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座長記者会見（第 2 回委員会終了後） 概要 
 

平成 26 年 1 月 31 日 

（座長） 
 前回に引き続き、大変遅くまでお待たせしました。 
今日は第 2 回ということで、第 1 回委員会の後の、いろいろな新聞等の報道の動き、

それから既に報道されておりますが、県が立ち入りをして、追加勧告等をしております

のでその内容、これが紹介され、そういったものの様々な資料を用いまして、虐待が行

われた経緯、その背景について委員の皆様から質疑応答をいただいた、ということがま

ず一点目の話題ということになります。 
二点目として、今後の方針について、委員会の中での検証の作業リストのようなもの

を作成いたしまして、これを委員の皆様に御覧いただいて、今後どうするかという話し

をさせていただいたということです。概ね作業リストの内容が承認されましたがいくつ

か追加の御意見が出たところです。これは後で申し上げます。 
 事務局の方からの説明、つまり虐待に関するこれまでの動き、第 1 回目から今日に至

るまでの動きについて県から説明を受けたものをいくつか紹介しますと、まず事業団と

いう組織の給与水準が、平成１６年に指定管理制度が入れられて、随分給与が下がって

ですね、職員の意識も低くなったという報道があることは、私も承知しておりますが、

この間の経年の平均給与額のリスト、それから入所している方の数と職員数、といった

ものの経年のリストをお示しいただいて、民間と比べてそれほど低いわけではないとい

う説明を受けました。前回の委員会でもでた意見ですが、他の入所施設と比べても、比

較的職員の数は多い。数字だけの話ですが、そういうところがあるということなので、

一般に言われている、指定管理に伴って給与水準が下がったことが問題だというのは、

少なくとも数字だけのことでいうと、言えないのではないか、という説明がありまして、

これについては特に委員から疑義は出ませんでした。 
 もう一つは、立入調査を現在、県でもやっていますし、県議会でもやったようですし、

児童相談所の方々も、あるいは市町村の方々が、現地に行かれて、利用者の方々の状況

を確認しているという結果報告がありました。 
その中で、これまでいろいろな虐待案件が通報され、あるいは報告書が上がっていて

も、理事長まで届かない、常務理事まで届かないということが報道されているわけです

が、現状においては、利用者の方々は安定しているということになっております。前回

もそういう報告があって、報告だけでいうとそうなのでしょうが、我々はまだ現地に行

ってないので、現地に行っていろいろなことを見させてもらうことが必要なのかなと思

っています。 
 事故報告書や、様々な書類が上（県）に上がっていない、理事長が知らない、あるい

は常務理事が知らないということについて、「隠ぺいとまでは言えない」という県の評

価になっております。これもいろいろな資料に基づいて説明されたわけですが、確かに

隠ぺいという言葉の定義にもよるのだと思いますが、意図的に隠したことはうかがえな

いということになるのかもしれません。しかし、今日、委員会の中でお示しいただいた

資料を見ておりますと、報道にも出ていますが、虐待行為を過去に行った職員を諭旨免
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職している。それは理事長や常務理事が当然関わっているわけで、その虐待行為につい

ては事故報告書がちゃんと上がっている。それを県に報告したことについては、報告し

たものだと思い込んでいた、ということになっていますが、諭旨免職までしようかとい

う職員の資料を、諭旨免職する会議において、どういう扱いになっているかということ

を、理事長・常務理事が分からないとか、見ていないというのは、ちょっと不自然なと

ころがありまして、加えて事故報告書の現物も見ましたが、組織の中でいろいろな人が

その報告書を見るというようなスタイルにそもそもなっていないという、フォーマット

上、いろいろな管理者の印鑑を押すところがなく欄外に任意の場所に押印があったりな

かったり、というようなことがありまして、事故報告なるものの扱いというものが、非

常に杜撰であることが言えるかと思います。このような管理体制が放置されていたこと

は、隠ぺいしたとまでは言えないまでも、そういうものをチェックしようとする意図が

そもそも管理責任者の方になかったのではないか、組織上、そういうものをきちんとチ

ェックしていて、出たら出たで必ずどのような対応をするのか、その後どうなったんだ

ということを誰かがチェックするという、組織内のそういうチェック体制を現実に作ろ

うという意図は、少なくともなかったのだろうと言えるのではないか、と我々の方から

県に指摘させていただいたところです。引き続き、いろいろな記録を見ながら検討をし

ていきたいと思いますが、今日の段階では、「隠ぺいがなかったからいい」という話で

はない、という指摘が委員からありました。 
 それから、今後の検証事項については、概ね了解をされているわけですが、施設内に

医療職、診療室というところがありますが、そこが利用者の方々の健康状態について十

分把握をしていないことの検証が必要だという意見がでました。診療室は、あまり使わ

れていないということがそもそもあるのですけれども、そうは言っても医療の専門職は

いるわけで、常勤の看護師もいますし、そういう方々が施設の利用者の健康状態をチェ

ックできないというのは、看護師個人の問題ではなく、組織内における医療職の扱いと

いうものがなにかおかしいのはないかという指摘がありました。どこの施設でも、看護

職がチェックできる体制になっているのが普通であって、それがここではチェックでき

ていないというのは、何か足りないところがあるのではないかという指摘でありまして、

それを検証したいということで、検証項目の中に追加として入ってくるというのが一つ

あります。 
 それから、施設の中で、家族の相談を受ける体制が現にあるのかないのか。ないとし

て、今後どうするのかということも指摘されました。家族支援というのは非常に重要な

問題で、センターの位置づけにも関わりますが、この施設に入ってしまったら、もはや

帰るところがない、というのはおかしいわけで、帰るところを作るためには家族の支援

というのは非常に重要ですから、ご家族から何か相談があった、あるいはご家族をどう

やって支援していくのかというのは、現状どうなっているかということも重要ですし、

これからどうするのかということも重要である。こういった指摘がありました。 
 それから、今の虐待の事故報告が来たときのチェック体制にも関わりますが、現実、

こういう事件が起きたということが、ここ数年の間、外部の人に分からなかったという

ことも検証する必要があると指摘されました。具体的に言いますと、いろいろな外部委

員会がありまして、入退所委員会ですとか、選定委員会、第三者評価委員会、いろいろ
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外部の有識者の委員会が組織されては検証しているわけですが、その委員会のチェック

の中で、こういった虐待行為が行われているということが分からない、気が付かないわ

けです。外部評価のチェックのあり方、これがやはり甘いのではないか、あるいは問題

なのではないか。これを検証する必要がある、という指摘が委員の中から出てきていま

す。 
 外部評価ももちろん検討しないといけないのですが、隠ぺい云々の問題とも絡みます

が、内部的にも通報というもののシステムが十分機能していないことも指摘されました。

たとえばヒヤリハットという事例を集めて、ヒヤリハット委員会というものを作ったり、

あるいは虐待防止委員会というものを作ったりして、内部的には、記録上もしくは書類

上は様々な検討がされているということになっているのですが、そういうところに、今

回問題になったような虐待案件は、報告されないし、記録にも出てこない。つまり記録

を見ていても、あるいは内部のいろいろなチェックシステムを見ていても、虐待防止に

ほとんど役立っていない。それが 1 回目もだいたいそうじゃないかなと思っていました

が、今日の資料を見て、ますますそういうことなのかなという思いを、委員の中では共

有しております。 
ありていに言いますと、通報にしても、虐待防止の研修にしても、内部の組織的なも

のだけで、虐待防止ができる、適切な療育支援が行われる、という環境には、現行のシ

ステムではならない、限界がある、こういう意見が委員の中から出ました。今後、セン

ターのあり方を考えていく上で、外部のチェックがどこまで入るのかということです。

外部のチェックにどういうものがあるのかと言われれば、今日の委員会の中では具体的

には出ておりませんが、よく言われるのはオンブズマンというような、そういうものを

今後検討していく必要があるのではないか、という指摘が委員の中から出ています。 
あるいは、虐待というのはなかなか判断・評価が難しいところがありますが、虐待ま

で至らない不適切な支援というものが、その背後にはあります。適切な支援とは何かと

いうことが分からないと、不適切な支援も分からないわけで、しかし、行動障害の方々

への適切な支援とは何だろうかというのはなかなか難しいわけで、支援のありようにつ

いて、個々具体的な一人の人間に対する支援のありようを、どうやって考えていくのか

ということについての、専門職の関与を得て検討していく必要があるという意見がでま

した。これは、施設の中だけで考えていても足りない。戻るところも含めて、社会全体

で、あるいは地域との連携を深めながら支援のありようを考えなければいけないわけで

すが、支援のありよう、支援のあり方、支援とは何かという問題を、施設の中だけに任

せておかない、外部から人が入って一緒に検討していく。そういうことが必要なのでは

ないかということが、検討課題の中で、委員の中から付け加えられた事項として御紹介

できる話かなと思います。 
今日の段階でなお分からなかったのは、お亡くなりになった方の死亡に至る経過です。

これは、実は明確な根拠をもって私ども認識をしておりません。資料上の制約がござい

まして、検死をした医師の名前も知りませんので、調査は難しいのですが、報道の皆様

の方がよく御存じのようで、最後に新聞報道でこういう死因だということがコピーして

配られましたけれども、これも引き続き、県として資料を集めて、死亡に至る経過をき

ちんと検証していきたいと思っています。刑事手続きの動きも絡みますので、非常に微



4 
 

妙な問題があるのですが、どれくらいの期間の幅で、御本人が必要な支援を受けられな

かったのか、委員の中には医者もいらっしゃいますので、なお検証したいと、今日の段

階でも指摘がありまして、引き続き検討していくということになっています。 
最後に次回までに各委員、日程調整をしながら現場に行くなり、膨大な記録がありま

すので、それをここに来るなりして見ていくという作業手順が確認されたところです。 

【質疑応答】 
（記者） 

診療室があまり使われていないとは、どういう状況か。 
 
（座長） 

行くときはあるのでしょうが、けがをしたとか、いろいろあるときに、あまり行った

という記録がない。常時、日常的な健康状態についてもチェックが十分に行われていな

い、ということがあるようなので、これはどうしてなのか検証したいという御意見です。

これは施設の専門職の方からそういう意見が出ました。 
 
（記者） 

亡くなった方が死亡に至る経緯にも、診療室の機能不全が関わっているということか。 
 
（座長） 

診療室としては、日頃の体調としては、全く異変を感じていないというデータがあり

ますので、内部的には、どうして死んだのか原因が分からないという話です。しかしお

腹の中に穴が開いているのかどうか、我々は確認できませんが、いろいろな経緯をもっ

て死に至ったわけで、それが突然のことなのか、１か月のことなのか２か月のことなの

か、なお検証しないといけないですね。もしそれが一日や二日の話ではなくて、一ヶ月

とか二ヶ月とかいうことになるならば、当然診療室に連れて行くとか行かないとか、そ

ういう話が出てこないといけないのだが、そういう話がないわけです。それは何だろう

ねと、死亡に至る経緯も含めて、検証しないといけない。 
 
（記者） 

怪我をしたりしたときに、診療室に行った記録がないということか。 
 
（座長） 

全くないわけではない。ありますが、あまり多くない、日常的なものがあまりない。 
 

（記者） 
事業団には医師は何人、職員にいるのか。 

 
（座長） 

（精神科が専門の診療室長のほかは）常駐の人はいないが、（他科で）非常勤の人が

何人かいる。今日は数までは確認できていません。今日、特に問題になったのは、常勤
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の看護師さんはいらっしゃいますので、どこの施設でも常勤の看護師さんがだいたい把

握している。ところが看護師さんですら、なかなか把握できない体制になっているとい

うような話が出てきたので、それは何だろうという話になりました。これは今後の確認

が必要です。（記者：把握できない体制とは。）（記録を見る限り、）日常的な健康管理、

データが取られていないということ。（記者：例えば。）体重とか。 
 
（記者） 

定期健診みたいなものが行われていないということか。 
 

（事務局） 
   定期健診はやっています。 
 
（記者） 

定期健診はやっているけれども、もっと短いスパンで、日常的に健康を短期間で管理

するような体制はなかったということか。 
 
（座長） 

健康に関して、具体的には、薬の投薬管理というものが、診療室の方で、必ずしも全

体としてチェックできていない。施設に詳しい委員から見ると、よく分からないという

ことなので、薬の投薬管理とか健康管理とかについて、診療室、看護職がいるわけだか

ら、その人がどういう役割になっていたのか知りたいわけです。（記者：投薬するけれ

ども、飲んだかどうか確認していないということか。）診療室まで行って飲むという話

ではなくて、日常生活している場所で、朝とか飲むものもある、そういうものについて

把握できていないようです。 
これがどういう意味を持った検証作業になるのか、今日はまだはっきりしていないが、

他の施設と比べてちょっと看護職のありようが違うね、という話でした。 
 
（記者） 

怪我したときに行った記録がないというのは、逆にけがをしたらどうしているのか。 
 
（事務局） 

風邪をひいたり、事故があったりしたら受診しているが、亡くなった方に関しては、

11 月に亡くなる前にも暴行はあったわけですが、その辺りで何らかの受診をしていたと

いう記録がないということで。実際には受診していたかもしれませんが、記録の不備な

のか、そこまではまだ確認できていない。問題なのは、受診をさせる基準がなく、個々

の支援員、ときにリーダーに相談することはありますが、明確な基準がないというとこ

ろが、場合によっては受診の遅れにつながったのではないか、ということ。 
 
（記者） 

亡くなった少年が暴行を受けていたとされる期間に、診療室を受診した記録が見つか
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っていないということか。 
 
（事務局） 

様子観察をする、支援員が様子を見るという記録は何件かあるのですが、その際に受

診をさせるべきだったかどうか、そもそも受診の基準がなく、検証もできない状況です。 
 
（座長） 

投薬管理もそうだし、体調の変化もそうだが、診療室に来たから何か対応するという

のはもちろんそうですが、診療室に来なくても、健康管理とか、状態の変化というのは、

看護師が施設全体を見ているという前提では、来ていなくても気付くのが普通だが、ど

うもそうではなかったようだということがあります。施設の中の医療職のありようとし

ては、医療職個人の問題だというのではなく、医療職の使い方としては、変わっている、

検証が必要だという話になった。 
 
（記者） 
   診察記録がなかったということか。 
 
（座長） 
   （支援員の記録上は）来ていないのだからない（ということになる）。 
 
（記者） 

検証事項の論点の素案、これにいくらか加わるということか。 
 
（座長） 

そうですね。修正・追加が入るということです。でも大枠はこれで行きましょうとな

りました。 
 
（記者） 

修正・追加されたリスト、「素案」が取れた資料は後でいただけるか。 
 
（座長） 

また出てくると思います。 
 

（記者） 
「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」という項目は、具体的に

はどういうところを検証していくか。 
 
（座長） 

外部チェックもそうですし、選定委員会や第三者評価委員会は県が設置してやってい

るわけですが、これが機能していなかったということと、日常的なチェックですね。行
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って書類を見るだけという話なのか、現状どういうチェックが行われていたのかという

ことも含めて検証していく。それで虐待が防げなかったということであるなら、改善し

ないといけない、そういう話です。 
 
（記者） 

理事長も代々ずっと県 OB が来ている。再就職は、建て前で言えば「事業団から求め

られたから」というのが一般的だが、初代からずっと県の幹部がトップに来ていて、今

の近藤理事長も元県の職員で、現場をよく知らなかったと。県の幹部がトップで、何も

管理できていなかったという点があると思うが、県の人材の送りこみ方も検証対象にな

るか。 
 
（座長） 
  それも検証対象になります。 
 
（記者） 

過去に暴行した職員が常務理事になったという問題も、一義的には事業団の内部人事

だが、県も把握しながら放置していた、この点も検証対象になるか。 
 

（座長） 
報道に出ていた常務理事の話ですね。昔暴行を働いていて、それが何年か後に発覚し

て、その人が結局常務理事になったという、そのことについて問題ではないかという話

かと思います。これは、その人が常務理事になったということが問題というより、それ

は一旦処分しているわけで、それはそれで、虐待行為そのものについての処分としては、

一旦ピリオドが打たれているという話ではあると認識しています。だから一度虐待行為

をした人は、二度と使えない、全くもう一生涯だめだ、みたいな話はちょっとどうかな、

と私は思っています。 
しかしそういう人を選ぶ・選ばないというのは、それを前提とした判断ですから、そ

ういう人が常務理事になっていくときには、その人が個人として反省をした上で、自分

が過去、そういうことをやって常務理事になったんだったら、もう二度とそういうこと

はさせないという、逆に虐待防止に熱心に走るという、あるいは熱心に努力するという

ことを本人は考えないとだめだし、そういうことの前歴がある人が常務理事になるとい

うことを前提に管理を任せるのであれば、管理をしている人も、チェックというのは、

より重厚にやらないといけないですね。過去に暴行したかどうかが問題なのではなく、

そういう人を常務理事にしたというときの現在のチェックの仕方、それから現在のその

人の虐待防止に対するあり方、管理責任の履行の仕方、こういったものが問題だと思っ

ています。 
 

（記者） 
保護者やその他にも聴き取りが必要だとのことだったが、範囲は広がるか。 
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（座長） 
まだ調整中ですが、今日も委員の中から、特に家族の方に会うべきだという意見は出

ましたので、それは実施されるのですが、今日の段階では、いつ、どんな形でやるかと

いうのは、具体的には詰められなかったところです。ただ実施はします。 
 
（記者） 

指定管理の件について、数字上では問題ないということだったが、新聞社に寄せられ

た内部告発では、非正規が増えて、同じ職員でも待遇に差があり、研修も非常勤には受

けさせていなかったことは事業団も認めている。そういう点も踏まえた上で、指定管理

に問題ないというような、何も意見はなかったのか。 
 
（座長） 

指定管理そのものまでは、今日はそのような議論はしていない。給与水準がどうであ

ったか、職員数の配置がどうであったかということだけであって、研修体制がどうであ

ったかはまた別問題として残されています。特に問題となった養育園の担当職員５人と

いうのは、比較的若い、経験の浅い人達が入っていたということは報告されているとお

りですので、内部の職員配置のあり方だとか、職員相互の間の虐待についての認識と、

相互チェックというものがどうであったかは、また別問題です。それが指定管理のせい

なのかそうでないのかは、また今後検証されていくべきことだが、今日の段階ではそれ

がどうだという話には至っていない。 
 
（記者） 
  指定管理についてのあり方はどうか、問題点はどうか、というのは今後か。 
 
（座長） 
  そうです。おっしゃるとおりです。 
 
（記者） 
   一点、先ほどの受診記録がない、ということまでは、診療室の診療記録を確認したわ

けではないので、まだ言い切れない。養育園も班ごとに班日誌があり、支援員が記録し

ている。利用者にどう対応したか、支援したか、受診させたか、といった支援員の記録

の中に、少なくとも受診をさせたという記録がほとんどないということ、そこまでは確

認した。 
 
（記者） 
   ひょっとしたら診療室にあるのかもしれないと。そこは今後調べるのか。 
 
（事務局） 
   そこは確認します。 
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（記者） 
   指定管理のところで、給与と職員数が民間に比べてそんなに悪くないという話がある

一方で、論点の中で「人員配置に問題がなかったか」という検証が今後必要だというこ

とになっているのは、齟齬はないか。 
 
（座長） 
   人数的には、他の入所系の施設と比べて、それほど少ないという話ではないんですね。

ところが支援記録を見ると、必ずしも個別の人に対応した形の支援記録が、十分検討さ

れた上で記載されているという話でもなさそうなので、これだけの人数でなぜこういう

支援なのか、という、逆に疑問なんですね。それは管理体制なのか、それとも組織全体

の雰囲気の問題なのか、よく分かりませんが、もっともっとうまくできるはずだったの

ではないか、というところを検証したいということです。 
   それがすぐ指定管理の問題だと言われると困るのですが、袖ヶ浦だけの問題なのか、 

指定管理ということで、そういった組織の中のいろいろなものがどんどん変わってしま

ったのか、そうではなくて千葉県全体の福祉のありよう、特に行動障害の方々の支援の

ありようについての千葉県全体の福祉職員の体制の問題まで及んだ話なのか、というと

ころを検討していきたい、ということですね。 
 
（記者） 
   行動障害に関しても、数だけで言ったら十分ということか。 
 
（座長） 
   十分かどうかまでは分からないが、全く足りない、他の施設と比べて全然足りないと

いう話ではなかったはずなんです。常時一人配置とか二人配置とか、やろうと思ったら

可能だったと思いますが、支援記録を見てもそういう感じではないので、一体何が行わ

れていたのか、職員の配置とか支援について何が行われていたのか、これから、それこ

そ支援記録を見ながら検証していくという作業になると思います。 
 
（記者） 
   他の施設に比べて十分だったとの話だが、他の施設とどれくらい比較できるのか。 

指定管理になったときに各施設から重い人を集めたという証言もある。 
 
（座長） 
   今、各都道府県のデータを集めてもらっています。どの都道府県にも行動障害の方が

いらっしゃるわけで、それが事業団の形態を取っているところもそうでないところもあ

りますし、民間施設でやっているところもありますから、それぞれどんなことをやって

いるのか、私の個人的な思いだけでなく、もう少し客観的データを集めてもらって、ど

うなっているのか検証する予定です。 


