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第４回浦安市自立支援協議会こども部会 議事録

１．開催日時 平成 26年３月４日（火）14：00～16：00

２．開催場所 消防本部 大会議室

３．出席者

江黒友美委員（リーダー）、小田知宏委員（サブリーダー）、

神谷澄子委員、立花まなみ委員、西田良枝委員、竹谷弘美委員、愛塲弘子委員、藤田香委員、

加藤今日子委員、細野政臣委員、泉澤弥生委員、松田奈美世委員、足立八重子委員、上林正和委員、

橋野まり子委員

４．議題

（1）インクルーシブ教育システム研究事業の年度末報告

（2）青少年サポート事業について

（3）平成 26 年度こども部会の方向性について

５．資料

議題１資料１ 平成 25年度特別支援教育実践発表会の報告

議題１資料２ 平成 25年度インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業について

議題２資料 これまでのこども部会で出た浦安市の障がい児支援についての意見

議題３資料 平成 26 年度こども部会の方向性について

６．議事

事務局：皆さん、こんにちは。

一同：こんにちは。

事務局：部会を開催する前に、事務局のより会議の進め方につきまして、確認させていただきます。自立支

援協議会および部会は、会議を公開し、議事録も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、ご了承のほどよろしくお願いいたします。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したい点がございま

す。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際には挙手をいただきまして、リーダーの「何々委員、

お願いします」の発言のあとに団体名と氏名を述べていただき、その後、発言をお願いいたします。

それでは、今後の進行につきましては、江黒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。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：皆さん、こんにちは。

一同：こんにちは。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：それではただ今より、自立支援協議会平成 25 年度第４回子ども部会を開催いたします。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件の議題について協議をしていただ

きます。よろしくお願いいたします。

まず最初に議題の１インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業の年度末報告について、
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事務局および教育研究センターよりご報告いたします。

事務局：事務局より説明をさせていただきます。この間の１月 31 日に、文科省委託事業を受託し、特別支

援教育について研究を進めている５つの推進地域および１つの高等学校の取り組みの成果等につい

て説明会がありました。それぞれの市町村および高等学校の発表から、参考となるような取り組みを

抜粋しましたので、一部ですがご報告させていただきたいと思います。資料は、左上に、議題１資料

１と書かれているものになります。

南房総市からは、早期からの教育相談・支援体制の構築ということで、ポイントとしては保育者、

就学支援コーディネーター、保育園、特別支援教育コーディネーター等への支援を行う教育支援相談

員の配置。なお、専門性を高めるべく、園や学校の定期的な巡回相談を実施しているとの報告があり

ました。また、教育委員会組織の幼稚園と、保健福祉部の所管の保育園、それぞれの部署を統合し、

子ども教育課という部署を教育委員会内に設置し、革新的な組織再編をおこなったという取り組みの

報告がありました。成果としましては、教育支援相談員が園や学校の強力な助っ人となり、関係機関

との連携にもつながった。組織再編したことで窓口が一本化され、垣根がなくなり、スムーズな動き、

連携強化でスピード対応ができるようになったとの報告がありました。

続いて、こちらは学校の報告になりますが、県立船橋高校の定時制からは、発達障がいを含む障が

いのある生徒のキャリア教育のあり方ということで、報告がありました。ポイントとしましては、発

達障がいに特化せず、さまざまな困難を抱る生徒に共通している自己肯定感の欠如に焦点を当て、自

己肯定感を高め、主体的に進路を選択していくためのキャリア教育を実践しているという取り組みの

報告がありました。その中で、上手な会話の仕方、上手な人付き合い、ビジネスマナー、話しかける

スキルを身につける、気持ちを伝る等、それらを学ぶソーシャルスキルトレーニングを授業に取り入

れたという取り組みの報告がありました。成果としては、実践前と後で生徒に調査をおこなっている

のですが、その調査結果で、自己肯定感が低かった生徒は、自己肯定感の数値が上昇し、当初自己肯

定感が高かった生徒については、自己肯定感の数値が低下したというような結果がみられたことの報

告がありました。この数値が低下したということは、現実的で妥当な判断ができるようになった証拠

ではないか、という見解で、決して数値が低くなったから悪かった、と捉られていない結果になりま

した。

いすみ市では、発達障がいに関する教職員の専門性向上事業ということで、発達障がいに関する教

職員の専門性を高めるため、地域の医療、福祉、行政をはじめとする専門家や経験者にメンバーに入

ってもらい、近隣の小中学校の特別支援コーディネーターを含む、地域全体の教職員の専門性の向上

について検討していく会議を開催しております。また、発達障がいに関する研修会を外部講師により

おこなったとの報告がありました。成果としましては、研修や実践に取り組んだ教員の意識の変化が

みられました。また、教員向けに発達障がいに関する意識調査を一学期と二学期に行い、その中でも

とりわけ、LD（事務局注：学習障がい）児への指導支援の理解度や、LD 児に配慮した指導支援が

できるといった項目について、一学期に比べると理解度が増し、それが実際の指導や支援での自信に

つながったと思われるような変化が、調査結果からみてきました。

印西市では、インクルーシブ教育システム構築モデルスクールということで、校内無線 LAN の、

環境が整備されたところで、タブレットパソコンや分離可能なキーボードを使い、その子の特性に応

じた適切な支援を実践している取り組みが報告されました。例ば、タブレットのインカメラ。これは

自分を写すカメラ機能ですが、それを利用して、発音の口の形を撮影する。このようにすることで、

自分で口の形を確認でき、また、その撮った写真については、保存も可能、かつ成長に応じた変容が

確認でき、再現可能といったメリットがある、そういった報告がされました。また、成果として、タ
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ブレットのカメラ機能を利用することで、容易に文字の拡大ができるような使い方もあり、字を大き

くするということで、漢字の細かい部分がよく見るようになったりし、理解ができるようになったと

いう生徒もいらっしゃいました。何よりも、個々の生徒さんの特性に応じた教材となるメリットが大

きいといった報告がされました。

佐倉市からは、スクールクラスター、域内の教育資源の組み合わせも活用した、インクルーシブ教

育システムの構築ということで、言語発達に課題のある児童への支援充実のための有効なシステムを

構築するために、リーフレットの作成、簡易スクリーニング様式の確立、就学前機関との連携強化等

を実施したとの報告がありました。また、印西市と同様にタブレット端末を活用し、フェイスタイム

により指導の相談、学習補助教材としての活用、指導成果の把握等を実践しました。また、ICT（事

務局注：コンピューターやインターネット技術の総称）の活用に不安を覚る教員に対しては、ICT 支

援員が教員を技術面で週三、四日、学校に入り支援したといった報告がなされました。成果としまし

ては、有効なシステムの構築が進みつつあり、対象児童の発見や見立てにおいて、機関同士の連携が

生まれたり、通級指導教室担当者の専門性も向上しつつあるとの報告がありました。また、タブレッ

ト端末を利用した学習等の効果により、生徒の自尊感情が高まったといった調査結果もみられました。

以上で５つの、市町村と学校の報告を終わりますが、このあと、この報告会では、浦安市からのイ

ンクルーシブ教育の取り組みについて報告がありましたので、その部分は、教育研究センターから報

告をさせていただきます。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。では教育研究センター、お願いします。

教育研究センター：はい。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。12 月に行わ

れました、前回のこども部会で、簡単に進捗状況の説明をさせていただきましたが、１月 31 日県の

教育会館で発表してきた内容を簡単にポイントを押さえてご説明をさせていただきたいと思います。

前回の内容と重なるところは、少し省略していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

お手もとの資料は、このパワーポイントと同じになりますが、画面の方をご覧になりながら、説明を

聞いていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

まず初めに、浦安市の特別支援教育のこれまでの取り組みについて説明をしております。浦安市の

人口や学校規模について話をしました。そのあとに、浦安市がこれまで就学指導委員会を平成 20 年

に廃止してから、どのような特別支援教育を進めてきたかということについて話をしました。特別支

援教育を推進するにあたって、まなびサポート事業が、特別支援教育の推進としておこなってきたこ

とを説明しています。

このような中で、インクルーシブ教育システム構築モデル事業において、一番まなびサポートがし

ていくのが、ここの相談業務にあたります。と伝えております。さらに、この相談業務を行っている

まなびサポートチームというのは、どのような組織なのかということもお話をさせていただきました。

やはり、まなびサポートの特徴は、早期からの就学相談と、継続して就学後も支援を行うという点、

また、迅速な学校支援を行っていることが特徴であるということをお話をしています。

続きまして、教育の環境整備についてです。このあと、また出てくると思いますが、基礎的環境整

備といいまして、個々に応じた合理的配慮を、提供するにあたって、その基礎となる環境づくりにお

きまして、浦安市はかなり力を入れてきたのではないかと思います。その点説明しました。ポイント

となるところは、やはり特別支援学級の整備や、校舎内のバリアフリー化。また、人的支援について

の充実を図っていたという点においても話をしてあります。

まず、インクルーシブ教育モデル構築事業は、このような基礎がある中での取り組みということ。

そこで具体的に、この事業、どう取り組んだかという説明と事業の目的について話をしました。とて
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も大事な目的が２つあるうちの一つが、文部科学省のからの委託事業ですので、やはり合理的配慮の

実践事例の蓄積と、校内体制の整備という、これが一本目の柱です。もう一つは、先ほど説明をしま

した、これまで浦安市がまなびサポート事業を通して取り組んできた特別支援教育を充実させて、モ

デル校以外の学校にもこの取り組みを伝えて、本市の特別支援教育の充実、さらに学校教育の充実を

図りたいという、この大きな柱２つをもとに取り組んだという説明をしました。

この図は取り組みの概念図です。説明のときには細かく話をしたんですが、ポイントとなるところ

は、やはり、教育相談をしてるまなびサポートチームだけが取り組むのではなくて、やはりモデル校

に対して、まなびサポートがこれまで取り組んできた支援、さらに県立特別支援学校との連携をして

いくという点。また、指導課全体としながら、教科担当、特別支援の指導主事以外の教科の指導主事

も一緒になって取り組んでいく、市全体で取り組んでいきますということを説明をしています。また、

モデル校は東小と明海小学校ですということで話をしました。モデル校に配置される、合理的配慮協

力員はどういう人かということも説明をしています。年間の予定、ちょっと見づらいのですが、年間

を通して会議等も開きましたということを話してあります。

本題に入りますが、今回の合理的配慮、支援の方法の検討には、具体的にどういうふうに取り組ん

だかと説明します。まず子どもの状態の観察をします。さらに、先生方との情報交換もしました。ま

た、特別支援学校を交えて、より専門的な意見をいただきながら、合理的配慮を検討しました。さら

に、文部科学省の視察を受けたりしながら、または、市全体と県とが一緒になりながら、合理的配慮

の検討をする会議も設けました。

また、合理的配慮については、個に応じた個々の支援方法を検討するだけではなく、学校全体でど

う取り組んでいくかということに対して、先生方には様々な点で関わりを持って説明してきました。

まず始めに、８月に校内研修会を設け、続いて、特別支援教育を推進していくための校内委員会に、

合理的配慮協力員、まなびサポートも加わりながら、どうすれば短時間で効果的な支援方法を検討す

る会議が設けられるかということについて、一緒に考たり、助言をしたりすることができました。

それから３番目です。このポイントになるんですけども、今回の事業の中で、やはり、この報告の

中でも一番強調したのは、日頃から先生方が取り組んでいる、いいところ。つまり、普段授業をやっ

ている中で、「あ、先生、その今の声のかけ方、その黒板の使い方が、ぜひ A 君に、B 君に、C さん

に。そしてみんなにとってもいい対応なんだよ」っていうところを見つけていく作業をしていきまし

た。これを「いいとこ見つけ」というふうに伝えています。たとえば、板書であるとか、わかりやす

い指示であるとか。こういうことに対して先生方に話をすると、「いやいやいや、そんなの当たり前

のことです」って皆さん言うんですけど、「いや、先生、それがとても効果的な教え方なんですよ」

ってことをお伝えすることで、先生方はそこを意識するようになるんですね。それで意識してくださ

るようになると、いい支援が継続されるようになります。そして継続されるとさらに、どうすればも

っとよくなるかなと考えるようになってくださるというところがあったので。やはり今回の事業の中

で、すごくポイントとなるところは、先生方の「いいところ見つけ」だったのではないかなというふ

うに思っていますということも伝えました。

この写真は、各学校、モデル校で見られたいいところの例です。ものの構造化ができているとか、

視覚的に、ルールが示されているなどの点についても見つけてきたということを話しています。また、

この見つけたことをどうやって伝えるかっていうとこがポイントだったんですが、やはり、先生方時

間がなかなか取れない。また、今回の事業は９月からの年度途中からの事業でしたので、年間の行事

予定が組まれていました。その中で、どうやって先生方に、そのポイントを伝えていくか。または、

支援方法、アドバイスできるかというところでは、学年会という会で話をしたり、または授業研と言
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いまして、各校で取り組んでいる教科の授業の研究があるんですが、そのところに、合理的配慮協力

員やまなびサポートが入りまして、特別支援の視点で、「ここはいいですね」とか、「こうすると、い

いですね」というところのアドバイスもする時間も設けてみました。また、付箋に先生方にポイント

を書いて渡したりとかという工夫もさせていただきました。

さらに、ここがまたポイントになるんですが、先ほども話をしましたように、教科の指導主事に研

修会を設けたという点で、このようなエピソードがありました。たとえば、体育の指導主事が、市教

委訪問とか、合同訪問ということがあるんですが。その前に教科を指導する担任の先生と事前の打ち

合わせをするときに、「このクラスで気になるお子さんはいますか」「このお子さんです」って話をし

たときに、「では、支援方法は、どういうふうにしますか」ということを教科の指導主事の先生と一

緒に話ができた、というところもすごく意味があるかなと思いました。この点におきましては、今後

さらに充実させていきたいという点です。

３番目に合理的配慮の具体的な例ということで。前回ここは、ご説明したお子さんは、このように

説明させていただきました。赤い字でポイントを絞らせていただいて、緒情面、学習面、その他とい

うことでのお子さんの状態像。そして、基礎的環境整備についてはこうですよ。それから、課題はこ

うですっていうことで、どう取り組んだかということも前回説明させていただきました。ここのとこ

ろは前回話をしてありますので、よろしくお願いいたします。

ポイントを絞って、このような話をさせていただきました。このお子さん、合理的配慮をこのよう

におこなっていく中で、どのように変容したかということは、やはり一目でわかるような形で、ポイ

ントとして説明させていただきました。

ちょっとページを飛ばしますが、最後になります。こういった取り組みを具体的な例を話していく

中で、まとめとしましては、やはり先ほども言いましたが、市全体で取り組んでいく中で、やはり、

合理的配慮の蓄積ということが、この取り組みを通してできたこと。それから、校内委員会の在り方

ということについても、助言、アドバイスができてきたという点。また、さらには、先生方のいいと

ころ探しをしていく中で、やはり先生方に意識化を図って、今後の取り組みに向けての、意欲づけ、

または、動機づけ、そして意識をしていただくというところの取り組みができたかなというふうに思

っています。

今後の取り組みについてということを、県でこのような形で発表しました。その中で、４番の、浦

安市ではこの県での発表した内容をどう市内に伝えるかとですが、２月 19 日に、市内の特別支援教

育コーディネーターの研修会があり、幼稚園、保育園、小学校、中学校のコーディネーターが集まる

んですが、その人たちに対して、この取り組についての説明をさせていただきました。そして、市内

の報告会という形でさせていただきました。この報告会では、希望者も募らせていただきました。本

来ですと、コーディネーターの会だったんですけれども、希望される方を募集したところ、市内から

校長先生や職員の方、幼稚園の先生方なども希望ということで参加していただきました。また、この

２月 19 日には、実は、県の発表を聞いて、ほかの市の指導主事の方や、ほかの市の通級担当者の方

が市内の先生方にどう伝えるのか聞きたいということで、参加もしていただきました。

続いて、２月 15 日のコーディネーター研修会でお話したことなんですが、ポイントとなるのは、

やはりインクルーシブ教育システム構築モデルスクールってなんだろうとか、また、合理的配慮って

なんだろうっていうことなので、最初にその説明をさせていただきました。

このような事例を話させていただき、各モデル校のコーディネーターから、ちょっと感想をいただ

きました。たとえば、その感想の中にはこういったことがありました。一つの小学校では、コーディ

ネーターに「この子どうしたらいいかな」という支援方法を相談してくる先生が増えてきたというこ
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とや、年度末にとったアンケートの結果から、特別支援教育にさらに関心をもってくれる先生の数が

増えてきたといった、成果があったというのをうかがっています。また、ある学校におきましては、

やはり特別支援教育の目指すものは、本校の授業の研究。算数とか、国語の授業の研究の中にこうい

って取り入れてきた。個に応じた指導をさらに丁寧にしていくことなんだな。また新たにしていくと

いうことではなく、しっかりと基本的なことをもう一度見ていくことなんだな、ということが再確認

できましたという意見や、もっと校内委員会を充実させていただきたいというふうなお声もいただい

ております。まだ数か月の取り組みですので、目に見て大きな変化というところでは表れてはいない

かもしれませんが、まずは先生方の中にインシクシーブル教育という言葉が飛び交ったことで、イン

クルーシブ教育を知っていただけたことが大きな一歩ではないかなというふうに思っています。

今後、この事業は継続して行われる予定となっております。来年度におきましては、まだ今、県と

の調整をしている状況ではあるんですけども、２校に加えて、新たにもう１校を加えて、さらに市内

で広めていけるようにというふうな方向性でも進んでおります。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。モデル校２校のうちの１校の校長先生が、いらっしゃいます

ので、松田校長先生、一言。モデルスクールとしていかがですか。ご感想等ありましたら。

松田委員：はい、あっという間に終わってしまったというのが、まだ続いてるんですけれども、率直な感想

で。やはり、職員一人一人が意識して、授業を、支援を要するお子さんだけではなくて、普段やって

る学級での指導、授業を意識して、どうやったらわかりやすい授業になるかという視点で、先生方が

取り組めたということが、すごくよかったかなと思っています。授業改善にやはりつながっていくし、

教材の工夫、それから、合理的配慮協力員という方に入っていただいたわけですが、すごくいろいろ

な話を聞いてもらえて、相談にのってもらって、特に低学年は充実してやることができました。加え

て、本校は特別支援学級もありますので、そことも連携しながらできたというところが、大きかった

なと思っております。ありがとうございました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。それでは、今日は最終のご報告をさせていただいたわけなん

ですが、皆さんのからご質問とか、それからご意見等ありましたら、お願いいたします。はい。神谷

さんお願いいたします。

神谷委員：阿部先生は、来年度は関わってはいかないですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：合理的配慮協力員の。

神谷委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：今の予定というか、計画を教育研究センターお願いします。

教育研究センター：はい。合理的配慮協力員に関しましては、今のところ、継続してお願いしようというふ

うな方向性で考えています。

神谷委員：何年というか、１年間で、何回か来てくださったりとかするのですか。

教育研究センター：合理的配慮協力員さんは、来ていただく回数が限りがあるんですけれども、何回か来て

いただく計画を、今年度は１年、来年度はやっぱり１年間年間計画を立てて、さらにやっていきたい

というふうに思います。

神谷委員：はい。わかりました。

教育研究センター：ありがとうございます。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、はい。西田さん、お願いします。

西田委員：はい。基幹相談の西田です。先ほど、今の発表を聞いていて、やっぱり、誰にでもわかりやすい

授業ということとか、あとは先生方の板書の工夫ですとか、そういうことに発展してるということが、

すごく素敵なことで誇らしいことだなというふうに思いましたし、多くの先生方が、障がいのある人
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たち、支援が必要な子どもたちの特徴ですとかっていうのを知るきっかけになったので、その、推進

事業っていうのが、ある一定程度の役割をすごく果たしていけるのかなっていうふうに思います。

その一方で、今日は事例っていうのは出す予定にはしてなかったし、出さないですけど。すごくこう、

現場との乖離感が正直あります。まなびサポートの先生たちにも関わっていただいていることですけ

れども、私たちのところに入ってきている、基幹相談に入ってきて、しっかりケースとして取り扱っ

ている事例としては、やはり、支援が必要なお子さんが、担任の先生から、できないことばかりを言

われているとか。各教科の全部の先生に、できないことのレポートが出されて、それが保護者の手に

渡ってしまうとか。あとは、たとえば中学校なんですけど、中学校は個別に対応しませんと。それが

普通学級ですからっていう方針を、文書でも、言葉でも言われてしまうっていうような。このインク

ルーシブ教育の推進をしている今、そういう現実が問題として起こっていることに関しての、乖離感

というんですか。それは、どういうふうに埋めていけばいいのかなっていうふうに思います。

この自立支援協議会の役割としては、やっぱり個別の事例をしっかり出して、この事例を通して、

問題を解決していったり、仕組みをつくっていったりっていう、意味が法的にも位置づけられている

ので。来年度になっちゃいますけど、やっぱり、この事例をしっかり取り組ませていただいて、一人

一人のお子さんが、今も、学校に行けないとか、自分は障がいがあって友だちができないとか、バカ

だって思われているとか。でも、それは学校が、それこそ合理的な配慮、障がいに合わせた合理的な

配慮をしないがために起こっていることなんだっていうことを、やっぱり共通の認識として、変てい

けないだろうかっていうのが、すごく今思っているところです。

この乖離感みたいなところは、どのように受け止められているのかなっていうのが、ちょっとうか

がいたいなって思いました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：センター、どうですか。

教育研究センター：はい。教育研究センター山本です。この取り組みに関してのご意見、ありがとうござい

ました。今いただいた、相談の事例に関してのご回答というよりは、確かに、さまざまなケースがあ

るのは、まなびサポートとして、やはり学校現場に入って、保護者の方や先生方と相談していく中で、

難しさを実際に感じているところはあります。その中で、やはりこのインクルーシブ教育もそうです

し、特別支援教育を進めてく中で、これまでセンターが伝えてきたことは、特別支援教育は特別なこ

とではない。一人一人の子どもをしっかりと見つめて、何をしてあげていくことが大事か。どうすれ

ば、一人一人が輝いて、発達成長できるかということを、真剣に取り組んでいくことが、特別支援教

育だというふうな、学校教育の一つだというふうにとらえて、やってきています。その中で、やはり、

大事なこととすれば、今までは、教師の学び方に、子どもたちが合わせていくっていう取り組みだっ

た中に、やはり、子どもたちには、学び方にそれぞれ特徴があるんだというところが、最近本当にわ

かってきたと。そこを今、先生方にお伝えをしています。それが、障がい名が何だからではなく、こ

のお子さん、この場面では、こういったところが実はわかりにくいんだとか、この場面では、こうい

ったところが困るんだとか、そのお子さん一人一人の学びの中の、困り感であるとか、特徴であると

ころを、私たち教員が理解していくことが大切です。

そのために、じゃあ、それがわかった上で、どうすればいいかというふうなことを考えていかなけ

ればならないんだということを、ずっと提案させていただいているんですが、まだまだな部分がある

ところもあります。ですので、今年度も、研修会では、やはり、通級担当者や、補助教員などの、専

門的な研修会に希望者を呼んだりとか、より多くの先生方に知っていただく機会を設けるように工夫

をしてまいりました。来年度も、この取り組みは続けていきながら、また、全校の先生方に、わかっ

ていただけるようにしていきたいと思っています。
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まなびサポートとしては、個々の相談の中でそのことは伝えているんですけれども、中には本当に

いい取り組みをしてくださっている先生もいらっしゃいますし。保護者の方との連携もよく取れてる

ケースもたくさんあります。ですが、先ほどお話があったような難しいケースもあるのは、実際だと

思いますので、そういうことがないように、やっていきたいと思ってますので、ご協力よろしくお願

いいたします。

西田委員：何がネックになってるのかなっていうのが、ちょっと気になるんですよね。ご相談を受けてる中

で。たとえば、まなびサポートさんなどが、代わりに入ってくれたりとかして、間に入っていただい

てるケースとかでも、うまくいって、ちょっとずつ変わっていくと思うんですけれども。

やっぱり一番大きい、今、私のケースで問題なのは、やはり通常学級の中で、どれだけの支援をす

るかっていうところと、通常学級の先生たちがそういう支援が必要な子たちも含めて、自分の範ちゅ

うなんだっていう意識を変えることって、すごく大事で。そこが変わると、まずはやっていくしかな

いので、きっと情報を求めるでしょうし、その子の個別の支援も考えるでしょうし、いろんな人に、

連携を求めながらやっていくと思うんですけれど。僕たちの、私たちの範ちゅうではないと言われた

瞬間から、やっぱり、そこを変えることを、まなびさんはたぶんやっているんだけど、遅々としてっ

ていうか、なかなかうまくいかないっていう感じなのかなっていうことと。

もう一つ、インクルーシブ教育っていうのは、ちょっと言い方きついかもしれないですけど。特別

支援学級とか特別支援学校で、特別支援をするのは当たり前のことっていうか、当然のことだと思う

し。同じような人を集めて支援するのは、わりと、たやすいかもしれないですけど。本当に、一般の

人たちの中で、いろんな人がいる中で、それぞれの支援をしていくっていうこと自体が、とっても難

しくて。そこに、やっぱりインクルーシブ教育の難しさと、だから支援の方向を確立していかなけれ

ばいけない、研究とかもあるわけなので。そこは、本当にどうなんだろうっていうのが、ちょっとう

まく言えないですけど思っています。

実はうちの娘も障がいがありまして。24 歳になりますけど。さっき担任の先生と、各教科の先生

が、連携することが素晴らしいみたいな発表があったじゃないですか。それって、中学校のときも当

たり前にやっていたなと思って。でも、それはやっぱり、保護者が相当いろいろ話をして集まってい

ただいてとか、小学校の頃からそういう歴史があって、中学校にうまく渡ったとか。そのうまくいく

秘訣ってなんだったんだろうって聞きながら思うと、やっぱりその、受け入れる、自分の範ちゅうで

あるっていうふうなことを、まず覚悟を持っていただくっていうことなのかなって思いまして。大体

そこで、利用者さんたち、お母さんや、子どもたちが突っかかっちゃってるんですよね。

自己肯定感を、どれだけ高めようかって言ったって、担任の先生に「お前はバカだ」とか、「お前

はこれができない、あれができない」とか、友だちに助けてもらったら、それは迷惑だっていうよう

な教育を毎日されていたら、それは自己肯定感は高まるわけないですよね、みたいなところです。ぜ

ひ、そこら辺の切り口で、来年度も進めていっていただいけたら。一つ一つのことは、すごくいい取

り組みだと思うので、ぜひ一人一人の子どもたちが学校に行って、楽しいなって思ってほしいなって

いうふうに思いました。

すみません、ちょっと、まとまりがないので、来年は、事例も含めて取り上げていただきたいと思

います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：特殊教育から特別支援教育に変わって、一つの線引きが変わって、もう５、６年になりますけ

れども。また、新たにインクルーシブ、そこに、合理的配慮という課題が出てきて、その子その子な

らではの支援が大事ですっていうところにクローズアップされて。まして、数年先には、それが法的

な拘束力も出てくる状況です。
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時代は、今エポックメイキングな時期になっているのかなと思います。なるべく早く、全教職員が、

同じベクトルを向いて特別支援教育に当たれるような浦安にしたいなと思っております。研修会をや

っても、意識のある先生は集まるんだけども、そうでない先生もいらっしゃるので、できる限り、ま

なびサポートが、すべての学校を巡りながらという巡回研修を、おこなっているところです。

一歩でも二歩でも、ちょっと進んでいければと思いますが。西田さんおっしゃるようにね、子ども

にとっては待ったなしなので、その辺ところは、事例として、次年度は、共通の課題となるような事

例で、皆さんで話し合いを持ちながら、なにか、一つの解決策を、この場で共有できればなと思いま

すので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

はい、ほかにいかがですか、よろしいですか。はい、神谷さん。

神谷委員：私もやっぱりすっきり思えない気持ちがずっとありまして。山本先生の取り込みの報告を聞いて

て、やはりすごく素晴らしいんですよ。非の打ちどころがない。ただこれが本当にすべての子に当て

はまればということで。本当にどの子にも同じようにしてますか、するつもりが今後本当にあります

かっていうところが、いつも聞きたいところなんです。インクルーシブとか、インクルージョンとか、

いろんな言葉が飛び交ってますけど、私も知識があんまりないので、もしかしたら間違ったこと言っ

てるかもしれませんが、とにかく昔は、昔とまたその新しい言葉になって違いは、全体の中の１人で

あるっていうとらえ方でやっていくっていうはずなんですけど、結局、特殊教育から特別支援教育に

なっても、この子は障がい、この子は障がいがないっていうふうにわけてしか、その子に必要な配慮

っていうのはできないんだな先生たちって、と思うのが正直なところなんです。

本当の特別支援教育って、本当どの子にもっていうのは健常だとか、障がいがあるとか、程度とか

関係なく、その子にとって必要なことをやるっていうものだったはずなのに、日本に入ってきて、そ

こがやっぱり日本人の気質なのか、ずれっ放しなんだな。どうしても、子は違う子ってしてからしか

できないんだなっていうふうにずっと思ってるんです。

さっきやった、すごく素晴らしいやり方が、前回も言いましたけど、本当に重度で、知的にも障が

いがあって車椅子に乗っていてっていう子が来たときに、合理的配慮で通常級にその子が入りたいっ

ていうときに、全力でやってくれるんですかって思うんです。最終的にはお母さんが選んでいいです

よって言われて、最初は親同士で話してたりとかしてても、結局、最終的に支援学級に決めたりする。

それはそれでいいんですけれども。なぜ、通常級へ行きたいって言ってたのが途中で変わったかとい

えば、「最終的にお母さんが選ぶんですよ」「選んでいいんですよ」って言われても、選んだときに、

そこで確実に必要な配慮がしてもらえるっていう安心感が得られないから選んだんだな、ということ

を、ちょっと思ってほしいんですね。そこのずれが、先生たち側と、親の側のずれの、大きな溝だと

思っているんです。

先生たちのやり方が悪いとか、否定することは全くなくて、すごく一生懸命なんだけど、どうして

もそこのずれがあるというのはすごくもったいなくて。だから今、この会議の中で答えを求めるつも

りはなくて、来年度のずっと課題としてもって、持ち上げてほしいんですけれども。さっき事例を、

西田さんが出したいっていう話をしてましたし、私はやっぱり、こども部会って変わったからには、

発達障がいだけじゃないじゃないのって、これについてはずっと不思議に思いながら聞いてたってい

うのもあるので。

この会議に持ってくる前の段階の、もっと会議にも参加してない小さいお子さんをお持ちのお母さ

んたちの意見を、ちょっとまとめて、ここに持ってくる機会が、とても大きな、と、重大な事例にな

る前の、こういうふうだったらいいのにねってか、こういうふうにならないのかなとか、私たち今、

本当はこういうふうに育ってってほしいのにとか、いろんなこと思っている思いを、この会議の場に
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持ってきたいなっていうふうに、すごく思っているんです。本当に今、当事者で四苦八苦してやって

いるお母さんたちと、私たちの子どもが大きくなってきて離れていっちゃってるし。本当に必要な人

たちの必要なものっていうのが、ここにちゃんと、持ってこれているのかなっていうもどかしさもあ

るので。この大きな溝というか、ずれを埋めたりとか、そういうことに来年は、一番大きな力を注い

でいく会議にしてほしいなと。なんか、要望になっちゃいましたけど、最後に言おうと思ったんです

けど。流れで今言いました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：そうですね。今まさに、課題を抱ている方々のニーズっていうのもやっぱり、耳を傾けなきゃ

なというふうなことも思っています。また、来年の会議の持ち方だとか、参加していただくメンバ

ーのことについても、ちょっと事務局とまたご相談させていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。はい、センター。

教育研究センター：１つ、いいですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：山本さん、どうぞ。

教育研究センター：すみません、いいですか。教育研究センターの山本です。いろいろご意見いただいてい

く中で、まず今回の発表、確かに素晴らしいという話の中で、やはり一人一人障がいのあるなしに

関わらず、一人一人の子ども本当に学びを実感できて、そして充実した時間を過ごせるような教育

ができているようにするためには、どうすればいいかっていうところで、さまざまな課題はあるん

ですが。今回の事業はやはり先ほど言いましたように、そこを丁寧に関わってる先生方がいて、そ

の事例をお伝えすることでこういう取り組みをすると、子どもにこういう変化が出てきて、やっぱ

りそうすることで、子どもたちがすごく学べるようになってるんだっていうことを知っていただく

ってのも一つの方法だと思っています。

先ほども言いましたように、困り感のある子に絞るということではなく、学級全体がどうしていく

かということも、すごく大事なことであるということが、今後事業を通してわかっていくことですの

で。やはり間違ってもいいんだよっていうクラスづくりや、認め合うんだよっていうクラスであると

か、そういった学級づくりがあって初めて一人一人の支援ができるっていうことがあります。やはり

今回の事業を通すことは、まずそこを先生方に伝えていく。ただ、実はまだ今作成中ですが、この報

告のを冊子にまとめさせていただいて、先生方にお伝えをして、それをまず知ってもらって、取り組

んでいただきたいなっていうところが、手立ての一つだと思っています。違う方法に関しても、今後

検討が必要かと思いますが、まずこの取り組みでやってきたことを来年また継続できることはしてい

きたいと思います。貴重なご意見、いろいろありがとうございました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：気を引きしめて来年やるということで。それでは、議題の２に移らさせていただきます。２つ

目の議題は、青少年サポート事業についてです。事務局、説明のお願いいたします。

事務局：では、事務局より説明をさせていただきます。まず、A３のここの資料なんですが、図のところで

修正がありましたので、今回差し替えをさせていただいてますので、こちらの差し替えた資料をご覧

ください。

前回、現状の浦安市の支援体制のイメージということで、お見せしたかと思うんですけども。これ

はあくまで今の現状を図で表現しております。皆様から、１回、２回、３回といろいろな意見をいた

だきましたので、それについてまとめた資料をつくりましたので、ご覧いただきたいと思います。

まず、左上からです。こども発達センターからは、やはり個別療育を現在されている方が、必ずし

も制度にのったサービスにつながらないという話と、あと個別の土曜利用が現在飽和してきていると

いうような意見がありました。また、民間と公共とが力を合わせて、役割分担を明確にして、地域に

支援を必要としてる子どもたちが、まんべんなく必要な質と量の支援を受けられる、そういう体制づ
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くりを児童発達支援センター、子ども発達センターが 10 月から移管しますが、コーディネートして

いきたいといったようなお話がありました。

それと、皆さんからいただいた意見としまして、支援級でも部活動を行いたい、余暇活動の支援、

活動する場がほしい。あと年齢が上がるほど療育の機会がなくなっていきゼロに戻ってしまうような

感覚がある。民間で中学生世代の SST、ソーシャルスキルトレーニングをやっているところがすご

く少ない。あと本当に生きていくために使える道具にしていく、そういう意味のソーシャルスキルト

レーニングの場がほしい。行政や相談支援事業所が既存の療育事業等の社会資源の情報をしっかり知

らせていかなくてはいけない。あと、日中一時や放課後等デイサービスとの中でも、さまざまな療育

的な視点をもった活動というのも、今後もっともっと増えていかないといけない。公民館事業や体育

館の事業の中で、障がいをもつ人たちが入っていきやすい事業の環境整備が必要。高校卒業時の支援

をしてくれる機関が少ないのではないか。また、小学校から中学校まではなんとかできているが、そ

の次中学から高校、まして浦安以外の私立の高校等に行く方もいらっしゃり、そういう場合の支援は、

どこがするのか。あと一番サポートが弱いと感じるのは中学高校時代であった。このような意見をい

ただいてまいりました。

今回、来年度の新規事業ということで、青少年サポート事業を障がい事業課の方で、皆さんからい

ただいた意見等を勘案しまして考えております。一応この事業概要としましては、発達障がいの小中

学生、高校生を中心とした放課後、土曜日等の学習支援、生活スキルの練習などの療育支援を行うこ

とをメインに考えております。26 年 10 月開始で、予算としては今 1,700 万円というところで計上さ

せていただきまして、現在議会で審議中でございます。

今回、部会でこの議題を取り扱うにあたり、事業者公募を今後おこなっていく予定で、４月１日に、

ホームページ、あと事業課で直接募集要項の配布を行います。その関係で、詳細な質問については、

お答えができないんですが、この青少年サポート事業の中で、こういう事業をやってほしいとか、こ

ういう地域の支援をしてほしい、こういったスタッフの人たちに見てもらいたい。皆さんからざっく

ばらんにご意見をいただきまして、すべてとはお約束できませんが、反映できるところは、この事業

の中にぜひ盛り込んでいきたいなと考えておりますので、この浦安市の今ある資源、あとこの浦安市

の現状、あと皆さんから今までいただいてきた意見等を踏まえて、ご意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。この青少年サポート事業っていうのは、このこども部会で、小さい頃は手厚いけれども、

その先がっていうご意見もいただいて、一つ形になりつつあるものです。本日のメインイベントとし

て、十分皆さんからのご意見等もいただければなと思っています。どのようなスタッフがほしいのか

とか、どういった内容、サービスがほしいのかといったご意見、忌憚のないご意見をいただいて、そ

れを事務局でまとめて、今後につなげていきたいということになりますので、ぜひ皆さんから多くの

ご意見をいただければなと思います。いかがでしょうか。はい、加藤さん。

加藤委員：千葉発達障害児・者親の会コスモの加藤です。今ちょっと聞き逃してしまったので、もう１回、

対象と、どんな事業をやるのかっていうところを、もう一度お願いしてもいいですか。

事務局：そうですね、発達障がいをお持ちの小中学生、および高校生を中心とした放課後、土曜日等、学校

以外の時間の学習支援や生活スキルの習得などの療育支援事業を中心に考えております。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、加藤さん。

加藤委員：いいですか。前回 12 月の会議でご提案をいただいてから、コスモの会員の中でこういった、議

題が上ったのでっていうことで、２回ほど話し合いを持つ機会がありました。またこういった場と、

生活部会のほうでも発言をさせていただいたので、ともさんやたちばなさんから、うちでやってる事
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業の説明をさせていただきたいし、ニーズを聞きたいというふうにお声もかけていただいていい機会

だったなと思って、改めて感謝したいと思います。

会の中で出たのは、まず、１つは今ある体育館主催のスポーツ教室が、３か月単位なので、継続的

なプログラムをしてほしいっていう希望が出ました。できれば固定のメンバーでという話がでました。

以前でました公民館事業に、障がいがある方でも参加できるようにというのと、全く対立する話では

ないんですけれども。まず親としては、安心して子どもを行かせられるかどうかっていうのが、やっ

ぱりこう安心感がないとなかなか一般の公民館事業に参加させるっていうのは難しいなって感じて

いる方が多かったです。

また、固定のメンバーでというのは、私どものコスモでも体操教室っていうのを月１回やってるん

ですけれども、参加する子どもの中には、すぐに名前を覚えて、誰か一人でも欠席すると、「あの子

がいない。あの子がいない」っていう子もいれば、なかなか名前とか顔を覚られなくって、半年ぐら

い経ってやっと認識をし始めるっていう、本当にさまざまな子どもがいます。ある子どもは、いつま

でも２人組をつくりましょうっていったときに抵抗してた子が、半年ぐらい経つとすんなりと、何か

こう憑き物が落ちたように。その子には半年の期間がやっぱり必要だったんだな。それでこのグルー

プの中で２人組をつくるのは安心してできることなんだっていう確認ができるっていうようなこと

を話してくださった方もいました。

また、これはちょっとわがままな希望かなという話なんですが、体育館主催のスポーツ教室は、た

ぶん、施設の関係で水曜日が休みなんですね、組み立てやすいようなんですけれども。学校だけで、

いっぱいいっぱいってお子さんもいて、本当は親はやらせたいんだけれども、できれば金曜日のよう

に、翌日学校がない日程っていうのが、ありがたいっていう人もいました。

自分の子どもたちに、スポーツ以外でも、どんなことをやらせたいかっていう話になったときに、

やはり、英会話や、手芸や華道や、茶道とか、本当に習いごと一般が、こうバーッと出たんですけれ

ども。自分の子どもが、どんなことで引っかかるか、どういったことに興味を持つかっていうのを、

親もやっぱり、トライさせてみないとわからないっていうのもあるなっていうのが正直な話です。子

どもを行かせてはみたものの、興味は持たないっていうこともあるのかなと思います。ただ、特に希

望が多かったのは、やっぱりお料理でした。これは将来的にも、生活に直結する問題なので。一人で

すべてができるようにっていうわけではないんですけど、お料理って楽しいよとか、みんなでつくる

と楽しいなっていう、そういうのが、つくりやすいプログラムなのかなと思いました。

あと SST に関しては、たぶん来年度のプログラムに入れていただけるかどうかと思うんですけれ

ども。やはり、時間をかけてゆっくりと習得していくタイプの子どもが多いので、繰り返しスモール

ステップで、やっていただくっていうのを、やり方としては、基本にしていただければと思います。

テーマとしては、金銭管理、人との距離感、あとは、携帯電話の使い方。たとえば、かける時間で

すとか、返事を待たずに何回も何回もメールを送り続けてしまうとか。そういったマナーの問題です

ね。あとは年齢に応じて、男女の付き合い方とか、そういったものもなかなか親が教えるのは難しい

し。かえって、第三者に教えてもらったが、みんなと学ぶっていう形で教わったほうが、身につける

こともできるのかなというようなことも、話に出てきました。以上です。長くなってすみません。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。今、いただいたのは、安心して参加させられるような場づく

り。それから２つ目が、特性に応じて、固定的な編成だったり、あとは、繰り返し行えるような、特

性に応じた内容にしてほしいというふうな意見。それから、さまざまなものに、何に興味持つかわか

らないので、いろいろチャレンジさせたいんだといった思い。そういったご意見いただきました。

今の３つの視点の中で、もう少しつけ加えとかございますか。安心して参加させるためには、どんな
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方がスタッフでいてほしいとか。それから、こういった事業を入れてほしいとか、もしありましたら、

ご意見いただけますか。

加藤委員：すみません。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうぞ。

加藤委員：千葉コスモの加藤です。先ほど、対象が小中学校および高校とありましたけれども、かなり、こ

う年齢層は広いと思うのですが、どのように募集を、そこまで具体的じゃないかと思うんですけれど

も。みんな同じように対象にするというようなイメージですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：今の段階で何かありますか。

加藤委員：年齢別っていうのではなくて、なんて言うんでしょう、お料理だったらお料理のプログラムで、

この年齢層全員っていうような感じになるんですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、じゃあ、橋野課長。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。そこもご要望として、今日ご意見いただければと思うんですけれども。

やっぱり年齢に応じた小グループをつくって、プログラムを提供してほしいとかなので、そういった

形になってくるかとは思います。少人数がいいんだとか、それとも年齢を超えて、学年を超えて、や

ってほしいとか。そういったところはご要望としていただければ、盛り込めるところは、盛り込んで

いきたいと思います。ただ、何も決まってませんので。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：どうぞ、はい。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。この青少年サポート事業に関して、今、国

の児童福祉法の中にある、放課後等デイサービスの違い、その利用されるお子さんや、その親御さん

から見た違いを、運営する側から見た違いを、簡単に教えてほしいなと思います。

橋野委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：じゃあ、課長お願いします。

橋野委員：はい。障がい事業課の橋野です。やはり支給決定されていて、当然、サービスが使える状態の方

は、すでに民間の事業者さんのところにも書いてありますけど、放課後等デイサービス事業所の方に

参入いただいてますので、まずは、そちらを使っていただくという。手帳をお持ちでないとか、ある

いは診断もお持ちでないとか、そういった方、サービスの支給決定できていない方については、対象

としては、この独自事業で、というような区分け、整理はしていきたいと思っています。

それから、放課後等デイサービスの中で、やれる事業があれば、そこには障がいの手帳ありなしと

いうところも関係なく、居場所づくりみたいなものだとか、何か、テーマ的にやれるものは、盛り込

みたいとは思ってますが、あくまでも、市の独自事業ですので、制度外ということでやっていく考え

です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。いかがですか。

西田委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。西田さん、お願いします。

西田委員：基幹の西田です。それに関連してなんですけど、ちょうど同じ質問をしようと思ってたんですけ

ど。対象者が手帳のない人とか、意見書、診断のない人とか、支給決定なってない人っていうことだ

ったら、今の話わかるんですけど。結局、放課後等デイサービスでできない事業というと、どんなイ

メージなんですかね。ある程度、いろんな事業所さんがいて、放課後等デイサービスをやっていて、

そこでは、当然ながらこういう色づけになる、やりましょうってなっているので。そこにちゃんとや

ってねって話も一つはあると思いますね。

橋野委員：そうですね。
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西田委員：はい。また、その市の単独で、すごくわかりづらいものができちゃうと、なんていうかな。民間

の事業所さんとの、共同っていうのが成立しづらくなるのかなって思ったときに、ちょっと曖昧な感

じがしたんですけど。放課後デイサービスじゃできない事業ってなんですか。

橋野委員：具体的には決まってないですけれども。基本的には、支給決定が出ていて、制度で行われている

事業があれば、やっぱりそれを優先しないと、せっかく参入いただいてる民間事業所さんと利用者さ

んをわけるようなことはできませんので。具体的にどういう事業が対象にならないかっていうのは、

すぐには思いつきませんが、放課後等デイでできないようなものがあれば、ここで言っていただいて、

独自でぜひ取り入れてもらいたいというものがあれば、こっちで提供しようかなと思っています。

西田委員：わかりました。対象は手帳がないとか、診断がないとかっていう人たちに限るのですか。

橋野委員：継続とした療育支援といったところでは限らないと、放課後等デイサービスとの整理はできない

と思いますので。ただ、その入口のところでは、いろんな方からご相談があるかもしれないので、そ

こからすべて、「あなたは、もう手帳があるからうちではお話も聞きませんよ」っていうのは、ちょ

っと違うと思うので、相談だとか説明だとか入口のところでは、当然、ある方もない方も、手帳の有

無に関わらず、お話しいただけるようなものにしていきたいとは思ってます。その継続した毎週毎週

通っていく療育支援というところで、サービスの支給決定が出ている人たちを対象にしていくのは、

やっぱり違うのかなと思っているので、区別します。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。竹谷さん。

竹谷委員：今具体的に、こういうサービスがあったらいいなとか、今ないなっていう声として聞かれている

のは、やはり、手帳とか、あと診断がない方たちもそうなんですけど。逆にすごく、重たくて、なお

かつ中学、高校生になっていくと体も大きくなってきて、発散する場が必要だと思います。たとえば、

運動だったりとか、そういう機会が少なくなってくるから、やっぱり太っていっちゃって、生活習慣

病になっちゃうといったところを、もう少し改善していきたいなといった声があります。放課後等デ

イサービスの限られたスペースの中では、なかなか提供しづらい事業。たとえば、体操だったりとか、

ダンスだったりとか、動きのあるもので、中学、高校生を対象にした、まさに思春期の男の子だった

りする、本当に気持ちを発散したいような子たちが思いっきり動けるような、そういったプログラム

があったらいいなっていうところは、やっぱり、今、重たい人たちも、そういうものがなくて困って

るっていう現状もあったりするんですね。まあ、事業者が増えないっていうことも、一つは問題にあ

りますけれども。

なので、たとえば、この手帳がない方たちだけの対象ではなくて、やっぱり現状、療育って幅広い

ですし、発達障がいもすごく幅広いと思うんですけれども。そういったところのニーズも、たとえば、

この事業の中で、ある程度こうくくりというか、やっぱり参加するためには放課後デイ等との区別は

必要かなとは思うんですけれども。そういったところの部分も含めて考えていいんでしょうか。

橋野委員：はい。ご提案いろいろいただければそこをこれから整理して、盛り込めるものは、募集要項の中

に入れていきたいと思いますので。

竹谷委員：じゃあ、手帳があるとか、診断があるとかないとかっていうこととは関係なく、ということは思

ってても大丈夫ですかね。

橋野委員：継続とした、毎週毎週通うっていうような、療育支援については、制度ときちんと切り離しをす

る必要があるとは思ってるんですけど。先ほども出ていた、人との距離感とか、男女のつきあいとか、

そういった研修的なものなんかは、放課後等デイサービスの中ではなかなか、今、現状、浦安市内で

はやってないのかなと思うので。そういったものは、手帳ありなし関係なしに、ここの事業として行

うこともいいのかなと思います。
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ただ、またちょっと気をつけなくちゃいけないのは、じゃあスポーツについて放課後等デイサービ

スの事業者さんが、どこか市内で民間で始められた場合に、やっぱり同じことを、独自の事業でやっ

ていくのは違うかなと思うので。浦安にない、今現状の社会資源にないものは、手帳のある方につい

ても事業の中に入れていいのかなとは思ってます。浦安にあるものについては、やっぱりここには入

れられないかなとは思うので、そこは少し市内の整備状況みながら、やる必要があると思っています。

竹谷委員：たとえば、場所が広くあって、放課後デイをやってるようなところには、逆にそういうことを求

めてっていただくってことは、市の動きとしてはあったりするんですか。

橋野委員：そうですね。はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：ではもしかすると、手帳あるなしで線引きするんではなくて、放課後デイサービスさんのサー

ビスの中で、これは提供できそうもないなと思うものについては、手帳あるなしも関わらず、来ても

いいですよというような門戸を広げていくっていうことでよろしいですか。

ただ、あまりにも、放課後デイサービスさんのやってるものにかぶって、人の取りあいみたいなこ

とにはならないようにってことですね。

橋野委員：あと、やっぱり継続して繰り返しここだけでということは、違うと思うので。どちらかというと、

単発的なプログラムというか、研修会、講演会みたいなものになっていくのかなと思いますけど。た

だ何も決まってないので。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：単発の方がいいってことですか。継続ではなく。

橋野委員：本当に、手帳持ってる方ですよね。サービスの支給決定が出てる方に対して、いつまでも、青少

年サポートの中で、ここで全部終わりますよ、ずっとここにいてくださいっていうことではないと思

うので。手帳持っていない方、そのサービスの支給決定の出ていない方は継続して、ここにずっと関

わっていってもらう必要があると思うんですけれども。

立花委員：すみません。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうぞ。

立花委員：発達支援センターの立花と申します。これは単年度事業と考えてよろしいんですか。それとも次

年度も、何年間も継続していくご予定ですか。どちらでしょうか。

橋野委員：大体、福祉事業を、いつも移行をするときに、大体継続３年ぐらいが多いので、利用者へのサー

ビスの安定性といったところから、ほかの事業と同様にやる必要があるのかなとは思っています。た

だ予算としては１年分しか取れてないので、そこはちょっと断言はできないんですけれども。

立花委員：はい、わかりました。ありがとうございます。

江黒ﾘｰﾀﾞ ：ー事業としては３年のスパンでっていうのもあるんですけども。まあ、予算が１年ということで。

初年度に、仕様書で委託事業が決まったならば、その内容で３年間なんですか。それとも、多少こう

いったものを並行しながらというのは可能なんでしょうか。

橋野委員：はい。実は今、市の委託事業で、今日来ていただいてる基幹相談支援センターの事業も同じよう

に委託事業で３年は継続してお願いしたいんですよっていう形で、公募してるんですね。予算として

は、単年度ごとなんですけど。仕様書は３年分、３年間お願いしますねっていう形で公募しますので。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：年度の途中、２年目は？

橋野委員：そこ、終わりはちょっと。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：反省を生かして、ちょっと変えようとかいうのはあるんですか。

橋野委員：どうするかっていう。あと、ちょっとこの次にお話させていただこうかと思ってたんですが、26

年度のこども部会の、課題の中に、やっぱり、この青少年サポート事業、新しく立ち上がりますけど、

ここで検証していくようなこともお願いできればなと考えてはいます。初めて、これからつくりあげ
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ていく事業で、あまりいろんな市町村でやってる事業ではないので、いろんな方の目が必要かなとは

思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：神谷さん、先ほど手をあげていましたね。どうですか。

神谷委員：はい。自閉症協会の神谷です。書面で書いてある、こういう決まりですみたいなのと、現場の現

状とが合ってないんだなっていうふうに今、頭で浮かんでたんですけど。

先ほどここの中で、どこだったかな。そう幼児期から積み上げてきたものが、年齢が上がるほど、

療育する場がなくなっていくのでとか、中学世代のソーシャルスキルトレーニングをやってるところ

が少ないとか。そういう意見から出たっていうふうに聞いたような気がしたんですけど。でも、こう

移行をするときに、小中高校生になってたりとか、放課後デイサービスと同じようなことをやらない

ようにっていうのもわかるんですけど。放課後デイサービスはもともとが預かりだったところに療育

的なことをやってねって、あとから来たような感じで、この間のお会いしたときにも、私の会社でも

言ったんですけど。預けている親の感覚としては、療育っていう言葉がそこに入り込む前からやって

きたお料理とかっていうのを、そのまま継続してやってて、回数とか増やしてるだけのような気はし

てるんですね。

内容がどうのっていうよりも、やっぱりもともとが預かりでいろんな子がいるところでやってる療

育っていうものなので。質としては、言葉は悪いですけど、そんなすごくいいっていうものにはなら

なくて、やっぱり、一人一人の子がある程度の課題を目指してやっていくっていうよりも、こういう

ことをやれる子はやれる範囲でみんなでやろうねっていう雰囲気でやってるんだと思うんです。

それを放課後デイサービスでもやってるものと同じだから、この青少年サポートでもできないって

なると、うーんって思うし、せっかく年代が上がってきた子たちのものが少ないっていうとこから来

たのであれば、やっぱり、せめて中学生、高校生に絞ってほしい気もするし。本当に、決まった文章

と現実の現場のものすごいずれっていうのを、ものすごく感じながら聞いてた感じで。だからないも

のっていったら、手帳がどうのこうのっていう、手帳を持ってる中高生にとってないものはすごくい

っぱいあって、それはまさにソーシャルスキルトレーニングだと思うんです。でも手帳がある人は、

一応前提としてサービスはっていうふうになると、なんか頭の中が何をどう思ってていいのかよくわ

からない状態に、今ちょっとなっているっていう感じです。

しかも、このソーシャルスキルトレーニングは、という話、年代大きくなった子にっていう話出た

ときは、たぶんこれ手帳持ってる親の思いとして出た言葉だと思うので。何をどうふうに、こういう

ものがいいですって言っていいのかわかんない感じです。それでも言うんあれば、やっぱり、本当に

小中の大きい子に、年代をやっぱり絞ってもらって、ちょっと高度なっていうか、本当にソーシャル

スキル、正しい言葉の使い方とか、その言い回しはちょっとおかしいですよっていうことを教えてい

くとか、そういうことなのかなっていう気はしてるんです。お料理とかでもいいんですけど、それが、

今現状で放課後デイサービスやってるのと被るっていうのであれば、被るになっちゃうんだし。やっ

てないっていうのであれば、やっぱり、そういう勉強的になっちゃいますけど、生活していく上で、

人に道でぶつかったら謝るんだとか、そういうことを教る場なのかなっていうふうにしか、今は描け

ませんでした。はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、橋野課長。

橋野委員：すみません、なかなかちょっと正確にお話できなくて難しいとこですけど。実際、今の制度にも

とづく児童発達支援事業も放課後等デイサービス事業も、療育は国から制度の中で求められてまして、

事業所によって、かなり差もいろいろ、サービス内容の違いがあるかなとは思うんですね。どれも決

してできないわけではなくて、最近では個別の療育を提供している児童発達支援事業や、放課後等デ
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イサービスの事業所も出てきていますので、今言われたことも、事業所、まず手帳がある、そのサー

ビスの支給決定が出ていて、使える制度がある方については、指定参入している事業所に求めていく

必要があるのかなと思うんですね。

今の浦安の事業所が、これがないからないとか、今の浦安の事業所は、こういうお料理教室だから、

お料理教室はないっていうことではなく、もっと専門的な療育、もっと専門的な、個別支援の制度の

サービスをやってよっていうことを求めるっていうのも、一つ必要だと思うので。今の浦安にないか

ら、それを全部やっていくって入れてしまうと、事業所として事業をやってる人たちもこれでいいの

かって思ってしまう事業所もあると思うんですね。自分は難しくてできないから、あとは、じゃあ、

青少年サポートの中でやってもらえばいいかって、やっぱりそれは違うのかなと思うので、ちょっと

なかなか、すみません、明確に言うぇないところなんですけれども。制度で、できる方、やらなけれ

ばいけない内容については、できるだけ、やっぱり制度の中で提供してもらうべきなのかなと思って

いますので、そこをできるだけ、整理しながら募集要項はつくっていきたいと思っています。

西田委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。

西田委員：基幹の西田です。多分、私は事務局もやらせていただいているし、事業所の説明会にも行かせて

いただいたので、大体、来年度どんな事業が出てきていて、今どんな事業が市にあるかっていうのは、

相談立てる立場でもありますので把握してるつもりなんですけれども。その全体像とか、市の向かう

政策を打っていく方向性とかがなく、これだけの議論をしちゃうと、やっぱり、ちょっとわかりづら

いんじゃないかなと思ったんですよ。

たとえば、先ほどの説明でも、この、こども発達とかまなびサポートはあるんだけど、小学校から

いろんな療育が消えていくっていう話がありましたよね。で、そこを埋めるんだったら、そこを埋め

るのが障がい手帳がない人たちは制度はない。サービスがない。だけど手帳を持ってる人たちは、放

課後等デイサービスや、最近、日中一時支援でも、療育やりなさいみたいなことも言ってますし。そ

こで埋めていこうと思っているから、民間に頑張ってほしいとか。で、その民間に頑張ってって言っ

たとしても、今、先ほど竹谷委員がおっしゃったように、重い障がいの人とか、中高のところはかな

り厳しいっていう現実もあるわけですよ。重い障がいの人を受けてくれないんですから。放課後デイ

サービスも日中一時支援も。

だから、じゃあどうするのって話は一つ残っちゃって、重い障がいの人たちのことはここでは、サ

ポート事業ではやりません。で、事業所説明会の中で書いてあったのも、軽度発達障がいっていうふ

うにくくってあったじゃないですか。そうなると浦安市って、重い障がいのある子たちの療育的なも

の、個別も含めてですよ。それはどういうふうにやっていくんだろうと考えているのかなと。東野で

やるのって、放課後でしたっけ。そこで、その場所も提供して、市が提供するから、そこでそういう

子たちを受けて、そういう療育をやっていくような公募をかけるんです、とかね。そういう話があれ

ば、なるほどねって。一般の事業所の人たちは、大変なところを見るんじゃなくって、そうじゃない

とこを見ていくんだとか、理解できると思うんですけど。なんかすごくわかりづらくなっちゃうのか

なと思ってるんです。

その事業所説明会の中であったことの中にも、障がいが重い人たちのニーズが埋まらないっていう

ことが、自立支援協議会全体で話されていて。だから大人の障がいの重い人たちに関しては、生活介

護でも就労でもグループホームでも、補助金を出して加算をつけていこうっていう方針が出て、その

説明があったんですけど。やっぱり子どもの重い子たちに関しては、加算をつけていこうっていうふ

うには全くなってなくて。私なんかは、そこはどうして子どもと大人をわけるのかなっていうふうに
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すごく思っていて。なので、このつくり方自体も、本当にどこを目指し、何が問題だからここを出し

たのかっていうことの整合性が、整合性っていうとちょっと言葉違うのかな。何かちょっと、すっき

りはっきり感が私もないなって思っているんですよ。

ただ、もっと行政が主導でって言ったら変ですけど、民間に対してもいろんな要望を、していって

いただいた方がいいのかなって思いますし。民間は民間で、経営のこともあるんでしょうけど、障が

いのある人たちを、こうやってケアしていくためには、こういうふうに補助がほしいとか、そういう

ことももちろん言ってもいいと思うし。そこの整備の仕方がちょっと曖昧というか、もうちょっと全

体を説明していただいた方が、この部会の中でもわかりやすいのかなと思ったんですけど。わかりづ

らいですよね。自分で言っててちょっとわかんなくなってきましたけど。

いくつもの問題が、ここの中に隠れている気がしてしまうんです。こども発達でやっていることと

同じことをずっとやっていきなよっていうんだったら、そこをどっか探さなきゃいけないけど。これ

が放課後デイと、この新しい事業にわかれていく、障がい手帳あるなしでわかれていくっていうなら、

それはそれでわかりやすいかなと思いましたけど。ただ、重い子の問題は残っちゃうし、そこをどう

するのかなっていうのは、やっぱり、ちゃんと子どもと大人分け隔てなくやってほしいって思いもあ

りますし。子どものときに十分にやっていくから大人に続いていくわけなんで。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。この事業自体は一応、軽度発達障がいの子を中心に今考えて

いるということですか。

橋野委員：はい。市の独自の事業ですので、すでに重度というか、手帳のある方だったり、サービスの支給

出ている方というのは、今、民間のサービスも利用できる状態になって、重い方が使えない、という

言葉がありましたけど。実際には、事業所さん、民間の事業所さんで、子どもについては今利用でき

ている状態なんですね。どちらかというと、保護者のご希望で事業所は選んで使われているのかなっ

ていうところなんですけど。事業所としては、重い方も含めて、放課後等デイサービスであり、日中

一時支援事業、複数事業所ありますので、受け入れられる状態ではあります。

保護者の方からも、子どもに限っては、サービス使うところがないんだけど困っちゃうっていうよ

うな意見が、ほとんど今なかったので。それよりも、もともとこれを出した前段に、小学校に入るま

での未就学の方については、手帳がない診断がないお子さんについても、サービスの支給決定を浦安

市はしてきていまして。未就学の方はこども発達含めてサービスを使っている方がいらっしゃるんで

す。小学校に入ると、サービスの支給決定がなくなるので、行き場所がないっていう方が出てきます

ので、その方々の継続した支援となる事業をつくってく必要があるのが一つ、課題としてありました。

今、途中で大人の重度の方のお話もあったんですけれども、これとは別の市の４月からの新規事業

がありまして。それは高校卒業後の重度の障がいの方、身体の方も、知的の方も、重度の障がいの方

の日中の居場所がたいへん不足してまして、一番希望の多かったのが、障がい者福祉センターという

公設指定管理のところに希望が集中していたんです。そこが、この３月で定員がいっぱいになってし

まいましたので、来年高校卒業してくる方の日中の居場所がないということで、重度の大人の方が使

うサービスを対象に加算をしていこうという制度をつくりました。こう、別々のものとしてやってい

ますので、ちょっと、今そのお話が入ってきたので、ご説明させていただきますが、市としては、現

状の市に足りないところを新規事業としてやっていきたい、ということで、予算の方の新規事業は考

えさせていただきました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：じゃあ、今皆さんにご検討いただくのは、重度の方はまた別の事業があるので、とりあえずこ

の事業は、軽度の方。

橋野委員：そうですね。
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江黒ﾘｰﾀﾞｰ：支給決定がなくなっちゃう小学生から、やはり対象のスタートとしたいと。ただ、神谷さんが

おっしゃってた、中高、そこら辺のところをもう少し手厚くっていうと、早いスタートになっている

ので、この辺のところはちょっと重きをおいていく必要があるのかなと思うんですけども。

この埋められないニーズで、中高っていうと、もうその先軽度のお子さんだと就労、自立といった、

そういったのが、もう目と鼻の先にあるわけで。そういった意味でソーシャルスキルトレーニングも

必要なんでしょうけども、CAS なんかの事業なんかでも、就労の相談とかね、そういったところも

やってますよね。ああいったものも、盛り込む可能性はないのでしょうか。

橋野委員：そうですね。発達障がいの方を含めた就労相談は、就労支援センターで、既に事業としておこな

っているのと。一般的な、相談となると、基幹相談含む市内の相談支援事業所でも、発達障がいの方

も相談を受ける体制は、つくっていますので。そこを前面にっていう考ではないんですけれども。

ただ、やっぱり、その方の支援をしていく入り口には必ず、相談は必要だと思いますので。この事

業も、療育だけでいいのかと言われれば、やっぱりどういった療育の支援が必要なのかっていう前段

には相談も少なくとも入るでしょうから。そこについては、手帳の部分に関わらず、しっかり受けて

いく機関にならなくてはいけないかなと思います。

発達障がいの、専門性の高い支援機関っていうのは、今浦安に、まだまだ不足しているので、そう

いった意味では、ここがその中心的な支援機関になって、地域の支援をできるような事業になってい

ければいいかと思いますね。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。じゃあ、加藤さんどうぞ。

加藤委員：千葉コスモの加藤です。いくつかあるんですが、まず一点目は、軽度発達障がいっていう言葉が

出てきたんですけれども。今、軽度っていうのは、一般的にはつけないようにというふうになってき

ているので、ちょっと表現を考えていただきたいなっていうこと。

そもそも、言わんとしている対象は、なんとなくはわかるんですけれども。じゃあ逆に、具体的に

どうやって募集するのかって。その募集の仕方によっては、引っかかる人が誰なのかがわからなくな

っちゃわないかなっていうのが、ちょっと心配なんですね。手帳も診断書もない方っていうと、うち

の子は使えないんだとかなんていう方も含めて言うと、そういう人ばっかりになっちゃうのかって。

そもそも、その、グレーゾーンにいる人っていうのは、すごく福祉の窓口っていうのが、敷居が高い

って感じてる人も多いと思うので。障がい福祉課さんが呼び掛けて、それに手を挙げる人っていうの

は、どんな人なんだろうなっていうのが、今、私ちょっと、イメージとしてつかめていないんですね。

それと、もう一点は、そこにニーズがあるとご提案いただいたからには、何か障がい事業課さんの

窓口に、要望が具体的に寄せられているんじゃないのかなって思ったんですけれども。もし何か差し

さわりのない具体例があれば、ちょっとお聞かせいただければなと思いました。

もう一つありますが、それはちょっと、あとにまた回します。すみません。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：事業課さん、いかがでしょう。なんかニーズみたいなものを、ひしひしと感じるとのことです。

担当課として、こういったところがまだ、要望が多いんだなっていうのは、なんかありますか。

橋野委員：実際に、こども発達のに登録している方が、やっぱり学校に行っている、昼間の授業ですので、

昼間には、こども発達には通えなくなると。小学校に行った途端に、暇がなくなるよという声は、た

くさんいただいています。

その中で、先ほどから繰り返しになりますけど。支給決定の出ている受給者証のある方は、対象サ

ービスとしては、放課後等デイサービスだったり、日中一時支援事業というのがありますけど、受給

者証自体が出ていない、支給決定の出ていない方は、もう本当に民間のご自分で月謝を出して、行っ

ていただくものしかない。全くなくなってしまうっていうところで、そこについての、必要性がある
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っていう。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：ニーズに関して。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。発達障がいの小中学生ぐらいの方のニー

ズですが。私なりに把握していることは、たとえば、学習支援とか、SST とか。それはたぶん、

今、民間の学習塾で勉強してるんじゃないかなと思います。

あと、不器用さとか、思うように動かない。自己肯定感のなさっていう、結構体に関することも

あると思うので。ただ、思うように動かないもので、なかなか好きになれないので、どこかに通わ

せたいっていうようなニーズも、よく聞きます。たぶん、大きいこう、会社としてのテニスクラブ

みたいなところよりも、なんかこう、個人的にやってるようなネットワークに通っている人が多い

ように感じます。

思春期の問題なんかでは、一部の人は、カウンセリング通ったりとか、まあ、民間個人でやって

いるようなところに通ったりだとか。男女のお付き合いとか、あるいは、友だちのつくり方とか、

自分てなんだろうっていうところとか、いわゆる思春期の課題っていうのは、多くぶつかっている

人が多いように感じます。はい、以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：イメージできましたか。

加藤委員：今不器用さに関しては、体育の家庭教師の派遣事業とかを、個人的に使っています。縄跳びだけ

を重点的にやってほしいとか、そういうのはあるんですけれども。ただちょっと、そういうのをや

ろうとしてるのかどうなのかなって、青少年サポート事業で。やっぱり、もうちょっと、中高って

いうのがイメージとしてあるのか。もしくは、なければもってほしいっていうことなんですけれど

も。

先ほど、継続的ではなくて、単発でって言われたので、またさらにちょっと混乱しちゃってると

ころもあるんです。なんとなく、まだ具体化されてないとは言うものの、ただ、これだけはってい

うのを言っておかないと、違うものができちゃうのかなっていう心配もあるんですが。

じゃあ、もう一つさっき、言わなかったことを言うのと、どんなスタッフにいてほしいかってい

うのも、ご質問としてあったと思うんですけれども。やはり何人か、５人なら、５人いても、やっ

ぱり、それぞれに、全く同じようなタイプの人を、５人集めるっていうのは難しいと思うんです。

それぞれに課題がある人が集まったときに、その個々の課題に気が付いて、アドバイスをしてほし

いとは思ってるんですね。

同じ料理をするにしても、それぞれがやってるのを見たときに、見ながら、あとでフィードバッ

クをしたり、もしくは次回は、もっとこういうことをやってもらったがいいっていうふうに、こう

発展的にそこに通うことによって、スキルがちょっとでもアップするようなアドバイスをしてくれ

る人がほしい。

具体的に言うと、CAS の田熊先生みたいに、もうこのタイプの人はこういうふうになりがちだ

からみたいな、いろんな引き出しを、今までのご経験を持っていて。知識だけじゃなくて、やっぱ

り、経験からアドバイスができる人っていうのが頼りになるかなっていうふうに実感としては思っ

ています。なかなかそういう方を見つけるのは、難しいのかなと思いますけれども。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：すみません。あと二つ、提案みたいな感じになると思うんですけど。一つ目は、要項をこれ

からつくられるってことなので。放課後等デイサービスとか、福祉事業をやってない民間も参入でき

るような、少しゆるくしてもらえたらいいのかなと思っています。
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今発達障がいの子どもたちが通っている、学習塾とか体操関係のところとか、カウンセリングとか

っていうところで。なかなか財源もしっかりしてない。でも気持ちはあるっていうところが結構ある

とは思うので。そういうところが、この事業できると、業界の幅が広がるかなとは思っています。

ただ、そういうところって、どうしても特に、人員のところと設備のところがやっぱり不安定なの

で。人員に関して言うと、福祉事業は５年の実務経験がある人がいないとできないみたいなのがある

ので、そういうのを入れないとか。常勤が２人以上いなきゃ駄目っていうのを外すとか。やはり、設

備に関していうと、公民館を借りてでもできるみたいにする。どこか建物がなくてもできるようにす

るとか。やっぱり、そのあたりで今頑張ってやられてるところが、参入するチャンスになるといいの

かなっていうのが一つの提案です。

あと、もう一つは、青少年サポート事業と別の話になっちゃうんですけども。発達障がいの小中高

を支える事業としては、今、国の事業で保育所等訪問支援事業があります。あれは保育所等の中に、

小学校も入るので、中学校、高校もできるし。かつ、アドバイスするだけじゃなくて、直接的に小学

校や中学校において、子どもに支援することもできますので。つまり、国の制度がないわけじゃない

んですね。

なんか、それをうまく使いたいなって、ずっと思っていて。というのも、やっぱり発達障がいの子

どもたち、小学校、中学校、高校の子どもたちを支援しようと思ば、まず、学校との連携は不可欠だ

し。放課後、学校で疲れてきたあとの放課後できることって限られてるので。やっぱり日中の元気な

ときに、なんらかの支援がしたいなと考えると、たとえば、学習支援室。浦安の大半の小中学校には

あるというのを聞いていますので。仮にそれが空いている時間があれば、そこで取り出し授業みたい

な形で、保育所等訪問支援事業という国の制度を使って、お母さんが申請し、そのサービス使うとい

うお子さんが、30 分おきにそこの教室に来て、その事業をしている事業所の療育者の療育を受ける

みたいなのが、今でもできる事業なので。簡単でないと思うんですけども、そういうのもあると、小

学生、中学生、高校の子どもたちが、いろんな形の支援の可能性が広がるかなと思います。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。はい。竹谷さん。

竹谷委員：一時ケアセンターの竹谷です。ちょっとやっぱり、サポート事業からは外れちゃうんですけれど

も。先ほど課長のお話の中に、重たい子たちのニーズは、埋まっているので、そこに加算のところっ

ていうお話の中では、そういうご説明があったんですけれども、小さい子どもで、重度の子を抱たお

母さん。実は私いろいろ関わりがあって、一時ケアセンターのご利用者様も多々いらっしゃいます。

無理なんだよねって思ってしまうお母さん、多いんですよね。こういうふうに、いろんな療育ができ

るからとか、こんな形で、やっぱり児童発達でもなんでも使るから、出ておいでっていうアプローチ

が、やっぱり民間事業所にもあんまりないし。やっぱり、こういう療育があるよとかっていう話をす

ると、「えっ」って、驚かれるお母さんたち多いんですよ。だから、ニーズがないわけではなくて、

やっぱりそこを出すに至ってないっていったところはすごく大きいかなと思うんです。やっぱりそう

いうことを言ってっていいんだっていうところに、まだお母さんたちたどり着けてないし、その部分

を、やっぱりしっかりとこちらからというか、市の方から伝えることで、外に出ていってもいいんだ。

こういうふうに選べることがあるんだ。学校もそこにつながってくると思うんですね。

やっぱり小さいときの経験だったり、あとは社会の中で、この子たちもいろんなものが受け入れら

れるんだとか、体験ができるんだって思えることが、教育の現場につながってくると、すごく思うん

ですよ。そのお母さんたちの声が届かないというか、みんな個々の中にしまっておいて、お母さん同

士のつながりも、まだ生まれた小さい子たちだと、つながれてないし。そこを、発信していくことっ

ていうのは、すごく大変なエネルギーがいるんです。大人になっていったり、中高生になっていくと、
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こういうふうにいっぱい支援がある中で、自分たちの支援は足りないなって思うから、外に出せるん

であって。やっぱり小さい子のときのお母さんたちの気持ちは、そこに至らないっていうことを、ぜ

ひわかってもらいたいなと思うんです。それがないわけではなくって、多々あります。

やっぱり選べないし、おうちの中にいるし、自宅の中にいるし。あと、発達センターも、通える日

数がすごく少ないし。そこで、やっぱり行き場がないっていうところで思ってるお母さんは、とても

多いです。だから、ぜひそこは、そういった方たちに、いろんなサービスがあったり、療育も含めて、

届けられるような形に、民間がもちろん参入もできるし、そういったことでの、同じような頭で、子

どものことは、しっかりと考えていただきたいなと。やっぱ、そこからじゃないと、この先の部分に

はつながっていけないかなと思います。

さっきの、インクルーシブ教育の中でも、出ていましたけれども。やっぱり選べる環境にはなって

るけれども。やはり先ほど、神谷委員や、西田委員も言ってたように、現場での事例を取り上げてい

ただくと、今どれだけ大変な現状があるかっていうのは、たくさん出てくるかなと思うんですね。実

際に、やっぱり浦安市が、インクルーシブ教育っていうのは、どの方向に向かってるかっていうのが、

すごく不明確で、いろんなお母さんたちから、やっぱりまなびサポートさんが関わってくださってる

ケースがたくさんあるので。そういったところで、言われている言葉が、お母さんたちがすごく傷つ

いてる例もたくさん事例として、相談にあります。なので、現場との乖離っていうのが、なくなって

いくといいのかなって。それが、本来の、今、浦安市が目指している方向性なんじゃないかなってい

うのは、疑いたくなく、そう思いたいので、ぜひそこのところを、まあ、来年度の方向性のところで

含めていっていただけるといいかなと。私も思います。先ほどの意見にプラスして。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。まなびで傷ついた事例があれば、即教えていただいて。

竹谷委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：毎日、毎時間でも話し合いをして、次に生かしていただきたいと思いますね。はい。ありがと

うございます。

はい。ちょっと今、さまざまなご意見いただく中で、まだ皆さんが、おぼろげながら、わかってい

るような、まだ見えない部分があるようなところもありましたけども。共通してるのは、やっぱりニ

ーズをどう把握して、それをかなえていくかっていうことですよね。

また、橋野課長の方から、また新規の事業というのもきちんと皆さんが共通理解しないと、そこを

埋められないから、この部分を話さなきゃというのが、ちょっと難しい話し合いになっちゃったんで

すけども。時間もあれなので、ここら辺でいただいたご意見を、事務局の方でまとめていただいてと

いうことで、また補足で何かご意見がありましたら、障がい事業課さんにおっしゃっていただければ

なと思います。どうも、ご意見ありがとうございました。

それでは、最後の議題。議題の３の 26 年度こども部会の方向性について、事務局のからお願いい

たします。

事務局：皆さん、こんにちは。障がい事業課の宇田川と申します。私の方から最後の議題になりますけれど、

平成 26 年度こども部会の方向性ということで説明します。

先ほど、インクルーシブ教育のときにも、基幹相談支援センターの西田委員から、たとえば個別事

例なんかを通して、26 年度は現状持っているという、問題・課題等の解決を図っていきたい。そう

いった意見もございましたし。また、神谷委員のからも、ダイレクトにこども部会ということではな

くて、その前に、いろいろな親御さんと話し合って、いろいろなことを、まとめて整理する。これを、

こども部会で、協議事項の一つとしたいんだ。こんな意見も、出たところでございます。

皆さん、議題３の資料の、ご覧いただきたいんですけれども、平成 25 年、26 年度の目的というこ
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とで、書いてあります。これは、平成 25 年度こども部会スタートするときに、皆さんにも、ご説明

をしたところではあるんですけれども。このこども部会では、生まれてから、おおむね 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制度、関係機関のスムーズな連携

を図るということを目的にして、進めてまいりました。

この 25 年度、どういったことをやってきたかということで、２番目に書いてあるんですが、まず、

教育と福祉の連携に関する事項といたしまして、インクルーシブ教育システム研究事業についての、

報告。それから、保育所等訪問支援の実施状況について、そしてサポートファイルについて、こうい

ったことを取り上げてまいりました。

また、２つ目として、相談体制の充実に関する事項として、障がい児の支援体制。これは先ほど、

議題の２でも説明させていただいてますけれども。その１つとして、青少年サポート事業を、取り上

げております。

また、障害児支援利用計画についてということで、これも重要な課題の一つではあるんですけれど

も、障害児支援利用計画を推進していくためには、どうしたらいいかということで課題になっており

ます。ちなみに参考までに、支給決定を受けサービスを利用する場合にはですね、平成 27 年４月以

降は、すべての方に対してサービス等利用計画の作成が必要になるということになっております。

しかしながら、今の時点で作成数は大人の方、児童の方、平均して大体３割程度の、作成達成率にと

どまっている状況です。あと残り１年ということもあり、市としても、市内の相談支援事業者を増や

していく。そういった、一つの手立て、支援策で、こういったことも、同時に考えているところでは

ございます。この辺も合わせて、来年度のこども部会の課題の一つになってくるのかなというふうに

考えています。

こういったことを振り返って、１年を通してやってきて、こういったことを踏まえて、26 年度、

またこども部会をやっていくに当たって、委員の皆様から、いろんな意見・助言等をいただきたいと

いうのが、この議題３の趣旨になります。

たとえば、先ほど橋野課長のからも説明がありましたように、青少年サポート事業に関しても、立

ち上げたあと、その事業に対する評価や意見、こういったものも一つ考えられるかと思います。それ

から重複しますけれども、先ほど言った個別事例を通して、課題解決を図っていくとか、そういった

こともまた取り入れて行きたいという意見もございました。

ちょっと話は変わるんですけれども、毎年、発達支援セミナーというのをやっております。昨年は、

11 月の末に発達支援セミナーをおこなったんですけれども、これ自体がですね、昨年度まではこど

も発達センターが所管としておこなっていたんですけれども、平成 26 年度からは障がい事業課に移

管されますので事業課としてコスモさんですとか、自閉症協会さんですとか、関係団体の方とも、よ

く連携をとりながら、26 年度の発達支援セミナーをどうしていくかということも合わせて考えてい

きたいというふうに思っています。簡単ですけれども、以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ただ今の報告に対して、皆さんのからご意見や、ご質問ございますでしょうか。

上林委員：よろしいですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。上林所長。

上林ﾘｰﾀﾞｰ：今事務局から説明をしてもらいましたが、こども発達センター所長の上林です。よろしくお願

いします。こども発達センターのからも本日お集まりのこども部会の皆さんに一点ご報告をさせてい

ただきたいことがあります。これは、平成 24 年度に作成された、障がい者福祉計画の中にも、障が

い児の支援という部分に掲載されていましたが、新しい障がい児支援制度のもとで、各地域の地域療

育の中核施設として、児童発達支援センターを一つ設置するというのが、国から方向性が示されてい
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るわけですけれども。障がい者福祉計画の中にもあった通り、平成 26 年中にこども発達センターを、

児童発達センターに位置付けていくことを検討していきますと、こういうようなことがふれられてい

たかと思います。

そう言った大きな流れの中で、今までずっと、検討を続けてきたわけなんですけれども、ここでよ

うやく、平成 26 年 10 月、今年の秋になりますけれども、児童発達支援センターに位置付けて、事

業を実施していくということを大きな方向として決定をいたしました。今そのための、こども発達セ

ンターの設置管理条例の改正ですとか、そういった、所要の事務的な手続きを進めております。その

一方で、一番大事な、児童発達支援センターが担わなければいけない部分、その辺の本当に取り組む

べき事業の中身の、肉づけの作業を、今一生懸命やっているというところです。

もう今日お集まりの皆さんはよくご存じだと思いますけれども、児童発達支援センターについては、

ここでそこが担うべき役割というのが、地域療育の中核ということなわけですけれども。具体的には、

児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業、障がい児等相談支援事業、この３つを必須の取り組みと

してやりなさいと、ということが言われています。

それともう一つは、これは、事業というよりは機能というべきだと思いますけれども、地域支援、

これをしっかりやっていけというようなことが言われています。今までこども発達センターがやって

きたことと、新しいこのセンターとの相違ということになれば、今言ったような、給付制度としてつ

くられたメニューについては、その質、量の部分で、いろいろと、課題もあったかもしれませんけれ

ども。そこに示されているものは実際にやってきていたものになります。

ただ、地域支援ということに関しては、はっきり言ってこども発達センターではほとんど手が付け

られていなかった。具体的には、こども発達センターは、センター利用児に対しての支援をするとい

うのが大前提でしたけれども、児童発達支援センターに求められる地域支援というのは、子どもたち

が生活する、地域の中に入っていって支援をする。特に、今ちょっと話題になった、発達障がい系の

お話がありましたけれども。地域で気になるお子さん、そういった子が所属している幼稚園、保育園、

あるいは小学校、中学校、そういったところで困っている子どもたちの支援をする。これは決して発

達センターを利用していなくても、地域にいる気になるお子さんは支援をする。あるいは、そういう

子たちを支援をしている側の保育園、幼稚園、あるいは小・中学校。そういった地域機関に対しても

支援の手を差し伸べていくというのが、大きな役割というふうに言われています。ですので、その辺

を制度が求めていて、我々に今までできていなかった地域支援の部分も、特に意識をしながら、児童

発達支援センターに求められる事業の内容の、あるいは体制の整備をしていかなければいけないとい

うことを思っております。

そういった中で、先ほどの話で、ちょっとぶり返しになってしまいますけれども、青少年サポート

事業の関係です。皆さんのお話を聞いていく中で、先ほど竹谷さんからもお話がありましたが、こど

も発達センターである程度一定の年齢になったお子さんは特に、頻度が落ちてしまう、なんていうお

叱りをよく受けたりもしています。それは実際本当に申し訳ないというふうに思いますけれども、そ

の一方でなかなか現実問題、今のキャパでは対応がどうしても難しいということが一つあります。そ

れと、私が思っているところでは、前にもお話をしたような気がしますが、こども発達センターの役

割っていうのは、まさに発達していこうとするお子さんたちの個人の心身の発達のお手伝いをさせて

いただく。つまり、文字通り発達支援。これをやるということが、市民の税金をお預かりして、一定

の専門性を持った職員を多く配置して、我々が役割を進めていく。そういうためには、お子さんの心

身の発達支援にしっかり絞り込んでやっていかなければいけないだろうというふうに思っています。

その一方で、特に発達障がい系のお子さん方の支援という意味では、今まで、発達障がいの方に対
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しての一貫した支援の体制がなかったということが一つ、この青少年サポート事業ができた背景には

あるのかなというふうに思っています。

それと、私たちの使命ということから言うと、個の発達支援を、しっかり取り組まなきゃいけない

私たちからすると、子どもってだんだん年齢とともに支援の内容、ニーズとか、重点が変わっていく

と思っています。小さいうちは、特に小学校前半ぐらいまでは、まさに発達支援。個に対する働きか

けっていうものがとても大事だというふうに思っています。ただ年齢が長ずるにしたがって、家庭の

問題、あるいは学校での問題、あるいは先ほどお話あったような恋愛の問題。そういったようなこと

で、一言で言ってしまうと、生活支援に重点がシフトしていくと思っています。そうなったときに、

実は一つ、私思っているんですけれども、こども発達センターの今のスタッフで、子どもに対する発

達支援はしっかりできるけれども、本当に年齢が長じてきたときの生活支援のノウハウを、どれだけ

持っているかっていうと、その辺が実は必ずしも得意でないということも一つあろうかと思っていま

す。そういう意味ではこの青少年サポート事業で、発達障がいに特化をして、そういった方たちへの

支援も、専門性をしっかり持って、いわゆる生活支援の部分の視点を持った支援もしてくれるところ

があると、我々としてもとてもありがたいなというふうなことをちょっと思っています。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。では、先ほどの青少年サポートにも、ニーズだけでなくて、我々組織の中でも、まだ十

分対応できないところについても少し考慮していこうというご意見もいただきました。ありがとうご

ざいました。ほかにいかがですか。

西田委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、西田さん。

西田委員：すみません、基幹の西田です。ちょっと今の話で、さっきの話の、子どものニーズがあるないの

話なんですけど。今のお話だと、キャパの問題もあって、必ずしもやっぱり充足してなくて、お断り

しているところがあるっていう話と、さっきの橋野課長の、ニーズがないっていう話が、ちょっと同

じ部署なんだけれども、ちょっと違和感があったんですけど。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：じゃあ、もう少し聞かせていただいてもよろしいですか。

西田委員：だから、大人はニーズがあるけど、子どもはないって言ってましたけど、子どもにもニーズはあ

るっていうことですよね。私たちは実際、そういうのを聞いているのでニーズはあると思ってるんで

す。ですけど、やっぱり、障がい福祉課には声が届いてなくて、ニーズはないってふうにおっしゃっ

てましたでしょ。だけどさっきの上林さん、リーダーの話だと、ニーズはやっぱあるのかなって思っ

たんですけれど。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。そうですね。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。子どものサービスのニーズっていうところで、子どものサービス事業

所はこども発達センターだけではありませんので。今浦安にだいぶ数が多くなった児童発達支援事業

や、放課後等デイサービス、日中一時支援事業で参入していただいている民間の事業所さん、全部合

わせると、何かサービスを皆さんなんとか使える状態になっているので、行き場所がないといった声

はないということです。こども発達には、もしかしたら２日行ってるのが３日行きたい、４日行きた

いっていうところで、こども発達の中では、不足があるかもしれないですけれども。市全体で考える

と、ほかの今日来ていただいている事業所の皆さんがサービス提供していただいていることもあり、

子どものサービス全体としては、行き場所がないということではないです。

西田委員：それはそうじゃないと思う。たとえば、特別支援学校から出てくる人、人数っていうのは明確に

わかる。だから日中活動がなくなるからわかりやすいだけで、子どもの場合はお母さんや家族が見て

いて、ニーズがあるんだけれども、先ほど竹谷委員が言ったみたいに、外に出せないとか、どこも、
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こども発達であきらめちゃってるとかっていうことなので。そこはニーズがないっていうふうに切ら

ないでいただきたいなっていうのが、すみません意見です。意見でいいです。大丈夫です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：ご意見ということで。ありがとうございました。はい、どうぞ。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：平成 26 年度は難しいかもしれないんですけれども、この委員の中に、健康増進課の保健師

の方もいるといいなというふうに思っています。目的が生まれてから 18 歳に至るまで、生まれてか

ら、母子保健としてすごく頑張ってやられているんですけれども。その母子保健と福祉の連携とが、

国でもすごく言われているんですけれど、なかなか実現が難しいなって思っていたので、少し先の課

題でもいいなとは思うんですけれども、保健師さんがいたらいいなというふうに思っています。以上

です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。よろしいですか。はい、藤田さん。

藤田委員：県立船橋特別支援学校の藤田です。船橋特別支援学校では、昨年度より、身体の方を対象にした

通級指導というのをおこなっていて、本校の学区である浦安、市川、船橋、八千代、習志野に利用の

希望のある方を調べまして、そこに行って実際に県の方針であるインクルーシブ教育を進める上で、

と、船橋特別支援学校がセンター的機能を、役割を果たすために、浦安市にもご希望のある方のとこ

ろに行って、実際に抽出の通級指導をおこなったり、実際に、県立船橋特別支援学校に来ていただい

て、授業を個別におこなったりしています。

浦安市の場合、本校は身体なんですけれど、身体の障がいのある方で、そういったニーズのある方

がすごくたくさんいらっしゃるんですけれども。なかなかそのニーズに応えられていない部分があっ

て、県は予算を投じてやろうとしているんですけど。ちょっとそこの連携が浦安市さんとうまくいっ

てないかなっていう部分があって、もう少しいろいろなことができるかなっていうふうに、本校では

思っているんですけれども。なかなか要望のある方に、対応できてないかなっていうふうに、今の現

状だとそうなっているので、もう少しそういったところが、身体に障がいのある方の、今年は発達障

がいの方の話が主だったので、ちょっと話す機会がなかったのですけれども。そういった身体に障が

いのある方のニーズにも対応できるような、実際にそれぞれの学校にうかがって、やれるようなこと

とか、サテライトで何かやるとかっていうことも可能かなと思っていますので、そうしたところも、

ご検討いただけるといいかなと思っています。よろしくお願いします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。実は平成 24 年に、美浜中学校で試行という形で始めて、今年

は高洲小学校にも、県立船橋さんに来ていただいてまして、今もう少し要望に応えたいという力強い

お言葉をいただきましたので。また、まなびが調整を計ってニーズに応えていきたいと思います。あ

りがとうございました。ほかに、よろしいですか。

はい。それでは、進行の不慣れな私がこの１年間、第４回まで皆さんのご協力を持ちまして、無事

終わることができました。まだまだ課題が山積している状況で一歩ずつ前進ということですけども、

私としましては、この２年間こちらにお世話になりながら、本年度高校の先生にご意見いただいたり、

私立の細野先生にもお話しいただいたりだとか、非常にいい議会ができたのかなと思っています。ま

た、皆さんの忌憚のないご意見をたくさん頂戴しまして、まなびサポートでの報告が、あまりにもき

れいすぎるという。あまりいいとこばかり言ってるつもりではないんですけれども。まだまだ皆さん

の、鋭い視線の中で、まなびサポートも襟を正さなければなといった思いはあります。ここで話し終

えて完結するのではなくて、それぞれの部署に皆さん戻られて、またその話が、また発展していると

いうのはとてもいい場所だったのではないかなと思います。

１年間どうもありがとうございました。これにて、こども部会を終了いたします。ありがとうござ

いました。
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一同：ありがとうございました。



平成 26 年３月４日（火）

午後２時～午後４時

消防本部 大会議室

浦安市自立支援協議会第４回こども部会

１．開会

２．議題

（１）インクルーシブ教育システム研究事業の年度末報告

（２）青少年サポート事業について

（３）平成 26 年度こども部会の方向性について

３．閉会



議題１資料１

平成 25 年度特別支援教育実践発表会の報告

平成 26 年１月 31 日に、文科省委託事業を受託し研究を進めている５つの推進地域及び

１つの高等学校の取組の成果等について発表がありました。

それぞれの市町村および高等学校の発表から、参考となる取り組みを抜粋しましたので、

ご報告します。

南房総市 ～早期からの教育相談・支援体制の構築～

■ポイント■

保護者、就学支援コーディネーター、保育園、特別支援教育コーディネーター等への支援

を行う教育支援相談員を配置。専門性を高めるべく園や学校の定期的な巡回相談を実施。

また、幼稚園（教育委員会）と保育園（保健福祉部）の部署を統合し「子ども教育課」（教

育委員会）を設置。革新的な組織再編を行った。

■成果■

教育支援相談員が園や学校の強力な助っ人となり、関係機関との連携にもつながった。組

織再編したことで、窓口が一本化され、垣根がなくなりスムーズな動き、連携強化でスピー

ド対応ができるようになった。

県立船橋高校（定時制） ～発達障がいを含む障がいのある生徒のキャリア教育の在り方～

■ポイント■

発達障がいに特化せず、様々な困難を抱える生徒に共通している「自己肯定感の欠如」に

焦点をあて、自己肯定感を高め主体的に進路を選択していくためのキャリア教育を実践。

「上手な会話の仕方」「上手な人づきあい」「ビジネスマナー」「話しかけるスキルを身につ

けよう」「気持ちを伝える」等を学ぶＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）を授業に取

り入れた。

■成果■

実践前と後で調査を行ったところ、自己肯定感が低かった生徒は自己肯定感の数値が上昇、

自己肯定感が当初高かった生徒は自己肯定感の数値が低下（これは、現実的な判断ができる

ようになった証拠でないか、という見解であった）するという変化が見られた。

いすみ市 ～発達障がいに関する教職員の専門性向上事業～

■ポイント■

発達障がいに関する教職員の専門性を高めるため、近隣の小中学校の特別支援コーディネ

ーターを含む地域全体の教職員の専門性の向上について検討していく会議。地域の医療、福

祉、行政をはじめとする専門家や経験者にメンバーに入ってもらう発達障害専門性向上検討



議題１資料１

会議を開催。また、発達障がいに関する研修会を外部講師により行った。

■成果■

研修や実践に取り組んだ教員の意識の変化が見られた。教員向けに発達障がいに関する意

識調査を１学期と２学期に行い、その中でも「ＬＤ児への指導・支援の理解度」や「ＬＤ児

に配慮した指導・支援ができる」の項目について、１学期に比べると理解度が増し、それが

実際の指導や支援での自信につながった、と思われるような変化が見られた。

印西市 ～インクルーシブ教育システム構築モデルスクール～

■ポイント■

校内無線ＬＡＮの環境下で、タブレットＰＣ・分離可能なキーボードを使い、その子の特

性に応じた適切な支援を実践。例えば、タブレットのインカメラ（自分を映すカメラ）を利

用して発音の口の形を撮影する。そうすることで、自分で確認でき、保存も可能、かつ成長、

変容が確認できる、再現可能といったメリットがある。

■成果■

タブレットのカメラ機能を利用することで、容易に文字の拡大ができるような使い方もあ

り、理解ができるようになる生徒もいた。何よりも、個々の生徒の特性に応じた教材となる

メリットが大きい。

佐倉市 ～スクールクラスター（域内の教育資源の組合せ）を活用したインクルーシブ教育

システムの構築～

■ポイント■

言語発達に課題のある児童への支援充実のための有効なシステムを構築（スクリーニング

→見立て→指導）するために、リーフレットの作成、簡易スクリーニング様式の確立、就学

前機関との連携強化等を実施。また、タブレット端末を活用し、フェイスタイムによる指導

の相談、学習補助教材としての活用、指導成果の把握等を実践。ＩＣＴ支援員が教員を技術

面で支援した。

■成果■

有効なシステムの構築が進みつつあり、対象児童の発見や見立てにおいて機関同士の連携

が生まれたり、通級指導教室担当者の専門性も向上しつつある。また、タブレット端末を利

用した学習等の効果により、生徒の自尊感情が高まったといった変化が見られた。

浦安市 ～インクルーシブ教育システム構築モデルスクール～

この後の教育研究センターからの報告があります。



行政・相談支援事業所が既存の療育事業等の社会資源

の情報をしっかり知らせていかなくてはいけない。

高校卒業時の支援してくれる機関が

少ない。

個別療育を利用している方は、必ず

しも制度にのったサービス利用に

つながるという方ばかりではない。

個別の土曜利用がとても伸びてい

て、これはもう正直言ってパンクし

てきている。

民間と公共とが力を合わせて、そし

て役割分担を明確にして、地域で支

援を必要としているこどもたちが、

まんべんなく必要な質と量の支援

を受けられる。そういう体制づくり

を児童発達支援センターがコーデ

ィネートしていきたい。

一番サポートが弱いと感じるのは中

学校・高校時代。

小学校から中学校まで来るところ

までは結構うまくできていて、その

次の課題は中学でどうするか。そし

て中学から高校。浦安以外の高校に

行く人もいる。その支援はどうする

のか。

公民館事業や体育館の事業の中で、障

がいを持つ人たちが入っていきやす

い事業や環境の整備が必要。

本当に生きていくために、使える道具にしていく、そ

ういう意味のソーシャルスキルトレーニングの場が

ほしい。

支援級でも部活動を行いたい。

幼少期から積み上げてきたものが、年齢が上がる程、

療育の機会がなくなっていくので、０に戻ってしま

う。

民間で、中学生世代の SST をやっているところはす

ごく少ない。

日中一時や放課後等デイサービスの中で、さまざまな

療育的な視点を持った活動というのも、今後増えてい

かないといけない。

余暇活動の支援、運動する場がほしい。

議題２資料

これまでのこども部会で出た

浦安市の障がい児支援についての意見



議題３資料

平成２６年度こども部会の方向性について

参考）

１．平成２５年・２６年度の組織

目的 生まれてから 18 歳になるまでのこどもへの支援を協議し、ライフステージに

合わせた必要な支援と関係機関のスムーズな連携を図る。

主な課題 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

２．平成２５年度の議題

主な課題 議題

教育と福祉の連携に関する事項

インクルーシブ教育システム研究事業について

保育所等訪問支援の実施状況について

サポートファイルについて

相談体制の充実に関する事項
障がい児の支援体制について

障害児支援利用計画について

日程 議題

第１回

６月 20 日

（１）平成 25 年度こども部会について

（２）平成 24 年度特別支援教育プロジェクト会の活動報告

（３）浦安市の障がい児等の支援体制について

（４）こども発達センターの事業について

（５）まなびサポートについて

第２回

９月 19 日

（１）保育所等訪問支援の実施状況の報告

（２）インクルーシブ教育システム研究事業について

（３）障害児支援利用計画の説明（個人情報を取り扱うため非公開）

第３回

12 月９日

（１）インクルーシブ教育システム研究事業の経過報告

（２）サポートファイル周知状況の報告

（３）障がい児の支援体制について

（４）その他

第４回

３月４日

（１）インクルーシブ教育システム研究事業の年度末報告

（２）青少年サポート事業について

（３）平成 26 年度こども部会の方向性について


