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平成 28 年	 厚生常任委員会	 

平成 28 年 8 月 8 日	 

佐々木(正)委員	 

	 このたびの県立津久井やまゆり園で類例のない大惨事がございました。犠牲

になられた方々、そして御遺族の方々に心より哀悼の意を表すとともに、負傷

された皆様、御家族に対しまして、心よりお見舞いを申し上げるところでござ

います。御遺族、亡くなられた方々の無念をしっかりと片時も忘れてはいけな

い、このような思いで今後は検証と改善、新たな取組が私は必要だというふう

に思っております。先ほど来、当局の方々もそのような御遺族、亡くなれた皆

様、そして負傷された方々、御家族のために全力を尽くすというようなお話で

ありますので、様々な検証と改善をしていく必要があると。またそれも時間を

かけて短期間で終わらせないということが大事でありますので、幾つかお聞き

したいと思います。	 

	 私も相模原市選出の議員としまして、心から本当に胸が痛い思いであります

が、７月 29 日に私どもで地元の相模原市長にも、この負傷された皆様、そして

今いらっしゃる入所されている方々、他施設への受入れもお願いをしたところ

でありましたし、この福祉施設におけるこの不審者対応マニュアルの作成とか

あるいはその訓練についても実施するように、このことを本当に教訓としてお

願いを、要望をさせていただいたところであります。	 

	 今回の問題で、やはり大事なことは、指定管理者という制度自体を問わなけ

ればならないまで発展してきているというふうに私は思っております。この指

定管理者になっているということに対する今回のこの大惨事において、デメリ

ットは何であったかということに関して、まずコメントをいただきたいと思い

ます。	 

障害サービス担当課長	 

	 指定管理者制度につきましては、県の直営と比べて柔軟なコーディネート、

トップマネジメントができるという形で、現場のニーズに応じたフレキシブル

な対応が県の直営施設よりもできるというふうに考えてございます。その中に

おきまして、先ほど来、機能強化と申しましたような防犯対策についても進ん

できたものだと考えております。	 

	 導入直後につきましては、職員が入れ替わりを行いますので、利用者の方の

支援のメリット、デメリットが出てくるかと思いますが、トータルで 終的に

メリットが増えているものと考えております。	 

保健福祉局長	 

	 今、課長から答弁させていただきましたように一般論的には、指定管理、確

かにメリットがない制度ではございませんので、メリットがあるということで

導入させていただきますけれども、今回の事案について考えれば、当然県と一

体でなかったという部分があって、情報共有が欠けていたというのが一番のデ

メリットであるというふうに考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 指定管理者制度がこの障害者福祉施設になじんでいるかどうかというのは、

これは本当に真剣に議論をこれからするべきであるというふうに私は思ってお
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ります。	 

	 他施設では、30 年以上勤務している人もいるというところも少なくないわけ

でありますので、この指定管理者というのは、これは何年に一回見直すという

ことになっているんでしたか。	 

障害福祉課長	 

	 障害福祉施設につきましては 10 年間ということになっております。	 

佐々木(正)委員	 

	 特にこの津久井やまゆり園においては、重度の方が利用者されているという

こともあって、やはりこの 10 年単位の指定管理、それに本当に耐えるのかどう

かということも検証していくべきじゃないかなと私は思っていまして、いつ競

合するような指定管理者が出てくるか分からない中では、10 年単位で職員の人

たちを失職させてしまうわけにはいかないわけですよ。施設とか管理者という

のは、この若い 20 代の方を雇ったとしたら、何十年勤めるか。特に指定管理じ

ゃなくなってしまって、その人たちをクビにするわけにはいかないわけですか

ら、そういうことからして、職員への投資ができにくいんですよ、結局指定管

理というのは。	 

	 そういうことからすると、10 年持つからいいというんではなくて、若い人た

ちを雇う側の感覚を考えると、次の 10 年でもしかしたら指定管理者が替わって

しまうかもしれない。そういうことが障害福祉施設になじむかどうかというこ

とも検証していかなければいけないんじゃないかなと思います。長い間にやま

ゆり園も地域の評判は決して悪くないし、いい部分を大変に聞いています。職

員の皆様との利用者との人間関係、きずなも深いという部分もあるというふう

にも聞いているところもありますが、しかし、それは 10 年たったときに、ある

いは指定管理の期間であったときに、それが変わってしまったらいけない、私

はそういうふうに思っているんです。ですから、指定管理者にするというデメ

リットも認識をしなければいけないと思いますけれども、どうでしょうか。	 

障害サービス担当課長	 

	 重度の利用者の方の御対応をさせていただいているということもございまし

て、支援の継続性等から 10 年という形になっておりますが、当然委員おっしゃ

るとおり、10 年後に替わってよいのかということもございますので、それにつ

きましては、サービスの向上を前提に指定管理について評価するとともに、次

の指定管理者にもし引き継がれるのであれば、職員の引継ぎについてもきちん

と相手からプロポーザルを求めていきたいと思っております。	 

佐々木(正)委員	 

	 今話していることは、その指定管理を受けた業者のその職員に対する配慮が

ないんですよ、今の言葉についてはね。サービス事業を次の指定管理者が引き

継いでやるというのは当たり前の話であって、そういう指定管理者自体の勤め

ている方のことを考えなければいけないと私は申し上げたいと思っています。	 

	 具体的に少し聞いてみたいと思いますが、今回の資料の１ページに、この事

件の概要、当日までの園の状況、これを少し具体的に聞いてみたいんですが、

この安全対策のための防犯カメラを 16 台の下です。７月 26 日、利用者 157 名、

ここに夜勤職員８名が在勤と書いてありますが、これは正規職員というか常勤
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なのか非常勤なのか、あるいはこの夜勤と書いてありますが、宿直ではないで

すか。全員夜勤ですか。それで８名はどういう業務体系だったか。そして男女、

年齢が分かれば教えてください。	 

障害サービス担当課長	 

	 この夜勤職員８名につきましては、全て常勤でございます。男性ホーム５ホ

ーム、女性ホーム３ホームございます。同性介護になっておりますので、当日

の夜勤も職員は男性が５名、女性が３名でございます。年齢につきましては、

承知しておりません。	 

佐々木(正)委員	 

	 夜勤だったということで、皆さん起きてお仕事をなさっていたということで

いいんでしょうか。	 

障害サービス担当課長	 

	 夜勤でございますので、基本的には起きて仕事をしております。ただ、夜間

に休憩をとることもございます。津久井やまゆり園の場合には、２ホームごと

に真ん中に勤務室を造ってございまして、職員がそこに２人という形になって

います。ですので、片方の職員が休憩に入ったとしても、もう片方の職員が必

ず起きていて誰もいないという時間帯をつくらない状況での夜勤をしてござい

ます。	 

佐々木(正)委員	 

	 

	 夜勤ということでありますので、それをしっかり信じて、今回委員長、副委

員長の御配慮で共同会の関係者の方も次回の委員会には来るかもしれないので、

そのときにも様々な御意見をお伺いをしたいなというふうには思っております。	 

	 この指定管理者の私はデメリットというものもあるんじゃないかというふう

に思っていますので、今後こういう重度の利用者を抱える施設においての指定

管理者に対する議論を深めていただきたいと、このように思っていますがいか

がでしょうか。	 

障害サービス担当課長	 

	 指定管理者制度におけるサービスの質の向上の有無、並びに職員の継続性に

つきましても、今回事件の概要が明らかになっていく中で議論されるものと考

えてございます。	 

佐々木(正)委員	 

	 指定管理者ありきで議論するというよりは、指定管理者自体になじむかどう

かという議論もしていただきたいと思うんですが、もう一回答弁をお願いしま

す。	 

障害サービス担当課長	 

	 公、共、私の役割分担の中で、民で担える部分につきましては民間の御協力

も頂くという形になっております。今、御指摘の福祉施設が指定管理者制度に

なじむのかどうかということにつきましても、今回事実関係を明らかにしてい

く中で、管理者制度の在り方について議論がされるものと考えてございます。	 

佐々木(正)委員	 

	 相模原市長にもお願いして、すぐに手を打っていただいているようなんです
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が、この先ほど来あったように災害時の避難計画ですとか対応マニュアルとい

うものがあるようなんですが、池田小学校のときも学校の先生が押さえている

わけですよね、犯人を。私はこの福祉施設においても、この不審者対応マニュ

アル、これを作成すると。そしてもう一つは訓練も行うということを今後実施

するべきだというふうに提案をしたいんですが、いかがでしょうか。	 

障害サービス担当課長	 

	 これにつきましては、今回防犯対策を強化しなければならない大きな方向性

は私どももしっかり対応してまいりたいと思っているところでございます。そ

の防犯強化の部分と実際に防犯再発防止に向けた取組、これがどこまでの対応

を担うかにつきましては、再発防止に向けた取組の中で今御提案のありました

対応マニュアルにつきましても検討をしていくものと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 是非、その対応マニュアルを作っていただきたいと要望させていただきます。

７月 27 日から 28 日に様々な通所介護の事業者ですとか、この障害児施設管理

者に対して福祉局から施設安全管理の徹底についてという書面が行っているの

は分かっています。でも、これは場当たり的な対応をとにかく今、こういった

折だからやってくれというような発信があったことは大事なことでありますが、

この対応マニュアルをちゃんと作るということが私はものすごく大事だと思っ

ていますので、これは私は作るべきというふうに提言をさせていただきたいと

思います。	 

	 それから、危機管理について、もう一つお聞きしたいんですが、今回のこの

大惨事を聞いた瞬間に、この神奈川県の犯罪被害者等支援条例、この第 22 条が

適用になるというふうに思いますが、これは非常に大事な中身になっていまし

て、これは先ほど様々な議論も出ておりましたけれども、この精神的な不安の

軽減、その他の必要な緊急支援を実施するものという、こういうこともあるん

ですね。これは私は正しくこの様々な危機管理の中で福祉行政の担当について

も、掌握をしておかなければいけない条例じゃないんじゃないかなというふう

にも思うんですが、いかがですか。	 

障害サービス担当課長	 

	 条例の中身を確認させていただいて、私どもとしても対応についてしっかり

把握してまいりたいと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 必要かどうか、必要だと思っているのかどうか。	 

障害サービス担当課長	 

	 すみません、中身を今、私ども把握してございませんので、条例の中身を確

認させていただいて、必要な対応をとらせていただきたいと思います。	 

保健福祉局総務室長	 

	 第 22 条でございますが、緊急支援の実施という理解をしておりますが、やは

り今回のようなこういったかなり被害を受けられた方が大勢いらっしゃいます

ので、こういったケースにつきましては、やはり県でできることもございます

し、あるいは民間支援団体等の御協力も頂かなければいけませんし。そういっ

た中では、積極的にこういった支援に取り組んでいきたいなというふうには思
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っております。	 

佐々木(正)委員	 

	 財政的な支援だけじゃなくて、福祉的な支援も私はこの中に含まれていると

いうふうに認識をしています。その上で、今回少しこの県の対応について聞い

てみたいんですが、今回の 26 日未明の２時過ぎにこの事件が発生したわけであ

りますけれども、そのときに神奈川ＤＭＡＴが駆けつけたというような話であ

りますが、何時頃行ったんでしょうか。	 

保健福祉局総務室長	 

	 今回、ＤＭＡＴにつきましては、待機要請が出ましたけれども、医療救護本

部を立ち上げて、今回は派遣に至らなかったということでございます。	 

佐々木(正)委員	 

	 北里大学の緊急の対応をしていた医師のテレビ放映の画面なども見ましたけ

れども、そこに緊急で行った、ＤＭＡＴじゃなくて救急車が行ったんですか、

救急車に乗って行ったんですか、ちょっとそれを確認を。	 

保健医療部長	 

	 今回の事件に関しましては、ドクターカーということで、ＤＭＡＴを整備し

ている時間がなくて、緊急に行かなければならないということでドクターカー

が出動しております。	 

佐々木(正)委員	 

	 何が言いたいかというと、ドクターカーで行ったときに、この行った方々の

コメントもありました。ものすごい状況を見て、ドクターでさえひるんだとい

うようなコメントがたしかあったというふうに思います。私は今回のことも災

害時だけじゃなくて、こういう惨事のときにＤＭＡＴやＤＰＡＴも出動するべ

きなんじゃないかなというふうにも思いました。特に今、がん・疾病対策の課

長もおっしゃっていましたけれども、精神保健の対応も今後していくと。既に

やっている部分もあると思うんですが、私はこの惨事を考えるとＤＰＡＴも早

く出動をしてもよかったんじゃないかなというふうに思うんですね。これから

精神医師のそういう対応もチームとして行くべきなんじゃないか、行っていた

かもしれませんけれども、ちょっとその辺、確認でコメントをいただけますか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 ４月の熊本地震の際は、地震発生直後に精神科病院が倒壊したり、他の精神

科への転院調整や治療を中心とした精神科医療のニーズが高まったために、Ｄ

ＰＡＴの派遣を要請されたところです。今回の津久井やまゆり園の事件におい

ては、死傷者が多く本人、家族及び職員等が事件の凄惨な状況を目撃したとこ

ろ、心に深い傷を負ったことに対するケアとなります。これは精神科的な治療

を中心とした医療の提供というよりも、傾聴を中心とした相談のニーズが高い

ため、精神科医や福祉職で対応する心のケアとしたところでございます。	 

佐々木(正)委員	 

	 心のケアが非常に私は大事だと思います。家族も含めて特にその現場を見て

しまった方というのは、ＰＴＳＤだとかフラッシュバックがあるというふうに

思われますので、特に自閉症の方々などもいらっしゃるわけですから、このフ

ラッシュバック、パニックになる方々、そういう方々がこの同じような住居棟
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に復帰しても、そこで居住が不可能な可能性だって私はあるというふうに思い

ます。そういうところを戻せばいいというんじゃなくて、そこにもうフラッシ

ュバックでいられないという方々の配慮というのも、今後は必要になってくる

と思いますので、その辺の配慮もお願いしたいと思いますがいかがですか。	 

がん・疾病対策課長	 

	 利用者さんの心のケアについては、先ほど申し上げましたように臨床心理士

が共同会の施設などにもいらっしゃるようです。その方たちが寄り添っている

ということを聞いております。	 

佐々木(正)委員	 

	 福祉部長からもありました応援態勢をしっかり組んでいくということだった

んですが、私は早くこれをやらなければいけないんじゃないかなと思っており

まして、実際にこの障害福祉に携わっている職員の方が、では今回どのくらい

すぐに応援態勢と、言葉では言っても物理的に動けるのかというところを私は

非常に危惧しているんですね。本当に指定管理とか障害福祉施設に勤めていら

っしゃる方々が今その応援態勢が組めるのかどうかと、実態ですよね。事実を

確認してそれを検証していかなければ、言葉だけで言っても結局そういう方々

を導入できなくなってしまうということもあるので、具体的にどういう応援態

勢をどういうような形で民間職員なども派遣しながらやっていくのか、そこだ

け聞いてみたいと思います。	 

障害サービス担当課長	 

	 まず、県直営の方には、既に派遣する場合の体制として職員を出してもらう

ように準備していただいております。なお、先ほど御説明しましたように、知

的障害福祉関係の団体からも協力をしたいという申し出を頂いているところで

すので、今後は民間の施設等にも御協力をお願い申し上げていきたいと思って

おりますが、かながわ共同会の方も受入態勢という形をとらなければ、ただ単

に職員が関係性のない、利用者と関係性のない職員が行っても不安になってし

まうような利用者もおられますので、向こうのニーズに寄り添う形で必要なタ

イミングで必要な人数を派遣するように調整しているところでございます。	 

佐々木(正)委員	 

	 後に、要望というかお願いをしたいんですけれども、御家族も精神的な疾

患を患っている方もいらっしゃいます。そういう方々に利用者のお子さんなり

が家に戻っているケースがあります。その方々のケアの、レスパイトのケアも

是非お願いしたいなと思います。家庭でまた大変な状況が起こってしまう可能

性だってなきにしもあらずですから、そういう御家庭に戻っている場合、そし

て園に来られない場合、ほかの施設に行けない場合、そういう方々にとっては

自宅にいるしかないわけです。そのときに保護者の方々がどういう状況になっ

てしまうかということも配慮しながら、これは申し上げておきますけれども、

配慮をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。	 

障害サービス担当課長	 

	 御本人の状態並びに御家族の状況につきましては、個別に体力のある環境、

ない環境様々ございますので、それぞれの状況に寄り添う形で個別に対応して

まいりたいと、丁寧に対応してまいりたいと思っております。	 
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佐々木(正)委員	 

	 生活面でも大変な方もいらっしゃると思いますので、そういうところも含め

て、今後補償の問題も大きく取り上げられなければいけないというふうに思い

ます。今後、県も逃げることなくこの対応をしていただきたいことを要望して

終わります。	 


