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更生園に関する構成員意見一覧 
※構成員五十音順 

飯田構成員 

１．共通について 

① 強度行動障害者を袖ヶ浦福祉センターに集中させる事での課題 

民間施設では対応が困難とされる支援度の高い強度行動障害者を県立施設(更生園・養育園）で集中

して支援する形をこれまで取ってきました。マンツーマン対応が必要な方が多いことや、その支援は容

易ではない事もあって職員は対応に苦慮されていたと思います。対応が難しい利用者を集中させる事

は、利用者の生活や行動をどうしても制限せざる得ない場面が出てきたりして、利用者・職員共にストレ

スを助長させてしまうと言った課題も出てきますので、事故や虐待のリスクを高める事になります。 

一方、近年民間施設では社会的役割として強度行動障害者の受入れを行う事業所も増えてきました。

研修を強化することで支援スキルも上がってきました。県独自の職員配置加算や建物の改修工事に係る

費用の補助制度等が整えれば、民間施設でも今以上に受入れは可能と考えます。今後、強度行動障害

者はますます増えます。民間力を活用し、県内全域で強度行動障害者を支えていく仕組みを整えていく

時代と感じます。県が何かしらの形で今後も関与はした方が良いと思いますが、セーフティネットとして

県立施設をこのまま存続させる事はかえってデメリットが多いと考えます。民間の対応によって県立施設

でなくてもセーフティネットは確保できます。 

 

② より良い支援と効率化  

民間施設は、給付費と利用者負担金を基に運営しています。しかし更生園・養育園共に建物の規模

が大きい事や、上述したように難しいケースを県立施設として担っている事もあって現在の指定管理者

の千葉県社会福祉事業団には指定管理料が支払われています。国の給付費の直接処遇職員の人員体

制加算の一番手厚いものは利用者１．７名に対して職員が１名であるものの、更生園は利用者０．８名に

対して職員１名の体制を取っております。（これは生活支援員のみの数字で算出していますので、看護

師等を加えるとさらに手厚い職員配置となります。）加えて直接処遇職員以外の職員（事務員等）配置も

手厚く民間施設とはかけ離れたものです。 

民間施設と比較し障害支援区分は、更生園の方が高いもののその差は、わずか０．２５です。 

県立施設を利用している方と民間施設を利用している方にかかる費用があまりにもかけ離れている事

は、やはり公平とは言えません。逆の言い方をすれば、県立施設に係る費用を民間に補助すれば、民

間施設でも十分対応が可能ですし、民間の方が安い費用で質の高い支援に繋げるノウハウがあると思

います。 

身体障害者療護施設県立鶴舞荘の廃止に伴い、引き継いた静風荘では、当時の職員体制よりも費用

をかけずに多くの職員を給付費の範囲で配置出来ています。県立施設から民間に移られた利用者や家

族からも「すぐに要望に応えてくれ安心して過ごせている。県立施設から民間となると費用や支援上のス

キルの問題もあって不安もあったが、実際に生活したらそんな不安はなかった」と言うコメントも多くいた

だいています。県費を多く費やしている＝良い支援の構図にはならない事は明白です。 

都道府県立の障害者支援施設の現状に関する調査を見ると他県等と比べて公立施設に対する費用

は突出しています。新たな入所者を受け入れずに、規模縮小に向けた動きを取っている今の状況は、

給付費が入ってこなくなると言うことで、ますます県費で補助しなくてはいけない状況になります。以上の

ことからも、これ以上県立施設として存続させる必要性は感じません。 

 

資料１－２ 
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③ 指定管理者制度のデメリット 

更生園・養育園共に、運営は千葉県社会福祉事業団が指定管理で行っています。袖ヶ浦福祉センタ

ーは、県立施設ですがその運営は指定管理者の千葉県社会福祉事業団が行っています。千葉県社会

福祉事業団は民間の社会福祉法人です。県立施設ではありますが、施設の運営は民間法人が行って

いる事になります。 

事業団には、事業団の運営面を考える理事会がある訳ですが、県立施設を今後どう存続させていくか

等考える権限はありません。あくまでも指定管理の要綱に則り運営する事になります。 

建物の補修や施設運営の重要な部分は県に伺いを立てて了解を得ながら行っていく訳です。こうい

った事をしたいと県に伺いを立てても県自体も条例等に縛られてすぐには許可できないような仕組みで

す。 

障害福祉は、近年大きく動いております。効率を重視しながらもいかにフットワーク良く、より良い支援

を行っていくかの時代です。指定管理制度をはずした方がフルに民間力を発揮させる事が出来、結果

的により良いサービスの提供に繋がります。 

 

④ 民間施設での受入れ拒否について 

 民間施設になったら、対応が難しい利用者は受入れを拒否されるのではないかと心配をされる方がお

りますが、県立施設だから民間施設だからと言う違いはないはずです。県立施設と言えども一定のルー

ルに基づいて運営されています。無条件に利用者を受け入れる事はありません。県立施設であろうと民

間施設であろうと事業所で出来ること・出来ない事、利用する上でのリスクや支援方針等を十分に説明し

利用者から同意を得てから利用開始と言う流れが一般的です。 

 県内の状況を見ますと、逆に公立の施設で利用が出来ないと言われた強度行動障害者・触法障害者

や医療的ケアが必要な方などを民間施設が受け入れているケースも多くあります。 

 

⑤ 素早い対応を 

委員会では、今急いで県立施設をどうしていくかと言う議論をしなくても良いのではないかとう意見も

ありました。この問題は平成２５年の死亡事故以降、第三者検証委員・見直し進捗管理委員会等を通して

議論されてきた問題です。二度と同じような事を起こさない為にも、本来はもっと早く結論を出すべきもの

です。事件以降５年が経過していますので、逆に時間をかけ過ぎているように感じます。 

 

⑥ 診療室機能について 

診療室機能を生かした利用者支援と言うことで強行の方の受入を集中させたと言う経緯もあると思いま

すが、民間施設でも嘱託医や協力病院が位置づけられており、さらに地元の医療機関と連携しながらの

柔軟な対応が出来ています。診療室を位置づけた当時と現在の地域の医療体制は違ってきています。 

 

３．更生園について 

① 地域力を活用した本来のあるべき姿に 

 高齢となり身体的介護・医療的配慮が必要な方が多くなってきました。しかしながら袖ヶ浦福祉センタ

ー利用者の高齢化や医療の問題は、数は今ほどではないにしても過去にもあった問題です。当時は、

本人の状態にあった適切な支援機関に繋げると言う方針で、高齢者施設や医療機関或いは身体障害者

療護施設等に生活の場を変えていただく流れで進んでいました。県内の身体障害者施設では定員に空

きがあったり、医療的な配慮が必要な方も多く受入れている所もあります。地元の医療機関の協力を求

め、地域で支える仕組みで動いています。当然ながら身体的な介助が必要な方の支援のスキルは高い

ものがあります。高齢者施設・療養型病院の利用等選択肢はいくつかある中で県立施設として今後も存

続させていく必要性は正直感じません。 
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市岡構成員 

更生園について、東葛飾地区の地域支援をしている相談員からみると、セーフティーネットとして（事

件が起きる以前から）の役割を感じることはなく、頭の中に更生園という存在はかなり薄いです。東葛飾

地区の相談支援専門員はほぼ同じ思いだと思います。 

しかし、強度行動障害、社会的トラブルを抱えた障害者の居住場所には大変苦労しています。遠方の

施設や GH や専門知識をほとんど持たない職員ばかりの不安定な事業所などにもお願いしてるのが現

状です。また、そういう方の短期入所、自立訓練なども受け入れてくれるところはなかなかありません。 

現状の更生園（現居住者だけ見ている）でしたら、公立にしておく意味を全く感じることはできません。

千葉県全体のセーフティーネット、先端支援事業所として機能させることができるのであれば、公立とし

ての存在があるのではないかと思っています。また、その機能を分散する必要もあると思います。 

 

奥澤構成員 

１．運営主体として県立存続か民間移譲かが一番目で意見交換が行われたが、小規模・少人数ケア 

（定員規模・居住単位）、移転先の問題（共生社会の理念に沿った場所など）等の諸条件によって運営 

主体の考え方が変わってくる。論点整理を幅広く、平行して議論すべきと考えます。 

２．更生園の定員は第六次計画終了時点までに５０人とすることになっています。従って現利用者の内 

２０人が地域移行する必要があります。果たして民間施設のグループホームですべて受け入れられる

のか、懸念しています。 

３．会議の中で、入所施設では受け入れられるが空きがないので受け入れられないという意見がありまし

た。私たち連合会はこれまで定員増加を要望してきました。地域移行＝GH に拘らず、短期入所での

受け入れも検討すべきと考えます。（短期入所枠の増加） 

４．待機者の問題  

添付資料によると、H３０年４月現在で知的障害者５４８人（入所４１３、GH１３５）が福祉サービス利用を

待機しています。その内６７名は強度行動障害のある人です。袖ケ浦更生園の定員を５０名としても、

なお倍以上の人が待機しています。果たして GH で全員が吸収できるのかはなはだ疑問をもたざるを

得ません。 

 
蒲田構成員 

１ 障害者福祉政策は、基本的に県が深く関わる必要があると思われます。もっとも障がい者の方たちの 

生活の場をどこに選択するかは、基本的に障害のある方に選択権があると思われますが、現実は、  

選択権があるといってみたところで、望むところでの生活ができるだけの整備がされているわけでは  

ありません。 

もし、袖ケ浦を県立施設として廃止するとすれば、入所されている方の地域移行を計画的に進める必

要があると思いますが、現状、地域の施設に全員を受け入れられるだけの人材的、物理的に認められ

る条件があるのでしょうか。また、強度行動障害の方たちを引き取れる家庭環境、地域環境が整えられ

るのでしょうか。 

２ 現実的に無理があると思います。 

  実際、家族とともに生活をしたいと、また、させたいと思っても、それが現実には困難極めるから袖ケ

浦に入られたのでしょうし、家族を支えられるだけの支援制度が別に整っているわけではありませんか

ら、本人の為にも地域移行は簡単ではないと見えます。 
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言うまでも無く、家庭にも地域の施設にもいけないという場合に、今のままで良いかといえば、よいと 

いう意見は出せません。家庭に代わる場所として、できるだけ社会の中で生活をして頂くことが大切で

すから、個別支援体制を整えた小規模施設に切り替えて県営として残すべきだと思います。社会の中

での生活ということですから、現在の場所は適正ではないように思います。研究機関としては整備でき

るのかもしれませんが、入所施設としてはもっと町の中に整備した小規模施設を設置し直すというので

はいかがでしょうか。 

３ 養育園は工夫された建物を建築することが可能ならば、現在の４０名定員で落ち着いた環境を作れる

と思いますが、いかがでしょうか。勿論運営の指定管理者の充実が不可欠ですが。これは、現在の指

定管理者の工夫や努力を検証して行くことが求められると思います。 

４ 更生園は、この間も中々地域移行が出来ていませんが、無理に地域移行を進めることが果たしてよい

のかは疑問に思っています。しかし、更生園も現在の場所からもう少し社会の中で生活できる場所に 

移転して工夫された建物を建築していければ克服できるのではないでしょうか。 

あまり民間移行することは、民間に人的、物的、資金的に無理を押しつけることになりかねず、かえっ

て良いこととは思えません。 

民間は経営的視点を抜きには運営はできませんから、様々な形で無理が出てしまいます。 

勿論、県が大幅に資金支援をしていくということであれば、民間も受け入れ体制が出来やすいと思い

ますし、民間の組織的運営に県が助力するシステムを構築できるならば、更生園の規模の大幅縮小も

可能とは思いますが、そのようなことは現実的に早急に実現できるとは思えません。 

５ 「袖ケ浦センター」は、障害福祉「政策」の研究機関（虐待事例の収集と分析、防止の為の人材育成や

環境整備研究）として存在しつつも、施設運営もする公共施設として規模は小さく、とりわけ強度行動 

障害の方々の為に「家族的な雰囲気」「落ち着いた雰囲気」のある施設に作り変える必要があると思い

ます。 

 

佐久間智構成員 

第一に、見直し進捗管理委員会の提言に基づき、施設の運営主体を、県立として存続するか民間移

譲なのかを中心に話し合い、その結果に基づいて今後の更生園あり方を検討すべきと思う。 

県立施設として廃止の方向の場合は、民間移譲の方法、期間、利用者・保護者への説明・同意の方

法、利用者が民間施設へ移行する場合の相談支援はどうするか、現在更生園で生活している強度行動

障害者の支援をどうしていくか、医療ケアの必要な人はどうするか等の具体的な項目について進めるの

がいいと思う。また、移譲についていくつかの項目ごとにワーキンググループを作って、議論を深めるこ

とも一つの方法と考える。 

 

佐久間鈴世構成員 

隣にある一番近い成人施設ですが、毎週養育園に行っていても、外からはあまりよく見えず、詳しく中

の状態が分からず申し訳ありません。 

県立か民間に移行かは、養育園の場合と同じに、入所されている方々にとって、一番幸せに暮らせる

生活ができる環境が大切と思います。 

今後の話合いで、一番良い道を選んであげられるのが大切と思います。 
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佐藤構成員 

 複数の委員から発議があった通り、更生園が県立施設として千葉県の先駆的かつ先進的な取り組みが

できていない現状、更生園内の検討会議においても強度行動障害支援に特化した役割が担えていない

という内省、民間施設における強度行動障害者の受入の実態などを総合的に考えると、千葉県が県立

施設として更生園を運営し続ける必要はないと考えます。 

 しかし、民間施設において強度行動障害者の受け入れ態勢が確立されているとも思えません。あくま

でも一部の民間施設の努力の上に成り立っているのだと思います。 

そのため、千葉県は県立施設の運営という役割から、地域の民間施設に対する強度行動障害者受入の

体制整備（柔軟な制度解釈、単独事業など即効性のある支援等）の役割へシフトしていけば良いと考え

ます。 

 また、強度行動障害に限らず、医療的ケアが必要な障害児者、認知症を発症した知的障害者など今後

課題となっていく分野に対する実践的な調査、研究が進められる体制整備も求められていくと思いま

す。 

 

渋沢構成員 

①議論の順番として、千葉県袖ケ浦福祉センター検討会設置要綱第 2 条に定められた（検討事項）の

中、(2)県内全域の強度行動障害者の支援システムの構築に関すること、及び(3)県内全域の障害児の療

育環境の体制づくりに関すること。の議論を先に行い、その中で県とセンターが果たす役割を整理する

べきだと思う。 

→これについて、支援拠点の整備、人材育成等の課題があるが、入退所のマネジメントシステムについ

ての方向性は全く議論されていない。児童については児童相談所が情報を集約する等してその機能を

担うことは出来ないか。成人について担えるところはあるか。これについて県が何らかの役割を果たして

ほしい。 

②マネジメントシステムの中で県が何らかの役割を担うのであれば、「現場」があった方が良いのではな

いか。現在のセンターほどの規模は必要ないと思うが。 

③現在センターで暮らす方々のより適切な暮らしの場所を探していくときに県が主導的な役割を果たす

ことで①の仕組みづくりを模索できないか。 

 

千日構成員 

 第一回検討会議の中でご意見させていただきました通り、まず、現在までの県立施設としての役割と 

実績に敬意を表すとともに、進捗委員会の提言に沿い、福祉サービスのより質の高い提供こそが喫緊の

課題と捉え、県の全面的責任と支援があることを前提に、県立施設の廃止を提案するものであります。 

 現在の福祉サービスの多様化に対する、サービス提供事業所の使命は、如何に速やかに適切なサー

ビスと環境を個別支援として整えるかにあります。 

 公立施設の安定的基盤という絶対的安心感は民間では到底果たせないことでもありましょう。しかしな

がら民間の経営方針は現在では、その努力も成果として表れつつ、質の高い継続したサービスの提供

に繋がってきているという自負もございます。 

時代として求められてきた公立施設の役割は、既に民間でも取り組み始められて久しい状況を鑑みる

と、千葉県がお示しされた、民間活力の導入に方向性を見出したいという姿勢に同感でございます。 
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 次に、提言にある、強度行動障害、地域生活、地域移行、小規模ケア等の課題への協議は、県立施設

の廃止と決定以降、一か所拠点の事業とせず、プロポーザル方式も導入し計画していくことが望ましいも

のと考えます。 

 本検討会議は、更生園の方向性を２０２０年末の第６次千葉県障害者計画終了時点までに判断すること

と提言されておりますが、更生園の新規入所者の受け入れ停止が継続していることから、また、養育園

の利用者数と待機者数からしても、速やかに今後の方向性を決定していくことが重要です。 

 最後に、現在の利用者並びに家族の皆様、加えて同じく現在働いておられる社会福祉事業団職員の

皆様が、できるだけ不安と懸念を少なくすることを最優先し、今後協議を進めていくことが、県、そして検

討委員会委員に求められるものであることを確認したいと思います。 

 

相馬構成員 

１ 平成１６年に始まった「強度行動障害特別支援事業」では、殆どの方に症状の改善がみられています

が，しかし、支援期間３年としたもののこれまでに移行された方は数名で当初の事業の目的はなかなか

達成出来ずにきました。 

  民間法人での強度な行動障害のある方の受入は進んではいますが、法人それぞれの支援理念や特

徴が違うなかで、更生園での事業対象者の出口の難しさを考えると､「支援施設一箇所に対象児者を集

めて一定期間支援し､出口を他法人に」という考え方は現実的でなかったように思われます。 

  １回目の会議で荒井委員が触れた「福岡市の例」、相談支援を中心にした新たな強度行動障害支援

の体制作りの検討も必要なのではないかと思います。 

  人材育成は既に充実してきているのですから。 

２ 重度な知的障がいのある方の高齢化に伴う「身体の機能低下、咀嚼嚥下機能の低下や認知症発症」

等、障がい者支援施設や在宅等でも新たな課題が生まれています。弓家田構成員の発言は制度の谷

間となった方、障がい者支援施設の限界等を考えるきっかけとなる発言と思います。 

更生園もこれまで「介護医療棟」を開設した時期もあって、重度で医療的支援の必要な方を中心に受け 

入れてきましたが、状況としては他の事業所と同様、障がい者支援施設が頑張って「最後まで」ということ

もありますが､「福祉で出来ること､出来ないこと」も現実です。その方々の数は多くはないと思いますが、

その先を考えると､日々医療と共にあることを必要とする方であり、もう一度その実態を正確に把握する必

要があるように思います。 

３ 障がい者の地域生活が進む程「セーフテｲネット機能」の意義はますます大きくなります。 

しかし､「受入によって他の利用者への支援が滞ったり、日々の生活が混乱してしまう例」もあり、対応に

苦慮する場合も少なくありません。 

「誰でも 何時でも」がセーフテｲネット機能の本筋とするなら､全ての障がい児者支援の事業所がその

役割を果たすのが望ましいですが､本筋を維持する為の方策が何なのかの検討はこれまで為されて  

こなかったと思います。事業者の頑張りだけで出来るものではないようにも思えます。 

 

林構成員 

 県立施設として強度行動障害を受け入れることは必要な側面はあるが、大変な人は断る、県立に行け

ばよいという一部事業者がいることからも、県全体的に県立に依存しない仕組みが必要であり、養育園

が受け入れを再開しても根本的には変わらないと考えます。 
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 そもそも論になりますが、現状の場所、建物で運営者が誰であろうと地域から離れた場所（事業者によ

って地域の定義はさまざまなのでこのあたりも会で整理する必要あり）ではないところへ、建て直しし、小

規模化していくのがよいのではないか。その際、入所している方々の出身地元に応じて各圏域ごとに定

員割り振りをし、各圏域にその分の GH を建設して地域移行していく。 

  小規模であるほど、民間移譲する際のハードル（人の確保、業務管理、エリアなど）は低くなる。定員

も 10 人までとし、受け入れする民間の体力や力量に合わせて 4 人などの少数の GH も認めその規模に

あった施設整備を出していった方が民間の手上げはしやすくなる。 

 コスト面でも高額な毎年の指定管理料を考えると、整備費が膨らむ当初２，３年はイニシャルが大きい

が数年でランニングとの分岐点を迎えるのではないか。（下記に簡単に計算してみました） 

養育園も更生園も概ね同じ見解ですので意見は二つの園に対して、ととらえていただければ幸いで

す。 

 

【参考 （ざっくりですみません）】 

※ini : 定員５に 1 億円整備を使った場合（かなり多めにみて） 

※run： 資料３ P３の H30 指定管理料÷利用者見込から一人当たりの金額を 738 万で算出 

 （単位：千円） 

西暦 ini 
整備 
個所 

移行 
者数 

更生園 

利用数 
run ini+run 現状 差異 

累積 
（整備） 

累積 
(整備なし) 

2020 500,000  5  25  47  346,860 846,860  554,015  292,845  846,860  554,015  

2021 400,000  4  20  27  199,260 599,260  554,015  45,245  1,446,120  1,108,030  

2022 300,000  3  15  12  88,560 388,560  554,015  -165,455  1,834,680  1,662,045  

2023 300,000  2  10  0  0 300,000  554,015  -254,015  2,134,680  2,216,060  

2024 200,000  0  0  0  0 200,000  554,015  -354,015  2,334,680  2,770,075  

2025 0  0  0  0  0 0  554,015  -554,015  2,334,680  3,324,090  

2026 0  0  0  0  0 0  554,015  -554,015  2,334,680  3,878,105  

計 1,700,000  14  70  86  634,680  2,334,680  3,878,105  -1,543,425      

 

 

樋口構成員 

第１回の検討会議を終えて強く感じたこと。養育園および更生園のいずれにしても長年在籍している

保護者の自施設に対する依存度の強さであったり愛着でもあり執着のような感情は根強いものがありそう

です。そのことは言うまでもなくとても当たり前の感情だと察します。 

そのことと合わせて自施設以外のいわゆる民間施設の現状に関する情報等が不足していることによる

民間施設への強い不信感と不安感が募っていることがわかりました。更生園であれ養育園であれこの先

の行方に関して考えるときこの保護者のみなさまの不安感の解消はとても重要なポイントだと考えます。 

どの施設においても預ける側はけっして運営者の立場にはなり得ません。施設の運営主体がどのよう

に変わるにしても預け続けるか否かは当事者が決定する権利がありそれは保障されなければなりませ

ん。かといって千葉県の現状で他施設などに移籍することなど容易なものではありません。 

想像するに、我が子を託してきた施設が近い将来消滅し、強制的に何処か別なところへ引っ越して引

き取られて行くような大きな不安、そして諦めのようなやるせなさからこの先に今より幸せな暮らしが待っ

ているとは到底思えないのだと思います。 
 

分岐点 
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当事者（利用者、保護者等）にとっては今回の協議において運営主体がどうなるかについては意見を

言う立場になるのは難しいのではないでしょうか？ 

当事者の意見を求める検討会において大事な点は運営主体の選定ではなく、どの運営主体であろう

とその支援の「あり方」であり、安心して預けられる「暮らしの保障」なのではないでしょうか？ 
 

私個人的な意見ですが、現在の構成メンバーでの検討会の進め方としては、まず示されている進捗

管理委員会の提言を受け、県（もしくは事業団自身）の責任において県立施設としての存続は困難であ

るとの一定の方向性を示すことが望ましいと考えています。その上でこの検討会の役割として、ならばそ

の後のあり方はどうあるべきなのかを議論することが有意義であるように思います。当事者や職員の不安

はどうすれば解消できるのかなど・・・。 
 

前回の様子だと県立施設としての役割は薄れつつあるとの意見に対し保護者としての意見は現状の

ままを望んでおられるようですので、この両者の意見調整は互いの立場が微妙なためなかなか難しいよ

うな気がしています。 

 

堀江構成員 

・まずは現在利用されている方の気持ち、ご家族の思いを大切にした上で検討していかなければいけな

いと考えます。人権、地域への社会参加という名目のもと、利用されている方の考えがなおざりにされて

は元も子もありません。ぜひ利用されている方、ご家族の現状を踏まえ（将来に向けた生の声、アンケー

ト等）、見直しを検討していくことが必要ではないでしょうか。 

・やはりセーフティネットとしての更生園の意義はあり、医療的ケアの必要な方や、強度行動障害等、医

療面の対応の必要な方、高齢化に伴って増加してくるであろう認知症の方への対応などを考慮すると、

千葉県がある程度支えていく体制は不可欠であると考えます。とはいえ、期限を設けて少人数での地域

移行への実績を重ねていかないと、時間はどんどん過ぎて、方向性も出ぬまま、施設の老朽化が進み、

途方に暮れてしまいます。早急に具体的な数値目標を立てて実践することが大切ではないでしょうか。 

 

前田構成員 

第１回会議全体の感想です。私は、見直しに係る話し合いの様子は存じ上げず、福祉施設の運営に

ついての知識もないため、一保護者の意見になってしまい申し訳ないのですが。 

各施設の現在の利用状況ということで、利用者の方の人数や障害の程度等に関するデータ等のご説

明はわかりました。手をつなぐ育成会の保護者として知りたいことは、事件当時より人数が減ったことで、

利用者の方の現在の暮らしはどう変わったのか、日々のスケジュールの見直しやプログラムの充実等、

支援は行き届いているのだろうかということでした。 

今後、どのような暮らしをこの方々たちに提供してさしあげたらよいか、支援のあり方を話し合うなか

で、その支援を提供するには県営がよいのか民営が良いのか、また、民営にする場合は県からの支援

はどのような方法でどれくらいあるのか等々、わからない状態では既存の民間法人も手を挙げられない

のではと思いました。 

家庭から離れての療育、生活支援を必要とされる方の相談窓口や、その方にあった受け入れ先の選

択等、サポート体制の構想を踏まえての検討ができればと思います。なかなか難しいことだと思います

が。 
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弓家田構成員 

更生園利用者の親の会会員は、『虐待死亡事件』→『第三者検証委員会による再発防止策の中心が

センター縮小』→『センター廃止論』という流れをとても不自然に感じ、非常に不信感を持っている人が

多い。万一『廃止が決定したので、・・までに民間施設に移動してください。』という事になった場合には、

大炎上する可能性が有り、千葉県の障害福祉行政の名誉を棄損するようなリスクも否定できない。障碍

者の人権にかかわる問題であり、慎重に進める事が肝要。 

健康福祉部の横山部長より『究極の目的は障碍者の幸せであり、コスト削減の為では無い』とのとても

有難いお言葉を頂戴したが、更生園利用者親の会全員の理解を得るのは今後の活動次第。また、みず

き会の樋口理事長からは『医療上の問題含めてどんなに手のかかる利用者でも受け入れ可能』という有

難いお言葉を頂いたが、各々の個別の問題が有り、移行ができていない人が多数いる事も事実。 

重度の障碍者が民間施設に移り良かったという多くの成功事例を認識しているが、その事が『全ての

重度の障碍者の対応が民間施設で可能』という事の証明にはならない。成功事例の紹介はとても興味深

いが、一方で移行困難な事例の原因解析なども紹介頂けると真の問題点が見え非常に参考になる。 

医療対応の問題で入所待ちになっている人は千葉県内で少なくとも数十人の規模いる。小職の長男

も食物が口から食べられず胃ろうをつけるという理由の為、医療併設型施設への移動希望を７個所申請

しているが、どこも待機者が非常に多く、１年半経った現在でも移動のめどがたたず、入院生活を余儀な

くされている。こういう状況下、センターの廃止を論ずるのは時期尚早。県はまず待機者を無くす事を先

決問題ととらえて頂きたい。 

センターの職員はレベルの高い人材が多く、暴行事件を起こした人は極めて例外。市の障害福祉担

当者もセンターの職員は民間施設の職員よりレベルが高い事を指摘。この優秀な人材と環境の良い敷

地を活用しない手は無い。民間施設に移動可能な利用者を本人了解のもと進めていき、その代わりに

民間ではコストがかかりすぎ対応困難な人に特化した施設への『発展的解消』が目指すべき姿と思う。 

 


