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Ⅰ どんな問題か 
 
突然、子ども福祉医療センターの民営化問題が浮上しました 
障害を持つ子どもたちの生命と健康を守り、教育をいっそう発展させるために、いま必要なことは、な

にかを一緒に考えませんか。 
■ 県立子ども福祉医療センターとは 
 県立子ども福祉医療センターは、水戸市吉沢町にあり、隣

には県立水戸養護学校（肢体不自由児教育中心）があります。

県内唯一の県立肢体不自由児医療施設で、約 50 年の歴史を

持っています。法的には、児童福祉法に基づく肢体不自由児

施設であり、かつ医療法に基づく病院との位置づけです。 
入所治療中の子どもたちは水戸養護学校の分教室（元は分

校）で学んでいます。水戸養護学校児童生徒の約 7 割もこ

こで治療訓練を受けています。また、障害児専門医療機関の

中核として、県内のいろいろな障害をもつ子どもたちの治療

と訓練に大きな役割を果たしています。 近注目されている県内各校の発達障害児に関わる医療・診断

のセンターとしても、大きな役割を担ってきました。また、センターの周辺の一般の親たちからも、「子

どもを気軽に診てもらえる」と好評です。 
医師は小児科と整形外科が専門で 6 名、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師など、

90 名を超す職員が働いています（資料 1）。 
 医療と教育の進歩に伴い、「肢体不自由児」の障害内容も多様化・重度化してきました。「肢体不自

由」で通学可能児が増えるとともに、脳性マヒなど重い障害をもつ入所児童生徒の割合が多くなってい

ます。施設の老朽化が進んでいますが、県財政事情を理由に補修が行われていません。これまでくりか

えし、設備施設の充実と医療体制の強化が要望されてきたところです。 
 
    資料１ こども福祉医療センターの職員数 
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資料２ こども福祉医療センターの療育 

 

現在、県立こども福祉医療センターでは、下記の業務（「茨城県立こども福祉医療センターの概要」

平成 21 年 6 月 24 日より）を行っています（資料 2）。 

 ①単独入所児、母子入園児及び外来児に対する整形外科的治療・小児科的治療及び理学療法・作業療

法・原語聴覚療法による機能訓練 

 ②入所児の生活及び育成指導（学齢児は養護学校に通学） 

 ③入所中の年少児（幼児）の保育 

 ④障害福祉サービス短期入所事業及び日中一時支援事業 

 ⑤保険入院 

 ⑥療育相談 

 ⑦地域支援（障害児地域療育等支援事業） 

 
■どんな提案か？ 

2009 年 7 月、「県立こども福祉医療センター整備検討委員会」が設置され、4 回の委員会審議（1 回

は原案修正の持ち回り会議）の後、2010 年 2 月、下記のような内容の報告書が知事あてに出されまし

た。要点を挙げると 
 １．センター施設の老朽化、入所児減少、外来診療・訓練ニーズの増加、障害の重度多様化などのた

め、新たな施設整備の検討が必要となった。 
 ２．肢体不自由児施設であるセンターの建て替えと併せて、重症心身障害児の入所待機者への対応を

考えて、 
 ３．民間へのアンケート結果や県の財政状況を考慮した結果、県が関与支援を行いながら民間の社会

福祉法人等が肢体不自由施設（入所定員 30 名程度）と重症心身障害児施設を一体的に整備運営

する方式（県事業委託方式）が も望ましい。 
４．整備場所として、県が医療福祉のまちづくりを進めている「桜の郷」を第 1 案とする。 

というものです。  
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Ⅱ 民営化を考える 

■ 「民営化」の理由は？ 

「報告書」でも指摘しているように、センターの現状は、施設の老朽化、入所児減少、外来診療・訓練

ニーズの増加、障害の重度化多様化などへの対応が緊急の課題となっています。      

 

こうした状況は今に始まったことではありません。この現状に対して、すでに 3回の報告が出されて

います。 

平成 9年「茨城県立社会福祉施設等あり方検討委員会報告書―県立福祉施設の再編整備について―」

（Ｈ9 報告。委員長 三澤義一 つくば国際大学教授）では、「県立施設は、民間施設では十分対応で

きないサービスを提供できるよう、体制・機能を充実するとともに、新たな役割、機能を検討すべき」

資料３【茨城県ホームページより】 
県立こども福祉医療センター整備検討委員会の検討結果について 

 県立こども福祉医療センター（肢体不自由児施設）について、著しい老朽化や利用状況の大幅な変化

を踏まえ、今年度、外部有識者等で構成される「県立こども福祉医療センター整備検討委員会（委員長：

山口巖 財団法人茨城県総合健診協会会長）」を設置し、新しい施設の整備について検討してきたとこ

ろ、報告書がまとまり、本日、委員長から知事に対し報告されましたのでお知らせいたします。 
１ 県立こども福祉医療センターの現状と課題 
 施設の老朽化 
・開設後 49 年が経過（耐震診断では、施設の一部に倒壊の危険性が指摘） 
利用状況の変化 

  入所児数の減少(定員 160 名に対し現員約 30 名)と外来診察・外来機能訓練の増加 
  障害の重度化、重複化、多様化(重症心身障害児の増加) 
２ 整備検討委員会の検討経過（略） 
３ 報告書の主な内容(委員会の結論)  

肢体不自由児施設の入所定員は 30 名程度。 
  県内の施設入所待機者が 50 名を超え、福祉団体などからも整備の要望が強く、採算的にも民間での

運営が可能とされている重症心身障害児施設は民間において整備することが望ましい。 
  肢体不自由児施設の運営形態については 
(1)直営方式 
(2)指定管理者方式 
(3)県事業委託方式 

を比較検討した結果、医師等が確保できることを条件として、民間法人が重症心身障害児施設と併せ

て一体的に整備・運営する肢体不自由児施設に対し、県が政策的に必要な事業等を委託する県事業委

託方式を第 1 案とする。 
 →診療、機能訓練部門の人員、設備の共有化を図ることにより施設運営の効率化、医療資源の有効活

用を図ることが可能。 
・県事業委託方式となった場合でも、入所児やその家族が将来にわたって安心して充実したサービスが

受けられるよう、県が施設整備、運営の両面で積極的な支援を継続的に行っていくべき。 
・整備場所については 
(1)現在地 
(2)旧水戸産業技術専門学院跡地 
(3)桜の郷 

の 3 か所を候補地として検討した結果、福祉医療のまちづくりを目指す「桜の郷」の健康生きがい施

設用地を第 1 案とする。 
注、下線は私たちがつけたものです。 
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として、「ア 公的施設の役割であるパイオニア機能の充実、イ 民間施設との関連による、役割・機

能の見直し、ウ 地域福祉推進の中核的支援施設として機能強化」の 3点について検討しています。 

平成 13 年の「県立身体障害施設整備委員会」（Ｈ13 報告と呼ぶ。委員長 松村多美恵 茨大教授）

は、「脳性まひなど入所需要に応えて･･･医療と福祉を一体的に行う県立施設として存続が必要」とし、

その理由として「民間運営は医療スタッフの確保、児童の就学機会の確保等、条件整備点で難しい面が

ある」と報告しています。「老朽化が進行していることから、早期に具体化が必要」とも提案していま

す。 

また、機能についても、「今後の県立身体障害施設の機能は、民間では十分な対応が困難なサービス

を提供するため、入所児に対するより専門的な療育・更正援護機能や、在宅障害児・者に対する専門的

な充実を図るべきである」としています。 

このＨ13報告について、第 2回会議の資料（「県立こども福祉医療センターの現状と課題」）では、

「県財政の大幅な悪化等により整備が凍結」「一旦白紙に戻して」とされています。 

平成 18 年の「こども福祉医療センターあり方検討委員会」（Ｈ18 報告と呼ぶ。委員長 松村多美恵

茨大教授）は、「県においては、厳しい財政状況の中ではある」が、今後の方向として「在宅の肢体不

自由児への支援強化、重症心身障害児（者）への対応、軽度発達障害児への対応、運動発達遅滞を伴う

重度知的障害児への対応、県内唯一の肢体不自由施設として機能強化」の必要を提案しています。 

下記に、Ｈ13報告とＨ18報告と、今回の報告の関係をまとめて図示しました。3回の報告にもかかわ

らず、県の予算状況を理由に、県による整備がこれまで放置され続けてきたのです。ところが今回の「検

討委員会報告」では、これを逆手にとって、反対に民営化の口実にされているのです。 

資料４ こども福祉医療センターにかかわる 3 つの『報告書』の比較 



 7

「民営化」を提案した今回の「検討委員会」は、①直営方式（現行）②指定管理者方式（施設は県が整

備、管理者を公募）③県事業委託方式（民設民営）に分けてそれぞれのメリット、デメリットをあげて

います。 

それによると、③のメリットとして「民間のノウハウが活用可能」「現場のニーズに即した意思決定

可能」「（県が委託するので）政策的に必要な事業の存

続の担保が可能」などを挙げています。しかし、これら

は県立では不可能なことでしょうか？むしろ県という行

政こそ、その気になって取り組むべき事柄ではないでし

ょうか。また「肢体不自由児施設と重症心身障害児施設

を合わせて整備すれば効率化が可能」を挙げていますが、

すでに現在のセンターがそのような機能を実質的に果た

していて、その強化こそが望まれているのです。 

橋本知事は民営化に係わって、県議会の答弁（平成 22

年 3 月 18 日、予算特別委員会）で「･･･全国の肢体不自

由児施設について、全国に 59 あるうち、民立民営が 25

（注、42％）、公立公営が 23、公立民営が 11（注、19％）、

そして傾向としては、民立民営の施設が増えている現状」

と紹介しています。しかし、59 施設を都道府県で見ると、民立民営のみは 14 県（30％、分母は 47都道

府県）、複数ある施設に公立公営があるのは 23 県（49％）で、半数の自治体は、公立公営の施設を一

つは設置しているのです。その数を、多いと見るか少ないと見るかは、見る人によりますが、少なくと

も、民営化に対する聞き手のイメージは変わると思われます。 

平成 22 年 5 月付け茨城県障害福祉課「こども福祉医療センターの整備について」によれば、「･･･新

施設が早期にできるよう、現在、事業者の公募条件の検討など具体的な作業を進めている」とあります。

これまで、老朽化への対応を遅らせたのに、今回の民営化案だけは、「早期にできるよう」急いで具体

化するというのは、いったいどういうことでしょうか。 

 

■ 民営では医師確保が困難 

他方、この報告書も、「民営化」のデメリットとして「医師確保がポイント」を挙げています。多様

かつ重度の障害児の治療・訓練は、採算性にとらわれず継続して丁寧に行われることが必要であり、県

立だからこそできるものです。現在、大病院でさえ小児科医が不足しているとき、民間の医療事業で、

このような専任医師を恒常的に確保することは極めて困難なことは自明です。その上、全国的に見ても、

医師の数は、茨城県はワースト 2位となっています（資料５）。 

報告を受けて橋本知事は、県議会の答弁で、争点である医療スタッフの確保について、「事業者とな

る民間法人の医師を有効活用すること、それから、本人の希望や民間法人の要望によっては、現在のセ

ンターの医師に民間へ移籍してもらうことや県職員のまま派遣すること、さらには、新たな医師の招聘

等々などの方策を組み合わせることにより確保していきたい」と述べています。「センターの医師に民

間へ移籍」など、驚くべき答弁を行っています。 

「桜の郷」に立てられている国立病院機構水戸医療センターでさえ、小児科医師は、常勤体制 2名（平

成 16年 10 月）で外来（月曜から金曜）と入院診療を行っていましたが、平成 18 年 12 月より 1名での

外来（月曜から金曜）となり、平成 19 年 2 月からは小児科常勤医師ではなく、非常勤医師２名による
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毎週 2回（現在治療中の患者で予約のみ）の外来診療のみとなりました。現在は、毎週 2回（月曜日と

木曜日）、ただし木曜日は第 1、第 3 週のみとなっています。国立病院機構水戸医療センターでさえ、

小児科医にあっては、このような実情なのです。採算性と医師確保の困難を物語っています。 

こうみると、「民営化」の真の理由は、県にとって、このような障害児医療施設の整備充実が、財政

上重荷だからというのが本音ではないでしょうか。「民営化」を提案する「報告書」にも「年間 3億円

超を一般財源で補填している状況を踏まえ、効率的な運営体制とするため、民間の社会福祉法人等のノ

ウハウの活用･･･」（P.7）と述べています。 

資料５ 厚生労働省：都道府県別に見た人口 10 万対医師数 

 

■ 小児リハビリテーション推進の中核機関として 

茨城県では、高齢者や障害者等、誰もが住みなれた地域で、適切なリハビリテーションを受けること

ができるよう、地域リハビリテーションを総合的に推進する「茨城県地域リハビリテーション総合支援

事業実施要項」（平成 21年 6月 10 日から施行）を策定しています。その中で、小児リハビリ医療の課

題に対応するため、「小児リハ推進支援センター」（2 ケ所）の下に「小児リハ・ステーション」（10

ケ所目標）を指定する構想を打ち出しています（「地域リハビリテーション総合支援事業概要」）。そ

の 2ヶ所の「小児リハ推進支援センター」として、県立医療大学付属病院とこども福祉医療センターを

指定しています。 

県立医療大学の小児科では、リハビリテーションが治療効果を発揮する疾患児を診療対象としていま

す。精神運動発達遅滞、脳性マヒ、行動異常、心理的疾患、自律神経異常、小児自閉症、慢性心疾患、

慢性呼吸疾患などです。治療は、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚療法士、心理判定

員、メデイカルソーシャルワーカー他がそれぞれの専門の立場から疾患の管理・治療、感覚統合療法、

ボバース法、筋力増強訓練、言語訓練、摂食指導、カウンセリング、遊戯療法、医療相談などを行って

います。こうした医療は入院および外来において、医療職員から構成されるチームにより、一貫した体

制で行っています（県立医療大学のホームページより）。県南地域をエリアとする医療大学は、県立で

す。したがって、もう一つの県北地域をエリアとするこども福祉医療センターも、中核機関として“県

立”で設置運営されることがふさわしいと考えます。 
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■ こども福祉医療センターの入所児の実態と民営化 

 報告では、入所児数が減少していることから、適正な入所定員について検討し、「肢体不自由児施設

の入所定員は 30 名程度」と提案しています。現在入所児の状況（平成 22 年 3 月 1 日現在）を見ると、

入所児合計 31名と、確かに、入所児は減少していますが、その内、措置入所が 10 名で、契約入所が 21

名となっています。措置入所には、虐待などの養育困難なケースが含まれています。こうした、より配

慮を必要とする子どもへの支援には、採算性を追求する民間ではなく、公立公営での支援体制こそ必要

と考えます。 

 
■ こども福祉医療センターの機能と民営化 

 入所児数の減少に対して、外来診療・外来機能訓練患者数が増加しています。こうした「外来診療・

外来機能訓練ニーズの増加」へ対応した必要な機能として、Ｈ18 報告では、「外来診療、外来機能訓練

の充実」「重症心身障害児への対応」「地域支援の強化」「発達障害児への対応」等を掲げています。

さらに、2021 年 8 月に「小児リハ推進支援センター」に指定され、県内唯一の肢体不自由児施設として、

指導的役割を発揮することが求められています。 

このように、こども福祉医療センターの機能で見ると、「重症心身障害児への対応」は、センターが

持つ多様な機能の一つです。したがって、「重症心身障害児への対応」を理由に、センター全体を民営

化へというのは、あまりにも短絡的です。 

 

資料６ 肢体不自由施設としての方向性 
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今回の報告では、「Ｈ18報告」をふまえて、「肢体不自由施設としての方向性」を示しています。 

「外来診療、外来機能訓練の充実」としては、引き続き集中評価訓練入所、母子入園、短期入所・日

中一時支援を引き続き実施します。「地域支援の強化」としては、現在の施設支援一般指導、地域療育

に関する啓発に加え、小児リハの充実化に努めます。「発達障害児への対応」としては、自閉症やアス

ペルガー症候群などの広汎性発達障害、注意欠陥･多動性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）などの

軽度発達障害について診療が、提案されています。肢体不自由施設として、「外来診療、外来機能訓練

の充実」「地域支援の強化」「発達障害児への対応」を引き続き進めるとともに、「小児リハビリの専

門的機関としての期待・ニーズが高いことから、今後とも、基本的に現行の機能を維持しながら利用者

ニーズに対応した肢体不自由児施設としての役割を果たしていく必要」（基本的な考え方）があるとし

ています。「肢体不自由児に対して治療やリハビリテーションを行って家庭や地域に戻すという通過型

施設としての機能の強化」も提案しています。 

そして、県事業委託方式の場合においても、 「肢体不自由施設の特徴である手術機能など医師の教

育研修施設としての機能の充実が図れるよう、施設整備の面においても、県が積極的な調整・支援を行

うともに、運営面においても、県事業の委託などの方法により引き続き関与・支援をする必要がある」

とし、その上で、「委託するのが望ましい」事業として、①地域支援事業、②機能訓練の充実化に係る

支援、③小児リハ推進センター指定に係る支援、④発達障害児に対する医療的支援をあげています。 

ところで、これらの提案と関わって、Ｈ13報告では、「今後の県立身体障害施設の機能は、民間では

十分な対応が困難なサービスを提供するため、入所児に対するより専門的な療育・更正援護機能や、在

宅障害児・者に対する専門的な充実を図るべきである」として、「民間では対応できないサービスを提

供するための機能の充実」について検討しているのです。そして機能の充実として、「①外来（通所）

形式による療育（診療・機能訓練）ニーズへの対応、②リハビリテーション機能の充実、③入所児童の

重度化・重複化への対応、④発達障害児の成人期への対応、⑤在宅障害児に対する支援機能の充実」を

あげています。これらの機能は、今回の報告の「委託するのに望ましい事業」となっています。Ｈ13 報

告では、「民間では対応できないサービスを提供するための機能の充実」との課題下で提案されていた

内容です。この点からすると、あらためて、どの機能が委託事業にふさわしいのか、慎重な検討が必要

です。 
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Ⅲ 重心児問題と民営化 

■ 「民営化」先にありき？ 受け入れ「法人」先にありき？ 

 「検討委員会」は、委員会が発足（第 1 回：平成 21 年 7 月 8 日）すると、「民営化」の選択肢が決

まっているかのように、県内 24 の医療法人・社会福祉法人に対して、「（1）県が公募により新たな肢

体不自由児施設の建設運営（経営）者を募集した場合は、応募する意思がありますか」「（2）貴法人

の事業として、重症心身障害児施設の建設運営（経営）への関心はありますか」といったアンケート調

査（平成 21 年 8 月）を行っています。また、（1）の回答選択肢は、3 つあり（①応募について検討す

る、②条件により検討できる、③応募する意思はない）、②の条件について、例として「（県が施設の

建設等を行い）運営のみ民間が実施する方法（指定管理者制度）」を示しています。このアンケートは、

明らかに「民営化」を前提に、｢民営化｣へ参加の意思を聞くアンケートです。 

結果、回答した 19 機関のうち、（1）（2）とも全面的に賛同したのは 1 機関だけでした。賛意を表

したこの 1機関は、「県都水戸周辺の県中央部において設置するのが望ましい」（アンケート記載）と、

後述の移転候補地の「桜の郷」を類推させるような設置場所まで提示しており、「待っていました」と

言わんばかりの回答です。他 4機関は「条件により検討」で、残り 14 機関は「意思なし」です。 

 このように、検討委員会で検討する以前に、県当局の「民営化｣方針か、あるいは受け入れ「法人」

が、あったのです。 
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資料７ 県内法人へのアンケート結果 

 

■ 重症心身障害児の入所施設として 

 「報告書」では「医師等が確保できることを条件として、民間法人が重症心身障害児施設と併せて一

体的に整備・運営する肢体不自由児施設に対し、県が政策的に必要な事業等を委託する県事業委託方式」

「診療、機能訓練部門の人員、設備の共有化を図ることにより施設運営の効率化、医療資源の有効活用

を図る」とあります。「重症心身障害児施設に併せて一体的に整備・運営」することによって、「人員、
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設備の共有化」や「施設運営の効率化、医療資源の有効活用」するというのです。 

 なぜセンター整備問題に「重症心身障害児施設との一体化」が浮上したのか。これにかかわって、報

告書では、「施設への入所待機者が多く、センターの入所児の約 5割を占めるまでになっている重症心

身障害児への対応をどのようにするかということが大きな検討課題となった」としています。「入所児

の約 5割」としていますが、正確には、平成 21年度は「5割近く」ですが、平成 20 年 36.8％、平成 19

年 20.5％、平成 18 年 27.7％ですから、実際には変動があるのです。全国的には 30％を越える値です。

報告では、このように「センターの約 5割が重症心身障害児となっている状況の中で、新たな重症心身

障害児施設の整備について福祉団体等からの強い要望があるという状況も考慮した対応」として、「重

症心身障害児施設との一体化」が提案されますので、細かいことですが、「5 割」はキーとなる数値で

す。この数値によって、肢体不自由児施設が、重症心身障害児施設の民営化とセットへ導かれますので、

正確に記したいものです。 

こうした数値の問題はありますが、「本委員会の議論の中では、肢体不自由児施設であるセンターの

立て替えと併せて、重症心身障害児施設を整備して入所待機者への対応を考えるべきであるとの意見が

大勢となった」（はじめに）と述べています。入所待機者とセンターの「約 5割」の重症心身障害児を

「大きな検討課題」としてとらえ、「併せて･･･対応を考えるべき」と、重症心身障害児施設を前面に

出すことが、民営化への道につながるのです。 

それでは、入所待機者とはどのような問題なのでしょうか。そして、入所児の実態はどうなっている

のでしょうか。さらに、そもそも重症心身障害児施設とこども福祉医療センターとを「併せて」「一体

的に整備･運営」することが良いことなのでしょうか。 

 

■ 重症心身障害者の入所待機者と施設 

「報告書」は、「重症心身障害児施設の入所待機状況」について、次のように記しています。 

 

資料８ 重症心身障害児施設の入所待機状況 
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確かに、重症心身障害児施設（4施設）は、「常

時満員で、新たな受入れが困難な状況で･･･50 名程

度の入所待機者が登載」されています（資料９、大

内久美子県議より提供）。この待機者を市町村別に分けた上、

障害福祉圏域と重症心身障害児施設名を記したのが資料 10 の

表です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９ 

 

資料 10 

障害福祉圏域と重症心身障害児施設と待機者数 

圏域 重症心身障害児施設名 所在地 定員 
重症心身障害児 

入所待機者数（計55） 

常陸太田・ 

ひたちなか 

独立行政法人国立病院機構茨城

東病院（重症心身障害児病棟） 
東海村 

120名 

満床 

9人:常陸太田３、ひたちなか２、 

常陸大宮２、那珂１、大子１、 

古河・坂東 芳香会病院青嵐荘療育縁 古河市 50名 11人：古河９、坂東１、境１ 

日立 水方苑 高萩市 50名 3人：日立１、高萩２、 

水戸 県立あすなろの郷 水戸市 40名 6人：水戸５、笠間１、 

鹿行    10人：鹿嶋３、神栖２、鉾田２、 

土浦    9人：土浦８、かすみがうら１、 

つくば    2人：つくば２、 

取手・ 

龍ヶ崎 

   5人：龍ヶ崎２、取手１、牛久１、 

阿見１、 

筑西・下妻    3人:下妻２、八千代１、 

注）待機者の市町村別内訳は、県会議員・大内久美子氏の資料（平成22年2月16日現在）による。 
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この表から、待機者 55人の居住地域は、県内 24市町と広範囲に及んでいることがわかります。多い

順で、市町別に見ると古河市（9人）、土浦市（8人）、水戸市（5人）です。福祉圏域で多い順は、「古

河･坂東」圏域（11 人）、「鹿行」圏域（10 人）、「常陸太田・ひたちなか」（9 人）・「土浦」（9

人）です。そのうち、圏域内に重症心身障害児施設がないのは、「鹿行」と「土浦」圏域です。「水戸」

圏域には６人の待機者がいます。 

「いばらき障害者いきいきプラン」（平成 15 年 3 月策定）では、「基本理念」として、「障害のあ

る人もない人も，地域で，互いに支え合い，生き生きと生活し活動するとともに，障害のある人ももて

る能力を 大限に発揮し，あらゆる分野に参加することができるよう，『ノーマライゼーション』と『完

全参加』を基本理念とします」とあります。入所待機者を含めて重症心身障害児の施策は、この「基本

理念」に沿って進められるべきです。 

 待機者を数の上だけで解消するために、重症心身障害児施 

設を一つ「桜の郷」に設置し、そこに待機者を入所させてしまえば済むということなのでしょうか？こ

こでも、アンケートに「重症児施設整備を検討中」と答えている一機関の存在が浮かび上がります。 

しかし、いま求められるのは、待機者の居住地域を考慮し、福祉圏域ごとに「ノーマライゼーション」

の視点からしっかりと議論したうえで、施設整備を図ることです。例えば、重症児施設が既設の圏域は、

その施設の拡張も検討に値するでしょう。また、待機者が多い県南地域（「鹿行」「土浦」圏域）の子

どもたちを対象とする重症心身障害児施設の設置こそ必要です。先に紹介したアンケートの回答には、

重症心身障害児施設の建設運営（経営）について「条件により関心がある」が 4 機関あり、2 機関（Ｄ

法人、Ｅ法人）は次のように記しています。 

 

 Ｄ法人「当法人が活動している場所（県南地域）であれば医療と介護についてマンパワー的にもよく協力でき

る。／当法人の所有地又は隣接地であれば建設運営の関心がある。」 

 Ｅ法人「隣接地域に養護学校があり、多くの肢体不自由児及びその家族が使えるサービスが少なく、対応に
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困っている現状がある。当グループ内施設でも相談はあるが、対応はできておらず県南地域に必

要性を感じている。／当法人の検討課題としては、人材確保（特に医療職関係）、建設においての

補助金の有無、検討資料（各種データの参照）である。」＊2 

注1、 下線は付けました。 

注2、 Ｅ法人の回答は「肢体不自由児施設欄に記載した意見と同様」でしたので、ここでは肢体不自

由児施設欄に記載されたものを紹介しました。 

 

このように県南地域に重症心身障害児施設の設置の可能性もあるのです。 

また、こども福祉医療センターに即して言えば、すでに重症心身障害児を受け入れている現状を踏ま

えて、それに対応した機能の拡充と施設設備の充実を図ることがまず緊急の課題と言えるでしょう。 

以上見てきたように、基本的には、重症心身障害児入所待機者への対応としての重症心身障害児施設

の設置と子ども福祉医療センター（現行法では肢体不自由児施設）の建て替えは、別々の課題なのです。 
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Ⅳ 「移転」を考える 

■ なぜ「桜の郷」に移転？ 

「報告書」では、「整備場所」として①現在地、②旧水戸産業技術専門学院跡地（現在地の隣り）、

③桜の郷、の 3ヵ所を候補地として検討した結果、「『桜の郷』の健康生きがい施設用地を第 1案」と

しています。 

しかし、「桜の郷」は、水戸養護学校から７ｋｍ離れています。その上、見逃せないのは「水戸養護

学校への通学は分教室等による対応となる（将来的には水戸養護学校の『桜の郷』への移転も考えられ

る）」（「整備運営形態・整備場所比較表」）との記載があることです。 

この結論は、「平成 18 年こども福祉医療センター機能あり方検討委員会報告」で、「センターの入

所児童はリハビリテーションと養護学校の授業の両立する日課が必要である」ことから、「養護学校に

隣接する必要がある」との提言にも反しています。 

また、茨城県教育委員会が提示した「県立特別支援学校整備計画」（2009 年 12 月）には、「水戸養

護学校で教育を受けながら、必要な医療と機能訓練（理学療法，作業療法，言語聴覚法）を受けている」

実態から「水戸養護学校は、医療・福祉機関との連携を継続していくことが重要」だとし、「医療・福

祉機関との連携」を強調しています。水戸養護学校の 66％の子どもたちが、こども福祉医療センターで

の訓練を受けているのです。 

 

表 こども福祉医療センターで訓練を受けている水戸養護学校の児童生徒数（平成 22 年 3 月 4日） 

 小学部 中学部 高等部 合計 

訓練者数 76 人（10人） 28 人（4人） 20 人（6人） 
124 人（20人） 

66％（124／188） 

在籍者数 90 人（10人） 52 人（4人） 46 人（6人） 188 人（20人） 

注、（ ）は、センター生の内数             

 

特別支援学校の中には、現在、病院内で訪問教育を実施している学校があります（勝田養護学校、友

部東養護学校など）。しかし、複数の子どもたちがいながら分教室にもなっていません。その理由の一

つに、県教委は、「訪問教育に必要な教室の施設・設備の整備は病院側で行う」ことになっているが、

実態は「病院内に学級数に応じた教室数や職員室の確保が困難な状況にある」からだとしています（「県

立特別支援学校整備計画」）。今回の「報告書」で、「水戸養護学校への通学は分教室等による対応」

としていますが、民間施設になれば、分教室化（複数の教室確保）は、なおのこと困難な課題です。ま

して、「水戸養護学校の『桜の郷』への移転」という話は、現在の特別支援学校の過大・過密に悩む教

室の増築でさえ、言を左右に全く進まない状態ですから、「絵に描いたモチ」という他ありません。 

橋本知事は、県議会の答弁（2010 年 3 月 18 日、予算特別委員会）で、「水戸養護学校の児童生徒の

学校での病気やケガなどの緊急時への対応という面では、新施設（注、桜の郷）との緊密な関係を維持

しますとともに、学校から約 3 キロメートル圏内に 10 軒程度の小児科医医院等がありますことから、

こういったところとの協力支援体制等について、これから検討していきたい」と述べています。障害児

医療の実際を知らない、なんと無責任な答弁でしょうか。一般の小児科医院では、水戸養護学校に通う

ような障害のある子どもたちを十分に診断･治療することには困難があるがゆえに、専門の医療機関が

併設されてきたのです。現在、緊急時には、子ども福祉医療センターに駆けつける体制があるからこそ、

安心して学校での教育を受けていられるのです。 

2010 年 4月 2日付、水戸市保健福祉部長の名（障福第 338 号）で、茨城県保健福祉部長宛に「県立こ

ども福祉医療センター整備に関することについて」が出されています。これは、検討委員会の報告につ

いて、肯定した上ではありますが、水戸市肢体不自由児（者）父母の会と水戸重症心身障害児（者）を

守る会から出された意見を伝えたものです。その中で、水戸養護学校にかかわる部分を見ると、次のよ

うにあります。 

 

「１ 水戸養護学校に在籍する障害児のための、校内医療体制を整備すること。 

      水戸養護学校に在籍する障害児の治療、訓練がこれまでどおり対応できるために、学校
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内に治療、訓練のできる医療スタッフの常駐体制を確保して円滑に対応できるようにして

欲しい。障害児が新施設へ通うのでは、時間的な無駄と心理的負担を強いるものであるの

で、医師等による学校への訪問診療体制若しくは医師の常駐体制を整えて欲しい。」 

 

父母の会と守る会から出された水戸養護学校内に「医療スタッフの常駐確保」がいかに困難な課題で

あるかは、現在の看護師の配置状況（正規職員でない。校外学習・宿泊学習・修学旅行に同行できない）

を見てもわかることです。このような心配を抱かないようにするためにも、なにより今回の計画そのも

のを見直すことが必要です。 

なお、意見には、下記の事項も記載されています。 

 

「肢体不自由児施設の整備に当たっては、民設民営方式が取り入れられることで、利潤追求となるこ

とは避けられず、良質なサービスが確保できないのではないかという不安を抱かざるを得ません。従っ

て、利用者の声が反映できるよう県の指導・監査の強化を図って欲しい」 

 

このような不安を抱くのは、当然です。 

しかし、なぜあれこれの口実によって、移転にこだわらなければならないのでしょうか。 

県が巨額の開発費を投じて造成しながら、今もって買い手の不足している「桜の郷」の「穴埋め」の

ための「企業誘致」と見るのは、穿ち過ぎでしょうか？「やさしさのまち『桜の郷』整備事業」は、平

成 4年度から始まり、処分終了目標は平成 26年度となっています。整備事業費（Ｈ20 年末実績）は 147.3

億円で、処分実績（同前）は 13.8ｈａ（38％）で、未処分は 22.8ｈａです（保健福祉部長寿福祉課「や

さしさのまち『桜の郷』整備事業」平成 22年 3月 12 日）。 

 以上をふまえるなら、もっとも現実的な整備場所は水戸養護学校の隣接地（①現在地か②旧水戸産業

技術専門学院跡地）とするのがふさわしく、これは、これまでも何度か提案されてきた案でもあります。 
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資料８ ・施設の整備場所の候補地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９ 桜の郷（健康生きがい施設） 
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資料 10 水戸養護学校・子ども福祉医療センター・旧水戸産業技術専門学院跡地 
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Ⅴ 決め方について 

■ こんな決め方いいんですか？ 

「民設民営化」「桜の郷への移転」を提案した「県立こども福祉医療センター整備検討委員会」の「設

置要項」には、「業務上知り得た秘密を漏らしてはならない」という「守秘義務」条項があります。委

員の自由な意見表明に圧力をかけ、必要以上に情報の統制を図るものです。どうして県民の福祉にかか

わる内容について、ことさら秘密にするのでしょうか。本来なら、議事録を含め、委員会自体を公開し

ても当たり前です。「報告」につてのパブリックコメントも公募していません。 
また「報告書」の「審議経過」によると、4 回の「整備検討委員会」のうち、第 1 回は「（顔合わせ

と）センターの現状認識、実地見学」、第 4 回は「持ち回り会議」であり、文言の修正だけで、実際の

会議は開かれていません。実質的にはたった 2 回の会議で、「民設民営化」と「移転」の結論が下され

たのです。殆ど事務局作成原案の追認といった審議経過ではないかと、疑われます。 

2000 年４月の地方分権一括法の施行により，従来にもまして，地域住民の意見を反映した自主的かつ

主体的な政策の展開が求められています。そのために，情報公開や行政評価等による行政と市民の間の

情報共有，市民が意思決定過程へ参画できる仕組みが求められているのです。こういう流れの中で、県

民の医療にかかわる「子ども福祉医療センター」の「民設民営化」「移転」の審議過程と内容を秘匿し、

結論のみ示すとはどういうことでしょうか。このような進め方は、今や国際的常識となっている「私た

ち抜きに、私たちのことを決めないで（Nothing About Us Without Us）」（国連・障がい者権利条約

の理念）にも反することです。 
 なお、委員の中に「水戸養護学校長」が入っていますが、これまで述べてきたように、「分教室」や

「桜の郷への移転」を承認している点で、自分の学校の将来について、どれだけの発言をされたのか、

疑問を抱かざるを得ません。さらに、この問題の大きさ（分教室や学校の移転）からして、教職員やＰ

ＴＡに、当事者校の責任者として、どれだけ相談をされたのかも、疑問を持たざるを得ません。また、

オブザーバーに「特別支援教育課長」が入っていますが、県教委は、同年の 12 月に「県立特別支援学

校整備計画」を公表しています。もし、オブザーバーにこの内容が知らされていたなら、第 2 回の委員

会が 9 月で「基本的方向（骨子案）」を、第 3 回は 11 月で「報告書（案）」を審議していますから、

「整備計画」公表時には、「民設民営化」「桜の郷への移転」と「分教室」「学校移転」が出されてお

り、それらについて知りえています。知っていながら、「整備計画」には、「分教室」「学校移転」に

ついて、触れていない点で、また、特別支援教育課として承認した点で、責任は重大です。 
        

資料 11 
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資料 12 県立こども福祉医療センター整備検討委員会委員 
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補足１ 
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補足２ 整備運営形態・整備場所比較表 

    ＊「直営方式」（県営）と「県事業委託方式」（民設民営）の部分 
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あとがき 
 「県立こども福祉医療センター整備検討委員会報告書」は、巧みに美しい言葉で書かれています。民

営化へ導く論理も巧みです。しかし、よく考えるなら、要は「民営化」をしたいがための論理展開とな

っています。 
許せないのは、子どもたちが生活する施設の老朽化と耐震化への対策を遅らせてきたこと、そして、

重症心身障害の子どもを持つ親の願いを、民営化への論理に利用していることです。民間に、重症心身

障害児施設を設置させ、その上、子ども福祉医療センターを民営化するとは、県当局から見れば、一挙

両得と言ったうまい話です。 
しかし、私たちはそんな甘いことばにだまされるわけには行きません。真実を見抜き、正義の原則を

もとに、障害者の要求運動を進めることが大事です。本冊子が、そうした道筋づくりに役立つならば、

幸いです。 
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