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第４回浦安市自立支援協議会こども部会 議事録

１．開催日時 平成 27年２月 24 日（火）13：30～15：30

２．開催場所 消防本部 多目的ホール

３．出席者

山本伸一委員（リーダー）、小田知宏委員（サブリーダー）、

神谷澄子委員、加藤今日子委員、立花まなみ委員、竹谷弘美委員、愛塲弘子委員、細野政臣委員、

泉澤弥生委員、松田奈美世委員、足立八重子委員、西田良枝委員、上林正和委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）インクルーシブ教育システム構築モデル事業の報告

（２）個別の指導計画作成の進捗状況について

（３）小中学校での取り組みについて

（４）障がい者福祉計画の策定について

（５）平成 27年度こども部会の方向性について

（６）その他報告

５．資料

議題１資料 平成 26年度文部科学省委託事業浦安市インクルーシブ教育システム構築

モデルスクール事業について

議題２資料 特別支援学級在籍児童生徒数及び通級指導教室利用児童数について ほか

議題４資料 障がい者福祉計画案抜粋・主な修正事項

議題５資料 平成 27年度・28 年度浦安市自立支援協議会案

議題６資料 第６回浦安市発達支援セミナー 実施報告

６．議事

事務局：ただいまより、平成 26 年度、第４回浦安市自立支援協議会こども部会を開催いたします。

本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。自立支援協議会および部会

は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。議事録には、発言者の氏名を記

載いたしますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。特に個人情報に関

わる発言等につきましては十分なご配慮をお願いいたします。

また、ご発言の際にお願いがございます。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は挙手

いただき、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言のあとに、団体名と氏名を述べてい

ただき、その後、発言をお願いいたします。

それではこれより、議事進行につきましては、山本リーダーにお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、ただいまより、平成 26 年度、浦安市自立支援協議会、第４回こども部会を開
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始いたします。本日は、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日は、６件の

議題につきまして、協議していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まずはじめに、議題１、インクルーシブ教育システムのモデルスクール事業の報

告について、指導課より報告をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

指導課：浦安市教育委員会教育総務部指導課の山本典子と申します。よろしくお願いいたします。

まず、浦安市は、文部科学省の委託事業としまして、インクルーシブ教育システム構築モデ

ルスクール事業に取り組みまして、２年目となります。昨年度も、この場で、昨年度の取り組

みについて報告をさせていただきました。これからお話しをするのは、先月の１月 30 日、千

葉県教育会館で、特別支援教育実践発表会というものがありました。その場で、浦安市の今年

度の取り組みについて発表をしてまいりましたので、そのご報告からさせていただきます。

なお、時間の都合上、当日の発表内容よりは、概略という形で発表させていただきますこと

をご了承ください。また、当日は、指導課の山本と、モデル校の松田校長先生と２人で発表さ

せていただきました。後ほど、この発表の中身の中で、松田校長先生にも説明をしていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、発表の概略について説明します。今年度の取り組みにつきましては、目的、合理

的配慮の実践事例の蓄積。それから、校内体制の整備についての実践研究。この２つの目的を

達成するために研究を進めております。なお、本市におきましては、これらの目的を、事業に

取り組むことによって、学校教育のさらなる充実が図れるだろうということで、特別支援教育

を推進するための柱として、この事業に取り組んでまいりました。

実践方法です。今年指定させていただきましたモデル校３校に、合理的配慮協力員を配置し、

先ほどの２点についての研究を進めさせていただきました。

この事業を通しまして、市内に広く、実践を伝えられるであろうという、３校にモデル校を

指定させていただいております。東小学校は、LD 等の通級指導教室を設置しまして、８年目

になる学校です。また、明海小学校は、特別支援学級開設当時より、交流および共同学習に大

変力を入れ、計画的に取り組んでいる学校です。

そして今年度、モデル校として新たに加わりました、南小学校は、市内の中学校区内におい

て、唯一、特別支援学級が設置されていなかったところなんですが、待望の特別支援学級の開

設を期して、特別支援学級を中心とした校内体制づくりを目的とし、この取り組みを市内に広

めてもらいたいと考えて指定をしております。

次に、モデル校が、共通して取り組んだ研究内容について話をします。まず、先ほどの２つ

の目的を実践するために、合理的配慮の研究と校内体制整備。さらに、どの子もわかる授業づ

くりについても、研究を進めました。この３つの柱は、どのモデル校も共通して取り組んでい

ます。その中でも、どの子もわかる授業づくりにおきましては、同じ内容の研修を行いました

ので、この点について説明します。

どの子もわかる授業づくりにおきましては、昨年度、日頃先生方が何気なくおこなっている

授業の中での、良い支援であるとか指導など先生方が気づいていなかったところに、合理的配

慮協力員が、「先生、この点がいいですよ」というところをお伝え、それを先生方が意識化す

る。つまり、無意識から意識化を図るというところで、いいところ探しというとこで取り組み

ました。

今年度は、先生方の、無意識から意識化に向けた取り組みの中で、さらに、先生たち自身が、
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自分たちで気づくという取り組みをしていました。実際に授業をおこなった先生の場面を映像

に撮り、その先生の授業の中の、わかりやすいところはどこだろうか、その効果的な支援を「し

かけ」と呼んで、そのしかけ探しをする研修会を行いました。

この研修会におきましては、先生方が、自分たちで気づいたことを言語化し、それをグルー

プで話し合うことで共有化し、それを、さらにお互いで共通理解することで、実践化を図ると

いった取り組みをしました。

何よりも、研修会を行っている先生方が、表情がとても明るく、そして意欲的でした。「子

どもたちを注目させるしかけや、子どもがやる気になるしかけ、さらに、自分からできるため

の手立て。たくさんベテランの先生から見つけることができました」というようなアンケート

の報告もあります。

先ほどの研修会なども行うこととともに、もうひとつの目的があります。「本市の学校教育

のさらなる充実に向けて」という点です。どの子もわかる授業づくりにおきましては、モデル

校以外にも、指導主事による教科指導の中で、特別支援の視点を取り入れたアドバイスや、指

導・助言を行うなど、工夫してまいりました。また、市内の全小中学校への巡回研修会を実施

し、各学校で、当たり前と思っている掲示物や、当たり前と思っている教室環境について、「こ

の点が、とてもわかりやすいんですよ」ということを伝え、さらに、「インクルーシブ教育シ

ステム構築に向けて」ということで、先生方への研修会も実施しました。

また、教育委員会だより『みんな輝く』という情報誌を、インターネットでメール配信をし

ていますが、このように各校で見つけてきた、よいところについて説明した資料を、各先生方

に配布したりなどして、市内の先生方の理解を深める取り組みを行いました。こ

次に、モデル校の具体的な実践について、今年度は、明海小学校の松田先生にお願いします。

では、松田先生、お願いいたします。

明海小学校：明海小学校の松田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今年度、子どもた

ちにも、ぜひ「インクルーシブ」という言葉に耳なじんでほしいなという思いで、全校朝会で

話をさせてもらいました。少し聞いてください。

今日は、このあと、にじいろ学級の発表があるので、にじいろ学級のお話をします。にじい

ろ学級は、平成 20 年に生まれました。

さて、「にじいろ」という名前は、どのようにしてできたのでしょうか。校歌の３番に、「虹

のかなたの明日をめざして」とありますね。いろんな色があわさって、大空にかかる虹になる

ように、という願いを込めて、「にじいろ学級」という名前をつけたそうです。「いろんな色が

あわさって」、このことは、にじいろ学級だけでなく、明海小の児童全員に当てはまります。

それぞれ顔も違う。住んでいるおうちも違う。得意なこと、苦手なことも違いますね。一人一

人違うけど、どの人もみんな大切な人です。大切な命です。

「いろんな人があわさって」というのは、いろんな人を包み込むということです。仲間外れ

にしないということです。このことを英語で言うと、「インクルーシブ」という言葉になりま

すという具合に話をしました。

さて、本校が、25 年度からモデル校ということですが、もともと明海小学校は、特別支援

教育が積極的に行われてきた学校です。具体的にお話ししますと、24 年度までに、にじいろ

学級との交流および共同学習を日常的に実践。もう一つは、通常の学級で配慮を要する児童へ

のアプローチということで、もう少し具体的に言いますと、交流については、児童のほうは、
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行事とか、図工とか、給食は毎日行っています。それから保護者のほうで言いますと、学級懇

談会は、通常の学級にも、にじいろ学級の懇談会にも、両方出ています。

それから、通常の学級では、全職員で情報を、年度当初に共有をします。また、必要に応じ

て関係機関や、保護者の方との連携。それから、学級担任がイニシアチブを取って、一緒に、

指導する補助教員等々、チームで支援をしております。そして何より大事なのは、学校に特別

支援コーディネーターを２名配置しておりますけれども、その２名のコーディネーターがリー

ダーシップを発揮して、率先して、こうしたことを推進してきました。

それでは、明海小の取り組みとして、４つの視点からお話しします。１つ目です。どの子も

わかる授業づくり。本校は、校内研究として、国語を研究しております。そうした授業の中で、

ユニバーサルデザインの視点を大事にしようということで取り組んでおります。また、特別な

授業だけではなく、普段の授業の中でも、どの子にもわかる授業づくりを大事にしようという

ことで、学級担任の授業の技、「しかけ」と呼んでいますが、それを見つけようということで、

先ほど山本指導主事から説明があったような研修会を行いました。この研修会をやってよかっ

たと思うのは、授業者は、何気なくやっている中に、さまざまな工夫があるということが、改

めて見つけられたということ。そして、授業者以外の先生方も、授業改善への手立て、意識づ

けになったというところで、この研修会は大変有効でした。

次に、取り組みの２つ目。教室環境づくりです。これは、明海小は、「こういうふうにしま

しょう」と言って訴えてることではなく、先生方が長年にわたり取り組んできた学習環境で、

「あっ、これはいいな」というのを、ちょっと整理してみました。学級によっていろいろです

が紹介します。

水筒の置き場ですね。ものの置き場所などが、わかりやすいっていうのは、どの児童にも生

活しやすい学習環境です。誰にもやさしい学習環境。こんなこともあります。これは、探検マ

ップを班ごとに整理しています。これも、やさしい学習環境。それから、各教室の後ろには、

これ、名札入れなんですが。本校は、学校にいる時間だけ名札をつけます。自分の番号のとこ

ろに名札を入れて、そこから取っていくということで、100 円ショップ等で売ってるものを利

用して、こうした環境を整えています。それから、これは声のもの差し。いろんな形の声のも

の差しがありますけれども、声の大きさを表すのに、ひと目見てわかるものとなっています。

それから、教室環境づくりのもうひとつの視点ですが。これは、にじいろ学級の子どもたち

が、交流に行く、交流先の教室環境です。通常の学級と同じように、にじいろ学級の子どもた

ちの作品等も掲示しています。班のメンバー表とか、そういったところにも、にじいろ学級の

児童の名前を入れています。

それから、これは廊下の掲示物ですね。今、見ていただいた掲示物については、年度当初に、

にじいろ学級の担任が、全職員に提案をして取り組んでおりますが、長年やっておりますので、

子どもたちにも職員にも定着しております。

取り組みの３つ目。気になる児童への効果的支援ということで、定期的にケース会議をおこ

なっております。ここに書かれたようなメンバーでやっていますが、これもコーディネーター

が先生方に提案をして、いろいろ調整をしておこなっております。ケース会議をやることで大

変効果があります。また、合理的配慮協力員ということで、この事業の指定を受けていること

で、学校に配置してもらっている先生がいます。その先生に助言者になってもらって、ケース

会議をおこなっております。
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それから、合理的配慮の研究というところでは、これは、弱視のお子さんがいるクラスの様

子です。日常的に、単眼鏡、ルーペ、書見台、タブレットといったものも使っています。

そしてまた、盲学校の先生に、「見えにくいってどんなこと？」ということで、クラスで授

業をしてもらい、子どもたちが、いろんな眼鏡をかけて、見えにくいって、どういうことかな

っていうことで、さまざまな体験をしました。その中で、現在このお子さんは、タブレットを

使い、文字を拡大したりしておりますけれども。特別なことではなく、見えやすくするために、

これが必要なんだっていうところで、クラスの子どもたちも納得をして、使うことが当たり前

となっております。

今、お話ししたような、盲学校の先生による授業を、「出前授業」と呼んでいますが。必要

に応じて、にじいろ学級の担任のほうでも、通常の学級のほうへ出前授業をおこなっておりま

す。

そして、取り組みの４つ目です。『インクルーシブ通信』の発行ということで、これは、『校

長室だより』で、職員に配布しています。職員と情報を共有しながら、インクルーシブ教育シ

ステムについて学んでいきたいということで出しています。「インクルーシブ」の「インクル」

というところと、「乗組員」、「仲間」の意味の「クルー」から、タイトルをつけたんですが。

英語の文字は、ご覧のように、全然違うものですけれども、日本語の音の響きが同じというこ

とで、このネーミングにしました。共に学ぶ仲間という願いを込めて、この通信を月１回ほど、

職員に配っております。

うちの学校が取り組んでいることを、もうちょっとイメージしてみました。縦糸、横糸で考

えますと、縦糸は授業、校内体制。横糸は、啓発。啓発の中には、教職員、児童、保護者、地

域へということで、現在進行形ですので、これから取り組んでいくこともたくさんありますが、

今後、ここを大事にしていきたいなと思っています。

それから、どの子もわかる授業づくり、支援の必要な子への適切なサポート。これが日常化

していくといいなと思っております。公立の学校ですので、職員は入れ替わっていきますが、

入れ替わっても続いていくこと。そして、うちの学校だけではなくって、ほかの小中学校、園

にも広がっていくといいなという願いで、取り組みました。明海小の取り組みは以上でござい

ます。

指導課：ありがとうございます。明海小学校の具体的な取り組みの説明でした。

今後さらに取り組みを深めることということなんですが、今年度は、やはり、適切な合理的

配慮を提供するためには、やはり基礎的環境整備が大切であると考えます。浦安市はこれまで

も、基礎的環境整備づくりには、積極的に取り組んでいる市です。そこの点におきまして、今

年度、さらに、先生方の、どの子もわかる授業づくりの視点であるとか、校内体制づくりであ

るというところにも、とても力を入れていたということで、発表は主に、基礎的環境整備の点

が中心となっております。

さらに、すべてのところに書いてありますが、一般化を図っていきたいということです。は、

どういうことかといいますと、モデル校だけの取り組みではなく、市内のどの学校でも、この

ような取り組みができるように、伝えられたり、一般化を図れるような取り組みに、来年はで

きればというふうに考えております。

やはり、いいところみつけの１年目で、先ほども言いました、それは当たり前のことではな

いかなと思っていることの中に、実は、その点が、A 君にとって、とてもわかりやすかったり、
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または、A 君にとって、とても意欲的になれるものなんだというところを見つけていく。そこ

を先生方が意識化することで、実は、A 君にだけよいようであるけれども、その支援が、どの

子にとっても、実はあると、すごくいいんだよということに、つながっていく。そういった点

で取り組みました。

今年は、自らが気づいていく。このような取り組みをしました。そして、３年目の来年です

が、だれもができる、一般化を図るという取り組みになるようにして、市全体へと広げていき

たいというふうに考えております。

とても概略となってしまっておりますが、以上、お伝えさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：発表ありがとうございました。ただいまの説明に関しまして、ご質問やご意見があれば、

おうかがいしたいと思います。

竹谷委員：はい。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。竹谷さん、お願いします。

竹谷委員：一時ケアセンターの竹谷と申します。発表をありがとうございました。

取り組みは、とてもよかったかなと思うんですけれども。今、モデル校３校、小学校という

ことで、ここで取り組まれたことというのは、義務教育、中学校もあるかなと思うんですね。

子どもたち、インクルーシブ教育ということで、ここで育っていった子どもたちっていうのは、

今度、中学に上がってったりということで、今後、浦安市として、中学校の中で、たとえば今

回やったことというのを取り組んでいけるような、たとえば計画とか、一般化へということが

最後にうたわれていましたけれども。そういったことは何か具体的に考えてらっしゃるんでし

ょうか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：３年目になるんですけども、モデル校でやった実践を、いかに市全体に広げていくかと

いうのが、これからの課題だと思っています。

そのために、今、いろんなところで、たとえば、コーディネーター研修会というのがありま

すが、各校から出席しているところで、この発表をしてもらって、皆さんにご理解いただくで

すとか、あと、先ほど言いました通り、巡回研修ということで、指導主事が全部の学校を回っ

ていますので、そういうところで啓発をしていくということで、徐々に市に広めていくという

形で考えています。

来年度は最後ということなので、それに関しては、最後どのような発表をしていくかという

のは、今後検討していきます。

竹谷委員：実は保護者の方からご相談があって、小学校でとてもいい取り組みだったっていうことで、

今度、中学校に上がるといったときに、そういったことが全くなくなってしまうような印象を

受けたっていうことで、すごくこう、残念なご意見をいただいていたことがありまして。

やっぱりせっかくこういうモデルでやられたことっていうのは、１つでも、２つでも、次の

年に実践だったりとか、あとは、モデル校以外にも、実際に落としていくっていうことで、現

場にいる子どもたちっていったところで、すぐに、一般化されることがいいことかなっていう

のがありますので、ぜひ実践に移していっていただければと思われます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：先ほどの補足なんですけど、２年目では、いいところ探しということで、実は、これは、

小中、区別ないのですが。先生方は気づかずにおこなっている、良い実践っていうのは、実は

たくさんあります。今年は、そういうものを、気づかせてあげる。実は、やっていたことが、
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これが良いんだっていうことを、この研究の中では、紹介しているところです。

先ほどの巡回研修ですとか、あと、指導主事が訪問したとき授業を見せていただくんですけ

ども、その中には、たとえばチョークの色一つにしてもそうですし、黒板の使い方もそうです

し、子どもたちの生徒指導に関わるものの置き方とか、そういう細かいことでも、かなり良い

実践というのがたくさんあります。そういったものを訪問等で、特別支援教育の指導主事が、

先生方に伝えて、「これをぜひやってください」ですとか、「広めてください」っていうことを

伝えていますので、徐々にこれを広げていきたいなというふうに思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、議題１のほうは、よろしいでしょうか。

竹谷委員：はい。ありがとうございました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：続きまして、議題２の個別の指導計画作成の進捗状況等につきまして、事務局のほうよ

り説明いたします。

事務局：皆様、こんにちは。浦安市教育委員会教育総務部、指導課の中にあります、教育研究センタ

ー、植木と申します。よろしくお願いいたします。

私のほうからは、資料、出させていただいておりますけれども、特別支援学級の在籍児童生

徒数および通級指導教室利用児童数について。それから、心身障がい児補助教員および心身障

がい児支援員について。それから、個別の指導計画および個別の教育支援計画について、お話

しをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

資料のほうですが。まず、特別支援学級在籍児童生徒数および通級指導教室利用児童数につ

いてです。表の１になりますけれども。今年度の４月に、高洲中学校が開設されましたが、高

洲中学校に９組。それから、南小学校のほうに、かがやき学級が新たに開設になりました。こ

れにより、小学校の特別支援学級は、市内に全部で 18 小学校があるんですけれども、そのう

ちの 10 校に開設。それから中学校は、現在、日の出中学校のほうが、休級中なんですけれど

も、９校の中学校のうち、７校の開設ということになりました。

在籍児童生徒数ですけれども、小学校は 16 学級ありまして、95 名。それから中学校は９学

級ありまして、43 名の児童生徒さんが、そちらのほうで学んでいるということになっており

ます。

続きまして、通級指導教室の、利用状況についてです。こちらも今年度、明海南小学校のほ

うに、新しく、LD 等の通級指導教室、「通級あけなん」が開設をされました。これにより、市

内の通級指導教室ですけれども、ことばの教室が、浦安小学校と美浜北小学校。それから、LD、

ADHD 等の通級指導教室は、東小と明海南小学校に開設されております。

児童数については、表の２の通りになります。ことばの教室は２校、３学期で、35 名。そ

れから、LD・ADHD 等の教室については、２校、２学級で、27 名が利用されております。

続きまして、心身障がい児補助教員および心身障がい児支援員についてです。浦安市では、

特別な支援を要する児童生徒さんの支援に、心身障がい児補助教員、心身障がい児支援員を配

置しております。心身障がい児補助教員は、担任補助として学級や学年に、配置しているとい

う形になっております。また、心身障がい児支援員のほうですが、対象児の移動支援、トイレ、

着替え等の支援、それから、見え方であるとか聞こえ方の支援等をおこなっております。１月

現在ですけれども、心身障がい児補助教員は 130 名、それから、心身障がい児支援員は、16

名の配置となっております。
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最後に、個別の指導計画および個別の教育支援計画についてです。個別の指導計画の作成の、

その表３になりますけれども、９月１日現在の調査になっておりますので、ご了承ください。

個別の指導計画の作成にあたりましては、まなびサポートが、なんらかの形で、全校に関わら

せていただいております。

そちらの表にあるうち、夏休みまでの間に一度作成したものを、見直ししている数が、小学

校では78パーセント、中学校では40パーセント、保護者の方と一緒に見直しをしております。

定期的な見直しをすることで、ニーズにあわせていろいろな支援を考えていけるということで、

有効であると思っております。最終的な、作成数については、３月にもう一度調査を取る予定

になっておりますので、そちらのほうで把握していくということになっております。以上でご

ざいます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問やご

意見がある方は、よろしくお願いいたします。はい、竹谷委員お願いします。

竹谷委員：一時ケアセンター竹谷です。２番の心身障がい児補助教員および心身障がい児の支援員に

ついてというところで、今、植木先生のほうからご説明いただきましたけれども。ぜひですね、

これ直接、たぶん、まなびサポートさんのほうには、私から意見させていただいたことがある

んですけれども。保護者の方が学級を選ぶときですね、進級にあたって、たとえばこんな困り

度があるとか、こういったことで支援が必要だっていうことを、おそらく、まなびサポートさ

んを通して、ご相談されると思うんですね。そのときに、やはり補助教員の説明と、この支援

員の説明というのが、正確に説明されてないことが多くて、保護者の方が、間違った受け取り

方とか、あとは、正しい情報をなかなか受け取れてないことが、相談をよくよく聞いてみると

多くあります。

そうすると、やはり、ご本人や保護者の方が、こういうふうに育てていきたいなとか、こう

やって教育を受けたいなって思ったときに、やはり選択の幅がぐっと狭まってしまうことがと

ても多くあるので、ぜひ、ここで説明いただいたように、その方のニーズにしっかり合った説

明というか、そこをお願いしたいなというふうに思います。よろしくお願いします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。今の竹谷委員に関しては、しっかりと、相談のときに説

明をしながら進めていくようにしたいと思っております。では、愛塲委員お願いします。

愛塲委員：県立の市川特別支援学校のコーディネーターをしています、愛塲です。よろしくお願いし

ます。

２番のことについてご質問させていただきます。私もちょっとよくわかってなくて申し訳な

いんですが、教員とか、この補助教員とか支援員さんっていうのは、学校側の要請で、つける

ものなのか、あるいは保護者の要請でついてるものなのか、ちょっとそこら辺を教えていただ

けるとありがたいかなというふうに思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：この補助教員ですとか支援員の配置に関しまして、まず、補助教員の配置に関しまして

は学務課、支援員のほうに関しては、教育研究センターのほうです。

まず、まなびサポートが市全体を回りますので、そこで、お子さんの様子ですとか、あと、

学級の様子とか、保護者の方の相談を受ければ、そういう情報も入ってきます。

総合的に、こちらのほうで、どういう形で配置したら良いかというのを十分に検討した上で、

あと、市全体のバランスも考えた上で、配置していくというような状況になっています。

愛塲委員：はい。どうもありがとうございました。
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山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。加藤委員お願いします。

加藤委員：千葉発達障害児・者親の会「コスモ」の加藤と申します。以下、千葉コスモと略させてい

ただきます。

今のお話で、保護者の要望っていうのは、どのように反映されてますかっていうことをお聞

きしたいんですが。各校巡回して、学校側のニーズは把握されてると思うんですけど、保護者

の要望はどのように伝えてるかとお考えでしょうか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：まず私たちは、保護者の方の相談では、当然保護者のお子さんの様子が見えてくるので

すが、まず、お子さまが、今どういう状態であるかというのが一番大きいと考えています。

その中で、お子さんの状態が、どのぐらいの支援をしていくと、学級の中できちっと、学習

を受けられるですとか、支援員でしたら、身の回りのことができるようになるですとかという

ことを検討していきます。保護者の方からうちの子はこういう状態ですというのをうかがった

ときには、まず、その要望、保護者の方のご意見を聞いて、まなびのほうでしっかりお子さん

の様子を見て、状態像を把握していくという形を取っています。

加藤委員：では、学校を通じてというよりも、まなびさんに直接相談をするということになるんです

ね。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：学校を通じてというのは。

加藤委員：補助教員の先生に、こういうふうに支援をしてほしい。今、こういうふうにいい支援を受

けられたんで、来年度もお願いしたいというような話は、どちらに持っていけばいいのかなと

お聞きしたかったんですけど。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：相談はまなびのほうで、たとえば継続していけば、お子さんの補助教員を配置するとい

うよりも、そのお子さんの状態像が今、どうであるかというところで一緒に相談をしていくと

いう形なので。それで、今のお子さんの状態が、たとえばここまでの支援が必要だとか、もう

このお子さまに関してはだんだん離れていっても大丈夫だとか、そういう形で見ていきます。

まず、まなびの方に、話が行く場合もあるし、当然、学校との相談の中で、また、まなびの

ほうにつながっていくという形もありますので、どちらにでも良いです。補助教員をつけてく

ださいというよりも、お子さんの状態像に関する相談というように、とらえていただけるとあ

りがたいと思います。

加藤委員：たとえば、子どもの状態像っていったところでは、それはそうかなとは思うんですけれど

も。どんな環境で子どもを育ていきたいか、どんなふうに教育を受けていきたいかっていうの

は、それぞれ、ご本人と親御さんもやはり、希望っていうのがありますよね。

浦安市は、やはりどこの学級を選んでも、その子にあった教育ができますよっていうことで、

就学指導委員会だったりとか、そういったことも廃止され、選んだ学級で、その子にとって、

適切な教育がされるっていうことは、ベースにうたわれてると思うんですね。

そのときに、たとえば本人や保護者が、ここで学びたいっていったときに、じゃあ、そこの

中で本人にとって適切な教育が受けられるためには、どんな環境が必要かなっていうのを、お

そらく、保護者だったり本人も、相談に乗ってほしいかなっていうふうに思うかなって思うん

ですよ。たとえば、まなびさんに対してもそうですし、学校に対してもそうだと思うんです。

そのときに、子どもの状態ありきっていうことではなく、なんか同じようでちょっと違うか

なと思うんですけれども。その子にとって必要な教育の環境っていうのは、どんなことだろう

ということで、相談に乗ってってくださるっていうことは、それはそれで可能なんですよね。
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ちょっと確認なんですけど。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：その子の環境。

加藤委員：はい。希望するところが、学級を選ぶところでいくつかありますよね。通常級で学びたい、

特別支援学級で学びたい、もしくは、特別支援学校を選ぶっていう、選択肢がいっぱいあると

思うんです。そこの選択肢の中で、やはりこんな環境で学ばせたいっていうか、学んでいって

ほしいなっていう思いがあったときに、そのことをやはり相談していったり、「そのためにこ

んなことが必要なんです、今の我が子には」っていったときに、まなびサポートに相談をする

だろうし、学校現場の先生ってのも、おそらく教頭先生や校長先生にも相談するかなと思うん

ですけど、それに沿ってというか、「じゃあ、こんな形で環境は整えられますよ。こんなふう

にしていきますよ」っていうことが、逆に相談にも、そこを前向きには乗ってっていただける

っていう認識でいるんですよね。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：まなびサポートのほうは、就学相談についても、保護者の意を尊重していきますよとい

うのを掲げてありますので、その中で、どこの学びの場が一番良いかというのを、継続して相

談していくという立ち位置で、相談をずっとしています。あとは、本当に、お子さんの、先ほ

ど言った、どこで一番その子が伸びていくのだろうかというのを本当に一緒に考えていくとい

う、そういう相談を進めています。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、西田委員お願いします。

西田委員：はい。基幹相談の西田です。私も２番のところで、ちょっと質問になると思うんですけれ

ども。よく言われるのは、通常学級を選びたいっていう保護者と、お子さんの意向がある。そ

のときに、やはり支援員ですとか、補助教員がつかないと、お母さんっていうか保護者の方か

ら見ると厳しいだろうっていうふうに思っていて、「通常学級に行きたいです」。それで、「補

助の先生をつけていただきたいです」っていうふうに、まなびサポートなのか教育委員会なの

か、ちょっとよくわかりませんけれども、お伝えすると。

そのときの答えが、「補助教員は探せるかどうかわかりませんよ」とか、「支援員はつけられ

るかどうかわかりませんよ」っていうお答えではなくて、浦安市の場合は、先ほど竹谷委員が

言ったような、どこでも選べるし、そこで適切な教育を受けますっていうふうな方針がある以

上は、当然その要望と、まなびサポートとか専門家の先生たちとの話し合いは、何回も何回も

行われるんでしょうけれども、そこで最終的に通常学級を選びたい、補助教員がほしいってい

ったときの、補助教員がつかないから通常学級を選べないっていうような力学が働くのは困る

なっていうふうに思ってるんですよ。

単純に、どこの場所の選択肢がいいかっていうことを、両親とか、学校の先生とかと一緒に

考えていくことは、もちろん必要なことだとは思うんですけれども、その最終結論が出たとき

の、選ぶか選ばないかのポイントが、補助教員がつくかつかないかっていう話を聞くことが多

いんですね。やっぱ「本当は通常学級に行きたいんだけど、補助教員がつかないって言われた

から」とか、「つくかどうかわかりませんよって言われたから、やっぱり諦めようと思うんで

す」っていう話になっちゃうと、じゃあ、いったいそれはなんなんだって話になっちゃうので。

そこ、そういうことはないんですよね。最終結論が出たときには、きちっとそういう手当て

をしていただけるっていうことで、浦安市としては進んでいるのかどうかのことをうかがいた

いなと思ったんですけれど。わかりづらくてすいません。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：継続した相談の中で、この子がどこがいいだろうかっていうのを一緒に相談していくじ
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ゃないですか。まず、本当に、最初は人的支援とかいろいろあると思うんですけども、本当に

この子が一番どこで伸びるのかな、どこがいいのかなっていうのを一生懸命、相談をしていく

と思うのですよ。

浦安市の場合は、以前は、それこそ就学指導委員会があってそこの場面でというのがあった

のですが、それをなくして、とにかく保護者の方と信頼関係を築きながら、一緒に共に考えて

いきましょうというように、直していったんですよね。それで、本当に、どこの学びの場が良

いか。市としては、ここまでやれるのだったら、ここでできるかな。ここまでしかできないの

だけども、ここでも大丈夫なんだろうかというのも含めて相談してると思うのですよ。

まなびサポートには、医師やスーパーバイザーもいますので、そういう方たちの相談の方向

性とかを聞きながら、本当に保護者の、先ほど言いましたけど、保護者の方の意思を尊重しな

がらというスタンスでいます。ただ、私たちも、どこの環境が一番良いのかというのは、相談

者として子どものことを一緒に考えながら、ここはこういうふうにしたらっていう話をさせて

いただき、最終的に、保護者の方の意見を尊重して、決めていくというスタンスでいます。

そうすると、たとえば、その中での話で、ここまでやればといった中に、当然、補助教員が

もしこういう形で入ればできて、それができれば、その子が一番ここでいいだろうっていうよ

うになれば私たちのほうで、この環境を整えて、ここに入って過ごせるんであればという形だ

ったら、きちっと人的支援というのは行っているというふうに考えているのですけども。今の

お話と噛み合ってなければすいません。

西田委員：すいません。基幹の西田です。人的資源ですよね、補助教員の人たちも、当然ながら。な

ので、最終結論が、保護者と、教育委員会と、調整していった結果、保護者が、どうしても補

助教員をつけて通常学級に行きたいといった場合には、どうなるんですかってことなんです。

すごく究極言えばですよ。

それは、「もう補助教員は当然つけますよ」と言っていただけるのか、それとも、「教育委員

会としては、特別支援学級に行ったほうが、きっとこの子は伸びるから、だから、補助教員を

つけるのではなく、特別支援学級に行ったほうがいいんですよ」って伝えられちゃうのかって

いうことが一点と。

よくあるのが、「通常学級に補助教員がついたら行きたいんだけど、つかないんだったら不

安で行けないじゃない」っていう声なんですよ、シンプルに言ったときに。だから、そこら辺

の調整を、補助教員がつく、つかないが、最後の結論にならないような調整をかけていただき

たいなって。

竹谷委員：フォローになるかどうかちょっとわからないんですけど。補助教員がついてもつかなくて

もですね、希望した学校、たとえば、さっき私が言った環境っていうのは、その子にあった適

切なところで勉強ができるとか、教育が受けられるっていうのは、究極ですよ、補助教員が必

要で、もちろん親も求めている。

でも、結果、つく、つかないというのは、補助教員の数とか、よく教育委員会の方がおっし

ゃるのは、開けてみないとわからないっていうことがあったりしますよね。なので、つかない

かもしれないっていう答えは、きっと４月になるまでそういう答えなんだと思うんですよ。絶

対つきますよっていうのは、なかなか言えませんと、よくおっしゃられるんですけど。

ただ、つかなかったときに、じゃあ、それだったら普通級が選べないかっていうと、そうじ

ゃないと思うんですね。やっぱそこには、すごいいろんな工夫だったり、学校の先生たちの協
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力だったりいろんなことがあって、通常級が選べて、そこの中でその子にあった環境、環境と

いうか、がつくられていく中で、補助教員が、たとえば４月には見つからないけど５月には見

つかったとか、いろんな場合があるかなと思うんですけど。そういったところで、つく、つか

ないで、要するに保護者や本人の希望が捻じ曲げられるというのは変ですけど、諦め、すごく

よく聞くんですよ。保護者が、そう言われたから、本当はここに行きたいんだけど行かないっ

ていう選択肢を迫られちゃったっていうことがないと私は認識し、浦安市は、ないっていうふ

うに思ってるんですけど、そこがどうもそのようには伝わっていないので、確認したいことが

一つと。

あと、先ほど山本先生がおっしゃった中で、「ここまでできれば」っていう言葉が、「ここま

でならこうです」っていう形でちょっとお話があったので。たとえば、普通級を選びたいって

思ったときに、その子の障がいの、たとえば程度、たとえば、すごく重度の子は無理なんです

とかっていうことではなく、どのお子さんも、たとえば、その選べる環境っていうのがしっか

りあって、希望を叶えていけるっていうベースがあるんですよねっていうことが、ちょっとお

聞きしたいんです。

先ほどのお話だと、どうしても保護者は、「じゃあ、うちの子どもは無理かな」、ここまでだ

ったらっていうところの線引きが、やはりどこかの場面で出てきてしまうと、そこはすごく引

っかかってしまうとこなのかなっていうふうに思ったので、それも一つ、ちょっとお願いでき

たらと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：たくさんあり過ぎて、今ちょっと整理してますからね。

まず今の、補助教員の話も聞くのですが、ちょっと違う話になるかもしれない。今、インク

ルーシブの話をやっているのですけれども、今、ここで、発表があったところなんですけど、

まず一つは、人的なことっていうのは、まず、担任の力量というのがとても大きいと思うので、

その担任の力量をまず上げていくということも、やっています。そして補助教員が、先ほど「い

なくても」って言いましたけど、補助教員の人的な配置に関わらず、一つ一つ担任が、できる

ことを増やしていきたいということで、インクルーシブの研究をやって、担任の力量を上げて

いこうということもやっています。

補助教員に関しては、浦安としては、保護者の意を尊重して就学相談をしていますというの

は、もうこれは、先ほどから言ってる大前提なんです。その保護者の言う意見を尊重して相談

をしているというのは、浦安の、これは大きな就学相談の特徴の一つだと考えていますので、

その方向に向かって、相談は進んでいると思います。

必要なところへの人的の配置については、当然それは、先ほど言ったように全市的なものを

見ながら、配置のほうも考えています。

さっきの話も、ちょっとどういう状態で４月になったらつくとか、つかないからという状況

は、わからないんですけど、ただ、人的な配置というのは、当然、補助教員になりますってい

う人がいて、それで配置をしていくので、もしかすると、竹谷委員の言った、その４月には間

にあわなくて、途中でというのは、４月には間にあわなかったけど、途中からつくという、そ

ういうケースをおっしゃってるのかなと思うんですけども。

竹谷委員：希望したところに補助教員が４月の段階でつかないかもしれないから、諦めちゃうってい

うか、つくかつかないか、はっきりは答えられないっていうのは、そうかなっていうのはわか

るんです。人が雇えなければ配置もできないっていったところは、そうかなとは思うので。
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だけれども、そこのところで、そういうフォローアップ、学校としてしっかり考えていきま

すよ。補助教員も求めていきますよ。お母さんや、そのお子さんが普通級を希望するんであれ

ば、そこで学んでいけるように考えていきましょうねっていうふうな相談を、まなびさんは乗

っていただけていけば、そのお母さんが、そのことに振り回されないで、学級を変えたりとか、

こっちはいいと思ったけどこっちにしなきゃいけないっていうふうに悩んだりとか、そういっ

たことっていうのはなくなるかなっていうふうには思うので、きちっと相談にのってったあと、

保護者が選んだ学級が決まったとしたら、そこのところに聞けるようにというか、その希望が

叶うような形の相談にのってっていただければ、それでいいかなと思うんです。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：そういう形の相談は、進めていきます。ただ、先ほど言った補助教員の、さっきの雇用

のことに関しては、ちょっとまた問題が違ってくると思うんで、これだけ必要だっていう形に

は、対応するために努力はしますという形ですね。あと、西田委員が言ったことが。

西田委員：あ、大丈夫です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：大丈夫ですか。

西田委員：はい。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：すいません。ちょっと、一人でたくさんしゃべってしまって。

竹谷委員：もう一ついいですか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうぞ。

竹谷委員：竹谷です。１番の②で通級指導教室のところの説明がありました。中学校については通級

指導教室は設置されていませんっていうふうに、今の現状の報告の中で書いていらっしゃった

んですけど。これは先々、何か計画はありますか。中学校にもつくっていく計画がありますよ

とか、こういうことを逆に、教育委員会にまなびさんも求めてますよとか、教育委員会も考え

てますよとか。中学校に関してはどうでしょう。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：現状ですぐ、中学校にということは、今のところ計画はありませんが、どのぐらいのお

子さんが中学校で、通級が今必要なのかというところは見ていきたいなと思いますが、計画は

今のところないです。

竹谷委員：はい。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それでは、次に進んでもよろしいでしょうか。それでは、引き続きまして、実際

の学校での状況を、明海小学校の松田委員のほうから、小学校ということで、お話ししてくれ

るとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。

松田委員：はい。ちょっと重い話のあとで、しづらいのですが。明海小学校の松田でございます。学

校の様子については、先ほどインクルーシブのところでお話をさせていただきましたので、ち

ょっと別の角度から話をさせていただいてもいいでしょうか。

今、直前に、植木指導主事のほうから話があった、市内に特別支援学級、小、中学校、これ

だけ設置されてますよという資料ももちろん出ていますし、お話がありましたけれども、本校

も設置校の一つなんですけれども。今、特別支援学級設置が、小学校は 10、中学校は７、通

級指導教室が小学校に２ということで、多くの学校にそういったところが、できてきている現

状の中で、やはり担当する職員、担任も力をつけていきたいという、ベテランの教員もいれば、

まだ若い教員もいるというとこで、今後もずっと続いていくことなのでということで、昨年、

浦安市特別支援教育研究連盟という組織を立ち上げました。

それは、浦安に特化した組織ではなく、全日本特別支援教育研究連盟という組織があって、
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千葉県のほうにも千葉県特別支援教育研究連盟という、そういう組織があり、県内では、参加

というか組織がなかったのは浦安市だけだったんです。長年、つくりたいなということで、よ

うやく、いろいろ準備をしてきて、整いまして、昨年の夏に市の特別支援教育研究連盟という

のを立ち上げましたので、そのご報告です。

先生方が、職員が、市の研修もそうですし、県内、あるいは全国のいろいろな研修会等にも

参加をし、研修することはもちろん、人間関係もいろいろつくりながら、じっくり、交流しな

がら力をつけていきたい。その中には、職員の、もちろん研修だけではなく、啓発という活動

も盛んに行われておりますので、保護者の方とかいろんなさまざま、親御さんの親の会の方と

かとも関わりながら、やっているのですけれども。

まだ浦安市としては、動き出して半年ちょっと経ったところなので、特に、新しくこうして

いきましょうっていうところは、まだないのですけれども、今まで何もしてなかったわけでは

ないので、組織がなかっただけで、研修のあり方とか整理していきながら、あるいは、浦安市

内で特別支援学級の発表会ですとか、中学校でいうと交流スポーツ大会とか、あるいは、市内

の、これは特学だけではなくて、小中作品展とかそういうとこでも、特別支援学級のスペース

もいただいておりますので、そういった行事等も整理していきながら、活動していきたいなと

思っています。先ほどのインクルーシブの話ではないのですが、今やってることを整理しなが

ら、プラスアルファして、ともどもに、高めあっていけるといいなという組織ですので、応援

していただけると嬉しいなと思っております。

そして、担任、あるいは、特別支援学級を担当している、補助教員、支援員が、チームでや

ってるわけですけれども、まだまだ、学ばなくてはいけないところはあるんですけれども、そ

れはもう現在進行形で、学びながらいろいろこう、やっておりますので、そういうふうに受け

止めていただけると、各学校で、すごく担当者が、気持ちが楽になるんじゃないかなと思いま

す。

その上で、先ほど出ている、保護者の方ともいろいろね、意見をうかがいながら、すぐにで

きること、できないことってあると思いますけれども、そういった関係づくりをしていけたら

いいなと思って、設置後のほうは今、取り組んでいるところでございます。私からは以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。続きまして、浦安中学校の足立委員からお願いいたし

ます。

足立委員：浦安中学校の足立でございます。本校の状況をできるだけ、わかりやすくご説明したいと

思いますけれども。

まず本校は、普通学級が 19 学級。特別支援学級が２つということで、現在 21 学級で展開し

ております。生徒数は 698 名。まもなく 700 名になるような、市内の中学校では一番大きな学

校です。

先ほどから、いくつかご質問出ております、補助教員のほうを先にご説明しますが、補助教

員は、特別支援学級である 10 組に、これは２学級編成ということになっているのですけれど

も、こちらの２学級に対して１名。それから、普通学級は３学年ありますけれども、３人の補

助教員が、配置されております。

これは、各学年に１人ずつというふうに、限定されて配置したわけではなく、私のほうで、

各学年に１名ずつ配置いたしました。

理由は、３学年の場合は、やや、手の不自由な生徒がおりますので、この生徒の生活支援の
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ため、ずっと一緒にいなければいけないというようなことではないんですが、体育のとき、着

替えのとき、または技術家庭科等の制作のときに、一緒にいたほうが良いだろうということで、

１人は３年生に配置しております。

残りの２人は、２年生、１年生は特に支援が必要な生徒がいるから配置されたのではなく、

学年全体をきめ細かく指導するためということで今年度は配置されております。ですから、具

体的に何をやっているかというと、１、２年生ともに、たとえば、遅刻してきている生徒の指

導。それから、２人とも教科が今年度は社会ですので、社会の授業に２年生が６クラス、１年

生が７クラスなんですけれども、できるだけ均等に社会の授業に入って、ホーム教員とともに、

きめ細かな指導をですね、巡視したり、わかってなさそうな子どもに対して、教科指導をした

りしています。これが比較的、実数が多いんです。

それから、部活の補助もやります。一人が女性、一人が男性なんですけれども。今、保健室

のほうにはですね、やはり中学生になりますと、いろいろな、体の問題、家族の問題、友達の

問題と、いろいろあるのですけども、非常に悩みを訴える子どもが多くなってきてるので、養

護教諭とともに、この相談に乗るというような支援もやっております。これも補助教員の一つ

です。

あとですね、普通学級には、補助教員がついてる生徒はおりませんけれども、保護者の方の

ご要望で、個別の指導計画をつくってほしいというふうに小学校から引き継がれて、現在も個

別の指導計画を担任、保護者の方、そして、まなびサポートの担当者、必要によっては教頭が

入って、作成している生徒が一人おります。

中学校の場合は、特別支援教育推進委員会というのもあるのですけれども。生徒の状況や、

要するに生徒の困り感を見つけていく組織といたしましては、まず一つとしては、生徒指導部

会があります。この生徒指導部会というのは、３つの学年の、各生活担当ですね。生徒指導担

当と、それから、学年全体に生徒指導主任がおりまして、これは、配置されているんですけれ

ども、生徒指導主任と、各学年の生徒指導担当、養護教諭、そして、市から配置されておりま

すスクールライフカウンセラー。木曜日の場合は、県から配置されておりますスクールカウン

セラーですね。これが入りまして、各学年の生徒の、それぞれの状況を報告しあうのが、週に

１回です。別に非行問題を話しあっているわけではなくて、各学年の生徒の状況の中で、気に

なる生徒をそれぞれの学年担当からあげていって、情報共有をしているわけです。

次に、この情報を持って、学年主任会を行います。学年主任会は私のほかに、教頭、教務、

生徒指導、各学年主任、養護教諭。それから 10 組の主任のほうですね。これらが入って、生

徒指導部会で入ってきた情報をもとに、各学年主任が文書に、生徒指導問題で注意すべき生徒、

それから気になる生徒ですね。何か困っているんではないかと思われる、気になる生徒。そし

て、長欠問題ですね。この３点に絞って、気になる生徒の名前をあげながら、各学年で情報共

有します。

そして、特に問題のある生徒については、誰がどのような方法で解決していくかを、主任会

で話しあって、その通りに実行いたします。すぐに解決する場合もありますけれども、問題に

よってはですね、なかなか、３か月、４か月、半年と、かかる場合もあります。学年を超える

場合もあります。話しあったからといって、すぐ解決するという問題ばかりではないところが、

各学校の悩みの一つでもあります。

こういったところでは、あまり学力不振については、話しあわれないのですけれども、学力
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についてはまた別の部会、これが、副主任会議というのが、また別にあるんですが、こちらの

ほうで学力をやっておりますので、主に生活支援についてをやっております。

あともう一つ。これ、県から加配をもらっているのですが、加配というのは、定数以外に、

職員が配置されることを加配というのですけれども、この加配をもらっている職員で、不登校

対応教室を展開しております。この不登校対応教室は、特定の職員が担当となって、教室に入

れない生徒、毎日学校に来られない生徒、こちらの生徒が、１階の一番端の、昇降口を通らな

くても済むような場所に設置した教室に、自分が来られる時間に来て、できる学習をするとい

うような、教室に戻れるようになる支援を、担当とスクールカウンセラーと、県のカウンセラ

ーを中心にやっております。

だいたい今申し上げたことが、本校の生徒支援の、組織の基盤となるものですので、ご説明

がわかりづらかったかもしれませんが、以上のような形でやっております。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：お二人の委員の方、ありがとうございました。今のお２人のご説明に対して質問やご意

見あれば、お願いいたします。加藤委員、お願いします。

加藤委員：千葉コスモの加藤です。足立先生におうかがいしたいんですけど、浦中は、システマティ

ックに、生徒の生活面の指導をして、支援をされているな、というふうに感じました。保護者

から要望があって個別指導計画をつくってるのが１名というお話だったんですけれども、これ

は、どなたが中心となってつくっているのかっていうことと、保護者が希望しないで、そのよ

うな計画をつくる、っていうケースもあるのかどうかということを、おうかがいしたいと思い

ます。

足立委員：まず、１つ目のご質問のほうなんですけれども、本校の、この１名だけつくっている生徒

に関しては、保護者の方、担任、そして教頭ですね。これが入ってやっております。学期に１

回、やっております。これは、小学校から引き継ぎがございまして、まなびを通しまして、中

学校でも個別計画を作成してほしい、という保護者の方のご要望があったので、保護者の方が

一緒になって作成してつくっております。内容的には学習面ではなく、やはり、生活支援のほ

うに関わることになっています。

２つ目は、保護者の方が、なんでしたっけ。

加藤委員：希望しなくても、そのようなものをつくるということが。そのような書類が。

足立委員：保護者の方が希望していないのに、私どもがなんらかの形で、個別指導計画をつくること

はありません。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。はい。加藤委員、お願いします。

加藤委員：もう一個すみません、松田先生におうかがいしたいのですけれども。おっしゃっていた、

特別支援教育連盟というのは、たとえば、市川市のほうに特別支援教育連絡協議会っていうの

があると聞いていて、その連絡協議会に、千葉コスモの市川グループのメンバーが出ているっ

ていう話を聞いたことがある。それと同じなのか、どうなのか。

松田委員：はい、正式な名称は、浦安市特別支援教育研究連盟。市川市もそうだと思うんですね。県

のほうが、千葉県特別支援教育研究連盟という、ちょっと長いのですが、よく略して、県特連。

関係者で声に出して言うときには、浦安市の場合は浦特連と略そうということにしています。

きっと、なんらかの関係はあるのではないかと思うんですけれども、憶測で言えないので控

えさせていただきますが、浦安市のほうも、この先ゆくゆくは親の会の方たちとも連携をして

いく中で、なんらかのこう、やり取りはしていきたいなと考えております。
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山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。それではよろしいでしょうか。続きまして、議題の４に

移りたいと思います。障がい者福祉計画の策定について、事務局、説明のほうをよろしくお願

いいたします。

事務局：はい。事務局よりご説明いたします。議題の資料が１と２と３。３が本日の資料になってお

りますので、３つ揃えていただけるといいと思います。

本日このこども部会が、自立支援協議会の中の各部会の最後の会となっております。そして

このあと、３月６日に最後の障がい者福祉計画策定委員会をもちまして、今年度の計画策定委

員会は終了となりまして、３月末日に向けて、福祉計画の印刷のほうに入っていく予定でござ

います。

１月に実施しましたパブリックコメントの結果としまして、１件、ありました。福祉サービ

ス以外に、ボランティア的視点から事業をおこなっている事業所が、安定した活動を続けられ

るよう、補助金等の助成をしてほしい、といったものがありました。回答としまして、その点

につきましては、市民との協働による支援活動の促進の中にですね、地域で福祉活動を行う人

材や団体を発掘・育成支援する、というふうな記載がありますので、「既存の制度を生かしな

がら、事業者や団体の側面的支援に務めてまいります」ということで、回答としました。

それで、今回、議題４資料２、３と目を通していただきたいんですが。パブリックコメント

版に修正、追記した主な項目ということで、もう何回か出てますので、こども部会に関連のあ

る部分でお伝えしたいと思います。

まず、第１編の就学前療育・教育の充実のところと、あと、就学後のところで、医療的ケア

の記載があったんですが、こちらの進捗状況にあわせて、少し変えさせていただきました。そ

れで、このあと、最後の「その他」のところで、連絡する予定でいたんですが、現在、学校等

における医療的ケア実施要綱のほうを策定いたしまして、来年度の４月から、市立の小・中学

校や保育園・幼稚園等において、と、児童育成クラブ等において、医療的ケアが必要なお子さ

んに対する医療的ケアを、看護師を配置することで実施するような体制を整えましたので、そ

の進捗にあわせて、文言を修正いたしました。あとはですね、第２編の中で、直近月までの、

サービスの実績をもとに、数値のほうを多少見直しました。

続きまして、本日お配りした、議題４、資料３のほうになりますが。こちらがですね、少し

時間をいただいたんですが、「通常学級においても特別な支援が必要な子たちに支援をしてい

きます」ということを文言として入れていただきたい、というご意見がありまして、こちらに

つきましては、現在、就学後療育・教育の充実の中で、「特別支援教育が、特別支援学校や特

別支援学級で学ぶ子どもだけでなく、通常の学級で学ぶ子どもも対象になります」というふう

に記載してありますので、その内容については、もうすでに記載してあるということで、回答

とさせていただきます。

あとですね、２点目。障がい者基本計画には、合意形成、「就学の相談の中で合意形成がで

きなかった場合の調整も含み」という文言が入っているので、この計画にも入れてしかるべき

というご意見をいただきました。こちらにつきましては、障がい者基本計画にある、「市町村

教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する」とありますが、浦安市では、その仕組みの

部分をまなびサポートが担っているということで、回答とさせていただきたく思います。以上

です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。ただいまの説明に対しまして、ご質問やご意見があり
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ましたら、うかがいたいと思います。よろしいでしょうか。

それでは続きまして、議題５の、平成 27 年度こども部会の方向性について、事務局より説

明をお願いします。

事務局：私のほうから、議題５の、平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会について、ご説明い

したいと思います。議題５資料、左上に書いてあるのをご覧ください。来年度以降なんです

が、組織は、今年の第４回自立支援協議会での協議を経まして、現在の組織を引き継ぐこと

になっています。それで、本日はですね、こども部会の運用と議題などについて、ご意見を

いただければと思います。

自立支援協議会では、協議会がありまして、その下に５つの部会を置くという、体制とい

いますか、形は変わらず、こども部会は、生まれてから 18 歳になるまでの子どもへの支援

を、引き続き話しあっていくということにしていこうと考えております。

３ページ目に委員の選考ということで、自立支援協議会は、要綱に基づいて、市長が委嘱

することになっておりまして、下に①から⑥ともありますが、この事業者さんや、教育機関

やいろんな機関から、市長が委嘱する形となっています。それで、（２）番の部会について

は、当事者団体や、その福祉サービスの事業所や、関係機関にアンケートを実施しまして、

参加希望がありました部会に参加していただくという形を今回はとりたいと思います。

８番の会議と議事録の公開なんですが、これについて、今年度までの運用と変更があると

ころがございますので、ご説明したいと思いますが、議事録について、今までは、委員の方

のお名前を公開していたんですけれども、こちら、団体のお名前を表記することと、来年度

からそのような形にさせていただくということで、昨年度、平成 25 年度の自立支援協議会

で決まったということで、委員が新しくなる 27 年度から、この運用でさせていただきたい

と思います。

駆け足なんですけど４ページで、すみません。こちら、こども部会の議題というものを、参

考までに、今年度の議題が書かれていますが、来年度以降、こういったことを議題にあげた

らいいんじゃないかということがありましたら、本日ご意見をいただいて、来年度につなげ

ていきたいと考えております。私のほうからの説明は以上になります。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ただいまの説明に対しまして、ご意見やご質問があればよろしくお願いします。

はい、小田委員、お願いします。

小田委員：発達わんぱく会の小田でございます。来年度入れていただきたいなって思って、主な課

題のところで、母子保健、あるいは子育て支援と福祉の連携みたいな項目を入れてほしいと

いうふうに思っております。

というのも、僕、いわゆる生まれてから 18 歳まで、生まれてからというところで、０歳、

１歳、２歳、特に、子ども、子育て支援制度が始まるにあたって、かなり大きく、国の制度

は、特に浦安はかなり先進的に進んでますので、変わるんじゃないかなとも思いますので、

特に変化があるので、情報を共有しながら進められるといいなというふうに考えており、ま

あ、子ども、子育て支援制度、なんていうか、ちょっとわからないんですけれども、母子保

健行政とか、子育て支援とか、子ども家庭行政かちょっとわからないんですけれども、その

あたりとの連携。特に、受給者証をとる前のお子さんから、まあ、生まれてからということ

ですけれども、を、少し、テーマにしたいなというふうに思い、思います。よろしくお願い

します。
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山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。

西田委員：はい。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。西田委員、お願いします。

西田委員：基幹相談の西田です。連携というところで私も同じなんですけれども、計画相談が来年度

から 100 パーセントつくるようになり、障がいのある子どもたちも、サービスを使う場合には、

計画がつくられることになるんですね。

その中で、担当者会議をしなさいっていうふうになっていて、子どもたちに関わる人たちっ

ていうのは、幼稚園だったり保育園だったり、こども園だったり、小学校・中学校っていう、

まあ、18 歳までですから、さまざまな教育機関や保育機関などが関わっていくので、その連携

っていうのがやはり必要になっていくのかなって思うので、その辺はちょっとテーマとして取

り上げていただければと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。よろしいでしょうか。

愛塲委員：じゃあ、すみません。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。愛塲委員、お願いします。

愛塲委員：特別支援学校の愛塲です。突拍子もないことを言うかもしれないんですけど、浦安市に特

別支援学校をつくるという発想はおありなのかどうかというところで、ご検討願えればとても

ありがたいかなと思っていて。どういう場で、どういうところで言えばいいのかっていうこと

がわからないので、ちょっとこの場で、一つ提案させていただければと思いましたので、はい、

失礼します。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：今の件なんですけれども、要望のほうは、毎年、県のほうには出しているところなんで

す。それで、今の、これは、事務局の来年度のテーマという形で、というご意見。

愛塲委員：というか、つくっていただけるといいなあと思っているので。はい。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。よろしいですか。ほかはいかがでしょう。はい、加藤委員、お

願いします。

加藤委員：今、愛塲先生がおっしゃった支援学校というのは、高校、高等部のみという。それとも小

学校から。

愛塲委員：あ、小学校からですね。はい。

加藤委員：それは要望があるということですか。

愛塲委員：本校がとても過密化しているので、浦安市につくっていただけたら、少しそういう解消で

きるのではないかなというところです。

神谷委員：自閉症支援協会の神谷です。来年度に取り上げてほしい議題というか、前からは思ってい

て、ちょこちょこ言ってた気もするんですけど、学校側とか事業者側とかからの、「こういう

ことやっていますよ」っていう報告を聞くだけっていうのは、保護者としてはもどかしいだけ

なんですね。それについては、とても素晴らしいし、ありがたいし、それに対して文句を言う

っていうのでは全然ないんですけども。もっとなんていうか、地べたというか、幼稚園・小学

校・中学校に今行ってる子どもたちとか、その保護者の悩みというか、思いとかを、もうちょ

っときちんとした形にして、ここの会に持ってこれないのかなっていうのはずっと思っていて。

単純に委員に親を増やすっていうことがいいとはやっぱり思わないんですね。ただ思ってる

ことをバーッと言うだけだと、とっ散らかっちゃうだけですし、実際、事例っていうのが一番

身近に、皆さんに思っていただけることなので、事例が上がらないので、自分の子どものこと
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をつい話してしまうことがあったりして。だからと言って、この場所で委員として発言しても、

やっぱり思う方向にいかないんですよ。

なので、この会議を持ってくる前の段階に、どこの会にも所属しなかったとか、つながりが

なかなかできてないお母さんとかの声をもっと拾って、それを少しもんで、形にして議題に持

ってくるっていう方法をつくってほしいなと思っていまして。それを、特定の親の会がやると

かいうのも難しいですし。

このこども部会っていうのは、当事者のお母さんたちにやっぱり広まってないんですね、そ

れほど。役所としてはちゃんと周知はしてるんだと思うんですけど、広がってないし興味を持

たれにくいということは、周知の仕方にももうちょっと工夫がいるんじゃないかなと思うし。

なので、できれば事務局というか、市の主催で「自立支援協議会をやっていますから」では

なくて、「市としてはこういうことが必要だと思っていて、皆さんの声をいただいて、それを、

みんなで話しあう場に持っていきたいんです」っていうことから、「それが実は自立支援協議

会っていうもんで」っていう順番にもっていって、周知して、小さな声だけど、一番大事なと

ころを、この会議の場に持ってきて、話しあえるやり方を、もう本当にやってほしいっていう

気持ちがしてるのが、正直なところです。

だからここでっていうよりも、この前の段階に、もう一工夫、というか二工夫。システムの

ご説明だけをするきれいな会議ではなくて、すぐには解決できないけれども、ずーっとみんな

が一人一人のことをとどめて、ずっと考えていかなきゃいけない問題だよっていうふうに思っ

ていけるような会にしていくために、この前の段階に、工夫がほしいなというふうに思います。

事務局：はい。貴重なご意見ありがとうございます。

こども部会は、25 年度に初めてできた部会でして。その前に、特別支援教育プロジェクトと

いう形ではあったんですけども。民間の事業所さん、教育関係者、福祉関係者で一度顔をそろ

えてやってみようというところで、この２年間、試行錯誤しながら、事務局のほうでも、議題

等を考えながら、進めてきたところではありますので。そういったお声も踏まえまして、次年

度以降のこども部会もある予定ですので、皆さんの、こういったことを議論していきたい、課

題を解決していきたいということを吸い上げながら、議題のほうを作成していきたいなと思い

ますので、ぜひ、いろいろご意見をいただければなと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：本日、２年の任期における最後のこども部会になりますので、今、発言された方もたく

さんいたのですけれども。事務局はよろしいですか。大丈夫ですか。

はい。先ほど、神谷委員から、マイクをというのがあったんですけど。一応、まだお話をう

かがってない方もいますので、来年度、引き継ぎしたい事項等がもしございましたら、一言い

ただきたいなと思いますので、マイクのほう端から回しますので、よろしくお願いいたします。

もう、発言なさった方で、よろしいという方は、そのまま回してください。

細野委員：東京学館浦安中学校の細野でございます。２年間、ありがとうございました。ちなみに、

これで終わりなんでしょうか。

事務局：来年もあります。

細野委員：私も、こういう会が初めてだったものですから、どういうことが話しあわれて、どういう

ふうに会が進んでいくのか、もちろん、興味がございましたが。本校は私学ということですが

浦安市にございますので、浦安市がどういう市なのかというのは、教育の方面から見て、勉強

するにはいいんではないか、探らせていただこうかと、まあ、そんなような気持ちで、１回欠
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席はしてしまいましたが、なるべく都合をつけるように出てまいりました。

皆さんもご存知のように、公立と私学ではまるっきり別のものです。どちらがいい、悪いで

はなく、別の教育目標を持っておりますので、どちらがというお話はできないんですが、ここ

に参加をしてみて、失礼ながら、お話は学校関係で言うならば、公立さん向けなのかなと。教

育委員会さんのほうの管轄。ご存知のように私学の場合には、県学事課の中に入っております

ので、ちょっと違うんですね。

ですけども、私に言わせれば、どちらにせよ、子どもを扱っているということには変わりが

ないと思うんです。ですから、会が終わったあと、事務局の方ともお話ししたことあるんです

けど、私学のほうが授業料が高いんですよね。授業料高くて施設もそろってるというように思

われがちなんですが、こういうような、このこども部会で話しあわれてるようなことに関して

は、私学のほうが弱いと、私は思いました。カウンセラーがいるのは当たり前なんですけども、

それ以外に補助教員がつくうんぬんとか、一切私学にはございません。

ですから、そういった意味では、もうちょっと同じ子どもを、たとえば浦安市の子どもが、

浦安中学さんであれ、浦安市内の中学に行くのと、学館に行くのと、申し訳ないけど、子ども

および保護者が選ぶんですから、同じだと思うんですね。確かに私学ですから、市川からも来

てますし、東京からも来てはいるんですけども。まあ、そういった意味で、学校の教員として、

なんか子どもを、こう、差別、区別、分けてはいけないんじゃないのかななんて、ここに出て

改めてちょっと感じてしまいました。

それともう一つ。長くなってしまって申し訳ないんですが。私ども、私学の保護者に関して、

よく話をするんですが。親が育てる、教員が育てるのではなく、どちらも共通しているのは大

人ということですので、「大人が育てましょう」ということでやっております。特別支援を必

要とするような子どももおります。耳の不自由、足の不自由なこどももおりますし、精神的に

また、お勉強のほうでというのもおりますが、私学ですので、特別なことはいたしません。と

いうのは、特別な人を、学校の中に入れたり、やったりはしないというだけのことで、私たち

教員がすべてやっております。

ですから、たとえばですけども、うちは私学ですから、給食ではなくお弁当なんですね。毎

日お弁当です。お父さん、お母さんにつくっていただきます。「コンビニで買うことは、やめ

てほしい」というお願いをしております。「子どもだけでコンビニは入れないでほしい」とい

うお願い。そして、「携帯電話も持たせないでほしい」というお願い、などなど。お父さん、

お母さんからすれば、「なぜ？」「それぐらい」「便利だから」などと、お話しはあるんですが。

ちょっと昔を振り返っていただいて、大人が、どのように子どもを育ててきたのか。子どもを

応援してきたのかということを、ちょっと思い出してやっていきましょうということで、今の

ところ、なんの問題もなく進んではおります。

ちょっとこれは言いづらいことでもあるんですが、あえて、最後ですのでお話ししますが。

特にそういった特別な支援的なことを必要とするお子さんのお父さん、お母さんに限って、大

人として子どもを守っていただけてないんではないかなと思われるところが数か所あります。

たとえばお洗濯。失礼ながら、制服、ワイシャツ等が汚いのは、「そういうお子さんに限って」

というふうに言うのも過言ではございません。

お弁当のおかず、私たち、毎日、教室に入ってみて回っております。「これ、おいしいよ」

とか、「今日も、えー、おいしそうじゃないか」、「ねえ。これね、お母さんね、冷ご飯チンし
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ただけだ」とかね、「唐揚げをね、あの、チンしただけだからね、５分でできちゃうんだよ」

とかね、まあ、いろんなことを言うんですけども。私、言うんです。「なんでそうやって、お

母さんが忙しいんだったら、自分でおにぎり握ってこないの？」って。「もう中学生なんだか

ら、自分でおにぎり握りなさい」。

それを保護者会でも言うんですね。そう、必ず２人以上のお母さんは、やっていただけます。

いわゆるこちらから要望したことを試してくれるんです。そして、お母さんから電話入りまし

た。「お友達から、今日は、おかずもらえたって、くれたんだって、喜んで帰ってきた」。

そういうことが、少し、この、特別支援的なことから離れてるかもしれませんが、自分でやる

っていうこと。誰かにやってもらうんじゃなくて、自分からやってみること。それを見た周り

の者が、どのように手を差し伸べていいかを考えること。そして、親は、そういうふうに仕向

けること。そんなようなのも必要ではないかと思います。

さっき、ちょっと宣伝になっちゃいますが。「本校に入学してよかったですか」という学校

評価のアンケート、保護者とか、本校の生徒とかやりますが。４段階なんですね。「大変そう

思う」「ちょっと思う」、「そうはあまり思わない」「あんまり全然思わない」という４段階です

が。「入学してよかったか」っていうのは、この、最初に言った、「思う」と「まあまあ思う」

を合わせると、うちは 90 パーセントを超えております。

子どもたち、だけども、毎日子どもたちは泣いております、先生にいじめられて。はい。で

すから、何をもってして、子どもたちは望んでいるのか。そして、親と教員のほうが大人とし

て何をするのかっていうことを一緒に考えていかなければ、子どもに満足したものは提供でき

ないんじゃないかなっていうふうに思いました。

まあ、ちょっと話がそれてますけども。ここの会に参加させていただいて、当たり前ではあ

りますが、なかなか考えられないことを、思い出させていただいたり、また、なおさら子ども

たちを大事にしていかなきゃいけないなっていうふうにも思わせていただけますので、本当に

有意義な２年間で感謝しております。ありがとうございました。

愛塲委員：市川特別支援の愛塲です。私も、自分がコーディネーターになって２年目なので、昨年か

ら２年間こちらにお世話になっていて、自分の仕事と通ずることで、とてもありがたく思って

おります。浦安の方々がどういうことをなされて、丁寧にですね、こういう会議を設けられて

いるかっていうところとか、あとは、やはり、家庭的に、やっぱり家庭ごと支援をしていかな

ければいけない家庭が増えているので、そういったところで、浦安市さんがどう関わってくだ

さっているのかってことを知ることができて、本当に、私自身も勉強になりましたし、とても

ありがたいなと感じてることが多くあります。

ただ、この上の組織の、自立支援協議会に行きますと、福祉関係の方がとても多いので、な

かなか教育のことについてということでの発言ができなくてですね、心苦しくて。お役に一度

も立ててないなっていうことを本当に感じながら参加させていただいた２年間でした。

本当に、いろいろなことを学ぶことができて、突拍子のない質問もさせていただいて、丁寧

にお答えいただいて、とてもありがたい思いでおります。ありがとうございました。

竹谷委員：一時ケアセンター竹谷です。実際ここの現場で、ここの中で話されていることと、あと、

本当に学校の現場や、子どもたち、お母さんたちが悩んでることっていうのが、一致しないこ

とが多々あったなっていう印象がありました。

なので、きれいごとではなく、やはり、さっき神谷委員がおっしゃったように、実際に子ど
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もやお母さんたちの現場に即したことで変化があったり、子どもたちにとってプラスになるよ

うなことでないと、行く意味がないかなというふうに思いますので、そこら辺を具体的に話し

ていけるような、まあ、一番最後に、具体的な相談っていう、あの、議題でもいいですし、現

場で困ってることとして、こんなことがあげられてますよっていうことを伝えられるような場

面があるといいかなっていうふうに思います。

やはり教育の場面っていうのは、子どもたち一緒に育っていく中で、大人になって、共生社

会というか、どんな人も一緒に暮らしていける社会っていうのが実現できるというふうに思っ

ていますので、本当にこの０歳から 18 歳というか、子どもの段階での教育現場っていうのは、

すごく大事だなというふうに感じていますので、そこを達成していける、この部会になるとい

いなっていうふうに思います。

ありがとうございました。

立花委員：はい、NPO 法人カプアの立花と申します。２年間参加させていただきまして、ありがと

うございました。インクルーシブ教育を始めて、発達障がいについての議題が多かったように、

私は感じております。今後、数は少ないですけれども、身体障がいのお子さまもいらっしゃる

ので、さまざまな分野をまんべんなく取り上げていただきたいと思っています。

また、さっき、神谷委員、竹谷委員もおっしゃったように、現場の声、事業所としての悩み

感であるとか、保護者の方を交えた議論をしたいので、こういう形ではなくって、グループで

話しあえるような環境をつくったりとか、もっと生の声が反映できるような会議にしていただ

きたいと思います。

加藤委員：千葉発達障害児・者親の会「コスモ」の加藤と申します。２年間お世話になり、ありがと

うございました。今、それぞれの人から、もうちょっと親の声も言ってもよかったのかなと思

っています。ただ、会議なので、なるべくこう、コスモを背負って発言しなければっていう気

負いもあったりもして、ま、個人的な、こう、うらみつらみにならないように心がけながら、

私なりに考えた結果なので。まあ、ちょっと、次の委員がそういうふうなことを話して、これ

は話していい会なんだよって、引き継ごうかなと思っています。

毎年、年度初めに担任の先生が変わったときに、私が先生に対してお話しすることがあるん

ですけれども。「学校でいろんな支援をしてくださいってお願いするのは、失敗をさせたくな

いからお願いしてるわけじゃないんです。むしろ、失敗を学齢期のうちにどんどんさせたいん

です。それで、失敗しても、これぐらいのことはなんとかなるんだよって、そっちの経験を積

ませたいと思って、学校に通わせているんです」っていう話をよく、さしていただくんですけ

れども。そのたびに、この会議に出ている方々がいろんな支援を考えてくださっているのと、

こう、一致していくといいなっていうふうに思います。どうもありがとうございました。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。先ほど言いそびれたことになっちゃうんですけど。さっきの補助

教員がどうのとか、親の要望がっていう話のときに、ずっと思ってたんですけれども、すごい

ぶっちゃけて言っちゃうと、結局親のほうには、本当にその子の状態がどんなであっても、重

くても、肢体不自由があっても、知的にあっても、親がやっぱり同年齢の子たちと同じように

生活させる、学ばせたいですっていったときに、そこを、まなびとか学校側が受け止めてくれ

るのかっていうところを、信用しきれないんですよね。

結局「親の意思を尊重しますよ」と言いながらも、補助教員のことを引き合いに出して、結

局、学校とか、まなび側では、このレベルの子が通常級に入れるので、これ以下の子は、以下
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って言い方は嫌ですけど、これまで、ここまでできない子は支援学級がふさわしいんだからと

いう、その指導をとにかくやっていくっていうところを貫いてるんじゃないのかなって思えて

しまっているんですね。

先生方は、まあ、親もですけど、伸びるか伸びないかだっていう言い方を結構されまして、

その言葉は、自分の子どもが小さいときから、とても自分の中でしっくりこない言葉で、私、

どんな環境においても、子どもは伸びると思ってるんですね。ただ、伸びる場所は違ってしま

うかもしれない。たとえば、学習面であったらとか、生活面であったらとか、まあ、生活面の

伸びはちょっと遅くても、同年齢の子たちと一緒にいて、嫌なことを嫌と言えるようになると

か、そこを、親としては尊重したいんだとか。あの、それぞれの価値観だし。

学校の段階で、「あなたのお子さんはここですよ」って場所を限定されたら、親は、自由に

子どもの将来を思い描けなくなってしまうんですよね。

私、生き方の問題だと思っていて。本当に親のそういう思いまでを踏んだ上で、一緒に相談

に乗ってくれて、親が、「いや、学力的には難しいかもしれないけれども、この子は人が好き

だし、きっと、同年齢の子たちと一緒に生きることで、生きる力が伸びると思うんだ」と言っ

たときに、そこを踏んだフォローをしてくれますか？っていうところが、本当は聞きたいとこ

ろなんですよね。

なので、一律に、学力がこれぐらいの子たち、心理テストのここまでの子っていうふうに区

切るんではなくて、親の思いをきちんと聞いて、相談にのって、就学先を、しかも、指導では

なく、助言する。そこまでを本当に考えて、その子の生き方として、一緒に考えていってもら

える教育委員会であり、学校でありになってくれたら、すごく嬉しいなと思います。

「こども部会」ですが、関心は結局は教育のほうに、どんどん行ってしまうんですよね。事

業所とかそっちのほうは報告聞いて、「あっ、そうだよね、やってくれてるな」それで終わっ

てしまう。できているんですよね。どうしても引っかかって、引っかかって、どうしようもな

くなってしまうのは、やっぱり教育のところで。こどもの時期に、どうしても切り離せない部

分なので。まなびも、本当に、真剣に考えてくださってると思いますけど、親のほうも、ただ

わがままで、支援学級が嫌だとか、うちの子は障がい児じゃないんだと、そんなくだらないこ

とを言ってるわけじゃないっていうことを、留めていただきたいなと思います。以上です。

泉澤委員：当代島保育園の泉澤です。２年間ありがとうございました。親御さんたちの気持ちを聞け

る場としてすごくいいなっていうふうに思っていました。

保育園っていうところは、本当に、子どもが初めて社会に出る場所、集団に出る場所なんで

すね。それと、親が親として初めて、ほかの子と自分と、こう、比べて見られる場所でもある。

ということは、自分の子はどういう子なのかな、自分の子は、育ちとしてどうなのかなってい

うことの、直面する場所でもあります。

初めて入ってきたときには、みんな自分の子が、とてもかわいいですし、自分の子が一番で

入ってきます。ところが、クラスで見比べて、「うちの子は、あの子よりも歩いてないな」「あ

の子よりもおしめがとれるの遅いな」とか、そういう変化に気づき出し、自分の子の、たとえ

ば、障がいでなくても、遅れであったり、そういうところに気づかされたときに、とてもショ

ックを受けます。そこに私たちはいつも寄り添いながら、「いいんだよ、この子はこの子で」

っていうようなところを、励ましながら、お母さんと一緒に子どもの状態を共有しながら、ど

うしたらこの子がいつも笑っていられるかな、お母さんがいつも安心していられるかなってい
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うところを一番重要として、保育園は寄り添ってきました。

それで、保育園から、学校に上がるとき、ここが一番やっぱり、お母さん方としても考える

場所であります。「どうしようかな。うちの子普通学級行けますかね。うちの子大丈夫ですか

ね」っていう言葉が出たときに、「お母さん、自分の子はどこが、どこを考慮してもらったら、

あれはできるかな」とか、「ここをちょっと助けてあげたらいけるんじゃないの」とかってい

うところを親と職員が一緒になって考えて、「この子にとって、一番いいところ、いい場所は

どこなんだろね」って考える場所でもあります。

とても難しい判断をしなければならないことがありますが、私としては、親が決めたことが

一番正しいと思って、今まで親と接していきました。お母さんが判断したことが一番正しいん

だから、迷わずいきなさいと、最後は押してあげたいなと思っています。

西田委員：基幹相談の西田です。教育のことで言えば、やはり今、インクルーシブの教育ってなんで

すかっていうと、差別禁止条例の問題とかもあって、可能な限り同じ場所で教育を受けること

っていうのが、やはり法律の中に書かれているっていうことの意味は、とても大きいと思うん

ですね。

やっぱり障がいのいろんな特徴とか個性もそうですけど、障がいをサポートしていくのに、

学校の中ですとか幼稚園の中ですとか、同じ場所っていうことの難しさが、受け手の中にはあ

るってことは、本当によくわかります。

ですけれども、だからこそ、先ほどいろんな方たちから出ている事例とか、本当に生の子ど

もの状態や、保護者の願いっていうのを、事例を通して、こういう協議会にあげて、どうやっ

たら、その地域の課題として、問題が解決していくのかっていう話しあいの場になっていくべ

きなんではないかなと思います。もともと自立支援協議会はそのような位置づけで設置されて

る会議なので、ぜひ来年度も、そのようにしていけたらいいなというふうに思っています。あ

りがとうございました。

松田委員：はい、さまざまなご意見をうかがえる場ということで、参加さしていただきまして、その

ことはとてもありがたかったなって思います。みんなそれぞれいろんな考え方があるっていう

ことと、それから同じ人でも、たとえば私自身でも、そのとき、そのときでやっぱり、思いっ

て変わっていくんで、でも、それも私っていうところで、皆さんそれぞれそうかと思うんです

が、そういう受け止めをしていきたいなっていつも考えています。

親御さんが子どもの将来にって、教育も含めて、いろいろ心配し、責任を持って、いろいろ

選択していくって、そこは大事な視点かと思います。

もう一つ私、大事なのは、やっぱり子ども自身がどうかって。子ども自身もやはり、選ぶと

いうか、自分、そういうのもあるなって、その視点も、それがすべてではもちろんありません。

だけれども、そういう視点も大事にしていけるといいかなって、いつも思っています。

また、勉強をさせてください。ありがとうございました。

足立委員：いろいろご意見を聞かせていただき、本当にありがとうございました。

生徒を、一人一人を見ますと、やはり、持っている問題、課題がですね、本当に多種多様にわ

たっておりまして、いいえ、私ども職員も、本当に一人一人よく聞いてですね、いろいろな考

えを持って接していかなければ、なかなか、もう、追いついてはいけないというふうな状況に

なっております。

以前は、中学校の場合は学校が荒れていて、校内暴力という言葉もあって、私も、教室が破
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壊されていたりって、浦中じゃない場合もあったんですけども、浦中もありました。教室が破

壊されていたり、生徒が本当に学校にいなかったって、いろいろそういう校内暴力的な問題が

多かったんですが、現在、一番大きな問題となっているのは、校内暴力の問題ではなくて引き

こもりです。学校に来られない、それが長じて、引きこもってしまって、コミュニケーション

が全く取れなくなっている。今、ちょうど進路決定の時期ですけれども、自分の進路も思うま

まに、なかなか選択できないし、もう、それから逃げてしまっている子どもって、たくさん出

てくるようになりました。

これはですね、どうやって、その、３年間の間で支援していったらよかったのかというのを

振り返りますけれども、やはり、なかなか、職員と親御さんだけでは、うまくいかない場合も

ありますので、やはり、まなびサポートとか児相とかですね、家児相とか、それから、場合に

よっては病院とかドクターですね、こういった方々と本当に連携してやっていかないと、今、

学校は、これからますます立ち行かなくなっていくのではないかなというふうに思います。

個人ではなかなか問題を解決できない、つらい子どもたちの状況になっておりますので、来

年度以降は、より一層こういった会の中のお話しあいが、重要な意味を持ってくるのではない

かというふうに感じました。本当にありがとうございました。

上林委員：こども発達センターの上林です。まず、２年間本当にありがとうございました。もう大分

の時間もないようですので、来年、また、このこども部会に参加できる立場でいたいなという

ふうに思っています。

こども発達センターは、地域療育の中核施設としての、児童発達支援センターという位置づ

けを担いましたので、平成 27 年からは、障がい児支援制度が丸３年の期間を経過して、新た

な制度が本格的にスタートしていきます。

そういう中で、先ほど、小田さんのほうからも話がありましたけど、子ども、子育ての新制

度、これとの連動というところで、特に、我々児童発達支援センターは、子どもたちが、日常

生活を過ごす表舞台の後方支援をする。障がいがあろうがなかろうが、子どもたちは、幼稚園、

保育園、小中学校、ここで生活をしていくのが当たり前という世の中になっていくというとこ

ろで、そういう位置づけの中で、我々がどういう後方支援をするのかっていうようなことを、

また皆さんとご一緒に考えていけたらいいな、なんていうふうに思っております。

本当に、２年間お世話になりました。ありがとうございました。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。２年間お忙しいところ、ご協力いただきまして、皆さんありが

とうございました。今後も引き続き、まだ、発足して２年のこども部会ですので、皆さんのご

意見も参考にしながら、来年度以降また、よりよい議論ができる会にしていきたいと思います

ので、今後ともご協力よろしくお願いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：その他報告ということで、２点あります。議題の２ということで、それでは、発達支援

セミナーの報告を、サブリーダーのほうからよろしくお願いいたします。

小田委員：議題６の資料が１枚あります。おかげさまで１月 30 日、無事、第６回の発達支援セミナ

ー開催できました。それは、アンケート結果がある通りなんですけども、例年通り、非常に高

い評価ももらい、200 名を超える参加もいただき、大成功だなと思っております。

今回初めてって人が 56 パーセント。裏を返すと、２回目、３回目、４回目って方が、半分

ぐらいいたということで、６回目に本当に地域に根ざしてきたなと思っております。ぜひ７回

目、続けていきたいなというふうに思っておりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
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山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。それでは最後に、学校等における医療的ケアの実施要綱

について、事務局から説明をお願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。医療的ケアにつきましては、先ほど、計画の中で、担当から説

明させていただいたところですので、私からは、一点報告をさせていただきたいと思います。

毎年、特別支援学校から要望を受けて、市の職員が学校に出向いて、進路相談の一環として

事業所紹介をさせてきていただきました。今年度、特別支援学校に通っていない保護者のほう

からの要望が市のほうにありましたので、来年度からは、浦安市において、すべての、希望す

る方を対象に、事業所の説明会を行いたいと思っております。そちらに切り替えるということ

で、特別支援学校の先生方には、お手数ですけれども、浦安に聞きに来ていただくような形で

情報を周知していただければと思っております。

今までは、卒業後の進路ということで、日中活動系の大人のサービスの説明でしたが、浦安

で行うにあたりましては、すべてのサービス、居宅介護ですとか、児童のサービス、それから、

グループホームといったすべてのサービスを対象としました、合同説明会をさせていただきた

いと思います。日にちにつきましては、今会場の都合で、６月 16 日に新浦安の Wave101 を何

部屋か押さえてありますので、これから市内の事業所の皆さんに参加希望を募りまして、その

数によって、また、内容に応じた説明会を開催したいと思っておりますので、ここにご参加の

皆さんも、関心のある方はぜひ、ご参加いただければと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。長時間にわたり本当に、いろいろなご意見ありがとうござい

ました。また次年度に向けて準備していきたいと思っております。

それでは、これをもちまして第４回こども部会を終了いたします。本日はお忙しい中、どう

もありがとうございました。



議題１資料

1

1

平成26年度文部科学省委託事業
浦安市インクルーシブ教育システム構築

モデルスクール事業について

１ 今年度の取組について

２ モデル校の実践報告

３ 今後さらに取組を深めること

浦安市教育委員会

2

１ 今年度の取組について

（１）目的

１ 今年度の取組について

③ 学校教育のさらなる
充実

① 「合理的配慮」の
実践事例の蓄積

② 校内体制の整備等
の実践研究

3

１ 今年度の取組について

（２）実践方法

・モデル校の指定と合理的配慮協力員の配置
・県立特別支援学校、市のまなびサポートとの連携
・どの子もわかる授業づくり、安心して生活し居場所のある
学級づくり

・連携協議会、関係者会議の開催

効果的な合理的配慮の提供に向けて

①「合理的配慮」の
実践事例の蓄積

②校内体制の整備等の
実践研究

4

東小学校 明海小学校

・ＬＤ等の通級指導教室設置校
・在籍学級担任との連携を生か
した支援

・特別支援学級設置校
・交流及び共同学習を生かした

支援

１ 今年度の取組について

南小学校

・新設した特別支援学級を中心とした
校内体制づくり

（２）実践方法 ・・モデル校による取組

5

東小学校 明海小学校
・通級指導教室との情報の共有化

・インクルーシブ教育システム構築に向
けた校内体制を構築する。

南小学校
・インクルーシブ教育システムについての教職員の理
解を深め、効果的な合理的配慮を提供する具体的な
実践力向上。

・教職員の知恵を結集した効果的な合理的配慮の実
践を図れる校内体制の整備。

・インクルーシブ教育システムの日常化

・教職員の授業力アップと学校生活で活
用できる合理的配慮の蓄積

１ 今年度の取組について

（２）実践方法 ・・モデル校共通の研究の柱

合理的配慮
の研究

「事例の蓄積」

校内体制
整備

「校内委員会」
「人的支援」

「どの子も

わかる授業
づくり」

「校内研修」

合理的配慮
協力員

特別支援学級
を中心
とした

校内体制

6
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2

東小学校 明海小学校
・通級担当、補助教員等による情報や支
援の共有化

・インクルーシブ教育システムの視点を生か

した体育授業の在り方の授業研究の実施

南小学校
・特別支援学級を中心とした校内体制づくり

・教室環境の見直し

・インクルーシブ教育システムの視点を意識した授業研究を
実施

・「インクルー通信」を発行し、職員と情報を共有

・ケース会議を開き、情報交換や支援方法につ
いて検討。（校内委員会の活性化）

・どの子もわかる授業づくり

１ 今年度の取組について

（２）実践方法 ・・モデル校による取組内容
どの子もわかる授業づくり

「いいところ探し」

無意識から意識化へ

○板書の工夫
・文字の大きさ
・日時・ページ
・ノートに写しやすい工夫

○わかりやすい指示
・聞き取りやすい声

○興味関心を持たせる工夫
・具体物の提示
・ＩＣＴ機器の活用 など

7

東小学校 明海小学校
・通級担当、補助教員等による情報や支
援の共有化

・インクルーシブ教育システムの視点を生か

した体育授業の在り方の授業研究の実施

南小学校
・特別支援学級を中心とした校内体制づくり

・教室環境の見直し

・インクルーシブ教育システムの視点を意識した授業研究を
実施

・「インクルー通信」を発行し、職員と情報を共有

・ケース会議を開き、情報交換や支援方法につ
いて検討。（校内委員会の活性化）

・どの子もわかる授業づくり

１ ２６年度の取組について

（２）実践方法 ・・モデル校による取組内容

ベテラン教員の授業から
「しかけ＝効果的支援」

どの子もわかる授業づくり

気づきから意識化へ

言語化共有化
8

東小学校 明海小学校
・通級担当、補助教員等による情報や支
援の共有化

・インクルーシブ教育システムの視点を生か

した体育授業の在り方の授業研究の実施

南小学校
・特別支援学級を中心とした校内体制づくり

・教室環境の見直し

・インクルーシブ教育システムの視点を意識した授業研究を
実施

・「インクルー通信」を発行し、職員と情報を共有

・ケース会議を開き、情報交換や支援方法につ
いて検討。（校内委員会の活性化）

・どの子もわかる授業づくり

１ 今年度の取組について

（２）実践方法 ・・モデル校による取組内容

ベテラン教員の授業から
「しかけ＝効果的支援」

どの子もわかる授業づくり

気づきから意識化へ

「いいところ探し」

無意識から意識化へ

さらなる

子どもたちを注目させるしかけや子どもが
やる気になるしかけを見つけました。

できることから少しずつ挑戦してみます。

自分で考えて、話す、動く研修が楽しかった
です。たくさんの気づきがありました。

共有化 言語化
9

１ 今年度の取組について

（２）実践方法

どの子もわかる授業づくり
・指導主事による教科等指導
・市内全小・中学校への巡回研修の実施
・教育委員会だより「かけはし」☆みんな輝く
・ICT機器の活用推進

特別支援教育は、教育の原点である

学校教育のさらなる
充実に向けて

10

無意識から意識化へ

「いいところ探し」

１ 刺激への配慮 ～見た目もスッキリとした黒板まわり～

どの子も集中しやすく、落ち着いて学習に取組みやすい環境にする
には、教室の情報量の調整が必要です。必要のない刺激をなくし、見
せたいものを強調します。

すっきりとした黒板まわりです。（チェックシート①②③）

１ 今年度の取組について

☆みんな輝く

11

「いいところ探し」

無意識から意識化へ

２ モデル校の実践研究

12
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3

インクルーシブ教育システムの
日常化をめざして

浦安市立明海小学校

13

全校朝会で にじいろ学級の発表

包み込む ＝ インクルーシブ

14

24年度までの蓄積

Ａ にじいろ学級との交流及び共同学習を日常的に実践

Ｂ 通常の学級で配慮を要する児童へのアプローチ

児童 行事・図工・給食（毎日）
保護者 学級懇談会（通常の学級・にじいろ）

・全職員で情報の共有（年度当初）
・関係機関や保護者との連携
・学級担任と補助教員がチームで支援

15

明海小の取組 １ どの子もわかる授業づくり

校内研究（国語）

ユニバーサルデザインの視点

明海小の取組 １ どの子もわかる授業づくり

ふだんの授業の中で

学級担任の授業のワザ（しかけ）を
見つけよう！！

17

明海小の取組 ２ 教室環境づくり

だれにもやさしい学習環境

18
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4

明海小の取組 ２ 教室環境づくり

だれにもやさしい学習環境
19

明海小の取組 ２ 教室環境づくり

だれにもやさしい学習環境
20

明海小の取組 ２ 教室環境づくり

だれにもやさしい学習環境
21

明海小の取組 ２ 教室環境づくり

交流先の学級の教室環境
22

明海小の取組 ２ 教室環境づくり

交流先の学級における
教室環境

23

明海小の取組 ２ 教室環境づくり

交流先の学級の教室環境
24
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5

明海小の取組 ３ 気になる児童への効果的支援

ケース会議

コーディネーター 当該学年

管理職 補助教員

合理的配慮協力員
（助言者）

25

明海小の取組 ３

目 見る

★遠くがよくわからない 単眼鏡

★小さい字が見えない ルーペ

★近づけて見ると疲れる 書見台

合理的配慮の研究

見えにくいって、どんなこと？

26

見えにくい
いろいろな見えにくさがある タブレット

・見える範囲が広い。

・見やすい大きさに
変えられる。

（盲学校教諭の授業より）

明海小の取組 ３

①県立千葉盲学校教諭による授業

②にじいろ学級担任による授業

気になる児童への効果的支援

見えにくいってどんなこと？

出前授業

・どんな勉強をしているの？
・一緒に活動してみよう！

27

明海小の取組 ４

・職員と情報を共有しながら「インクルーシブ

教育システム」について学ぶ。

『インクルー通信』の発行
（校長室だより）

・インクルーシブの ・乗組員、仲間の
「インクルー」 意味の「クルー｝

Inclusive crew

英語のスペルは違うけど、日本語の音の響きが同じ

共に学ぶ仲間 という願いを込めて
28

明海小学校の
インクルーシブ教育システム イメージ図

縦糸 授業・校内体制

横糸 啓発

支援の必要な子への適切なサポート

どの子もわかる授業づくり
日常化へ

教職員・児童・保護者・地域へ

29

３ 今後さらに取組を深めること

30
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6

○ 合理的配慮の実践事例の一般化

○ 実践につながる校内委員会の一般化

○ 効果的な引き継ぎの実践化と一般化

○ ユニバーサルデザインの視点を生かした
「どの子もわかる授業づくりの実践化と一般化」

○ 多様な学びの場の充実・交流及び共同学習の日常化

３ 今後さらに取組を深めること

31

いいところみつけ・・・１年目

自ら気づく ・・・・・・・ ２年目

だれもができる・・・・・３年目

（一般化を図る）

御清聴ありがとうございました。 32

市全体へ
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自立支援協議会資料

1. 特別支援学級在籍児童生徒数及び通級指導教室利用児童数について

①特別支援学級在籍児童生徒数

平成２６年４月、高洲中学校「９組」と南小学校「かがやき学級」が新たに開設され

ました。これにより、小学校の特別支援学級は、市内全小学校１８校のうち１０校、中

学校の特別支援学級は全中学校９校のうち７校（うち１校は休級中）の設置となりまし

た。特別支援学級の在籍児童生徒数は表１の通りで、小学校では１６学級９５名が、中

学校では９学級４３名の児童生徒が学んでいます。

表１ 特別支援学級在籍児童生徒数（Ｈ2７.１現在）

小学校特別支援学級 中学校特別支援学級

児童生徒数 95名 43名

②通級指導教室利用児童数

平成２６年４月に明海南小学校にＬＤ等の通級指導教室「通級あけなん」が開設され

ました。これにより、市内の通級指導教室は、ことばの教室が浦安小学校と美浜北小学

校に、LD・ADHD等の通級指導教室は東小学校と明海南小学校に設置となりました。こ

とばの教室は35名、「通級ひがし」「通級あけなん」は27名の合計62名が利用していま

す。中学校については、通級指導教室は設置されていません。

表２ 通級指導教室利用児童数（Ｈ2７.1現在）

ことばの教室（２校） LD・ADHD等（２校）

児童数 35名 27名

2. 心身障がい児補助教員及び心身障がい児支援員について

浦安市では、特別な支援を要する児童生徒への人的支援として、心身障がい児補助教

員と心身障がい児支援員を配置しています。心身障がい児補助教員は、担任補助として

学級や学年についています。また、心身障がい児支援員は、対象児の移動支援、トイレ

や着替え等の支援を行っています。1月現在で１３０名の心身障がい児補助教員と１６

名の心身障がい児支援員が各校に配置されています。

3. 個別の指導計画及び個別の教育支援計画について

個別の指導計画の作成数は、９月１日現在で表２の通りです。

個別の指導計画の作成にあたって、市内の全小・中学校がまなびサポートを活用して

おり、小学校では７８％、中学校では４０％が夏季休業終了までに保護者とともに個別

の指導計画の見直しを行っています。定期的な見直しを行うことは、児童生徒のニーズ

を把握し、個に応じたよりより支援につながっています。

今年度の最終作成数については、3月に実施予定の調査で把握を行います。

表３ 個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成数（Ｈ２６．９．１現在）

小学校 中学校

通常の学級 特別支援学級 通常の学級 特別支援学級

個別の指導計画 144 93 28 42

個別の教育支援計画 4 47 25 40
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議題４資料

○第 1 編「障がい者計画」抜粋

（１）、（２）略

（３）交流機会の拡充

■現状と課題

障がいのある人もない人も、すべての人が、さまざまな分野においてともに助けあい、協

力していけるようなまちづくりのためには、地域との関わりを持ち、地域の一員として地域

住民と障がいのある人の双方が互いの存在を認め合うことが重要となります。

地域における交流として、市民まつりをはじめとする市のイベント等に、障がい者団体が

参加し、地域住民と交流する際の側面的支援を行っています。

また、小・中学校の学習指導要領においては、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が活動を共にする機会を積極的に設けるよう示されています。学校における交流及び共同学

習と地域における交流の推進に取り組んできました。学校における交流及び共同学習として

は、特別支援学級設置校を中心に、特別支援学級と通常の学級の児童生徒が一緒に学習する

機会を設けたり、休み時間や給食の時間、行事等において、活動を共に行い、共に学ぶ活動

を行っています。

今後も、地域全体で障がいのある人もない人も、すべての人が、ともに助けあい、協力し

ていけるよう、交流機会の拡充を図ることが重要です。

■取り組みの方向性

①地域との交流の推進

障がい者団体等が市民まつりをはじめとする市のイベント等に参加するための側面的支援を

行います。

地域の団体と学校等が相互に催し物の開催等を通じ、障がいのある子どもを含む児童生徒を

地域全体で見守るような体制を推進します。

②学校での交流及び共同学習の推進

特別支援学級と通常の学級の児童生徒の日常的な交流を基盤にし、個々のニーズに応じて、

教科学習等の交流及び共同学習を推進します。

特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住する地域の小・中学校等において交流を図る「居

住地校交流（県の事業）」を実施しています。

特別支援学級と通常の学級担任の交流や、合同研修等を通じて、教職員全体の障がいと障が

いのある子どもに対する理解を促進し、職員全体で障がいのある子どもを支える校内体制の拡

理解と交流の促進１



充を図ります。

■主な事業

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。

事業名 浦安市障がい福祉団体事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容 障がい福祉団体が行う事業に要する経費を補助します。
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（１）障がいの原因となる疾病等の予防・障がいの早期発見

■現状と課題

平成26年1月現在で、身体障害者手帳を持つ人の6割が６５歳以上と、本市も高齢化にとも

ない加齢や疾病等が原因で障害者手帳を取得する人が増えています。

生涯を通じて、障がいの原因となる疾病等を早期に発見し、適切な保健・医療サービスが受

けられる環境づくりを進めるとともに、障がいの原因となる疾病等の予防を行うことは重要で

す。

そのために、妊婦健康診査、乳幼児健康診査及び各種健（検）診等の未受診者を解消するこ

とや、生活習慣病等を予防するための健康教育、各種健（検）診等の充実を図り、市川健康福

祉センター（保健所）や医療機関、福祉機関等と密接な連携を図る必要があります。

■取り組みの方向性

①障がいの原因となる疾病等の早期発見体制の充実

低体重等での出生を少なくするために、ハイリスク妊産婦保健指導・訪問指導等の充実を図

り、医療機関や市川健康福祉センター（保健所）との連携を図ります。

未熟児訪問指導等を行い、出生早期から積極的な関わりを行います。

乳幼児健康診査の充実を図り、市川健康福祉センター（保健所）と低体重出生児、慢性疾患

のある乳児に対する相談・指導について連携を図ります。

各種健（検）診等の未受診者を解消し、障がいの原因となる疾病等の早期発見に努めます。

②障がいの早期対応の促進

乳幼児健康診査でことばや情緒面の発達の遅れが発見された子どもに対し、子育て相談や

「のびのびクラス」（１歳６か月児健診等事後指導教室）で発達をうながすための支援を行い、

特に早期療育が必要な子どもについては、こども発達センター等の療育機関につなげていくよ

う努めます。

③障がいの原因となる疾病等の予防の促進

生活習慣病等を予防するために、健康教育、健康診査、健康相談、訪問指導等の充実を図り

ます。特に健診事後指導に力を入れていき、障がいの原因となる疾病等の予防に努めます。

各種健（検）診の受診率向上のため、各種機会をとらえて受診勧奨に努めます。

保健・医療の充実３



■主な事業

事業名 妊婦健康診査

担当課 健康増進課

内容
健診費用の助成を行い、母体や胎児の健康確保を図り、低体重出生等の予防を

図ります。

事業名 乳幼児健康診査

担当課 健康増進課

内容
乳児健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査において、発達に心配

のある児を早期発見し、適切な機関との連携を行います。

事業名 未熟児養育医療

担当課 健康増進課

内容
入院を必要とする身体が未熟なまま生まれた乳児が、指定医療機関において入

院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を給付します。

事業名 各種健（検）診

担当課 健康増進課

内容
市国保特定健診、各種がん検診、肝炎ウィルス検診等において、障がいの原因

となる疾病等を早期発見します。

■関連施策・計画

健康うらやす２１
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（１）就学前療育・教育の充実

■現状と課題

生まれながらにして、あるいは幼い時から障がいのある子どもにとっては、その障がいの影

響を小さくしたり、その子の発達を促し能力を育てたりするために、できるだけ早期から周囲

の理解を得ながら適切な療育や教育を受けることが重要です。

そのため、本市では、就学前の子どもについては早期から療育を受けられるように、こども

発達センターおよび健康増進課での意見書の発行をもって、障害児通所支援の支給決定を行っ

ています。

また、保育所や幼稚園においては、必要に応じて補助教員等を配置し、障がいのある子ども

を受け入れています。

今後は、児童発達支援センターとしての機能を持ったこども発達センターを中心に、関係機

関等との連携を図り、早い時期からの療育及び教育体制の充実に取り組むことが必要です。

■取り組みの方向性

①療育支援体制の充実

こども発達センターが児童発達支援センターの指定を受けたことで、中核的な療育支援の施

設として、地域全体への療育支援機能を強化・拡充します。

こども発達センターでは、児童発達支援事業者等と連携し、地域の療育支援体制の充実を図

ります。また、痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子ど

もが母子分離の集団療育を受けられるようにするために、看護師による医療的ケアを実施して

います。

②連携体制の強化

障がいのある子どもへの支援の充実を図るための協議を行う「自立支援協議会 こども部

会」をはじめ、福祉担当課、こども発達センター、教育委員会、当事者団体、障害児相談支援

事業者、障害児通所支援事業所等の関係機関による連携の強化を図ります。

各機関での支援計画の作成を推進し、「サポートファイル」を活用しながら、就学前療育

（教育）から就学後療育（教育）へのスムーズな移行や親と子どもの支援体制の充実など、療

育及び教育体制の充実を推進します。

子どもへの支援の充実４



③保育所、幼稚園における支援体制の整備

保育所、幼稚園においては、必要に応じて補助教員等を配置し、障がいのある子どもの受け

入れ体制の充実を図ります。

市立保育所、幼稚園、認定こども園における医療的ケアの検討委員会を設置し、医療的ケア

を常時必要とする在宅の障がいのある子どもを受け入れる体制を整えます。

障がいのある子どものニーズに応じて、保育所、幼稚園のスロープやトイレ、エレベーター

等の設備や生活環境を整えるための備品等の整備を進めます。

■主な事業

事業名 こども発達センター（外来部門・通園部門）

担当課 こども発達センター

内容

発達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、発達段階に応じてグル

ープや個別での専門的な相談・療育を行うと共に、児童発達支援センターとして

保育所等訪問支援等、地域に対する支援事業を行います。

事業名 障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容
サポートファイルの作成・配布、発達支援セミナーの開催等をはじめとする各

種事業を行い、障がい者福祉の知識の普及・啓発を図ります。

事業名 療育費用の助成

担当課 障がい福祉課

内容 療育事業に参加したときの参加費用を助成します。

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。
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事業名 自立支援協議会・こども部会

担当課 障がい事業課

内容
子どもへの支援の充実を図るため、協議するとともに、関係機関の連携を推進

します。

■関連施策・計画

浦安市子ども・子育て支援総合計画



（２）就学後療育・教育の充実

■現状と課題

障がいのある子どもに対する教育については、自立や社会参加に向けて、一人ひとりの教育

的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難さを改善又は、克服するため、

適切な指導及び必要な支援を行うことが必要です。

国の障害者基本計画においては、「インクルーシブ教育システムの構築」のための特別支援

教育の推進が基本的方向として掲げられています。特別な教育的支援を必要とする子どもが、

授業がわかる、参加している、達成感があると感じることが大切です。そのために、生きる力

を身につけていける授業を行い、多様で柔軟な仕組みを整えることが重要です。

特別支援教育は、特別支援学校や特別支援学級で学ぶ子どもだけでなく、通常の学級で学ぶ

子どもも対象になります。本市では、これまでも補助教員を配置し、障がいのある子ども一人

ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行ってきました。

今後も、特別支援学級や通常の学級の担任、通級指導教室の担当者、補助教員など、教職員

全体が、障がいのある子ども及び特別支援教育に対する理解を深め、障がい等の状態に配慮し

た教育を推進し、支援体制の充実を図る必要があります。

■取り組みの方向性

①特別支援教育の充実

本人及び保護者の希望を尊重した上で、「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」の作成

及び活用が進むよう、啓発活動に取り組み、かつ個々の事例に対する指導・助言に努めます。

通常の学級及び特別支援学級において、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの

教育的ニーズに応じたきめの細かい教育や指導ができるよう、教育委員会、福祉関係機関等に

おいても特別支援教育の基本的な考え方の理解と連携を図ります。

市立小中学校及び児童育成クラブにおける医療的ケアの検討委員会を設置し、医療的ケアを

常時必要とする在宅の障がいのある子どもを受け入れる体制を整えます。特別な教育的支援を

必要とする子どもの学習に効果のある指導方法や教材の開発に努め、活用を促進します。

②教職員の資質・力量の向上

研修会等を通じ、特別支援学級や通常の学級の担任、及び通級指導教室担当教員、補助教員

等の資質・力量の向上を図ります。

各障がいに対する理解を深め、特別支援教育を学校全体で推進するよう、教職員研修を実

施します。

③通級指導教室の充実

「言語の通級指導教室（こどばの教室）」、「ＬＤ・ＡＤＨＤ等の通級指導教室」の周知を図

るとともに、指導の質の向上に努め、効果的な指導が行えるよう努めます。
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④教材教具の充実

保護者や関係機関と連携をとりながら、障がいのある子どもの教育的ニーズに応じた教材の

種類・内容・質についての充実を図ります。

⑤学校設備・備品の整備

児童生徒の教育的ニーズに応じて、スロープやトイレ、エレベーター等の設備や学習環境を

整えるための備品等の整備を進めます。

⑥特別支援学校の通学支援

本市の学区である市川特別支援学校高等部への自力通学が困難な生徒を支援するため、県に

対し、市内への分校・分教室の設置及びスクールバス運行の拡充を働きかけるとともに、県が

事業を実施するまでの間、通学支援事業を実施します。

⑦インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の推進

インクルーシブ教育システム構築に向け、ユニバーサルデザインの視点に立ち、誰にとって

も、安心して生活できる環境づくりに努めます。

特別な教育的支援を必要とする子どもをはじめ、すべての子どもが、授業がわかる、参加し

ている、達成感があると感じ、生きる力を身につけていける授業を行えるよう、教職員の指導

力の向上を図ります。

⑧放課後や長期休業中の支援の充実

放課後等デイサービス、青少年サポート事業、日中一時支援など、放課後や夏休み等の長期

休業中に、生活能力向上のための訓練を受ける機会の拡充や、放課後等の居場所づくりを推進

します。

児童育成クラブにおいて、必要に応じて支援員等を配置し、障がいのある子どもの受け入れ

体制の充実を図ります。

■主な事業

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。



事業名 教職員研修

担当課 指導課

内容
研修にて通常学級、特別支援学級及び通級指導教室担当教員、補助教員の資

質・力量の向上を図ります。

事業名 特別支援学校通学支援事業

担当課 障がい事業課

内容
市川特別支援学校高等部に通う自力通学が困難な生徒に対して、送迎バスを運

行し下校の支援を行います。

事業名 インクルーシブ教育システム構築モデル事業

担当課 指導課

内容
文部科学省の委託を受けた合理的配慮の実践研究を通し、特別支援教育のさら

なる充実を図ります。

事業名 青少年サポート事業

担当課 障がい事業課

内容
小学生から概ね 25 歳までの発達障がいのある人と発達障がいの疑いある人

に、専門性の高い相談や療育支援を行います。

事業名 療育費用の助成

担当課 障がい福祉課

内容 療育事業に参加したときの参加費用を助成します。

■関連施策・計画

教育プラン
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（３）就学・進学相談の充実

■現状と課題

平成 25 年９月の学校教育法施行令の施行により、従来の就学先決定の仕組みから、本人と

保護者の意見を尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として

就学先を決定する仕組みに改められました。

本市では、これまでも教育研究センターまなびサポートにおいて、特別な教育的支援を必要

とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた相談を受けてきました。

今後も、特別な教育的支援を必要とする子どもの持てる力を最大限に伸ばすことができるよ

うに学習環境を整え、また、子どもや保護者がよりよい学校を選択できるように必要な情報を

提供することが重要です。

そして、本人や保護者の希望を尊重した就学相談に努め、就学後も継続した丁寧な相談を実

施していくことが必要です。

■取り組みの方向性

①就学相談体制の充実

特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、本人及び保護者

の希望等を尊重しながら、子どもにとってより良い進路選択ができるよう、就学相談に努めま

す。

子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援が行えるよう、教育と福祉、医療等の関係機

関の連携を図ります。

②進路選択の充実

小学校・中学校の修了時には、児童生徒の教育的ニーズを把握し、本人・保護者の希望を

尊重しながら合意形成を図り、より良い進路選択ができるよう努めます。就学説明・相談会

や学校見学などを実施し、進路選択の機会の充実を図ります。

児童・生徒の進路先の学校及び福祉関係機関等と情報交換や連携を行い、進学後の障がい

のある子どもの状況把握に努めます。



■主な事業

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。

■関連施策・計画

教育プラン
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（４）ライフステージを通じた支援の推進

■現状と課題

障がいのある子どもへの支援が適切に行われるためには、学校と障害児通所支援事業所等が

緊密な連携を図るとともに、園・学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の指導計画と

障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及び障害児通所支援事業所等で作成する

個別の支援計画が、個人情報に留意しつつ連携していくことが望ましいとされています。その

ためには、関連機関での連携を図り、乳幼時期から成人期までのライフステージを通じた途切

れのない支援体制を周知・充実していく必要があります。

そのため、「自立支援協議会 こども部会」でライフステージを通じた支援ツールである

「サポートファイル」の周知・活用方法について検討し、平成 26 年度より障害児相談支援事

業所等からも必要とする人へ配布していくことにしました。

また、平成 26 年 10 月より「青少年サポート事業」を開始し、発達障がいのある人や発達

障がいの疑いのある人の、途切れのない支援の充実を図りました。

今後も、ライフステージを通じた途切れのない支援体制を推進していきます。

■取り組みの方向性

①ライフステージを通じた支援の推進

「自立支援協議会 こども部会」にて、障がいのある子どもへの支援の充実について協議を

行い、ライフステージを通じた途切れのない支援の推進を図ります。

また、児童発達支援センターとしての機能を持ったこども発達センターを中心に、福祉担当

課、教育委員会、当事者団体、障害児通所支援事業所など、関係者による連携の強化を図りま

す。

②サポートファイルの活用の推進

園・学校をはじめ、障害児相談支援事業所や障害児通所支援事業所等で作成されるそれぞれ

の個別の教育支援計画や個別の支援計画等が連携するために、障がいの特性や特徴、支援内容

を記録し、支援者が情報を共用するための「サポートファイル」を周知・活用することにより、

乳幼児期から成人期までのライフステージを通じた途切れのない一貫性のある支援に努めます。



■主な事業

事業名 自立支援協議会・こども部会

担当課 障がい事業課

内容
子どもへの支援の充実を図るため、協議するとともに、関係機関の連携を推進

します。

事業名 障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容
サポートファイルの作成・配布や、発達セミナー等の開催をはじめとする各種

事業を行い、障がい者福祉の知識の普及・啓発を図ります。

事業名 青少年サポート事業

担当課 障がい事業課

内容
小学生から概ね 25 歳までの発達障がいのある人と発達障がいの疑いある人

に、専門性の高い相談や療育支援を行います。

■関連施策・計画

教育プラン、浦安市子ども・子育て支援総合計画



１５

○第２編「障がい福祉計画」抜粋

【現状と課題】

児童発達支援は、早期療育の観点から手帳を持っていない未就学児も健康増進課やこども発

達センターの意見書により利用の対象としています。そのため、見込みを大きく上回るととも

に、年度毎に利用実績が伸びています。

また、放課後等デイサービスは、日中一時支援事業からの利用者が移行したため、利用実績

が伸びています。

平成 26 年 10 月よりこども発達センターが児童発達支援センターの指定を受けたことで、

中核的な療育支援の施設として、地域全体への療育支援機能の強化・拡充を図りました。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①児童発達支援

人日
見込 358 358 358

実績 641 896 919

実人数
見込 55 55 55

実績 110 153 151

②医療型

児童発達支援

人日
見込 4 4 4

実績 3 4 2

実人数
見込 1 1 1

実績 1 1 1

③放課後等

デイサービス

人日
見込 260 520 780

実績 537 794 896

実人数
見込 40 80 120

実績 72 121 142

④保育所等

訪問支援

回数
見込 3 5 8

実績 3 5 1

実人数
見込 5 10 15

実績 3 ４ ３

⑤障害児相談支援
実人数

（年間）

見込 50 100 150

実績 27 75 300

障がい児支援の取り組み５



【今後の取り組み】

「浦安市子ども・子育て支援総合計画」と連携を図りながら、児童発達支援センターとして

の機能を持ったこども発達センターを中心に、早期療育と障がい児支援体制の整備・拡充を図

ります。

また、医療的ケアが必要な子どもに対する支援の基盤整備の強化を図るとともに、福祉、医

療、教育等の関係機関において、総合的な支援体制の構築に努めます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①児童発達支援
人日 1,079 1,190 1,307

実人数 166 183 201

②医療型児童発達支援
人日 4 4 4

実人数 2 2 2

③放課後等デイサービス
人日 1,061 1,170 1,285

実人数 156 172 189

④保育所等訪問支援
回数 8 8 8

実人数 8 8 8

⑤障害児相談支援 実人数（年間） 330 360 390



議題４資料２ 主な修正事項

項目 該当箇所 頁 修正案

1
第1編
就学前療育・教育の充実

「③保育所、幼稚園における支援体制の整備」の「保育所、幼
稚園における医療的ケアの実施方針について検討することを
目的として、「浦安市学校等における医療的ケア検討委員会」
を設置し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある
子どもの保育所、幼稚園における医療的ケアの実施方針につ
いて検討していきます。」を事業の進捗にあわせる。

6

次のように修正します。
「市立保育所、幼稚園、認定こども園における医療的ケアの検
討委員会を設置し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障が
いのある子どもを受け入れる体制を整えます。」

2
第1編
就学後療育・教育の充実

①特別支援教育の充実の「学校や児童育成クラブにおける医
療的ケアの実施方針について検討することを目的として、「浦
安市学校等における医療的ケア検討委員会」を設置し、医療
的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子どもの受け入
れ体制について検討していきます。」を事業の進捗にあわせ
る。

8

次のように修正します。
「市立小中学校及び児童育成クラブにおける医療的ケアの検
討委員会を設置し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障が
いのある子どもを受け入れる体制を整えます。」

3
第2編
障害福祉サービスの推進

平成26年度の福祉サービスの実績（見込）
15～
16

直近月までの実績をもとに数値を見直しました。

4
第2編
障害福祉サービスの推進

次期計画期間（平成27年度～29年度）の福祉サービスの見込
15～
16

平成26年度の実績とあわせて、平成27年度からの見込み値
を見直しました。

パブリックコメント版に修正・追記した主な項目は、次のとおりです。

1



議題４資料３

指摘箇所 内容 頁 回答

４．子どもへの支援の充実

（２）就学後療育・教育の充実

通常学級においても特別な支援が必要な子たちに支援をしていきますというこ

とを文言として入れていただきたい。
４６

通常の学級に関しては以下の通り、文

面に記載しています。

※「特別支援教育は、特別支援学校や

特別支援学級で学ぶ子どもだけでな

く、通常の学級で学ぶ子どもも対象

になります。」

４．子どもへの支援の充実

（３）就学・進学相談の充実

①就学相談体制の充実

障害者基本計画には、合意形成ができなかった場合の調整の仕組みという文言

は入っているので、この計画にも入れてしかるべきだと感じた。

（参考）

障害者基本計画

３（１）インクルーシブ教育システムの構築

「障害の有無によって分け隔てられることなく、国民が相互に人格と個性を尊

重し合う共生社会の実現に向け、本人・保護者に対する十分な情報提供の下、

本人・保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員会、学校

等が、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として、

市町村教育委員会が就学先を決定する仕組みを構築する。」

※合意形成に向けて意見が一致しない場合の調整の仕組みとしては、市町村教

育委員会の判断の妥当性を市町村教育委員会以外の者が評価することで意見が

一致する可能性もあることから、市町村教育委員会が調整するためのプロセス

を明確化しておくことが考えられる。

４９

障害者基本計画に、「市町村教育委

員会が就学先を決定する仕組みを構築

する。」とありますが、浦安市では、

まなびサポートがその仕組みを担って

います。

障がい者福祉計画の「（３）就学・進

学相談の充実①就学相談体制の充実」

の部分は、今後の計画という趣旨を踏

まえ、充実させていくための事項につ

いて記載しました。合意形成できない

場合についての記載はしていません。
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議題５資料

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会案

＊組織は、第 4回自立支援協議会での協議を経て、現在の組織を引き引き継いでおります。

運用と議題等については、今後の協議会及び部会での意見を受け、随時更新します。

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するた

め、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務め

る。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての

検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するための

ネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関す

る事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

生まれてから 18歳になるまでのこ

どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係

機関のスムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関する

事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域生活全

般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事

項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

プロジェクト会議 適宜

５．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方



3

６．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブ

リーダー等を務める。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

７．代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

本人部会を除く各部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

８．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

９．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター



4

１０．地域生活支援部会の議題

平成 25・26 年度自立支援協議会及び部会の委員で、地域の課題や引き継ぎ事項を協議し、

次期部会に引き継ぐ。

参考）平成 27 年２月までの議題

主な課題 平成 27 年２月までの議題

教育と福祉の連携に関する事項

○サポートファイルの活用

○保育園、幼稚園における配慮について

○小中学校における配慮について

○インクルーシブ教育システムについて

相談体制の充実に関する事項
○青少年サポート事業について

○個別指導計画作成の進捗状況について



議題６資料

第６回浦安市発達支援セミナー 実施報告

タイトル：「クラスでできる具体的な支援のアイデア」～困った子じゃないよ！困っている

子のために～

日時：１月 30 日（金）18 時～20 時

講師：月森久江先生

１．参加人数（所属別）

所属 人数 割合

保護者 52 (23.9)

教育関係者（学校） 19 (4.1)

保・幼稚園 48 (22.1)

療育関係者 10 (4.6)

福祉関係者 9 (4.1)

医療関係者 2 (0.9)

市役所 19 (8.7)

自治体職員 2 (0.9)

その他 14 (6.4)

運営スタッフ 42 (19.3)

合計 217 (100）

２．アンケート回収結果

回収数 143 枚（81.7％）

１． 本セミナー開催は、今回で６回目ですが、ご参加は何回目ですか？

①初めて 80 名（56％） ② 2 回目（16％）

3 回目（15％）

4 回目（6％）

5 回目（3％）

6 回目（4％）

２． 発達支援セミナーへお越し頂いた理由をお聞かせ下さい。

①自分の子どものことが心配だったため 47 名（31％）

②友人・知人の子どもが心配だったため 2 名（1％）

③仕事上、関心のある内容だったため 98 名（65％）

④その他 4 名（3％）

・①回答者 47 名のうち 初めて 21 名（45％） ／ 2 回目 7 名（15％） ／ 3 回目 9 名（19％）

4 回目 5 名（11％） ／ 5 回目 2 名（4％） ／ 6 回目 3 名（6％）

・③回答者 98 名のうち 初めて 57 名（58％） ／ 2 回目 16 名（16％） ／ 3 回目 12 名（12％）

4 回目 7 名（7％） ／ 5 回目 2 名（2％） ／ 6 回目 4 名（4％）

参加人数（市内・市外別）

所属 人数 割合

浦安市内 184 (84.7)

その他 33 (15.5)

合計 217 (100）



議題６資料

３． ２．について①及び②を選択された方への質問です。心配なお子さんの年齢を、お聞かせ下さい。

心配な子どもの年齢、現在 1 歳から 5 歳 17 名 （33％） ／ 6 歳から 12 歳 26 名 （50％）

13 歳から 15 歳 6 名 （12％） ／ 16 歳から 18 歳 2 名 （4％）

19 歳以上 1 名 （1％） （合計 52 名）

４． 講演内容について、感想をお聞かせ下さい。

□ 非常に良かった 104 名（73％） □ 良かった 37 名（26％）

□ 期待した内容では無かった 2 名（1％） □ つまらなかった （0％）

５． 講師について、感想をお聞かせください。

□ 非常に良かった 107 名（75％） □ 良かった 35 名（24％）

□ 期待した内容では無かった 0 名（0％） □ つまらなかった 0 名（0％）


