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第３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３月１１日（月） 午後１時から午後４時１５分まで 
 
２ 場 所   文書館６階多目的ホール 

 
３ 出席者 

（１） 構成員（２４名中２３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、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（代理 児玉課長） 

（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、鈴木県立施設改革班長、板橋法人指導班長、

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 「てらん広場が大切にしていること～意思決定支援と地域移行に係る実践」 

（３） 議 事 袖ケ浦福祉センターの今後や重度の障害のある方の支援体制の構築について 

 

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３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＞ 

 

それでは、ただいまより、第３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） 
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本日は、年度末の大変お忙しい中、皆様お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

今回レイアウトを変えさせていただきまして、私どもも皆様から直接御意見を伺いたいという

こともありまして、このような形で議長の向かい側という形で、膝を交えさせていただくような形

で進めさせていただきたいというふうに思っております。今日の会議でございますけれども、

前回いろいろな意見をいただく中で、今回民間ではなかなか受入れが難しいという強度行動

障害のある方っていったいどういう方々なんだろうかということを少し深めて、その対象像を明

らかにしておきたいと思っております。そして、そうした方々を受入れる体制として、どのような

仕組みづくりを進めて行くかといったところをですね、今日の議論の中心にしていただければ

と考えております。 

また、本日でございますが、今後の意見交換の参考にしていただくため、意思決定支援や

地域移行に当たりまして、先進的な取組みをなされております、横浜市の社会福祉法人同愛

会「てらん広場」の大川 貴志様に実践事例の御講演をお願いしたところ、快く引き受けてい

ただけました。この場をお借りいたしまして、大川様本当にありがとうございます。よろしくお願

いいたします。私も先だて横浜に行ってお話を伺いまして、意思決定支援というのは本当に

重要だなってことを改めて感じた次第です。また、ＮＨＫでも放映されました当事者の方々を

直接拝見するに当たりましても、やはりどのような支援が私たちは目指すべきものなのかとい

うところで、非常に私自身としても、新しい気づきがたくさんあった、大川さんとの出会いでし

た。そんなわけで、本日は、大川様にも意見交換にご参加をいただきまして、議論を深めて

いきたいと考えておりますので、皆様には、引き続き忌憚のないご意見を頂戴いたしますよう

お願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。今日もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

（事務局） 

本日の会議には、林様、小熊様におかれましては、御欠席との御連絡をいただいておりま

すが、小熊様の代理として、中央児童相談所の児玉課長にご出席いただいておりますのでご

紹介いたします。 

それでは、はじめに、意思決定支援や地域移行等において、先進的な取り組みをされて

おられます、「てらん広場」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、社会福祉法人同愛会「てらん広場」の統括施設長を務めておられます、大川貴志

様です。本日、大川様には、この後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。 

 

＜講演＞ 

 

（事務局） 

大川様、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「てらん広場」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。 

 

（千日構成員） 
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 てらん広場さん非常に大きいので、様々な施設をお持ちなんですけども、Ｈさんの話の時

に、津久井やまゆり園から来たとき、険しい顔という話がありましたが、この辺は殺傷事件のあ

った以降からそうなっているのか、それまでのいろいろな支援とか処遇、そういうものが影響し

ているのかとか、どのようなお考えがあるのかということが一つ、それから、生活環境というのは

そんなに制限をしなくても、意思決定支援に基づきながら個別の生活をしていけば、地域移

行というのも、てらん広場さんは９年ぐらいが平均ということで、非常に時間がかかりながら、地

域移行はされているんですけども、当初難解なのか、あるいは最後までやはり生活というもの

を制限しなくてはいけないという事例というのはあるのか、この辺をお聞きしたいです。 

 

（大川講師） 

 Ｈさんに関しまして、険しい表情はですね、事件前からもあるんですが、事件に関してもや

はり何らかの影響とか、恐怖とか、そういうのは持っているだろうなというのはあります。実際の

エピソードもいろいろあるんですけども、それは個別の話になってしまうので控えさせていた

だきたいんですけども、影響はある、ただその前から、７歳から梅ヶ丘病院に入院して、その

後児童入所して、地域に戻ろうと思ったけど、戻れなかったというところを考えても、それ以前

からあると理解していただければと思います。 

 あと、てらん広場の地域移行なんですけども、基本的にですね、施設で一番大変な利用者

から地域移行してもらっています。それはですね、我々のポリシーでもあるんですけど、この

人が地域で暮らせるなら、地域で暮らせるっていう自信になっていくんですね。平均で約９年

になっているんですけども、それは本人の問題というより、我々の地域移行の一つのポイント

はですね、その利用者を支援できる環境を地域で作れたら、すぐ移行してもらうというものに

なってるんですけども、その一つはやはり事業をそこまでテンポよく広げられないという、これ

でも同愛会はてらん広場を中心に、グループホーム約８０近くあるんですね。横浜で４５０名の

方を支えているんですけども、当然通所の方とか、いろんな方も支えていますので、そういっ

た意味で、一法人でできる限界もあったんじゃないかなと思っています。ただし、もっと違う連

携を地域とすることで、テンポは早めることはできると思っています。 

 

（千日構成員） 

 率直に申し上げると、津久井さんだけでなく、強度行動障害の地域移行、あるいは、本人の

QOL を高める生活づくりというのはやはり専門性というのが必要だということになっていくんで

しょうか。あるいはそれまでの険しい顔というのを捉えると、そこには専門性というのは、いかが

だったのかと、その辺の話というのは、お考えはありますでしょうか。 

 

（大川講師） 

 児童施設はですね、H さんがいた環境で非常に専門性を持ってやってたんだろうなという

ふうには思っているんですけども、それ以降というのは残念ながら彼の周りには消えていたと

思います。なので実際に、ご飯が食べれていなかったり、お風呂も入れていない、日中活動

も週に２回、併せて１時間ずつというような現状になってしまったと思うんですね。今障害福祉

の世界から専門性というものがすっぽり消えて行っているんじゃないかということが、個人的に

は危惧しています。 



4 
 

 

（佐久間智構成員） 

 今の話で、グループホームを８０軒おやりになっていて、平均区分が５．９と、仮に入ってい

る人がほぼ６に近い人なので、グループホームの生活支援員の配置が２．５ですよね、一番

高いと。実際にはどれくらいの配置でやられているんでしょうか。その家にもよるでしょうけど、

平均的には。 

 

（大川講師） 

 グループホームにもよるんですけれども、実は今朝、1 人の方が亡くなったんですけども、タ

ーミナルケアをホームの方でしてまして、看取りをしたような形になっています。そういうホーム

はですね、本当に１対１くらいな感じになっている場合もあるんですけども、基本的には２対１

くらいな形にはなっていると思います。 

 

（小林構成員） 

 同愛会さんでは、専門性を高めるために法人としては、スタッフの研修はどんな感じでして

いるんですかというのを一つ聞きたいのと、もう一つ、この会議の中でよく議論されるのが、県

立施設のような特別なものを作って、そういう難しい子はやるべきだという議論があるんです。

ちなみに神奈川県や横浜市では、そういった特別な事業所というのは設けているんですかね、

それを聞きたいんですが。 

 

（大川講師） 

 これは持論にもなってしまうんですけれども、県立施設、今横浜市の方も市立施設の建て替

えに関して意見交換会とかしてるんですけども、いろいろな意見が出ています。当然県立や

市立の施設には大変なケースを受け入れてもらいたい、そういうふうになってもらうべきだとい

う意見もあるんですけれども、僕個人として、てらん広場としては、そうではないだろうと、どうし

ても、県立施設とか市立施設って異動していくんですよね。我々は障害福祉の世界で本当に

一生やっていこうと思って入ってきてます。そんな我々が、２、３年で異動される方々より専門

性が低くなるはずがないと思っています。難しいケースほど民間施設は見るべきだと思うんで

すね。ただし、養護ケースであるとか、その辺に関しては県立施設とかがバックアップしてくれ

るといいなとは思ってはいます。 

研修に関しては、１年目２年目、それぞれに研修はやっています。あとはやはり一番てらん

広場が力を入れているのが、ＯＪＴなんだと思うんですね。僕も含めて現場に入りながら一緒

に話をしていくんですね。一緒に実際にやって見せて、議論をして、時にはＶＴＲも撮り続け

てですね、見返したりして、何度も何度も話合いながらやっているというのが、一番そこがポイ

ントだと思っています。 

 

（事務局） 

よろしいでしょうか。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。進行につきましては、志賀議長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 
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（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お願いいたします。 

はじめに、議題（１）「袖ケ浦福祉センターの今後や重度の障害のある方の支援体制の構築に

ついて」、まず事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

＜資料１－１～１－４により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、事務局より「袖ケ浦福祉センターの今後や重度の障害のある方の支援体制の構

築について」説明がございました。 

本日は、「強度行動障害のある方への支援体制」について、最初に議論し、次に、「医療的

配慮が必要な方への支援体制」について、最後に時間があればということですが、「重度の

障害のある子どもの支援体制」について、といった順で議論を進めていきたいと思います。 

それでは一番目の、「強度行動障害のある方への支援体制」についてですが、皆様から寄

せられたご意見を基に、「受入が難しい利用者の状態像」、「入所を断られる理由」、「民間施

設で受け入れるための仕組み」等について、それぞれ共通認識を持ちたいということを含め、

太枠内にそれぞれ事務局の方でまとめましたものを提示させていただいています。また、市

町村に対しても同様の照会を行うとともに、各市町村の待機者の状況について調査結果につ

いて、非常に詳細で具体的な内容が提示されています。 

市町村の意見等も参考にしながら、今回資料１－１にあります、太枠内の共通認識に対す

るご意見、これについて、もう少しこういった意見の方を強調した方がいいのではないか、とか、

この辺はそれほど重要ではない、とかも含めまして、特に３ページの「民間施設で受け入れる

ための仕組み」や、さらに７ページの方でまとめております「通過型支援の仕組みの実現のた

めに必要なもの」について議論いただき、支援の難しい方が漏れることなく、望ましい支援を

受けられるための仕組みについて、整理をしたいと思っています。 

それでは、御意見を頂戴したいと思います。 

 

（大屋副議長） 

 このことにつきましては自閉症協会も２０年くらい取り組んでいる、というよりも自閉症協会の

存在意義とイコールに近い問題ですので、ずっと深い関心を持ってやっているわけですが。

２点だけ、意見というよりは確認ということなのですが、民間施設で受入れが難しい方とか、民

間施設で受け入れる仕組みということなんですが、実際には既にたくさん受入れているわけ

ですから、よりこういうふうにすれば、より受け入れられるという意味合いということでよろしいん

ですよね。 

あともう一つ、強度行動障害といっても、たぶんみなさん思っている内容が一致している点

もあれば一致していない点もあるんじゃないかと思うんですけど、これはプロ中のプロの志賀

議長がご存じでいらっしゃって、もし間違ってたら訂正して欲しいんですけど、現時点で強度

行動障害というと、昔の飯田班とかそういう厚生労働省の研究班がやったようなものすごい行

動障害というよりは、支援区分の方の行動関連が１０点以上、これを８点から１０点に変えたの

は志賀議長ですよね。ということになると、私が知っている数字では、テキストなんかを見ると、
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全国で２万５千人というふうに言われてますよね。２万５千人から３万人くらい。そうすると千葉

県で１，２００人とか１，３００人くらいいるわけですよね、強度行動障害と、最近の定義で言わ

れている人が。ただまぁそれは、点数はそうだけど、そんなに困っていない人も含まれている

かもしれない、そもそも在宅で行動援護を受けるための点数表なわけですから、そういう方も

含まれいているということになりますと、恐らくここに６０人くらい出ているんですけども、これ以

外の方は何らかの形で施設にいるか家にいるかで過ごしてらっしゃって、しかしやっぱり困っ

てる人もいるというような全体像だろうと考えているのですが、それでよろしいでしょうか。この６

０人という数字が、私は頭に残っていまして、なぜ残っているかといいますと、強度行動障害

の事業が袖ケ浦で始まった一番最初の時の判定委員会の委員長が私だったんですけど、そ

のときに県からちょうど６０人くらいの申込みがあったはずなんですね。で、２０点以上が１５人

くらいだったと思うんですね、たぶんそんなに大きな数字の違いはないと思います。この間い

ろいろとされたんだけど、やっぱりご家族等が拒んでいる人は今でもいらっしゃることは確か

で、これから先もそれをずっとやっていかなきゃいけない。ただこの間にですね、進歩した点

も多々あるし、また、そのときに期待した袖ケ浦福祉センターというのが、申し訳ないけど、私

にとってはちょっと期待通りの形にならなかったという点もあったということで、全体像の確認と

感想だけ先に言わせていただきました。 

 

（志賀議長） 

少し議論をする前の確認ということで、大屋副議長の方から、以前の判定委員会の時の人

数の話が出ました。今回６０数名で、既に入所が決まっている方もいますが、見るといわゆる

ショートステイを長期間ほぼずっと使っている方とか、在宅だけど重度訪問介護、行動援護等

とショートステイという、実は家族直接のサポートが自宅でなかなかできてないと想定される方

が、見るとだいたい３０名ぐらいいます。既に在宅での生活が成り立たなくなっていて、入所を

求められている方が半分くらいいらっしゃるなと、印象を持ちました。第１回検討会で、平均区

分がほぼ６近くの入所施設が千葉県内にいくつもあり、県立施設だけではなく民間施設で多

くの方を受けられるようになっていて、特に自立支援法以降、施設入所支援はどんどん区分

が高い方ばかりになっているのが現状という報告を受けています。大屋副議長がさっき言わ

れた６０人の方というのは、かなり、既に多くの行動障害のある人が入所施設に入っているに

もかかわらず、新しくどんどんどんどん対象の方が地域で生活されているということだと思いま

す。先ほど話題に上った、３万人程度の新しい行動障害の定義の方だけではない、そういっ

た人達のニーズは決して減ってはいるわけではない。で、これまでと同じような形でやってい

けるのかというのが今回のテーマとして非常に大きい一つなんだと思いますので、ぜひ、その

辺も加味していただいて、御意見いただければと思います。 

 

（荒井構成員） 

 まだ整理しきれない部分もあるんですけれど、やっぱりこうやって出してみると、一つはこの

対象像の人に関しても、今おっしゃられたとおりに、民間でも受けている人達がいっぱいいら

っしゃってということで、この仕組みもそうなんですけど、やろうと思えばできなくもない仕組み

もあるのかなってことも含め、議論の焦点をどこに当てるのかってことなのかもしれないんです

けど、例えばいわゆる公的なキャパがそこしか出来ない事っていうんですかね、そういった切
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り口でいったときに、例えばその箱物みたいな所を用意するってことで、必ず受けてください

って仕組み、本当にこれ実現できるのかって言うと、たぶんそこのキャパシティ的にはオーバ

ーしていくので、またそこで溢れる人が出てくるっていう繰り返ししかならないんじゃないかと

思ったんですね。なので、恐らく、見えない状態像の人っていうのは、本当にたぶん、私は正

直いらっしゃらないんじゃないかな、恐らくそういう方というのは医療機関みたいな所の対応に

なってくる方々に限定されてきて、そういう所を活用するしかないって思われている人達がい

るからってことになるんですかね。もしかしたらその人達ですらも、本当に人手がちゃんと確保

されて、ある程度の対応ができる環境が整えば、病院ではないところでも見れるっていうところ

までいけるのか、そういった意味では、今回のこの検討会議の議論というのは、恐らくその公

的な所の役割ってことになると思うので、だとすると、そういう直接的なサービスを提供するっ

てことをやるのか、もしくは違うところの仕組みに何かしらの力を入れていって、そうならない仕

組みにしていくんじゃないんですかね、そういった意味では、私は循環の仕組みを本当にず

っと考え続けないと、結局いくらそういう場所の数を用意していっても、この先ですね、恐らく

本当にものすごい加速度的に支援が必要な方々が増えていく一方なので、そういった意味

では、例えば施設みたいな所でもグループホームみたいな所でも在宅での支える仕組みに

関しても、数としてはまったく足りてないんだと思うんですよね。なので、この足りてない所に対

して、どうやってこの数を増やしていけるのかっていう所が、やっぱり考えるところなのかなっ

て気がしているところです。まとまりないんですが、イメージとしてはそんな形です。 

 

（千日構成員） 

 今の荒井さんの話で、なんとなくなんですが、この設問の方の、なぜ断られるのかという前に、

自分の法人では、この行動関連項目が非常に高い方、いわゆる給付でも重度支援というもの

が必要な方達は対応しているんです。その実績で僕も意見を書いたんです。実際には色ん

な方が来られる。すぐに入所できないので、短期入所という入口が非常に多いんですけども、

その時にしっかりと対応していく、そして入所に繋がったり、グループホームに移る方もいらっ

しゃるんですけども、とりわけ、どうしても対応ができない、限界であるというのを書いたわけで

す。なので、荒井さんがお話をしたとおり、県内の民間施設でもこのような、行動関連項目だ

けでない、行動障害という方は本当にたくさんお預かりしているはずなんです。ただ、疲弊す

るということも、一部では発生し、そのことを公的にどのようにバックアップするかという問題な

んですね。そうすると施設でできるはずなんです。何も、どこかに強度行動障害の方を中心に

預かる施設を作らなくても。スペース、どうしても入所施設というのは、ユニット化しているところ

も多いですけども、古い所というか、箱物の中で集団生活を余儀なくする、その中で、できる

だけ個室を用意し、少し離れで暮らしながらやれている方もたくさんいる。どうしても対応でき

ないという、ここのところにですね、人的な問題、あるいは環境というものを整えていくと、民間

施設でも幅広く受け入れるスペースというものが発生するのではないかと、このように思うわけ

です。 

 

（弓家田構成員） 

 まず、県の障害福祉事業課のご担当の方は、これだけの短時間の間に、これだけの情報を

集めていただきましたことに対して、非常に感謝いたします。ありがとうございました。利用者と
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しては、民間の施設の対応レベルがどんどん上がってきているというのは非常に頼もしく思い

ますし、実際そういう方向に進んでありがたいなというふうには思っています。ただですね、現

状の状況、今回の調査結果見させていただきますと、もう県立の施設はお役御免ですね、と

安心して言えるような状況では全くないというのは、皆さんもこのデータを見ていただければ

ご理解いただけると思います。今のこの状態で、じゃあ福祉センターを外して良いかと言われ

たら、いいと言える状況ではございません。本当にそうなった場合にはやはり、扱いにくい人

からどんどん行くところが無くなって、困ってしまうような状況が起こるんじゃないかなというの

が、利用者側から見ると懸念されます。ということで、せっかく袖ケ浦福祉センターっていう良

い施設があるので、これを活用しない手はないだろうなと思います。当然民間の施設もどんど

ん活用して、今できていない所を一緒になって埋めていくということは、ありがたい事ですけど

も、やはりそれだけで、じゃあもう福祉センターいらないよ、という状況では無いと思います。有

効活用をぜひお願いしたいと思います。 

 

（荒井構成員） 

 そういった意味ではですね、逆に、県だから受けられるっていうのが、なぜ受けられると思わ

れるのかってことが、私は正直、個人的にはですね、よくわからなくて、例えばですけど、どう

なんですかね、社会的に見ると、責任の所在みたいなことが、県だったらちゃんとしてくれる

んじゃないかっていうふうな思いがあるからなのかとか、技術的な問題なのか、それとも本当

に、断らないってことが無いからってことなのかとか、でもこの３つ全部言ってもですね、正直

私はどれも、民間と県でやるところの違いって言うのが、正直あんまり無いのかなって気がす

るんですね。そこのところをどうお感じになってらっしゃるのかなってことはちょっと聞いてみて

もよろしいですか。 

 

（弓家田構成員） 

 当然、県立施設っていう事はそれだけコスト面で有利なポジションにいるわけなんで、民間

と同じ事を狙ってほしくないっていうのはあるわけですね。私がわかりにくい富士山のような図

を描いて説明したんですけども、本当に福祉センターが、ひと味違う所を現在目指してくれて

いるかなっていうことについては、利用者としては若干疑問を感じないでもないですけど、例

えば１対１の対応がすべてのところでできますかと言った時には、コスト面てありますよね、当

然。本当にその行動が難しい方、１対１にしなくちゃいけない、あるいは、例えば胃ろうがある

んで、そこの対応をしなくちゃいけない、これらは余計なお金がかかるんですけど。じゃあそう

いうところは全て民間の方で受けてくれてますかと言ったら、現状を見る限り、結構断られてい

るのが実状です。なので、そこはやっぱり県立としては、コストは若干目をつぶってでもです

ね、やっぱり対応が困難な人を何とかするんだという施設であって欲しいなと思います。民間

でそういうところを代わりにやる施設を作るっていうアイデアもあるのかもしれないですけども、

現状を見る限りはですね、やっぱり今の県立の施設が無くなると、本当に扱いにくい人がほっ

とかれちゃうんじゃないかなっていう心配がものすごくあります。だから、もし県立廃止するの

であれば、そういうのが絶対に問題無いような体制ができればまた別なんですけども、コスト

が、民間の場合は絶対無視できないと思いますので、やっぱり丁重にお断りされるっていう事

態は十分起こりうると思うんですよね。答えになっているかわかりませんけども。 
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（荒井構成員） 

 そういった意味では、そこで、今袖ケ浦のあそこの建物に対してお金が付いているっていう

仕組みがあるのを、例えば民間のところに人件費のようなことで、今のコストの部分ですよね、

１対１の職員体制ができるような、例えばなんかの手当をつけると、そこでも人が雇える、そう

すると今おっしゃられたことって解決するって言うふうに理解してよろしいですかね。 

 

（弓家田構成員） 

 ちょっとそこは・・・ 

 

（荒井構成員） 

 あと例えばですけど、一時的な受け止めとしては、私は正直そこが一番課題だと思っていて、

恐らく今の県内の入所施設のほとんどが短期入所の事業やってますけど、ほとんどがもう稼

働が１００％以上稼働しているぐらいの勢いであって、緊急の受入れができないって事態があ

るんですよね。だとしたときに、本当にこれを受けられるなにかのものっていうのが必要かなっ

て思ってるんです。でもこれですらも、恐らくそこで一旦受けたら、そこで埋まっちゃうんで、こ

れをどうやって稼働していくっていうことが課題だなとか、そういういくつかの、分割して考えて

いくっていうのは、できなくもないかなと思ってる部分があるんですが、そういうイメージでよろ

しいですかね。 

 

（弓家田構成員） 

 今民間も結構フルだよという状況の中で、福祉センターを外したらどうなるのかということ考

えると、まだその議論は早いんじゃ無いかなと思います。むしろ今、出来ていないところをどう

やって埋めていくかっていう議論が先だろうなと私は思います。 

 

（志賀議長） 

 今聞いていて、一つは荒井さんから提案があった、受入れの部分で必要な時に受け入れ

先が無いという点です。例えば今の段階で３０人位の方が、在宅生活が実質的には破綻され

ているにもかかわらず、入所先がなかなか見つからないという現状わかっています。受入れと

して優先順位が高い方は、常にいつでもそんなに待ちが無くても受け入れられる、あるいは

一旦受け入れる仕組みがあることが重要だという点だと思います。それから、とは言ってもそ

れをやっても、いずれ埋まっていっちゃうでしょという量の問題があって、それは希望される方

の人数があって、それでどんどん埋まっていってしまい、延々作っていくのかという問題が二

点目としてあります。 

それで今日、地域移行の話を大川さんにしていただきましたけれども、そういった面ではあ

る程度、通過をしていって、専門性があればそれを、何て言うんでしょう、流していくことができ

る、ただちょっと難しいのは、これは１対１の支援が必要だと書いてあるんですけれど、そうい

った面では、専門性をしっかりもっていれば、１対１の支援が、例えば２対１、あるいは４対１と

いった、要するに薄い人員配置でも全然出来ていくっていうのが、どれくらい保証できていく

かっていう問題と、３つあるんだと思うんですね。今全部一遍に話をしてると思うんです。ちょ
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っと話をしていただくときに、受入れの問題なのか、移行並びにそのスタートの専門性の問題

なのか、意識してお話をいただければと思います。 

 

（小林構成員） 

 さっき大屋さんから、強行事業をスタートしたときに最初６０名の応募があったよと、それで４

名取ったと。袖ケ浦福祉センターがそれから１６年の間に、利用者さんを受け入れたのは１７

人で、一人も外に出なかったんですね、出た方は亡くなった方だけなんです。で、ここの中で

もう一回幻想をやめましょうよと、県立施設だと処遇が向上して、その人達が良い暮らしになる

ってことは無いんですよって。それは何でかって言うと、今県の部長さんもいるので言いにく

いですけど、目的も無い理事長さんが天下りで来て、処遇方針も出せない中で、ただ単純に

事業団を動かしていた中では専門性は育ってないんだと、さっき大川さんがおっしゃってまし

たけど、我々は執念を持ってやっている、公立施設だとどうしても２，３年ごとに異動してしまう

と、その執念の差の中で、専門性は十分差が開いていくものなんだと、いう感じで、大川さん、

いいんですよね。私も全く同感だと思うんです。そういった中で、県立施設、県立施設ってい

うのはもうやめましょうと、何も実績を上げてなかったんですよと。これから先も、ここの中での

タイトルの間違いなのは、民間施設で受入れが難しい方についてって書いてあるけど、なん

で民間って付けてんのって、県立施設だって難しいからって受けてないでしょって、１７人しか。

空いたところに入れてますかって、入れてないでしょって。施設で受け入れにくい人達をどう

いうふうに千葉県民にサービスを新たに作っていきますかっていう議論なんだろうと思うんで

す。ここで何で今更民間っていうのをやめようと、あと県立に特別幻想を抱くのはやめようと私

は思っています。それで、先ほど大屋さんが８点、１０点って議論をしてましたけど、これはい

わゆる行動関連項目が１０点の方とかの問題じゃ無くて、今事業団が強度行動障害の人達の

グループホームを補助金出すというのは１８点を要求しています。いわゆるそういった本当に

難しい人達が、なぜ施設で受けにくいのか、もちろん事業団を含めてでもいいですけど、そ

の人達を本当にどういうふうに支援していくのか、あるいは入所のための調整機能を付けてい

くのか、そういうところの話なんじゃないかなと私は思っています。 

 

（渋沢構成員） 

 １０月に大網の短期入所施設で殺人事件が起こって、先日県の方と一緒に行ってきました。

千葉県外も含めて、行動障害が激しい方とか触法の方とか、めちゃくちゃいっぱい受け入れ

てるんですね。この調査見てもわかるように、やっぱり基本的にはもう数が足りてないんだろう

なと思います。まぁ調整のしようというのもちょっとは無くはないんですけども、基本的には数

が足りていなくて、きっと皆さんの所で大変な方いっぱい受けてくださってるんでしょうけど、

溢れてきちゃってるんだと思うんで、どうすれば数を増やしていくことができるのかっていう議

論を、まぁ袖ケ浦、この際公立でも民間でもどっちでもいいような気がするんですけど、どうし

ていくのが、適切な運営をすることができるのかっていうふうな議論をすることが必要なんじゃ

ないかと思います。 

 

（関口構成員） 

 ちょっと消化不良で発言していたら申し訳ないんですが、例えば県立施設から民間施設に
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移れるんだっていうお話があって、そのときにどうしても１対１でやらざるをえないと言うようなこ

とがあるんだという話があって、そしたらその、県立施設のお金を民間に移したらできるんじゃ

ないかというような議論もあったように思うんですけど、そうだとすると、何となく、じゃあ県立施

設がいらないという議論にも結びつくように思うけど、何となく県立施設があっても関係無いん

じゃ無いのっていうような、どっちでもいいみたいなふうに私にはちょっと思えて、それで、さら

にその議論の中で、私もう一つわからないのは、利用者像がどっちがどうなのかっていうのが、

ちょっとわからないですよね。同じ、例えば箱から箱に移って、１対１でやって、それでお金が

移ったけど、その人達どうなっちゃうのかなっていうのが見えてこない、数がどんどん増えてく

る、溢れるっていうお話もあったんですけども、それってその人達が、行動障害のある困って

いる人から、脱却する数が入ってないんじゃないかな、やっぱりそのどっちでもいいんだけど

私は、その人達が困っている状態から脱出できていくっていう、そういう仕組みを考えていくこ

とが一番大事で、そのためにはどっちの方がいいかっていうのはよくわかりませんけれども、

せっかくここで、てらん広場さんのお話を聞いたわけなんだから、行動障害があって困ってい

る人を数を減らしていく、そしたらそのためにはどっちがいいのかな、どういうお金の使い方を

した方がいいのかなっていう議論が次第の中心にもあっていいんじゃないかなって私は思い

ます。それから、在宅の人であろうが、県立施設にいる人であろうが、例えばどこかに行く場

合には、その箱があるから受け入れられる、人がいるから受け入れられるっていう議論もある

んだけれど、それ以上に、それでもって本人が安心して移っていけるとか、その家族の方も安

心して移っていける、大丈夫だなって安心できる体制とか、もっと言うと、受け手の方も安心し

て、ちょっと、それなりの環境をちゃんと整理して、困っている人を困っていない人に変えるっ

ていうのは変だけども、そういうことをできて、且つ、送り出す、預ける側、家族とか、送り出す

県立施設の場合でも、安心して送り出せるみたいな、そういうふうにやっていくにはどういうふ

うにしたらいいかなって考えていった方がいいような気がします。なんか、受け入れられるとか

お金が必要とか、それだけだと少しちょっとこう、どうかなって思った次第です。 

 

（志賀議長） 

 今お話の中で、行動障害が、無くなるという言い方がどうなのかは別として、支援としてはし

やすい状況になるという話がでました。せっかく大川さんに来ていただいたので、ちょっと聞

いて良いですか。２６０人の方が地域移行されたとして、当初は１対１に近いようなてらん広場

で支援されていて、今その方達の中で、場所がグループホームだと生活環境がかわり、通所

の生活介護に変わる、つまり入所施設でなくなっているわけですけど、その中で、支援として

はかなり人手がかからなくなっている人と、やはり同じくらいかかっている人たちって、漠然と

でいいんですけど、だいたいどれくらいの割合かなってちょっと教えていただけますか。 

 

（大川講師） 

 人手がかからなくはなっていますね。何よりも緊張感が無くなっています。人と人との間に生

じている緊張感ですね。これが無くなる事って言うのが、双方とも余裕を作っていってるとは

思っています。あと重要なのが、我々約束をして入所しているっていうことをお話させてもらっ

ているんですけども、今年度てらん広場、入所の建て付けを相談にしないとだめなんじゃない

かと、入口の部分をですね、考えて、試行的に始めています。まぁ、入所させないようにして
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いるんですね。そこをですね、きちんと捉えないと、それがどういうことなのかっていう、増えて

しまうだけっていうのと、増やしても地域が弱くなっているんですね、なので受皿が非常に弱

いので、そこに対する入所のバックアップというのも、しっかりと展開をさせてもらってるような

現状ですね。 

 

（志賀議長） 

 ベースとしては専門性がある程度あれば、支援としてはより多くの人が少ない支援員数でも

ある程度支援ができるようになるというのは実践されているという話で､最後の相談で入所を少

し検討しているというのは、入所にならなくても地域で生活できる体制を作るという意味ですか

ね。 

 

（大川講師） 

 そうですね、何よりもみんな心が折れちゃってるんですよね、支援者、家族、学校の先生含

めて。そういうところに対して、構造化とか、そういう技法的な話だけをしてもですね、そういう

のみなさん超えてってしまっているんですよね。今学校の先生も含めて、施設職員も強行研

修とか非常に受けてですね、取り組んでいるんですけれども、それでも立ちゆかなくなってい

るのが実情なんですね。我々は、彼らの人生を紡いでいく、語っていくことっていうのが非常

に大切だと思っているんですね。彼らの困難さ、生き難さ、なぜそういう二次障害が生まれて

いるか、その辺をですね、先生とか地域の事業所、親御さんに理解してもらうと、本当に応援

団に変わるんですね。もう一回やってみようと、その中でお互いが変容していくっていうのを

今目の当たりにしながらやらさせてもらっているので、専門性を地域へどう展開するかってい

うのをやらさせてもらっています。 

 

（樋口構成員） 

 基本的に渋沢さんが先ほど言われました、数が足りてないんじゃないかって、まさにそこに

尽きる状態、千葉県招いているのはずっと変わらないですね。数は慢性的に足りてないことで

起こっていることっていっぱいあると思うんですね。いくら強行研修を積んでですね、スキルを

上げた職員ですか、あちこちで毎年毎年増えているって、いかにもその増えながら強行の方

を受け入れる施設が増えていくのかなっていう幻想に捕らわれているわけですけど、一向に

増えないわけですよね。入所なりに繋げていくことができないでいるっていうのが今の現状だ

と思います。数が足りていれば本当に強行の方が優先的に入れてもらえるのかっていったら、

やはり皆尻込みをするケースばかりが来るわけですよね。尻込みをしてしまうのは、ここに書

かれているとおりの理由で、致し方ないなって正直思いますよね。経験からですね、こんなこ

とになったら大変だな、こんなことになっちゃったらもう終わりだなみたいな感じで、施設は本

当に気が気じゃないケースってありますよね。でも現にこう、受入れていることも事実なんです

よね、そういう経験を積んでいるんですよね、マイナスイメージが先行するケースであっても、

受入れながらどこの施設も経験をずっと積み続けているわけですよね。それは絶対間違いな

いと私は思っています。ですから、決して、絶対受け入れられないということはないだろうと、

ただ、今、この状況下で受け入れられるかって言ったらなかなか難しいと返事する法人がほと

んどだというのはしょうがないんだと思っています。 
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私が一つこう、疑問に思っているというか、持論なんですけども、強行のあり方検討会でも

ずっと私が意見し続けていることの一つなんですけども、質の高い職員ですか、支援技術の

高い職員だとか、スキルの高いだとかってよく言われますけども、それってもしかしたら危険な

方向に行くっていうか、私は懸念してるんですね、この方達が二次的な行動障害だっていう

ふうに言われるようになってから、いわゆる環境を変えることとか、負の経験から回復していく

過程っていうのは、てらん広場さんの言うように、見立て、視点を変えていくとこれからどういう

支援が必要なのかとか、どういう環境設定が必要なのかとかが変わってくることは、私も同感

で、やってますけども、どうしても強行の方を受け入れるのに専門性が必要だっていう視点に

立ってしまうと、すごく入口狭くしてるんじゃないかと私は常々感じています。専門的な知識と

か技術も、たぶんどっかで必要なんでしょうけど、そればっかり前面に出てしまうと、それを大

前提にいろんなことを仕組み作りをしていこうとするのはあまり、私は賛成できないですね。ど

んな施設でも、どんな人達でも受け入れようよっていう入口が欲しいなって、まず。うまくいか

ないことももちろんあるでしょうしね、けど最初からそういう職員がいなければだめだよ、預けら

れないよっていうのはちょっと、なんか違うような気がしてなりません。なぜならば、私の所が何

の専門性もないものですから、そんなところでも、なんとかやってるよって、ただ幸せ感がちょ

っと違うのかなっていう程度でですね、実際やってるよって、特に専門知識の無い職員たちで

もやれるところはやってますよっていうところがあるものですから。あと、受入れを断られる方の

中に、どなたかの意見にあったような気がするんですけど、やっぱり保護者の方とか家庭の方

が過度な要求とかですね、とんでもないことを要求するとか、そういう方って言うのは非常に困

難極めているっていうのは実際あろうかと思うんです。そういったことも理由にはなっているこ

ともあるんじゃないかなとは思いました。 

 

（志賀議長） 

 今専門性の話で少し話が出ていて、専門性が必要ないというわけではないですけども、専

門性という今の仕組みの中でシステムを組むのはどうなのかという話だったと思います。その

点、量が足りてないという問題の提起だと思います。重要な論点であるのも事実ですが、国で

あり、たぶん千葉県もそうだと思いますけど、プランの中で障害者支援施設を増やしていくの

は現状では厳しい中で、この量の問題をどうやって解決していくのかっていう、もちろん量的

に障害者支援施設をこれからどんどん増やしていきますってなると、全然違う話しになると思

います。これまでは、それはなかなか今の現状では難しい中で、どうしていかなくちゃならな

いのかという意見交換だったと思います。 

 

（飯田構成員） 

 前回の北海道の施設の方と、今日てらん広場さんの話を聞いて、なるほどなぁと、本当に勉

強になりました。というのは、今まで強度行動障害のような大変な方というのは、入所施設のよ

うな所じゃ無いと見れないんだと、それが私なんかはそんなところを思ってまして、とてもグル

ープホームだとか、ＮＰＯ法人等で見ていただくことは難しいんだろうなっていうのがあったん

ですけども、今回の講演等を聞いて、そうじゃないんだと、逆なんだなと、大きな集団から小集

団にした方がよりきめ細やかな支援というのが可能なんだなというふうな思いがしました。大き

な集団の中で一人を見なくちゃいけないっていうのはやっぱり大変な状況があったのは確か
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だなと、集団を小さくした方がよりきめ細かな支援ができるんだろうなという思いがしました。 

これは県立だろうか民間だろうかという議論は別としてですね、率直にそんな思いがあって、

そこに何か今後の可能性があるんじゃないかなと、施設を作るという意味では無くて、強度行

動障害のような方を受け入れるような、小集団のグループホーム等をたくさん作っていくと、成

功事例を作っていくというところに今後のヒントみたいなものがあるんじゃないかなと、率直に

思いました。 

 

（佐久間智構成員） 

 弓家田さんの話を聞いて、施設の職員として、今まで確かに保護者の方はそういう気持ちが

多かったんだろうなと非常に胸が痛かったです。ただ、事業団が県立かどうかはまた別として、

今後も県立施設に重きを置いてやっていくと、働いている職員をいくら多くしても、人間です

から、非常に心が疲れますよね、そうすると職員配置を多くする、当然、我々民間たぶんほと

んどの施設って、休日は４週８休プラスお正月とかお盆にちょこちょこあったり無かったりとか、

そんなレベルで働いてますけど、県立にすれば、国民の祝日はすべてお休み、盆暮れも休

んで手厚く職員のケアをして、給与だってある程度民間よりも高くして、職員が来るようにして

と、だんだんだんだんやっぱりそういうふうになると、それって、事業団の２０年前くらいに時代

が逆行していくんじゃないかなと、なんとなく頭の中に思いながら聞いてました。今飯田さんも

おっしゃいましたけど、やはりそういう小さいグループホームとか、施設で受け入れるにしても、

施設も入所施設の立場からすると、報酬で４０、６０、８０っていう縛りがある以上、６０名の施設

や４０名の施設が、県が例えば許しても、それを超えて今度は７０名にしようっていうのもかなり

厳しいですよね。ですから、小さい集団でやっぱりやっていくのがいいのかなっていうふうに

は思います。 

 

（前田構成員） 

 私も親の会なので知的障害を持つ娘がおります。この場でいろいろお話をお伺いしている

中で、娘は今日も日々支援員さんにいろいろ、今日も生活をしているわけですけれども、本

当にちょっとずつ、重度ですが、工夫をして対応していただけると、どんな子でもちょっとずつ

成長していけるわけで、そうすると、やっぱり支援員さんの工夫次第で日々の生活がその子

にとって、自然と今のままではなくもうちょっと、一つアップした生活が必要になってくるんじゃ

ないかなっていう時期が、何年先かはわかりませんけれども、ちょっとずつ上を目指すという

んですかね、なので、そういうことがあるので、今の現状のままというわけでなく、ちょっとずつ

子供達にもいろんな体験をさせて、選択肢を、意思を確認して、先ほど、どんな重い人でも丁

寧に説明してということがあったので、そういうことをしていただけるとどんどん良くなっていく

のかなっていう､親の思いをちょっとお話させていただきました。 

 

（奥澤構成員） 

 先ほど、渋沢さんを始め、現在の利用者、待機者を含めても、施設の定員は絶対的に足り

ないというような意見が出てますね。それから、議長の方から、でも現状では千葉県含めて定

員を増やすとか、新しい施設難しいというようなお話もありました。千葉知施連はですね、もう

出来た当初から今の待機者も含めて施設が足りないんだと、だから新設もしくは定員を増や
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してくださいというのを県の４次、５次、６次計画の中で意見を出して、あるいは県に要望書と

して、せめて定員は減らさない、できれば増やしてくださいというような意見書を出しているん

ですね。今強度行動障害者を含めて待機者がこれだけいるわけですから、千葉県は、千葉

県だけではだめだと思うんですけども、関東あるいは全国も含めて、国にですね、現状をもっ

と強く訴えて、受皿を増やすような方向もぜひやっていただきたいと思うんですよね。強度行

動障害の方は現実的にはやはり待機者が千葉でも６０名くらいいるわけでしょ。それで現実に

袖ケ浦福祉センターもまだ６５名くらいで第三者検証委員会の計画５０名からすれば、１５名

がまだ移れないでいるわけです。地域、グループホーム等に。ですからその辺も含めて、小

規模のグループホーム等で通過支援型で受け入れるんだっていう意見の集約もされてます

けども、並行的にやはりこういうこともやっていかないと、どんどんどんどんイタチごっこでです

ね、受け入れてもまた増えてくるということも、これから将来どんどんそういうことが起こってくる

わけですから、地道な要求かもしれないですけど、やはり全国的にも障害者施設が足りないと

いう答えが出ているんですよ、関東の中でも横浜市だとか政令市、川越あたりでも知的障害

者だけじゃないですけども、新しい施設を作ってるんですよね。ですからぜひ千葉県もそうい

うことをやっていただきたいと、これは私たち入所施設利用家族連合会の今まで、これからも

ずっと要望していく考えでおります。 

 

（千日構成員） 

 そもそもですけど、この検討会議というのは、検証委員会と進捗管理委員会のその一つの

提言というものに基づいて、事業団の、県立の否かうんぬん、またこれを継続するにしても今

の場所は使わないという方向性っていうのが示されたことを受けての我々検討会なんですけ

ども、弓家田さんにもこの検討会議の１回目で、民間とあえて言えばですね、当時モデル事

業の前の措置の時代から、県立施設に非常に重度の方達をお願いしていたという反省に基

づいてという話を僕はしましたけれども、指定管理のお話もしましたけれども、やはり保護者の

立場からいうと、公立施設というのは絶対的責任があり、安定的な基盤の上で、非常に不安

度が少ないというところにあるようなんです。生活のスタイルや環境はともかくとして、そしてま

た、先ほどの反省というのは、受けることをお断りした法人としては、そのことを踏まえてですけ

ども、県立公立施設というのは絶対的な安定的な基盤の上で成り立っている。民間は無責任

であるということがずっときているわけです。これをコストの話もさっき弓家田さんお話されてま

したけども、もう、一箇所ではない方がいいだろうというある程度の目処というか、考え方という

のは、弓家田さんも、例えば保護者の方達も、不満はおありだろうけど、その辺のところにつ

いては検討はされているはず。民間の方にどのように責任を持たせるかということですね、民

間が今までのように無責任で、預かれる人だけを預かっていて、断る人は断っていて、できな

いよと言えば、民間は民間の言い分でまかり通っていた。これをこの事業団の問題だけで言

ってもですね、どのように今いる方達、あるいは県立と同等あるいはそれ以上の責任というも

のを持たせられるかという、このことがあると、幅広く県内にある民間施設を有効に活用するこ

とが出来るのではないだろうかと、思っているところです。 

 

（志賀議長） 

 もう一度確認をしますと、前回と今回、２回事例を報告していただいて、前回は市立で民営
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で、運営の方式としては千葉県とは違う形で給付にプラス２千万程度のお金の補助で通過型

の専門的な施設をやっているということで、実績を上げているという内容でした。今回のてらん

広場さんの方は、民設民営ですよね。横浜市からは特別に、強度行動障害と通過型という事

業として委託を受けているのではなく、ごくごく普通の市内の他の施設と同じ給付の中で２６０

名の移行を法人としては進められているという、二つの事例を知らせていただいての議論とい

うことになります。県立の問題というのは基本的には受入れの問題で、拒否がないようにどう

やって受け入れていく仕組みをどう考えていくかっていうのを考えていかなくてはいけない。

その際にはどうしても量の問題が出てくるということで、現在の施設を拡大するのか小規模に

するのかという問題も含めて、量をどうするかは、避けては通れない問題が一つあると思いま

す。とは言っても、今日の量を確保しても、結局今後埋まるということで、通過型の問題という

のはいつまでたっても、ゼロにすることはなかなかできないでしょうということと、そこに見立て

をしたり工夫をしたりということが出てきましたけれども、やはり専門性がないと通過型あるいは、

ある程度移行したあとの小規模のところも難しいだろうという話もなんとなく意見としてはまとま

ってきているとは思います。今日の段階で、これ以上の議論はなかなか難しいので、一度事

務局の方で、システムの方のたたき台、みんながもう一度話をできる絵を少し描いていただい

て、強度行動障害の問題等は少し、もう一度議論できればなと思っておりますがいかがでしょ

うか。 

 入所のあり方なんですけども、平成１６年７月１日より袖ケ浦福祉センターの強度行動障害

の事業が始まっていて、その時から入所の受入れの仕組みというのがしっかり決まっていて、

施設で判断するのではなくて、調整の会議があり、もちろん措置時代は入所調整もしっかりさ

れていましたけど、今はだいぶ全国的に様変わりして、そういった面では優先順位の高い、

必要な人に必ずサービスというのが、今そういった面では課題になっていると思います。この

入所する仕組みについて、現状の課題とか何か御意見いただけないでしょうか。 

 

（小林構成員） 

 千葉県は我々事業者にすると大変気楽な県で、昔の措置の時代からも、今もそうですけれ

ど、入所調整会議ってないんですね。茨城県なんかは措置の時代の時には入所調整会議が

あったんですけど、千葉県はもう勝手に施設が取り放題、あるいは親御さんが金出して作れ

ば、自分たちが優先的に入所できるみたいな、そんな時代でした。それで実は三重県のあさ

け学園に勉強に行ったんですけど、三重県は自立支援法が始まってからか、支援費制度か

なんかの時に、今度こそ本当に入所調整会議が必要なんじゃないかってことで、三重県は今

入所調整会議を持ってます。そして、圏域毎に優先順位の高い人をランキングをつけている

そうです。それで、そのうちの５人なら５人を、施設が定員が空きましたっていうと、提示して、

その中から、高齢者が得意であれば高齢者、あるいは行動障害が得意であれば行動障害と

いう、選ぶというか、５人の中から選ばせるような仕組みを作っているんです。 

ところが千葉県においては、勝手野放し状態で、本当に待機者が何人いるのかってのは

全然わかってないんです。こうやって市の方が例えば６０人いるよと言うけど、実際はそうじゃ

ないでしょと、もっといるでしょ、この市町村うちに預けてる子をカウントしてないよと、私はさっ

き見てましたけど、行政そのものが待機者というか、行動障害の本当に困っている家庭を掴ん

でいないというのが現状で、あるいは自立支援協議会とかの中でそういった困っている人が
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何人いるかとかも持っていない、ましてや圏域の中でどれくらいいるのかってのもわかってい

ない。だからそういったことがわかるような仕組みを作って、更に尚且つ何らかの形で県が入

所調整会議をして、この圏域の中でこの方を受けたらば、その分だけ県はお駄賃として職員

配置をあげますよとか、運営補助をあげますよとか、あるいは看板の星印をあげますよってい

う仕組みが必要なんじゃないかなと。私がイメージしているのは１６圏域の中に１６箇所ぐらい

強度行動障害の星印をもらった、星５つとか星３つをもらった施設があって、その施設には大

学院出て応用行動分析とか勉強してきた大学院のスタッフを１名雇用する分のお金あげます

よと、６００万。６００万を１６箇所にあげても、９，６００万円、今のそよかぜ荘のスタッフにかけて

る費用とさほど変わってないです。袖ケ浦福祉センターの４名のためにやってるよりも、１６施

設に専門性の高い職員を配置できますよと、あともう一つは受けた方に対しての人手も必要

でしょうから、４００万、５００万を上乗せしてあげますよと、そういった、きちっとした拠点施設を

つくる、更に専門性のある職員を配置する、更にそういった施設は必ず優先的にそういう子を

とるという仕組みをきちっと総合的に作り上げないとだめなんじゃないかなと思ってます。もう

袖ケ浦福祉センターが県立施設だから、そこを拠点にしましょうっていうのだけは絶対にやめ

て欲しいと思ってます。なんでかっていうと、私は袖ケ浦福祉センターの理事をしていますけ

ど、経営的な自由度がないんですよね。さっきの１７人の強度行動障害の方たちにグループ

ホームを作ってあげましょうと言っても、実際はそれが予算化されないとできないから、民間施

設のように、あそこに空き地がある、安い土地が競売に出てるからその土地を買ってそこに建

てようとかっていう、そういう経営の自由度がない中では、きちっとしたサービスが展開できな

いというのが、現状なんじゃないかなと思います。ぜひ入所調整会議みたいな仕組みを千葉

県も作らなきゃいけないんだろうなと。 

あともう一つは、さっき施設が少ないって話がありましたけど、私も第５次､第６次障害者計

画等の委員になってますけど、ずっと言ってるんですけど、入所施設の定員はどんどん減っ

ています。施設が足りないといいながらも減っているんです。これなんでかというと、事業者側

が例えば８０人を６０人くらいの規模にしたい、グループホームに移行したいってことで、小規

模化を図ってるんです。ですからどんどんどんどん減っているんです。でも待機者は６００人く

らいいるんです。さっき強行は６０人って話がありましたけど、県の掴んでいるだけでもいるん

です。そういった中では、今の利用したい親御さん達は完全に見放されています。県の障害

者計画でも見放されているし、我々事業者からも、本当に使いたいと思っても、使えないとい

う現実があるという現状で、これを機会に千葉県の実情をきちっと見定めて、本来の千葉県の

行動障害の人、本当の真の待機者の人達にどうやって手を差し伸べられるかっていう仕組み

を作っていったらと思っています。 

 

（渋沢構成員） 

 感動して聞いていました。大賛成です。すごくいいなと思いました。やっぱり相応なお金を

付けないと、気持ちだけでは変わっていかないだろうなっていうふうに思いました。１６圏域 

それぞれっていうのもいいなと思いましたし、僕のイメージだと、それぞれの地域で核になっ

ている総合支援協議会の相談部会の人達とか、相談支援の人達とかが協議しながら、施設

の人とまわしていくみたいなことは、そんなに難しくなくできるんじゃないかなって気がしました。

それとですね、さっき休憩時間に下で児童養護の髙橋さんと話したんですけど、児童養護の
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世界で県立施設がなくなるなんていったら、大問題になるんだそうで、富浦学園とか自立  

援助の生実学校とか。あんまり問題にならないのは、強度行動障害の方の受入れも含めて、

やっぱり皆が、おって思うような実践がされていなかった、申し訳ない言い方になりますけども、

思うんですね、相馬さんは官も民もどっちも見られている中でこれからのことを考えたときに、

どうやってやるのが一番、立て直しというか、よいものが出来てくることになるのか、相馬さんの

お考えを伺ってみたいと思ったんですが。このままっていうか、公立でやった方が良い部分が

あるのか、民間でやった方がいいのか。 

 

（相馬構成員） 

 前回、前々回の会議でも、お話ししたことの繰り返しになろうかと思うのですが、私ども昨年

の１０月から所内で自由な議論をやっているんですけど、これまで４回５回重ねてきてですね、

前回にもお話をしましたけれども、今までの従来のような県立施設の役目って終わったよねっ

ていうのが共通した考え方になりつつあります。と言いますのも、一回目の会議の中でも１６人

という強行の方を一箇所に集めて、結果的に１０数年たってやっと３，４人ぐらいしか出れなか

った。その出口の受皿の問題はありましたけども、やはりそういう支援の有り様って言うのが違

ってたんじゃ無いかっていうのが私どももそう思いますし、ただ、それを例えば県内の障害者

支援施設あるいはグループホームの中に暮らしの場を見出していこうとすると、それは相応に

人的な配慮とか設備の面での工夫等が当然必要になってくるでしょう、そういうお金の使い方

をするべきだろうというふうに考えてます。 

ただ、一方でですね、先日の強行の実践報告会の時に講演された加藤さんの話の中で確

か触れていたと思うんですけど、強行と言われる方達の中にも、なかなか時間を経過しても支

援の改善なり、症状が良い方向になかなか向きにくい方っていう、前回はコアな方という表現

をしましたけれど、そういう方ってやっぱりいらっしゃるんだろうなっていう、その方達の支援は

どうしていくんだろうか。これからの県立施設の役目となると、おそらくそういう部分に残ってい

くのかな、ただそれはあくまでも規模としては今とは全然違う小さな単位になってしかるべきだ

し、現在昭和５４年につくられたあの建物を使ってやるようなことではないだろうということは、

職員、施設長の方にはお話はしているところです。 

 

（髙橋構成員） 

 児童養護施設は障害の分野とはまた全然違うので、どこでどんな発言をしたらいいのかと思

いながら参加させていただいて、今渋沢さんとお話ししていたのが話題に出たので、これはし

ゃべれという合図だなと思って、ちょっと話をさせていただきます。まあ参考程度にしかならな

いかなとは思いますけれども。 

 社会的養護の分野の中では、児童養護で言うと、県立が１施設、民間施設が１９施設ありま

す。児童自立支援施設は県立１施設、生実学校です。それから乳児院については、これまで

は県立１施設、民間が当時４施設でしたでしょうか、ありました。県立の乳児院が廃止になるこ

とに併せて、県の方でその３０人の枠をキープすることで、民間の方で手を挙げてくれる法人

があればということで、うちの法人が手を挙げて受託をしたという状況があります。当時乳児院

の世界では、公立の乳児院が無くなるということについては、民間施設、非常に危惧をしまし

た。ただし、かなり建物が老朽化していましたし、その支援、ケアの中身ということについてどう
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かということは別としてですね、とにかく緊急度の高い赤ちゃん、医療的ケアがかなり必要な

赤ちゃん、プラスいわゆるハイリスク家庭、親御さん達の強制引き取りの可能性があるとか、暴

力的な行為が予想されるとか、そういったケースに関しては県立の乳児院にというのが一つ

の流れでしたので、正直民間施設はそれを受けていかなきゃいけないということになって、そ

れは民間施設として非常にきついというか、どうしようという状況ではありました。やはり、裁判

だなんだという状況になったときに、まして、そういう親御さん達はすぐに訴えますし、ニュース

ソースに載ってしまうこともありますから、そうなった場合に民間施設としてはとても持ちこたえ

られないというような状況があって、県立があるということは一つの安心感にはなっていました。

じゃあそれが実際なくなって今どうかというと、県立の乳児院に代わって新規の乳児院が二つ

できましたけども、廃止から２年経って、その県立の乳児院が担ってた部分を民間施設の新

規の２施設がカバーできているかというと、決してそうではないという現状はあろうかと思って

います。それはやはり、スキルがなかなか高まっていかない。やはりそこには時間がかかると

いうことと、圧倒的な人材不足、これは障害分野の方がどうなのかわかりませんけれど、児童

養護の分野はもう外国人の労働者をという声も上がっているような状況ですので、これから先

もっともっと人材が不足していくという中では民間施設がそれ相応のスキルを持っている職員

を抱えていくこと、若しくはその職員を育てていくこと自体にもかなり難しさがある、これからど

んどん難しくなっていくだろうなというような危機感を持っています。ただ、児童自立は県が一

つですけれども、社会的養護の場合には、養護、乳児院、児童自立と、分野が全然違う事業

が社会的養護としてなってますので、どちらかというと、利用すべきケースというのがきちんと

分類分けができるというところがあろうかというふうには思います。児童自立は県立で一つあり

ますけど、そこがもし廃止になった場合、民間の児童養護施設でその子たちを受け入れられ

るかというと、かなり厳しいというふうになろうかと思います。 

ただ、児童養護の分野だけで考えると、県立の児童養護、それから民間の児童養護がある

わけです。実は私は県立の児童養護にいて、児童相談所にもいましたので、それを踏まえて

民間に出ているんですけれども、公立の児童養護施設がこれからどういうふうになっていけば

いいのかなというところでいくと、公立施設っていうのは、同じ事業が１県に１つというのは非常

に良くないっていうふうには思っています。結局切磋琢磨するところがなく、競い合うこともな

ければ、標準化していくこともないという意味ではなかなかケアが停滞しやすいというか、そこ

で働いているスタッフさんたちが頑張ってやっていこうというような意識が非常にバックアップ

しづらいみたいなところもあるなって思っています。 

 児童相談所も県内７箇所ありますけれども、７箇所あるからこんな感じかなと思っているので、

外側からの児童養護の社会的養護側から見た一つの私見ではありますけど、もし袖ケ浦福祉

センターが今後継続ということになるんであれば、私は少なくとも３つに分解をした方がいいか

なと、それぞれが違う母体として、もちろん県立ということは変わらないと思うんですけど、違う

事業所というか、そういった形で運営していかないと、井の中の蛙状態になっていくのは児童

養護の分野とも変わらないのかなという感じがしました。すみません、たぶん全然的外れな話

かと思いますけど。 

 

（志賀議長） 

 本当に入所調整の話ってたぶん、昔の措置時代の県が措置をしていればという時代と、今
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援護の実施者が市町村に移って、調整をしなくてはならないですし、県立の施設よりも民間

の資源の方が圧倒的に多いということを考えると、成人の分野も随分変わってきて、新たな調

整の仕方というと、きっと、そんな簡単ではないのかなと思って聞かせていただいておりました。

県立施設の役割の話も少し出ておりました。それも含めて少し、たたき台を出していただいて、

次回、強度行動障害については、もう一度話をしたいと思います。 

それでは、次に、「②医療的配慮を必要とする知的障害者への支援」について、これにつ

いても事務局の方から説明をよろしくお願いします。 

 

＜資料２－１～２－４により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、「医療的配慮を必要とする知的障害者への支援」について説明をしていただきま

した。障害者にとって望ましい支援を受けられる場はどこか、という視点から、太枠の中、特に

１ページという話でしたが、そちらについて、共通認識を持つために御意見をいただきたいと

思います。ちなみに強度行動障害の話と違って、その人を施設入所で受け入れるかというだ

けではなく、施設入所されている方が医療的なケアが必要になって、その場でなかなか見れ

なくなってくる人というのも当然出てくるというのも、先ほどの議論とはちょっと違う点だとは思

いますが、ぜひ御意見をいただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

（荒井構成員） 

 始めに整理いただいた資料２－４に関してですね、改めて確認したいなと思うんですけど、

例えばこの喀痰吸引研修に関してってことでも、できる行為ってかなり限定されてしまってい

るっていうのが現状で、例えば吸引取ったと言ってもいわゆる咽頭までってことなので、奥ま

では吸っちゃいけませんとか、経管栄養に関しても、始めと終わりに関しては手を出せないの

で、やはりそこは看護師しかできない仕組みになっているとか、そういった意味でこの医行為

の問題、取扱をどうするのかっていうのが一番の課題だというのは前回もお話ししたような気

がするんですが、そこに多分つきまとうのが、一番最後にさらっと書いてある、違法性阻却の

部分ですよね、これも多分弁護士さんいらっしゃるので、そこらへんはいわゆる違法なんだけ

ど、まあ生命の危険とかもあるから許しましょうみたいな概念が違法性阻却とかの使われ方な

んですよね、これが誰に関して言われるかと言うと、ここに書いてあるように、本人とか家族は

結局訴えないから、だから許されているっていう概念として私は捉えているんですね、その時

恐らく事業所がなんでじゃあこの方々受けられないのかっていうと、やっぱりなんかあった時

に責任を問われるから、っていうことで受けづらいっていう話になっていくのか、もう一方でこう

いう行為がどうゆうものかっていう時に書いてあるこの５のところですよね、吸引とか経管栄養

っていうのは、いわゆる治療行為ではない、それこそ大屋先生が専門なんでしょうけど、いわ

ゆる病院で入院して治療するような行為では無くて、これは日常的な生活につきまとうような

医療行為になるので、病院に入院してられないって話ですよね、ずっと入院しているって話

ではない、治療でもないって話であって、なかなかここの難しさっていうんですかね、それを

障害福祉分野でどういうふうに考えるかっていったときに、私は生活支援の一環としてこういう

行為を受け止めて、それをいわゆる看護師さんとかお医者さん以外がやっていくということで
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整理をしていくのか、もしくはやっぱりこれは専門職しかできないというふうにするのかというの

は、これはこの検討会の中で議論することではなくて、本質的にはこの国がどう考えるかって

いうことにも繋がっていくので、正直このことをここで整理しきれるのかなって個人的には思っ

ているんですが、これも千葉県として、県としては認めましょうということにするのかっていうん

ですかね、恐らく今の現状としては、なんとなくやっている事業所もあれば、それは厳密に私

たちはここまで手を出せませんってことで断るところもあれば、家族との関係性の中で、いいよ

って言ってもらって、それですらも事業所側は何かあった時の責任を問われたら困っちゃうっ

てことで、少し同意書みたいなもの、覚書みたいなものを作るとか、そこまでしてでもやってる

のかとか、そういうのがこの問題なのかなって個人的には感じてるんですが、違いますかね。 

 

（大屋副議長） 

 このような行為自体は、実はものすごい難しい行為ではないわけですよね、学校なんかでも

同じようなことがしばしばあるんじゃないかと思いますけども、まさに荒井さんがおっしゃったよ

うなことっていうのは、本当に国全体の問題っていう部分もあって、多分少しずつ拡大してい

るんだと思うんですよね、吸引だって昔はできなかったのが研修受ければできるようになった

ということで、親や兄弟がやればできるわけだから、練習すれば誰でもできるといえばできる

わけですよね、まぁ特殊な方は置いといてですね。これは私も弁護士さんに振りますけれど、

今後ですね、この判例みたいなもので、違法性阻却がどこまで認められるかみたいなところか

ら始まって、より広い医療行為に広がっていく可能性はあるんじゃないかなと思って、ちょっと

話が全然違って申し訳ないんですけど、医師がやる行為も今ですね、特定の看護師さんが

やれることがどんどん増えてるんですよ、ただ研修は結構ありますけどね。そういうふうにしな

いと人が足りないんですよね、ですから、これから徐々にこういうことが広がっていくということ

は、明らかに質を下げるわけではなく、ご本人の活動範囲を広げていくことになるんじゃない

かと期待をしているというレベルです。 

 

（蒲田構成員） 

 従来は非常に違法性阻却の医療行為というのは厳格に考えられていました。けれども内容

によっては看護師さんでもできるとか少し緩やかにはなっていますよね。勿論看護師さんで 

あれば誰でもできるものではなくて、研修を受けた人でなければできないとかいうふうになっ

ていることは確かですけれど、今後拡大傾向かというと、それは一概に言えないと思います。

医療行為というのはやはり違法性と裏表でありますので、常に罰を受ける危険を抱えている

行為ですから、それを広く認めていくという考え方は取られないというふうに思います。 

 

（志賀議長） 

 もう一度ちょっと話を戻して考えてみますけど、民間施設で受入れが難しい方というのは今

の現状ではたぶん県立施設でも受入れが難しい方なんだと思いますけども、背景には袖ケ

浦福祉センターは診療所が何度か話が出ておりましたけど、診療所を持っているということで、

民間施設の中でもドクター、看護師がいわゆる障害者支援施設よりも手厚い状況、そういった

意味での役割っていうのはどうなんだろうかという含みがあってなんだと思いますけども、そう

いった視点からもいかがでしょうか。 
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（小林構成員） 

 袖ケ浦福祉センターの歴史を紐解くと、昭和５４年に新館建設がされて、４階に診療室がで

きたんですね、そこには医療が必要になったときのためにベッドルームが４つぐらいたぶん用

意されたんだと思います。それが他にも、臨床検査技師とかレントゲン技師とか、いろんな人

が配置されました。でもその歴史上の中で恐らく、一度もその病室は使われたことが無かった

っていうのが事業団なんです。これもやっぱり県立施設としての幻想なんです。結局は機能し

なかったんですね。それと、今例えばお医者さんが配置されてますよって言っても多分、週４

日くらいしか来ていません、限られた時間で。結局残りの時間は民間の医療機関を利用して

いるっていうのが多分事業団のお医者さんの配置状況だと思います。ですから、これから新

たなものを作っていくという議論ならいざ知らず、今までやってた機能をどうやって守っていく

のかっていうのはあんまり、私はピントがずれているんじゃないかと、元々事業団にはそういっ

た実績はありませんよと、確かに歯医者さんとか、いろんな方で見えてますけど、今歯医者さ

んってのは、かなり積極的にお客さんを集めるために、訪問歯科医とかもやってくれてるのが、

現状です。ですから、例えば診療室そのものでも、約１億円くらいの赤字を出しています。じ

ゃあその１億円の赤字の分だけ本当に地域の障害者の人達に機能しているのかなっていうと、

私はそうではないのかなと思います。それよりも、みんなどこの法人さんも、本当に地域のお

医者さん、あるいは太いパイプをどうやって作っていくかっていうので作り上げて、それで利

用者さんを守っているというのが現実です。 

 

（渋沢構成員） 

 前にもちょっとお話ししたことあったような気もするんですけど、千葉県障害福祉事業課の別

の会議で医療的ケアに関するような人達のチームがあって、そこで重症心身障害の方々の

全員の回答を目指したアンケートがあって、千人くらいの方から回答いただいているんです

が、その中で入所施設希望される方が２１４人、グループホームが１３３人、施設での入所３４３

人、とても袖ケ浦で受け止められる数じゃないので、このことはもうこの場ではすっぱりと切り

離して、議論の対象外にしてもいいんじゃないのかなって気がします。 

 

（荒井構成員） 

 恐らく医療を対象とした施設で、重症心身障害児施設っていうのが制度としては存在するじ

ゃないですか、いわゆる医療型入所施設という概念があって、県内でも一応民間でやってま

す。できるのは多分できるんですよね、ここもお医者さんも看護師さんも常駐していられるよう

な施設なので、医療ケアどんなことにも対応できますよと、ただ恐らく状態像として考えたとき

にそういうところでも敬遠される方って、前にも説明しましたけど、動ける重心児ですかね、今

で言う。とか、動ける重症心身障害者っていうんですかね、いわゆる、ここでもありました、行

動障害もあって、医療行為も必要になってくるとかっていうと、管を抜いちゃうとかですね、い

ろんな行動から多分敬遠されがち何だろうなとか、そういう方をじゃあ事業団で受けられるの

かって言ったら変ですけど、恐らくそういう方って事業団でも難しいって判断されるんだろうな

とか、県だからやっぱりこれができるものかっていうのが、ちょっと違うのかなっていうところで

すかね、そこの整理が必要なんですかね、そういった意味では看護師を常時配置できるよう
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な仕組みみたいなことをどういうふうに考えていくのかとか、横浜市かなにかで、先ほど話しの

中にあったような例えば遷延性意識障害の方の事業とか、精神障害の方で高齢化してしまっ

た方のグループホームみたいなところの独自事業をやっていたと思うんですね、横浜市で。

そこなんかは多分看護師を２４時間常時配置しようとして、そこで医療的なことも対応できるよ

うな仕組みにしたと思うんですけど、そういう形でもしかしたら何か、特化して県としてやってい

くというのは考えられなくもないのかなっていう気もするんですけど、不特定多数のものをいろ

いろやっていくっていう仕組みではないのかなって思うんですが。 

 

（弓家田構成員） 

 ちょっと個人的な話をさせていただきますと、福祉センターの方に入所してまして、最初は

薬の飲み方を本人が理解できないってことがあって、薬を経管栄養で入れるということで、看

護師さんの方で対応していただいていたんですけど、その後ものが食べられなくなってしまっ

て、食べ物から何から全部経管で取らなきゃならないっていう状態になったとたんに、福祉セ

ンターの方じゃ受け入れられないという事になり、今、医療併設型の施設に入れてもらおうと

思って、７つばかり申し込んでいるんですけど、もう２年近く、どこにも行くところがありません。

結果的に病院に入院して、そこで院内感染して、ちょっと命が危なくなったというのが私の子

供の例です。今は知的障害者で、そういう問題が起こった時に、行ける受皿があるかっていう

と、正直ない。無いから結果的に長期入院しかないっていうのが実情でございます。その対

応どうするかっていうのを含めて考えていただきたいと思います。私の子供以外にも困ってい

る人の事を聞いてます。ぜひこれは一緒にどういう方向に持って行くのが良いかを考えてい

ただきたいと思います。 

 

（志賀議長） 

 毎度同じ話になるんですけど、そういった意味では、医療的なケアと言いながら、ある程度

動ける方の医療的なケアの問題、それからこれまで比較的元気な知的障害の方が、やはり 

４０、５０、６０になられて、胃ろうであったり、なんらかの医療的なケアが常時必要になったとき

の行き場というのは、実際施設の方でなかなか対応できなくなったときに、重心型、医療型の

施設の方でそこでうまくいくかとか、こういった問題があることは事実なんだと思います。ちょっ

と御意見いただけますでしょうか。 

 

（大川講師） 

 今日は強度行動障害ということで映像を作ってしまったんですけれども、恐らく同愛会が 

神奈川県内で一番最初に重心の方のグループホームをやっているんですね、無認可時代で

すね。それ以降、てらん広場はですね、看取りまでしっかりとやってます。看取りに関しては、

やはり施設では難しいんですね。医療行為の問題が再三出てるんですけれども、やっぱり 

難しいと、で、グループホームに移っていただいて、そこで地域の訪問看護であるとか、訪問

医療を入れながらやってると、先ほどもお話したんですけども、本日１名亡くなられたんです

けども、看取りまでやっていくということは、年老いていくってことなんですけども、みんな身体

的な障害を持っていくって事なんですね。また行動障害の時と違ったケアが必要となってくる

んですけども、我々の中では、強度行動障害に対応できる施設は医療的に配慮しなければ
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ならない利用者にも対応できると、なぜなら、個別性の話なんですね、そういった意味では、

考え方としては同じであると、ただし、方法論に関しては変わってくるので、その部分に関して

はしっかりと連携しながら対応していくということが実践として行われています。 

 

（志賀議長） 

 この辺の方は重心施設関係であったりとか、全国でいろんな取り組みがあって、グループホ

ームの中で看護師さんをある程度配置していくという取り組みもされていたりとか、本当に地

域の訪問看護、あるいは在宅診療等でうまく回しているところもある。施設の問題として、県立

の施設というふうに言ってみると、どう議論するかというのはなかなか止まってしまうというのが

今現状何だと思うんですけど、何かいいお知恵というか、御意見いただけないでしょうか。 

 

（飯田構成員） 

 県立施設がうんぬんという話にはならないんですけども、先ほどおっしゃっていただいたよう

に、グループホームの方が医療的なサポートはしやすいんですよとお話をさせてもらおうと思

ったら、おっしゃっていたので、逆に入所施設でもですね、在宅診療とか在宅訪問とかが可

能になれば、可能性が広がっていくんですね、今だと無理なので、入所施設は嘱託医と看護

師さんの配置が求められているので、医療保険でそれは認めませんていうことになっていて、

非常に厳しい状況なんですね、身体障害者の入所施設は比較的医療的行為が多いので、

協力病院とか嘱託医の連携って大きいんですけども、それでもですね、やっぱり契約してい

る先生は、もう時間内の診療ですよ、特別扱いはできません、地域のみなさんと同じ状況で対

応させていただきますからって、すごく厳しい状況です。ですから、何かあれば救急車呼びな

さいと、場合によってはこれだけの医療的な配慮が必要な人をあなた方の福祉の分野でなぜ

受けちゃったのと怒られることがあります。すごく厳しい状況です。ところが地域には在宅医療

に熱心な先生もいて、そういう先生が関わってくれればすごく力強いんですね、ただそれは

在宅医療の制度も市原市でも、在宅医療やっている先生は３人しかおりません。訪問看護も

そんなにたくさんあるわけではなくて、市原市でも他市町村の訪問看護ステーションが入って

いるような状況で、今だったら在宅医療、在宅看護に期待するのもちょっと難しい、市原市で

さえそんな状況なので、もっと人口が少ないところではなおさらもう期待してもだめだろうなっ

て状況があって、ですから、先ほどどなたかおっしゃったように、この問題って大きくて福祉の

分野の人だけが話しても先に進まないんじゃないかなっていうのが、率直な感想です。 

 

（横山部長） 

 議論の間に口を差し挟んでしまって申し訳ないんですけれども、医ケアの問題に関して言

いますと、これは私どもとしても、事業団の話と密接に関連づけた議論をみなさまにお願いし

ているというわけでもなくてですね、一方で先ほど渋沢構成員さんからもありましたけれども、

重心を中心とした、医ケアの必要な子供たち、障害児者のですね、地域での支援体制をどう

やって作っていこうかという議論が今進められています。その議論の中では、どちらかというと

やはり、重心児者が中心になってきますので、この動ける知的障害のある方の医療の問題は

漏れ落ちてしまう可能性があるんですね、ですので、この場をお借りしてですね、現状や例え

ば先ほど訪問看護のお話などありましたが、どのような形でそうした地域資源と結びつけてい
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けるのか。この辺の所にお知恵をいただければ、その意見をですね、重心の方の検討会の

方にフィードバックしていきたいと思っておりますので、そういった視点で御意見をいただけれ

ばありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（佐久間智構成員） 

 ちょっと今の横山部長の話とはずれちゃうんですけど、全国の入所施設の委員やってるん

ですけど、高知県だけは全国で変わっていて、入所施設って看護師の配置って生活介護に

求められているんだから、施設入所には看護師配置は国は求めていないと、ということは施設

入所のところには、訪問看護は可能ですよね、という考え方ですね、それを無理矢理高知県

に認めさせて、多分全国で高知県だけは入所施設に訪問看護を認めさせてるんですよね。

皆が言ってるんですけど、高知県の障害者支援施設部会長さんの豪腕だなということですけ

ど、そんな考え方でやっている県もあると、ふと今思い出しました。 

 

（志賀議長） 

 今の袖ケ浦のあり方の問題としてどうするかっていうのもありましたけど、重心施設、そういっ

た医療型のところである程度そういう動けるというか、昔は動く重心児と別の意味で使われて

いましたけども、医療的なケアが必要な方のそういった体制をつくる、あるいは在宅型でそう

いった仕組みをつくるというのも一つ、増えるのかどうなのかっていうのは何となく、たぶん構

成員の方にとってもぼんやりしていて、強度行動障害の方は量としてはまだまだあって、待機

もたくさんあるけれども、こういった人達の割合ってどれくらいなんだろうか、いわゆる重症心

身障害児の方はある程度数が増えていくというイメージはあると思うんですけども、動ける、そ

ういった行動障害の方が医ケアを必要とする方ってどのくらいいるのかってなかなかぴんとこ

ないのかなという気がするんですけども、議論深まりますか。 

 

（大屋副議長） 

 前回も言いましたけど、話をもっと広げてしまって誠に申し訳ないんですけど、年齢がある

程度高くなると認知症の人がいてですね、それで医療ケアの人っていうのはそれに比例して

いくわけですよね。やはりそうなってくると療養型の病院の方が今のところ多いでしょうけど、こ

れを減らそうと国はしてるけれども、やっぱり減らせないわけですよね。それは減らすために

はやはり地域でそういう方を増やしていくということになってくるんだと思いますので、もはや

問題はそこまでリンクしていくんではないかなと思います。私は脳外科なんですけど、プライ

マリーケアという方も実は専門医でして、そっちの学会では障害のある人の訪問というのは結

構大きなテーマになっていることはなっているんですよね、千葉県にも結構盛んな地域ありま

すよね、特に東葛地域も含めて。ですから、そういう風潮が千葉県内にも広がってくれることを

期待したいなと思っています。 

 

（志賀議長） 

 これについては、次回モデルというのはなかなか難しいですかね。もう一度ちょっとどういう

議論にするか、仕切り直してこの問題について考えてみたいと思います。 

児童の問題も触れたいと思いますけど、事務局の方で少し説明をお願いできますか。 
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＜資料３－１～３－２により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

 議論すべき内容、こちらの方も支援体制並びに家庭復帰に向けてという多岐にわたって 

なので、時間の方もあまりない中で、議論は次回に持ち越しになりますけども、この場で付け

加えたい御意見がありましたらお願いいたします。 

 

（小熊構成員代理 児玉課長） 

 君津児童相談所の小熊所長の代理で参りました、中央児童相談所の相談措置課長をして

おります児玉と申します。まず始めに、今回野田の事件を受けまして、皆様に多大なご心配

をおかけしたことについて、県の児童相談所を代表してお詫び申し上げます。事件について

は何が足りなかったのか、これからどういう仕組みを作っていけばいいのかっていうことをきち

んと児相も含めて検証していきたいというふうに思っています。事件以降ですね、どこの児童

相談所も虐待通告が爆発的に増えておりまして、それに伴って緊急の一時保護というのも非

常に増えています。元々児相の一時保護の定員超過というのは毎年定員超過をしているの

は慢性化していたんですけども、今回の動きを経てさらにですね、緊急の保護が増えていま

す。多いところでは定員の２倍を超える子供を保護していてですね、寝る場所がないとか布団

がないとかっていう一時保護所も出てきています。その中でとりわけ障害のあるお子さんにつ

いては、外部への保護委託ということで、各障害児の施設さんですね、保護委託、緊急で今

晩からお願いしますと言うことでお願いしてなんとか見ていただいているという、本当に情報

が少ない中で非常によく見ていただいている所です。さらに高齢の児童で障害のあるお子さ

んであればですね、児童だけではなくて、成人の者の施設さんにも緊急で保護をお願いして

いるところです。本当にこの場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。そういう状況の中

で児童相談所として申し上げるならば、今新規の入所をストップしている養育園の枠ですね、

一時保護についても、出口が決まっている、本当に一週間とか、期間限定であれば障害福祉

事業課を通じてですね、特例的に一時保護を認めていただいていますけれども、非常に限ら

れた枠ということで、まずは養育園さんの入所枠が一日も早くですね、利用できるようになるこ

とが、千葉県の社会的養護を必要とする子供のためになろうかと思いますので、そこに向けて

議論が進んでいくといいなというふうに思っています。強行のことについても、先ほど渋沢さん

がおっしゃったとおりで、県立だからということでなくて、全体の枠が本当に足りていないという

状況があります。県の方が定員削減に伴って、新しく２つの施設がですね、新規に開設され

ましたけれども、現状でいいますとその２つの施設はどちらも今強行の子を受け入れられる状

況にはないんですね。ですので、強行のお子さんの行き場がほとんどないという状況の中で

今民間のその他の施設さんの中で強行のお子さん、あるいはそれに近い状態のお子さんを

日々苦労しながら見ていただいているという状況がありますので、養育園でそれを担うのがい

いのか、そこにこだわらないのかっていうことはともかくとして、その枠を全体としてどう確保す

るのか、ということは本当に喫緊の課題だと思っています。ちなみにうちの児童相談所だけで

もですね、民間にお願いしているお子さんで２人、もう民間の施設の方からうちでは無理です

と、とにかく強行が対応できる施設に措置換えをしてくださいということで担当者が依頼をされ
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て、どうしたらそれが乗り切れるかっていうことを、医療も含めて日々検討しているところなんで

すけども。１人の子供については、もう４年くらいずっと、その施設からですね、いつになった

ら変えてくれるのかということを言われ続けているというような状況がありますので、そこのとこ

ろが全体の枠の問題として、恐らく障害者のところと同じ課題だと思うんですけれども、あると

いうことが今後議論されていくといいなと思っております。 

 

（志賀議長） 

 本当に緊急性があるという話だと思いますが、いかがでしょうか。 

 児童の話も１、２回目で数字を出していただいたのがあり、それを受けてこちらの方では決

定する問題ではないんですが、しっかり体制について考えていきたいということで、この議論

進めております。もう一度これについても事務局の方と少し話をして、次回以降の議題として、

どういう形で議論するかというのをまとめさせていただきたいと思います。 

 本日の議事はこれで終了させていただきます。事務局より何か連絡事項はございませんで

しょうか。 

 

（事務局） 

 事務局からの連絡事項ですが、次回第４回の会議につきまして、４月２２日（月）午後３時か

らで予定しております。場所はまだ決まっておりませんので、こちらは決まり次第御連絡させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（志賀議長） 

 では、次回は４月２２日ということで、長時間にわたりありがとうございました。それでは進行を

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３回検討会議を閉会いたします。

本日は長時間にわたり、誠にありがとうございました。 


