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第４回社会福祉事業団問題等第三者検証委員会 

（平成 26 年 3 月 3 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 

○平成１６年に多くの職員が退職したことが、なんらかの形で尾を引いている

のではないか。 

○看護師はなぜこれまで養育園に常駐していなかったのか、診療室のあり方も

含めて、検討する必要がある。 

○診療室の改善案が示されたが、記録を付けること自体よりも、職員から本当

に実態を反映した記録がつけられているかが、これまでの経緯からは定かで

ないので、それを現実に確認する必要がある。 

○利用者がどういう生活をしていたのかということと兼ね合いで、職員配置が

どうだったのか、瞬間・瞬間を取ってみたときに、果たして十分な支援が行

われていたのか検証していく必要がある。 
②なぜ受診が遅れた

のか 

○死因が何かはほぼ確認できたと思うが、病院に到着したときには手遅れだっ

たことが分かった。なぜ手遅れなのかということについては、検証する必要

がある。 

○亡くなる前に、熱は出ていないが何度も検温をしている。支援員も「おかし

い」と思っていたのではないか。しかし、診療室に問い合わせた形跡がない。 

○今ある記録だけでみると、当時、受診させるべきだったかどうかは、仮に診

療室が問い合わせを受けても判断できなかったかも知れない。健康管理の一

般的な扱いからみて「様子を見よう」という話が出やすかったのではないか。

暴行を受けたことを知っていれば、また判断が違ったかも知れないが。 

○気になるのは、診療室に確認をしておらず、職員の間だけで話をしている点。

日頃、支援現場から見た診療室の扱いについて報告としてまとめていくべき

ではないか。 
③事件後の対応は適

切か 

○県主催の保護者説明会に検証委員会委員も同席したい。また、保護者への説

明と御意向を伺うことを個別にやりたい。 

○センター自体のあり方とは別に、他の施設にも参考となる検証とするために

は、「何ができている」「このレベルには来ている」という記述も必要ではない

か。全国に支援を行っている施設はあるが、個別に支援が行われているのは非

常に少なく、支援内容はむしろ上位に入ると思う。 

○民間であれば、これだけの事件を起こした施設は閉鎖が大前提。異常な状態

をなぜ自分たちで問題整理できなかったのか。検証としては、民間であれば 

施設解体が前提として問題整理をするくらいの検証が必要。 

○業務の停止は利用者がいるので厳しい中、事業団が指定管理を返上するのか、

取り消しになるのか、養育園・更生園の定員や診療室もこのままいくのかも 

議論しないといけない。今の規模ではなく、古い建物は放棄してダウンサイズ

するのも一つの考え方。 

④その他 ○（仮称）パーソナルオンブズパーソンの名称は、「チェック」が前面に出がち

で誤解を招くため、「パーソナルサポーター」がよい。重度の方も含め、本人

に意思がある。その意思を把握し、意思決定を支援する役割。 

○「パーソナルサポーター」の業務は大変な作業になるので、チームを作る・

何人かで動くという形でもいいのではないか。 

○センターのあり方、また指定管理を継続するかどうかについても、中間報告

の段階で確定的なことは言えないだろう。ただ、直営や、指定管理者制度等

について検討し、中間報告の中で、いくつかの方法があることを列記したい。 

○事業団の指定管理の期間はあと２年残っているが、可能な限り前倒しをして、

見直し後のセンターの「あり方」に沿った形で運営方法も見直すべき。 

○理事会の資料一覧が平成 25 年度しかないなど資料の出方が不十分ではない

か。また、検証委員会への連絡が他に比べたらやっている方だとは思うが、

もっとするべきではないか。 
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座長記者会見（第 4 回委員会終了後） 概要 
 

平成 26 年 3 月 3 日 
 
 
（座長） 
   委員会が長引きまして会見が深夜になってしまいました。夜１１時過ぎまで、５時間

半にわたって議論をしておりました。  
   今日の概要をかいつまんで御説明します。まずこの間の経緯、新聞報道等も含めまし

て、前回、２月１４日に緊急提言を行いましたが、その緊急提言の後の県の勧告の内容、

新聞報道等につきまして御説明があったということと、保護者の方にお会いして、いろ

いろとお話を伺ったという御説明がありました。 
その後、いろいろな意見が出たわけですが、保護者の方々に対して、新聞報道等でも

出ていますけれども、十分な説明がないという御指摘があったので、これについては手

順上の問題もございますけれども、説明が足りないとご指摘を受ければ、「引き続き説

明の努力をして」ということしかないわけで、県としても、個別の説明を実施していき

たい、そういうお話でしたし、報道に出ておりました「県が保護者会の内容を改ざんし

て報告した」ということはないという御説明を受けまして、確かに事業団が作成した議

事録をそのまま流用した点は県としてのチェックが足りないということは県も認識を

しているようでございましたので、今後こういった点は気を付けて保護者会に臨んでい

ただきたいと申し上げました。 
合わせて、私ども検証委員会も、保護者会にできれば同席させて欲しいという希望は

お伝えしてあります。全員というわけにはもちろんまいりませんが、時間があるメンバ

ーは、保護者の方とお会いしてお話しをしたい、保護者会という席上もそうですし、可

能であれば個別の保護者の皆さんにもお会いしたい、ということを県にお伝えしたとこ

ろです。 
   それから、緊急提言にございました外部専門職の派遣、いわゆる提言の段階ではパー

ソナルオンブズパーソンという仮の言葉で出させておりましたけれども、これについて

実際にこの間、準備作業が進んでおりまして、これを早急に入れるということで伺って

おります。 
具体的には、私個人的には更生園あるいは養育園の全員に対してつけたいと思ってお

りますけれども、なかなか、いきなり全員というわけにはいきませんので、差し当たり

養育園の４名の方について早急につけるということで、人選の準備ができたということ

が、報告をされています。その４名の方のお名前を申し上げることはできませんが、い

ずれも相談支援専門員の資格を持った方であり、県内の各地域で実際に相談活動に携わ

っている方でございます。  
養育園の４名の方に差し当たりそれぞれ４名の方がつきますけれども、１名に対して

１名という形ではなく、大変な作業を伴いますので、チームを組んで、４名の方以外の

方と一緒に現地に赴き、いろいろな作業をするということもあり得ると理解しておりま

す。こういうことを前提にして、事務作業を進めているところでございます。早急に、
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おそらく現地に入られると思っております。 
   委員会の席上、これに関連して話題になりましたのは、一つは、これは何をする人な

のかということが問われました。検証委員会の中でも認識を統一するのは難しいところ

でございます。それに関連しますが、パーソナルオンブズパーソンという名称を仮でつ

けておりますけれども、その名称が適切なのかということについても話題になりました。

名称の問題だけでいくと、何を付けても、新しい制度なので、なかなかぴったりした名

称はないのですが、結論から言いますと、とりあえずは「パーソナルサポーター」とい

う名前で行こうとなりました。 
「オンブズマン」と言う名前を外したのは、県内のいろいろな方の御意見を漏れ承る

ところによると、監督をする、監視する、という意味合いがどうしてもオンブズパーソ

ンでは強まりまして、なかなか抵抗があるという御意見がございます。 
もちろんモニタリングというのは必要ですが、外部の目を入れるというのはその趣旨

が入るのですが、そこに主眼があるわけではなくて、私ども委員会の共通した認識とし

ては、なかなか御自身で御意見、自分の意見を述べることができない方の意見を組み入

れて、施設の中での適切な支援というものを作り上げていく、そういう立場の方なんだ

ということでございます。だから相談支援専門員のような方が一番近いということで、

選任しているわけでございますが、基本は御本人の声を聴く、それを施設なり社会なり

に伝えていく。そういう作業をする方々なんだということで、認識を共有させていただ

きました。 
   御本人の意見を入れるというのはどういうことかと言うと、施設の職員、あるいは御

家族の皆さん、それぞれ御本人に関わっておられるわけですから、御本人の意向という

ものをそれぞれ認識しながら動いていくわけですが、やはり施設の職員は施設の中でず

っと仕事をされていて、無意識のうちに施設の目というもので御本人を見ている。御家

族の方も、もちろんお子さんのことを考えて、ずっと心配されていると思いますが、基

本的には御家族という立場、親という立場で接しておられる。そこにはそれぞれの立場

があると思います。行政もそうです。 
そういう施設職員や、あるいは御家族の立場ではない、そこからは離れた、離れたと

いうのは喧嘩するとかそういうことではなくて、そういう立場から離れた、完全に御本

人だけのことを考えて、その意向を確認する。御本人だけのことを考えて、関係支援員

や御家族、あるいは行政の方々とあるべき支援というものを考えていく。そういうこと

ができるような人、ということで、外部から入って行く。そういう活動をする人なんだ

ということで、今日議論をしたわけでございます。 
   そういうことをお願いするということで４名の方を選任して、名前としてはとりあえ

ず「パーソナルサポーター」という形で運用させていただきます。このパーソナルサポ

ーターの方が入って行って、施設の中の状況を見て、施設の職員とはまた違う形で、御

本人はこういうことは望んでないよとか施設の職員にもアドバイスし、あるいは連絡調

整会議のようなものを開催して、可能であれば施設からよそへ移るという段取りもつけ

ていく、ということをやっていただく、ということがこれから始まるということになり

ます。  
もちろんそれは調整でございますので、アドバイス、意見は言うわけですが、施設の



中でのおかしな話とか、施設で改善すべき話と言うのは、施設の中で直に言うものでは

なくて、別途設けられます、前回「スーパービジョン委員会」と申し上げましたが、そ

ういうものを設置をして、そこで検証して、施設に対して、もちろん県にも意見を言う

体制を組みたいというふうに思っております。 
スーパービジョン委員会についてはまだ、どういう体制で作るかは詰まっておりませ

んので、差し当たりは第三者検証委員会のメンバーが今の段階ではスーパービジョン委

員会の役割を担うということになりますが、これも我々自身がどういう体制を作ってい

ったらいいか、検討していきたいと思っております。 
４名というのは、あくまで差し当たりのことですので、これは順次拡大していくとい

うふうに判断をしております。そのことは県も了解済みということになります。 
   それから、今日、時間をかなり割きましたもう一つの話題は、３月末に中間報告を出

すと申し上げておりますが、中間報告の中に盛り込む内容、どういう手順でそれを考え

るのかということについての議論をいたしました。 
   検証事項の論点というものを以前お示ししておりますが、各検証事項につきまして、

検証委員から事前にいろいろな意見が出ておりまして、それを取りまとめたものを事務

局から御報告をいただいて、それに沿って更に意見を詰めていくという作業を、やると

いうことでございます。 
ただ細かな内容は当然今日一日では議論できませんので、それを確認した上で直ちに、

ということになっておりますけれども、大きな方向として次のような内容を盛り込んで

いこうという話になっております。 
一つは、中間報告の次に来るものですね。最終報告と一応考えてはいますけれども、

実際にそれが最終報告になるか分かりませんが（場合によればそのあとも検証が続くこ

ともありうるという意味です）、これまでの作業の中でも、十分な検証活動というのは

できておりません。本格的な検証作業をやろうと思いますと、かなりの時間がかかりま

す。加えて県内での袖ヶ浦のセンターのあり方についてという、大変大きなテーマにつ

いても検証する予定でございます。こういったものについては、やはり時間がかかりま

す。時間がかかるのですが、それを待っていたのでは、現在あそこを利用している方、

それから働いている方々の見通しが立たないところがあるでしょうから、今後、次をど

うするのかということについて、ある程度の見通しを、中間の段階でつけることが必要

であろうと。未来永劫不明確なままでやるわけではないという意味です。その見通しを

立てるために、確定的ではございませんが、８月を目処につけたいと思っております。

しかしその前倒しで、できるだけ年度末に書けるところ、公表できるところは公表して

いこうということで、中間報告を位置付けていくということでございます。 
   中間報告の段階では、あまり大きなことは書けません。例えば、書けることは、どう

して虐待が行われていたのかというような分析。それからこの間、検証委員が実際に緊

急搬送された病院を訪れまして、実際に救急医療に当たった医師にお会いして、そうな

る過程について事情を伺っておりますが、病院に運ばれた段階では既に手遅れの状態で

ございまして、前日の段階から、施設の職員達は、異常にどうも気が付いていたという

ことですけれども、病院に運ぶことはなかった。救急車を呼ぶのは翌日になって、もう

病院に行ったときには既に手遅れ、心停止の状態で病院に着いたということでございま



して、病院でかなり強力なことをやって、一応心臓の鼓動は蘇生させたのですが、事実

上、脳死状態であったということでございまして、最終的な死体検案書の死亡原因は重

症敗血症と記載されておりますけれども、その敗血症の原因というものが分からないと

いけないのですし、医師はどこかに感染源があると疑ったようですが、そこを確認した

としても助からないという状態であったので、重症敗血症以外の原因は、救急病院では

確認していない、手遅れだから確認しないということだけれども、どこか感染をしてい

る、原因があるのだろうとは思っていた。そういう状態で結局お亡くなりになったわけ

ですが、病院に着いたときには既に手遅れであった。なぜそういう状態までいってしま

ったのか、なぜ受診が遅れたのかということについて、中間報告でも記載をしたいと思

っております。 
それから、２月１４日の緊急提言に基づきます外部チェック体制ですね、既に４名の

方を選任して実際に動き出すということを申し上げておりますから、中間報告ではその

趣旨を、具体的に書くことになろうかと思います。 
   センター自体をどのようにしていくのかということについては、中間報告では触れる

ことがあるかもしれませんが、確定的なことは全く触れられないと予想しております。 

指定管理を継続するのかしないのかということにつきましても、今日の段階でも申し上

げられませんけれども、その前提として、指定管理制度とはどういうものか、直営とは

どういうものか、あるべき指定管理者制度とはどういうことかについて検証し、中間報

告の中で、どれが一番いいということは書けないわけですが、列記の形で、いくつかの

やり方があることを御報告できるかと思います。 
   いくつかのやり方があるのですが、今の事業団の委託をどうするか、事業団には委託

をしないのか、指定管理を止めてしまうのかということについては、中間報告の段階で

ははっきりいたしません。しかし、センターのあり方等々につきましては、これまで選

定されていた事業団の選定とはまた趣旨が違った運営が、これから行われざるを得ない

ということになりますので、事業団の指定管理の期間はあと２年残っておりますけれど

も、可能な限り前倒しをして選定し直すという方向で、ものを考えております。 
いつの段階で選定し直すということについては、具体的なことは申し上げられません

が、８月に方針を決めてそのあとに選定を行うことになるかと思いますが、いずれにせ

よ前倒しをして選定し直すということを、中間報告で記載をするということになろうか

と思います。選定をし直すという趣旨のときに、指定管理というものを維持するのか、

それとも将来的に違う形態を取るのかということについては、まだ中間報告の段階では

記載できない、両論併記という形になろうかと思います。 
   いずれにしても、中間報告としては、こういう内容を盛り込みますということについ

て今日検討し、各委員の大きな方向として御了解いただいたということです。 
３月末に向けての様々な大きな方向づけについて御議論いただいた上で、現在、いろ

いろ動いております改革とか、前提となる知識について、検証が行われることになりま

す。しかし、我々検証委員は必ずしも、これまでの制度として指定管理と直営というも

のについて、具体的なイメージを持っておりませんので、今日、県から指定管理という

やり方と、直営というやり方、それぞれの制度のあらましと、メリット・デメリットと

いうものについて御説明がございました。その御説明を参考にしながらも、センターを



県内でどうするのかということが決まらないと、なかなかどれがいいのかという話にな

りませんので、今日は御説明を伺ったというに止まっております。 
また、とにもかくにも、現在指定管理で運営されておりますが、その間、報道にもあ

りますように平成１６年に行われた大きな改革等の検証もしなければいけませんので、

これまでの県内の袖ヶ浦をめぐる様々な政策の変更、あるいは制度の変更につきまして、

平成１４年辺りから、具体的に制度面での変遷のご説明を伺いました。 
そういう説明を受ける中で、１６年の改革については何度も申し上げておりますが、 

職員が大量に辞めたことが、やはり尾を引いているのかなと認識しております。現状は、

職員数は回復しておりますが、一時、大量に辞めた方の非常勤による補てんというもの

が、正規職員の割合も増えましたし、給与面でも水準としては低くないということは申

し上げましたけれども、やはり平均年齢が若いというところは否めない事実でございま

して、平成１６年に大量の職員がおやめになったことは、何らかの形で尾を引いている

のかな、というところが改革については議論されたところでございます。 
   その他、現在のセンターにおける診療室の位置付け、それから診療室における投薬管

理等について御説明がありました。現在、診療室が考えている案について御説明がござ

いました。これは現在の案だけしか説明されていなくて、これまでどうだったのかとい

うことについて、確認が取れておりません。 
それから職員配置、看護師の配置についても説明がございました。職員配置につきま

しては、人員的にはそんなに足りないという配置ではありませんが、看護師はこれまで

養育園には常駐していなかったということがはっきりしていますので、それは改善して

もらわないと困るということが言えるのですが、当時、なぜ常駐していなかったという

ことにつきましては、診療室のあり方も含めまして、今後検討する必要があると認識し

ております。 
 診療室があるというのは、これまでセンターの、外部的には「売り」だったところで

すが、診療室があることのメリット・デメリットを引き続き検証していくということに

なろうかと思います。 
 それから職員の数が、比較的、他の施設に比べても、十分とは言えないまでも、足り

ない・全く劣悪な配置ではないということが、数字的には出るのですが、それが実際の

支援にどうつながっていたのかということが全然見えないという指摘をしました。 
具体的には夜間は一人配置です。全体として、数字から見ればいるのだけど、夜間一

人きり、寮全体、各寮単位で、瞬間・瞬間をとってみたときに、果たして十分な支援が

行われていたかどうなのかということについては、検証の必要がある。これも単なる数

字の比較だけでなく、利用者がどういう生活をしていたかということとの兼ね合いで、

職員配置がどうだったのかということを引き続き検証する作業が必要でしょうと言わ

れているところです。 
   さらに理事会・評議員会の開催状況・議論状況についての御紹介がございましたが、

まだそれほど詳細な資料が今日の段階では出ておりませんで、理事会のチェック体制に

ついて検証したとは思っておりません。引き続き県に資料提供を呼びかけているところ

でございます。 
いくつか、センターの現状、事件が発覚した前のいろいろな状況について、引き続き



検証する必要があると思っておりますけれども、大枠として論点としてまとまったとこ

ろを、先ほど申し上げた中間報告の内容に沿って、３月末でまとめることは了承された

というところです。 
今日議論された、大きなポイントはそんなところです。 

 
（記者） 

これだけ長くかかったのは、特定のテーマで白熱したのか、何か問題があったのか。 
 
（座長） 

中間報告の論点を御紹介いただくのに、かなり時間がかかったということはあります。

一つ一つ御紹介いただくのにも相当時間がかかりますので。 
後は、旧仮称パーソナルオンブズパーソンのやることがよく分からないというところ

で、少し意見交換に時間がかかったというところ。 
それから、どこまで検証委員会が検証できるのかよく分かりませんが、検証委員会と

して検証する作業として、どこまで議論するのかと。県の資料の扱い等も含めて、我々

は独自の事務局を持たない委員会でございますので、県職員と協力してやらないといけ

ないのですが、それだけに任せていたのでは検証になりませんから、県のありようとい

うのも検証しないといけない。そういうところで、どういう検証のスタイルがいいのか

というところが議論になりました。 
そうした議論をしている最中に、電気が消え、真っ暗な中で議論をしておりました。 

 
（記者） 

指定管理者を前倒しで選定し直す方向とのことだが、今の管理者は不適切との判断か。 
 
（座長） 
   改善状況を見ながらということですが、今の選定は、今の規模で施設の運営をする、

今の位置付けとしては、重度行動障害の方々を扱う施設は千葉県内であそこだけという

前提で、運営して、選定しているわけですが、そうではないという大きな方向が出れば、

当然役割も違ってくるわけですね。そのことは今後検討していくということになります

から、検討如何によっては選定の意味が違ってきますので、選定し直すことになります。 
 
（記者） 

県内外からまた募集するのか、事業団は手を挙げられなくなるのか。 
 
（座長） 

それはまだ未確定です。事業団が今後どうなるか、どう改善されるかというところに

かかってくる。 
 

（記者） 
緊急提言の後の県の勧告をどう評価しているか。 



 
（座長） 

二つ大きな内容がありましたけれども、一つは幹部職員の交代ということで、これは

早急に手を打っておられて、理事長の辞任意向の報道もありましたし、管理職の交代に

ついても、固有名詞は出せませんが、早急に動いてくれているようです。提言を受け止

めてくださっているなと思います。 
それから外部の専門家の派遣、「パーソナルサポーター」の派遣につきましても、私

が個人的に思っている人数ほどではありませんが、早急につけるということで、動いて

くれましたので、そういう点では緊急提言の趣旨をよく理解して、動いてくれていると

思います。 
ただやはり大量の資料を、県職員も我々も、目の当たりに検証を進めておりますので、

園の状況がなかなか、今ひとつよく分からないというところがあってですね、今後、検

証作業をどう進めていくかというところで、なかなか難しいところがあるなと思ってい

ます。難しいところがあるというのは、時間的に大変なんだということですけれども。

これはもうしょうがない、やるしかない、何年かかってもやると。８月を目処にとは言

っていますが、終わらなかったらもっとやる、あいまいには終わらせない、そういう意

気込みでやります。 
 
（記者） 

保護者との面会は、いつ頃行ったのか。 
 
（事務局） 

事業団の保護者説明会に、私も途中から参加しまして、お話を伺いました。これまで

の検証委員会の資料の中で、養育園・更生園・アドバンスながうらに出席しております。 
１月２６日に養育園・更生園、２月８日にアドバンスの３回とも、検証委員会にそこ

での主な意見を提出しています。 
 
（記者） 

中間報告の内容について、「どうして虐待が起きたか」は緊急提言のときも分析して

いたが、それに加えてどういうことを書くのか。 
 
（座長） 
   対象について、あそこに書かれているのは５人の職員に、１人の方が暴行を受けてい

たことがメインですが、虐待を受けた方には、それ以外にもいらっしゃるわけですね。

そういった方の虐待がどういう形態で起きていたのか。また施設の中で負の連鎖が起き

たという、なぜそういうことになったのかということには、分析がまだ及んでいません

から。 
管理職の責任が重いと書きましたが、では管理職はなぜ管理できなかったのか、とい

うことはそれほど突っ込んで書いておりません。 
個々の具体的な虐待行為をより詳細に書くというつもりはございませんが、ああいう、



表面的には専門施設と言われているところで虐待を受けるということの背景を、もう少

し、他の施設にも参考になる形で、書いていきたいと思っています。 
   個々の職員が疲れたからとか支援が下手だったからとか、だけの話には止まらないと

思っていますので、そういったところに突っ込んでいきたい。 
 
（記者） 
   死亡までの経緯も詳しく書くのか。 
 
（座長） 

そうですね。今日、詳しく御紹介しましたけれども、前日からの話だけではなくて、

平成２２年あるいは２３年のところで状態が悪化しておりますが、それと死亡に至る経

緯、あそこに入った時の状態と、その後の状態といったものを、もう少し分析していき

たい。 
ありていに言うと、本来はあそこに入ることによって、行動障害が軽減し、地域に戻

っていく、家庭に戻って行く、あるいは他の施設に移ることが予定されている施設であ

りますけれども、結果としてそういうことが起こらず、施設の中でより悪化していった

と言ってよろしいかと思いますが、そのことについての分析が、やっぱり必要だと思い

ます。その方だけでなく、できれば他の方についても検証していきたいと思っています。 
 
（記者） 

緊急搬送された病院で医師に話を聞いたのは座長か。 
 
（座長） 

検証委員会に医師がおりますので、その医師と私と県職員と、４名で参りました。 
 

（記者） 
前日から職員は異常に気付いていたというのは、具体的にどういうことか。 

 
（座長） 
   通常の回数を超える、かなり煩瑣にと言っていいと思いますが、体温を測っているん

ですね。何かおかしかったのだろうと思いますが、職員から見ても。職員の間では議論

していたようだが、その段階で看護師に相談することもなく、診療室に相談することも

なくということでございました。 
相談をしたとしても、確定的に病院に連れていくべきだという判断ができたかどうか

は分からない、というのが医学的な判断のようですが。でも、やはり園内に看護師や常

勤医がいて、という話であるならば、何もそこに相談をしないというのも変な話だとな

ります。医学的な見地とはまた別の話です。園内における診療室や看護師の位置付けと

もつながりますし、診療室と寮、養育園の相互関係ですね、そういったところのあり方、

そういうところをより詳細に分析したい。 
我々は刑事事件の立件をするために分析をするわけではありませんし、そういう意味



で事実関係を調べているわけでもありませんので、今後、園が改善するのかしないのか、

できないのか。できないまでも、あるいは改善した場合であっても、他の施設にとって

何か参考になるようなことを引き出したいと思っていますので、そういう観点からもう

少し分析したいと思っています。 
 
（記者） 
   職員からの聴き取りで分かったのか。 
 
（座長） 
   記録に残っている。我々現場に行って、当日の園の記録を拝見しております。 
 
（記者） 
   何時ごろからか。 
 
（事務局） 
   前日（２４日）の夕食前から夜間にかけて、２度の嘔吐があった。 
 
（座長） 
   そこから検温を何回か。 
 
（事務局） 

検温は支援員がやっていましたので。 
 
（座長） 

検温はするわけだが、回数が多い。 
 
（記者） 
   指定管理を維持するかどうか、中間報告では結論を出さないのか。 
 
（座長） 

中間報告では結論を出せないですね。指定管理にするのか直営にするのかという意味

でも、あるいは将来的にセンターを残すのかどうなのかについても、両論併記なのか、

書けるかどうかもまだ分からないですが。 
一般的な施設、民間施設でこのような事件を起こしたら、確実に指定取消しというの

が、委員から何度も出ている意見です。そういう扱いができないというところが問題な

んです。 
（記者：事業団以外に運営できるところがないと）それもありますし、様々な県内の障

害者福祉の現状が反映していることなので、そこについても検証したい。その上で、改

めて８月を目処に報告したいということです。 
 



（記者） 
   袖ヶ浦福祉センターを事業団が引き続き運営していくかどうかの結論は、中間報告で

は出さないと。 
 
（座長） 
   出さない。 
 
（記者） 

事業団の新しい理事長は決まっていないのか。 
 
（事務局） 

まだ確定的なことは申し上げられません。 
 
（記者） 

中間報告までには決めるのか。 
 
（事務局） 

勧告が年度内期限ですので、年度内には。中間報告のタイミング次第で。 
 
（記者） 

中間報告は３月２４日に決定し、発表するのか。 
 
（座長） 

そこで大枠を確認して、若干文章表現の訂正が入るかもしれませんが、メールでやり

取りできる程度というところまで持って行きたい。 
 

（記者） 
次回、ほぼ中間報告はできていて、それを皆さんで承認するような形か。 

 
（座長） 

そうできればいい、そういう予定なんですが、当日どういう議論になるか、今日も時

間をかけておりますけれども、予断を許さないところがあります。 
 

（記者） 
中間報告で、「目玉」はあまり出てこないか。 

 
（座長） 

何が目玉なのか、ご指摘がよく分かりませんが、いくつかの考え方がありますよとい

うような、大きな政策問題としては出るだけで、こうしましょう、というものが中間報

告で出る感じにはならないですね。 



 
（記者） 

県の資料の扱い、県のあり方についての議論があったとのことだが、県に対してどう

いう指摘があったのか。 
 

（座長） 
いくつかありまして、我々は県の提出資料に依拠してこれまで検証を進めてきまして、

他にも医師に会いに行ったり、現場に行って生の情報を見たりということがありますが、

なまの資料全部を一括して目の前に積み上げて議論することはできませんから、まとめ

て説明してもらう形で進めておりますけれども、認識の相違がありまして、我々が欲し

い資料と、県がこれで十分と思う資料と、齟齬があります。そこで今後こういうことを

して欲しい、ああいうものを出してほしいと指摘しております。 
それから検証委員会と県との間の意見調整と言うか、連絡ですね。我々も毎日ここに

来られるわけではないものですから、にもかかわらず我々が県をモニタリングしないと

いけない。県の情報に依拠しながら県のモニタリングをしないといけないという、我々

も難しい立場になりますので、そこのところをもう少し御配慮いただきたいということ

です。 
要するに、もうちょっとコンタクトを、普通の状況から見ると相当コンタクト取って

いただいていると思いますよ。それはもう職員の皆さんからすると勘弁してくれという

ことになるのかもしれませんが、そんなことも言っていられないので、もう少し説明を、

できる範囲になりますけれども、煩瑣に、かつ丁寧にやっていただきたい。この点はこ

れ以上、具体的に申し上げることはできない。 
 
（事務局） 

先ほどの保護者との面談についてですが、事業団主催の会に私も途中から同席して、

話を聞いたのですが、そこでも約束しているのですが、全容がある程度明らかになった

段階で、県としても保護者説明会を開催しますということを言っております。 
今日も年度内の中間答申の話がありましたので、それを一つの目処として、保護者へ

の県主催の説明会ということも検討していきたい。 
 

（記者） 
中間報告が出て以降か。 

 
 （事務局） 

中間報告が出て以降になると思います。 
 
 （記者） 

亡くなった方の保護者だけでなく、全員か。 
 
 （事務局） 



まずは養育園からなのか、それも含めて検討したい。事件の検証は中間報告の柱の一

つだと思っておりますので、なぜ今回の事件が起きたのか、保護者が一番気にかけてい

るところですので、その点も県が調査し、検証が行われているものですから、県主催の

説明会をやろうと。（記者：検証委員会が出した結論を、県が説明するということか。） 
 そうです。 

 
（記者） 
  亡くなった方の保護者への個別説明は、中間報告が出てからか。 
 
（事務局） 

詳細は申し上げられないが、御遺族にはお詫びと経過の御説明に上がっておりまして、 

中間報告が出ましたら、改めて御説明に上がりたいと思います。 
 

 （記者） 
   今の段階でも継続的にやっているのか。 
 
 （事務局） 
   そうです。 
 
 （記者） 
   資料８は、養育園の診療室が「今後はこうします」という案を示してきたということ

か。先ほどの、「今後どうする」というものはあるが、「これまでどうだったか」という

ことについて説明がなされていないという指摘はこのことか。 
 
（座長） 

これまでどうだったということについて、その検証資料が欲しいということと、これ

は中身を見ていただくと分かりますけれども、要するに書類をたくさん作って一生懸命

記録を取りますよ、という内容になっているわけです。 
この施設は記録をいっぱい作るが、記録に書いてあることが実際に実現できているか

どうかが問題なので、そこの確認は、この案では分からないわけですから、もう少し、

記録が現実となるような、有体に言うと、「こんなにたくさん記録を書くの？」という

意見も出たのですが、そういう話じゃないんじゃないの、ということです。 
記録を付けるということが改善ではなく、記録というのは結果であって、管理や説明

というものが現実にきちんと行われるということ、それは職員からそういう記録が、ち

ゃんとつけたものが出てこないと、結果的には分からないですから。職員から本当に実

態を反映した記録をつけているかどうかということは、これまでの経緯で言えば定かで

はないわけですから、それを現実に確認する必要がある。看護師の配置にもよると思う

が、そういったところを、更に工夫を積み重ねていくということがないといけないので

はないか、という意見が出たところです。 
 



（記者） 
   診療室がこの案を出してきたのは、第三者検証委員会で指摘・依頼したからか。 
 
（座長） 
   前から県を通じてお願いしています。要するに、園と診療室の間のコミュニケーショ

ンが、我々が見る限り十分ではないと判断しているところがございますので、特に投薬

管理について、一元管理ができているのかいないのか、確認が取れないものですから。

「そこはきちっとしてください」ということを質問したところ、「きちっとしてます」

と言われたものですから、資料をお願いしたら、こういうものが出てきた。保護者から

も疑いの声が上がっておりましたので、それを払拭する意味でも、施設と診療室の間で

投薬管理についてきちっとした制度というかやり方というものを確認していただきた

いということです。 
 
（記者） 
   後ろについている受診記録は、例か。 
 
（座長） 
   記載例です。 
 
（記者） 
   春以降の委員会の開催頻度は。 
 
（座長） 
   ちょっと予測がつかないですね。今程度になるのか、もっと煩瑣になるのか。 
 
（記者） 
   より増える可能性もあるのか。 
 
（座長） 
   否定できないですね。そんなことやっていると、県職員も私達も、いつまで持つか、

みたいな話になるのですが、与えられた検証テーマが非常に重要かつ膨大なものですか

ら、どういう加減でどうするのかということ、それも検討課題です。 
 
 



県立施設千葉県袖ヶ浦福祉センター対応に関する主な経過について 
 

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ７ 日 
千葉県健康福祉部障害福祉課 

 
○ １１月２５日（月） 

利用者が養育園内で夕食後に呼吸困難となり救急搬送。２６日未明に搬送先医療 

機関で死亡（「敗血症による多臓器不全」と診断） 
○ 以後 

県による事業団からの聴取、事業団による内部調査、警察による捜査 
○ １２月１１日（水） 

  障害者総合支援法等に基づく立入検査実施（養育園第２寮（13 人）） 

⇒事業団役員及び養育園職員からの事情聴取における職員の自供又は証言により、

養育園第２寮の５人の職員が、死亡した利用者に対し、それぞれ暴行を行ってい

たことが確認されるとともに、当該５人の職員が、通常の支援の中で、亡くなっ

た利用者とは別に、利用者９名に対し、それぞれ暴行を行っていたことが確認され

た。 
○ １２月１８日（水）及び１９日（木） 

立入検査（養育園第３寮（17 人）及び第４寮（10 人）） 
○ １２月２５日（水）及び２６日（木） 

 立入検査（養育園第１寮（15 人）及びさくら荘（第５寮）（７人）） 

○ １２月２７日（金） 

 勧告及び行政処分（養育園に対する当座の措置） 

 ・勧告⇒虐待防止体制の整備（施設長が養育園の運営に関与しないことを含む  

[→１月１４日付で施設長解任]）、理事長等自ら支援現場に出向き利用者の

処遇について確認、サービス計画の変更や職員の配置換えを行う際の県と

の事前協議 

 ・行政処分⇒当分の間、新規利用者の受入れを停止 

○ １月８日（水）～１０日（金） 

立入検査（更生園第１（55 人）） 

○ １月１５日（水）～２３日（木） 

立入検査（更生園第２（66 人）） 

○ １月１６日（木） 

県議会健康福祉常任委員会 

○ １月１７日（金） 

第三者検証委員会（第１回：検証項目及び今後の進め方） 

○ １月２４日（金） 

勧告（更生園に対する当座の措置） 

 ⇒個別研修等実効性のある虐待防止体制の整備、事故発生時の県への報告（条例・

協定書）の遵守、暴行を行った職員及び常務理事・養育園施設長等に対する厳正

な措置[→１月３０日付で常務理事兼センター長解任]、新規利用者受入れを行う

際の人員体制を含めた県との事前協議 

参考資料３ 



○ １月２７日（月）～３１日（金） 

立入検査（アドバンスながうら《自主事業》（55 人）） 

○ １月３０日（木） 

県議会健康福祉常任委員会による現地調査 

○ １月３１日（金） 

第三者検証委員会（第２回：検証事項の論点） 

○ ２月３日（月） 

勧告（アドバンスながうらに対する当座の措置） 

 ⇒外部チェック機能の強化を含めた虐待防止体制の整備、心理的虐待や不適切な支

援も含めた事故発生時の県・理事会等への報告の遵守、職員の配置換えの際の県

との事前協議、保護者への説明及び情報提供の充実 

○ 適宜 

立入検査（～２月２５日（火）全施設完了） 

○ ２月１０日（月） 

第三者検証委員会（第３回：検証事項の論点整理、緊急提言） 

○ ２月１４日（金） 

第三者検証委員会緊急提言 

① 虐待防止体制の整備・強化（事業団幹部の刷新、職員の教育や意識改革） 

② 外部チェック体制の整備・強化 

○ ２月１９日（水） 

県議会健康福祉常任委員会 

（①、②に加え、③現場の処遇の改善） 

○ ２月２１日（金） 

勧告（千葉県社会福祉事業団に対する措置） 

 ⇒事業団幹部の刷新（外部人材の登用、理事長が事業団の運営に関与しないことを

含む[→年度末での理事長退任意向表明]）、外部講師による研修・教育の徹底や改

善意識の共有、支援内容に見合った人員配置や処遇の確保 

○ ３月３日（月） 

第三者検証委員会（第４回：外部チェック・支援体制のあり方、中間答申に向けて） 

○ ３月１１日（火） 

元養育園第２寮の５人の職員のうち１人が傷害致死事件被疑者として逮捕 

○ ３月１４日（金） 

県議会健康福祉常任委員会 

○ ３月１７日（月） 

第三者検証委員会（第５回：中間答申素案） 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

強度行動障害研究の概要 

 

志賀委員提供資料 

 

 
 
 
 
  
 

参考資料４ 



自閉症の診断の手引（案）

1978年

動く重症児対策

1960年代後半
自閉症
症例報告

1953年

医療効果を期待されない入院

1970年代前半

強度行動障害研究がスタートした背景

コペルニクス的転換（中根晃）

正確な診断や療育方針が決めれれる
医療機関の整備必要（厚生省）

重症心身障害児施設・国立療養所の重心対応

家族は保護を求め、精薄施設は受け入れを
拒否した児童の入院希望が多い（藤原豪）

P1

強度行動障害研究

1988年～

重度・最重度の知的障害の認知特性理解（自閉症の診断）1980年代中旬

1979年 学校基本法改正（養護学校義務化）
→ 児童の入院・入所数が減少する。一方、行動障害が著しい

知的障害児の施設入所が増え、これまでの対応方法が通用
しない。

→ 個別対応を中心とした新しい自閉症の療育技法の取り入れ。
当時、知的障害児の入所施設は閉鎖しようと考えていたが
学校に通えなくなった行動障害のある自閉症の人の入所希望
が急激に増えてきた（寺尾孝）

弘済学園・秩父学園（知的障害児施設）が
中心となり民間助成の研究（飯田雅子班）



強度行動障害支援の施策と全国研修実施の背景

強度行動障害研究

1988年～現在1980年代後半

強度行動障害特別処遇事業

1993年～1997年

強度行動障害特別処遇加算費

1998年～2005年

レスパイト
サービスの思想

ガイドヘルパー・
ショートステイ拡大

2003年～2005年

1998年～

施設・使用者等に
おける虐待事件

移動介護
短期入所

P2

重度障害者支援加算（Ⅱ）

2006年～

行動援護

2005年～

強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）（実践研修）
2013年～ 2014年～

障害者虐待防止法

2012年～

移動介護
短期入所
共同生活介護

（在宅サービス） （施設入所支援）

居宅
重訪

移動支援

（日中活動サービス）

2005年
福岡カリタスの家事件

強度行動障害は「強度に適応行動障害を見せる障害児（者）」の略語であり、日本知的障害者福祉協会は利用者の3％程度、
人数にして4,900人を想定していた（2004年）。しかし現在、入所施設の重度障害者支援加算（Ⅱ）の対象者は15,000人。
施策が誕生すると対象者拡大に流れる。結果、当初の中核的な対象者の支援の困難さが忘れ去られるリスクあり。
また、発達障害者支援法の前後より、知的障害がない、あるいは軽度の反社会的行動の問題もクローズアップされている。



強度行動障害研究と発生の背景？

① 重度・最重度の知的障害
② 自閉症の診断（概ね８割以上）

○ 「伝わらない」の積み重ね（周囲）
○ 「分からない」の積み重ね（本人）
○ 日常生活で他者から過剰に干渉される
○ 人や場面に対する嫌悪感・不信感が蓄積

障害特性
○ 話しことばの理解に大きな制限がある
○ 文脈や表情といった社会的な情報の理解に大
きな制限がある

○ 感覚刺激に対する過剰・過少な反応を示す
○ 話しことばに限らずコミュニケーション能力
の障害が顕著 ･･･

環境因子
○ 物理的環境をわかりやすく組織化していない
○ 個別のスケジュール方法が検討されていない
○ 一人で完了できる活動を提供できていない
○ 安心できる日課を調整していない

強度行動障害の多くは

強度行動障害 ＝ 障害特性 ☓ 環境因子

強度行動障害と年齢

P3

○ 一人で完了できる活動を提供できていない
○ 安心できる日課を調整していない
○ 代替的なコミュニケーション方法が提供でき

てない ･･･

強度行動障害と年齢

○ 多くは中学生・高校生・20歳前後の段階で強
度行動障害という状況に至る

○ 適切な支援を継続することにより、安定した
生活を送れる人は多い（比較的年齢が上がっ
ても地域生活している人は増えている）

○ 壮年・中年期でやや落ち着く傾向はあるが、
適切な支援がなければ行動特徴は継続する

○ 幼児期・学齢期前半において、感覚異常や多
動で養育上苦慮した事例がある一方、この時
期にあまり養育上の問題が表面化しない事例
も存在する

強度行動障害の年齢と人数と
生活状況のイメージ図



強度行動障害研究と支援方法

強度行動障害研究開始

有効な支援方法（入所）

① 構造化を図ることで本人に了解しやすい環境整備
② 話しことばに依存しない視覚的なコミュニケーション

方法の活用
③ 薬物療法を代表としる医療との連携
④ キーパーソンを中心に信頼を回復できる対人環境
⑤ 静穏環境を整え知覚過敏への予防
⑥ 生活のリズムを整え生理的な快適さを生み出す
⑦ 自立してできる活動を見つけ成功経験を積む

⑧ 十分な時間をかけて対応する ・・・

1988年（弘済学園・秩父学園）

2004年（弘済・おしま・旭川）

1989年 TEACCHトレセミ

2006年 行動援護従業者研修

2002年 自閉症・発達支援C
2003年 事業団在り方覚書

2006年 第１期指定管理

強度行動障害のある人に対して概ね共通した支援方法が重要
だと考えられ始めたのは比較的最近のこと。現時点でも、
この共通した支援方法を実直に実践できる組織は少ない。

P4

有効な支援方法（地域）

強度行動障害支援者養成研修

① 安定して通える日中活動
② 居住内の物理的構造化
③ 一人で過ごせる活動
④ 確固としたスケジュール
⑤ 移動手段の確保
⑥ レスパイト・サービスの活用
⑦ 同居者（家族）の心理的・専門的 ・・・

① 構造化された環境の中で（1.5）
② 医療と連携しながら（2.5）
③ リラックスできる強い刺激を避けた環境で（1.0）
④ 一貫した対応のできるチームを作り（1.5）
⑤ 自尊心を持ち一人でできる活動を増やし（1.5）
⑥ 地域で継続的に生活できる体制づくりを進める（0.5）

2012年（行動援護研修）

2013年（国研修）

2006年 行動援護従業者研修

2012年 第２期指定管理



 

養育園第２寮の保護者に対する事件の経過、パーソナルサポーター等による 

第２寮の改善に向けた取組についてのご説明の際にいただいた御意見・要望（概要） 

(H26.3.15) 

 

○今回の問題は、事件を起こした５名の個人的な資質だけではなく、抜本的な課題が

あったという報告は分かったが、今後どうなっていくのかが１番心配。支援現場の

処遇改善はどうか。 

 （⇒勧告に基づく、第２寮の人員配置の見直し、閉鎖性・居住環境の改善、虐待防

止の取組、研修の向上などの改善状況についてご説明。また年度末の改善報告書

に入るので、後日提供し改めて説明する旨回答） 

 

○会社ではコンプライアンス教育がある。年に何回か行われる。コンプライアンス教

育を受けて、問題があった時に、お互いに言い合えて、また相談できる場所があれ

ばいいと思う。 

 

○暴行した支援員が入った頃から利用者の障害の状況が悪くなったというようなこ

とが（県側からの説明を基に）報道されていたが、そう単純な問題ではないと思う。

県から説明する際には慎重な配慮をして欲しい。 

 

○平成１９年（など）過去の虐待が公表されているが、自分の子が被害にあっていな

いか報告をいただきたい。 

（⇒個別に報告していると思うが、改めて確認の上、報告されてないものがあれば、

保護者に個別に報告する旨回答） 

 

○（第２寮にも、）女性支援員がいるだけで雰囲気が違うし、若い支援員は女性支援

員に相談できることもあると思う。男子寮に女性支援員がある役割を持っているの

は必要だと思うので検討して欲しい。 

（⇒男性支援員だけでない女性の目を入れることを検討する旨回答） 

 

○最終的に、勧告などを受けて、お世話になっている福祉センターでの対応について、

報告をもらう際、例えば現行こうだったのをこのように改善したという表し方につ

いても配慮してほしい。 

（⇒改善報告の際、そのようにしたい旨回答） 

 

○（平成１８年度の）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にお

いて、人件費の問題もあったと思うので、今回きちんと改善に反映されることを 

期待している。 

参考資料５ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会福祉事業団 

理事会・評議員会資料 

（H20～H25） 
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（平成２０年から平成２５年度まで）

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
毎年度
（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
毎年度
（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

毎年度
（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）

毎年度
24年8月22日
23年8月22日
22年11月4日

県が現地にて、事業団か
らヒアリングを行う。
※２０、２１年度は書面に
て確認。

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７

監査指導

毎年度
24年8月28日
23年6月21日
22年6月17日
21年6月18日
20年7月7日

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）

指定管理中
間年に実施
25年9月12日

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


