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第４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４月２２日（月） 午後３時から午後６時３５分まで 
 
２ 場 所   千葉市文化センター９階会議室２・３・４ 

 
３ 出席者 

（１） 構成員（２４名中２１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、髙橋構成員、市岡構成員、佐藤構成員、関口構成員、渋沢構成員、志賀構成員、

田熊構成員、堀江構成員 

（２） 事務局  

横山健康福祉部長、 

障害福祉事業課 野澤課長、吉武副課長、鈴木県立施設改革班長、岩田法人指導班長、

坂本事業支援班長、中居地域生活支援班長、江口療育支援班長 

県立施設改革班 岡本副主査、齋藤主事、富塚主事、仲間主事 

児童家庭課虐待防止対策室 始関室長 

 

４ 会議次第 

（１） 開 会 

（２） 議 事 

  ①強度行動障害のある方の支援体制について 

  ②更生園の現利用者に対する今後の支援について 

  ③重度障害のある児童の支援体制について 

  ④養育園の現利用者に対する今後の支援について 

  ⑤養育園の支援に係る改善状況について 

 

５ 議事 

（事務局） 

それでは、ただ今より、「第４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。 

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。 

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。 

それでは、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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皆様こんにちは、本当にお忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。  

この検討会議ですけども、これまで３回に渡って先進的な事例なども踏まえながら皆様から 

活発な御意見を伺ってまいりました。その中でやはりこの強度行動障害のある方の支援とか、

社会的養護の必要性を踏まえた重度の障害児の支援の仕方、これについてですね、ハード

だけではなくて、システムとして県が責任を持って支えていくということの重要性というものを

皆様から御意見をいただいてきたというふうに受け止めています。 

４回目となります今回はこれまでの皆様の御意見を取りまとめさせていただき、たたき台とし

てご用意させていただきました。今日の御議論は、そういう意味では、これからの方向性を 

決める意味で非常に重要な御議論の機会というふうに受け止めています。どうぞ皆様活発な

御意見をいただけますよう、そして、今日の御意見を踏まえてですね、次回、そしてその次  

くらいでですね、一つの形を整理していきたいと考えておりますので、その辺のところも皆様

御理解いただきながら、今日は御意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願い申し

あげます。 

 

（事務局） 

本日の会議ですが、大屋様、小熊様、蒲田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。次に事務局職員の人事異動がありましたので、転入職員を紹介させていた

だきます。 

＜事務局職員紹介＞ 

 それでは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。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お願いいたします。それで

はまず始めに議題（１）「強度行動障害のある方の支援体制について」です。事務局の方から

説明をよろしくお願いいたします。 

 

＜資料１－３により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

 ただ今、事務局より「強度行動障害のある方の支援体制について」の説明がございました。 

資料２のイメージ図については、前回の会議で事務局にお願いして作成したものです。本日

は、このイメージ図を膨らませる意味で、これをたたき台として、入所施設あるいは公的な  

支援のあり方等を含めて議論を深めたいと思います。 

 今お話がありましたとおり、県では、本日の議論を踏まえて、方針のまとめをしたいということ

で、この仕組みに関しては意見漏れがないように、活発に議論していきたいと思います。 

では、資料１の３ページに２つにまとめてあります、そういった視点からまず御議論いただけ

ればと思います。私の方で入所施設の入所調整について資料を本日付けさせていただきま

した。どこか、入所調整のタイミングで少し話をさせていただきたいと思います。それではまず

意見いかがでしょうか。 
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（渋沢構成員） 

 意見というか質問に近いのですが、具体的に新規施設作るとか強度行動障害のユニット  

とか、場所を作るというような案が出てきて、とても良いかと思うんですが、これ率直な質問  

なんですけど、これを作るとお金がかかるんでしょうけど、それなりのお金をある程度千葉県

が用意していくという、そういう姿勢でいらっしゃるという理解でよろしいでしょうか。 

 

（事務局） 

 今回の議論の中で、公的な支援としてこんなものが必要だという話であれば、当局と協議し

たいと考えております。 

 

（弓家田構成員） 

 ３点だけコメントさせていただきます。１点目、入所調整機能というのは確かに必要であった

方がいいというのはもちろんですが、強度行動障害じゃなくて私の関係している医療的ケア

の方の例で言いますと、確かに調整の機能はあるんですけど、各市町村から要望が上がって

きて、それを順位付けする時に１００人待っている人がいて、はけていく人が１人２人みがたい

な状態で、順番はつけても結局は最初の何人かは行くところがあっても、あとそのままずっと

待っておいてくださいみたいな状況が、行われているというのが実状です。そもそもこういうケ

アするキャパが足りない状況で本当に同じ事が起こらないのかという事が心配です。そうなっ

てくると１番２番３番の人は面倒見てもらえるんでしょうけど、本当に皆が順番待ちしていて、ち

ゃんと面倒見てもらえるのか、そういう仕組みがちゃんと組めるのかなという事が心配です。そ

れからキャパが足りない中において、袖ケ浦福祉センターをどう活用していくのかという姿がこ

の図だとよく見えないという事が２点目。それから３点目としては、袖ケ浦福祉センターをどう

するかに当たっては、強度行動障害以外にも当然医療的ケア等の他の問題を持った人が 

たくさんいるわけです。医療的ケアの問題については別途というお話を確か２回くらい前の時

に聞かせていただいているんですが、それ以後、どういう体制でどういうふうに持って行くって

話がまったくそれから聞こえてきません。果たして本当に袖ケ浦福祉センターを無くして大丈

夫なのかいう点については非常に不安に感じているというところです。 

 

（事務局） 

まず１つ目の御質問ですが、キャパが全体的に足りないのではないかというお話につきま

して、資料１の２ページのところで少し御説明させていただきましたが、通過型施設というとこ

ろで、「循環型の仕組みを考えないと、この先、支援が必要な方々が増えていく一方で、数と

してはまったく足りなくなる。」というお話があって、皆様の意見を踏まえて、この図でも地域移

行という形でグループホーム等として循環型の仕組みの絵を入れさせていただいたので、こ

の辺についても、今日御議論をいただければと思っているところです。 

２つ目の袖ケ浦福祉センターをどうするかというのも、この図の中においても袖ケ浦福祉 

センターをどうしていくかというのもやはり皆様に御議論していただきたいと思っています。 

３つ目の医療的ケアの必要な方なんですけども、これは既に、障害福祉事業課で医療的

ケアに関する協議会がございます。前回の議論でもこの場は福祉関係者の方々が多くて、 
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医療関係者の方が少ないということもあって、そちらの方に議論を移したらいいのではないか

というお話がございましたので、こちらの方の議論が、ある程度方向性が見えてきたところで、

そちらの医療的ケアの協議会の方でこの議論をしていきたいと思っているところでございます。 

 

（志賀議長） 

 袖ケ浦福祉センターのあり方についてというのは、今のイメージ図の中ではそこまではあまり

議論しないということですかね。 

 

（事務局） 

 今の利用者をどうするというのはこの次の議題で御説明という形で考えております。強度 

行動障害のある方の支援のために袖ケ浦福祉センターを使うのか、あるいは別の仕組みが

必要なのかというのはここで議論していただきたいと思っております。 

 

（千日構成員） 

 資料２のところで、民間施設の増改築、それから新規施設、まず新規施設というのはですね、

たぶん県の方では入所型というのは増やさないという方向性があるので、この件に関しては

別なのか、日中活動の施設に強行対応ユニットというのを併設していくのか、ちょっと見えな

いんですけども、いわゆる資料３で各都道府県いくつかのところ、これはこの調整会議とか 

連絡会議とか称していますけども、どれだけ民間の施設に対しても強制力があるのかが見え

ないんです。参考資料の次のページでは施設に空きが出たときには優先的に入所利用者を

入れますよというか、決定しますというのが山口なんかにかいてあるんですけども、県が主体

になってこの会議があるのだと承知しています。それ以降、優先順位を付けられた利用者が

民間施設も含めてどのように強制力があるのかを教えていただきたい。それから、前段のたた

き台というところの３ページで、入所調整、民間にどのように責任を持たせるかと、今まで無責

任よというのは、これは過去の問題として捉えているのか、今もそうなんだというとちょっと違和

感があるんですけども、いわゆるこの、民間施設を活用する、増改築をしてここに資料２の  

左側、強行と書いてあるところに公的支援というものが付いているので、このことを責任を持っ

て優先順位を高めて対応していくという考え方でいいのか、この辺をちょっと確認をさせて 

いただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 新規施設の話ですが、障害者計画の方でも入所施設は定員を増やさない形で計画させて

いただいたところですので、今のままだと確かに新規の入所施設は作れないのですが、この

次の議論にも繋がりますが、袖ケ浦福祉センターをどうするかという中で、入所施設の定員を

増やさない形で新規施設をどうするかというのも含めて今回記載させていただいたというとこ

ろでございます。 

 それから、入所調整について、どこまで強制力を持つのかというのはですね、今回参考で 

４県挙げさせていただきましたけれども、実際４７都道府県の中で４県しかなくて、千葉県で 

イメージしていたものと少し違うような状況で、ここまでのことはできないのかなと思っておりま

す。その辺も、実際今日入所施設の方々いらっしゃっていただいていますので、どれくらいだ
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ったらできるのかとか、どういうものが望ましいのかというのもやはり、議論していただきたいと

思っているところです。 

 民間施設の強行ユニットの話は、強行の方を受け入れるためにはこんな施設が必要で、 

そのためには公的支援が必要ですということも、やはりここで議論していただいて、県に対し

て御意見をいただければと思っているところです。 

 

（小林構成員） 

 どんな施設が必要になってくるのかという話ですが、この議論では出てないですけど、実は

千葉県はモデル事業をやっているはずなんですね、要するに強度行動障害の人達１７人が 

１人も出なかったという中で、入所させた子を地域に出すって簡単じゃないよねって、だった

らいっそのこと地域からスタートさせたらってことでグループホームを作ったわけです。強度 

行動障害のグループホームのモデル事業をかつてやったことがあります。その部分について、

ここでなんら資料としても付いてないですけど、実はそれをやったのがうちの法人です。結果

的にモデル事業で利用者さんは成功されていると私は自覚しています。にも関わらず、モデ

ル事業だからということで、運営費の補助は県は切りました。これはモデル事業なんだから、

時限的な補助金なんだよってことで、ありましたけど。 

さっき循環型でどういうふうに循環させていくのかみたいな話がありましたけど、私は循環し

なくていいんじゃないかなと、初めから地域でスタートさせればいいんじゃないのって、グルー

プホームの中で強度行動障害に対応するグループホームを作っていく、要するに入所施設

に併設するとどうしても閉鎖的な本当に何もない、がらんとした中で壁だけが異様に固いとか、

あるいは強化ガラスが入ってますとか、そういう発想での建物になりがちなんですよね。 

そうじゃなくて、４人ぐらいで暮らす、その中では家庭的な部分があって、更に職員も手厚い

正規職員によって運営されてますよと。普通のグループホームというと、世話人さんがやると

いうイメージが強くなりますけど、そうじゃなくて、専門のスタッフが家庭的な雰囲気あるいは 

人としての暮らしの雰囲気の中で生活していくというのを作ったらいいんじゃないかなと。 

例えばこういった例があります。さっきの女子のグループホームはモデル事業で予算切られ

ましたけど、実は袖ケ浦福祉センターから強度行動障害の方２人受けましたと、受けたらやっ

ぱり大変な方ですよと、衝動的に頭突きをしてしまうようなタイプの方なんですけど、その方が、

１年経って気がついたのは、センターでは月に数回朝起きたらうんちを漏らしていたと、ところ

がそれが１年後に行動障害の状況を洗っていったら、それが実際１回もなかったと、それは 

何かというと、うちの強度行動障害用のグループホームにはトイレが全室ついているんです。

つまり、本人が行きたいときにうんちができる。例え２時間でも３時間でもトイレにこもっていて

も大丈夫という部分を保証してあげたんです。ですから、そういったことを考えると、私はこの

図の中では、最初からグループホームでスタートするというのが描かれてないんですけど、 

入所施設の専門性を持ったグループホームというのがあっていいんじゃないかなと。先ほど

の入所調整会議、全国に調査かけてくれたということで非常に感謝しています。ただ、４つ  

しかないのかとびっくりしたんですけど、逆に全国に強度行動障害の人達のグループホーム

ってことでやってる事例ないんですかって、それも調査かけてもらいたいなって思ってます。 

 例えば、長野県のあるところに行ってみたら、強度行動障害の人が入所施設と道１本隔てた

ところで、強行のグループホームで暮らしていました。先ほど言いましたうちの法人なんかも 
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４００ｍ離れたところにグループホームがあるわけですけど、田舎ですから、同一敷地なんじゃ

ないのってイメージがありがちですけど、それでもやっぱり入所施設とは暮らしぶりが違う中で

強度行動障害の障害を和らげていくという、そういった実践が必要なんじゃないかなと、入所

施設の中で循環させていくんだっていう考え方に立たない方がいいんじゃないかなと私は 

思っています。 

 それと、もう１回言っておきますけど、そうやって強度行動障害の人がグループホームに入

ったら、その障害が軽減されても、その障害を軽減するための対応のための職員がきちっと

その仕組みをやっている間は、絶対運営費は切らないで欲しいと、良くなるってことは、実は

職員が特別に配慮している部分なんです。これ厚生労働省も通知文の中でちゃんと出してる

はずなんですね、最近、全日本自閉症支援者協会というところがクレームをして。やっぱり 

それを勘違いしているみたいなところがあるので、要するにその子が落ち着いた生活をする

のに職員が特別な配慮をしているということであれば、実は強度行動障害と変わらないん  

ですよというところの視点で仕組みを作っていただきたいなと思っています。 

 

（事務局） 

 一つ御説明させていただきます。最初から地域を目指した形になっていないというお話  

でしたが、右側に新規に施設等を整備する場合（グループホーム、短期入所を含む）という 

ことで、それも含めたイメージ図を作ったつもりでした。  

 

（小林構成員） 

 わかりました。 

 

（志賀議長） 

 今の話は論点の（１）小規模の施設等のところで、障害者支援施設だけではなくて、グルー

プホーム、短期入所含めてということなんだと思います。お金の方は公的な支援の方に含ま

れるっていうことですよね。 

 

（荒井構成員） 

 前回までに気になったところでですね、袖ケ浦の今の入所機能っていうのをどうするのかっ

ていう話の中で、あれを要は考え方として、あの施設の運営っていう切り口と、県がやらなきゃ

いけない事業っていうのがごちゃごちゃになっているようなイメージがやっぱりあったんじゃな

いかなって気がしていて、それはこのあとたぶん議論すると思うんですけど、恐らく、あそこの

今の入所機能というのは、県が運営をしなくても、民間みたいなことで残るようなことも選択肢

としてあるんだと思うんですよね。そうすると、全体のキャパシティとしては減るわけではない。

ただ、一方で現状として考えると、グループホームだろうが入所だろうが在宅だろうが、相対

的な住む場所としての機能、サービスが全然足りてないという話があるんだとしたときに、それ

を県が事業としてやるのかどうか、というのがたぶん論点になるんだと思うんですよね。そう 

すると、それは恐らく、もう民間でできることなので、民間でそこの部分はちゃんとやっていっ

てもらいながら、ただやっぱり支援度の高い方で何らかの措置をしないとなかなか受入れが

難しい方に関して、県が建物うんぬんとかではなくて、何か別立てとしてそこの補助の仕組み
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を考えていこうというのが、今のこの話なんだと思うんですよね。なので、そこはちょっと分け 

ないとですね、何度も出てるように相対的に数が足りてないっていう現実はこれはもうどんな

方でも、強行の方だけではなくて、たぶんものすごく足りてないのが今の日本の社会、どこの

都道府県もそんな現状だと思ってますので、そこの部分で、いわゆる行政がお金をずっと  

出し続ける仕組みっていうのが果たしてずっと続けられるのかどうかも含めてですよね、恐らく

これはやり続けながら国の方にもこういう仕組みが必要ですということをずっと上げ続けて、 

最後は国全体の仕組みにしていってもらう必要があるんだと思うんですけど、その間は都道

府県が出し続けなくちゃいけないんだと思いますので、そうすると何か特別な理由があって、

そういうところに一つ充てなくちゃいけないということで、なので全体的に足りていないという 

ことではなくて、特別にここの部分だけっていう整理がこの場でされるっていうのが、なんとなく

この今回のこの論点整理していただいた中で、ちょっとわかりやすくなったかなって、そんな

気がします。 

 

（志賀議長） 

 確認ですが、明言できる話ではないと思うんですが、今袖ケ浦福祉センターの定員が、  

定員を欠けている部分もあるけども、基本的には入所施設の数は増やせないけども、持って

いる数としては今持っている数があるので、それをどうやって活用していくかというのがまず 

一つある。もう一つは、とは言ってもそれだけで、今後出てくる、強度行動障害だけではない

ですけど、住まいの問題というのはなかなか解決できないとしたならば、特にこの議論で   

上がっている強度行動障害の問題は、いろいろな法人等に作っていただいているグループ

ホーム等を増やすだけではなかなかうまくいかないだろうという、二つを考えていかなくちゃ 

ならないということですよね。 

 

（横山部長） 

 小林構成員の方から、グループホームの強行のモデル事業の話が出て、期限切れになっ

ちゃったという話だったんですけど、あの事業は私と小林さんと、みんなで北海道に行って、

これが一つの方向、形だよねっていうことで作った事業でしたが、モデル事業で終わりにする

事業じゃなかったはずなんですよね。これを一般化して県事業として実施していこうという、 

その後この袖ケ浦の事件が起きて、議論の中であのモデル事業が答えとして、今まさに議論

しているような形でですね、強行の方々のこれからの生活の場である一つの形を作っていく

施策といいましょうか、事業として恒久的に実施していけるようなことをつくっていこうという事

だったと思うんです。そういう意味でですね、これは言ってみると最後のチャンスじゃないかと、

実は私はそんなふうに思ってるんです。袖ケ浦の問題を決着するっていうことがこの新しい 

強行の方の支援のモデルをつくっていく最後のチャンスじゃないかと、それくらいの危機感を

持っているんですね。強行のグループホームについても要は終わっちゃったというより、その

前に本当は議論をきちっとやっておかなければならなかったというのが素直な私の反省です。

そういう気持ちで今回私もこの議論に参加させていただいているということをちょっと皆さんに

お知らせしたいと思って発言させていただきました。 

 

（渋沢構成員） 
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 前回の会議で待機者の方が６８名いるというリストをいただいたかと思います。これが本当に

全部なのかどうかということはあったにしても、ちゃんとやるんだったら、この入所調整の仕組

みっていいなと思っていて、まずこの６８名の方どうするかっていうふうなことから考えていって、

この方ならこういう場所でとか、民間の方も含めて行き先を皆で考えていくようなことをするの

が正しいやり方なんじゃないのかなと、時間はとてもかかると思いますけど、そう思いました。 

 

（飯田構成員） 

 入所施設なのか短期入所なのかグループホームなのか、既存施設等の増築なのか、新規

の施設の整備なのかっていうところなんですけども、私の考えとしては、いずれもＯＫという 

ふうな方向で進めていっていただきたいなと思っています。グループホームなら大丈夫だけ

ど、既存施設の増築というのは難しいなとか、逆だったりとか、もろもろの条件なんかもあると

思いますので、やりやすい条件でやっていただくというのがよろしいのかなと思います。また、

グループホームもぜひやっていただきたいなと思うのは、グループホームだと在宅支援の  

サービスが受けやすいという特徴がありますので、医療的ケアの人達も訪問診療とか訪問 

医療だとか受けやすい整備になると思いますので、このあたりもやっていただきたいなと思い

ます。ただ、短期入所に関しては、事業の趣旨からしまして、入所施設の代わりにこの短期 

入所というのはいかがなものかなっていう考えがします。本来は入所希望の人が入所の代わ

りに短期入所を利用している方が多くて、ちょっとわかりにくい状況になってますので、この辺

の整理はきちんとした方がいいんじゃないかなと思っています。また、入所調整の機能、これ

もちょっと見えないところでわかりづらいなと思っています。以前の措置時代は、ケースワーカ

ーさんが責任というところで役割を担っていただいたわけですけども、実際このケースワーク

をここでやるわけではないので、どこまで強制力があるのか、おそらく強制力を持たせることが

できないんじゃないかなと思ってますけども、もしこういった仕組みを取るんでしたら、ぜひ 

事業所の相談にも乗ってもらうような、あるいは今入所している人の相談にも乗るような、ただ

どこが空いているからそちらにと、それを決めるだけの機能というよりは、そういった相談にも

乗っていただいて、いろんな問題を把握した上で、それをまた県の施策に反映していただくと、

意見として述べていただくと、次のステップに繋げていただくというような、そういう機能を持た

せたようなものにしていただきたいなと思っています。 

 

（志賀議長） 

 施設の問題、それから既存の問題、入所調整の問題について、御意見をいただきましたが、

他にいかがでしょうか。 

 

（佐久間智構成員） 

 私もこの資料２の図で、グループホームでも入所でもどちらでもいいと思いますけど、ここに

書いてあるように、グループホームはあくまでも夜と土日とかそういう生活ですから、新規に  

こういう日中活動の場を作る場合は、ある程度の要件はあるんでしょうけど、やはり県も同一 

敷地を認めるとか、施策を多少変えていかないと、昼間の活動の場所がやっぱりなかなか 

保証できない、居住だけでは。ですからそういう柔軟な考え方も必要じゃないかなと思います。 
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（相馬構成員） 

 ３ページの入所施設か、短期入所か、グループホームかという論点でございますけれども、

この間強行の方が県内の他の法人さんのグループホームに移行されまして、その後の様子を

ご家族からも聞いたことがございますけども、本当に落ち着いて生活をされているというふうな

お話を聞くことができました。もっと早くに更生園から移行できればよかったのかなっていうふ

うな思いを感ずるところがございます。県立施設が昭和４０年代に出来た頃は、子供の施設は

ありましたけども、大人の施設は無かった。ですから、その時点では県立としての量的な整備

の役割はありましたけども、今県内障害者支援施設６３か所ありますので、先ほどから出てい

るような６８名の待機の方の受皿というのは、やはり民間の役割としてきちっと位置づけるべき

だろうなと私は考えます。ただ、やはり、前回の議論でもありましたとおり、極めて支援の難し

い方は確かにいらっしゃるわけですので、そういう方々に対する公的な支援ということの継続

性というのは、これはぜひ確保してもらわないと困る、それこそ民間の法人さんで受ける受皿

を狭めてしまうことになりかねないだろうというふうにも考えておりますので、その辺はぜひこの

あと検討すべきことなんだろうなと考えております。 

  

（荒井構成員） 

 今入所施設の話が出ているんですけど、正直少し違和感があるのが、元々この国で知的 

障害者の方の入所施設の役割っていうのは、更生施設としてのいわゆる循環を目指していた

制度設計だと私は認識しているんですね。だとすると住まいの場という位置づけには本来  

なっていなかったですよね。この国は身体障害者の療護施設だけが、終身の施設という位置

づけになっていたはずで、他の施設は基本的には一時的にそこで受け止めて、セーフティ 

ネットとして受け止めたあとに、そこでまた違うところに移していくということを目的として作られ

たと私は認識をしています。なので、そういった意味では、強度行動障害の方がみんなそこで

暮らし続けるのかっていうことでいくと、住まいの場として考えると、今だったらグループホーム

とか、そういう所の方がしっくりくるのかなという気もしていてですね、もし施設として整備する

んだとすると、それはやっぱりセーフティネットとしての受皿として、一旦受け止めて、やっぱり

別にちゃんと循環させていくという言い方が、ここだとそう言われているので、適切かどうか  

あれなんですが、そういうふうにしないと、制度として考えるとちょっと違うのかなという気もして

います。ただ一方で、先日も他で聞いたところ、この間大屋さんも少し言ってましたが、強度

行動障害の方でも、本当に環境をいくら設定してもなかなか難しい方がある一定の割合では

いらっしゃるという話をしていたと思うんですね、そういう方は恐らく大体の場合は病院でいわ

ゆる保護室みたいなところでずっと居続けなくちゃいけない人たちがいるっていうんですかね、

そうすると、そういう人達を病院でずっと本当に居続けさせて、そのまま亡くなるまでってことで

いいのかっていうと、やっぱりそうではなくて、県が責任持って、そういう環境整備をしてそこで

暮らしてもらうようなことを考えますと、いうことであるとすると、暮らすための施設という位置 

づけに明確にして、それで作るということはありなのかなとかですね、もしやるんだとすると、 

本当に本当の特殊な方、っていう言い方は悪いですね、ある一定数しかいないと言われて 

いるような、本当に難しい方の受皿としてそういう整備の仕方っていうんであれば、その入所

施設機能でもいいのかなというのは何となく感じています。その中に医療ケアの話の中でも、

本当に厳しい医療ケアの方で、どうにも他で、民間施設でも受けられない方っていうのが、 



10 
 

そういう所の対象にもなっていくのかなとか、そういうふうには思っています。 

 

（千日構成員） 

 私の考えはですね、資料２の既存の民間施設の増改築、これが一番しっくりするんです。 

進捗管理委員会の結果でも、今の袖ケ浦の設備はあまり使わないんだよという方向性、この

検討会議の中でもずっと議論してきた、行動障害の方達を一か所に集中するということは  

いかがなのかということ、それから民間の活力というものは時代は変わってきていると、この  

ことを考えたときに、今事業団にいる方達だけの受皿を作ろうとしているものではないので、 

先ほど部長も言われていたように恒久的にと考えたときに、県内の入所型の施設というものが

馴染むわけです。そこに公的な設備補助をして強行の方達も住むことのできる環境を整える。

そして、私たち入所施設も制度上、目指すは地域移行なわけで、強行の方以外にも入所  

施設を利用している方も願わくば皆様地域移行で、グループホームを整備してきているわけ

です。 

始めに公的支援としてグループホームを、先ほど小林さんが言われたように、強行の方達

を対応するグループホームを整備するのも必要でしょう。それから各入所型の施設に強行の

方達を少人数受け入れるということを整えるということも必要でしょう。でも、行き先は地域移行

なので、神奈川の方達も言っておられましたよね、非常に時間はかかるけれども、グループ 

ホームに移行してきたと、このときに公的資金というのは、初めに設備の補助と、その人に  

付けていかなければいけないわけです。既存施設のところに少し強度行動障害の方達も暮ら

せるような設備を整える補助、それからその人に対して、その人がどこに行っても、補助という

ものはしっかりと見ていく、そして、既存施設のところの強行枠が地域移行した場合は、これ 

から発生してくる新しい強行の方達が入ってくる。このことを一つ循環として捉えていけば  

ですね、非常に馴染むわけです。この新規施設の整備というのが、今袖ケ浦福祉センターを

増改築、改修して新規とはならないでしょうし、いろんな所に新規の施設を整えるというのは、

今の時代、この人材を確保することを考えたときに、いかがなものでしょうか、それだけの人員

というのをそろえられるのかどうか、この辺のことでですね、当初の設備を整えることと、その人

について回るお金というものをどのように公的に考えられるかと、このように思っています。 

 

（志賀議長） 

 話を聞いた中で、短期入所と入所調整について、今自分の職場、横浜市でやっているもの

も含めて、ちょっと資料をまとめてきましたので、それで説明させていただけますでしょうか。

一番最後の方に「第４回千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議強度行動障害の入所調整に

関する意見」ということで、イメージ図の中に入所調整と非常に大きく出ていましたので、それ

について、四つぐらいにまとめました。それと議論に少し出ていましたけども、小規模の施設

等ということで、入所施設、短期入所、グループホームなのかということで、特にグループホー

ムは最終的にということで、非常に有効なんだと思うんですが、やはり強度行動障害の方で、

実際に今住まわれているところの生活が破綻しそうな方というのは県内で考えるとかなりの 

人数が当然出てくる際の、預かりで、たぶん千葉県内の短期入所は１００％っていうことは  

ないと思うんですが、いわゆる強度行動障害の人を受けてくれるところがないと言うことだと 

思うんですね。そういった面では、緊急時にどこも受け場所がないという問題というのは、どこ
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かで整備が終わる問題ではなくて、毎年ずっとそういった場所を考えなくてはいけないという

のもちょっと考えていただければと思います。最初の前段の部分は簡単に書いてあるもので

すので、イメージ図にもありますとおり、比較的小規模で１か所ではなくて分散型で更に公的

な支援と一緒にないとだめだということなんだと思います。 

番号として１番を振りましたけど、入所調整等の施設に入所する前段の協議だけでよいの

かということが１点目です。①ですけど、強度行動障害のある方の支援施設の地域移行への

サポートとして、入所調整あるいはそういった審議会を通すかということで、実はこれは新しい

ものではなくて、平成１６年度からこちらの千葉県でスタートしていた更生園強度行動障害者

支援事業においては、入所後６ヶ月ごとに県が設置する審議会で状況報告をするという仕組

みになっていたはずですし、そうやられていたはずです。一旦入所した施設の地域移行の 

取り組みを促進する意味からも入所調整とは、入所前だけではなくて、その後のフォローの 

役割を担う仕組みが必要だと考えられる。当時はたぶんそこまで出る場所もなくて、議論する

というのはなかなか難しくて、お亡くなりになられた方、自宅に戻られた方以外はまったく移行

しなかったということだと思いますが、仕組みとしては当時もあったので、当然そういったもの

を考えるのであれば、ここまで必要なのかなというふうに思っております。絵の方は第三者 

検証委員会の資料の中にあったものをそのまま載せてあります。 

下の②です。強度行動障害のある方を支援する施設に入所しなかった場合のフォロー、 

これが難しいのは、入所調整会議では入所だけを決めるんじゃなくて、リストに載った人で、

例えば入所施設には入りきらないので、今精神科病院で４点拘束で保護されています、です

から入所調整の対象から外れましたという方とか、場合によっては、県外の遠くの施設に入所

されている方とか、いろんな事情があるはずなんです。その人達がそのままでいいのかという

のは、全く別の事情だと思います。そういった面では、入所調整のタイミングとずれる人達も 

継続的に見ていかなくちゃならないというのが、非常に大きな、まさに入所するかしないか  

だけではなくて、常にリスクを抱えている人なんだというのでは、これは入所後のフォローと 

いう意味ではないけど入所しなくてもフォローが必要なんだろうなと思っております。 

裏面の方ですが、こちらの方が強度行動障害らしい話なんですけども、入所調整等で議論

する際の情報の質について、先ほども措置時代のケースワークの話をされてましたけど、いわ

ゆる基礎調査票であったり、今の状況であったりとか、更生相談所あるいは医師からの判定

資料でどう考えるかというのは、強度行動障害の状態像で優先順位付けするっていうのは 

結構難しい問題なんだと思います。これも事業団の第三者検証委員会の８回目の会議で、 

実際にホームページに資料も出ていますけども、当時の嘱託医の渡邊先生が話をされて  

いましたけど、実際入られた方の中では半分くらいの方は地域移行がそれほど難しくはない

のでは、あと半分の方は結構しんどいですと、先ほど大屋さんの話も出てきましたけれども、

渡邊先生は当時１５％ぐらいの方はなかなか支援をしても行動の改善が至らなかったという 

ような話をされていました。すごく耳に残っておりますけども、実際にしっかりした支援なり環境

調整がなくて家庭の中で極端な場合、被虐待等でかなり厳しい状況に置かれて、行動障害

が厳しい人と、やはり相当丁寧な支援をしている中でも難しい人というのは、一旦生活の場を

離れた場合の支援って随分違うんだと思います。そういうのはなかなか状態像だけ見ても  

わからないというのが１点、これはどうしようもできない問題かもしれません。考えなくちゃいけ

ない問題なんだと思います。その延長線上で②ですけども、県内の１６人研修の資料に載っ
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ているものを下につけてありますけども、いわゆるアセスメントをして、周囲の環境調整をして、

最終的に安定した日課で生活するというプロセスを回して初めて、実際には障害特性がわか

るということですから、そういう特性を理解しないと、結局この人はどれくらい集中的な支援が

必要なのかって、なかなかわからないというのが現状なんだと思います。そういった面で、  

最後の方、何を言っているかというと、緊急時で受けなくちゃいけないショートステイの問題と、

しっかりと環境調整をした一定期間のアセスメントがなくては、なかなか地域並びにその支援

体制って強行の場合は難しいのかなと。そういう面では、全国の中ではそういった短期間の

利用を進めてアセスメントをするというので回しているプログラムがいくつも出てきております

ので、入所調整というテーマで書かせていただいておりますけども、この辺の方も何らかの 

モデルの中には入れていかないと、結局、どんどんどんどん出てくるほど強行の人はたくさん

いるとは思えないですけども、少なくとも、住まいを求めている障害の方って、これからたくさ

ん出てくるのは間違いないですから、そこに強度行動障害の人が入ってくる、あるいは緊急

時に生活が破綻した人を一旦受け止めるというのはなかなか難しいのかなと思います。 

 

（田熊構成員） 

 資料２の図、入所調整の機能をとおる方が６８名はいらっしゃるし、今県外の例えば青森の

入所施設にたくさん千葉から行かれていて、そういった方達も含めてだと、１００人以上いる 

だろうと、ただ、この通り道が１本であるというのが、県全体だと絵が大きすぎるんですかねと

思っています。今志賀議長がおっしゃったように、調整機能というのが、どこかに入れるって

いう話ではなくて、この方にはどういう生活があっているのかと、一度入所施設に入って、プロ

フェッショナルな人達の中で、何人かがたくさん関わる中で、少し落ち着くまで２年ぐらい必要

だよねっていう方なのか、入退院、医療と完全に結びつきながら、行ったり来たりをしなくちゃ

いけない方なのか、グループホームでもやれる方なのかっていうのも、もうちょっと柔軟な絵に

なっていかないと、１本通り道が通っているだけではないのが、強度行動障害とか行動障害

の方の問題で、難治性と言われる方、医療と重複している方達、なので、病院が近いグルー

プホームでしか受け入れられないとか、もっときめ細やかな、お一人おひとりの状況を議論 

する場が入所調整の本来の機能であって欲しいと思っています。そうすると、たぶん、この  

４県しか出てこなかったのは、１県１個という発想がそもそも難しくて、もっと小さい単位で議論

をしていくような、自立支援協議会であるとか、そういう場がもっと機能を果たしているから、 

大きいところで、中核市あたりはその市の中で一つあればいいぐらいの規模で回るのかも  

しれなくて、サイズをもう少し議論した方がいいし、この機能というものの中に今、触れていた

だきましたけれども、そういう利用者さん、できればそのお住まいの地域で、議論して欲しいと

いうのが、一番親御さんの願いかなというふうには思っています。他県の遠いところに行って、

もう自分が運転できなくなったら会うこともできないみたいな、そういう悲惨な状況はやめて 

いただきたいというふうに思っています。 

 

（小林構成員） 

 先ほど事務局から、新規に施設を整備する場合のところにグループホームが書かれてます

って話なんですけど、既存の民間施設の増改築のグループホームと新規に施設整備すると

ころのグループホームっていうのを、絵の描き方をちょっと変えてもらえないかなと思ってるん
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です。つまり、新規で作る施設には、例えば強行対応ユニットっていうのが入ってますよね、

それと同じく、グループホームの中にも強行対応グループホームというのを、もう一つ丸い枠

で作ってもらいたい。というのは、ともすると、このグループホームといったときに乱暴に考えて、

ある程度改善したらグループホームに行くんだよっていう考え方に立っちゃうんですね。です

から、志賀議長がおっしゃるように、やっぱりある程度の期間、きちっと本人を見て、見極めて

出すのが必要なんじゃないですかっていう話が成り立つんだと思うんです。新規に施設を整

備する場合において、強行対応のユニットはその機能も持つということなんです。ですから、

ここのところに、グループホームの中で強行対応グループホームというのは別物なんだよって

形で、描いていただけないかなと思ってます。 

 その次にもう一つ、さっきから６８名という話があって、県下に６８名は強度行動障害の待機

者の人がいるっていう話ですよね。というのは、障害者計画の中で、待機者は何人いるかって

のは、たぶんその前の計画が４１０名くらいだったのが６００名に増えてるはずなんです。６００

名に増えている問題を、本当に６００名いるのかどうかわかりません、さっき言ったように、入所

調整機能というのがないですから、安心感を得るために入れたいですよって言ってる人も含

めて６００名なのかどうかわかりませんけど、その人達をどうするのかっていう部分があるんで

す。その中で、先ほどから言われてるように、国も言ってるし、県の計画も言ってるから入所施

設は増やせないんだっていうのは、誰が決めたのって、愚かな話を言ってるよねって私は思

います。なんでかって言ったら、埼玉県なんかは国庫補助をもらって施設を作ってますよね。 

茨城県も東京も作ってます。実際は作ってるんですよ。ただ、千葉県が良い子ぶりっこして、

なるべく国の入所施設を減らすっていう形の中に従おうとしてるんです。でも国もそんなこと言

ってないんですよ、真に必要な必要な所については、ちゃんと作りますよって言ってるところ

なんだろうと思うんです。その辺をまず、自分らで決めておきながら、自分らでそれに縛られ

ちゃうみたいなところはやめた方がいいんじゃないのかなと本当に入所施設って、私は個人

的には入所施設の大規模化するよりも小規模ユニットのグループホームに近いような入所施

設をこれからは作っていって欲しいなと思ってますけど、その辺も含めて何か答えを絞り込ま

ない方がいいんじゃないのかなって気もします。さっきは袖ケ浦福祉センターの定員を使って

そういうのをするんだっていうけど、それだけではきっと足りなくなるんじゃないのかなと思って

ます。 

 

（渋沢構成員） 

 先ほどのに反論するわけではないですけども、１つはやっぱり地域の中で圏域ごと、この間

小林さんの御意見にもあった圏域ごとぐらいの規模で意見交換というか事例の検討というん

ですかね、前回出された件数が６８人だったんですが、６００人もいるんだとすると、ちょっとど

うやって議論するかということにもなりますけど、やはり一つ一つの困難をちゃんと地域でまず

は議論して、それをやっぱり集約するような場所っていうのはやっぱりあった方がいいなと思

います。ないからみんながあちこち電話かけて、青森からどっかまで電話かけて探していくみ

たいなことをせざるをえないようなあり方を変えていくには、一人一人のことをみんなでわかっ

ているみたいなことが仕組みとしてあった方がいいだろうなと、この機会にそういうのが全県で

できるといいなと思っています。 
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（新福構成員） 

 入所調整については、障害児の入所施設の方からも、随分前からそういうシステムを作って

欲しいということは県にずっとお願いはしてきていたところではありますし、実際に障害児入所

施設に入所しているお子さんが、かなりの数で虐待のお子さんであるし、片親であったり、親

が実際にはいない状況がある子が入所しているところですから、それを施設の責任の中で大

人の施設を見つけるとか、強行のお子さんだけではなくて、通常のお子さんについても、施

設の責任でやらざるを得ない。あるいは市町村の責任だけでやっていかなきゃいけない、も

しくは相談支援事業所がかなり苦労されているという状況が起きてきているところですから、や

はり入所調整機能というのは、千葉県独自のものをぜひ作っていただきたいなと思っていま

す。 

 

（前田構成員） 

 １６人研修というところについてですね、志賀議長提供資料の裏面の②というところで、専門

性のある職員さんを育てるということで、この研修は今現在も行われていて、受講された方は

そのノウハウをどういうところでちゃんと活用できているのか、知りたいと思います。 

 

（田熊構成員） 

 １６人研修の方、私ども菜の花会の方で委託を受けて実施しております。今年度も継続して

実施しており、１６人募集して、１６人決定しまして、今年度もスタートします。対象は入所、通

所、共同生活援助の職員の方達で、それぞれ３０日以上の長い研修になりますが、受講して

いただいて、それぞれの施設での活躍を目指しているということと、県内研修等いろいろあり

ますので、そういったところで、講師等としてご活躍いただいております。 

 

（志賀議長） 

 他に御意見いかがでしょうか。だいたい皆さん意見の方はよろしいですかね。では、一旦こ

のテーマについての議論はこれで終了にしたいと思います。これから今までいただきました

意見等を事務局の方で整理して、次回の会議で再度議論となりますのでよろしくお願いいた

します。それでは、次の「更生園の現利用者に対する今後の支援について」ということになりま

す。事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

＜資料４により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ご説明ありがとうございました。 

先ほどの資料２のイメージ図の中でどういうふうに入るのか、それ以外どうなるのか、現在更生

園にいらっしゃる方々の支援の場をどういうふうに用意すべきかという具体的な話になります

が、幅広い選択肢をご提案いただきたいと思います。 

また、更生園から新しい支援の場へ移る場合に、どのような意思決定支援を行っていくべ

きか、それにつきましても、併せて、ご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 
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（相馬構成員） 

現状６３名となっておりまして、この年度末には５５名ぐらいにまで減るだろうという見込みを

しておりますけれども、資料の中でその他のですね、例えばそよかぜ、さつき、ひまわり、わか

ば寮の方でですね、おそらく今のまま移行という対象にならなくて更生園の暮らしを継続して

しまうのではないか。要するに移行が難しいのではないかというふうに見込んでいるところで

ございます。見直し進捗管理員会での提言でもありましたように小規模で少人数ケアのできる

建物というのが、これはそもそも現在暮らしている建物が当初２００名を超える定員規模で、  

１ユニット２０名を前提にした暮らしの環境ですので、やはり今回の見直し進捗の中で提案  

された少人数ケアのできる適切な暮らしの規模というのがあるのだろうと思いますので、その

辺のところを今後どのように検討していただけるのかということがかなり大事なところだという 

ふうに考えております。それから意思決定支援につきましてはこれまで移行された方たちに

つきましてはほぼ全員が実際に予定される事業所に出向きまして実際に生活体験をし、実際

に宿泊をしてそのときのそれぞれの様子あるいはご本人さんの様子というのを私共そのあと

聞き取りながらあるいはご家族の意見を聞き取りながら最終的に判断をしていったというふう

な経緯の中でこの１年間十数名の方が移られていると、まあそういう現状にあるということを 

報告させていただきます。 

 

（荒井構成員） 

確認をしたいことと方向性に関してなんですけど先ほどからでている強度行動障害支援事

業の対象になった方に関してはですね元々のこの事業の考え方っていうのは何年か経った

ら戻っていただくということでよろしかったですよね。なので私やっぱりそこはそれをしっかりと

もう一回やり直すという言い方は悪いですがそういうことがいいのかと思います。ただそういっ

た意味では袖ケ浦に行った初めの目的っていうのがそこで戻れる支援を取り組んでいただい

て、何らかの形で提案と言ったら変ですが、こんな形で今後の暮らしをということをやられてき

ているノウハウがあるんだと思うんですが、今現状この中で１１名の方がそれが出来上がって

いるのかどうかですかね。例えばそれは建物の構造はこういう構造でとか、支援体制はこうい

う支援体制があればとか、こういう暮らしがあればこういう形で落ち着いて暮らせるとかですね、

そういう見込みが立っているのかどうかということとか、もし立ってなくてどうにもならないと言っ

たらいいかた悪いですがただそうは言っても私はわからないですけど、そよかぜは４人ぐらい

での建物でしたっけ。そうなるとあそこの場所じゃなくても４人の建物を実際作ればそれでも

いいのかどうかですね。そういう具体的な何かを相馬さんにお伺いできればと思うのですが。 

 

（相馬構成員） 

これまで移られた方ほぼ前段で受入予定の法人の職員さんが来ていただきまして、状態像

を見ていただいてそれに合わせて例えばの話、グループホームで生活できるという設計図面

を作っていただくとかということをやりながら移行していただいた経緯がございます。ですから

これからも同じようにまずは手を挙げていただいて来ていただいた法人さんに実際に１１人の

方たちをご覧になっていただいてこの方に関してはこういう支援をやってますよとか、あとは法

人さんで強行の支援のノウハウを持っているところも結構たくさんございましたので逆に私共

職員がそこから教えられてこういうふうに支援のプログラムを変えていくというふうなことも一緒
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にこうやりながら受けてきたというところで進んでおりますので、実際に手を挙げていただいて

その相対で話をしていかないことにはなかなか一般論として片付かないのは実態でございま

す。 

 

（荒井構成員） 

そしたらなおさら先ほどの６８名の方もそうなんですけど１１名に対してだけでも先ほどの 

入所調整会議みたいなものとは違うと思うんですけど、圏域ぐらいがいいのかなと思うんです

けど対象となる圏域の方が集まってこの出身のところでですね、どうやったら自分たちの圏域

で受けられるのか、なんかそんなことをやってもいいかなって気がしたんですが。 

 

（樋口構成員） 

ちょっと聞き漏らしたかもしれないので確認なんですけど、荒井さんのおっしゃってた、  

戻れるという表現使ってましたよね。戻れたかどうかって先ほど。その戻れるという表現はどこ

から何に戻るっていう話でしたっけ。 

 

（荒井構成員） 

出身のところからですね。もともと暮らしてたところだった人がこの事業自体が私の記憶だと

こういう先進事業っていうんですかねもともと暮らしていたところの暮らしが難しくなって、一旦

それを整理してもらうために袖ケ浦に行かれて何年か取り組みをして戻っていくと、もちろん

その戻る先というのがもともと暮らしていたところじゃなくても私は全然いいんだと思うんですが。

暮らしたくないとかも含めてですね、ずーっと袖ケ浦に居続けるということではなかったんじゃ

ないかなと思います。 

 

（樋口構成員） 

移行と戻るというのがごちゃごちゃになってたんでどっちを指しているかわからなかったもの

ですから。あと続けてよろしいでしょうか。進捗管理委員会の提言の中の利用者の社会参加

が容易であり共生社会の理念に沿った場所を選定するという文言の表現のところなんです 

けれどもこれに関して具体的にどういった場所を指すのかとういうのはここでは議論できるん

ですか。 

 

（志賀議長） 

第三者検証委員会の時の報告書の中で、事件が起きた後に袖ケ浦福祉センターで更生

園が事件の場所ではなかったですけれども、大規模な場所で行われているということがいわ

ゆる今の社会の共生理念に決して沿ったものではないと、これについてはしっかりと小規模を

含めて検討しなさいというのがすでに報告されていたとういうことですね。 

 

（樋口構成員） 

私の個人的な見解なんですけれども、この小規模で少人数ケアのできる建物を何処に  

建ててもですね、どういった社会の中のどこに建てても、例えばグループホームを建てても 

ですね、グループホームの中で完全に施錠管理されていて部屋からの出入りもままならない
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そういった現状を聞けば聞くほど、どこに建ててもそれが社会参加が容易であり共生社会の

理念に沿ったものなのかっていう大きな疑問があるんですね。これは表現が適切じゃないと

思っているんですね。この進捗管理委員会の文書ですね。場所が問題ではなくてですね、 

設計であり理念であり場所ではない。今現状は。私は個人的に、施錠管理している以上は 

この文章には全部該当してこないと、私は理念的には考える立場なんで。 

 

（小林構成員） 

強度行動障害の入所対象何とか会議の第一期目でその委員をやってたんです。彼らは 

どこから来たのかといったときに、もともと戻るところはないんです。だから戻るとかの発想じゃ

ないと思うんです。私も樋口さんに近いと思うんですけど、場所の問題ではないんです。本人

の暮らしぶり、人として生きた中でより豊かな専門性のなかで少しでも本人のいらいらとかこだ

わりから来るのか衝動性から来るのか、そういったものを軽減してあげて人としての暮らせる場

所を作ってあげるってことが必要なんだろうと思うんです。だから先ほど言ったときにグループ

ホームってのは強度行動障害型グループホームってのも別口で書いてくださいってのは実は

そこが理由なんです。 

 

（弓家田構成員） 

移れる方っていうのは早い段階で少しずつ移っていると思うんですけど残っている方は実

際に紹介いただいたように受け入れ先がないような方の比率がだんだん上がってきています。

昨日も更生園の親の会の総会がありまして、そこで今まであちらこちら行こうとして全然受け

入れてもらえなかったという親御さんが、非常に心配されているというのが利用者の実情でご

ざいます。この先どんどん減らしていくということで最後はやはり行くところがない人が濃縮さ

れてしまうのではないかと思います。そうなったときにどうするのでしょうか。閉めますと言った

とたんに大変なことになるのではないかと利用者代表として気になっているところです。 

 

（小林構成員） 

弓家田さんが一つ勘違いしているのは事業団がなくなるということではないと思うんですよ

ね。弓家田さんや家族は事業団がなくなるのではないかと。そうじゃない。事業団で暮らして

いる人たちがもっと豊かに暮らす、あるいはそれに似た人達の暮らしをどうするかという議論を

私はしていると思います。ですから先ほどの中でそよかぜ荘というところで暮らしてますけど、

私はあの暮らしは幸せだと思ってません。本当に狭い部屋を一つ与えられて、場合によって

は他害がひどいからってその子だけ厚い壁で閉ざされているって形なんです。あの建物は

7500 万円で建ててると思うんですけど、強度行動障害だからこそ、もっと豊かな構造化された

もっと広いエリアでもっと人権の保障された建物を建てるべきだと思ってます。ですから、事業

団がなくなってしまうだとか、そういった人たちが見放されるのではない会議だと私は思って

います。 

 

（荒井構成員） 

誤解をされてしまっている部分があるかと思うんですけど、今のような話というのが、袖ケ浦

のセンター敷地内で何か特別なものがあって、このものが絶対にないと暮らせないんだという



18 
 

ことがあればそこからどこにも行けないということだと思うんですけど、今のそよかぜ荘のような

建物の構造としてですね、こういう構造が別のところにあっても暮らせるということだったら、 

袖ケ浦の事業団の建物じゃなくても暮らせるんじゃないか、出られない方が何故出られない

のかということを考えるとですね、もうちょっとできることがあるのかなというふうに思っています。 

 

（渋沢構成員） 

本当に大変な方々がたくさんいらっしゃるような様子は感じています。他のところに移りたい

人は移ればいいし移りたくない人がいたときに２００人暮らせるようなところに６０人というのは

いかにも寒々しい。やっぱり建物の建て方も昔の建物で、樋口さんや小林さんが言うような 

仕様になっていないから、そういうものを県も作ってそれを何処が運営してもいいんですけど、

そんなことを考えたほうが良いのではと思いました。 

 

（小林構成員） 

建物のサイズが合ってないと話がありましたけど、全くその通りで私は事業団の理事もして

いるのですけど、火災とかの管理、浄化槽の管理とかそういったもので４０００万円かかってい

る。うちは 40 人の入所施設で、浄化槽は年６回の点検で８万円、汲み取り代含めても 60 万円

くらいです。キュービクルの点検いくらかかるかといったら２８万円です。消防の点検はスプリ

ンクラーも付けたんでちょっと高いかと思うんですけど、だいたい３０万円です。計算すると  

１００万円くらいです。それが４０００万円かかっているんです。ですから４０００万円を１０年間

払うと４億円です。うちの設置の仕方で払うと１０００万円程度です。ですから建て替えましょう

と。サイズが合ってないんですよ。相馬さんの資料の中で出てきますけど、職員はこのように

配置するよとなっても施設はそうはならないんです。昔の巨大な軍艦島に似た袖ケ浦福祉 

センター４階建ての建物が住まいとしてのサイズに全くあってない、設備管理のための維持

費が全く規模に見合った支出になってないというのが現状です。 

 

（横山部長） 

施設の在り方に関してのご意見いろいろいただいているところなんですけど、県立施設とし

てのデメリットというのがあるんですね。この間構成員の皆さまの何人かにご指摘いただいた

んですけど施設を整備して例えば更新であるとかですね、その更新計画かなんかにしても 

県立施設ですので計画の中に位置づけていく、例えば長期の修繕計画も含めてですね、 

長寿命化計画という県立施設全部のですね施設の在り方の中で例えば今度新しく県で更生

園の後継施設のようなものを考えたとしても、その中で考えていくということになります。そうす

ると施設は原則７０年持たすっていうそういう基本的な考え方ですからその一般原則の中で県

立施設というのを考えなければならない。今の更生園もどうしてこんなに老朽化してしまった

のかといえば県立施設であったからのデメリットがそこに現れていると私は考えております。 

７０年、８０年かけて、しかも施設の更新改修にしても５年１０年というなかでわずかな金額の 

改修が行われてきたことは皆さんよくご存じのことだと思います。これを障害者施設だからと 

いって優先度が上がるかと言えば必ずしもそうでないという現実が今まであったということを 

踏まえて、今１００万円の話が出ましたけれども、もっともそういう意味で小回りの利く運営を 

していくには県立施設として県がお金を投じていくというよりもむしろ補助事業としてお金を 
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投じていくほうがより効果的でしかも迅速なニーズに合った対応ができていくのではないかと

いうような思いも私の胸の中にはございます。どういった形で建物をマネジメントしていくのか

それが公の施設のルールの中で今までの更生園のような形になってしまっていいのかという

ような危機感もあってその辺も含めて皆さんにはご意見をいただきたいなと思っています。 

 

（小林構成員） 

最近事業団に行った人はわかると思いますが幽霊屋敷のように汚いですよね。一番上の 

４階建ては昭和５４年にできたんです。１度も外壁の塗装もしていないと思うんです。４０年間

の間で我々貧乏な民間施設は、昭和６３年の１０年遅れで作ったんですけど今度２度目の 

外壁塗装をします。そうやって少しでも見た目を良くしてあるいは建物をより長持ちさせるため

の努力をしているのです。ところが事業団はそういうのがないから、外壁が汚ければやっぱり

庭先きれいにしようとか室内きれいにしようとかそういう気持ちがおきないです。 

４０００万円の管理費が１０００万円に下がったら３０００万円でどれだけの事業ができるんだろう。

だからいつまでも事業団が県立施設としてコスト高の福祉をやっても県民福祉は手厚くできな

いと思います。 

 

（相馬構成員） 

小林さんから外壁の話が出たんですけど、職員は高圧洗浄機を使って外壁を掃除したりは

してるんですけどやはり何十年と染みついたものは取れない。外壁を塗装しなおそうとすると

何千万とお金がかかる。そういうお金も出ない。というところで４０年経過してきたのですけど、

ただ部長からお話しがありましたけれども県立施設の役目って何だろうねと。一番初めに言い

ましたけれども昭和４０年代は施設がなかったから県立施設として量的な整備をする必要があ

るということで作られてきましたが、これほど色々な方々が社福で出てきたときにその役割は

終わっているし、支援の質だって民間のほうが優れている、そう言わざるを得ない状況がある。

そういう中で県立施設として残る役目って、あるいは県立施設としてやらなければならない方

って誰なんだろうと、先ほど弓家田さんから話があった医療的ケア、つまり谷間に残っている

のではないかという話がでてきている。ただそれも県立施設でなければやれないことなのかと

いった場合、医療に関わる体制と人と例えば看護師さんとそういう方々の配置がうまくできれ

ばそれはおそらく県立でなくてもできるんじゃないかという議論はセンター所内ではやられて

おります。ですからもう一度県立という言葉を使うんですけど中身ってなんだろうねというところ

をもう一度しっかり議論を重ねていかないとだめなのかなというのは感じている。 

 

（弓家田構成員） 

横山部長の話に絡むんですけど、古い大きい建物の維持費がかかることはわかるんです

けど、ただ県立だと償却の問題で余計にかかるというところが腑に落ちない。償却というのは 

かかったお金のトータルを少しずつ年月をかけて落としていくことであって、だから余計にお

金がかかるということではないだろうと思います。なんで県立だとやりにくいのか良くわかりま

せん。かかるお金のトータルは一緒ではないでしょうか。 

 

（横山部長） 
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お金の問題で申し上げたわけではなくて、ニーズに合わせた事業転換が非常に難しいと

いう状況だということなんですね。例えば強行の問題はですね平成１５年くらいから取り組ん

できましたけれどもあの時だって事業団にいる大勢をどうすればよいかという議論があって、

そこで強行のモデル事業ができてきたわけですけれども、その事業展開も県が行政的に  

限定しますから、例えば計画の中に何らかの形で位置づけたりですねそういう手続きが必要

になってきますし、ハードに関して言ってもですね、どのような形で改修していくのかについて

も意思決定に非常に時間がかかってしまうというふうな、必要なニーズに応じたサービス展開

していくのは手間の時間がかかってしまうというようなところがひとつ問題となっていると言える

かと思います。コストに関しても公的なコストになってきますから、明らかに民間が整備するの

とコストにおいても費用がかかっているのは事実だと思います。総合的に考えた時に民間の

事業展開に期待するところは大きいと思います。医療的なケアの議論が出ていますけれども、

議論の先送りをしているわけではなくてですね、ご承知かと思いますけれども県で今調査した

のはアンケート調査ということで一人一人の医療的なケアが必要な方や重度障害いわゆる 

重心児者のアンケート調査を実施してこれから個別支援の仕組みを各地域で作っていこうと

いう形でそんな事業を市町村にお返しするというところまで考えて事業を展開しているつもり

です。地域の中で具体的にどのようなケアを個々の人たちに対して提供していくか、そういう

丁寧な議論をしていこうと考えていて、その中では先ほど荒井さんからありましたように地域で

の支援体制を考えていく上では様々な医療の提供体制を作っていくことも重要であってです

ね、決して入所施設で全部フルスペックで医療的ケアの必要な方を施設に集めてサービスを

提供していくというのは本来の形ではないと思っています。仮に地域の中でも医療サービス

が提供できるような体制を個々の障害のある方を対象にどういうふうに作っていくのかという 

ような議論が前提になる形で事業を進めてますので、個々の方々を念頭に置いたサービス 

提供体制を地域でどうすべきかという体制づくり、それが重要なのではないかと考えています。

そこをご理解いただければと思います。 

 

（弓家田構成員） 

民間のほうが小回りが利くというのはわからなくもないです。また医療的ケアの全体の流れ

がわからなかったので聞かせてもらいました。民間の施設の場合は難しい方の受入が困難だ

った場合にどうするのかという点ですが、調整機関が強制力を持って対応させられるのかどう

か如何だと思います。県立に期待していることは、多少コストは度外視してでもやる可能性は

ありますが、民間ですと一人に２、３人かかるような人は対応が難しいと思います。保護者会で

もでていましたけど、自分の子供は支援員さんが 4 人いないと外に出られないとか話が出て

いました。コストのことを考えると民間では難しい人がいるはずですよね。そこはどう考えるの

でしょうか。 

 

（千日構成員） 

弓家田さんのお話しの腰を折ってしまうのですが、更生園の入所者６７名、職員８８名、  

民間はおおよそこの数字でやると１年間の事業費の収入は４億５千万から５億円なんです。 

これは全国共通で報酬が決まっているのでそれくらいの報酬を民間の入所施設でも定員は

様々ですけれどもそういう事業収入がある。袖ケ浦福祉センターもその収入は得ているので
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す。それとは別に指定管理の期間では１年間更生園と養育園合わせると７億円というものが

県からでているわけです。５年間で３５億円です。どのように使われているかわかりません  

けれども、そこにたかが２～３０００万円ほどの壁の修復もできないということです。巨大なプラ

ントなのでひとつのセキュリティーをパーツだけ動かすことはできないでしょう。２００人規模の

建物に７０人そこそこの人が暮らしていても電気はつけなければいけないですし、パーツで 

スイッチを切り替えられないでしょうから、巨大なコストがかかっていることは確かなのでしょう

が、職員も努力されていると思いますし、手厚い支援もあるかと思いますが指定管理の１年間

合わせて７億円近く。指定管理以前はもっと大きく事業団に投入されていたと思います。それ

が、一度も壁を塗り替えていない。小林さんのところも３１年近く経っていますが２回と。入所し

ている給付の中でやっているのです。県からは何ももらってないです。施設整備をするときに

国の補助をもらうときはあります。県単でももらうことはあるかもしれませんが素人として考えた

時に更生園が５億円も投じられていて壁の一つも直らない。今の環境が悪いと言われている

ようですけれども、そういうところがこれからもずっと続くのでしょう。コストという話をすると巨大

なプラントなのでランニングコストが非常に高いというのは全国共通なものでそれと合わせて

少数なユニットにしましょうよというときにこのお金をどのように継続して民間なのか公立なのか

は別として新しく取り組もうとしているところに分配をしていくという話をしている。このままセン

ターを残そうということになればこの７億円の梯子を外されたら事業団は成り立たないようにな

っているのでしょう。人件費なのか、でも壁は直ってないわけです。検討会議としてはふさわし

くない話なのでしょうが、やはりコストパフォーマンス、どのように有効にお金を使い、今のセン

ターにいる人たちが今よりもクオリティーの高い生活を構築できるかという話を続けているのだ

と思います。 

 

（弓家田構成員） 

７億円というお金は我々からしてもどこにそんなに使っているのかと思うのですが、毎年どこ

にかかっているのか壁も直っていないしどうしてかかるのかわかりやすく説明してほしい。 

 

（小林構成員） 

会社が傾きかけたら電気を節約する程度ではだめです。一番大きい部分を節約する。  

それは人件費です。人件費比率のなかで自分たちの稼いだ分を１００パーセント使っていま

す、事業団は。人が多いです。さっき六十数名いるという数字が出たと思いますがあれは嘘

だと私は思います。何故嘘かというと入所施設は昼間の事業と夜の事業があってここに出て

いるのは夜の人数を書いているだけです。昼間他の施設に行っていますから。８億円の事業

をやるのに事務員２０人いるのです。うちは３人とパート１人です。本当にやりくりしているとこ

ろの感覚がちがいます。洗濯をしている人も民間では支援員です。カウントして良いのです。

事業団の中では支援員ではないということで別途にお金を支出している。そういうところが  

一つ一つあります。だから結局うまくいかなくて莫大な赤字になります。我々はやりくりしてい

ます。 

今は駅ごとに入所施設がある時代になり、事業団の役割は終わったと思います。そこで 

生き残る道として考えたのは強度行動障害だったけど、結果的には上手くいかなかったのが

現実です。長期的にある理事長の下で責任をもった暮らしを保証していくべきだと思う。県立
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施設はもういらないと思う。ただ県は先ほどのコストに合わない人たちをどうしていくか手厚い

支援をすべきだと思います。行き場所に困るとか取り残されることはないようにしなくては。 

 

（横山部長） 

セーフティネットが家族の皆さんにとってすごく重大なテーマだというのは私もわかっている

つもりです。ただセーフティーネットをハードで保障するのか、あるいは人件費で保障するの

か、何で保障するのかをずっとこの間考えてきました。県としては制度で保障しなければいけ

ないのではないかと私なりに考えている。つまりシステムでどんな方々も支えられる普遍的な

システムを作る、これに尽きるのではないかと思っている。今日の話にでましたが、その方が

入所から地域に行ったとしても、その支援を必要とする、人に着目したコストの支払いのシス

テムというのが前提になるだろうということと、どんなに障害が重い人でも確実に受けていただ

く施設を県の責任で、その約束を果たしていただくこと、その 2 つじゃないかと思っているん 

ですね。先ほど強制力という話がでたところですが、そこを担保していく仕組みというのと県と

してそれに見合うコストをお支払いするというシステムで支えるセーフティーネットというものを

追求していきたい。その辺を踏まえて意見をいただければと思います。 

 

（関口構成員） 

県立施設という言葉の意味が曖昧なままに使われていると思いました。県立施設というもの

を考えた時に一つは建物の問題。誰の建物か。２番目は運営主体の問題。３番目が支援の

システムの問題。お金の問題。３つなんだろうなと思います。県立施設を存続させるか委員会

で判断することとなっていますけれどもこの３つの問題を分けて考えれば良いこと。 

建物の問題ですけれども、県が建てる方法もあれば運営主体を決めてそこが１００パーセ

ント建てるけれどもそこに県がそれなりに補助金を出すという方法もあって結果的に同じもの

が建つと思います。福祉の考え方というのは進化しておりますので、運営のやりやすさという

面では県の１００パーセントの建物は非常に扱いにくいと容易に想像がつくと思います。 

運営主体の問題は事業団がやるのかどうかという話になると思いますが、県立施設として

存続するのかどうかの話の中では事業団を排除するようなニュアンスを私は感じておりません。  

システムの問題に関しては人の問題に尽きると思います。弓家田さんが心配されているよう

な１人につき３人の職員がつく必要があるのにどうするのかという疑問については実態を分析

して３人必要であればそこは支援のシステムを構築できるようにお金の体制を考えることにな

るのかなと思いました。 

県立施設にするかしないかだけ議論するとオールオアナッシングの議論になってしまって

不安な感じになるので整理したほうが良い。 

共生社会の理念に沿った場所を選定するとなっているが、それが本当に意味しているのは

共生社会の理念に沿った建物であり運営主体であり支援体制を構築するという総合的に勘

案してそういう形をとりなさいということを考えればわかるかなと思います。分けて考えるとわか

りやすいかなと思いました。 

 

（飯田構成員） 

繰り返しになるのですがお金の問題というのは大切な問題だと思います。弓家田さんのよう
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にコストを度外視してもという話がありましたが先ほど小林構成員からの話で年間７億の数字

が多少とは言えないと思います。このお金が在宅福祉の施策のほうに回れば助かるというよう

な方もいらっしゃると思うのでこれは税金を払っている県民の理解は得られないのではないか

と思っております。 

また、今入所されている方は不安だと思っています。この議論はそういう人たちを不安に 

させないでいこうという議論だと思っていますのでそれは理解してもらいたい。鶴舞荘もやら

せていただきましたけど、二重構造になっていまして、お金を握っているのは県なんですね。 

二重構造が前に進まない理由ということがわかりましたので、今後は民間に責任を持ってやっ

てもらうことになる。セーフティーネットは以前は県立だったが今後は民間の社会福祉法人が

担っていくと思っている。株式会社がやれない部分は社会福祉法人が担っていく、そういった

時代になってきていると思います。 

 

（野澤課長） 

小林構成員に強行型グループホームについてどのように運営しているのか少し詳しくお話

いただきたいです。 

 

（小林構成員） 

私は地域移行については進まなくても良いのではないかと思っている。極端に親と離れて

住むのはつらいと思いますが。とにかく一人ひとりの障害特性に合わせた中での配慮をしや

すいというのが４人の小規模ユニットなのです。職員は複数配置は必要だし、袖ケ浦福祉  

センターから来た人には県から補助金がでるのはありがたいことですが、カウントの計算式と

いうのが朝夕の部分を中心にして日中活動の手厚さにはお金が反映されていないという欠点

があります。職員が足りないときに難しい人を見に行かないようにしようということが行われてい

たことがあったので昼も手厚くしてほしい。私は２～３人職員を必要とする人がいたっていいと

思います。その分のお金をくれるべき。ただ職員をパートでも良いよとかそういうコストを理解

したうえでやりくりする必要がある。入所施設に強度行動障害の居室を置くと殺風景になる。

本人のペースに合わせた生活はできない。強行の人でも休日にお菓子作りしてますよという

人が入所施設に入るとできなくなってしまう。２０人とか２５人でおやつ作りはできないじゃない

ですか。入所施設は１０人ユニットくらいで今後は建て替えられていくのでしょうが、強度行動

障害については４人ぐらいのグループホームで強行対応型にして部屋を広めにしてほしいと

思います。 

 

（横山部長） 

関口構成員から県が施設をつくっても民間が施設を作っても施設は同じだろうと意見が 

ありました。そこには施設も含めて理念がある。県立施設として作るときには理念を施設として

形にはできない。富浦学園等の児童の施設であっても民間には勝てない。そこに理念が  

現れないというのがあってですね。一人ひとりの利用者を念頭に置いた施設整備を考えて 

いくとすれば法人の理念とか支援の具体的なスタイルとかそういったのが前提となっている 

施設整備が求められていると思います。県立施設整備の課題の一つでもあるのですが民間

の理念やノウハウというものを具体的に利用者さんの生活に合わせて作っていくという、そう
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いう仕組みを考えていかなくてはならないのではないかと思います。 

 

（志賀議長） 

 ２番目の議題は更生園の現利用者に対する今後の支援ということで、現在いらっしゃる方に

なるべく良い生活に向けて、この議論の中ではしていきたいと、その中でどうしても大きなハ

ードを今抱えて、なおかつかなり老朽化している問題というのは考えていかなくてはいけない、

それから、新しいシステムの中にうまく入れる人も対応していかなくてはならないという議論 

なんだと思います。この点については、事務局の方で次回までにもう一度こちらの更生園の

内容を含めた形で少し整理をしていただきますので、再度議論をしたいと思います。 

 時間がだいぶ超過してしまいましたが、後半の議題が３、４、５と３つございます。今度は、

「重度障害のある児童の支援体制について」、さらに「養育園の現利用者に対する今後の支

援について」、そして、「養育園の支援に係る改善状況について」ということで、一括して事務

局並びに相馬構成員から最初に資料の説明をお願いしたいと思います。それでは、事務局

からお願いします。 

 

＜資料５～７により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、事務局より説明をいただきました。資料５の下の部分に再整備の論点について 

まとめていただいております。さらに資料７の論点については資料５のものと同じということで、

これから養育園が持つ機能の再整備について議論を行いたいと思いますが、もう一つ、事業

団の相馬構成員の方から資料が出ておりますので、そちらの方についても一括して最初に 

説明していただけますでしょうか。 

 

（相馬構成員） 

私の方から、事件以降の養育園の支援に係る改善状況について報告いたします。まず、

児童数の推移でございますが、事件のあった平成２５年度の４月１日当初は７９名の児童が 

おりました。この３１年４月１日現在で２０名、そして連休明けにはお一人が移りますので、５月

の中旬には１９名になる予定となっております。この間児童の７割ほどが措置児童ということも 

ありまして、進路決定に際しましては児童相談所等といろいろ対応について調整をしてきた

経緯がございます。今回の事件後の第三者検証委員会の中で特に強くご指摘をいただいて

おりました支援向上へのこれまでの取組みをいくつか抜粋をして掲載いたしましたけれども、

少人数ケアへの転換ということを強く求められておりましたけれども、これにつきましては少人

数の住まい環境、それから少人数の支援、子供一人ひとりのニーズ、状態に立った支援の 

提供ということを目指しまして取り組んできたところでございます。その中の主なものは少人数

ケアへの環境の改善ということで、事件のありました第２寮を小規模ユニットケア基準に適合

できるよう改修を行ったということ、それからそれぞれの子どもさんの状態や趣味、趣向に合っ

た居室環境等を用意したところでございます。 

それから、きめ細やかなケアということで、生活の場での改善ということでここに示しておりま

す７点ほどの取組みをしてきたところでございますが、特に、児童ミーティングというこれまで
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なかった取組でございますけれども、いわゆる子供たちの自治会的な集まりに取り組んできた

ところでございます。その中で子供たちから出てきた様々な要望や思い、外出や行事の計画、

その他諸々の日々の暮らしの中に位置付けをしてきたというところがこれまでの経緯でござい

ます。それから事件以降、子供にそれぞれパーソナルサポーターを付けていただきましたけ

れども、その方々のご指導の中で、６番目に書きました主観的・経験則的なものから客観的な 

記録の取り方へと見直しを進めてきたということになります。それから次のページになります 

けれども、職員本位から利用者本位への転換ということで、これもまたパーソナルサポーター

のお力によるところがきわめて大きかったというふうに考えているところでございます。 

それから閉鎖性の解消、運営、権利擁護ということにつきましては、事件以降、子供たちの

自治会的な活動と同様、職員のグループミーティングを定例開催することで、養育園のそれ

ぞれの寮の横断的な職員のコミュニケーションを深める機会としてきたところでございます。 

それから５番目に書いてあります職員相互の良いところを見つけ合うということで、子供たちの

見方、目線も変わったところは、やはり一緒に働く同僚職員に対する長所の発見ということで、

職場の雰囲気の醸成に繋がってきた経緯がございます。 

その次のページですが、現在の入所者の状況と今後の見込みにつきましては、先ほど  

報告にあったとおりで、現在２０名でございますが、５月の連休明けにお一人が抜けますので、

１９名になろうかと思います。子供たちは現在４つの寮に分かれて暮らしている状況になって

おります。これから、新規入所の再開に向けて、とりあえず４月１日の職員配置をしたところで

ありますけれども、その入所再開に向けましては、特に児童数が増加するに伴いまして、気に

なる言葉かけや接し方がないか、あるいは外出回数や余暇活動の減少等が生じていないか

というところを客観的に評価し、支援の変化を見直すところとして活用していきたいということ

で考えているところです。   

その他、提言の中にも示されておりますけれども、短期の支援で受け入れる方もひょっと 

すると出てくるかもしれないということで、短期利用等による行動の安定化というところにつきま

しては、ここに書かれてあるとおり、関係機関、それから専門職の指導助言を受けながら支援

に当たってまいりたいと考えているところでございます。お手元に「あした天気に」という親御 

さん向けの機関誌を添付しておりますけれども、このような形でそれぞれ園の中での暮らし方

をご家族の皆さん方に情報提供しているというところを、事件以降、様々に取り組んできた  

ところで現在に至っているところでございます。以上でございます。 

 

（志賀議長） 

はい、ありがとうございます。論点が大きく２つあります。資料５並びに資料７の現養育園の

利用者に対する今後、県立施設であればどうしていくのか、資料５の下の部分にありますが、

養育園の持つ機能、定員枠４０名を今後どうしていくのか、再整備をどうするのか、家庭復帰

支援の機能、それから公的支援のあり方について、これについても議論をしていただきたい。 

もう１つあるのは、前回も話題になっておりました養育園の新規受け入れの再開については、

この検討会議で判断することと言われておりますが、この問題は、県の行政処分であります 

ので、実際には県が判断する必要があるというふうに認識しております。しかし、その県が  

判断する上でも、この検討会議のメンバーで、今回、相馬構成員の方から現状について説明

をしていただきましたが、プラス現時点でなんらかの確認も必要なのではないかというふうに
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考えております。そちらについても意見をいただければと思います。それでは、皆さんの方 

からご意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

（新福構成員） 

大人の更生園の方の議論でもありましたけれども、県立施設としての意味をこの構成員に

なるという時からずっと考えてきましたけれども、セーフティーネットという部分で考えても民間

施設でもそれはもう可能な状態となってきているし、県立施設と民間施設との差がどこにある

かなというところで考えると、さほど今のこの状況の中では県立も民間も変わりがないのでは 

ないかと思っております。そもそも障害児の入所施設の方が支援の困難なお子さんを県立 

施設だから養育園でみるべきだということで、養育園の方にいろいろお願いをしてきた事実、

その結果、こういう事件が起きたということを私たち民間施設の中でもその反省点は十分捉え

ているところでもありますけれども、そういう意味では、わざわざ養育園の方に大変なケースを

送っていくというか、入所させていくということは、むしろ無くした方がいいのではないかという

ふうにも思っております。 

養育園の今後の整備を考えるときに、今のあの養育園の中で、事件が起こった施設の中で、

子供たちがあそこで暮らすことが本当にいいのだろうかというところがやはりメンタルなところを

考えるととてもつらいところだろうなと思いますので、できれば全面改築をした方が望ましいと

いうふうに思います。養育園が出来てから年数的には確かに建物上の年数は経っていないと

ころではありますけれども、時代によって施設の体系というのは変わってきていますし、うちの

施設でも昭和４６年に建てた時は、その当時は最新の施設を建てました。でもやはり時代が

過ぎるに当たって、時代に沿った施設を平成１５年に建替えました。それでも平成３０年に  

なれば時代に沿っていないだろう、利用者の状態像に合っていないんじゃないかというところ

まで変化をしてきているところがありますので、その辺も含めて養育園も今の建物の中で、８０

名の生活スペースを４０名で暮らすということの方がすごく違和感があるかなというふうに今 

感じています。実際には地域の中で暮らせることは、障害のあるお子さんも可能だと思うので

すが、養護施設さんの方は、むしろ地域分散化というところで、本体施設の傍にむしろそうい

うものを建てずに、確か地域の方で暮らすように制度上変わってきたかと思うのですが、障害

児の入所施設に関しては、施設の中での小規模化は可能ですが、ファミリーホームであると

か、地域に出ての生活というものが、施設として認められていない状況が実際にありますので、

そこのところを県としてどういうふうに判断をされて、できればそういうことも県独自で認めて 

いただけるようなことがあった方がいいのかなというふうに私個人として思います。養護施設の

ところについては私も不確かなところがありますので、髙橋先生の方が詳しいのでご説明をい

ただいた方がいいのかなと思うのですが。 

 

（髙橋構成員） 

児童養護の世界は、２０年くらい前に恩寵園の事件の問題があって、そこから権利擁護と

いう言葉がかなり大きくなっていって、私もその当時現場にいましたので、子供たちの権利 

擁護については千葉県の児童福祉に携わる職員の一人としていろんなことを考えさせてもら

ったり、やらせてもらったりはしてきました。その経過の中で、今、小規模化というのが１つの 

キーワードになって、うちの施設は完全小規模化という形で作られていて、敷地の中に６軒の
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家を点在させるというやり方を取っています。今、国の方から旗を振られているのは、地域  

分散化、いわゆる児童の世界では地域小規模の児童養護施設を建てなさい、作って欲しい

ということがかなり強く言われています。ただこれまでの間、民間施設が地域小規模の児童 

養護施設より地域化を図っていった施設さんたちが割と多く声を揃えて言うのが、本体施設と

離れた場所には作れないと。やはり離れた場所に作ってしまうことで孤立化をしていき、緊急

事態でのヘルプがなかなかできない。そういう意味では問題がかなり内在化して肥大化して

いくという問題がある。ただ県立の富浦学園は地域小規模児童養護施設を複数持っている。

多分、今は５軒、６軒もうちょっとあるのかなと。それがなぜなんとかなっているかということを 

考えると、うちの施設で言うと、小規模グループケアの１ユニットに対して、職員配置がこれま

での間は３名から３．５名だったんですね。３名、３．５名の職員で７名の子ども達を回していく

というような状況です。その３．５名の人数で、地域小規模児童養護施設が出来るかというと、

かなり厳しい、心配です。ただ、富浦学園の場合には、非常勤も含めると多分６名から７名の

職員が配置されている。そういう中では複数職員による勤務が２４時間３６５日可能であるとい

う状況がある。ただ、３名から３．５名でやるとなると、基本的には夜勤が１名ということになりま

すから、そういった時に緊急事態があった時には一人で対応しなければならない。それから

子供への養育体制も透明化が出来ない、密室化になってしまうというところもあって、かなり運

営の難しさはあるかなというふうに児童養護の方としては思っています。 

ここに書いてある、施設はどのように整備すべきかというところなんですが、児童養護の  

世界で行くと、県立で児童自立があって、富浦学園がある。今回の野田市の事件を受けて、

かなり児童相談所は一時保護の子ども達が増えていると。その中では、明日の子ども達の 

行き先として、児童養護施設がどういうふうになっているかというと、かなり関わりが難しい子供

達については、やっぱり今でも県立の施設、もしくは生実学校、児童自立の方にという雰囲気

が強くなっています。特に中学３年生の措置、中学３年生の夏休みになって児童相談所に 

保護された子ども、その子たちの行き場がないという中でいくと、結果的には富浦学園の方に

というのが多いのかなと実感しています。だからと言って民間施設ではできないのかと言われ

ればそうではないんですけれども、やはりそれぞれの施設の考え方やその時の状況というの

が結構大きく影響してくるのが民間の施設なのかなというふうに思います。新規か改修かと 

いうところなんですが、うちが千葉県では多分本格的に小規模グループケアをがっちり始め

たのかなと思うんですけども、県内外から見学の方が多数見えられています。もちろん小規模

グループケアを手掛けたという他施設さんとの交流の中でも、よく言われるのが既存の施設が、

例えば児童養護は歴史が長い施設が多いですから、５０年、６０年やっていた施設が小規模

グループケアを１００％取り入れたよと、だからと言って小規模グループケアの特性、良さや 

メリットを十分に活用できているかというとそうではないんだよなぁと。建物は変わったけれども、

やはり考え方であったり、技術であったり、何を大切にするかというところがなかなかこれまで

の考え方から新しく変わっていきづらいという話をよく聞きます。そう考えると完全に新規に 

立ち上がっていくと、まっさらなところから一つ一つを積み上げていくというところがありますの

で、形になっていくまでには時間がかかるんですけれども、新しい考え方で、新しいやり方で

取り組んでいくということについては、割とやりやすいのかなというふうに考えます。古い施設

が新しく小規模を取り入れていった時に、建物は小規模だけれども、やり方が大して変わら 

ないみたいなことがやっぱりあって小規模にしていくメリットって何だろうと、いわゆる家庭的 
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養育をしていくということは何を大事にするのかということがまず先にあって、それを実践する

ためにはどういう建物にしていったらいいのかという考え方で建物を作っていかないと、結果

的に良い建物を作っても、結果的に損したみたいなところになってしまうので、まずは考え方

ありきで建物をそれに合わせるためにどう作っていくのかというふうに考えた方が、子供たち

の暮らしとしてはいいだろうなと思います。 

児童養護の方も今、障害を抱えた子供たちの入居が非常に多くなってきています。ある 

施設では、手帳所持もしくはボーダーラインの子ども、特別支援学級に通っている子供が７割

を超えるという児童養護施設もあります。そういう意味では児童養護は養護という言い方を  

してきたのですが、最近は養育という言葉をかなり使うようになってきています。これが家庭的

養育の流れに乗っかっているというところはあるのですが、我々が今必死になってこれから 

頑張ってやって行かなければいけないと思っていることは、療育の世界と、療育的養育という

ものを考えていかなければいけないというふうに強く思っているのですが、多分、障害施設の

方がこれから小規模化を目指していくんだということになれば、多分、養育という部分を専門

化して考えていかなければいけないのではないかと思いました。あくまで児童養護の検証で

大変申し訳ありませんが以上です。 

 

（志賀議長） 

はい、ありがとうございます。先ほどの前半の話の行動障害もある程度小規模なという話で

したけれども、児童養護でも小規模化でやって行くというお話ですが、他にいかがでしょうか。 

 

（渋沢構成員） 

施設をどのように整備していくかというところについてなのですが、僕は昔、知的障害児の

入所施設で働いていたことがあって、そこが髙橋さんと同じように小規模な建物を敷地の中に

５戸位かな、５かける６で３０名、１箇所６人ずつくらいでの暮らし方をした時に、大事にしたこと

は、子供なので学校に通いますから、朝と夕方、同じ顔の職員が出迎えることと、あとは、ご飯

を一緒に作るようになったことはとても大きな改革で、一緒に子供とご飯を作るのはいいなと、

その辺を大事にするべきなのかなというふうに思っています。 

 

（荒井構成員） 

質問なのですが、資料７の職員配置のところで、平成２１年は７９人に対して職員は５０人、

平成２４年は７２人に対して６３人と、利用者さんは減っているんですが職員が増えているん 

ですね。何か理由があってなのかということと、そういった意味では２０人に対して職員は４６

人と平成１６年と変わっていないですよね。でも利用者さんが１/３になっていても、現在は  

利用を止めているので、でも職員は首切る訳にはいかないのでこういうふうになっているのか

とか。そうだとするとこれでずっと受け続けないということをやるのだとするとものすごいコストが

ずっとかかり続けているという話になる訳ですよね。どういうくくりになっているのかということを

教えていただいて、再開を早期に決着をつけた方がいいのではないかという気がするんです

が、今の現状のところをどなたか教えていただければと思うのですが。 

 

（相馬構成員） 
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現状については、平成３１年４月１日現在で４６名の職員を配置したというところでござい 

ます。これにつきましては新規入所再開を前提にしているというところでございます。現在は、

これらの職員が４つの寮に分かれて支援に当たっているところでございますけれども、その他

に長期の派遣や短期の派遣研修というものを、今派遣先と調整をして進めるという形で考え

ているところでございます。 

 

（荒井構成員） 

そういった意味では計画としては、定員４０名までと言うことを前提として４６名の配置と言う

ことでよろしいでしょうか。２０名を受けないとすると２３名の職員さんは何をやるんですか。この

間どうされることになっているのですか。この１年間何をやられていたのですか。 

 

（相馬構成員） 

昨年来、児童数が減ってきている中で、職員数が変わらないところでの疑念はあろうかと 

思いますけれども、現在は４つの寮で暮らしておりますけれども、それが今までは５つの寮で

暮らしてきたというところで、そこに必要な職員配置をしてきたということでございます。 

 

（千日構成員） 

一つ、県の皆様にお聞かせいただきたいのは、平成２１年と２４年の職員数のお話がありま

したけれども、アドバンスながうらが指定管理になったのはいつからですか。 

 

（事務局） 

アドバンスながうらは指定管理にはしていません。移譲したものです。 

 

（千日構成員） 

あれは何年ですか。 

 

（事務局） 

平成２８年度に移譲しています。その前までは事業団への移譲です。 

 

（千日構成員） 

その辺のいきさつで職員が流れたのでしょうか。 

 

（荒井構成員） 

計画がちゃんとあってそれに伴った職員数を配置するということなのか、強度行動障害の

方が増えたので職員数を増やさないといけないということなのか、仕組みとしてそういうことで

はないのでしょうか。 

 

（事務局） 

ちょっと分析してみないと分かりません。 
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（千日構成員） 

今現在、１、２、３、５寮のさくら荘までで、４寮は０名と言うことですが、２０名の人員に対して

４６名の職員、非常に大きな手厚いものなんですが、新規受け入れを停止しているとしても、

実際に１寮から５寮までのところで現実的には小規模の方がいいということが表れていると思う

んですね。先ほど新福さんから８０名の器に６、７人、少ないところは３人で暮らしているという

非常にものすごい東京ドームで５人で野球やっているようなもので、違和感がございますね。

この人員で、新規の受入れは別として、新規受け入れと言うのはこの養育園の継続を意味 

していて、いわゆる少人数化はやりやすいと、ただ５つのユニットに分かれているので、非常

に夜勤とかで大人数がかかる、職員も５、６人は泊まっている訳でしょうから、３０人、４０人を 

毎日回していかないと回転がしないと、そういうふうに思うんですよね。今の養育園２０人を  

４０人にしていく、新しく受け入れていくんだというのであれば別なんですが、ここは進捗管理

委員会の評価があったところだと思います。非常に生活の改善は出来たと、でもこの生活の

改善が出来たというのはこの少人数というものも含まれているのかどうかこの辺のところを明確

にしないと、次のステップでやはり今の養育園を活用しましょう、あるいは、少人数の者を少し

増やしていこうかとなってくるのかなと思うんですが。 

 

（野澤課長） 

４０名枠というのは養育園が今持っている枠なんですが、それをどうしようかという問題を 

一つ考えていただいております。もう一つが実際待機者が２０名おります。本来４０名までの 

ところ今２０名しか預かっていないということがあり、２０名の待機者をどうするのかという問題が

ありますので、養育園に４０名集めましょうということではなくて、待機者がいるのでこの２０名

分の枠が活用されていないままになっていて良いのだろうか、それは再開して受け入れた方

が良いのではないかという趣旨で、ちょっとお諮りしているところでございます。 

 

（荒井構成員） 

私も先にそこを整理して、養育園がいわゆる県立施設として今後もやって行くのかどうかと

いうことはその後での整理でもいいのかなと思ったんです。そうじゃないともったいないのでは

ないかというところです。再開をどうするかということと養育園の継続と言うのはちょっと切り  

離して考えて、こっちを先にと思った訳です。 

 

（志賀議長） 

実際に今の建物を使って人的な資源がある。小規模化の方が良いに決まっているし、今 

あの建物を使うのはどうかと言う意見もあるけれども、今の支援の体制でその受入れを、まず 

２０名の待機者をどうするかも考えた方がいいだろうという話ですよね。 

 

（荒井構成員） 

変な言い方ですが、この前虐待が起きたのは事実ですので、県の方かこの検討会議の  

メンバーがちゃんと現場にも行ってそういった確認をさせていただき、どういうやり方が良いの

かは分からないのですが。 
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（新福構成員） 

待機者の問題ですけれども、今、児童相談所の方で把握しているのが 24 名ということです

が、髙橋さんからお話があったように養護施設にもかなりの数の障害のあるお子さんがいて、

その方たちの措置変更というお話も実際には出てきていて、柏児相だけで言うと一時保護所

の定員 24 名のところ、46 名のお子さんを預かっている状況がある中で、今待機している   

24 名だけを対応すれば物事が解決する訳ではないというところが微妙なところで、なかなか

話が難しいところではあるのですが、その辺をどう整理を付けられるのかというところだと思い

ます。 

 

（弓家田構成員） 

今の話と関係があるのですが、私のところに聞こえてくる情報では、受入れを辞めているの

で、受入れてもらえないので諦めているということが結構あるようで、実際にはもっとニーズは

あると思います。それをある意味我慢させている。利用者の目線で言わせていただくと我慢を

させているというのが現状です。死亡事故は起きているんですが、その後は徹底的に再発の

防止の方はやられているということは確認 しているからこそ当然今二十何名の方が引き続き

措置を受けて来られる訳です。そろそろ再開をしてあげないと入所できずに本当に困ってい

る方はたくさんいらっしゃるんではないかと思いますがいかがですか。 

 

（新福構成員） 

養育園さんの方で実際に人数が減った中で、職員体制も含めてやってきたことの成果、 

結果をどのように整理されているのかを聞かせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

（相馬構成員） 

先ほど私の方から資料説明をしておりますけれども、もしも数量的に説明をするのならば、

外出の回数なり、食事の場面、それから子供たちのグループミーティングを通して様々な  

要望とか思いというのが形になって表れているんだというところに言葉としては尽きてしまうの

ですが、あとは子供たちが養育園を卒業する時の仕組みというのをいろんな関係機関の方 

たちと上手く協働しながら作れるようになってきたというところで、私としてはこの 4 年、5 年の

取組みの評価をしているところでございます。 

 

（関口構成員） 

私は児童の方は良く分からないのですけれども、待機の方がいらっしゃるということでは、

その辺は緊急なんだろうと思います。その場合にちょっと気を付けた方がいいなと思うのは、

ちょっと申し訳ない言い方になってしまったら申し訳ないのですが、養育園さんのことを見ると

ですね、正直言って、建物の考え方が非常に古い感じがして、本当に子供の成長を上手く 

助けることができる建物なんだろうかという感じがちょっとします。ですから受け入れるので    

あればもう少し子供の成長に資するような、もう少し楽しいというか、暗い感じの建物ではなく

て、本当に小さな改修でいいからやって、子供が入って良かったと思えるようなところを少し 

でもいいからやった方がいいのかなと思います。 

それからもう一つですね、養育園の職員さんともいろいろ話をしたのですけれども、皆さん



32 
 

本当に一生懸命頑張っていい支援をしようとしているなというのは、私はいろんなところで付き

合いがあるので感じています。ただちょっと思うのは、自信を無くして、元気が少ないなと思う

ところがあるんですけれども、仮に 20 名を再開するんだということになればですね、こういった

ものも取り戻せて結果としていいものになるのではないかなという気がします。ただ、建物が 

あんなに暗くてだだっ広くて、子どもの居る場所ではないんじゃないかということを最初の時 

でも申し上げたんですけれども、せめて内装を何とかするとかですね、部屋の仕切りを何とか

するとかして受け入れやすい形を整えてあげて欲しいなと思います。 

 

（髙橋構成員） 

乳児院がかなり古くて、これが本当に赤ちゃんが生活すべき場所なのかということが長い間、

問題視されてきて、ついに県の乳児院は閉鎖になって、新規でその３０名枠を民間がカバー

するという時に、県の乳児院は古い建物だったし、その中でやるしかないんだけれども、でも

先に県立を閉じる訳にはいかなかったということが多分あると思うんですね。それは今いる 

子供たちの行き場がないと、児童相談所にそのまま置いておくのが果たして子どもの権利 

擁護に繋がるのか、もしくはちょっと危ないけれど、入れる施設がないからなんとか在宅で  

見守りで行こうよということが本当に子供の安心・安全が守られるのかということを考えると場所

としてはかなり古くて、今の子供たちの、赤ちゃんの生活にはどうかっていうのがあっても、  

まずは、その子たちの生活できる場所をキープするということがまず第一だったかなというふう

に思います。そういう意味では私自身も実は古い富浦学園、完全大舎の 100 名の富浦学園

にいましたので、その中で出来ること、ものすごい大舎でしたよね、畳み４畳分くらいのコンク

リートのお風呂に２０名の子どもを入れていましたから、その中でも子供たちに少しでも家庭

的な暮らしをということで、かなり工夫をしながらやっていた記憶があります。それから、建物は

古くても、今できることというのは多分あるんだろうなと、ただ、それが最善かと言われれば  

多分最善ではないんだけれども、今その場所を本当に必要としている子供たちが居るという 

ことは、まずは優先すべき課題なのかなというふうに思うと、まずは受入れをスタートしていくと

いうことが必要ではないのかなというふうに私個人的には思います。 

それと同時に新しい小規模の障害児施設のあり方みたいなものを理念から箱を作っていく

ということも同時進行で進めていくというのが良いんじゃないのかなというふうに思います。 

 

（志賀議長） 

県立施設としてどうあるべきかという問題と、今ある待機者をどう受け入れるかという話なん

ですけれども、この前の進捗管理委員会でも一応一定の成果はあるということですけれども、 

新規受け入れ等についての結論は出ないという中で、この会を持っております。先ほども出ま

したけれども、どうやって現地の確認をするかというのもある程度責任を持たなくてはいけない

課題だと思いますけれどもその辺について何か意見ございますか。 

 

（飯田構成員） 

確か、前々回に話が出たと思うんですけれども、県内の民間の児童施設には空きがあると

いう話がありました。民間施設で空きがある状況なのにあえて見直し進捗管理委員会の方 

でも地域の中で小規模で少人数で、あるいはこの構成員さんの中でも大きな建物で、今の人 
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たちをあそこに住まわせるのはどうかという議論がある中で、入所再開の話っていうのが現実

的にどうなのかなという素直な感想を持ちます。民間も既に児童施設があるので、その児童

施設がなぜ空きがある状況なのか、職員が足りないのか、あるいは大変な子供さんを受け入

れるのに部屋がないのか、ハード面が不足しているのか、その辺を確認していただいて、  

県の方が補助体制とか、バックアップを取る仕組みを取れば、何も今の県立施設、今こんな

にも疲労している中で入所を再開ということはしなくてもいいのではないのかという思いが  

率直にします。 

 

（志賀議長） 

事務局の方で前出していただいた数字の変更等はありますか。 

 

（事務局） 

変更は無いですが、前回示した資料ではそんなに大きな空きはなかったかと思います。た

だ１施設が出来たばかりでまだ運営が軌道に乗っていなくてあまり利用者を入れられて いな

い施設がありますが、それを除けばそんなに大きな空きはなかったかと思います。 

 

（飯田構成員） 

児童施設での問題は、加齢児の問題があると思うんですね。この加齢児の問題が解決す

れば空きが出てくると思うんです。ですから、成人の施設で緊急事態なので協力して欲しいと

いうことでその人たちを受けていただくと、その後広げていただくと、そういう風な方法もあると

思います。 

 

（樋口構成員） 

養育園の中が、今どうなのかということなんですけれども、私も定期的に訪問をしている  

一人として言わせていただきますと、事件以来、職員の皆さんは本当に努力に努力を重ねて

いらっしゃると私は感じています。建物自体は古いですので、それを大きく変えることはできな

いんですけれども、中の環境にしても本当に細部にわたって見直しをして子供にとってより 

良い環境設定をということで、本当に細かな改装や工夫を続けていらっしゃると感じており  

ます。大きく変われないのは建物構造上の問題はもちろんあるんですけれども、一つは思い

があっても予算執行の時間がかかりすぎると言いますか、民間であれば施設長がこの予算で

この改装で行こうとやれるんでしょうけれども、そこがなかなか思いと現実のところで、職員の

声がなかなか実現にはつながらないという仕組みがあって残念だなと思っております。再開

について、私は職員さん達も新規受け入れに関しても、重い思いをもって体制づくりに尽力 

しているんじゃないかなと私は個人的には感じています。 

 

（野澤課長） 

時間も余りありませんのでちょっとご提案なのですが、再開も視野に入れながら、まず現地

を見ていただけないかと思います。その間に飯田構成員からもありました加齢児の問題に 

ついてもちょっとどう対応すべきか考えたいと思いますので、その両面で動いていただいて、

５月の中で、再開するかどうかということを改めてご議論いただいて、決めていただくというの



34 
 

はいかがでしょうか。 

 

（渋沢構成員） 

樋口さんはサポーターという立場で通っていらっしゃるのですか。 

 

（樋口構成員） 

いいえ、外部委員としてです。 

 

（渋沢構成員） 

サポーターの方というのは何人くらいですか。 

 

（事務局） 

十数人です。 

 

（渋沢構成員） 

その方たちの意見を聞いてみたいなと思うんですが。そこで議論いただいたことがここで 

議論する基礎資料とか意見になるのかなと、その上で、何人かが見に行くということでもいい

のかなというふうに思います。 

 

（事務局） 

佐藤さんがパーソナルサポーターでしたので。 

 

（志賀議長） 

少しご意見をいただけますでしょうか。 

 

（佐藤構成員） 

私は平成２６年からパーソナルサポーターの命を受けまして毎月１、２回くらい養育園さん

の２寮の方に訪問をしてきました。県の方から３名の方を、年度１名なんですけども、特定  

利用者ということでご指名いただきまして、毎月行っていたところです。最初はですね、パーソ

ナルサポーターの役割というのは、虐待の監視的な役割だったんですけども、それが少し 

ずつ養育園さんのスタッフの方の意識改革とか、支援の様々な変化のもとに、地域移行という

役割に少し変わってきた状況がございます。私たちが初めてパーソナルサポーターの命を 

受けた時には、ご本人にとことん寄り添った、ご本人の声をとことん聞きなさいということで命を

いただいて訪問をしてきたつもりです。それがある時に、地域移行という役割に変わってしま

った時に、私たちの役割が相談支援専門員的になってしまったというところが一つありました。

このことは他の十数名のサポーターからも後半の部分に関しては、パーソナルサポーターと

いう役割ではなくて、これは現存である地域移行という制度を使ったもので十分にできるで 

あろうと、それは置き換えてもいいではなかろうかといったような議論が当時たくさん出ていた

かなということを記憶しております。私は、実は地域移行は一切やりませんでした。そこは当時

の佐藤座長の命でとことん寄り添いなさいということでしたので、他のサポーターの方は地域
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移行のお手伝いもしていたのですが、一切やらずにとことんご本人の声だけを聴いて、ご本

人さんの声だけを養育園さんに伝えるという取組みをさせてもらいました。 

その取組の中で、養育園さんをどう評価するかというと、実際に他の構成員さんからも出て 

いましたが、残っているスタッフさんはすごく熱い方ばかりが残っているんじゃないかなと思い

ます。そして記録の取り方ですとか、個別支援計画の考え方とか、生活をする環境等につい

ても、すごく真剣に一生懸命考えているなというふうに思いました。ただ、それって、私たちが

普段からやっているようなことですので、養育園さんの中で、特別な環境の中で養育園さん 

だけがやるべきことなのかというと、ちょっとそうではないかなということを感じているところです。

また養育園さんの方で、それだけ外部の方が入っていたにも関わらず、また他の同じ法人の

別のところで少し虐待と思われるような案件が出ていたなんて言うことを考えると、全体に周知

できていなかった、養育園さんだけの取組みで、もしかしたら終わってしまっていたのでは 

ないかなと、そんなような印象も受けたりもします。今回のこの２寮の中での受け入れ再開と 

ですね、必要性はどうかということに関しましては、私は相談支援専門員の立場でもあるので、

正直に言うと、県立であっても民間であっても困っている人が、本当に必要な人が使える資源

であるのであればそれは絶対にたくさんあった方が良いなというのが個人的な意見です。  

ただそれが県立なのかどうなのかということに関しては、私は養育園さんのサポーターとして

外部から見てきた現状を見ると、普通の民間施設でも全然出来ていることではないかなという

ふうに感じました。ちょっと纏まりないですけれども以上です。 

 

（志賀議長） 

大分時間が超過しておりますけれども、例えば養育園の問題、加齢児の問題とかそういっ

た問題でどうするのかと飯田構成員からも意見がありましたが、再開するとしたらどうするか 

確認をしなくてはいけない。その際の視点のところまであまり話が出なかった訳ですが、今 

中学生以上しかいないんですよね。そういった中で児童の施設として職員も大分変わって 

きていると思いますので、その辺も含めて実態に合わせて再開できるかどうか、そういった 

視点からもしっかりと確認をしないと、今のメンバーで何が出来るのかというのも含めてやらな

いといけないと思うんですが、事務局の方で腹案、何らかの形はございますか？ 

 

（事務局） 

構成員全員でやっていただくのがベストだとは思うんですが、なかなか調整するのも大変

かと思っております。このメンバーの中からですね、できましたら現地確認のメンバーを５名  

程度選出していただければと考えております。また、現地確認の内容をどうするか、内容に 

ついては、支援体制であったり、支援の質のであったり、職員ヒアリングを実施したり、必要に

応じて書類確認等、そういったものをやっていただきたいなと考えております。実施時期に 

ついては出来ましたら５月に実施していただきまして、次回の会議でご報告をいただければと

考えております。 

 

（志賀議長） 

ただいま事務局案を出していただきましたけれども、是非調査をしていただける方は挙手

をしていただきたいと思いますがいかがでしょうか。できれば児童とか。 
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（新福構成員） 

見るだけでもね、という感じはします。やはりスタッフさん達と直接お話をさせていただくとか。 

 

（髙橋構成員） 

ハードだけを見ても良く分からない感じがあると思うので。ちなみに児童相談所からの措置

の子ども達もいる訳ですよね。児童相談所の指導は定期的に入っているんですか。 

 

（相馬構成員） 

入っています。 

 

（髙橋構成員） 

そうすると、児童相談所の養育園の見方、今現状をどういうふうにみているかというところも、

結構大きな意見だと思うんですね。今日は小熊さんがいらしていないんですが、私なんかが

突然行って話を聞いて分かることと、継続的に関わってきている措置権者の方がどういうふう

に今の養育園を見ているのか、これからの養育園にどういう期待を持っているのかということ

の方がリアルかなという感じがします。もし行けと言われれば協力は致しますけれど。 

 

（志賀議長） 

今日、御欠席ですけれども、誰か必ず来ていただけるような形でお願いできればと思い  

ます。確認すべきヒアリングであったり、職員の異動で今どういう経歴の方がいらっしゃるか  

とか、そういった書類の問題もあると思いますし、確認する内容を事務局とも細かく詰めないと

駄目だと思いますので、ただ、児童の方をしっかり見ている視点で、是非見ていただきたいと

思います。他にいらっしゃいますか。 

 

（林構成員） 

はい。 

 

（志賀議長） 

それでは、少なくとも４人は決まりましたね。座長ですので私も行きたいと思いますけれども、

確認方法とかその辺の構成員とは事務局の方からもう一度確認をしていただいて、ご連絡を

いただきたいと思います。あと調査の内容についてもやり取りをしながらこういった内容で  

ということでよろしいでしょうかね。はい、ありがとうございます。もう３０分以上過ぎてしまいまし

たけれども、だいたいこういう形でよろしいでしょうか。事務局からあと補足することはあります

でしょうか。 

 

（事務局） 

次回については５月３０日の１３時３０分から、会場は未定でございますが、決定次第   

御連絡させていただきます。御出席の調整についてご配意くださるようお願いいたします。  
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（志賀議長） 

はい、予定をだいぶ超過して進行を上手くできませんで、申し訳ありませんでした。次回は

５月３０日とのことでございます。長時間にわたり、議事進行に御協力をいただき、ありがとうご

ざいました。それでは進行を事務局にお返しします。 

 

（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４回検討会議を閉会します。本日

は、長時間にわたり、誠にありがとうございました。 


