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第１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６月 10 日（火）14：00～16：00

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、

細野政臣委員、泉澤文子委員、松田奈美世委員、足立八重子委員、平山孝一委員、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）平成 26 年度こども部会について

（2）子ども子育て支援制度について

（3）障がい者福祉計画の策定について

５．資料

議題１資料１ 浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

議題２資料１ 子ども子育て支援制度 なるほどＢＯＯＫ すくすくジャパン！

議題２資料２ 平成 26 年度新規事業こどもプロジェクト事業

議題３資料１ 浦安市障がい者福祉計画の策定について

議題３資料２ 平成 26 年３月７日障害保健福祉関係主幹課長会議資料抜粋

議題３資料３ 医療的ケアが必要なこども（18 歳未満）について

６．議事

事務局：ただいまより平成 26 年度第１回、浦安市自立支援協議会こども部会を開催いたします。２年を任

期とした協議会ですので、平成 25 年度から通算いたしますと第５回にあたります。今年度から新た

に委員になられた方が４名いらっしゃいます。教育研究センターからは、昨年度のリーダーである江

黒委員に変わり山本委員が。山本委員におかれましては、今年度のこども部会のリーダーとなってい

ただきます。また、市立幼稚園からは中里委員に変わり泉澤委員が。障がい者等一時ケアセンターか

らは、竹谷委員に変わり西村委員が。千葉県立浦安南高校からは、市原委員に変わり平山委員が参加

していただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

会議に先立ちまして新任の委員の方に自己紹介をお願いしたいと思います。山本リーダーからお願

いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：皆さんこんにちは。教育研究センターの山本伸一と申します。よろしくお願いいたします。私

は３年前に東野小学校から教育研究センターにまいりまして、今年が３年目になります。前任の江黒

所長が、今年度から美浜南小学校に校長として出られましたので、そのあと私が、所長という形でこ

この席に座らしていただいています。よろしくお願いいたします。
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一言だけ、今教育研究センターの前に、階段を上ったところで緑のカーテンをやろうと思いまして、

ひょうたんとゴーヤを植えたんですけど、なかなかひょうたんが難しくて風にあおられると下の茎の

が細くなっていてなかなか水が通らなくなって葉っぱが枯れたりとか。毎日夕方水をあげてやるんで

すけど、なかなか生き物の世話は難しいなと思いながらやっております。仕事にも、ひょうたんにも

なかなか悩まされている日々を過ごしておりますので、よろしくお願いいたします。

平山委員：はじめまして。浦安南高等学校からまいりました平山と申します。昨年度は市原が委員をやって

いたんですが、ちょっと担任との両立は大変だということで、私は去年までは３学年主任として仕事

をしておりまして卒業生を出して、今年から高校生活サポート部の部長ということで、今回このよう

な形でこの回に参加させていただくことになりました。２年間よろしくお願いします。

泉澤委員：こんにちは。青葉幼稚園の泉澤文子と申します、よろしくお願いします。前任の中里園長は３月

で定年退職されましたので、そのあとを引き継いで参加となります。私は４月に、若草幼稚園から青

葉幼稚園に異動したんですけど。今年は青葉幼稚園 60 周年と、それから園舎の大規模改築というこ

とで夏休み入る前に全部空っぽにしなきゃいけないというふうに、今頭の中がそれでいっぱいですけ

れども、１年間頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。

事務局：はい、ありがとうございました。なお、本日は障がい者等一時ケアセンターセンター長西村委員、

当代島保育園泉澤委員が欠席となっております。

次に、この場で協議会と各部会共通事項として、会議の公開と議事録等について確認させていただ

きます。協議会及び部会の会議と議事録は、原則公開となっております。また委員名を議事録に掲載

しております。個人情報を扱う議題については、会議の全部または一部を非公開としております。平

成 25 年度は個別のケースに関わる報告があったため、相談支援部会、地域生活支援部会、こども部

会の議事の一部を非公開としております。なお、本人部会については委員自身の障がいや経験につい

ての意見が中心となるため非公開としております。また、代理人の出席ですが部会のみ代理出席を受

け付けております。なお、協議会や地域生活支援部会、権利擁護部会でも報告させていただきました

が、代理出席の際代理人が希望した場合のみ団体名・委員代理と表記し、匿名扱いといたします。

平成 27 年度からは、一律団体名のみの掲載といたします。

最後に、本日は追加資料がございます。議題３資料３について訂正がありますので、改めて配布さ

せていただきました。議題３資料３なんですが、※印の障がい者、重度障がい児等通所事業所特別支

援事業補助金の、前の段が、発達支援センターたちばなという表記が正しいですので、こちらの資料

をお使いください。また委員名簿も配布させていただきます。２点とも机の上に置いてございますの

でご確認ください。資料のほうよろしいでしょうか。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：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１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。これから本日は３件の議題について

協議していただきますのでよろしくお願いいたします。まず最初に議題１、平成 26 年度こども部会

について説明いたします。こちらのほうは私のほうから説明させていただきます。よろしくお願いい

たします。

まず、平成 25 年度の活動報告をさせていただきます。平成 25 年度の部会は全４回行われました。

主な内容の５点につきましてご報告させていただきます。１つ目は、障がい児支援体制についてです。

市内の行政及び民間を含めた障がい児の現状の支援体制について、確認いたしました。その中で、重

層的に重なり合う制度は、一見して充実しているように見えますが、保護者の立場からはわかりづら

い、未就学部分は手厚いんですけれども、そのあとが不足している部分がまだまだあるといったご意
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見をちょうだいいたしました。

２つ目として、青少年サポート事業についてです。こども部会での意見としまして、中高生の療育

支援の充実。また、余暇活動の充実が、意見としてあがりました。これらの意見や市の療育支援体制

などを検討しまして、26 年度の新規事業といたしまして、青少年サポート事業を実施することとな

りました。発達障がいの小中学生、高校生を中心といたしました放課後や土曜日などの学習支援、生

活スキルの練習などの療育支援を行う事業ということで、どんな内容を盛り込んでほしいか。どうい

った地域支援を行ってほしいかなど、委員の皆さんからご意見をちょうだいいたしました。

３点目といたしまして、障害児支援利用計画についてです。平成 26 年度末までに、サービスを利

用するすべての方を対象に、ケアプランを作成することとなっております。そこで、委員の皆さんに、

障がい児のケアプランがどのようなものなのか、事例をとおしてお伝えしたところです。

４点目としまして、インクルーシブ教育システム構築・モデルスクール事業についてです。平成

25 年度より、浦安市では文部科学省の委託を受けまして、２校のモデル校を設置しまして、合理的

配慮員３名をお招きして、支援のあり方について、県立特別支援学校や関係機関等と連携しまして、

より専門的で多面的な視点から、合理的配慮について検討することができました。25 年度につきま

しては、数か月の取り組みではありましたが、少しずつ教職員の特別支援教育への意識が高まってい

るとの報告を受けております。

最後５点目に、サポートファイルについてです。ライフステージごとに途切れることなく情報が受

け継がれるようにという願いのもと、サポートファイルがあるんですが、昨年 25 年度はより多くの

人に知ってもらい活用してもらうという方法に切り替えまして、広報への掲載、ちらしなどの作成に

よる周知を行ったところです。その他、今年度平成 26 年度のこども部会の方向性についても、ご意

見をいただいたところです。

続いて平成 26 年度の内容についてご報告します。昨年度の第４回目の部会で皆さんから、26 年度

はこのようにしていきたいというご意見をいただきました。それらを反映しながら引き続き、まず生

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はかるために、教育と福祉の連携に関する事項、相談体制の充実に関する

事項について協議していきたいと考えています。

今年度は障がい者福祉計画の策定もあり、こども部会として、計画へ反映させていくための意見を

まとめていくということも行っていきたいと考えております。また、この計画策定と関連する部分で、

子ども子育て支援制度が新たに始まるにあたり、障がい児支援との関連性も踏まえまして、こども部

会でご意見をお聞きしたいと考えております。

さらに、今年度新規事業であります青少年サポート事業の検証についても、このこども部会で行っ

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。また、昨年度に引き続きましてインク

ルーシブ教育システム構築モデルスクール事業につきましても、報告を行っていきたいと思っており

ます。以上でこども部会の、昨年 25 年度の活動報告及び 26 年度の内容についての説明を終わりま

す。

それでは、ただいまの件につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたし

ます。

報告事項でしたのでよろしいでしょうか。では、今年度もよろしくお願いいたします。

それでは、続きまして議題２に移りたいと思います。議題２は、子ども子育て支援制度についてで

す。岡本委員のほうから説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

岡本委員：保育幼稚園課の岡本でございます。皆様方のお手元に、「なるほど BOOK すくすくジャパン」と
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いう資料が、もうすでに配布されていると思いますが、こちらの資料に沿って説明をさせていただき

ます。まず、お開きいただきまして２ページ目ですね。平成 24 年８月、日本の子ども子育てをめぐ

るさまざまな課題を解決するために、子ども子育て支援法という法律ができましたってことで。これ

は民主党政権時代ですね。税と社会保障の一体改革っていうことで、最終的には、民主党が当時与党

で、自民党と公明党３党が合意しまして、消費税法案ならびに社会保障を変えていくということで。

この子ども子育てに関しましては、今までは、社会保障という位置付けではなく、通常ですと、国

民健康保険あるいは国民年金、あるいは社会保険あるいは介護保険、これが一般的に言う社会保障の

位置付けだったんですが、子どもに関してはそういう制度がなかったということで、ここで初めて、

子どもに対しても社会保障ということで、制度上そういうふうな形で位置付けが初めてできたと。

今まで保育園とか幼稚園の歴史は、結構長かったんですけど、大改革ということで、学識の方に言

わせると 60 年振りあるいは 70 年振りの大改革だということをおっしゃっています。まあ、それだ

け制度が大きく変わるっていうことを、国のほうでは今まさにしているっていうことですね。

では、実際にいつから始まると言いますと、27 年４月に予定してます。これは消費税が 10％にな

った場合に、消費税の増額分で 7,000 億円は出ると。この事業自体は、約１兆円から１兆 1,000 億円

っていうふうなことを見込まれてまして、実際には 3,000 億か 4,000 億足りないんですが、その中で

も、7,000 億は必ずこの消費税に財源があるということで、一応国のほうでは準備を進めておりまし

て、各自治体でもそれに向かって、今、いろいろと準備を進めてます。

では、どんな取り組みをするかってことなんですが。今まで、民主党政権下では、総合こども園っ

という名称のものがありまして、これは、保育園とか幼稚園とかっていうものをすべて、総合こども

園にしようというふうな考えだったんです。以前の自民党の政権の時代には認定こども園というもの

を広く普及しようっていう考えがあったんですが、自民党に変わったことによって、認定こども園を

また普及しようということが、１つの大きな柱になります。あとは、待機児童を減らすということと、

あと、子育てしやすい環境、働きやすい、社会をつくるってことですね。

あと、子育てに関してはどうしても、量的な部分が足りないっていうことで、質の拡充と、量を含

めて増やすっていうことで、特に待機児童対策は、この部分も、強くすすめていくっていうことです。

もう１点は少子高齢化、特に少子化の問題で、このところ、極転社会であったり、800 近くの自治

体が消滅可能になるというふうな情報も出てますが、地方では子どもが少なくなってきて、保育園と

か幼稚園を単体で維持することがもう難しくなってきてる。お子さんが少ない地域では、保育園の機

能と幼稚園の機能を合体した認定こども園とかそういうものを、どんどんすすめるような形を、今、

国のほうでは考えております。次の３ページをお開きください。

このほかに、この新制度で増える教育・保育の場っていうことで、今までの幼稚園・保育所に加え

て認定こども園の普及をはかります。改めてその下にある地域型保育を新設し、待機児童対策として

３歳未満の保育を増やします。首都圏あるいは、大都市圏では、３歳以上、４歳５歳はそんなに待機

児童がいないんですが、0 歳１歳２歳、この部分が１番待機児童が多いっていうことで、その部分を

どうやって確保するかっていうことで、地域型保育というものを、１つの打開策として、国のほうで

は考えております。

それでは、その具体的な内容について。まず幼稚園ですね。３歳から５歳。これは今までと同じよ

うに、通常９時から 14 時までですね、教育時間を受け持っていただくということで、利用できる保

護者、これは制限はないということで、就労している、していないに関わらず、その幼稚園を希望す

るところに、入園できると。

その下の認定こども園。これは教育と保育を一体的に行うという施設ということで、幼稚園と保育
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園の機能をあわせ持つということで、特に保育園の機能については、就労であったり、あるいは求職

をしているとか、そういうのが何らかの認定に応じて、入園を認めるというような形になります。

下のほうに３つのポイントがありますが、ここで認定こども園については、保護者の働いている状

況に関わりなく、どのお子さんも教育を一緒に受けます。片方の方が仕事をしていない方、片方が在

宅で子どもさんを面倒見ているというような、そういうふうな家庭のお子さんが、認定こども園に行

ったときに途中で、両親が仕事をしたいということになった場合、そこの施設ですと、就労している

方も受け入れられるし、逆に就労していた方が何らかの事情で就労できなくなった場合も、その辺で

継続して在園できると。それが２番ですね。

３番目に、子育て支援の場ということで、子育て支援の機能を、ここでは、相談するような機能を、

あわせ持つような施設として位置付けられております。右側の保育所ですね。０歳から５歳。これは

今までとほぼ同じです。変わるものはございません。保護者の就業の時間帯に応じて、保育を供給す

るってことで、逆に保護者の方はその状況に応じて保育園にお子さんを預けられるってことですね。

その下の地域型保育、これは、０歳から２歳ということで、これは今まで 20 人以上が認可保育園

の、認可の条件というか、そういうものがありまして、県のほうで認可していましたが、この０歳か

ら２歳の小規模、これは６人から 19 人ですね。実際に受け入れるのは１から 19 人、全部で 20 人以

内。この部分については、市町村が今度認可をするということで、その認可をするために市町村が条

例をつくるというような形になります。

その待機児童の０歳、１歳、２歳の部分を、この地域型保育で、まかなっていくと。具体的には、

地域型保育には４つのタイプがありまして、家庭的保育（保育ママ）ですね。これは浦安市では、も

う行っておりまして、この保育ママと。あと、これは実際に、他の市町村でも結構行っております。

あと、右側２番目ですね。小規模保育。これが、ミニ保育所なんですが、これも認可基準ということ

で、市町村の認可にもとづいて、保育所としての位置付けになるということですね。逆に 20 人以上

になりますと、県の認可ということで、県認可の保育園という形になります。

３番目、事業所内保育。会社の中には、お子さんを同伴で勤務をされて、お母さんが仕事をしてい

る。あるいはお父さんが仕事をしている間、お子さんを、その企業所内の一室で保育をしている。そ

う会社もありますので、そういうところは、今までは国の援助がある一定の期間しか出てなかったの

ですが、今回からはこういう施設に対しても、補助が出るという。そのためには、従業員の方の保育

のほかに、その地域の子どもを一緒に保育する。それが、条件ですね。たとえば、浦安に A という

会社があって、そこに、その A の会社に従業員が何人かいて、そこに、浦安在住の、近くの方のお

子さんがそこの保育園に行くということも可能になります。

あとは４番目、居宅訪問型保育。障がいとか疾患でご病気でどうしても、集団保育できないような

お子様がいらっしゃる場合は、この居宅型訪問保育ということで、一対一で保育を行うことができる

という、こういうふうな制度になります。

次の５ページ目をお開きください。今回のこの国の子ども子育て支援制度は、保育園とか幼稚園と

か、そういうふうな制度だけではなく、地域の子育て支援についてもこの事業が入っております。こ

れは地域子育て支援拠点、浦安で言いますと、子育て支援センター。そういうふうなものがこの部分

に入っております。保育園等で行っている一時預かりが、一時預かりに位置付けられまして、これも

引き続き行うと。その下の病児保育。浦安では病後児保育とふうに呼んでいますが、この事業につい

ても、国の制度としてそのままここに残ると。

あと、利用者支援とありますが、これは、相談的な機能ですね。要は、保育園に入れたい、幼稚園

に入れたい、あるいは、子ども用のこういう部分が私は心配なんだけど、などのご家庭からのいろい
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ろな相談に応じる、そういう機能を持った施設を、市のほうでもつくるような形を、今考えておりま

す。たとえば利用者支援という、そういう機能をあわせ持ちます。

放課後児童クラブ、これは、育成クラブなのですが、すでにございますので、これは引き続き行っ

ていくんですが、育成クラブについては、市が基準の条例をつくって、来年の４月からその条例にも

とづいて運用しなさいということになりますので、今年度中に、整備に関する条例とか、運営に関す

る条例を、市がつくるような形になります。

次に、７ページ８ページをご覧ください。利用の方法が、この新制度で変わります。施設などの利

用を希望する保護者の方に、利用許可の認定を受けていただきます。介護保険のような、認定という

制度が、ここの中には新しく出てきます。

どのような認定かといいますと、３つの認定区分がございます。１号認定、教育標準時間認定とい

うことで、これはいわゆる幼稚園の通常９時から 14 時にお子さんの、教育を受けたいという方のた

めの認定が１号認定で、これが一応３歳以上の方ですね。

今度２号認定。またこれも３歳以上なんですが、これは、保育が必要な場合、就労等で保育が必要

な事由に、該当した場合には、この２号認定になると。で、次に３号認定。満３歳未満ですね。これ

も、保育が必要な場合ということで、ですから、０歳から２歳については、この３号認定で３～５歳

については、幼稚園に行かれる方は１号認定で、それ以外の保育園に行かれる方は、通常２号認定と

いうふうな形と思っていただければよろしいかと思います。

実際に申し込みの方法はどうなるかと言いますと、この下の欄に幼稚園等利用希望の場合、幼稚園

等の施設に直接利用申し込みをして、幼稚園からの入園内定を受ける。で、幼稚園等を通じ利用のた

めの認定を申請します。これは、幼稚園を経由して市にその認定の申請が来ますので、市で認定をす

る。受けたあと、認定書をつくってそれを幼稚園に戻して、最終的には園のほうから保護者の方にこ

の認定証をお渡しするという形になりますね。

保育所等の保育を利用希望の場合は、今までと同じように、保育園の希望をするような方が、市町

村に保育の必要性の認定をしていただくと。今までは申請で申し込みだけだったのですが、今度この

認定がありますので、市町村から認定証が交付されて、ご自分がどこに行きたいか複数の希望を書い

ていただいて、それにもとづいて、利用希望を申し込みする。希望がかなって施設に入ることができ

ればそのままだし、入れない場合は市町村が利用調整をして、最終的に利用先が決まるということで

すね。

この制度は、認定証が出るということと、幼稚園はそのまま在籍している方は利用時にそのまま申

し込めばいいと。逆に保育園を希望している方は、園ではなく役所に認定の申請をしていただくとい

うことですね。在園児については、今までと同様に、園を通じてやります。

この新しく申し込みをされるような方、来年度たとえば保育所を希望するような方が、役所のほう

に、保育の必要性の認定をしていただくという形になります。あと、この下に新制度に利用にかかる

保育料、保護者の所得に応じた支払いが基本となりますということで、保育園については今までと同

じように、所得に応じた保育料でよかったんですが、幼稚園につきましては、今度は定額から所得に

応じた支払い方法に変わると。

所得の低い方については、今までは幼稚園の場合、奨励補助金ということで、一度お金を園にお支

払いしていただいて、そのあと、市が園を経由して、その所得の低い方には、奨励補助金という、補

助金を交付してたんですが、その補助金という制度がなくなりまして、最初から所得に応じた費用を、

園のほうにお支払いしていただくという形になります。

８ページの下のほう、契約・支払先、利用する施設によって、異なりますということなんですが、
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幼稚園とか認定こども園には、利用料はその施設にお支払いすると。保育所については今までと同じ

ように市のほうに納めていただくと。で、地域型保育、これについても施設にお支払いいしていただ

くと。公立の幼稚園については市が行っておりますので、市のほうにお支払いをしていただくという

形になります。

次に９ページと 10 ページですね。先ほど認定証というお話をさせていただきましたが、認定証を

交付するためには、保育が必要な場合には、何らかの事由が必要になります。それが、１番の保育を

必要とする事由ということで。このように、列記されています。今後、浦安でも、今現在これと同じ

ような状況で、必要性についての点数制を行っております。

次に２番目、保育の必要量ということで、今までは保育というのは、保護者の就労時間に応じて行

っていたんですが、今回はその就労時間でも２つのタイプができました。

保育標準時間、これはフルタイムを想定した、ご家庭の利用で、最長 11 時間。保育短時間。これ

はパートタイムですね。最長８時間で、保育を受けることができる。保育短時間利用が可能となる保

護者の就労時間の下限は、１か月あたり 48 から 64 時間の範囲で、市町村が定めることになってお

りますが、浦安市では、今現在、ほぼ 75 時間、実際には、就労している時間は 64 時間ですので、

新制度になっても 64 時間以上の方であれば、この保育の認定を受けられるという形になります。

優先利用の該当の有無、これは、一人親家庭の場合、あるいは生活保護、生活中心者の失業あるい

はお子さんが障がいのある場合など、さまざまな、理由がありますが、そういう方々が優先的に利用

するということが、明確にこの新制度では位置付けられております。

次に 10 ページですね。保護者の皆さんの働き方と子育て状況に合わせて、たとえば、こんな支援

が利用できますってことで、産休明けの場合、仕事をしっかり頑張りたいという方は、認定こども園

や保育園、あるいは幼稚園の一時預かりというものもあります。あとは、小規模保育。これは先ほど

言った地域型保育の１つですね。育成クラブと。週３日の場合、少しだけ仕事をしているという方の

場合ですね。これも、認定こども園と、保育所、幼稚園、あるいは小規模育成クラブとすべてと同じ

ですね。

たとえば、子どもが小さい、専業主婦（夫）であった場合、ゆっくり子育てをしながらという方の

場合は、認定こども園ですね。これは、認定こども園の場合は、３歳以上です。幼稚園と同じなんで、

１号認定の場合ということですね。あと、幼稚園、あと、地域の子育て支援センターなどを活用した

り、一時預かりというのもありますので、リフレッシュ目的なんかでは、こういう一時預かりを利用

できるということです。

11 ページにいきます。認定こども園というのは、先ほどご説明したように、就労している、して

ないに関わらず、保護者の状況に応じて、変化した場合でもこの施設を利用できるということが、大

きな特徴です。あとは、教育保育を一体的に行う施設という位置付けがあります。

２番目、「待機児童０の地域に住んでいます。このような地域に認定こども園は設置されないので

すか」ということですが、浦安の場合、ちょっと待機児童が発生しますので、これには当てはまらな

いのですが、そういう場合でも柔軟に、認定こども園をつくることができるということですね。

現在の幼稚園、保育所はどうなってしまったのかということですが、これは、私立での場合は、保

育園の場合は、ほぼそのまま、保育園に行くと思うのですが、幼稚園については、今いろいろとヒア

リング等行っています。最終的にはそのまま幼稚園に移行して、新しい制度にのっていくのか、ある

いは今までの、従来の制度にのることもできますので、従来の制度のまま残るのか、それは幼稚園の

ほうが選択するようになると思いますが。これは、いずれ、秋ごろには、ある程度、私立幼稚園さん

もお考えを示されると思います。ただ、幼稚園のままでも残れますので、そんなに大きな違いがある
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ということではないと思います。

あと、「幼稚園の預かり保育を利用していますが、今後は利用できなくなってしまうのですか」っ

てことですが、一時預かりについては、このまま制度が残りますので、今までと同じように利用でき

るということになります。

次に右側、「待機児童の多い都市部に住んでます。新制度で子どもを預けられるようになりますか」

ってことで、ここでは先ほどご説明したように、地域型保育ということで、小規模保育とか家庭的保

育を制度上位置付けていますので、そういうふうな事業体が進出すれば、待機児童の多い１歳から２

歳の子どもは、解消が進んでいるのではないかということですね。

次に、「待機児童問題は解消されるのですか」ということなのですが、これは、ほぼ同じなのです

が、国のほうの目安では平成 29 年度までに約 40 万人の保育の場を確保するということで、今現在、

国も一生懸命予算を確保したり、あるいは市でも、いろいろな形で待機児童対策を行っております。

あと、「地元に認可保育所に空きがなく、認可外保育所に行かれているというような場合「認可外

保育施設はどうなるか」ということなのですが、今現在、認可外保育施設については、待機児童解消、

加速化プランというものを国のほうで持ってまして、私ども浦安でも、認可外の保育園の３園を今年

度中に認可保育園に移行するように準備をしております。

そういうふうに、認可外から認可になるということも、事業者側の選択として残されておりますの

で、これからもそういう選択をされる場合は、認可保育園になることも可能です。

「小規模保育の利用を考えていますが、子どもが３歳になったらどうすればいいですかと」は、小

規模保育は、０歳から２歳までが基本となっていますので、３歳になった場合は、どこかの施設にお

子さんを転園するような形になると思いますが、その場合に受け入れ先が必要になってきます。保育

園の場合には、実際には、３歳からの受け入れには、余裕はないんですね。たくさんのお子さんを受

け入れてますので。公立の幼稚園で預かり保育等やってますので、公立の幼稚園を認定こども園化し

まして、０、２歳の小規模で、通ってたお子さんが、そこを卒園したときに、公立幼稚園のところで

認定こども園で受け入れるようになることを、今、市でもいろいろと考えております。

13 ページ、14 ページですね。地域在宅子育て支援ってことで、これは先ほどもご説明したように、

在宅でお子さんを育てている場合でも、地域支援として支援センターなどがあるってことで、そうい

うところを利用できるってことですね。あと、パートタイムなどについても、保育長時間と短時間で

わかれるので、利用しやすいような状況になると。

次の育成クラブについても、用の拡充等図っていくっていうことで、その下に放課後、児童のクラ

ブにも多くの待機児童がいますが、新制度で解消されますかということで。浦安市の場合は、育成ク

ラブに待機児童はいないんですが、このお子さんたちですね、育成クラブ以外も保育園も幼稚園も含

めてなんですが、新制度を開始する場合には、事業計画等立てまして、お子さんが、どのぐらいそう

いう施設に行くのであろうかっていうことを予測を立てますので、その予測に応じて施設等の整備を

行っていくということをこの制度では、求められております。

保育施設の認定とは、先ほどご説明したとおりです。利用手続き、利用料についても、先ほどご説

明した通りでございます。幼稚園の保育料についても、応能負担ということで、先ほどご説明した通

りです。

最後に、「幼稚園に同時に通う第２子、第３子の保育料を軽減すると聞きましたが、どうなるので

すか」と。今までは幼稚園に行ってるお子さんについては、きょうだいは、幼稚園に在籍してる場合

は、第２子、第３子には、軽減処置があったんですが。26 年度からは、小学校３年生以下のお子さ

ん、長男がたとえば小学校２年で、長女が幼稚園で、次女がまだ幼稚園の場合、長女の幼稚園につい
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ては、半額の、負担軽減で、３番目のお子さんですね、幼稚園在籍しているお子さんについては、無

料化ってことで、そういう制度ができると。だから、これについてはある程度所得の制限があります

ので、その制限も、今まで以上に緩くなりまして、かなりの多くの方が、軽減を受けられるようにな

るってことです。私のほうからは以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。ご質問等受ける前に、事務局より補足の説明がありますので、

お願いします。

事務局：すみません。事務局より、説明をさせていただきます。議題２、資料２、平成 26 年度新規事業こ

どもプロジェクト事業というのをご覧ください。こちらは、浦安市のこども家庭課の、平成 26 年度

の新規事業になります。妊娠の届け出をしたすべての方に、子育てケアマネージャーと保健師が、母

体の健康や出産さらには子育ての不安や希望などを考慮しながら、お子さんの成長に合わせたその

時々の子育て情報を交えた、子育てケアプランを定期的に作成します。

また、行政との関わりの強化と子育て支援の、子育て家庭の支援のため、産前、産後のお母さんと

１歳の誕生日を迎えるお子さんに、それぞれギフトを贈呈します。これらの取り組みを通じて、お子

さんが小学校に入学するまで途切れなく、常に行政と親子が、つながりを持てる環境をつくります。

このような制度になっております。

障がい児のケアプランの作成が、平成 26 年度末までにということでなっておりますので、この子

育てケアプランというところで、また新たなこのプランの作成というところが、浦安市の事業として

も出てきましたので、今後の事業に関しては、新たな情報が入りましたら、このこども部会のほうで

ご報告をさせていただきたいと思います。以上になります。

山本ﾘｰﾀﾞ ：ー岡本委員から子ども子育て支援の新制度の、大変厚い資料の説明があったわけなんですけども、

なかなか、１回の説明では理解するのも難しいかと思うんですけれども。何かポイントで、この部分

をもう少し詳しくですとか、ここはわかりにくいということがあれば、さらに少し説明をしていただ

きたいと思うんですけども、皆様のほうからいかがでしょうか。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：質問いいですか。NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。子どもプロジェクト事業

の件で、これは平成 26 年度なんで、今行われてる事業ってことになるんでしょうか。

岡本委員：はい、こども家庭課で 26 年度から行う事業ですね。今計画を立てている最中で、今年度中には

行う予定です。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：この子ども子育て支援法との関係でいうと、６ページの利用者支援をさらに浦安市として強

く実施するという形になるんですか。

岡本委員：はい、利用者支援とは、あくまでも相談とかそういうふうな、窓口を強化する事業で。今回のあ

とから説明したこの子どもプロジェクト事業は、１つの事業として、対象の方には、お子さんの妊娠

のときから、あるいは１歳までの間、どうしても行政側でいろいろ関わっていくんですが、途中で途

切れて関わらない時期などで、そこの部分をなんとかサポートしていくということで、国が直接この

事業を用立てたものではなく、国の要請を受けて、どちらかっていうと、先取りで、いずれ、こうい

う事業を国のほうでも考えてますけど、市でまずは先取りで、こういうモデルケースでやっていこう

ってことで、行う事業です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。子どもプロジェクトのほうは、国の先取りをしてやっていくと。その他いか

がでしょう。実際にこの新しい事業は、岡本委員、これ今準備中のような形ですよね。進み具合とか

はどんな感じなんでしょうか。

岡本委員：これは、大きくわけて、先ほど、認定っていうふうな事業がありますね。認定証交付するってい

う事業と、あとは、小規模といって、20 人以下の小さな保育所も今度は認可対応になるので、この
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部分を市のほうで、今条例を議会に早くに上げなくちゃいけないんです。あとは、料金関係が一部見

直しする部分も出てくるので、その辺についてどういうふうにするか。大きくわけて３つですか。あ

と、その他に、細かなたくさんのこの事業が全部で 13 事業ありますので、その中でたとえば、一時

保育も、今、保育園でしかやっていないものを、今度は年度中に幼稚園でも、一時保育をやるような

ことを考えたり、小規模保育も先取りで、今年度中に、今、実施を考えていきたいというようなこと

を、今年度は準備しております。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい、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。突然、子どもの制度のご説明をさせていただいたところなんですけれ

ども、実はこのあと、説明をさせていただく議題３の障がい者福祉計画の中で、こども部会では特に

障がい児の福祉計画の分野について、ご意見を本年度いただいていくんですが、その障がい児福祉計

画と今ご説明のありました、子ども子育て支援新制度のほうでつくらなければいけない子ども子育て

支援事業計画というのがありまして、今まさに、こども部中心にそちらの計画を策定されているとこ

ろなんですけれども、その計画と障がい福祉の計画が、調和を保たれた計画になるように、国のほう

から、指針が示されたものですから、前段として皆様に、子どものほうの制度をまず知っていただき

たいということでご説明をさせていただきました。

この、制度を少し知っていただいて、次の障がい者福祉計画も、どのような皆さんにご意見をいた

だきたいかというご説明を合わせて、聞い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。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：それでは今、これから新しい制度が始まるということで、こういう制度があるっていうことを

まず頭に置いていただいて、次の議題のほうに進ませていただきたいと思います。それでは議題３、

障がい者福祉計画の策定について事務局より説明のほうをお願いします。

事務局：障がい事業課の福島と申します。よろしくお願いいたします。座って説明させていただきます。議

題３資料１浦安市障がい者福祉計画の策定について、ご説明させていただきます。はじめに計画の位

置付けですが、まず上位計画として浦安市総合計画があり、その次に地域福祉を推進するための、地

域福祉計画、その下に分野別計画として、浦安市障がい者福祉計画が位置付けられております。この

計画は、同じ分野別計画の、子育て支援総合計画などと相互に連携、補完し合うようになっておりま

す。

次のページをお願いいたします。計画の構成ですが、この計画は障害者基本法にもとづく、障がい

者計画と、障害者総合支援法にもとづく障がい福祉計画からなっております。第１編障がい者計画は、

市が取り組むべき障がい者施策の方向性を定めたものである。第２編障がい福祉計画は、地域生活に

必要なサービス量と確保策を定めたものです。次のページをお願いいたします。

この計画の期間ですが、平成 27 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの、６か年の計画のうち、

前期計画の平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの３年間となっております。計画策定ス

ケジュールですが、進捗状況調査を５月より行っております。また、５月 12 日に第１回の障がい者

福祉計画策定委員会を行いましたが、２月までに計６回を行う予定です。また、これと同時に部会の

意見収集を 11 月までに行います。当事者団体のヒアリングも、６月から７月にかけて予定しており

ます。このような段取りで、計画素案策定を 11 月までに行い、12 月に草案を提示し、パブリックコ

メントの実施。１月にパブリックコメントの回答、素案の修正を行い、最終案の提示を２月に行いま

す。その後印刷を行い、３月には計画策定および公開をしたいと思っております。

次のページをお願いいたします。次に、国の障害者基本計画（第３次）についてですが、国の障害

者基本計画は、障がい者の自立および社会参加の支援等のための施策の最も、基本的な計画として、

位置付けられており、計画の期間は平成 25 年度から 29 年度までの５年間です。次に、特徴ですが、
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平成 23 年度、障害者基本法改正を踏まえ、施策の基本原則を見直し、①地域社会における共生と②

差別の禁止、③国際的協調を基本原則としております。また、施策の横断的視点として、障がい者の

自己決定の尊重が明記されました。計画の期間は、制度や経済社会情勢の変化を踏まえ、従来 10 年

だった計画期間を５年としております。

また、障害者基本法改正、障害者差別解消法の制定を踏まえ、次の３つの分野が、申請されました。

１つ目が安全安心。２つ目が差別の解消および権利擁護の推進。３つ目が行政サービス等における配

慮となっております。既存分野においては、ニーズに応じた福祉サービスの充実、精神障がい者の地

域移行の推進、新たな就学先決定の仕組みの構築、障がい者雇用の促進および就労支援の充実、優先

調達の推進等による福祉的就労の底上げ、障害者権利条約の早期締結に向けた手続きの推進等。この

６分野において、既存施策の充実、見直しが行われました。

次のページをお願いいたします。市町村の障がい者福祉計画に関わる基本指針において、PDCA

サイクルが導入されました。また、基本指針では、障がい福祉計画の策定にあたっての基本的な考え

方や達成すべき目標、サービス提供に関する見込み量の見込み方などを、見込み方などが提示されて

おります。

次に、障がい福祉計画の PDCA サイクルでの想定される、形といたしましては、①基本指針を踏

まえ、平成 29 年度までの目標、サービス提供に関する見込量、その確保策等を定める（P 計画）、②

方策等を実施する（D 実行）、③定期的に進捗状況について評価する（C 評価）、④必要に応じて①の

見直しを行う（A 改善）といった PDCA サイクルで行います。また、見直しをしたあとは、再度①

から④を繰り返して行います。

次に個別施策ですが、成果目標が示されるものは、福祉施設から地域生活への移行促進。精神科病

院から地域生活への移行促進。地域生活支援拠点等の整備。福祉施設から一般就労への移行促進。こ

の４点です。なお、地域生活支援拠点等の整備は、新規に追加されたものです。また、その他では、

障がい児支援体制の整備。計画相談の、連携強化、研修、虐待防止等の２点となっており、障がい支

援体制の整備も新規となったものです。

次のページをお願いいたします。施策の方向ですが、基本方向についてですが、現在の障がい者福

祉計画の施策の基本方向は７分野です。今回、国の第３次障害者基本計画で示された施策の基本方向

は 10 分野で、７、安心安全、８、差別の解消および権利擁護の推進。９、行政サービス等における

配慮は、新規分野として追加されたものです。

では、次のページをお願いいたします。アンケート結果ですが、当事者アンケートにつきましては、

ニーズの把握、障がいのある方を取り巻く状況変化の確認として、また、事業者アンケートにつきま

しては、サービス提供の状況と、新たな事業展開の可能性の把握の資料として計画に反映させたいと

思っております。

次に、障がい者手帳所持者の推移ですが、平成 22 年度と 26 年度を比較いたしますと、身体障害

者手帳では 318 人、療育手帳では 78 人、精神障害者保健福祉手帳では 262 人、合計 658 人が増加

しており、年間約 165 人ずつ増えております。なお、21 年度は、統計方法が異なるため、平成 22

年度と 26 年度を比較しております。

では、次のページをお願いいたします。年齢別の障がい者の状況ですが、手帳所持者の欄を見てい

ただきますと、一番多いのが 70 代で 829 人、次に 60 代で 663 人、その次が、80 代で 518 人です。

この３つの年代を合計いたしますと 2010人で、手帳所持者の半分以上を占めております。次に下の、

グラフですが、精神障害者保健福祉手帳の所持者は、30 代から 50 代が多く、療育手帳では、０歳児

から 20 代、身体障害者手帳では 60 代から 80 代が多くなっております。
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次のページをお願いいたします。ここでの表は、年齢別を０歳から 17 歳、18 歳から 64 歳、65 歳

以上の３つに分けて集計しております。人口割合を見ますと、どの年度においても、０歳から 17 歳、

18 歳から 64 歳は、１パーセント内で推移しておりますが、65 歳以上では７パーセント台と高い割

合での推移となっております。

では、次のページをお願いいたします。次に難病疾患者の状況ですが。難病疾患者見舞金登録者数

で、手帳所持者数の割合を見ていただきますと、０歳から 17 歳が、25.56 パーセント。約４人に１

人が手帳所持者です。また、18 から 64 歳では、17.72 パーセントで、約６人に１人。65 歳以上とな

りますと 33.08 パーセントで、約３人に１人が難病疾患者のうち手帳所持者となっております。また、

疾患別で見ますと、特定疾患が登録者数、手帳所持者数とも多くなっております。

続きまして、議題３、資料２についてご説明させていただきます。この資料は、障害保健福祉関係

主管課長会議での資料を抜粋したものです。（３）、障害児支援の在り方に関する検討会等について、

真ん中の四角で囲ってある部分をご覧ください。これまでの障害福祉計画の基本指針において、障が

い児支援に関する計画は、策定することが望ましいとされておりました。子ども子育て支援法が制定

され、今後、その中で障がい児支援についても言及されることを踏まえ、第４期計画、平成 27 年度

から 29 年度の基本指針では、障がい児支援についても具体的に言及し、可能な限り、必要量の見込

みや体制整備の検討等を行っていただくとあり、各自治体においては、障がい児から障がい者への切

れ目のない支援体制の構築を図るために、障がい児支援の体制の整備に関わる計画の、積極的な作成

をお願いするとあります。

次のページをお願いいたします。このようなことから、⑦、障がい児支援、基本指針への記述のポ

イント（案）では、次のように示されております。１、第一「基本的事項」において記載する事項は

（１）、子ども子育て支援法に定められている基本理念、（２）子ども子育て支援法にもとづく、教育、

保育等の利用状況も考慮しつつ、障がい児支援等の専門的支援の確保。（３）共生社会の形成促進の

観点から、教育・保育等とも連携を図り、乳幼児期から学校卒業までの一貫した効果的な支援を、障

がい児、および、その家族に対しての身近な場所での提供する体制の構築。この３点について、基本

的事項に記載するとしてあります。また、２、障がい児支援の体制整備方向性等として記載する事項

は、（１）、障がい児支援についての記載は、義務的な形にならないこと。基本指針において一律に成

果目標を示すことは行わない。（２）、一方、児童福祉法に定める６つの支援類型と、障害児相談支援

を利用する児童数を「活動指標」とし、各市町村において、地域における児童数の推移等を踏まえ、

見込みを立てるよう努めるとなっており、次のページお願いいたします。この上の表が、障害福祉サ

ービスの量を見込む際の勘案事項のリストとなっております。

次に、（３）、その他障がい児支援のための基盤整備を進める上で、重視すべき事項のポイントは、

①児童発達支援センター等を中核とした地域支援体制の整備。②子育て支援に関わる、施策との連携。

③教育との連携。次のページをお願いいたします。④特別な支援が必要な、障がい児に対する支援体

制の整備。⑤障害児通所支援、入所支援の一体的な方針策定。この５項目となっております。

次に、３、その他では、（１）、障害福祉計画における位置付けとして、障がい児から障がい者へと、

切れ目のない支援体制の構築が重要であることから、障害福祉サービスの提供体制を確保する上では、

障がい児支援の体制についても合わせて検討することが重要である。また、（２）、子ども子育て事業

計画との関係では、子ども子育て支援事業計画とも調和が保たれたものとすることが必要である旨を

追記するとなっております。

それでは、次のページお願いいたします。最後に、議題３、資料３について説明させていただきま

す。医療的なケアが必要な子ども、18 歳未満につきましては、平成 25 年度の実績で、各機関で把握
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している人数は、市川健康福祉センターが 14 名、健康増進課が 11 名。船橋特別支援学校では５名、

障害福祉サービスの利用者では６名となっておりますなお、市川健康福祉センターの人数は、在宅で

の医療、医療機器使用者の人数となっております。また、市では、医療、医療的ケアを行っている事

業所に、重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金を交付しております。以上、簡単ですが、議

題３の説明とさせていただきます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：はい。橋野委員補足よろしくお願いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。本日は、障がい者福祉計画策定で、皆様に今後ご意見をお聞きする上

での、基本的な事項のご説明を中心にさせていただいております。今日お手元に、浦安市障がい者福

祉計画、今までお配りしてない方には本日配らせていただいたところですけれども、この計画書の中

の 55 ページからが、療育、教育の充実ということで、このこども部会、子どもに関する施策になっ

ております。

それから、108 ページ、こちらは障がい児支援の取り組みということで、障がい児の福祉サービス

について、前回は、ここに書いておくことが望ましいという、国から示されていた、レベルですけれ

ども、浦安市としては、これだけのことを今の計画の中でも盛り込んでおります。で、次回以降、こ

こをどのように、改正していくのか、修正していくのかということを、具体的にこちらのほうから、

お示ししながら、皆さんにご意見を今後お聞きしていきたいと思っておりますので、ちょっと今日は、

計画書の説明のほうは、省きますが、お手数ですけれども、後ほどご自宅等で一度、お目通しいただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：実は、今年度４回、こども部会があるんですけれども、第２回の９月と第３回の 12 月ですね。

そして、第４回の３月にすべての策定についてっていうのが入っているんですけども。事務局のほう

から、今日は大きな概略の説明をしていただいたんですけども。ここでご質問ご意見といっても、な

かなか出ないと思うんですけども、今後の見通し等で、こういったところのポイントでご意見がいた

だけるといいというのがあれば、それを事務局のほうからお示しいただいたほうが、皆さん話ができ

ると思うんですけども、いかがでしょうか。

事務局：事務局から報告いたします。今回、計画の策定残り３回で、内容を検討していただきますので、事

前にこちらで案をお示しして、資料を提示した上で、事前に会議の前に事前にお読みご、一読いただ

きまして、また、こちらからもどんなポイントについておうかがいしたいのか、そこを明確化した上

で会議にのぞみたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。大きなポイントとしては、議題２で今日ご説明をしてもらいました。

子ども子育て支援制度。国のほうが、大きく子どもに対する施策を、変えてきています。

来年度から、こちらの制度がスタートしますので、これを踏まえて障がい児支援を、子どもの中で

どのように関わっていくのかっていうふうに考えていただくというところが、今回のポイントかなと

事務局のほうでは考えておりますので、今、説明がありましたように、この辺を、事務局案として最

初に、盛り込みながら計画案をお示しして、それに対して委員の皆さんからご意見をいただくという

ような会議を今後想定しております。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：次回以降は、事務局のほうから、たたき台というんですか、案が出てくるので、それに対して

ご意見をいただいていくという方向で進めていくということでよろしくお願いします。今後の進め方

ですとか、今日は大きな概略が出たんですけれども、これについては確認しておきたい事項等が今あ

りましたら、はい、お願いします。

加藤委員：千葉発達障害児・者親の会コスモの加藤と申します。今後は、千葉コスモと省略させていただき

ます。まず、資料１のほうで質問をしたいんですけれども。１、２枚目の裏側で、国の第３次基本計
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画の、下のほうの特徴というところの中で、下から４行目に、新たな就学先決定の仕組みの構築って

いうのがあって、ちょっと、ん？と思ったんですけれども。これ国の方針ですよね。国の方針だった

ら、こう変更があるのかどうかっていうこと。あの、今日じゃなくても結構なんですが、今後資料を

もし揃えていただけるんだったら、ここのところをちょっと確認したいと思いますが。

浦安に対しては、障がい者福祉計画 60 ページにありますように、本人や保護者の希望を尊重して

っていう文言を入れていただいてるのが、今後も引き継がれるといいなと思って、またそういったお

話をさせていただければと思っているんですが。国のほうで、何かこう方向の変化があるんであれば、

ちょっと教えていただきたいなと思っています。

あとは、その資料の一番最後のページの疾患別内訳というところで、特定疾患、下半分のところの

特定疾患と小児慢性特定疾患の方は、手帳所持率の割合は、すごく低いんと思ったんですね。たぶん、

私たちにはあまりわからないような、想像つかないような、このこども部会に対するものとか、もし

くは、特別支援教育に対するものもあるかと思うんですけれども。この方々の、要望を聞く機会って

いうのは別にあるんでしょうか。そこまで私たちは、想像して発言は絶対できないなと思いました。

もう一つ、資料２のほうで、ちょっと私も勉強不足で申し訳ないんですけれども、（４）番の 92

とページがふってあるこの（４）番の障害児入所施設、これ具体的にどんなものなのかっていうのが、

ちょっとイメージがつかないまま資料を読んでいました。

102 ページの（３）の①に、中核地域支援の体制の中心となるというところと、その上の表にも、

福祉型とか医療型とか出てきますので、八幡学園みたいなものなのか、それとも、病院のようなもの

なのか。国府台みたいなものを言ってるのかと思ったり。

あと、最後 103 ページの④ところに、虐待を受けた障がい児に対するケアとしての入所施設であ

るので、児童相談所みたいなことを言ってるのか、ちょっと、具体的にイメージがつかなかったので

教えていただければと思いました。すみません、以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：今５つ出たんですけども、事務局のほういかがでしょうか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。まず１つ目のご質問についてお答えさせていただきます。国がつくっ

ている障害者基本計画、25 年９月に策定されたものですけれども、国のホームページ等からもダウ

ンロードできるものです。その中に記載のほうが入っています。今日お配りした資料の中では、新た

な就学先決定の仕組みの構築とあります。具体的な国の計画の中の文章としましては、本人、保護者

の意見を最大限尊重し、本人、保護者と、教育委員会、学校等が、教育的ニーズ等必要な支援につい

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を構築するとあります。

浦安市ではすでに、教育研究センターの中のまなびサポートが、これに配慮した形で今現在決定を

しているとは思っていますが、全国的にはまだまだこういった取り組みがない自治体も多いので、あ

えて国のほうが、ここで全国統一でということで盛り込んだと思っております。

事務局：特定疾患のところの手帳所持者数が少ないというところのニーズですが、事前に、昨年度アンケー

ト調査を行ってまして、今回総合支援法に切り替わったことで、障がい者の対象に難病者の方が入っ

てきました。ですので、難病疾患者の方々にもアンケートのほうを送らせていただきまして、回収を

しております。その中で一応お声を拾い上げるという形を取っております。

あと、入所施設についてですが、浦安市には入所施設というものはございませんので国のほうで、

指針として出ていますが、ここについては、浦安市としては検討する予定はありません。

同じく医療型の児童発達支援というのも、現在本市ではありませんので、そこについて本市の場合

だと福祉型の児童発達支援というところで計画策定にあたり、皆さんで議論をしていきたいと思って

おります。
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橋野委員：障がい事業課の橋野です。医療的ケアのサービス提供につきましては、医療型の児童発達支援セ

ンターがすべてということではありませんので、必ずそれが、市の中に必要というわけではなく、今

日、議題３の３の資料でお配りしていましたが、浦安市で医療的ケアが必要なお子さんの想定数、そ

れぞれ調査しているものが違うので、数が違ってきていますけれども、10 名前後いると把握はして

います。その方に対して、必要なサービスを提供する体制を、浦安市の中で整えなければいけないと

理解しております。

現状は６名の方に対してサービス提供をしていると。ここに対して、皆さんから多い少ないといっ

たようなご意見をいただきながら、よりサービス体制を整えるといった計画をつくるのかどうかとい

うことを今後ご検討いただければと思っております。

ただ、浦安市が※印で書いてあります重度障がい児通所事業所特別支援事業補助金ということで、

市内の民間の事業所さんのほうでも医療的ケアを提供できるような体制を整えてはおりますので、現

状としましてはまず、この補助金の周知を図って、市内の医療的ケアを提供できる事業所を増やして

いきたいと考えております。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：今事務局から説明があったんですけど加藤委員いかがでしょうか。

加藤委員：ありがとうございます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：障害児入所施設どんなところかちょっとイメージがっていうお話があったのですけど。

橋野委員：はい。具体的には加藤委員がおっしゃってました八幡学園が、障がい児の入所施設で、市川にあ

りますので、比較的近い入所施設です。これは浦安市内に必要な規模の施設かどうかっていうことも

あると思いますが、施設については、主に都道府県単位で考えるものということで、特に児童の入所

施設につきましては、児童相談所のほうが措置として決定しているケースが多くなっております。手

続き等のほうも児童相談所メインでやっておりますので、現状は、都道府県単位で整備、推進されて

おります。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。加藤委員よろしいでしょうか。

加藤委員：ありがとうございます。

山本ﾘｰﾀﾞ ：ー今５つほどご質問いただいたんですけども、ほかに皆さんのほうからいかがでしょうか。はい、

西田委員お願いします。

西田委員：基幹相談の西田です。子ども子育て支援事業の計画と障がい者福祉計画と調和っていうところが、

厚労省からも通達が出たと思うんですけれども、これに対して、次回の部会からは、事務局で提案が

あって、そこで議論していくっていうことになると思いますが、具体的にはこの調和っていうのをど

ういうふうに考えて、とらえていらっしゃるのかなっていうのは、もしわかれば教えていただきたい

と思いました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：現段階のところでよろしくお願いします。

事務局：事務局より回答いたします。具体的にどの部分がという、今日はちょっと具体的なところをお示し

できなくて申し訳ないんですが、今、計画担当の担当者レベルで、各計画担当者が集まりまして、こ

れから、子どもの計画も策定いたしますので、策定の段階から、お互い調整をしながら、両計画を作

成するという。今はまだ方向性しか見えていないんですけれど。具体的にどこの部分が調整されたの

かということは、次回以降お示しできるかと思いますので、現在のところは、各担当で調整している

という状態になります。

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：じゃあ、今の調和というところも踏まえて、次回、いろんな形でお示しくださればと思います

んでよろしくお願いします。はい。お願いします。藤田委員。
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藤田委員：すみません、県立船橋特別支援学校の藤田と申します。この資料３の県立船橋特別支援学校在籍

生徒数で、医療的ケアが必要な子が５名と出ていますが。本校で取り組んでいる様子やその課題等に

ついて、少しご説明させていただければなと思います。その５名については、実際に学校で、学校の

中で実施している生徒については１名で、胃ろうの生徒ですね。５名のうち、２名は訪問教育を受け

ている生徒です。比較的やはり、なかなか学校に来るのが難しい生徒さんですので、気管切開をして

いたり、経管栄養、それから、酸素療法をしていたり、導尿をしていたりといって、１人でいくつも

医療的ケアが必要な生徒さん。それから、ほかの２名は学校ではほかの生徒さんと同じように過ごし

ているのですけれども、家庭では吸引等が必要といった生徒さんで、合わせて５名になります。学校

ではですね、県のガイドラインにもとづいて、保護者から依頼がありましたら、まずは主治医からの

指示を仰ぎ、学校に、医療的ケアの指導医っていうのがいるんですけれども、その主治医の指示をそ

の指導医が受けて、学校の職員に指示を与えるような形になっています。で、保護者と書面のやり取

りがあり、研修を教員また看護師がして、実施というような流れになっています。

現在看護師は学校の中で５名配置されておりまして、看護師がやる医療的ケア、それから教員がや

る医療的ケアというふうに、内容的に分かれています。はい。内容はさっき言いましたような吸引や

経管栄養、それから酸素や導尿といったようなものが主になります。今、課題なんですけれども、県

のほうから予算等あるんですけれども、とにかく看護師の確保が難しいということで、なかなか今年

度の年度当初、看護師が必要人数集まりませんでした。看護協会から協力を得たり、直接ハローワー

クに求人をしたりしても、なかなか看護師さんが集まらなくて、なかなか必要なケアが実施できない

といった状況もあります。

また、研修というのは基本的に教員が実施する場合は、親から、その実施内容について教わるって

いうようなことがあるので、その間、親は学校に詰めて、教員がやるのを見て、いろいろ教員にこう

してください、ああしてくださいという指導をしなければいけない日数があるっていう親の負担があ

ります。そういった研修体制の難しさみたいなのが、今後の課題になるかなと思います。とにかく、

学校は毎年担任が変わるっていうのがあるので、研修を受けた教員しか医療的ケア実施できないんで

すけども、担任が変わると、また一からその先生に親が教えなくてはいけないみたいな、なかなか、

難しい面があるかなと思います。

今後の地域生活をする上で、そういった障がいの重い生徒がどんなふうに暮らしていく必要、どの

ようなサポートが必要かなというところでは、やはり、その、重身の方のサポートが、単に医療的ケ

アを実施すればいいっていうだけでなく、やはり、この総合的にどんなニーズがあるのかというとこ

ろを把握しながら、総合的にサポートしていかなければいけないのかなというふうに思っています。

それには、まず重身の方に対応できる人材をたくさん確保していかなければいけないのかなというふ

うに考えています。

一例なんですけれども、市川市とかでは、重身サポート会議っていうのがありまして、そこで施設

の職員とか、市役所の方、それから学校の職員等が集まって、親も集まって、どんな地域にサービス

があるといいのかと話したり、それからそういった実際の対応についての研修を行う会議等もあるの

で、そういった体制をつくっていって、サポートしていければいいんじゃないのかなっていうことと

か、学校で居住地交流っていうのをやってるんですけれども、本校に来ている生徒も実際の自分の学

区の学校に、授業に入って、こういった生徒さんが地域で暮らしてるんだよっていうことを、地域の

ほかのお子さん方に知ってもらうような試みもしていますので。また市川市は、ちょっと今、今のと

ころ利用が少ないんですけれども、そういったことでも、地域の中に重身の方がいるということを知

っていただくというのがまず一歩になるのかなというふうに思っています。そういったところが今後
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の課題になるかなと思っています。以上です。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：どうもありがとうございます。具体的なお話でイメージがわくと思います。今、県立船橋の学

校のことも含めてお話くださったんですけども、愛場委員からも何か情報があればお願いします。

愛塲委員：県立の市川特別支援学校の教員をしています愛塲と申します。よろしくお願いします。本校では、

まだ医療的ケアが必要な生徒さんというのは本校にはいないです。ただ、来年度就学される中に、医

療的ケアを必要とされる方がいらっしゃるということで、本校に学校公開などで見学の際に就学の意

思を示されている方向もあり、そういったところでは、こちらのほうも、少しずつ準備を進めている

という段階なんですが。県立船橋さんのような積み上げというようなものが、うちの学校は、知的の

学校でしたのでもともともっていませんので、そちらのほうも教員のほうも一からの勉強というとこ

ろもありますし、ケアプラさんのサポートを今お願いをしていたりとか、ケアの委員会というものを

立ち上げようというところで、本校でも少しずつ準備はしているんですけれども。実際に看護師さん

の配置ですとか、そういったものというのは、就学指導委員会のほうの県のほうの流れにもあります

ので、その辺の準備が整わないと実際にどうなのかっていうところもあるので、なかなか難しいかな

というふうにちょっと思っています。なので、いろいろな情報交換をちょっとさせていただけるとあ

りがたいと思っているところが現状でございます。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。今、議題３の資料３のところの医療的ケアが必要な子どもというと

ころからお二人の委員の方に、ご発言いただいたところですけれども、皆さんのほうからほかになに

かございますでしょうか。はい、上林委員お願いします。

上林委員：こども発達センターの上林と申します。船橋特別支援学校さんの説明に、１点、参考までに教え

ていただきたいんですけれども。５名の内訳ということで、お一人が実際に校内での医療的ケアをさ

れている。そして２名のお子さんは、在宅での訪問教育をされている。それから、あと２名は通常の

生活を学校ではしているけれども、自宅にいるときには医ケアが必要という理解でよろしいわけです

ね。

藤田委員：はい、そうです。

上林委員：はい。今は、たまたま少ないというお話もちょっとあったようですけれども。一番多いときで、

その校内での医療的ケアをするケースというのはどのくらいあるんでしょうか。

藤田委員：浦安市の生徒さんは今、５名なんですけども、周りの近隣の７市から通ってますので、ほかの市

の方含めると、学校では今、23 名の生徒さんが、医療的ケアを実施しています。家でも実施してい

る方を含めると 39 名になります。でも、やはり、去年とかおととしはもっと多くて、30 名前後いた

んですけれども、最近、今年は少し医療的ケアの方が入ってくるのが少なかったので 23 名というふ

うになっています、はい。

上林委員：ありがとうございました。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。皆さん、よろしいでしょうか。それでは最後に事務局のほうからい

くつか連絡事項がありますのでよろしくお願いいたします。

事務局：はい、事務局より最後に連絡事項がございます。昨年度のこども部会のほうでも議題としてあがっ

てまいりました、青少年サポート事業についてです。５月 23 日に選定委員会のほうが開かれまして、

一般社団法人こども未来共生会に選定されました。こちらの、こども未来共生会では、夷隅長生郡市

を中心に南房総全域に対応する形で療育支援を行っており、今は御宿町、大多喜町にて子ども発達支

援センターそらいろを運営されてます。現在、そちらのほうで 200 名近くの利用者様がいらっしゃ

るということです。10 月１日には、この青少年サポート事業が開始する予定でして、一応青少年サ

ポート事業が就学後から 25 歳程度までの発達障がい児・者を、対象とした事業で、必須事業として、
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医学的診断がなく手帳のない発達障がい児・者への療育支援。あとは、手帳の有無に関係ない、発達

障がい児・者の皆さんを対象にした相談支援、交流事業。そして、地域の発達障がい児・者への支援

の底上げを行う地域支援。この４つの柱で、事業を行っていただく予定になっております。

また 27 年の３月からは、任意事業として、放課後等デイサービスを、この事業所が開始する予定

です。今後、詳細な事業内容や、あとは、事業の実施場所等、決まりましたら。また、この部会のほ

うでもご報告させていただきます。

あと、８月７日に毎年行われております、２、３年目の教職員研修というものがございます。幼稚

園、小学校、中学校の教職員を対象にした研修の一環で、我々、障がいのほうで、例年そこの１枠、

時間をいただきまして、研修を行っていたんですけども。今年度につきましては、この、こども未来

共生会の、中島理事長に研修のほうを引き受けていただくことになりまして、「発達支援の必要な子

どもへの理解と支援―クラスでの配慮と具体的な支援について」というタイトルで、１時間という短

い時間ではありますが、２、３年目の教職員の方を対象に研修を行います。

それと、例年、行われております、発達支援セミナーについてなんですが、こちら、日程と講師の

先生が決まりましたのでご連絡させていただきます。日時ですが、来年、平成 27 年の１月 30 日の

金曜日、夕方６時から、市民プラザ Wave101 の大ホールにて。講師に杉並区立済美教育センターの

指導教授をされております、月森先生をお招きしまして、発達障がいに関する講演をしていただく予

定になっております。現在、先生と調整を進めているところですが、ぜひ、支援者の方々、小中高等

学校の先生方にも来ていただきたいなと思っておりますので、先の日程ではありますが、「こういう

講演会があるよ」ということで、広めていただけるとありがたいなと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。

事務局：資料と一緒に、アンケートをお送りしたと思います。開催日程に関するアンケートなんですけれど

も、会議が終わったら、事務局に提出していただきますよう、お願いいたします。

山本ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいでしょうか。今日は、今年度初めてということで、お忙しい中たくさんの方が来てい

ただきまして。本来でしたら、皆さんにいろんなご意見をうかがえればよかったんですけれども。私

のほうも、初めての第１回目の進行ということで、今後、また徐々に慣れていきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

それでは、以上で、第１回のこども部会を終わりにしたいと思います。本日は、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６月 10 日（火）

午後２時～午後４時

文化会館 中会議室

平成 26 年度浦安市自立支援協議会第１回こども部会

１．開会

２．議題

（１）平成 26 年度こども部会について

（２）子ども子育て支援制度について

（３）障がい者福祉計画の策定について

３．閉会
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議題１資料

浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収する

ため、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務

める。

２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．障がい者福祉計画策定委員会

次期（平成 27 年度～29 年度）の障がい者福祉計画を策定するため、自立支援協議会に「浦

安市障がい者計画策定委員会」を設置する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

福祉計画策定委員会 年６回

５．報酬等

自立支援協議会 １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円（報酬）

障がい者福祉計画策定委員会 １回あたり 委員長 9,500 円 委員 9,000 円（報償）

部会 １回あたり 5,000 円（報償）

＊ただし、指定管理者・委託事業者・社会福祉法人に所属する委員は報酬等なし

合同部会及び部会で任意に開催する作業部会 報酬等なし

介助者及び意見徴収のために参加する者 報酬等なし

自立支援協議会

権利擁護

部会

こども

部会

相談支援

部会

地域生活支援

部会

本人

部会
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６．代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の会員又は職員が代

理人として出席することができる。

７．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とし、議事録には委員の氏名を掲載する。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

また、代理人については、代理人が希望した場合のみ、「団体名 委員代理」と表記し、匿

名扱いとする。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

８．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター

９．開催スケジュール

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○

福祉計画策定委員会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○
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（３）平成 26 年度こども部会の議題

主な課題 議題

教育と福祉の連携に関する事項

教育研究センターを中心とした支援体制のあり方

など、特別支援教育が抱える問題の改善策の協議

サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談体制の充実に関する事項

青少年サポート事業について

こども発達センターの児童発達支援センター化に

伴う地域支援について

上記の課題に共通する事項
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定に

ついて

日程 議題

第１回

６月 10 日

（１）平成 26 年度こども部会について

（２）子ども子育て支援制度について

（３）障がい者福祉計画の策定について

第２回

９月

（１）こども発達センターの地域支援について

（２）インクルーシブ教育システム研究事業について（上半期報告）

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）発達支援セミナーについて（周知）

第３回

12 月

（１）青少年サポート事業について

（２）障がい者福祉計画の策定について

第４回

３月

（１）インクルーシブ教育システム研究事業について（下半期報告）

（２）青少年サポート事業について

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）平成 2７年度 28 年度こども部会の方向性について



議題２資料２

平成 26 年度新規事業

こどもプロジェクト事業（予算：65,755 千円）

妊娠の届け出をしたすべての方に、子育てケアマネージャーと保健師が、母

体の健康や出産、さらには子育ての不安や希望などを考慮しながら、お子さん

の成長に合わせたその時々の子育て情報を交えた「子育てケアプラン」を定期

的に作成します。

また、行政との関わりの強化と子育て家庭の支援のため、産前・産後のお母

さんと１歳の誕生日を迎えるお子さんにそれぞれギフトを贈呈します。

これらの取り組みを通じて、お子さんが小学校に入学するまで途切れなく、

常に行政と親子がつながりを持てる環境をつくります。

担当課：こども家庭課
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議題３資料２

平成26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋
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議題３資料２

平成26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋



(*2)

(*1)

(*2)

議題３資料２

平成26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋



議題３資料２

平成26年３月７日障害保健福祉関係主管課長会議資料より抜粋



議題３資料３

医療的ケアが必要なこども（18 歳未満）について

■医療的ケアが必要なこどもの数（平成 25 年度実績）

市川健康福祉センター 把握数

（在宅医療機器使用者数）

健康増進課 把握数 船橋特別支援学校在籍生徒数

（小学部～高等部）

14 名 11 名 ５名

■医療的ケアを受けたこどもの数（平成 25 年度実績）

・障害福祉サービスを利用

６名（うち１名は市外施設を利用）

医療的ケア実施施設（市内）

・こども発達センター（市直営）

・障がい者等一時ケアセンター（指定管理）

・発達支援センターたちばな（補助実施※）

※重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金

【事業概要】

医療的ケアを常時必要とする在宅の障がい児又は障がい者の通所先の確保を促進するため、児童

福祉法に基づき児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う事業所又は障害者総合支援法に

基づく地域生活支援事業のうち日中一時支援を行う事業所の設置者に対し、当該医療的ケアに要す

る経費の一部について、予算の範囲内において、補助金を交付する。

【補助対象事業者・補助対象経費及び補助基準額】

補助対象事業所 補助対象経費 補助基準額

次の各号のいずれかに該当する市

内の事業所であって、千葉県重度障害

児等通所事業所特別支援事業補助金

届出要領に基づき届出をしたもの。

(1)児童福祉法に規定する児童発達支

援又は放課後等デイサービスを行う

事業所

(2)浦安市障がい者等日中一時支援事

業の実施に関する規則に規定する日

中一時支援を行う事業所

経管栄養、たんの吸引等医療的ケア

を常時必要とする在宅の障がい児又

は障がい者に対し、補助対象事業所が

看護師による医療的ケアを実施して

いる場合における当該看護師に係る

人件費（看護師が複数いる場合におい

ては、各日ごとに事業者が指定する看

護師１名の人件費とする。）

ただし、補助対象事業所の欄の第１

号に該当する事業所が、児童福祉法に

基づく障害児通所給付費として医療

連携加算を請求した日に係る人件費

については、補助対象外とする。

日額 9,825 円


