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第６回千葉県袖ケ浦福祉センター検討会議 議事録 

 
 

１ 日 時   令和元年７月１６日（火） 午後２時００分から午後３時３０分まで 

 
２ 場 所   千葉市中央コミュニティセンター５階美術・視聴覚室 

 
３ 出席者 

（１） 構成員（２４名中１９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、市岡構成員、佐藤構成員、大屋構成員、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、中里副課長、吉武副課長 

県立施設改革班 鈴木県立施設改革班長、岡本副主査、齋藤主事、富塚主事 

 

４ 会議次第 

（１） 開 会 

（２） 議 事    

①県内全域の強度行動障害のある方の支援体制について 

  ②県内全域の重度の障害のある子どもの支援体制について 

 

５ 議事 

（事務局） 

それでは、ただ今より、「第６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） 

 皆様には本日も大変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

討会議でございますが、平成 25 年の 11 月の袖ケ浦福祉センター養育園での虐待死亡事

件を受けた、法人施設運営の見直し状況に対する進捗管理委員会の評価提言を踏まえて設

置し、皆様からご意見を伺ってきたところでございます。進捗管理委員会の答申では、現行の

建物内では少人数を単位としたケアは不可能、今後このまま現状を容認することは、利用者

の人権侵害にあたるなど、大変厳しい評価を受けたところでございます。また見直し期間中、
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県が袖ケ浦福祉センターの将来像を示せなかったことについても、併せて厳しい御指摘を承

ったということでございました。これを受けまして、県では昨年 12 月に第 1 回目の会議を開催

し、県外法人による先駆的な取り組みのヒアリングなども行いながら、これまで 5 回にわたりま

して、ご家族や現場で支援に関わる委員の皆様からご意見を承ってまいりました。 

 皆様の御協力に改めて感謝を申し上げる次第でございます。おかげさまで、これまでの会

議を通じ、県内全域の強度行動障害のある人や児童の支援体制、さらに施設運営のあり方

等につきまして、たくさんの貴重なご意見を承ることができたものと受け止めております。つき

ましては、本日は皆様からご意見をいただき整理した支援体制イメージ図等について御確認

をお願いし、本日で会議の方は一区切りとさせていただきたいと考えております。なお県とい

たしましては、今後皆様からいただきました意見を踏まえながら県において、センターの今後

のあり方等について、検討・整理を行ってまいります。本日は皆様方に前回の整理、又全体

を通じましてご意見がございましたらご発言をいただきたいと考えております。忌憚のないご

意見をいただけますようお願い申しあげまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

なお、本日、髙橋様、蒲田様、関口様、渋沢様、小熊様におかれましては、ご欠席との  

御連絡をいただいております。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。 

まずは、議題１「県内全域の強度行動障害のある方の支援体制について」事務局より説明

をお願いします。 

 

＜資料１、２により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、事務局より、前回会議での意見を踏まえて、いくつかの話があったと思います。 

1 点目は、施設の強度行動障害ユニットの有期利用について、個々の利用者の状態に 

合った入所期限と訂正が入っている点、2 点目が入所施設等の強度行動障害ユニットにおい

ても、日中活動の場があって、支援が必要ということで、日中活動の部分を付け加えたという

こと、3 点目が入所調整の仕組みの中では、市町村においても支援の最適化に向けた調整

を行い続けるという点で、この３点の修正があったという説明でございます。 

これまでの議論を少し振り返ってみますと、更生園の建物は大規模で少人数ケアが不可能

であり、維持管理費が非常に高く、尚且つ老朽化も進んでいることから、建替えは必要だとい

うこと。それから更生園利用者には、施設や日中支援型グループホームなど、多様な支援の

場が必要ではないかということ。それから県内の支援体制の構築に当たっては、これまでの

一極集中による支援を改め、各地域の民間の受け皿を整備して、分散して支援を行う必要が
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あるということ。これについては進捗管理からずっと言われていることでもありました。この仕組

みから漏れ落ちることがないよう、県による入所調整機能や支援が必要であるということ。しっ

かりとした県の方でもサポートが必要であるということ。などが、挙がっていたかと思います。 

重度の強度行動障害のある方をどのように支えていくのか、皆様の意見を積み上げて、こ

の支援体制のイメージ図を事務局でまとめていただきましたが、この辺で、整理したいと思い

ます。何かご意見やご要望はございますでしょうか。最後の会議という可能性もありますので、

ぜひご意見、最後に言っていただければと思います。いかがでしょうか。 

 

（小林構成員） 

ささやかなことなんですが、このイメージ図の資料２なんですが、入所調整機能とか、入所

調整会議と書いてあるんですけど、議論の中で入所施設に入る場合と直接グループホーム

に入る場合があってもいいんじゃないのって話なので、入所等と、等を入れたらいかがかなと、

要するに、施設を探すだけの機能ではなくて、グループホームとかも含めて考えますよという

ことで、入所等にしたらどうかと思います。その次に、受入事業所というのが右側にあるわけで

すけど、そこに入所施設と書いてありますけど、総合支援法とかの中では、障害者支援施設と

いう言葉を使っていますので、これから千葉県がいろんなところに発信するに当たっても、今

の時代の言葉を使ったイメージ図にしたらいかがかなと。障害者支援施設はその下の四角の

中に入所施設と書いてありますけど、施設入所支援と日中活動系サービスの 2 つを併せて障

害者支援施設というのが作られているということを考えると、ここの下の中に入所施設ではなく、

施設入所支援、いわゆる夜とか朝を支援する部分が施設入所支援ということで、今風の法律

用語に置き換えたらどうかなと思うんです。あるいは日中活動って書いてあるんですけど、例

えばグループホームに日中活動というのがあると、日中活動をただ何かするんじゃなくて、や

はり日中活動系のサービスを受けるということだと思うので、日中活動系サービスという言葉も

入れたらいいのではと思います。 

 

（志賀議長） 

等を入れるとか、障害者支援施設とか、この辺については、皆さん異論なく、修正した方が

いいだろうと思います。グループホームの日中活動の方、いわゆる障害者支援施設と違って、

同一法人がどうかに関わらず、他事業になりますので、その辺の書き方もちょっと検討が、障

害者支援施設とわかるように、区別できるようにした方がいいかもしれません。 

 

（弓家田構成員） 

会議中に何度もお話ししたように、全体的に重度障害者の施設が足りない状況にあるとい

う事は皆さんに御理解いただいていると思います。現に私のところでは、胃ろうをつけただけ

でまったく行くところがないという状態で 2 年間過ごしているという状況です。コンサルタントや

っていて、悪い例ということで紹介させていただきますと、非常に立派なプランを作って、よし

これで上手くいくんだ、これで行こうと決まるんですけど、コンティンジェンシープランすなわち

上手くいかなかったときにどうするのかという事があまり考えられていなくて、結果的に上手く

いくだろうという前提の基に計画は立てるんですが、実際に上手くいかないケースがあります。

今回の場合もそういう意味で、上手くいってくれればそれに超したことはないし、いいんです
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が、上手くいかなかったときに、これは障害者の人権に関わる問題で、先ほども申しましたよう

に、ただでさえ全体的に施設が足りていないという状況です。これから県の方が中心になって

具体化をしていかれると思いますが、進めるに当たっては、ぜひ慎重に、上手くいかなかった

時にどうするんだということもよく考えながら進めていっていただきたいと思います。 

 

（千日構成員） 

このイメージ図に沿ってですけども、５回にわたっての議論の 1 つの形としては私個人とし

ては、ここで議論してきたものがだいぶ形になってきたなと思います。文言については先ほど

から言われているとおり見直しをする所があると思いますけども、入所等調整機能、この調整

機能とアセスメント、短期入所というのがきちっと盛り込まれている、今弓家田さんが言われた、

上手くいかなかった時の戻しというか、モニタリングというのも必要になってくると思うんですけ

ども、ここの一番上、障害者支援施設、これについては行政も新規の立ち上げというのはたぶ

ん考えておられないと思います。強度行動障害の方達は大人数ではなく、少人数で分散をと

いうことと、更生園の方達をどのように受けていくかというところに、例えば日中サービス支援

型グループホームであったり、いきなりグループホームでということもあろうかと思います。この

イメージ図については強行だけではなく、更生園の方達の受皿としても活用して行くべきだと

思います。従いまして、あとはこの形に今後行政としてどのような費用負担であったり、補助と

いうものが発生するのかというのが非常に期待するところでございます。 

 

（志賀議長） 

弓家田さんの話でちょっと確認なんですけども、上手くいかなかった場合の問題というのが

2 つあるような気がして、1 つは今更生園に入られている方の問題というのはその方がある程

度しっかりと希望される所に入れるということ、もう 1 つは全体のシステムの中で住まいが早急

に必要な方で障害が重くてそれなりの対応が必要な方について、どこも行き場がないというの

も困るという、2 つの意味なんだろうなと思って聞かせていただきました。その 2 つがしっかりこ

ういった受入事業所でうまく回るというような内容にしていくという、県の方でこの辺はしっかり

と何かやっていきます、検討していきますと何か一言あると励まされると思うんですが。 

 

（事務局） 

ご心配の程、当然のことと思いますので、先ほど１つとして、現在更生園を利用されている

方、センターを利用されている方について、行き場がないというのは困りますというのは当然

のことでございます。まずそこから始めて、そこをしっかりとやっていく、それは施設を運営さ

れている方々とも話をさせていただいて、具体的にどういう形で、どういう支援でやっていくの

かということを具体的な話をさせていただければと思います。それから、将来的に、さらに必要

な方々がいらっしゃいますので、その方々を見据えながらやっていきます。順次やらなけれ

ばいけませんので、突然いっぺんにものすごい物ができるわけではないので、順次そこは整

備が必要な物だと考えておりますので、時間をいただいて今後しっかりと考えていきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

 

（荒井構成員） 
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こうやって図にして見てみると、つい先日、長野の福岡さんという方に来ていただいて、拠

点事業の話をしていただいた時に、長野がやっている拠点のイメージはこれに近いのかなっ

て何となく感じて、話を聞いていました。事前の予防と言うんですかね、予防として困りそうな

方を事前に把握しておいて、その人たちのことをちゃんと初めから考えておくっていう仕組み

をやられているという話があって、おそらくここの部分を今回のこの図では含めているのかなと

いう気がしていて、そうだとしたときに、ちょっと気になるのが、この短期入所でのアセスメント

のところを、この図だと短期入所っていうのがどこにも盛り込まれていなくて、もしかしたら単独

型の短期入所事業所を各圏域にちゃんと拠点として整備していくだったり、それかこのグル

ープホーム系のものとか施設ですかね、それを圏域ごとに県がお金をつけて、そういう整備を

して、そういう所で一旦受け止めができるような仕組みを必ず担保することとか、そんなことが

明確にないと、今のような不安、ちゃんと受け止めができるのかとか、そういったことが難しくな

る気もするので、少しそのところに書き込めないのかなという気がしたのと、そういった意味で

は、拠点という位置づけをしっかりと県が明確にしておくことによって市町村もその責任という

んですかね、拠点事業自体は市町村がやるべきものになったと思うので、それを県と共用し

ながらやっていくみたいな、そういうことがもう少し明確に出されてもいいのかなという気がしま

した。余談なんですけど、ものすごくいいなと思ったのが、短期入所の出前型みたいなことを

行政も認めてやっているという話があって、いわゆる在宅に職員が行って、それを短期入所と

してやらせてもらう。行動障害の方で施設に短期入所に来る方が落ち着かないという時に、そ

ういうことなんかもできるような話があったりして、そういうことも独自のものとしてやれたりすると

また幅も広がるのかなと感じました。 

 

（小林構成員） 

たまたま荒井さんと同じ研修を受けましたので、その長野県方式の地域拠点施設とはなん

ぞやと言ったときに、我々はどこに事業所があるかとか、どんな建物があるかと考えがちなん

だけど、今言ったように予防型みたいな所があって、事前にそういう人達を全部知ってるよと

いうところから始まっているんです。あれすごいなと。その方がパニック起こしてどうにもならな

くなったとしても、その預かった短期入所は 48 時間から 72 時間以内にその人のためのメニュ

ーとサービスを用意しなきゃいけないっていうのが、長野県方式。菜の花会では強度行動障

害の人を預かると 10 年とか 15 年預かっているというのが現実なんです。なんでかっていうと、

行くところがない、あるいはサービスを組み立てられないという所があって、今課長さんがおっ

しゃったように、今回の会議はまずはセンターの方の行き場ですよってのが１点なんですよね、

それで、一緒くたにはできないけれど、地域の方の行き場も考えますという話を謙虚にお話い

ただいたんですけど、こういうイメージ図の中ではどうしてももちろん出てこないんですけど、

本当にそういう具体的なサービスが本当になければ、48 時間とか 72 時間に戻れるようにはで

きないんだろうなと、その福岡さんの話を聞いていると、たぶん長野県はそのサービスの数と

利用者さんの数がうまくバランス取れているんだろうなと、例えば私が脳梗塞で救急車で運ば

れたとしても、この程度ならば地域の病院でもいいですよってことで、地域の病院とか場合に

よってはリハビリも受けた方がいいねって、リハビリの場所があれば、私はそうやって地域生活

できるんだけど、あるいは夕ご飯とかヘルパーさんが入ってくれるとか。でもそういうのがなけ

れば病院にずっといるしかない。今千葉県の状態の中では、ここの中で、さっき弓家田さんが
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おっしゃっているように、こういうふうに書いても、本当にそういうふうになるほどの資源がある

んですかっていうところが問題だと思うんです。ですから、このイメージ図はイメージ図で結構

なんですけど、やっぱりそこの不足の物としては、もっともっと資源を作らなきゃいけないよと、

例えば強度行動障害をやれる施設がいっぱいあるよとか、ショートステイで受けるよとか、ある

いは予防型で事前にそういったタイプの人達は市町村が聴き取りをやっておいて備えるよと

か、そういうものも併せて書かないと、さっき言った、センターの方の行き場のための苦肉の策

としてのイメージ図だけで終わっちゃうんじゃないかなと思うんです。長野県が優れているとい

うのは、恐らく、人口割と人々の情熱によってその人達の生活を地域で暮らせるように支えよう

ということでやっている、聞いてない人はわかりにくい話ですけど、強度行動障害の人が短期

入所するんじゃなくて、職員がその家庭の中で落ち着かせてあげてもいいんじゃないのって

いうのを市町村が認めてくれるようになったって言ってましたよね。そういうのを含めて不足の

部分で、やっぱりこれを元々の出発点はなんで入所等調整会議をしなきゃいけないのかって

いうと、恐らく我々が一番危惧されているのは、地域の方がその調整会議にのっても、受けて

くれる施設がないんじゃないかということがかなり強く懸念されるところなので、そういったこと

についても、一緒くたにできないというのは私もよくわかりますので、でもそこは書き込んで欲

しいなという部分があります。 

 

（事務局） 

少し謙虚に言い過ぎたかもしれませんが、ここの一番左にあるように、在宅で強度行動障

害の方ですとか、福祉型障害児入所の強度行動障害のある方、こういう方は、いわゆる待機

されている方ということで、当然考えてまいりますし、おっしゃるとおり、資源が今足りてるんで

すかという問題については、やはりお願いしにいかなきゃいけない部分が当然あると思いま

す。 

そのときに、拠点と言っていいのかわかりませんけれども、そういった形で県が支援をする中

で、協力体制を取っていただくということで、回していけないかというふうにご意見いただいて

いるものと理解しています。 

 

（横山部長） 

入所調整等機能という形で整理し始めて今日にいたっていますけど、議論を重ねる中でで

すね、いわゆる法定の総合支援協議会のような協議体組織になっていくだろうなと、なってい

かなくてはいけないんだろうなと考えています。ですので、必要とする資源の量とかですね、

そういうものもしっかりとこの議論の中では把握していく、そしてそのための方策を考えていく

という、そういう協議体に発展させていきたいなと思っています。そしてまた、それが本当にう

まく回っているかどうかというのはしっかりと協議会でモニタリングをしていくということが前提に

なりますので、その中でどのような対処をしていけばいいのか、また、どのような施策、補助事

業なども考えていけば良いのか、そういうことを常にＰＤＣＡを回していけるような協議体、で

すから入所調整会議みたいなせまい議論よりも、むしろ重度強度行動障害の支援協議会み

たいなですね、そういう実態を伴った会議運営をしていくということが我々には求められてい

て、今いろいろと示唆に富んだ他県の状況なども承りましたけれども、そういうものをこうした

協議会の中で、今回このような形で皆様と御議論してきましたけれども、継続的にそういった
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議論が展開されて、千葉県のシステムがブラッシュアップされていくというような体制をこの中

では築いていきたいと、そのように感じております。 

 

（田熊構成員） 

この図でいくと、やはり一定期間のアセスメントのところで、ごっそりはまっていくだろうという

のが、ここがまず 1 つつまる、そもそも受け入れる施設やグループホームがないという数の問

題は絶対的に問題なんですけれども、この図の中ではまずアセスメントが滞るだろうと、ただこ

の図はとても大事で、特に更生園の方だと、意思決定のために、一方通行ではなくて、少し

試して、ある程度弾力的に短期でやって、戻り場所がある状態で意思決定がされていくという

のはいいんですけど、あそこもだめだった、ここもだめだったというふうに、結局戻るだけにな

るというのがなんとなく見えるというか、そのときに、嫌だったら戻っても良いですよ、合う合わ

ないというのがあって戻るという、もう 1 つのあれが、アセスメントというのはご本人がアセスメン

トされるのか、施設がアセスメントされるのかっていうのがちゃんとした方がいいなと思ってまし

て、特に同一基準で評価するのが専門家なのかっていうのが、受け入れた施設の側が、例え

ば、この前委員の方で、人物金が必要だって言われて、そのとおりだなって思いまして、強度

行動障害を受け入れるには、人はやはり人材養成、知識と技術と経験、気合いのある人材だ

と思いますし、金は人件費、人手が必要です。昼、夜ずっと見てなきゃいけない人件費が金

の一番中心で、あと物はやはり建物がとても重要で、強度行動障害の支援をやっているとき

に、何回か建物の改装に立ち会ったことがありまして、居室排泄でずっとお部屋の中でおしっ

こ・うんちされている方がいても、ユニットに変わったりとか、トイレが近くなるだけで、居室排泄

がなくなる方っていうのがいたりとか、騒音の多い廊下に並びの部屋に入ったときはお部屋で

便塗りがとてもあったんですけど、8 人のユニットでどんつきの部屋に入り、騒音から離れるだ

けで、動線が他の方と交わらない、特にトイレが交わらなかったんですけど、向かいに部屋が

ないという場所、それだけでなぜか便塗りと窓からの物投げがなくなるという、建物というのは

非常に大事で、人物金というのが、要はアセスメントされたときにトイレはこの部屋に必要だと

か、どうしても床を変えなきゃいけないとか、壁をどうしてもはがしちゃうので木のものにしなく

ちゃいけないとか、そういうお金までちゃんとこのアセスメントで付けられるなら、戻る人は少な

くなる、戻りを少なくするためのアセスメントにならないといけないので、アセスメントの図が、

受入事業所の中にこそあって、何が変わればこの人を受けられるのかというふうになっていか

ないと、結局みんな戻るか溜まっていくかのどっちかになってしまうので、右に通すためには、

人物金のアセスメントされるのは、人じゃなくて、建物というか環境側であるということと、溜まる

ことの予防としては出前なんかは確かにいいなと思わなくもないというか、特に送り迎えなどで、

ちゃんと家から出してあげられるようになるとか、かゆいところに手が届く柔軟なサービスがあ

るともうちょっと地域の住まいというのも変わるだろうというのはその通りだろうと思いました。 

 

（市岡構成員） 

 強度行動障害の方はグループホームとか入所施設に入るのを待っているとおっしゃってま

したけど、あえて選んでいないで、在宅を望んでいる方も数名いらっしゃいます。グループホ

ームがだめになってという方もいますし、あえてグループホームとか入所施設ではないところ

を選んで、その方が本人のためにいいだろうと、本人もそういうふうに望んでいるという方につ
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いてのイメージがちょっとないかなと、やっぱりそれも 1 つの選択肢として、これから大きなもの

になっていくんじゃないかなと、重包を使ったりとか、いろいろ使ったりして、まぁ全員が全員

そういうふうにはいかないんですけど、ある一定の数はいるということは事実だと思うので、そう

いう面も少し取り入れた方がよりいいんじゃないかと思います。 

 

（前田構成員） 

自分の子どもをこのイメージ図にあてはめた場合、困ることがあって、まず一番最初に相談

するのは市町村のところだと思うんですね。今市町村というのは計画相談で子ども一人一人

について、うちの子も通所してるんですけど、計画を立てていただいて、モニタリングの時も相

談員さんはとてもたくさんの利用者さんを抱えてらっしゃるので、様子どうですかって電話１本

で済ましてしまうっていう方も多く、でもそこをあえて、お忙しいところ申し訳ないんですが、自

宅でゆっくり話したいんですけどって、無理を言って、こちらの方から働きかければ来てくださ

るという形で、やっぱり子どものことを相談する一番身近な人はこの地域の方だと思うので、県

の方からもこの地域の相談員さんや拠点などがきちんと整備できるような働きかけを強くして

いっていただけるといいなと思いました。そして、うまく県の方の会議にのっていった場合に、

一番長く相談していた市町村の相談員さんもずっと手放すことなく、イメージ図どおりに関わり

続けていってくださればいいなと思いました。 

 

（志賀議長） 

いくつか話が出ましたので、少し整理したいと思います。 

拠点の話で、市町村あるいはある程度の規模でしたら、市町村に複数の拠点、基幹相談

含めてショートステイ含めて、というのが今の政策の中でかなり大きくなってきており、それ今

回の県の強行の全体の絵、たぶん県の強行の方はそんなにたくさんの拠点の話ではなくて、

それをいくつか集約する形で、例えば市町村の拠点だと一泊二日は、緊急時は何とかショー

トとかあるいは出前だとか、なんとか支えられるけれども、その人の長期的なことで考えてみる

と、やはり専門的なアセスメントをしてくれて、しっかりサポートしてくれるところが必要なんだと、

平成 15 年 16 年の、いわゆる基幹相談とか今の総合支援法の仕組みが全然ないときに行わ

れた県で強度行動障害支援事業のように１箇所に集める訳ではないけれど、途中に市町村

があって、それから何らかの手がやっぱり必要なんだろうというのが、今書かれている絵なん

だろうなというのが 1 点。 

それから今、市岡さんからありました、単独単身生活あるいはグループホームのサテライト

はまた別として、人によってはそれの方がうまく生活できる、生活が組み立てやすいという方も

確かにいらっしゃる、そういう人の場合、短期入所でアセスメントするのかという問題も出てき

ますけど、そういう問題も確かにあるなと思いました。 

さきほど田熊さんから出ていた、短期入所で一定期間アセスメントのところで、どうしても溜

まりがちになるというのは、そこにまかせている入所等調整会議がどれくらい機能するかにか

かっているのかなと、大切になってくるんだろうなと思っています。 

 

（林構成員） 

先ほど弓家田さんからも医療ケアの話があって、たかだか胃ろうがあるだけで入所施設に
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いれなくなってしまうというお話だったと思うんですけども、この入所調整会議の中で右側の

受入事業所の例２,医療的ケアに対応したグループホームと書いてありますが、強行の方で在

宅生活が難しくなって入所を検討する方と、単純に医療ケアが、看護師がいないから家では

大変になって入所するというところを同じ入口で同じアセスメントして、じゃあ入所ですってい

うふうになっていいのかなっていうのが、正直、疑問な所とは思っているんですね。やっぱり、

うちの法人ではそれなりの多くの医療ケアの方達を見てきたんですけれども、つい先日も、普

通の中学校通っていて、中学２年の男の子で、知的には何もなくて、私とたまたま会ったら、

また入院を繰り返しているって聞いたんですね、なんでかって聞いたら、看護師も来てくれな

いし、お母さん働かなきゃいけないから、その間僕は入院するんだって、学校はって聞いたら、

訪問学級があるけど月に１回か２回しか来てくれない、こんな人生だったら死んだ方がいいと

言うんですね。こういう方達が何でうちに相談しに来たかというと、入所施設を探しにきて相談

にくるわけですね。こういう方達もこの入所調整会議にのっていいのかっていうふうになると、

もうちょっとなにか地域の作り方っていうところで単純に訪看さんが入るとか看護師さんがずっ

とついてるとか医療連携体制加算があるわけですから、そういうのを使っていったときに、そう

いうのを地域でなしにして、ここにのってきちゃってはい入所ですっていうのはどうかなって思

っていて、その辺は一旦、この枠組みを使うのか、医療ケアがある方についてはまた別の枠

組みを考えていくのか、ただ更生園の方に医療ケアのある方がいらっしゃるので、そのことは

含めて考えなくてはいけないかとは思うんですけども、今後の視点で見たときに、医療ケアの

方達も一緒にするべきなのかというのはちょっと検討いただきたいなと思いました。 

 

（荒井構成員） 

市岡さんや林さんの話も、入所っていう名称になっちゃってるからですかね、強度行動障

害だけになってるから、いわゆる支援が必要な方の体制のイメージ図という書き方にして、選

択肢は入所施設、グループホームだけでなく、もちろん在宅も家族と一緒だったり一人暮らし

もあったり、誰かとペアで暮らすとか、いろんな形式があるはずなので、いわゆるそこをやって

いくという位置づけにするってことだったら、すっきりとするんじゃないかなって気がするので、

入所、例えば家族が急に倒れても、そのままその家を使って一人で暮らすっていう選択肢も

もちろんありで、その場合には今までと違う形の支援の組み立てが必要で、それは急に誰か

が行って、アセスメントできるような仕組みだったりとか、そういう概念図なのかなと私は見てい

たんですけれど、そこの捉え方だけなんですかね、単純に何か困ったことがあったら、施設に

行かなくちゃいけない、グループホームにいかなくちゃいけないっていうことではないような気

がするので、この図をそういう位置づけにするのか、もしくはもう本当にそういう在宅とか一人

暮らしみたいなことっていうのは、じゃあいいでしょうとして、本当にいわゆる施設みたいな所

が必要な人だけに対してこの図を摘要させていくのかっていうと、ちょっとそれはいびつかな

って気がするので、そういう落としどころにするってことなのかなって気がします。 

 

（事務局） 

 この図はみなさんの意見をまとめているものなので、あまりこちらから言うのもあれですけれ

ども、考え方としましては、元々は強度行動障害の方で市町村だけでなくて、県もそこに役割

をおいながらやっていく、それはやっぱり市町村だけではなかなかできない部分があったとい
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う歴史もあって、やっていると。医ケアの方は基本的には地域で、医療体制が整っていたり、

そういうものがあれば、そこで対応できることが十分ありえると思うので、わざわざ県が入って

いくのかっていうのがちょっと違うのかなと思っていますけれども、ただ、この更生園の問題も

ありますので、図にもちゃんと入れて、そこは県としても考えていくというのを明示しているとい

うことです。医療ケアの方が全部が全部県で携わっていかなくてはいけないかというのは別の

問題として考えていく必要があると感じています。 

 

（志賀議長） 

 市町村の拠点の話と今回の話と、強行の人も含めてだと思うんですけど、医ケアの話が出

てきたので、その辺の問題がここに全部、市町村の拠点の話まで全部落とし込むようにしちゃ

うと、膨大な数の人達の問題になって、問題は市町村にどれくらい頑張ってもらえるかという

のもあるんだと思うんですが、そこから、どうしても県の方で考えなくてはならない問題をどうす

るかという絵なんだと思うので、その辺はちょっと視点を変えてもらった方がいいかなと思いま

す。 

 

（樋口構成員） 

短期入所での一定期間はどうしても通らなきゃいけないんですかね。今もそうなんですけど、

施設、親御さんが見に来て、個人的に見学して、色々とあたったけど、どこも受け入れてもら

えなかったんでここで空きが出たらいれてくださいって来ますけど、それで相談支援に言って

くださいって、何も別に短期入所とかせずに受入れを開始しますよね。そういうのはできなくな

っちゃうって意味なんですか、強行の方は。 

 

（事務局） 

ご意見としては、まず市町村でここの調整するべきところまであげてこなくて、するっと入っ

てしまう人もきっといるんだろうと思います。もう少し、市町村の方で受入先がなかなか見つか

らなかったということで、強度行動障害が強いということで、この調整の場にあがってきた場合、 

皆様のご意見を賜った上でのイメージでは、受入事業所さんにも入っていただいて、会議を

やるっていうふうに考えていると思っていますので、その中で、私のところ受け入れられますっ

て話があれば、一定期間入ってもらうことはあってもいいかなと思っていますけど、そのまま横

滑りと言いましょうか、グループホームに入っていただくということは、考え方としてはあるので

はないかと受け止めていますので、短期入所を全くなしにかは判りませんけど、そういうふうに

一定期間アセスメントという形でやっていただいて、全然問題ないよということであれば、その

ままそこの施設等に入っていくというようなことは当然想定されているという議論だったと理解

しています。 

 

（樋口構成員） 

今までどおりもありということですよね。 

 

（大屋副議長） 

これは袖ケ浦というところから始まって、強行のセンターということで、そこで全てを解決する
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というのに近いような県の位置づけが一時あった、それの代替という意味合いかなと思います。 

ですから、強行の人っていうのは、ものすごい数いると思いますよね。大部分はもう今おっし

ゃったように、そのようなルートでなくても、入所されるなり、短期入所されるなり、グループホ

ームに入るなり、100％上手くいっているかは別として、なんとなく解決を見ている方がほとん

どだと思うんですよね。今まで袖ケ浦に入っている人というのは、県の中で地域の方でうまくい

かないから、そこで何とかしてくださいみたいな感じで、少なくとも 15 年くらい前はそういうスタ

ートをして、それの代わりのシステムということだと思いますので、やっぱり困ったときには県が

ちゃんと、さっき弓家田さんがおっしゃいましたけど、ちゃんと調整する場を設けているという

意味合いということ、でよろしいかなと思いますがいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

おっしゃるとおりでございます。 

 

（飯田構成員） 

このイメージ図は、構成員の皆様が出した意見がきれいにまとまっていて、このとおりで本

当にいいんじゃないかなと私は思っています。この後の県の作業の方になってくるのかなと思

うんですけど、意見としまして、強行の方を受入れる事業所のフォローアップというところで、

やっぱり大変な方、どうしても事業所でも無理だよという方が時々出てくるんじゃないかなと思

うんですけども、そういった事業所のＳＯＳにもきちんと対応できるような仕組み、事業所をフォ

ローアップするような仕組み、入所調整会議の方に矢印が出てますけれど、これだけじゃちょ

っと弱いのかなと思うので、この辺りのフォローアップの仕組みを具体的に出していただけれ

ば、事業所も、預ける親御さん、利用者さんの方も安心できるんじゃないかなと思いますので、

その辺りを今後落とし込んでいただければありがたいなと思っています。 

 

（新福構成員） 

福祉型障害児入所施設の方がこのイメージ図にのっていくにあたって、ここに 18 歳以上の

方って書いてありますけれども、これについては、児童施設側の体制って言いますかね、障

害児の施設単独でやっている場合は、もう 18 歳であれば、正直困ってしまうという状況があっ

て、障害者の支援施設の指定も受けていればこれでも構わないと思うんですが、その辺を 18

歳っていうふうに限らずに、例えば高等部の年齢段階、16 歳ぐらいからこういう調整会議に少

しあげていただいて、行き先を検討していくということも少し視野に入れていかないと、18 歳過

ぎてからだと正直施設側とすれば、福祉型の施設だと 20 歳までしかいれないので、そこのと

ころをご配慮いただけるといいなと思います。 

 

（千日構成員） 

話が戻っちゃうかもしれませんけど、このイメージ図どおりに物事が進むかというと、到底そ

ういうふうに思っているわけではないのです。自分の解釈としてですね。こういう形で考えられ

るよということで、他にも様々な問題が出てくる、ただ、今日少し拠点の方の話と混在している

ことは確かで、私も船橋の方で拠点を始めるんですけども、その拠点に持ち込まれることの振

分けというのを、非常に今大きな議論をしている、大きいものなんですね。まずやれるところか



12 
 

らやろうと、まずその市町村の問題点は何かというところから始めましょうと、あとは進化してい

くというか、成熟していくというところ。これも全く同じで、今何をやるべきかというのはやはり、

事業団の強度行動障害の方達、あるいは県内にいる強行の方達、更生園に入所している方

達が、一か所ではないんだよねということがここで語られたわけですから、どうしてもこの受入

事業所は入所型、居住系になっているというところ。本人の意思によっては入所はもう嫌だよ

と、グループホームとか家に帰りたいよというものはあるにせよ、1 つの形としては、このような

形で今までイメージとして進めてきたと解釈しています。当然想定されるものは非常に膨大な

物なので、このことについてはきっと、これが具体的に開始された時のネットワークづくりという

のは非常に大きな問題でしょうし、またこれがどのように進んでいるかというのを見ていく、何

か機能というものも必要になってくるでしょうし、そのように私は理解しておりますので、この形

だけに押し込んでいくというのは非常に、議論の中では必要ないんじゃないかなと、そのよう

に思っています。 

 

（志賀議長） 

 だいたい、出尽くした感じでしょうかね、よろしいでしょうか。更生園の方のあり方を含めての

強度行動障害の方の県での支援のイメージで、ここで議論をしている中では経過なり、今、更

生園にいる人達をどうするか、並びにまだまだ入所のニーズがあった人達の問題をどうしてい

くかという面で、しっかりと県で仕組みをつくって、なるべく一か所に集まるのではなく、いくつ

か県内に分散して、小規模ユニット化でこれを支える仕組みでと言うのがこれまでの話だった

と思います。それが実現できるようにというのが大きな課題になるかと思います。まだ絵をつく

るところまでで議論は終わりになりますけども、これからもまだ進捗状況をしっかりみていかな

くてはいけない問題だと思います。活発なご意見ありがとうございました。今、市町村の地域

の拠点の話と、こちらの役割分担とか、いくつか新しい課題も出てきましたので、これを踏まえ

ながら、事務局で検討していただきたいと思います。 

それでは、議題の２番「県内全域の重度の障害のある子どもの支援体制について」説明を

お願いします。 

 

＜資料１、３により事務局説明＞ 

 

（志賀議長） 

ただ今、事務局から、説明がありましたが、養育園の現在 40 名の機能については、資料 3

にあるとおり 20 名定員を 2 か所整備するというのが一つ出ております。それから既存の民間

施設においても、重度の強行対応ユニットを整備するというところが付け加えられております。

さらに障害児入所施設から入所調整等の会議になるのでしょうか。要望としては 18 歳以前か

らという話もありますが、成人になった時に成人としての生活を担保できるようなそういった調

整できる会議をというような点を修正したとのご説明がありました。 

これまでの議論では、養育園の建物は、更生園と比べると、まだ新しいけれども、実際のイ

ンフラとしては更生園と一体ということで電気設備、食事等全てにおいて更生園に依存してい

るということで養育園だけを残していくというのはなかなか難しいということ。それからどうしても

家庭的な雰囲気の小ユニットという形ではでは現行の施設ではなかなか難しいので、そうい
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ったものをぜひ実現していきたいということ。20 名の定員の施設については今の法人がその

ままというよりも、別々の法人が運営する形が良いということ。建替えの場所は、それぞれの地

域の中での共生力をどう考えるのかという話も出ております。それも加えてということです。さら

に民間施設でも養育園の機能をそのまま持つ新しい施設だけではなくて既存の民間施設等

も含めた、個室化への対応、人員配置への支援が必要だということ。などが意見として挙がっ

ていたかと思います。 

これまでの議論を踏まえた重度の障害児の支援のイメージについて、これからご意見をい

ただきたいと思います。何かご意見やご要望はございますでしょうか。 

 

（荒井構成員） 

私が勉強不足なんだと思うんですけど、ユニットっていう考え方についてですね、4～5 人

で1ユニットでここの4～5人というのは全員強度行動障害というイメージなんですよね、多分。

私の中ではそういうことが適さない人もいるんじゃないかという気がしていて、それが支援の仕

方として適切なのかどうかというのがどうなんですかね。逆に集めない方がって言うと変なんで

すけど、例えば 4～5 人のユニットの中に一人だけ強度行動障害の人がいるということの方が

良いのかとか、考え方がいろいろあるのではないかという気がしていて、こういう風にしてしま

うと、これしかできないということになってしまう。もしかしたら、このユニットは 4～5 人にして、

強度行動障害の支援の仕方としてもう少し柔軟にできるようにしておくとか。これ書きぶりなの

か支援の仕方の枠組みなのか、いろいろ考え方があるかと思うんですけど、それは既存の施

設の場合も強行対応の方が 4～5 人固まっているところでしか、これができないというと、それ

の方が良いのかどうかとかですね、もしかしたらそれこそ今の更生園でやっている 4 人のとこ

ろで一人だけ完全に区画されているんですよね。というところでいくともう 4～5 人のユニットで

はなくなっているわけですよね。そういうところはどうでしょうか。 

 

（事務局） 

4～5 人で強度行動障害のある人が、絶対ダメというとそうでもないみたいですけど実際に

やっているところもあると聞いておりますので。それは程度の問題があろうかと思います。なの

で、例えば既存の施設のユニットという部分について例えば一人だけ受け入れていただくと

いうことも個人的にはあっても良いのかなと感じています。それはやっぱりその人に合わせた

対応というのがきっとあるかと思いますので、それはもちろん施設にもお願いしなくてはならな

い部分もあるとは思いますけど、そこはご本人とその施設の関係性で、できればそういうベスト

なものを支援していきたいと考えます。これから、具体的な支援のあり方を検討します。その

中で、ちょっとした改修で支援ができるのかとかいろいろあると思いますので、そこは具体的

に詰めていかなくてはならない部分になりますけれども、ある一定のユニットでないと支援が

できないとかどうかとか、いろいろと内部的な調整もあるますので、そこは考えていきたいと思

います。そういうやり方ができるのかどうかは検討させてください。 

 

（新福構成員） 

新規の施設整備のところで 20 名定員というふうにここでは書かれていますけれども、実際

に強行の方をお預かりしたときに 20 名定員の措置費収入の中で運営が可能なのかどうか。
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やはり強行の方の対応の職員数を増やさなきゃいけないとか出てきたときに本当にこの運営

が可能なのかどうかというまず一つの疑問があって大きなところでそもそも論のことになってし

まうのですけれども、子供の施設なので中にいる子供たちは動いていくんですよね。そうなっ

たときに強行のユニットを作ったことによって、それ以外のお子さんたちの生活の場をちゃん

と確保できる、例えばこの年は強行の方がいらっしゃらなかったとか一人か二人しかいなかっ

た、じゃあ他の方たちを他のスペースでしっかり受けられるだけの整備ができているのかどう

かとか柔軟に動けるだけの施設整備をしていかないと子供の変化におそらく施設側が対応で

きなくなっていくんじゃないかなと一つ疑問に思います。 

 

（市岡構成員） 

このイメージ図は良いと思うんですけど、現状いうと養育園が今止まっている状態と更生園

が止まっている状態とはかなり意味合いが違うと思うんですね。養育園の方は児童施設です

から数の問題でいうと県内も少ないし、そこの施設が埋まっているっていうことになると非常に

そこの児相の一時保護もいっぱいになっているっていう話ですし、やっぱり時間をもっとはっ

きり現状を急いで改善していかなくてはいけないという面がそういう側面もあると思うんですね。

なので、この理想の絵にいくまでの間どうするかという議論も必要なのではないかという感じは

とてもしています。いろいろなところ既存施設作られましたけれども、なかなか機能するまでに

時間がかかるという話を聞いてますので、やはり今止まった状態でいると千葉県の児童をお

預かりしている施設の中では、逆に言うとマイナスの状態なのかなと個人的には思っていて早

く現状回復もしくはそれ以上のものを作らなくてはいけないのかなと思っています。 

 

（弓家田構成員） 

相馬理事長に質問させてください。養育園の方のお名前とか性格とかだいたい頭に入られ

ているかと思いますので、その方たちをイメージしていただいて、このモデル図にすんなりは

まるものなのかどうか。もし問題があるとしたらどういう点が懸念されるかという点があれば。全

く問題ないよと言い切っていただければ良いのですが、そんなに簡単な問題ではないだろう

なと思いますので、そのあたりをお聞かせいただけるとありがたいのですが。 

 

（相馬構成員） 

現在４つのユニットに分かれて、18 人の方が暮らしていますけれども、そのうち強行の子供

たちが暮らしている 1 ユニットは現在 5 名しかいらっしゃいません。ですから 20 名定員の施

設、そして強行対応のユニットで定員４～５名というのは、おそらく４～５名は受入の上限という

考えの方がよろしいのではないかと思います。今 18 名ですからそれに 2 名ぐらい増えるとい

う状態であれば、おそらくイメージとしてはここに落ち着くだろうなと思っております。 

 

（志賀議長） 

市岡さんからの話の現行の建物ですぐ新しい体制に移るわけじゃない中での受入の話で

前回そういった面では何人受け入れるかという意見については、意見の違いがありましたけ

れども、基本的には準備期間もまったく受けてはいけないという話ではなかったと思うんです

けれども。ただ慎重に考えましょうという話だったと思いますので、40 名まで簡単にいくのかど
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うなのかというのは全く別のものですけれども、とりあえず現行の問題というのは前回の話で一

通りの方向は出たのかなと思いますけれども。他にいかがですか。 

 

（千日構成員） 

市岡さんのお話しで、このイメージはこれとして今の状況をどうするのかというところで、相

馬理事長にお伺いしたいんですけれども、養育園では短期入所を受け入れていませんか。

これは受入というのは開始しているということなのでしょうか。新規の受入はしないですけれど

も短期入所は受け入れるというところなのでしょうか。 

 

（相馬構成員） 

事件以降、短期入所をこれまで使っていた方については継続的な利用というのを進めてき

ましたけれども、何年前からでしょうか、緊急性のある方については県の方の了解を得たうえ

でという断り書きをつけて、受け入れているという状況にあります。現在も柏あるいは市川から

本当に緊急で受けていらっしゃいますので児相のほうから県の方にまず照会をしてくださいと

いうことで了解をいただいたうえで受けている状態です。 

 

（新福構成員） 

今、市岡さんが話された新しい体制ができるまでの状態像をどう改善していくかというところ

の話ですけれども、今児童相談所の一時保護所が現実定員の 2 倍近くになってきているの

が実態で、本当に寝るところも無くて布団もないと。ご兄弟に限っては 1 つの布団で二人に寝

てもらうとか、正直びっくりする話がこのところ児相の中から話が聞こえてきている状態なんで

す。うちの桐友の場合でも定員をマイナス２の状態なんですね。でも一時保護が実は４だった

り、５だったりということで受けざるを得ないという状況が本当に続いております。それはもう待

ったなしの虐待のお子さんなので保護所では預かれなくて、施設の中で対応してほしいとい

うことで無理を承知で短期入所の枠で受けたり、マイナス定員のところを一時保護に使ってい

ただいたりというところがあるのは実態なので、体制が整うまでにどうするのかというのは本当

に議論していただかないと今現在保護所にいる方たちが人権侵害を受けているといってもい

いくらいにいたと思うんですね。まして一時保護は学校にも行かせてもらえない。いくらこちら

が学校と県教委と調整をしても責任者、要は保護者が一時保護中なのでどこにいるか、お伝

えをしていないので、保護者の了解を取れないので学校としては預かれないとか、そういう実

態がここのところ本当に多くてですね、いくら協議をしても受け入れてもらえない、学校教育す

ら受けられないというのが今の一時保護を受けているお子さんたちの実態ですから、そこに

ついては本当に議論していただきたいと思います。 

 

（横山部長） 

新福さんからお話しがあったことについては県としても非常に緊急性がありかつ重大な問

題であるというふうに受け止めています。今回の 6 月県議会で緊急対策として一時保護所の

緊急整備の予算を確保したところでございますが、今それこそ工期の短縮を含めてですね、

できるだけ早く一時保護施設の定員を拡大するというような体制をとっているところです。また、

全体枠としてですね、ある程度の一時保護施設の確保を図っていかなくてはいけないという、
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そのような考え方もありますので、そうした基本的な見直しも含めてですね県としては取り組ん

でいきたいと考えております。本当に重大な問題だという認識の下に取り組んでいますので、

いろいろとご意見を伺いながら私どもも進めてまいりたいと考えております。 

 

（志賀議長） 

最終的には県が決定されるということですけれども、こちらの方の案で養育園についてはこ

ういう方向に行きますということで、こちらの方向に決まるというその準備期間というか完全に

新しい体制になるまでについても養育園としてはそれなりの受入というのを慎重にちゃんと進

めていけるということなのだと考えております。よろしいでしょうか。 

これまで６回にわたって、センターの今後や県内全域の強度行動障害のある方や重度の

障害のある子どもの支援体制について検討してまいりました。 

皆様から多様なご意見等をいただき、その結果、支援体制の仕組みについて、本日の資

料にあるイメージ図として、整理できたのではないかと思います。 

意見もある程度、出揃ったかと思いますが、今後の進め方について、県のお考えはいかが

でしょうか。 

 

（事務局） 

それでは、今後の進め方について事務局からご説明させていただきます。この検討会議に

おきましては昨年 12 月から今日まで 6 回に亘りまして、強度行動障害のある方の支援体制、

また重度の障害児の支援の仕組み作りについてそれぞれのお立場から様々なご意見をいた

だきまして、本日のご意見を伺っておりましても、おおむねイメージについて構成員の皆さま

の間の中共有ができたと思います。そのため今回の会議で一区切りと致しまして、今後は県

においてこれまでのご意見、イメージを踏まえながらセンターのあり方や、強度行動障害のあ

る方の支援体制について具体的な制度設計について検討を行ってまいりたいと思っておりま

す。なお、今後県において具体的な検討を行うにあたりましては、こういう会議という形ではあ

りませんが必要に応じて皆さまからのご意見を伺うこともあろうかと考えておりますのでその際

にはよろしくお願い致します。事務局からは以上です。 

 

（志賀議長） 

ただ今、事務局より、今後、県において、検討を進める中で、必要に応じて皆様からご意見

を伺いたいということがございました。 

これまでのこの検討会議での意見を十分に踏まえていただき、県において、障害のある方の

支援がより良いものとなるよう、センターのあり方や支援体制づくりについて、ご検討いただき

たいと思います。皆様、よろしいでしょうか。 

それでは、長時間にわたり活発な議論をいただき、ありがとうございました。以上をもって議

事を終了したいと思います。 

 

（横山部長） 

改めまして志賀議長を始め、委員の皆さまには毎回お忙しい中会議にご出席いただきまし

てありがとうございました。皆様には本当に現実的で思いのこもった意見をたくさんいただい
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たというふうに受け止めております。振り返ってみますと平成 16 年度以降ですね、県では大

屋委員からもありましたけれども、重度特化という方針の下で袖ケ浦福祉センターに重度障害

者を集約するというような形で支援体制、地域移行の取り組みを進めてきたわけでございます

が、必ずしもそれが十分な成果を挙げることができない状況にある中で、事件が起こったとい

うことだったと思います。その改革に対して昨年 8 月には進捗管理委員会では非常に厳しい

評価をいただいたということでございます。私は外郭団体という指定の手法には限界を感じつ

つ一刻も早くこの状況を改善したいという強い思いから、まさに皆様には藁にも縋る思いで、

お知恵をいただきたくご家族の皆さま、それから県の障害者支援に係る幅広い皆様にこの場

にお集まりいただくこととさせていただきました。そうした中で、弓家田さんからはセーフティネ

ットとしての公的支援への期待というのでしょうか。そういうお気持ちも強く私どもとして受け止

めましたし、また関係者の皆さまからは強度行動障害の皆さまに対する支援について、本当

に積極的なご意見、熱い思いをいただいたというふうに大変感謝をしております。今回の会

議を通じましてですね、実は私も県下の重度障害者の支援のあり方というのでしょうか、施策

作りについてこうして関わっている皆さまとのご議論というもの、それからご協力の下に進めて

いくということがいかに重要かということを改めて感じさせられた次第でございます。事件から

間もなく 6 年になろうとしております。県では皆さまからいただいた御意見を踏まえ、できるだ

け早くセンターの今後を明らかにしてまいります。袖ケ浦福祉センターの利用者、それから県

内の強行の障害者の方々がその人らしく地域で安心して暮らすことのできるように新しい支援

体制の構築に向け県として責任を持って対応してまいりたいと考えております。皆さまにはど

うか今後とも今回の議論を踏まえた施策の実施にご理解とご協力を賜りますよう心よりお願い

を申し上げまして、御礼のご挨拶とさせていただきます。どうも皆さまありがとうございました。 

 

（事務局） 

以上をもちまして、第６回検討会議を閉会します。 

本日は、誠にありがとうございました。 


