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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

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
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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

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
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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

ます。 
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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

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。 
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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。 
 

【質疑応答】 
（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。 
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（座長） 
   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。 
 


