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第２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 26年９月９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、小原繁久委員、立花まなみ委員、竹谷弘美委員、愛塲弘子委員、

藤田香委員、細野政臣委員、泉澤弥生委員、泉澤文子委員、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、岡本光正委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）まなびサポート事業の実施状況報告

（２）こども発達センターの事業について

（３）青少年サポート事業の概要について

（４）障がい者福祉計画の策定について

（５）その他

５．資料

議題１ まなびサポート事業実施状況報告（平成 26 年度 1学期）

議題２資料１ 児童発達支援センターの開設について

議題２資料２ センター化組織図

議題２資料３ 平成 25年度こども発達センター概要

議題３資料１ 青少年サポート事業の概要について

議題３資料２ 浦安市青少年サポート事業うらやすそらいろルーム概要

議題４資料１ 障がい者計画 施策推進の基本方向（案）

議題４資料２ 第１編「障がい者計画」抜粋

議題４資料３ 障がい者福祉計画第２編「障がい福祉計画」抜粋

議題４資料４ 子ども・子育て支援事業計画（仮称）の施策体系（案）

議題５資料 浦安市発達支援セミナー（案）

６．議事

事務局：ただいまより平成 26 年度第２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。自立支援協議会及び部会は、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、会議を円滑に進めるためにも、発言の際は挙手をいただき、リーダーの「○○委員

お願いいたします」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。なお、本日は、千葉県立浦安南高等学校、平山委員が欠席となっております。それでは、これ
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からの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：皆さんこんにちは。

一同：こんにちは。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：教育研究センターの山本と申します。よろしくお願いいたします。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２回こども部会を開始いたします。本日はご出席いただきまして、

ありがとうございます。本日は５件の議題について協議していただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。その中で、議題の１、２、３番目までが市の現状の報告となっております。

そして、議題の４番目の、障がい者福祉計画の策定についてというところに、本日は重点を置いて協

議していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そのあと、その他として、議題がござい

ます。

それではまず初めに、議題１、まなびサポート事業の実施状況報告について、教育研究センターよ

り、お願いいたします。

教育研究センター：はい。皆さんこんにちは。

一同：こんにちは。

教育研究センター：教育研究センターの勝田でございます。私からは、まなびサポート事業実施状況報告、

本年度の１学期の状況でございますが、その報告をいたします。報告の内容は４つです。まず１点目

です。通級「あけなん」について。本年度、明海南小学校に通級「あけなん」が開設されました。通

級指導担当者と、まなびサポートで相談しながら備品整備、並びに環境整備を進めていきました。そ

してまた、まなびサポート相談員が、実際の通級指導教室に行き、担当者に助言を行っていたところ

です。また、本年度、南小学校と新たに開設しました高洲中学校に、特別支援学級を新設いたしまし

た。

２点目です。就学相談についてご報告いたします。前のグラフをご覧ください。６月に就学説明相

談会を実施いたしました。本年度も午前中は、来年度小学校１年生の保護者を対象、そして午後は、

来年度中学１年生、現小学校６年生の保護者を対象と、合わせて実施いたしました。参加者は、未就

学の保護者８名、そして小学校６年生の保護者が８名でした。

就学相談の初回には、保護者に就学までの主な流れをイメージしていただくとともに、就学決定ま

での日程などの周知を図りました。また、希望者には、小・中学校の協力のもとに、学区の特別支援

学級の案内を行っているところです。これはグラフですが、７月末まで、１学期までの就学相談の申

込件数は、49 件。そして就学相談の回数は、61 回でした。棒グラフは、４月から３月までありまし

て、白い棒グラフ、ちょっと灰色っぽく見えますけれど、これは昨年度の様子です。青色が今年度７

月末までですけれども、このような相談となっております。

見てお気づきのことと思いますが、１年間全体を見ますと、相談回数のピークが３つあります。１

つは６月、そして 11 月、そしてまた、年が明けまして２月となっています。本年度も昨年度と同様

な傾向となっていますので、おそらくは、またピークが、２学期、３学期とあるだろうと思います。

続きまして３点目です。相談活動についてです。まなびサポート事業で、相談活動で対応した件数

は、全部で 323 件ありました。グラフが変わります。その内個別相談をおこなったのが 129 回。同

じく訪問相談が、学校または保育園等に訪問した相談が 304 件です。前のグラフなんですけれども、

紫色のグラフが、これが訪問相談のケースです。隣に、ちょっと灰色っぽい棒がありますが、それは

個別の相談となっております。

個別の相談ですけれども、保護者からの要請により、個別の相談を行っています。今申しました通
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り、相談内容で最も多いのが「発達全般」。以下、「行動面」「対人関係」となります。そして、訪問

相談ですけれども、これは幼稚園、保育園、小・中学校からの要請により、訪問相談を行っています。

保育や授業などの参観を行い、それらを踏まえて幼稚園、保育園、小・中学校の教職員、場合によっ

ては保護者を交えた面接を行っています。相談の内容で最も多いものが、「行動面」であり、以下「発

達全般」「対人関係」と続きます。

そして最後、４つ目です。特別支援教育の啓発について報告いたします。本年度は教育研究センタ

ーは指導課と連携して、市内の市立全小・中学校に出向き、まなびサポート研修会を６月から 10 月

にかけて、今実施しているところです。内容につきましては、主に「まなびサポート事業について」

と、「インクルーシブ教育システムの構築に向けて」がテーマとなっています。

「インクルーシブ教育システム構築に向けて」は、学校で行われている子どもにとってわかりやす

い工夫を、写真で紹介しながら、誰にでも優しい、どの子もわかる授業づくり、そして充実した教育

づくりについて説明を行い、市内の全職員の意識の向上を図っております。以上、教育研究センター

から、まなびサポート事業の実施報告を終了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：それではただ今の議題１、まなびサポート事業の実施状況報告について、ご質問やご意見のあ

る方は、よろしくお願いいたします。

それではないようですので、議題２のほうに進ませていただきます。議題２も、市の現状報告とい

うことになります。議題２は、こども発達センターの事業について、こども発達センターの上林委員

より説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

上林委員：それでは、はじめまして、こども発達センター所長の上林と申します。よろしくお願いします。

今、ご紹介をいただいた通り、こども発達センターのほうから、議題２ということで、児童発達支援

センターへの移行について、私のほうからご説明をさせていただきます。では、着席して、ご説明を

させていただきます。それでは、お手元の資料、「議題２資料児童発達支援センターの開設について」

これに沿ってご説明をさせていただきます。まず、こども発達センターは、平成 26 年の 10 月１日、

まもなくですけれども、児童福祉法上の児童福祉施設の１つに定められています、児童発達支援セン

ターに移行いたします。この児童発達支援センター化によって変わる役割ですとか、あるいは具体的

な取り組み内容等について、以下に示したような、取り組みをしていくということになってまいりま

す。まず、大きな１番として、児童発達支援センターの役割等ということでございますが、このセン

ターは地域療育の中核施設としての役割を担うというものでして、大別して次の２つの事業機能を果

たすことが期待されています。

まず１つは、児童発達支援事業。法定の新しい障害児支援制度で通所支援というものが法の中に４

つつくられました。１つは福祉型児童発達支援、それからもう１つは医療型児童発達支援。もう１つ

は保育所等訪問支援、もう１つは放課後等デイサービスという４つの事業がつくられたわけですけれ

ども、その通所支援の中でも、一番基幹の事業となる児童発達支援事業、これを、療育専門職等を配

置した施設の専門性を十分に生かしながら、主に施設利用者に対する直接的な療育サービスの提供を

していってください、というのがまず１点目に言われている柱であります。

それから２点目の柱といたしましては、地域支援事業。これは事業というよりは機能というべきも

のでございますが、地域で支援を必要としているすべての子どもとその家族、それから子どもたちの

日常生活に関わるすべての支援機関、保育園、幼稚園、小・中学校、療育事業所等に対する支援を行

うこと、ということが言われておりまして、この２本が児童発達支援センターが必須で取り組んでい

かなければいけない事業というふうに言われています。

この地域支援の中でもとりわけ、下に示した２つの事業は、利用者の利便性の観点等から、原則セ
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ンターに横付けで実施しなさい、ということが言われています。まずその１つは保育所等訪問支援事

業。これは、法定通所支援事業の１つです。先ほど申しましたけれども、子どもたちの日常生活の場、

保育園等にいろいろな専門職が出向いて、現場での直接、間接の発達支援を行うというものです。こ

れは、保護者との契約に基づく個別の給付の事業ということになっています。

それから２番目。相談支援事業。これは、介護保険制度におけるケアプランと同じように、障がい

児支援においても、通所支援を利用する前にまず、子ども１人ひとりの個々のニーズに応じた支援の

質と量を計画する相談支援を前置きするということが言われています。これが、児童発達支援センタ

ーの横づけの機能として、２つ実施してくださいということが言われています。

大きな２番目に行きまして、児童発達支援センターとしての、新たなこども発達センターの運営方

針等ということです。国が示した、前述の児童発達支援センターの役割に照らしまして、まず、当セ

ンターの運営方針を、下に書いてあるような見直しを行ってまいりました。従来こども発達センター

は、こども発達センター利用児に対する直接的な発達支援と、利用児に関わる関係者、機関に対する

支援というものをセンター支援の基本方針としてやってまいりましたけれども、裏面に行きまして、

センター移行後においては、こども発達センター利用児のみならず、地域で支援を必要としているす

べての子どもと、子どもに関わるすべての関係者、機関に対する支援ということで、対象が大きく広

がっていく。こういうふうに認識をしております。

大きな３番目になりまして、新たなセンター運営方針に基づく具体的な取り組み内容等といったよ

うなことですけれども、従来、公共療育施設として、こども発達センターで実施してきた事業取り組

みというのは、新しい制度に基づいた児童発達支援センターに求められる機能ですとか、あるいは役

割と、基本的には整合が取れていたものというふうに認識をいたしております。従いまして、児童発

達支援センターになった上で、児童発達支援センター以後も、基本的には既存事業を継続実施してい

くというのが、基本スタンスとして考えているところです。しかし、制度に求められる新たな、その

未着手となっている事業ですとか、あるいは支援の対象をセンター利用児から地域で支援を必要とし

ているすべての子どもということで拡大、変更したこと等に伴いまして、新規事業への着手、あるい

は一部既存事業の見直し等も行ってきているのです。ここではその、新規に着手する事業、あるいは

一部見直し等も行った事業についてのみ、簡単にご説明をさせてもらいます。

まず１点目、新規に着手する事業といたしましては、先ほど申し上げた通り、保育所等訪問支援事

業。これは必須の事業、横づけ事業になりますので、10 月から実施してまいります。今年度のセン

ター利用の未就学児の対象に、まずは実施していきたい。職員体制等、いろいろ、勘案をいたしまし

て、今年度はこうした一定程度対象を絞り込んだ実施をしてまいりたいと思います。

それから２番目、児童発達支援センターにおける給食サービスの提供。これは、このセンターの重

要な取り組みとして、食育の重要性という観点から、児童発達支援センターに課された必須の取り組

みとなっております。当面、外部の給食業者からの給食の搬入。これで実施をしてもらいたいと思っ

ております。センターに詳しい方は、制度設計上は本来、施設の中でいわゆる自校方式、自園方式で

給食提供していくというのが、制度設計上はそうなんですけれども、千葉県は特区を国に指定しまし

て、自校でやらなくても、自園でやらなくても、外部から搬入して給食提供していくということを認

めてもらう。そういった特区の申請を国に上げて、それが得られています。ですので、うちの児童発

達支援センターでも、外部搬入方式による給食提供ということを行ってもらいたいと思っています。

それから３点目、一般、あるいは基本相談と言われる基本相談事業を、この従来のこども発達セン

ターの利用を前提とした、通所支援事業に組まれた初回面接。まずは発達センターにお電話をいただ

いて、そして、予約をしていただいて、初回面接をする。これというのは、先ほども申し上げた通り、
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こども発達センターの利用がありきということで、基本的には設計された入口になるわけですけれど

も、今後は当センターの利用を前提としない通所支援事業に前置きした重層的なコーディネート機能

を持つ相談という位置づけで、今までの初回面接というものを見直しております。これが新しい制度

の設計にも流れに沿うものでありますし、何よりも、それこそ、子育てで悩んでいるといった段階か

ら、子どもとの関わりがよくわからないというようなことで、お子さんに少し問題があるんではない

かと思われるような方たちに、広く門戸を広げて、相談支援をしていくといった取り組みを考えてお

ります。

それから２番目、主に見直し、拡充をした部分です。１つは機関支援事業ということで、従来、こ

ども発達センターの利用児が所属する市内の保育園、幼稚園からの支援の要請に、巡回相談という形

で、基本的には対応してまいりました。制度への新たな対応として、この従来の巡回相談を見直しま

して、センター利用児のみならず、園で支援を必要としているすべての子どもたちの支援として、巡

回ではなく、地域機関電話相談、それから、地域機関訪問相談といった２つの、地域にデリバリーの

支援をしていくセンター利用といったような、枠にとらわれた支援ではなく、オール浦安の支援を考

えて、こうした事業を立ち上げたということです。それから２つ目、地域支援研修。これは、従来、

地域療育力の向上といったような目的で、年に１回、本人、保育園、幼稚園等の関係者、こういった

方たちを対象とした研修会を実施してまいりましたけれども、今後は、地域機関支援という観点から、

年間の頻度、あるいは対象を拡大した、取り組みをしていきたいと思っております。

それから、３番目。見直し精査をした部分ということになりますけれども、これは、個別療育事業。

こども発達センターの中で最も大きな事業です。１人のお子さんと、その家族に対して、１回１時間

の枠で、心理、言語、理学、作業という療育専門職が、個別の対応をする支援ですけれども、これは

最も大きな事業だと思いますけれども、今後は、民間療育事業所、あるいは、障がい事業課で立ち上

げた青少年サポート事業。こういったそれぞれの事業と、私どもの従来行ってきた個別療育といった

ものを、きちっと役割の整理をし、住み分けをして、１人ひとりのお子さんに最も望ましい支援、そ

ういったものがおこなっていけるような取り組みを進めていきたいと思っております。ペーパーに基

づいてのご説明は以上です。

次に、事業体系図というものが、２枚目の資料にあります。これは、見ていただいた通りですね。

児童発達支援センターとなりますので、その役割として、示されている二大事業、冒頭に申し上げた

児童発達支援と地域支援、この２つの大きなカテゴリーに合わせて、センターの取り組みを概念的に

整理したほうが、ということで、今申し上げたような事業を、児童発達支援、それから地域支援の、

２つの事業機能の中に収めたということになります。これはもし、後ほどご質問等があれば、そこで

お答えをさせていただければと思います。

この事業体系図の中で１点ですね、地域支援という、大きなくくりの中にほとんどこの中に入って

しまうわけですけれど、その中のさらに市の単独事業というくくりがあって、そこに、６つほど囲い

があります。それの下から２番目、市の単独事業の下から２番目の機関支援事業、これ、既存の事業

を見直し、拡充しました。ということで、補足をしておりますけれども、この部分に関しては実は、

非常に多岐にわたる取り組みがございます。ですので、ちょっとほかの事業と違って、この機関支援

事業の中身については、先ほど、当日配布をさせていただいた、こども発達センターと関係機関と連

携サービス一覧というこちらが、この、体系図上の機関支援事業の具体的な取り組みの中身になって

いると。いうことで、これも後ほどお目通しいただければなと思います。時間の関係もございますの

で私からの説明は、以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：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
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よろしくお願いいたします。はい、愛塲委員お願いします。

愛塲委員：市川の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。私ど

もも、地域支援という形で、センター的機能で、主に私の仕事になっているんですけれども、浦安市

さんからの要請を受けて、小中学校さんですとか、幼稚園さん、保育園さん、主に地域支援にうかが

わせていただいております。そういう中で、まなびサポートさんとの関連はあるんですけれども、幼

稚園さんの場合は、まなびサポートさんが、年長さんのところではうかがっているというふうにお聞

きしています。それ以外の方っていうところでは発達センターを利用されている方は、発達センター

さんがたぶん、支援をなさっていたんだと思うんですけれども。今後、発達支援センターさんのほう

が、児童発達支援センターのほうに移行するということで、全児童・生徒、それと、幼稚園生を対象

にするとなると、まなびサポートさんの、関連というかそういうものとかっていうのは、どのように

お考えになっているのかというのをちょっとお聞かせいただけると、後ほどの説明の中にそれを加え

ていただけるっていうことでも、それでも構いませんのでよろしくお願いします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、お願いします。

上林委員：はい、じゃあ、私のほうからお答えをさせてもらいます。若干、教育委員会の支援ということと

重複しますので、もし訂正とかあれば、していただければと思いますけど。まなびとそれから私ども

の巡回の役割分担・住み分けといったようなお尋ねだと思いますけども。そもそも、まなびサポート

が保育園・幼稚園等の年長児の巡回をされているというのは、どこまでもまなびサポートは、就学の

支援をするということが大前提にあるというふうに私は理解をしております。

私どもの支援は、就学とか、就園とか、そういったようなことではなく、そういったことも、部分

的には含まれるかもしれませんけども。どこまでも療育的な視点で、１人ひとりのお子さんが地域で

困っている。あるいは、園の先生方が、そのお子さんに関わる難しさを抱えているといったようなこ

とで巡回を実施しております。

お尋ねいただいた通り、今までは、こども発達センター利用児に対しての巡回だったわけですけど

も。これからは、浦安の市内のすべての現場で、困っているお子さん、困っている先生方が、療育的

視点でそういった方たちの支援をしている。そういった、そもそもの役割の違いがあって、それぞれ

に支援をおこなっていくということになるというふうに理解しております。

愛塲委員：ありがとうございます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：今、まなびサポートのお話が出たんですけども。まなびサポートは年長５歳児から、今お話が

あった通り、就学に向けた、集団の中でどう関わっていけるかというところを見ております。学校生

活がスムーズにいけるかということで、年長児からまなびサポートは入っています。そのまま継続し

て小学校に上がっても、そういう支援をしていくという形になっていますので、今、おっしゃられた

療育的な視点というところは、まなびサポートにはないところなので、そこは１つの住み分けになっ

ていると思っています。

上林委員：１点だけ、質問させていただきたいと思います。今申し上げたところではですね。私ども、こ今

日お配りした資料をご覧いただけるとおわかりいただけるかと思いますが、基本的には、私どもが、

地域機関訪問相談。あるいは、地域機関電話相談といったようなことで、オール浦安の、地域で支援

を必要とするお子さんたちの支援をするということではありますけれども。その対象は、ちょうどこ

の表の真ん中へんになりますけれども、対象機関というところで書いてありますけども。市内の公

設・公営の保育園。あるいは市内の公立幼稚園。あるいは、それ以外の保育園・幼稚園。といったと

ころを支援の対象という、原則にしております。ですので、学齢以上のお子さんの支援というのは基

本的には、まなびサポートさんが、今も現に、学校を巡回していただいたりしておりますので、そち
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らとの役割分担をしているというふうに理解をしております。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、そのほかにご意見・ご質問ございましたらお願いします。はい、竹谷委員お願いし

ます。

竹谷委員：浦安市障がい者等一時ケアセンターの竹谷と申します。１点確認したいんですけれども。給食サ

ービスが始まるということで書いてありますね。あるお母さんから相談を受けて、この内容が、あっ

てるかどうかってことなんですけど。いろんなお子さんがたぶん通われるかなと思いますが、たとえ

ば再調理。その再調理が必要だったりとか、この給食サービスの提供のされ方というのは、ここに通

ってくるお子さんそれぞれにあった形で提供されることかどうかとか、そこを確認させてください。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：お願いします。

上林委員：はい、今のお尋ねに関しましては、実は、今年度始まるばかりということで、結論から申し上げ

ますと、お子さんお１人のニーズに応じた、いろいろな加工とか、刻みとか、そういったものは、十

分にできる状態ではない。それが現実です。それで、先だって、利用者の説明会をさせていただきま

してね。その折に、外部搬入方式ですので、こちらのニーズ、アレルギーの対応ですとか、あるいは、

刻みというところまでの対応はなかなか難しそうなんですけれども。個々のニーズ応じた一定の対応

をしていただけるようにはなっておりますけども。

原則的には、たとえば 30 人のお子さまがいれば 30 人同じおかずが出てくるということに、今の

ところはなってしまいます。ですので、説明会のときに申し上げたのは、通常の食形態で出てきたも

のを食べていただけるお子さんたちが給食の対象で、それ以外のお子さんについては、親御さんとご

相談をしながらという話になっています。そうすると、必然的に、当面はご自宅でつくった、そのお

子さんに合ったお弁当をお持ちいただくようなことが、生じてしまうと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、ほかはいかがでしょうか。はい、何か。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：発達わんぱく会の小田でございます。センター化によって、すごく事業が増えるなという対

象を受けています。その中で、制度として、センターとして国の事業というのか、費用がある程度国

から出るものと、市独自の事業として、市の予算の中にあるものとの住み分けに関してなんですけど

も。今日もらった議題２資料の（４）地域機関訪問相談あるいは地域機関電話相談、訪問相談のカン

ファレンス、あと、他機関カンファレンス、この４つに関して、これは、市独自の事業なんでしょう

か。地域のほうが不定期とあって、すごくいい事業なんで、たくさんやってほしいなと思いながらも、

市独自の事業だったら、予算があるのである程度、もう回数が決まってるのかな、と。そういった観

点から質問させてもらいました。お願いします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：では、お願いします。

上林委員：はい、今のお尋ねに関しましては、基本的には、市の単独事業ということで考えています。国、

県の補助を得ながら、地域の巡回療育事業とかですね、制度上の補助メニューが確かにございますけ

れども、そういったもので得られるもの、財源を得られるものについては、財源の確保を進めていく

という部分が、出てこようかとは思いますけれども、ただ、基本的には、市の単独事業ということで

提供をしていくということです。そうなりますと、一番の問題は、サブリーダーがお尋ねになりたか

ったのは、どの程度、手厚くできるのかということ。そういう趣旨からすると、市の単独事業で実施

してまいりますので、一定程度、予算に縛られて、今いる職員の体制の中で、そこで実施をしていく

ということになってくると思います。

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。はい、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。先ほどご説明のあった、給食の問題について。目的が「食育の重要

性」となっているときに、公共の施設としていろんな障がいの人、普通の食形態だと食べられない人
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たちにも、きちっとした、食育をすることがすごく大事ですし、今日も基幹相談のほうで食べる機能

の発達の障がいのパンフレット置かせていただきましたけれども、食べることって、ほんとに育ちと

イコールになっていくところなので、たとえば特別支援学校がそうであるように、通常の食形態のも

のを、外部搬入方式で他から入れてきたら、それを１人ひとりに合わせてミキサー食とかにしていく

とかっていうことは、そんなにすごく高いハードルではないと思うんですね。

ぜひ、そこは、計画相談のケアプランを立てていくところでも、それからお母さんたちのニーズを

聞いていくところでも、高いところだと思いますので、これをいつぐらいから取り組まれるご予定な

のかということをうかがいたいですし、やはりこの自立支援協議会の中でいろんな施設がより利用者

にとって使いやすいところにならなきゃいけないと思うので、もうちょっとこう、詰めて行っていた

だきたいなっていうふうに思っていますが、いかがでしょうか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうぞ。お願いします。

上林委員：はい。給食サービスのお尋ねですけども、全く私どもが、この児童発達支援センターを県に申請

する段階で、給食サービスの提供というものを、きちっと届出をしなくちゃいけませんので、どんな

やり方をするかというようなことを固めて、申請をしていたわけですけども。そのときに内部で一番

問題になったのは、まさに、西田委員がご指摘になられた部分も、我々も、一番気を揉んだところで

す。なんとしても、これを先送りにすることはしたくないということで、内部では話し合いをしてい

ます。

実は、そうは言いながら、今、総合福祉センターの中の私どもが所有をしているスペースに、その

簡単な加工をするというだけのことではあるんですけども、その場所が今、どうしても確保できない

状況があるんですね。なので、その部屋を確保したいという話は、行政内部にも、今お願いをしてい

るというところではあります。ですので、私どもの意向としても、１人ひとりのお子さんの食形態の

ニーズというのが、１人ひとりのお子さんみんな、違ってまいりますので、そこに、きめ細かく丁寧

に対応した食事の提供ができるように、はっきりどの時点でというふうには明確には申し上げられな

いんですけれども、その課題認識は間違いなく持っておりますので、可能な限り早く対応していきた

いと思っております。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。それでは、続いて議題３の、青少年サポート事業の概要に入

りたいと思います。それでは事務局より、説明をお願いいたします。

事務局：はい。青少年サポート事業の概要について、事務局より説明させていただきます。事前にお送りし

ました議題３資料というものと、今日机の上に置かせていただきました、青色のチラシをご覧になっ

ていただきたいと思います。

この青少年サポート事業は 10 月１日から開始されることになっております。対象は、小学生から

概ね 25 歳までの発達障がいの方と発達障がいの疑いのある方となっていまして、専門性の高い相談

や療育支援をおこなうものです。この事業の実施により、学校に通っている子どもで療育を受けるの

が難しかった学齢期以上の方が、放課後や学校休業日の時間帯にも、こちらの青少年サポート事業開

設しているので、専門的な相談や療育支援を受ける機会が拡大すると考えております。業務委託先な

んですけれども、一般社団法人のこども未来共生会というところで、大多喜、御宿で、療育の教室を

実施しているところで実績もあります。

事業内容としましては、社会生活への適応のために必要な訓練を実施する個別療育であったり、集

団生活に必要な能力を身に付けるための指導を実施するグループ療育などの療育支援。支援の必要な

子どもやその家族のニーズに応じた交流の場を提供する交流事業。対象児、その家族への相談支援を

行う相談支援。要請のあった各機関などを訪問し、支援方法の共有や職員支援を行う機関訪問支援や、
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利用者の関係機関との連携会議を行う地域支援があります。ちなみに、この機関訪問支援なんですが、

私立の学校の方も使えますので、是非私立の方も利用していただきたいと思います。

場所については北栄三丁目のところで、北部小学校の斜め前のところにあります。コンビニのある

建物と同じ建物になります。簡単ですが、私のほうから事業の説明は以上になります。

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、ご質問やご意見ござ

いましたらお願いいたします。はい、立花委員お願いします。

立花委員：発達支援センターたちばなの立花でございます。以前の会議でこの青少年サポートサービスです

かね、これには放課後児童デイが付くというふうなお話でしたけれども、そのあたりをお伺いしたい

と思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、では、事務局お願いします。

事務局：この事業で公募をしたときに、必須事業と任意事業ということで市のほうからは、事業を出して下

さいとお願いしました。必須事業で、今、説明がありました通り、４つの柱の事業をやってください、

ということをお願いをしてるんですが、任意事業のほうでは法定の制度にのったサービスをどれか１

つ、相談、放課後等デイサービス、自立訓練の中から選んでくださいということで公募しました。こ

ちらの事業所のほうで、放課後児童デイサービスをやりますということで提案がありましたので、来

年の４月から開始予定です。場所等、詳細につきましては、まだ未定ですので、そこがまた決まり次

第お伝えしていきます。

立花委員：ありがとうございます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。はい、そのほかございますでしょうか。

小田委員：すいません。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、小田委員お願います。

小田委員：発達わんぱく会の小田でございます。２つあります。確認なんですけど、これは、受給者証は全

く持ってなくても、相談支援とか地域支援とかも含めて、使えますかということと、あと定員の目安

というのか、どのぐらいの子どもに対して、サービスできるかということもあれば教えてください。

事務局：まず、１点目のご質問ですが、受給者証を持っていない方、手帳を持っていない方いずれも、基本

的にはこの青少年サポート事業はそういう方を対象にしていますので、すべての事業で使っていただ

けます。なので、生活場面や、学校の中で、困るな、付いていけないな、理解がみんなと一緒にでき

ないなという、そういう困りがある段階で、相談に来ていただくことを考えております。

ただ、交流事業の相談支援、地域支援に関しては、幅広く多くの方を対象にしておりますので、手帳

を持っている方、診断がある方、そういう方も、広く受け入れて行こうというふうになっていますの

で、手帳を持っている方も持っていない方も対象になります。

ただ、グループ、個別の療育支援についてだけは、市の単独の事業というところでは、受給者証を

持ってない方、手帳を持ってない方が対象としています。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：あと、もう１点、定員についてお願いします。

事務局：定員については、今、法人のほうと、詳細を詰めているところなんですけども、場所の広さの問題

と、あと時間の問題がありますので、１日５人ぐらいの規模のグループ療育を、２コマから３コマや

れるかなといったところで、話は進んでおります。

ただ、まだ確定はしておりませんので、実際 10 月１日始まってからの、利用者の集まり具合です

とか、そういうところを見ながら調整していきたいなと思っています。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。そのほかございますでしょうか。はい、竹谷委員お願いします。

竹谷委員：一時ケアセンターの竹谷です。地域支援の中の機関訪問支援についてお聞きしたいんですけれど
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も。保育所等訪問支援なんですが、あとは、巡回相談だったりとかといったところで、こう、外に出

て行って支援をするというやり方がいくつかあるかなと思うんですが、この青少年サポート事業の中

の、この機関訪問支援に、たとえば、このセンターの方が出て行くときの手順というかは、どんな形

で出て行かれるかについて教えてもらいたいと思います。

事務局：はい。事務局です。当然に、保育所等訪問支援事業や、先ほどこども発達センターから説明ありま

した通り、巡回、地域支援として機関訪問等が、市の中ではもうすでに資源としてあります。なので

そこは、よく連携を取りながら、受給者証お持ちの方は、制度にのってもらうのがことになると思い

ます。ただ、こちらは発達障がいに特化した専門の機関にはなってきますので、発達障がいという視

点で、学校の中や就労の場の中、といったところで、適切なアドバイスが必要であれば、やはり青少

年サポートがアドバイスをしていく機関となるのかなと思います。そこは始まってからになるのです

が、よくよく地域の皆さんと連携を取りながら、意見交換しながら進めていきたいなと思ってます。

詳細の手順というところでは、今、明確にお示しでいないんですけども、連携は必要と考えています。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。どうでしょうね。

竹谷委員：すみません。この窓口として、たとえば、障がい事業課が特例的に１回受けてとか、そういうこ

とはまだ決まっていないという感じですか。ダイレクトにたとえば、幼稚園や学校と直接的に連絡を

とって進めて行くとか、っていったところはまだ決まってない。

事務局：そうですね。基本的に、事業課を通さずに直接、この機関に電話をしていただいたり、相談に来て

いただいたりっていうことを想定しているんですが、やはり、先ほども仰ったようにまなびサポート

があったり、発達センターがあったり、保育所訪問という制度がある中で、機関に青少年サポート事

業として出向くという段階になりましたら、整理のほうはしていきたいなとは思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。

足立委員：浦安中学校の足立と申します。今、お話をうかがっていて、たとえば、中学生の場合も非常に学

校生活の中で困っている、コミュニケーション等をとれなくて困っている、いろいろあるんですけど

も。学校が、そういうお子さんと家庭と連絡を取って、10 月からは、こういう機関があるんだけど

ということで紹介して、そのあと、たとえば職員がでこちらの機関と相談するということは、まず可

能なのか。

相談に行きましたと。それ以降ちょっとどうなってるのかわからないというようなことは、なんと

なくやりづらいかなという気もしたので、まず１つ。職員が、その後、お子さんの様子はどうですか

っていうことで、お聞きすることはできるのかなって、いうことですね。

それから、中学生でしたら３年間、最長３年間中学校に在学するわけですけれども、市の委託業務

ということはですね、ある程度、継続的に委託されて事業展開なさるのかなということを、ちょっと

お聞きしたいんですけれども。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、お願いします。

事務局：まず、学校などから相談が入り、その後の経過というようなものが、学校の先生方が確認なりお話

をする機会があったりとか、引き続き連携が取れるのかっていうことですが、やはり一方通行の相談

にならによう、当然にそれは、機関としてきちっと返すというようなことをしていく関係はできると

いうふうに考えております。

それと、こちらの事業は、３年半、平成 30 年の３月末までの業務委託として、今回公募をしてお

りますので、３年半はこの事業者が継続して業務を行います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：いかがでしょう。

足立委員：ありがとうございます。
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山本ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいでしょうか。それでは、はっきりしたことが決まりましたら、また周知をしていくと

いうことでよろしくお願いいたします。

それでは、ここまでが報告ということで、続いて議題４の障がい者福祉計画の策定について、こ

こは、皆さんのご意見をいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは事

務局より説明いたします。

事務局：事務局より説明いたします。一通り、まずは事務局のほうから説明させていただきますので、その

後、ご質問、ご意見いただく形とさせていただきます。

まず、障がい者福祉計画策定委員会というのがございまして、今年は６回の予定で進めていると

ころなんですが、現在２回まで終了したところです。直近で 10 月２日に第３回目がございますの

で、今日出た意見等は、また、第３回以降の障がい者福祉計画策定委員会のほうに上げさせていた

だく形となっていきます。現在の進捗状況の報告なんですが。現在、障がい事業課のほうで各市役

所内の担当課の進捗状況調査をおこなって、掌握しているところです。現在の計画期間である、平

成 24 年度から 26 年度の実績報告と今後の事業展開についての進捗状況を確認しております。ま

た、平成 27 年度以降の事業についても検討調整中でして、今後関係部署とのヒアリングや調査を

経て、ここは、固めていきたいなと思っております。

２つ目に、当事者団体のヒアリング。こちらは、当事者団体の会員の皆様、あと福祉施設の利用

者の皆様、本人部会の委員の皆様を対象にヒアリングを実施し、11 団体と本人部会のヒアリング

すべてを終了いたしました。こちらの意見やヒアリング結果も計画に反映させていく形となってお

ります。そして、今日はこども部会なんですけども、自立支援協議会、ほかにも部会、いくつかあ

りますので、随時、各部会のほうでも、それぞれの部会が関わる部分のテーマのところ、意見をい

ただいているところです。

権利擁護部会の第２回はですね、合理的配慮や差別解消への取り組みについての事例や意見を行

いました。また地域生活支援部会では、住まいや福祉サービスの充実、就労を中心に、意見をうか

がいます。また、相談支援部会では、相談体制の充実、そしてこのこども部会では療育や教育の充

実などを中心に、意見をうかがいたいなと思っております。

今回のこども部会は、12 月に実施予定のパブリックコメント前の最後の部会となってしまいま

す。ボリュームが大変多いんですけども、施策の推進の基本方法や取り組みを示した第１編「障が

い者計画について」と、福祉サービスの見込み量と確保策を示した第２編の障がい福祉計画につい

てを合わせてご確認いただき、ご意見を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。

では、まず第１編の障がい者計画から入りたいと思います。議題４資料（１）、A３横の資料と、

冊子のほう、現計画の 26 ページ、施策の体系等を比較しながらご覧いただきたいと思います。A

３横の資料、網掛の部分が今回こども部会の委員の皆様にご確認いただきたい部分、障がい児施策

が関連する部分の方針となります。

市が取り組むべき指針は、障がい者計画の根幹をなすものと考え、このことからも基本施策と主

要課題は現計画から基本的には引き継いでおり、大きくは変わりません。しかし今回変更した箇所

が一部ありますので、ご説明いたします。

まず１つ目に議題４の横 A３横の資料の一番左側、施策の方向性というところで、上から４つ目、

「子どもへの支援の充実」となってるところ、ここは現計画の 26 ページのほう、見ていただきま

すと、今までは、「療育、教育の充実」ということになっていました。

このあと、今日は、こども家庭課のほうに事務局に入っていただいており、こども部の計画の説

明をしていただくんですが、こども部の計画と、表現を統一しようというところがありまして。そ
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こで、今回「子どもへの支援の充実」ということで、案として出させていただいております。

続いて、A３横の資料左から２列目、基本施策の「子どもへの支援の充実」のうち、「ライフス

テージを通した支援の推進」を新たに項目立てしました。現計画を見ていただきますと、４つ目の

ところ「交流教育の推進」というところが、「ライフステージを通じた支援への推進」、というもの

に変わっております。

では、「交流教育の推進」はどこにいってしまったんだっていうことなんですけれども、それは

基本施策の１、「理解と交流の促進」、この中の３つ目に「交流の推進」がございます。そちらのほ

うと、内容が重複して考えられるということで、この中に学校での交流教育の推進ということで入

れておりますので、なくなったということではありませんので、ご理解いただければと思います。

このこども部会の目的もそうですが、生まれてから 18 歳になるまでの子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という、この目的のある

通り、次期計画では、新たにライフステージを通じた支援の推進を加えることで、障がい児の施策

が、点での支援でなく、生涯を通じた幅広い支援となるようにという願いも込めて、ここは新たに

次期計画の中にぜひ盛り込んでいきたいなと考えております。ライフステージを通じた支援の推進

の具体的な施策としては、関係機関の連携体制の強化や、皆さんももうご存知の通り、サポートフ

ァイルの活用の推進、先ほど青少年サポートの説明もありましたが、発達障がい支援体制の整備等

が考えられると思います。以上が施策の推進の基本方法の案ということで、変更部分を中心にご説

明いたしました。

続きまして資料の（２）をご覧ください。こちらはそれぞれの施策の展開について触れておりま

す。こちらは冒頭にも述べました通り、現在、担当部署に調査中の事項も踏まえており、今後ヒア

リング等経て、内容が変更になることもありますので、その点はご承知いただいた上で、進めさせ

ていただきたいなと思います。

まず、大きく変更した点についてお伝えいたします。現計画の 56 ページ、57 ページをご覧くだ

さい。あわせて、（２）の資料を７ページを開いてもらってよろしいでしょうか。

現計画が両開きになっていて、７ページが表、裏の形になっているんですが、まず、レイアウト

が一目で違うとお気づきになられたかと思います。現計画のほうでは、主要課題ごとの施策や事業

ごとに現状の課題、そして取り組みなどについて掲載してまいりましたが、取り組み概要の記載の

仕方にもよるとは思うんですが、どうしても、今までの掲載の方法だと、理念やちょっと努力目標

と捉えられがちな内容が多くなっているところもありました。

次期計画につきましては、具体的に取り組み内容を表記し、それに通じてどんな事業が行われて

いるのか、というのをピックアップした形で記述していきたいなと考えております。合わせて関連

計画のほうも掲載して、市の中の、よその計画との関連性等もわかるような形にしたいということ

で、現計画のレイアウトから、７ページ、８ページにあるような形の、主な事業、あと関連計画、

施策というところを盛り込んだ形に変更をしたいと考えております。そこは、形がちょっと大きく

変わりますので、ご了承いただきたいなと思います。

では、（２）の資料、頭に戻りまして、１ページから簡単に説明させていただきます。まず１番

目、理解と交流と促進です。こちら、（３）番、交流の推進です。この現状と課題を読みます。

障がいのある人が地域の中で、自立して生活していくためには、早い段階から地域との関わりを

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。そのために、これまで学校における交流教育と地域における交流の推進に取り組んできま

した。学校における交流教育は特別支援学級設置校を中心とした、特別支援学級に通う障がいのあ
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る子どもと、通常学級の児童、生徒との日常の交流や催し物等の機会を利用した交流活動で、地域

における交流としては、障がい者団体を中心とした、地域交流活動に対する支援という形でおこな

ってきました。地域での催しについても、障がいのある人が参加しやすい形で交流機会が提供され

るようにハード、ソフト、両面を見直し、進んで参加できるような交流機会の促進を図ります。

ということで、基本的な方法の取り組みとしては、常に学校での交流教育の推進。２つ目に地域

との交流の推進、３つ目に文化活動等への参加しやすい環境の整備。めくっていただきまして、４

つ目に障がいのある人との交流促進ということで取り組んでおります。主な事業というところは、

現在担当課と調整中ということでご了承願います。

続きまして３ページ、保健、医療の充実に入ります。こちらは１つ目の基本策としまして、障が

いの早期発見、早期対応との促進ということがございます。こちら、現状の課題として、市と他機

関との連携体制を緊密なものとし、切れ目のない対応を図ります。その基本的な方法と取り組みと

しては、１つ目に障がいの早期発見体制の充実、２つ目に療育等、障がいの早期対応の促進。めく

っていただきまして、３つ目に連携体制の強化ということをあげさせていただきました。こちらは

関連施策や計画としては、健康うらやす 21 や、このあとに説明があります、子ども・子育て支援

事業計画あたりが関連してくる計画ということで考えております。

次、３つ目の施策として保健、医療の充実、５ページになります。現状の課題としては障がいの

ある人にとって医療とは、障がいの原因になっている疾病そのものの治療、軽減を図るためのもの

と、一般的な医療という、２つの側面があります。アンケート調査結果では障がいのある人が暮ら

しやすくなるために必要なこととして、保健、医療、サービスの充実が 35.7 パーセントと、最も

多くあげられており、保健、医療の充実は障がいのある人の生活にとって重要な要素となっている

ため、専門医療と一般医療の両面における充実が必要です。

基本的な方向と取り組みとしては、１から７まで挙げているんですが、今回、この７番目、医療

的ケア実施事業者への拡充、事業者の拡充ということを、新たに盛り込みました。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、または障がいのある人の通所先の確保を促進します。

具体的な事業として、こちらは、私どもの障がい事業課のほうの事業でもあります、重度障がい

児等通所事業所特別支援事業補助金というものがありまして、児童発達支援事業や放課後等デイサ

ービス、日中一時支援を行う事業所に医療的ケアに要する経費の一部を助成するような補助金がご

ざいます。これも、具体的な関連する事業として、掲載していきたいなというのが次期計画の形と

なっています。

続きまして７ページ、子どもへの支援の充実、ご覧ください。ここはまず、１つ目の施策として、

就学前療育、教育の充実とあります。現状の課題としましては、生まれながらにして、あるいは幼

いとき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、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あり、

教育の意味は障がいのあるなしに関係なく同じです。今後、関係機関との連携を図り、早い時期か

らの適切なケアと地域療育に取り組みます。ということで、基本的な方法と取り組みとしては、地

域療育事業の充実というのはあげさせていただいております。

めくっていただきまして、こちら側の事業については、現在、調整中ですが、関連計画としては、

子ども・子育て支援事業計画が関連してくるかなということで進めております。

続きまして９ページ、２つ目の施策です。就学後療育、教育の充実。現状と課題としまして、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、地域で共に学ぶ環境を整え、

１人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善したり、克服したりしていくこと
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も必要です。そのために障がいのある児童、生徒が他の児童、生徒と一緒に事業に参加していると

いう意識が持てるように、個別の教育支援計画に基づき、特別の教育課程を組み、教育内容や方法

などに工夫しながら、指導の充実に努めていくとともに、乳幼児期から卒業後までの１人ひとりの

ライフステージに応じた適切な支援を行うことが大切です。また、特別支援学級や通級指導教室の

担当者、通常学級の担任、補助教員など教職員全体が障がいのある子ども及び障がい児教育に対す

る理解を深め障がい特性に配慮した教育を推進し支援体制の充実を図ります。としています。

基本的方向と取り組みとしては、１つ目に特別支援教育の充実、２つ目に教職員の資質、力量の

向上、３つ目に通級指導教室の充実、４つ目に福祉用具教材の充実、５つ目に学校設備、備品の改

良、６つ目に特別支援学校の通学支援、そして、７つ目こちらも新しく盛り込みました。放課後や

長期休暇中の支援の充実です。

この７つ目の放課後や長期休暇中の支援の充実というところは、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暇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ということで、やはり、就学後のお子さん

たちには必要な施策になるのかなと考えております。こちらは、関連施策、計画としましては、子

ども子育て支援事業計画で、教育委員会の教育ビジョンなんかも関係してくるとこかなと考えてお

ります。

３つ目の施策になります。就学進学相談の充実。11 ページです。現状と課題としまして、就学

期を迎えた障がいのある子どもや、新たな進路を選択する障がいのある子どもとその家族にとって、

教育機会の選択は、人生の大きな岐路の１つであり、さまざまな悩みを抱えてしまうこととなって

います。このため、子ども１人ひとりにとってよりよい選択ができるよう、またすべての子どもが

可能な限り地域の中で共に学び共に育まれる機会を得ることができるよう配慮しながら、本人や保

護者の希望を尊重し個々の障がいのある子どもの教育的ニーズに応じた相談体制の充実に取り組

みます。となっております。基本的な方向と取り組みとしては、１つ目に就学相談体制の充実、２

つ目に進路選択の充実としております。こちらの関連施策や計画としては、子ども・子育て支援事

業計画をあげさせていただきました。

そして 12 ページ。こちら先ほども最初にご説明しました新しく加わった項目です。ライフステ

ージを通じた支援の推進。現状の課題としまして、関連機関の連携をはかり、ライフステージを通

した一貫性のある支援システムを周知、充実していく必要があります。平成 26 年 10 月より「青

少年サポート事業」を開始し、発達障がいのある方や、発達障がいの疑いのある方の支援の充実を

図りました。今後も支援の拡充及び青年期までを対象とした幅広い支援を図ります。基本的方向と

取り組みとしては、連携態勢の強化。これは、福祉の担当部署もそうですし、教育委員会、児童発

達支援センター当事者団体、保護者会、基幹相談支援センターなど関係者による連携態勢の強化を

はかり、保育園・幼稚園から小中学校、高校へのスムーズな移行や、親と子のケア体制の充実など

支援体制の充実を推進します。また、こども発達センター、児童発達支援センターに移行しますが、

このセンターを中心にネットワークを構築し、市及び療育事業を実施する事業者、障がいのある人

との連携の強化に努めてまいりたいということをあげさせていただきました。

２つ目に、サポートファイルの活用の推進ということで障がいのある子どもや、障がいのある人

の特性に応じた個別支援計画を作成するとともに、障がいの特性や特徴、支援を記録し、支援者が

情報を共有するための「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に対応した一貫した支援を行います。

３つ目、発達障がい児支援体制の整備。ということで関係機関の連携を強化し、発達障がいに関
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する理解の促進や、学校その他関係機関との連携及び相談、療育体制など、発達障がいのある子ど

も、及び発達障がいのある人のライフステージに応じた支援体制について検討していきます。具体

的な事業としましては、１つ今、青少年サポート事業をあげさせていただいてますが、このほかに

もここにあがってくる事業を今、調整中でございます。こちらめくりまして関連施策、計画として

は、子ども・子育て支援事業計画がやはり関連する計画いうことで掲載しております。

次に、（３）の２編のほうの資料ご覧ください。こちらは、地域生活に必要なサービスの見込み

量や確保策を記載してある第２編障がい福祉計画となります。こちらについては、原則として、国

からだされた積算基準や現計画での実績などをもとに目標値などを記載しているものとなります。

冒頭に、サービスについての説明がありまして、障がい児支援の取り組みということで現状と課題

とございます。

実績を見ましたところ、児童発達支援は早期療育の観点から手帳を持ってない未就学児にも、浦

安市の健康増進課やこども発達センターの意見書により支給決定の対象としております。そのため、

見込みを大きく上回る実績がございました。また、放課後等デイサービスについては、日中一時支

援事業からの利用者の要望があったため、利用実績が伸びました。また、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に移行し、地域の中核となって障がい児支援に取り組ん

でいきます。また、同じく 26 年 10 月から実施した青少年サポート事業にて、発達障がい児への

支援の充実を図りました。続いてめくっていただきまして今後の取り組みとしまして、子ども子育

て支援事業計画と連携を図りながら、地域の中核である児童発達支援センターを中心として早期療

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障がい児に対する支援

の基盤体制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。ということで、こちらが２編となっております。

このあと皆さんから、ご意見をいただきまして、障がい者福祉計画策定委員会のほうに報告をし

ていく予定となりますので、ぜひ、特に新しく変えようと思っているところの案に対してですとか、

ご説明してきた中で、全体的に意見をいただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。

以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。今資料の３つ、１と２と３の説明をしていただきました。ま

ず初めに、A３の横向きの、障がい者計画施策推進の基本方針っていう大きなところで、まず、ご

質問・ご意見があればうかがっていきたいなと思います。

愛塲委員：お願いします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、愛場委員お願いします。

愛塲委員：はい、市川特別支援学校のコーディネーターの愛塲です。交流の推進というところで、その中身

を見させていただいて、学校での交流教育の推進というところと、地域の交流の推進というところ

に関わってくるんだと思うんですが、本校では今、浦安市さんのほうに居住地校交流ということで、

小中学校に本来、居住地を持っているお子さんが、何名かお世話になっているんですね。そういう

ところでは、やはり、本校でも共同学習というところと交流教育というところとありますので、た

ぶん県船さんも同じ状況だと思うんですけれども、そういうところでの、居住地校交流というとこ

ろの言葉をぜひ入れていただけるとありがたいなっていうふうに思っております。本校にも、たく

さん通われている方がいて、実際的には、保護者の方がかなりの負担を背負うような形のところも

あるので、なかなか推進と言いながらもできない状況もあったりもするんですけれども。その辺を

ちょっと入れていただけるとありがたいかなというふうに思いました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。事務局どうぞ。
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事務局：はい、ありがとうございます。ぜひ、盛り込んで行くことを検討したいなと思いますので、できま

したらあとで詳しく教えていただけると助かります。ありがとうございます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。今、文言の挿入のところでご意見いただきました。ほかにいかがでし

ょう。はい、加藤委員お願いします。

加藤委員：千葉コスモの加藤です。これは、現在の計画書のほうに、同じような文言で載ってるんですけれ

ども。そちらの 50 ページで、下から３番目の「保育所における」という記載と「幼稚園において

は、補助教員を配置し」という記載になっていて、前回の子育て支援新制度のほうで色々出てきて

いる関係もあって、保育園と幼稚園を選ぶときに、じゃあ幼稚園しか補助教員はないのかしらって

いうとらえられ方にならないんだろうかっていうことは、ちょっと疑問に思いました。実際に保育

園では加配の制度っていうのはあるんでしょうか。あるのなら、同じ表記にしたほうがいいかなと

思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：岡本委員、よろしいですか。

岡本委員：保育園もございますし、幼稚園も同じようにありますのでおっしゃる通り統一したほうがいいで

す。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。あと今、施策推進のこの大きな A３の資料に戻らせていただいて、今

子どもへの支援の充実という文言は、かえたところの右側に就学前、就学後、就学・進学、ライフ

ステージという順番で並んでいるんですけども。この辺の並びも、このままいってしまうかとは思

うんですけども。この辺の並び順とかはどうでしょうか。このままでよろしいでしょうか。今ライ

フステージのところの通じた支援の推進っていうのが、１番真下にきてるんですけれども。もし、

このあたりのところご意見がないようでしたら、また事務局のほうでということなりますね。

事務局：はい。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、今の資料１のほうは、また何かありましたら事務局のほうにということで。今度資

料２のほうに、今、加藤委員からもいただいたところなんですけども。資料２のホチキス止めのほ

うで、もし文言ですとか何か気になることがございましたら、ご意見として頂戴しておいて、また、

事務局のほうで検討するということができますので、もし何かお気づきの点があれば、仰ってくだ

さるとありがたいと思っております。いかがでしょうか。

松田委員：お願いします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、松田委員お願いします。

松田委員：明海南小学校の松田です。２点お願いします。まず１点目ですけれども、１ページ。理解と交流

の促進のところで先ほど愛塲委員のほうからも話が出ましたけれども。特別支援学校等との、居住

地校交流っていうところの、ぜひここにも具体的に入れていただければと思います。

もう１点は、11 ページです。11 ページの就学相談、真ん中ですね。就学相談体制の充実という

とこで、指導課のとこだと思うんですが、「就学相談員」っていう文言が使ってあるんですが、今

はこういう言い方していないんではないかなって、今のまなびサポート事業の前の事業のときはこ

ういう言い方をしていたかと思うんですが、ぜひ、指導課さんと連携を図っていただいて、先ほど

の居住地校交流もそうですけども、確認をお願いしたいと思います。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：事務局お願いします。

事務局：はい、ありがとうございます。指導課のほうと文言については、調整して確認いたしたいと思いま

す。あと、居住地校交流についても、ご意見いただきましたので、掲載したいと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。他は、いかがでしょうか。はい、藤田委員お願いします。

藤田委員：10 ページの特別支援学校の通学支援の通園のほうなんですけど。「市内への分校・分教室の設置
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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」というふうに書かれているんですけれども。本校とか市川さんへの、通学困難な生

徒に移動支援が毎日ついて、通学できるようになっていきたいって子がいるんですけど。そういっ

たことを指しているんでしょうか。移動支援を使ってということでしょうか。

事務局：事務局です。こちらは市で独自でバスを出している通学支援事業のことをさしますので、かつては、

船橋特別支援学校さんのほうにも通学支援させていただいたんですが、スクールバスが増便された

ということで終了になってますので、現在市川特別支援学校さんのみ、下校時週４回、バスを市で

出しております。ですので、船橋特別支援学校さんの表記は削ります。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、じゃあ、それでよろしくお願いします。他はいかがでしょうか。はい、竹谷委員お願い

します。

竹谷委員：はい。全部のページにまたがってきてしまうんですけれども。今回発達障がいに関して、結構ピ

ックアップして言葉が載っているんですけれども。医療的なケアが必要な子どもたちというのが、

５ページの、保健医療の充実というところでは、医療的ケア⑦番。先ほど事務局が読み上げてくだ

さった、「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」っていう表記がまず１点あり

ます。それから、次の７ページに行くと、全般の、総論のところの下から１・２・３・４っていう

ふうに書いてあるところに、「すべての子どもが共に学び、共に育つ環境」と「すべての子ども」

という表記がまずあります。それから、11 ページにいくと、就学進学相談の充実の中の基本的方

向と取り組みの①のところにも、上から４行目。「医療が連携をとり」という形で、ところどころ

医療が必要な子どもたちの表記っていうのは出されているんですけれども。就学後の支援中に、医

療的なケアが必要な子どもたちの受け入れについて、具体的にとれる文言っていうのが、何も入っ

てきていないんです。やはり、医療が必要な子どもたちは、在宅っていっていうような印象を受け

てしまうことが１つ。

それから、教職員の資質や力量の向上。９ページの②のところに書いてあるところには、「身体、

知的、重複障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、高次脳機能障がい等」というふうに書い

てあるところとかにも、医療的ケアが必要な障がい児っていう言葉っていうのは、ここの文言の中

には、１つも出てこないんですね。今やはり地域の中で医療的なケアが必要な子どもたちも地域の

学校で、学んでいくっていうことを望んでいる方たちもたくさんいて今後、学校生活の中にそうい

った子どもたちをどう受け入れていくかっていうのは、すごく大事な問題かなと思うので、１つは、

やはり医療的なケアが必要な障がい児っていった言葉を、この就学後の療育の充実の中に入れてほ

しいなと思います。

具体的にどこに入れるかっていうのは、ちょっと考えなくてはいけないんですが。たとえば、②

のところの力量の向上のところにも入れられるでしょうし、福祉用具教材の充実っていうところに

たとえば、医療的なケアが必要な子どもが入ったときに、どんなものが必要かっていうことも、表

記が必要かなと思いますし。ちょっと、そこのところが抜けてるような気がしますので、考えてい

ただきたいなっていうことをお願いしたいと思います。

事務局：医療的なケアの必要とするお子さんの表記は検討させていただきます。用具や福祉教材、教員の資

質向上というところは、教育委員会のほうときちんと調整させていただきたいと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいでしょうか。そういう形で進めます。ほか、いかがでしょうか。はい、立花委員お願

いします。

立花委員：はい、発達支援センターの立花でございます。２つ目の資料４の、２ページ目のところと３ペー

ジ目のところなんですが。医療型児童発達支援というのがあって、実績など書いてあるんですが、
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これは市内のどこの事業所のことをさすんでしょうか。

事務局：市外の事業所になります。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、市外の事業所ということでお願いします。それでは竹谷委員お願いします。

竹谷委員：３ページの、これは、私の認識があれだったら、教えていただきたいんですけれども。（１）の

障がいの早期発見・早期対応等の促進のところ、現状と課題のところで、「市と他機関との連携体

制を緊密なものとし、切れ目のない対応を図ります」って書いてあるんですが、この市と他機関っ

ていう他機関っていうのは、民間の事業所も含まれるという形でよろしいですか？

山本ﾘｰﾀﾞｰ：では、事務局のほうお願いします。

事務局：そのように考えています。

竹谷委員：現状いろいろなところでこれだけいろいろな事業所が増えてきて、本当に連携をとっていけると

いいなと思うところはたくさんあるんですが、実際今のところなんのそれが現実的なものとならな

い現状を感じておりますので、そこら辺がちょっと含まれるのであればいいかなと思います。

それと、９ページのこれは、ちょっと、前のその計画のときもこの表記なので、いいかなとは思

うんですけど。上から５行目のところに、「個別の教育支援計画に基づき、特別な教育課程を組み、

教育内容や方法などに工夫しながら、指導の充実に努めていくとともに」というふうに書いてある

んですけれども。これは、地域でともに学ぶ環境を整えっていったところに子どもたちの中で、障

がいのある子どもたちも、ともに学んでいくっていったところの表記かなと思うんですけれども。

この「特別な教育課程を組み」といったところが、なくてよいかなと思いました。「個別の教育支

援計画に基づき教育内容や方法などに工夫しながら」といった表記でいいかなとちょっと感じまし

たので、意見として述べたい思います。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：特別支援学級のことになってくるんですけど、ここに、１人ひとりに応じた教育課程を組むっ

ていうそういうニュアンスで、個別と特別というところが、ちょっと、ひっかかられているのかな

と思いますので、そこの文言は、少し検討していきたいと思います。よろしいでしょうか。小田委

員お願いします。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：発達わんぱく会の小田でございます。竹谷さんと同じ３ページの、保健医療の充実の、障が

いの早期発見・早期対応等の促進というところでまさに、市と他機関の連携体制こそ、早期発見に

は重要だと思っています。その中でこの②ですね。下のほうの②の療育等障がいの早期対応の促進

の前段の４行が、他機関の連携なく、市だけで完結するみたいに書かれていて、１歳半健診で、保

健師の方が発見し、のびのびにつなげ、発達センターにつなげるっていう。

確かにそういう方も多いですけども。やっぱり、そうじゃない方もたくさんいて、実際は１歳半

健診で、保健師が気になるなと思っても、お母さんがそれに気づかなかったり、気づいてもなかな

か受け入れられなかったりすると、地域の発達支援センターとか、社協さんとか、民生委員さんが

やってる子育て広場みたいなとことか。NPO とかボランティアがやってるところなんかにみんな

通いながら、結構時間かけて少しずつ、はっきりつながってくっていうのが実際だと思いますので、

こども発達センターもセンター化することでそちらの、地域機関の訪問支援なので、そういう地域

の子育て支援をしてるところから発達障がいに関する、理解を促してくっていうのが、方向かなと

今思いますので、この文章だと、地域の連携を全くうけないので、それぜひ検討いただけたらなと

思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、事務局お願いします。

事務局：検討します。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、では西田委員お願いします。
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西田委員：はい、基幹相談の西田です。５ページの保健医療の充実の１番最初。現状と課題のところの、こ

れは書きぶりなんだと思うんですけれども。「障がいのある人にとって医療とは、障がいの原因に

なっている疾病そのものの治療・軽減を図るためのものと一般的な医療という２つの側面がありま

す」っていう書き方が、今本当に、障がいのある人で、胃ろうですとか、気管切開とか、そこまで

もいかなくてもとういう方もいますし。それから、人工呼吸器使って、在宅で生活する人もいる中

で、この２つではなく、その人が生きている上で必要な医療なんですよね。ただ、治療の軽減でも

ないし、一般的な医療でもないっていう、うまく浮かばないんですけど、書きぶりをもう少し、変

えていただければなっていうふうに思いました。

それから、このページの方向性とか事業っていうのは、障がい事業課ですとか健康増進課からも

また出てくると思うんですけれども。⑦の医療的なケアの実施の事業者の充実っていうところでは、

通所のことを今やっているのでここに書かれているっていうのは、わかるんですけれども。やはり、

医療機器につながれている子どもたちって通所には行けなかったりとか、なかなか出るのはものす

ごく大変だったりするときに今、福祉のほうでは、喀痰吸引の研修とかあって、介護職がそれをで

きるようになっていて、そのヘルパーの派遣ですとかも、あるわけなので、そういうこともきちん

と明記していただきたいなっていうふうに思いました。

それから、先ほど竹谷委員のこととちょっと被るかもしれないんですけれども。やはり障がいの

特性に配慮した教育っていうところでは、特別支援学級とかでは、医療的なケアをやられているん

でしょうか。そこら辺がきっと書かれてないのは、やられてないからなのかなとか思うと、今回書

けないのか、どういうふうにその方向性とか。たとえば、目標とかっていうのを、伝えていけるの

かなと思ったんですけれども。その辺、大丈夫なんですか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：現状は、やっていないっていうのが現状ですね。

西田委員：そうするとこの計画の場合は、どんなふうにたとえば、皆さん委員さんですとか、その当事者の

人たちからのいろんな要望とか方向性に組み込むか組み込まないかは、計画の策定委員会で話し合

われるっていう理解で、よろしいですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。現状ですとか課題ですとかも、理解、把握してるつもりですが、あと、

実際にその事業実施している今、学校の職員体制といったものがありますので、それらの課題を踏

まえてどのような計画ということを教育委員会でよく調整して計画策定委員会の中で示していき

たいと思います。また、３回目のこども部会でもぜひ、今後の状況をお伝えしていきたいと思いま

すので、しばらく時間をいただきたいと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは資料２のほうはいかがでしょうか。先ほどの立花委員から資料３についてご意見１つ

いただいたんですけども、資料３のほうはいかがでしょうか。はい、お願いします。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞ ：ー発達わんぱく会の小田でございます。３ページの見込み量のところで２つ質問がありまして、

１つは児童発達支援事業の見込みはすごく増えているように思うのは、これもこども発達センター

がセンター化することで、個別療育も行えそうで、なんかそういうのがあるんでしょうか。

この根拠が知りたいのが１つと、もう１つ保育所等訪問支援事業の回数が８回で、実人数が 15 回

っていうのが、回数のほうが少ないのが、ぴんと来ないのでちょっと言葉の定義を教えてください、

お願いします。

事務局：事務局です。児童発達支援の伸びについては、今までの伸び率というところと、お子さんが今後増

えていくだろうというところで、見込んでおります。

保育所等訪問については、本市の実績もまだ数がそこまですごく多くはないので、実際年間１人

６回ぐらいの利用というのが、今までの実績のところで見えてきましたので、１人６回という想定
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をすると、こういうような数になります。ちょっとわかりづらくて申し訳ないです。

（事務局注：保育所等訪問支援の月当たりの実人数に誤りがありました。今後の見込み量について

は、月当たり実人数８人、回数についても月８回と訂正させていただきました。）

小田委員：わかりました。

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。それでは、議題等の障がい者福祉計画策

定については、これで終わらせていただきます。

続きまして、前回の部会では障がい者福祉計画が子ども・子育て支援法に基づいて、子ども・子

育て支援事業計画と調和の取れたものにしていくっていう国からの基本方針のポイントが出され

たということをお伝えしたところです。

本日は、子ども・子育て支援事業計画を担当しておりますこども家庭課に、事務局に入っていた

だいておりますので、子ども・子育て支援事業計画の進捗状況と計画概要をし、主に障がい児の支

援の部分について説明をしていただきたいと思っております。まあ、これに関しては、本日は参考

ということで、示していただくということで、皆さんお聞きいただければと思っております。よろ

しくお願いいたします。

事務局：こども家庭課の山田と申します。よろしくお願いいたします。それでは私のほうから、今つくって

います子ども・子育て支援に関する計画について進捗状況等を説明させていただきます。この計画

につきましては、平成 24 年８月に制定されました子ども・子育て支援法第 61 条で、国が定める「基

本指針」に即しまして、各市町村で５年を１期とする計画の策定が義務付けられております。

浦安市では、昨年度より子ども・子育て会議を設置いたしまして、平成 27 年度からスタートし

ます計画の策定を現在進めているところです。

まず、計画全体の構成イメージですが本日お配りさせていただいております、議題４資料（４）

を見ていただきたいと思います。まず、計画全体の構成イメージですが、この計画は第３章の基本

理念や第４章の重点施策などのほかに第５章の国から必須記載事項と定められております幼児期

の教育・保育などの提供区域の設定や量の見込み、確保内容等、また第６章に掲載していきます、

子ども・子育て支援関連事業といった市町村で任意で記載する事項を中心に構成しております。

この計画策定の進捗としましては、昨年度、ニーズ調査ですとか、グループヒアリング、現行計

画であります子育て支援総合計画の評価をおこなったところです。

これらを踏まえまして、第３章の基本理念や第５章の必須記載事項である量の見込み、また第６

章の子ども・子育て支援関連事業の施策体系などにつきまして、子ども・子育て会議で議論をいた

しまして、ご了承いただいているところです。

障がいのあるお子さんへの支援につきましては、この計画の中では、第６章の具体的な事業など

を掲載するところと、あとは第５章の任意記載事項のところで掲載していく考えでおります。

次に、この資料の裏面のほうをご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては、この計画

の第６章の施策体系となります。今回、子どもの計画につきましては、妊娠期から出産・子育てに

わたる切れ目のない支援を進めるといった視点で、施策体系をライフステージごとにつくっており

ます。

特に、障がいのあるお子さんへの支援につきましては、施策の方向性４、すべての家庭が安心と

ゆとりを持てる子育て支援の充実の基本施策（１）、障がいのある子どもや特別な支援が必要な子

どもへの支援の充実といったところに記載していく予定です。こちらにつきましては、現在のとこ

ろまだ具体的な事業例ということで記載しておりますけれども、たとえば、サポートファイルの活

用などを行います障がい者福祉推進事業や、児童発達支援センターの充実、また、特別支援教育の
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推進、青少年サポート事業、こういった事業を展開していくことを想定しております。

ただ、現在、障がい事業課も含めまして、全庁的に掲載する事業内容ですとか、新規事業がない

かどうか調査を行っているところですので、その状況を踏まえまして、修正して、再度次回の子ど

も子育て会議に示していく予定としております。

この第６章の施策の方向性や事業内容につきましては、障がい福祉計画を含めまして、各分野ご

との計画との整合性を図りながら、今後も進めていく予定としております。以上が、進捗状況とい

うことで簡単に報告させていただきました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。今の計画との連携をしながら、こちらのほうも進めていきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、最後に議題のその他ということで、小田

さんには及び事務局から連絡がありますので、お願いいたします。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞ ：ー発達わんぱく会の小田でございます。浦安市の事業なんですけども、私どもの NPO 法人が、

事務部分の委託を受けておりまして、こういったチラシをつくったりというような作業を進めてま

す。

今回第６回目になります浦安市発達支援セミナーですけども、日程と、講師が決まりました。い

つもよりちょっと遅いんですけども、１月 30 日金曜日の６時から Wave で開催します。講師が月

森久江先生になります。発達支援セミナーですが、発達障がいあるいは、その疑いのあるお子さん

に対する、お子さんが地域で暮らしやすくなるような、まあ、そういう形の、地域の啓蒙活動とい

う意味のセミナーなんですけども。今回は小１プロブレムあるいは中１ギャップという言葉をつく

られた月森先生に来ていただきまして、幼児から小学生あと、中学に至るにあたるお子さんの困り

感に関して、具体的な話をしていただく予定でおります。

また、近くなりましたら皆さんに、定員 200 人ですので、宣伝活動をお願いすると思います。

なお、このチラシ、これはまだ第２項で、たぶん、第３項、第４項になりますので、内容や見え方

とか結構変わると思いますので、これはこの場限りにしてもらって、一応、日にちと場所と講師だ

けの情報として皆さんまでお伝えできたらと思います。以上になります。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。じゃあ、続きまして事務局より連絡をお願いします。

事務局：前回の部会でも、最後の連絡のところでお伝えしたんですが、８月７日に、２、３年の教員研修会

というのがございまして、青少年サポート事業を受託しましたこども未来共生会の理事長である中

島理事長に、発達支援の必要な子どもの理解と支援クラスでの配慮と具体的な支援についてという

ことで１時間という短い時間だったんですが、講演をしていただきました。

その実績の報告としまして、幼稚園の先生３名、小学校の先生 21 名、中学校の先生 20 名が参

加いたしました。１時間という短い時間だったんですけども、発達障がいを含むユニバーサルデザ

インといった観点でたくさんよい感想があがってまいりましたので、３つほど紹介させていただき

たいと思います。

「発達支援を要する児童という見方だけでなく、すべての児童が暮らしやすい学級づくりを目指

すことが、心のユニバーサルデザインにつながるのだと強く感じました。自分のクラスにいる児童

１人ひとりを思い浮かべながら、今からでもできる手立てをしていきたいと思いました。」

「気になる子の背景をしっかり知り、情報を収集することが大切だと感じました。支援が必要な

子の生きづらさを知り、クラス全体で支援することにより、すべての子に優しい学級経営ができる

と思いました。今後のこういうときは、教材研究に生かしていきたいです。」

「支援を要する生徒は手がかかるのではなく、困っているのだととらえることで、こちらの気持

ちも軽くなると感じた。投げかける言葉を少し変えるだけで、生徒の心を救えると知り、しっかり
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意識していきたいと思う。すべての子どもの自己肯定感を高められるように、２学期から努めてい

こうと向上心がわいた。」

このような良かったといった声を複数いただいておりますので、少しでもこのように教員の皆様

にも、発達障がい、障がいのある方への理解というところが広がっていくといいなと感じておりま

す。

２点目です。これまで、皆さんにサポートファイルを、拡大して配布をしていきたいということ

で、説明をしてきたんですけども、今度 10 月３日に開かれる相談支援実務者会議で、サポートフ

ァイルの内容を説明いたしまして、今後、事業所のほうにいくつか置いていただくことにいたしま

す。これによっておそらく、なかなかサポートファイルを手にすることもなかった方も、相談を通

してサポートファイルを入手する機会ができるかと考えております。

あと、本日の配布資料３つ目です。こども部会の通知等の送付についてという A４の本日付の資

料があります。こちらも年度の途中で、部会２回目にあたりまして、なんですけども、連絡確認事

項等の迅速な提供と利便性等を考慮して、こども部会の通知等をメールでご提供することを検討し

ております。

メールで提供する内容としては、開催案内。１か月前に次の部会の開催はいついつですといった

通知を出させていただいていますが、A４の紙１枚のものになりますので、この開催通知ですとか、

このあと今日の部会１か月後ぐらいにですね、議事録を皆さんにまたお送りさせていただいてまし

て、修正がありましたらお返しくださいということで、返事をさせていただいてますが、この議事

録をメールで配信させていただければな思っております。

あとはその他軽微な確認事項、連絡事項等のですね、迅速にというところで提案できたらなと思

うんですが。事前配布資料については、どうしてもボリュームもありますので、そこについては今

まで通り紙で、開催の１週間前ほどにお送りしたいなとは思っているんですが、この趣旨にご賛同

いただける方につきましては、おそれいりますが９月 18 日までに、こちらの障がい事業課のメー

ルアドレスのほうにご連絡いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

最後になります。こども部会の次回の日程ですが、12 月４日 13 時半から、文化会館の中会議室

になります。ご予定のほう空けていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上

です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。今日、議題５つあったんですけれども、４番目の障がい者福祉計画

策定に関しましては、たくさんのご意見をいただきましたので、今後事務局のほうに持ち帰りまし

て、作業のほう進めていきたいと思います。それではこれをもちまして第２回こども部会を終了い

たします。本日はお忙しい中、本当にありがとうございました。終了いたします。



平成 26 年９月９日（火）

午後１時 30 分～午後３時 30 分

消防本部 多目的ホール

平成 26 年度浦安市自立支援協議会第２回こども部会

１．開会

２．議題

（１）まなびサポート事業の実施状況報告

（２）こども発達センターの事業について

（３）青少年サポート事業の概要について

（４）障がい者福祉計画の策定について

（５）その他

３．閉会



議題１資料

まなびサポート事業実施状況報告（平成 26 年度 1 学期）

教育研究センター

１．通級「あけなん」について

今年度、明海南小学校に通級「あけなん」が開設された。通級指導担当者とまなびサ

ポートで相談しながら備品整備を行い、環境整備を進めるとともに、まなびサポート相

談員が教室に行き、通級指導担当者に助言を行ってきた。

また、南小学校と本年度開校した高洲中学校に特別支援学級が新設されている。

２．就学相談について

６月に「就学説明・相談会」を開催した。今年度も、午前は未就学児（新小１）保護者、午後は

小学校6年生（新中１）保護者と対象を分けて実施した。参加者は、未就学の保護者8名と、小

学 6年生の保護者 8名であった。就学相談の初回には保護者に就学までの主な流れを明示し、

就学決定までの日程等への周知を図った。また、希望者には、小・中学校の協力のもと、学区

の特別支援学校の案内を行った。

7 月末までの就学相談の申し込み件数は 49 件、就学相談の回数は 61回であった。12 月に

は就学先が決定していくよう、関係機関と連携しながら継続した就学相談を丁寧に進めていく。

３．相談活動について

まなびサポート事業の相談活動で対応した件数は、全部で 323 件であった。そのうち、個別

相談を行ったのは、129 件で、同じく訪問相談を行ったのは、304 件であった。

（１）個別相談について

保護者からの要請により、個別相談を行っている。相談内容で最も多いものは「発達全般」で

あり、以下「行動面」「対人関係」と続く。

（２）訪問相談について

園・学校からの要請により、訪問相談を行っている。保育や授業等の参観を行い、それをふ

まえて園・学校の教職員、場合によっては保護者も交えた面談を行っている。相談内容で最も

多いものは「行動面」であり、以下「発達全般」「対人関係」と続く。

４．特別支援教育の啓発について

今年度は指導課と連携して、市内の全小・中学校に出向き、「まなびサポート研修会」（6 月

～10 月）を実施している。「まなびサポート事業について」と「インクルーシブ教育システム構築

に向けて～すべての子どものための教育～」がテーマとなっている。インクルーシブ教育システ

ム構築に向けてでは、各校で行われている子どもに分かりやすい工夫を写真で紹介しながら、

だれにも優しい、どの子もわかる授業づくりについて、説明を行い、市内の全職員の意識の向

上を図っている。



議題２資料（１）

1

平成 26 年 9 月作成

児童発達支援センターの開設について

こども発達センターは、平成 26 年 10 月 1 日より、児童福祉法上の児童福祉

施設の一つに定められる「児童発達支援センター」に移行します。

この児童発達支援センター化によって変わる役割や具体的な取り組み内容等

について、下記の通り概要をご説明いたします。

記

１．児童発達支援センターの役割等

地域療育の中核施設としての役割を担うもので、大別して次の二つの事業・

機能を果たすことが期待されている。

(1)児童発達支援事業：法定通所支援事業の一つで、療育専門職等を配置した施

設の専門性を生かし、主に施設利用者に対する直接的な療育サービス（発達支

援）の提供を行うこと。

(2)地域支援事業（機能）： 地域で支援を必要としているすべての子どもとその

家族、子どもたちの日常生活に関わる全ての支援機関（保育園・幼稚園・小中

学校・療育事業所等）に対する支援を行うこと。とりわけ以下の二事業は、利

用者の利便性の観点等から原則センターに横づけて実施すること。

①保育所等訪問支援事業：法定通所支援事業の一つで、子どもたちの日常生活

の場（保育園等）に療育の専門職が出向き、現場での直接・間接の発達支援を

行う。（保護者との契約に基づく個別給付として実施）

②相談支援事業：介護保険制度におけるケアプランと同様、障がい児支援にお

いても、通所支援を利用する前に、個々のニーズに応じた支援の質と量を計画

する相談支援を前置きすること。

２．児童発達支援センターとしての新たなセンター運営方針等

国が示した前述の児童発達支援センターの役割に照らし、まず当センターの

運営方針を下記の通り見直すこととした。

従来：「こども発達センター利用児に対する直接的な発達支援と利用児に関わる

関係者・機関に対する支援」
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センター移行後：「センター利用児のみならず、地域で支援を必要としているす

べての子どもと子どもに関わるすべての関係者・機関に対する支援」

３．新たなセンター運営方針に基づく具体的な取り組み内容等

従来、公共療育施設として当センターで実施してきた事業・取り組みは、児

童発達支援センターに求められる機能や役割と基本的には整合のとれていたも

のと認識している。従って、児童発達支援センター化以後も、基本的には既存

事業を継続実施していく考えである。しかし、制度で求められる未着手事業や

支援の対象を「センター利用児」から「地域で支援を必要としているすべての

子ども」へと拡大・変更したこと等に伴い、新規事業への着手や一部事業の見

直し等を行ったところである。

ここでは、新規に着手する事業・一部見直し等を行った事業等について説明

を行う。

(1)新規に着手する事業

①保育所等訪問支援事業：今年度はセンター利用の未就学児を対象に実施予定。

②児童発達支援における給食サービスの提供：「食育の重要性」の観点から、児

童発達支援センターに課された必須の取り組みで、当面外部の給食業者からの

搬入で実施予定。

③一般（基本）相談事業：従来の「こども発達センターの利用を前提とした、

通所支援事業に組み込まれた初回面接」を「当センターの利用を前提としない、

通所支援事業に前置きした重層的なコーディネート機能を持つ相談」を新設。

(2)見直し・拡充等

①機関支援事業：従来、当センターの利用児が所属する市内の保育園・幼稚園

からの支援の要請には、基本「巡回相談」で対応してきたが、制度への新たな

対応としてセンター利用児のみならず、園で支援を必要としてる子どもたちの

支援として「地域機関電話相談」及び「地域機関訪問相談」を見直し・実施。

②地域支援研修：従来、地域療育力の向上を目的に、年 1 回、主に園関係者を

対象とした研修会を実施してきたが、今後は地域機関支援の観点から、頻度お

よび対象を拡大した実施を検討。

(3)見直し・整理

①個別療育事業：センター最大の事業であるが、今後は、民間事業所（給付対

象）や青少年サポート（学齢発達障がい）との役割分担を検討。
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事業体系図

浦安市こども発達センター

（児童発達支援センター）

《児童発達支援》

◎児童発達支援事業（にじいろ）

〈法定既存・一部拡充〉

≪地域支援≫

◎保育所等訪問事業

〈法定新規〉

《相談支援》

○一般相談事業 ・こども発達相談

〈単独新規〉

・専門相談

◎計画相談 ・障害児支援利用計画

〈法定既存〉

・継続障害児支援利用計画

市の単独事業

○個別療育事業 〈既存継続〉

（個別訓練・グループ療育）

○医師相談・指導事業

〈既存継続〉

・小児神経相談

・運動発達相談

・摂食指導

○健診事業 〈既存継続〉

（児童発達支援利用児対象）

○同伴児保育事業

〈既存継続〉

○機関支援事業

〈既存見直し・拡充〉

○その他事業 〈既存継続〉
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平成 25 年度

こども発達センター概要
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平成 25 年度こども発達センター概要

１．事業方針

こども発達センターでは、「心身の発達に遅れや心配のある子どもたちが、将来地域

の中で自立（自己決定・自己選択）していける基盤づくり」を療育目標に揚げています。

この目標を達成するために、①子どもへの発達支援、②家族への支援、③地域の中で

支えていくための支援、という３つの視点（三層構造）に立った支援体制の整備・充実

を進めているところです。

中でも、将来の自立した姿を思い描いたとき、子どもへの直接的な発達支援という視

点が、センターのあらゆる取り組みの基軸にあるべきものと考えています。

２．組織体系

社会福祉課

障がい福祉課

障がい事業課 こども発達センター・その他出先機関 1 ヶ所

健康福祉部 高齢者支援課

介護保険課 出先機関 1 ヶ所

健康増進課

国民健康保険課
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３．職員体制（平成 25 年３月末現在）

職 種 人数 業務内容

所長 常勤 1 名 総合的な管理

副所長 常勤 1 名
センター利用インテーク、児童発達支援契約、

総合的な管理

看護室

看護師
常勤 1 名 安全衛生管理、健診業務、Ｄｒ.連絡、

センター利用児医療情報管理、

児童発達支援にじいろ、医療的ケア非常勤 1 名

相談支援室

社会福祉士
常勤 2 名 相談支援、サポートファイルの配布、啓発活動

心理室

療育相談員

常勤 1 名 個別相談・指導・評価、児童発達支援にじいろ、

小学生グループ非常勤 6.25 名

ＳＴ室

言語聴覚士

常勤 2 名 個別訓練・評価、児童発達支援にじいろ、

小学生グループ非常勤 4.55 名

ＰＴ室

理学療法士

常勤 2 名
個別訓練・評価、児童発達支援にじいろ

非常勤 0.8 名

ＯＴ室

作業療法士

常勤 2 名 個別訓練・評価、児童発達支援にじいろ、

小学生グループ非常勤 3.2 名

保育室

保育士
常勤 8 名 児童発達支援にじいろ、同伴児保育、

小学生グループ、

特別巡回相談（保育所等訪問支援モデル事業）非常勤 5 名

事務
常勤 1 名 センター管理業務

児童発達支援にじいろ・相談支援関係の事務等非常勤 2 名

療育グループ

専門員
非常勤 0.3 名 各種グループ運営サポート

※非常勤職員数は、週５日勤務者を１人として、全職員一人ひとりの週当たり実勤務日

数を除した人数。
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４．事業体系

外来部門 個別相談・訓練

グループ療育事業

・小学生グループ

・造形グループ（委託事業）

通園部門 児童発達支援

・グループ療育（親子・単独）

・送迎サービス

・その他各種行事等

こども発達センター

・同伴児保育

・巡回相談

・特別巡回相談

その他サービス （保育所等訪問支援モデル事業）

・併用機関訪問

・小児神経相談

・運動発達相談

・摂食指導

・発達支援コーディネート事業

発達支援推進事業 ・サポートファイルの普及啓発

・障がい児支援利用計画書等の作成
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５．こども発達センターの計画的支援と検査について（療育の流れ）

こども発達センターでは、療育の質の安定を目指し、下図のような流れにのっとって

療育支援を行うよう努力しています。

こども発達センターでは、療育の質の安定を目指し、下図のような流れにのっとって

療育支援を行うよう努力しています。

＊
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６
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の
療
育
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療育の流れ

※ 検査について

検査は、障がいの有無を特定するものではありません。お子さんの特

徴を客観的に捉えるための一つの方法です。「何ができた、できない」

ということではなく、例えば「できないのはどうしてか」「見守って

いればよいのか」「どんなことが得意か」「どのように教えていくと、

お子さんに分かりやすいか」といったことを知る手掛かりになりま

す。
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６．こども発達センター利用登録者数内訳

利用登録人数 825 人

24 年度より継続 614 人

25 年度新規 211 人

25 年度内終了 185 人

終

了

理

由

主訴解消 42 人

主訴軽減 81 人

転 居 25 人

相談者の都合 17 人

個別相談 1 年利用なし 6 人

18 歳到達 2 人

他機関紹介 12 人

26 年度への継続 639 人

７．こども発達センター登録児の年齢別人数と手帳保持状況

年齢 登録人数
身体障害者

手帳保持人数

療育手帳

保持人数

うち両方

保持人数

手帳保持

人数合計

0～3 歳 226 人 14 人 15 人 2 人 27 人

4～5 歳 248 人 10 人 18 人 2 人 26 人

6～11 歳 304 人 20 人 50 人 5 人 65 人

12～14 歳 24 人 4 人 10 人 1 人 13 人

15～17 歳 22 人 10 人 4 人 2 人 12 人

18 歳 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人

合計 825 人 59 人 98 人 13 人 144 人
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発達支援実績

１．インテーク事業

①年間実施回数 211 件

②インテーク実施ケース紹介経路別分類

市役所（健康増進課） 53

広報・冊子・ＨＰ 37

園・学校 51

教育委員会 6

医療機関 8

他療育相談機関 15

きょうだい・親戚 12

再来 6

知人 15

こども発達センター内 0

その他（不明も含む） 8

計 211

２．平成 25 年度外来部門利用状況

実 件 数 相談・指導延人数

685 件 延 8,330 人

個別相談延件数 巡回相談延件数 個別相談延回数 巡回相談延回数

1,034 111 8,193 137
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３．平成 25 年度事業実績

（１）個別相談・指導について

①年齢別・室別個別相談件数

年齢 心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 計

０～３歳 123 32 32 32 219

４～５歳 134 126 9 98 367

６～11 歳 131 131 19 120 401

12～14 歳 9 9 1 2 21

15～17 歳 8 3 10 4 25

18 歳 0 0 1 0 1

合計 405 301 72 256 1,034

②主訴別・室別分類

主訴 心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 計

発達の遅れ 143 78 23 94 338

ことばの遅れ 99 83 7 43 232

運動発達の問題 23 15 42 41 121

社会性の発達の問題 94 15 0 36 145

注意・集中の問題 11 3 0 10 24

聞こえが悪い 0 2 0 0 2

くせ・習慣 10 17 0 3 30

発音が悪い 18 85 0 22 125

子育ての悩み 2 0 0 3 5

園・学校での問題 4 0 0 2 6

摂食指導を受けたい 0 3 0 1 4

その他 1 0 0 1 2

計 405 301 72 256 1,034
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③所属別・室別分類

所属 心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 計

無所属（就学前） 53 16 22 19 110

保育園 86 37 10 34 167

幼稚園 113 103 5 73 294

小学校通常学級 105 85 10 85 285

小学校特別支援学級 26 42 7 31 106

特別支援学校小学部 4 5 6 8 23

中学校通常学級 2 3 1 1 7

中学校特別支援学級 6 6 0 1 13

特別支援学校中学部 1 1 0 0 2

高校通常学級 4 1 1 0 6

特別支援学校高等部 4 2 10 4 20

その他 1 0 0 0 1

計 405 301 72 256 1,034

（２）グループ療育事業

①小学生グループ

・25 年度実績 1 グループで計 10 回、体験を 1 回実施した。

・利用児数 実数 4 人 延 41 人

・利用保護者数 実数 4 人 延 41 人

②造形グループ（委託事業）

・25 年度実績 年間 9 回実施した。

・利用児数 実数 10 人 延 79 人
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（３）土曜相談利用実績

①土曜申請人数 136 人

②相談件数

相談日数 出席人数 延べ人数

22 101 1,036

③年齢別内訳

年齢 登録人数 出席人数

０～３歳 27 22

４～５歳 49 39

６～１１歳 56 37

１２～１４歳 1 1

１５～１７歳 3 2

合計 136 101

④申請理由内訳

なし 共働き 一人親

0 121 15
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通園部門実績

１．平成 25 年度児童発達支援事業等通所状況

（１）年間通所状況

通所児実数 通所児延数 保護者実数 保護者延数
利用児内訳

男 女 新入園 継続

54 4,627 27 1,445 36 18 19 35

＊市の単独事業（家族通園、歯科健診、行事等）を含む

（２）年齢区分

年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

人数 0 0 14 13 15 12 54

（３）障がいの種類

知的障がい 34

言語発達障がい 0

肢体不自由 8

重症心身障がい 4

発達障がい 7

家庭環境 0

情緒の障がい 0

聴覚障がい 1

その他 0

計 54

（４）個別相談・巡回相談実績

心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 保育室 合計

個別相談 162 262 254 444 268 1,390

巡回相談 1 0 4 3 4 12

（５）利用者送迎サービス実施状況

運行日数 運行回数 利用延人数

232 日 860 回 7,897 人
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（６）その他各種行事等実施状況

行事名

保護者会（年間 2 回）

家族通園（年間 3 回）

家族お楽しみ会（年間 3 回）

はばたけ会（年間 1 回）

歯科健診（年間 2 回）

小児科健診（年間 2 回）
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その他サービス実績等

（１）同伴児保育実績

日数 延利用児数 延利用時間数

266 日 3,044 件 3,858.5 時間

（２）関係機関支援

①巡回相談

心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 合計

80 18 12 27 137

②特別巡回相談（保育所等訪問支援モデル事業） 10 件

③併用機関訪問

・実施期間 6/27～11/25 の間 延べ計 13 日

・実施園 市立幼稚園 3 園

私立幼稚園 3 園

公設公営保育園 1 園

認可外保育施設 6 園

計 13 園

・対象児 年長児 7 人

年中児 3 人

年少児 4 人

２歳児 3 人

計 17 人

・訪問職員 常勤職員 1 人

非常勤職員 8 人

計 9 人
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（３）その他の相談・指導実績

①小児神経相談

・25 年度実績 原則として、毎月第 1 水曜日（年間 10 回実施）

・延相談者数 30 人

②運動発達相談

・25 年度実績 原則として、毎月第 4 木曜日（年間 8 回実施）

・延相談者数 11 人

③摂食指導

・25 年度実績 原則として、毎月第 1・3 水曜日、第 2 木曜日（年間 36 回実施）

・延相談者数 105 人

（４）保護者支援事業（各年１回実施）

①就園説明会

・参加者数 保護者 14 人 同伴児 5 人

②就学説明会

・参加者数 保護者 32 人 同伴児 14 人

（５）センター内会議

①全体会議 12 回実施

②運営会議 45 回実施

③インテーク会議 50 回実施

④支援検討会議 12 回実施

⑤療育室長会議 50 回実施

⑥インテーク後経過確認会議 50 回実施

⑦個別支援報告会議 50 回実施

⑧室会議

各室週 1 回実施
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⑨児童発達支援グループ会議

各グループ月 1 回実施

⑩ワーキンググループ

・地域支援

・ケース会議

・巡回相談

・センター内文書見直し

・システムマニュアル改修・見直し

（６）センター内研修

①言語スーパーヴィジョン 9 回実施

②心理スーパーヴィジョン 9 回実施

③機能スーパーヴィジョン 3 回実施

④発達支援コンサルテーション 5 回実施

⑤事業運営・管理コンサルテーション 1 回実施
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発達支援推進事業実績

１．発達支援コーディネート事業

乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対する一貫した支援体制の構築を目

的とし、こども発達センター（通園）を利用している児童が幼稚園・保育園へ入園する

際に、情報提供や支援方法の検討など個別の移行支援を行いました。

・実施児童数 7 人

２．サポートファイルの普及啓発

各関係機関が策定する個別支援計画の推進を図るとともに、個別支援計画の策定や支

援の引き継ぎ、また福祉サービスの利用等に必要な情報ツールとして、子どもに関する

情報と支援内容等を記録するシートや各ライフステージに作成した個別支援計画等を

保管するためのサポートファイルを作成し、希望する保護者に配布しました。

・配布数 109 冊

３．障害児支援利用計画書等の作成

障がい児が通所支援事業や居宅介護サービスを利用できるよう、障がい児支援利用計

画書等の作成を行いました。また、一度作成した後においても定期的に状況を把握し、

必要に応じてモニタリング報告書の作成や利用計画書の再作成を行いました。

・新規・再作成ケース 72 件

・継続ケース 128 件

４．「第 5 回浦安市発達支援セミナー」開催（委託事業）

日時：平成 25 年 11 月 29 日（金）午後 6 時～8 時

場所：市民プラザＷａｖｅ101 大ホール

テーマ：「クラスで気になる子のふわっとサポート」

～子どもの見方を変えて味方になろう～

講師：阿部 利彦氏

参加者数：232 人



議題３資料

青少年サポート事業の概要について

（８月 26 日プレスリリース内容）

発達障がいのある方や発達障がいの疑いのある方に向け、専門性の高い相談や療育支

援を行う「浦安市青少年サポート事業」を、10 月から開始します。

対象は、小学生から概ね 25 歳までの発達障がいの方と発達障がいの疑いある方です。

この事業の実施により、小学生や中高生などの対象者にとって、放課後や学校休業日

等に専門的な相談や療育支援を受ける機会が拡大すると考えています。

■業務委託先

一般社団法人こども未来共生会

■所在地

浦安市北栄三丁目 9 番 16 号 1 階

■事業内容

療育支援（個別・グループを通じたソーシャルスキルトレーニング、学習支援など）

交流事業（集団遊び、親子遊び、高学年、中学生、高校生、大人へのデイケアなど）

相談支援（対象児者への相談支援）

地域支援（機関訪問支援、就労支援、研修、連携会議など）



 

 

一人ひとりにあった方法をみつけながら、 

良さを伸ばし、生きづらさを解消していく場所です。 

笑顔と希望の為に今できる事を一緒に考えます。 
 

みんなちがって、みんないい 

 浦安市青少年サポート事業 

そらいろルーム 

見学はいつでも可能です。気軽にご連絡ください。 
 

一般社団法人 こども未来共生会 

うらやす・そらいろルーム 
〒279-0002 浦安市北栄３－９－１６（リバーリッチ第２川富１F） 

TEL/FAX. 047-316-1159 
E-mail  u-seisyounen@soracolor.org 
営業日/月曜日―土曜日 サービス提供時間/９：００―１９：００ 

浦安市青少年サポート事業 

一般社団法人 こども未来共生会 

http://www.soracolor.org 

相談しませんか？ 練習しませんか？ これからのことを、これからの為に。 

 す 

 対  象 
学齢期〜成人（概ね２５歳）までの方で、学校や社会生活で困っていたり、
各機関から紹介を受けた方 

   う ら 
 

や 

浦安駅から徒歩約１０分、北部小学校斜め前。 

コンビニ店舗に隣接した１Fになります。 

 



 

 
 お申し込み  お申し込み 

 

 
 

■療育支援 （個別やグループでのソーシャルスキルトレーニングを通して、社会性を身につけます） 

■交流事業 （ライフステージに応じた交流の場を設定して、思いや問題を共有する機会を作ります） 

■相談支援 （対象児者への相談支援を通して困った事への対応を一緒に考えます） 

■地域支援 （機関訪問支援、就労に関する相談支援、研修会の実施等を通して暮らしへの支援をします） 

 

※個別支援計画に基づいた様々な教材・教具を用意して、遊ぶ・学ぶ・暮らす・働くを支援していきます 
 

 

浦安市青少年サポート事業 そらいろルーム 
住所 浦安市北栄３－９－１６（リバーリッチ第２川富１Ｆ） 

      お車でお越しの方には、駐車場をご案内致します。 
 

 

 

 

■成功体験の積み重ねの中から基本的な生活習慣を身につけていきます 

 

■楽しく遊び学ぶ経験から自主性や協調性を育み、情緒面の発達を促します 

 

■人との肯定的な関わりを通じて対人性や社会性の発達を促します 

 
サービス内容 

支援目標 

学校での多くの困り感や生活・家庭で見えてくる思いや現実は、

私たちの想像とは違った感じ方や考え方の中で起きています。 

その思いにより添う事で、マニュアルにはないオーダーメードの支

援の形が見えてきます。 

「発達」を多角的に捉える視点、環境を含めた包括的な視点から

考えていくと、見えてくる「生きづらさ」の背景と支援のあり方。当

事者も先生も支援者も、元気でアイデア豊かな生活ができるよう

に、一緒に考えていきます。 

「そらいろルーム」は、一人ひとりにあった方法をみつけながら、

良い面をどんどん伸ばし、苦手な面はどうやって乗り越えるかを

見つけていく場所です。 

浦安市青少年サポート事業 そらいろルーム 

学齢期以降の発達が気になる児・者やその家

族が、身近な地域で適切な相談や指導が受け

られる療育支援体制の充実を図る為の事業で

す。個別、集団でのソーシャルスキルトレーニ

ングの実施やその専門性を活かした地域支援

により、浦安市全体で、発達障がい児・者に対

する理解が進み、支援力が向上することを目的

としています。対象は、学歴期〜成人（概ね２５

歳）となります。 

浦安市青少年サポート事業は、 

障がい事業課の事業です。 

直接、電話でお申し

込みください。 

面接日を決めます。 

面接後、サービス調

整会議を開き、支援

方法を決定します 

利用の曜日等を決

め、利用契約を結び

ます 

利用開始後に 

個別支援計画を立て

ます 

 

    

ご利用までの流れ 

申し込み 支援会議 契  約 利用開始 

問い合わせ・お申し込み  047-316-1159 
 

P 



議題４資料（１） 障がい者計画 施策推進の基本方向（案）

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充

リハビリテーション事業の充実

保健・医療サービスの充実

障がいの早期発見・早期対応等の促進

移動・交通手段の整備

防災・防犯体制の充実

歩行空間・建築物の整備

ボランティア活動等の支援

交流の推進

市民に対する啓発の推進

生活安定への支援

日中活動の充実

住まいの場の充実

情報提供体制の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

権利擁護施策の充実

ライフステージを通じた支援の推進

就学後療育・教育の充実

就学・進学相談の充実

就学前療育・教育の充実

３．保健・医療の充実

４．こどもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

施策の方向性 基本施策 施策の展開

広報紙等による理解の促進、公共的機関等への理解の要請、福祉講座等の開催及び講師の派遣、福祉教育の充実

ボランティアに関する情報の提供、地域ぐるみ福祉ネットワークの整備、ボランティア活動への側面的支援 ボランティア活動の推進

学校での交流教育の推進、地域との交流の推進、文化活動等に参加しやすい環境の整備、障がいのある人との交流促進

相談体制の充実、専門的な相談体制の充実、虐待の早期発見・防止、コミュニケーション手段の充実、自立支援協議会の推進

サービスに関する情報の充実と周知の徹底、視覚障がいがある人への情報提供の充実

障害者福祉サービスの適正な運営、ホームヘルプサービス事業の充実、補装具・日常生活用具の給付等の充実 など

障がい者福祉センター及び通所施設の充実、サービス情報の提供、活動拠点の充実 など

住宅関係制度の充実、住宅セーフティネットの整備、グループホーム等の開設支援等、既存住宅の改善の促進 など

年金・手当・助成制度の周知の徹底と利用の促進、年金・手当・助成制度の充実

障がいの早期発見体制の充実、療育等障がいの早期対応の促進、連携体制の強化

ソーシャルサポートセンターの充実、生活訓練事業等の充実

在宅保健サービスの充実、在宅医療サービスの充実、保健・医療・福祉の連携体制の構築、医療的ケア実施事業者の拡充 など

地域療育事業の充実

特別支援教育の充実、教職員の資質・力量の向上、通級指導教室の充実、福祉用具教材の充実、学校設備・備品の改良 など

就学相談体制の充実、進路選択の充実

連携体制の強化、サポートファイル活用の推進、発達障がい児支援体制の整備

市及び関連機関での雇用の促進、障がい者就労相談事業の充実、奨励金制度利用の促進、民間事業所への啓発活動の強化

福祉的就労・作業訓練等の場の充実、各種職業訓練所の紹介、「職親委託制度」の充実、就労支援体制の充実

「足もとからの都市づくり」の推進、幹線道路等の整備、道路環境・交通安全施設の整備、交通拠点の整備 など

福祉的バス等の充実、視覚障がいのある人向け移動サービスの充実、公共的交通機関の福祉的対応の促進 など

「自主防災組織」の拡充、避難・誘導体制の整備、緊急通報電話等の充実、防災機器の充実等

権利擁護の推進、成年後見制度の利用の促進

余暇活動に対する支援の充実、デイ・サービスにおけるレクリエーション活動等の充実、文化活動の充実

障がい者団体等の育成・支援、意見交換等の場の設置



１

議題４資料（２） 第１編「障がい者計画」抜粋

１．理解と交流の促進

（１）、（２）略

（３）交流の推進

【現状と課題】

障がいのある人が地域の中で自立して生活していくためには、早い段階から地域との関わり

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。そのために、これまで、学校における交流教育と地域における交流の推進に取

り組んできました。

学校における交流教育は、特別支援学級設置校を中心とした、特別支援学級に通う障がいの

ある子どもと通常学級の児童生徒との日常の交流や、催し物等の機会を利用した交流活動で、

地域における交流としては障がい者団体を中心とした地域交流活動に対する支援という形で行

ってきました。

地域での催しについても、障がいのある人が参加しやすい形で交流機会が提供されるように、

ハード、ソフトの両面を見直し、進んで参加できるような交流機会の促進を図ります。

【基本的方向と取り組み】

①学校での交流教育の推進

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積極的に推進します。

特別支援学級と通常学級の担任教員の交流、共同研修等を通じて、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、学校全体で障がいのある子どもを支える体

制の拡充を図ります。

②地域との交流の推進

自治会と学校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まちづくりを図ります。

障がいのある子どもやその家族、また、障がい者団体等の交流活動等に対して、側面的

支援に努めます。

③文化活動等への参加しやすい環境の整備

市主催や市民の独自の企画による講座やサークル活動、文化的催し等に障がいのある人

も積極的に参加できるよう、障がいの特性に配慮した環境の整備を行います。

スポーツイベント等に障がいのある人の参加を呼びかけていきます。

福祉関係の講座や講演会などを通じ、障がいのある人自身が主体的に発言し、自己実現

できる場を確保していきます。



２

④障がいのある人との交流促進

市職員のボランティア活動への参加を通じ、障がいのある人との交流を促進していきま

す。また、そのため職員の「ボランティア休暇制度」の実施を継続します。

地域における障がいのある人の国際交流を推進します。

【主な事業】

＊指導課の事業を中心に掲載。現在、調整中

【担当】

指導課、地域ネットワーク課、障がい事業課、生涯学習課、市民スポーツ課、人事課、

公民館



３

３．保健・医療の充実

近年、障がいの重度化がますます進行しており、日常的な保健・医療サービスを充実し、障が

いのある人の健康を守るとともに障がいの進行等を予防することが大変重要になっています。

障がいのある人にとって、障がいに対応しその軽減を図ることを目的とする医療は、欠かすこ

とのできないものです。また障がいのある人が一般の医療を受ける場合についても、移動やコミ

ュニケーション上の障がいへの配慮が必要です。

こうした点を十分考慮し、障がいのある人が地域の中で安心して生き生きとした生活を送るも

とになる保健・医療の充実を進めていくためには、「障がいの早期発見、早期治療・療育」、「健

康診査」等の充実による生活習慣病等に起因する中途障がいの予防、身近で手軽に活用できる地

域リハビリテーションと高度な医療的リハビリテーションができるだけ便利に利用できる体制づ

くりなどに引き続き取り組んでいきます。

特に「保健・医療サービス」においては、在宅医療、訪問看護、ホームヘルプなどの在宅福祉

サービスの充実に努めます。

また、保健所や病院との緊密な連携を取りつつ、精神障がい及び精神障がいのある人に対する

市民の正しい理解を図るなどの精神保健に関する新たな施策を積極的に推進していきます。

（１）障がいの早期発見・早期対応等の促進

【現状と課題】

市と他機関との連携体制を緊密なものとし、切れ目のない対応を図ります。

【基本的方向と取り組み】

①障がい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・訪問指導等に力を入

れ、市川健康福祉センター（保健所）での遺伝相談等の充実を図ります。

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。

また、生活習慣病等を予防するために、健康診査、健康相談、健康指導等の充実を図り、

特に健診事後指導に力を入れていきます。

②療育等障がいの早期対応の促進

乳幼児健康診査（１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査）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、

「のびのびクラス」から「こども発達センター」につなげていくよう努めます。

「こども発達センター」では、生活指導、療育相談、ことばの相談、機能訓練（理学療

法・作業療法・摂食指導）等の事業について、障がいのある子どもの年齢、障がいの種類や

程度、生活環境や家庭環境に合わせて内容の充実を図り、そのニーズに沿ったサービスを提

供できるよう努めます。



４

③連携体制の強化

治療や障がいの軽減のための医療機関や訓練機関、こども発達センターを中心に地域の相

談機関等の紹介に努めます。

また、保健所や市の健康相談等との連携を図り、専門医療機関や療育機関、児童発達支援

センター等へ円滑につなげ、早い段階で適切な対応が図れるように取り組みます。

【主な事業】

＊健康増進課・こども発達センターの事業を中心に掲載。現在、調整中

【担当】

健康増進課・こども発達センター・障がい事業課・障がい福祉課

【関連施策・計画】

○健康うらやす２１

基本施策「妊娠・出産期」における健康づくり 等

○子ども・子育て支援事業計画

基本施策「障がいのある子どもや特別な支援が必要な子どもへの支援充実」

（２）略
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（３）保健・医療の充実

【現状と課題】

障がいのある人にとって医療とは、障がいの原因になっている疾病そのものの治療・軽減を

図るためのものと、一般的な医療という二つの側面があります。

アンケート調査結果では、障がいのある人が暮らしやすくなるために必要なこととして、

「保健・医療サービスの充実」が 35.7％と最も多く挙げられており、保健・医療の充実は障

がいのある人の生活にとって重要な要素となっているため、専門医療と、一般医療の両面にお

ける充実が必要です。

【基本的方向と取り組み】

①～⑥詳細略、こどもへの支援の拡充に関係する⑦のみ掲載

①在宅保健サービスの充実

②在宅医療サービスの充実

③保健・医療・福祉の連携体制の構築

④受診機会の拡充

⑤医療費助成制度の利用の促進

⑥いのちとこころの支援

⑦医療的ケア実施事業者の拡充

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又は障がいのある人の通所先の

確保を促進します。

【主な事業】

事業名 重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金

担当課 障がい事業課

内容
児童発達支援事業、放課後等デイサービス、日中一時支援を行う事業所に医療的

ケアに要する経費の一部を助成する。

＊このほか、健康増進課、障がい福祉課の事業を掲載。

【担当】

健康増進課、障がい福祉課、障がい事業課

【関連施策・計画】

○健康うらやす２１
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４．こどもへの支援の充実

障がいのある子どもがその能力を最大限に発揮して、仲間をつくり、将来の社会的自立を期す

ことは、教育・育成の大きな目的の一つです。一人ひとりの障がいの種類・程度、能力・適性等

に応じた教育・育成が、その成長段階に応じて適切に行われるよう、保育園・幼稚園の段階から、

療育も含め子どもを取り巻くさまざまな支援が必要です。

このため、地域療育事業を実施し、障がいのある子どもや発達の遅れがある子どもの健やかな

発達と成長を支援し、義務教育段階では、障がいがある子どもや特別な支援が必要な子ども一人

ひとりの特性や教育的ニーズに的確に対応できるよう、すべての子どもが共に学び、共に育つ環

境を整え、指導の充実を図ります。

また、障がいのある子どもや保護者の希望を尊重し、子どもにとってより良い進路選択ができ

るよう就学相談を実施していきます。

（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、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あり、教育の意味は障がいのあるなしに関係なく同じで

す。今後も関連機関の連携を図り、早い時期からの適切なケアと地域療育に取り組みます。

【基本的方向と取り組み】

①地域療育事業の充実

「こども発達センター」をはじめとする児童発達支援事業において、集団及び個別療育

を一体化した通園事業や個別療育の相談・訓練回数の増加を図るなど機能を強化します。

また、保育所、幼稚園等の関連機関との連携を強化し、通園事業、個別相談事業、グルー

プ事業、巡回相談の各療育事業につき、障がいのある子どもの年齢、障がいの特性等、生

活環境や家庭環境に合わせて内容のさらなる充実を図り、こどもの自立心を育む療育を行

います。

保育所における障がいのある子どもの保育の充実を、幼稚園においては、必要に応じて

補助教員を配置し、障がいのある子どもの受け入れ体制の充実を図ります。設備・備品等

は、障がいのある子どもに対応したものに改良していきます。

【主な事業】

＊こども発達センター、保育幼稚園課の事業を中心に掲載。現在、調整中
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【担当】

こども発達センター、保育幼稚園課、障がい事業課

【関連施策・計画】

○子ども・子育て支援事業計画

基本施策「障がいのある子どもや特別な支援が必要な子どもへの支援充実」
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（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、地域でともに学ぶ

環境を整え、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善したり克服した

りしていくことも必要です。

そのために障がいのある児童生徒が、他の児童生徒と一緒に授業に参加しているという意識

が持てるように、個別の教育支援計画に基づき、特別の教育課程を組み、教育内容や方法など

に工夫しながら、指導の充実に努めていくとともに、乳幼児期から卒業後までの一人ひとりの

ライフステージに応じた適切な支援を行うことが大切です。

また、特別支援学級や通級指導教室の担当者、通常学級の担任、補助教員など、教職員全体

が、障がいのある子ども及び障がい児教育に対する理解を深め、障がい特性に配慮した教育を

推進し、支援体制の充実を図ります。

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。

通常学級及び特別支援学級において、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、就労関係機関

等においても特別支援教育の基本的考え方の理解と連携を図ります。

障がいのある子どもの学習に効果のある教育方法、教材の開発に努め、活用を促進しま

す。

特別支援学級を希望する子どもが地域で教育が受けられるよう、全小・中学校に特別支

援学級の整備を進めます。

個別の支援が必要な児童生徒に効果的な教育ができるよう、各小・中学校に学習支援室

の整備を進めます。

②教職員の資質・力量の向上

研修会等を通じ、通常学級、特別支援学級及び通級指導教室担当教員の資質・力量の向

上を図ります。

特別支援教育を学校全体で推進するよう、教職員全体の理解を深めます。

身体・知的・重複障がい、学習障がい、注意欠陥／多動性障がい、高次機能自閉症等

に対する理解を深めるための教職員研修の実施を図ります。

補助教員の質の向上を図るため、その研修の機会の確保について努めます。

③通級指導教室の充実

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。

④福祉用具教材の充実

関係機関と連携をとりながら、福祉用教材の活用を促進します。

障がいのある子どもとその保護者のニーズに十分耳を傾け、教材の種類・内容・質につ
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いての充実を図ります。

福祉用教材の開発・製作について、学校、図書館、障がい福祉課等関連機関の連携を図

ります。また、図書館活動の充実を図ります。

⑤学校設備・備品の改良

児童生徒のニーズに応じて、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・船橋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放課後や長期休暇中の支援の充実

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

長期休暇中に、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。

【主な事業】
＊インクルーシブ教育等、指導課の事業を中心に掲載。現在、調整中

【担当】

指導課、中央図書館、教育施設課、障がい事業課

【関連施策・計画】

○子ども・子育て支援事業計画

基本施策「障がいのある子どもや特別な支援が必要な子どもへの支援充実」

○教育ビジョン
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（３）就学・進学相談の充実

【現状と課題】

就学期を迎えた障がいのある子どもや新たな進路を選択する障がいのある子どもとその家族

にとって、教育機会の選択は人生の大きな岐路の一つであり、さまざまな悩みを抱えてしまう

こととなっています。

このため、子ども一人ひとりにとってより良い選択ができるよう、また、すべての子どもが

可能な限り地域の中でともに学びともにはぐくまれる機会を得ることができるよう配慮しなが

ら、本人や保護者の希望を尊重し、個々の障がいのある子どもの教育的ニーズに応じた相談体

制の充実に取り組みます。

【基本的方向と取り組み】

①就学相談体制の充実

障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズと本人及び保護者の希望等を尊重しま

す。また、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。

就学相談員の質を高め、専門的な相談として、内容の充実を図ります。

教育と福祉、医療が連携をとり、子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援を行える

よう、計画的な訪問活動や相談体制の更なる充実を図ります。

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と、本人・保護者の希望等を総

合的に考えて、より良い進路の選択ができるよう、就学相談、学校見学を行うなど進路選

択の機会の充実をはかります。

児童・生徒の進路先の学校、福祉関係機関、事業所等との情報交換・連携を図り、進

学・就職後の障がいのある人の状況把握に努めます。

【主な事業】
＊指導課の事業を中心に掲載。現在、調整中

【担当】

指導課

【関連施策・計画】

○子ども・子育て支援事業計画

基本施策「障がいのある子どもや特別な支援が必要な子どもへの支援充実」
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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】

関連機関の連携を図り、ライフステージを通した一貫性のある支援システムを周知・充実し

ていく必要があります。

平成２６年１０月より「青少年サポート事業」を開始し、発達障がいのある方や発達障がい

の疑いのある方の支援の充実を図りました。今後も支援の拡充及び青年期までを対象とした幅

広い支援を図ります。

【基本的方向と取り組み】

①連携体制の強化

福祉担当課、教育委員会、児童発達支援センター、当事者団体、保護者会、基幹相談支

援センターなど、関係者による連携体制の強化を図り、保育園・幼稚園から小中学校、高

校へのスムーズな移行や、親と子のケア体制の充実など、支援体制の充実を推進します。

また、こども発達センターを中心に、ネットワークを構築し、市及び療育事業を実施す

る事業者、障がいのある人との連携の強化に努めます。

②サポートファイルの活用の推進

障がいのある子どもや障がいのある人の特性に応じた個別支援計画を作成するとともに、

障がいの特性や特徴、支援を記録し、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に対応した、

一貫した支援を行います。

③発達障がい児支援体制の整備

関係機関の連携を強化し、発達障がいに関する理解の促進や学校その他の関係機関との

連携及び相談、療育体制など、発達障がいのある子ども及び発達障がいのある人のライフ

ステージに応じた支援体制について検討していきます。

【主な事業】

事業名 青少年サポート事業

担当課 障がい事業課

内容
「青少年サポートセンター」を設置し、小学生から概ね 25 歳までの発達障がい

の方と発達障がいの疑いある方に、専門性の高い相談や療育支援を行います。

＊このほか、こども発達センター等の事業を掲載。現在、調整中

【担当】

こども発達センター、障がい事業課、指導課
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【関連施策・計画】

○子ども・子育て支援事業計画

基本施策「障がいのある子どもや特別な支援が必要な子どもへの支援充実」
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議題４資料（３）

障がい者福祉計画第２編「障がい福祉計画」抜粋

１章 計画の基本的事項 「２．サービスの内容と対象者」抜粋

（４）相談支援 ＊抜粋

サービス名 内容 主な利用対象者像

障害児相談支援
障害児通所支援の支給決定または支
給決定の変更前に、障害児利用計画
の作成を行います。

障害児通所支援を利用するすべての障が
い児

（５）障がい児支援

サービス名 内容 主な利用対象者像

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指
導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練などを行います。

未就学の障がいのある児童

医療型児童発達支援
児童発達支援のサービスとともに、
治療も行います。

肢体が不自由な児童

放課後等デイサービス

放課後や夏休みなどの長期休暇中に

おいて、生活能力向上のための訓練

などを継続的に行い、自立を促しま

す。また、放課後などの居場所づく

りとしての役割も担います。

小中高校生の障がいのある児童

保育所等訪問支援

集団生活への適応のための専門的な

支援をおこない、保育所などの安定

した利用を目指します。

保育所などを現在利用中または利用を予

定している障がいのある児童

障害児入所支援
日常生活の指導や独立自活に必要な

知識技能の獲得の支援を行います。

身体、知的、または精神に障がいのある

児童



２章 障がい福祉サービスの推進 抜粋

５．障がい児支援の取り組み

【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」に移行し、地域

の中核となって障がい児支援に取り組んでいます。

また、同じく平成 26 年 10 月から実施した青少年サポート事業にて、発達障がい児への支

援の充実を図りました。

【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 641 896 909

実人数
見込 55 55 55

実績 110 153 142

②医療型

児童発達支援

人日
見込 4 4 4

実績 3 4 0

実人数
見込 1 1 1

実績 1 1 0

③放課後等

デイサービス

人日
見込 260 520 780

実績 537 794 777

実人数
見込 40 80 120

実績 72 121 131

④保育所等

訪問支援

回数
見込 3 5 8

実績 3 5 3

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 75 280
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【今後の取り組み】

「子ども・子育て支援事業計画」と連携を図りながら、地域の中核である「児童発達支援セ

ンター」を中心として、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障がい児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 1,202 1,320 1,450

実人数 185 203 223

②医療型児童発達支援
人日 4 4 4

実人数 1 1 1

③放課後等デイサービス
人日 850 938 1,034

実人数 125 138 152

④保育所等訪問支援
回数 8 8 8

実人数 15 15 15

⑤障害児相談支援 実人数（年間） 300 320 340




