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第３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 12 月４日（火）13：30～15：30

２．開催場所 文化会館 中会議室

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、愛塲弘子委員、藤田香委員、

泉澤弥生委員、泉澤文子委員、松田奈美世委員、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）サポートファイルの配布状況について

（2）障がい者福祉計画の策定について

（3）幼稚園、保育園における配慮について

５．資料

議題１資料 サポートファイルの配布状況について

議題２資料１ 障がい者福祉計画素案抜粋

議題２資料２ 第 4回福祉計画策定委員会での指摘事項への対応

議題３資料 平成 26年度 保育園・幼稚園における支援を必要とする園児数

６．議事

事務局：ただいまより、平成 26 年度第３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、障がい者等一時ケアセンター竹谷委員、東京学館浦安中学校細野委員、市立中学校

足立委員、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でございます。それでは、ただいまより、平成 26 年度浦安市自立支
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援協議会第３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誠にありがとうござい

ます。

本日は３件の議題につきまして協議していきますのでよろしくお願いいたします。それではまず

初めに、議題１、サポートファイルの配布状況について、事務局より報告をお願いいたします。

事務局：それでは、議題１のサポートファイルの配布状況について、私から説明させていただきます。議

題１資料「サポートファイルの配布状況について」をご覧ください。①配布数の推移というところ

で、平成 21 年度から 25 年度の実績が出ていますが、こども発達センターの通園部門のにじいろに

関しては、平成 21 年度 15 冊配布したのに対し、平成 25 年度は 21 冊で、こども発達センター登

録児以外も、21 年度は７冊、25 年度は 24 冊となっており、合計は 36 冊から 67 冊と、24 年度ま

でと比べると、25 年度は配布数が増えたことがこの表からわかります。②25 年度の配布数の増加

理由ということで、こども発達センターが、障がい事業課と同じ健康福祉部に移管されたことで、

こども発達センターと障がい事業課で連携をして、ホームページやチラシなどで、周知をおこなっ

てきました。

また、障がい事業課や障がい福祉課でも、サポートファイルの配布を開始しました。教育委員会

でも、教育研究センターを通して、各学校長へ説明を行いました。また、こども発達センターにお

いても、保護者へサポートファイルの情報提供を今まで以上に行うようにしていただいたというと

ころです。③26 年 11 月現在の配布状況ということで、現時点では、合計 62 冊配布されておりま

して、今年度からの新たな取り組みとして、10 月から指定特定相談支援事業所にもサポートファイ

ルを設置することにしました。今後は、相談支援事業所で、サポートファイルの活用をはかってい

こうと考えております。私からの説明は以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。事務局から議題１の資料、サポートファイルの配布状況に

ついてということで今ご説明をいただきましたけれども、ただいまの説明に関しまして、ご質問や

ご意見がある方はよろしくお願いします。それでは、サポートファイルの配布状況につきましては、

以上で終わりにしたいと思います。続きまして、議題２の障害者福祉計画の策定について、事務局

より説明をお願いいたします。

事務局：はい。事務局の布施です。説明いたします。資料が「議題２資料（１）障がい者福祉計画素案抜

粋」というホチキス止めされているものと、「議題２資料２ 第４回福祉計画策定委員会での指摘

事項への対応」という A４横の資料２つとなりますのでご用意ください。

直近では 11 月 10 日に第４回障害がい福祉計画策定委員会が開かれました。今後のスケジュール

ですが、本日こども部会がありまして、明日、障がい者福祉計画策定委員会の委員の皆様へ、最終

的な修正案の送付をさせていただき、お返事をいただいてから修正した上で、１月１日よりパブリ

ックコメントを開始することになります。今回、パブリックコメント前最後の機会となりますので、

ご意見ありましたら、後程いただきたいと思います。

それでは説明に入ります。まず、計画の基本的な事項というところで、重点的取組を５つ掲げて

おります。１番、自己決定を尊重したサービスの提供。２番、ライフステージを通じた支援の推進。

３番、就労の促進。４番、安心・安全に暮らせるまちづくりの推進。５番、差別の解消と合理的配

慮の推進となっております。このこども部会で関係が深いのは、２番のライフステージを通じた支

援の推進です。今、配布状況をご説明しましたが、サポートファイルを使った途切れのない支援の

推進というところで、今回重点項目として挙げております。
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続きまして３ページ、第一編障がい者計画の抜粋をご覧ください。第２回こども部会の中で、こ

ちらをご覧いただき、ご意見をいただきました。そのご意見はどのように修正、反映されたかとい

うあたりを中心に、ご説明させていただきたいと思います。まず、この理解と交流の促進の中の（３）、

交流機会の拡充においては、居住地校交流をぜひ盛り込んでほしいというご意見ございましたので、

②学校での交流及び共同学習の推進 の中に居住地校交流について記載させていただきました。

続きまして、めくっていただきまして５ページ、保健・医療の充実です。こちらにつきましては、

少し構成を変えました。というのも、当初、現計画では、障がいの早期発見にというところにおい

て、早期対応＝早期療育といったイメージの内容となっておりましたが、その療育的内容と、保健

医療としての早期発見のところを整理いたしました。３章の保健・医療の充実においては、検診等

の定期的な受診を通して、障がいの原因となる疾病等を予防、または早期発見するという観点を中

心に記載することといたしました。紛らわしさを解消するために、基本施策の名称を、「障がいの

原因となる疾病等の予防、障がいの早期発見」と変更させていただきました。なお、早期療育とい

う観点については、すべて、子どもへの支援の充実、特に（１）就学前療育等の充実に記載をさせ

ていただくことで、整理をはかりました。

あと、民間の療育支援事業所や、通所支援事業所の皆さんとの連携というのも、当然ながらここ

ではあります。②障がいの早期対応の促進 の中では、下から２行目、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ということで、こど

も発達センターのみに限らず、民間の事業所の皆様等という形にはなるんですけれども、連携しま

すということで、ここに記載をさせていただきました。

続きまして、めくっていただきまして７ページ、子どもへの支援の充実です。まず、こども発達

センターが児童発達支援センターに移行するという表記がわかりづらい、というご指摘をいただき

ましたので、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、と書き直しました。

あと、医療的ケア、これは子どもの施策全般に関わる部分になるんですが、医療的ケアが必要な

子どもについての記載をしていただきたい、というお話がありました。そこにつきましては現在、

浦安市学校等における医療的ケア検討委員会を先日立ち上げたところでございます。医療的ケアが

必要なお子さんの小学校、中学校、保育園、幼稚園等、学童における実施方針について検討するこ

とを目的として、このような委員会を立ち上げたところでございますので、それと連動して、医療

的ケアが必要なお子さんの受け入れ態勢について検討していきますというところを、盛り込ませて

いただきました。

めくっていただきまして８ページ、保育所、幼稚園における支援体制の整備について、保育所、

幼稚園、それぞれに補助教員等を配置し、障がい児の受け入れを行っております。そこは、表記が

保育園・幼稚園でバラバラだったところがありましたので、統一しました。

続きまして、10 ページ。就学後療育・教育の充実です。こちらにつきましては、浦安市内におい

ては通常学級においても、障がいのあるお子さんを受け入れているというところで、もう少しそこ

をきちんと明記してほしいというご意見ありましたので、現状と課題のちょうど中ごろになります。

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。ということで、通常学級でも受け入れているということを、改めて明記をさせ

ていただきました。こちらについても、その下、取り組みの方向性の①特別支援教育の充実 の中
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に、医療的ケアについて検討していくという旨、記載してあります。

ご意見をいただいたところについては、このような形で修正をさせていただきました。事前にお

配りしていますので目を通していただいているかと思いますが、第２編障がい福祉計画の数値目標

については大きな修正等ございません。

横長の資料、こちらが直近 11 月 10 日第４回障がい者福祉計画策定委員会の中において、こども

部会に関わる部分で出た指摘事項の内容と、その対応状況ですが、子どもへの支援の充実の中の就

学後療育、教育の充実の中で、通常学級においても特別な支援が必要な子ども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た。あと、その下

（３）就学・進学相談の充実の中の、①就学相談体制の充実では、障害者基本計画には合意形成が

されなかった場合の調整の仕組み、という文言が入っているので、この計画にも入れたほうがいい

のではないか、といったご意見をいただきました。現在ここについては、教育委員会の関係部署と

調整中でございます。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。パブリックコメントにかける前の、最後のご意見をいただ

く機会という説明があったと思います。それでは、ホチキス止めの資料、今、説明いただきました

けれども、これにつきまして、ご質問やご意見があれば、お伺いしたいと思います。よろしくお願

いします。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です。以下、千葉コスモと略させていただきます。今

回の資料の 13 ページ（３）の就学・進学相談の充実の、下のほうの取り組みの方向性の②番です

が、９月の資料で一番最後の行なんですけれども、文言が微妙に変わったなと思っています。今、

この 13 ページにあるのは、児童・生徒の進路先の学校及び、福祉関係機関等との情報交換や連携

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。「進学後」という言葉になっていま

すが、９月の段階では、「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。」と

いうように就労に関しても含まれていたと思うんです。これは何か理由があって「就労」の部分を

削除されたのでしょうか。新しい資料だと、小学校から中学校への移行のケースの状況を把握しま

す、というだけに読めるんですけれども。そのあと中学から高校とか、そのあとの就労については

また、別の章で何か、書かれているのか、変更になったのかということであれば教えて欲しいと思

いました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいでしょうか。１つずつ。就学進学相談の充実という項では、個々の事業でまなびサ

ポート事業っていうのがあるんですけれども、今おっしゃったように、就労のところまでは、ここ

では入らないということで、進学後の障がいのある子どもという形にさせていただいたところです。

もし補足があれば、事務局のほうに。

事務局：事務局です。そのような調整をさせていただいたんですけれども、ちょうど、つなぎのところに

なるのかなというところで、就労のほうもそうですし、あとは、相談全般等で、児童の卒業後の進

路先というところでは、相談に乗っていくと書かれております。

加藤委員：この次のページのところに、まなびサポート事業と出てくるので、この、進学等の状況把握に

努めますっていう主体者は、教育委員会になるということですか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：高等学校のところ、中学から高校に行くところの把握はということ。それで、そのあと、そ

の先の就労となったときに、そこには入らなかった。

加藤委員：入らないということですね。わかりました。
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山本ﾘｰﾀﾞｰ：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：はい。基幹相談の西田です。質問なんですけれども、さきほど、議題２の資料の２の、現在、

教育委員会と検討中というふうになっているところは、先ほどのご説明ですと、１月１日からパブ

リックコメントが始まり、このこども部会は今日の会議がパブコメの前の最後だっていう話になり

ますと、この調整中に対しての意見というのは、福祉策定委員会のほうに委ねられるっていう判断

でよろしいですか。

事務局：はい、事務局です。計画策定委員会の委員さんには、冒頭にお伝えした通り、明日５日に修正案

を、パブリックコメント前、最後の送付予定です。本日、こども部会が開催されますので、今日の

ご意見と、現在調整中のところを教育委員会と最後詰めまして、修正案を策定委員会の委員さんの

ほうに送付をさせていただきますので、そこでやり取りが必要あれば、行うことを予定しておりま

す。

西田委員：はい、わかりました。ありがとうございます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：今お２人からご意見をいただきましたけれどもよろしいでしょうか。それでは続きまして、

議題の３に移らさせていただきます。幼稚園・保育園における配慮について、岡本委員より、障が

い児の受け入れ数や課題状況等についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

岡本委員：はい、保育幼稚園課の岡本です。議題３資料ということでお手元にお配りさせていただきまし

た。26 年度の保育園・幼稚園で支援を要する園児数ということで、これは 11 月現在のデータに基

づいて作成しました。まず、保育園につきましては、認可保育園ということで、県の認可を受けた

保育園、21 園の全部の児童数、それに対して 83 名ということで。全体では 3.3％。これらのお子

さんたちに対して、実際に発達センターに通っている方が 39 名。市で加配をしてお付けしている

職員が 46 名おります。次の下の欄ですね。幼稚園。これは公立幼稚園、14 園です。３歳児から５

歳児までのお子さんが全部で 1706 名。その内、対象となる児童さんが 125 名。7.3％。発達センタ

ーに通所されている方が 90 人いて、加配の職員が 47 名。パーセントが若干、保育園と幼稚園の違

いがあるんですが、保育園の場合は０歳からお子さんをお預かりしておりますので、当然、月齢に

よって若干の発達の違いというよりも、元々成長の違いがありますので、その点でやはり、これだ

けの差が出てくると。幼稚園になりますと、やはり年齢も上がってきますので、ある程度、その辺

がはっきりと見分けることができるということを、考えています。

あと、加配の職員の人数が、お子さんの数に比べて違うのは、当然０歳であれば、保育士の対数

とも変わってきますので、４～５歳になれば、通常 35 人に一人の先生がつくっていう形になりま

すから、おのずと、対応する職員のお子さんに対する元々の人数が違うので、このような違いが出

てくるということでございます。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：岡本委員の説明に引き続きまして、実際の園での受け入れの状況につきまして、保育園と幼

稚園のほうの説明をしていただきたいと思います。まず、当代島保育園の泉澤委員より、保育園の

受け入れ状況の説明をお願いします。

泉澤（弥）委員：こんにちは。当代島保育園園長の泉澤です。公立保育園では、０歳から５歳までの子ど

も達を預かっています。ということで、保育園に入ってくるときは、障がいがわからなくて入って

くるお子さんもたくさんいます。０歳、１歳、２歳と、０歳は１対３。保育士１人について子ども
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が３人。１歳児に対しては、保育士１人について５人。２歳児に対しては、１人に対して６人とい

うような対数があります。この対数ですから、何とか０歳、１歳、２歳のときは、大変なときだけ、

園長、副園長の介助があれば、担任だけでも何とかできるという状態ですが、３歳児になると急に

20 対１になります。このときに、やはり集団の中には、その集団への指示だけでは難しい子どもた

ちが大分出てきます。そのときに、お父さんお母さんにお話をして、小さいうちから療育は少しず

つ進めては行くんですが、やっぱり０～１のときは、親も認められない、これは発達の、この子の

進み方だということで、納得して過ごしていますから、なかなか、つなげることは難しいです。

たとえば、身体障がい。そういう場合ですと、目に見えるので、お母さん、ここはもうちょっと

PT 指導が必要だよ、とか、OT が必要だよ、とかっていうところで、話をしてつなげることは結構

たやすいんです。ただ、多動であったり、理解のとこであったり、自閉的傾向であったり。そうす

ると、自分の育て方が悪いって言われちゃう、という思いがあるのか、指摘をされること自体、ぴ

りぴりする保護者の方もたくさんいます。そこのところを、お父さんお母さんの気持ちを汲みなが

ら、少しずつ少しずつ寄り添って、療育の現場に合わせていくというか。まずは保育園の中でケア

をしながら、こういう状態だよっていうことを少しずつお話をします。

もしかしたら言葉の専門の先生がいるから聞いてみる？とか。こういうときどうしたらいいか、

私たちが困ってるから、お母さん、専門の先生に聞いて、ちょっとアドバイスほしいんだとかって

いうところから、療育のほうにつなげていっています。なかなか、お父さんお母さん、気がついて

はいますが、そういう話をまともにされると、がーんと、やっぱりショックが多いので、そこのフ

ォローは忘れないように、少しずつ小出しにして、子どもの状態、今の現状を、保護者の方にわか

っていただいてから、この現状だとお父さんお母さん、上にいったときに全体の中で指示が通らな

かったら、みんなと同じようについていくことも難しいんだよっていうところを、話をして、何と

か積み上げています。

それでも、卒園するまでずっと認めずに、大丈夫だよお母さん、少しこの子はこうやってフォロ

ーしてあげればできるんだからって言わないと、納得できない保護者の方もいます。最後まで療育

につなげられないような方もいらっしゃいます。逆に、そこを紹介したがために、保護者と保育士

の間に亀裂が入ってしまって、そこの溝を埋めるのが大変な状況も出ています。一番気を付けてい

るのは、保護者の気持ちっていうところを、保育園では大事にしています。保育園としては、１人

の子どもを全員で、というようなやり方です。だから、その子のことが、全員の保育士が知ってな

きゃいけない。これは、障がいがあろうがなかろうが同じです。健常の子たちも同じにしています。

だから、そこにいる子どもは自分の子として、ちゃんと接してちょうだいというやり方でいますの

で、各クラスの子どもがいろいろ入り乱れても、そこの場に安心していられるような状態をつくっ

ています。

幼稚園や学校と大きく違うのは、補助の教員の先生たちのつけ方がです。補助教員の場合、その

子にずっと専門の補助教員の方がつくっていう形なんですが、保育園では、複数担任が多いので、

みんなが担任という形で、その保育士だけがずっと付くということではありません。もちろん、１

人の子を全員で、ですので、全員の保育士がその子のことをわかっていなきゃいけないし、毎月の

職員会議の中で、皆さんのこの報告もして、全職員がわかっていますので、交代で今日は、じゃあ、

この人の対応、この人の対応っていう形で、リーダー、サブ、雑、補助というような形で、役割分

担をしながら、誰がついてもその子がその場で安心していられるような状況をつくっております。
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なぜならば、保育園は教育の場であるとともに、家庭でもあるからです。これがたぶん、幼稚園や

学校とは大きな違いなのかなという形ですね。その子が安心できる場所づくりも、必ずしています。

たとえば、肢体不自由のお友だちはどうしても大きくなってもおむつの方が多いですね。でも、

ほかの子はみんなトイレに行っているのに、その子は人前でおむつ替えはできません。ということ

で、見えないところをちゃんとつくって、おむつを変える場所。それから、ごろごろして、少し伸

ばしてあげる場所、そういう場所を確保するようにはしています。そのほかにも、PT や OT と連

携を取りながら、椅子の工夫ですね。足がこうやったらつくよとか、座位こうやったら取れるよと

か。そういう、タオルを入れたり、発泡スチロールでつくったり、ボール紙でつくったりっていう、

いろいろなことはあるんですけども、そういうことで、一人一人の子どもが、みんなと同じ生活空

間にいられる配慮を心がけています。

多動のお子さんに関しては、他者に暴力的でちょっと危ない場合もあるんですね。そういう場合

は、カッとなったときには、場所を外して、少し落ち着けるまで個々の対応をする。保育園は場所

がすごく狭いんです。幼稚園みたいに、ホールがきちんと大きいのがあるとか、教員室がすごく大

きいとか、そういうことはありません。だから、決まった場所にはなってしまうんですけど、事務

所の、私の椅子のところに連れてきて、落ち着くまで待つとか。保健室のおもちゃで遊ぶとか。そ

ういうように少し気持ちが切り替えられるまでの間、場所を移して、保育をするということもあり

ます。時間が朝７時から夜７時までの長い時間ですので、やっぱり子どもたちの中でも体が疲れて

きたりとか。友だちが少し落ち着かないとそれに啓発されてわーっとなったりとか。そういう場面

もたびたびあります。

目を離すと、突然、自分が午前中使っていたものを、今使ってる子どものところに行って、わー

っと殴りかかるとか。そういうこともたまにあります。そういうときに、１人の補助員ではなくて

全員が担任がみんなが係だよっていうことになっていますので、近くにいる職員が、その行動を止

められるというようなところが利点であります。

幼稚園さんで、教育の大事さを教えてもらいました。いろいろと今交流をしているので、教育は

こうなって、あ、こういう展開をするんだとか、書類はこうやって書くんだねとか、いろいろ勉強

させてもらって幼稚園のいいところも学びます。

幼稚園の先生も保育園に今大分来ていただいて、養護の部分を見ていただいて、連携がとれてま

すので、保育園と幼稚園の交流であるとか。そういうところで、お互いのいいところを引き出して

やっていこうかというふうに、話をしています。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それでは続きまして青葉幼稚園の泉澤委員にも説明をいただきた

いと思います。

泉澤（文）委員：はい。青葉幼稚園の泉澤です。よろしくお願いします。先ほど保育幼稚園課長からも説

明がありましたけども、公立幼稚園 14 園で、加配も、補助教員を配置していただいています。３

年保育に関しましては、学級定員が 25 人で担任と補助の担任と、それから、フリーの先生を配置

してもらっているので、基本的に、支援を要するお子さんに対して３歳児には補助の先生はついて

いません。元々、クラスに２人の先生とフリーの先生が１人いるということで、３歳に特別支援の

要するお子さんが入ってきてもその人数で、あとは園長主任が対応するっていうことで３歳に対し

ての加配職員は、基本的についておりません。

４歳・５歳に関しては、35 人で担任１人です。今 35 人学級までいっている園はそんなにないん
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ですけど。30 人超えてる園もありますので、そこで担任が１人で、支援を要するお子さんを受け入

れるっていうのはすごく難しいところがあるので、入園面接のときに４歳・５歳に関しては、補助

をする先生がいたほうがいいかなというときには、もう１回、再面接をおこなっています。面接っ

ていうとお母さんたちはよく落とされるっていう感覚でいるんですけど。園としては、落とすんで

はなく、受け入れるためにお子さんが気持ちよく生活できるための状況を、どういうところを気を

つけて受け入れたらいいかっていうことで、再面接をしています。

再面接の際は、保育幼稚園課の職員が１名と、あと幼稚園のほうに教育相談。保育心理カウンセ

ラーの先生が毎月１回来てますので、保育は、心理の先生も交えて、どういう点を受け入れてった

らいいのかっていうことを相談しながら、つけています。全体で 47 名の職員の加配があるんです

けど、実際、園によってばらつきがあって２人で済んでいる園もあれば、園全体で４クラスだけど

５人加配の先生が入っているっていうようなところもあります。個別で支援をしていかなきゃいけ

ないお子さんと、１クラスに３人一緒だけど、補助の先生が１人いればどうにか対応できるかなっ

ていうようなところを、判断しながら受け入れています。

幼稚園の中ではやっぱり保育園と違って、保育園の０歳・１歳・２歳とかそれぞれ個々の発達が

あるんですけど。幼稚園、３歳・４歳・５歳ですので、大筋このぐらいはできるだろうっていうと

ころが、お母さんたちは思って入園してくるんだけども、うちの子はまだこういうところができな

いぞって、園のほうとしては発達センターのほうにつなげて専門の先生と、療育だとか言葉の言語

だとか、つなげていきたいなと思っても、やはり認めたくないお母さんもいます。

入園する前から療育センターに行ったり、療育手帳を持っているお母さんはすごく進めやすいん

ですけども。認められないお母さんを、否定することなくお子さんが小学校就学に向けて、どうや

ってその子が１番小学校につながってくときにいいのかなっていうことで、カウンセラーの先生に

見ていただきながら進めています。あと年長の５歳児になると、まなびサポートの先生方が、子ど

もたちの様子を見に来てくださいますので、まなびの先生と相談もしています。保護者にとって１

番伝えやすいのが、お子さんの言葉がはっきり出てこなかったり、会話がうまくなりたたなかった

りっていうあたりで、発達センターに行って言語の先生の専門の先生をというのは、お母さんにと

っての敷居が高いみたいなんですけども。幼稚園にまなびの先生に来ていただいて、そこで面談を

するっていう形だと敷居がちょっと低くなるので、こういうところをやっていくといいんじゃない

かなっていうようなことをご指導していただく。

もちろん担任もみんな、常にまなびの先生がくると、終わったあと支援協議会でお話し合いをす

るんですけども。お母さんにもつなげていくっていうあたり小学校へ行ってからのいきなり、幼稚

園では聞いてなかったよっていうようなことのないように、ケアはしています。

先ほど、当代島の泉澤園長先生のほうからもお話がありましたけど、こども部で保育幼稚園課に

なってから、幼稚園と保育園の交流をかなりするようになりました。小さいお子さんがいて養護の

面だとか衛生面だとか、幼稚園として学ぶところがあるので、幼稚園の支援を要するお子さんの受

け入れ方と、保育園の受け入れ方もやっぱり違うので、お互いに勉強させていただいています。以

上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。今、岡本委員からは、資料を元にして、受け入れ数や加配

状況についてご説明いただいて、そのあと、泉澤委員から実際の受け入れ状況ということで具体的

なお話をいただいたところです。３名の委員からのご説明に対して、ご質問等ございましたらよろ
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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：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。

本校も、センター的機能の充実ということで、地域支援という形でおこなっていまして、実際に、

幼稚園の何園かからはご要請があって、何名かのお子さんの様子を見させていただいたり、先生方

と支援の検討をする機会を持つことを、この何年続けさせていただいています。

やはり、今年に入りまして、幼稚園さんからの支援要請が結構増えたなという感想をもっていま

す。先ほど園長先生からもお話がありましたけれども、お子さんの様子を保護者の方がなかなか受

け止められなかったりとか、就学に向けてどう相談してったらいいんだろうかっていうお話があっ

て、年長さんに対してはまなびさんが関わっているというのも、私どもも年長さんだけっていうこ

とで初めて知って、それ以外の、３歳児さん、４歳児さんっていうことで、支援を受ける形ってい

うことが多く要請がありました。そんな中で、やはり、加配のその補助につかれるフリーの先生と

いう方々が奮闘されている様子を目の当たりにしまして、連携がとれてる園では、皆さん、一生懸

命、担任の先生とその補助の先生とお話をして、その子がいかに園の生活を円満に送れるかってい

うところで、支援を四苦八苦なさってるなっていうふうに思うんですね。

ただ、どうしても加配の方に、支援が偏りがちというか。そういう事実があるわけですよね。そ

うすると、丸投げとは言いませんけれども。やはりそのお子さんをその先生が見ることになってし

まっているような状況もあったりとか。そういうことでは、園として、皆さんで支えてるっていう、

その言葉がとても力強いと思うので、加配の先生方が、孤立しないような体制づくりも、園にお願

いをしていきたいなと思っているところです、はい。

あと、保育園さんからはまだ要請といった形ではきてませんけれども。そこはやっぱり学校とっ

ていうところがあるのかなっていうふうに思いました。１つ質問させていただきたいんですけど。

あの、親御さんって、併用利用っていうか、発達センターさんと幼稚園とか。発達センターさんと、

どこかっていうところでたぶんあると思うんですけど。その辺の兼ね合いっていうのはどのような

形で、決めていらっしゃるのかお聞かせいただけるとありがたいと思います。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、それでは泉澤委員のほうでよろしいですか。

泉澤（文）委員：はい。泉澤です。発達センターを使ってらっしゃる方で、たとえば、NPO 法人のこっ

こだったりとか、併用されている方も。幼稚園と３つ使われてる方もいるんですけども。基本的に

は、保護者の意向を汲んで、たとえば幼稚園に週２日で発達センターのにじいろさんに３日とか、

その逆で幼稚園３日にして発達センター２日とか、４日と１日とか。あとは午後行くので幼稚園は

５日来ますとか、いろいろあります。今の園ではないんですけど。前の園のときにはこっこを利用

されている方もいらっしゃったので、もちろん発達センターの先生にも、園の集団の中でのお子さ

んを見てもらいますし、こっこの先生にも来ていただいて、そこでも話し合いをして、こっこでは

こういうことを気をつけてやっていますよっていうと、幼稚園でも、じゃあそれを取り入れてみよ

うかなっていうような、できるだけ保護者の要望を聞きながら、せっかくいろんなところを利用さ

れてるので、お子さんにとってどういうふうに幼稚園がその中でいい刺激を与えてったらいいのか

なっていうところで、いろんなところと、連携をとりながら進めております。

それと、いただいたマイクであれなんですけど。幼稚園の場合に、担任１人に対して補助が、何

人もついたりするんですけども。基本はそのクラスの子どもっていうことなので、補助が、その子

に特別関わる。もちろん個別でつかなきゃいけない場合もあるんですけど。そうでないときには、
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できるだけ担任が関わって、補助の先生がほかの子の様子を見る。

たとえば、パニックになっちゃってみんなと一緒に何かできなくなっちゃうかなって思うと、担

任が補助の先生に、ちょっとここで今手遊びしててくださいとか、歌をお願いしますとか、紙芝居

読んでくださいとかって言って、パニックになったお子さんがいられる絵本の部屋だったり、幼稚

園の会議室だったり、ちょっとした空間があります。もちろん担任がちゃんと自分のクラスの子ど

もの一員だっていうことを考えて、気持ちが鎮まったら、担任が補助の先生と交代して、みんなお

待たせっていいながら入っていっていきます。補助は、いろんな活用の仕方があるんですけども。

そのお子さんにだけくっついてるんではなくって、クラス全体がうまく運営して活用できるよう

に、担任と補助と連携をとりながらっていうやり方をしてるので、補助の先生っていうと普通の方

はその子に対してついてるっていう考え方になってしまうと思うんですけど。幼稚園のほうはクラ

スに対しても補助していただいているので、あくまで支援を要するお子さんでも担任が関わるって

いうのは基本にしてます。

だから、たぶんもしかしたら保育園が複数担任で、加配の職員が中に入ってリーダーになったり

サブになったりっていうようなやり方をしてるところの考えは、保育園さんも一緒なんじゃないの

かなって思いますけども、はい。

泉澤（弥）委員：ちょっといいですか。保育園のほうからもお答えさせていただいても大丈夫ですか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、泉澤委員。

泉澤（弥）委員：当代島の泉澤です。要請は今までしたことがないです。保育園の場合、まなびさんが来

てくれたときに、４歳も３歳も実はお話をさせていただいています。この子はたぶん将来、５歳に

なったときに学校とのつながりがとらなきゃいけない子だよっていうことを、小さい内からチェッ

クっていうか。この子とこの子は、長い目で見ていきたい、見てほしいっていうことをお伝えして

いるので保育園の場合は、５歳児だけではなくて小さいうちからの情報を入れるようにしています。

療育のほうも、週１通っているお子さん、月１通っているお子さん、さまざまです。それは療育

センターと、お母さんとの話し合いの中で決めていることで、保育園がいつ行きなさいっていうこ

とはないんです。保育園は、朝７時から夜７時までやっているので、先生午後から行ってきますと

か行ってきましたとかっていう形で、療育が終わってから保育園ということもあるし、保育園の午

前中過ごして午後から療育センターに行くこともあるし、そういうことで、丸々１日お休みするっ

ていうことはあまりしてないお母さんが多いです。

お仕事で預けていますので、幼稚園みたいに２時で終わるとか４時で終わるとかじゃないので、

そのあとでもお仕事に行けるんですね。午前中療育センター行って、給食からお願いしますとか。

さまざまな状況に合わせて保育園はおこなっています。以前、にじいろの水曜日、個別のほうに通

っているお子さんとかいらっしゃったんですけど、そういうときには、２時・３時ぐらいまでにな

ってしまうので、お母さんがお仕事するときは午前中行って、午後からお休みして子どもを受け取

るというような形でしていたみたいです。子どもの療育の状況に応じて保育園をどうやって変えよ

うかっていうのは相談にのりながら、その子に合わせておこなっています。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。愛塲委員、では、お願いします。

愛塲委員：どうもありがとうございます。もう１個だけ聞かせていただきたいんですが、逆のパターンで

やはり、発達センターさんにも最初からつながりをもってらっしゃる方にとっては、途中で幼稚園

どうですか。あるいは保育園どうですかっていう形で勧めるパターンもあると捉えてよろしいんで
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しょうか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：では上林委員よろしくお願いします。

上林委員：はい、こども発達センターの上林です。今、お尋ねいただいた通り、こども発達センターに初

めから関わっているお子さんで、親御さんとのお話の中で、そろそろ幼稚園あるいは保育園等に行

かれてはどうですかというようなことで、ご相談をするようなこともありますね。特に、こども発

達センターは、今、児童発達支援センターという立場にありますので、特に、子どもたちの本当の

生活の場は保育園とか幼稚園とかで生活をして、初めて本当の共生社会ができてくるということで、

そういった子どもたちが本当に日常生活を過ごす場の、その後方支援をするというのが私たち発達

センターの立ち位置というふうに思っております。ですので、そういう意味においても、愛塲委員

がおっしゃったように、できることであれば保育園や幼稚園、そちらでの生活をお勧めするという

ようなことが、多くなってきているかなと思っております。以上です。

愛塲委員：はい、どうもありがとうございました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。

小田委員：すみません。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは小田委員お願いします。

小田委員：はい、NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。支援を必要とする園児数の数字の定義

を教えてほしいんですけども。たとえば幼稚園全体 125 名。その 125 名というのは親御さんからの

申請に基づいたその数なのか、園の側でこの子には支援をつけたいっていうその数なのかどちらで

しょうか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：では、岡本委員お願いします。

岡本委員：両方ですね。親御さんのほうから、最初からそういうふうな申し出もある場合もありますし、

あるいは先ほど泉澤園長も申したように、面接のときにお話をさせていただく、あるいはその機会

がなくても、のちのち、また別の機会にそういうふうなお話をしていただく。そのときの状況によ

って、いろいろと違ってきますので両方と思っていただければと思います。

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。では、よろしいでしょうか。それでは、議題３つのすべての

協議が終わりましたので、最後に事務局より連絡をお願いしたいと思います。では、橋野委員お願

いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。10 月からスタートしました青少年サポート事業そらいろルームの実

施状況について少しご報告させていただきます。この事業ですが、小中学生・高校生、概ね 25 歳

までの方を対象とした発達障がいへの療育支援、相談支援を行う事業です。このこども部会等で、

皆さんから浦安に今こういったところがないということで、浦安独自につくりあげた事業です。ま

ず、９月９日前回のこども部会が終わりましてから、事業の周知をしっかりやらなくてはいけない

ということで、９月下旬に障がい事業課主催で説明会を実施しています。対象としましては、市内

の障がい福祉団体や関係保護者の方。また、相談支援事業者、支援者の方ということでおこないま

した。そのほか、小中学生が対象ということですので、学校との連携等も将来出てくるだろうとい

うことで、９月下旬に市内一律小中学校の校長先生が集まる会議に参加しまして、事業の概要等を

説明させていただきました。

事業がスタートした 10 月以降には、適応指導教室ですとか教育研究センターの先生方に、直接
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説明させていただきました。それから、私立の中学・高校・大学等へも、教員等の発達障がいの理

解といった支援もおこなう事業ですので、こういう事業がスタートしましたという周知をさせてい

ただきました。

浦安独自の事業ということで、法律に基づいたものでもなく、よその市にあるといったものでも

ありませんので、事業の周知については、丁寧に時間をかけてしてきているところです。その後の

実施状況ですけれども、基本的には毎月の中旬に、前月分の状況を障がい事業課との連絡会議とい

うところで詳細報告を受けることとしています。

直近では 10 月末の状況報告を受けておりまして、10 月末現在の登録者は 34 人。内訳ですが小

学生が 20 人、中学生が６人、高校生が３人、社会人が５人という内訳でした。10 月は、皆さん初

めてですので初回面接が多くて、事業者のほうは大変だったかと思います。療育・相談については

個別を中心に実施していただきました。11 月からは登録者もそろそろ集まってきたということです

ので、希望者を年齢等でグループ分けして集団療育も実施しているところです。

その後も登録者は日々増えておりまして、ここに来る前に、昨日現在で確認してきましたが、54

人となっているようです。まだ、第１回の報告しか受けていませんので、今日は概要等になってし

まいますが、皆さんからお聞きしたいことなどもあれば連絡会議等で調整しながら、このこども部

会でも報告していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。青少年サポート事業についてのご報告だったんですけれども、こ

れにつきまして何かご質問等ございましたら。加藤委員お願いします。

加藤委員：千葉コスモの加藤です。そらいろルームさんが 10 月に開所してから当会の会員も、順番に利

用していくような状況です。そこで出てきた話を少し時間をいただいて、させていただければと思

っています。実際、保護者がそらいろルームさんに期待することは、個別に、色々なスキルを身に

つけさせていただきたいっていうことが１つ。もう１つは、子どもたちが日々過ごしているほとん

どの時間は学校ですので、学校での様子を見ていただきたいっていうことが希望としてあります。

最近、当会で話題になったことを具体的にお話しします。１人のお子さんは教育センターさんで

やっている通級指導教室に通っていて、そこの SST で、「嫌なことをされたらやめてって言葉で言

うんだよ」というスキルを、教わりロールプレイなんかで練習をして、身につけた。【改行なし】

実際に自分のクラスに帰って実践するんだけれども、やめてって言ってやめてくれる子ばかりでは

ないので、なかなかそれでは解決できないっていうような部分もあります。別のお子さんは、少し

いじめの兆候を親御さんが気になっていて、「教室にいる大人は先生だよね。先生にまず、助けを

求めよう。嫌なことされて、それでやめてくれなかったら先生にまず言ってみよう」と助言。実際

にそのお子さんは先生に言ったんだけれども、「あなたが悪い」ってみんなの前で一喝されてしま

って、すごく悔しい思いをした。

「通級の先生やお母さんに教わった通りにやってみたんだけれどうまくいかないよ」と言って、

泣きながら帰ってくるっていうような話が、今でもあります。特別支援教育というのは、ずいぶん、

浸透しているかなとは思っているんだけれども、支援が必要な子だけをがんばらせる教育ではない

と思うんですよね。周りのお子さんや、先生の意識を変えるということも、それも１つの特別支援

教育の重要な役割ではないかなと思っています。

その中で、そらいろルームの中島先生はいすみ市で学校に実際に入って行かれて、全校生徒に対

する道徳教育というようなものや学級づくりのアドバイスを、具体的には、教室の展示物をこうい
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うふうにすると効果的だというようなことも実際にアドバイスをされているので、ぜひそういうよ

うなことを浦安でもやっていただければなと期待しています。SST を一般の子ども向けにやるとい

うのは、簡単のようですごく難しく、へたな人がやると、それこそ、差別や区別を助長するような

ことにもなり兼ねません。そういうのを実際にいすみ市がやっている実績がおありなんであれば、

ぜひ、その力を利用しない手はないんじゃないかなと思っています。

学校や、それ以外の組織もそうかもしれませんけれど、なかなか、外からの人が入るのは難しい

という抵抗があるかもしれないんですけれども。また、浦安市にはまなびサポートもすでに活動し

ているんですが、実際にはやはり個別の、特に就学相談で、丁寧に対応していただいているので、

なかなかお忙しいと思っています。それも、人員不足でやれないというんだったら、ぜひ、外部の

力を活用していただきたいなと思っています。

私たち保護者は、スピーディーに対応していただけないことがやっぱりもどかしい思いとしてあ

ります。たとえば、外部の組織や人を入れるんだったら、ルールをまずつくってほしいとか。書類

はこういう書類をつくるべきだとか。やってみます。やろうと思っているんですといううちに、そ

らいろさんの業務委託期間の３年があっという間に過ぎてしまうんじゃないかと少し焦りを感じ

ていて。まだ 10 月に始まったばかりなんですけれども。今の段階でちょっとお話ししておきたい

なと思いました。

結局、そらいろルームさんが来る前と来たあとで、何も変わらなかったねって言われてしまうの

がすごくもどかしいなと思っています。やりたいっていう学校がいれば、どんどんやるような雰囲

気づくりをしていただければなと思っています。そのために、浦安にある学校に所属なのか、どこ

に所属なのかっていったものではなくて、浦安の力で、とにかく前に動きだす、まわしていくって

いうことを、ぜひ皆さんに知恵を出していただければなと思っています。もう１度言いますけれど

も、浦安市の特別支援教育が、支援の必要な子だけに「もっとがんばれ！」と言って、その子をへ

とへとにさせるようなものにはして欲しくないなと思っています。以上です。ありがとうございま

した。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：どうもありがとうございました。浦安市の特別支援教育、おっしゃる通りで、教育的ニーズ

に応じた教育をしようということで、教員一人一人の力量上げるっていうのはとても大事だと思っ

ています。ますますこちらも連携を密にして動いていきたいなと思います。そらいろに関しまして、

障がい事業課さんと、そらいろと、まず、まなびのほうで連携をということで今始めたところです

ので、ご意見としてうかがっておきたいと思います。ありがとうございます。

橋野委員：はい。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、橋野委員お願いします。

橋野委員：はい、障がい事業課の橋野です。障がい事業課の事業として、心のバリアフリーハンドブック

を作成して、障がいへの理解を啓発するという事業をおこなっておりまして、今年度は、障がい事

業課の職員が社会福祉協議会のボランティアの方と一緒に学校に出向いて、福祉教育の出前講座み

たいなものをさせていただいてます。

その際に、バリアフリーハンドブックを、市の職員が用いて説明をします。その学年は４年生が

多いんですね、福祉教育の。４年生の学年のお子さん全員に障がいがある人もない人も、特に、な

い人たちにわかっていただきたいということでやっているものです。

こういったところで今後、市の職員だけではなく、特に、プロである中島理事長にもご協力いた
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だきながら、なにか福祉側からも、学校のほうに提案できるようなことを考えていきたいと思って

おりますのでよろしくお願いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、基幹相談からの研修のお知らせということで、よろしくお願いします。

事務局：はい、ありがとうございます。今日お手元に、２つの研修のご案内をお配りしております。１つ

が 12 月 11 日９時 45 分から開催されます「難病を抱えて生きる今と未来に必要なこと」、一般社団

法人日本難病・疾病団体協議会事務局長水谷先生にお招きして、難病の方の暮らしぶり、現実につ

いて学び、よい支援とはなんぞやということを考える機会にしたいと思っております。まだ、お申

し込みのほう、空席ございますのでお待ちしております。

そして、２つ目ですけれども。来年２月 25 日、皆さん NHK のドキュメンタリー番組でも、先

だって放映された、『自閉症の僕が飛び跳ねる理由』をお書きになった東田直樹さんをお迎えしま

して、『僕からみた世界～自閉症の僕が飛び跳ねる理由～』という演題でご講演いただくことにな

っております。これも支援者の方また当事者・ご家族皆さん、ご参加いただける内容になっており

ますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。

小田委員：いいですか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：小田委員よろしくお願いします。

小田委員：はい、NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。もう１枚のチラシの説明をさせてくだ

さい。浦安市主催で、我々も事務面でやらせてもらっています。第６回浦安市発達支援セミナー。

前回も、チラシまだ仮っていう案っていう形だったんですけども。正式バージョンっていうことで、

お渡しさせてもらっています。

12 月１日今週から、正式に申し込みが始まりまして、定員 200 名うち、保育 30 名なんですけど

も。今日現在 66 名。あと保育が 21 名という形で、皆さんの宣伝のおかげだと思ってます。ありが

とうございます。200 人、しっかり集めて、月森久江先生、有名な先生に来ていただきますので、

しっかり機会を活用したいなと思っています。残り 130 名ぐらい、ぜひ引き続き、周知のほうお願

いできればと思います。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。そのほか事務局からあればお願いします。

事務局：はい。次回の第４回のこども部会ですが、２月 24 日火曜日の１時半からを予定していますので、

よろしくお願いします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、では、次回の日程よろしくお願いいたします。

神谷委員：いいですか。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、えーと、神谷委員お願いします。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。今日の議題で幼稚園と保育園における配慮についてってやっていただ

いたんですけども。今後は、小学校とか中学校とかも同じようにやっていくっていうふうなんです

よね。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、事務局からお願いします。

事務局：第４回目の議題にということであればそのように盛り込んでいきたいと思います。それもご意見

いただければ。まだ第４回の議題は正式には決まっておりませんので。入れていく、ということで

よろしいですか。

神谷委員：すごく期待しているので。
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事務局：はい、わかりました。

神谷委員：これは、当然、支援学級だけではなく、通常級のほうもしていただけるということですよね。

事務局：通常級での取り組みということですよね。

神谷委員：そうですね。

事務局：はい。了解しました。

神谷委員：お願いします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、よろしいでしょうか。それでは、これをもちまして第３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。

一同：ありがとうございました。



平成 26 年 12 月４日（木）

午後１時 30 分～午後３時 30 分

文化会館 中会議室

平成 26 年度浦安市自立支援協議会第３回こども部会

１．開会

２．議題

（１）サポートファイルの配布状況について

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）幼稚園、保育園における配慮について

３．閉会



議題１資料 サポートファイルの配布状況について

①配布数の推移（所属別） 単位：冊

所属 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

関係団体所属 14（８団体） 58（７団体） 0 0 0

こども発達

センター登

録児

にじいろ 15 23 15 11 21

にじいろ以外
0 0 0 0 0

こども発達

センター登

録児以外

未通園 0 3 8 0 0

保育園・幼稚園 0 8 4 9 22

小・中学生 1 6 7 2 8

所属不明 6 5 2 8 16

合計

36 103 36 30 67

+各園長・校長へ

42 配布

②平成 25年度の配布数増加理由

・障がい事業課とこども発達センターで連携し、市ホームページでの周知や周知用チラシを作成し配

布を行った。

・障がい事業課・障がい福祉課でも配布を開始した。

・教育委員会においても活用方法の検討がなされ、まなびサポートをとおし、各学校長への説明を行

った。

・こども発達センターにおいても、保護者への説明や面接の機会においてファイルの情報提供を今ま

で以上に行うようにした。

③平成 26年 11 月現在の配布状況 単位：冊

所属 平成 26 年度

関係団体所属 0

こども発達

センター登

録児

にじいろ 17

にじいろ以外 8

こども発達

センター登

録児以外

未通園 0

保育園・幼稚園 28

小・中学生 5

所属不明 4

合計 62

※10 月より、市内の指定特定相談支援事

業所にもサポートファイルを設置しまし

た。

今後は相談支援事業所での相談をとおし

て、サポートファイルの活用が図ります。
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議題２資料（１） 障がい者福祉計画素案抜粋

○計画の基本的事項抜粋

計画の基本理念と重点的な取り組み

本市の総合計画（計画終期：平成 32 年度（2020 年度））では、まちづくりの上位目標と

して、「市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、ともに助け合い、支え合いながら、健

康で、安心して生きがいを持って暮らせるまち－生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

―」を掲げています。

今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成２８年４月に施行される「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」の目標である「全ての国民が、障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向け、

重点的な取り組みとして、次の5項目を重点的的な取り組みといたします。

１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、自由に

サービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりのニ

ーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努めるため、民間の事業者の連携と新規事業者が参入し

やすい環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域移

行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等をおこない、日中

活動の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。

２．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイルを活用して、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援体制を推進します。

３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立できるよ

うに、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。



２

４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者に対し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整

備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合う共

生社会の構築のため、障がいの有無にかかわらず相互理解が深まるように、差別の解消と合理

的配慮を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図ります。
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○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、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も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、共に学ぶ活動をおこなっています。

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

おこないます。

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

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。

学校では、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

充を図ります。
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■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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３．保健・医療の充実

（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がい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。
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■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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４．子どもへの支援の充実

（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んでいきます。

■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。
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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。

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。

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

子ども・子育て支援事業計画（仮称）
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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、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。

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。

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。



１１

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。

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。
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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。
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■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。
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■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、子ども・子育て支援事業計画（仮称）
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○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、障害児支援利用
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。
障がいのある児童
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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。

【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、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 1,202 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 8 8 8

⑤障害児相談支援 実人数（年間） 300 320 340
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議題２資料２

第4回福祉計画策定委員会での指摘事項への対応

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。
10 現在検討中。

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。

13 現在検討中。



議題３資料

平成 26 年度 保育園・幼稚園における支援を必要とする園児数

保育園（認可 21 園中）

全児童数
対象児童数

加配職員数
全体 うち手帳所持数 うち発達センター等通所数

2,523 83（3.3％） 4 39 46

幼稚園（14 園中）

全児童数
対象児童数

加配職員数
全体 うち手帳所持数 うち発達センター等通所数

1,706 125（7.3％） 12 90 47

※全児童数は平成 26 年 11 月現在


