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養育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２－２ 
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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いう意

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れ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。 

   

２．養育園について 

①住環境の見直し 

建物の規模が大きすぎて、子どもを育てる住環境ではないと感じます。例えば食事に関しては、地

下の厨房から運ばれてきたものを支援職員が盛り付けると言う形で、温かみを感じるものではありま

せん。一般的な家庭に近い形での生活支援が望ましいと感じます。民間施設では、自由な発想で柔

軟な対応が出来ている事業所も多いと思いますので、このまま県立施設の場において生活を続ける

必要はないと考えます。 
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市岡構成員 

 児童ということを考えると、公が果たさなくてはならない責任は成人より重いと思っています。しかし

現状では、現在ある民間施設との差をあまり感じることができません。現状として公立の意味を見つけ

られません。 

 現状としては、児童の保護ということでは苦戦することも多いです。養育園の機能として、一度は断

らずに受け入れ、そこからコーディネートすることができれば良いのではないかと思います。現状でも

その機能はあると思いますが、とても弱いのではないでしょうか？ 

千葉県全体で養育園があるから安心だというメッセージが必要だと思っています。 
  

 

奥澤構成員 

＜養育園・更生園についての議論の進め方 共通意見＞ 

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．特に養育園については早急に上記諸条件を煮詰めて、現利用者及び待機者を含めた強度行動

障害のある障害児支援を推進すべきと考えます。 
 

 

小熊構成員 

袖ケ浦福祉センター養育園への入所再開について 

 児童相談所の立場としては、養育園への早期入所再開を希望する。 

 児童相談所では、家庭で生活することが適切ではないと判断した場合、児童を一時保護し、その後

の支援を検討している。 

 一時保護については、躊躇なく保護することを求められており、障害児においても例外ではない。 

 一時保護所は、１８歳未満の児童の内２歳以上が対象（０歳から２歳未満は乳児院への保護委託が

多く、里親へ一時保護委託をすることもある）であり、男女年齢の区分なく保護をしている。 

 知的障害児の場合は、一時保護の場所として、福祉型障害児施設（知的）へ委託することが多く、

その受け皿として養育園が担っていた割合が多い。特に強度行動障害を持つ児童については、今ま

では養育園で受け入れていただくことがほとんどであった。 

 虐待をはじめとする社会的養護を必要とする児童は、いつ発生するかもわからず、また昨今は緊急

一時保護を求められることが多く、そうすることで児童の生命や安全の確保をしてきている。 

  養育園への入園が停止になって以降、福祉型障害児施設（知的）への一時保護委託は民間が担

っており、措置に関しては県外の福祉型障害児施設（知的）へ行うケースも発生している。 

 本年１月現在の福祉型障害児施設（知的）へ措置することが適当と判断されていながら、待機して

いる児童の数は千葉市を含む千葉県全体で２４名に及んでいる。 

 上記のとおり、児童相談所の重要な機能である措置、とりわけ福祉型障害児施設（知的）への措置

や緊急時の一時保護などについては、充分に機能していないといえる。そのため、養育園への入所

については早期の再開を切に希望する。 
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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。 

  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養育園あり方を検討すべきと思う。 

ただし更生園と違い児童の場合は措置児童が多く、虐待等のセーフティーネットとしての役割や県

内に障害児入所施設が少ないこと等かんがみて、県立で残すか民間法人へ移譲するにしても、養育

園として存続させて施設の環境、支援のあり方等議論するのがいいと思う。 
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佐久間鈴世構成員 

 先日は、「第１回検討会議」に出席させていただき、ありがとうございました。初回より、色々な立場

の方々のお話をお聞きできて、良い機会でした。本題の“養育園を県立施設としての運営の継続に

ついて”は本当に簡単な問題ではないことも理解しました。 

 県立と民間の違いに明確さが昔と比べあまりなくなっている点は、この施設ができてから５０年の間

に、良い意味で取り巻く環境も変化して、民間施設も努力し発展し続けているのも分かります。   

これからも“県立”として継続する為には、“民間”とは別の明らかに「特化」した支援や必要性を認

識される何かがないと難しいことなのかもしれません。 

 うちの場合は、あの痛ましい事件の１年前より、緊急入所でお世話になり、入所後も学校行事には

必ず参加して、毎週本人と外出や面会で、園を訪れている保護者の立場でお話しさせていただきた

いと思います。 

 入所当初は、「児童施設」ですが、高等部を卒業されたお子さんが随分残っていて、支援員さんは

大変な状態ではないかと強く記憶しています。実際、若い支援員さんは、母親位の年齢の私に、弱

音のような、困っていることをこっそり話されていた事もありました。心配していたことが、その後現実と

なってしまい、事件があった時は本当に驚きとショックと共に、「やはり・・・」との気持ちも同時にありま

した。 

 あれから園に残ってくださった関係者の方々は、本当に更に大変な状況の中、色々な関係機関

等、外部の方々のご協力、助言、お力添えをいただきながら、一生懸命努力されてきたと思っていま

す。 

 入所後、“家庭復帰”を目指していた我が家ですが、事情が整わずにそれもできず、その後もお世

話になり続けています。 

 色々なご家庭があると思いますが、“障害のある家族”がいる場合は特に、家庭で突発的な出来事

に見舞われて、急にどうしても養育が難しくなってしまったときは、一時的でも子供を預かってもらう場

が、どこでもいい訳ではなく、本当に悩み、困るということです。 

 重度の障害（行動障害、医療的ケアの必要な子供など）を持つ子供のいる家庭はなおさらで

す・・・。自分の子供なのに育て続けられない、情けない気持ちに加えて、子供の今後が心配で胸が

潰れそうになります・・・。 

 万が一何かあったときに、迅速に、そして安心して安全に頼れる場所があるということは、今後も変

わらずに必要だと強く思っています。 

 うちの息子が高等部になり、将来に向けて色々な成人施設、グループホーム等の見学をさせてい

ただく機会があり、民間の施設さんも、それぞれで努力され、頑張っていらっしゃると感じています。と

てもアットホームなところが多く、家庭的です。保護者としては、本当に心強く思っています。 

 ですが、どこも入所は定員が一杯のようで、緊急だと依頼があっても、すぐに対応していただくの

は、少し難しいようだと思えます。 

 “県立”での継続は、どこにも行き場のない子供のためには、やはり必要なのではないかと思いま

す。でも、今のままの状態で“県立”を続けていくのは、改善しなければ難しいと思える事がまだまだ

あるように思います。（建物、生活環境等含めて） 

 “県立”ならば“民間”以上に手厚い支援と環境が必要不可欠と考えます。 

 それには、受入人数も今より定数をもっと減らせて、支援を子供１人に対して、濃密にできないと、

支援員さんと入所児も落ち着いた生活、良い関係はうまく築いていけないと思います。２４時間交代

勤務で、学校の担任の先生と違って、いつも同じ人ではないので、入所児の立場で見ると、特に大切

なことだと思います。支援員さんは子供達の毎日の生活を支えてくださる大事な存在なので、子供の

人数が多すぎても、毎日の仕事だけでバタバタしてしまい、細かな事にも気付きづらくなってしまいま
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す。 

 子供は日々、ゆっくりでも成長していくので、その小さな変化に対応していくのも大切な基本のよう

に思います。 

 受入が事件後、停止されていて、ここの所、やっと支援員さんが以前より、ずっと丁寧に余裕ある支

援をチームワークでしてくださっているのを感じています。 

 「新規受入」に対しては、入所してくる子供は、生活の場も学校もすべて今までと違うゼロからの生

活を始める訳なので、“健常”といわれる子供でも、新しい環境に慣れるには大変です。障害のある

子供は特にもっと色々な面で時間がかかり、その子供と毎日、直接接して、生活支援しながら個人の

障害特性など見極めていかないと、適切な支援を組み立てるのも難しいと思います。 

 今の時点での「再開」は、現在の入所児の男女バランス等もありますが、もう少し、今後の園の体制

をしっかりさせてからでも遅くないと考えます。 

 養育園の「短期有期利用（６か月～１年程度）」で、家庭復帰や移行ができる施設を目指すならば、

支援員さん達が全般的に専門性が高く、高度な支援能力がないと大変で、精神的負担もかなり増え

てしまうので、“短期”は目指しても、絶対にはしない方が良いと思います。 

 支援員さん達が、自分達だけで悩まないように、中だけで解決しようとせず、もっと民間の施設の関

係の方々や、ＣＡＳさん、学校のその子の担任教師など、どんどん外部の方々と一緒に（もちろん保

護者もです）手を組んでくださると、本当にありがたく、嬉しく思います。 

 入所児がある程度、落ち着く生活に戻れたら、“民間施設”でお願いできるような、日頃から専有せ

ず、“民間施設”と共有する体制作りを進めておくなど、連携していただけるとすばらしいと思います。 

 “県立”の定数を決めておき（少人数制）、どうしても「移行」が難しい事情の場合のみ（人数がどんど

ん増えてしまわない注意が必要）、“県立施設”で生活を保証していただく・・・というのはどうかと今は

思っています。 

 今後の話し合いの場で、もっとよりよい方向に、良い形で終えられることを願っています。 

※内部の細かい事情などが分からず、保護者目線で書きましたので、失礼がありましたら申し訳あり

ません。よろしくお願いいたします。 

 

佐藤構成員 

 県立施設としての役割である、①支援困難な障害児の受け入れ、②セーフティーネット機能が今後

も千葉県として必要であると考えています。 

しかし、今回の議論を受けて、その役割が県立施設でなければいけないのか否かを判断するには至

りませんでした。 

 また、他委員の発議にもあった通り、提供いただいた数値的なデータから読み取れることに偏りが

あることから、千葉県の障害児支援の実態が今後も並行して調査できると良いと思います。 

 

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。 
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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。 

 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 養育園が新規入所停止の為、新たに２箇所の児童施設を開設しましたが、その利用児の多くは軽

度の方と聞きます。恐らく被虐待での措置と思われますが、一方で待機者１７名の児童はどのような

状態なのでしょうか、他の機関からは「待機者は多い」との声も聞くようですが。 

  いわゆる「強度な行動障害の状態にある子供達」を見る／聞くことが少なくなっているようにも思え

ますが､実態はどうなのでしょうか。 

２ 児童施設における「セーフティネット機能」の意義はいうまでもありませんが、「受入によって他の

児童の日々の暮らしが影響を受けたりする」場合も少なくありません。 

  児施設のセーフティネット機能、現状の施設に＋１の子供を受けることの頑張りを支えられる必要

要件を考えたい。 

  また、緊急的な要請の必要な子供達がどれ程いるのか等の動向、児童相談所の受け皿の状況

等、知る必要があるように思います。 
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髙橋構成員 

現実に待機している利用者がいる以上は、スピード感を持って新規受け入れを開始することが最

優先だと感じます。だとすると、まずは県立で進め段階的に民間移譲するのが適していると思われま

す。 

ハイリスクの利用者を中心に受け入れていくことは、再度事故を誘発する要因となると感じますが、

やはり必要だとも感じます。また、障害児分野とは違うかもしれませんが、児童養護の場合は、緊急一

時的あったり、あらゆるケースに迅速かつ柔軟に受け入れられる特性の施設も求められているように

思います。 

児童養護にもたくさんの障害を抱えた子ども達が入居しています。 

虐待による発達の障害を抱え療育支援を必要とする子どものケースがこれからも増えていき、障害

児施設へのニーズも高まるように思います。大人によって傷つけられた子どもたちを大人が守る責任

として、公立運営することは意味があるように思います。 

 

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。 

 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     

分岐点 
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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。 
 

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 

・養育園の児童生徒のほとんどが、道を挟んですぐの槇の実特別支援学校へ通学しています。様々

な特性のある子どもたちと４０年以上に渡って関わってきました。その中で、いろいろな事情を抱える

子供たちへ適切な指導支援を行うために、養育園と学校の職員は綿密な連携を図ってきました。

日々の連絡相談、月１回の定期連絡協議会、突発的な問題に対するケース会議、コミュニケーション

の手立てや共通理解、そしてお互いの職場交流など「つながり」を積み上げてきました。御家族の方

との連携が困難な中、児童相談所や医療面など関係機関との連携も行ってきました。そういった施設

と学校の関係性は一朝一夕にはできず、今後も大切に維持していきたいため、施設を利用されてい

る子どもたちのことを最優先に考えて話を進めていってほしいと願います。 

・施設の老朽化、地域移行の推進等、解決しなければならない問題はありますが、県が支えているセ

ーフティネット機能としての養育園の存在価値はあると考えます。 

新規入所については年度単位（少なくとも学期単位）で再開していただけたら施設と学校での準備

体制が整いやすく、子どもたちの混乱を少しでも軽減し、適応に向けた対応ができると考えます。 
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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。 

 

弓家田構成員 

実際の利用者の家族では無いので、『更生園について』記入欄の様に多くはコメントしないが、基

本は更生園記入欄の内容と共通しており、そちらに記載した通り、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、その上で長期的には『民間で対応の困難な人に特化した施設に向けて

の発展的解消』がセンターのめざすべき姿と思う。 

会議の途中で『養育園の待機者があまりいない』という議論があったが、『今後受け入れない』とい

う看板を掲げている以上申請しない人が多いものと考えられ、ニーズが少ないわけでは無い。市の障

害福祉担当職員から裏を取ったところ、ニーズはかなりあるが、受け入れてもらえ無いのでやむなく

申請せず、結果的に苦労をしている人が多いとの事。 

 


