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第１回浦安市自立支援協議会こども部会 議事録

１．開催日時 平成 25年６月 20 日（木）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、愛塲弘子委員、市原和代委員、藤田香委員、

加藤今日子委員代理上田亜紀氏、細野政臣委員、小原繁久委員、泉澤弥生委員、中里恵美子委員、

上林正和委員、岡本光正委員、橋野まり子委員

４．議題

（1）平成 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

５．資料

（1）議題１資料 浦安市自立支援協議会設置要綱

(2) 議題１資料 浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

（3）議題２資料 平成 24 年度浦安市地域自立支援協議会特別支援教育プロジェクト会活動報告

（4）議題３資料 浦安市障がい児等支援体制図

（5）議題４資料 平成 23 年度こども発達センター概要

（6）議題４資料 平成 25 年度こども発達センター事業計画

(7) 議題５資料 浦安市の特別支援教育～まなびサポート事業について～

６．議事

事務局：それでは定刻となりましたので、始めさせていただきます。部会を開催するにあたりまして会議の

進め方につきましてご説明申し上げます。自立支援協議会及び部会は会議を公開し、議事録もホーム

ページに公開いたします。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。特に個人情報にかかる発言等につきましては、十分なご配慮をお願いします。

また、会議を円滑に進めるために発言の際は挙手のあと、団体名と氏名を述べていただき、ご発言

をお願いいたします。本日お配りさせていただきましたサポートファイルは閲覧用ですので、お持ち

帰りにならないようにお願いしたいと思います。

それでは本部会のリーダー、サブリーダーについてご報告いたします。リーダーは教育研究センタ

ーの江黒委員、サブリーダーは NPO 法人発達わんぱく会の小田委員にお願いします。

本日は千葉、発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ加藤委員の代理で上田亜紀さんにご参加い

ただいております。続きまして委員の紹介に移ります。委員の皆様、恐れ入りますが自己紹介でお願
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いします。それでは、江黒リーダーからお願いします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：皆様こんにちは、リーダーを務めさせていただきます教育研究センターの所長の江黒と申しま

す。教育委員会 10 年目になります。教育研究センターの前は、教育政策課で特別支援学校の分校の

誘致やスクールバスの運行についても関わらせていただきましたし、現場におりますときには、コー

ディネーターもしておりました。またその前はセンターで指導主事として各学校をまわり、特別支援

にも関わった経験がございます。

最近、文科省から新たな特別支援のあり方として共生社会を目指してインクルーシブ教育という言

葉も出てまいりました。やっと目標に近づいたかなと思うと、さらに大きな目標が掲げられておりま

す。前進の歩を緩めずに頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

小田ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ： NPO 法人発達わんぱく会の小田です。よろしくお願いします。私が浦安の障がいのある方

との関わりを始めたのは、たった２年前でして今年ようやく３年目です。皆さんにゼロから教えても

らいながら、少しずつ始めてきたばかりの中で大役を授かりました。まだまだ経験が浅いからこその

気づきに、期待していただいたと思っております。経験がおありの皆様からしたら、なんでいまさら

そんなみたいなことを、できるだけ臆することなく発言していけたらなと思っております。頑張りま

すのでよろしくお願いします。

西田委員：基幹相談支援センターの西田と申します。いつも日頃からお世話になっております。この４月か

ら基幹相談支援センターの事業が始まって、委託という形で担わせていただいております。この自立

支援協議会が始まった平成 19 年から、前身は総合相談支援センターと言いましたけれども、障がい

事業課、以前は障がい福祉課と一緒に事務局の仕事も担わせていただいています。委員としても少し

でも地域課題を解決していけるように参加していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいた

します。

竹谷委員：浦安市障がい者等一時ケアセンターのセンター長をしております竹谷と申します。よろしくお願

いいたします。一時ケアセンターで、小さい子から成人、高齢に近い方までお預かりするんですけれ

ども、小さい方のニーズもだんだん増えてきて、お母様やお父様とお話しする機会も増えてきました。

療育事業にも法人が関わっていることもあり、昨年から引き続きこの部会に参加させていただくこと

になりました。どうぞよろしくお願いいたします。

愛塲委員：千葉県立市川特別支援学校で今年からで特別支援教育のコーディネーターをさせていただいてお

ります愛塲と申します。よろしくお願いいたします。コーディネーターになっただけでこういう場に、

駆り出されて、私自身戸惑いも多いんですけれども、一から勉強させていただくつもりで参加させて

いただいております。本校は浦安市のほか、市川市の京葉道路より南側の生徒さんを中心に学区とな

っておりまして、浦安の生徒さんも放課後支援ですとか、いろいろな形でお世話になっていると思い

ます。

私が教員をしていて思うことは、学校にいる間は守られてる感じがするんですけれども、社会に出

た時に、どう家庭を支えていってどうご本人が社会の中で暮らしやすい状況がつくれていくんだろう

かと。今後そういった形で子どもたちの行く末を考えていけたらいいなと思っております。よろしく

お願いいたします。

市原委員：浦安南高校の市原と申します。本校では本年度から高校生活サポート部ということで、学校生活

で、多少なじめない生徒を対象とした生徒をサポートしていこうということで新しい分場ができまし

た。私自身は、そういうことに初心者でありますので、こちらで勉強させていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。

藤田委員：県立船橋特別支援学校の藤田と申します。学校では進路指導の仕事と兼ねて教育相談も担当して
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いて、こちらのほうに来ることになりましたのでよろしくお願いいたします。本校では、学校は船橋

市にあるんですけれども、浦安市の車いすの生徒さんが十数名通ってきていますので、私もそうした

生徒さんの地域生活について一緒に考えていけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

加藤委員代理上田氏：

代理出席の上田です。千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループのからまいりました。加藤の

ほうがもっと上手に挨拶ができるんですけど、代理ですみません。私たちは当事者の親の団体なんで、

支援者の方とちょっと立ち位置が違うんですが。小学生、中学生が会員のほとんどでございまして。

今まさにこども部会でいろんなニーズが本当はあるんですけど、いけるかどうかわからないですけ

どよろしくお願いします。なるべく率直に話がかみ合うようにできたらなと思いますのでよろしくお

願いします。

細野委員：東京学館浦安中学校で教頭をしております細野と申します。よろしくお願いいたします。初めて

の参加なんですが、私は皆さんどういうふうにお考えかわかりませんが、子どものためになることで

あれば、それは何でも大人がしなければいけないという考えを私は持っています。親であれ、教員で

あれ、大人には変わらないと思います。その大人である私たちが、子どものために何かができるんで

あればと思いまして、校長のほうから声かけられて、では是非参加したいということで、私が参りま

した。

浦安には、昨年から中学校教頭として来ておりますが、それまでは姉妹校に、酒々井という場所は

ご存知でしょうか、酒々井にも東京学館高等学校ございまして、そこで教頭をやっておりました。そ

のときに私が、ボランティア同好会というのを立ち上げまして、お年寄りの方の施設、それと障がい

を持つ子どもたちの施設に高校生を連れて、一緒に遊んだりということをして参りました。その中で

やはり、誰でもがやっぱり幸せになる、そういった権利は持ってるし、また、みんな同じだなとつく

づく思いました。そういったことでこの会で少しでもお話できたら嬉しいと思いますし、また自分自

身の勉強にも参考にさせていただけたらと思って参加いたしました。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

小原委員：東野のほうで、日中一時支援と放課後等デイサービスのをやらせていただいております、リトル

ブレイバーの管理者をやらせていただいております、小原と申します。初めての参加ですが、皆様と

いろいろな意見交換、そして私自身の勉強にもなればと思い、参加させていただきました。よろしく

お願いいたします。

神谷委員：浦安市自閉症協会の神谷です。この中では、サポートする側ではなく、数少ないサポートされる

側の親の会の人間として参加しています。サポートされる側ではあるんですけれども、うちの協会も

年齢層が上がってきて、子どもという括りからどんどん出て行っているので、その中で、協会の中で

のいろんなニーズを拾うのが正直難しい状態なので、この中でどういうふうに私が役に立てるのかな

とちょっと考えています。よろしくお願いします。

泉澤委員：入船保育園園長の泉澤です。よろしくお願いします。保育園という立場から子どもへのサポート

を十分自分的にはやってきたつもりでしたが、14 年前に、ありがたいことに今のにじいろ（前のマ

ザースホーム）の所長をさせていただきまして、そのときにお母さん方の気持ちであるとか、そうい

う障がいを持つ子どもの周りを取り巻く大人たちの気持ちも勉強させていただきました。支援には子

どもに対してだけではなく、周りを取り巻く人たちすべての人たちのためにやっていかなきゃいけな

いということも教わりましたので、何か役に立てればいいかなと思いましてこの会に出席させていた

だきました。どうぞよろしくお願いします。



4

中里委員：皆さんこんにちは。浦安市立北部幼稚園の園長で中里と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。今回園長会からこちらに参りました。初めての参加なので、いろいろ勉強させていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

上林委員：皆さんこんにちは。こども発達センターの所長をしております上林と申します。後ほど、こども

発達センターの事業説明のお時間もいただいておりますので、そこでまたいろいろとお話をさせてい

ただこうかと思います。よろしくお願いします。

岡本委員：皆さんこんにちは。保育幼稚園課の岡本と申します。私は公立の保育園と幼稚園を担当しており

ます。子どもさんの数は公立だけで約 4000 人以上のお子さんが通っておりますので、子どもたちが

安全で楽しい生活を送れるようにということで、今日参加していただいている園長先生方と仕事をし

ています。このような機会に、支援を必要なお子さんのことについてもいろいろな形で情報を共有し

ながら、今後の園生活に役立てればと思っています。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。この会議の担当課をしております、本日は皆さんお忙しい中お集まり

いただきありがとうございます。昨年の４月に障がい児の支援の根拠法が児童福祉法に改正になり、

そのときに厚生労働省と文部科学省から、教育と福祉がより連携して一層施策を推進していきなさい

と通知が出たところです。ちょうどこの４月にこの協議会の部会のメンバーの改正がありましたので、

今までの教育関係機関に加えて、福祉の支援者の幅も広げたいということで、今回初めての方にも委

員をお誘いしたところです。お忙しいかと思いますが、皆さん浦安の福祉政策の推進のために、ご協

力をお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

事務局：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。よろしくお願いしま

す。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、ただいまより平成 25 年度浦安市自立支援協議会第１回こ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５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。

まずはじめに議題の１「平成 25 年度こども部会について」事務局からご説明をお願いいたします。

事務局：自立支援協議会の事務局を担っております障がい事業課の宇田川と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。まず冒頭に「自立支援協議会とは」の説明をさせていただきます。ご覧いただく資料

は議題１資料１「自立支援協議会設置要綱」と、議題１資料２「浦安市自立支援協議会及び部会の組

織と運用について」という資料を使って説明をさせていただきたいと思います。

この自立支援協議会は、先ほど課長からも話がありましたように、ちょっとリニューアルした形で

のスタートになります。今日ご参加いただいている方の中にも初めての方が多々いらっしゃると思い

ますので、まず冒頭に説明させていただきたいと思います。

平成 18 年の４月に障害者自立支援法が施行されております。皆様よくご存知の介護保険法の障が

い者版というようなイメージを持っていただければと思います。この障害者自立支援法自体は、平成

18 年の４月スタートで、この中に市町村が行う地域生活支援事業がございます。

この地域生活支援事業の中に、さまざまな事業があるのですが、その中の一つとして相談支援事業

がございます。この中で初めて地域自立支援協議会という用語が出てまいりました。

地域の関係機関や関係者の方が集まって情報を共有し、課題解決に向けた協議を行っていこうとい

う協議会の指針が出てまいりまして、本市の自立支援協議会は、その１年後の平成 19 年４月１日ス

タートという形で設置しております。

平成 19 年４月の発足当時は、全体会、課題等のとりまとめを行う幹事会、そして現在の部会にあ

たる、プロジェクト会を４つ置いておりました。障がい者の理解の推進、啓発・広報の関連を協議す
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る啓発広報プロジェクト会。福祉的なサービスを提供している事業所支援を行うといった観点からの

事業者支援・制度プロジェクト会。就労の支援関連の協議を行っていくための就労支援プロジェクト

会。そして本日行うこども部会の前身であります特別支援教育プロジェクト会。この４つのプロジェ

クト会を置いてスタートという形を取りました。

25 年度に障害者自立支援法から、障害者総合支援法への法改正があった経緯もございまして、新

たにこの 25 年の４月１日から、リニューアルした形での、自立支援協議会を発足させたところです。

先ほど申し上げました４つのプロジェクト会は、それぞれ制度改正等の内容に関連してリニューア

ルさせていただいたところです。５つの部会のうち、こども部会の前身が特別支援教育プロジェクト

会です。

平成 24 年４月に障害者自立支援法の一部改正がございまして、障がい児の支援が強化されたとこ

ろでございます。障害者自立支援法における児童デイサービスが、児童福祉法にもとづく児童発達支

援と放課後等デイサービスとして、新しいサービス体系が創設されました。この児童福祉法を基本と

して、身近な地域での支援を充実させることが示されたわけでございます。また、児童福祉法の対象

とされる、生まれてから 18 歳になるまでのそれぞれのライフステージに合わせた必要な支援とスム

ーズな連携を図るために、この自立支援協議会にこども部会を設置したという経緯がございます。

この平成 25 年４月から新しくスタートさせた自立支援協議会の設置要綱について、若干触れてい

きたいと思います。

ご覧いただく資料は議題１資料１「自立支援協議会設置要綱」をご覧ください。第１条では設置と

いうことで定めております。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、略して

障害者総合支援法は平成 25 年４月１日から施行という形を取っております。障害者自立支援法が障

害者総合支援法に変わったということになります。ここではまず第一に地域における障がい者等への

支援体制に関する課題について情報を共有し、そして、関係機関の連携の緊密化を図る。それで、そ

の地域課題の協議を行う。そういった場としての自立支援協議会という形の設置になっております。

第２条で協議事項が定めてあります。この協議会自体は、親会みたいな形の位置づけですけれども、

関係機関等によるネットワークの構築。それから個別事例への支援のあり方に関すること。それから、

地域の障がい者等の支援体制にかかる課題整理。社会支援の開発、改善等に関すること。それから、

先ほど自己紹介等でありましたけれども、この４月から同様に相談支援事業ということで基幹相談支

援センターを設置したということがありますが、この基幹相談支援センターの事業についての検証評

価等々です。こういうものをこの自立支援協議会で協議を行っていこうということでございます。

協議会自体の委員の定数は 20 人以内としております。相談支援事業者をはじめ、障害福祉サービ

ス事業者、保健医療関係者、教育雇用関係者などです。あとはまた障がい者団体、当事者であるとか、

そういった方を中心として、メンバー構成をしております。

この自立支援協議会自体は、第４条になりますけれども、会長というのは委員の互選により定めて

おります。また副会長につきましては、会長が、指名するという形をとっております。

第５条で委員の任期は２年としております。第６条で部会を定めております。一つには権利擁護部

会。そして、本日のこども部会。それから、相談支援部会。そして地域生活支援部会。それから、障

がいを持つ当事者の方に集まっていただいてる本人部会。この５つの部会を設置いたしております。

部会自体は市長の指名する方をもって構成しております。

第８条で会議の公開について定めていますが、これについてはまた、運用のところで再度説明させ

ていただきたいと思います。

設置要綱の説明は以上としまして、次に浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用についてとい
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うことで、議題１資料２をご覧ください。

まず１番目に組織を書いてあります。自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属して、部会の

リーダー、サブリーダーを務めるということにしております。これは協議会とそれぞれの部会との連

携を密にするために、こういった形をとらせていただいております。

要綱のところでも少し説明させていただきましたけれども、自立支援協議会がありまして、その下

に各部会、権利擁護部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会、そして本人部会、この５

つの部会を設置しているところです。各部会の名称、目的、主な課題について記してありますが、こ

ども部会につきましては、「生まれてから 18 歳になるまでの子どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係機関のスムーズな連携を図る」ということを目的にしていますが、

生まれてから 18 歳ということで、児童福祉法の範囲を基本としております。

ただ、18 歳以上になったときはどうするのか、というようなこともあるかと思うんですけれども、

18 歳で途切れてしまうということではなくて、その後も、たとえば地域での生活上いろいろな福祉

的なサービス、あるいは就労支援、そういったものも絡んでまいりますので、そういったことについ

ても他の部会、地域生活支援部会等で取り扱っていくことも想定して作った部会でございます。

これらの目的や主な課題等は、昨年に自立支援協議会の委員の皆様からいろいろご意見をいただい

て、それぞれの目的と課題を整理してきたところです。

続いて２番目の合同部会、これはちょっと初めて出てくる言葉ですけれども、こちらのほうは、年

に２回予定していますが、５つの部会とは別に、たとえば各部会はこういったことをやってますよ、

こういった協議をしてますよ、という各部会の報告であるとか、あるいはこの 25 年４月に設置した

基幹相談支援センターの活動報告、こういったものも広く知ってもらうためにこの合同部会というの

を設置したところでございます。

これ自体は合同部会ですので、各部会に入っているメンバーにお集まりいただいて、活動報告等を

事務局のほうからさせていただくという会でございます。

続いて３番目の開催回数についてです。本部会は、年４回程度を予定しております。

続いて報酬等につきまして、部会につきましては、１回あたり報償ということで 5000 円をお支払

いさせていただくようになります。ただし、指定管理者、市からの委託事業者、社会福祉法人等に所

属する委員につきましては、報酬等はございません。

また、先ほど説明させていただいた合同部会、あるいはこういった部会で任意に開催する作業部会、

いわゆるワーキンググループみたいなものが時には出てきますが、それについて報酬はございません。

それから、会議と議事録の公開ということで、先ほどの設置要綱にも定めてありますが、協議会、

自立支援協議会と、部会の会議の議事録は、原則公開としております。議事録には委員の氏名も掲載

させていただきます。ただし、個人情報等に関する事項を審議するときは、会議の全部、または、一

部を公開しないということにしております。

なお、本人部会につきましては、委員自身の障がい、あるいは、いろいろな経験についての意見が

中心となるために、非公開という形で扱わさせていただいております。

また、重複しますけれども、この自立支援協議会の事務局につきましては、浦安市役所健康福祉部

障がい事業課、そして、基幹相談支援センターが担っております。

続いて７番目、こども部会の平成 25 年度の議題としましては、昨年度から委員の皆様にいろいろ

議論いただき、ご意見いただいてきたところですが、平成 25 年度の議題として整理させていただい

ております。

まず大きく分けて、教育と福祉の連携に関する事項、そして、相談体制の充実に関する事項という
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ことで、本年度は、中心になるのが、教育と福祉の連携ということで、たとえば教育研究センターを

中心とした支援体制のあり方など、特別支援教育が抱える問題の改善策の協議、あるいは、後ほど説

明あるかと思いますけれども、サポートファイルを活用した教育と福祉の連携、それから、保育園、

幼稚園、学校における指導計画、支援計画の作成状況の検証等、これらを中心議題として協議をして

いきたいというふうに考えております。

また、日程のほうですけれども、本日は、次第にありますように５つの議題。それから、次回につ

きましては、９月を予定しておりますが、こちらに書いたサービス等利用計画について、あるいは、

制度の一つですけれども、保育所等訪問支援の実施状況の報告、あるいは、保育園、幼稚園における

指導計画、支援計画の作成状況の検証ということで予定しております。

また、８番目のスケジュールですけれども、先ほど年４回という説明させていただきましたけれど

も、６月、９月、12 月、３月を今年度につきましては予定しております。雑ぱくですけれども以上

です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。説明ありがとうございました。ただいまの説明に対し、皆さんからご意見やご質問等ご

ざいますでしょうか。はい。上田さん。

加藤委員代理上田氏：

千葉発達障害児・者親の会コスモの上田と申します。私、こども部会は初めてですけど、何年かこ

こに出させていただいて、この冒頭の説明、宇田川さん、長いなって、それが一点。なぜなら皆さん

書類を見てきているはずなので、重点的なところを２、３分でいいんじゃないですかっていうご提案

が一点。

それから、もう一つが、なかなか総括的にかみ合わない。報告を受けてちょっと突っ込んだ質問を

する時間がなかなかないような運営にどうもなりやすいように私は感じていて、もう少し具体的で、

みんなが意見できるようなテーマを絞り込んでほしいです。たとえばこの部会の目的は幼児期から青

年になるまでの、ライフステージごとの支援について話し合う場であるらしいので、そうであれば、

就学前、乳児期、幼稚園や保育園期、小学校の低学年、高学年、中学、高校、そのあとの大学なり就

労準備みたいなライフステージごとに分けてお話をするとか。もしくは、身体の障がいだとか、知的

な障がいだとか、障がい種別ごとにお話をするとか。何か議論を少しテーマを絞り込むと、皆さんも

う少し浦安市における障がい児の支援が、少しかみ合うとよくなるかなって。

あの、総論だけ聞いてみんなで集まる場でないと思うので、とってももったいないと思う。たった

２時間かそこらしかないのに。議論をしたほうがいいんじゃないのかなっていうふうに思いました。

提案でございます。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ご意見ありがとうございます。

橋野委員：それでは、今ご提案ありましたので、本題のほうに入っていきたいと思いますが、本日は１回目

ということで、初めての委員の方もいらっしゃいますので、少し時間をかけて説明していただこうと。

あと、１年間４回にわたって協議をしていきますので、今回については少し説明が多くなるようなこ

とで、進行のほうは１年度間計画しておりますので、今回の説明についてはご理解いただければと思

います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ほかに、皆さんのほうからございますか。はい。神谷さん。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。私もちょっと上田さんの意見に賛成する部分ありましたし、私はずっと

前身の部会のときから出てるんですけれども、いつもやり残した感があるまま終わってたという印象

なんですね。

この主な課題のところに、一番上に教育研究センターを中心としたって書いてあるんで、おっ、今
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年はと思ったんですけど、議題の日程のところを見ると、やっぱり保育園、幼稚園止まりかなってい

う印象なんですね。

うちの子はもう中学校、義務教育終わってる人たちですけれども、私は育ててきた中で、一番サポ

ートというか弱いなと思ったのは中学校だったんです。幼稚園、小学校に関しては、まずまずよかっ

たと思うのです。なので最初にこの教育研究センターって書いてあって、児童でも大きい方へいくか

なと思ったら、また小さい子のことばっかりになってるんで、ちょっとがっかりしました。正直、療

育っていうことであれば、子どもの学年が上がると、障がいに対してどうのっていうことだけじゃな

くて、人権とかと関わるような問題もいっぱい出てくるんですね。

こども部会でそこまでやるのは難しいかもしれないですけど、私は一番大事なのは、そこと絡める

ことだと思っているので、この議題のまま確定して進むのであれば、私は、やっぱりまたこの１年間、

２年間やり残した感を持ったまま終わっちゃうのかなっていう、ちょっと危機感を持ったりしている

んで、先ほど上田さんが言ったのを聞いて、あ、そうかと思ったんですけど、世代別に問題点を挙げ

てとか、やっぱりそういうやり方をしてもらうとなると、私もちょっと安心かなって思いました。

あの、やっぱり当事者が少ないですので、この会議は。前回まであの前身は、発達っていう言葉が

ついてたので、やっぱり発達障がいの、っていう感じはしたんですけど、こども部会ってなっている

ので、他の障がいの当事者の方の声も挙がりやすい会議じゃないともったいないのかなというか、違

うのかなっていう気もするし。もう始まっちゃってますけど、ちょっと、このまま２年間やっちゃう

のはもったいなって、改善できるところがあったりとか、変えられる部分があれば、少しずつこの中

で変えてやらないと。本当に私やっぱり年に４回ってとても少ないので、もったいないなっていうふ

うに思っています。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。実は今年は４回ございまして、昨年３回でございました。先程

橋野課長の方からお話がありましたけれども、今年は新たに来られた方もいらっしゃいますので、よ

り丁寧にご説明をするといったことも一つでございますし、今いただいたご意見も、最後に次回の議

題等について、お聞きいたしますので、そのときにまたご意見いただければと思います。ほかにござ

いますか。はい、西田さん。

西田委員：基幹相談支援センターの西田です。今の神谷委員のお話を伺っていて、自立支援協議会 19 年か

ら始まっていて、去年までこのこども部会は、特別支援教育プロジェクトという名前だったんですよ

ね。で、神谷委員も委員だったので、たぶん事務局とか、リーダーさんたちだけがこの議題や課題を

決めたんじゃなくて、その部会の中で課題を決めて、今地域の課題ってこれだよね、だからこの話し

合いをしていきましょう、っていうふうに進めてきたと思っていますし、今後もそうなっていくと思

うんですよ。

なので今日の議題が、なんだかなって思ったらそうなんですけど、そこにはだったらこういうこと

をやってきたはずだから、こういうことをやりたいってみんなが言っていけば、それで変わっていく

ことだと思うので。自立支援協議会の私は一番いいところっていうのは、行政が設置主体になって集

める会議ではなくて、民間が入って、官民両方で民間と協同してやっていくっていう、たたきが出て

きたのが自立支援協議会なんですね。自立支援法の中で。だから、もっと神谷さんみたいな今みたい

な意見とか、この議題をこういうふうにしていきたいとかっていうことは、立場を超えて出していく

ものだと思います。こういうことで 24 年まで、前任者の２年間でまとめてきました。それを 25 年

から引き継いでやってくださいっていう話も一方ではあるわけです。じゃあ、その引き継いだ課題を

どうやっていきますかっていうことを、うまくこの事務局のほうもちゃんと提案していくつもりです

し、少なくとも今日、この議題を出させていただきましたので、是非そこで、これじゃないとか、大



9

人をやってほしいとかっていうことは、一つ意見があってもいいのかなって思いました。

それともう一つ、本当に子どものプロセスを踏んで誰でも大人になるわけですが、大人になってか

ら、振り返ったときに、子どもの時代の一つ一つがどんなに大事だったかっていうことは、やっぱり

あると思うんですね。だから世代間を行ったり来たりしながら、どんな学びやどんな育ちをサポート

したらいいのかなっていうことが、私は話していけたら、こども部会としてはいいんじゃないかなっ

ていうふうに思っています。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。他にいかがでしょうか。はい、竹谷さん。

竹谷委員：今、議題のことが挙がっているので、私もちょっとここでお願いしたいことがあるんですけれど

も。国の研究事業で、江黒リーダーも先ほどお話の中にも出てた言葉なので、インクルーシブ教育シ

ステムの構築の研究事業というのを、浦安市がいくつかモデルで受けられたっていう情報を得たんで

すね。ここがまさに、こども部会って学校のことを行いますし、そこにはいろんな先生方を招いたり

とか、そういったことも行われるようなので。是非この場でその研究事業の内容についても、私も知

りたいですし。議論できる、たとえば一つの題材としてとか、浦安市が特に取り組むんであれば、研

究センターさんを中心にっていうことも聞いたんで、是非その辺をここの議題の中に入れていただき

たいなっていうふうに思いました。あの、詳しいことは、ちょっと私も存じ上げないので、次回に、

たとえば詳しい説明とかいただけると嬉しいなと思いますし、お願いしたいなと思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。最後に皆さんに、次の議題について聞くつもりだったのですが、

いくつか出していただきました。今、インクルーシブの話がありましたが、実はまだ議会が終わって

おりませんので、最終的に予算が確定したというわけではありません。また、教育民生常任委員会で

も、一昨日、今どんな予定なのかといったことをお話をさせていただきました。少しだけお話ししま

すと、国の方から、新たなインクルーシブ教育システムの事業があります。浦安市は補助教員が配置

されたり、いろんな面で環境面でも非常に頑張っているので、ぜひ研究にどうかとお声をいただき、

我々も、これは国へデーターベースとして事例を挙げるだけでなくて、本市にとってもプラスだ、と

いうことで名乗りを上げようと考えた事業でございます。

これについては、各モデルの学校により専門性の高い方を継続的に配置をさせていただきまして、

研究をしていくということになっております。

まだ議会で、最終的な結論が出ておりませんので決定ではございませんが、教育的ニーズの必要な

お子さんにとって、どのような手立て、どのような教育環境が必要なのかについて研究していこうと

いう事業でございます。次回には、もうスタートしてると思いますので、そのときはまた改めて、ど

んな内容なのかご紹介できると思います。ありがとうございました。他によろしいですか。はい、上

田さん。

加藤委員代理上田氏：

はい、後半に時間をいただいてるっていう話だったのですが、今議題がたくさん出たので。千葉発

達障害児・者親の会コスモの上田です。議題ついでに申し上げると、私たち、たぶん神谷さんも同じ

だと思うんですけど、実感とすると、幼児期の支援はかなり整ってきてるなと。小田さんのところも

そうだし、いくつか選べるし。小学校も通級が足りないとか、いろいろありますけど、そんなに大変

でもないというのは、たぶん皆さん使っている方の実感だと思います。神谷さんも中学校が一番きつ

かった。私も、自分の子どもを振り返ると中学校が一番きつかった。なので、中学の支援がたとえば

データで出てくると、たとえば、支援計画をつくっている率だとかいうふうに出てくるけど、実際に

はものすごく厳しいので、時間と出てくるデータとの差をすごく感じる。

それから、高校。それから、高校卒業。今、私の子なんかは、高校卒業しようとしてるんですけど、



10

ここで使える支援が市内にはほとんどないです。ほとんど助けてくれるところがない状況で、一番、

私はトータルで見てきた場合に、今足りないのは本当は中学高校でしょっていう。中学高校、もしく

は高校のあとの大学に行くとか、そういう支援を選択していくところの支援の手が実際にないし、助

言をしてくださる方もおられないしっていうのをすごく思っていて。そこが大事なテーマだって言わ

ないで、誰も言わないから、私が言わないとって。あの、幼児期結構いいし、小学校も、おかげ様で

江黒先生をはじめ、皆さんのおかげでいいと思うんですけど、中学、高校、是非お願いします。はい、

以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。次回の議題として、そういったお声もありましたので、中学、

高校、あるいは義務教育修了後についても考えていきたいと思います。ありがとうございました。他

によろしいですか。

では議題の２番目に進めさせていただきたいと思います。平成 24 年度、昨年度ですね。特別支援

教育プロジェクト会の活動報告について、事務局のほうから報告をよろしくお願いいたします。

事務局：はい。それでは引き続いて、議題２の資料で、昨年の特別支援教育プロジェクト会の活動報告につ

いて、報告させていただきます。

昨年度、24 年度については、全３回開催しております。まず、主要な議題ということで、まなび

サポート。それから、こども発達センターの連携会議について。あるいは、個別の指導計画の作成状

況について。それから保育所等訪問支援。これは制度の内容の共有ですね。それから、サポートファ

イルを活用した教育と福祉の連携についてという議題が、中心となっておりました。

このそれぞれの詳しい内容、活動状況につきましては、ホームページに議事録をアップしておりま

すので、そちらのほうをご覧いただければと思います。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。去年１年間討議したことをお話しいただきました。昨年参加していただいた方は、ああ、

そのことだったんだなっていうふうに、また改めて思っていただけたと思うんですけれども、今回の

こども部会の前身の特別支援教育プロジェクトでは、今のようなご報告の内容を協議させていただい

たということでございます。こちらについては、よろしいでしょうか。議事録等がホームページに載

っておりますので、またご覧いただければと思います。

事務局：申し訳ありません。一つ訂正がございます。

昨年までは、個人情報の関係で、全体会だけ、ホームページにアップしておりました。それで、部

会のほうはアップしてございません。申し訳ございませんでした。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：私のほうも訂正させていただきます。それでは、議題の３番目に入りたいと思います。浦安市

の障がい児等の支援体制について、事務局のよりご報告をお願いいたします。

事務局：事務局を勤めさせていただいております、障がい事業課の白井と申します。よろしくお願いいたし

ます。

お手元の A3 縦の、本日配布した資料をご覧ください。障がい児等の支援体制図ということで、横

軸には年齢、縦軸には都道府県、障害保健福祉圏域、市区町村の各圏域ごとに行っている、主な支援

サービスや施設を例示して掲載しております。今回はそのうち、市区町村の役割である第１次支援機

関の施策、および、一般の子ども施策の施設を中心に説明させていただきます。

まずは、第１次支援機関の一番上の部分。こども発達センターの部分をご覧ください。浦安市には、

市の直営で療育サービスを提供する施設として、こども発達センターがございます。０～18 歳まで

の児童を対象に、療育サービスを提供しています。主には、浦安市独自の事業である、個別相談や巡

回相談等を行う外来部門と、児童福祉法にもとづく児童発達支援を行う通園部門からなっています。

平成 24 年４月１日より、児童福祉法にもとづく障害児通所支援等の障害福祉サービスを利用する
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すべての障がい児に対し、平成 26 年度末までに、原則として、障害児支援利用計画という計画を作

成することになりました。こども発達センターも、指定障害児相談支援事業者として、通園部門の児

童を対象に、障害児支援利用計画の作成を行っています。

なお、こども発達センターの事業については、このあとの議題４で、詳しく説明がございます。

次に、その下、まなびサポートの部分をご覧ください。浦安市独自の特別支援教育推進のための取

り組みとして、教育委員会指導課、教育研究センターにおいて、まなびサポート事業が行われており

ます。主には、市内保育園・幼稚園の年長児を対象にした就学相談と、小中学校に出向いて、児童・

保護者および教員の支援を行う訪問相談がございます。また、特別な支援が必要な児童に対し、成長

を促す教室として、通級指導教室を行っております。

なお、まなびサポートについても、議題５で詳しく説明がございます。

浦安市の障がい児等の支援体制として、その他に、障害福祉サービス等を提供する民間事業者の存

在がございます。先ほども申し上げた通り、平成 24 年４月１日より、児童福祉法にもとづく障害児

通所支援等の障害福祉サービスを利用するすべての障害児に対し、原則として、障害児支援利用計画

を作成することになりました。

わかりやすく説明しますと、サービスを利用するお子さん一人一人のケアプランの作成が必要にな

ったということです。この障害児支援利用計画は、相談支援専門員が作成することとなっております。

この計画を作成することができる相談支援事業者が、市内には５事業者あります。

また、通所利用の障がい児に対して療育サービスを提供する、児童発達支援事業を行う事業者が７

事業者。学校に通学中の障害児の放課後や、長期休暇中の居場所ともなる放課後等デイサービスを提

供できる事業者が、４事業者存在します。これらは全て児童福祉法にもとづくサービスになります。

障がい福祉課で支給決定を受けたあとに、利用者が事業者と直接契約を結び利用できます。その他

に障がい児者の日中の活動の場の確保や、家族の就労や、一時的な休息を促すことを目的とした、日

中一時支援事業を行う事業者が 14 事業者あります。こちらは障害者総合支援法に基づくサービスに

なります。こちらも障がい福祉課での利用決定の後、利用者が事業者と直接契約を結び、利用ができ

ます。市内には、これらの障がい児等に関する支援メニューが複数存在しております。

続いて一般子ども施策の施設の部分をご覧ください。保育カウンセラーについて説明いたします。

保育園、幼稚園では、保育カウンセラーが、保育幼稚園課の事業として、原則月１回現場に派遣され

ております。ただし、こちらの対象は、公設、公営施設のみとなっております。

次に、個別の指導計画について説明いたします。保育園、幼稚園、小中学校を通して、個別の指導

計画が作成されております。個別の指導計画とは、指導を行うためのきめ細かい計画のことで、幼児、

児童、生徒、一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容、方法を盛り込んだ指導計画

で、この個別の指導計画に沿って、日々の授業等が展開されることになっております。

その下の矢印、個別の支援計画、個別の教育支援計画について説明いたします。こちらの計画は、

他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画のことで、一人一人の障がいのある子どもに

ついて、乳幼児期から学校卒業までの一貫した長期的な計画を、保育園、幼稚園、小中学校が中心と

なって作成します。作成にあたっては関係機関との連携が必要で、保護者の意見等を聞くことが求め

られます。個別の支援計画は、入学前の生活においては福祉や医療が、そして卒業後の生活において

は福祉や労働が主な担い手となりますが、学齢期においては学校が主な担い手となります。

そして、最後に第一次支援機関と、一般子ども施策の施設をつなぐ矢印の部分にあります、保育所

等訪問支援事業をご覧ください。保育所等訪問支援事業は、障害児通所支援の一つとして平成 24 年

４月に創設されました。障がい児施設で指導経験のある児童指導、児童指導員や保育士が、保育所な
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どを定期的に訪問し、障がい児や保育所などのスタッフに対し、障がい児が集団生活に適応するため

の専門的な支援を行います。こちらの児童福祉法にもとづくサービスで障がい福祉課での支給決定を

受けたあと、事業所と直接契約を結び利用ができます。この矢印が表すよう、第一次支援機関の福祉

サービス提供事業者と、保育園、幼稚園、学校をつなぐサービスとなります。保育所等訪問支援事業

を行える事業者は、市内に２事業者あります。

この体制図からもわかる通り、浦安市の障がい児等の支援メニューは複数存在しており、根拠法も

それぞれであり複雑となっている現状もあります。また障がい児支援の強化が国の方針として打ち出

され、法改正が行われた現在、教育と福祉の連携もより一層必要となることから、今回委員の皆様に

は浦安市の障がい児等の支援体制の現状をご報告させていただきました。以上で事務局の説明を終わ

ります。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。それでは皆さんのほうから、ご質問等ございますでしょうか。

上田さん、どうぞ。

加藤委員代理上田氏：

すみません。千葉発達障害児・者親の会コスモの上田と申します。こんにちは。たぶん江黒先生に

は個人的に説明、質問したかと思うんですけど。私たちがいつも疑問に思っているのは、大雑把にこ

ういうふうに言われると、なんか整っているように見えて誰も意見を言えないと思うんですけど。現

場で実際にサービスを使っている者から言うと、たとえば事例で出てきたのが、普通級にいるハンデ

ィキャップの子で、補助教員がついていて、通級を使いたかったけれども、通級っていうのは SST

を個別にやってくれるところなんですけど。二重にすると駄目だよって言われたので、使わないでい

たけれども、最後になって、「ああ、通級使えばよかったですね」って言われて、「使えないんですよ

ね」って言ったら、「いや、使えますよ」。と。

もしくはたとえば通級に、ずっとお母さんが小学校１年生のときからこの子には通級が必要ですっ

て言ってたんだけど、担任の先生と校長先生なのか、コーディネーターの先生だか、「様子を見まし

ょう」って言われて。たぶん２年かかったと思うんですけど、入れるまで２年がかかった。空きがな

いならわかるけど、この様子を見ましょうっていうのはなんだ、と。親のニーズがあるのに。

何が言いたいかって言うと、個別に現場の方なりが、その正しい案内ができるのか。もしくは、何

が選択できて何が選択できないのかっていう部分が、誰に聞けば本当に正しいことがわかるのか、と。

通級が使えないって言われた人って、私も自分の子どもの昔のことを考えると、私も言われたんです。

だから、どこかで、誰かに、たとえば関係ない人に言われるんじゃなくて。それは、たぶん教育委員

会のどなたかに聞いて、そういうふうに思ったので、正しい情報の説明を誰ができるのか。できてな

いっていうのがたぶん実感で、そのことで非常に使いづらかったり、不満があったり、悲しい思いを

してたりするのがあるので。そこってこういう場で話していても全然出てこないと思うんです。だか

ら、そこを議題にしてほしいなって思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。上田さんと、前お話ししたときに、そのようなお話もありま

した。そこで今日、まなびサポートのお話の中にそれちょっと盛り込んでおきましたので、またそこ

でちょっとご説明させていただきます。

他にいかがですか。よろしいでしょうか。それでは、次の議題のほうに入りたいと思います。次は

４番目の、こども発達センターの事業について。上林委員よりご報告お願いいたします。

上林委員：それでは、改めまして、こども発達センター所長の上林です。私のほうからこども発達センター

の事業の概要をご説明させていただきたいと思います。失礼して着席でご説明をさせてもらいます。

今、委員の皆さんから、このこども部会で、どういったことを議論していくのか、というようなお
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話がいろいろ出てまいりました。私、このセンターの概要説明ということで、お手元に資料をお配り

してあるかと思いますけど、まずこれの説明をしたいと思います。２冊用意しました。まず一つは、

「平成 23 年度こども発達センター概要」というもの。それからもう１冊「平成 25 年度こども発達

センター事業計画」というものを２冊用意しております。これに沿って、ご説明をしようというふう

に思っておりました。

この資料がどういうものかということをまずご説明しますけども、こども発達センター概要という

ほうは、こども発達センターがいろいろ取り組んでいるもろもろの事業の実績報告。どんな事業をど

れだけやっているかといったようなものをまとめた、データ集みたいなものが概要です。

もう一方の事業計画のほうは、その一つ一つの事業について、単に数字だけではなくて、その事業

がどういう目的で、どんなことをやってるものなのか、その事業の中身の説明を簡単に説明していく

ものですので、概要と事業計画が基本的に対になっているものというふうにご理解をいただければと

思います。

それで、冒頭申し上げた通り、今日のご説明は、センターの概要、実績報告をベースにご説明をし

ていこうと思ったんですけれども。べたな説明ではあまり意味もないということで、何が議題になる

のか、課題になっていくのかといったようなところに、絞り込んでお話をできればな、というふうに

思います。少しだけお時間をいただきます。

療育を取り巻く環境の変化のあたりからのお話ですけれども、平成 24 年度から皆さんもよくご存

知のとおり、新たな障がい児支援制度がスタートしました。この制度では、どのような障がいを持つ

子どもでも、より身近な地域でその子に必要となる支援の質と量、これを社会の仕組みとしてつくり

あげていくということが示されています。

こうした新たな制度の趣旨を受けまして、こども発達センターでは、平成 26 年度中をめどに、皆

さんもうご存知かと思いますけども、法で定める施設、児童発達センターへの移行を目指して、もろ

もろの検討作業、内部作業を行っているという状況です。

こうして検討作業を行っていく中で、今、発達センターが取り組んでいる現状を踏まえた課題とい

うのもいくつか見えてきています。特に今日はべたな説明ではなく、そこで見えてきた課題というと

ころをお話しさせてもらって、そして、このこども部会の趣旨である、生まれてから 18 歳になるま

での子どもへの支援を協議し、ライフステージに合わせた必要な支援と関係機関のスムーズな連携を

図るという、この部会の目的からして、ここで皆さんに一緒に考えていただき、検討していただけれ

ばと思うようなところをお話ししたいと思います。いかがしょうか。

具体的に、その現状を踏まえて見えてきている課題というところ具体的に申し上げますと、大きな

ところですけれども、まず一つ。制度に基づいた安定的継続的な支援の質と量が保証される地域社会

の仕組みづくり、これが制度の狙いでもありますし、児童発達支援センターが担わなければいけない

大きな役割というふうに思っています。そういった公共のセンターの一つの役割。

それから、給付制度でもって、民間の療育サービス事業所。先ほどの事務局からの説明でもありま

したけれども、民間の療育事業所もたくさん出てきている。これは、もう当然のことですね。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。そういう体制をつくっていく。これを目指している

わけですので、発達センターは、児童発達支援センターになれば、そこをしっかりコーディネートし

ていく、しっかり先を見込んでいく、それが大きな役割と思っています。

その一方で、公共療育である以上は、我々の最も大きな役目の一つは、やはり究極のセーフティー

ネットとしての機能を果たすということが、これがまたとても大きな使命というふうに思っています。
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この２つの課題というのは、２つの取り組みというのは、決してトレードオフの関係とかいうよう

なことではないんですけれども、必ずしも両方がきれいに成り立つということが、簡単ではないとい

うのが、今見えている状況があります。

その内容としては、この概要をべたでご説明をすることはやめましたけれども、５ページのところ

です。こども発達センターの利用登録者数内訳があります。これは発達センターの利用者がどれぐら

いいるかというところなのですけれども、807 人というのが、平成 23 年度末の利用登録者数になっ

ています。こども発達センターの今の規模からすると、この 807 人の利用者の方への対応というの

が、かなり正直言っていっぱいいっぱいになってきている。

特に問題だと思っているのは、個別の療育です。皆さんもご存知かと思いますけれども、心理、言

語、理学、作業という、それぞれの専門スタッフが、お子さんお一人に対して、１時間の個別の枠、

これで療育支援を行うというサービスをやっています。実はこの 807 人の方は、全員個別の担当者

が付きます。これがベースにありますという状況なんですけれども、この方たちは、必ずしも制度に

のった支援を必要とする人かといわれると、そうとは言い切れないのですね。

つまり、障がい福祉課へ行って、給付決定をしてもらって、障がい児であることを認めて、そして、

サービスを受けるということが、必ずしもその人たちに本当に必要か、あるいは、最初からそういう

関わり方ができるかっていうようなことになると、これは非常に難しい問題があります。ですので、

こども発達センターとしては、今やっているその給付サービスではない、市の単独事業としてやって

いる個別支援をしっかりやっていかなければいけない。だけれども、一方で、大きな制度の流れとし

ては、誰にも安定的に継続的な支援が保証される社会をつくるんだっていうことからすれば、いつま

でもこども発達センターが、市の持ち出しとして、いつ終わってしまうかわからない個別のサービス

を続けていくっていうことが、果たしていいのかどうかというようなところで、悩ましい問題だなと

いうふうに思うところがあります。

それともう一つは、その 807 人へのお子さんたちへの個別の支援というところで、もう今本当に

いっぱいいっぱいになってきています。だけれども、制度がやはり目指しているのは、何も公共がす

べてを担ってやっていけなんていうことは、一言も言っていない。むしろそうではなくて、官民が力

を合わせてそれぞれ役割分担を明確にしながら支援をしていく体制をつくるという意味からすれば、

できることならば、民間で個別の対応をしっかりしていただく。そういうような受け皿をつくってい

うことが、これは喫緊の課題になってきているかなというふうに思ってます。

特にまた、あの、一つあらわれているのは、土曜利用というのがとても伸びています。これはもう

正直言ってパンクしてきています。これもやはり、個別なんですね。個別について今私たちは、第２、

第４土曜日の対応をしておりますけれども、なかなか今の体制ではもういっぱいいっぱいになってい

る。だからといってそこの部分の枠を無尽蔵に拡大していくというようなことが、果たして本当に今

の制度の中で我々がとるべき対応なのかというところがとても悩ましいんですね。

なので、この辺のところは、ぜひこの部会なり、あるいは協議会全体の中で検討をし、浦安市の支

援体制はどうするのかなんていうことを考えていただければとてもありがたいなというふうに思っ

ています。もうこれで十分長くなりましたのでこんなところで説明終わります。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。今の上林所長の説明について、ご質問やご意見等ございます

でしょうか。はい、上田さんどうぞ。

加藤委員代理上田氏：

千葉発達障害児・者親の会コスモの上田と申します。上林さんのお話はとてもわかりやすかったで

す。ありがとうございます。あの、問題点がみんなわかったと思うんですけど、一応もと使っていた



15

人として言わせてもらうと、個別結構よかったな。特に人によって違うかもしれないんですけど、こ

れ本当に、会の意見というよりも個人的な意見ですけど、心理職よりも、実は小さい頃は、PT とか

ST とか。うちの子は感覚統合が必要だったので、本当に子どもの感覚統合をやれる療法士さんって

非常に数が少ないので、たまたまそのときにおられた２年、１年半ぐらいかな、その間はとっても助

かりました。

それがじゃあ民間にあるかというと、それは、小田さんとか、今子どもの支援をしていらっしゃる

事業者の方に聞きたいんですけど、その当時はなかったので、あとは、千葉に行くか国立のほうに行

くかということぐらいだったので、とてもありがたかったっていうのが一つ。でも、トータルで私は、

今度は育ち上がった会を代表する委員として思うと、上林さんの言う、その個別をいつまで見るべき

か、その公的な支援で見るべきかっていうのは、つまり、民間の、子どもが使えるものが増えてくれ

ば、たぶん退いていくべきなのかなっていうふうには、すごく納得しました。あとは、そのプロセス

を決めていくというか、事故がないように、移管していくっていうのが必要なんだろうなというふう

に思います。とてもいい説明で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す。他にいかがですか。よろしいでしょうか。

それでは、次の議題に入りたいと思います。続きまして、議題の５のまなびサポートについて教育

研究センターよりご説明を申し上げたいと思います。

山本氏：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。

先ほどからお話出てますけど、資料を事前にもうお配りしてありますので、ポイントを絞ってお話

をしていきたいと思います。若干、皆様の資料と、画面が違うところもありますので、画面を見なが

らお聞きください。

一番最初ですが、浦安市では、平成 18 年度から特別支援教育を充実させるために、特別支援教育

推進事業として、まなびサポートの事業の取り組みをしております。もうまなびサポートというと知

名度も本当に上がってきてると思われます。

まなびサポート事業は、特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環

境を整え、より豊かな学校生活を実現できるよう、子どもと保護者と学校現場を支援することが、目

的となっております。

事業内容ですが、大きく言うと、一番メインになるのは相談業務です。相談業務だけではなく、小

中学生、幼稚園、保育園の年長児を対象にしておりますので、現場の先生たちに力をつけていただか

なくてはならず、研修会を設けることと、広報啓発して、様々な特別支援の情報を皆さんに伝えてい

くことがあります。

さらに、発達センターや、県立特別支援学校のコーディネーター等、様々な機関と連携していくこ

と、そして、学習環境ということで、各学校に配置している支援員ですとか、補助教員を上手に活用

していただくことや、学習支援室の整備等、子どもと保護者と学校現場を支援していくことに取り組

んでいます。まなびサポートの体制ですが、今まで医師が３名入っていたところが、医師が２名にな

りました。そのかわりに、相談の経験があり、学校のことにも対応でき、まなびサポート事業を外か

ら見ていただけるような方として、スーパーバイザーを組織の中に加えました。

今年は、星槎大学の阿部利彦先生にスーパーバイザーとして加わっていただいております。そして、

小学校、中学校、保育園、幼稚園を、職員で分担して担当していくようになっております。

相談業務は２種類あります。就学相談についてです。就学に向けて子どもの発達等に不安があり、

就学先について悩んでいる保護者の相談を私たちは受け付けています。ここでは、就学前から継続し

た相談をしています。就学後、小学校や、中学校に入ったあとも、継続して学校を訪問しながら、子
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どもたちをよく見て、現場の支援をしたり、保護者の方と相談を続けているところが現状です。

就学相談業務ですが、就学説明相談会を年に２回開いております。相談を受けたあとは、子どもの

教育的ニーズの把握をしなくてはならないので、しっかり園・学校を訪問しますし、必要に応じては、

発達検査等も行い状況を把握するということに努めております。

そのあとに、医師やスーパーバイザーにも相談をしますし、必要に応じて保護者の方に学校案内を

するということも行っております。そして、就学先への情報提供や受け入れの準備の支援をします。

繰り返しますけど、就学前、就学後の支援です。

引継ぎ等では、指導計画や教育支援計画の作成をしながら、うまく引き継げるようにしています。

就学先の流れにつきましては、資料にありますので飛ばしていきます。

もう一つは訪問相談というものがあります。これは、学校や保護者の皆さんから、子どもの言動で

すとか学習の遅れなど学校生活で困っていることについて相談を受けるものです。

先ほど、通級のお話が出てきたと思いますが、浦安市には、小学校に通級指導教室があります。言

葉の困り感のあるお子様を対象に、言葉に関する通級指導教室が、浦安小学校と美浜北小学校に、情

緒や LD 等の通級指導教室が、東小にあります。

先ほどのご質問に答えられるかと思いますが、先ほど補助教員がついていると通級に通うのは駄目

だという話があったと思いますが、そんなことは全くありません。基本的に補助教員というのは、担

任の補助として配置するということで、お子様に直接配置しているものではありません。例えば、補

助教員が、近くにいて子どもたちの支援をしてたとしても、必要であればもちろん通級には当然行く

ことができます。

このことについては、今のまなびサポートに問い合わせてくだされば、すぐ判断できます。

先ほど、１年生のとき、通級指導教室が、いっぱいだったら分かりますがという話が出たんですけ

ども、通級の場合は、まず、保護者の方の希望と、子どもたちの様子、担任の見立て、まなびの見立

て、医師との相談、これが全部そろって、「じゃあ、このお子さんの手立ての一つとして、通級に行

ったほうがよいのではないか」というように、決まっていくのが今の流れです。

たとえば、１年生の最初ですと、学校を抜けて通級に通うというのは、お子さんにとって、まだ学

校生活に慣れないまますぐ行くというのは、どうなんだろうかということも考えられます。学校生活

に慣れることを、第一優先にしたらどうかという場合もあります。そのあたりは個別の指導計画で、

今、この子に一番大事なものは何かということを判断しながら進めていくというのが、今の現状にな

っています。

戻りますが、訪問相談というのは、学校に私たちが行って、子どもたちを見たりするという形をと

っています。

あと先ほどお話した研修会ですが、先生方を育てていくということが、特別支援教育の充実には欠

かせないことになっております。学級担任や補助教員、支援員というのは、子どもに直接関わる職種

なので、研修会を多くしています。今年度から、コーディネーター研修会には、コーディネーターで

はない教員も、希望で参加できるようにして、間口を広げています。

また、２、３年目研修という、必ず通る道があります。若年層の教員には、特別支援教育の視点を

早いうちに必ず持ってもらいたいために、２、３年目の教員の研修に特別支援教育の研修会をして、

教育実践講座という、希望で受けられる研修にも入れてあります。

また、資料には入れていないんですけれども、浦安市には、少人数推進教員という教員もいます。

少人数推進教員の研修会にもやはり特別支援教育の視点を持って、少人数教育にあたってもらいたい

ので、特別支援教育の研修を入れております。
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また、これだけではなく、担当の指導主事と専門職等で、全学校を回って特別支援教育の研修を行

うまなびサポート研修というものがあります。様々なところから、教員を育てるという視点をもって

やっております。

先ほど話が出ました個別の指導計画は、小中学校の特別支援学級において、全員つくられていると

いう調査の結果が出ています。

通常の学級につきましては、保護者の皆様が希望したケースは全て作成しています。これは、保育

園、幼稚園、小学校、中学校と、すべてのところで作られています。

あと、作ったあとに見直していくということがとても大事なことになるのですが、小学校では６割、

中学校は９割５分が更新をしているという結果でした。とにかく私たち学びサポートとしては、必要

に応じて作成し、見直しながら、子どものためにうまく活用するように働きかけているといったとこ

ろが現状です。

教育支援計画に関しましては、大きな課題になっています。実際、様式等も各校でばらばらで進ん

でいたので、今回統一していこうという話が出ています。現状では、保育園も幼稚園も小学校も中学

校でも作り出されているところです。

教育と福祉の連携ということが、先ほど出ましたけれども、乳幼児期から成人期までの一貫した支

援ということで、教育支援計画の引き継ぎ、サポートファイルうらやすの活用という話が出ておりま

して、関係諸機関で連携会議を進めてまいりました。

サポートファイルに乗り、継続して、いろいろなものが流れていくとよいという思いを込めて、こ

のようなイラストになっています。

成果に関しましては、お読みになられていると思います。これからの課題は、子どもたち一人一人

の支援のために、教育支援計画の作成や指導計画を活用しながらのよりよい支援をしていくというこ

とです。以上で説明を終わります。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。まなびサポートの概括について、ちょっとお話をさせていただきました。ちょっといく

つか補足をさせていただければ。先ほど教員研修ってありましたけども。今まで、たとえば、こうい

った会場に著名な先生をお招きいただいて、お話をいただく。そうすると関心のある先生方が毎年来

てくださるんですよ。

しかし、レベルといいますかね、お話の内容的には、一般向けの話っていうのが多くございました

ので、もっと勉強したい人のために、より専門性のある講師を招くとかいうふうに、選べるような、

そういった研修を今年から取り入れております。

また先ほど、竹谷さんのほうから、「インクルーシブ教育」という言葉も出てきましたけれども。

これから目指すその教育の中に、画一的に就学指導委員会で、「お宅のお子さん、検査の結果がこう

ですから、こちらですよ」っていうふうなありようではなくて。早期に保護者の方に、より正しい情

報を「こういったサービスがありますよ」ということもきちんと伝ていかなければいけないというこ

とも打ち出されておりますので、まなびとしても、それに先駆けて、早期からのお話をさせていただ

いているとこなんですが。

先ほどの上田さんのほうからお話あった、ちょっとご案内のほうが齟齬があったっていうのは大変

申し訳ないなと思ってまして。我々としても、なるべく早期に保護者の方とお話をしながら、これか

ら先、どうしますかということを、寄り添いながら進めていきたいなと考えております。

さあ、今の内容についていかがですか。ご質問等はございますか。はい。上田さん、どうぞ。

加藤委員代理上田氏：

すみません。たびたび。千葉発達障害児・者の会コスモの上田でございます。まずは、ありがとう
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ございます。総論は、本当にありがとうございますなんです。まなびへの感謝って、なかなか言う場

面がないんですけど。まなびに感謝していない人はいなくて。上林さんのこども発達センターにも。

「ありがとうございます」っていうのが、本当に総論なんですけど。そして、ちょっと足りないかな

って思うところを言わせてもらうと、たとえばその、実際に私たちは神谷さんみたいに親の会に入っ

ている人は、そんなことはないかもしれないんだけども。

ハンディキャップのあるか、ないかなぐらいの子を育てていて、個別の支援計画とか、指導計画を

つくってもらえるということを知らない人もまだたくさんおられるし、それから、この間も申し上げ

たんですけど、まなびが、実は、といっても自分の子どもの小学校なり、幼稚園なりに、様子を見に

来てくれているらしいのだけれども、それを全然知らないお母さんってたくさんおられて。見に来て

くれてる気配を感じないわけですから、そうなるわけで。その辺の不満も聞いたりします。うまくも

う少し工夫するといいのかな、情報共有、家庭への情報発信みたいなのがすごく大事だなと思って。

ついでに、提案させていただくと、教員の方への講演はすごくいいと思うんですけど。そこに、た

とえば習志野市のように、「保護者も希望すれば入れるよ」とかいうふうに、交流っていうほどじゃ

なくても、情報が自然に流れてくる仕組みになっていると、ああ、今年度はこれをやったとたとえば

行かなかった人が、今年度はこれをやっていた、去年はこれをやってた、じゃあ、今年のテーマはこ

れなんだなということが、情報がたくさん入ると不安は多分減ると思うので、情報発信、家庭への情

報発信という発想を持っていただけると、よりありがたいなと。今も十分ありがたいんですけど。以

上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。あの、６月と９月に、就学相談スタートする保護者には、希望

で、発達センターと、研究センターで会場を設けまして、相談会とか、ご説明会をさせていただいて

いるんですが。そこにお越しになれない方にも、広報できるように工夫していきたいと思います。貴

重な意見をありがとうございます。

他にいかがですか。はい、竹谷さん、どうぞ。

竹谷委員：浦安市障がい者等一時ケアセンターの竹谷です。何かすっきりと、現状のお母さんたちの悩みと、

今のまなびサポートさんのあり方というのは、この説明を聞くと、すごくいい具合に聞けるんですけ

ど。先ほど、「早期療育」とか、「早期発見」とかいう言葉が出てきました。あと、「就学指導委員会」

という言葉も出てきました。

本当に、近々、お母さんの中から聞いた言葉の中に、障がいを持って生まれてきた、まだボーダー

で、障がい者手帳を取るか取らないかっていうお母さんも、すごくたくさんいらっしゃる。まなびサ

ポートさんとも関わってるお母さんもたくさんいます。

その中で、あるお母さんが、私が相談に行ったときに、１対３でしたと。まなびさんが３人いて、

自分は１人だった。これ、ずいぶん昔に私たちも経験したりとか、お母さんがまだ漠然と思っている、

子どもに対しての就学先とか、あとは、将来どうなるのかなという不安な気持ちといったところで、

子どもたちの中で育てていきたいな、普通級に行きたいな、という思いを持っている方はたくさんい

らっしゃるんですけれども。なかなかその場でお話がうまくできないという相談もたくさん受けるん

ですね。

その障がいに対して、こういう支援がいいよ、こういうあり方があるよということを聞くと、自分

の大きな先々の育て方といったところと、現実、今といったところで、すごくそのギャップで。なお

かつ、その３人の先生方に囲まれたときに、お母さんがなかなか上手に本当の気持ちが伝えられない

ということが、現状、今でもあるんですね。

そのときに、まなびさんの相談のあり方っていうのは、きっといろいろあるんだと思うんですけれ
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ども。たとえば、相談員が、まなびさんの相談のときにニーズがあれば一緒に行ったりとか、そうい

ったことは可能ですか、単純に。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：あの、どこへ行くのですか。

竹谷委員：たとえば、まなびサポートにお話に行くときに。一緒に来てほしいというニーズがあったときに、

行ったりすることが可能ですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：お友だちとですか。

竹谷委員：相談員。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：相談員の方。

竹谷委員：可能ですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：まなびは、いかがでしょうか。

山本氏：事前に連絡をくだされば、できると思います。

竹谷委員：そうですか、はい。

山本氏：いきなりだとこちらもびっくりしてしまいます。

竹谷委員：やっぱりすごく微妙な時期なんですね。大きなことだと思うんですよ、関わるときっていうのは。

そういう微妙な気持ちがうまく話せるお母さんもいれば、そうじゃない人もいたりで。そこの気持ち

一本持つまでがすごく大事なところなといったところもあって。そういう部分を少し、まなびサポー

トでも汲んではくださっていると思うんですけど。

わかりました。ついていけるということであれば、それは一つの方法論として了解します。はい。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。心にも寄り添うように、ということでご意見をいただきました。

ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。いいですか。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：上田さん。はい、どうぞ。

加藤委員代理上田氏：

すみません、たびたび。千葉発達障害児・者親の会コスモの上田でございます。竹谷さんのお話を

聞いて、自分のときの気持ちも思い出しながら聞いていたんですけど。

就学指導委員会、今はないのかな。就学相談に限らず、いろんな場面でずっと、その当時の教育委

員会の先生とか、担任の先生に相談をしていたときに、いつも不安になったのが、ちょっと小学校の

先生って、意外と小学校のことしか知らなくて。

健常の子が、この中学に行くので、昔持ってた子の中学の話はまあ少し持ってるんだけど。高校み

たいなものの実感を持っておられなくて。たぶん中学に行ってもそうで。

実は親がその、たとえば小学校１年生のときに悩むのは、もちろん決めることはできないんだけど。

自分の子と同じぐらいの、過去いた子たちが、18、15 になったときに、どんな課題を持っていて、

どの場所にいて、何に困っていたか。何ができていたか。もしくは、20 歳になったときに、何がで

きて、何が困っていたかっていうようなことの事例がほしい。情報がほしい。だから、データでもい

いし具体的にこういう子がいてね、みたいな話でも。もちろん、うちの子とは違うんだけれども、参

考にはなるんで、そういうのをほしいと言っても。どなたも少なくとも、教員といわれる方にはなか

ったんですよ。それはね、こうやっぱ切れてしまう。そこで一生懸命やって、小学校としてはすごく

いい先生だった、幼稚園としてはいい先生だったりするんだけど、つながってないっていうことの不

安を非常に感じていて。それは、今は違うのかな。どうなのかな、というのをお尋ねしたくて。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：センターはどうでしょうか。

山本氏：先生方の感覚がつながっていないということですよね。昔の話だと思うんですけど。今は、幼小の

接続期をしっかりと見ていきましょうですとか、小中をしっかりつないでいきましょうということを、
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全市を挙げて、やろうとしています。

あともう一つは、つながっても子どもにとっては、幼と小では文化圏が変わります。子どもは旅人

です。違うところへ行くのですから、必要な段差は当然あるでしょうけど、できるだけ段差を減らし

ながら、スムーズに上がれるように、まさにこれから出てくる教育支援計画ですとかで、何年後かを

こういうふうにと描きながら、スムーズにつなげていく。または、引き継ぎもきちんと行っていくと

いうようなことをしながら、段差を埋めていきたいというのが、今の市の考えです。

加藤委員代理上田氏：

ありがとうございます。あの、今の段差のところは、実はすごくよくなったと感じていて。事前に

小学校で受けていた支援は、どんなものであったかとかいうことを中学校の先生はみんな知ってくだ

さっているという話は、本当に聞くので、そこはとても進化しているので、すばらしいところだと思

うので、まずありがとうございましたということと。あの、そうじゃなくて、さっき言ったのが、た

とえば４歳のときに 18 歳の話を聞くといいよね、みたいな。それは先生が能力に限界があるわけで

はなくて、この仕組みのせいかなって、私はずっと思っていたんです。それが一点と。

今、ちょうど南高校と、私立の東京学館浦安中学校の先生が来てくださっているので、是非ここは

言っておきたいんですけど。浦安市の公立の幼稚園もしくは保育園、小学校、中学校。高校までは、

市立なのでつながると思うんですけど。公立の高校であるとか。それから、中学校でも、私立の中学

校であるとかいったときに、ここもつながらないっていうのが、すごく悩みを持っていて。そこで何

かつまずいたり、トラブルが起きたりしたときに、助けてもらう手立てがやっぱりこれまでほとんど

ないと思います。現実にはほとんどない。

うちの子が、いじめられて、学校に行けなくなりそうだったときには、その当時のこども療育セン

ターさんになんとか見てもらえないかって言ったけど、やっぱり断られたので。不登校のいちょう学

級さんか何かの方に、少し子どもにお話を聞いてもらうという時間をつくってもらって。それも、も

のすごく強めにリクエストを繰り返しして、ちょっとつくってもらったので、実際に困っている子に

すぐ届くようなものが、やっぱり中学・高校ないかなって思うんです。

何かっていうと、やっぱりネットワークがないっていうのもあるし。そこで一番困っているところ

じゃないかな。今、足りないのは、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。ですから、中学から高校。浦安市にある学校だけじゃないところ

に、皆さん行かれると思うので、それをどうしていけばいいんだというふうに、皆さんの知恵という

か、工夫というか、アイデアがほしいなと、私は思います。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。上田さんからは、先ほども、義務教育修了後のことについても

いただいてますので、是非、次回以降の議題に載せて、皆さんにご意見いただければなと思います。

ありがとうございます。他にいかがですか。よろしいでしょうか。

一つ、上林所長がからあるようです。

上林委員：改めまして、こども発達センター所長の上林です。言い忘れたことが、一つありました。

サポートファイル。これですね。先ほど、まなびサポートの活動の報告の中にも、パワーポイントの

中にもちょっと出てましたけども。このサポートファイル。今、浦安で、このサポートファイルをど

う活用していくか。その辺のどんな検討がされているかということを、ちょっと簡単に、経過をご報

告しておきます。

そもそも、このサポートファイルというのは、当事者の親御さんも、今、おいでいただいておりま

すけれども。当時の発達支援室が、このサポートファイル、各ライフステージで切れ目のない支援が

できるために、それをつないでいくファイルが必要だよねということで、皆さんのご意見を聞いてつ
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くったものであります。

今まで、このファイルについては、こども発達センターの利用児、あるいは、発達センターと関係

のある、当事者団体の皆さんというようなところで、主にこのファイルの活用がされていた、あるい

はアナウンスがされていたというのは基本的にありました。そうするともう当たり前のことですけれ

ども、とてもクローズドな状態で、これのアナウンスがされていたわけですので、これをなんとか浦

安市全体の支援のツールにしていけないだろうか、子どもたちがライフステージが変わるたびに同じ

ことを言わなければいけなかった、そういう状況を改善するためのすべてのライフステージを通じて

切れ目のない支援をするためのツールにできないだろうか、というようなことで教育委員会とまなび

サポートと私のもと、それから障がい事業課とこの辺で集まりまして、この活用について話し合いを

しました。

その結果ですね、それこそ、先ほどまなびのほうから説明があった通り、学校の中で今、一人一人

のお子さんの個別の教育支援計画というものがつくられなければいけないというふうになっていま

すね。その中では、単にその教育支援の話だけではなくて、その子を取り巻くあらゆる機関の支援を

すべてわかった上で、その子のトータルな支援が何が必要なのかっていうものを考えるっていうこと

が学校側にも求められているし、社会全体としても、そうしていこうよという動きになっているわけ

です。

そういう意味では、このサポートファイルが上手に活用されれば、特に学校でつくられる個別の教

育支援計画の最もベーシックな資料になっていくということで、是非オール浦安のツールとして、活

用していこうというようなことを今、検討しています。

ですので、今まで発達センターで扱っていたものは、基本的には発達センターが持っているという

よりは、トータルな浦安市全体の障がい児支援を考える障がい事業課さんとかが運用をしていくのか

なというふうに思っています。これをツールとして使っていくという上で、一番大事なことは、これ

があっても、魂が入らないと意味がないですね。魂というのは何かと言えば、幼稚園、保育園等でつ

くられる個別の支援計画、あるいは私たち子ども発達センターがつくる個別の支援計画、あるいは学

校でつくられる個別の指導計画とかですね、そういったもろもろの情報がこの中にきちっと配布され

ていることで初めて、すべてのライフステージをつないでいくための貴重な情報源になりゆくという

ことですので、その辺の取り組みをしっかりとやりつつ、これをツールとして活用していきたいとい

うふうに思っています。以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。サポートファイルについてはよろしいでしょうか。

それでは、本日の議事議題５つすべて滞りなく終了いたしましたが、最後に、前半の神谷さんのほ

うからも議題については、委員からの声にもぜひ耳傾けてほしいということもありましたので、皆様

から今ここで、是非議題にということがありましたら、お声をかけていただければと思います。本日

今まで出た内容では竹谷さんのほうからインクルーシブ教育についてもありましたので、それについ

ては９月にご報告をするということでよろしいでしょうか。また上田さんのほうからは中高のスムー

ズな連携について、考えていきたいといったご提案もございました。また、利用者が混乱しないよう

な、まなびサポートの案内っていうのもご提案をいただいたところです。それについては９月にまと

めてお話をさせていただければと思います。それ以外に皆さんのほうからございますか。はい、神谷

さん、どうぞ。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。課題というか、インクルーシブという言葉も出てたんですけど、浦安は

障がいの重い軽い関係なく、その障がい児学級だとか通常学級か選べるという前提になっていますよ

ね。現状、通級がうちの子は小学校のときからですからかなり前だと思うんですけど、増えていない。
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言葉の教室っていうのはもちろん必要ないとはいいませんけれども、私の知ってる限りではやっぱり、

言葉というか、発達がらみでやっぱり言葉の問題のある子が利用したいっていう子は、うちの子は自

閉症だからかもしれませんけど両方聞いていて、初めはちょっと使えないって言われたけど、いろい

ろ相談にきて使えると言う人の話も聞いていて。でも、それから何年も経つんですけど子どもの教室

も増えてないし、情緒学級っていうんですか、一応一個できたと思ったらそれどまりで。

もっと最悪なのが中学校は、ずっとなくてですね、どうやってみんなの中でっていうんだっていう

ことなんですよね。

それで、あの、結局通常級のほうも入れますよっていったって、補助教員は、私の子どもの小さい

ときはクラスについていますとか、その子一人についているわけじゃないんですって反対に言われて

いた。その子一人についているわけじゃないんですっていわれなかったからその子についているって

いう感覚がとても強かったんですね。今の世代の親御さんの考え方の違いもあるかもしれませんけれ

ども、誰についているのかわからないっていうような状態でクラスの補助教員って感じになっている

っていうのがすごく増えてるんだなっていうのを知って。それはそれでいいんですけど、近い話では

今年の３月に卒業した次男は、中学２年に上がるときに、同じクラスに補助教員が必要な子、一クラ

スに同じクラスにされて、一人の補助教員で２人っていう形になっていたんですね。それは、もう小

学校のときからの対応からすると、なんだこれっていうふうに正直思っていたんです。でも、その四

六時中マンツーでいなきゃいけないほどの子ではない、それにそれも違うと思っていたので、まあ、

それはっていうふうに受け入れてやってきてましたけど、やっぱり正直にもう、今更ですけど卒業し

たあとも心の中に私の中にはわだかまりというかしっくりしないものがやっぱり残っていたんです

ね。

なので、みんなの中で、とか、選べますよ、という言葉だけじゃなくて、現実的に通級とか本当の

人のフォローというのが、確実に安心した状態で受けられるよってことじゃなければ、結局は通常級

の中では学ぶってことは選べないわけで。特に、中学校なんていうのは、大体最初に担任は一日いる

わけじゃなくて、担任も顔合わせる機会が少ないですからっていうのも言葉悪いですけど言い訳のよ

うに、当たり前のように言うっていうのが、最近の先生はあの賢くなったのか言わないですけれども、

そういうことも言いますし、本当に気持ちのある先生が声をかけてくれるっていうふうなのかなって

ちょっと寂しい思いもしてたりしたんです。なので、そういう現実の中で義務教育の間は、やっぱり

みんなも同年齢の子たちと一緒に学ばせたい、同じ環境にいさせたいと思っても、かなり頑張らなき

ゃいけない状態になってすごくきついんですよね。なので、システム的に選べますよとか補助教員も

あるんですよとかいうことだけじゃなくて、本当に安心して使えるような状態になってるということ

がないと、こういうプリントとかなったときにとっても素晴らしいシステムだけが、どこに問題があ

るのということだけで終わってしまうので。

まずはあの、形として見えやすいのは、やっぱり通級が増えないこの現状を、矛盾だと思うんです

けど、どういうふうに考えているのかな。教育委員会だけじゃなくて、市として、どういうふうに思

っているのかなというか。それは、もう自分の子が使ってないから、ちょっと忘れかけていましたけ

ど。今、やっぱり何が一番、ちょっと言っとかないといけないことはと思うと、それでした。

あと、補助教員のことも、一学年で１人しか補助教員はつけられないとか。最初は聞かなかった、

そういう決めごと的な。たとえば、１つのサービスを使ったら、２つは使えない。補助教員をつけて

るから、通級は使えないんだよということは、私のときにも、あたかもその通りのように伝わってま

したし、その時代はもしかしたら本当にそうだったかもしれないですけど。

なので、システムのことだけじゃなくて、ちゃんと本当にインクルーシブ教育。国に手を挙げると
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いうのであれば、「補助教員が、制度があるよ」と言うだけじゃなくて、補助教員つかない、本当の

軽度の方にちゃんと通常級の中でいっぱいいっぱいでも、通級があるよとか。ちゃんとそういうふう

に、もっと整えなきゃいけないこともいっぱいあると思うので。最後に言わさせていただきました。

以上です。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。大きなテーマなので、今後、事務局と相談しながら、その議

題の中で、盛り込んでいければと思います。

一つ、ちょっと誤解をされてはいけないので、確認しておきたいのですが。今回浦安が受けたのは、

国が今進めようとしているインクルーシブ教育システム構築に向けたモデルスクールです。国も今イ

ンクルーシブ教育について手探りの状況があります。適切な支援とは何か、今までも、先生たちはい

ろんな支援をしてきた中で、どれが適切だったのか、どれが合理的な配慮だったのかを見極める事業

に我々は手を挙げているということでございますので、決して浦安がインクルーシブ教育をすぐに始

めるということではありません。そこだけ、誤解をされないようによろしくお願いしたいと思います。

では、いただいたご意見をもとに、また事務局で考えていきたいと思います。ありがとうございま

した。

それでは、次回の部会は９月ということでございます。皆様から、今日、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。また、事務局と、次回の議題についてですね。

加藤委員代理上田氏：

最後に意見。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうぞ。

加藤委員代理上田氏：

割り込んで、すみません。千葉発達障害児・者親の会コスモの上田です。さっき言った後半の部分

に抜けちゃったと思うんですけど。学館の中学校の先生と、公立の南高校の先生に来ていただいてい

るので。さっきも言った話になるんですけど、じゃあ中学でどんな支援とか、もしくはどんな問題点

があるのか。高校で、実際にどんな支援をしてたり、どんな問題点があるのかという話を具体的にお

話をしてもらえると、浦安の公立小学校から上がった先に、たとえばどんなものがあるんだろうとい

う話があると思うので、是非お２人から、お話がほしいなというふうに思いました。検討してくださ

い。よろしくお願いします。

江黒ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ご要望ございましたし、我々としても、今年初めて参加していただいておりますので、

今の現状あるいは課題があれば、そちらについてもご報告いただければと思います。それも事務局の

ほうから、ご連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、次回の部会は、９月ということでございます。詳しい日程につきましては、後日、事務

局のほうから、また改めてご案内をさせていただきたいと思います。

以上で、本日の部会を終了させていただきます。ありがとうございました。



平成 25 年６月 20 日（木）

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１回こども部会

１．開会

自己紹介

２．議題

（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

３．閉会



議題１資料１

浦安市自立支援協議会設置要綱

（設置）

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号）第89条の３第１項の規定に基づき、地域における障がい

者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携の緊

密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場

として、浦安市自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 関係機関等によるネットワーク構築等に関すること。

(2) 個別事例への支援のあり方に関すること。

(3) 地域の障がい者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善に

関すること。

(4) 基幹相談支援センター等の事業についての検証及び評価に関すること。

(5) 相談支援の体制整備に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

（委員の定数及び構成等）

第３条 委員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委

嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係機関

(5) 障がい者団体・当事者

(6) その他市長が必要と認める者



（会長及び副会長）

第４条 協議会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、会務を総理し、会議を招集し、及び会議の議長になる。

４ 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（委員の任期）

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任することができる。

（部会）

第６条 協議会は、第２条に掲げる協議事項を円滑に処理するため、次の部会

を置く。

(1) 権利擁護部会

(2) こども部会

(3) 相談支援部会

(4) 地域生活支援部会

(5) 本人部会

２ 部会は、市長の指名する者をもって構成する。

（意見の徴収）

第７条 協議会及び部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を

聞き、又は説明を求めることができる。

（会議の公開）

第８条 協議会及び部会の会議は原則公開とする。ただし、個人情報等に関す

る事項等を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しないことができる。

（個人情報の保護）

第９条 協議会及び部会の委員及び出席者は、個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律57号）及び浦安市個人情報保護条例（平成15年条例第32号）

の各規定を厳守するほか、協議会で取り扱った個人情報等秘密を漏らしては

ならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。



（庶務）

第１０条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい事業課において処理する。

（補則）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。
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議題１資料２

浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

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

め、５つの部会を置く。

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

る。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての

検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するための

ネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関す

る事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

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。

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

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関する

事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域生活全

般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事

項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

４．報酬等

自立支援協議会 浦安市の非常勤特別職の基準による

１回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会 １回あたり 5,000 円（報償）

ただし、指定管理者・委託事業者・社会福祉法人に所属する委員は報酬等なし

合同部会及び部会で任意に開催する作業部会 報酬等なし

介助者及び意見徴収のために参加する者 報酬等なし

５．会議と議事録の公開

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

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

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

非公開とする。

６．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター
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７．こども部会の平成 25 年度の議題

主な課題 平成 25 年度の議題

教育と福祉の連携に関する事項
教育研究センターを中心とした支援体制のあり方な

ど、特別支援教育が抱える問題の改善策の協議

サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

保育園、幼稚園、学校における指導計画、支援計画の

作成状況の検証

相談体制の充実に関する事項 個別の事例から見えてくる各事業の問題点の検討

日程 議題

第１回

６月 20 日

・平成 25年度こども部会について

・平成 24年度特別支援教育プロジェクト会の活動報告

・浦安市の障がい児等の支援体制について

・こども発達センターの事業について

・まなびサポートについて

第２回

９月

・サービス等利用計画について

・保育所等訪問支援の実施状況の報告

・保育園、幼稚園における指導計画、支援計画の作成状況の検証

第３回

12 月
・浦安市の障がい児等の支援体制について

第４回

３月
・今年度のまとめと来年度の方向

＊個別の事例検討及び事業実績報告・検証・評価は適宜おこなう。

８．平成 25 年度開催スケジュール

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○
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議題２資料

平成 24 年度浦安市地域自立支援協議会特別支援教育プロジェクト会活動報告

１．活動報告

全３回開催しました。個別指導計画作成状況と教職員の研修の状況の報告、また教育と福祉の連

携として「まなびサポート・こども発達センター連携会議」、サポートファイルの活用等について

報告し、意見の交換をおこないました。

開催日 主な議題

第１回

平成 24 年８月 21 日

（１）平成 23 年度の「まなびサポート・こども発達センター連携会議」

について

（２）個別の指導計画作成状況について

（３）保育所等訪問支援の制度について

第２回

平成 24 年 11 月 20 日

（１）教育と福祉の連携について

（２）平成 25年度からの自立支援協議会について

第３回

平成 25 年２月 27 日

（１）平成 24年度まなびサポート事業の実施状況について

（２）平成 24年度「まなびサポート・こども発達センター連携会議」

実施状況について

（３）サポートファイルを活用した教育と福祉の連携について

（４）平成 25年度からの自立支援協議会について



議題３資料
浦安市 障がい児等支援体制図

青年期
年齢 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19～

≪都道府県≫

≪浦安市≫

市単独事業

児童福祉法

・児童福祉法
(・障害者総
合支援法）

児童福祉法

障害者総合
支援法

児童福祉法

・生活の場での
支援

年齢 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19～

※…浦安市内の指定事業者数

18歳未満の手帳所持者の状況（平成25年３月31日時点）

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

106人

263人

19人

【用語の説明】
①サービス等利用計画／障害児支援利用計画…障害福祉サービス等の利用を希望する方の総合的な援助方針やご本人の生活などに関する課題を踏まえ、最も適切なサービ
スの組み合わせなどについて検討し、作成する計画のこと。
●障害福祉サービスを利用する方 → 指定特定相談支援事業者が作成する「サービス等利用計画」
●障害児通所支援を利用する方 → 指定障害児相談支援事業者が作成する「障害児支援利用計画」
※いずれも相談支援事業者が作成する計画案に代えて、セルフプランを提出することも可能。

②児童発達支援事業…児童発達支援には、児童福祉施設として定義された「児童発達支援センター」と、それ以外の「児童発達支援事業」の２類型がある。児童発達支援事業と
は通所利用の障がい児に対する支援を行う身近な療育の場。

③放課後等デイサービス…学校通学中の障がい児が、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相
まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行う。

④日中一時支援事業…障がい者または障がい児の日中の活動の場を確保するとともに、日常的に介護している家族の就労支援や一時的な休息を促すことを目的とした施設のこ
と。

⑤保育所等訪問支援…障がい児施設で指導経験のある児童指導員や保育士が、保育所などを２週間に１回程度訪問し、障がい児や保育所などのスタッフに対し、障がい児が集
団生活に適応するための専門的な支援を行います。

⑥個別の指導計画…指導を行うためのきめ細かい計画。幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。例えば、単元や
学期、学年等ごとに作成され、それに基づいた指導が行われる。

⑦個別の支援計画・個別の教育支援計画…他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画。一人一人の障害のある子どもについて、乳幼児期から学校卒業後までの
一貫した長期的な計画を保育園・幼稚園・学校が中心となって作成。作成に当たっては関係機関との連携が必要。また保護者の参画や意見等を聴くことなどが求められる。

役割
・身近な地域で
早い段階からの
支援

市独自事業

≪障害保健
福祉圏域≫

役割
・専門的支援
・地域支援等

一般子ども
施策の施設

小中学校（通級・特別支援学級）
特別支援学校

高等学校

第２次
支援機関

④サービス事業所（日中一時支援事業等） ※14事業者

第１次
支援機関

まなびサポート

3

小学校 中学校

役割
・高度の専門的
支援
・人材育成等

第３次
支援機関

児童相談所 発達障害者支援センター 等

障害児相談支援 ※５事業者（こども発達センター含む）

③放課後等デイサービス ※４事業者②児童発達支援事業 ※７事業者

保育園

幼稚園

根拠法

市独自事業

⑤保育所等訪問支援事業 ※２事業者

こども発達センター

保健所 障害児等療育支援事業 等
障害児入所施設

特別支援学校（盲ろう養護学校・幼稚部を含む）、高等学校
児童発達支援事業（医療型を含む） 放課後等デイサービス

幼児期（１歳～就学前） 高等学校

都道府県が設置する教育センター 等
総合センター（医療機関、障害児入所施設、児童発達支援センター等の複合）

3

訪問相談（指導主事・心理・言語・ＯＴ・ＰＴ）

通級指導教室

外来部門（個別相談・巡回相談・その他）（心理・言語・機能）

保育カウンセラー（原則月１回）

ただし公設公営のみ

通園部門（児童発達支援）

（保育・心理・言語・機能）

①サービス等利用計画／障害児支援利用計画の作成

①サービス等利用計画／障害児支援利用計画の作成

就学相談

⑦個別の支援計画・個別の教育支援計画の作成

⑥個別の指導計画の作成
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平成 23 年度こども発達センター概要

１．事業方針

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

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

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

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

めているところです。

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

点が、センターのあらゆる取り組みの基軸にあるべきものと考えています。

２．組織体系

こども家庭課 出先機関２ヶ所

保育幼稚園課 保育園・幼稚園・その他出先機関１ヶ所

こども部 青少年課 出先機関３ヶ所

こども家庭支援センター

こども発達センター
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３．職員体制（平成 24 年３月末現在）

職 種 人数 業務内容

所長 常勤 1 名 総合的な管理

副所長 常勤 1 名 インテーク、児童デイ契約、総合的な管理

保健・看護室

保健師

看護師

常勤 2 名
安全衛生管理、健診業務、Ｄｒ.連絡

センター利用児医療情報管理

心理室

療育相談員

常勤 1 名 個別相談・指導・評価、児童デイ、親子グループ、

未就学グループ、心理グループ非常勤 7.4 名

ＳＴ室

言語聴覚士

常勤 2 名
個別訓練・評価、言語グループ、児童デイ

非常勤 3.6 名

ＰＴ室

理学療法士

常勤 2 名
個別訓練・評価、児童デイ、親子グループ

非常勤 0.8 名

ＯＴ室

作業療法士

常勤 2 名
個別訓練・評価、児童デイ

非常勤 3.2 名

保育室

保育士

常勤 8 名 児童デイ運営、未就学グループ、親子グループ、同

伴児保育非常勤 5 名

支援室

社会福祉士
常勤 1 名

地域支援コーディネート、サポートファイルの配

布・普及

事務
常勤 1 名 センター管理業務

児童デイサービス関係の事務等非常勤 2 名

療育グループ

専門員
非常勤 0.3 名 各種グループ運営サポート

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

数を除した人数。
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４．事業体系

外来部門 個別相談・訓練

グループ療育事業

・未就学児グループ

・親子グループ

・心理グループ

・言語グループ

・造形グループ（委託事業）

通園部門 児童デイサービス

・グループ療育（親子・単独）

・送迎サービス

・その他各種行事等

こども発達センター

・同伴児保育

・巡回相談

その他サービス ・小児神経相談

・運動発達相談

・摂食指導

・発達支援コーディネート事業

発達支援推進事業 ・個別支援計画等の策定

・発達支援ネットワーク整備事業

協働提案事業（気になる子どもの子育て応援事業補助金）
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５．こども発達センターの計画的支援と検査について（療育の流れ）

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

療育支援を行うよう努力しています。

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

療育支援を行うよう努力しています。

＊
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②
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療育の流れ

※ 検査について

検査は、障がいの有無を特定するものではありません。お子さんの特

徴を客観的に捉えるための一つの方法です。「何ができた、できない」

ということではなく、例えば「できないのはどうしてか」「見守って

いればよいのか」「どんなことが得意か」「どのように教えていくと、

お子さんに分かりやすいか」といったことを知る手掛かりになりま

す。
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６．こども発達センター利用登録者数内訳

利用登録人数 807 人

22 年度より継続 624 人

23 年度新規 183 人

23 年度内終了 162 人

終

了

理

由

主訴解消 25 人

主訴軽減 60 人

転 出 39 人

相談者の都合 22 人

中 断 11 人

18 歳到達 4 人

他機関紹介 1 人

24 年度への継続 645 人

７．こども発達センター登録児の年齢別人数と手帳保持状況

年齢 登録人数
身体障害者

手帳保持人数

療育手帳

保持人数

うち両方

保持人数

手帳保持

人数合計

0～3 歳 195 人 13 人 12 人 3 人 22 人

4～5 歳 234 人 8 人 22 人 0 人 30 人

6～11 歳 310 人 19 人 42 人 5 人 56 人

12～14 歳 45 人 9 人 10 人 1 人 18 人

15～17 歳 22 人 7 人 5 人 3 人 9 人

18 歳

（就学猶予）
1 人 1 人 0 人 0 人 1 人

合計 807 人 57 人 91 人 12 人 136 人
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外来部門実績

１．インテーク事業

①年間実施回数 190 件（再来を含む）

②インテーク実施ケース紹介経路別分類

市役所（健康増進課） 45

広報・冊子・ＨＰ 31

園・学校 39

教育委員会 11

医療機関 12

他療育相談機関 3

きょうだい・親戚 13

再来 7

知人 13

その他（不明も含む） 16

計 190

２．平成 23 年度外来部門利用状況

実 件 数 相談・指導延人数

684 件 延 8,220 人

個別相談延件数 巡回相談延件数 個別相談延回数 巡回相談延回数

1,029 108 8,045 175

３．平成 23 年度事業実績

（１）個別相談・指導について

①年齢別・室別個別相談件数

年齢 心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 計

０～３歳 146 26 56 27 255

４～５歳 134 95 9 60 298

６～11 歳 166 130 23 82 401

12～14 歳 20 6 12 7 45

15～17 歳 12 5 7 5 29

18 歳猶予

（就学猶予）
0 0 1 0 1

合計 478 262 108 181 1,029
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②主訴別・室別分類

主訴 心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 計

発達の遅れ 149 59 36 50 294

ことばの遅れ 109 95 10 54 268

運動発達の問題 42 12 61 36 151

社会性の発達の問題 86 10 0 18 114

注意・集中の問題 20 1 0 8 29

聞こえが悪い 1 1 0 0 2

くせ・習慣 18 18 0 1 37

発音が悪い 15 61 0 6 82

子育ての悩み 19 3 0 4 26

園・学校での問題 17 1 0 3 21

摂食指導を受けたい 0 0 1 0 1

その他 2 1 0 1 4

計 478 262 108 181 1,029

③所属別・室別分類

所属 心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 計

無所属（就学前） 84 19 40 11 154

保育園 84 29 14 26 153

幼稚園 112 73 12 51 248

小学校通常学級 122 91 10 47 270

小学校特別支援学級 37 37 7 27 108

特別支援学校小学部 6 3 5 6 20

中学校通常学級 11 0 4 1 16

中学校特別支援学級 9 5 7 6 27

特別支援学校中学部 1 0 1 0 2

高校通常学級 5 2 0 0 7

特別支援学校高等部 4 3 8 5 20

その他 3 0 0 1 4

計 478 262 108 181 1,029
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（２）グループ療育事業

①未就学グループ

・23 年度実績 前期 3 グループで計 29 回、体験を 2 回、後期 5 グループで計 40

回、体験を 2 回実施した。

・利用児数 実数 63 人 延 347 人

・利用保護者数 実数 39 人 延 323 人

②親子グループ

・23 年度実績 年間で 19 回実施した。

・利用児数 実数 22 人 延 144 人

・利用保護者数 実数 21 人 延 128 人

③心理グループ

・23 年度実績 5 グループで計 9 回実施した。

・利用児数 実数 28 人 延 35 人

・利用保護者数 実数 20 人 延 25 人

④言語グループ

・23 年度実績 年間 18 回実施した。

・利用児数 実数 6 人 延 104 人

⑤造形グループ（委託事業）

・23 年度実績 年間 10 回実施した。

・利用児数 実数 10 人 延 86 人

（３）土曜相談利用実績

①土曜申請人数 120 人

②相談件数

相談日数 出席人数 延べ人数

23 94 839
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③年齢別内訳

年齢 登録人数 出席人数

０～３歳 32 21

４～５歳 41 33

６～１１歳 38 32

１２～１４歳 4 3

１５～１７歳 4 4

１８歳（就学猶予） 1 1

合計 120 94

④申請理由内訳

なし 共働き 一人親

0 107 13
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通園部門実績

１．平成 23 年度児童デイサービス事業等通所状況

（１）年間通所状況

通所児実数 通所児延数 保護者実数 保護者延数
利用児内訳

男 女 新入園 継続

60 3,981 20 975 43 17 17 43

＊市の単独事業（家族通園、歯科健診、行事等）を含む

（２）年齢区分

年齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計

人数 0 0 9 15 21 15 60

（３）障がいの種類

知的障がい 37

言語発達障がい 0

肢体不自由 6

重症心身障がい 2

発達障がい 15

家庭環境 0

情緒の障がい 0

聴覚障がい 0

その他 0

計 60

（４）個別相談・巡回相談実績

心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 保育室 合計

個別相談 610 400 191 485 290 1,976

巡回相談 18 1 1 6 5 31

（５）利用者送迎サービス実施状況

運行日数 運行回数 利用延人数

２３２日 ７１４回 ５，６５１人
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（６）その他各種行事等実施状況

行事名

保護者会（年間 2 回）

家族通園（年間 4 回）

作ってみよう・遊んでみよう（年間 3 回）

はばたけ会（年間 1 回）

歯科健診（年間 2 回）
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その他サービス実績等

（１）同伴児保育実績

日数 延利用児数 延利用時間数

267 日 2,875 件 3,612.5 時間

（２）関係機関支援

①巡回相談

心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 合計

136 9 13 17 175

②併用機関訪問

・実施期間 6/13～11/28 の間 延べ計 20 日

・実施園 市立幼稚園 11 園

私立幼稚園 4 園

公設公営保育園 2 園

公設民営保育園 2 園

民設民営保育園 2 園

認証保育所 2 園

簡易保育所 4 園 計 27 園

・対象児 年長児 9 人

年中児 19 人

年少児 15 人

２歳児 2 人

１歳児 1 人

０歳児 1 人 計 47 人

・訪問職員 常勤職員 6 人

非常勤職員 12 人 計 18 人
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（３）その他の相談・指導実績

①小児神経相談

・23 年度実績 原則として、毎月第 1 水曜日（年間 8 回実施）

・延相談者数 16 人

②運動発達相談

・23 年度実績 原則として、毎月第 4 木曜日（年間 10 回実施）

・延相談者数 13 人

③摂食指導

・23 年度実績 原則として、毎月第 1・3 水曜日、第 2 木曜日（年間 32 回実施）

・延相談者数 97 人

（４）保護者支援事業（各年１回実施）

①就園説明会

・参加者数 保護者 12 人 同伴児 6 人

②就学説明会

・参加者数 保護者 31 人 同伴児 8 人

（５）センター内会議

①全体会議 12 回実施

②運営会議 43 回実施

③インテーク会議 49 回実施

④支援検討会議 12 回実施

⑤個別支援検討会議 24 回実施

⑥室会議

各室週 1 回実施

⑦児童デイサービスグループ会議

各グループ月 1 回実施
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⑧ワーキンググループ

・地域支援

・ケース会議

・アンケート

・巡回相談

・センター内文書見直し

・システムマニュアル改修・見直し

（６）センター内研修

①言語スーパーヴィジョン 10 回実施

②心理スーパーヴィジョン 9 回実施

③うめだあけぼのコンサルテーション 5 回実施
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発達支援推進事業実績

１．発達支援コーディネート事業

乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対する一貫した支援体制の構築を目

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

際に、情報提供や支援方法の検討など個別の移行支援を行いました。

・実施児童数 8 人

２．個別支援計画等の策定

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

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

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

保管するためのサポートファイルを作成し、希望する保護者に配布しました。

・配布数 36 冊

３．発達支援ネットワーク整備事業

教育連携機関と「年長児連携会議」（４回）を開催し、各機関の役割や支援体制の課

題を整理し、連携強化を図りました。
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協働提案事業

・気になる子どもの子育て応援事業補助金

発達障がい児の早期発見と早期療育を推進するために、様々な支援の取り組みを実施

する事業者に対し補助を行いました。

１．事業内容

療育専門スタッフが保護者に対してアドバイスを行う「ことばの発達相談」、集団で

の活動に親子が参加する「1-2 歳児クラス」「2-3 歳児クラス」、子どもの成長に気がかり

をもつ親子が自由に参加できる場として「こどものひろば」、お料理を通した食育を行

う「おやこのお料理教室」、様々な講師を招いて行う勉強会「幼児教育月例会」を実施

しました。

２．事業実績

①年間実利用者数 159 人（子どものみの人数）

②事業別実績

事業名 実施回数 延人数

ことばの発達相談 26 26

グループ教室

1-2 歳クラス 12 29

2-3 歳クラス 48 115

こどものひろば 35 232

ぱくぱく会 12 72

幼児教育月例会 12 266
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平成２５年度 こども発達センター 事業計画

１．事業方針

こども発達センターでは、「心身の発達に遅れや心配のある子どもたちが、将来地域の中で自立（自己決定・

自己選択）していける基盤づくり」を療育目標に掲げています。

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

援、という 3 つの視点（三層構造）に立った支援体制の整備・充実を進めているところです。

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

らゆる取り組みの基軸にあるべきものと考えています。

こうした支援に対する基本的な考え方に基づき、こども発達センターの平成 25 年度事業計画を立案いたし

ました。

２．職員配置

職 種 内 容

所長 常勤 １名 総合的な管理

副所長 常勤 １名 センター利用インテーク 児童発達支援契約 総合的な管理

看護室

看護師
常勤 １名

安全衛生管理 健診業務 Dr.連絡 センター利用児医療情報管理

児童発達支援にじいろ 医療的ケア

相談支援室

社会福祉士

常勤 ２名
相談支援、サポートファイルの配布、啓発活動

非常勤 ０名

心理室

療育相談員

常勤 １名 個別相談・指導・評価 児童発達支援にじいろ

小学生グループ非常勤 ９名

ST 室

言語聴覚士

常勤 ２名
個別訓練・評価、 児童発達支援にじいろ 小学生グループ

非常勤 ６名

PT 室

理学療法士

常勤 ２名

個別訓練・評価 児童発達支援にじいろ
非常勤 １名

OT 室

作業療法士

常勤 ２名 個別訓練・評価 児童発達支援にじいろ 小学生グループ

非常勤 ４名

保育室

保育士

常勤 ７名 児童発達支援にじいろ 同伴児保育 小学生グループ

特別巡回相談（保育所等訪問支援モデル事業）非常勤 ６名

事務 常勤 １名 センター管理業務

児童発達支援にじいろ・相談支援関係の事務等非常勤 ２名

療育グループ

専門員
非常勤 １名 各種グループ運営サポート
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３．相談支援（担当：相談支援室）

■相談支援

制度説明・社会資源の情報提供を行う。

サポートファイルの活用説明・配布を行う。

■指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業

目的：児童発達支援事業にじいろ利用児の抱える課題の解決や適切なサービス利用を行うための計画を

立てる。

内容：アセスメントを行い、サービス利用計画書を作成する。一定期間のモニタリングを行う。

対象：こども発達センター内児童発達支援事業にじいろ利用児および卒園児とする。

外来利用児については、検討中。

４．発達支援

■インテーク

１）初回面接相談（担当：副所長・各室長・心理室）

目的：こども発達センター利用希望の保護者に、利用の主訴を聞き、こどもの状態像を捉え、適切なサ

ービス利用につなげる。

内容：こどもの発達を捉えるため観察や検査を行い、こどもの状態についてアセスメントする。保護者

には問診表・質問形式のチェックシート等を使い、こどもの生育歴、医療情報、保護者の心配な

点について聞き取りをする。また、センターの利用について説明し、保護者の意向を聞き取る。

インテーク会議において、支援の方向性を決める。

実施件数：週に６件（状況に応じ変更あり）

場所：総合相談室・ふれあい室

＊ 今年度から、初回面接相談時にも同伴児保育が利用できる。

２）初回面接後経過観察（担当：副所長・各室長）

目的：支援の方向性を決める。

対象：初回面接後のインテーク会議の結果、センター個別療育事業の必要性についての判断がつかない

ケース。

内容：定期的にアセスメントを行い、センター利用や他機関紹介等について検討する。

■個別療育事業

０～18 歳までの親子を対象に、個別に療育を行う。子どもには状態に合わせた支援を、保護者には子ど

もの理解を促し適切な対応ができるよう、それぞれの専門職が助言を行う。

各専門職の対象となる子どもや具体的な支援内容は、以下の１）～４）に示すとおりである。

子どもの発達基盤となる社会性や認知面などに対する支援については、各専門職の特性を生かしながら、

担当となった職種が実施する。
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１）心理室 （療育相談員〈臨床心理士・臨床発達心理士〉）

目的：認知・情緒・対人・社会性の発達や成長を支援する

対象：発達に心配のある子どもとその家族

内容：発達に関する評価・相談・支援

発達支援

① 外の世界への気づきを促す、対人意識を育てる、遊びの幅を広げる、

行動コントロールの力を育てる、認知面の発達を促す、自尊心を育む。

② 子どもの発達の状態や特性を把握するために評価を行う。

検査：遠城寺式乳幼児発達検査・新版 K 式発達検査・田中ビネー知能検査・WIPPSI 知能検査・

WISC 知能検査・新版 S-M 社会生活能力検査 他

保護者支援

保護者が子どもの発達の状態や特性を理解し、自信を持って子育てしていけるよう相談に応じ、必

要な支援やサービスを提案する。就園、就学後は園や学校などの関係機関と連携を取り、集団生活

での適応を促す為の環境整備を図る。

２）ST 室（言語聴覚士）

目的：ことばとコミュニケーションの育ちを支援する。

対象：ことば（理解・発話・発音）の発達や聞こえに心配のあるこどもとその家族

内容：ことばの発達を促す、発音の改善、口腔機能の改善や維持についての相談および訓練

発達支援

０～２歳児：ことばが育つ環境を整える。遊びを通してコミュニケーション意欲を育てる。

３～５歳児：言語・構音の評価を行い、必要な訓練・助言等を行なう。

学齢児以上：希望する学齢児全てに定期評価を行う。

＊特別支援学級・特別支援学校在籍児は構音訓練・経過観察を行う。

検査：言語評価（ITPA・PVT―R・S-S 法言語発達遅滞検査・L-C スケール・ことばのテスト絵本）、

構音検査、PBT 他

保護者支援

お子さんに合った言語環境の調整、検査結果についてのフィードバック、AAC へのアドバイス

各種サービス・病院・学習補助機関など必要な情報提供等
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３）OT 室（作業療法士）

目的：さまざまな活動を通して、心身機能の向上、維持を図る

対象：心身機能に問題を抱え、そのことが日常生活に大きく支障をきたしているこどもとその家族

内容：粗大運動・微細運動・ADL についての相談・訓練。

発達支援

①生活や遊びに必要な姿勢を保つことや身体の使い方。目と手を使った細かい動作や両手動作の

練習。

②食事・更衣・排泄・入浴など日常に必要な動作の練習。自助具の作成。

③遊びや学習活動に必要な道具操作の練習や概念理解の促し

０～３歳児（未就園）：①が主で適宜②へのアプローチ

４,５歳児（就園児）：②③が主で適宜①へのアプローチ

学齢後：肢体不自由児 必要に応じて①～③へのアプローチ

その他児 主に③へのアプローチ（小学校低学年を目処に目標課題を設定し実施）

検査：微細運動・粗大運動・視知覚検査

保護者支援

上記①～③について、説明や家庭で出来る具体的なアドバイスを行う。

自助具についての情報提供。

４）PT 室（理学療法士）

目的：心肺・運動機能の向上・維持を図る。

対象：運動機能の問題（麻痺や筋疾患など）・何らかの問題（寝返り、起き上がり、座る、立つ、歩くなど

の基本的動作が確立していない・転びやすい・歩行が不安定）で運動発達に遅れを生じているこども

とその家族

内容：遊びを通じた粗大運動（発達の促し）、生活上のアドバイスおよび保護者指導

※必要に応じて保健師との同行訪問を行う。

発達支援

０～２歳児(就園前)：運動発達を促す。生活リズムなども含めた児の発達のアドバイスを行う。

３～５歳児(未就学)：運動発達を促す。姿勢・運動機能の評価（補装具相談なども含む）

学齢児(小・中学) ：運動発達の促しをしていくとともに運動機能の維持を目的とした訓練

姿勢・運動機能の評価（補装具の適正なども含む）

体型・環境に合わせた補装具・福祉用具の相談。

学齢児(高等部) ：運動機能の維持、変形・拘縮予防、介助の軽減を目的とした訓練。

継続的に評価し支援していく。

検査：運動機能評価（ROM、MMT、GMFCS 他）



5

保護者支援

０～２歳児(就園前)：生活上で出来るホームプログラムの紹介。日常の工夫。運動発達についての理解

を促す。

３～５歳児(未就学)：生活上で出来るホームプログラムの紹介。日常の工夫。就学を踏まえた環境整備

等の情報提供・共有をする。

学齢児(小・中学)：家庭および学校生活上の悩みに対してのアドバイス。福祉サービスの紹介進学につ

いての身体的配慮についての相談。

学齢児(高等部)：介助方法指導。変形や拘縮予防のためのプログラム作成し指導。

体型・環境に合わせた補装具・福祉用具の相談。福祉サービスの紹介。

※ 毎月第 2･4 土曜日に、ひとり親家庭・共働き家庭の方を対象とし個別相談・療育を行う。

※ 終結基準について以下の場合に、相談終了となる。

基準：○主訴の解消や軽減などにより、利用者と個別担当者双方で終了を合意したとき

○利用者より個別相談終了の旨の申し出があったとき

○市外に転居したとき

○お子さんの年齢が 18歳に到達したとき

○直近の個別相談から 1年を超えて個別相談利用のないとき

■医師相談

１）小児神経相談（担当：看護室）

目的：全体的な発達に心配のあるこどもに対して、小児神経科医師の相談を実施し、こどもの状態像を

より丁寧に捉え、発達支援の充実を図る。

対象：当センター利用児とその家族

内容：小児神経科医師が、利用児の発達について医学的な相談を行う。

開催日：第１水曜日 午後 14 時～17 時

実施場所：総合相談室

医師：加藤久美先生

利用方法：希望者が希望相談日の 1 週間前までに個別担当者に申請し、担当者が保健室に申し込む。

２）運動発達相談（担当：PT 室）

目的：①運動発達に心配のあるこどもに対して、医師の相談を実施し、こどもの状態像をより丁寧に捉

え、発達支援の充実を図る。

②成長などに伴い、身体に合わなくなった車椅子や座位保持装置（以下、補装具）の相談を行い、

こどもの身体に合った環境を整える。

対象：当センターの機能訓練（PT・OT）を継続的に利用しているこども

内容：①運動発達全般に関する相談を行う。

②補装具の修理（車椅子・座位保持装置に限る）

開催日：第４木曜日 9:00～12:00

実施場所：総合相談室

医師：未定
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業者：座位保持装置 そう工房（市川市若宮 1-3-5）

車椅子 使用している車椅子を製作した業者

利用方法：希望者が希望相談日の 1 週間前までに個別担当者に申請し、担当者が PT 室に申し込む。

※運動相談医師が決まっていないので、決定するまで休止とする。

３）摂食指導（担当：看護室・OT 室・PT 室）

目的：摂食、嚥下等を円滑にすることで、成長発達を援助していく。

対象：摂食や嚥下機能が未熟な 0～18 歳児

内容：口腔機能の発達に即した食べ方や飲み方の相談・指導（食形態、介助方法、姿勢や食具選択など）

を歯科医等が行う。

開催日：①第 2・4 水曜日 9:00～14:00 ②第 2 木曜日 13:00～16:00

実施場所：総合相談室

歯科医師：①渡辺 聡先生

②小川 仲子先生

利用方法：希望者が希望相談日の 1 週間前までに個別担当者に申請し、個別担当者が看護室に申し込む。

■グループ療育事業

１）小学生グループ（担当：保育室・心理室・ST 室・OT 室・療育グループ専門員）

目的：①自分のまわりの状況に気づく。②相手の気持ちを考える。③自分と相手との違いに気が付く。

④自分の行動をコントロールする力を育む事により、対人関係能力や社会性を伸ばす。

対象：・こども発達センターを利用している小学 1～2 年生

・通常級に在籍し社会性に困り感のある児童

（通級指導教室などの在籍者、センター内他グループサービス利用者は除く）

・保護者・子ども・担当者ともに希望する場合

・知的水準は境界域以上（WISC で IQ80 前後から）

内容：

（児）言語課題・創作活動・身体活動等を通して集団行動・セルフコントロール・仲間関係・コミ

ュニケーションなどの領域について、学んでいく。

（保護者）コミュニケーションの援助の仕方を共に考えていく。

（保護者の参加方法、振り返り等は、グループ・子ども・保護者により調整）

定員：8～12 人（１グループ 4～6 人・2 グループ）

日時：水曜日（①第 1・3 週 ②第 2・4 週）15:45～17:00 H25.10 月～H26.2 の年 10 回コース

場所：さくら

２）造形グループ（委託）

目的：協力員と共同でひとつの作品を作ることを通して、達成感や自尊心を養う。

活動を集団で行なうことで社会性を養う。

対象：こども発達センターを利用している小学生

内容：専門の講師を招き、協力員と共同で制作し、発表する。

定員：10 人

日時：年間 9 回 H25 年 4 月～H26 年 3 月の第 4 月曜日 15：30～17：00（8・9・12 月を除く）
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■保護者支援事業

就学・就園前説明会

目的：こども発達センター 利用児の就学、あるいは就園を迎える保護者に対して、教育研究センター、

保育幼稚園課にそれぞれ講師を依頼し情報提供を行う。

対象：就学・就園を迎えるこども発達センター 利用児の保護者

５．通園部門

■児童発達支援 ※詳細はにじいろの事業計画参照

目的：小集団での生活や遊びを通して、基本的な生活習慣、運動、遊び、社会性を培い、親子関係を育

み、こどもの心身の発達を促す。保護者には、こども理解・育児力の育成を図る。

対象：心身の成長・発達に心配があり児童発達支援の利用が適切とみなされた 2 歳児～就学前のこども

とその保護者。

内容：児童福祉法に基づいたサービスの提供を行う。（要契約）

※ 入園に関しては、センター内支援検討会議を行い、適否を含めサービス利用を検討する。

※ 医療的ケアについて、センター内医療的ケア実施検討委員会にて可否を検討し実施する。

６．地域支援

■併用機関支援

１）巡回相談

目的：こども発達センター利用児の園・学校でのよりよい支援方法を関係者と共に考え提案・検討する。

対象：こども発達センター利用児が所属している保育園・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校（高

等部含む）

内容：園・学校からの巡回相談依頼書にもとづき、相談内容に応じて担当している職員が園・学校を訪

問し、見学・相談を行う。（保護者の承諾必要）

２）併用機関訪問

目的：こども発達センター利用児の園での状況を把握し、支援を考える（巡回相談のニーズを探り、巡

回相談のシステムを伝える）。（保護者の承諾必要）

対象：保育園や幼稚園から巡回相談依頼申請が出ていない児で、園での状況を把握する必要があるセン

ター利用児

内容：利用児の支援を考えるために園を訪問し見学する。必要に応じて適宜、話し合いを行う。

実施時期：６月・１０月

頻度：1 ケースにつき、1 年度 1 回。

３）発達センター紹介

目的：こども発達センターを利用していない子どもをセンターにつなげる。

対象：こども発達センターを利用していない子どもの保護者

内容：園からの依頼にもとづき、対象保護者にこども発達センターの簡単な説明をする。
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４）特別巡回相談（保育所等訪問支援モデル事業）

目的： こども発達センター利用児が、集団生活を営む保育園や幼稚園を訪問し、集団生活に適応するための

専門的な支援を行う。

対象： ｲﾝﾃｰｸ会議で、集団場面における専門的支援が適切と判断された児

定員： ３名

頻度： 2週に１回を目安とするが、状況や時期によって異なる。

内容：①こども発達センター利用児に対する直接的支援

②訪問先施設の職員に対する支援（支援方法等の提案・検討・環境整備等）

■地域支援事業

１）地域支援研修会

目的：①発達支援の情報発信、啓蒙活動 ②地域のネットワークづくり ③現場へのノウハウの提供

④ケース検討を通しての連携 ⑤センター事業の周知

対象：市内幼稚園・保育園・学校・教育研究センター・健康増進課等の関連機関の職員

２）保育所等電話相談・訪問支援事業（試行）

目的：心身の発達に気がかりがある子どもを抱える園に対し、子の理解の仕方・対応について相談を行

う。

対象：市内民営保育所・市内私立幼稚園

内容：①保育士等からの電話による相談（聞き取り・支援方法に関する助言等）

②センター職員の訪問（保育場面の参観・保育士等との面談・支援方法に関する助言等）

③保育士等のコーディネートによる保護者とセンター職員との面談等

方法：まず電話による相談を行う。

電話相談の結果、訪問支援等の必要性を判断した場合は、センター職員が幼稚園・保育所に出向

いての支援を行う。

実施期間：平成 25 年 5 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

（児童発達支援センター移行後の地域支援事業の試行事業として実施する）

7．地域連携

■他機関連携会議

１）連携会議（＝ケースカンファレンスを含む）

目的：こども発達センター利用児の情報を関係機関と共有することで、子どもにより良い環境を整え、

支援の方向性について統一を図る。

対象：園・学校・関連諸機関・こども発達センター職員が必要を認めたケース

実施時期：適宜

参加者：こども発達センター利用児が所属している機関（園・学校等）の職員および関連諸機関（教育

研究センター・児童相談所・教育相談・医療機関など）の職員
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２）年長児連携会議

目的：こども発達センター利用児の情報を共有することで、就学後の環境を整える。

対象：発達センター在籍の年長児のうち、保護者が連携や情報交換等を希望する人

実施時期：１回目 ６月下旬 、 ２回目 １月中旬

参加者：こども発達センター担当者、教育研究センター職員

＊ 実施については今年度検討

３）入園あんしんサポート

目的：児童の情報を入園先へ事前に伝えることにより、本人への理解を深めてもらい、

途切れのない一貫した支援が受けられようにする。

対象：にじいろ利用児

実施時期：現況では年１回開催 （時期は入園が決まる２月から３月頃となる）

参加者：保護者、保育園、幼稚園の先生、発達センター職員

＊ 実施については今年度検討

４）要保護児童ネットワーク会議（担当：相談支援室）

目的：地域における要保護児童の情報を関係機関と共有する。

５）女性と子どものための相談事業連絡会議（担当：相談支援室）

目的：女性自身が抱える問題について相談を行う機関と、こどもの教育・福祉・健康に関する相談を行

う機関が連携を図り、相談員の資質を高める。

６）市内職種別連携会議

目的：ケースの情報の共有・支援の方向性について検討する。

※ カンファレンスなど担当者が適宜行う。

７）市内関係機関連携事業説明会

目的：子どもの発達に関して相談を行う市内公立機関に対して事業説明を行い、関係機関の現状を把握

する。

内容：事業変更点について説明を行う。

開催時期：必要に応じ開催

8．その他の事業

■同伴児保育事業（担当：保育室）

内容：こども発達センター利用児の療育時間中に、家庭等での保育が困難な場合、きょうだいの保育を

行う。また、保護者の面接時に本児及びきょうだいを保育する。

対象：生後３ヶ月～未就学までのこども発達センター利用児、または、そのきょうだい

申し込み方法：保護者が同伴児保育室利用申請書を担当者に提出する。
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■貸し出し事業（担当：庶務・保育室）

目的：療育を必要としている市民に対して、発達センターの施設や物品を貸し出すことにより、活動の

場を提供する。併せて地域支援の充実も図る。

対象：①施設（にじいろの部屋）貸し出し

・療育を目的として活動している団体

・浦安市民が活動に参加しており、団体責任者であること

・活動しているメンバーが 18 歳以下であること（子どものみは不可）

②物品（遊具、図書など）貸し出し

・浦安市民で療育目的に使用する団体および個人

9．センター内会議

■組織運営関係

１）運営会議

目的：センター全体にかかる問題に関しての方向性を決定する。

（法改正に伴う検討事項、事業計画に関わること など）

内容：所長・副所長および各室長でセンターの課題を検討・決定する。

日時：毎週火曜日 16:00～17:00

２）全体会議

目的：センターの方向性や課題、決定事項について、全職員に報告し、共通理解を図る。

内容：所長からのセンター直近課題・取り組み等に関する周知や指示等

各室の 1 ヶ月の予定の報告

各係りから連絡事項の報告

日時：月 1 回 火・木を除く月の始め 9：00～10：00

３）療育室長会議

目的：療育全般に関連する問題について方向性を検討し、運営会議に提案する。

内容：副所長および各室長（保育室・心理室・ST 室・OT 室・PT 室）で、療育支援について話し合い、

運営会議に提案する。

日時：毎週火曜日 14：00～16：00

４）室会議

目的：同職種ごとに、センター事業に関する共通理解を図る。

内容：運営会議の報告。運営会議からの提案について室ごとに検討する。

日時：各室ごとに設定（週 1 回、1 時間程度）。
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■支援検討関係

１）インテーク会議

目的：初回面接の結果をもとに、多職種による話し合いを行い、こども・家族・地域の支援について、

望ましい支援方法等を検討し、療育目的・担当職種を決める。また、検討の結果、何らかのフォ

ローが必要なケースについては、支援検討会議の時期を決める。

日時：毎週火曜日 9:00～11:00

場所：研修室

職員：各室代表

２）インテーク後経過確認会議

目的：インテーク後 5 か月経過したケースがどのような支援を受けているのか、支援が順調に行われて

いるか確認検討する。

日時：毎週火曜日 11：00～11：45

場所：研修室

職員：各室代表

方法：システムの個別記録・保護者の意向・支援の目標のページをパソコン上で確認する。

結果、①ケースによっては、指導する ②支援検討会議にあげる。

３）室会議

目的：同職種間で、担当ケースの支援について検討する。

内容：新規ケースの担当決め

室内での支援の検討（評価依頼に対する報告、評価依頼・ケース紹介・終結の適否、困難ケース

への支援の検討）

一人担当者ケース報告会（年に１～2 回、室会議内で、定期的にケース支援の内容について報告。）

４）個別支援報告会議

内容：報告･･･評価依頼、評価報告、担当者変更（引き継ぎ）、評価依頼後の他室紹介、終結

日時：毎週火曜日 11：45～12：15

場所：研修室

職員：各室代表

５）支援検討会議

目的：個別相談を開始したケースについて、通園など集団活動の参加や対応困難な状況が発生した場合

に開催し、発達センターとして支援方針を決める。

内容：①インテーク会議や経過報告会議の結果、医学的見地からアドバイスが必要なケースに対して、

医師を含む多職種で話し合い、ケースにとって最も望ましいと思われる支援方法を検討する。

②処遇困難なケース（担当者同士でカンファレンスをしても方向性が見えにくく室をまたいだ検

討が必要なケース・Dr.の意見が聞きたいが小児神経相談につなげにくい・他機関との連携が必要

なケース）に対して、ケースの問題を明らかにし、今後の方針、支援方法について医師を交え多

職種で検討する。

③通園など集団活動の参加の適否について検討する。
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日時：①・②：第 3 水曜日 14:00～17:00 （参加者は、医師・各室長・ケース担当者）

③：必要に応じて随時（参加者は、個別担当者・グループ担当者・担当室長）

場所：研修室

６）にじいろグループ会議

目的：グループ運営や個々のケースの支援について多職種で検討し、方向性を共通認識することでより

良い療育サービスの提供を図る。

内容：グループ担当者および個別担当者による多職種でのカンファレンス

日程：月１回

10．サービス管理体制

１）個別相談頻度管理

目的：職員個々の業務量を適正に管理することで、業務分担の公平性の確保及びセンター全体の人的な

サービス提供能力の実態把握に繋げ、制度改正対応を含めた新たな事業展開等の検討する。

対象：個別療育担当者

内容：①個別療育における一日当たり担当コマ数の標準を決める。

②職員ごとに、日々の個別療育の実施コマ数を把握する。

③個別療育以外の業務時間を併せて把握し、稼働率を算定する。

１1．センター内研修

１）センター理念研修

目的：センターのビジョンや方向性を学ぶ。

対象：新規採用職員

内容：所長より、療育三相構造について説明する。

２）新規採用職員研修

目的：センター職員としての職務内容を学ぶ。

対象：新規採用職員

内容：所長・副所長・室長より、公務員としての心構え・センター職員としての基本的な姿勢・接遇・

業務内容などについて説明する。

３）小児神経科医師による勉強会

目的：療育に必要な医療的知識を得て、普段の支援に活かす。

対象：全職員

内容：小児神経科医師より、センター利用児が持っている病気やその治療法・予後、病気の発見に繋が

るポイント・医学的視点について学ぶ。

日時：年 1 回 第 3 水曜日 16：00～17:00
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４）救急講習会（乳幼児の心肺蘇生法）

目的：緊急時の対応を確実に迅速に行えるようになる。

対象：全職員。（1 回 10～15 人）

内容：救急救命士より、乳幼児の心肺停止時の対応方法や AED の操作について学ぶ。

日時：年 3 回程度曜日を変えて実施。1 回２～３時間

５）言語 SV

目的：言語相談訓練の質の向上を図る（ケース把握の視点、具体的な手技手法・アプローチ方法を学ぶ）。

対象：庁内 ST 職

日程：年間 9 回（毎月第 3 金曜日 14:00～17:00）

６）心理 SV

目的：療育相談の質の向上を図る（療育・面接手法を学ぶ。新しい検査法などを学ぶ）。

対象：療育相談員

日程：年間 9 回

７）POTSV

目的：機能訓練・相談の質の向上を図る（最新の評価・アプローチ方法を学ぶ）。

対象：庁内 POT 職

日程：年間３回

８）発達支援コンサルテーション

目的：療育支援の向上を図る。職員育成について学ぶ。

対象：所長・副所長・室長

日程：年間５回程度

内容：「職員個別育成研修」や「ケースフォロー」の実施内容を報告し、評価・指導を受ける。

講師：うめだ・あけぼの学園

９）事業運営・管理コンサルテーション

目的：センターが実施しているサービス及びサービス提供体制等について、主に統計的手法を用いた４

つの事業評価の視点（利用者の視点・業務プロセスの視点・組織人材の視点・コストの視点）から

現状分析と課題点の整理を行い、それぞれに改善目標及び改善方法を設定し、これをセンター全体

で取り組むことによって、より良い事業所経営を目指す。

対象：所長・副所長・各室長

内容：①定期的（年１回）に利用者アンケートを実施し、回答結果の集計分析を行い、課題点の抽出・

課題への取組方法・取組の評価方法等検討の基礎資料とする。また、経年的な改善状況等の評

価基準とする。

②上記作業で得られた結果を、４つの事業評価の視点（バランストスコアカード）に整理すると

ともに、経営層（室長以上）は視点毎の重要度を判断し、ウエイトの配分を決定する。

③点毎に設定した取組方法等について、具体的な数値目標等を持つ年次計画を立案実施する。

講師：和田元 CIO 補佐



1

浦安市の特別支援教育

～ まなびサポート事業について～

浦安市教育委員会 教育総務部

指導課 教育研究センター
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浦安市の特別支援教育

特別支援教育の充実

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的
ニーズを的確に把握し、環境を整え、より豊かな園・
学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を
支援する

特別支援教育推進事業

「まなびサポート事業」
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来所相談・・保護者、教員

訪問相談・・定期、要請

まなびサポート事業とは（１）

相談業務
・就学相談

・訪問相談

研修会
・特別支援学級担任

・コーディネーター

・補助教員・支援員

広報・啓発
・実践マニュアル

・教育情報「かけはし」

学習環境づくり
・特別支援学級整備

・学習支援室整備

・補助教員、支援員

連携
・県や特別支援学校

・障がい事業課、こど
も発達センター

・教育相談機関

事業内容
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まなびサポート事業とは（２）

小学校（１８校）中学校（８校）公立幼稚園（１４園）認可保育園（１７園）
を担当する。幼稚園、保育園については就学相談を目的としているの
で、対象は年長クラス（５歳児）とする。

〇 担当副主幹及び指導主事
〇 臨床心理士
○ 言語聴覚士
〇 作業療法士
〇 理学療法士
〇 特別支援教育指導員
〇 医師
○ スーパーバイザー

市内を

３ブロックに
分けて担当

対象

体制
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まなびサポート事業の
相談業務について

就学相談
子どもの発達等に不安があり、就学先
について悩んでいる保護者の相談を受
ける。

・就学前から継続した相談
・就学後も継続して学校を訪問
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まなびサポート事業の
就学相談業務について

（１） 就学説明・相談会の開催（年２回）

（２） 子どもの教育的ニーズの把握（訪問・発達検査等）

（３） 医師、スーパーバイザーへの相談

（４） 保護者の学校案内等への支援

（５） 就学先への情報提供や受け入れ準備への支援

（６） 継続した就学前、就学後の支援

（７） 「個別の指導計画」「個別の教育支援計画」の作成等
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就学までの流れ

①年２回の就学説明・相談会（６、９月）

②学校案内等の送付（９月下旬：学務課）

③学校公開（１０月）

④就学時健康診断（１１～１２月）

⑤就学先の決定（１２月）

⑥就学通知書の送付（１月末：学務課）

⑦引継ぎ（２月～入学式まで）
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まなびサポート事業の
相談業務について

訪問相談
学校や保護者から子どもの言動、学習
の遅れ等、 学校生活における相談を受
ける。

・適宜学校を訪問
・子どもたちがより豊かな学校生活を
実現できるように支援
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研修会の実施

特別支援学級担任研修会（４回）

通級指導教室担当者研修会（５回）

心身障がい児補助教員研修会（７回）

心身障がい児支援員研修会（６回）

特別支援教育コーディネーター研修会（３回）

 ２・３年目教員研修会（１回）

教育実践講座（２回）

まなびサポート研修会（市立全小・中学校）



個別の指導計画作成状況

平成２４年度３月の調査 （ ）は２３年度

＜特別支援学級＞ 小・中学校１４１人 １００％

＜通常の学級＞

※保護者が希望したケースは全て作成

保育園 ３８ ※９月調査

幼稚園 ６９ （６５）

小学校 ２２７ （１５３）

中学校 ２５ （２５）



個別の指導計画の活用状況

○保護者との面談日の設定

○目標、手立ての見直し

作成数 更新数 割合

小学校 ３１８ １９８ ６２%

中学校 ７５ ７１ ９５%



個別の教育支援計画作成状況

平成２４年度３月の調査

保育園 幼稚園 小学校 中学校

特別支援学級 ４３ ５０

通常の学級 ２８ ２８ ３４ １８

※９月調査



教育と福祉の連携

乳幼児期から成人期までの一貫した支援

障がい事業課・こども発達センター・

保育幼稚 園課・教育研究センターの連携

・個別の教育支援計画の様式の検討

・確実な引き継ぎ

・サポートファイルうらやすの活用



サポートファイルうらやすの活用

14

各ライフステージで作成された「個別の支援計画」や「個
別の教育支援計画」は、そのつど保護者により「サポート
ファイルうらやす」にファイリングされ、次のライフステージ
に引き継いでいきます。
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成果

（１）校長のリーダーシップのもと、校内体制の整備が
進み、 学校全体で組織的、計画的に特別支援教
育に取り組む園、学校が増えた。

（２）個別の指導計画の作成と活用が推進され、実態
把握、目標の設定、支援方法の検討が充実してき
た。

（３）就学説明会等で保護者に１年間の就学の流れを
早めに提示することで、１２月までに就学先の決定
ができるケースが増え、就学の準備を計画的に行
うことができた。

（４）幼・保から小へ、小から中へと就学前の引継ぎを
十分に行う園、学校が増え、スムーズな接続がで
きた。
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課題

個に応じた指導の充実

将来を見据えた「個別の教育支援計画」の

作成と「個別の指導計画」の活用


