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国際ロータリー2018～19 年度会長 バリー・ラシン 

  

第 2834 回例会 平成 31年 3月 8日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      成島 陽子 会員 

◇ お客様紹介   

社会福祉法人 大成会 理事長 野村 哲也 様 

ささえあい 管理者 加瀬 正子 様 

 

◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：昨日千葉大学で、県内の地方創生を推進し、

活力ある地域社会の創造に資するために県内産業界と千葉大学

が連携協定を結んで、『地方創生戦略研究推進プラットフォー

ム』を立ち上げることについて記者会見があり、なごみの米屋

の代表として出席しました。千葉大学は県内大学と連携し、こ

れまでも千葉地方圏の自治体の課題解決に取組んできましたが、

産業界との取り組みが決定的に少なかったとして、新たにこのプラットフォームを成立さ

せて、新年度より学内に＜地方創生戦略研究推進センター＞を設け、地方創生に関心を持

つ企業に外部委員として参加を求め、地域志向型の教育研究を推進することとしています。

参加企業は 8社で、交通関連の京成電鉄、JR東日本千葉支社、小湊鉄道；食関連でキッコ

ーマン、なごみの米屋；金融で千葉銀行；シンクタンクでちばぎん総研、JTB 総研が幹事

企業として参加することになりました。大学の専門的、総合的な知見と実業の現場感覚が
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結集、融合して、成果が上がることを期待します。国際ロータリーの目指す CONNECT と、

地区ロータリーの＜ロータリーから千葉を元気に！＞の問題意識がまさに、このプラット

フォームの上で CONNECTすることを願っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 会長挨拶    神﨑 誠 会長 

皆様こんにちは。本日は社会福祉法人大成会ささえあいでの

移動例会です。社会奉仕活動の一環としております。奉仕 PJ

委員会社会奉仕担当会員の方々は、事前の打ち合わせや会議

を数回行い、今日を迎えることとなりました。大変ご苦労様

でした。 

 

 私どもは 2016-17年度石川会長のとき、大成会不二学園さ

んと交流がはじまり、今回で 2 回目になります。大成会さんは、知的障害をお持ちの方々

が心身共に健康で安心して自立した生活ができるよう、必要な知識・技術の習得に努めら

れ、また法人内他事業所と連携をとり、他の福祉・保険サービス事業と協力して総合的・

広範囲的に支援を展開されていると承知しております。野村理事長はじめささえあい管理

者の加瀬さん、高柳さん他職員の皆様には敬意を表します。また、卓話では社会福祉につ

いて理解を深めたいと思いますので、宜しくお願いします。大成会さんの益々のご活躍、

福祉の推進をお願いしまして挨拶とします。 

 

◇ 委員会報告 

・プログラム   矢野 理恵 リーダー 

先週の週報に掲載されております 4 月 19日（金）元警察庁長官の卓

話は、5月 10日に変更になりました。また来週 11時よりプログラム

委員会を開催いたします。出席、よろしくお願い致します。 

また、地区よりご連絡です。３月３０日（土）RLIパートⅡが開催さ

れます。パートⅠを受講された方、またパートⅡだけ抜けているという方、幹事の方まで

ご連絡をお願いいたします。 
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◇ 幹事報告   平山 秀樹 幹事 

≪連絡≫ 

先週、元会員でお亡くなりになられました秋葉さんのご自宅が火事に

なりまして、水曜日に火事見舞いに行って参りました。奥様と娘さん

がいらっしゃったそうですが、ご自宅は全焼でした。いろんな物が燃

えてしまったそうですが、遺影だけは無事だったそうです。 

 

◇ 寄贈式 

【寄贈品】シングルベッド 4台、シングルポケットマットレス 4台 

エプソンプロジェクター、ルンバ掃除機 

 

 

◇ 卓話 

“社会福祉法人 大成会 ささえあい の活動について” 

 

・社会福祉法人 大成会 ささえあい 管理者 加瀬 正子 様 

成田ロータリークラブの皆様、本日は宜しくお願い致しま

す。理事長から「卓話」のお話しを頂いた時、考えずにお

引き受けしてしまいましたが、成田ロータリークラブ様の

ホームページを拝見し、また本日出席されているそうそう

たる顔ぶれの皆様を前にし、今は大変後悔をしております。

そういうわけですので、本日は私のつたないテーブルスピ

ーチにおつきあい頂きますことご容赦ください。 

 

 ①まず障害児入所施設とは何か？についてお話しさせて頂きます。 

 戦後間もなくＧＨＱの指示で制定された法律は生活保護法、児童福祉法、身体障害者福

祉法の三法でした。当時、戦争孤児の数は全国で 12 万人に上がり、その中には知的障害の

ある児童も多く含まれていました。昭和 22 年に児童福祉法が制定され第 42 条に「精神薄

弱児施設の設置」という規定が設けられました。精神薄弱児入所施設とは障害のある児童

を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行なう施設で

あると謳われています。ちなみに現在は精神薄弱児入所施設から障害児入所施設と文言が

変わっておりますが、この法律は知的障害児の福祉について初めて国の責任が示されたも

ので、非常に活気的なものでした。 

 現在知的障害児数は全国で 221,000 人であり、そのうちの約 7,000 人が施設入所してい
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ます。さらに施設は福祉型と医療型に分かれ、不二学園は福祉型ですが、このような施設

は全国に 240 余りあります。 

 

 さて、障害児入所施設は戦前までは志のある一部の人達によってつくられ、支えられて

きました。日本で最初の施設は石井亮一氏が明治 29 年に創設した滝乃川学園ですが、福祉

のテキストなどには必ず出てくる有名な施設です。その後石井亮一の影響を受けて、全国

に 10 施設が出来ましたが、国の支援が無い中での運営は財政的な面など本当に大変だった

と思われます。この 10 施設の一つに放浪の画家あるいは裸の大将として有名になった山下

清さんが育った八幡学園もあります。また滝乃川学園に昨年研修で初めて伺った時、印象

的だったのはチャペルに置かれた「天使のピアノ」と呼ばれるピアノでした。そのピアノ

は石井亮一と一緒に滝乃川学園を支えた妻筆子のお嫁入り道具だそうで、日本最古の輸入

ピアノだそうです。学園の隅で眠っていたピアノが最近見つかり修復され国立市の文化財

に指定されました。筆子はフランスに留学したり、津田梅子と一緒に教鞭をとるなど大変

優秀な方で、昭和天皇の母の貞明皇后はその教え子のひとりだそうです。そういうことも

あり皇室とのつながりが深く、美智子妃殿下がお忍びで「天使のピアノ」を弾きに来られ

たこともあったそうです。また 3 代目の理事長は実業家・渋沢栄一ですので、滝乃川学園

は他の施設とは別格の趣がありますが、それでも財政的には大変だったようで、夫妻の生

活は大変質素だったそうです。私は滝野川学園を見学して、石井夫妻の生き方に感銘を覚

えただけでなく、改めて福祉の原点について学ぶことができました。 

 

 さて不二学園の歴史ですがその前身として、戦災孤児を収容・保護する施設「聖十字学

園」が、使われなくなった旧海軍の施設を利用し、昭和 21 年に開設されました。その頃戦

地から戻ってきた、後の園長太田武雄は聖十字学園の運営を手伝いますが、当時は食べ物

や着る物など生活全てにおいて不足しており、国からの措置費も少なく、運営も大変厳し

い中でものだったと思われます。昭和 25 年千葉県より、県内に障害児の受け入れ施設が無

いので開所してもらいたいという依頼を受け、太田園長は聖十字学園に併設する形で 30

名の精神薄弱児施設「不二学園」を昭和 27 年に開設しました。その後長い間、障害児の指

導育成に尽力されました。    

 

 さて八幡学園は既にありましたが、東京都の施設ですので、不二学園は千葉県で最初の

障害児入所施設となります。また聖十字学園は役目を終えて閉所しました。ちなみに昭和

30 年までの施設数は全国で 75 施設だけですので、全国的にも早い時期に作られた施設で

あることが理解でき、不二学園の歴史の重さに身が引き締まる思いがします。 

 さてその後、障害児施策は大きな変化も無く過ぎていきますが、介護保険制度の影響を

受け、障害者施策に契約制度が導入されます。障害を持った大人の方が通う、あるいは入

所する施設は、現在契約で成り立っています。しかし障害児の入所施設は契約と措置の両

方が混在しています。措置とは親に代わって国が子どもを育てる仕組みであり、その分、

親への制限が強くなります。ちなみに不二学園は措置が 8 割、契約は 2 割ほどです。 

 同じ児童施設である養護施設や乳児院は全員措置入所です。これは養護性の高い児童の

比率が高いからで、昔のように親の死別や病気という理由は非常に少なく、養護施設の児

童の 6 割が虐待や養育放棄が原因で入所していると言われています。ちなみに不二学園で
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は虐待・養育放棄は 3 割程度です。 

 また児童に関わる行政の窓口は児童相談所ですが、契約入所に関しては児相が関与する

ことは少ないのですが、一方措置に関しては児相が強く関わります。また学校や病院、地

域住民から虐待の疑いがあると通告があった場合などは親の同意は必要とせず、児童相談

所長の職権で児童を保護できます。最近、野田市でおきた虐待死亡事件の被害者である栗

原心愛さんも児童相談所に一時保護されていましたが、父親の威圧的な態度もあり、子ど

もを守る仕組みが機能せずに、痛ましい結果に終わってしまいました。児童相談所の一時

保護所は実はどこもいっぱいな状況で、障害をもった子どもの場合、一時保護の委託先と

して施設が頼まれることもあります。不二学園でも、野田の事件後、急に一時保護の依頼

が増えて、この 10 日間で 5 件の依頼がありました。全員お受けしたかったのですが、定

員の関係もあり現在 2 人を一時保護しています。ちなみに昨年 1 年間での依頼数が 6～７

件だったことから比べると、事件の大きさの影響が分かります。また児童相談所の福祉司

は普段でも多くの件数を抱えていますが、今回の事件によって異常な忙しさになっている

と推測されます。ちなみに千葉県の児童虐待件数は約 6,800 件に上り、全国でワースト 4

位だそうです。1 日でも早く、有効な対策を実現してほしいものです。 

 

 次に不二学園の状況ですが、定員は 59 名、4 歳から 18 歳までの児童が暮らしています。

障害名は知的障害、自閉症、発達障害等で障害手帳を持っています。手帳は障害が重い順

にＡ Ａ－１ Ｂ－１ Ｂ－２と分けられますが、A の児童やＡ－１の児童は生活全般に

介護が必要です。B－１の児童は会話が可能ですし、読み書きも多少できます。Ｂ－２の

児童は見た目に障害の有無が分からない児童も多いのですが、苦手なことも多く特に社会

に出た時にサポートが必要です。 

 次に職員についてですが、主に児童指導員と保育士から成り立っています。また義務は

ないのですが、看護師を配置しています。介護・福祉の世界では人材確保が難しい状況が

続いており、学園では数年前から中途採用や中高年の職員が増えています。また勤務はシ

フト制なのでいろいろな勤務を組み合わせて働いています。勤務内容は食事、着脱、排泄、

入浴などの介護や洗濯や清掃、登校支援、通院介助、保護者支援、関係機関との連絡調整

など様々です。 

 子ども達の様子ですが、大勢で暮らしているので、一応、日課があります。普通の家庭

のように自由に買い物などができるわけではないので、なるべく外出の機会を設けるよう

にしており、昨年はミニ外出を新たに始めました。 

 

 最後に地域との関わりですが、駅伝大会や運動会、祇園、芋ほりなどに毎年招待され、

子ども達も張り切って参加しております。また行事、散髪などのボランティアにも継続的

に来て頂いております。一方、不二学園が地域に住む障害児・者の方には短期入所事業（宿

泊型ショートステイ）や日中一時支援事業（日帰りショートステイ）を提供しています。

その他介護保険のケアマネと少し似ているのですが、10 人程の兼務職員で 170 人から 180

人分の福祉サービスの利用計画を作っております。 

最後に子ども達の日常生活の様子をスライドでみて頂こうと思います。 



 6 

今日はたくさんのお品物を頂いたうえ、障害児の現状についてお話しさせていただく機会

を設けていただきまして感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  

◇ 点  鐘   神﨑 誠 会長 

 
出席表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

 

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６９ ６７ ３１ ３６ ４６．２７％ ７３．１３％ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加 会員 2 月 6 日 浜松北ロータリークラブ 

堀口 路加 会員 2 月 13 日 佐倉中央ロータリークラブ 

神﨑 誠、矢島 紀昭、石川 憲弘、長岡 明大 、甲田 直弘 各会員 3 月 1 日 社会奉仕委員会 

諸岡 靖彦 会員 3 月 9 日 

2018 学年度地区米山記念奨
学生修了式・歓送会 

 

諸岡 靖彦 会員 3 月 13 日 柏ロータリークラブ  

ポール・ツジ 会員 3 月 13 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


