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検討会議での論点について（養育園） 

 

１．袖ケ浦福祉センター見直し進捗管理委員会からの提言 

 

提         言 

（１）県は、更生園について、新規入所者の受入停止を今後も継続すること。 

（２）県は、更生園での有期の新規入所者の受入れも停止すること。 

（３）県と事業団は、更生園の新規入所者の受入停止を継続しながら、地域移行の努力を責任を  

持って行うこと。 

（４）事業団が、センター利用者の地域移行先として、少人数の地域密着型の居住支援を自主事業

で試みる場合、県はこれを認めること。 

（５）県は、センターの今後のあり方を検討するための委員会を設置すること。なお、この委員会

は地域移行を念頭においた委員構成とすることが望ましい。 

（６）県は、センターがあることに依拠しない県内全域の強度行動障害者の支援システムの構築を

検討すること。 

（７）更生園については、第六次千葉県障害者計画の終了時点までに県立施設として存続するか  

どうかを（５）の委員会で判断すること。もし県立施設としては廃止する場合は、民間移譲の

方法を指定管理の残りの２年間で検討し、利用者の方々の処遇については、県が責任を持って

対応すること。 

（８）更生園の建物については、小規模で少人数ケアのできる建物とし、大規模入所施設としての

建替えは行わないこと。なお、建替えに当たっては、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こと。 

（９）養育園については、県立施設として指定管理による運営を継続するかを、（５）の委員会で  

判断すること。また、新規入所者の受入れをいつ再開するかも、（５）の委員会で判断すること。 

（10）養育園については、短期の有期利用（例えば６か月から１年程度）を実施し、家庭復帰や   

地域移行ができる施設を目指すこと。 

（11）県は、児童相談所も含めた県内全域の障害児の療育環境の体制づくりを検討すること。 

（12）養育園の建物については、大規模入所施設として建築されており、地域の中での小規模で  

少人数ケアのできる建物への建替えを検討すること。なお、建替えに当たっては、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こと。 

 
 
 
 
 
 
 

検討会議での論点について（養育園） 

 

２．論点整理表（太枠内が養育園部分）  

              

着   眼   点 

１ 入所施設の将来像、運営主体 

・施設の運営主体（県立存続・民間移譲） 

・施設に求められる機能と役割 

・運営に係る経費 

２ 小規模・少人数ケア 

・定員規模、居住単位 

・設備、構造 

・職員配置、支援方法の工夫 

３ 共生社会の理念に沿った場所 
・地域とのかかわり 

・周囲に必要な社会資源 

４ 意思決定支援 
・意思形成支援、意思決定支援の方法 

・日々の暮らしの質の向上、将来の暮らし方、地域移行 

５ 障害児の療育環境の整備 

・セーフティーネット機能 

・家庭復帰支援 

・養育園の新規入所児童の受入れ 

６ 現利用者に対する支援 

・社会的養護を必要とする障害児への支援 

・強度行動障害のある方への支援 

・医療的ケアの必要な方への支援 

７ 診療室の役割 
・施設内診療室の必要性 

・現利用者や地域の障害児者の診療 

８ 
県内全域での強度行動障害者 

支援システム構築 

・通過型施設の必要性、しくみ 
・支援拠点として必要な機能 
（グループホーム等のバックアップ、短期入所） 
・マネジメントシステム（入所調整機能、運営費補助） 
・人材育成、研修のあり方 
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検討会議での論点について（更生園） 

 

１．袖ケ浦福祉センター見直し進捗管理委員会からの提言 

 

提         言 

（１）県は、更生園について、新規入所者の受入停止を今後も継続すること。 

（２）県は、更生園での有期の新規入所者の受入れも停止すること。 

（３）県と事業団は、更生園の新規入所者の受入停止を継続しながら、地域移行の努力を責任を  

持って行うこと。 

（４）事業団が、センター利用者の地域移行先として、少人数の地域密着型の居住支援を自主事業

で試みる場合、県はこれを認めること。 

（５）県は、センターの今後のあり方を検討するための委員会を設置すること。なお、この委員会

は地域移行を念頭においた委員構成とすることが望ましい。 

（６）県は、センターがあることに依拠しない県内全域の強度行動障害者の支援システムの構築を

検討すること。 

（７）更生園については、第六次千葉県障害者計画の終了時点までに県立施設として存続するか  

どうかを（５）の委員会で判断すること。もし県立施設としては廃止する場合は、民間移譲の

方法を指定管理の残りの２年間で検討し、利用者の方々の処遇については、県が責任を持って

対応すること。 

（８）更生園の建物については、小規模で少人数ケアのできる建物とし、大規模入所施設としての

建替えは行わないこと。なお、建替えに当たっては、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こと。 

（９）養育園については、県立施設として指定管理による運営を継続するかを、（５）の委員会で  

判断すること。また、新規入所者の受入れをいつ再開するかも、（５）の委員会で判断すること。 

（10）養育園については、短期の有期利用（例えば６か月から１年程度）を実施し、家庭復帰や   

地域移行ができる施設を目指すこと。 

（11）県は、児童相談所も含めた県内全域の障害児の療育環境の体制づくりを検討すること。 

（12）養育園の建物については、大規模入所施設として建築されており、地域の中での小規模で  

少人数ケアのできる建物への建替えを検討すること。なお、建替えに当たっては、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こと。 

 
 
 
 
 
 
 

検討会議での論点について（養育園） 

 

２．論点整理表（太枠内が更生園部分）  

     

着   眼   点 

１ 入所施設の将来像、運営主体 

・施設の運営主体（県立存続・民間移譲） 

・施設に求められる機能と役割 

・運営に係る経費 

２ 小規模・少人数ケア 

・定員規模、居住単位 

・設備、構造 

・職員配置、支援方法の工夫 

３ 共生社会の理念に沿った場所 
・地域とのかかわり 

・周囲に必要な社会資源 

４ 意思決定支援 
・意思形成支援、意思決定支援の方法 

・日々の暮らしの質の向上、将来の暮らし方、地域移行 

５ 障害児の療育環境の整備 

・セーフティーネット機能 

・家庭復帰支援 

・養育園の新規入所児童の受入れ 

６ 現利用者に対する支援 

・強度行動障害のある方への支援 

・医療的ケアの必要な方への支援 

・社会的養護を必要とする障害児への支援 

７ 診療室の役割 
・施設内診療室の必要性 

・現利用者や地域の障害児者の診療 

８ 
県内全域での強度行動障害者 

支援システム構築 

・通過型施設の必要性、しくみ 
・支援拠点として必要な機能 
（グループホーム等のバックアップ、短期入所） 
・マネジメントシステム（入所調整機能、運営費補助） 
・人材育成、研修のあり方 
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検討会議での論点について（参考） 

 

見直し進捗管理委員会による評価に基づく論点 

 ①今後のセンターのあり方について 

見直し項目 
評価の内容 

着   眼   点 
県 センター 

(１) 少人数ケアへの転換 ・更生園の建物整備について、未だに方法
論さえ提示していない。 

・利用者数減から一部少人数ケアが可能になっているが、ソ
フト面での工夫が提示されていない。 

２ 小規模・少人数ケア（再掲） 
・定員規模、居住単位 

・設備、構造 

・職員配置、支援方法の工夫 

１ 入所施設の将来像、運営主体（再掲） 
・施設の運営主体（県立存続・民間移譲） 

・施設に求められる機能と役割 

・運営に係る経費 

(２) 半分程度を目指す定
員規模の縮小 

・定員削減が進まないことは、更生園が 他
の福祉資源から孤立していることが挙げら
れ、県の責任は大きい。 

・更生園は、定員削減が数人のみ。 
・本人の意思決定支援や地域生活を意識した支援の取組み
ができていない。 ４ 意思決定支援（再掲） 

・意思形成支援、意思決定支援の方法 

・日々の暮らしの質の向上、将来の暮らし方、地域移行 

(３) 障害児の受入先確保 ・養育園の定員縮小に伴う代替施設２か所
の新規施設整備を行ったが、２施設の現行
の稼働状況について、県の把握・関与が不
十分。 

  

５ 障害児の療育環境の整備（再掲） 
・セーフティーネット機能 

・家庭復帰支援 

・養育園の新規入所児童の受入れ 

(４) 強度行動障害支援体
制の構築 

・県内の中核的な人材が育成されつつある
が、質・量とも不十分。 
・事件の背景となった県内の支援体制の 
未整備への反省が県の施策に十分反映さ
れていない。 

・県内の強度行動障害者支援のモデルとは言えず、強度行
動 障害者が利用している多くの福祉施設の中の一つに過
ぎない。 

８ 
県内全域での強度行動障害者支援  
システム構築（再掲） 

・通過型施設の必要性、しくみ 

・支援拠点として必要な機能 

（グループホーム等のバックアップ、短期入所） 

・マネジメントシステム（入所調整機能、運営費補助） 

・人材育成・研修のあり方 

(５) 閉鎖性の解消 ・居住環境、開放性について、施設の建物
構造や設備面の制約が残る。 

・更生園は外出機会も少なく、職員が利用者を監視するタイ
プの支援が続いている。 
・開放的で明るい住環境の構築、安全性の確保について
は、老朽化建築物の補修の域を超えていない。 
・更生園の環境改善に向けた取組は、虐待防止の視点での
「開放性の向上」ではない。 

２ 小規模・少人数ケア（再掲） 
・定員規模、居住単位 

・設備、構造 

・職員配置、支援方法の工夫 

３ 共生社会の理念に沿った場所（再掲） 
・地域とのかかわり 

・周囲に必要な社会資源 

(６) きめ細かなケア（生活
の場での改善点） 

・居住場所で食事を作り、提供することは、
大規模施設の設備環境では困難。 
・施設設備や支援メニューも、県立施設に
求められる実践レベルに到達との評価は
難しい。 

・掲示物は一人ひとりの暮らしを意識したレベルではない。 
・日中活動は、従来の枠組みを超えた実践が組織的に展開
されていない。外出の機会が依然として少ない。 
・本人部会の取組みは良いが、日常的に経験・体験の機会
を積み重ねないと本人の意思は育たない。 
・管理運営方法や支援内容が、従前の取組に拘束されてい
る。 
・施設設備や支援メニューも、県立施設に求められる実践レ
ベルに到達との評価は難しい。 

２ 小規模・少人数ケア（再掲） 
・定員規模、居住単位 

・設備、構造 

・職員配置、支援方法の工夫 

４ 意思決定支援（再掲） 
・意思形成支援、意思決定支援の方法 

・日々の暮らしの質の向上、将来の暮らし方、地域移行 
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4 

 

 

 

②今後の千葉県社会福祉事業団のあり方について 

見直し項目 
評価の内容 

着   眼   点 
県 センター 

(１) 職員本位の支援姿勢を
利用者本位に改める   

・環境設定や支援方法からは、本人の意向確認の様子が見
られず、利用者本位の実践が定着しているとは思えない。 ４ 意思決定支援（再掲） 

・意思形成支援、意思決定支援の方法 

・日々の暮らしの質の向上、将来の暮らし方、地域移行 

(２) 研修を受けた職員の 
登用などによるモチベ
ーション向上 

  

・様々な活動の報告はあるが、具体的成果が見えなかった。 
・個々の職員のキャリアパスの整備方針が見えなかった。 

      

(３) 県内各地で強度行動
障害支援体制が構築さ
れるよう民間施設等と
の連携強化 

・県内に強度行動障害者支援を担える場所
は増えているが、センターとの連携がどの
ように取られているか見えていない。 

・県内に強度行動障害者支援を担える場所は増えている
が、センターとの連携がどのように取られているか見えてい
ない。 

８ 
県内全域での強度行動障害者支援 

システム構築（再掲） 

・通過型施設の必要性、しくみ 

・支援拠点として必要な機能 

（グループホーム等のバックアップ、短期入所） 

・マネジメントシステム（入所調整機能、運営費補助） 

・人材育成、研修のあり方 

(４) 県は運営理念を提示
し、事業団はその理念
を遂行する執行体制を
強化する 

・県立施設としての将来像の提示がない。
現行の建物内では少人数を単位としたケ
アは不可能であり、将来像を出さなかった
ことは事業団の士気をくじいたし、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。 
・入所支援施設の役割、あり方、入所でな
い個々の暮らし方を県内各地でどう作って
いくかの理念を持つべき。 

・現在の執行体制は、全て事業団出身者で、外部の文化の
導入に課題を残した。 
・改善に向け主体的に取り組み、自ら積極的に説明責任を果
たすことが必要不可欠であるが、現行では、取組の自主性、
情報発信ともに、不十分である。 
・理事会、評議員会の関与のあり方も再検討する必要があ
る。 

２ 小規模・少人数ケア（再掲） 

・定員規模、居住単位 

・設備、構造 

・職員配置、支援方法の工夫 

１ 入所施設の将来像、運営主体（再掲） 

・施設の運営主体(県立存続・民間移譲) 

・施設に求められる機能と役割 

・運営に係る経費 

(５) センター運営への注力 
  

・職員数や経験の優位性が支援の創意工夫に生かされてい
ない。 

      

(６) 幹部の意識向上と現場
掌握           

 

③県や外部による重層的なチェックシステムの構築 

見直し項目 
評価の内容 

着   眼   点 
県 センター 

(１) 県の監査・モニタリング
の強化 

・進捗管理委員会が行ったモニタリング結
果が指定管理者の選定に反映されていな
い。 

  

      

(２) 外部チェックの強化   ・苦情解決制度は実質的に機能していない。 
・モニタリングの指摘事項で改善が無い部分があった。       

(３) 外部の相談支援事業
所による計画相談・  
モニタリング 

  ・計画が本人の生活の質の向上に反映していない側面があ
り、相談を外部化するという形式面だけでは足りない。       

(４) 外部機関による研修、
チェック  

  ・個々の利用者の暮らしの質を多角的に検討する実践が必
要。 
・研修成果の外部機関のチェックが実施されていない。 

      

(５) 民間人材による指導 
監査のチェック 

・見直し進捗管理委員会の終了に伴い、外
部の目による重層的なチェックシステムを
構築することが求められる。 

  

      

 


