行動障害の問題中心に今いくつかお話があったので、「地域に移

行する」、つまり地域に出す方ではなく、受け入れについてもう少し聞きたいと思います。せっ

かく加藤さんに来ていただいているので。今の袖ケ浦福祉センターは、県立施設で、指定管

理として事業団が運営しています。加藤さんが今日紹介していたのは札幌市の施設では、社

会福祉法人はるにれの里が運営しています。はるにれの里はグループホームをたくさん運営

しています。入所施設ももう一つありますが、それは民民ですよね。民立・民営です。その施

設と市立の、いわゆる公設の施設としてやってらっしゃる「ゆい」とでは、利用者の入所の段階

の違いが少しあるのかどうか、その辺ちょっと教えてもらいたいです。 

 

（志賀議長） 

緊急の受け入れ、強度行動障害の問題中心に今いくつかお話があったので、地域に移行、

出す方じゃなくて、加藤さんにせっかく来ていただいているので少し聞きたいことがありまして、

今の袖ケ浦福祉センターを県立の施設で指定管理で事業団が運営されている。加藤さんが

今日紹介していたのは札幌市の施設で社会福祉法人はるにれの里が運営されている。はる

にれの里さんはグループホームはたくさんあります、入所施設としてももう一つ、それは民民

ですよね、民立で民営の、そこと市立の、いわゆる公的な施設としてやってらっしゃるゆいと

の入所の段階の違いが少しあるのかどうか、その辺ちょっと教えてもらいたいです。 

 

（加藤講師） 

当然指定管理の更新をするときにはプレゼンをしなければならないわけですよね。ライバ

ルが出るのももちろん OK です。でも今までライバルが出たことがない、最初だけライバルが

いたけどそこから先はライバルなしで、自分達で更新のプレゼンをして OK ですっていう承諾

をいただいて更新してきたっていう歴史があります。もちろんライバルがいてもいなくてもやる

ことは変わんないんですけど、そのときに、最初の頃の札幌市とのミッションの共有というとこ

ろとしては、さっき言ったのぞみ学園さんの移行者を確実に受けていくってことがすごく大き

かったと思います。加齢児、市が抱えてらっしゃる加齢児の方々を早く成人のところで処遇さ

せてあげたいという思いがあって、それがすごく大きかった。ですからのぞみ学園さんとの定

期会議も頻繁に行われていて、次はこの人、次はこの人って、よく話し合いをしていました。

それが落ち着いた段階で、落ち着く前からもそうなんですけど、指定管理の施設と、他の施設

とどう違いを出すのかということは当然僕らも考えなくてはならなかったわけですよ。モデル性

というか先駆性というか、そこを出さなくてはならない。そのときには国立のぞみの園さんの事

業は参考にしていました。ですから違う施設で行き詰っている方々を受けて、でも一年だけ受

けます。一年経ったら申し訳ないけどお戻ししますので、そちらで地域移行等を考えていた

だけますかっていう事業に４、５年前くらいに取り組んだこともあります。最近は札幌市内の場

合ですと、入所施設の場合には、そこにはあまり手を挙げてこないというか、自分たちで頑張

りますよみたいなところは結構多くなってきたかなと思います。ただゆいは発達障害者支援セ

ンターと連動して事業やってるんですよ、そうするとそこのコンサルテーション、入所で受ける
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のではなくてコンサルテーションの要請があった場合には、ゆいじゃなくて発達障害者支援セ

ンターのスタッフがいけるみたいな体制も作っているので、入所に預けはしなくてもいいけど、

コンサルテーションをしてほしいっていうところは結構ある。でも入所をさせて何とか、というと

ころはあんまり最近聞かないっていう事情です。先ほど、強度行動障害の支援が北海道でも

のすごく広がっているとはやはり言えないですねと言ったのですが、少なくとも何となく、全道

とは言わないけど箇所かはまあまあけっこう頑張ってるよねというところはきているなという感じ

はあります。そのための自閉症援助技術研究会っていう施設の会員、会員勉強会ですが、そ

の事務局をやっていたので、そういう意味ではリーダー性、モデル性みたいなところの研修を

うったりということはやってきていました。そこを自分たちのひとつの存在価値にしないといけ

ないとは思ってはいました。後は、これから強度行動障害だけで、果たしてモデル性のある入

所ってなるのかどうかっていうことで、正式な議論というわけでは全然なかったですが、札幌

市とそういう話をしはじめたところでした。ユニット制なので、強度行動障害棟もあるけど、二十

代のアスペルガー系の、家でちょっと大変な人たちとか、あるいは子供とか、そういう方の、あ

るいは高齢者とか、そういうのも考えていかなくてはならないかねって話をしてましたけど、ま

た指定期間が途中だったりしますし、札幌市では強度行動障害対応と思って作っている施設

ではあるから、そういった中で条例を変えたりいろいろ手続きがあるみたいなんですけど、漠

然とした話ではあったのですが、そんな話もしていました。 

 

（志賀議長） 

今の話を聞くと、モデル事業で、モデルというか指定管理で強度行動障害を中心に有期限

で地域に出していって、３０人定員だけども、定員よりも多い人数をどんどん地域に出してい

き、年数が経過すると強度行動障害だけではなく、様々な地域のニーズに対応し、さらに、他

の施設のコンサルテーションをやっていて、ある程度の人については、他でも受けられるとい

うような感じになっていた。 

 

（加藤講師） 

そういう感じになればいいなあと思いつつやっていたということですね。強度行動障害に関

しては、コンサルテーションは発達障害者支援センターの機能も使ってやってましたよという

話です。 

 

（渋沢構成員） 

今の話を伺って思ったこととさっき大屋構成員が言われたこととかあれなんですけど、親御

さんが倒れたとか本当に緊急だと、皆さんのようなところとかお気持ちのある施設だけ、大体

受けてくれるんですよね。大体ってことないですけど、よくお願いすると。ただ何というか、じわ

じわとうちにずっと居続けているけどなかなか行き場所見つからないとか、あとこの頃、何だか

とっても嫌だなと思ってるのは、うちの施設とかグループホームとか、みられないから出て行っ

てくれっていう人って結構いて、何かそれってどっか探さないといけないんだけど、何かお願

いしにくいんですよね、こっちでちゃんとやっていないのに何でつけかえるんだみたいな。で、

今お話を伺って思ったんですけど、やっぱり何かそういうところも底上げして行くような、何か

仕組みというか仕掛けを考えていかないと、僕だけじゃなくて困っている人もたくさんいて、病
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院にお願いせざるを得なかったり、それが適当なのかどうかは、本当に申し訳ないんですけ

どもそういうところしか受け場がないので、今言われたような何かそういうところ底上げしていく

ような何か仕掛け考えていかないといけないんじゃないかなと。まあ民間なのか公立なのかは

ちょっと今の時点ではわからないんですけども、そう思いました。 

 

（小林構成員） 

先ほど相馬構成員が言ってた１６人の卒業生がいなかったのは相談支援がなかったからだ

っていう話は、分析としては甘いと私は思っています。もともと出なかった理由というのは我々

施設側にしてみると、戻っても現実としては集団生活ですと２５人とか、今ユニットが進んでき

たとしても１５人とか、そういった中に戻した時に不安定になるだけですよ。あるいは、最近は

やや専門性が高まってきましたけども、スーパーバイザーが入ってる袖ケ浦福祉センターと違

って、強度行動障害の人たちを受け止める専門性が、やはり不足するという感じが実感として

ある。あるいは民間より２倍、下手すると３倍近い人員配置の中で処遇されているものを受け

なさいと言っても受けられないんじゃないかっていう中で受けてこなかったんです。別に相談

がなかったからだけではないんですね。じゃあこれから民間に拠点をさらに強化していくって

ことであるならば、そういったことを配慮したものの受け皿を作っていく、ソフト面・ハード面の

部分が必要なんじゃないかなと思うんです。それともう一つ、今の弓家田構成員の資料の中

で最後に袖ケ浦福祉センター、いわゆるここに県立って入れてもらいたいんですけど、県立

袖ケ浦福祉センターは A と B で富士山の山のトップをとりますって。大屋構成員にお聞きしま

すが、県立がんセンターは、癌の治療に関してはトップなんでしょうか。それとも千葉県の中

には、大学の付属病院とか、あるいは地域の中の拠点病院でも、充分がんの治療に関しては

県立がんセンターに負けないレベルの治療ができるんでしょうか。私は何が言いたのかという

と、本来はその地域の近くの中で最高のサービスを受けられる千葉県づくりが必要なんじゃな

いかなと思ってお話ししてるんですけど、ともするとこの県立袖ケ浦福祉センターっていうとこ

ろに一点豪華主義であるんだろうか、じゃあ医療の場合はどうなってるのかなという事でお聞

きしたいんですけども。 

 

（大屋副議長） 

それが参考になることだかどうかについては大変疑問はありますが、単純な答えで言えば

県立がんセンターが最もレベルが高いということではもちろんない。まあ県内に２０～３０ある

癌をたくさんやっている病院のなかの一つということだと思いますし、まあ残念ながら県立がん

センターは大変問題を次から次から起こしてくださって、ご存知ですよね、そういう点ではちょ

っと色々ミソを付けている部分もありますので、県内にそういう医療機関はたくさんあることは

確かです。ただ福祉に関して言うと、公立はあんまりないでしょうからね、民間が圧倒的に多

いでしょうし、またこういう言い方したら悪いですけど、医師ってある程度水準の均質のレベル

を保っている人がそれなりに大量にいるわけですよね。そこと、福祉の場合の標準化された

支援っていうのとは、ちょっと違う点があるかなとは思いますけども、単純に言えば県立がんセ

ンターが千葉県でナンバーワンっていうわけではなくて、ナンバーワンの一つかもしれません

けど、ナンバーワンではないかもしれませんね。 
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（千日構成員） 

千日と申します。ありがとうございました。ゆいさんの指定管理ということで、全体的な一つ

のコンセプトを表してその計画通りに進めなくてはいけないと。地域移行にするということなの

で、ただ札幌市の、あるいは北海道で強度行動障害はやっぱりゆいに頼もうね、というものが

強いのかどうか。先ほどあまり展開が広がっていないというのは、指定管理でゆいさんが強行

の入所をやっていて、有期限で出していくんだというコンセプトに基づいて、全法人、全道の、

あるいは全国からも電話があるということですけど、強行はあそこにやっぱり頼もうというものな

のか、そこをお聞きしたい。 

 

（加藤講師） 

各施設の底上げというか、どの施設も強度行動障害の人たちがバンバン来いよっていうふ

うになっているとは思っていません。できれば避けたいと思っている施設がたくさんあるのは

事実だと思います。ただ、受けたものに関してはやるしかないよねって風潮に、少なくとも札

幌市の周りの施設の方々はなってるなっていう気はしています。ゆいの事業が始まった最初

は、お宅のところが専門なんだからうちの大変な人を受けるんだよねっていうようなご要望もあ

りました。だけど、もうゆいの定員は満杯になっているわけで、満杯なんですよっていうことを

言い続けていたら、いい意味であんまり期待されなくなってきたなとか。次も決まっちゃってる

んですよね、やっぱり無理ですよねみたいな感じになってきていたのはあるかもしれません。

ただし、僕らとして、ゆいに次に入れる人はどちらかというと、やっぱり若くて元気溌剌で、物

がたくさん壊れる人が優先だったのは事実です。大変だけど四十超えてるんだったら今の環

境の方がいいんじゃないですかね、という感じの返答を続けてきたのも確かに事実かもしれま

せん。そうなると自分たちでやるしかないのかな、みたいな感じになっていったのかなと。本当

はそれが良いかどうかはわかりません。ただし、何でもかんでもゆいに、となるのは絶対無理

だと思っていたので。まずゆいで僕らは僕らでやります。同じような支援でうまくいくんだったら

まねしてくださいって。あるいは僕らのところでちょっとお預かりすることもできます。僕らのとこ

ろからコンサルテーションすることもできますっていう、そういう戦略を取らざるを得なかったの

かもしれないです。それが良いかどうかは僕には全くわかりませんけど。 

 

（千日構成員） 

指定管理って、私の法人も指定管理をやるんですけども、やはりプロポーザルでやることで

全面的に、法人全体でバックアップをしていくというところも非常に必要になってくるので、今

回のこの事業団の、袖ケ浦福祉センターが民間か県立かと言ったときに、民間となったときに

これが非常に体力のある法人でなければできないというものにしてはいけないと思うんです。

加藤さんも言われたように、実績としては強行の方たちの対応については少人数が良いとい

うこと。今、袖ケ浦でも新しく建物は建てないとはなってはいますけども、県立施設というのは

千葉県の全県下に点在をして、そこに県立の職員をそろえてサービスを継続していくというの

はとても大変だと思うんです。まず一つは短期入所という緊急という定義と、有期限であるか

長期的であるか、入所というものは確実に分離しなければいけない。船橋の拠点事業の方の、

今検討中のところでは、緊急時の対応は七日までとか、出口支援をどうするのかということを

今議論して、やもすれば短期入所で預かるけども、そこがもうずっと終の棲家になるような、ロ
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ングになってしまっている実態から、どこでも緊急対応というのは大きな課題があるので期間

を設けましょうと。そして別なところは入所ということも含めて考えていきましょうと。このことを考

えると、県立でやるには限界があるというのは自ずと感じるわけです。そして、どの法人でも、

できる範囲の土地も莫大な土地を持っていないといけませんから、強行はみんな、どこか一

か所にいるわけではありませんから、房総から松戸の方までいろいろなところにいることを考

えると、やはり民間の法人に小規模なもので強行の対応をするというものを、全域の中で構築

していく。これは移動だけでも大変なことですから、この辺のことも含めて長期的なことを考え

ると、やはりある程度の予算は必要となると思いますけども。民間にどんどん委ねていくという

ことが賢いんじゃないかなと、そんなふうな意見でございます。 

 

（佐久間智構成員） 

県の強度行動障害支援者養成研修の事務局も今やらせてもらってるんですけど、そこで

感じるのが、先ほどの弓家田さんのお話聞いて、結局この大きな富士山の山の頂上の部分を

一か所で請け負うのは非常に、今までは上手くいかなかったと。千葉県は１６圏域、今田熊構

成員がやってますけど、もっと小さい山をいっぱい作るのがいいとは思うんですよね。それで、

民間の強行研修の講師とかファシリテーターの方なんかと話していると、県の１６人研修修了

して、本当に熱心な方いっぱいいるんですよね、県内に。私はそう思います。現場サイドの職

員では非常にいっぱいいると思いますけど、やっぱり私も管理者ですけど、この２ページに書

いてありますよね、ハードのあり方、ソフトのあり方。特にソフトのあり方は、人材養成は体制整

備と組織作りと仕組み、それがすべて一体となった、それでハードもやはりそれなりのきちんと

したものが、当然その前に土地も必要ですけど、そういうものがやっぱり法人としていかに整

備できるか、いかに現場の職員が、うちの施設だって何人か受け入れたいと思っても、やっぱ

り旧態の施設では受けられないと、うちではやっぱり厳しいなというふうに当然なっちゃうと思

うんですよね。ですから、県がいかにこのハードと各法人の組織作りに関与してお手伝いでき

るか。そこをしっかり支えられるかがシステム作りのまず第一歩だと思うんです。しかも、以前

課長にも聞いてもらいましたけど、法人って住んでる市で全然違うんですよね、バックアップ

体制が。国の報酬だって、２割違うわけじゃないですか、田舎と都市部では。田舎の法人から

したら、大変なものなんですよ。ちょっとした法人でしたら、年間１億くらいの収入がすぐ変わ

っちゃいますから。全然同じ土俵じゃないんですよ。そのあたりもよく考えてもらって、各いろ

いろな地域で、小さい山をいっぱい作るときに、しっかりハードとソフト、ソフトはエンドレスの

支援ですよね、ハードは作ったときですけど。そういう仕組みをしっかり作っていくお話をここ

で進めて行った方が私はいいと思うし、弓家田構成員の言うように、非常に大変な思いをされ

てる方が、もっと近くで生活できるような、もっと小さいものをいっぱい作った方がいいと私は

思います。 

 

（飯田構成員） 

最初セーフティネットの話ということもありましたので、公立施設、事業団、養育園と言うこと

なんでしょうけど、更生園も養育園もこの５年間は、新規の受入れ、短期入所も含めて受けな

いということなので、この５年間はセーフティネット機能は、果たせていなかったということは言

えるかと思うんですけど、その代わり、我々のような民間施設が担ってきたのは事実かなと思
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っております。ただ、すべてのケースを民間施設が担ってきたかというと、そんなことはやっぱ

り言えなくて、弓家田構成員がおっしゃったように、どこも見てくれる人がいなくて、両親のど

ちらかが仕事を辞めて、家でずっと見ているというケースなどはときどき耳にします。私どもふ

る里学舎では、入所者とは別棟で少人数で対応して、というようなこともやっています。加藤さ

んがお話ししたように、若い職員が頑張って受け入れていると、そうするとそういうところに依

頼が集中してくるんですね。うちのケースもやってくれということで、集中してくるとやはりちょっ

とやりきれないという現状があって、困っております。 

また、ヒントになるかどうかわかりませんけども、受入れにあたっては、強度行動障害、医療

的ケアの人も含めて、地元の医療機関と協力体制を取るようにしております。大屋先生がおっ

しゃたように、福祉だけでは見られないという方はいらっしゃるので、精神科のお医者さんとも

相談して、服薬を変えただけで困った行動障害が治まったケースもありますし、どうしてもやり

きれないといった場合、ご自宅に帰すわけにもいかないので、地元の入院病棟を持っている

精神科の病棟とキャッチボール、３ヵ月間は入院、何ヶ月かは施設の方でみると、そういうふう

な体制なんかもできています。医療的なケアの人に関しては、これは大屋先生の方がご存じ

だと思うんですけども、国は在宅医療を進めている割には、在宅診療だとか、在宅看護だとか

に関わるお医者さんだとか看護師さんは絶対的に不足してまして、これは障害の問題だけで

はなくて。そんな状況の中、地域で医療的ケアの人を手厚く支援していけるのかすごく疑問を

抱いております。医療的ケアの人に関しては、もう福祉だけの議論ではなくて、医療の世界の

人達も巻き込んで話し合っていかないと、解決しなくなっていくのかなという思いがします。 

 

（新福構成員） 

今までの話いろいろ伺っている中で、私は児童施設の立場なので、言わせていただきたい

のが、どうしても１８歳から大人の福祉の方に移行する方たちが抜け落ちてしまうんですよね。

在宅にいる大変なお子さんとか、そういう方たちは比較的支援に繋がったりすることは多いん

ですが、やはり、入所施設にいるというだけで次に繋がらないっていうことが、現実的にはある

んだろうなというふうに思っています。その辺が、いわゆる入所のマネジメントではないですけ

ども、実は私たち児童施設の中ではそういうものがあると助かるな、というふうに感じているとこ

ろです。 

 

（志賀議長） 

概ね強度行動障害の話でこれまで話をしていただきました。ちょっと振り返って、宿題もい

くつかありますので確認をしたいと思いますけども、セーフティネット、いわゆる県立の施設の

役割ということで、弓家田構成員の方から資料を出していただきましたけども、県立施設をど

のように見るかというのが１点で提案されております。 

その中で、相談の現場としては、今まで本当に困った人の場合は、どこかで今何とかやれ

ているという現状と、とは言いながら、その次に控えている人たちの問題もいっぱいあって、線

引きが中々難しいという話もありましたけども、じゃあ実態としては地域の中、あるいは県外に

行っている人、医療機関を利用している人、そういった人の問題はかなりたくさんあるという、

そういった感覚があると、その辺についての実態の数字調査等が中々出せるものがなくて、

議論がこれ以上進められないという話が１点あったかと思います。 
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それから、地域１か所で集めるのか、分散するのか、専門性をどう扱うのかという議論、前回

も少しありましたけども、その辺の問題も今後どうしなくてはならないのかという話も出てきたと

思います。実態調査については、これまでも千葉県では、施設の中での強度行動障害の人

はどれくらいいるのかというのは、定期的に行っています。あるいはショートステイの人数であ

ったりとか、把握できることもあると思います。しかし、確実に強度行動障害としての把握という

のは中々難しいのが現状だとは思います。その辺は事務局とも少し話をして、どういったのが

できるかという話をもう一度させていただければと思っております。 

今、医療的ケアの話が少し出ましたけど、強度行動障害の話がたくさんありましたので、医

療的配慮を必要とする人たちの問題についても、大きな問題の一つとして、前回から上がっ

ております。今の袖ケ浦福祉センターでもそういった役割を担っているというのもありますので、

その辺についてももう少し、御意見のある方、言っていただければと思います。いかがでしょう

か。 

 

（相馬構成員） 

現状を少しお話したいと思いますけども、この間診療を維持するために管理医を確保する

のが大変苦労しております。一時期は管理医がなかなか見つからなく、お願いにお願いを重

ねて来ていただいたということもあります。大変危うい状態の中で、今、診療室が運営されて

いる状況があります。それから昭和５６年前後、利用者さんの数が５００名も超える大所帯の時

期がございました。職員の数も４００名近い時期がありました。医療的にはおそらく、黒字には

なってないにしろ、診療所としての役目は十分に果たしていた時期があったんだろうと思いま

す。ただ、現状更生園の利用者さんの数が事件直後９０人ぐらいいた方が、今６９名に減少し

ています。それから、児童施設の方も今新規入所を停止しておりますので、２６名に減ってお

ります。この３月に卒園する高等部の子どもさんが何人もいらっしゃいますので、２０名を切る

可能性も出てまいりました。そういう中で従前どおりの診療室のあり方を続けること自体が、や

はり難しいんだろうなという議論は所内でしております。それと診療室の中で行われる医療と

いうのはやはり、私詳細はわかりませんけども、要するに、入り口の部分なんですね、健康管

理というか、風邪をひいたら薬を処方してくらいかなと、語弊があったらごめんなさい。そういう

状況の中で、より細かい診療は民間のクリニックに連れて行くんですね。それともう一つは、今

まで事業団の中で通院が大変だということで、診療所の存在意義を語ってきた時期がありまし

たが実際のところ民間法人さんの通院の回数の方が、むしろ多いことがわかりました。ですか

ら、そういう言い方で診療室の存在を意義づけることは、なかなか難しくなっているなというの

が現在の状況です。ただ、やはり医療が近くにあるということの良さといいますか、これはもう

いつも誰もが身に染みているわけですので、その辺のところはまた別途考えなければならな

いことなのかなとは、考えております。以上です。 

 

（志賀議長） 

今、入所されている方で、例えば高齢で医療的なケアが必要とされる方も結構まだいらっし

ゃるんですよね。具体的にはどういった医療的な配慮が必要な方ですか。 

 

（相馬構成員） 
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摂食嚥下に問題を抱える方が今いらっしゃったりするので、その方たちについては、歯科

医師が食事の場面に出向いて看護師や支援員と逐一、指導・助言をするということ、あるいは

内科的な疾患は、診療室の内科医が定期的に診察を繰り返しているという状況ではございま

すので、それ以外でとなりますと、他のクリニックに行って相談するということになろうかと思っ

ております。 

 

（弓家田構成員） 

以前、福祉センターの方で実際生活させていただいているときには、薬を飲むのが口から

飲めないという話がありまして、結局看護師さんに、胃ろうを経由して飲ませていただいている、

そういう、風邪を引いたから云々という話じゃなくて、常時、日常に普通の職員でなくて、もう少

し医療のできる看護師さんなりがいると面倒をみてもらえる、というような対応もしていただいて

いたと思うんですけど、他にもそういうのってありませんかね。 

本当の病気になったとき、なりやすいということも、もちろんあると思うんですけどね。人によ

ってなかなか温度のコントロールが難しかったりとか、体温のコントロールが難しかったりとか、

いろいろと、とにかく目を離せないというような、うちの子も含めて多いと思うので、そういった

点でもやはり診療室の看護師さんなり、お医者さんの役目って非常にありがたかったと、利用

者としては感じております。 

 

（佐久間鈴世構成員） 

子どもが養育園の方でお世話になっているんですけど、毎日学校に通っていたりして具合

が悪くなったりして、学校に通えなくなっちゃうというか、お休みしたりするときに、毎日看護師

さんが朝と夕方と、あの事件後からなんですけど毎日様子を見に来てくださって、ケガとかし

てる場合もそうですけども、職員さんの方にこういうふうにしてくださいとか、お医者さんにかか

らなくても簡単なこととかは、いろいろ聞けたりして、とても、特に大きい病気とかなくっても、毎

日診てくださってるだけで保護者としてはすごく安心して思っているんですけども。ですから

診療室、外に行く場合はうちの子どもも自閉と知的障害が重いので、待ったりするのがすごく

苦手なので、近くにやっぱり診療室があるっていうのはとても心強く思っているので、なくなっ

て外部受診ばかりになってしまうと、すごく困るお子さんもたくさんいるんじゃないかと思うので、

近くにあることは、今のところはすごくありがたいなと思っています。 

 

（荒井構成員） 

たぶん、ここも整理をしなきゃいけないなと思っているところが、いわゆる治療ではない行為

ですよね、生活上必要ない行為というのが、どういうものがあって、今の社会でどこまで認めて

いるのかって話と、それがどこで対応するのかで、例えば重心児の施設ですよね、県内で何

か所かあって、ここは半分医療機関なわけですよね、そういった所にいらっしゃる方もいらっし

ゃる、ただそういったところでも受け手のないのは、最近出てきている医ケアが必要で動ける

人たちっていうんですかね、そういった方々は行き場がなかなか見つからない、例えば知的

の入所施設みたいな所でもなかなか受け入れが難しくなってくるとか、そこらへんのところで、

繰り返しなんですけど、それを公のところがずっとやり続けるのかという話だったりとか、昔は

身体障害者の療護施設みたいなところがそういった役割を担っていたところがたぶんあったと
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思っていて、ただ、今の、元々の身障療護さんみたいなところでも、なかなか受入れをしてい

けなくなってくるっていうんですかね、そこが果たしていいのかって問題で、そこを整理する必

要があるなって気がするんですよね。医療ケアの問題を整理していただけるといいのかなっ

て気がしてます。 

 

（渋沢構成員） 

障害福祉関係課の別の会議で、千葉県医療的ケア児等支援地域協議会が設置されてい

て、飯田構成員と一緒に出させていただいています。それは重心の方の対応されているドク

ターもいらっしゃられたりしている中で、前身の事業から、千葉リハが委託を受けて、重心の方

の全部調査を目指した調査をやられたんだそうです。中間集計が出てきていて１９００件ぐら

いの数が表れている中で、医療的ケアが必要な大人が４１１人いて、在宅と施設が半々という

結果とか、在宅で暮らしている大人と子どもの１２９７人のうち、利用希望があるが利用できて

いないサービスについて、Ａ～Ｘまでもろもろあるんですが、１番希望が施設での短期入所で、

２番目が入所施設だったり、３つ目が医療施設のレスパイトだったり、やっぱり数として足りな

いというようなことを調査で出されいるわけで、この協議会に参加している人たちはこのことに

ついてどんなふうに考えているんだろうということを聞いてみてもいいんじゃないか、せっかく

別のグループ、チーム、顔ぶれで、このことについて特化して考えられる人たちのチームがあ

るので、聞いてみたらどうかなということを。 

 

（志賀議長） 

先ほど荒井構成員が言われたように、医療的ケアをやっている事業所施設等で逆に受け

づらい人、医療的ケアを必要とするけども受けづらい人の問題というのは、どういう人たちがい

るかっていうのを聞いた方がいいだろうって話ですかね。 

 

（渋沢構成員） 

袖ケ浦福祉センター更生園のことについてどう考えているかってことですね。 

 

（飯田構成員） 

私の事業所静風荘は、身体障害者の旧療護施設ですね、そこから障害者支援施設になっ

て、県立の鶴舞荘を引き継いだ施設なわけですけども、当然高齢な方もいて、お亡くなりにな

る方も結構いらっしゃいます。医療的な行為っていうのは痰の吸引から始まって、胃ろうとか

腸ろうとか、導尿カテーテルとかいろいろあるんですけど、最近では知的の、高齢になって物

が食べられなくってとかいうケースでこちらの方に移ってきて、十分対応が可能ということで支

援させていただいているケースもあります。やっぱり知的の方で、行動障害のある方の隣では

チューブとか抜かれてしまいますので、そういった意味では身体障害者の旧療護施設なんか

も使っていただければ、いいのかなという思いがします。今身体障害者の分野では、在宅サ

ービスが充実しつつあるので、何も入所施設を利用しなくてもという状況にはなってて、知的

の施設に比べると空きがある状況なので、今知的の高齢で困ってるケースは、身障の旧療護

施設の方に相談してみるという手もあるんじゃないかなと思っています。ただ私どものような事

業所でも、やっぱり入院が頻繁になってきたりという状況になってきてしまうと、私たちがみて
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あげたくても嘱託医のストップがかかってしまうんですね。この状態はもう施設ではやれる範

疇ではないので、療養型の病院にといった指示もあるので、施設長がやりたいからと言っても

なかなか先には進めないといった現実的な状況もあります。先ほど申し上げましたように、本

当は療養型じゃなくて、違うような支援してくれるところに移したいんですけど、静風荘のような

ところでも無理な方は、例えば療養介護のようなところに移したいんですけど、療養介護という

のはご存知のように重心というのが前提にありますので、しかも待機者が１００人２００人ってい

うような状況で絶対的な無理な状況なんですね。先ほど言ったように障害の重い方、医療的

ケア児がたくさん増えてる中で、支援する体制がすごく脆弱なんですね、これは福祉の世界

だけ考えればいいというものではなくて、もう国レベルで考えないといけないような話なのかな

って思いも正直しております。 

 

（大屋副議長） 

今渋沢構成員がおっしゃったように、更生園、診療室というのと全体のことの兼ね合いとか

いうのも関係あるかもしれませんが、ここはちょっと、切り分けた部分も必要かなと思います。

意見を聞くのはもちろん賛成なんですけども、やはり診療室に関して言えば、たぶん精神科

の先生がいつもいらっしゃった場合が時期的には長かったと思うんですけど、精神科的な薬

は簡単に言うと安定剤をたくさん飲んでいらっしゃる方が多い、それを使いすぎたら困るから

というのが一番多かったように思いますし、時々非常勤で内科のプライマリーケアをして、あと

歯科の先生がやる、その中の精神科と内科の先生に関して言えば、先ほどご家族の方がお

っしゃったように待ち時間の問題があるにしろ、利用者が非常に少なくて、医療機関としては

全く成り立たないような状態になってるんだろうと思うんですよね。ただ、歯科に関しては非常

勤で来てもらってもいいし、内科も非常勤で来てもらうのも非常に有意義だとは思いますが、

それは維持するほどの必要性があるかどうかは理事長が今おっしゃったとおりだと思います。

それと医療の部分と診療室じゃない医療行為の部分というのが入所施設の中にあって、摂食

嚥下とか健康管理とか、日常の医療行為ですよね、これは病院でもそうですけど、摂食嚥下

とかだったら、歯科とかもそうですけどいわゆるＳＴがほとんどで、言語聴覚士がほとんどやっ

てるわけですね、病院でもほとんど１００％っていってもいいぐらい言語聴覚士がやっているし、

健康管理は完全に看護師がやってるわけですし、日常の医療ケア行為っていうのは、これは

研修を受けた人はどの利用者にもその医療行為ができるっていう研修もあれば、特定の支援

職員が特定の利用者のみにはやってもいいという、そういう研修もありまして、これ支援者で

研修さえ受ければできるわけですよね、というようなことを考えますと、診療室の役割と、医療

ケアがごっちゃになっているんで、そこは切り分けてもいいのかなと思います。 

 

（志賀議長） 

医療の問題、今言われたように看護師さんや医者ではなくてできる内容、障害者支援施設

では当然、入所施設ではどこでも、あるいは通所の生活介護でも、基本的には看護師さんが

常駐しているというのが前提になっておりますので、そういった面では医療行為ができないと

いうわけでは原則はないんですけど、そういった面で今日の県立の施設として最終的に医療

行為が必要な人たち、さっきも出てましたけど、確かに走り回ってる人で胃ろうが必要な人で

あったり、そういった人たちもいらっしゃるのも事実で、なかなか重心施設とか旧身障療護、あ
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るいは病院でも受けづらい方もいらっしゃるのも事実だと思いますけど、その辺のところって、

あまり事例もないのが現状なのかなとは思います。 

 

（佐久間智構成員） 

医療ケアって今ずっと出てますけど、施設で看護師じゃない職員がやっていいのってどこ

までやっていいんですか。一般的に。 

 

（大屋副議長） 

吸引なんかも研修受ければ、もう一度聞いた方がいいと思うんですけど、得意な人はいら

っしゃるんですか。 

 

（佐久間智構成員） 

人を特定すれば、その研修受ければいいんですよね。 

 

（大屋副議長） 

期間の長さによって、誰でも吸引することができるという研修と、特定の利用者に対して、特

定の職員が吸引してもいいという、非常に短い研修と２つありますよね。 

 

（佐久間智構成員） 

受けた職員もいたので、特定の職員が特定の利用者を。 

 

（大屋副議長） 

利用者がもう吸引することが決まっているのであれば、短い研修で吸引を。 

 

（佐久間智構成員） 

あと、インシュリンの注射って誰が打ってもいいですか、俺がやっても。 

 

（大屋副議長） 

それはちょっとわかりませんが、基本的に家族か本人ではないですかね。あとは、もちろん

看護師ですけれども。 

 

（佐久間智構成員） 

看護師がいると言ったって、看護師は週４０時間ですからね、２００何十時間のうちの４０時

間ですから。 

 

（佐久間智構成員） 

あと、導尿とかどうなんですかね。そういったことをどこまでやっていいのか、はっきり言って

よくわからないんですよね。厳密にやったらもう、看護師さん夜勤体制組める施設じゃないと

完全無理ですよね。土日も全部出勤できて、要は入所施設の支援員のローテーションに入

れるレベルの看護師体制がないと絶対無理ですよね。 



24 
 

 

（大屋副議長） 

その辺になってくると話が広がりすぎちゃうんですけど、この世界は高齢者の施設の方が

圧倒的に多いわけですよね、そこでどうしているかっていうことにも関わってきますよね。 

 

（佐久間智構成員） 

みんなどうしているのかなと。 

 

（大屋副議長） 

それは、事務局に後で聞いてみてください。 

 

（志賀議長） 

それでは、次に、議題（２）「養育園の今後について」ということで、資料がございますので、

事務局の方から説明していただきます。よろしくお願いいたします。 

 

＜資料 ２－１ ～ ２－４ により説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、「養育園の今後について」説明していただきました。 

前回は、入所の空きがいっぱいあるのにニーズがないんじゃないかという話もありまして、も

う一度資料を見直していただいたのが、資料２－３、２－４の部分ということと、これまでの、前

回の議論並びにみなさんから出していただいた内容について、資料２－１の方で、これから

議論していただきたい内容を４点にまとめてございます。ぜひ活発な意見をお願いしたいと思

います。いかがでしょうか。 

 

（渋沢構成員） 

今日出していただいたＡ３の資料２－３を見ると、１番が養育園ということのようですが、思っ

たよりも重たい人ばかりではないんだなと、そういう印象を持ちました。そこで伺いたいのです

が、更生園については、強度行動障害とか医療的ケアのようなお話されましたけれども、養育

園に入ってきたお子さんというのは、どんなお子さんが多い、県立の養育園で受ける必要性と

いうのがどんなところにあるのか教えていただけますか。 

 

（相馬構成員） 

今現在の状況ですが、今２６名在籍をしておりまして、その中の７割強が措置で入っている

お子さんだと聞いております。その中で、いわゆる強度行動障害と言われる状態の方はお２

人ぐらいだったかなと思います。強度行動障害の子ども達の支援棟で暮らしている方が現在

７名ですので、その方たちは比較的行動上の問題は大きい方ではありますけども、そういう状

況です。 

 

（志賀議長） 
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施設の１番の方が養育園ということですよね。他にいかがでしょうか。 

 

（荒井構成員） 

そういった意味では、資料２－４の県外への委託があるじゃないですか、措置なんかもそう

ですよね。これは県外施設になぜこのようなことをせざるを得なかったのかとか、何かわかっ

てたりするんですかね、原因とか。 

 

（小熊構成員） 

絶対的な施設の数が少なくて、ほぼどこの施設も満杯なのと、新設の施設については、新

しいということで入所に関しては慎重にやっているというところがある中で、いつまでも保護し

ておくわけにはいかない、保護委託をかけておくわけにはいかないといったところで、受け入

れてくれるところに措置をするというのが現状としてあって、その中で県外施設が１３名という

ふうになっています。 

 

（荒井構成員） 

そういった意味では、入所をストップしているからっていうのが要因になってるんですか。 

 

（小熊構成員） 

一つあると思います。資料２－４の１番の待機者数の中でも、養育園に本当は入りたいと言

った方がほとんどです。 

 

（荒井構成員） 

なぜ養育園に。 

 

（小熊構成員） 

保護者の期待ですよね。 

 

（志賀議長） 

今の保護者の期待というのは、障害の状態像とかそういったのは特に。 

 

（小熊構成員） 

状態像は様々だとは思うんですけれど、保護者の方が期待されている、養育園に対しては

その期待感というのが非常に大きくて、養育園にぜひうちの子を入れたいという方々が多いで

す。 

 

（大屋副議長） 

事務局にちょっと質問なんですけど、資料２－３の１０番、１１番というのは、県内にあるけど、

主体が県外という施設ですよね。資料２－４の一時保護の状況、県外施設の措置というもの

の県外施設というのは、ここに書いてある数字とは違う、実際にご本人が県外に行っていると

いうことなんですね。 
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（事務局） 

そうです。１０番、１１番は県内にある施設で、資料２－４の県外施設の措置は、県外にある

施設に行っている児童です。 

 

（小熊構成員） 

議論の順番が逆になってしまうのかもしれないんですけれど、先日もちょっとお話させてい

ただいたとおり、措置をするということは児童相談所の方で、やはり家庭には帰せないというと

ころでの、いわゆる社会的養護を要するお子さん達というふうに判断させていただいたお子さ

ん達になるんですけれども、今、そういった判断をしたお子さん達の行き場が、障害に限らず、

養護に関しても本当になくて、例年ですと、年度の変わり目で卒業生等を期待して、その空い

た所に待っている人たちを入れるっていう、大体その計算ができることが多かったんですけれ

ども、今年度については、その絵すらちょっと予想が立たないという現状がある中での、障害

児施設ということをまずご理解していただきたいなというふうに思っております。なので、知的

障害を持っているお子さんについても、資料２－４でお示しさせていただいたように、１月１５

日現在でも２４名のお子さんが待っていらっしゃるということからして、県立か民営かについて

はもちろん議論しなくてはいけないとは思うんですが、養育園さんの先ほど、年度終わりで２０

名を切ってしまうというふうなお話がある中で、再開に関しての議論も、できれば児相の立場と

すると、早い議論をしていただいて、できれば早い入所再開を望んでいるという現状がありま

す。なので、そこら辺の議論、そのためにはどうすればいいかということもちょっと考えていけ

ればと思っているんですが。 

 

（志賀議長） 

すごく難しい話で、これまでの経過があって、今回の議題でもいつ再開するか、再開には

どうするかというふうな議題になっておりましたけど、他に何か意見ありますか、これについ

て。 

 

（新福構成員） 

現実にこういうふうに数字で今上がってますけども、この数字は本当に生き物で、今日も既

に絶対数が変わってきてるんですね。一時保護なんて、実際は、今ここに上がってますけど、

もう今日既に一時保護されてるお子さんもいることも事実なので、そういうことを考えると、本当

に入所施設でお子さんを保護しなければいけない方がどんどん増えている、特に虐待で今

児相さんの方が保護していますので、そこは待ったなしで施設に保護委託で来ますので、そ

ういう意味では、確かに今入所施設の定員は満たしてない状況にはありますけれども、実際

には必要数はかなりあるという理解をしていただきたいなと思います。 

 

（佐久間智構成員） 

保護者の期待が大きいという話がありましたけど、もし仮に養育園が民間の社会福祉法人

の、例えば一生懸命な社会福祉法人の養育園だとしたら、同じなんですか。県立施設だから

なんですか。 
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（小熊構成員） 

もしという話はちょっと申し上げられなくて、保護者の方にそういう話をしてきているわけで

はないので、何とも言えないところがあるんですけれども、やはり、今までの経験的なところか

らの期待がすごく大きいので、養育園に入りたいというのが現状なんだと思うんですね。なの

で、それ以上の先のことについては申し訳ないんですけれど、ちょっと軽はずみには言えな

いかなと思っております。 

 

（渋沢構成員） 

最初の質問の続きのようになるんですけども、大人のことについては、支援困難とかが被さ

ってきてますが、子どものこの養育園については、どうもキャパの問題が一番大きくて、その

他の要因って、あんまり、この意見とか、これまでの議論の中とか数字とか、感じられないので、

まして子どもは一定年度で出ていきますから、そういう意味では、ちょっと暴言に近いかもしれ

ないですけど、公設でいることの意味があまりわからない、民間に移行していくことはそんなに

難しくないんじゃないかなという、率直な感想なんですが、思慮不足のところがたぶんあろうか

と思うので、そうじゃなければ教えていただきたい。 

 

（荒井構成員） 

そういった意味で、民間で児童の施設が増えない、増やせないという要因が何かあるのか

ということだったりとか、先ほどの児相さんの話も、圧倒的にキャパが足りないという話なんで

すよね、そういうのが、雑感としてでもいいんですけど、あとどれくらいあったらいいのかという

こととか、先ほど新福構成員がおっしゃられたように生き物だという話があって、タイミングもあ

るんだと思うんですよね。そうすると、千葉県としてどれくらいの数をまずは整備をすべきなの

かという、なにか指針があって、それを民間ではもうやっていけないから行政としてやらざるを

得ないみたいな理由があるんですかね。そこの整理なのかなというところですかね。 

 

（岡田課長） 

児童の施設のキャパというようなお話ですけれども、現状を申し上げますと、先ほどの資料

２－３で、養育園については４０名の定員のところ２７名ですので、１３名、それから５番の施設

ですね、新しくオープンした施設ですけれども、２０名の定員のところ８名の受入れに留まって

いるという状況です。都の施設に受け入れてもらっているという現状もございますけれども、こ

の２つの施設の定員が今空いているという状況を見ますと、まずここの定員を活用できれば、

そういった今千葉県に受入先がないという状況については、ある程度解消できるのかなという

ふうに思っております。 

それと、先ほどから御議論いただいていて、公立の必要性とか、そういった事に関しまして

は、障害者計画でも袖ケ浦福祉センターというのは、強度行動障害の方、それと被虐待児の

シェルター機能ということを謳って、今までは県立としての意義があるというふうに話をしてき

ております。県としてはそういう機能が必要だということで、県立で維持してきたということなん

ですけども、その辺を、民間の方でもしっかりとした、例えばこういう手立てがあれば、民間の

方でもしっかり、仕組みとしてできればできますよと言うようなこととか、今セーフティネット機能
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ということで論点としても上げておりますけども、こういったセーフティネット機能が子どもにとっ

ては必要じゃないかと、その機能、役割を担うのはどこなのかというようなことを議論していた

だければと考えております。 

それともう１点、再開についてのお話ですけれども、資料２－１の４ページに皆さんからいた

だいた意見をまとめてございます。再開につきましては、県で判断することなんですけれども、

見直し進捗管理委員会の方からも、養育園の支援については向上していることについては、

ある一定程度は評価をいただいておりましたけれども、これが定員一杯になったときに、４０名

になったときに、本当にまた虐待が起こらない体制になっているのかどうかということについて

は、そこまでの承認はいただけなかったということから、再開について、この委員会で意見を 

もらって判断してくださいというような結論になっております。その中で、４ページの一番下か

ら２つ目なんですが、御意見としては、「現時点での再開は、現在の入所児の男女バランス等

もあるが、もう少し、今後の園の体制をしっかりさせてからでも遅くない。」というような御意見も

いただいております。ですので、皆さんの方から、こういった体制、もしかすると事業団の方か

ら、こういった体制で今取り組んでいますということを報告していただきながら、皆さんの方で、

そういったことであれば大丈夫ではないかというようなことも、意見をいただきながら、再開に

ついては判断させていただきたいと考えております。 

 

（事務局） 

先ほど荒井構成員からの御質問で、民間で児童の施設が増えないのはなぜかというような

お話があったかと思うんですけど、分析はできていないので、現状の説明だけなんですけれ

ども、養育園の定員を８０名だったのを半減するということで、２０名規模の施設を２つ作るよう

な話で、１つ目は南房総にスムーズに決まったのですが、もう１か所、実際募集して、これも国

庫補助に県単の補助を上乗せしますというかなり有利な条件だったんですけれども、２７年度

に募集したらどこも手が上がらなくて、２８年度に募集したら１法人しか手が上がらないという

状況で、参加してこようという法人がなかったという現状はございます。 

 

（志賀議長） 

今事務局の方からの説明していただきましたけれど、児童相談所としては当然受け入れて

もらいたい部分があり、空いてる部分があり、希望があるということなんですけれども、そちらに

対して準備の体制等、県立施設をどうするかというところと今ぶつかっていて、先に中々進め

ないということなんだと思いますが、難しい話ですけれども、いかかでしょうか。 

 

（大屋副議長） 

児相の立場から見ると、やはり多い方がいいということなんだと思うんですけど、これはあの、

本当に子どもの方々とかの立場から考えると、利用率、要するに実際入所する児童数を定員

で割った割合が何％くらいだったらいいのか、病院だったら、よく８０％がいいとか、９０％がい

いとか言うわけですよね、要するに空床を空けとかなきゃいけないということもあるわけですけ

ども。そういう点からすると、１００に近い時点で危ないっていうんであればもっと、たくさんいた

方がいいってことなんですかね。空いてれば空いてる方がいいんでしょうか。 
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（小熊構成員） 

有り体で申しあげれば、空いてれば空いてるほどいいんですけれども、資料２－４でお示し

した待機者、待機児童をまずとにかくどこかで生活をさせてあげなきゃいけないっていうのが

一つ大きくあるのと、先ほど新福構成員がおっしゃっていただいたように、保護児童というの

はいつ発生するのかわからない、それこそつい先ほど、僕の携帯にさっき保護するという電話

が入ったくらい、いつ何時保護が起きるかわからない、その中に障害を持ってるお子さんも当

然含まれてくるので、そのお子さん達をもって行く場を確保しないと、僕らとしてはどうにもなら

ない。前回もお話したとおりで、今一時保護所の定員を超えた子供を保護しているのが、特

に今年度、続いているので、行き先の確保というのが急務だということ。あともう一つは、後々

の議論なんですけれど、現時点で児童養護施設に措置しているお子さんの中で、実は知的

障害を持っていて、ちょっと問題行動があるというお子さんがある程度の数いらっしゃいます。

実際そういう子達をどうするのかという話にもなるんですが、いずれにしても行き先がない以

上、今生活しているお子さんに対しては、そこでとりあえず頑張って生活してもらうしかないん

ですが、そういうような理由から、行き場の確保というのが急務という私たちの立場からすると、

行き先をとにかく確保するためには空きがほしいというところです。 

 

（大屋副議長） 

５９名定員で５９名ぴったりのところもあるんですけど、先程来の男性女性の関係とか、いろ

いろな関係から、ある程度は空いていないと新しい人を入れられないということで、ほぼ満杯

ということなんだろうと思うんですよね。一般的に考えると、先ほど４月も全く見通しがないと言

われたんですけど、下で見ると、１８歳、１９歳、２０歳、２１歳、合計すると６０人くらいいらっしゃ

るんですけど、たぶん普通に考えると、そこで４月１日の時点でいきなりみんな外に出ることは

ないにしろ、３月ぐらいが一番待機者が多いような気が単純にはするんですが、１８、１９、２０、

２１の方々が成人の施設にあんまり行けそうな気配がないという、見通しがない理由はなんで

すか。 

 

（小熊構成員） 

先ほどもどなたかおっしゃったかと思うんですが、成人施設への移行ってとても難しくて、か

なり早い段階からやるようにはしてきているんですが。あと、成人施設になると市の方が措置

になってくるので、市の方の考え方もあるので、ちょっと児童のように児相が措置するってわけ

にはいかないので、話合いがなかなかうまくいかないというケースもたくさん聞いてはおりま

す。 

 

（大屋副議長） 

４月になったら急に減るということはないわけですね、１年間通して。あんまり関係ないという

ことですね。 

 

（小熊構成員） 

特に今年度は考えにくいです。 
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（大屋副議長） 

あと先ほど県の方から申し上げましたけど、渋沢構成員もおっしゃいましたけど、強度行動

障害児に関する支援という点では、現時点ではそれほどされていないということなんですけれ

ども、シェルターというか、もしくは袖ケ浦福祉センターの養育園であれば、一度親子分離し

たのが、またもう１回家庭に帰れる確率が高いとか、そういう高い調整力があるとか、そういう

点は今あるのか、これから目指しているのかみたいなこととかございますか。 

 

（相馬構成員） 

先ほどの話の中で１点、訂正させていただきますけれども、養育園の２寮の方で、私は強

行の方は２名というように言いましたけれども、３名の間違いでございました。事件以降５年、

いろいろな方に出入りをしていただいて、いろいろな方の手助けをいただきながら、職員とし

てはいつでも、新規の方の受入れ再開ができる体制を作ろうということで、この間取り組んでき

たつもりです。私の耳にも、養育園の現状については、心配されるような状況にはないのでは

ないか、という声も届いております。現在、２６名の児童数でございますけれども、それが４つ

のユニットに分かれて暮らしておりますので、１ユニット６～７名の単位、ということになります。

再開するとしますと、５つのユニットで、子どもたちが１ユニット８名くらいの数で、寮の運営体

制を整えていきましょう、ということで準備をしておりますので、これにつきましては、事件前後

と比べるとかなりの数、１ユニットの児童数は減っているというように御理解いただいてよろしい

かと思います。それから、さきほどからありました、家庭復帰支援ということにつきましても、今

職員の方で一生懸命勉強しているところでございますので、ただこれは、施設長等職員の方

からも話を聞きますけれども、やはり養育園の職員単独でできることではないという、児童相

談所、あるいは行政、その他諸々の方たちと、顔を突き合わせながらではないと、家庭復帰

支援というのはそもそも簡単ではないだろうということでございます。ただ、これについての意

識は高い、というように私は考えているところです。 

 

（荒井構成員） 

先ほどの大屋構成員の話を聞いて思ったのですけれども、できれば資料２－３のデータの

中で、いわゆる１８歳以上の方々の数字と、その方の支援度、手帳でも良いのですが、クロス

集計みたいなことは可能でしょうか？個別にデータがあればできるかなと思うのですが。でき

ればやっていただけると、なぜその方々が出られないのか、という整理ができるのではないか

と思っていて、単純に行き場がない方というのがどれくらいいらっしゃるのか、更生園の話とか

もみんなそうなんですけれども、やはり循環をしていかない仕組み自体が問題を抱えていると

思っていて、結局県立施設をずっとやり続けても、きりがなくなりますよね。だとすると、そこの

問題解決を県としてどう考えるのか、ということの方が、いわゆる運営の仕方、やり方として考

えると、効率的ではないかなという気がしていて、県内の成人の施設がなぜこの児童の待機

者、いわゆる児童施設から出る方々を受け止めきれないのか、でもその方々の全員が施設の

対象になるのか、というのでしょうか、もしかしたら違う手段があるのかとか、そうすると渋沢さん

がずっと仰っているマネジメントがうまくいってないのか、ということだったりとか、そこの整理を

ちゃんとしていかなければいけないと思うので、本当にこの方々が、先ほどのお話だと、この 

４月に出る見通しが立っていないというお話だったので、ちょっとそこの整理が可能であれば、
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と思っています。 

 

（事務局） 

この資料のアンケートをするときに、この方が何歳でどういう障害程度区分なのか、というよ

うな照会をかけていないので、この資料からクロス集計することはできないです、すみません。 

 

（渋沢構成員） 

進捗管理委員会の方が何年もかけて、現地調査もやられた中で、この、保護されている子

どもの行き場所がないこととか、相馬構成員がお話くださって、相馬構成員が言われるならば

大丈夫だろう、という気がしないでもないのですが、何もなしでこの場で再開できるかどうか、

議論することはあまりにも乱暴なような気がして、できるだけ早く、と仰いますが、「できるだけ

早く」がどれくらいの時期に判断できるのかとか、少なくともこの会議の中の誰かが現地に行っ

てみる必要は、それくらいのことはやらないと判断するべきではないんじゃないかなと。 

 

（飯田構成員） 

私も渋沢構成員と似たような考え方なんですけれども、県立だとか民間だとかは別にして、

やはり５年前の事件というのは衝撃的であって、今の事業団の職員さんも、二度とあんなこと

をしてはいけないということで、今も緊張感を持って運営しています。あの場所で、本当にこの

まま続けるのが良いのか、というのは、誰も「良い」とは言えないと思うんですよね。進捗管理

委員会の方が心配されるのはごもっともだと思うんです。私の意見としては、事業団が県立で

あり続けても、民間でも良いんですけれども、あの場所ではなくて、別の場所で、環境を変え

てあげて、もうちょっとリラックスした状況の中で支援していくという、そういうような考え方の方

が皆さん安心するんじゃないかなと、そんな気がします。 

 

（志賀議長） 

今、再開をどうすれば良いか、ということについて意見を出していただきましたけれども、こ

のままの議論ではなかなか先に進みようもないので、少し事務局の方で考えて、どういう形で

進めて行くか検討していきたいと思います。 

今日はいろいろ活発な御意見を本当にありがとうございました。いただいた意見の、前半

部分は更生園の意見、強度行動障害のシステムのあり方等を含めて、いろいろな意見が出た

と思います。後半、養育園に関してはやはり、再開をどうするか、定員の数値だけではちょっ

と見えない部分もありますけれども、その辺についてどうすれば良いか、もう一歩進めたいと

思います。事務局と一緒に整理したいと思いますので、よろしくお願いします。 

次回は本日議論いただいたことも含めて、その他の点についても議論していただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いします。事務局より何か連絡事項はございますか。 

 

（事務局） 

事務局からの連絡事項ですが、次回第３回の会議につきましては、３月１１日（月）午後１時

から４時までで予定しております。場所は第１回と同じ文書館６階の多目的ホールとなります。

当日はまず、神奈川県の社会福祉法人同愛会、障害者支援施設てらん広場の統括施設長 
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大川様に、法人の取組等についてお話いただき、その後、本日と同様に意見交換をお願い

したいと思います。また次回の会議に向けて、本日の意見交換で話がありました論点につい

て、今回は論点を絞って皆様からの御意見をいただければと思います。後日意見表の様式

を送付させていただきますので、御記入の上、返送をお願いいたします。 

また、第４回の会議につきましては、４月下旬頃に開催できればと考えております。こちらも

後日、日程調整表を送付させていただきますので、お手数ですが御記入の上、返送をお願

いします。事務局からの連絡事項は以上です。 

 

（志賀議長） 

ありがとうございます。では、次回は３月１１日となりますので、よろしくお願いします。また、

御意見についても、また事務局の方によろしくお願いします。それでは長時間にわたり、円滑

な議事進行に御協力いただき、ありがとうございます。進行を事務局の方にお返しいたしま

す。 

 

（事務局） 

志賀議長、ありがとうございました。以上をもちまして、第２回検討会議を閉会いたします。

本日は長時間にわたり、まことにありがとうございました。 


