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第３回社会福祉事業団問題等第三者検証委員会 
（平成 26 年 2 月 10 日）における主な意見 

 
検証テーマ 意  見 

①なぜ虐待が行われ

ていたか 

○事業団の人件費比率が平成 18 年度に一気に下がっている。１年でかなり

下がっているのでいろいろな所で影響が出たのではないか。 

○事業団で平成１６年度に退職が多い。正規職員でカバーできず非正規職員

で対応してきた。このことが業務に対するモチベーションを低下させてい

るのではないか。また、職員が入れ替わる中で支援の質を低下せざるを得

ない中で指定管理がスタートしたのではないか。失われた支援の質を取り

戻すのに数年、長くて１０年かかる。 

○事業団の人件費については減る前が手厚すぎた、削減の方向は間違ってい

ない。 

○財務諸表で収支経過を見ると自主事業の拡大等により十分黒字の状況で

あり、職員配置も現状でもかなり手厚い。 

○投薬変更のルールについて、施設側と診療室でルールが異なっているよう

だ。 

○投薬の管理について投薬の全体を把握している者が医療職にいたのか。支

援員だけが全体を把握しているのではないか。 
②なぜ受診が遅れた

のか 

○事業団の診療室では、４週間に一度、精神科の医師が診療し、その際に養

育園の看護師が利用者の状況を把握しており、月単位では把握できてい

た。一方で、養育園の看護師は兼務で、日常的に健康状態を把握していな

かった。 

○行動障害対応に力点が置かれ、入所者の暮らしをどうするかという視点が

少ないと思われる。入所でどういう暮らしをして、どのように改善してい

くかの理念が必要。 

③事件後の対応は適

切か 

○既存の通報制度や苦情処理対応システムが入所施設について十分に機能

していない。形は整っているが実態が整っていない。そこをカバーする仕

組みが必要。 

○事業団のあり方について、県で平成 15 年に方向性が示されている。その

再検討が必要。 

○地域移行について、まずは県内事業者との連携から始めてみて、県内では

対応できないということであれば、論理必然的に県外ということになる。 

○通所や他の福祉サービスなどにより、家庭を支える福祉を整えていくこと

が大事。 

○既存の通報制度や苦情処理対応システムが、入所施設については十分に機

能していないことが分かった。そこをカバーするシステムとして、オンブ

ズパーソン的な第三者を袖ヶ浦福祉センターに導入すべき。 

④その他 ○外部チェックについて、事業団の中できちんと位置づけられるために、第

三者が入り、評価を行い、利用者の声を聞く仕組みがあるとよい。 

○事業団職員も一生懸命工夫してやっている人たちがいる。やる気がある職

員をバックアップするなど、職員の達成感の醸成も含めて支援方法をどう

見直していくかが課題。 

 

資料１ 
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座長記者会見（第 3 回委員会終了後） 概要 
 

平成 26 年 2 月 10 日 
 
 
（座長） 

 大変お待たせをいたしました。今日は委員会の開始が２時からでしたので、もっと早

めに皆さんとお会いできるかと思っていたのですが、４時間を超える大議論といいまし

ょうか、いろいろなことの検証が行われまして、結局今の時間になりました。 
 今日は、まず冒頭で、これまでの経過、これは前回の委員会以降の話ですが、これに

ついていくつか御紹介がありました。一つはアドバンスながうらという、自主事業の施

設ですけれども、ここで虐待と思われる事案が発覚したということで、県の方でそれを

認めた上で改善勧告を出しているという御報告がありました。これについては、虐待し

たとされる人自身がまだ否定していますのでまだ未確定ではありますが、他の職員の証

言等から見て、県としては虐待であると現段階で判断しているということでございまし

た。これは皆さんの方に資料が既に渡っているというところでございます。  
それから前回の委員会でも出たのですが、指定管理に伴うセンターの財政・財務に関

する変動について説明がありました。お金がいくら入って、それが更生園と養育園その

他にどういうふうに使われていったのかということについて、前回は、センター全体で

どんと出たものですから、なかなか議論もしにくかったのですが、今回はそれを更生園

と養育園に分けて、もう少し丁寧な資料で説明がございました。 
あと、現在の園の改善状況（改善措置報告書）についても、冒頭、説明があったとこ

ろです。 
 ながうらについては今お話ししたとおりですが、園の現在の改善状況については、御

説明を伺った限りでは、いろいろ職員の方もがんばってやっていることは分かるのです

が、もちろん当然やってもらわないと困るのですが、一貫してやはり第三者の目が入ら

ないところでやっているものですから、今ひとつはっきりしないという印象を、委員の

皆さん持っています。そこをもう少し、第三者の目を入れる必要があるだろうなと判断

しております。 
それから財務については、記者の皆さんからも御指摘があるところですけれども、平

成１６年と１７年の、いわゆる指定管理の改革に伴うところでの、急激な予算の削減で

すね。１７年と１８年を比較しますと、ほぼ半減と言っていいほど、お金が少なくなっ

ております。それ以降、どういうふうに動いたのかというところの経年と、職員配置等々

について説明があったわけですが、１８年に急激に予算規模が少なくなった、そのこと

に伴って人員も大幅に抜けた、ということがやはり問題ではないかという指摘が委員の

中からありました。 
しかしそのことと、今回の虐待とどうつながるのかということと、予算が下がる前の

職員の賃金水準というものが、かなり高い水準であって、適正かどうかというと高すぎ

るという点があってですね、当時としては下げる必要があったという意見が出て、それ

をぐんと下げて、しかしそのことによって職員が大幅に少なくなって、困った中で、何

資料２ 
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とか支援を回復していったというところがあるんだと意見がございました。つまり職員

が少なくなって、当時、一時的に支援が手薄になった、支援の質が下がったということ

は言えるのですが、しかしずっとそのままではなくて、何とかその中でやり繰りをセン

ターでやっていたとも言えるのではないか。回復と言うとおかしいのですが、自主事業

を含めてですね、やり繰りをしていったというところがあるのではないかという指摘も

委員の中からありました。 
 現在の法令上の基準から見ても、他の施設との対比から見ても、給与水準的にはそれ

ほど低くないというか、寧ろ高めでもありますし、人員配置もですね、強度行動障害施

設の中で、平均的なところがどうなのかというところについてはなお全国調査が必要で

すけれども、いわゆる法令の基準から見れば職員数は寧ろ手厚い、そういう配置になっ

ているわけです。全体としてですよ。それが施設内部でどういう配置になっていたか、

また配置に問題があったのかなかったのか、ということは、今後なお検討しないといけ

ません。１７年から１８年にかけての急激な変化というものが、今の虐待問題について

の直接の原因というふうに言うのは、ちょっとなかなか、なお検証が必要という話であ

り、どういう形でつながっていったのかはさらに検証が必要だというような議論になっ

ています。 
たとえば、給料が下がって急激に職員が辞めたんだったら、給料を上げて職員をもう

一回呼び戻せばいいのかという話になるわけですが、そうは言えないだろうということ

は、皆さん共通の認識かと思います。 
 前回に引き続きというところで言うと、その辺りが議論になったのですが、この間、

新聞報道がいくつか出ておりまして、その中でセンターの診療室のありよう、これがど

ういうものなのかということについても県から説明がありました。 
県ももちろん現場に行っておりますが、この間、我々検証委員も、２月６日に、全員

ではございませんけれども、４名が現場に行きまして、診療室の医師と会い、看護師の

話も聞き、捜査関係資料としてカルテ等が押収されているものですから、その現物は見

られませんでしたけれども、残されている記録や、それから寮に残っている記録とを比

較しながら、診療室と寮の関係、これがどんなことになっているのかねということが、

委員の間で議論されました。 
結論、というか今日の段階でこういうことなのかなという話を申し上げますと、寮の

生活している現場と、診療室の間のコミュニケーションがあまり十分でないのかなと判

断しております。人員配置的にも、診療室の方に看護師がたくさんいて、更生園には保

健室に看護師が常駐しているのですが、養育園の方には看護師が常駐していないという

ようなことになっておりまして、必ずしも現場を診療室で把握できる状態になっていな

い。そんなところがが今日議論になったところです。 
 それから、毎日新聞の記事に出たことですが、投薬量の変更等について、保護者の皆

さんから疑義が出ているということで、これは最近の保護者会で出た話ということのよ

うですけれども、保護者の方に無断で薬の量が増量されているのではなかろうかと、こ

ういうことも報道で出ておりまして、そのことも今日、検証の対象として話題になりま

した。  
薬の量というのは、保護者がああしてください、こうしてくださいということで変更
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できるものではなくて、医師が決めることですけれども、医師が決める前に保護者と相

談して決めるか、医師が決めた後に保護者に事後的に説明するかという点でいくと、こ

の点もちょっと診療室と現場の間でコミュニケーションが十分でないところがありま

す。少なくとも現在の医師の認識、あるいは前の医師もそうだったのかもしれませんが、

診療室としては、保護者の事前説明を経た上で薬を変える、という認識でいたようです

が、寮の現場としては、薬が変わってから事後説明するんだと、こういう認識でいて、

投薬量の変更に当たっての認識が、診療室と寮との間でずれているということは、はっ

きりしております。 
ずれているし、ちょっとぎくしゃくしているわけですけれども、診療室だけが薬の量

を決めているのかどうなのか、ということについては、なお分からないところがありま

して、一人ひとりのいわゆるお薬手帳のようなものは存在しておりませんので、利用者

さん一人ひとりが、全体としてどんな薬を飲んでいるのかということについて、明確な

記録がないんです。 
もちろん断片的な記録としては、寮の現場にある個人の記録ですとか、あるいは診療

室にある個人記録等には、断片的に書いてあるのですが、そこが一致しているのか一致

していないのか、ということについては、検証はなお時間が必要です。可能性として考

えられるのは、診療室以外の医者にも行きます、近くにさつき台病院という大きな病院

がありますが、そこへ診療室とは関係なく支援員が連れて行ってそこで薬を処方しても

らうことはあり得るわけで、支援員がそれを診療室に連絡していなければ診療室はつい

に把握できないまま終わる、ということになります。 
個々の利用者の方が飲んでいらっしゃるお薬の量、それから内容の変更等について、 

どこで誰が一元的に管理しているのかということについては、まだ確認ができていない、

というところです。 
 ただいずれにしても、保護者の方から、そういうことについて疑義が出れば、当然、

施設として説明すべきことですし、説明できないとおかしいのですが、現状、我々でも

確認できないような状態ですから、説明できないままに終わっているようです。これは

非常に問題であると認識しています。その直接の原因は、診療室の方でも把握できてい

ないし、寮の現場でも把握できていないという体制にあるのではないかと今の段階では

判断しています。  
各寮に看護師がいれば事情が違っていて、看護師が把握できたのかもしれませんが、

寮に看護師はいるという記録上の位置付けにはなっているのですが、あくまで書面上の

話であって、実際はほとんどの時間、診療室にいて、寮の現場にはいないという、   

こういう勤務実態があるやに我々が訪問したときに聞いておりますので、そういう中で、

なかなか実際のところが分からない、施設の中がそういう状態になっているということ

なのかな、と委員の意見としては向いております。 
 これもまた膨大な記録がありますので、それを見ながら具体的に確認しないといけな

い話ですけれども、今日の段階では、診療室については、そういう話でした。 
 ただ、投薬の増減については、増量したということは確認できなかったですね。寧ろ 

今の医師は、薬を減らす方向の医師なので、具体的に保護者の方にお会いして、いろい

ろお話を伺った上で、もう一回確認作業をする必要があると、今日の段階では思ってい
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ます。 
それから CT スキャンの問題が報道で指摘されておりまして、今回の虐待の発覚以降

に利用者の方々全員に CT スキャンを撮ったという報道がなされていますけれども、 

先日、我々が現場に行ったときにも、これについて質問をして説明を受けましたが、保

護者の方から希望が出た人について、近くのさつき台病院で CT スキャンを撮ったとい

うことで、人数的には全員ではなくて９名だったと聞いています。 
しかし、それは医師から我々聞いただけであって、報道の方が正しいのか、医師の方

が正しいのか、我々は確認できないわけですけれども、少なくとも報道とは違う話を

我々は聞いています。これもまた確認作業が必要ですけれども、我々が聞いているとこ

ろでは、全員ではなくて、また施設の方からお願いをして CT スキャンを撮ってもらっ

たわけではなくて、保護者の皆さんが心配になって撮ってもらったという話だと聞いて

います。だから CT スキャンの結果のデータは保護者のところに行くので、施設の方に

は行かないので、施設からお願いをして出していただいたという経緯があるようです。

診療室と薬の関係については、以上のような議論がありました。 
それから、この施設に入ったら外に出ないのかという問題、要するに退所ですね。よ

そに移動しないのかという問題が一貫して疑義として出ておりまして、更生園及び養育

園両方の園につきまして、退所者の数値データが示されて、説明をされました。 
これについては、数値的には外に出ているということでございまして、ただこれも数

値として出ていますので、どういう出方をしているのか、という形についてはなお検証

が必要です。決して一旦入ったら外に出ないという話ではないということなのですが、

そこに書かれている移った先が「他施設」と書いてあるが、それはどこの施設なのか。

養育園からアドバンスながうらに移るとか、更生園からアドバンスながうらに移るとか、

それはそれで移ったことにはなるのですが、そういうものと、全くよそへ移ったのと、

そういうことについての検証というのは、なお、これから時間がかかるというところで

す。ただこれは確認ができる話ですから、今後、検証していきます。 
後ですね、前回、委員会で提起されて、少し委員の皆さんから意見も出ました、今後

の検証作業の論点整理ですが、今日修正バージョンが出まして、概ねそれで了承されま

した。 
特に虐待における事実関係については、さらに検証しましょうということになってお

りますし、亡くなられた方の亡くなられた事情について、十分に確認が取れておりませ

んので、確認を取っていこうかという作業も進めていきます。 
膨大な支援記録が存在しておりまして、それが更生園と養育園とで、支援記録の作り

方が違うんですね。なぜそうなったのかということも検証が必要ですけれども、記録の

取り方も違うし書き方も違うというところがありまして、今回につきましては、取り急

ぎ亡くなった方の支援記録を精査しようという話になっておりますが、精査したところ

と、それから虐待の事実関係、職員配置等を比較してみますと、我々検証委員の間で、

まだはっきりはしませんけれども、虐待した職員が養育園第２寮に配置されていく過程

と、お亡くなりになった方のいわゆる自傷行為等の状態が悪くなっていく過程が、時間

的に一致しているように思えます。これは、もう少し正確に見ていかないといけない話

ですけれども、現場で行われていたことが、いろいろなデータを見ると、だいたい推測
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がつく状態になってきているのかなというようなところがありますので。 
直接の原因は、腸に穴が開いたということですかね、そういう話かもしれませんが、

御本人の自傷がひどくなっていったとか、状態が悪化しているとかいうことが記録上伺

えます。成育記録から見ますと、入所した当時とか、養護学校に行っている当時は、そ

んなにひどくないんですね。そういったものを見比べながら、一体どういうことになっ

ていったのかということを、御本人の、お亡くなりになった方の死因の確認も含めて、

養育園の全体像をこれから検証していきたいと思います。 
それから今後の話ですが、とにかくこれは第一回目にも申し上げたかと思いますが、

虐待を受けた人達があそこに残っているというのはやはり異様な事態なのですけれど

も、今のところよそに移せない状態が続いています。もちろん施設の方も、今しっかり、

そこは反省し、緊張して、見ておられます。応援も入って、応援の職員さん達も一生懸

命応援をしているわけですけれども、やはり第三者の目というものを入れて閉鎖性を少

なくする必要があります。これまでの我々の検証作業の中で、通報システムや既存の第

三者委員会、あるいは虐待防止委員会というものが全く機能していないということがは

っきりしているわけですから、入所系施設の場合には、やはり第三者の目というものが

入らないといけない。その上で、なぜよそに移せないのだろうか。そういったことを広

く検証していきたい、と委員の間では意見を共有しております。 
第三者の目を入れる手段として、前回の会見でも申し上げましたけれども、オンブズ

マン、オンブズパーソンと言った方がいいという意見もありましたが、オンブズマンの

ようなものをですね、名前は他に適切なものがあるかもしれませんが、要するに、第三

者の方が施設を訪れ、施設の中で御本人に会い、支援者にも会い、それから保護者の方

にもできれば会い、支援の状態を確認し、御本人の状態を確認し、支援のあり方を施設

の方と保護者の方と一緒に考えていくという、そういう第三者の目が中に入っていくこ

とが考えられるのではないか。そしてその人が施設の状態を、外部に伝えていく、御本

人の状態を外部に伝えていく、しかるべき人に伝えていくという、外部の目が入ること

が、緊急に必要ではないかと考えています。引き続き県内の福祉事業者の方々に依頼を

してですね、他に受けるところがないか、受入先を探す努力は引き続きいたしますけれ

ども、あそこにいる今の段階でも、喫緊に第三者の目を入れるということが必要なので

はないかという話になっています。 
検証事項の論点としてはそういう議論がなされまして、今の施設、センターをどうす

るかということは引き続き議論していきますけれども、その中で、緊急に何かやらなけ

ればいけないということについては、そこの辺りがかなり大きなポイントになるだろう

というようなことで議論がなされたところです。 
 
（記者） 

虐待した職員が養育園に配置されたぐらいから、亡くなった方の自傷行為が悪くなっ

ていった傾向があるということだが、具体的にはいつ頃か。 
 
（座長） 

はっきり言えるのは平成２３年ぐらいなんですが、その前から、養護学校の高等部の
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中盤辺りからですね、亡くなったのが１９歳ですから、その１年・２年前辺りからです

ね。支援記録の中に、今日自傷行為が何回あったとか、それからいろいろと変わった行

為があるのですが、そういうものがだんだんひどくなっているという記述が見られるの

です。 
ここの施設の記録っておかしなもので、問題行動ばかり書いてあるんですよ。問題行

動がない時は何も書いてない。だから普通の時どういう生活をされているかというのが、

よく分からないんです。それはともかく、少なくとも支援員が問題だと思った記録は出

てくるのですが、２２年・２３年辺りから、だんだん悪化しているという記述が、ひと

月ごとに増えて出てくるという。そういう記録が、亡くなった方については伺えます。 
 
（記者） 

具体的にはどういう自傷行為か。 
 
（座長） 
   それは言っていいのかな。 
 
（事務局） 
   （個人情報なので）そこまでは言えません。 
 
（記者） 

とりあえずひどくはなっていると。 
オンブズパーソンのようなものが緊急に必要だという話を受け、県の方ではそういう

ものをすぐにでも入れていくという考えか。 
 
（事務局） 
   委員会の議論の中でも、ケアマネのような、ということで。 
 
（座長） 

何をやる人かということについては、「ケアマネみたいな人」というのが一番分かり

やすいのかな、という説明がありましたけれども、その人の状態を見るということと、

それから支援員と話をするという、保護者の方と相談、話をするという、そういう人で

すね。 
 

（記者） 
委員会が終わらない段階でも、随時入れていくのか。 
 

（座長） 
そうですね。緊急にやる必要があるだろうと判断しています。 
私個人的な意見としては、通報システムというものが役に立たないのです。入所系施

設はどうしても閉鎖性が出ますので、閉鎖的なところである入所施設が、そこに第三者
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の目を入れていくことは当然必要だろうと思っていまして、個人的な意見としては、入

所施設全部につけた方がいいと思っています。  
しかし、今回の問題としては、今は移せないことが問題なんですね。もちろん、今の

センターの方々は一生懸命やっていると思いますけれども、これまでの記録では、みん

なちゃんと虐待もなく、という話で来ていて虐待があったわけですから、それをそのま

ま真に受けるということもできないわけですね。やはり療育支援が必要ですから、そう

いう支援ができるような外部の目というものを入れていくということが、少なくとも、

今の養育園の虐待を受けたとされる方々については必要だと。もうこれは緊急な話だと

考えています。 
 
（事務局） 
   この件については委員会でも投げかけがありまして、早急にということであれば、現

在の県の施策としては、まさに専門家を派遣するというのは、２６年度予算でも拡充し

ましたが、虐待防止アドバイザーや相談支援アドバイザー制度がありますから、そうい

った制度が活用できないかということを、今後検討していきたいと思います。 
 
（記者） 

虐待した職員が２寮に配置されていく過程で、という件について、虐待した職員はア

ルファベットで言うと、A～E の５人か。 
 
（座長） 

その５人です。 
 
（記者） 

その５人は、同じ時期に２寮に配置されたのか。 
 
（座長） 
   徐々に入っていった。 
 
（記者） 
   いつからいつにかけて入っていったのか。 
 
（事務局） 

AからEの暴行が確認されたのは、２３年から２５年。前の勧告文で認定しましたが、

それより前にいた者（A～E 以外の者）からも、影響を受けたということを、A や C が

言っているということです。 
 
（座長） 

私は良く分かりませんが、それは誰なのか全然知りませんけれども、G とか F とかい

う名前が出てきますね、辞めた人を含めて、影響を受けている。 
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   新しく入っていった人達が、何人かグループを作って、そういう状態が形成される過

程で、御本人の状態がどんどん悪くなっている。もちろん記録にはそんなの出てこない

んですよ。御本人の自傷行為が悪化しているという時期と、職員達がグループを作って

いった、虐待する職員が何人か増えていっているという時期と、時期的に重なる部分が

あるように思えます。 
 
（記者） 

A から E が２寮に入ってきたのは、平成２３年４月からでよいか。 
 
（事務局） 

A から E は、２３年、２４年、２５年です、それぞれ順次。（記者：一番初めは、２

３年４月でいいのか。）２３年４月です。 
 

（記者） 
順次、配置転換されたということか。配置前は、それぞれ別のところにいたのか。 

 
（事務局） 
   更生園にいたり、アドバンスにいたり、新規採用で入ってきたりしている。 
 
（記者） 
   亡くなった方は２２年、２３年ぐらいから悪くなっていったとのことだが、どちらか。

１年と幅が広すぎるが。 
 
（座長） 
   ２３年ぐらいというと、間違いないと思いますが。遅くとも。（記者：２３年４月頃

から？）ちょっと月までは、そこまで細かくは支援記録をまだ読み込んでいませんから。

職員の配置と、虐待認定と、御本人の状態との突き合わせをしないといけませんけれど

も、現場で支援記録を読んだ検証委員の印象ですけどね、だいたい符合している。 
 
（記者） 
   A～E の「グループ」と言ったが、県としてもそういう認識か。 
 
（座長） 
   私はたまたま「グループ」と言ったが、それぞれが通謀して、という話ではない。た

だ、あの職員の前で虐待をしたら怒られそうな、という職員の前では、虐待をしないと

いうことがあってですね。虐待を注意するという、意識の高い職員もいますから、そう

いう職員の前では虐待をしない。ばれたらまずいという職員の前では虐待をしないけど

も、あいつの前だったらやってもいいだろうという、自分と似たタイプという認識のあ

る職員達がいたわけですよ。その人達が意図的に集団を形成して何かやっていたという

わけではないと思いますが、同類、同じようなタイプの暴行を働いていたと言っていい
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のだろうと思います 
 
（事務局） 
   集団暴行は確認していない。まず A と C が２３年度からいて、それは暴行した疑義

のある F の影響を受けたということです。２４年度以降、B、D、E と２寮に入ってく

るわけですが、A、C もやっているので、感覚がマヒして、自分もやってしまったとい

うようなことを言っていると。 
 
（記者） 
   誰かがリーダーだった？ 
 
（座長） 

そういうのはない。 
 
（記者） 

今の座長のお話は、県の調査で聴き取った記録を見る限りは、そうであろうというこ

とですね。 
診療室の関係で、医師は保護者にも事前説明した上で投薬を変更すると考えている、

園では事後報告でよいと考えていると齟齬が出ているということだが、医師は事前に伝

えてもらっていると思っていたのか。 
 
（座長） 

そこは確認を取れていないですね。そういうふうに考えていますと御説明を受けただ

けで、実際にそう思っていたのかという確認は取っていないです。 
医師が途中で変わっているんですね。新しい医師で、前の医師もそういう方針であっ

たのかどうか、ちょっと分からないですが。（記者：今の医師を見る限りは、薬漬けと

いうよりは、薬は、）減らした方がいいと。記録上も何点か確認しましたが、前の医師

のときも、薬が増えていっていることはないですね。 
 
（記者） 

近くの病院に支援員が連れて行った場合、記録はあるか。 
 
（座長） 

行った時は、連れて行ったという記録が残っています。ただ、そこが診療室に必ず報

告されているかどうかについてはわかりません。多くは報告しているのだろうと思いま

すけどね。看護師が現場にいませんから、そのままほったらかしで、数日経ったら忘れ

てしまうということも多分あるのだろうなと思います。 
 
（記者） 

看護師が記録上は園に配置されているはずなのに常駐していないことや、薬の説明の
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関係が、法令に引っかかってくる可能性はあるか。 
 
（事務局） 

法令上、養育園のような障害児入所施設については、看護師の必置義務はありません

で、配置すれば加算はあります。常駐していないから違法ということはありません。更

生園のような成人の施設は、必置義務があり、１人以上置かなければいけませんで、実

際に３人配置されているということです。 
投薬の管理については、事前に説明をしないと変更できないというルールも特にあり

ません。それ自体が法令違反ということではありません。形の上では、事後報告でも法

令上は違反にはなりません。 
 

（座長） 
しかしながら、保護者の方からどうなっているのですかということが質問として出れ

ば、法令はともかくとして説明しなければいけない話だろうと思いますし、今の段階で

疑義が出たということには説明しないといけないだろうと思いますけれども、それを放

ったらかして説明していないわけですね。 
診療室と現場との間で、投薬管理についてのコミュニケーションギャップがあるとい

うのも問題ですけれども、疑義を受けて説明しなければいけない話なんだけれども、そ

れを説明できないままで、現状、来ているという点もまた問題だろうと思います。 
説明できないのは多分、説明できない理由があるのだろうなと推測しています。 

 
（記者） 

CT スキャンの件は、医師から聞いたのか、事業団からそういう説明があったのか。 
 
（座長） 

我々が聞いたのは医師から。 
 
（事務局） 

県は事業団に確認しまして、１２月１３日に保護者説明会を開いたときに、亡くなっ

た方以外にも９名の方に暴行が確認されていたので、その９名の方には個別に説明する

中で、保護者の方から検査をしてほしいという話があって、検査を行ったとの報告を受

けております。 
 
（記者） 

更生園・養育園の支援記録はどういうふうに違うのか。 
 
（座長） 

例えば支援記録を３か月ごとに作るとかですね、というようなものが、更生園の方に

はあるのですが、養育園の方にはありません。平成１６年度ぐらいに強度行動障害のマ

ニュアルというものが作成されているのですが、更生園の方では維持されているが、養
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育園では維持されていません。 
これは各施設の施設長の判断によるもののようで、なぜそれを統一しないのか、統一

した方がいいのかどうなのかという問題もあるのでしょうけれども、なぜ統一しないの

かということについては、まだ確認が取れていません。 
今、確認が取れているのは「違う」ということです。 

 
（記者） 

給与面の資料について、支出に占める人件費の割合がだいぶ下がっているが。 
 

（座長） 
それを回復してきていると見るかどうかなんですけれども、具体的な数字について、

８０％から７０％に下がったことが問題だという意見はありませんでしたけれども、従

来の人件費比率、従来の人件費の水準が高すぎたという意見はありました。 
これを下げたことによって、人が急きょいなくなって、そのことによって急激に問題

が生じたということが一時的にはあるかもしれないけれども、平成１６年、正規職員の

割合が養育園と更生園で９０％ぐらいなんですけれども、平成１７年にそれが５３％台

に落ちています。このときに大量に職員が辞められて、センターとしても困ったという

ことは窺い知れるのですが、ここが徐々にですね、平成２５年の段階で７３％まで回復

してきていますから、一旦予想外の事態、おそらく予想外だったのだと思いますが、平

成１８年に急激に人がいなくなったことを徐々に回復しようと思って、回復させてきて

いた、そのことは窺い知れます。 
 
（記者） 

人件費は他の施設と比べても低すぎることはないということだが、他施設というのは、

同規模で、対象の利用者も重度行動障害の方が多い施設か。 
 
（座長） 

そうですね。今、全国調査をかけています。また出てくると思いますけれども。 
 

（記者） 
参考資料の決算報告書について、ここが気になるという指摘はあったか。 

 
（座長） 

今日は、ばっと見ただけなので、そこまでは意見が出てないですね。今後また出てく

るかもしれません。 
 

（記者） 
  「『A から E が赴任したことで、亡くなった少年の状況が悪化した』と委員会で判断

した」ということでよいか。 
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（座長） 
いいえ、していません。時期が符合するというだけの判断です。それはなお検証が必

要だと思います。（記者：あくまで時期が符合することをデータで確認したけれども、

それが原因というふうに、）それは、確認できていません。  
全体として、通報制度が役に立たなかったという残念な結果になっていますし、何人

かの施設職員が隠れて暴行行為をやっていたということなので、非常に問題は深刻なん

ですね。今施設で働いている皆さんは、真剣に回復のために頑張っておられると思いま

すけれども、利用者さんもそこに残っていらっしゃるわけで、先ほど申し上げましたけ

れども、緊急に手を打たないといけないし、特に第三者の目を入れるということが必要

でしょう、ということなんですね。 
そういうことも含めて、管理責任者の目が届いていなかったということもありますか

ら、緊急に、前に３月末を目処に中間報告を差し上げると申し上げましたけれども、そ

れを待っていては遅いという認識に、委員会としては到達しております。なので、緊急

に、今の段階でできることということで、緊急の提言というか、意見というものを、県

に提出しようと思っています。今週中を目処に、簡単なものになるかもしれませんが、

今の段階でできることを提案したいと思っているところです。 
 
（記者） 
   提言と同時に報道発表するか。 
 
（座長） 
   します。 
 
（記者） 
   オンブズマンを置きなさい、ということが入るか。 
 
（座長） 
   入りますね、当然。 
 
（記者） 
   それ以外にも入るか。 
 
（座長） 
   それ以外も入ります。 
 
（記者） 
   今週中に出されるものは、中間報告の前倒しという位置付けか、その前段階という位

置付けで、中間報告は中間報告で別途出すのか。 
 
（座長） 
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   中間報告は中間報告で、別途やります。今できることを取り急ぎやりたいということ

です。 
   本当だったら、これが特殊な位置付けを持っている施設でなければ、虐待が起きれば

どこか当面よそに移って、そこで生活していただくということが、よくあるパターンで

すね、虐待対応としては。それができないということの問題性がありますので、そこに

ついては、県の方も、この施設だけじゃないところで、今後、強度行動障害の支援が（地

域で）できるようなことを考えていこうと、そういう計画を持っておられるようだし、

そういうものももちろん中間報告の中にも入って来ると思いますけれども、そういうも

のを待っている段階ではないということですね。もっと緊急な課題として、第三者の目

を入れる、そういうことが今日、議論されたということです。 
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座長記者会見 概要 
 
（平成 26 年 2 月 14 日付け 千葉県袖ヶ浦福祉センターの利用者の適正な処遇と 
安全を確保するための緊急提言）  

 
平成 26 年 2 月 14 日 

 
（座長） 
この会見は、時間的に夜遅かったり、今回のように朝早かったりの開催となってしまって

いますが、こういう時間しか取れないものですので、ご了承ください。 
 
検証委員会は、中間報告を３月末の年度末段階で行い、４月以降も引続き検証していくこ

とを既にお伝えしておりますが、３月末を待っていては遅いという意見や事柄が検証の中で

出てまいりましたので、今の段階で緊急に県に対してやってほしいことを整理して、委員の

間で意見交換をしましたので、その内容を今日発表することといたしました。 
 
手元にいくつか資料をお配りしてあるかと思いますが、その中で「県の立入検査結果を基

にした社会福祉事業団における虐待の背景についての考察（２月 14 日時点）」の資料があ

ります。これは、これまでの県の立入調査において施設職員から聴き取った内容や資料の読

み込みを前提にして、今回の虐待事案としてどういうことが起きていたのかについての、今

の段階でのとりまとめです。これを我々も検証しまして、「ほぼ、こういう事であろう」と

いうことで、具体的な所はなお検証が必要なところが残っておりますが、今日お示ししてい

る事実関係についてはまず間違いがないであろう、あるいはその背景事情についても「ほぼ、

こういう事であろう」とうことで私どもも認識しております。 
読み上げることは差し控えますけれども、基本的には５人の職員が、報道にも出ておりま

すが、継続的に暴行行為を働いていた。その結果としてまだ因果関係についてはよく分かり

ませんけれど、１人の利用者の方がお亡くなりになられたという事態が生じた。 
それが表になかなか出ない形で行われていた、記録上なかなかわからない、管理職員の人た

ちも認識していない、県にも当然報告がないという形で推移していたという事が確認出来て

きたとうことでございます。 
そういう事実関係の認識を前提としまして、４月以降いろいろと改革をしてもらわないと

いけないのですけれども、４月以降改革していただくためにも、今の段階で提言をして、早

急にやってほしいこと、４月を待たずにやれることがあればやってほしいわけですが、緊急

にやってほしいことがあるので提言するということです。 
提言の内容は１枚ものにまとめてありますが、「千葉県袖ヶ浦福祉センターの利用者の適

正な処遇と安全を確保するための緊急提言」とうものでございます。今の段階での我々がや

ってほしいことの要望でございまして、これに尽きるものではございませんので引き続き、

いろんな検証をし、いろんな提言をしていくつもりでございますが、今の段階で急ぎ、この

ことについてご検討いただきたい、という内容でございます。 
前提として２つ記載がありますが、これは今御説明した通りでございまして、引き続き検

証していきますというのが前提でありまして、しかし、これも再三この場で申し上げており

資料３ 
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ますけれども、虐待を受けたという方も含めて現在、たくさんの方が施設で生活をされてお

られます。その方々の安全と適切な支援の確保を行う必要がありますが、事実の前提として

我々が確認していることから言えば、これまでこの施設では、表面上は適正であっても、隠

れて不適切な虐待行為が行われていたという事ですから、そこのところをきちんと確認する

必要があるということです。 
そこで、緊急に改善すべき問題点と言う事で２つあげておりますが、一つは、事業団内部

における虐待防止に係る取組が不十分であったということでございまして、これは管理職員

が虐待の情報を得ていたけれども、十分な対策をとっていなかったというものです。 
虐待防止委員会と言うのが施設の中にあるのですが、そういうものが機能していないとい

う事がありまして、事業団内部における虐待防止の取り組みが不十分であるということが１

つ言える。 
それからチェック機能、虐待があるのかないのか、あったとしてどうするのかというチェ

ック機能が十分働いていない、ということが考えられる。これは先ほど事実確認の所で申し

上げましたけれども、外面的には虐待が起きているという事は出てこない、５人の職員が虐

待していることも誰も知らない、見ている人がいてもそれを通報したこともないし、上司に

報告したこともない、ということでありますので、事故報告やあるいは記録等で虐待の事実

が浮かび上がるということが、この施設の場合にはないということであります。 
そのために、外部の目、たとえば、これまで行われております第三者評価ではかなり高得

点が出ておりますし、他の評価委員会とかいろいろなものがあるのですが、そういったもの、

第三者的なこれまで取られている仕組みの中で、そうした虐待があったということが察知で

きるということがなかったということでございます。外部的な目というものがこれまでのや

り方では十分中に届いていない、届かないということあります。 
にもかかわらず、現在そこでたくさんの方が生活されているわけでして、だとすれば、こ

れまでとは違う形で支援の適切さを確保する手立てを取る必要があります。ということで、

１つは虐待防止体制を整備強化するために事業団幹部の刷新を図ってもらいたいというこ

とです。 
これは「外部」からの、外部に県庁は入りませんが、幹部職員を事業団の中に送り込んで

もらいたい、これは早急にやってほしい。それから職員の意識改革、これはもう当然のこと

でございますがやらなければならない。それから管理職員を外部から登用するだけでなく、

外部の目が中に入るようでないといけない。これまでに行われていたものでないものが必要

になりますので、例えばということで、これは資料に「パーソナルオンブズパーソン」（仮

称）と出ていますが、外からご本人の支援をみる、ご本人個人についてどのようなことが行

われていることについて外から訪ねて行ってその人に会って直接様子を見て、その人の（福

祉）資源の内容だとか様子とかを一人一人見ていくという外部からの訪問者、こういったも

のを設置してほしい、こういう要望です。名前は変わるかもしれませんし、名称が問題では

ないのですが、外部から利用者さん一人ひとりを見るという人を早急に設置してほしいとい

うことです。 
その人が利用者の生活状況や支援状況を確認したうえで、その内容を施設にではなく外部

の報告機関に報告し、そこから施設へアドバイスとか、いろいろ意見を言うという組織を作

ってほしい。これも仮に、「スーパービジョン委員会」という名前を付けていますが、そう
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いうこれまでにない施設に対して外部の目を入れる仕組みづくりを早急に構築していただ

きたい、ということが２つ目の提案でございます。 
これまで、行動障害のある方々に対しては、関係者が一堂に集まりまして、一人ひとりが

どういう支援を受けているか、どういう生活をされているかということを関係者全員が情報

を共有することが必要だといわれています。そういう場として「個別支援会議」こういうも

のが行われることがあるのですが、これをこの施設において十分やってほしい。この支援会

議には出来れば保護者の方も入っていただいて、ご本人がどういう生活をされているのか、

あるいは支援実績報告や評価、将来どういう生活をしていくかということについての計画、

こういったものを考える会議、これを作っていただきたい。そこには、「パーソナルオンブ

ズパーソン」（仮称）も当然入ってくる、といった形での第三者チェック及び支援の仕組み

を作っていただきたい、これが緊急改善策の２つ目でございます。 
なお書きとして、職員の方がおやめになることによるサービスの低下の懸念の声が保護者

の方から出ていますので、今後も民間事業者との連携による応援を、今までも何人かの方が

入っていらっしゃいますが、応援を求め、地域の様々な福祉の方々と連携して、家庭復帰や

他の施設への他の民間施設での受入れ、要するにご本人が地域へ戻る、そういう地域移行も

視野に入れながら、個別利用者への支援体制の整備を図る、こういうことをやっていってい

ただきたいという提言でございます。私の方からは以上になります。 
 
（記者） 
提言の提出先は知事（県）か、県と施設の両方か。 

 
（座長） 
知事宛てです。 

 
（記者） 
幹部の刷新ということは、「幹部の責任が重い」として求めるということか。 

 
（座長） 
そうです。 

 
（記者） 
オンブズパーソンやスーパービジョン委員会について、具体的にはどういう役職をしてい

る方が望ましいと想定しているか。 
 
（座長） 
 もちろん誰でもいいというわけにはいきませんで、こういう支援のあり方について精通し

ている方でないといけませんし、中に入って行って、いろいろと調整することも必要となり

ますから、今ある既存の専門職の中では、福祉の相談支援専門員というものがありますが、

そういった方々が念頭に置かれるのかなと思っています。 
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（記者） 
 スーパービジョン委員会は、何人ぐらいか。 
 
（座長） 
 まだ具体的にそこまで詰めてはおりませんけれども、施設に対して、オンブズパーソンの

報告を受けた形で、一つ一つのことがどうなっているかということが、実際に検討できるよ

うな人数で、かつ専門職がその中に入っているという理解でおります。 
 
（記者） 
 提言を受け、県としての考えは。 
 
（事務局） 
 知事の諮問機関からの緊急提言ということですので、大変重く受け止めておりまして、具

体的な改善策をいただいておりますので、県でできるものは実現に向けて速やかに検討して

いきたいと思っておりますし、また事業団において実施すべきものもありますので、それに

つきましては、事業団に対する具体的な勧告を追加的に行うことを検討していきたいと思っ

ております。 
 
（記者） 
 今回の提言の実施の時期としてはどれくらいまでか。期限はあるか。 
 
（座長） 
 可及的速やかに。期限は特に設けていない。 
 もし実施できるようであれば、明日にでも実施してほしい、という思いを委員としては持

っております。 
 
（記者） 
 幹部の刷新ということは、今いる人達を入れ替えてほしいということか。 
 
（座長） 
 それも含みますし、全部になるのかそれとも一部になるのかということについては、委員

会の中でも見解がまとまっていないところがありますけれども、今の管理職員の体制では持

たない、管理体制がうまく機能しないという考え方で、こういうことを言っていまして、全

取り替えになるかどうかについては、まだ我々の見解はまとまっていません。 
 
（記者） 
 幹部の刷新について、幹部とはどのくらいの職位から上か。 
 
（座長） 
 管理職員です。 
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（記者） 
 事業団の人事なので、事業団内部で人材を考えるということか。 
 
（座長） 
 いえ、それだと内部の改革ですから、そうではなくて、県の指導でもってこういうふうに

変えてくださいと指導いただきたいという、これは県に対する要望で、県から事業団へそう

いう要請が行って、事業団がそれに従わなかったときにどうなるかは、また別問題です。 
 
（記者） 
 新しい人材は、県で探すのか。 
 
（座長） 
 そうですね、我々に探す能力がないというか、そこまで検討する立場にないので、そこは

県の方で探してくださいということになります。 
もちろん我々の方にどういう人にしますかということについては御報告があるかと思い

ますが、責任を持って探すのは県だと思います。  
 
（記者） 
 事業団に対して、「この人たちを新しい幹部にしなさいよ」という勧告になるのか。 
 
（座長） 
具体的な固有名詞は出ませんけれども、今の管理職の体制は止めて、異なる体制に変えて

くださいという、そういう勧告です。 
 
（記者） 
 県が求める人材を幹部にするということか。 
 
（座長） 
 そうですね。 
 
（記者） 
 パーソナルオンブズパーソンやスーパービジョン委員会の人選も県で行うか。事業団に作

る組織か。 
 
（座長） 
 事業団の外に作る組織ですので、県でしかるべく仕組みづくりを考えていただくというこ

とになります。４月以降ですと新しい仕組みができる可能性が高いですが、今の段階でやる

ということだと、今ある制度を流用しつつ作っていただくということになりますね。 
 人材の選定等については、早急に組織づくりをして、選定して、そういうことになるかと
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思います。 
 
（記者） 
 幹部は管理職員とのことだが、具体的に言うと施設長以上？ 
 
（座長） 
 そうです。 
 
（記者） 
 刷新の時期は、検査を終える前でも構わないということか。 
 
（事務局） 
 そうです。 
 
（記者） 
 県としては、どういう人材をオンブズパーソンに充てるか具体的に検討しているか。 
 
（事務局） 
 相談支援専門員という話もありましたので、現行の外部有識者の派遣制度として相談支援

アドバイザー派遣制度というものがありまして、地域の相談支援体制を構築するために、市

町村等に派遣するという制度です。例えばそれを活用できないか。 
また、専門家の派遣という点では虐待防止アドバイザー派遣制度がありますので、そうい

った制度を活用できないかということについて、これらの制度自体が、事業化するに当たっ

て総合支援協議会（旧自立支援協議会）の議論を得て事業化されたので、そこの有識者の意

見、また検証委員会委員の意見も聴きながら、事業化していくことを今後検討していきたい

と思っています。 
 
（記者） 
 その制度で、いま動いているのはどういう人達（どういう資格を持っている人）か。 
 
（座長） 
 今の既存の制度とか枠組みで理解していると、どうしてもずれるところがありまして、な

ぜ我々がこういうことを県にお願いしているかと言うと、入所系の施設ですと、現在の虐待

防止法に基づく通報制度を始めとする虐待防止の仕組みがうまく機能していないというこ

とが、今回の問題の最大の問題点なのです。 
そこで、通報制度や既存の苦情処理とか第三者委員会という仕組みでないものを作ろうと

いうことなので、全く新しい仕組みづくりなんですね。これは一人ひとりにつけるというこ

となので、これまでにこういう役職を行った専門職というのはいませんから、先ほど相談支

援専門員と言いましたが、これもそういう形での専門職ではありませんので、全く新しい仕

事ということになります。ただ、早急に始めますので、それに近い方というと、相談支援員
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になるのかな、ということです。役目としては全く新しい役目を担う人達だと、そういうふ

うに理解していただいた方がよろしいかと思います。 
 
（記者） 
 オンブズパーソンは、事業団の全施設をカバーするのか。 
 
（座長） 
 個人的には、現在あそこで生活している方々全員に、入所系の全員に、と思っております

けれども、早急にやってもらうためには、そんなことを言っていられませんから、少なくと

も第２寮、ここについては全員につけるということをお願いしたいと思っております。 
 
（記者） 
 オンブズパーソン一人で、できるだけ少人数の利用者を担当するのか。 
 
（座長） 
 理想は一人に一人です。 
 
（記者） 
 優先順位としては、養育園２寮に一人ひとりつけるというのがまず優先か。 
 
（座長） 
 基本的には、個人の全体を見なければいけないので、２寮全体で一人だと、一人ひとりに

つけたことにはなりませんので、やはり一人ひとり。場合によっては、一人で２人を見ると

いうことはあるかもしれませんが、やはり理想は一人に一人となります。なぜそういうこと

を言うかというと、家族関係も含めて全部把握して様子を見てくださいということなので、

大変な作業になるためです。 
 
（記者） 
 例えば１０人いるとしたら、１０人が２寮に入るイメージなのか。それとも、５人とか３

人が更生園で残りが養育園という形なのか。 
 
（座長） 
 そこまで具体的になると、これから検討していくという話になるかと思います。 
 オンブズパーソンもあくまで仮称で、オンブズパーソンという言葉に引きずられると、ま

た諸外国のオンブズパーソンに引きずられてしまいますので、あくまで御本人の様子を見に

行って、御本人の家族状況も含めた上で、御本人がこれからどう生活をしていくかというこ

とを見る、そういう人なんです。 
イメージ的には、外国で一番これに近いのは、イギリスでやっている Independent Mental 

Capacity Advocate という仕組みがあり、略して IMCA（イムカ）と言いますけれども、御

本人に会って御本人の情報を全部データとして把握して、施設や学校に対してアドバイスし
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ていく、そういう職種がイギリスにあるのですが、そういうものが一番近いのかなと思って

います。どちらにしても、入所系施設に外部から、個人個人を見る人を設置してほしい、そ

ういう要望に尽きます。 
 
（記者） 
 「民間事業者との連携による応援の受入れ」とあるが、現状の応援の状況について。 
 
（事務局） 
 県知的障害者福祉協会にお願いして、８名の応援職員を派遣いただいている。養育園第２

寮の５名の職員が解雇になり、１名欠員であったのですが、それをカバーする６名の職員が

入り、新たに更生園等で２人の現職（更生園及び養育園）の暴行が確認されて、それが今、

人事異動で支援現場から外れておりますが、その２人に対して２人の応援が入って、トータ

ル８名の応援ということになっています。 
 
（記者） 
 協会の応援はいつまでという任期は決まっているのか。 
 
（事務局） 
 当面、年度内は派遣をしてくれると。４月以降については、まだ正式な相談はしていない

段階。少なくとも年度内は派遣していただける。 
 なお、県知的障害者福祉協会には、県内の約７０の知的障害者入所施設の約９割が加入し

ているのですが、その民間入所施設の支援員が派遣されている。協会が県内の事業者に応援

を募集し、加入事業者からセンターのそれぞれの施設に応援派遣されているということ。 
 
（記者） 
 ４月以降のことが決まっていないという状況も踏まえての緊急提言か。 
 
（座長） 
 そうですね。 
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社会福祉法人千葉県社会福祉事業団に対する勧告について 
 

 平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ １ 日 

千葉県健康福祉部障害福祉課 

０４３‐２２３‐２３５２ 
 

本日、千葉県は、社会福祉法人千葉県社会福祉事業団（以下、「事業団」という。）

に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号）第４９条第１項第２号及び第２項第２号並びに児童福祉法（昭和

２２年法律第１６４号）第２４条の１６第１項第２号の規定に基づき、勧告を行いま

した。 

   
1 立入調査等実施施設名等 

法 人 名 称 

施 設 名 
 

 

所 在 地 

 
サービスの種類 

社会福祉法人千葉県社会福祉事業団 理事長 近藤 敏旦 

①千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園 
②千葉県袖ヶ浦福祉センター更生園 
③アドバンスながうら 
①②袖ケ浦市蔵波３１０８－１ 

③袖ケ浦市蔵波３３１２－１ 

①指定福祉型障害児入所施設、指定障害者支援施設（施設入所支援・

生活介護）、指定短期入所 
②指定障害者支援施設（施設入所支援・生活介護）、指定短期入所 
③指定障害者支援施設（施設入所支援・生活介護・就労移行支援）、 

指定短期入所 

 

 

2 基準条例違反事項 
昨年１２月から本年２月にかけて実施した事業団が運営する施設に対する立入検

査の結果等を精査した結果、事業団幹部について、これまでの３回の勧告において

認定した個々のケースの対応の不備による責任に加え、事業団全体の組織業務運営

に係る管理責任が明らかになった。組織業務運営に責任を果たせない現在の事業団

幹部では、支援施設基準条例※等に基づく虐待防止体制の整備が困難であること。（支

援施設基準条例第４条第３項等違反） 
※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年千葉県条例第９０号。

以下、「支援施設基準条例」という。） 
なお、事業団幹部の組織業務運営等に係る責任については、「県の立入検査結果を

基にした社会福祉事業団における虐待の背景についての考察（2 月 14 日時点）」（平

成 26 年 2 月 14 日千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会（以下、「検証委

員会」という。））（別添１）にも触れられている。また、同考察に基づく検証委員会

資料４ 
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の「緊急提言」（別添２）においても、（１）事業団内部における虐待防止に係る取

組が不十分であり、また、（２）チェック体制が機能していないといった問題点があ

り、①事業団幹部の刷新、②職員の教育や意識改革といった（１）虐待防止体制の

整備・強化、及び、（２）外部チェック体制の整備・強化といった改善策が提言され

ている。 
さらに、２月１９日の健康福祉常任委員会においては、これらの改善策に加え、

支援現場の処遇の改善について指摘されたところである。 
 

 
3 勧告の内容 

上記２のことについて、支援施設基準条例第４条第３項等を遵守し、幹部の刷新、

職員の人材育成・教育及び意識改革、並びに支援現場の処遇改善により、利用者の

人権の擁護、虐待の防止等のための万全な体制が整備されるよう、具体的には、そ

れぞれ次の改善措置をとるよう勧告した。 
（１）幹部の刷新 

現在の事業団幹部の体制では、支援施設基準条例等に基づく虐待防止体制の整備

が困難であることから、理事長、前常務理事兼袖ヶ浦福祉センター長（現事務局参

事）及び前養育園施設長（現事務局参与）といった幹部が、事業団の運営に関与し

ないことを含めた体制の整備を検討すること。 
体制の整備に当たり、事業団の抜本的な改善を期し、代わりに、事業団外部から

の行動障害等の支援に精通した人材の登用について検討すること。 
また、事業団が運営する各施設又は事業所の現在の幹部職員（管理者以上）に

ついては、現に利用している人の処遇の確保を図る必要があることから、これら

の幹部職員に代わる事業団外部からの職員の登用を検討し、登用した後に、その

職を解くことについて検討すること。 
なお、事業団外部からの役職員の登用に当たっては、千葉県健康福祉部障害福

祉課と事前に協議を行うこと。障害福祉課においては、事業団における外部から

の役職員の登用に当たって、千葉県知的障害者福祉協会等の協力を得ながら、候

補者の紹介等に努めることとしている。 
また、上記２で触れたとおり、一連の立入検査の結果等を精査した結果、特に

理事長、前理事長、前常務理事兼袖ヶ浦福祉センター長、前養育園施設長等の幹

部職員の組織業務運営等に係る管理責任が認められたところであり、これを踏ま

え、理事長におかれては、関係幹部職員に対する措置・処分内容も勘案しながら、

理事会において、自らの責任及び前理事長の責任を明確にすること。また、前常

務理事兼袖ヶ浦福祉センター長、前養育園施設長等に対しては、賞罰委員会等を

速やかに開催し、厳正な措置・処分を講ずること。 
なお、理事長及び前理事長の責任を明確にするに当たっては、また、関係幹部

職員に対して措置・処分を講じるに当たっては、千葉県健康福祉部障害福祉課と

事前に協議を行うこと。 
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（２）職員の人材育成・教育及び意識改革 
一連の立入検査等において、現に多数の虐待が確認された養育園において、更

生園と同様に、外部講師としてスーパーバイザー等による研修を実施し、実施に

当たっては、勤務シフトの調整等により、全職員が受講できるような環境整備に

努めること。 
また、職場間での上司による部下に対する対話や指導等を通じて、適切な支援

方法を共有し、特に若手職員や勤務年数が短い支援員に対して、行動障害への支

援や虐待防止に係る教育を徹底すること。 
さらに、小グループによる研修会や勉強会等の開催等を通じて、職員個人が課

題や悩みを抱え込まず、報告・協力し合うことができ、意思疎通が円滑に図られ

る職場環境づくりに努めること。その際、幹部職員は職員に対して、改善に向け

た基本理念や姿勢に関する訓示等を行うことにより、現場の改善意識を醸成する

こと。 
 
（３）支援現場の処遇改善 

特に死亡事件のあった養育園第２寮の職員配置について、更生園第２の配置も

参考にしながら、夜間も含め、職員配置を増やすとともに、支援スキルの高い職

員を配置すること。また、養育園や更生園の各寮や、勤務時間帯毎に、業務に見

合った給与体系とすること。 
 
 
4 その他改善を要する事項 

検証委員会の「緊急提言」（別添２）で指摘されているとおり、貴法人からのこ

れまでの事業報告や事故報告書等からは、虐待の事実が浮かび上がることはなか

ったため、福祉サービス第三者評価では、支援に関して概ね高評価が出るなど、

第三者的視点から意味ある評価・指摘になっておらず、また、県の監査・モニタ

リングにおいても十分チェックすることができなかったなど、外部チェック体制

が機能し得なかったところである。 
現在、県において、外部の第三者を入れた実効性あるチェック・支援体制の整

備・強化について検討しており、今後速やかに事業化を図ることとしているが、

実施に当たっては、外部の第三者の派遣の受入れへの協力や、利用者への支援に

当たっての連携等に努めていただきたい。 
 
 
5 改善措置期限 

平成２６年３月３１日（月） 
（改善措置結果報告書の提出期限は、平成２６年３月３１日（月）） 

 
 

※ なお、今後の調査等により、追加の勧告等がありうる。 
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県の立入検査結果を基にした社会福祉事業団における 

虐待の背景についての考察（２月 14日時点） 

平成 26 年２月 14 日 
千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会 

 

 

１ 県の立入検査による主な事実認定 

 

［養育園第２寮における虐待について］ 

○ 県の一連の立入検査により、特に養育園第２寮において、平成 23 年５月

から 25 年 11 月までに５人の暴行が確認されたほか、23 年３月頃に別の１

人の暴行が確認された。さらに、23 年度に、ほかに３人の暴行の目撃証言が

ある。（なお、この３人は自らは否認しており、暴行は疑義である。）また、

19 年４月に別の１人の暴行も確認された。 

 
○ 暴行に至った５人のうち２人は、「先輩職員（なお、この先輩職員本人は

自身の暴行を否認しており、暴行は疑義である。）の影響を受けて暴行を行

った」旨供述しており、その他３人も、「周りが暴行をやっていたので感覚

が麻痺して自分もやってしまった」旨供述している。 
 
○ 養育園第２寮へは、23 年３月頃に暴行が確認された職員が、18 年度から

配置され、その後、暴行の疑義のある３人が順次配置され、23 年度には、前

述の５人のうちの２人も配置され、その後、５人のうちの残る３人が配置さ

れた。 
こうした中で、一部、先輩職員や周りの影響を受けていた旨の供述があっ

たことは前述のとおりであるが、全体として、それぞれが、先輩職員や前任

者、周りの職員の影響を受けて暴行に至る、負の連鎖に陥っていた可能性が

ある。 
 
○ ５人のうちの２人等の供述によれば、各職員とも始めから暴行をするつも

りはなく、支援に行き詰まった際、先輩等の暴行を見る中で、安易に自らも

暴行に至ったとされている。 
 
［虐待の目撃者について］ 
○ この５人の暴行については、目撃した３人は、見て見ぬふりをして、上司

別添１ 
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への報告や通報をしていない。また、23 年３月頃の暴行の目撃者は、注意は

したものの、報告や通報をしておらず、また当該職員の別の暴行の目撃者は、

注意もできず同僚に話しただけであった。また、別の疑義案件である暴行の

目撃者も、驚いたのみで何も対応しなかった。 
 
［施設長等の対応について］ 
○ 23 年度の暴行案件のうち４人の職員の暴行及び疑義については、養育園第

２寮の別の職員が、23 年 12 月に、上司であるリーダーに報告（通報）し、

その後、24 年１月に、養育園施設長及びサブマネージャーが、４人を養育園

施設長室に呼び出し事情聴取し、うち２人に関しては、その暴行を確認し、

指導した。（なお、施設長が袖ヶ浦福祉センター長に対して、何をどこまで

報告したかについては判然としない。なお、センター長は、少なくとも１人

の目撃情報については把握していた。ただし暴行自体の把握についてはセン

ター長は否認している。） 
しかしながら、施設長は、この 24 年１月の指導の後、第２寮の職員に対

して、この確認・指導後の２人に対するフォローのための個別指導も含め、

具体的な指導を行っていない。 
 

［更生園第２における虐待について］ 
○ 今回確認された更生園第２における３人の暴行は、時期が異なり、また、

この３人の職員間には交流がないことから、単独である点で、個人間での負

の連鎖を招いた養育園第２寮のそれとは性質が異なる。 
また、３人とも、再三、暴行に至るまでの不適切な支援について、注意し

ても更生しなかった者とされ、うち２人は、最後には、幹部による事実上の

諭旨免職となっている。 
 
○ この３人の暴行は、当然に虐待であり、重大な事故であったが、県へは報

告されていない。うち２人の暴行の事故報告については、前理事長及びセン

ター長ともに、「県へ報告されていると思っていた。報告されていなかった

ことをチェックしていなかったのはミスであった」旨供述している。 

 
［外部への報告について］ 
○ これらの暴行又は疑義に関する情報については、県はもとより、理事会・

評議員会、事業団内虐待防止委員会、外部機関による第三者評価の機会等に

おいて、一切報告されていない。 
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２ 事実認定を踏まえ虐待の背景として考えられること 

 
［養育園における個人の問題］ 
○ 一つには、個人の問題として、支援スキルが不十分であり、また、虐待防

止についての基礎的知識がない、と言うことが挙げられる。このため、支援

に行き詰まり、行動障害を抑えるために暴行に至った面があることは否定で

きない。 
例えば暴行した５人は、更生園で実施されているような行動障害に係る専

門研修や、虐待防止に関する研修をほとんど受けていなかった。 
 
○ また、支援に行き詰まりかけていた段階で、始めは緊急避難的な過剰防衛

としての力を行使していたと考えられるが、だんだんとその方が通常の支援

より楽だと思い、通常の適切な支援の実施に努めずに、安易に暴行を行うこ

とを繰り返していたものと考えられる。 
聴取結果においても、常時暴行ということではなく、目撃されてはまずい

と思われるリーダーや同僚の前では、通常の支援を選択していたとのことで

ある。 
つまり、見られても大丈夫だと思う職員の前では、楽な暴行を選択してい

た。その意味では、５人の暴行は、支援時における突発的な行為ではなく、

意図的で陰湿なものであった。 
また、周りが安易な方法（暴行）を採っているから自分も安易な方法を、

と、つまり、周りがやっているから自分がやっても大丈夫だ、と感覚が幼稚

化、そして麻痺し、負の連鎖が発生したものと考えられる。 
 
［更生園における組織管理の問題］ 
○ 一方、更生園においては、３人それぞれの「単独」での暴行が確認され、

この３人は、再三、暴行に至るまでの不適切な支援について、注意しても更

生しなかった者とされているが、個人の資質や、更生させなかった管理の問

題もさることながら、幹部も含めその状況を把握していながらも、それを正

すための組織的な取組が行われなかったことの問題が考えられる。 
 
［目撃者の問題］ 
○ 養育園第２寮における５人の暴行を見た３人の職員を始めとする目撃者

が、上司へ報告又は通報しなかったことも問題であった。一つには、虐待防
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止の意識が低いということであるが、のみならず、自分自身も支援に行き詰

まりかけており、上司への報告や通報の余裕がない、または、自分自身は暴

行を行わないまでも、暴行もやむを得ないと思っていた、あるいは、上司に

相談しにくい雰囲気、また、「相談しても無駄」という諦めがあったなど、

複数の理由が考えられる。 
 
［養育園第２寮の職員配置について］ 
○ 養育園第２寮は、主に行動障害児童（強度行動障害者も含む）を対象とし

ておりながら、同じく強度行動障害者を対象とする更生園第２と比べ、職員

配置が薄かった。供述によれば、特に深夜の夜勤１人、宿直１人の時間帯は、

多くの職員が、不眠等の利用者への対応に苦慮している。しかも当時１人欠

員が生じており職員から不満も出ていた。こうした支援環境に置かれ、また、

上司に相談しやすい職場環境ではなく、その状態が放置され続けたこと自体

にも、問題があったと考えられる。 
 
［養育園施設長について］ 
○ 養育園施設長の管理監督には大きな問題があった。供述によれば、施設長

は、現場支援はリーダーに任せていたとのことである。しかしながら、リー

ダーは管理職ではない。したがって、この施設の現場は、管理職不在のまま

運営されていたことになる。 
また、施設長は、虐待を一部把握しながらも、一度口頭注意しただけで対

応を終えた。また他の不祥事についてもいくつか把握していたが、調査又は

追及し、具体的な対策を講じることがなかった。 
ここでは、ある程度の暴行はやむを得ない、さらには、事を大きくしたく

ない、したがってなるべく現場を把握しない、そして、なるべく上に報告し

ない、という意思が働いていたと考えざるを得ない。 
また、第２寮の人事配置が手薄なことについて、自分にはどうにもならな

いという諦めがあり、その改善について、上司（センター長や理事長）に訴

える意思や改善努力がなかったものと考えられる。 
 
［袖ヶ浦福祉センター長について］ 
○ センター長の管理監督責任の一つに、第２寮の人事配置の失敗が考えられ

る。 
事業団の人事配置について、理事長の供述によれば、センター長に任せて

おり、センター長が実質的に行っていたことが伺われる。この点、センター
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長は、「更生園第２に比べて養育園第２寮の配置は質量ともに甘かった」旨供

述したとされ、さらに、「支援方法が一定程度確立した行動障害に対する支援

よりも、障害特性が多様で、相談や就労を含めた総合的な支援を行う自主事

業の支援の方が、高い能力が求められ、配置は自主事業を優先すべき」旨の

供述、また証言があったとされている。 
こうした中で、養育園第２寮において、一定程度確立した行動障害に対す

る支援技術を習得していない職員を、しかも同じく主に行動障害に対する支

援を行う更生園第２に比べて薄く配置していたことに、大きな失態があると

言わざるを得ない。 
 

○ さらに、地域移行を始めとする事業団運営の見直しの中心を担ってきたた

め、良くも悪くも目立ち、運営方針や考え方の相違から、職場内に言わば派

閥が発生していた旨の証言が複数あったとされている。 
そうした中で、センター長の側に属さないと意識している職員からは敬遠

され、むしろ、相談・報告しにくい上司になっていたと思われる。職員聴取

においても、「センター長に意見すると人事査定を受ける」旨や、「センター

長に気に入られた者は出世し自主事業を中心に配置される」旨の供述がいく

つか出ているとのことである。 
  事業団内の虐待防止委員会等、いくつかの会合がセンター長を実質的にト

ップとして運営されている。こうした中にあって、虐待や疑義について相談

したり、虐待防止委員会等に諮ることをためらい、「なるべく報告しないよ

うにしよう」という雰囲気を事業団内に蔓延させてしまった可能性がある。 
 
［前理事長について］ 
○ 前理事長においても、養育園第２寮における、24 年１月の虐待の目撃情報

に関する施設長による調査及びその結果について、「虐待に関する具体的な

報告までは受けていなかったが、施設長から、「何らかの不適切な支援につ

いての調査を行い問題はなかった」旨の報告を受けていた」旨の供述があっ

たとされている。 
  この施設長による調査及びその後の杜撰な対応の結果が、今回の死亡事件

を招いた可能性は否定できない。前理事長が、部下から抽象的な報告を受け

たのみで、その後、このことを理事会や評議員会に諮ることはなく、また、

県に報告・協議することもなく、事業団を挙げた対策を採らなかったことは、

最終責任者として、大きな失態であった。 
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○ また、県から理事として現役出向し（定年後も在職）、19 年６月から理事

長に就任しているが、事業団に蔓延した、先の「なるべく報告しないように

しよう」という雰囲気を断ち切ることができなかったものと考えられる。 
前理事長は、更生園第２における、重大な虐待に関する事故報告について、

「県へ報告されていると思っていた。報告されていなかったことをチェック

していなかったのはミスであった」旨供述したとされている。（なお、センタ

ー長も同様の供述をしたとされている。）この点、確かに、隠蔽の明確な意図

は示されていないが、逆に、隠蔽がないか管理・監督しようとする意図が認

められない。前述の雰囲気に流され、あやふやな雰囲気の中で、報告されな

い方がいい、と流されてしまった可能性がある。 
 
［現理事長について］ 
○ 現理事長は、県退職者であり、もとより障害福祉に通じておらず、また、

虐待防止の意識が低かった。それだけでなく、聴取結果によれば、部下から

ほとんどと言っていいほど、不祥事に関する情報が何も上がっていないとの

ことである。これは、理事長が現場にほとんど足を運んでいなかったことに

も原因と責任がある。 
つまり、施設現場が適正に運営され、利用者の処遇が確保されているか、

事業運営全体の最終的な責任を負うべき理事長が、自ら現場の実態を把握す

ることなく、部下に任せきりにしていた。その結果、事故やその可能性も含

め、何ら情報が上がってこず、具体的な指導監督の機会すらなかったという

ことであり、事業運営全体の管理監督責任を果たしていない。 
 
 
［その他なお検証を要する事項］ 
○ 今回の検証においては、現時点の県からの情報を基に、主として事業団の

役職員個人やその関係性から、虐待が発生した背景について考察した。 
今後、18 年度からの指定管理者制度導入に向けた、事業団における経営の

効率化（人件費の削減や正規比率の圧縮等）が、今般の一連の不祥事に影響

を与えているのか、また、理事会がもっと機能すべきでなかったのか、県が

事業団に対して踏み込んだ指導監督をすることができなかったのか等につい

て、さらに検証し、考察を加えていく。 
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千葉県袖ヶ浦福祉センターの利用者の適正な処遇と安全を確保するための 
緊急提言 

平成 26 年 2 月 14 日 
千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会 

 
１ 前提 

（１） センターのあり方（県における位置付け、運営形態等）については、平成 15 年   

以降のこれまでの見直しの経緯もあり、検証に時間を要するため、引き続き十分に  

調査を行った上で結論を出すこととする。 
（２） 一方で、現に施設に入所している利用者がおり、その安全と適正な処遇を確保する

必要があることから、当面（少なくとも上記の結論が出るまでの間）は、現在の社会

福祉事業団の運営を抜本的に改善する必要がある。そこで、早急に改善すべき事項に

関して、緊急提言を行う。 
 
２ 緊急に改善すべき問題点 

（１） 事業団内部における虐待防止に係る取組が不十分である。 
具体的には、 

   ア 事業団幹部は虐待に関する情報を一部得ていたものの、必要な対策を講じ 
なかった 

     イ 事業団内の虐待防止委員会等が機能していなかった 
   ということを挙げることができる。 

（２） チェック体制が機能していない。 
   具体的には、 
   ア 事業報告やこれまでの事故報告等からは、虐待の事実が浮かび上がること 

はなかった 
イ このため、福祉サービス第三者評価では、支援に関して概ね高評価が出る 
  など、第三者的視点から意味ある評価・指摘がなされる仕組みになってお 

らず、また、県の監査・モニタリングにおいても十分にチェックすること 
ができていなかった 

   ということを挙げることができる。 
 
３ 当座の緊急の改善策 

（１） 虐待防止体制の整備・強化 
①事業団幹部の刷新【事業団外部からの行動障害等の支援に精通した人材の登用】 
②職員の教育や意識改革【外部講師による研修・教育の徹底、改善意識の共有】 

（２） 外部チェック体制の整備・強化【外部の第三者からの実効性あるチェック】 
例1） 利用者の全支援記録について定期的にチェックを行う外部の「パーソナルオン

ブズパーソン」（仮称）や、パーソナルオンブズパーソンの報告を受け、施設

に対し改善提案を行う「スーパービジョン委員会」（仮称）の設置など。 
例2） 利用者ごとの個別支援連絡会議（できれば保護者も含めたもの）を開催し、  

支援実績の報告・評価を行い将来的な計画を立案する。 
※保護者から、人員減によるサービスの低下を懸念する声が出ていることから、民間事

業者との連携による応援の受入れを進めつつ、地域資源との連携による家庭復帰や他

の民間施設での受入れ、地域移行も視野に入れながら、個別利用者への支援体制の充

実を図る。 

別添２ 



外部の専門職を入れた利用者一人ひとりに対する支援の充実（案） 

（外部チェック・支援体制の整備・強化） 
 

平成２６年３月３日 

 
１ 目 的 

  利用者一人ひとりに対して、外部から相談支援に長けた専門職を派遣し、現場職員と

協働して、利用者本人の声を聴き又は汲み取り、また家族の意向も確認しながら、利用

者にとって最も相応しい支援を作り上げていくことを目的とする。 

 
２ 改善策 

「パーソナルオンブズパーソン」（仮称）、「独立型権利擁護支援員」（仮称）、 
「独立サポーター」（仮称）、「アイ相談支援サポーター」（仮称）などの配置 

 

○県から派遣された外部の専門職（相談支援専門員等を想定）を、施設全体ではなく、

利用者ごとに配置する。一人の利用者に一人の配置を原則とするが、状況に応じた弾力

的な運用とする。 
○当面、２週間に一回程度（あるいはそれ以上）施設に赴き、現場職員と協働して、   

基本的に全ての支援記録を確認し、本人の意向や日常生活の把握に努める。 
○先行緊急対応として、養育園第２寮の一部利用者を対象とする。 

 
  なお、２月１４日付け緊急提言において挙げられた「スーパビジョン委員会（仮称）

の設置」や「利用者ごとの個別支援連絡会議の開催」については、派遣者からの報告を

受けながら、そのあり方も含め、引き続き検討する。 

 
 
 

資料５ 



指定管理者制度について 
 
○「指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン（抜粋）」（千葉県総務部行政改革推進課 

平成２５年３月改訂） 
 
１ 指定管理者制度の概要 

地方自治法の一部を改正する法律において、公の施設の管理委託制度が廃止され、指定管理

者制度が導入された。（平成１５年９月２日施行） 

 

 

 

 

２ 指定管理者制度の導入 

県が所有する全ての公の施設について、指定管理者制度の導入を検討する。 

個別法の制約があり制度導入ができない場合や業務の専門性・特殊性から県が管理を行わなけ

ればならない特段の理由がある場合などを除き、（中略）法人その他の団体に委ねることにより、

より効率的・効果的な管理運営が可能な施設については指定管理者制度を導入する。 
 

３ 指定の期間 

指定の期間は、指定管理者制度の趣旨を十分に活かせるよう、競争性を確保しつつ、各施設の

設置目的、利用者の状況、サービスの継続性や安定性を踏まえ、３～５年を原則とする。 

（中略） 
 

５ 指定管理者の指定に関する手続き 

指定管理者の指定に関する手続きの概要は、右に 

示すとおりである。 

手続きは、施設をとりまく社会環境や管理運営の 

安全性・継続性、費用対効果などを総合的に勘案し 

つつ進める。 

なお、選定手続を行うに当たっては、透明性・公 

平性の確保、選定理由の合理性等について十分留意 

する必要がある。 

   （中略） 

（２）指定管理者（候補の者）の選定 

ア 公募・非公募の検討 

指定管理者の募集は、透明性・公平性の確保及び幅広く募集することにより良質の提

案を期待する観点から、原則として公募により行う。ただし、 

① 当該施設の所在する市町村との施策の連携上、当該市町村を指定することが適当と

認められる場合 

② 当該施設に併設される施設の運営法人等を指定することにより、効果的・効率的な

管理運営が確保される場合 

    （中略）など、公募によらない合理的な理由がある場合はこの限りでない。（中略） 

エ 外部有識者等への意見聴取の依頼 

選定の透明性・公平性を確保するため、原則として、施設の性質等に応じ必要な専門

分野の有識者等（以下「外部有識者等」という。）に、選定に係る意見を求めるものと   

する。 

    （以下略）  

(1)【指定管理者制度導入･更新の検討】 

・導入・更新の適否の検討 

・指定期間の検討 

・規定整備の必要性の検討 

(2)【指定管理者（候補者）の選定】 

・公募・非公募の検討・実施 

・募集要項の決定・公募 

・選定委員会・選定審査会の設置運営 

・外部有識者からの意見聴取 

(3)【指定管理者の指定】 

・議会の議決   ・指定の通知 

・指定の県報告示 

(4) 【協定の締結】 

指定管理者制度とは、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図

るとともに、経費の節減を図ることを目的に、ＮＰＯ団体、民間事業者等を含めた地方公共団

体が指定する法人その他の団体に、施設の管理運営を行わせる制度。 

資料６ 



○千葉県における指定管理者制度の導入状況等（出典：行政改革推進課ホームページ） 
 

１ 公の施設について 

公の施設とは、普通地方公共団体が設置する住民の福祉を増進する目的で住民の利用に供す

るための施設である。（例 ：公園・水泳場・文化会館・図書館・下水道事業施設など） 

（参考）公の施設でないもの例 ： 国や公社の施設、競輪場など、庁舎、研究所など。 

 

２ 導入施設数（平成２５年４月１日現在） 

  県内の公の施設数  １１１施設 

 この内 指定管理者制度導入施設  ６４施設（５７．７％） 

        県直営の施設       ４７施設（４２．３％） 

     （例：文書館、乳児院、富浦学園、生実学校、精神保健福祉センター、鶴舞看護学校等） 

 

３ 指定管理者制度導入施設（６４施設）の内訳 

 （１）公募の状況 

    公募   ６０施設（９３．８％） 

    非公募   ４施設（６．２％） 

・千葉県行徳野鳥観察舎 ：市川市 

※昭和 51年の開設以来、管理業務を行ってきた経験を活かした適切な計画が立てられている。 

・県立大多喜県民の森  ：大多喜町 

※県民の森施設の管理と町有林管理を一体で行うことが必要不可欠であることなどの理由。 

・千葉県かずさアカデミアホール ：株式会社かずさアカデミアパーク 

※ホール（県施設）とホテル（会社施設）を一体管理運営するメリットを活かすため。 

・千葉県酪農のさと ：株式会社ちば南房総 
※指定管理者である(株)丸山町振興公社（公募により選定）が平成 24 年 10 月 1 日付けで吸収合

併されることに伴 い、合併後存続会社を再指定した。 
 

（２）応募者数 

    ７団体   １施設       ５団体  ３施設 

    ４団体   ８施設       ３団体  ７施設 

    ２団体  １７施設 

    １団体  ２４施設 

 

（４）指定管理期間 

    ５年間     ５０施設 

４年４月間    ７施設 

４年間      １施設 

３年間      ５施設  

１年５月間    １施設 
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指定管理者制度・直営（業務委託） 比較表 
 

項目 指定管理者制度 直営（業務委託） 直営（県で支援員を

直接雇用） 
○制度の形態（特

徴） 

○管理権限を指定管理者に委

任するため、利用許可等の

行政処分を含めて、すべて

の業務を指定管理者が行

う。 
※法令上地方公共団体あるい

は長に専属的に付与された

ものは除く（目的外使用許

可など）。 

○管理職（施設長・サー

ビス管理責任者等、一

定以上の職）や、受託

者が行えない事務（利

用料徴収等）を行う者

は、県職員とする。 
○利用者支援、その他の

業務（設備点検等）に

ついては、個別の業務

ごとに委託契約を行

う。 

○支援員等は県で直

接雇用する。 
 
○その他の業務（設

備点検等）につい

ては、個別の業務

ごとに委託契約を

行う。 

○法的性格 ○指定（行政処分の一種）に

より、施設管理権限を委任。 
○私法上の契約関係。 

１ 施設管理権限 ○指定管理者 ○設置者たる地方公共団体 
(1)施設の使用許可

等の行政処分 
○受託者が可。管理業務の効

率化・迅速化が図られる。 
○受託者は不可。県が直接処分を行うこととな

る。 
(2)管理基準・業務

範囲 
○条例で定める。 ○契約で定める。 

２ コスト面    
(1)経費節減 ○弾力的な人員配置、維持管

理契約の一括化により、コ

スト削減が図られる。 
 

○私法上の契約となるた

め、個別の業務ごとに

地方自治法に定める入

札等により、最低価格

の相手方と契約。 

○県が直接雇用する

ため、県の給料表

が適用され、人件

費が過大になる可

能性がある。 
(2)利用料金制 ○採用可。指定管理者の収入

とすることができ、ｻｰﾋﾞｽ

向上のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞとなる。 

○採用不可。県の歳入として使用料を徴収する

ことになる。 

(3)相手方決定方法 ○議会の議決を経て決定。 ○議会の議決は不要 
(4)契約期間 ○議会の議決を経て決定。 ○契約で定める。 
３ 再委託契約の

可否 

 

○可。一括契約や民間同士の

契約により、コスト削減が

図られる。 

○原則として禁止されているが、書面により県

の承諾を得た場合は可。 

４ 施設の設置者

としての責任 

○地方公共団体 ○地方公共団体 

 利用者に損害を

与えた場合 
○協定に基づく危険負担表に

より、管理者として注意義

務を怠ったことによるもの

は指定管理者負担、それ以

外のものは県負担となる。 

○業務委託契約書により、委託業務の処置に関

し発生した損害のために必要を生じた経費は

受託者負担となるが、その損害が県の責に帰

する理由による場合は県負担となる。 

資料７ 
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項目 指定管理者制度 直営（業務委託） 直営（県で支援員を

直接雇用） 
５ 適正な業務執行

を確保するための

県の関与 

   

(1)根拠 ○地方自治法（県は受託者に対し

て、一般的に監督権限を有して

いる。） 

○私法上の契約（県

は受託者とは対等

な関係にあり、契

約書、仕様書に定

めた範囲内で、監

督権限を有する。） 

○雇用契約（県が支

援員を指揮命令で

きる。） 
○委託部分について

は、業務委託と同

様。 
(2)監督権行使の手

法 

○指定管理者の指定に当たって

は、あらかじめ議会の議決を経

るとともに、「選定手続き」、「業

務の範囲」及び「管理の基準」

をあらかじめ条例で定める。 
（自治法 244 条の 2 第 2～6 項） 
○指定管理者は、毎年度終了後、

県に事業報告書を提出しなけ

ればならない。 
（自治法 244 条の 2 第 7 項） 
○毎年の管理運営状況を確認し、

中間年度には、外部有識者によ

る第三者評価を実施すること

になっている。その結果、改善

が必要な場合は適宜指示する

ことができる。 
（自治法 244 条の 2 第 10 項） 

○仕様書に反して業

務を実施している

場合、県は業務の

改善を命ずること

ができる。 
○委託業務の完了時

に、業務完了報告

書を提出させ、県

は検査を行い、不

適当と認めた場合

は、改善を命じる

ことができる。 
※施設長等（県職員）

が、委託先の団体

の職員に対し、直

接指揮命令するこ

とはできない。 

○雇用主である県が

直接雇用するた

め、県が支援員を

直接指揮命令でき

る。 
○委託部分について

は、業務委託と同

様。 

(3)実効性の担保 ○県の指示に従わないとき等に

は、必要に応じ、指定の取消し

等を行うことができる。 
（自治法 244 条の 2 第 11 項） 

○県の業務の改善の

指示に従わないと

き等には、県は契

約書の規定に基づ

き、契約を解除す

ることができる。 

○従わない場合は、

雇用契約に基づき

解雇できる。 
○委託部分について

は、業務委託と同

様。 
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【総論】 

項目 指定管理者制度 直営（業務委託） 直営（県で支援員を直接

雇用） 
メリット ○使用許可の実施、利用料金制

など、受託者の裁量は広く、

民間のノウハウを活かした

サービス向上、経営の効率化

が行われる。 

 

○県が直接施設を運営するた

め、県の運営責任が明確に

なる。 

○施設運営に県の方針を直接

反映できる。 

○支援業務を引き続き委託す

ることで、直接雇用と比較

して、人件費負担の増を抑

えられる。 

○県が直接施設を運営す

るため、県の運営責任

が明確になる。 

○施設運営に県の方針を

直接反映できる。 

○職員が公務員となるこ

とで、長期的な雇用の

確保が図られる。 

デメリッ

ト 

○受託者の裁量が広いことか

ら、業務のチェック体制とし

て、月次・年次の管理運営状

況の確認や外部有識者によ

る第三者評価などを規定し

ているが、袖ヶ浦福祉センタ

ーのように重大な事項が県

に報告されないと、チェック

体制が十分に機能しない。 

○指定期間の定めがあり、長期

的な雇用の確保が困難。 

○意思決定や予算執行に関す

る法令等の縛りが強く、機

動性・弾力性に欠ける。 

○施設長等の管理職には県職

員が就くこととなるが、施

設の経営や利用者支援につ

いては民間にノウハウのあ

る分野であり、適切な運営

を行うための資質・能力に

欠ける。 

○管理職（県職員）が、委託

先の団体の職員を直接指揮

することができない。 

○仕様発注（県が詳細な設計

や仕様を決め、民間企業は

それにしたがって施設の管

理運営業務などを行うため

のコストを提示する発注方

法）となるため、事業者に

よる創意工夫が発揮されに

くい。 

○契約期間の定めがあり、長

期的な雇用の確保が困難。 

○新たな人員が必要となり、

指定管理者制度と比較して

人件費が増加する。また、

委託料も個別の業務ごとの

契約となるため、割高にな

る可能性が高い。 

○意思決定や予算執行に

関する法令等の縛りが

強く、機動性・弾力性

に欠ける。 

○施設の経営や利用者支

援については、民間に

ノウハウのある分野で

あり、民間に委託した

方が質の高いサービス

が期待できる。 

○県のノウハウでは、専

門職員の育成が困難。 

○身分保障、横並びの給

与体系などにより、サ

ービス向上への創意工

夫のモチベーションが

上がりにくい。 

○新たに多数の支援員等

の職員を県が直接雇用

することは、現実的に

相当困難。 

 

 



                                            

平成２６年３月３日 

袖ケ浦福祉センター養育園 

診療室 

 

利用者の受診及び服薬に係る保護者への伝達について（案） 

 

 利用児（者）が疾病や怪我等で診療室及び外部医療機関を受診する際は，受

診前に必ず保護者に連絡をし，受診後の結果を報告する。なお，特に精神科薬

の変更等においては，保護者と医師との医療相談を経た上で行うことを基本と

する。 

 但し，病状の急変等の際は，処方後に連絡する場合もある。 

 なお，服薬に係る保護者への伝達については，個別支援計画に明記し，保護

者の同意を得る。 

 

１ 医療機関受診時の対応 

 ① 診療室及び外部医療機関を受診する場合は，必ず保護者に連絡する。  

また，受診後は，速やかに結果（処方内容含む）の報告をする。保護者と

連絡が取れない場合は，児童相談所に保護者への連絡を依頼する。 

 

２ 精神科薬の変更時の対応 

  ① 精神科医師の指示により，保護者に利用者の状況を説明し，本人（参加 

出来ない場合有り）・保護者・医師及び支援員等が同席した医療相談を 実

施する。その上で，本人及び保護者の同意を得て行う。 

  ② 保護者と連絡が取れない場合は，児童相談所に連絡し，保護者への連絡 

を依頼する。それでも，保護者と連絡が取れない場合は，児童相談所の 同

席のもとで医療相談を実施する。その上で，本人及び児童相談所の同意を

得て行う。 

  ③ てんかん発作等により，医師より緊急に処方が必要な指示を受けた場合 

は，直ちにその旨を保護者に連絡する。保護者と連絡が取れない場合は， 

児童相談所に連絡し，保護者への伝達を依頼する。なお，服薬後の利用者

の状況を適時報告する。 

                                              

３ 記録について 

 ① 医療機関受診時（診療室・外部医療機関） 

資料８ 



    ア 看護師は，受診した科，診断名，治療内容，処方内容を所定の記録用 

紙にて記録する。 

イ 記録者は，受診に付き添った支援員とする。支援員は，「受診記録」 に

受診した科，診断名，治療内容，薬の処方内容等を記入する。記録者 欄

に連絡した支援員名を記入する。 

ウ 記録者は，保護者に連絡した支援員とする。支援員は，「保護者関係 

記録」に連絡日時，内容欄に例として『発熱により○○科受診前の連絡

のため』等，受診後は『診療室又は外部医療機関○○科受診結果報告』

を記入する。 

エ 記録者は，児童相談所に連絡した支援員とする。保護者と連絡が取れ 

ない場合は，「関係機関記録」に児童相談所に依頼した内容を記録する。 

オ 班日誌に受診状況及び結果，処方内容などの指示，保護者への連絡時 

間，連絡内容，対応した保護者（続柄），連絡した支援員名を記入する。 

    カ 外部医療機関を受診した際は，「外部受診申し送り表」に記入し，診

療室に提出する。コピーを取り，園内決裁（施設長まで）をとる。 

  

 ② 精神科薬の変更時（診療室・外部医療機関） 

  ア 看護師は医療相談及び処方内容を所定の記録用紙にて記録する。 

   イ 記録者は，受診に付き添った支援員とする。支援員は，医療相談及び  

処方内容を「精神科受診記録」にて記録する。また「保護者関係記録」

「関係機関記」に保護者・児童相談所の来園日と内容欄に『医療相談の

ため』と記入する。 

  ウ 支援員は，「医療面談報告書」に詳細を記入する。   

 

 

＜各種書式と記載例＞ 

    １）受診記録   

   ２）保護者関係記録   

    ３）関係機関記録 

４）外部受診申し送り表   

５）精神科受診記録   

６）医療面談報告書 
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養育園 寮

受 診 記 録平 成 年 度

利用者氏名： 所 属 寮様

月日 曜日 受診先 科目 受診結果（診断）処置・指示・再診日等 記録者

木 診療室 内科 起床時，３８℃の発熱のため受診。風邪の診断。Ｐ2/6

Ｌが１日３回（朝昼夕）５日分処方される。症状が

治まらなければ再受診の指示。 ○○

金 ○○病院 整 形 ・入浴時，右足足首の腫れ・熱感に気付き，通院。2/8

， ，外科 ・触診 右足足首のレントゲン撮影を実施した結果

捻挫の診断。

・１日２回，患部に湿布を貼り，腫れが治まるまで

は患部を動かしたり，なるべく体重が掛からない

ように，２／２０再受診の指示。

・消炎湿布１０パック処方。 △△

千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園
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養育園 寮

ＮＯ．１平 成 年 度 保護者関係記録
利用者氏名： 所 属 寮様

月 日 曜日 内 容 記録者

２月６日 木 ８：３０起床時，３８℃の発熱があり，診療室内科を受診

することを母に電話で連絡を入れる。よろしくお願いしま

すとのこと。 ○○

２月６日 木 ９時，内科受診結果を報告する。母が対応。 ○○

２月８日 土 １６時，入浴時に右足足首の腫れ・熱感があり整形外科受 △△

診を連絡。母が対応し，よろしくお願いしますとのこと。

１７時，受診結果を報告する。 □□

２月９日 日 １１時，昨日の通院後からの状況を母に電話で報告する。 △△

２月１１日 火 １１時，精神科受診時，最近の状況（例：行動・睡眠・食

事水分摂取・排泄関係など）を医師に説明したところ，医

師より，投薬調整の必要性があると所見を受けたことを報

告。保護者の意向を確認後に進めることとし，医師より，

医療相談が実施可能と伝え，都合の良い日を聞く（２月１

３日１３時～，２月１４日１０時～ 。両親が出席との事。）

当日は○○児童相談所○○様の同席を依頼する事を伝え，

了承を得る。 ○○

２月１２日 水 医療相談の日程を医師に確認し，２月１４日１０時～にな

ったことを伝え，当日は，○○児童相談所○○様も診療室

で待ち合わせとなる。 ○○

２月１４日 金 １０時～両親，医師，○○児童相談所○○様，職員で医療

相談を実施する。 ○○

千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園
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養育園 寮

ＮＯ．１平 成 年 度 関係機関記録
利用者氏名： 所 属 寮様

月 日 曜日 内 容 記録者

２月７日 金 ８：３５起床時，３８℃の発熱があり，内科を受診するこ

， ，とを保護者に電話で連絡を入れるが 連絡がつかないため

○○児童相談所の○○さんに，伝達を依頼する。 ○○

２月１２日 水 １１：３０○○児童相談所○○様に連絡し 最近の状況 例， （

：行動・睡眠・食事水分摂取・排泄関係など）を報告し，

精神科医より投薬内容の変更の所見を受け，２月１４日１

０時～両親と医療相談を実施するため，同席を依頼する。

当日は診療室で待ち合わせすることになる。 ○○

２月１４日 金 １０時～両親，医師，○○児童相談所○○様，職員で医療

相談を実施する。 ○○

千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園



外部受診申し送り表

次回
平成２６年２月８日（土） 平成２６年２月２０日（木）通院日

通院日

養育園 寮 ○○病院所属 病院名

○○ ○○様 整形外科氏名 科名

右足足首捻挫 通院目的 右足足首の腫れ・熱感病名

無 有 （ ～ ）分 診療室へ 無/ /
処方箋

薬剤情報を添付 処方依頼 有 ( ～ )分の 日分/ /

診察内容・申し送り事項

○入浴時，右足足首の腫れ・熱感に気付き，通院。

○触診，右足足首のレントゲン撮影を実施した結果，捻挫の診断。

○１日２回，患部に湿布を貼り，腫れが治まるまでは患部を動かしたり，なるべく体

重が掛からないように，２／１０再受診の指示。

○消炎湿布１０パック処方。

家族及び 連絡先：○○ ○○様 続柄：母 ①連絡時刻： ２月 ８日１６時００分（ ）

後見人へ 連絡者：①△△・ ②□□ ②連絡時刻： ２月 ８日１７時００分

の連絡 事 項：①入浴時に右足足首の腫れ・熱感があり整形外科受診を連絡。

②受診結果を報告する。

付き添い及び※報告者（○○・△△・※□□）
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養育園 寮

精 神 科 記 録平 成 年 度

利用者氏名： 所 属 寮様

月日 曜日 診察の結果（定期，臨時等 ・発作の経過及び状態 記録者）

火 最近の状況（例：行動・睡眠・食事水分摂取・排泄関係など）を医2/11

師に報告する。医師より，投薬調整の必要性があるとの所見を受け

る。保護者に状況と医師の話をしてから進めたいことを伝える。保

護者の希望により，医療相談が実施可能とのこと。 ○○

金 １０時～両親，医師，○○児童相談所○○様，職員で医療相談を実2/14

施し，本人が落ち着いて過ごせることが一番ではあるが，あまり薬

に頼りたくないという家族の希望と，行動が起こる原因の特定をし

てから今後の対応を検討するとの医師からの所見を受け，観察と記

録をして精神科受診時に報告していくことになる。 ○○

千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園



リーダー施設長 サブマネージャー

医 療 面 談 報 告 書

面 談 日：平 成○○年 ２月１４日

,利用者氏名 ○○ ○○ 様 担当職員 ○○ ○○

家族・後見人 ○○ ○○ 様 （続柄： 両親 ） ○○児童相談所○○様関 係 機 関 臨 席 者

目 的 最近の状況（例：行動・睡眠・食事水分摂取・排泄関係など）による投薬調整

＜面談内容＞
職員：最近の状況（例：行動・睡眠・食事水分摂取・排泄関係など）を報告。
母親：帰省中の家庭でも同じ行動があるが，それほど困る状況ではない。
医師：施設では，どのような時や状況で行動が起きるのか？
職員：○○のような時に多い。
医師：家庭では，どのような時や状況で行動が起きるのか？
父親：○○の時にはあるが，その他ではない。本人が落ち着いて過ごせる事が一番ではある

が，あまり薬に頼りたくない。
医師：行動の原因は，何が考えられるか？
職員：いくつか考えられるが，特定はできていない。
母親：家庭でも，特定はできていない。
医師：原因の特定をしてから，今後の対応を検討したい。
父親：家庭でも様子を見てみる。
職員：施設でも，観察と記録をして精神科受診時に報告する。状況は，家族にも連絡を入れ

る。

※家族と会うと帰省と思ってしまうとの家族に希望により，本人は参加せず。

＜家族・後見人の意見＞

本人が落ち着いて過ごせることが一番ではあるが，あまり薬に頼りたくない。

＜関係機関の意見＞

家族の希望通り，なるべく薬に頼らない方が良いが，本人が落ち着いて過ごせることが望
ましい。

まとめ＜今後の取り組み等＞
今回は，投薬調整は行わずに様子を見る。施設は，行動がどのような時に起きているかな

どを観察・記録し，精神科受診ごとに報告することになる。状況は随時家族にも連絡を入れ
る。



検 証 事 項 の 論 点
Ⅰ　なぜ虐待（暴行）が行われていたのか。

これまで確認された事実 更に検証が必要な事項 あるべき姿、方向性を示すべき論点（検証の観点） 分類※

○従前から、一部の職員が日常的に虐待（暴行）を行っていた。 ●支援技術の教育・指導、共有（OJT)は行われていたか。
職場における人材育成（若年職員に対する教育・指導、適切な支援方法の
共有等）のあり方

A①②

○虐待を傍観していた職員がいた。（上司への報告や、法に基づく
通報が行われていなかった。）

●研修（①行動障害支援について、②権利擁護・虐待防止について）は適切に実施されてい
たか、全職員が必要な研修に参加していたか。

職員の資質向上・虐待防止のために求められる研修の内容や、参加のあり
方

A①

●（強度）行動障害の支援という観点から、人員配置（人数、経験）に問題はなかったか。 行動障害の利用者を適切に支援するために必要な人員配置のあり方 A②、B

●支援に係る課題（悩み）等を共有・相談できる体制（雰囲気）があったか。 職員が課題（悩み）を抱え込まず、報告・協力し合える職場環境のあり方 A①②③

●施設の構造（ハード面）に、虐待を誘発するような問題点はないか。 施設の透明性・開放性を担保するために必要な改善点（ハード面） A③、C

平成２６年２月１０日
千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会

参考資料１

○施設幹部（施設長・リーダー等）は、虐待に関する情報を得ていた
ものの、十分な措置を講じていなかった。

●事業団内部で、虐待防止に係る取組みはどのように行われていたか。
　施設管理者・事業団幹部は、どのように把握し、指導していたか。

虐待防止体制のあり方（虐待防止に係る認識の徹底、虐待の疑義が生じた
際に講じるべき措置、役員の管理体制・求められる資質・能力等）

A①②④、
B

○事業団役員（理事長・理事）は、虐待やその疑義について把握して
いなかった。

●事故（ヒヤリハット含む）等に関する施設内の情報共有は、どのように行われていたか。 組織内の事故等の記録・報告や情報共有、事故の未然防止体制のあり方 A①②③

○医療職は虐待の兆候に気付いていなかった。 ●医療支援体制（日常の健康管理、外部受診の判断等）は、どのようなものか。 利用者に対する医療的な支援のあり方 A②

○過去の事例について、事業団から県への報告がされなかったもの
がある。

●事故等に関する外部への報告は、どのように行われていたか。（仕組み／実態）
A②④、
B、C

○今回の事件が起きるまで、県や外部有識者は、虐待が行われて
いると認識することができなかった。

●運営に係る外部からのチェックは、どのように行われていたか。（仕組み／実態） B、C、D

●県による運営状況の確認や指導は、十分に行われていたか。 B、C、D

・施設職員と事業団本部の円滑な連絡・連携体制や、事務処理チェック体制
のあり方
・外部チェックのあり方（①現在の仕組みの運用の改善点、②新たな仕組み
の必要性（いわゆるオンブズマンや保護者会など））
・県のチェック体制のあり方（①現在の仕組みの運用の改善点、②新たな仕
組みの必要性、③改善状況の把握、保護者・県民に対する説明・報告）

 Ⅱ　なぜ受診が遅れたのか。（今回の死亡事件関係）
これまで確認された事実 更に検証が必要な事項 あるべき姿、方向性を示すべき論点（検証の観点） ※

○（24日時点）2度の嘔吐があったが、受診させていなかった。また、
施設長への報告がなされていなかった。

●支援記録の作成、情報の共有（申し送り）はどのように行われていたか。 A①②

○（26日朝）施設長に所用があったため、施設長には引継報告が行
われなかった。

●支援員・リーダー・施設長は、受診の要否をどのように判断していたか。（判断基準） A①②

○他の利用者の外部受診のため、対応が手薄になった。 ●緊急時の職員の応援体制は、どのようなものか。 A①②

Ⅲ　事件後の対応は適切か。
これまで確認された事実 更に検証が必要な事項 あるべき姿、方向性を示すべき論点（検証の観点） ※

●被害者への処遇改善はどのように講じられているか、民間事業者からの職員派遣により必
要な人員が確保され、利用者は平穏な生活を送れているか。

●利用者に対して、行動障害等の特性に応じた内容や、地域生活支援に向けた取組みなど

・利用者の生活支援・医療支援のあり方（適切な支援計画の立案・記録・モ
ニタリング、職員間の情報共有等）
・管理者の業務管理体制、職員から管理者への報告・連絡・相談体制、職員
間の協力体制等のあり方

・本人・保護者支援のあり方

○県知的障害者福祉協会から職員の派遣（応援）を受けることで、
行動障害に関し比較的スキルの高い更生園等の職員を養育園第2
寮に配置するとともに、設備の配置等の環境整備を行った。 ●利用者に対して、行動障害等の特性に応じた内容や、地域生活支援に向けた取組みなど

の支援計画が作成され、それに基づき実践されていたか。

●県内事業者や地域との連携を強化することにより、または県外からも協力を得ることによ
り、家庭復帰や他の民間施設での受入れ、地域移行を進められないか。

●保護者からの相談や要望、また訪問に、適切に対応しているか。

●センターの県における位置付けはどうか。今後の運営方針はどうすべきか。
センターのあり方（県における位置付け・責任、運営方針（行動障害支援
等）、運営形態（指定管理者制度や直営等）等）

C、D

●県内で重要な役割を担っている施設で、今後、同様の問題が起きた際にどう対応していく
か。

リスクマネジメントのあり方
施設間連携、施設と地域との連携のあり方

B、C、D

※検証項目の分類
A　事業団における業務について
　①職員の資質、人材育成のあり方　②事業団及び施設における管理体制、内部の協力・牽制体制、報告・確認体制　③施設の透明性や開放性　④施設と事業団本部との連絡・連携体制の検討
B　千葉県社会福祉事業団のあり方（役員の運営体制、組織の運営体制、自主事業の運営　等）

・本人・保護者支援のあり方
・組織全体でのあるべき姿と改善意識の共有方法
・管理者に求められる資質・能力
・地域や事業者との連携のあり方
・リスクマネジメントのあり方

寮に配置するとともに、設備の配置等の環境整備を行った。

○家庭復帰や他の民間施設での受入れが困難であるため、退所
（転所）が困難。

A①②③、
C

　①職員の資質、人材育成のあり方　②事業団及び施設における管理体制、内部の協力・牽制体制、報告・確認体制　③施設の透明性や開放性　④施設と事業団本部との連絡・連携体制の検討
B　千葉県社会福祉事業団のあり方（役員の運営体制、組織の運営体制、自主事業の運営　等）
C　千葉県袖ヶ浦福祉センターのあり方
D　指定管理者制度と業務のチェック体制



アドバイザーの派遣事業について 

名 称 相談支援アドバイザー派遣事業 障害者虐待防止アドバイザー派遣事業 

事業内容 

県全域における重層的な相談支援体制を整

備・構築するため、市町村や地域自立支援協

議会等に対して、県から相談支援アドバイザ

ーを派遣し、地域のネットワーク構築に向け

た指導、調整等の広域的・専門的支援を行う。 
○地域自立支援協議会の運営や、地域におけ 

る相談支援体制の整備に対する支援 
○広域的、専門的相談支援システムの構築や、 
地域の社会資源の点検、開発に関する支援 

○広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解 
決に向けた体制整備への支援 

○相談支援従事者のスキルアップに向けた 
指導 

○その他、県における相談支援体制の整備・ 
構築のために必要と認められる事項 

障害者虐待の未然防止や早期発見、虐待に対

する適切な対応を行うための取組みを支援

するため、市町村や障害者福祉施設・事業所

等に対して、県から障害者虐待防止アドバイ

ザーを派遣し、助言を行う。 
○市町村における、虐待対応に関する問題 
分析・検討や体制の整備に対する支援 
（個別ケース会議への参加、マニュアル作 
成やネットワーク整備への助言 等） 

○施設・事業所等における、虐待防止策の 
検討や体制の整備に対する支援 
（虐待防止策の検討会議への参加、マニュ 
アル作成時のアドバイス 等） 

○その他、障害者虐待防止等に関し、派遣 
が必要と認められる事項 

（研修の企画立案への助言、研修の講師 等） 

派遣する 
アドバイザー 

相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、

臨床心理士 等 
弁護士、社会福祉士、障害者福祉施設・事業所

等の管理者 等 

25 年度 
実績 

20 件 2 件 
・相談支援専門員 
（派遣先：市、町地域自立支援協議会 １市１町） 
・社会福祉士（派遣先：千葉地方裁判所） 
・社会福祉士（派遣先：２市） 
・社会福祉士 
（派遣先：市障害者自立支援協議会、 
市地域自立支援協議会） 

・社会福祉士 
（派遣先：市相談支援事業所連絡会、 

知的障害者福祉協会、市、町地域自立支援協議

会 １市２町） 
・精神保健福祉士 
（派遣先：市相談支援事業所連絡会、 
市、町地域自立支援協議会 ２市３町） 

・精神保健福祉士（派遣先：市） 
・看護師（派遣先：市） 
・市町村職員（派遣先：２市） 
 

・障害者福祉施設管理者 
（派遣先：地区施設連絡協議会） 
・社会福祉協議会職員 
（派遣先：市障害者虐待防止地域連絡会） 
 
＜参考＞24 年度実績 3 件 
・弁護士 
（派遣先：福祉相談関係の NPO 法人） 

・社会福祉士 
（派遣先：地域障害者グループホーム 
世話人研修会） 

・障害者権利擁護団体役員 
（派遣先：障害者支援施設） 

予
算 

25 年度 1,750 千円   300 千円 
26 年度 1,750 千円 1,284 千円 
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第三者検証委員会緊急提言（２月１４日）の外部チェック・支援体制の 

あり方に関する総合支援協議会関係委員からの意見聴取（概要） 

 

２月１４日（金）の緊急提言を踏まえた標記に係る対応を検討するため、千葉県総合

支援協議会の会長、副会長、権利擁護専門部会の部会長、副部会長、相談支援専門部会

の部会長、副部会長等から意見を伺った。  

  

【主な意見】 

○成人の施設であれば、施設内の相談支援専門員やサービス管理責任者が支援状況をチ

ェックしていく仕組みになっているが、養育園は児童対象であり、そういう仕組みや機

能がなかったことが問題だったのではないのか。 

 

○利用者の立場で利用者の声をくみ上げるシステムというのは必要。緊急提言の意図す

る仕組みは、今の相談支援体制と非常に近いが、その中の個別支援会議とは若干異なり、

外の専門職が中心という印象。中の職員の意識をうまく取り込み、一緒に作り直してい

く形が考えられたら良い。 

 

○障害の重い方である程、思いを聞くと言うことがどれほど難しいことか。技術的な問

題であり、システム的な問題でもある。単独の判断で行うのは厳しい面があり、複数の

オンブズパーソンが一つのチームを作るというシステムの方が実行力があるのではな

いか。 

 

○支援が難しい方を対応している事を理解する。職員が心身共にゆとりを持って支援に

入れる環境づくりが大切ではないか。 

 

○事業団内にある既存の機関(理事会・評議員会・第三者委員等)がまずは、本来の役割

を果たしてもらうことが大切。当面、必要なのは、きちんと既存の機関が機能している

かをチェックすること。 

 

○事業団で働く職員の意見をもっと汲み上げて欲しい。第三者が冷静な目で指摘する場

も大切だが、自分たちの事は自分たちで何とかしようと言った力を持ってもらうことも

大切。多くの職員は、志を高く持ち現場で頑張っている。こういった職員の意見をきち

んと聞いて欲しい。 

 

○本人の声を聞きたいと一番思っているのは、現場の担当職員。自分の仕事上の悩みを

誰にも相談できず、孤立している。外部からチェックが入るとモチベーションを下げる

という指摘が出ているようだが、外部の者も本人の声を聞き、職員を支援するというこ

と。 

 

○入所系施設は、外部の者が入りにくく、孤立しがちなので、うまくいけば全国に通じ

る千葉モデル、いい仕組みづくりができる。うまくいけばずっと続けた方がいい。 

参考資料３ 



 

○障害児が福祉サービスを受ける場合、機関と法律が複雑に絡み合っていることが状況

を難しくしている。あと４年の間に養育園は施設形態を選択することになるが、それを

前提として、また現行制度も念頭に置いた仕組み作りをする必要がある。 

 

○現状の仕組みを機能させることと、機能をうまく発揮できなかったから新たな仕組み

を作ることの両方を考えていく必要がある。 

 

○現状、施設に入ったらお任せで、外部の目が入らないことに問題がある。複数の目で

見た方がいいが、そんなに専門家がいるのかという現実的な問題がある。 

 

○成人に適用されている仕組みを、袖ヶ浦の児童施設に位置付け、1人 1人に相談支援

専門員をつける。 

施設の中に個別チェック会議を義務付けさせれば、周りの職員を含めて複数の目が入

りやすくなる。より次元の高いところで運営そのものに対する意見を言うという仕組み

にすれば、制度ともマッチングしているし、実現可能性が高いのではないか。 

 

○将来的に県の中で児童施設にそういった仕組みを作っていくのか、スーパービジョン

委員会を成人施設も含めて作っていくのかということは、障害者計画の策定の時に考え

るもの。一つのモデルとして袖ヶ浦で実践してみるのがいいのでないか。 

 

○外部の相談支援専門員を児童1人1人に付ければ、成人の施設や児童の通所施設での、

相談支援専門員の本来の仕事（連絡調整会議や支援状況の確認）なので、やることは同

じ。ベテランの専門相談員を、特例で袖ヶ浦の児童に付けるということ。 

 

○児童の入所施設では、本来児童相談所が権限を持ち、その機能を担うべきもの。そこ

に切り込むということであり、つまり、児童相談所も、個別連絡会議に参加させ、説明

し、あるいは説得していく、ということ。 

 

○①利用者一人一人について、その人の支援をどうするかを考えるための個別支援会議、

それだけだと個別の問題だけが焦点となるので、②個別の支援の中で出てきた運営全体

に係わること、その二つの仕組みが必要になる。 

  

○相談支援専門員や社会福祉士を念頭においているが、相談支援専門員や社会福祉士だ

からといって、全ての人ができるわけではない。外部で優秀な者を人選する。相談支援

専門員として活動している人がよい。 

 

○非常に難しいのは、優秀な人を、誰がどのように選ぶかということ。単に優秀なだけ

でなく、インディペンデントになり、御本人になりきる人。親からも施設からもあらゆ

る組織から独立して仕事ができる人、そういう人を選ばないといけない。 

 



○サービス利用計画を策定しノウハウのある相談支援専門員が中心になるのは分かる

が、24年度から 26年度までの３年間で全員の利用計画を策定しなければならない、と

いうことで、みな死に物狂いでやっている。その中でも優秀な人、ということになると、

そんなにいない。 

 

○実際に県の相談支援アドバイザー事業のアドバイザーとして活躍している方々が、県

内で評価されていると思うので、そこが出発点ではないか。 

 

○相談支援アドバイザーは研修講師にもなっており、計画相談、個別支援計画、サービ

ス業計画の関連性等に熟知し、また実際に個別支援計画に関わったという経験もある。

アドバイザーに登録されている方は、サービス管理責任者の講師も行っている。 

 

○まずは年長児（18 歳を超える者）の 4名から始めるのがいいのではないか。 

 

○４名はサービス利用計画の作成も進められていないのではないか。 

 

○２週に１度が限界、現実的か。 

 

○毎週出るのが大変であれば、2人で対応する方法もある。複数の目が入ることにもな

る。 

 

○個別支援連絡会議のメンバーに明確な定義はなく、利用者の 24 時間の状況全てが分

かる方、歴史が全てわかる方が入っていた方が良い。 

 

○概ね、こういうメンバー構成というイメージだけ作っておいて、あとは対象者によっ

て自由に構成メンバーを変えればよい。 

 

○まずはアドバイザーの中で知的障害者の相談支援の経験が豊富な方にお願いする。 

 

○現に働いている、心ある職員がチェックを受けるのかと委縮し、モチベーションに影

響するのは困る。虐待を起こさせないためという消極的なことではなく、利用者一人ひ

とりに最高の支援を行うというプロセスが虐待をなくすことになる。今回やろうとして

いることが、虐待を起こさせないぞという上から目線のものではないことを、もっとア

ピールする必要もある。 

 

○そういう理念を現場で実現するのがアドバイザーである。ここに参加するアドバイザ

ーは支援者を支援するという運営が必要。 

 

○オンブズパーソンと言ったから監視と思われたのかもしれない。 

 個人的には独立型権利擁護支援員が良いと思う。 

 



行財政改革の動向と社会福祉事業団・袖ケ浦福祉センター見直しの変遷について

年度 行財政改革 社会福祉事業団の見直し 福祉施策の動向、袖ヶ浦福祉センターの見直し

H14

14年7月　公社改革の基本的考え方
・既存事業の公共性・採算性をゼロベースで検討。
・公社は独立採算が原則、県の財政負担は真に必要なものに対す
る最小の負担に留める。
14年10月28日　千葉県行財政システム改革行動計画
・公社等外郭団体は県依存型の経営から自立型経営へ転換、抜本
的改革。14年度中に見直し案策定。
15年3月18日　事業団の見直し方針
・利用者の施設から地域生活への移行を促進するための先導的役
割を担う。
・公的な関与が必要な事業へ特化・規模縮小、民間への委託・移譲
又は廃止について検討。
・地域で生活している知的障害者の就業面と生活面における一体
的かつ総合的支援について検討。

14年8月21日　厚生労働省通知
・46通知の自治法上の位置付けは「技術的助言」であり、地域の実情を
踏まえた対応が可能。

15年1月　千葉県社会福祉事業団の改革について（事業団取りまとめ）
・民間との役割分担の明確化、地域支援の充実、経営の効率化、サービ
スの質の向上

14年12月　障害者基本計画（「障害者基本法」に基づく国の計画）
・施設等から地域生活への移行の推進（入所（院）者の地域生活への移行を促
進するため、地域での生活を念頭に置いた援助技術の確立などを検討、「障害
者は施設」という認識を改めるための理解の促進等）
・施設の在り方の見直し（入所施設は地域の実情を踏まえて真に必要なものに
限定、施設の一層の小規模化・個室化を図る等）

15年6月　改正地方自治法成立
15年8月29日　厚生労働省通知「社会福祉施設における指定管理
者制度の活用について」
・公の施設の「管理委託制度」を「指定管理者制度」へ（経過措置3
年）

15年8月15日　千葉県と事業団の在り方等に関する覚書
・事業団の位置づけ：民間法人とは異なる存在意義。県立施設の管理・
運営とともに、自主事業に取り組む。
・事業団の役割：県の福祉の推進に必要となる先駆的事業、民間法人が
取組みにくい事業等の実施
・県と事業団の関係：事業団の自主自立、対等なパートナー
・今後の検討事項：事業団の組織、役員、職員給与等、出資金、施設修
繕

15年9月　千葉県社会福祉事業団の改革について（試案）
・新たな利用者は民間で受入れ困難な障害者（児）等に特化し、役割分担の明
確化。
・更生園は定員を段階的に削減、必要最小限の規模に。ながうらワークホームは
民間移譲・用途変更等を検討。畑通勤寮・畑ホームは廃止。

16年2月2日　更生園新規入所を原則停止

H15

参考資料４

16年2月2日　更生園新規入所を原則停止

16年11月　「指定管理者制度導入に係るガイドライン」作成
・全ての施設について導入を検討
・指定期間は原則3～5年、原則公募

16年7月　第三次千葉県障害者計画
・2年間で100人の地域移行を実現する。
・強度行動障害者への特別な処遇体制を整える。

16年7月～更生園で強度行動障害者支援事業開始（定員16名）

16年度～17年度　事業団人件費の見直し 16年9月　県立施設の見直し方針
・更生園、養育園の指定管理者制度移行（18年4月）
・ながうらワークホームの民間移譲（18年4月）
・畑通勤寮・畑ホームの民間移譲（17年4月以降）

H17

17年4月1日　畑通勤寮・畑ホームを民間移譲
17年7月22日　ながうらワークホームの条例定員改正
（入所120→111名、通所10名→19名）

H16



年度 行財政改革 社会福祉事業団の見直し 福祉施策の動向、袖ヶ浦福祉センターの見直し

18年10月12日　事業団の見直し方針（経営改善）
・県立施設のあり方検討会を立ち上げて、県立施設の役割、サービ
ス等を検討する。
・民間法人と競争できる財務体質の強化を図る。

18年6月　児童デイサービス「風の子」開所 18年4月～
・袖ヶ浦福祉センター第一期指定管理（～H22）
・ながうらワークホームの移譲（事業団へ）、定員見直し
（入所111名→90名、通所定員は見直しせず）

18年10月1日　更生園の条例定員改正
（入所280名→120名、短期入所空床型→6名）

19年3月29日　袖ヶ浦福祉センターの今後のあり方について中間報告書
（障害福祉課及び事業団職員による検討会）
・県関与の段階的廃止
・自主事業の展開

19年3月29日　袖ヶ浦福祉センターの今後のあり方について中間報告書
（障害福祉課及び事業団職員による検討会）
・新法移行20年度（更生園）
・5か年間で40名の地域移行→ケアホーム（更生園）
・医療的ケアを要する障害者受入れ（更生園）
・強度行動障害者の地域移行のシステムづくり（更生園）
・強度行動障害児、被虐待児に特化（養育園）
・内科常勤医を置き、看護師増員（診療室）

20年6月～　更生園で医療介護支援（試行）事業開始（定員12名）

20年9月　県立施設のあり方検討会最終報告（中間報告の時点修正等）
・新法移行時期を22年度目標（更生園）

21年1月　第４次千葉県障害者計画
・県内の施設入所定員は現状維持。
・更生園は、強行など手厚い介護が必要な者に特化。
・強行障害支援は、民間施設との協力体制強化。
・診療室機能を活用し、医療的ケアが必要な者を試行的に受入れ。
・養育園は、セーフティネットの役割を担う。

H18
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20年9月　県立施設のあり方検討会最終報告（中間報告の時点修正等）
・自主事業の積極的展開の検討、県職員の現職派遣の廃止等

・養育園は、セーフティネットの役割を担う。

H22

22年4月　児童デイサービス「虹の子」開所

「ながうらワークホーム」敷地・建物等無償貸与期間更新（25年度まで）

22年4月1日「更生園」新法移行（障害者支援施設）

H23

24年3月　公社等外郭団体の改革方針
・センター管理運営の着実な実施、自主事業の安定的運営、コンプ
ライアンスの確立と自主自立に向けた組織づくり

23年9月　就労支援事業所（ジョブくらなみ）開所 23年4月～　袖ヶ浦福祉センター第二期指定管理（～H27）
23年11月　「更生園」暫定的な入所者受入開始

24年4月　ながうらワークホーム新法移行（新名称「アドバンスながう
ら」。施設入所支援、就労移行支援、生活介護）
24年4月　ながうら地域支援センター開所
24年5月　代宿地域生活支援センター開所

24年4月1日　更生園の条例定員改正（入所定員120名→90名、短期6名
                   →10名）
24年4月1日　児童福祉法の改正により、養育園が「知的障害児施設」→
　　　　　　　　　「障害児入所施設」へ変更

24年4月　第４次千葉県障害者計画改定
・強度行動障害者の民間施設への移行システム検討の必要、民間施設との協
力体制構築
・更生園は、入所者の地域移行を進めるとともに、強行障害など対応困難な者、
手厚い介護や特別な健康管理を必要とする者にサービス提供。
・養育園は、重度・重複化への対応や自立支援機能を強化するなど支援目標明
確化、個別支援計画を踏まえた支援を提供。１８歳以上の入所者の地域移行を
目指し計画的な支援。

H24



養育園・更生園第２職員配置

○養育園と更生園第２の各寮（班）の職員配置（常勤換算）

　　平成２６年１月時点

養育園
利用者数
（Ａ）

支援員数 契約職員等
合計
（Ｂ）

Ａ／　Ｂ

１寮 21 9 3.2 12.2 1.72

２寮 13 13 1.88 14.88 0.87

３寮 18 9 2.6 11.6 1.55

４寮 20 6 3.2 9.2 2.17

５寮 6 6 1 7 0.86

合計 78 43 11.88 54.88 1.42

参考資料５

※

合計 78 43 11.88 54.88 1.42

更生園第２
利用者数
（Ａ）

支援員数 契約職員等
合計
（Ｂ）

Ａ／　Ｂ

１班
（そよかぜ） 3 8 2 10 0.30

２班
（さつき） 9 12 3 15 0.60

３班
（ひまわり） 17 17 3.625 20.625 0.82

４班
（わかば） 12 10 1.75 11.75 1.02

計 41 47 10.375 57.375 0.71

※３寮（ひまわり）はひまわり荘Ａ棟、Ｂ棟の合計

※平成25年11月以前は利用者14名、支援員数12のため、１．０１



平成26年2月1日 現在

　
施設別
職種別

更　　生　　園
第1支援グループ

更　　生　　園
第2支援グループ 更　生　園 養　育　園 診　療　室

アドバンス
ながうら

代宿
地域支援
センター

合　　計

看 護 師 正 職 員 2 1 3 1 5 1 1 11

契 約

計 2 1 3 1 5 1 1 11

平成25年9月1日 現在

　 代宿

養育園看護師の配置数

参考資料６

　
施設別
職種別

更　　生　　園
第1支援グループ

更　　生　　園
第2支援グループ 更　生　園 養　育　園 診　療　室

アドバンス
ながうら

代宿
地域支援
センター

合　　計

看 護 師 正 職 員 2 1 3 1 4 1 1 10

契 約

計 2 1 3 1 4 1 1 10

※看護師が常時配置（養育園内保健室）となった時期は，平成２６年１月１０日からである。（それ以前は診療室に常駐）



投薬相談
件数

相談に
応じた件数

投薬相談
件数

相談に
応じた件数

精神科 5 3 1 0

その他 0 0 0 0

精神科 9 9 2 2

その他 0 0 0 0

精神科 7 7 3 4

平成23年度

平成24年度

平成25年度

年　　度

年 度 別 投 薬 相 談 件 数 一 覧 表

更　生　園 養　育　園

参考資料７

その他 0 0 0 0

　・その他は，内科・耳鼻科・眼科・皮膚科・歯科である。

　・投薬相談件数は，家族からの相談件数である。

　・相談に応じた件数は，家族からの相談に対して診療室で医療相談を行った件数

　　（医師から家族への依頼は除く）

平成25年度



千葉県社会福祉事業団　理事会・評議員会の開催実績

（平成２５年度）

会議名 開催日 議題

第１回理事会 平成25年4月1日

（１）理事長の選出について
（２）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団役員報酬額の承認について
（３）理事長職務代理者の選任につき同意を求めることについて
（４）評議員の選任につき同意を求めることについて

第１回評議員会 平成25年5月29日
（１）平成24年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団事業報告書、資金収支計算
書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録の認定について

第２回理事会 平成25年5月30日

（１）平成24年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団事業報告書、資金収支計算
書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録の認定について
（２）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団組織規程の一部を改正する規程の制定に
ついて

第２回評議員会 平成25年9月25日

（１）平成25年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団事業計画の変更について
（２）平成25年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団資金収支補正予算について
（３）平成25年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団定款の一部を改正する定款の
制定について

第３回理事会 平成25年9月26日

（１）平成25年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団事業計画の変更について
（２）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団経理規程の一部を改正する規程の制定に
ついて
（３）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団資金収支補正予算について
（４）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団定款の一部を改正する定款の制定につい
て
（５）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団事務処理規程の一部を改正する規程の制
定について
（６）袖ヶ浦福祉センター蔵波荘改修工事の契約締結について
（７）常務理事の指名につき同意を求めることについて

参考資料８

第４回理事会 平成25年12月16日 （１）養育園利用者の死亡及び職員の虐待について

第５回理事会 平成25年12月27日

（１）養育園利用者の死亡及び虐待について（第４回理事会以降の動き）
（２）養育園利用者の死亡及び虐待に関する各種団体の声明について
（３）前回理事会で報告の「当面の対応」の進捗について
（４）各施設の現状と今後の対応

第３回評議員会 平成25年12月27日 （１）養育園利用者の死亡及び職員の虐待について

第６回理事会 平成26年1月10日 （１）施設長の任免について

第４回評議員会 平成26年1月29日

（１）平成25年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団資金収支補正予算について
（２）改善措置結果報告書の提出について
（３）理事の解任につき同意を求めることについて
（４）理事の選任につき同意を求めることについて

第７回理事会 平成26年1月30日

（１）平成25年度社会福祉法人千葉県社会福祉事業団資金収支補正予算について
（２）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団資金運用規程の制定について
（３）社会福祉法人千葉県社会福祉事業団経理規程の一部を改正する規程の制定に
ついて
（４）改善措置結果報告書の提出について
（５）評議員の選任につき同意を求めることについて
（６）常務理事の解任につき同意を求めることについて
（７）センター長及びゼネラルマネージャーの免職について

第８回理事会 平成26年2月12日 （１）施設長の任免について　　※書面開催

第９回理事会 平成26年2月18日
（１）県の立入検査実施状況及び勧告について
（２）平成２６年度事業及び職員確保について

第５回評議員会 平成26年2月24日

（１）県の立入検査実施状況及び勧告について
（２）千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会による緊急提言・外部支援体制
のあり方に関するプロジェクトについて
（３）平成２６年度事業体制について

第１０回理事会 平成26年2月25日

（１）千葉県社会福祉事業団問題等第三者検証委員会による緊急提言・外部支援体制
のあり方に関するプロジェクトについて

第１０回理事会 平成26年2月25日
のあり方に関するプロジェクトについて
（２）千葉県社会福祉事業団に対する勧告について
（３）平成２６年度事業体制について



※千葉県社会福祉事業団ホームページから 
 

 

平成 25 年 10 月 1 日現在 

役員名 氏名 備考 

理事長  近藤敏旦  現  社会福祉法人千葉県社会福祉事業団理事長 

常務理事  田村邦夫  現  社会福祉法人千葉県社会福祉事業団センター長 

理事  田上昌宏  現  千葉県手をつなぐ育成会会長  

理事  福山悦男  
現  君津中央病院企業団企業長 

国保直営総合病院君津中央病院名誉院長  

理事  野口厚司  現  社会福祉法人ロザリオの聖母会専務理事  

理事  里見吉英  現  社会福祉法人佑啓会理事長  

監事  髙品進      

監事  野内達弥      

 
  



※千葉県社会福祉事業団ホームページから 
 

 

平成 25 年 4 月 1 日現在 

役員名 氏名 備考 

評議員  近藤敏旦  現  社会福祉法人 千葉県社会福祉事業団理事長 

評議員  岡田眞一 現  千葉県精神保健福祉センター長 

評議員  関口幸一 現  特定非営利活動法人 ぽぴあ理事長 

評議員  千脇重夫 元  社会福祉法人 千葉県社会福祉事業団センター長 

評議員  北島覚 
前  千葉県袖ケ浦福祉センター更生園 

第 2 支援グループ家族会会長  

評議員  山田勝土 現  千葉県健康福祉部障害福祉課長  

評議員  中村武光 元  千葉県立袖ケ浦特別支援学校長 

評議員  在原昌秀 現  袖ケ浦市福祉部長 

評議員  足立叡 現  淑徳大学学長 

評議員  松澤一美 現  社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会常務理事 

評議員  藤尾健二 
現  特定非営利活動法人 ワークス未来千葉 

千葉障害者就労支援キャリアセンター長  

評議員  川名克弘 
現  社会福祉法人 さつき会常務理事 

特別養護老人ホーム 袖ケ浦菜の花苑施設長  

評議員  武田逸朗  現  千葉県袖ケ浦福祉センター養育園施設長  

 
 
 



（平成２５年度(２５年４月から１０月まで)実績）

種別 実施時期等 実施方法 根拠法令等 主な確認（報告）項目

業務報告書
毎月終了後
１０日以内

事業団が県へ提出する。
千葉県袖ヶ浦福祉セン
ターの管理運営に関する
協定書（第１１条）

・入所児（者）等の状況
・執行収支状況
・受託徴収（収納）金計算書

事故報告書 随時
事故発生後、事業団が、
速やかに県に報告する。
（電話にて第一報）

事故取扱内規

・事故の概要（発生日時、場所等）
・事故の程度（状況、原因、見取り図等）
・事後の処置等
　（発生時の処置、経緯、今後の対策
等）

事業報告書
毎事業年度
終了後5月
30日

事業団が県へ提出し、５月
末日まで県が承認する。

千葉県袖ヶ浦福祉セン
ターの管理運営に関する
協定書（第１２条）

・センターの管理業務の実施方法
・センターの利用状況
・使用料（利用料）の収入の実績
・センターの管理業務の実施に要した
　費用の収支決算

実績評価
（モニタリング調
査）

８月３０日
（例年この
時期に実
施）

県が現地にて、事業団か
らヒアリングを行う。

指定管理者の管理運営状
況のモニタリングに関する
ガイドライン

・管理業務の実施に関する状況
・事業の企画、運営に関する事項
・収支状況に関する事項
・施設の利用状況に関する事項
・接遇の状況
・アンケート（満足度調査）の実施状況

県による社会福祉事業団の運営状況の確認・指導等
参考資料９

監査指導
８月２６日
（年１回）

県健康福祉センターが、
現地にて、書類調査及び
事業団からヒアリングを行
う。

社会福祉法第56条
障害者総合支援法第48条
児童福祉法第24条の15

・条例上に定める人員、設備及び運営
　に関する基準への適合状況等

実績評価
（第三者評価）

９月１２日
（指定管理
中間年）

外部有識者からなる第三
者評価会議において、県
及び事業団からヒアリング
を行う。

指定管理者の管理運営状
況のモニタリングに関する
ガイドライン

・管理業務の実施に関する状況
・事業の企画、運営に関する事項
・収支状況に関する事項
・施設の利用状況に関する事項
・接遇の状況
・アンケート（満足度調査）の実施状況


