川崎市議会 会議録・記録

平成31年(2019年)川崎 市議会予 算審 査特別委員会 記録
○織田勝久委 員

(抜粋)

第 ４日（３ 月７ 日） 未定稿

私は 、医療的ケ ア支 援事業につい て、廃棄 物収集運搬 業務 委託について 、

鷺沼駅周辺再 編整備事 業に関連 して 、社会福祉法 人同愛会 の障害者 施設 運営について 、そ
れぞれ一問一 答で質問 させてい ただ きます。
まず、医療 的ケア支 援事業に つい て伺います。 平成30年 度に事業 の拡 大がなされ、 訪問
看護ステーシ ョンによ る対応が 困難 な場合に、学 校に非常 勤看護介 助員 を配置するよ うに
なりました。 児童生徒 が登校し てか ら下校するま で、看護 介助員と して 非常勤看護師 を常
駐させ、医療 的ケアを 実施する こと ができるよう になった わけであ りま す。平成30年 度に
は２人の児童 が対象で したが、 看護 介助員のうち の１人は 年度途中 で交 代し、もう１ 人は
年度中で退任 する意向 を示して いる と仄聞すると ころです 。現在求 人を 行っていると のこ
とですが、１ 年間事業 を行った 上で の運用上の課 題の認識 とその改 善に ついて伺いま す。
さらに、現在 求人中の 任用条件に どの ような改善点 が反映さ れたのか、教育 長に伺います 。
○渡邊直美教 育長

医 療的ケア 支援 事業について の御質問 でござい ます が、運用上の 課題

といたしまし ては、勤 務を始め てか ら、当初想定 していた 任用条件 と勤 務時間や休憩 時間
などが勤務の 実態と合 わないと いう ことが明らか になって まいりま した ので、学校の 日課
表に合わせた 勤務の割 り振り表 を提 示し、勤務条 件を明確 にしたと ころ でございます 。ま
た、次年度か ら看護介 助員の休 憩時 間を確保する ために、 訪問看護 ステ ーションから 看護
師を派遣でき るよう調 整を図っ てお ります。今後 、看護介 助員の勤 務条 件や医療的ケ アに
関する疑問や 不安に対 しまして は、 主治医などか ら情報収 集をする など して、教育委 員会
事務局の医療 的ケア看 護支援員 が適 切に対応して まいりま す。以上 でご ざいます。
○織田勝久委 員

次に 、看護介 助員 が任用できな ければ、 また保護 者が 学校に常駐し なく

てはならなく なるわけ です。任 用の 見通しについ て、さら に、万が 一４ 月の新学期に 任用
が間に合わな かった場 合を想定 して の対応につい て教育長 に伺いま す。
○渡邊直美教 育長

４ 月からの 任用 についての御 質問でご ざいます が、 平成31年４月 の任

用の見通しに つきまし ては、ハ ロー ワーク等で募 集を行っ ておりま すが 、現段階では 応募
がないところ でござい ます。引 き続 き募集を行い つつ、こ のような 状況 が続く場合に は、
訪問看護ステ ーション と調整を 図り 、その看護師 が可能な 限り医療 的ケ アを必要とす る時
間帯に学校を 訪問し、 ケアを実 施す る体制を整え てまいり たいと考 えて いるところで ござ
います。以上 でござい ます。
○織田勝久委 員

いず れにして も、 今答弁いただ きました ように、 ケア を実施する体 制を

整えていただ きたいと 。これはや はり 訪問看護ステ ーション を活用さ れる のがいいのか な、
そんな気もあ りますの で、ぜひ これ からまたしっ かりと対 応をお願 いし たいと思いま す。
次に参りま す。廃棄 物収集運 搬業 務委託につい て、本市 は資源物 等収 集運搬業務委 託の
参加資格に緑 ナンバー を要件と して いないわけで あります 。まず、 緑ナ ンバーと白ナ ンバ
ーの取得条件 の違いに ついて伺 って おきます。ま た、ナンバ ーの種類 によ り、自動車事 故、
特に重大事故 発生時の 対応につ いて どのような要 件が義務 づけられ てい るのか伺いま す。
次に、近隣の 自治体で 緑ナンバ ーを 要件としてい る例はあ るのか伺 いま す。さらに、 収集
運搬行為のみ を行う事 業者は、 緑ナ ンバーを取得 すること が当然と 思い ますけれども 、白
ナンバーでも よいとす る、その 根拠 について環境 局長に伺 います。
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資源物等 収集 運搬業務委託 について の御質問 でご ざいますが、 初め

に、緑ナンバ ーと白ナ ンバーの 取得 条件の違いに ついてで ございま すが 、国土交通省 の資
料によります と、緑ナ ンバーは 、貨 物自動車運送 事業の許 可を有し てい る車両となっ てお
りまして、許 可に当た っては運 行管 理者資格や５ 台以上の 保有車両 台数 、事務所及び 休憩
所の確保など の条件が 必要とな って おります。一 方、白ナ ンバーは 、一 般の自家用車 両と
同様、貨物自 動車運送 事業の許 可は 不要となって おります 。次に、 ナン バーの種類に よる
重大事故発生 時の対応 について でご ざいますが、 緑ナンバ ーの車両 につ いては、関係 法令
で定める重大 事故発生 後30日以 内に 所管の運輸支 局への報 告が義務 づけ られておりま すが、
白ナンバーの 車両につ いては、 定め はございませ ん。次に 、緑ナン バー を委託の要件 とし
ている自治体 について でござい ます が、近隣の自 治体を調 査いたし まし たところ、稲 城市
では委託業務 の要件と しており 、横 浜市では平成 30年５月31日まで 、一 部の委託業務 にお
いて要件とし ておりま したが、 現在 は要件として おりませ ん。また 、世 田谷区、大田 区で
は、要件とは しており ませんが 、実 態として緑ナ ンバーの 事業者が 受託 しております 。な
お、狛江市に つきまし ては要件 とし ておりません 。次に、 ナンバー の種 類を要件とし てい
ない根拠につ いてでご ざいます が、 廃棄物処理法 では市町 村が一般 廃棄 物の収集運搬 を委
託する場合の 基準を定 めており ます が、ナンバー の種類に ついて規 定は ないことから 、必
ずしも要件と されてい ないと解 され るものでござ います。 以上でご ざい ます。
○織田勝久委 員

ただ いま御答 弁い ただきました けれども 、世田谷 区、 大田区、稲城 市で

は、実質的に は緑ナン バーを使 って いるというこ と、それ から横浜 市も 、今は白ナン バー
になりました けれども 、いろい ろ仄 聞すると、川 崎が白で もいいか ら横 浜も白にした 、そ
んな話も聞こ えてくる わけです 。そ れで、物を運 ぶのだか ら緑ナン バー を使うのが大 前提
だと私は思い ます。た だ、国土 交通 省のほうは、 もちろん 緑ナンバ ーの 指導はします けれ
ども、今答弁 いただい た廃棄物 処理 法で、厚生労 働省のほ うはどっ ちで もいいよとい うこ
とだから、白 にしてい るという のが 慣例と理解を している わけであ りま す。
それで、デ ィスプレ ーをお願 いし ます。細かい ですね。 白ナンバ ーと 緑ナンバーの 比較
をしたのです が、早い 話が、右 のほ うが白ナンバ ーであり ますが、 結局 、取得条件も 罰則
も何もないわ けですね 。緑ナン バー のほうになり ますと、 まずとに かく 運輸局の法令 試験
の合格という ものが必 要になり ます し、また、運 行管理者 の資格と いう ものがあるわ けで
す。その運行 管理者が 、今働き 方で 大きく問題に なってお ります運 転手 の労働条件と いう
ものを確認し たり、ま た事前点 呼と いうものを行 う。いわ ゆる酒気 帯び 運転がない等 は、
しっかりとそ こでチェ ックがで きる わけですよね 。あとも う一つ、 社会 保険、労働保 険の
加入というも のも当然 義務づけ られ ますし、さら に無許可 営業の場 合は 罰則、そうい うこ
ともあるとい うことで す。当然 、事 故などを起こ したとき にも、対 人賠 償額無制限の 任意
保険に入ると いうこと が義務づ けら れている、そ のような ことがあ るわ けであります 。
そのような 状況があ るわけで あり ますが、昨年 の11月か ら本年１ 月に かけて、白ナ ンバ
ーの事業者が 、本市の 収集運搬 業の 許可が切れた まま、無 許可の状 態で 市の缶、ペッ トの
収集委託業務 を行うと いう想定 外の 事案が発生し たわけで す。無許 可の 状態でなぜ業 務委
託を続行させ たのか、 また、当 該事 業者が惹起し た事案に ついて、 企業 コンプライア ンス
などの課題は なかった のか、原 因を どのように調 査、認識 したのか 、ま ず本市の対応 を伺
います。さら に、無許 可の状態 で業 務を可能とす る現行の 法令の運 用に 課題はないの か、
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改善方を含め 見解を伺 います。
○大澤太郎環 境局長

資源物等 収集 運搬業務委託 について の御質問 でご ざいますが、 初め

に、資源物等 収集運搬 業務委託 の継 続についてで ございま すが、廃 棄物 処理法の委託 基準
では、一般廃 棄物の収 集運搬業 の許 可について規 定がない こと、ま た、 本市の委託契 約約
款の解除権の 行使事由 にも当た らな いことから、 業務を継 続させた もの でございます 。ま
た、当該事業 者のコン プライア ンス についてでご ざいます が、許可 が失 効した状態に あっ
た昨年11月か ら12月ま での間に 一般 廃棄物の収集 運搬は行 っていな いこ とを確認して おり
ます。次に、許可失効の 原因につ いて でございます が、当該 事業者にヒ アリ ングを実施し 、
申請手続を失 念したこ とを確認 して おります。ま た、本市 が許可失 効を 認識した状況 でご
ざいますが、 前月の許 可失効事 業者 の確認作業を 行ってい た際に判 明し たものでござ いま
して、当該事 業者から の新たな許 可申 請を受理し、改めて許 可を行った もの でございます 。
次に、現行法 令の運用 について でご ざいますが、 一般廃棄 物を業と して 収集運搬する 場合
には、一般廃 棄物の収 集運搬業 の許 可が必要とな りますが 、市町村 が一 般廃棄物の収 集運
搬を委託する 場合には 、一般廃 棄物 の収集運搬業 の許可に ついての 規定 はございませ ん。
今後の対応に ついてで ございま すが 、資源物等収 集運搬業 務委託の 期間 中に許可を失 効す
るという事態 は想定し ておりま せん でしたので、 入札参加 資格の厳 格な 見直しの検討 を行
ってまいりま す。また 、委託契 約約 款については 、契約が 解除とな った 場合の市民へ の影
響等を踏まえ 、慎重に 検討を行 って まいりたいと 存じます 。以上で ござ います。
○織田勝久委 員

簡単 に言いま すと 、ごみを運ぶ ときには 、いわゆ る収 集運搬業の許 可が

必要になる。 ただし、 市の業務 委託 であれば、そ の許可が なくても いい と解釈できる とい
うことなんで すよね。 これは、 悪い けれども、法 令の欠陥 ではない です か。だって許 可を
持っていない 事業者が 普通にご みを 運ぶことはで きないの に、市の 業務 委託だったら 運べ
るなんていう 話はおか しいわけ で、 しかも、それ について は、想定 はな かったという こと
を言っている わけでし ょう。川 崎市 は政令市なの だから、 そういう 問題 意識があれば 、そ
れこそ主管課 長会議な んかでし っか り問題意識を 上げて、 政令をし っか り変えるよう に取
り組まなけれ ばいけな いと僕は 思い ますよ。廃棄 物行政の 根幹にか かわ る問題だと思 いま
すので、しっ かり対応 をお願い した いと思います 。今回、 入札参加 資格 の厳格な見直 しと
いうことの答 弁をいた だきまし たの で、その推移 について はしっか り見 ていきたいと 思い
ます。
それで、法 令遵守や 企業ガバ ナン スの視点、さ らには従 業員の労 働環 境の向上の視 点な
どから、資源 物等収集 運搬業務 委託 の参加資格に 緑ナンバ ーを義務 づけ るべきだと考 えま
す。本来、直 営で行う 事業と同 等の サービスが期 待される わけです ので 、特に従業員 の労
働環境の不断 の改善は 必要と考 えま す。また、必 須だと考 えます。 早急 に検討を開始 する
必要があると 思います が、環境 局長 に見解を伺い ます。
○大澤太郎環 境局長

資源物等 収集 運搬業務委託 の入札参 加資格に つい ての御質問で ござ

いますが、緑 ナンバー を入札参 加要 件に加えるこ とにつき ましては 、現 在、資源物等 収集
運搬業務を受 託してい る多くの 事業 者が白ナンバ ーで業務 を適正に 履行 していること 、ま
た、入札参加 要件を満 たしてい る多 くの事業者が 緑ナンバ ーを取得 して いない状況に あり
ますことから 、現時点 では課題 があ るものと考え ておりま す。しか しな がら、緑ナン バー
の事業者につ きまして は、国土 交通 省の許可であ る運行管 理者によ る安 全運行の管理 や休
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憩所の確保な どの労働 環境の向 上と 無許可営業に よる罰則 の規定な ど、 企業ガバナン スの
強化などに期 待ができ る面もご ざい ますので、他 都市の取 り組み状 況等 を注視しなが ら、
今後、緑ナン バー導入 のあり方 も含 め、資源物等 収集運搬 業の従業 員の 労働環境の向 上と
安全かつ確実 な業務履 行に向け て検 討を行ってま いります 。以上で ござ います。
○織田勝久委 員

ただ いま答弁 いた だきましたの で、推移 を見てま いり たいと思いま す。

次に参りま す。鷺沼 駅周辺再 編整 備事業に関連 して幾つ か伺いた いと 思います。２ 月４
日に区役所、 市民館・ 図書館と 公共 機能の一体的 な整備の 方針が示 され たわけです。 これ
につきまして は、市長 の先見性 のあ るリーダーシ ップと政 策決定に 改め て敬意を申し たい
と思います。 さて、宮 前区の医 師会 の有志から、 現在の休 日急患診 療所 を、交通の利 便性
が向上する鷺 沼駅前に 整備され る公 共機能に組み 入れるこ とはでき ない のかという御 提案
をいただきま した。保 健所との 近接 のメリットも あるとい うことで あり ました。現在 の宮
前区の休日急 患診療所 は確かに アク セスが悪く、 駐車スペ ースも十 分と は言えません 。ち
ょうど平成31年度は運 営費補助 金額 について３年 ごとの見 直しの年 とな ります。検討 すべ
き重要な課題 と思いま すが、健 康福 祉局長に伺い ます。
○北

篤彦健 康福祉局 長

宮前 休日 急患診療所に ついての 御質問で ござ いますが、休 日急

患診療所につ きまして は、休日 昼間 の初期救急医 療を確保 する目的 から 各区に１カ所 設置
し、平成29年 度に市の 委託事業 から 川崎市医師会 の自主事 業へと枠 組み を変更したと ころ
でございます 。運営費 につきま して は、休日急患 診療事業 の継続的 かつ 安定的な運営 を確
保するため、 人件費や 物品費等 を対 象として本市 から補助 金を交付 して おりますが、 患者
動向等を踏ま え、３年 ごとに見 直す ことができる 仕組みと しており ます 。宮前休日急 患診
療所につきま しては、 昭和59年 に宮 前区有馬地区 に設置し ておりま すが 、同診療所の 鷺沼
地区への移転 に関しま しては、 現施 設の利用実態 、施設の 状況、公 共交 通のアクセス 性の
ほか、鷺沼駅 前地区再 開発事業 のコ ンセプトや費 用負担な どに関す る論 点が存在する もの
と考えており まして、 今後につ きま しては、関係 局と情報 交換を行 うと ともに、現在 運営
を行っている 市医師会 の御意見 を伺 ってまいりた いと存じ ます。以 上で ございます。
○織田勝久委 員

ぜひ ドクター ―先 生方の御意見 を聞いて いただい て、 確かに今の宮 前区

の休日急患診 療所は場 所が悪い です よね。ぜひ検 討をお願 いしたい と思 います。
次に、次世 代郊外ま ちづくり のモ デル地区であ ります田 園都市線 のた まプラーザ駅 北側
地区を中心に 、今、多 様な移動 選択 肢の整備を目 指す取り 組みが始 まり ました。日本 初の
郊外型Ｍａａ Ｓ実証実 験と称し てい ます。Ｍａａ Ｓという のは、モ ビリ ティ・アズ・ ア・
サービスの頭 文字だそ うであり ます けれども、現 在行われ ておりま して 、１月下旬か ら３
月下旬の２カ 月の取り 組みとい うこ とであります 。この実 験は、地 域住 民と地域交通 に関
する意見交換 をするな どのリビ ング ラボという手 法を取り 入れなが ら、 横浜市と東急 電鉄
が進めている 次世代郊 外まちづ くり の取り組みの 一環とし て、外出 機会 の創出や新し いコ
ミュニティの 形成を促 進する目 的と して、今実施 している というこ とで ございます。 同じ
持続可能なま ちづくり を指向し て、こ れから行われ る鷺沼駅 周辺再編 整備 事業でありま す。
主要な交通結 節点とな った鷺沼 駅と 宮前平駅周辺 の地域生 活拠点を 意識 した同様の郊 外型
ＭａａＳ実証 実験を宮 前区でも 検討 できないのか 、特に、 オンデマ ンド バス、パーソ ナル
モビリティ実 験は、山 坂の多い 宮前 区の将来型地 域交通と して多く の示 唆に富む実験 にな
ると考えます 。また、 今回の鷺 沼駅 周辺再編整備 事業が宮 前区民全 体の 日常生活の利 便性
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の向上を図る ことが目 的である とい うことも広く アピール できると 考え ます。これも ぜひ
市長の先見性 とリーダ ーシップ をも って早急に検 討ができ ないのか 、こ れは市長に見 解を
伺います。
○福田紀彦市 長

鷺沼 駅周辺再 編整 備に伴う地域 交通の取 り組みに つい ての御質問で ござ

いますが、今 回の再開 発事業の 機会 を捉え、路線 バスネッ トワーク の充 実を図ってま いり
ますが、本市 における 持続可能 な地 域交通の実現 に向けて は、路線 バス のほか、商業 施設
や病院などが 所有する 車両の活 用な ど、さまざま な手法に より地域 に適 した交通手段 を導
入することが 重要であ ると考え てお ります。現在 、たまプ ラーザ駅 周辺 で行われてい るス
マートフォン などＩＣ Ｔを活用 した オンデマンド バスにつ きまして も、 有効な手法の 一つ
と考えます。 こうした ことから 、路 線バスネット ワークの 再編とあ わせ 、バス事業者 のみ
ならず、多様 な主体と の連携に よる 検討を進め、 地域交通 の充実に 向け た取り組みを 進め
てまいります 。以上で す。
○織田勝久委 員

川崎 の担当の 部局 も、東急電鉄 の情報収 集等も含 めて 、実質的な中 身を

またいろいろ と詰めて いただき たい と思うんです ね。これ は一つの 大き な実証実験に なろ
うと思います ので、ぜ ひお願い させ ていただきた いと思い ます。
最後であり ますが、 社会福祉 法人 同愛会の障害 者施設の 運営につ いて お伺いをいた しま
す。本部は横 浜市にあ る法人で あり ますが、川崎 市内にお いて療育 セン ターを２カ所 、こ
れは中央療育 センター と北部地 域療 育センター、 さらにグ ループホ ーム を高津区で３ カ所
展開、また、 市の委託 の地域相 談支 援センターと 相談支援 事業所を 中原 区で、生活介 護事
業所を高津区 でそれぞ れ運営い たし ております。 特に療育 センター につ きましては中 核の
役割が期待さ れ、障害 児童の入 所に ついては中央 療育セン ターが一 手に 引き受ける体 制と
なっているわ けであり ます。と ころ が、この同愛 会が指定 管理など で運 営する施設で 、こ
の１年半の間 に幾つか 重大な事 件・ 事故が起こっ ているわ けであり ます 。まず、運営 をし
ております同 愛会川崎 事業本部 へ本 市からのＯＢ が再就職 している 現状 について健康 福祉
局長に伺いま す。
○北

篤彦健 康福祉局 長

社会 福祉 法人同愛会に ついての 御質問で ござ いますが、本 市の

元職員の再就 職の状況 につきま して は、健康福祉 局の元理 事が川崎 事業 本部事務局長 に、
元部長が中央 療育セン ターのセ ンタ ー長に現在在 籍してお ります。 以上 でございます 。
○織田勝久委 員

それ ぞれ重要 なポ ジションにあ るという ことが改 めて わかったわけ であ

ります。そこ で、2017年11月に グル ープホームの 管理者が 、知的障 害の ある入所者の 預金
を横領すると いう事件 が発覚を した わけです。事 件の発覚 後、川崎 市は ３カ月の指定 を停
止するとの行 政処分を 下したと ころ 、市の処分に は異論が あると称 し、 法人の見解が 示さ
れ、これは今 も法人の ホームペ ージ に掲載されて おります 。そこに は、 横領の事実が 解明
された時点に 遡及した 不利益処 分と すべきであり 、未来に 対する不 利益 処分は著しく 現場
に混乱を生じ させるも のである とか 、全面効力停 止期間に 利用者へ の新 たな権利侵害 が生
じかねないと 考えると いった法 人の 主張でありま すが、見 方によっ ては 全く反省のな い、
ある種開き直 りとも受 け取れる 内容 と見受けられ ます。市 の行政処 分後 に示されたこ の異
見―異なる意 見の内容 について 、市 の受け取り方 、印象に ついて伺 いま す。また、行 政処
分後の同法人 への指導 内容につ いて 伺います。
○北

篤彦健 康福祉局 長

社会 福祉 法人同愛会に ついての 御質問で ござ いますが、当 該法
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人がホームペ ージ上に 掲出した 川崎 市の不利益処 分につい ての法人 見解 についてでご ざい
ますが、本市 は当該横 領事件に つい て、障害者が 経済的虐 待を受け 、障 害者総合支援 法第
42条による人 格の尊重 が遵守さ れて いないという 重大性か ら、指定 の全 部の効力を３ カ月
停止するとい う重い行 政処分を 行っ たものでござ います。 本市の行 政処 分について、 法人
がその処分に 対する異 なる見解 を掲 出したことは 遺憾であ ると考え てお ります。また 、当
該法人への指 導につい てでござ いま すが、平成30年２月に 行政処分 を行 った以降、療 育セ
ンターの所長 会議の場 等を通じ て、 適宜法人から 運営状況 の確認を 行う とともに、当 該事
業所に対して は、平成31年２月 に実 地指導を行っ ておりま して、実 地指 導の講評では 、軽
微な事項の指 摘があり ましたが 、お おむね適切な 運営が行 われてい るこ とを確認して おり
ます。以上で ございま す。
○織田勝久委 員

処分 停止とな りま すと、いわゆ る運営費 が入らな くな るわけであり ます

から、法人が 持ち出し で運営す るわ けであります が、そこ の部分に つい て納得できな いと
いうことを言 っている わけです よね 。これは全く 反省がな い、開き 直り というふうに もと
れるわけです ね。
次に、2016年12月26日に中央 療育 センターのシ ョートス テイを利 用し ていた当時９ 歳の
児童が入所中 に死亡い たしまし た。 警察の捜査が 続いてお りますの で、 事件なのか事 故な
のか、いまだ 不明であ りますが 、児 童の父親を初 め法人職 員、さら には 別の法人が運 営す
る放課後等デ イサービ スの職員 など 、死亡児童に かかわる 多くの方 たち から直接お話 が寄
せられたり、 告発の手 紙をいた だい たりしており ます。同 愛会から の調 査報告書が2017年
11月に提出さ れており ますが、 それ 以降の対応に ついて制 度所管局 であ ります健康福 祉局
長に伺ってお きます。
○北

篤彦健 康福祉局 長

社会 福祉 法人同愛会に ついての 御質問で ござ いますが、平 成29

年11月に中央 療育セン ターでの 死亡 事故に係る調 査報告書 が本市に 提出 された後、そ の内
容を確認した 上で、中 央療育セ ンタ ーに対しては 、児童福 祉法に基 づく 施設に対する 助言
指導や、指定 管理者制 度におけ るモ ニタリング等 を通じて 施設の運 営状 況の聞き取り を行
うなど、適正 な施設運 営が行わ れる よう指導して いるとこ ろでござ いま す。この中で 、施
設職員にも施 設運営の 意見等の 聞き 取りを行って おり、そ の意見に つき ましては、必 要に
応じて法人本 部に伝え ていると ころ でございます 。また、 本件につ いて の警察の捜査 の動
向等も注視し ていると ころでご ざい ます。今後に おきまし ても、施 設利 用者に適正な サー
ビス提供が行 われるよ う、児童 福祉 法に基づく実 地指導や 指定管理 者制 度におけるモ ニタ
リング等を通 じた適切 な助言指 導を 行ってまいり たいと存 じます。 以上 でございます 。
○織田勝久委 員

今、 局長の御 答弁 をいただきま したけれ ども、私 は、 事態はもっと 深刻

だと考えてい ます。加 えて、警 察の 捜査中という こともあ るし、ま た、 個人情報が深 くか
かわる事案と いうこと もありま すの で、なかなか 深い言及 はできな いわ けであります けれ
ども、法人運 営を抜本 的に見直 さな ければならな いような 課題が多 く含 まれているの では
ないかなと思 うわけで す。2017年11月にこの死亡 事故につ いての事 故調 査委員会の調 査報
告書というも のが出て おります けれ ども、その中 を見ると 、死亡事 故・ 事件を起こし た中
央療育センタ ー自体の 課題とい うよ りも、むしろ 死亡した 児童への 言及 というものに 重き
が置かれてい る内容に なってい るの です。本児童 の問題行 動は重篤 な状 態であり、医 療や
関係機関と連 携した強 力で専門 的な 支援が必要と されてい たと理解 する 必要があると 、何
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か人ごとみた いなこと を言って いま して、とにか くこの児 童の行動 面で の障害という こと
についてとい うような ことの列 記が されておりま して、措 置入所前 の本 児童の不適応 行動
として、自傷 、乱暴な ど、延々 とそ の子どものこ とが書か れている わけ でありますけ れど
も、さらにそ の子ども が短期入 所の ときの記録と あわせて 、年齢と とも に自傷、固執 、偏
向、多動、奇 声、パニ ック、乱 暴、 粗暴、それに 睡眠など 問題行動 の種 類も多くなり 、ま
た強度も強ま りながら 続いてき てい ると認められ ると。こ の状態が 仮に 事実だとして も―
私は事実では ないとい う気もす るん ですが、あた かも本人 の障害の 状態 がとにかく悪 い、
そのような印 象を与え る記述が 続く んですね。だ けれども 、そもそ も中 央療育センタ ーは
発達支援の専 門療育機 関であり 、ま た、障害児童 の入所を 市内で受 け入 れる唯一の施 設で
あるわけです から、そ のような 自覚 があるのか、 本当に強 く疑問を 感じ るわけです。
それで、ま ず死亡し た状況に つい て、報告書の 中でも、 児童の死 因は 窒息死と判断 して
いると書かれ ているの ですが、そ の中 で、担当して いた職員 ―Ａ職員と なっ ておりますが 、
Ａ職員が自室 に一緒に 入り、敷 き詰 めてあった布 団の上に 寝かせて 、厚 手のかけ布団 をか
ぶせて、布団 の上を背 後から抱 え込 むようにして 、Ａ君に 手足を絡 ませ て添い寝をし てい
た。自傷行為 を伴う睡 眠対応で ない 添い寝は、手 足を絡ま せる姿勢 では なく、横に寝 てと
んとんとしな がら行う ことが一 般的 であるが、こ の子ども の場合は 自傷 があったため 、動
かないでじっ としても らうよう に手 足を絡ませて いたもの であり、 なお 、厚手の布団 をか
けた上から足 を絡ませ ることは 不自 然ではないか との指摘 もあるが 、自 傷行為を防ぐ ため
の対応として はあり得 ることで あり 、この点は担 当職員の 証言どお りに 認識している とい
うような記述 もありま して、法 人は この行為を容 認してい るのです が、 これは見方に よれ
ば明らかに身 体拘束で あります 。こ の点、何の問 題認識も 示されて いな いというとこ ろに
法人の体質、 また課題 が集約さ れて いるのではな いかと考 えるわけ であ ります。
次に、先ほ ど紹介い たしまし たけ れども、加齢 とともに 問題行動 が強 まってきたと いう
部分もあるわ けであり ますけれ ども 、児童が措置 入所及び 短期入所 して いた折の記述 でと
にかく気にな るのは、 そもそも 問題 行動を起こさ せないた めの環境 が、 ハード面、ソ フト
面、それぞれ に中央療 育センタ ーに 用意されてい たのかと いう課題 であ ります。率直 に言
いますと、職 員、人材 の能力、 専門 性の問題であ ります。 直接この 死亡 した児童にか かわ
ったいろんな 方からお 話を聞き まし たけれども、 その方た ちのお話 と、 この療育セン ター
の報告書の中 身に非常 に乖離が ある のです。例え ば、2016年12月に 亡く なりましたけ れど
も、その月、直前まで利 用してい た、ある放課後等 デイサー ビスの方 の意 見によります と、
この６月から 12月にか けて、体力・情 緒面での成長 は著しく 、情緒面で の安 定と関係して 、
今まで大変回 数の多か ったトイ レの 回数も減り、 失敗も少 なくなっ てき た、また、以 前よ
く見た壁、ド ア等をノ ックする 行動 もほとんどな くなって きたとい うよ うなことが言 われ
ておりますし 、また、 この子ど もが 在籍していた 学校のほ うからは 、強 くしかられる と不
安定になる部 分がある ので、丁 寧に 話しかけるこ とが大切 だという こと を現場で共有 して
いるわけです 。
さらに、お 父さんの ほうから いろ いろお話を聞 いたとこ ろ、子ど もが 入所中には自 傷が
ひどかったと いうこと を言われ たん だけれども、 自分の家 で子ども が自 傷行為をする とい
うことはほと んどない 、それか ら中 央療育センタ ーには本 人が非常 に行 きたがらなか った
こともあった というこ とは言っ てい ます。とにか く本人に 非常に課 題が あるように書 かれ
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ているけれど も、家や 学校、放 課後 等デイサービ スなどで はそんな こと はなく、どう も施
設でよほど嫌 なことが あるので はな いか、そのよ うなこと をお父さ んは おっしゃって いる
わけです。そ れから、 報告書の 中の 記述について も言及が されてお りま して、自閉症 とい
う表現が報告 書の中に 出ている ので すが、保護者 の立場で は、自分 の子 どもが自閉症 とい
う診断を受け たことな んか今ま でな かった、それ からもう 一つ、本 児童 の強い行動面 の障
害についてと いうこと が延々と 書か れていると言 いました けれども 、そ の中で、乱暴 、粗
暴、かんしゃ くなど家 ではない んだ 、そういうこ とを盛ん にお父さ んは おっしゃって いる
わけですよね 。だから 、そうい うこ とも含めまし て、入所 の中での 対応 に課題があっ たの
ではないかと 思うんで す。
最後に、今 そこの療 育センタ ーに いる方からも 直接いろ いろお話 をい ただいている ので
すが、大変深 刻なお話 をいただ きま した。まず、 子どもた ちへの適 切な 声かけや支援 方法
等については 何も教え てもらえ なか った、それか ら障害者 支援に対す る基 本的な考え方 や、
未成年の子ど もたちに 対するか かわ りについて、 一から学 ぶ機会と いう ものがなかっ た、
特に入所部で は、子ど もの問題 行動 ばかりを取り 上げ、子 どもたち をい じめるような 場面
ばかり目にし てきた、 面倒を見 てや っているとい う態度に なってい る、 それから職員 に関
して言えば、 子どもの 発達につ いて 学んだ上で職 務に当た るべきだ と思 う、無理に拘 束を
したり、乱暴 な言葉遣 いでかか わる ことは不適切 だ、とに かく入所 部は 子どもの発達 につ
いて全く知識 のない職 員ばかり だと、そのような意 見を内部 からもら って いるわけです よ。
このような状 況につい て、健康 福祉 局長、ぜひ御 意見、御 感想をお 聞か せください。
○北

篤彦健 康福祉局 長

社会 福祉 法人同愛会に ついての 御質問で ござ いますが、市 の指

定管理施設で ある中央 療育セン ター において今回 の死亡事 故が起き たこ とを市として も重
く受けとめて いるもの でござい ます 。今後につき ましても 、引き続 き利 用者の安全に 最大
限の配慮をし た組織運 営体制や サー ビス提供の状 況を再確 認しなが ら再 発防止を図っ てま
いりたいと存 じます。 以上でご ざい ます。
○織田勝久委 員

終わ ります。
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