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１１１１．．．．    国及国及国及国及びびびび東京都東京都東京都東京都のののの福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策のののの動向動向動向動向にににに対対対対するするするする基本的基本的基本的基本的なななな支部支部支部支部のののの考考考考ええええ方方方方    

    

（（（（１１１１））））    国国国国やややや東京都東京都東京都東京都がががが進進進進めるめるめるめる「「「「医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉のののの基礎構造改革基礎構造改革基礎構造改革基礎構造改革」」」」にににに対対対対するするするする    

衛生局支部衛生局支部衛生局支部衛生局支部のののの考考考考ええええ方方方方    

１） 国・東京都の「少子・高齢化対策」に対する基本的考え方 

 2000 年以降の国・東京都等の政策・施策は「少子・高齢化社会」を枕詞に展開されてきた。そ

の意図するところは、経済的・社会的なマイナスイメージを全面にだし、「だから改革が必要・制

度などの見直しが必至」と宣伝してきた。果たしてそうか、少子・高齢化の到来は、はじめから予

測されていたことであり予定の経過である。 

 ハード中心の公共事業の起債が景気低迷で重荷になり、その失政の責任転嫁を目眩まし的に「少

子・高齢化」危機論に転じ、その責を逃れようとすることは許されない。 

２） 介護保険がらみの支援費制度破綻の責任を明確に 

 そもそも、「権利としての社会福祉・公的責任としての社会福祉」は国・東京都が責任をもって

補償しなければならないものだが、国は「介護保険」という社会保険制度を高齢者福祉施策の中に

持ち込み、「措置制度」の撤廃をはかろうとしてきた。介護保険の見直しも先頃実施されたが誕生 5

年にしても、制度は不完全で落ち着かない。が、こうした事への反省も精査もなく、障害者福祉施

策の中に今度は「支援費制度」を持ち込んだ。案の定、この制度の不備さ加減は 1年を待たずして

馬脚を表した。ただ措置制度など戦後営々として築いてきた、既成の福祉制度を崩す為だけの、新

たな制度の持ち込みは混乱と権利侵害をもたらすだけである。 

３） 「障害者自立支援法」（廃案）の課題と障害者施策の問題点 

 衆議院の解散で、審議不能となり結果廃案となった「障害者自立支援法（案）」は、ただでさえ

社会的・経済的に困難な状況におかれている、障害者の生きる権利を脅かしかねない不完全法案で

ある。なにより、障害者に対し、受「益」負担を求めるのは極めて問題である。制度の不備を指摘

されている介護保険法を下敷きに、障害者福祉施策の介護保険化は無理がある。百歩譲って、少な

くも「受益」者負担は「応能」負担に変えるなど、議論による抜本的見直しを加えるべきである。 

 支部は「障害者自立支援法」には基本的に反対であり、措置制度の弊害、問題点の改善・修正を

はかり障害者施策を充実させることを強く求めるものである。 

４）「施設福祉」施策に対する考え方 

 「医療を伴う児童福祉施設」の東京都直営が支部の基本的考え方である。公的施設のアウトソウ

シングが、流行り病の様に喧伝されるが「地方独立行政法人」「指定管理者制度」「ＰＦＩ」等新た

な施設運営形態の成功例は少ない。かって、公的責任を果たすためにと言って、直営施設からの事

業団化をはかったのは当局である。その舌の根も乾かぬうちに、新たな施設運営形態の提起をする

当局の見識には呆れるばかりである。「医療をともなう児童福祉の在り方」について再考を強く求

めるものである。 
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（（（（２２２２））））    「「「「福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策」」」」にににに対対対対するするするする衛生局支部衛生局支部衛生局支部衛生局支部のののの基本的姿勢基本的姿勢基本的姿勢基本的姿勢    

    

 １）「憲法」の精神に則り、基本的人権を遵守する。 

２）『権利としての社会福祉・公的責任としての社会福祉』を行政の姿勢として明確にさせる。 

  ３）福祉施策の展開・策定にあたっては、「需要調査の正確を期し、開かれた機関で充分な意見調

整と議論」を尽くす事。 

  ４）人間一人一人の「命と生活」を大事にする行政運営を求め、経済効果と効率性重視の施策展開

の改善を求める。 

  ５）福祉施策の見直し・再構築を常に意識し、行政の無駄には積極的に対応する。と 

    同時に一方的な行政リストラにたいしては断固反対する。 

  ６）「医療」と「福祉」の連携を積極的にはたし、都民の命と生活をまもる。 

  ７）地域を重視し、施策推進にあたっては、共同と協調・協業を基本に実践する。 

 

（（（（３３３３））））    「「「「福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設」」」」にににに対対対対するするするする衛生局支部衛生局支部衛生局支部衛生局支部のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方    

 

１）「福祉施設」は利用者の「人権を保障する場」であること。 

２）生活の２４時間を見直し、施設を利用する人の「生活を重視する場」とすること。 

３）福祉施設は、小規模で街の中に、出来る限り低層の建物とする。 

４）医療、保健、福祉の連携と協業の場とすること。 

５）「地域に開かれた施設」とし、高い専門性を有する施設をめざす。 

６）どんなに重い障害者にも対応し、困難・希少などにも応える都立施設としての役割を果たす施

設をめざす。 

７）地域福祉（在宅政策）を目指し、福祉施設は必要最低限に止める努力をする。 

 

 

２２２２．．．．    「「「「医療医療医療医療をともなうをともなうをともなうをともなう児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設児童福祉施設」」」」のののの    

在在在在りりりり方方方方とととと方向性方向性方向性方向性にににに対対対対するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    
  

（（（（１１１１））））    医療医療医療医療・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・保健保健保健保健にににに対対対対するするするする福祉保健局福祉保健局福祉保健局福祉保健局のののの姿勢姿勢姿勢姿勢にににに対対対対するするするする    

衛生局支部衛生局支部衛生局支部衛生局支部のののの基本的考基本的考基本的考基本的考ええええ方方方方    

１）医療・福祉・保健の「連携の総合的施策体系」の展開 

 福祉保健局は鳴物入りで「医療・福祉・保健」の連携をうたい文句に、福祉局と健康局を統合し

たはずである。対象者に対し「総合的な事業展開ができる」よう、横の連携を確実に実施するこ

とを強くもとめる。 

２）在宅福祉施策と福祉施設施策の「調和的体系整備」の推進 

在宅福祉施策は「人と金」のかかる事業である。福祉施設の地域開放を進めるとともに施設を

地域資源として活用し、在宅福祉施策を支える、高度専門的機関として位置ずける。在宅福祉
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施策偏重の姿勢を改め、在宅と施設の一体的・調和的体系整備をすすめる。 

 

３）民間と公立の共存的・役割分担的福祉施策の展開 

企画・調整・予算配分・監査指導など、いわゆる本庁的業務に福祉・医療・保健業務を純化

し、事業所を全廃（民間委託・委譲）する行政運営は問題である。施策を企画し試行し検証

し、そして敷衍させていく具体的展開が可能な直営施設を東京都として確保するのは行政と

して当然である。そうした上で民間との協業、役割分担を図るべきである。民間と公立の共

存的・役割分担福祉施策を積極に推進しなければならない。 

 ４）東京都事情のあった単独事業の試行に前向きに対応 

福祉施策や障害者施策に、最近東京都が先進的にかつ先駆的に取り組む姿勢が欠けてきている。

首都東京事情にあわせた東京都単独事業拡充をはかるべきである。 

 

（（（（２２２２））））    『『『『医療医療医療医療をともなうをともなうをともなうをともなう福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設』』』』のののの在在在在りりりり方方方方にににに対対対対するするするする基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方    

 

１）「医療をともなう福祉施設」は、『医療・保険・福祉の連携』を具体的に実現する「東京都の

福祉・医療施設」施策として、国の施策にとらわれず東京都独自の考え方を示し、「重症心

身障害・重度肢体不自由・病弱虚弱・精神障害・重度知的障害」を持つ都民のための施設と

して、設立運営すべきである。 

２）都立施設と民間施設との役割分担・都と区市町村との役割〔機能〕を明確にし、民間、及び

自治体間での充分な協議のうえ、機能連携をはかるべきである。 

３）『いつでも・どこでも・だれでも』、施策の「公平・公正・平等」なサ－ビスの提供が受けら

れるよう施策の整備を早急にはかることが重要である。 

４）「医療をともなう児童福祉施設」の建設にあたっては、現場職員も入れた『建設小委員会』

を設置し民主的且つスム－ズな委員会運営をはかるべきである。委員会での論議の経過につ

いては全て公開とするべきである。 

 又、新たに施設を建築する際は、『人権擁護・小規模・地域開放・低層・バリアフリ－』

に充分留意し、施設利用者やそこで働く者の使い易い施設としていく努力をすべきである。 
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３３３３．「．「．「．「医療医療医療医療をともなうをともなうをともなうをともなう」」」」福祉施設施策福祉施設施策福祉施設施策福祉施設施策のののの今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性についてについてについてについて 

（（（（１１１１））））重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児（（（（者者者者））））施設施策施設施策施設施策施設施策についてについてについてについて 

①民間が先行した重症心身障害者施設 

昭和３６年、東京の日赤産院に併設された乳児院に重度の重複障害児が長期入所した。そして、

同院の小児科医小林提樹氏が、重症心身障害児施設「島田療育園（現島田療育センター）を開設し

た。その後、昭和３８年に近江学園から分かれて「びわこ学園」が開設され、昭和３９年には「秋

津療育園」が重症心身障害児の施設として認可された。昭和４２年８月児童福祉法の一部改正によ

って重症心身障害児施設の条項が設けられ法的に認知された。 

当初、小林提樹氏や糸賀一雄氏をはじめとする民間人の献身的な努力で重症心身障害児の療育が

始まったのである。 

 

②国・公立施設の誕生 

その後、重症心身障害児の療育施設［国立１１ヶ所（５３０床）］が新設された。 

自治体でも昭和４３年「東京都立府中療育センター」が開設、平成９年北療育医療センターに重症

心身障害児（者）病棟が開設された。 

この間に、施設のあり方に対する考え方もコロニーの発想からノーマライゼーションの思想に変

わり、家庭・地域に密着したものになった。学校教育においても、全国に先立って、東京都は昭和

４９年義務教育の免除、猶予の制度を廃止し、障害児の全員就学が保障された。 

重症心身障害児対策は民間先行で始まったが、国・公立施設が経済的に困難で養護性の高いケー

スの受け入れや、超重心児（者）の受け皿として果たして来た役割は重要である。又、国立・都立

病院との連携で、高度医療の提供も可能となっている。今後は、公民の役割分担を明確にし、それ

ぞれの特性に合わせた施策の展開が必要である。 

 

③都立重症心身障害児（者）施設の今後のあり方 

障害児（者）福祉施策の中でも最も困難な重症心身障害児（者）施策でも、近年、国や都の後退

は明白になってきている。これらの動向は公的責任を放棄するもので断じて容認できない。 

どんなに重い障害をもって生まれても、又途中障害児（者）となったとしても、人として大切に

され、充分な教育と訓練（リハビリテーション）によって発達を保障され生きがいのある毎日と人

間らしい穏やかな老後を迎えられるよう保障するのは国や自治体の責務である。重心児（者）施策

からの後退ではなく、前進が求められている。基本的には、家庭で普通に成長し、教育を受けられ

る権利を保障する施策が実現されなければならない。在宅支援の取り組みの強化や通園、通所、短

期入所のより一層の拡充が必要である。同時に過去の誤った政策により、強制的に母子分離させら

れ、収容された入所者はもとより、親の老齢化等で介護が困難となったときに、安心して生活でき

る受け皿としての入所施設の充実も切実に求められている。 

しかし、現状では、国は障害者自立支援法の国会への再提出を目論んでいることに象徴されるよ



 

  6/13 - 

  

うに、国は、障害者福祉分野へ応能負担から応益負担原則への変更等市場原理の導入を企て、福祉

分野から撤退しようとしている。介助がなければ生きていけない重心児（者）やその介護にあたる

家族の多くは、経済的にもハンディを負っている。自立支援法は、このような経済的弱者にとって、

人間として生きる権利をも踏みにじるものとなっている。 

国の試案では、自立支援法とともに、入所期間の長期化など本来の施設の機能と入所者の実態の

乖離を解消するため、概ね 5年程度をかけサービス体系を機能に着目して再編するとしている。再

編案では、現行のような障害機能別の施設運営が困難となり、他の障害より医療を必要とする度合い

が多い重心児（者）の中にも、地域に帰されるものも出てくることが予想される。制度の狭間にある重

心児（者）を救うためには、東京都が公的責任の下に、独自事業として重心児（者）通所事業を継続・

発展させる必要がある。また、重心児（者）を受け入れている民間施設では、現在でも、経営上の

困難や人的確保の面での困難等数多くの難しい局面に立たされている。特に超重心児（者）を受け

容れている民間施設では、職員の献身と犠牲の上で施設経営がやっと成り立っているのが現状であ

る。自立支援法は、これら施設に更なる経営の悪化と職場環境の悪化から医療スタッフ等の人的確

保に一層の難局をもたらす危険性が内在し、時間と労力のかかる超重心児（者）の受け入れから、

撤退せざるをえない状況を加速させるものである。 

今や重症心身障害児施設、取り分け超重症心身障害児施設は、公が責任を持って受け入れ、運営

すべき施設であるべきことが疑う余地のないものになってきている。 

 

※今後のあり方 

 『さて重症心身障害児の長期にわたる療育には、そこでの生活そのものが治療であり、教育であ

るような形のものが要求されます。どんな重症心身障害児でも「人と生まれて人となる」のですか

ら、その人となる道行を忘れて治療だけあればよいといったものではありません。長期にわたる生

活がそこに存在しています。医学的に可能なかぎりの治療と取り組み、風前の灯のようなかよわい

生命を見守り、病気を予防しながら、しかも人間として生き甲斐を証明するような生き方をそこで

お互いに生きていこうというものです。びわこ学園は重症心身障害児たちがそれぞれの姿のなかに

発達の無限の可能性を蔵していることに気づかせてくれます。 － 中略 ― 重症心身障害児の

療育は、その技術的なレベルをできるだけ高く維持したいものです。必要ならば新しい職種をつく

り、研究機関を設けて、医学や心理学や教育の高い水準が福祉的に統合されるようでありたいと思

います。この姿が出発点になって、他のあらゆる福祉施設の水準を高めるプロモーターの役割を果

たしてもらいたいものです。』 

（糸賀一雄著作集Ⅲ 「両親の集い」第 119号 昭和 41年 3月 25日より） 

ア、糸賀氏の述べるような高いレベルの専門性をもった重心児（者）の砦、地域の中核センターと

して都立重症心身障害児（者）施設の整備をはかるべきである。 

イ、北療育センターを区部の中核施設、府中療育センターを多摩地域の中核施設としてそれぞれ機

能の整備・充実をはかる必要がある。 

ウ、都民のニードが強い北療育医療センターの通所施設を早期に実施することが必要である。 

エ、中核施設として機能の整備をはかるため、府中療育センターの早期改築を実現する必要がある。 

オ、公立・民間との役割分担及び連携をはかる必要がある。公立は、超重症児など、より専門性、
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困難性の高い障害者の施設として整備するべきである。 

カ、２００～３００人ともいわれる東京の重症心身障害児（者）の待機者の解消を「施設」施策と

「在宅」施策の両面から積極的にはかることが大事である。 

キ、国の施策に関わらず、経済的にも弱者である重症心身障害児（者）に必要となる都独自の施策

をつくるべきである。 

（（（（２２２２））））肢体不自由児施設施策肢体不自由児施設施策肢体不自由児施設施策肢体不自由児施設施策についてについてについてについて 

①歴史的経過 

我が国における肢体不自由児に対する療育は、昭和１７年東京に国立整肢療護園が設立されたこ

とで開始された。国立整肢療護には全国から入所者が訪れていた。 

その後、昭和３０年代に入って、東京においては都立として北療育園、民間として東京小児療育

病院、緑成会整育園が開設された。当時は、施設入所による治療が主であった。そのため、入所待

機児も多く、北療育園は、昭和３７年入所定数７０床、外来２０人で開始されたが、昭和４０年に

は定数１８０床、外来４０人、通園４０人となっている。 

入所対象児も、医療の進歩と共に変化した。北療育園開設以前は、入所児の多くは、ポリオ、結

核性関節疾患、先天性股関節脱臼等であったが、予防ワクチンの完成、結核対策の進展、保健所に

おける乳幼児検診の徹底により減少した。このため、北療育園開設当時の入所対象児は、医療から

取り残され在宅を余儀なくされていた、脳性麻痺児が大半を占めていた。入所児は、独歩可能な軽

症児から重症児まで様々であった。整形外科的治療、リハビリ訓練を主体としながらも、生活指導、

教育と、幅広いニーズに応えていくことが要求されていた。 

４０年代後半より、地域通園施設の開設、養護学校の義務化の中で居宅のままの療育が可能とな

り、入所対象児は減少していった。入所児については、軽度肢体不自由児は、在宅での療育となり、

入所児は重症化していくこととなった。また、肢体不自由児施設の短期治療施設としての役割と同

時に、家庭引き取りの出来ない児童に対する療護施設としての必要性も見られ始めていた。 

肢体不自由児施設の歴史的経過をたどると、といっても、北療育園に添ってということになるが、

肢体不自由児施設の役割は、入所で完結することにはならない。入所において集中的な治療訓練等

を行い個別のリハビリ目的を果たした段階で在宅に戻していく、短期治療施設としての役割が大き

い。しかし、その段階で障害が完治するわけではない。その後の、フォローが必要となり、外来療

育につながっていく。肢体不自由児の療育は、施設入所と外来の両面の充実が必要となる。肢体不

自由児施設に入所と同時に外来機能をもたせることは、ノーマライゼーションの観点からも必要で

ある。 

在宅での生活を可能にしていくために、北療育園では、幼児のための通園を昭和４０年に開始し

ている。また、昭和４４年に城南分園、昭和４５年に城北分園を開設した。両分園とも、外来事業

を併設している。昭和５１年多摩療育園が開設されており、障害児が、より身近なところで療育を

受けられる地域性を考慮しての設立であったと考えられる。また、昭和４３年には北療育園、昭和

５１年多摩療育園が、巡回療育相談事業を開始している。肢体不自由児施設施策は在宅を基本にお

きながら必要に応じて入所療育をおこなうというシステムを早期に確立していった。 

しかし、それ以降肢体不自由児施策に対する新たな方向性は示されていない。より身近なところ

で療育を受けられる地域性を考えると、東部地域に療育施設を建設する必要性は高かったと思われ



 

  8/13 - 

  

るが、肢体不自由児施設施策が検討されるに至らず、重症心身障害者対象の東部療育センターが今

年１２月に開設される事になっている。 

②現状 

北療育園は、昭和６０年、北療育医療センターとして全面改築が行われ、障害児（者）の総合医

療施設として、心身障害児（者）全般を対象とした施設へと衣替えを行った。 

また、平成９年には、障害児の減少傾向の中で障害の重度化が顕著となってきた。重症心身障害

児（者）施設の入所待機者が増加する中で、肢体不自由児の療育棟の一部を重症心身障害児の入所

施設に転換した。 

肢体不自由児施設の対象児は開設当初に比べ大きく様変わりしている。肢体不自由児施設入所児

は、重症心身障害児が多くを占めている。これは全国的な傾向であり、厚生労働省も、肢体不自由

児施設においても重症心身障害児を入所することを認めている。都内施設の緑成会生育園において

は肢体不自由児施設から重症心身障害児施設に切り替えを行っている。肢体不自由児入所施設は、

肢体不自由児の概念規定から心身障害児として医療を必要とする障害児への療育施設としての捉

え方に変えていく必要がある。 

利用者ニーズに合わせ、肢体不自由児施設の利用目的の幅を広げていくことが、求められている。 

現在の、北療育医療センターにおける入所対象児を分析すると、ア．重症心身障害児 イ．親の

養育力の低下による養護の必要な重症心身障害児及び肢体不自由児 ウ．整形外科手術を含めた短

期治療の必要な肢体不自由児 エ．レスパイトケア、となっている。 

ア． については重症心身障害児（者）の入所待機者が多い中、緊急を要する児においては、

保護の意味からも、入所の必要性は高い。 

イ． については、都内に肢体不自由児療護施設がないこと。近県においても、神奈川に精

陽学園、静岡にねむの木学園のみである。養護児の受け入れの必要性は高い。 

ウ． については、肢体不自由児施設の短期治療施設としての機能を十分生かしていく必要

性は高い。 

エ． レスパイトケアについては、在宅を支える意味において、積極的な受け入れが必要で

ある。 

 

以上のように、肢体不自由児施設の対象及び目的は大きく変化している。障害児の置かれている

現状に合わせて、柔軟に対応していくことが必要である。今後は、より利用しやすいシステム及

び対象に合わせてサービス内容を変えていく必要がある。 

 

③今後の方向性 

歴史的経過を追う中で、肢体不自由児施策について衛生局所管で行われてきた意味を改めて受

けとめている。医療の基本の上に成立しうる施策である。 

今後も、福祉保健局はこれまでの築き上げてきた実践の上にたって、心身障害者が健康でより

豊かな生活が出来るよう新たな施策については以下の点を考慮し、推進する必要がある。 

ア． 障害児の早期発見、早期療育の必要性から保健所及び小児病院等医療機関との連携を

強化する。 
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イ． 民間施設との役割分担を行いつつ、それぞれの施設が築き上げてきた療育技術のノウ

ハウを共有し、関係機関への技術援助等を行っていく。 

ウ． 療育圏を設定し、全ての心身障害児（者）が必要に応じて、適切なサービスを受けら

れる体制を整備していく。 

 

 

 

（（（（３３３３））））重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児重症心身障害児（（（（者者者者））））通所施設通所施設通所施設通所施設についてについてについてについて 

 

 昭和６３年に東京都の単独事業として開始されて以来、重症心身障害児（者）通所（以下、通所）事

業は在宅の重症心身障害児（者）とその家族を支える中核として非常に大きな役割を果たしてきている。

通う場所があって初めて在宅生活が成り立つといっても過言ではない。現在、都立直営の府中療育セン

ター（平成４年開設）、北療育医療センター城南分園（平成６年開設）、北療育医療センター城北分園（平

成７年開設）の３通所はじめ、東京都内の１３施設が通所事業を実施し、それぞれの在宅の重症心身障

害児（者）のニーズに応えてきているが、事業開始より十数年が経過し、多くの問題を抱えてきている。 

 

《問題点》 

 

１．利用者の増加 

 各通所においては、肢体不自由児養護学校の卒業生を中心に、毎年多くの新規利用希望者が出てきて

いる。肢体不自由児養護学校においても障害の重度化・重症化が進んでおり通所事業の対象となる利用

者は増加傾向にある。一方、卒業のない通所においては、利用者の死亡、また、家族の高齢化や疾病等

に伴う長期入所への移行等による退所が若干名はあるものの、基本的には利用者数は増加の一途をたど

っている。 

都立の３通所はじめ医療施設を併設する通所においては、障害の重さや医療的ケアの必要性から地域

では受け入れ困難な利用者が対象となり、重症心身障害児（者）通所施設に入れなければ、結果的にど

こにも行き場が無くなる人達が出てきてしまうため、多くの施設が一日の利用定員を超えて利用者を受

け入れざるを得なくなっている。その結果、「待機」という形での在宅者は現れてこないものの、実際

には、利用者の通所日数の制限、或いは減少という形でのサービス低下がもたらされている。 

新規に希望する利用者、またその家族は「本当に入れるのだろうか」と不安を抱き、現在の利用者、

またその家族も「いつ通所日数を減らされるのか」と不安を抱いている。利用者数の増加に受け入れ体

制が追いつかない現状は、利用者やその家族の生活を守る視点からも大きな問題といえる。 

 

２．施設の偏在 

 東京都における重症心身障害児（者）通所施設は、当初、都立肢体不自由児養護学校域毎に整備され

る構想が示されていたが、実際は、既存の重症心身障害児施設や肢体不自由児通園施設等に併設される

形でつくられてきており、地域的な偏りが見られる。また、そのことと合わせて、肢体不自由児養護学

校は学区域も広く、送迎コースも広域に渡っており、現在の重症心身障害児（者）通所施設だけでカバ
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ーしていくには限界がある。実態としても各通所とも利用者の送迎時間が延長化してきており、障害が

重いにもかかわらず、長時間かけて通わなければならないという捻れた現象が起きている。 

利用者数の増加と合わせて、各施設とも受け入れが飽和状態に近づいてきており、東京都全体として、

在宅福祉の推進において、重症心身障害児（者）が身近に安心して通える場所をどのように整備してい

くかということは緊急な課題である。 

 

３．利用者の重症化 

現在の利用者の障害の状況は、事業開始当初に予測していたよりもはるかに重く、年度を重ねるごと

に医療的ケアが濃厚に必要な重症心身障害者、いわゆる超重症児、或いは準超重症児の占める割合が増

加してきている。この傾向は、卒業のない通所事業においては、進行性疾患や加齢に伴う機能低下によ

り確実に強まってきている。肢体不自由児養護学校においても障害の重症化は進んでおり、今後、新規

の利用者を含めて重症化の傾向はますます強くなると思われる。 

また、利用者の重症化に伴い、臥位で過ごすスペースは言うまでもなく、吸引、吸入等に必要な医療

器具や呼吸器等の設置場所も必要になり、施設自体も狭隘化してきている。 

 

４．送迎 

 通所においては、当然のことながら通うことが事業の前提になる。特に重症心身障害児（者）とって

は、いかにして通うかということは大きな問題である。各施設ともバス送迎を基本として利用者の受け

入れを行っているが、先に触れたとおり、利用者数の増加や施設の偏在により、送迎時間の延長化やバ

スルートを組むこと自体が困難な状況が出てきている。重症心身障害児（者）が長時間かけて通うこと

は、利用者本人の負担も高く、また、リスクも高い。一方で、利用者の重症化により、車椅子もリクラ

イニングが必要であったり、ストレッチャー式のものが増えたりと大型化してきており、１台のバスに

乗車できる車椅子の台数が限定されてきている。バスのルート、乗車可能な台数の両面からの限界によ

り、利用者全員をバス送迎できず、自主送迎に頼りながら運営しているのが実情である。 

 

  以上のような状況に対し、以下のように改善を要求する。 

 

《改善要求》 

 

１．全都的な施設整備 

既存施設の入所状況は、一部を除いて定員またはそれ以上の入所状況にあり、今後の新規利用者の受

け入れも困難な状況が予想される。通所者の在所期間が長くなる中、通所に対するニーズが今後とも増

えていくことは明らかで、今後の養護学校卒業生の動向等も踏まえて、都内に適切な施設配置がされる

よう、施設整備を進めていく必要がある。どんなに重い障害をもつ人でも、家族と共に、安心でより豊

かな在宅生活が送れるよう、東京都としてどのようにその人達を支えていくのか、計画的かつ具体的な

施策を示すよう強く要望する。 

また、都立施設に関わる直近の課題として、以下のことを要求する。 
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１）北療育医療センターに重症心身障害児（者）通所施設を設置し、北養護学校学区域を中心とした地

域の在宅重症心身障害児（者）の受け入れ整備を図ること。 

２）府中療育センターは、一日の利用定数に対する在籍者の比率が最も高く（１．６５倍）、利用者の

居住地も広域（12市１区）に渡っているため、今後の新規利用者の受け入れが困難な状況にある。

市部の東部をカバーする重症心身障害児（者）通所施設の整備を図ること。 

 

２．職員配置基準の改善 

平成９年、東京都重症心身障害者通所事業実施要綱が一部改正され、職員配置基準が通所者 2.5人に

対して職員１人より、一日当たりの通所予定者２人に対し１人に変更された。また、職員構成も直接処

遇職員に、理学療法、作業療法、言語療法を担当する何れかの職員が加えられ、看護婦（士）、保育士、

指導員と共に全て専門職となった。このことは、通所の現状に配慮したものと受け止めつつも、利用者

の障害の重症化は顕著で、現在の職員体制では、十分なケアや活動が保障できないばかりか、超重症児

を中心に医療的なケアを行っていく上でも不十分なものとなってきている。職員がギリギリの負担を背

負ながら、事故や生命の危険と常に隣り合わせに事業運営をしているのが現状である。 

日常生活の殆どの場面において１対１以上の対応が必要な利用者に対し、現在の職員配置基準では、

食事、排泄、移動といった生活するための最低限の介護に多くの時間が割かれ、利用者の生活の質を高

めていくための活動を十分に保障することが難しい。また、同性介護といった基本的な人権への配慮も

困難な状況にある。 

さらに、吸引、酸素吸入、気管切開、人工呼吸器の管理、また、パルスオキシメーターによる呼吸状

態の管理等々、常に同時複数的に利用者の医療的な対応に追われ、急変時の対応と合わせ、綱渡り状態

で日々を送っているのが現状であり、絶対的に看護師の数も不足している。各施設とも、看護師以外の

職員が吸引等の医療行為を行わざるを得ないのが実情であるが、送迎バスの添乗時はじめ、現状の体制

ではリスクの管理が極めて困難な状況にある。 

生活、医療両面にわたり利用者のニーズに即したサービスが提供できるよう、職員配置の改善を要求

する。 

 

１）通所者対職員の配置基準を、現状の２：１から 1.5 対１に引き上げる。 

２）超重症児に対して看護師の加算配置を設ける。 
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（（（（４４４４））））肢体不自由児通園施設施策肢体不自由児通園施設施策肢体不自由児通園施設施策肢体不自由児通園施設施策についてについてについてについて 

１）通園の傾向 

都立の肢体不自由児通園施設として４園が開設し、約４０年が経過した。各園とも開設当初の通

園児は肢体不自由児が多く、療育をスタートする年齢も比較的高かった。 

昭和５０年代前半に超早期療育（０歳児療育）が提唱されて以来、外来初診児の低年齢化が著し

く、通園療育においても、低年齢で療育をスタートする児が増加した。また、都立施設とし

て医療機関を伴っているため、対象児が重度化・多様化していく傾向にあることは、昭和６

０年当初にすでに指摘されている。実際各園において昭和５０年代中頃には肢体不自由児が

激減し、重症心身障害児が増加していることが報告されている。このように早い時期から対

象児の変化が報告され、どの児に対しても通園療育の必要性が認められていながらも、肢体

不自由児施設として位置づけられているため、対策はなされず、職員配置基準の見直しはさ

れてこなかった。見直しの要求は再三されてきたが、改善されず現在に至っている。さらに、

同様の問題を抱えたまま重症心身障害児の利用は増加傾向にあり、障害は多様化し、現在で

はどの園においても医療ケアを必要とする児の割合が高くなっている。 

   

２）母子通園の必要性とあり方 

通園形態では、障害受容・母子関係作り・親指導の側面から、母子通園の必要性が重視されてき

た。障害を持った我が子が日常生活を送っていく上で母親や家族の障害受容も含め家族での

養育基盤作りを支援していく役割が通園施設には重要である。子育てのなかで医療から生活

へと視点を向ける必要があるが、その際に母をはじめ家族が障害を受容し、家庭での養育基

盤作りの支援をするための施設として母子通園施設の意義がある。 

しかし、乳児期で入園すると、最長５年間に及ぶ通園期間となる。前述した母親支援のほかに児

の発達支援の側面からは、母子密着から母子分離への方向が必要である。療育年数の長い児

に対しては、自立性・社会性の基盤を作る意味からも、就学前の年齢においては単独通園が

望ましいといえる。 

現実には対応する職員が不足し、単独通園は通年ではなく、園によっては年に数回行われている

にすぎない。また、母子分離クラスにおいても食事・排泄などは母親の介助なくしては行え

ていない。母子通園の必要性からの登園とは食い違っている一面がある。 

 

３）都立施設としての役割 

通園施設以外で生活ができるようになった児については、地域の保育園や幼稚園、知的障害児通

園施設・各区療育施設へ移行し、通過施設としての一面も持っている。地域で生活をするこ

とが望ましいと言われるが、実際には受け入れ状況は地域差が大きく、他施設での受け入れ

が困難なケースが多いことも事実である。また、重複障害をもつ児や医療を必要とする児に

対しては受け入れに消極的な施設や地域が多い。その点からも、都内４カ所の通園施設で、

都内全域から受け入れている都立施設としての役割や意義は大きいと言える。 

 

４）サービスの多様化 
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 療育ニーズのある児は都立施設として受け入れ、個々の療育ニーズに応じた療育内容を提供し

てきた。乳幼児期、障害を持つ児の親は障害程度ではなく、我が子が障害をもっているという事

実に直面する。医療中心から我が子の生活・将来を見据えた子育てへと、親の視点は変化するわ

けであるが、そのような乳幼児期だからこそ療育ニーズのある児を受け入れ発達支援を行う支援

センター的施設が必要とされる。子どもの発達に不安のある親子を受け入れ、方向づけをしてい

く専門機関として都が担うべき施設のあり方として位置付けられなければならない。今後は法的

な肢体不自由児施設の枠に捉われず都の障害児施策として新たな展開をし、充実した医療を伴う

施設としての構想が望まれる。 

 

 

＜今後の改善点＞ 

① 配置基準の見直し                                                         

肢体不自由児の直接処遇職員配置基準５対１を、肢体不自由児を含む重症心身障害児とし、直接処

遇職員の配置基準を３対１に改善する。 

② 看護師の複数配置 

医療ケアの必要な重症心身障害児の増加に伴い、看護師の複数配置を求める。 

③ 母子通園の見直し 

通園児の療育の一環として、就学前に単独通園を実施するための人員を配置する。 

 

 


