
平成 25 年 12 月９日（月）

午後２時～午後４時

文化会館 中会議室

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）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

３．閉会



議題 1 資料

浦安市教育研究センター

「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」

１、事業の全体像について

２、年間スケジュールについて

３、これまでの取組み及び今後の予定について

① 合理的配慮協力員の動き

② 支援方法の検討のための会議

③ 校内体制づくり・授業づくりに向けて

④ 市内教職員の資質向上に向けて

⑤ 教育委員会の取組み







障がい児データ（数値）

年齢 人口 手帳所持者 割合 サービス支給決定者 割合 サービス支給決定者／手帳所持者

0 1,257 0 0.0% 1 0.1% #DIV/0!

1 1,395 2 0.1% 3 0.2% 150.0%

2 1,543 8 0.5% 26 1.7% 325.0%

3 1,569 11 0.7% 26 1.7% 236.4%

4 1,614 14 0.9% 37 2.3% 264.3%

5 1,616 18 1.1% 34 2.1% 188.9%

6 1,742 19 1.1% 25 1.4% 131.6%

7 1,680 19 1.1% 12 0.7% 63.2%

8 1,754 23 1.3% 16 0.9% 69.6%

9 1,898 26 1.4% 7 0.4% 26.9%

10 1,911 27 1.4% 16 0.8% 59.3%

11 1,857 26 1.4% 12 0.6% 46.2%

12 1,872 30 1.6% 16 0.9% 53.3%

13 1,832 16 0.9% 6 0.3% 37.5%

14 1,818 33 1.8% 14 0.8% 42.4%

15 1,798 28 1.6% 10 0.6% 35.7%

16 1,699 25 1.5% 9 0.5% 36.0%

17 1,582 22 1.4% 8 0.5% 36.4%

合計 30,437 347 1.1% 278 0.9% 80.1%

議題３資料



障がい児データ（グラフ）
議題３資料



保育園・幼稚園 小学校（学童） 中学校 高等学校

＜福祉サービス＞ 放課後等デイサービス、日中一時支援事業
（リトルＢ、なゆた、ほっと、ふあり、たちばな 等）

適応指導教室・教育相談等

＜福祉サービス＞

児童発達支援事業

（こっこ、ふあり）

心理、言語、理学、
作業療法士等の専
門職

心理、言語、理学、
作業療法士等の専
門職

＜教育委員会事業＞

就学支援
教育現場支援
職員研修 等

＜福祉サービス＞
児童発達支援センター

保育所等訪問支援

H27～施設巡回等の地域支援

浦安市障がい児の支援体制（現状）イメージ図
議題３資料
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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 25年 12 月９日（月）14：00～16：00

２．開催場所 文化会館 中会議室

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、西田良枝委員、竹谷弘美委員、市原和代委員、藤田香委員、加藤今日子委員、

細野政臣委員、小原繁久委員、中里恵美子委員、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

５．資料

議題１資料 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 サポートファイル周知チラシ

議題３資料 障がい児の支援体制について

６．議事

事務局：皆様、こんにちは。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。ただ今よ

り、浦安市自立支援協議会第３回こども部会を開催いたします。会議を始める前に、会議の進め方に

つきましてご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、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ことがございます。会議を円滑に進めるためにもご発言の際は挙手

をいただき、ご発言のあとに、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、江黒リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：皆さん、こんにちは。ただ今より自立支援協議会、平成 25 年度第３回こども部会を開催いた

します。本日は４件の議題について協議を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、議題の１。インクルーシブ教育システム研究事業の経過報告について、教育研究セン

ターより、ご報告いたします。

教育研究センター：はい。皆さん、こんにちは。

教育研究センター：教育研究センターの山本典子と申します。よろしくお願いいたします。それでは平成

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の取り組みの状況を説明させ
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ていただきたいと思います。前回の会議で、教育研究センターの山本副主幹から、全体に関すること、

概要についてのご説明があったかとは思いますが、もう一度簡単に概要を説明しながら、取り組みの

様子について、ご説明させていただきたいと思います。

本事業におきましては、モデル校、明海小学校、東小学校の２校を中心としまして、合理的配慮に

ついての検討を行っております。校内体制づくり、それからどの子もわかる、授業づくり等に向けて

の整備等についても検討をしております。

本事業におきましては、まなびサポートチームが日頃から支援の必要な子どもたちについての、配

慮等について、学校、保護者の方たちをサポートしてきております。本事業におきましても、まなび

サポートチームのほうが一緒になり、合理的配慮協力員とともに学校に入り、支援を行っております。

また、本事業におきましては、特別支援学校のセンター的機能を活用してという点におきまして、

千葉盲学校、市川特別支援学校のご協力も得ながら、連携し、専門的な知識をいただきながら、支援

方法についての、アドバイスを受けております。

また、この事業ですが、やはりモデル校での取り組みということだけではなく、最終的に本市の子

どもたち、先生方に向けて、支援方法等についての情報をお伝えし、子どもたちに行き渡るようにし

ていくためには、指導課が全体となって取り組んでいくことが必要と考えて進んでおります。後ほど、

この指導課としての取り組みについてはご説明をさせていただきたいという思います。

この全体像をご覧になっていただきますと、やはり先ほど話をしました、指導課のほうではどんな

ことが行われるかといいますと。各学校に各教科の指導主事等が訪問に行き、授業の内容であるとか、

指導方法について助言、指導を行います。その際、特別支援の視点も生かして指導していただきたい

という点におきましては、各教科の指導主事にも、この特別支援の研究に際して勉強等をしていただ

いております。また、校長、教頭先生の研修会等におきましても、この事業についてのご説明をし、

理解をしていただいている状況です。

この事業は、最終的に国の文科省のほうに、合理的配慮についての情報を提供するとともに、やは

り福祉課の皆さんとも連携をしながら、市全体におきましての特別支援教育の推進に役立てていきた

いというふうに考えております。

前回のときもご説明があったと思いますが、本事業は、９月より本格的に実施されてきております。

今、12 月の段階となってきており計画的に進んでおります。市それから県、国のご協力も得ながら、

会議を開き、情報交換も行い、そして学校との調整等もしながら進めている状況となっております。

続きまして、これまでの取り組みに関しまして、写真をお見せしながら、簡単にご説明をさせてい

ただきたいと思います。

前回のご説明にあったかと思いますが、一番始めが、８月の 21 日。東小学校と明海小学校におき

まして校内研修会を行いました。合理的配慮協力員の三森睦子所長と阿部先生をお呼びしまして研修

会を行いました。やはり、子どもの困り感についても、さまざまな場面で研修の中に取り入れてくだ

さり、先生方も困り感の体験をしながら勉強会を進めさせていただきました。

また、先ほども話をしましたが、会議等も開かせていただいております。この第１回連携協議会に

おきましては、やはり合理的配慮協力員または連携協議会の会員の皆様の委嘱状の交付等も行われま

した。市の取り組み方法につきまして、県の方にもご報告しながら、全体で共通理解を図るという会

議となっております。

また、具体的な取り組み状況についてお話をさせていただきます。合理的配慮協力員は９月より本

格的に学校に入らせていただきました。まずは授業の参観をさせていただき、担任の先生等と情報交

換を行ったり、こういうふうな取り組みをしてはどうだろうという助言を行ったりしてきております。
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その場所には、まなびサポート担当者も、状況に応じて参加をし、一緒に考えたり、これまでまな

びサポート担当者が、相談に乗ってきた情報につきましても事前にお伝えしながら連携をして、合理

的配慮協力員が動いております。

合理的配慮協力員と話し合いをするための会議があります。この会議を、関係者会議と位置づけて

おります。今のところ３回ほど開かせていただいておりますが、千葉盲学校の先生や市川特別支援学

校の先生。また、まなびサポート担当者、合理的配慮協力員が集まりまして、子どもの情報交換や、

支援方法について話し合いを行ったりしております。そのときの写真ですが、実は弱視のあるお子さ

んの支援方法について今検討しているんですけれども、その上で千葉盲学校のコーディネーターの先

生がいらしたときに、機材等をたくさん持ってきてくださって、説明もしてくださいました。担当と

なる子どものための話し合いはもちろんですが、やはり今回の事業におきましては、千葉盲学校さん

のほうも弱視のある子の支援について、その手立てについて知ってほしいということで、たくさんポ

エムを持ってきてくださりながら、説明会ができております。

３番目です。校内体制づくり、事業づくりに向けては、どういうことを行っているかといいますと、

校内の中には授業研究会というのを行っております。算数や国語を研究をしてるんですけれども、今

年度は、途中からですが、算数も授業のところに合理的配慮協力員やまなびサポートの担当者も授業

を見させていただき、終わったあとの話し合い、分科会のところにおきましては、特別支援教育の視

点からという点でその先生の授業のこんな点が配慮ができてますねとか、こんな点を工夫されるとい

いですねということで、話をさせていただくように参加させていただいております。算数の指導主事、

または、算数の講師の先生はいらっしゃってるんですが、特別支援担当者を同席させていただきなが

らこういう校内研修会を行うというのは、本事業が行われるようになってから、取り組ませていただ

いております。

また、下の段にあります、校内委員会といいますのは、特別支援教育を校内で推進していくための

委員会なんですが、やはりこの校内体制づくりというのがとても大変で大切なこととなっております。

特別支援教育コーディネーターが中心となって、進めていくものとなっておりますが、具体的に、ど

のように進めていっていいのかというのが、コーディネーターの悩みの種ではあります。やはり、困

り感がある子どもたちのことを話すにしても、支援方法についてどういうふうに話をしたらいいのか

とか、またなかなか時間をそろえることができない先生方を集めての話し合いを、どういうふうにす

れば効果的にできるのかとか、悩んでいる先生がいらっしゃるので、この部分についても一緒に考え

られればということで何度か参加させていただいております。

本当に期間が短いですので、まだまだ校内委員会すべてに入ることはできてはいないのですが、や

はりこれが今後大きな課題となってくるものと思っております。

これが、校内事業検討会に参加したときの様子です。学校によりましては、低、中、高学年部会と

いう形で、２学年の先生方が集まって授業を見たあとに、皆さんで感想を言い合ったり。または、ど

のようにしてったらいいかという質問をしながら、講師の先生からご意見をいただいてるという会と

なっています。この会に参加させていただきました。

それから、学年会というのが、小学校のほうあるんですけども。学年の先生方が集まったときにも、

子どもさんたちのことについて、話し合いをする場面があります。そこにも合理的配慮協力員とまな

びサポートも同席させていただくような時間を設けました。

また、なかなか時間が取れない場合に関しては、研修会を開くことができない。そういったときに

はもう帰りの打ち合わせに、ちょっと先生方集まってくださいということで、職員室で合理的配慮協

力員が、先生方にお話をする場面もありました。
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続きまして、４番目になります。一番初めに全体像を話したときに、指導主事の関わりの話をさせ

ていただいたんですが。やはり本事業は最終的に、市内教職員の資質向上というのが、目標として大

きくなっております。その中で、指導主事等の研修会にも特別支援教育の講師の先生をお呼びして、

研修会をしました。

日野第三小学校というのは、日野市全体で取り組んでいる、日野スタンダードというところにあり

まして。やはりユニバーサルデザインの授業づくりということでは先進的な市というところで、そこ

の校長先生をお呼びして、講義をいただきました。

９月に行ったことによりまして、10 月から各市に指導主事が回って、市教委訪問、合同訪問とい

うのがあるんですが、そこで活用できるように、生かせるようにということで、このような研修会を

実施しました。やはり各教科の、たとえば、算数、国語、図工、音楽、それぞれの専門的な教科の先

生、指導主事も特別支援の視点を捉えながら、授業を見るということを思って、最後は授業した先生

方にフィードバック、または助言をするときに、特別支援の視点についても話ができるということに

おきましては、すごく積極的な活動として取り組まれたと思います。

続きまして、この点に関しては、対象となっているお子さんについて簡単にご説明をしたいと思っ

ております。対象となっているお子さんにつきましては、ここに書いてある通りとなっております。

読み書きにちょっと難しさが見られ、とにかく不安が強いというところで、不安感が強く、不登校気

味である児童がおります。その児童は昨年度なかなか教室で学習することが難しかったんですが、今

年度教室で勉強することができたという中で、この児童のどんな点に合理的配慮があったんであろう

か、学級の中にどのような秘密があったのかという点を調べながら、さらに、このような困り感のあ

る児童についての支援方法について検討できればということで、取り組んでおります。

この授業の担任の先生、学級におきまして、さまざまな合理的配慮が見られたと、今の段階で思っ

ております。まず、この児童の担任の先生は、本当に口頭だけの指示を避け、なるべく黒板に絵とか、

文字を書き加えながら、視覚的な支援を行いながら授業したりしております。とてもわかりやすい、

はっきりとした文字を書かれており、子どもたちは授業の内容がわかりやすいんであるということが

わかりました。

また、上から３番目に書いてありますが、本人のペース、たとえば、ゆっくりのお子さんもいれば、

速く進む子もいるということで、課題の設定には、とても工夫をされていました。ゆっくりの子だけ

に合わせるのではなく、やはりスピードの速い子にも、別の課題を用意するなど、やはり学級全体の

子どもたちが、授業に進んで取り組めるような配慮をしていることがわかりました。

それから、やはり下から３番目です。何よりも、このクラスの中では間違ってもいいんだという風

土がありました。やはり間違ったことで、どの子も学べるね、ということをクラス全体に広げている

授業を行っている、学級経営を行っているということがわかりました。

一番最後の点なんですが、やはり通級指導教室を利用しているお子さんですが、在籍学級での授業

におきまして、本人が意欲を持ってわかる授業をするためには、通級指導教室で事前に、学んだり、

サポートすること。それを、在籍学級の担任と通級の担当者がよく連携を取り合っているということ

はとても大きな点だと思いました。何よりも担任の先生の困り感を、通級担当者が受け、そしてどう

すればいいかを、ともに考えながら取り組まれているという点が、よいと感じております。何よりも

本人が自信を持って教室で勉強することが大事だというふうに捉えております。

また、子どもさんに関してましては、本当に今、明るく学校に来ることが増えてきているんです。

ではなぜ不安感が強くなったんだろうかという点を、もう少し調べていきながら、やっぱりこのよう

な困り感がある子どもには、どういった合理的配慮がいいのかという点について、さらに調べていき
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たいと考えております。今ご説明をしたのは、本当の一例となっております。

最後となります。これまでの取り組みと、今後の予定についてです。教育委員会の中の取り組みの

ことで、今書いてあります。第１回連携協議会というものと、９月 27 日に、第１回運営協議会とい

うのが、２つあるんですが、この違いは何かといいますと、運営協議会というのは県の方が主催する

会議となっております。市で行うものと連携をしながら、行ったりもしているというとこが、ここか

らわかったと思います。

一番最後の日にちのところを見ていただきたいんですが、２月に書かれてあります、市内の報告会

につきましてですが、本事業におきましては市内の先生方にもお伝えをしていきたい。そして、どの

子どもたちにも生かされたいということから報告会を行いたいと計画しております。

まずは特別支援教育コーディネーター。校内の特別支援教育の中心となってる方々に、このことを

知っていただくことがまず先だろうということで、コーディネーター研修会の中で報告をさせていた

だきながら、共通理解をし、先生方に伝えていただけるようにしていきたいと考えております。

12 月となっていますが、これからさらに進む点があるかと思います。手元の資料も少なく大変申

し訳ないんですが、進捗状況につきまして報告をさせていただきました。以上です。ありがとうござ

いました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。さっきお話がありましたけども、インクルーシブ教育が本格的に始まったのが２学期か

らでございますけれども、合理的配慮協力員阿部利彦先生にはこの間 Wave101 で講演会をしていた

だきました。今日ご紹介いたしましたのは、ほんの１例ですけれども、さまざまな取り組みの中で、

こういったことが子どもたちにとって、いい支援だなというのが見えてきた。それを市内に広めてみ

ますといった状況でございます。今の報告に対してご意見やご質問等ございますでしょうか。

竹谷委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。竹谷さん、お願いします。

竹谷委員：はい。浦安市障がい者等一時ケアセンター、竹谷と申します。今ご報告いただきまして、対象の

児童１名の事例ということで、お話いただいたんですけれども。東小学校と明海小学校が対象校で、

行われているということですけれども、ここの中に全体で、対象となってる児童の方、全部で何名ぐ

らいいらっしゃるかということ。あとは、その対象になっている方たちの障がいの種別がさまざまな

障がいの方たち。通常学級選んで行かれている方もいらっしゃると思いますし、その障がいの程度も

さまざまだと思うんですね。やはり困り度を抱えている方、軽度の方から重度の方までいらっしゃる

と思うんですけれども。そこら辺がどういった形で、対象児童なっているのかなというのは、ちょっ

と知りたいので、お答えいただきたいと思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：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です。なかなかちょっと詳細まではお伝えができないん

ですが。今のところ全体で４名ほどの子どもを対象としております。障がい種別というよりは、困り

感別という形で、捉えていただきたいかと思っております。たとえばさっき言ってました、不安感が

強くこだわりが強い。なかなかコミュニケーションを取るのが難しいというお子さんであるとか。そ

ういうお子さんは、実はよく調べてみると、書字の難しさがあったとかという形で、障がい別という

よりは困り感別という形で捉えています。

中には、弱視のあるお子さんの支援という形もあると思います。なるべく、たとえば６年生のお子

さんを対象とした場合、中学校に向けて、どのような配慮が必要かという点もあるので、できればそ

ういった移行期に関わるお子さんなども対象にできたらいいなというふうな形でも、取り組ませてい

ただいている状態となっています。
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江黒ﾘｰﾀﾞｰ：竹谷さん、よろしいですか。

竹谷委員：はい。たとえば、肢体不自由のお子さんだったり、重複のお子さんだったりっていうところでは、

困り感のあるお子さんっていうところでは、もちろんそうかなと思うんですけれども。発達障がい以

外だったりとか、先ほどは、自閉傾向っていうふうに表現されてましたけれども。やはりその方、そ

の方の困り度っていうところでは、先生方がとても困り度を持ってらっしゃるっていったときには、

やはりこう、障がいの程度が重かったりとか。あとは、クラスについていくことの手段といったとこ

ろ。ついていく、いかないといったところもありますけれども。どういった対応をしていったらいい

かなといったところで、困り度が大きいところというのは、やはりこう、障がいについて、重度な方

といったところも大きいのかなって思うのですね。やはり相談がある方たちも、そういったところが

うまくいかないといったところでは、重度の方が多いかなって言ってるので。せっかく協力支援員の

方が来ていただいたときに、そういった先生たちの中から、本来困ってることっていったところが、

対象児童以外にも、たとえば助言をいただいたりとか、そういったこととかはされているんでしょう

か。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。教育研究センターお願いします。

教育研究センター：はい。研究センター、山本です。すみません。先ほどの説明、ちょっと補足をさせてい

ただきたいんですが。今回対象児童ありきでモデル校が決まったというよりは、東小学校には LD 等

の通級指導教室があるという点。明海小学校さんには特別支援学級があるという点におきまして、や

はり、特別支援学級や通級指導教室があることで行われる校内の体制づくりというところからできる

支援というところも兼ねておりますので、東小学校さんにおきましては LD 等の通級を効果的に活用

している例。また、明海小学校さんに関しましては特別支援学級を活用している例であったり、また

は交流の状態であったりという点からちょっと対象のほうを選ばせていただいております。

２点目。先ほどの質問の対象となっている子以外に関しても、学年等に参加させていきながら、各

教室を回りながら、先生と話をしたり、子どものことについての助言等はさせていただいております。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。はい。

竹谷委員：ありがとうございました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：ほかにいかがでしょうか。はい、よろしいでしょうか。それでは議題の２のほうに進めさせて

いただきたいと思います。議題の２番目はサポートファイルの周知状況の報告ということでございま

す。事務局より、報告お願いいたします。

事務局：障がい事業課の白井です。よろしくお願いします。事前に資料を配布させていただいた中にサポー

トファイルの周知のチラシが入っていたかと思いますが、こちらをご覧ください。こちらのイラスト

を使ってチラシを作成しました。10 月１日の広報うらやすにも、同じイラストを掲載しまして、周

知のほうをさせていただきました。今現在、こども発達センターと障がい事業課で配布しております。

あと、直近では 11 月 29 日に行われた発達支援セミナーにおいても、200 名を超える参加者の皆さ

んにも配布をさせていただきました。一部、知りませんでしたということで、もらいに来た親御さん

もいらっしゃいました。さらに、まなびサポートのほうで、市内のすべての小中学校に対して、教育

支援計画の説明の一環で、それをつづるような形で使えますということで、サポートファイルについ

ても触れ、周知を図りました。今後は、幼稚園や保育園、あと民間のサービス事業所に向けても周知

を展開していく予定でおります。よろしくお願いいたします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それではただ今の報告に対し、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしいです

か。それでは、続きまして議題の３番目のほうに進めさせていただきます。議題の３は、障がい児の

支援体制について、これにつきましても、事務局よりご説明をお願いいたします。
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事務局：障がい事業課の白井です。説明させていただきます。こちらのグラフの資料をご覧ください。今年

度の第１回こども部会の議題３、浦安市の障がい児等の支援体制についてという議題の中で、A3 縦

の資料を用いて、市内にどのような支援機関があるかをお示しいたしました。現状子どもたちに対す

る制度や機関は重層的に存在しており、整っているように、思われていたのですが、これまでのこど

も部会の中や日頃行政に向けて、たとえば、幼児期の支援は充実しているが、就学以降の支援が不足

しているのではないか。支援機関が多数あり複雑である。放課後に療育を受けられる場所が市内には

ない。中学生の療育支援が少ないのではないか。ライフステージが変わるときの機関同士の連携が弱

い。特別支援学校以外に進学した場合の相談機関がない。そのようなご意見をいただいております。

お手元の資料の１枚目、障がい児の数値のデータになります。人口に対する手帳所持者の数、およ

びサービス支給決定者数を数値とグラフで示しております。このデータから６歳と７歳、すなわち小

学校入学を境に、手帳所持者とサービス支給決定者数の数値が逆転していることが読み取れます。未

就学はサービス支給決定者が多く、就学以降になりますとサービス支給決定者数が少なくなっており

ます。

このデータと先ほどいただいているご意見等から、就学後のサービス利用につながらない現状、し

かしながら就学後の親御さんに困り感がある。そのようなことがわかります。そこで、資料の裏側を

ご覧ください。浦安市障がい児の支援体制（現状イメージ図）ということで、今の市内の支援状況を

図に表しました。上半分が行政の機関で行っている支援体制を示しております。下半分が民間のサー

ビス提供事業所による支援体制を表しています。現在こども発達センターが 18 歳までのお子さんの

療育支援を行っております。就学に関する支援部分では指導課およびまなびサポートが障がい児や保

護者の方、現場の教員の方の支援等を行っております。

点線で表す部分、ここがもしかしたら、皆さんからいただいているご意見の中の支援が不足してい

るのではないのかなというようなところを表しております。本日は、これらの障がい児の数値的から

見える現状と、この支援体制を踏まえて委員の皆様よりこれらの課題を解決するには、どのような支

援や仕組みがあるといいのか、積極的にご意見をいただけたらなと思っております。よろしくお願い

いたします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。裏面のこのイメージ図の中で、点線で囲んだ部分、これについては皆さんからさまざま

なご意見、また、全体についてでも結構でございますのでご意見等いただければと思います。委員の

皆さんからございますでしょうか。はい。じゃあ加藤さん。

加藤委員：千葉発達障害児・者親の会の加藤と申します。お願いします。このグラフを拝見して思った、小

学校に入って高学年になって、中学生になるにつれて、やっぱり受けられる支援が減っているってい

うのは、実際に感じていることではあります。一度障がい事業課さんとも懇談会をさせていただいて、

余暇活動の支援をいただけないか、ということで一つ実現したのが、総合体育館での卓球教室ってい

うのをつくっていただいて。実はコスモで一緒に参加して楽しんでいるお子さんがいるので、すごく

助かっているっていう話があったので一つお伝えしたいと思います。卓球以外にも広がるといいなと

思っていて。実は卓球教室に行った人からの話なんですけれども、そこに指導員として来ている方が、

実は自分はダンスを教えるのが得意なので、そういうこともできるのかしらっていう話があったとい

うふうに聞いています。そういうのは、もうあとは、体育館側とのやり取りなのかなとは思うんです

けれども。実はそこはすごくニーズがあるところだなっていうふうに感じています。

もう一つは、幼少期から療育を積み上げてきたものが、小学校に入って集団活動に入る。それで困

り感が強まってきたときに、こう問題行動によって現れてしまったり。なかなか幼少期から積み上げ

てきたものが、療育の場が大きくなればなるほど機会がなくなっていくので、０に戻るっていう言い
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方をした方もいらっしゃるんですけれども。続けていったことが、やっぱりなくなっちゃうのは、す

ごく無力感を感じるっていう体験を語ってくださった人がいます。それを解決するのに、どんな場が

具体的にっていうのはちょっと私も今言えないんですけれども。ほかの自治体で、たとえばそれが中

学校の通級でそういったフォローをしているっていう自治体もあるように聞いてますので、またそう

いったところの検討をほかの自治体からヒントを得て検討していただければなとは思っています。

実際に民間で、中学生世代の SST をやっているところはすごく少ないっていうのは私も実際この

夏休みに調べたんですけれども、非常に少ないなと思っています。あってもやっぱりこう電車に乗っ

て通うような距離なので、非常に負担感が大きいなと思っています。そういったものが市内にあれば

すごく利用する人が多いんじゃないかっていうふうに感じているので、やっぱりもし必要であればそ

ういったところの調査からも、始めていただければと思います。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。以上２点お話しいただきましたけれども。これについて、障がい事業課さんお願いいた

します。

事務局：大変な貴重なご意見ありがとうございます。そのようなまさに、困ってるというあたりとか、やは

り行政としても皆さんの声はお聞きしたいなと思ってますので。ほかの皆さんからもいただければな

と思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。

加藤委員：もう一点追加を。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。加藤さんどうぞ。

加藤委員：ちょっとまた別の人の話を聞いたのを、今思い出したのですが、支援級にかよっているお子さん

に何か運動をさせたいんだけれども、部活を選択させるのが難しい。親としては言ってかなえられな

いことはないのかもしれないけれども、本人が本当に楽しめるかどうなのかっていうのがわからない

ので、積極的に声をあげられないっていうふうに聞いたことがあるんです。

小学校のときは、支援級の先生がサッカー部の顧問だったので、「朝練に来てもいいよ」って言っ

たら、その支援級に通うお子さんのほとんどの男の子が実際に参加されていた。でも中学校に行った

ときに同じように続けさせるのが難しいっていった中からその話が出てきたんです。中学校ぐらいに

なりますと、やっぱり試合とかありますので、部員たちもすごく熱くなっているわけですよね。その

中に違うペースの自分の子を入れていいのかどうなのかっていうのもあったので、「やっぱり部活に

入りたいって、言い出せませんでした」とおっしゃったある会員の人がいたので、ちょっとそのこと

をつけ加えます。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それでは一つずつ答えるというよりも、まず皆さんからご意見をいただいて、お答えで

きる中身についてはあとでお答えするということで、加藤さんから今、３ついただきましたけども、

それでは細野先生。お願いいたします。

細野委員：東京学館浦安中学校の細野です。よろしくお願いいたします。今お話の中に部活動とか、中学校

になってからなんというお話があったものですからね。特別な支援を本校でしているわけではござい

ませんけども、いろいろなそのご意見、また参考になればということで、実態的なことでちょっとお

時間をちょうだいしてお話できればと思っています。

まず、順番が逆になってしまうんですが、部活動になかなか参加できないってお話がありましたけ

ども。本校では複数の入部を可としております。最高５つ入っている生徒がいます。もうこれは障が

いがあるとか、ないとかではなくて、一つのその興味関心に絞り込むことができないであろうという

こと。また、正直言って本校には、障がいを持っているだろうなと思われる生徒が、学年に４、５人

はいるかと思います。はい。３学年ですからね、まあ、ざっとで 15、20 人ぐらいは何かしら障がい

があるんではないかなというふうに思っております。



9

そういう子たちでも、やはりそういった部活動でいろいろな先生、生徒と接することによって、軽

くなっていく。治るという言葉はちょっと申し上げられませんけども、いろんな意味から複数を認め

ております。聴覚に障がいがあって、しゃべる言葉もままならないですから、そういったことで小学

校の頃には、ちょっといじめられていたというような子どももいますが。この子でも３つ入っていま

すし、英語部に入っています。英語ですから英語をしゃべらなきゃいけないんです。普通の日常的な

会話でも、えっ、と思うところがありますけども、それを周りが、一緒にやろうよという雰囲気で、、

参加してるわけです。特別な支援をしていないというふうに申し上げましたけど、本校の特色として

は、何をするにしても３学年一緒なんです。入学してからすぐに河口湖のほうに宿泊研修というのに

まいります。１泊です。これは１年生の歓迎も含めておりますけども、１、２、３年生、毎年一緒に

行くんです。

本校は、浦安の先生方はご存知かと思いますが、今定員割れをしております。高校のほうでは 1500

を超える多くの生徒が通っておりますが、本校では今３学年を合わせて 123 名なんです。マックス

70 名の募集ですので、本当でしたら 210 名。それでも少ない学校ですね。これを２クラスで見てお

りますので、一番多いときでも 35 人で、今は１クラス 20 人、19 人という中で面倒を見てるんです。

そうしますと、もうおわかりのように、観光バスで出かけるには、１台に１クラスなんていうのは

もったいなくてできません。そこで、学年で乗せていくわけです。そこを、毎回ではございませんけ

ども意識して１年生のバスに３年生を乗せるとかいうふうにして混ぜちゃうんです。特別に１年生面

倒見なさいよということではないんですが、代々そのような形になっておりますので、自然とお兄さ

ん、お姉さんの意識が強く芽生えます。そして今、障がいという言葉出ましたけど、そういう子たち

っていうのは、とても甘えんぼさんが多いんですよ。べたべたくっついてくるのが多いんですね。で

すから、そういった意味でもお兄さん、お姉さん感を出すとともに、その人をかわいがる、いたわる

という気持ち。また、１年生は、人を頼りにするという、そういったことで自分も頑張ろうという気

持ち。そういったことで、本校ではこれが一つの支援になっているのかなっていうふうには思ってお

ります。

それで、先ほどからいろいろと資料とか拝見してたんですが、うちは私立なんですよ。そうします

と、教育委員会さんとは縁がございません。義務教育ですから多少の絡みはございますけど、ほとん

ど私学の場合には、県学事課というところの管轄です。ですから正直言って、そういう生徒がいるか

らといって、特別何かをしてほしい。また、学事課のほうからこういうのがありますよというご案内

等もございません。以前、お話ししましたけど、姉妹校が県内に３つありまして、成田のほうに、酒々

井町というのがあるんですが、そこで高校の教頭をしておりましたが、そのとき、たまたま個人的に

特別支援さんの学校と２つおつき合いをしていたんですね。夏休みには講習会が開かれますので、必

ず私と若い先生の２人で参加していろいろ勉強しました。幼稚園から高校までいろんな先生が集まり

ますのでね。

なぜそういうことをしたかというと、そういうわけで５年ぐらい前でしょうか、目立って学習障が

いを持ってるんじゃないかっていうこどもが急増したんですね。ですからその頃から一般の高校も特

別支援体制をというお話もありました。そういうこともあって参加し、そこでいろいろな行事にも絡

ませてもらったおかげで、そこのコーディネーターさんと仲よくさせていただくことができました。

どうなんでしょうか。校長先生のご協力もあったおかげで、私学ですけど、中にちょっと入ってい

ただいて、私のほうでちょっと、「何年何組のこの子、ちょっとどうか見てくれません」なんていう

ふうにお願いしながら、とてもよくしていただきました。でもこれは個人的なおつき合いがあったか

らできたことであって、本来私学のほうにはそういったことはございません。
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私思うんですが、私学だろうと公立だろうとそこにかよってくる子どもは同じだと思っております

ので、そういった支援ははっきりと私たちに言わせれば、差別されているというふうに思っておりま

す。私立は、入学金等、授業料等も高いですから、自分でやればというふうに思う方もいらっしゃる

でしょうけれども。それはそれで別の意味でお金をちょうだいしているのであって、そこにかける予

算ということで、もともと組んでるわけじゃございません。入ってこないときは誰も入学してきませ

んし、多いときにはたくさん入ってまいりますので、事前にそういうことはできません。できるのは、

カウンセラーぐらいですね。

ただ、私たちの学校は少人数ということもありまして、世間の皆様からありがたいことなんですけ

ども、面倒見がいい学校というふうに評価を受けております。この評判があり、毎年障がいを持つお

子さんが入ってくるようになってきました。これは、言葉を選ばないで申し上げるならば、私学とし

ては困ります。うちは特別支援学校ではございませんので、進学を目指したり、また個々の能力を伸

ばすということで、私学でやっておりますので、校訓に沿った指導をしてまいりますから、ちょっと

目的が違うわけです。でも、そういう生徒を面倒見て、そして高校へ上がり、その子たちが大学に入

ったという報告を受けていますので、もう本校の教員はかわいくて仕方ないんです。ちょっとほかの

学校さんにはないかと思うぐらい面倒を見ております。でもそれは見てあげてるんではなくて、見る

ように子どもたちが近寄ってくるようになっているからなんですね。それはさっき言った縦割りじゃ

ありませんけども、３学年一緒になって行事をしたりとか、いろんな遠足なんかでも全部一緒。この

間は「リトル・マーメイド」を観に劇団四季へ行ってまいりましたけども、これも３学年一緒。もち

ろん運動会も一緒ですしなんでも一緒なんです。学年単位で行う行事っていうのは、年に１回か２回

ぐらいで、あとは全部３学年一緒にやっておりますので、これがプラスに働いているのかなというふ

うに思っております。

最後になりますけども、失礼ながら、自立支援というのと特別支援というのは、私たちは違うと思

っております。今ここで会議をやってるのは自立支援ですので、子どもが一人一人大人になっていく

わけですけども、20、30、40、50 と生活していく上で、個々に自分たちで生きる力を持って頑張っ

ていかれるそのための支援であって、決してすべてに手を出して代わりにやってあげるとか、そうい

うフォローではないと私たちは考えています。

ですから、本校ではたしかに勉強も一生懸命やっていますけども、失礼ながらお父さん、お母さん

の代わりの部分というのが、とても多いかなと思うんです。失礼ながら、今のお父さん、お母さんっ

ていうのは、怒る、叱るということが少ないように思われます。どんな生徒でもそうですが、叱られ

て伸びていくというふうに思ってます。

また、本校では一人も不登校はいないんですけども、あれだけ先生たちに泣かされ、体罰にならな

い程度の正座も行いますし、宿題やってこなければ残らせますし厳しいんです。でも次の日おはよう

ってやってきます。そういったことから、子どもたちというのは伸びていくし、それを保護者の方が、

「ひどいんじゃないですか」というようなお電話をちょうだいすることもあります。そんなことはあ

りませんで終わってしまいます、私は。お父さんお母さんのほうでできること、私たちでできること。

よく保護者会で言うんですけども、どちらも大人だということを忘れないようにしてくださいという

お話をします。親が育てる、教員が育てるんではなく、大人が育てるということを意識してほしいと

いうお話をし、今ではご理解いただいてます。でも、はっきり言って障がいをお持ちの子どもたちの

親に限って正直申し上げて学校での苦情も多いです。

でもその苦情に対して、私はできることはやりますけども、逆に「お父さん、お母さんはやってい

らっしゃるんですか」というふうに投げかけます。ここでバトルです。バトルしたほうが、子どもは
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伸びると私は思っておりますので、お互いに最後まで話し合って、そしていいほうにもっていきたい

というふうに今ではご理解をいただいてると思っております。

ということで長くなりましたが、私学ですので、教育委員会のほう、国のほう、県のほうのご協力

は、あまりいただいておりません。独自で考えて、そして現場にあわせたことで、向い合うというぐ

らいしかやっておりませんが、それが一番大事なのかなとも、最近思ってまいりました。長くなりま

したが参考になればということでお話しさせていただきました。もし、何かご質問があれば、また答

えられる範囲でお答えしたいと思います。以上です。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。先生、ちなみに学館さんのほうには浦安市内在住のお子さん

はどの程度いるんでしょうか。

細野委員：いっぱいいます。おかげさまで、そうですね、今、数がすぐ出てこないんですけど、123 人いま

すから、40 から 50 いますね。おかげさまで多くなってきております。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：これは中学校ですよね。

細野委員：そうです。中学校です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：高校のほうにも在住のお子さんっていらっしゃるのですか。

細野委員：います。数はわかりません。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。

細野委員：一応うちの中学生は、自動的に高校へも進学できますので、いわゆるエスカレーター式なんです

けども、内進クラスというのには 100％入学ができます。ただ、あの S 特進。国公立難関大学という

S 特コース。それから A コース。あと、英語を中心とした国際コース。これに関しては受験をする

んですね。内部の生徒といえども受験をして、一般の中学生と混合のクラス、じゃなければ内進クラ

スですので６年間同じ仲間でいくという、そういった感じになります。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。今は私学のお話を聞きましたけれども、高校がございまして、

今日は委員として先生に来ていただいてますけど、南高校の市原先生。こちらについても何かお話し

いただけましたら、よろしいですか。

市原委員：はい。浦安南高校の市原と申します。本校でのサポート体制と申しますと、生徒自身のサポート

体制というよりも、教員に対して。一番初めの１件目のときに、高校生活サポート部というものが本

年度新しく分所として発足したんですが、そこの部は、生徒に対してというよりも、そういう生徒を

抱えている先生に対してのサポートというものかと私は自身、個人的な意見なんですけども感じてお

ります。実際に、何か問題行動がある生徒ですとか、学習が困難な生徒が、多数おりますけれども、

一人のケースをあげて担任、学年主任、教科担当の先生などの、職員全員ではないのですが、関係す

る先生方を集めて、こういうふうなサポートをしていこうという会議が開かれている状況です。

なので、生徒というよりも、そういう生徒は多いので、どの生徒がっていうよりも全体的に。たと

えば、行事などでは結構困っている、２学期は結構、運動会や文化祭など行事が多いことがありまし

たので、そういうときに、一致団結してクラスで、学年で、学校で、となかなか行事が盛り上がらな

いことが多いです。私たちの目から見ると、なんでやらないんだっていうふうに思ってしまうんです

けれども。そういうサポート部長の職員から言うには、本当はやりたいんだけれども、どうやって関

わっていいかわからない、どうみんなと協力したらいいのかわからないというような話を聞いて。そ

ういうことで、みんなやらないんじゃなくて、できない。自ら参加できないんだなっていうようなこ

とを職員が気づかされて。そこで、担任なり、学年の職員なりが、その生徒に対してサポートをして

いくというような現状であります。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。今、私学と高校のほうからお話しいただきました。ほかに、
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皆さんのほうからご意見や、こういったことを要望したいみたいな、そういったお話ございますか。

はい。じゃあ、竹谷さんお願いいたします。

竹谷委員：はい。浦安市障がい者等一時ケアセンターの竹谷と申します。この配られた資料のところで、点

線のところが不足してるっていうふうに、今ご説明があったかなと思うんですけれども。療育事業と

いうのは、先ほど加藤さんがお話しされたように、その余暇だったり、放課後のところで何をするか

っていうニーズっていうのはあるのかなと思うんですね。ただ、今この福祉サービス。下のところで

書いてある放課後等デイサービスや日中一時支援事業というのが制度でできてきた中で、やはり療育

そのものを、実際に療育の先生を呼んできて、そこでいろいろ展開していっても、そこには月謝って

いう形でかなり高額なお金がかかってくるっていうこともあります。

この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のかなっていうふうには思っているんですね。なぜかというと、や

っぱりこのほうが受けやすいからです。利用者の方が、やはり金額の負担が少ないですし、いろんな

ことをやらせたいなと思ったときに、こういった制度の中でそういった経験ができる形で展開してい

くっていうのが、本来これから向かうべき方向なのかなと。ここで改めて、また月謝だったりとかっ

ていう形で、民間の療育事業っていったところに力を入れていっても、なかなか受けにくい現状にな

ってしまうのかなっていうのは、実際に感じているところではあるんですね。

そのときに、たとえば、この小学校の高学年や、中学校や、高等学校になっていくと、みんな子ど

もたちは体も大きくなっていきますし、先ほど運動の話がありましたけれども、卓球をするにも、ダ

ンスをするにも、やはりこの日中一時支援事業所が抱えている場所。たとえば、拠点といわれる場所

でできることって、本当に少ないです。その大きな子たち、体も大きくなってきた子たちが集団で何

かをするっていった、広い場所を持ってるような事業所っていうのも少ないはずなんです。

こういうことがやりたいな、ああいうことがやりたいなっていう案があったとしても、やはり、な

かなかできかねるっていったところもあるかなと思ったときに、たとえば日中一時支援事業所ってい

うのは、生活支援事業なので、浦安市のほうで認定していただいて、事業所が開設されてると思うん

ですけども。たとえばこういう中で、その療育事業っていうものを展開していくときに、主としては、

たとえば、場所の提供だったりとか、ある意味、療育的な対応がしっかりしていれば、そういったと

ころで日中一時の活動としてやってっていいよみたいなことが、少し柔軟に考えていくことができる

のかなっていうことが、一つと。

あとは、その余暇っていったところでは、たとえば、公民館事業でしたりとか、あと、体育館の事

業の中で、一般の方たちが申し込んで受けるような事業もあるので、そういった中で障がいを持つ人

たちが、やはり入っていきやすい環境っていうのも一つつくっていくと、いろんな障がいの方たちが、

そこに、メニューとして選べるよっていうものが増えていったほうが、余暇としては広がりも持てる

のかなっていったところもあるので。その方の障がいの状況に応じて、いろんな部分に参加していけ

るような、幅が持てるようなものが増えていったらいいのかなっていうふうには考えています。日中

一時のあり方について、どんなふうに考えていいかなっていうのはちょっとお聞きしてみたいです。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：ちょっと日中一時についてということで、考えようということが、今ご意見でましたけど、橋

野課長からよろしいですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。日中一時支援事業ですけれども、こちらは各事業所の皆さんが場所を

確保していただきまして、市のほうに、この場所で事業を展開したいということで届出して、市が決

定をしているものです。その事業の中でイベント的に体育館を使ったりですとか、公民館を使ったり

して活動されている事業所さんもいらっしゃいます。スポーツ目的だけに体育館を開放するとかとい
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う考えは、今すぐはないんですけれども、いくつかの事業所さんがすでに活用していただいている状

況ですので、そういった、活用しているものを情報提供するなどして、もっともっと広めていきたい

なとは思っております。現在すぐその場所で活動するという提案はないんですが、そういったご意見

があるということで、今後検討はしていきたいと思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：リトルブレイバーさん。ちょうどお越しなんですけど。何か今ので、お話ありますか。

小原委員：はい。リトルブレイバーの小原と申します。私どもリトルブレイバーは、NPO 法人千楽のほう

でやらせていただいてるんですけれども。リトルブレイバーは、東野小学校の前の施設でやらせてい

ただいてるんですけれども、比較的広いスペースでやらせていただいていますので、体育館のような

場所が併設されていたりとかするので、利用者さんたちが体をすごく動かしたりとか、体育というか、

体を動かすこともそうなんですけれども、調理をしたりとか、そういうプログラムを企画して提供さ

せていただいています。

もう一つ、グングニル・ハウスという、海楽のほうにあるんですけども、そちらのほうは普通に民

家のほうでやらせていただいてるので、スペースはちょっと少ないんですね。体を動かしたりするス

ペースがあまりないので、いろんなほかの地域の小学校の体育館や、武道館とか、グラウンドをお借

りして、そこで体育のプログラム等をやっています。

リトルブレイバーに関しては、室内でいろいろ、動かさしていただいてるんですけども。限られた

そのスペースの中でどういうふうに、利用者さんに楽しんでいただいたりとか、その活動をしていた

だくかっていうので、いろいろと検討してやっております。

体育もそうなんですけども、お母様方だったりとか、保護者の方からすると、やっぱりお昼を食べ

たりとか、夕食を食べたり、おやつを食べたり、そういう調理系のプログラムとかっていうのは、比

較的人気をいただいてまして、利用者さんも多数予約いただいてるように思います。その中で、手先

をこう使って、これができるようになったとか、興味を持つようになったっていう声もいただいてお

りますので、引き続きそういうことに関しては続けていければなというふうに思います。

あと、専門というか、リトルブレイバーのほうでは、体操の専門的なスタッフの方をお呼びして毎

週体操のプログラムを行っているんですけども、こちらのほうも毎週水曜日は必ず予約してくださる

利用者さんもいらっしゃいまして、すごく楽しんでやっていただいてます。そういう形でプログラム

として行っています。以上です。ありがとうございます。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。今のところさまざまなご意見を、いろんな角度から、いろん

な方面で、お話いただいているんですけれども、なかなかここで集約というのはちょっと難しいです

けれども、このご意見等はうかがって、今後それについて検討のほう事務局のほうで、またさらに考

えていくということです。ほかにいかがですか。西田さん。

西田委員：基幹相談センターの西田です。先ほど、浦安市の障がい事業課のほうからの発表ですと、わりと

ニーズがたくさんあるけれど、資源が足りないみたいなふうに聞こえたんですが。たぶん民間の中で

も、今はリトルブレイバーさんの話とか、それから私のいる母体の法人でも療育を前面に出した事業

とかずっと、13 年ぐらいやっているのですが、そういうものが、なかなかお知らせする、保護者の

方に届く機会がないんですよね。

たとえば、行政の人に、こういうのやってるんですけど「こども発達の利用者さんにお知らせして

ください」って言うと、「一民間だけではお知らせできません」とか言われてしまって。やはりこう、

どういうふうに情報を広げていくかっていうことがすごく重要で。たとえば、いろんな民間の事業所

が当然ながら福祉や療育のサービスを担っていく時代なので、そこは、選ばずというか、まあ、選ん

でいただいてでもいいんですけど、行政が情報をちゃんと発信していただく、ちゃんと利用者さんに
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届けるっていうような仕組みは担っていただいてもいいのかなと思うんです。

昔はたとえば１つの事業所しかなくて、そこだけはとかいうのあったかもしれませんけれども。そ

ういう役割、直接サービス提供をしないんだけど、お知らせはするよっていうようなことも必要なん

じゃないかなっていうふうに思っています。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。上林所長お願いいたします。

上林委員：こども発達センターの上林といいます。今の公共サイドで市内の民間事業所等の周知を進めてい

るというような、そういう情報発信をというお話だったと思いますけども。こども発達センターのス

タンスとしては、たしかに一民間事業所だけをお知らせするわけにはいかないなんていうようなこと

は行政的な立場からいうとあるのかもしれませんけども。少なくとも、こども発達センターでは今、、

市内にある事業所さんのリストを全部一覧化したり、そこに載っている事業所さんの個別の開催事業

の案内とか、そういったようなものは基本的にすべて利用者周知をしています。

ですので基本的には、こども発達センターの中では、可能な限り利用者周知をしている、取り組ん

でいるというふうにご理解をいただければと思うのと、それからこども発達センターの中にもそうで

すけども、これからの新しい障がい児支援制度のもとでは、相談支援事業所。こども発達センターの

中にも相談支援事業所ありますけれども、ここが一義的には市内の社会資源をしっかりお知らせをし

ていくというようなことでいわゆる情報発信をそういった形で広めていくというような取り組みを

していかなければいけないのかなというふうには思っています。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。発達センターさんのほうで周知をやっていただいてるということですけれども。橋野課

長続けてどうぞ。

橋野委員：はい。障がい事業課の橋野です。今日お示ししたデータなんですけれども、ここには障がいの等

級別といったところまでの集計はないんですけれども、集計する際にどちらかといいますと、サービ

スを今支給決定して使っている方は、手帳の等級が重い方が多かったように記憶しています。手帳は

持っているけれども、等級がどちらかというと、知的でいえば、たとえば手帳の B だとかっていう

ような方は、サービスを使っていない方が多いなというふうには思っています。

日中一時支援事業所ですとか、放課後等デイサービスということで、小学校、中学校、高校の放課

後の居場所は、いくつか市内にも増えてはきていますが、居場所として、レスパイトとしてというこ

とではサービスが増えてきているんではないかと思っているんでけすれども。今日加藤委員からいく

つかお話がありましたが、特に療育に特化したとか、そういったところはまだまだ少なくて、軽度の

発達障がいの方が、療育目的で放課後行くようなところというと少ないのかなと感じていますので、

加藤委員のほうからその辺もし何か、団体の会の委員さん、会員の方のご意見とかありましたら、教

えていただければなと思います。よろしくお願いします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：今のところ、皆さんからこういったところはどうなんだ、といったことが多く出されてますけ

れども、お立場関係なく、今いろいろ出てきたものについて、こういったものがあるといいんじゃな

いのとか何かもしございましたら、今日出てきた案件の中でご意見等何かございますか。では神谷さ

んお願いいたします。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。加藤さんのお話とか、橋野課長のお話とかぶっちゃうと思うんですけど。

私も何が必要かっていうと、やっぱり療育で、療育といっても、実際に療育に関わってる人とか、受

けてる人以外でイメージわかないんじゃないかなって、思うんです。療育っていうのは、余暇の過ご

し方とちょっとかぶるというか。たとえばスイミイングだったり、卓球だったりとかって、療育って

いわれても習い事っていうふうなイメージができるし、わからない人には、わかりにくいだろうなっ

ていう気はするんですね。
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うちの子２人もともさんの卓球やら、スイミングやら、造形やいろいろやってますし。あとリトル

さんの美術を選んでかよっています。そういうのももちろん療育として、やっぱり障がいのある子に

配慮されたやり方でやっているんですけれども。やっぱりもう１個ほしいなって私が思うのは、言葉

の使い方とか。普通の子だったら学校へ行ったりとか、生活してたり、親とのやり取りの中で、そう

いうことなのか、そういう決まりなのかってわかってくるようなことが、入らなかったりっていうよ

うなことがあるので。それを改めてちゃんとした大人に教えてもらう場みたいなのもほしいなと思っ

ていて。うちは、代わりになるものっていうと変ですけれども本八幡にあるさくらんぼ教室っていう

学習塾にずっと行ってるんです。もう上の子も下の子も 10 年以上行っていて、このあいだ表彰され

たんですけども。長く来てくれてありがとうということで。

最初はもちろん、学力伸ばすっていうよりも、一応普通レベルに達するとは思ってなかったので、

ただ興味があった人たちだったので、本人たちの興味を伸ばすっていうことと、生きていくのに使え

る程度まで、数字とか、文字とか使えるようになるといいなってふうには、ずっと言っていて。

もう２人とも、16、19 歳で、それぐらいになってくると、伸びということではさくらんぼ教室は

ちょっと違うのかなとは思うんですけど。うちはもうそれをいろいろお願いして、私としてはソーシ

ャルスキル、言葉の勉強っていうことで会話していっちゃってるんですね。なのでそこで宿題とか出

されても、たとえば本人にちょっとこれは無理だなっと思ったときには、宿題でも「出さないでくだ

さい」って言って。これはうちで適当なことをやって、塾でで直されるっていうんだったら意味がな

いので。だったら、最初からさくらんぼ教室の時間の中で、本人とやり取りしながら文章をつくるっ

ていうことを教えてくださいとか、そういうことをやっていて。

そういうたとえば間違った認知の仕方をしちゃっているのを正してもらうとか。どういう言葉にし

たらいいのかちょっと難しいんですけど。本当に生きていくために、使える道具にちゃんとしていく、

そういう意味のソーシャルスキルトレーニングの場っていうのがほしいなって思っています。

今思ったのが、そういえばこども発達センター18 歳までだよなと思ったんですね。だけど正直２

人とも学年が上がるにつれて、小さいお子さんが詰まってきてるみたいな感じで、回数はすごく減ら

されているしっていう感じで。結局「やめるって言ってほしいんですね」みたいな。すみません、嫌

味じゃないんですけど。

うちだけじゃないです。正直ほかの方も、なんか大きくなってくるとやめてほしそうだよね、みた

いな空気もあり。学年が上がっていくと、下校時間が遅くなるので、あの、予約入れたい時間も遅く

遅くなって、そういう意味でも取れなくなって、なんとなくフェードアウトみたいになってくるんで

すね。

だけどせっかくこども発達センターが 18 歳で、本当なら 18 歳以降もやってほしいんですけど。

たとえば本当に中学、高校ぐらいの人たちが活用する場としてこう仕切り直すとかいうのも、民間で

お金のかからないところでっていうのであれば、そういう手もあるんじゃないのって、本当に思いつ

きで申し訳ないんですけど、今ちょっと思います。

あとは療育っていうのであれば、たしかに無料だったりとか、行政の用意したもので利用しやすい

ものがあればいろんな人が受けられていいとは思うんですけど。そうなると、とりあえずやっとこう

かな、タダだし、みたいな人も増えると思うんですね。本当に意地悪な言い方ですごく嫌なんですけ

ど、本当に正直言えばそうなってきて、そうすると本当に困っててっていう人が、また予約がとれな

いとかっていう状況も出てくるので。私はなんでも無料とか、安いっていうのが、いいとは正直思わ

ない。高かったり、遠かったりしても、どうしても必要だと思えば、親はやっぱり行きます。そこを

利用するので、そういうとこもちょっと考えがら、なんでもやっぱり安けりゃいいってものじゃない
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ので、そこをちょっと言っておきたいなって思うのもあります。

続けてもう一ついいですか。ちょっと戻るんですけど、インクルーシブ教育システム。ちょっと遅

刻しちゃったんですけど、今日は山本先生がすごく一生懸命説明してくださってるのを見て、私とい

うか保護者とまなびサポートとか、学校側とのずれっていうのが、やっと最近私の中でわかりやすく

しゃべれるかもって思い、今まで本当に頭の中でもやもやしていたんですね。

もちろん先生たちも、やってないって言ってるわけじゃないんです。だけど、何かちょっとずれて

るというか、そのずれをずっと考えていて。親はやはり子ども時代、学校時代だけではなく、その先、

社会に出たときの、自分の子どもの受け入れられ方みたいなものもやっぱり気になっていて。それを

思うと、支援学級を別に否定するわけじゃないですよ。うちの子も支援学校は行ってますけれども。

やはり小さいときに一緒に育つ経験をしていくっていうことが、どうしてもそこはゆずれないって思

っているんですね。

だけど、私の周りでは決して軽度ではないからだといえば、それまでですけど。やっぱり幼稚園で

一緒にやってきていて、この関係がすごくよかったっていうことで、小学校へ通常級で入った。だけ

ど、いろんなこと言われて、もちろん「変わりなさい、変わりなさい」って言われて、変わらざるを

得なくなって変わったっていうだけではなく、親の中でもいろんなことがあっただろうし、子どもも

その教室の中でいろんなことがあって、最終的に出した決断ではあったと思いますけれども。支援学

級に変わったって人が、一人ではないです、少なくとも。

それが悪いっていうことではもちろんないですけど、すごくきちっとしたシステムで、ものすごく

成果も上がっているんだと思うんですけど。聞けば聞くほど、やっぱり軽度の子なんだなっていうふ

うにしか思えないんですね。私は、本当に軽度とか、重度とかっていう言葉を使うのは好きではない

ですけれども、やっぱりその言葉は使わないと言えないというか、やり方が悪いとか、そういうこと

ではなくて。結局このシステムをきちっとつくって、それに乗せやすい子をサポートしているってい

うふうに、私には思えちゃうんです。

たとえば、ここへすごく重度で車いすで肢体不自由もあり、知的にもありっていう子が来たときに、

その子はどうしてもやっぱりみんなの中で育ちたいっていうことで、通常級を選んだときに、これほ

ど厚く学校側はその子に本当に必要なサポートをするだろうか、通常級の中で、と思っちゃうんです

ね。こども部会の中の話は、ほとんど通常級の話ばかりになっているので、あえて言いますけれども。

すべての子どもにっていうふうに、本当になってるのかなっていう疑問なんです。

浦安市内も支援学級がものすごく増えてますし、支援学級を選ぶ人がすごく多いですけど、支援学

級の中で担任の先生がすごく差別的なことをやっていて、どういうことなんだって、親から意見が出

てっていう話を、この数年でも聞くんです。時代錯誤かって、いつの時代だ、ぐらいのような話を聞

いたこともあるんです。

と思うと、支援学級も中身はどうなの。支援学級を選ぶと、あなたのこと支援学級に適切ですよっ

て言われて、支援学級入って、その子に合ったすごいいいサービスが受けれられるのかっていうと、

そこは、正直疑問のままだなっていうのもあります。

だから、すごくすばらしいシステムが出てきて、そこに乗ってすごくいい環境でやれてる子もいる

んだと思うんですけど。すべての障がいのある子にそれが回らなければ、親はよかったとは言わない

んです。自分の子、もしくは、本当に身近な子に、そういう子がいっぱいいなければ、親はよくなっ

たとは言わないんです。だからまなびサポートがこんなに一生懸命やってて、本当に一生懸命やって

らっしゃると思うんです。成果が上がってると思うんです。だけど、親に「よかった、よかった」っ

て言ってもらえないっていうのは、そういうところですべての子にっていうふうになっていくんだ、
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これからもどんどん、っていうふうに親が思う、そういう安心感がなければ駄目だと思うんです。

先生方がやってることを否定するわけでもないし、努力してらっしゃるんだなっていうのがすごく

わかるんですけど、それでもまだ親が言いたい気持ちがあるっていうことは、こういう気持ちからな

ので、本当に軽度の発達障がい、知的障がい、学習障がい、多動の子だけじゃなく、全ての子がどの

場を選んでも、そこでわかりましたって言ってもらえるようになってもらうまで、たぶん私の文句は

終わらないんだろうなと思っています。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。神谷さんの叱咤激励で我々も頑張れる。意欲もますますわくということです。一つ誤解

があるかなというところで、このインクルーシブ教育構築モデルスクール事業というのは、これで完

結ではなくて、これを浦安のスタンダードにしようとか、そういうことじゃないんですね。

今、委託を受けて、困り感を持っているお子さんに対して、より適切な、合理的な配慮ってどうい

ったものなのかなって、奥深くより専門性のある方を招聘して皆さんに広めていくっていう途上です

ので、これでもう完結っていうことではありません。

今いただいたご意見で、我々のほうでもちょっと身を引き締めていかなきゃいけない部分もありま

すし、特別支援学級のあり方、これについても、よりよいものにっていうことは我々も同じ思いでい

ますので。いろいろありましたら、どんどんご意見をいただきながら、ともによくしていくために、

意見交換等も積極的にしていきたいなと思ってます。

このお話の前にいただいた、療育のいろんなサービスだけじゃなくて、ソーシャルスキルとといっ

た部分のサービスを、これについて充実さしてほしいというご意見もありました。

上林さん、年がだいぶ上がられると発達センターもう来ないでくださいって、それは違いますよね。

上林委員：声を大にして言ってるわけではないです。発達センターの上林です。発達センター、年齢が上が

ると来ないでくれというようなことを言われているというようなお話でしたけども、こども発達セン

ターでは文字通り療育ということなんですけども。いわゆる発達支援、お子さんに対しての発達支援

をするのがこども発達支援センターの役目というふうに常々職員にも私言っております。ではそうい

う中で、私が思う限りにおいては、こども発達センターの職員たちが、一人一人のお子さんの状態に

合わせて、その子にどういう関わりをして、その子のどういうところに課題があって、それぞれの専

門職がどう関われば、その子がよりよい生き方ができるか。あるいは学習の獲得にこういった工夫が

あれば、この子がより発達するというようなところの働きかけをするというところが、うちの職員た

ちが得意とするところです。子どもの発達支援をするというところなんですけれども。

正直言って、学齢になりだんだん年齢が進んでいくと、個に対しての発達支援というよりも、その

子を取り巻く生活支援というものが、どうしても中心になっていくのかなというふうに、私は思って

いまして。なかなかこども発達センターの職員では、正直に申し上げて、職員一人一人がどこまで、

生活支援の部分で深く関われるかなというそのスキル的な部分で一定の限界もあるのかなというよ

うな気もしています。

ですので決して断っているということではなく、我々の役割からすると、なかなか学齢が進んでい

くと、それ以上私たちがお手伝いをできる部分が、減っていってしまいますというのが、実態として

あるというふうに、私は認識をしています。

それと先ほどもう一つ、横道にそれますけれども。そういう意味においても学齢のお子さんたちに

必要な支援というのは、最近よく仲間とも話をするんですけれども、やっぱり学齢のお子さん、生活

支援という話をしましたが、お子さんたちが暮らしているのは、やっぱりなんといってもそのメイン

は学校ということになります。そういうふうになったときに、学校での支援をどういうふうにするか。

そこで我々がはたして、どう関われるかっていうことを最近すごく考えております。
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お子さんによっては、やっぱり特別支援学級で支援を受けるべきというふうに思われるお子さんた

ちも、我々のとこには多くいらっしゃいます。そういうお子さんに対して先ほどの話で、ちょっと一

点だけ確認をしたいんですけれども。特別支援学級の整備計画っていうは今どういうふうになって、

来年度はどんなふうに整備をするかっていうようなあたり。ちょっと横道にそれますけれども。やっ

ぱり我々療育サイドからすると、これから学校に上がっていく、小学校に上がるなんていう子たちを

多く抱えている中で、やっぱり特別支援学級に行ったほうが、このお子さんにとってはベターだなと

ふうに思うようなことも、ままあります。

そういったときに、特別支援学級の整備計画がどうなっているかなんていう問い合わせも実は来た

りもしておりまして。ちょっと横道にそれますけども、その辺の計画を教えていただけるとありがた

いかと思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。センター、山本さん。

教育研究センター：教育研究センターの山本です。こんにちは。特別支援学級の整備状況ということなんで

すけども、基本的に教育ビジョンでは、計画的に配置を進めていくということがあるんですけれども。

今度仮称第９中学校が開校するんですけれども、そこには特別支援学級を整備していくという計画が

ございます。あとこちらのほうで考えているのは、堀江中学校区の小学校に、今特別支援学級がない

という状況なので、そこのところをなんとかしようということで今計画を進めているという段階です。

以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それと、東小学校に今 LD 等の通級指導教室がありますけれども、こちらのほうもかな

りニーズが高くて、市内全域からかよってらっしゃるお子さんもかなり多くなりました。担当の先生

も、通級にかよってきたお子さんへの指導プラス、在籍校へのフォローっていうのも必要です。在籍

校に戻ったとき、あるいは在籍校での状況どうなのかなっていうことを見極めたいと思います。そう

いった時間がなかなかとれなくなった状況もありますので、今県のほうに、東小にもう１学級、あと

新町のほうにもう１学級つくれないかっていうような申請を上げているとこです。まだ結論は来てお

りません。そういった通級についても拡充を図っていくっていうことを考えています。

また、ろう学校、盲学校。こちらの連携も、広げていきたいなということで、聞こえの相談会とか、

それから見え方相談会、こういったものを、ろう学校、盲学校の先生方に来ていただきながら、相談

をしていく機会を増やすようなことも順次進めていきたいなと閑雅ています。さまざまなニーズにこ

たえられるようなものを進めていきたいと今計画しています。

西田委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：西田さんどうぞ。

西田委員：はい。基幹相談センターの西田です。浦安市の、今のこの方針としては、どうなっちゃってるん

ですか。すべての子どもが、自分たちの行きたい学校に行けて、そこの場所で合理的配慮も含めて、

特別支援教育を受けることができるっていうふうに明言されているのか、いないのか教えていただき

たいです。

もう１個は法律が変わって、就学指導委員会、浦安市はないですけど、今後就学先の決定をどのよ

うに仕組みをつくっていくのかも含めて教えていただければ。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：では、教育研究センターお願いします。

教育研究センター：今、就学指導委員会がなくなりましたということで、継続的な相談を経て学校を決定し

ていくと。最終的には保護者の方のご希望でいくのですが、そこまでに、教育委員会としましても、

こういうふうにいしていったらそのお子さんが伸びるんじゃないかとか、このほうがいいんじゃない

かという情報が提供します。保護者の方も思いも受けます。そういった中で、お互い悩みながら、長
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期的な相談を経て決定していきますというのが、今の浦安の流れというふうに考えています。

西田委員：最終的な決定権はどっちにあるのですか。

教育研究センター：最終的な決定権は保護者の方の意向というふうになっています。

西田委員：そうなんですか。だとすると先ほど、こども発達支援センターのセンター長が、特別支援学校に

行くべきお子さんっていう、その「べき」っていうのは、行政の方としてはどうなのかなって、ちょ

っと引っかかっちゃいました。別に、特別支援学級に行ったほうがいいんじゃないかっていう意見は、

もちろんあると思うんですよ、専門職から見たときに。でも、「行くべき」って言われちゃうと、そ

れは、なんていうか選択の自由っていうところから外れてしまうし、なんとかするべきっていう人は

いてはいけないのかなっていうふうに思います。

なぜこんな発言をさせていただくかっていうと、今度は次回にちょっと個別の事例をさせていただ

きたいというふうに思ったんですが。どうしてもこの部会で話しているだけですと、基幹相談に寄せ

られている子どもの状態、お母さんたちの悩み、学校の中での悩みとかっていうところと、すごく解

離して聞こえるんですね。一人一人のお子さんにあった教育をとか言いますけど。

たとえば、学校の中で担任の先生や学校から実際に排除されて、本当に「こんなことができません

ね、あなたは」とか、「こんなふうにやる気がないですね」とか、やっぱ障がい特徴もわかってもら

えず、だんだん学校に行けなくなっている事例とかが、やっぱり相談が来るわけです。

そうすると、やっぱり、この問題を、こういうところで話し合っていかないと、選択の自由もあり

ますよ、みんなにどこにいたって教育しますよ。いろんな取り組みをしてますよ。だけど本当に学校

側や教育委員会や、学校に出す療育側、発達支援センターや私たち専門職は、どんな思いに立って、

なんの専門性を生かして、子どもたちの幸せを考えればいいのかなっていうのが、すごくギャップが

あるなっていうのが実際のところだったので、ちょっとうかがいたいと思いました。

基幹相談としては、やっぱりこの自立支援協議会を回す中で、個別事例をしっかり出して、解決し

ていきたいなと思いましたので、よろしくお願いします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：それは次回にしましょうか。

西田委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：何か事例を出してくれるわけですね。はい。わかりました。じゃあ、松田先生。

松田委員：はい。明海小学校の松田です。皆さんのご意見うかがって、先ほど神谷さんのほうから、学校

現場の職員に対して、すごく手厳しいご意見いただいたなって思っています。それは、批判とか、そ

ういうことではなくて、学校現場としても教職員にいろいろ研修をしながら、というか日々子どもと

関わりながら、どういうふうに支援していったらいいんだろうなって悩みながらやっているっていう

ところをちょっとお話を、言い訳とかではなくて、させていただきたいなと思って、手を挙げました。

明海小学校は、ずっと言われてますように、本年度インクルーシブ教育システムのモデル校というこ

とで２学期から職員取り組み始めているんですけれども。本校には支援学級もあり、通常の学級にも、

そういった障がいのあるお子さんもおります。このインクルーシブ教育システムということ。それか

ら特別支援教育といった、そういったことがあって、通常の学級も支援学級の担任も、授業の進め方、

発想の転換ができるなとていう思いで、今おります。

本当に特別なことではなくて、ちょっとした工夫。これから新しくやってくことももちろんあると

思うんですけども。今まで積み上げてきたこと、気がつかないで教員サイドがやってきたこと、そう

いったことが、そういう配慮になるとかいったことを、合理的配慮協力員さんに入っていただくこと

で気がつかせてもらっている部分もあります。

通常の学級にも支援学級のどちらにも、合理的配慮協力員の方に入っていただいて、子どもへの関
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わり方とか、教材とか、どういうふうに授業を進めていったらいいかと、そういったところもアドバ

イスをいただいています。正直言ってまだまだ力の及ばないところは多々あります。ですが、これか

ら先ずっと続いていくものなので、学校現場としても学びながら、保護者の方ともいろいろ話をしな

がらやっていきたいなっていうのが、正直なところです。

先ほど合理的配慮協力員ということで、専門の方に入ってもらってるということなんですが。まな

びサポートチームの方もそうですけれども、そういった専門的な人がいないとできないのかっていう

ことではなくて、もちろん必要ですけれども、そういった人たちからいろいろ教えてもらいながら、

学校現場としてはいろいろ発想の転換をしながら、日々対応してかなくちゃいけないんだなと。どの

教員でもやれるかというとその限界はあると思うんですけれども、そういったスタンスでいかないと

いけないのかなって思っているところです。今の思いをお話しさせていただきました。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。現場の教員も少しずつ特別支援教育について、自分も勉強したいなという思いを年々持

ってくれてるといったこともご理解いただければなと思います。

センターのほうで研修会を毎年計画しています。その中で、今年度この講座については自由に参加

していいですよといった講座をもうけますと、たくさんの方が希望を出してくださいまして。自分の

クラスで、障がいのある、なしにかかわらず、子どもたちによりわかる、子どもたちの気持ちに寄り

添った指導をしたいなと思う先生は増えてきてるということがあります。

そこら辺のところも次回、事例も出していただきながら、こういったことも取り組んでますよとい

ったことも、ご報告をさせていただければと思います。ありがとうございました。はい、加藤さんど

うぞ。

加藤委員：今先生のほうからもいろいろご意見うかがって、親も悩んでるけども、先生たちも悩んでるって

いう状況は同じかなと思って、ちょっと安心をしたりしました。ただ、やっぱりコミュニケーション

の問題の部分もあるのかなと思っていて。私のように、図々しく先生になんでもずけずけ言っちゃう

人もいれば、それがなかなかやりにくくてワンクッションどこか相談機関に行くっていう方もいらっ

しゃると思うので。「あなたは、これができませんね」という先生は、ちょっともってのほかと思う

んですけれども。やっぱり親はすごく悩みながらこの学校を選んだ、この学級を選んだっていうとこ

ろを本当にくんでいただいて。やっぱりこう、こちら側からも言いますけれども、先生側のほうから

も歩み寄っていただければなと思います。

支援級を増設するっていう話が出たからには、ちょっとお願いがあります。この間コスモで懇談会

をやらせていただいたときにもちょっとお話したんですけれども。やっぱり、この小学校、中学校の

期間に、経験できることをより多く経験させたいっていうのが、親のニーズとしてあります。なので、

たとえ支援級を選んだとしても、人数が少なくて、安心して過ごせるっていうところを重視して支援

級を選ぶっていう親御さんもいると思うんですね。

ただ、支援級を選んでしまったがために、教科学習が小学校のときよりもすごく少なくなってしま

って、かえってさくらんぼとかに行って、勉強のほうをそっちで見てもらってるっていうと、ちょっ

と本末転倒かなって思うんですよね。

私たちのような子どもは、自分で働き出して、自分でお金を稼ぐようになってから、英会話教室に

通うっていうことは、たぶん難しいと思うんですよね。そういう人たちでも、中学校に上がったら、

英語を聞く機会があったっていうのは、すごく貴重な経験だと思うんです。そういう教科学習の機会

を奪わないでいただきたいなと思っています。

今、中学、高校と進む方も多いですし、中には大学や専門学校を選ぶ方とかもいますけれども。や

っぱり就職のときに、うまく就職ができなくってっていうケースもすごく多いと、親の会の先輩方か
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らも聞いて、課題がわかってはいるんですけれども。ただ就労支援センター、生活支援センターとか

もありまして。学校を卒業したあとに、もう１回職業訓練をする機会とかチャンスとか、今いろいろ

増えているので。中学校の頃から作業、作業ってあんまりいわれちゃうと、自分たちの子どもに青春

期間はないのかなっていうのが、ちょっと思うと寂しくなってしまうんですよね。

ほかの、普通の中学生と同じように、いろんな体験をする期間があったっていうのは、親にとって

もすごく選択しやすくなるっていうこともあるかと思うので。支援級を選んでも、通常学級を選んで

も限界はあるかと思うけど、可能な限り親のニーズがなんなのかっていうのをくんでいただければな。

なかなか本人たちが言えないので、本人はそんなに勉強したくないよっていうのが、もしかしたら本

音かもしれませんけれども、親としてはこういう機会もあなたに与えて、こういう期間を過ごしたの

よっていう気持ちを味わいたいっていうのはあるっていうことをお話しておかなければなと思いま

した。

あと１つは、上林さん。あの、反論ではないんですが、うちもやんわりと、「学校のほうがもっと

高度なことやってるでしょ」って言われて、卒業うながされたんですけれども。ただ、こども発達セ

ンターにかよっていたときに、どこか公の機関とつながっていたいっていう気持ちがあって、頻度は

どんどんどんどん空いてしまったんだけれども、それがあって、つながっていたから安心して卒業で

きたっていうのは体験としてあるので。そのタイミングが来れば、お母さんたちは、ああ、そうだな

って思えるかと思うので。ぜひそういうふうなお声がけをしていただければなと思います。

実際に下校時間が遅くなって物理的に通えないっていうのも出てきますので。そのときに第２、第

３の選択肢を探そうと思うと、やっぱりいろいろ難しいところがあるなっていうのも経験してる通り

です。

また会のメンバーからも、その辺皆さんどういうふうに悩まれてるかっていうのを聞いて、次回の

お話できる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した。今日４つ議事がございますので、ちょっと時間の関係で今ま

でいただいたご意見、あとで事務局のほうでまとめさせていただいて、また皆さんにご提案をさせて

いただければと思います。

では４つ目の議題に入らせていただきたいと思います。それでは事務局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。10 月 29 日付で浦安市自閉症協会さんのほうから、浦安市自立支援協

議会および、浦安市のほうへこの協議会の会議ですとか、今日の部会の会議の会議録に、委員個人名

を記載しないでほしいという内容の要望書が届きましたので、ちょっとその要望書を紹介させていた

だき、皆さんからご意見いただきたい思いますので、よろしくお願いいたします。

今、実際の要望書を回覧させていただいておりますが、今現在は、たとえば自閉症協会の委員の方

であれば、自閉症協会の誰々ということで、具体的に個人名を書いて議事録を作成し、ホームページ

に記載しております。要望では自閉症協会代表者という形で議事録の中に個人名を記載しないでほし

いということです。皆様にご検討をいただくにあたりまして、この協議会の会議録が現在の形にいた

った経緯からお話させていただきますのでよろしくお願いします。

平成 23 年度までは、この協議会の会議録は委員の個人名を記載せずに、委員としてきました。会

議については全体会という会議だけを公開していまして、会議のほうは平成 24 年度までですね。そ

の形で今日の部会にあたるような会議は非公開にしてきました。

その理由ですが、たとえば保護者の会であれば、そのお子さんのことについて具体的な話が出てく

るでしょうから、そういったことへのプライバシーを配慮して、自由な意見を話し合えるような会議

にしたいという市の考えで、会議自体も非公開にして、会議録も全員委員という形でどなたが発言し
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たかわからないような会議録にしてきたといった経緯がありました。

平成 23 年の協議会で、当時の委員から会議はすべて公開で、また誰が何を発言したのかわかるよ

うな会議録をつくって、参加していない人にも内容がわかる開かれた会議にしてほしいという意見が

出されました。平成 23 年度の会議ではそういった意見が繰り返し出されまして、当時の委員の皆さ

んにもご検討いただき、また市のほうでも情報公開の担当部署に相談しつつ、近隣の自立支援協議会

の会議録ですとか、県、国の協議会の会議録等も確認して、個人名が記載されてるところも多いとい

うような状況などを参考にして、会議録の委員名については、平成 24 年度から個人名を記載する形

に、会議の公開については平成 25 年度から変更しました。いろいろなご意見があって、２年かけて

組織も変えながら今の形にした経緯があります。

当時も委員として参加されていた、自閉症協会の方も含めて、ご理解いただいてこの形に切り替え

てはきたところですが、自閉症協会のほうでは、当初は個人名が記載されることについては、大きな

問題はないだろうということで賛成されていたそうですが、議事録が今年度インターネットで閲覧で

きるといったところから、問題点が４つあるということで、今回の要望にいたっています。

問題点の１つ目ですが、自閉症協会の委員さん自身が障がい児の親御さんということで、そのご家

族ですとか、ご兄弟についてもプライバシーが配慮されなくなるのではないかという心配。

２つ目には、お子さんの体験談等が中心の意見になってくるので、子どもが特定できて個人情報が

保護されなくなるのではないかという不安。

３点目は、お子さんだけでなく、たとえば、学校の先生の話をした場合には、学校の担任の先生で

すとか。事業所の話をした場合には、事業所の支援員といった、そういった個人の皆さんが、不利益

を被ることがあるのではないかという心配。

４点目に、この会議自体をいろいろな会員に委員として出てもらいたい、出たいという方がいらっ

しゃるけれども、個人名を出していいという会員は限られた会員で、この問題がクリアしないと、な

かなか希望者、皆さんが参加できるといったようなことにならないと。

中には、保護者が自閉症という病名をお子さんに告知するかどうかといったことを考えている方も

いらっしゃいまして。その時期など慎重に考えているにも関わらず、議事録に載っている親の名前を

見て、お子さんがインターネットなどで親が思う形ではない形で、自分の障がいを知ることを避けた

いというような、以上の４つの問題点から、会議録の掲載について個人名を書かないでほしいという

要望があがってきています。

なお、会議の公開につきましては、引き続き公開という形を希望されておりまして。あくまでも、

議事録の委員名の書き方というところで配慮してほしいという要望です。

事務局といたしましては、今まで１、２年検討しながら、この形に切り替えた経緯等もあります。

一度、委員の皆さんのご意見もお聞きしながら、いろいろなお考えがあるかとは思いますが、議事録

について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。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。先ほど、４つの課題があるのではないかといったお話ございました。そうしますと、今

のお話ですと、個人名はなくなる。組織名の代表ということになるということですね。

橋野委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：皆さんから、ご意見どうでしょうか、今の個人名について。はい、加藤さん、どうぞ。

加藤委員：千葉コスモの加藤です。私も同じ親の会という立場で出ているので、私以外に誰か代理で出てい

ただくときに、やはり名前が出るというのは、すごく頼みにくい要因だったりも実はしているので、

千葉コスモ代表という形にしていただけるとありがたいなと思ってます。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ほかにご意見ないでしょうか。ただ、あれですよね。千葉コスモ代表ってなりますと、
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千葉コスモの代表の方だって思われないですか。それも大丈夫ですか。

加藤委員：なるほど。そうですね。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。ご要望の形は、たとえば千葉コスモさんであれば代表者ということ

で、会の代表ではない、代表者ということで、明記してほしいというご要望でした。

当事者の会ですとか、親の会についてのご要望ということでうかがっておりますので、今日ご出席

していただいているすべての委員の皆さんへという形ではなくて、あくまでも、ご要望いただいた自

閉症協会についてはということになります。そういった形でご理解いただければと思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。でもそれでしたら、ほかの方々は皆さんお名前があるということで。

橋野委員：はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：自閉症協会さんは、代表ということですね。ほかにご希望される団体さんとか、ございますか。

細野委員：はい。東京学館浦安中学です。私は全部お話ししていただきたいです。出すなら出す。出さない

なら全員出さないというふうにお願いしたいと思います。

それから代表者っていうのも、それぞれの皆さんがお立場違いますけど。私学では代表者会議とい

うのがございます。理事長、学園長等が出席いたしますので、代表も、代表者も避けていただければ

とは思います。

それからもう一つ。今の４つのうちの１番目。もう一回読んでいただけますか。

橋野委員：はい。そのまま要望書から読みます。問題点の１ですが、氏名を公表して、体験談を語ることで、

体験者が誰か限定される。自閉症協会の代表として参加する委員も、障がい児の親という当事者であ

り、その家族、兄弟姉妹も、最大限、そのプライバシーには配慮されるべきではないかと考える。

細野委員：はい。私、この会議は今年度初めて出させていただきましたけれども。皆さん、そういったこと

を、個人名が出たり、障がいをお持ちのお父さん、お母さん方が参加されてるということもあるでし

ょうけども。それは承知の上で出てらっしゃるんじゃないかと思います。

本当、私、言いづらいんですが。ご自分の体験談を語る場なんでしょうか、ここは。ご自分の、い

や、お子さんのことを踏まえて、一般論としてお話しいただくのが私は会議だと思っております。で

すから貴重な体験であり、貴重なご意見ですが、うちの子は、と言う必要は絶対ないと思いますし。

また、うちの子はという言い方はしないほうが、私はよろしいかと思います。

ですけども、名前はないほうがいいというほうに賛成はいたします。全員統一でお願いできればと

いうふうには思っております。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ご意見いただきました。ほかにいかがですか。はい、神谷さん、どうぞ。

神谷委員：はい。自閉症協会の神谷です。このお話、名前出すのに、ちょっと、という意見は、私はちょっ

と気がつかなかったんですね。なぜかというと、正直、私も個人的なことを話す場ではないですけれ

ども、ここの会議をより深いものにしようと思ったときには、確実な事例をあげたほうがよくて。そ

うなると、そんなにたくさん私も事例を知ってるわけではないし。それこそ友だちの話を話すわけに

もいかないし。「一般論として、こうだよね」っていう話で、ここの会を深いものにしていくってい

うのは、とってもとっても難しいと思ったので、結局自分の子どもの事例をここで話すことは多くは

ありました。

そのことで、たしかに、それはいいのかなという思いもありましたけれども。でもそうしなければ、

ここに私が来ている意味はないぐらいに思っていたので、そうしていました。なので、たしかに本当

に個人的な話をする場面ではないし、個人的な自分の子どものことを話す場合ではないですけども、

うまいこと言葉で返せないですけど。じゃあどうすればいいのって思っちゃうのが、正直なところで
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す。

やっぱり親の立場と、そうじゃない人の立場っていうのは、どんなに話しても、溝は絶対的には埋

まらないと思ってるんですね、と言うしかないです。はい。

細野委員：学館浦安の細野です。親の立場で言う、言わないということを、それをご指摘してるんではなく、

そこに出ている私たちが、その事例に関して、本当に親身になって、本当に心の中の思いを伝えた場

合、神谷さんのお子さんだとわかっているわけですので、ちょっとこう言葉も選ぶんです。やっぱり、

さっき教師も、親も大人だっていう話をしましたけども、その前に私たちは人間ですので、配慮とい

うことは自然としちゃうわけです。そこは結構ですというふうにもしおっしゃったとしても、やっぱ

りそこでいったん言葉は淀むと思うんですね。

今日も聞いてまして、すらすらお話しする方は少ないです。途中でいったん言葉を切ります。切っ

たのは何かというと、考えてるんですね。それは言いたいことを考えてるんじゃなく、どういうふう

な言葉を使ったら失礼ではないか。特にこういう自立支援で障がい者を扱っておりますので、皆さん

その辺は考えています。

ですけど、お父さんお母さん方はご自分のお子さんですから、わりとすらすらとお話しになります。

ご苦労も多いんでしょうけども、その分自分のお子さんだから言いやすいんです。私たちは、教員と

して子どもを預かっている立場です。それでなんとか育てたいという気持ち。決してお客様とは思っ

てません。ですけどもやはり他人なんですね。ですからそこは配慮します。いい意味でその辺は意識

しなければいけないんじゃないかと思っていますので。

私も言葉はうまくつながりませんが、なんでも言っていいのだったら言いますけど、やっぱり言い

づらいし。私、もう本当に、学校で口悪いですし、ご父兄が来たらとことんお話はしますし、正直い

ってお母さんが泣いて帰るか、「よろしくお願いします」って言うまでは返さないっていう心理でや

っております。その代わり逆にどんどん言われますけどね。

でも、そうしないと子どもたち、本当に困るのは子どもなんですよ。お父さん、お母さんは先に死

んじゃうので、どうでもいいんです。ですけど子どもたちはずっと生きていくわけですから、そこは、

やはりいろんなことを言いたいんですね。でも、そこのところに遠慮というのがやはりあると言いづ

らい。学校の保護者であれば、身内的なあれもありますからいいんですけど。ここの会は知らない方

なんです。ですから、私はより多くの意見っていうのは、やはりそのお子さんだとわかっちゃった時

点で、私だけでしょうけども、ちょっと止まってしまいます。それが現状です。そういうことがちょ

っと申し上げたかったかなというふうに思います。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。これは、ほかの部会でも同じように皆さんにご意見をいただ

いて、最終的には事務局のほうでまとめるということになろうかと思います。今、両方のお話をいた

だきましたので、その辺のところをちょっと考えていきたいなと思います。

私、司会ですけれども、個人名が出ることによって何か問題が生じるのではないか。ホームページ

で公開されて。要するに、不特定多数の人が、ホームページの向こう側にいる方が「この発言、誰が

言ったの」っていうふうに名前を見るような、そういう見え方になっているっていうのが難しいのか

なって。だから、発言自体が問題なのではなくて、「この発言誰が言ったの」って、「ああ、この人」

とかいうふうになる。そういうのはちょっと避けたいなというふうなことは、私個人としては思うよ

うなところでありますので、経緯の中でいろいろ皆さんからのご意見の中で、今は個人名を出すとい

うことになっていましたけども、そこにはいろいろジレンマがありますよね。自由に発言できなくな

るっていうジレンマもありますし、情報公開のもっと開かれたっていった両極面がありますので、皆

さんからいただいたご意見を、また事務局のほうでまとめていただいて、ほかの部会からもいろいろ
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出てくると思いますので。ちなみにそれは、結果は４回目から反映されるのですか。それとも来年度

からということなのですか。それも含めてですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。事務局としましては今年度委員をお願いする際に、議事録のつくり方

ですとか、会議の公開のあり方をあわせて委員にお願いしていますので、変えるのであれば、基本的

には少なくても来年度からというふうには思ってます。ご要望いただいている会からは、すぐにでも

変えてほしいというご要望です。部会が４つありますので、４つの部会でご意見を聞いたあと、一番

最初に提示しました協議会のほうに戻して、そうするともうどちらにしても本年度末になってしまい

ますので、そこで意見をお聞きして、最終的にまた判断していきたいと思っております。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、わかりました。じゃあ、来年度からということが今、一応なっております。次回もちょ

っと気をつけながら発言の部分もあろうかと思いますけども、活発なご意見をよろしくお願いしたい

と思います。

以上で議事４つ終わることになります。それでは、最後に事務局のほうからなにかご連絡はござい

ますか。よろしいですか。それでは、次回は３月に予定をしております。また日にちが決まりました

ら委員の皆様にご案内を差し上げたいと思います。本日は長時間にわたりまして活発なご意見をいた

だきましてありがとうございました。以上をもちまして第３回のこども部会を終わりたいと思います。

ありがとうございました。

一同：ありがとうございました。


