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平成28年度第２回浦安市自立支援協議会こども部会 議事録

○「障がい」の表記について

法律名、団体名等固有の名称を除き「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記します。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記等について

障がい当事者あるいはそのご家族である委員のプライバシーの保護の観点から、また、委員は団体等を

代表としてご参加いただいていることから、発言者の名称には、団体名等を掲載します。

また、個人情報に係るご発言等は、議事録への掲載をいたしません。

１．開催日時 平成28年７月４日(月) 午後１時30分～３時30分

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

教育研究センター（リーダー）、ＮＰＯ法人発達わんぱく会（サブリーダー）、浦安手をつなぐ親の会、

浦安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、一般社団法人こども未来共生会、ＮＰＯ法人カプア、

ＮＰＯ法人タオ、株式会社ママショップ加納、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、有限会社和ケア

センター、千葉県立市川特別支援学校、千葉県立船橋夏見特別支援学校、浦安市立小学校長会、浦安市立中

学校長会、こども発達センター、こども課、子育てケアマネジャー

４．議題

（１）インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業報告について

（２）サポートファイルの配布状況と活用について

（３）こども発達センター事業報告について

（４）浦安市ワークステーション事業と特別支援学校の就労支援体制

５．資料

議題１資料 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 サポートファイルの配布状況と活用について

議題３資料 平成27年度こども発達センター概要

議題４資料（１） 浦安市ワークステーション事業における実習生受け入れ

議題４資料（２） 特別支援学校の就労支援体制
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事務局：ただいまより、平成28年度第２回浦安市自立支援協議会こども部会を開催いたします。

会議を開催する前に、会議の次第について確認させていただきたい事項がございます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。特に個人情報

にかか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。氏名等を出さなくても、内容に

より個人を特定できる場合がありますので、ご本人の承諾がない場合は、特定の事例などに関するご発

言はお控えいただきますようお願いいたします。

なお、議事録には発言者が所属する団体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。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。議事の記録及び会議を円滑に進めるためにも、

ご発言の際は、挙手いただき、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言の後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。

では、今後の進行につきましては、リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：皆さん、こんにちは。今日は大変気温が高く暑い日で、天気予報だと夕立があるかもしれないと言

っていましたけれど、一雨降ると少しすっとするのかなと思っています。

先月から新庁舎での業務も始まり、今日みたいな暑い日は下から見上げますと、本当にガラスがきら

きらとして、気温によっても見え方が違うんだななんて思いながら出てきました。

それでは、これから議事進行を務めさせていただきます。本日の議題は、レジュメにあるとおり４つ

ございます。

１つ目が、「インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業報告について」、２つ目が、「サポ

ートファイルの配布状況と活用について」、３つ目が、「こども発達センター事業報告について」、そし

て４つ目が、「浦安市ワークステーション事業と特別支援学校の就労支援体制」についてです。

それでは、早速、まず議題１、インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業報告から始めた

いと思います。事務局教育研究センターから説明をよろしくお願いします。

事務局：「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」報告をさせていただきます。

「インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業とは」の説明文は、文部科学省の文言を引用

させていただいております。

「本事業は、各学校の設置者及び学校が、障がいのあるこどもに対して、その状況に応じて提供する

合理的配慮の実践事例を蓄積するとともに、適切な合理的配慮のための校内体制の整備等について実践

研究を行う。これらの実践事例や、実践上の成果や課題、課題の解決策などの普及を図ることにより、

合理的配慮に関する関係者の共通理解を醸成していくものである。」と述べられています。

浦安市では、平成25年度より３年間、千葉県の委託を受けました。モデル校については、市内東小学

校、明海小学校、南小学校の３校にお願いをいたしました。

東小学校は、ＬＤ等の通級指導教室を設置しております。在籍の学級の担任との連携を生かした支援

に取り組んでくださっていました。

明海小学校は、特別支援学級を設置しております。開設時から交流及び共同学習に盛んに取り組んで

おり、その活動を生かした支援に取り組んでくださいました。

南小学校は、モデルスクールに指定された段階で、新設された特別支援学級を持っている学校でした。

そちらを中心とした校内体制づくりに取り組んでくださいました。

次に、それぞれの学校で取り組んだ事項についてまとめてあります。

まず、東小学校は、通級担当、補助教員等による情報や支援の共有化を図ることを進めていらっしゃ
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いました。それから、インクルーシブ教育システムの視点を生かしたタイプの授業のあり方について研

究を進めていらっしゃいました。

明海小学校のほうでは、校長先生がお出しになっていたインクルー通信を通じて、職員と情報を共有

していくという取り組みをしていました。校内委員会の活性化を目指して取り組んでいらっしゃいまし

た。さらに、どの子もわかる授業づくりということも念頭に置いて、取り組みを進めていました。

南小学校では、先ほど申し上げたとおり、特別支援学級を中心とした校内体制づくり、教室環境の見

直し、それからインクルーシブ教育システムの視点を意識した授業研究を実践してくださいました。特

別な教育的支援の必要な児童への実践事例を蓄積するとともに、必要となる校内体制の整備等について

実践研究を行っていくという体制で取り組んできた３年間でした。

視点といたしましては、まず、どの子もわかる授業づくり。それから、適切な合理的配慮が提供でき

るように推進していくということで、各校に合理的配慮協力員を配置いたしました。モデル校の取り組

み状況や成果を市内に発信する取り組みを行ってきました。

では、成果について少しお話をさせていただきます。

まず、どの子もわかる授業についての研究推進を進めてきたということが成果として上げられます。

それから、ユニバーサルデザインの視点を生かした教室、学校環境づくりというものが、この３校を

中心に取り組むことができたということも、成果として上げられます。

どの子もわかる授業づくりとしては、こちらはモデル校の校外授業研究の様子なのですが、こちらを

見ていただくと、まず黒板の板書の工夫、例えば、発問については、最初の問いについては、青いチョ

ークを使って囲むといった授業の中でのルール、それから提示の仕方、構造化したわかりやすい形で提

示をしていくという方法を校内研究の中で取り上げていきました。

次に、ユニバーサルデザインの視点についてです。

授業のユニバーサルデザインについては、まず先生方が日ごろわかりやすい授業として、何げなく無

意識で取り組んでくださるところを、いいところ探しということで、こういうところがユニバーサルデ

ザインの授業づくりにつながるねということを話し合い、意識化していくという取り組みをしてくださ

いました。

その中で、具体的に板書の工夫、文字の大きさや日時、ページ、ノートに写しやすい工夫をする、あ

るいはわかりやすい指示、聞きやすい声、聞きやすい指示の出し方、それから興味関心を持たせる工夫、

具体物を使う、あるいはＩＣＴ機器を使うなど、それぞれ先生方でどんなところがユニバーサルデザイ

ンを生かした授業づくりなのかというところを確認していくという取り組みをしてくださいました。

また、体育の授業の中で、ユニバーサルデザインの視点を生かして授業づくりをしていくということ

に取り組まれた学校もあります。例えば、授業の流れについてわかりやすく提示をする。わざのポイン

トについて、わかりやすく写真などを使い提示をする。実際の授業の中では、できたことを先生が褒め

る、肯定的な言葉がけ。写真の様子では、できたねということでハイタッチをするような場面です。

さらに、どの子にとっても、できるという実感を味わえるように、多様な学びの場を設定する。跳び

箱についても、この台ならできるよということができるように、さまざまな学びの場を設定するといっ

た工夫も見られました。

教室環境づくりについては、例えばこれは水筒、市内の学校では水筒を持ってくる児童が多いわけで

すけれども、ロッカーに入れておくと、倒れてしまったり、ひもがだらりんと出て、ちょっと見た目で

よろしくない場合があります。このように、場所をきちんと決めると、置く場所、これもどの子にとっ

てもわかりやすいですし、また見た目としても大変整理整頓していていいと思います。誰にも優しい学
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習環境ということですね。

同じように、これは生活科などで使うたんけんバッグなのですが、班の番号がここに書いてあります。

自分の班のところに入れれば、きちんと整理整頓できるということで、誰にも優しい学習環境づくりに

取り組まれてきました。

これは、カレンダーのようですけれども、実は出席番号で対応しております。自分の名札をどこに入

れたらいいのかなということがわかりやすく設定されています。

それから、こちらは声のものさし、どれくらいの大きさでしゃべったらいいのかなというのを、今は、

１の声でお話ししようねというふうに、どの子にとってもわかりやすく、それが声のものさしとして掲

示されているということです。

こちらの掲示物、何げなく教室にありますけれども、特別支援学級の児童が交流学級できちんと名前

が書いてあって掲示してあるということで、お友達の様子が交流の学級でも見てわかるというふうにな

っております。

続いて、合理的配慮についてです。見え方に課題のあるお子さん、どのような合理的配慮が必要なの

か、盲学校あるいは合理的配慮協力員の方と協力して、どのような合理的配慮が必要なのか検討し、そ

れを合理的配慮として教室の中で使っているということです。このお子さんについては、単眼鏡、ルー

ペ、書見台、タブレットなどを活用しています。こちらのほうは、黒板をタブレットで撮って手元で拡

大している。それから机を２つ使っているのがおわかりかなと思います。どうしても、いろいろな機器

を置きますと、道具類を置きますとスペースをとられてしまうということで、机を２つ使っているとい

う様子です。それから、タブレットを使って、地図など資料を拡大しているという様子です。

合理的配慮の提供に向けては、まずまなびサポートと連携し、実態を把握する。それから、合理的配

慮協力員、県立特別支援学校との連携によって、合理的配慮の内容について検討をしていく。それから、

特に機器などを使う場合については、周りのこどもたちにも、お子さんの様子や機器について理解をし

ていただくということで、理解授業を実施するという取り組みを行ってきました。

成果の２つ目、②です。インクルーシブ教育システム、基礎的環境整備、合理的配慮への理解が進ん

できているということが上げられます。それから、専門的、多面的な視点から助言を受け、意図的、継

続的に合理的配慮を提供できるようになってきました。

それから、研修ですけれども、さまざまな研修の中で、インクルーシブ教育システム構築に向けての

お話をさせていただきました。例として挙げさせていただいたのが、まなびサポートによる巡回の研修

会。それから各種研修会ということで、教育実践講座。それから通級指導教室の担当者研修会。校長会、

教頭会、教務主任研修会、中学校区ごとの合同の研修会。それからモデルスクールからの、モデル校か

らの発信ということで、授業を見ていただいたり、先ほどのお便りを他校にも配布したりということを

行ってきました。それから学校訪問等での指導の中で、インクルーシブ教育についてお話をさせていた

だきました。それから、教育委員会発行の情報誌に掲載をさせていただき、モデル校の取り組みを紹介

させていただきました。

以上になります。これまでのモデル校の取り組みについては、報告書のほうにもまとめさせていただ

いております。過去３年間のものですので、25年度、26年度、27年度のもので、公民館等にも置いてあ

りますので、ぜひごらんになっていただきたいと思います。

それから、３年間のまとめといたしましては、教職員向けに、インクルーシブ教育システム構築モデ

ルスクール事業の概要ということで、簡単にまとめたもの、わかりやすくまとめたものを、全職員に配

るということも取り組ませていただいております。
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私のほうから、以上です。

リーダー：それでは、ただいまの説明に対しまして、ご質問等がございましたらお願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：説明どうもありがとうございました。モデル校の３校の小学

校では、今見せていただいた色んな例があったんですけれど、例えば名札のことだったりとか、興味関

心を持たせる工夫とか、そういうのはすごくうちの子が、この３校ではないんですけど、通っていた学

校でも実際あったりしていたので、モデル校でなくてもこの３年間のモデル事業をやった成果がある、

１校しかわからないんですけれど、出ているように私は思いました。

質問ですが、今、小学校のお話だったのですけど、中学校のほうでの取り組みだったり、中学校の教

員等の研修や勉強については、何かあったかどうか教えてください。

事務局：こちらのモデルスクール授業は、中学校の先生方にも、例えば先ほどのまなびサポートの研修につい

ても、全校をまなびの職員が回るということで巡回させていただき、お話をさせていただいております。

また、学校訪問等についても、こちらの成果を生かして、先生方にお話をさせていただくということ

で取り組んでいるところです。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ありがとうございます。中学校のことは、具体的にこれをし

ましたとかは、きっとないと思うのですが、ただ、やっぱり中学校のほうでは、こういった取り組みを

しようとしているのかどうかというのが、ちょっと今現段階では、私自身が中学校を見学しているわけ

じゃないんですけれど、今、お話があった取り組みをとてもしているようには思えないなということを、

うちの会員の保護者から聞いていますので、できれば中学校関係の先生にご意見、今の取り組みを教え

ていただけたらお願いします。

リーダー：浦安市立中学校長会委員のほうから、もし、中学校での分かる授業の視点等があれば。

浦安市立中学校長会：本校の取り組みでいいですか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：いいです、それでも構わないです。

リーダー：中学校の場合、こどもの特定はできないと思うので、こういう例という大きなものがあれば。

浦安市立中学校長会：本校では、職員向けの先ほど研修があったということなんですけれども、４月２日に法

律が変わるというタイミングで、全職員、研修を行いました。教育研究センターに来ていただいて、合

理的配慮について研修するとともに、また、入学式前、始業式前ですので、その段階でやったほうがい

いということで４月にやり、今度７月にまた研修を行います。

あと、本校はタブレットの研究指定校にもなっているので、タブレットを利用した合理的配慮の取り

組みを、いま行っているところです。

また、中学校の場合は、テストとかがありますので、定期テストとかの合理的配慮とかをするととも

に、また当然授業も、一人一人に合った対応を全職員でしていくと。全職員というのは、結局教科は担

任制ですので、担任だけがわかってもだめですので、全ての教科、９教科の先生が、各教科において何

ができるのか進めているところです。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：どうもありがとうございました。委員の学校では、このよう

に取り組まれているということがよくわかり、ほかの中学校もそうなっているといいなと思う限りです。

タブレットの件ですが、委員の学校ではたくさん使っています。もう１校、タブレットをたくさん使

っている学校があります。そちらの学校で、例えば、特別支援学級とかがあるのですけど、そこでは去

年は一切使われておりませんでした。あるのに使われていないということがあるんですね。なので、こ

の場では言って、使われる、使われない、今回は必要なかった、じゃ、どうして必要なかったかという

話にもなりますし、保護者のほうから使ってほしいということも申し入れをしているんですね。市の広
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報新聞に載っているんで、例えば近くに住んでいる人だったらみんな知っているわけなんですよね。で

も使っていないなとか、使うに当たって、やっぱり注意もたくさん必要だと思うんですよね。ただ、台

数的に足りないとかは絶対ないと思うんです、学級の人数も少ないし。でも結局使えなかったりしてい

る事例も一応あるということで、報告をここでさせていただきます。

今の合理的配慮についてですが、ちょっと具体的な学校名は言えないんですけれど、やはりほかの中

学校ではそういった研修や話もされていない学校もあるそうです。合理的配慮を受けなければいけない

生徒がいても、もちろん合理的配慮のほうがされていなくて、非常に困っているという人も、今現段階

でいますので、早急に各学校で、特定の学校だけではなくて、特に中学校の場合は、今モデルスクール

をやっているわけではないので、早急にその対応を研修なりしていただくことを親の会としては望みま

すのでよろしくお願いします。

リーダー：司会のほうから、私たちは学校訪問で中学校もありますけれども、小学校も中学校も基本的には同

じことをお話しします。例えば、先ほど言った環境は、これは誰にとっても学習しやすい環境をつくる

といいですよねとか、あとは掲示物の見やすさですとか、ノートの使い方等同じようにしていきます。

これから教育研究センターの方で、今年度も全小中学校を回りますので、その辺もしっかりとやってい

きたいと思います。

それでは、今の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関しましては、ほかによろし

いでしょうか。

浦安市自閉症協会：合理的配慮協力員について教えてください。これはどういった方がやられているのか。あ

と、小学校では何名、中学校には何名いらっしゃるのか、その人数を教えてください。また、学校単位

なのか、クラス単位なのか、あるいは要望があったら配属されるのか、そこを伺いたいと思います。よ

ろしくお願いします。

事務局：インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業が委託されていた３年間に、３校、各１名ずつ

の合理的配慮協力員の方をお願いしていました。３名の方が、それぞれ３校に配置されるということで、

取り組んでくださっています。役職としまして、どういう方だったかというと、大学の先生でいらっし

ゃるとか、そういった方々にお願いをしたということです。

現在は、委託のほうが終わっていますので、合理的配慮協力員の先生方は、現在は配置されていない

ということになっております。

リーダー：補足させていただいてよろしいですか。このモデルスクール事業は、国の委託で県におりてきて、

そこから本市と委託契約をしたのですけれども、その中で、その一定の予算の中で合理的配慮協力員を

雇用し事業を進めるということだったので、それにのっとって、この３年間モデル校となった３校に配

置したのが、合理的配慮協力員です。報告書を見ていただくと分かるのですけれども、星槎中学校の安

部先生という方が、そのうちのお一人です。その方は、非常に現場のことも分かっているし、インクル

ーシブ教育システムについても詳しいので、各研修会、例えば校長先生や教頭先生の研修会でもお話を

していただきました。

ですから、委員からのご質問の中にある、合理的配慮協力員は、モデルスクール事業を行っていた３

年間に配置した職員が合理的配慮協力員という名前で、大学教授のような方が入っていました。

その事業が終わってしまったので、今は浦安市の学校には配備されていません。ただ、その中のお一

人が、今まだ浦安でも、いろいろとご指導を受けたいということで、まなびサポートのスーパーバイザ

ーになっています。

浦安市自閉症協会：ありがとうございます。わかりました。私は、常にそういった方がいらっしゃって、継続
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して支援し続けていくものだと、それが合理的支援なのかなと勘違いしていました。

リーダー：ほかよろしいでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：今の流れでちょっと、浦安市内の高校のほうにも何らかの働きかけというのはされて

いるんでしょうか。よろしくお願いいたします。

事務局：まなびサポートとしては、特に高校のほうには働きかけというのはしていないのが現状です。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。例えば、障がい事業課等から、４月からの条例ありますよね、

あれのチラシを、行って啓蒙活動されるとか、そういった取り組みはあるんでしょうか。

事務局：ご質問の、高校への条例あとは差別解消法の啓発ですが、条例もできたので、今後、市内の高校と、

私立の学校には、こちらから啓発を進めていく予定になっております。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございました。この会議にも、高校の先生、きょうはお休みですけれども

いらしていますし、浦安市内の高校ということで、そちらもどうかよろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございます。この議題に関してはよろしいでしょうか。

それでは、議題の２の「サポートファイルの配布状況と活用について」、事務局より説明をお願いし

ます。

事務局：議題２の「サポートファイルの配布状況と活用について」説明いたします。

昨年度から、皆様にさまざまなご検討をいただいています、サポートファイルうらやすなんですけど、

今年度についても配布状況をまずご報告させていただきます。

27年度は、こども発達センターで48部、障がい事業課で33部、相談事業所で39部の配布を行い、合計

120部の配布を行いました。

障がい事業課では、昨年度のこの部会でもご報告させていただきましたが、発達支援セミナー、発達

講演会などで啓発を行いまして、そのときにご関心を持っていただいた方にお持ちいただいたという経

緯がありまして、配布分類につきましては障がい事業課の配布が大変多くなっております。保護者の方

はもちろん、ほかの市町村の方でご関心を持っていただいた方ですとか、事業者さんにもお持ちいただ

きまして、こういったたくさんの数になりました。

続きまして、共通シート活用状況アンケート結果についてですけど、昨年度のこども部会におきまし

て、さまざまなご意見いただきました共通シートが完成しまして、３月末にホームページのほうに掲載

し、同じく事業所さんにも通知をさせていただきました。４月から利用開始ということで始まり、２カ

月が経過しましたので、その利用状況について、市内の事業所さんにアンケートを実施しました。

まず、１番、共通シートを利用していますかということですけど、利用しているが３件、今後利用予

定が８件、利用していないが４件となりました。開始の時期もあったかと思うんですけど、なかなか年

度の終わりの利用というところに間に合わなかった事業所さんもいたかと思うんですけれど、今後利用

予定という方を含めまして、大体75％弱のところで利用ができるのかなというふうな回答をいただいて

います。

次に、利用していると答えた事業所に、どのように利用していますかと聞き、サービス利用開始時に

保護者が作成するシートが１件、サービス利用開始時に事業所が聞き取り作成するシートが１件、定期

的に保護者が作成するシートが１件というふうになっています。

３番、定期的に作成するシートと答えたところにつきまして、どのような頻度で利用しますかという

ことで、こちらは年度当初が１件というふうになっています。

この共通シート４番ですけど、共通シートを利用して、何か利便性が向上したことがありますかとい

う問いに対しましては、利用者が記入する負担が減少したが１件、事業所が記入する負担が減少したが
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１件、面談の時間が削減されたが２件、その他、サポートファイルの存在が浸透したが１件となってお

ります。

まだ使っていただいていないという事業所さんもたくさんありますし、使っている事業所さんも、何

かこのシートについてご意見ということで、まず、記入項目についてのご意見として、兄弟姉妹の生年

月日は不要ではないか、服薬欄が１行では少ない、保育園、幼稚園名、相談支援専門員の名前、これら

の記入項目はあったほうがいいというご意見をいただきました。

また、サポートファイル全体の内容の記載が進まないとの声があるため、まずこの共通シートの記載

を行ってみるよう提案し、利用を促していくことを検討しているということでありました。

また、受給者証更新時に案内するなど、利用者への周知が必要ではないか。サービス開始前に知りた

い情報なので、利用者が事前に持ってきてくれるといいというご意見をいただきました。

また、４月以降、まだ契約がないため利用していない、今後活用していくというご意見もいただきま

した。

また、事業所で重要な部分が分散しているため、集約されているといい、アレルギーとか通学先とか

病院、ちょっとその辺が分散されているので、集約されているといいというご意見をいただきました。

また、こどもにかかわる全ての関係者が連携できたらすばらしいと思う、このようなご意見をいただ

きました。

続きまして、６番ですけど、利用ができていない理由というのも、こちらから確認させていただき、

浦安だけでやっている事業所さんではない事業所さんもいますので、現在自社のものを利用していて移

行が難しい。また、居宅介護の事業所で独居の方が多く、アセスメントシートも本人から聞き取り、本

人の了解を得る形で、本人に書いてもらうことがないので利用する機会がない。４月以降、まだ契約が

ないという理由で利用していないというところがありました。

こちらでも事業所で使っていただき提出するものなので、事業所への周知に力を入れてやったところ

だったんですけど、今回のご意見のように、利用者さんが事前に持ってきてくれるといいという意見も

ありまして、利用者さんにも周知を検討していきたいなというふうに、考えています。

先ほどの意見のように、受給者証更新日には、障がい福祉課からお手紙が行くかと思うんですけど、

そちらに入れてみるとか、そういった方法を、利用者さんへの周知についても今後検討していきたいと

いうふうに思っています。

共通シートのアンケート結果については、以上になります。

続きまして、３番、今後の改善案についてということで、今年度につきましても、このサポートファ

イルうらやすについて、改善を進めていこうというふうに考えております。

前回のご意見なんですけど、こちらから提供しました改善シートに対するご意見をいただきまして、

１歳半健診などで手にするとき、いきなり障がいに関するサービスの情報ですとか、障害年金の情報が

目に飛び込んでくると精神的に、やはりダメージが大きいと。ファイルの更新について、役立つ情報は

一番後ろにしてはどうかというご意見いただきました。

あとは、大人になってからファイルを書き始める場合、小中学校などを振り返って記入する振り返り

シート、こういったものを提案したんですけれども、教育委員会のほうに意見を聞いて作成したほうが

いいというご意見をいただきました。

あとは、各サービスごとの共通シートを作成してはどうかというご意見もいただきました。

このようなご意見を参考にしまして、今後、また改善を進めていきたいと思っております。

２番、今後の役立つ情報の追加ですとか改善の内容なんですけれども、前回でもお出ししたんですけ
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れども、まず年齢別支援制度及び支援機関の情報の提供、また災害時の対応の状況、あとは特別支援教

育について、障害年金について。

今、少し考えていますのが、記入例や参考になるファイル活用法などということで、既に利用されて

いる方から活用法、いい活用法があれば、そういった利用者さんからの声も見まして、こちらから上手

な活用法というのを提供していければいいなというふうに考えています。

３番としまして、成人用サポートファイルの作成、こちらにつきましては、相談支援部会において、

引き続き成人用サポートファイルの検討をしていきたいと思います。

サポートファイルの活用については、以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

サポートファイルの配布状況と活用についてという説明がありましたけれども、ただいまの説明に対

してご意見、ご質問等あればよろしくお願いします。

よろしいでしょうか。それでは、ただいまの説明に準じて、また改善等をしていっていただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、続きまして議題の３のほうに移りたいと思います。「こども発達センター事業報告につい

て」、こども発達センター委員より説明のほうお願いします。

こども発達センター：お配りしました事業概要に沿って、こども発達センターの事業報告をさせていただきま

す。

こども発達センターは、浦安市の公共療育施設で、市内に住むゼロ歳から18歳までの心身の発達にお

くれや心配のあるお子さんと、そのご家族を対象にさまざまな相談や発達支援を行っています。

また、26年10月に、地域療育の中核を担う児童発達支援センターの指定を受けております。

概要の１ページのほうに記載しておりますが、「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」を療育の目標に掲げています。

この目標を達成するために、１、こどもへの発達支援、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つの視点に立った支援体制の整備・充実を進めているところです。

２ページのほうに、職員の体制について書いてありますので、後ほどご覧ください。

今回は、ページ３の、事業体系にあわせて、発達センターの事業について、特に児童発達支援センタ

ーの指定を受けた後、体制を見直した事業について説明させていただきます。

こども発達センターは、相談支援、児童発達支援、地域支援と３つの支援体制に分けて事業に取り組

んでおります。

まず、相談支援では、こども発達相談、計画相談、発達支援コーディネート・サポートファイルの普

及などを行っております。特に、児童発達支援センターの指定を受けたことにあわせ、26年10月に新た

にこども発達相談を開設しました。お子さんの成長発達で気になること、心配なことについて、気軽に

相談できる窓口として、27年度は314件の相談を受けました。詳しい実績は、ページ６のほうに記載し

ております。

お子さんの発達についての相談はもちろんのことですが、転入するに当たっての問い合わせ、情報提

供なども多くあります。こども発達相談で心配なことや気になることを伺い、その内容に応じて他機関

サービスや当センターの専門相談を紹介します。

専門相談では、センターに来所していただき、さらに詳しいお子さんの状態や心配なことの聞き取り

を行い、お子さんには発達検査、行動観察を行い、状態の確認をします。その後、内部で検討を行い、

支援についての提案をさせていただきます。



10

相談の流れの説明になってしまいましたが、今後も気軽に発達の相談ができる場所として、子育て中

の保護者の皆様にご利用していただければと考えております。

児童発達支援にじいろは、２歳児から就学前までの支援を必要とするお子さんとそのご家族を、他職

種によるチームアプローチの手法を通して療育を行っています。お子さんの成長の発達を促しておりま

す。

27年度については、55名、７グループで、児童発達支援を実施しました。詳しい実績については、７

ページをごらんください。

次に、地域支援についてです。

発達支援、保護者支援、地域機関相談、保育所等訪問支援、地域支援研修等が主な事業となっており

ます。

発達支援、個別療育、保護者支援の実績、内訳については、９ページをごらんください。

地域機関相談の事業内容について、少し説明をさせていただきます。

発達センターの相談は、今までは発達センターの利用のお子さんに限っての相談を、市として行って

まいりました。

しかし、この地域機関相談については、センターの利用の有無に関係なく、幼稚園、保育園に所属し、

発達について何らかの問題があり、園の集団生活における適応に困難が認められるお子さんについて、

先生方が、そのお子さんについての理解を深め、対応しやすくなるために、専門的視点から、助言や相

談を行う事業として実施しております。生活の場である園の中で、先生方が発達支援を行えることを目

標に、市内の全ての園を対象に、機関支援を行っているところです。

まず、電話で相談を受けて、その聞き取った状況から環境や対応へのアドバイスを行います。また、

相談の経過を追う中で、職員が園のほうに訪問し、先生方と一緒に支援方法の検討を行うこともありま

す。そのほか、児童福祉法に基づくサービスとして、26年10月から保育所等訪問相談を開始しました。

開始後、27年３月までで５名のお子さんの利用がありました。

実施していく中で、まだまだセンターとして課題を多々感じておりますが、この地域支援については、

こども発達センターが児童発達支援センターとして果たすべき役割の最重要と考え、現在、取り組み体

制の整備を進めているところです。

地域の中で、支援を必要としている全てのこどもへの支援並びに支援を必要としているこどもたちに

かかわる機関への積極的な支援という視点を持ち、今後の事業を展開することが役割として考えており

ます。

国の一般施策の中では、障がいのある子もない子も、地域の日常生活の場で過ごす存在であるとされ

ています。

先ほども申し上げましたが、特別な支援の場である発達センターは、こどもたちが日常生活を送って

いる地域に出向き、地域生活、そのものへのバックアップ。後方支援を行う事業を今後充実させていき

たいと考えております。

浦安市には、数多くのすぐれた民間の療育事業所が活発な事業を展開されております。これからも、

民間事業所の皆さんと、連携、協力を深めながら、支援を必要としている全てのこどもたちに適切な支

援が届くよう、地域療育の中核として役割を果たしていきたいと思っております。今後とも、どうぞよ

ろしくお願いいたします。

以上、簡単ではありますが、こども発達センターの事業報告とさせていただきます。

リーダー：ありがとうございました。
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ただいまの事業報告に対して、ご質問やご意見等あれば、挙手のほうお願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ご報告ありがとうございました。

先ほど、ご報告の中にも幾つか、地域の療育機関、いろんな事業所が立ち上がっていて、そことの連

携にも力を入れていきたいというお話がありました。

今、未就学のこどもたち、児童発達支援センターの中で行われている、今ご説明があった事業、すご

く大事かなというふうに私も感じておりまして、ただ、そのこどもたちを中心とした、その保育園や幼

稚園や、あと各療育機関といったところが、なかなか多分計画相談の中で、担当者会議とかということ

の位置づけはあるにしても、その機会がすごく少ないなと感じているのがちょっと現状です。

いろんなところをこどもたち使っているんですけれども、そこでの様子というのが、なかなか連携ま

で至っていないんじゃないかなという気がすごくしているので、ぜひ、センターとなって、そこの中核

を握っていただけるということであれば、この地域機関相談の中でもそういった連携という部分を何か

力を入れてやっていただけると、実際にこどもたちの発達には、すごく上向きになっていけるんじゃな

いかなというふうに感じておりますので、その辺の役割をよろしくお願いしたいなと思います。

こども発達センター：計画を立てているお子さんは、特に連携等、モニタリングを通してですけれど、しっか

りとこの後も順次支えていければというふうに思っていますし、やはりこども発達相談の中でも、何か

あったときには、計画相談を立てているお子さんは、そことまた連携をとって進めていきたいというふ

うに思っております。

浦安手をつなぐ親の会：こちらのセンターですけど、私は、こどもが小学校に上がるタイミングで浦安に来た

ので、まず１番にここを考えて利用しようと思ったんですけれど、夕方の５時までということがネック

になって、浦安市といっても、近所だったら行っていたかもしれないんですけれども、微妙に間に合わ

ない感じで利用ができなかったんですけれども、夏休みとか結構いっぱいだったり、何カ月も先という

ことになって、一、二回利用させていただいて、その後、とれなくてとれなくてというふうになって、

６番のこども発達センター利用登録者内訳のところの終了理由で、個別相談１年利用なし８名といらっ

しゃいますけれども、この８名も、やむなく、１年前から、１年くらいたったらお電話があって、１年

利用がないので終了させていただきますということを言われたんですけれども、とれなかったんですけ

れども終了させていただきますと言われたら、もう行けないのかなというような気があって、そうじゃ

なかったかもしれないんですけれども、５時までに間に合わないからとれなくて、その後１年利用がな

くて終了になったんだなという気持ちになったのを、ちょっと思い出して。

土曜日もやっているということ、多分共働きの方ですよね。当時、そんなフルで働いていなかったの

で、当時それがあったのかちょっとわからないんですけれども、それも利用できなくて、もうちょっと

時間等で５時というのが行政機関なのでわかる気もしますけれども、せめて６時とかになったら使える

方もいっぱいいるし、そこの１年利用がないから終了というところをちょっと考えていただけたらなと

思いました。

こども発達センター：５時までの利用ということで、確かにそこは大きな課題ではあるのですけど、ただ、回

数的なものを本当に、民間直接的なところで、大分民間の事業所さんと併用しながらうちのほうをご利

用いただいている方も多くなっているのが実情としてあります。

なかなか５時というところは、これは大きな検討課題にはなると思いますけれども、今回そういうふ

うにいただいたというところでは、センターの中でも、必要性について検討していきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。いかがでしょうか。

それではよろしいでしょうか。議題３のほうは終了いたしまして、引き続いて議題４のほうに移りた



12

いと思います。

議題４は、「浦安市ワークステーション事業と特別支援学校の就労支援体制」についてです。

まず、ワークステーション事業について、事務局障がい事業課より説明をお願いいたします。

事務局：私からは、議題４資料、浦安市ワークステーション事業における実習生の受け入れに基づき説明させ

ていただきます。

このワークステーション事業については、部会のテーマが、生まれてから18歳になるまでのこどもへ

の支援ということで、18歳以降の就労の取り組みの一つの事例ということで見ていただけばと思います。

目的について、一般企業等で働く意欲があるもののなかなか就労に結びつかない障がいのある方を非

常勤職員として雇用し、就労する機会を設けることにより、その経験を生かして、さらなるステップア

ップを目指すことができるように支援を行っております。

また、障がいのある方を非常勤職員として雇用することで、市職員に障がいのある方への理解を深め

てもらうことも目的としております。

今現在、知的に障がいのある方が２人、精神障がいの方を１人雇用させていただいております。

ここで、少し昔のものではあありますが、平成25年８月にＪ：ＣＯＭさんで、市のワークステーショ

ン事業について取り上げていただいたことがありますので、その様子をご覧ください。

事務局：映像は昔のものだったんですが、資料に戻らせていただきます。説明ですが、映像でも出ていたんで

すが、今現在勤務条件としましては、単年度雇用ということで１年間で契約させていただいてまして、

最長で３年間まで更新可能という形になります。

勤務形態は原則として週５日、月曜日から金曜日の９時から午後４時まで。休憩時間１時間の実働６

時間となっております。

業務は、郵便物の配達とかプリンタートナーの交換、市民便利帳の訂正シールの差し込み作業だとか、

配布物の差し込み作業等をやっております。

支援体制としましては、障がい事業課長をトップに、指導員と障がい事業係のほうでそれぞれ連携を

とりながら支援を行っております。

仕事は、資料にありますように、朝、朝礼を行いまして、昼まで作業していただき、また夕方、午後

の作業に入っていただきまして、午後４時に帰宅という形になっています。

事業はこのような形で行っています。次に、実習の受け入れについて、今年は７月に市川大野高等学

園から、１名の方を実習生として受け入れる予定です。実習の環境等については、ワークステーション

事業の仕事内容と一緒です。実習期間は、２週間程度という形でございまして、実習から採用までの流

れは、翌年度の採用募集への応募を見込んで実習を希望される場合には、実際に応募の方と同様に、実

習評価シートを用いて実習の評価を行わせていただいております。

その結果、ワークステーションでの勤務が可能と判断された場合には、２次試験の実習を免除しまし

て、書類選考と１次試験の面接のみを実施しまして採用するという形になっております。

時期については、前期４月、後期９月ということで、各学校に実習の案内をさせていただいておりま

す。実際には、12月ごろまでに採用内定について出させていただくという形でございます。

簡単ですが、私から、18歳以降の就労に向けての取り組みの事例ということで、市役所のワークステ

ーション事業について紹介させていただきました。

リーダー：ここで切らずに、引き続いて、本日は市川特別支援学校委員に参加していただいていますので、特

別支援学校の就労支援体制についてお話を伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。

千葉県立市川特別支援学校：本校では、大体毎年30名から40名の生徒さんが社会に巣立っていくわけですけれ
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ども、そのお子さんたちの将来の生活に向けて、いろいろな進路指導を行っています。

その中の一つとして、現場実習というのがありますので、それについてお話ししたいと思います。

プリントをごらんください。

これは、高等部の、校内・現場実習のプリントです。実際は、中学部の３年生も現場実習というのを

２学期に１週間ほどやっております。そのあたりから、社会との接点ができてくるわけですけれども、

中学部の場合は、近所の老人ホームの掃除だとか、それからタオル畳みだとか、そういった仕事をやっ

て、１週間初めての経験をするわけですけれども、高等部になりますと、目的は実際の現場で働いたり

活動したりする経験をするということと、卒業後の生活を考える機会にする。そして、実習をしながら

いろいろな課題が見つかりますので、その課題を見つけて新たに取り組みをするということも、大きな

目的となっています。

期間は、前期が、これは５月末から６月までの２週間、後期が９月末から10月初めの２週間というこ

とで、２週間ずつ年に２回行います。１年生については、前期は校内実習ということになりまして、後

期から外の実習が始まります。

次の３番目の主な計画のところに出ている（２）現場実習というのは、校内実習と現場実習と２つに

分かれています。校内実習のほうは、ことしは４つのグループに分かれまして、縁起物というんですか、

神社とかで配るおみくじみたいなものをつくるグループと、すごく手先が細かい作業なんですけれども、

それからリサイクルグループというのは、ペットボトルや空き缶を集めて、それをきれいに洗ってリサ

イクルするということですね、そのグループと、それから、組み立てキットグループというのがありま

して、これは車用のアクセサリーを組み立てるグループです。それから、もう一つ組み立てのグループ

がありまして、ローラーキャッチというんですけれども、食器棚の金具を組み立てて、組み立てなおか

つ、ねじ４本と袋詰めするというグループなんですけれども、この４つが校内実習です。これは、毎年

協力してくださる会社がありますので、そちらに内職を依頼して仕事をもらっています。

そして、このときにお母さん方にも見ていただいて、お子さんの働きぶりを、よくごらんになってい

ただけます。

もう一つの現場実習は、外部の企業だとか、それから事業所、というところに伺います。これは、１

年生は２学期から、２年生、３年生は１学期からということで、１年生からまず説明します。

１年生は、校内実習をやった後に、その後面談をします。面談をして、校内実習でのいろんな課題が

見つかりますので、それを踏まえて、次の後期の実習はどこにしようかという話をします。２年生、３

年生については、後期の実習が終わった後に、やはり面談をしまして、じゃ、来年度はどうしようかと

いう形で、実習が終わった段階で面談をして、次の実習はどうしようかというような形で、次々いろん

な体験ができるように心がけています。

いろんな体験をする中で、お母さん方にもきちんと実習を見ていただいて、将来の姿を想像していた

だいて、最終的に絞っていくという形になります。

すみません、よく説明ができなかったので、もし後でお聞きになりたいことがあったらご質問くださ

い。

そんな感じで実習を進めるんですけれども、具体的には、裏のページにありますけれども、校内実習

は、校内ですので学校よりこういうことのお知らせということで配られます。現場実習のほうは、実習

先を決めなくてはいけませんので、実習先を決めて、いろいろ希望が重なりますので、学校のほうで調

整をして、相談して決めます。それで、現場実習契約書というものを３部つくりまして、学校と事業所

と、それから保護者の方で３部つくって、それぞれが持つという形で、一応契約という形になります。
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実習前に、保護者と一緒に挨拶に行くということと、実習初日も保護者も一緒に行っていただきます。

それから、実習期間中も一度様子を見ていただきます。そして最終日には、やはり保護者の方に行って

いただきますという形で、こんな感じで現場実習を行います。

基本的には、自力通勤、または保護者による送迎ということになります。そういった形で、全員が実

習をするという形で、将来における準備を行っています。

６番に、その他のところに実習先の決定とあるんですが、企業開拓をしなくてはいけません。実習を

受け付けてくれるところを職員全部で探します。ハローワークで伺ってくるところもあるんですけれど

も、この夏休みに入りましたら、全員が毎日電話の前に座って、チラシを見ながら協力してくれる企業

を片っ端からかけまくって探します。それで、幾つか協力してもいいよという企業がありましたら、進

路担当が伺って具体的な話を進めるという形になっています。

これが、たくさん協力していただけるところが見つかると、本当にうれしい気持ちでいっぱいです。

皆さんも、どちらか協力してくださるところをご存じのようでしたら、ぜひ情報をいただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。

福祉事業所のほうも、調整しながら実習に向けて取り組むということになっています。

簡単ですけれども、こんな感じでワークステーションについても、この実習の中の一つとして進めさ

せていただいているといった状況です。

リーダー：ありがとうございました。それでは、ワークステーション事業と特別支援学校の就労支援体制、２

つ続けてご説明いただきましたけれども、この２つに関して、ご質問等、またご意見等ございましたら

挙手のほうお願いしたいと思います。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：浦安市のほうで、知的のお子さんと精神のお子さんと、３人のお子

さんを受け入れてくださっているというお話を聞いて、とても心強いなと、行政として心強いなという

ふうに感じます。

今、市川特別支援学校委員から伺ったんですけれども、それは例えば肢体不自由の学生は、そのよう

な道を、また開いていただくことは可能なのかなということをちょっとお聞きしたくて質問をさせてい

ただきました。

肢体不自由といっても、本当にいろんなお子さんがいらっしゃって、手が少し不自由だとか、体がや

っぱりちょっと動くことが難しいんだ、でもきちんと思考することはできる、いろんなお子さんがいら

っしゃいます。

その中で、皆さん、通常の学校に通ったり、船橋の支援学校に通ったり、市川の支援学校に通わせて

もらったりで、いろいろ就労先も考えるわけなんですけれども、これから先、一般の企業も同様なんで

すけれども、行政のほうでもそういう門戸を開いていただけると、すごく心強く感じます。

その点、浦安市のほうでは、どのような方針をお考えなんでしょうか。聞かせていただければと思い

ます。

事務局：今、委員からご質問があったことですが、こちらのワークステーション事業、障がいの種別を特に限

定はしておりませんでした。

これまでは、障がい事業課自体が、プレハブのほうにおりましたので、そういった分少し設備的なも

ので難しいところもあったかもしれないんですけど、今後は庁舎が移りまして、そういった施設という

面では、肢体不自由な方にも十分お使いいただけるような施設になっているかと思います。

一応、このワークステーションは、自力で通勤できる方ということが条件になっているんですけれど、

そういったことはご相談しながら、今後は肢体不自由な方の受け入れについても、検討していきたいと
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いうふうには考えております。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：すみません、もう１点、追加でお願いします。

２ページ目のワークステーション１日の流れの一番最後に、必要な場合保護者が迎えに来るよう依頼

するというふうにあるんですけど、いろんな場合があるとは思うんですが、一応自力通勤できるという

ことを今ちょっとおっしゃっていたので、一応こんなことも書いてあるよというお話をちょっとさせて

いただきました。

あと１点、３ページ目で、実習の受け入れについて、市川特別支援学校高等部、市川大野のほうに実

習案内をしているということなんですが、これは船橋の支援学校のほうにはしていただく予定はあるの

でしょうか。お願いします。

事務局：２ページの一番下につきましては、体調不良のときの対応になりまして、体調不良の場合には、保護

者の方にご連絡しまして、ご本人の状態によっては迎えに来ていただくこともあるということになりま

す。基本的には、自力で通勤できる方ということになっております。

船橋の夏見特別支援学校につきましては、また今後新年度に向けましてご案内のほうをすることを検

討していきたいと思っています。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：船橋夏見特別支援学校にもご案内いただけるということで、ありがとうござ

います。先ほどお話あったように、肢体不自由の状況というのは、人それぞれさまざまで、なかなか一

律にこのように支援するということが、人によっては本当に個別に対応しなければいけないことが多い

んですけれども、仕事ができたり自分で通勤できたとしても、やはり身体介護が必要な面というのはど

うしても出てくる生徒がいるんですね。

そうした場合、やはり知的障がいの方も同様のことがあると思うんですけれども、どうしてもトイレ

のときに一部介助が必要とか、物を出すときに一部介助が必要とか、そういった、さっきジョブコーチ

の方がいらしたんですけれども、そういった実習のときに、個別に必要な配慮をお伝えすれば、全て自

分でできなくても実習等は可能ということなんでしょうか。

事務局：今、説明しましたとおり、こちらのワークステーション、ジョブコーチ２人配置しております。今ま

でそこまでの介助といいますか、そういった支援をするようなときはなかったんですけれども、今後に

つきましては、そちらのほうも検討してまいりたいと思います。

浦安手をつなぐ親の会：先ほどの実習案内なんですけれども、船橋、市川大野、市川特別支援学校以外の高校

ですとかサポート校、あるいは都内の学校に通う方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう方

にも何らかの情報が得られる手段があるんでしょうか。

先ほど、映像の中に男の方がいらして、高校卒業されたばかりの方ではないと思ったんですけれども、

どういうふうに情報を得られるのかなということと、あと自力で出勤できることが条件と伺いましたが、

その自力で出勤できるというのは、例えば、移動支援等の手段を手配できて出勤できるということも自

力で出勤できるという範囲に入るんでしょうか。たった１人で、市役所まで行くという意味なんでしょ

うか。よろしくお願いします。

事務局：現在は、ワークステーションの実習案内をお送りしていますのは、市川特別支援学校、市川大野特別

支援学校とあとは、船橋だけなんですけれども、今後また、こちらの受け入れ体制も限られているとこ

ろもありますので、その辺のほかの案内につきましては検討させていただきたいと思います。

もう１点、先ほどのビデオでもありました受け入れの流れなんですけれども、特別支援学校のほかに、

あとは浦安のほうで就労支援センターというのがありますので、そちらのほうからのご紹介で働くとい

う方もいらっしゃいます。
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最後の移動支援については障がい福祉課からご説明いたします。

事務局：事務局障がい福祉課です。今、ご質問の中で、例えば移動支援事業で通うというようなお話が出まし

たけれど、移動支援事業、地域生活支援事業の中の一つの事業でございまして、この移動支援事業は、

例えば、その学校ですとか職場ですとか、通例的なものというのは基本認めていません。

ただ、場合によって人によって、例えば、通いなれるまでとか、保護者が就労や障がいなどが理由で、

やむを得ず送迎ができない場合とかそういったところで相談を受けながら対応しているのが現状です。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ワークステーション事業についての勤務条件の中に、期間が

単年度で３月31日までということだから１年と考えて、最長で３年間更新可となっておりますが、例え

ば３年間お勤めになったら、その後はどうするんでしょうかと思うのが、やっぱり保護者として思いま

して、頑張って自分で見つけてくださいなんていうのだったら、この３年間は、３年間じゃないですけ

れども、ある意味保証されているところあるんですけれども、３年でその後のほうがきっと探すの大変

だと思うので、その辺のサポートが、例えば、この場合だと障がい事業課なのか、ワークステーション

事業が管轄するのか、もしくは、卒業した特別支援学校のそういう就活の先生なのか、ちょっとその辺

のことがわかれば教えてください。

事務局：今のご質問ですが、ワークステーションの位置づけが期限つきというものになりまして、やはりなか

なか就労に結びつかない方の職業訓練のようなところにはなりますので、その最長３年間の間に、こち

らも就労支援計画を立てまして、次に結びつけるように、こちらとあと市の就労支援センターと連携し

まして、次の就労先の計画を立てながら、最長３年間を過ごしていただくようになっております。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：今、訓練という言葉があったんですが、訓練ということは、

賃金としてはもらえなくて工賃ということになりますか。それとも、最低賃金が保障されているのか、

時給なのか、その辺のことを教えてください。

事務局：すみません、ちょっと言葉が間違っておりまして、訓練ではなくてこちらは雇用になりますので、賃

金ということになります。最低賃金の保障をするという形になっております。

浦安市自閉症協会：こちらのワークステーションのこの事業、とても魅力的で障がいを持つこどもの親にして

みれば、ここで働く練習なり、働くということをさせてみたいと考える人は多いと思うんですが、今の

賃金、工賃という話もそうですが、やはりこういった情報から、私たちは自分たちのこどもがここで働

くことができるかどうか、チャレンジしていいのだろうかということを考えてしまいます。書きにくい

かもしれませんが、情報を発信するに当たっては、細かいことも書いていただけたらなと思います。

文章の行間から読むことになるかもしれませんが、一番最初の１の目的「一般企業で働く意欲のある

ものの」というふうにありますと、障がいの程度としてはかなり軽いものというふうに考えます。

また、自力通勤という言葉は、こういった就労の案内によく使われている言葉ですが、自力通勤とあ

るときは、障がいの程度にふれていなくても、それはある種の条件のように私たちは受けとめるんです

ね。

これは、どういった障がい児・者がチャレンジすべきものなのかとまず考えて、これはチャレンジし

ても全く歯が立たないんじゃないかとか、支援があればできるものなのかと考えるので、親や支援者、

こども自身が悩んでしまうものよりは、わかりやすい説明が書かれていたほうが、支援する人も当事者

も受けとめやすいと思います。

事務局：ご意見ありがとうございます。ちょっと賃金の情報が入っていなかったこと、申しわけございません

でした。

あと、もちろん、こちらのワークステーション事業の条件として、重度の方がだめとか、どういった
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障がいの方という限定はしておりません。

勤務条件としましては、こちらで業務していただくこの業務ができる方というのが、やはり判断基準

になりますので、この業務ができる方でこちらのほうで、個々に面接、実習行ってまいりますので、個々

で対応してもらいたいというふうに思っております。

リーダー：ありがとうございます。千葉県立市川特別支援学校委員が、先ほど特別支援、市川の就労の体制の

お話をされたのですけれども、就労に向けてのお話で、ワークステーション事業と学校の方でもあって

ご質問の中に少し入っていたんですけれども、就労のところで、何か県立市川さんの方で補足等はござ

いますか。特にないですか。

千葉県立市川特別支援学校：何を皆さんお知りになりたいでしょうか。

リーダー：就職するところのバック部分のところだと思うのですけれども。この事業を行って、最後どうやっ

て送り出すのかという。

千葉県立市川特別支援学校：そうですね、補足というよりは、基本的に大事なことは、身辺の、基本的生活習

慣がきちんとできているということなんです。

それで、挨拶から、それから身の回りのこと、何ができるというよりも、そちらのほうがきちんとで

きているということが大切なので、実習に行って、いろいろな指摘を受けますので、それを課題に、じ

ゃ次頑張っていこうねということで、より具体的な課題を見つけるためにも実習を行っているというこ

とですね。

企業さんのほうにも、やっぱり挨拶が一番言われることかなというふうに思っています。あとは、い

ろいろ細かいこともあるんですけれども、個々に対応してということで。

リーダー：ありがとうございました。それでは、他はよろしいでしょうか。この議題の４に関しては大丈夫で

しょうか。それでは、議題の４についてありがとうございました。貴重な情報提供で、今日は発達セン

ターの本当に小さいお子さんから就労まで広い部分の話でした。

本日の議題は、これで全て終了しますけれども、委員の皆様から何かございましたら。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：親の会の例会が、議題提出より後になってしまって、ちょっ

と問題に上がったことがありましたので、こちらでお話しさせていただければ思うんで、お時間いただ

きます。

具体例を言うと個人が特定されてしまうのでということを、事務局さんから言われているので、でき

るだけわからないように言いたいと思うんですが、一応親の会で、今、現在問題になったのが、特別支

援学級の担任の適正配置ということで問題になりました。

どうしてこういうことが出たかといいますと、今親の会では、普通学級に在籍するお子さん、普通学

級に在籍して、補助教員の先生に支援を受けている方、それから入学したときから特別支援学級に行っ

ている方、途中で転籍して特別支援学級に行かれている方と、３タイプでいっているんですが、特別支

援学級、うちの子のことは言いませんけれども、イメージとしては、特別支援学級の先生というのは、

障がいや、そういう専門知識のある先生がいて、より特別な支援が受けられる学級だという、親は認識

でいます。

でも、普通学級に在籍されているお子さんは、普通学級で可能な限り、可能な支援を、特別な可能な

支援を受ける、その了承の上で普通学級に在籍をされています。

親の会では、どちらかというと、普通学級で、思った以上に普通学級の先生が特別な支援の知識がな

い中も、その子に向き合って、その子にその適正な支援を受けているという方が結構いらっしゃいます。

そうでない方もいらっしゃいます。
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転籍をする方は、学校から特別支援学級行ってくれよとか言われているわけではなくて、うちの子に

は普通学級で学ぶ環境も必要だけれども、やっぱり特別な知識も必要だから、普通学級では学べないこ

とも習う必要性があるから、特別支援学級に転籍されたりするわけですよね。そこに行ったら、プロフ

ェッショナルな先生に指導してもらえるかと思ったら、そうでないということが現段階で起こっていま

す。

そういうのは、やはり教員、先生を目の前にしてこんなこと言うの、大変失礼なんですけれども、教

員の能力不足とか、不適性とか、そういうことには当たらないのかというお話になりました。

実際、そういうことが起こった場合、保護者はどこに相談をすればいいのか。相談して、手っ取り早

いのが、その方が転校したりとかすれば、その学級からは外れるということにはなりますけれども、例

えばその学級にいたい場合、まずどういうふうに相談して、どうやってやっていけばいいのかというの

が実際わからないということが起こっています。

実際、例で言うと、そういう不適切な指導、対応されたことによって、こどもが大けがを負ってしま

ったり、すごいストレスをためてしまって、結果、ただでさえ障がいがあるのに、また残る障がいにな

ってしまったとか、そういうことが実際に起きているんですね。

ちょっと本当にこれ以上は具体的なことを言うと、こちらにいる方もおわかりの方もたくさんいらっ

しゃるので言えないんですけれども、やっぱりこういう場合、本当に親がどうしたらいいのか、本当に

こどもに申しわけないという気持ちも親はありますし、何とかしなければならないと思っているんです

ね。そのために、親の会がありますので。その辺、何かいろんな、きょうもお話聞いてきて、浦安市に

はいろんな機関がありますけれども、どういったときに、どこに行って、どう相談すればいいかという

のが、いまいちよくわからないところがあるんですね。

なので、特に学齢期の場合、一応対象年齢には入っているはずなんだけれども、何かうまく親がする

ことができない現状になります。ですので、そういう、こちらに校長先生いらっしゃるからあれなんで

すけれども、学級の担任の配置、大変難しいことだと思うんですけれども、実際、こういう問題が起き

たときに、親はどうすればいいかということを、ちょっとお聞きしたかったのでよろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。相談のところと、最初に学級担任の２つですかね。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：そうですね。

リーダー：校長先生いらっしゃいますけれども、私の方が話しますので、もし何か補足があれば。

まず学級担任ですけれども、今、一つ大前提として、浦安市は、先ほどインクルーシブ教育システム

構築モデルスクール事業のところでお話をしましたけれども、浦安市職員全体が特別支援教育に対して

詳しくなっていきましょうということを、あの事業も含め、これからもやっていく体制でいますので、

先ほど言った通常の学級の先生でもかなり知識のある人は当然出てくるだろうと考えています。

特別支援学級の担任ですとか、通常の学級の担任は、その学校の校長先生が決めることになっていま

す。校長先生が、人事配置された教職員の中から、その職員本人の希望も聞きますけれども、本人の経

験年数ですとか意欲ですとかも考慮しまして、学校全体のバランスを考えて決めていくことになってい

ます。

例えば、そうすると、初めて特別支援学級担任になる人も出てくるわけですので、そういう人の場合

には、まず年齢を問わず、千葉県のほうでは新任の特別支援学級担任研修会というのを位置づけていま

す。これ、年複数回あります。この研修会は、悉皆研修ということで、必ず参加しなくてはいけないも

のになっています。

先ほど年齢を問わずと言ったのは、若くして特別支援学級の担任になる場合もあるし、例えば30代で
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なる場合もあるし、40代でなる場合といろいろあります。

それとまた、本人も実地研修をすると思うのですけれども、それに加えて市のほうでも、巡回研修で

すとか、市で主催する研修会、また、特別支援教育研究連盟という組織ができ上がっているので、そこ

の主催する研修会等もあります。そのような場で特別支援学級担任同士が情報交換をしたりするという

体制があります。

これは、市のほうでは、特別支援学級担任というのを、特別支援学級担任になったら、ずっと特別支

援学級担任と固定するのではなくて、通常の学級、通常級の担任から特別支援学級の担任になったり、

特別支援学級の担任から通常の学級担任になったりというようなものも含めて、市全体の教職員で特別

支援教育をしっかり支えていくとともに、学校としても、その子どもたちを育てていこうと考えている

ところです。そういう観点で、配置をしているということです。これは、委員の校長先生が、もしもう

少し補足があればというところになりますけれども。

あと、困り事、２つ目も少し話します。

まず、いろんな相談があると思います。きっと、こどもの日常の学習の問題とか生活の問題とかいろ

いろ出てくると思うのですけれども、普通、何かあったときには、まず学級担任と相談するというのが

一つあります。

そのほかには、学校では相談窓口といって、スクールライフカウンセラーですとか、学校の中で相談

の窓口になっている方がいますので、そこで相談を受けることもあります。また、学校運営にかかわる

ようなことですと、校長先生や教頭先生のほうに相談をしていただくということで、そこから広がって

いくというふうに捉えています。今、２つのことを、大きなところでお話しさせていただきました。

浦安市自閉症協会：自閉症協会でも先月の例会で、こちらの会議であげてほしいことを話し合いましたら、コ

スモさんと偶然にも同じ、困ったときの相談事はどこにしたらいいかということでした。今さらながら

という感じもしますが、やはり教育のこと、生活のこと、あらゆること、相談窓口はたくさんあるよう

ですが、いざというときに困ってしまう、みつからないと。

例えば、こども発達支援センターでは、ゼロ歳から18歳というふうになっておりますが、実際のとこ

ろ18歳近くになったお子さんは通いにくい、相談しにくいという現状もありますし、青少年サポートの

大体の目安は25歳と伺っております。なので、25歳以上になったらどこへ行ったらいいんだろうかとい

う質問をしてほしいという声がありました。

また、浦安市の中だけでは相談しきれないので、県の相談窓口で相談しようと思った方もおりました。

しかし、なかなか相談件数が多いようで、電話がつながらないという状況だったそうです。

市内の中で、相談窓口、相談事業というのは、数多く聞いてきたような気がするんですが、浦安市に

長く住んでいる年齢の高い方からも、どこへ相談したらいいんですかというような相談事が、自閉症協

会の定例会で出ています。やはり単純に教育のことだからここ、生活のことだからここ、いつも療育に

かかっているからその先生ということで済まないのだと思います。そういう時はどこへ相談に行けばい

いんですかというのと、25歳より上の年齢の窓口はどこですかという質問です。いかがでしょうか。

リーダー：相談の窓口まで、いろんな層、内容に関してなんですけれども、これは、事務局のほうは、かなり

広いところですけれども何かございますか。

事務局：今、相談する機関の一つということで、そらいろについてもお話があったところです。そらいろにつ

いては、特に発達に障がいのある方の専門機関が少ないということで、小学生からおおむね25歳という

ことで、区切ってやっている事業です。

ただ、これ市がつくっている事業ですので、必ず25歳じゃなきゃいけないということではないので、
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まずご要望として一つお受けしまして、今後どうしていくかというのは検討したいと思います。

市のほうには、相談窓口さまざまありまして、就労については就労支援センターですとか、生活につ

いては全般は基幹相談ですとか、あと障がい福祉課のほうのケースワーカーのほうも相談を受けていま

す。

また、たくさんでき過ぎて、余計もしかしたら混乱してしまうのかもしれないですけれども、今年度

は新たに障がい者権利擁護センターという窓口を、障がい事業課の中につくりまして、ここでは障がい

についての理解ですとか合理的配慮についてお聞きするようになっています。

幅広く、市の業務については、行政事務だけでなくて学校のことから、あとは消防ですとか他部署に

ついても全て権利擁護センターのほうで聞くというのが浦安の一つのやり方として、全部の部署に、職

員のほうには通達が行っておりますので、ふえ過ぎてもしかしたら使いづらいというのがあるかもしれ

ませんが、いろいろな窓口がありますので、困ったら一度市のほうにご相談いただいて、どこが一番合

っているかというのを一緒に考えさせていただきたいと思います。

浦安市自閉症協会：では、まず困ったら市の障がい福祉課、事業課へ行けばよろしいということで、そういう

答えを定例会でしていいでしょうか。

事務局：もし、どこの相談窓口が一番いいんだろうかというところで困ったら、市役所のほうに聞いていただ

いてというのも一つありますので、そのように皆さんに言ってください。

浦安市自閉症協会：ありがとうございます。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：先ほど、リーダーからのお話で、２つ言いたいうちの１つ目

のほうです。

特別支援学級の先生のことはよくわかったんですけれども、校長先生が配置するというお話だったの

で、校長先生に聞くわけじゃないんですけれども、県の教育委員会の特別支援教育課長とコスモの執行

部でお話をしたときに言われたお話なんですけれども、どうしても一定数の教員としては、適切な感性、

能力がない教員が一定数いる、そのような教員は教壇に立たせてはいけない。大人のエゴでこどもの一

日一日を犠牲にしてはならない。ゆえに、管理職は、明らかに能力不足、不適性な教員は、教員研修セ

ンターに送るべきである。そのことで、管理職の管理能力などに問題が問われることがないというお話

がありました。

すごく、この文章を聞くと、全部管理職、要は校長先生にかかっているというふうなことだったんで

すけれども、じゃ、実際、親が決めることじゃないけれども、親がそのように思った部分は、学校の校

長先生に相談して、そこからは校長先生の指示になるというふうな考えでいいんでしょうか。

浦安市立中学校長会：学校長の立場から話させていただきます。

先ほど、人事に関してありましたけれども、これに関しては、学校長が全て配置をどこの学校に誰々

とか、そういう配置ではありません。全て、県教委、市教委、相談して配置になっていくと思います。

また、学校長も当然どこの学校に配置されるかというのは、県教委や市教委の相談のもとだと思いま

す。

また、小学校と中学校と違うのは、小学校は学級担任、中学校のほうは教科担任ということで、教科

で、全ての教科、全て数学の先生とかあり得ないところもありますので、特別支援学級があれば、特別

支援学級の資格を持った先生がいることが一番好ましいわけですけれども、現実的にどの教科も、特別

支援を含めて、講師という立場の先生も配置されているのが現状です。

その中で、学校長としては、誰が担任を持つのか、または校務分掌をどういうふうにしていくのかは、

学校長を中心として、学校長が最終的には決めますけれども、教頭や教務主任と相談しながら決めてい
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くところが多いです。

人事管理の、配置された場合に関しては、先ほどありましたけれども、これは全て学校長の責任にな

ります、配置されれば。ですので、いろんな相談、担任に相談できないことはカウンセラーとか学年主

任とか、いろいろ相談、順位的に、また養護教諭とかいろんな立場の人が学校にはいますので、相談を

すると。

当然、今学校長に直接という場合もあります。教頭に行く場合もあります。最終的にそれを取りまと

めて、学校長が、今どういう状況かということで話していくわけですけれども、学校長も専門分野では

ない部分もありますので、当然教育委員会に相談したり、県教委に相談したりしながら進めていくのが、

今の現状です。

浦安手をつなぐ親の会：先ほどの委員の話にもつながるんですけれども、親の会でも、何件かのケースでは、

支援級に行ったものの、思っていたような支援が得られなかったり、先生が本当に支援級の先生だろう

かという先生に当たってしまって、普通級に戻りたいというふうに考えて、普通級に戻ったことも実際

何件もいらっしゃいますし、そのときに、その支援級に行って、適切な支援が得られるだろうと思って

移動したのに、そうじゃなかった場合のつらさといったら、いかばかりかと思いますし、そのときに、

また普通級に戻りたいというふうに学校側に言うと、支援級に行くときはするっと、はい、どうぞどう

ぞという感じで、道はさっと開けるんですが、支援級に一旦行って、普通級にやっぱり戻ります、うち

の子は支援級が合わなかったというと、物すごく戻りにくいし、すごく抵抗に遭うようなんですね、私

自身の経験ではないんですけれども。そういったケースも、本当に１件や２件じゃなく伺っています。

よっぽど、本当、ご両親と頑張らないと、一旦支援級に行くと普通級に戻ることができにくい。その

辺は、両親とお子さんが決めるから、入るところは選べるようにしていただきたいと思います。

本当、私、特定されたらあれなんですけれども、普通のクラスにこだわっている親じゃなくても、例

えば支援クラスここに入るんだなと思って見に行ったら、きょう伺ったようなモデルスクール的なもの

が見られなくて、ここに入るんだったら仕方がない、普通のクラスで頑張っていこうというのを続けて

いくしかないという選択をする人も本当にいると思うので、その辺をよろしくお願いします。

リーダー：就学相談ですが、相談の中で、本当にそういう形でしっかりと、保護者、こども、学校に寄り添う

ようにサポートのほうも今のお話伺いながら、やっていきたいと思います。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：すみません、一つ提案をいいですか。先ほどの件で、一つ提案と申

しますか、以前もちょっとお話をさせていただいたことがあるんですが、インクルーシブ教育について、

先ほどリーダーから、特別支援級に配置される先生は、どの障がいにおいても詳しくなっていきましょ

うという方針を打ち立てていますということをお話しされていたんですけれども、我々、親でも本当に

障がいって、一つに何か障がいについても、個人それぞれにすごく多様なものがありまして、先生もや

っぱり把握するのはすごく大変だと思います。

一つの、例えば、肢体不自由でも本当にいろいろありますけれども、体の不自由なお子さんの中でも、

特に医療ケアが必要なお子さんであったりとか、あと、例えば自閉症とか、そういう一つ区切りのある

発達障がいというか、そういうもの、本当、大枠ではあるんですけれども、そういうこどもたちを対象

にした一つのクラスというんですか、特別支援学級で、ここの学校の特別支援学級は、例えば発達障が

いのお子さんに向けた、ほかのお子さんも来ても構わないけれども、そこに特化したクラスだよですと

か、ここであれば、医療ケアは図れるですとか、実際、どっこらしょの中でも、ことし小学校１年生に

上がったお子さんですけれども、やっぱり体が弱くて、なかなか船橋の支援学校まで通う道程がちょっ

と厳しい、やっぱり距離があるので厳しくて、それを諦めて、自宅での学習、先生に来ていただいて、
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週に２回学習を受けているお子さんがいらっしゃるんですね。

そのお子さんも、私知っているお子さんですけれども、すごくコミュニケーションがだんだんとれる

ようになってきて、ほかのお子さんと接したら、どんなに伸びるかというお子さんだったので、自宅学

習ということになってしまって、なかなかほかのお子さんと接する機会が得られなくなってしまったと

いうことを、お母様も、私も残念だねということを、しょっちゅうお話しされているような状態なんで

すね。

そういうお子さんたちに対して、学校のここのクラスであれば、そのケアが受けられますよという話

があれば、すごく心強いと思うんですね。特別支援学校を来春新設してほしいというお話も前々からあ

りますけれども、その前段階として、そういうクラスを設けるという検討をしていただけたら、どんな

に心強いかなというふうに思います。

それも、一つ、皆さんにご検討いただけたらなと思っています。

リーダー：予定時刻が過ぎましたので、一応このお話で終わりにしたいのですけれども、今の委員のお話はな

るほどと思って聞かせていただきました。

浦安の場合は、地域で子どもたちを育てていくということで、その地域の子を受け入れていこうとい

う考えで今進めています。特化したものということも一つのご意見として承りたいと思います。

それでは、定刻も過ぎましたので、本日のこども部会は終わらせていただきたいと思います。本日は

どうもありがとうございました。



平成 28 年７月４日（月）

午後１時 30 分～３時 30 分

健康センター第 1 会議室

浦安市自立支援協議会こども部会（平成 28 年度第２回）次第

１．開会

２．議題

（１）インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業報告について

（２）サポートファイルの配布状況と活用について

（３）こども発達センター事業報告について

（４）浦安市ワークステーション事業と特別支援学校の就労支援体制

３．閉会





サポートファイルの配布状況と活用について

１．配布数の推移

単位：冊

配布先 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

関係団体所属 58(7 団体) 0 0 0

こども発達センター登録児 23 15 11 21

こども発達セン

ター登録児以外

未通園 3 8 0 0

保育園・幼稚園 8 4 9 22

小・中学生 6 7 2 8

所属不明など 5 2 8 16

合計 103 36 30 67

※表の実績以外に、平成 25 年度は各園長・校長へ 42 配布

平成 26 年度より、配布元ごとに統計を出しています。

配布元 配布先 26 年度 27 年度

こども発達センター 保護者・当事者 86 48

障がい事業課 保護者・当事者 10 18

その他 3 15

相談支援事業所 保護者・当事者 35 39

合計 134 120

２．共通シート活用状況アンケート結果について

昨年度こども部会において作成した「共通シート」について、４月の利用開始より２か月

が経過したため、その利用状況について、市内事業所にアンケートを実施しました。

回答数 １５事業所

１．「共通シート」を、利用していますか？

項目 件数 割合

利用している 3 20.0%

今後利用予定 ８ 53.3%

利用していない 4 26.7%

議題２資料



２．１で、「利用している」と答えた方は、どのように利用していますか？

（利用している ３件 複数回答可）

項目 件数 割合（３件に対し）

サービス利用開始時に保護者が作成するシ

ート １ 33.3%

サービス利用開始時に事業所が聞き取り作

成するシート １ 33.3%

定期的に保護者が作成するシート １ 33.3%

定期的に事業所が聞き取り作成するシート ０ 0%

３．２で「定期的に作成するシート」と答えた方は、定期的とはどのような頻度で利用し

ますか。

（「定期的なシート」 １件 複数回答可）

項目 件数 割合（１件に対し）

年度当初（４月頃） １ 100.0%

サービス支給決定期間更新時 ０ 0%

４．１で「利用している」と答えた方は、利用により利便性が向上したことがありますか？

（利用している ３件 複数回答可）

項目 件数 割合（３件に対し）

利用者が記入する負担が減少した １ 33.3%

事業所が記入する負担が減少した １ 33.3%

面談の時間が削減された ２ 66.7%

その他

（サポートファイルの存在が浸透した） １ 33.3％

５．改善に対する意見等

○ 兄弟姉妹の生年月日は不要

○ 服薬欄が１行では少ない

○ 保育園、幼稚園名

○ 相談支援専門員の名前

○ なかなかファイル全体の内容の記載が進まないとの声があるため、まず最初にこの

シートから記載を行ってみるよう提案し、利用を促していくことを検討している。

○ 受給者証更新時に案内するなど、利用者への周知が必要。サービス開始前に知りた

い情報なので、利用者が事前に持ってきてくれるといい。

○ ４月以降まだ契約がないため、利用していない。今後活用していく。

○ 事業所で重要な部分が分散しているため、集約されているといい。

（アレルギー、通学先、病院）

○ こどもの関わる全ての関係者が連携できたらすばらしいと思う。



６．利用していない理由

○ 現在自社のものを利用し、移行が難しい。

○ 居宅介護の事業所で、独居の方が多く、アセスメントシートも本人から聞き取り、

本人の了解を取る形で、本人に書いてきてもらうことがない。利用する機会がない。

○ ４月以降、まだ契約がない。

３．今後の改善案について

１．前回のご意見

○ １歳半検診などで手にするとき、いきなり障がいに関するサービスの情報や、障害

年金の情報が目に飛び込んでくると精神的にダメージが大きい。ファイルの構成に

ついて、役立つ情報は一番後ろにしてはどうか。

○ 大人になってからファイルを書き始める場合、小・中学校などを振り返って記入す

る振り返りシートについては、教育委員会の意見を聞いて作成した方がいい。

○ 各サービスごとの共通シートを作成してはどうか。

２．役立つ情報の追加

記入シートだけでなく、役立つ情報の掲載について検討します。

（１）年齢別支援制度及び支援機関

（２）災害時の対応

（３）特別支援教育について

（４）障害年金について

（５）記入例や参考になるファイル活用法など

３．成人用サポートファイルの作成

相談支援部会において、引き続き、「成人用サポートファイル」の検討をしていきます。



平成２７年度

こども発達センター概要

議題３資料



平成２７年度 こども発達センターの概要
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平成２７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。

これからも当センターは、地域療育の中核施設として、この 3 つの視点に立った直接的な

支援を自ら実践していくとともに、これら支援の視点を地域社会全体に広め、日常生活の場

でも同様の支援が受けられるよう、地域療育力の底上げ・向上の取り組みを併せて推進し、

真の共生社会創出の役割を担ってまいります。

２．組織体系

社会福祉課

障がい福祉課

障がい事業課 こども発達センター・その他出先機関 1 ヶ所

健康福祉部 高齢者支援課

介護保険課 出先機関 1 ヶ所

健康増進課

国民健康保険課
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３．職員体制（平成 2８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 児童発達支援契約、総合的な管理

看護室

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、

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 指定特定相談支援事業・障害児相談支援事業

サポートファイルの普及・啓発、

こども発達相談非常勤 1 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、

非常勤 6.75 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、

非常勤 4.55 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 0.8 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、

非常勤 3.55 名

保育室

保育士
常勤 9 名 児童発達支援にじいろ、同伴児保育、

保育所等訪問支援非常勤 5 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 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

相談支援 １．こども発達相談

・電話相談

・専門相談（インテーク面接・各種ｱｾｽﾒﾝﾄ）

・継続相談

２．計画相談

・指定特定相談支援事業

・障害児相談支援事業

３．発達支援コーディネイト・サポートファイル普及

こども発達センター 児童発達支援 １．児童発達支援にじいろ（通園）

・グループ療育（親子・単独）

・その他の他各種行事等

地域支援 １．発達支援

・個別療育・訓練

・グループ療育

造形グループ

・医師相談

小児神経相談

運動発達相談

摂食指導

２．保護者支援

・同伴児保育

・各種説明会

３．地域機関相談

・カンファレンス

・地域機関訪問相談

・地域機関電話・訪問相談

４．保育所等訪問支援

５．地域支援研修
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５． こども発達センターの支援内容について（療育の流れ）

① こども発達相談

お子さんの成長発達で気になること、心配なことについてまずは電話にて相談を行います。

相談内容に応じて専門相談の予約手続きや他機関サービスの紹介等を実施します。

② 専門相談

お子さんには状態を把握するため発達検査等を実施します。

保護者には心配事について詳しく聞き取り面接を行います。

必要に応じて他の専門職によるアセスメントを実施する場合があります。

③ 支援の検討・提案

専門相談の結果をもとに、多職種による話し合いを実施し望ましい支援について検討します。

④ 当センターのサービス利用開始 関係機関の紹介

個別療育 児童発達支援

保護者と相談しながら適宜当センター内の各職種の

支援や児童発達支援の利用について検討します。

⑤ 当センターでのサービス利用終了
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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 861 人

26 年度より継続 644 人

27 年度新規 217 人

27 年度内終了 145 人

終

了

理

由

主訴解消 26 人

主訴軽減 58 人

転 居 27 人

相談者の都合 15 人

個別相談 1 年利用なし 8 人

18 歳到達 5 人

他機関紹介 6 人

28 年度への継続 716 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 217 人 12 人 15 人 3 人 24 人

4～5 歳 260 人 13 人 25 人 2 人 36 人

6～11 歳 338 人 16 人 42 人 1 人 57 人

12～14 歳 33 人 8 人 9 人 4 人 13 人

15～17 歳 13 人 4 人 4 人 0 人 8 人

18 歳 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

合計 861 人 53 人 95 人 10 人 138 人
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相談支援 実績

１．こども発達相談

相談受付件数 314 件

専門相談 239 件

他機関紹介 43 件

その他 32 件

こども発達相談紹介経路別分類

市役所（健康増進課） 35

広報・冊子・ＨＰ 38

園・学校 59

教育委員会 11

医療機関 14

他療育相談機関 12

きょうだい・親戚 ０

再来 0

知人 11

こども発達センター内 0

その他（不明も含む） 134

計 314

２．障害児支援利用計画書等の作成

内 容 別 作 成 件 数

新規・再作成ケース 140

継続ケース 109

３．発達支援コーディネイト事業（移行支援）

実施児童数 14 人

サポートファイルの普及啓発

配布数 81 冊
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児童発達支援 実績

１．児童発達支援にじいろ（通園部門）実績

平成 27 年度児童発達支援事業等通所状況

（１）年間通所状況

通所児実数
通所児内訳

通所児延数 保護者実数 保護者延数
男 女 新入園 継続

55 39 16 23 32 5,623 19 945

＊市の単独事業（家族通園、小児科検診、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 6 13 19 17 55

（３）障がいの種類

知的障がい 35

言語発達障がい 0

肢体不自由 7

重症心身障がい 5

発達障がい 8

家庭環境 0

情緒の障がい 0

聴覚障がい 0

その他 0

計 55

（４）個別相談・カンファレンス実績

心理室 ＳＴ室 ＰＴ室 ＯＴ室 保育室 合計

個別相談 107 149 73 163 277 769

カンファレンス

（訪問・来所）
0 0 2 0 20 22

（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

234 日 1,095 回 9,135 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 5 回）

家族お楽しみ会（年間 3 回）

はばたけ会（年間 1 回）

歯科健診（年間 2 回）

小児科健診（年間 6 回）
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地域支援 実績

１．発達支援 実績

（１）個別療育相談・訓練

平成 27 年度個別療育相談利用状況

実 件 数 相談・指導延人数

655 件 延 6,866 人

個別相談延件数 個別相談延回数
カンファレンス

（訪問・来所・電話）

884 件 6,737 人 129 人

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 119 19 27 12 177

４～５歳 137 97 4 82 288

６～11 歳 109 136 17 87 371

12～14 歳 11 8 7 5 27

15～17 歳 1 3 2 1 17

18 歳 0 0 0 0 0

合計 377 263 57 187 884

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 108 74 16 72 270

ことばの遅れ 104 55 2 20 181

運動発達の問題 20 12 38 33 103

社会性の発達の問題 96 13 0 38 147

注意・集中の問題 11 3 0 7 21

聞こえが悪い 0 2 0 0 2

くせ・習慣 14 18 0 2 34

発音が悪い 20 85 0 13 118

子育ての悩み 2 0 0 0 2

園・学校での問題 2 0 0 0 2

摂食指導を受けたい 0 1 0 0 1

その他 0 0 1 2 3

計 377 263 57 187 884
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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） 65 4 16 3 88

保育園 87 54 10 32 183

幼稚園 103 60 5 59 227

小学校通常学級 94 92 7 60 253

小学校特別支援学級 15 38 6 23 82

特別支援学校小学部 1 4 4 4 13

中学校通常学級 7 4 1 2 14

中学校特別支援学級 2 2 0 0 4

特別支援学校中学部 1 2 6 3 12

高校通常学級 0 1 0 0 1

特別支援学校高等部 1 2 2 1 6

その他 1 0 0 0 1

計 377 263 57 187 884

④土曜相談利用実績

土曜申請人数 177 人

相談件数

相談日数 出席人数 延べ人数

24 123 1,074

年齢別内訳

年齢 登録人数 出席人数

０～３歳 25 16

４～５歳 56 46

６～１１歳 88 55

１２～１４歳 6 6

１５～１７歳 2 0

合計 177 123

申請理由内訳

なし 共働き 一人親

0 158 19
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（２）グループ療育実績

造形グループ（委託事業）

・27 年度実績 年間 10 回実施した。

・利用児数 実数 10 人 延 87 人

（３）医師相談実績

①小児神経相談

・27 年度実績 原則として、毎月第 1 水曜日（年間 12 回実施）

・延相談者数 27 人

②運動発達相談

・27 年度実績 原則として、隔月第 4 木曜日（年間 6 回実施）

・延相談者数 15 人

③摂食指導

・27 年度実績 原則として、毎月第 1・3 水曜日、第 2 木曜日（年間 36 回実施）

・延相談者数 107 人

２．保護者支援実績

①同伴児保育実績

②各種説明会

・就園説明会

参加者数 22 人 同伴児 16 人

・就学説明会

参加者数 41 人 同伴児 13 人

３．地域機関相談実績

①関係機関カンファレンス

日数 延利用児数 延利用時間数

267 日 2,332 件 2,943 時間

カンファレンス（電話） 38 人

カンファレンス（訪問） 54 人

カンファレンス（来所） 37 人

合 計 129 人
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②地域機関訪問相談

③地域機関電話・訪問相談

申し込み 相談人数

保育園 3 園 ６人

幼稚園・

こども園
3 園 7 人

保育ママ 1 件 1 人

合 計 7 園 14 人

４ 保育所等訪問支援

利用者 3 名 延訪問回数 37 回

５ 地域支援研修会

27 園 44 人

○センター内研修

①言語スーパーヴィジョン 9回実施

②心理スーパーヴィジョン 9回実施

③機能スーパーヴィジョン 3回実施

④発達支援コンサルテーション 11 回実施

⑤事業運営・管理コンサルテーション 4回実施

⑥救命救急講習会 3 回実施

⑦小児神経相談医師による勉強会 1 回実施

⑧運動発達相談医師による勉強会 1 回実施

申し込み 相談人数

保育園 6 園 23 人

こども園 1 園 2 人

合 計 7 園 25 人
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浦安市ワークステーション事業における実習生受け入れ

１ 目的

一般企業等で働く意欲があるものの、なかなか就労に結びつかない障がいのある方

を非常勤職員として雇用し、就労する機会を設けることにより、その経験を活かして

更なるステップアップを目指すことができるよう支援を行います。

併せて、障がいのある方を非常勤職員として雇用することで、市職員に障がいのあ

る方への理解を深めてもらうことを目的としています。

２ 勤務条件

期間 単年度雇用（３月 31 日まで） ※最長で３年間まで更新可

勤務形態 原則として週５日（月～金曜日）

９：００～１６：００(休憩１時間、実働６時間）

３ 業務等

郵便物及びプリンタトナー配達・封入・市民便利帳差込み作業・印刷・訂正シール貼

り等、市役所内各課の軽作業

４ 支援体制

障がい事業課長

障がい事業係長

指導員

・作業受注

・作業スケジュール調整

・就労支援

・ＳＳＴ、研修の実施

・進捗確認 等

障がい事業係

・計画作成

・庁外実習

・研修の実施

・進路決定支援 等

連携を取りながら進路決定に

向けた支援をおこなう

ワークステーション事業について

議題４資料
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５ ワークステーション 1 日の流れ

場所 内容

８：５５ 朝礼 障がい事業課

作業内容・体調等の確認

前日の連絡事項等の再確認

当日の連絡事項の伝達

９：００
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

に移動

９：１０ 作業 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝほか

１２：００ 昼食 障がい事業課

１３：００
ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝ

に移動

１３：０５ 作業 ﾜｰｸｽﾃｰｼｮﾝほか

１５：５０ 終礼 障がい事業課 日誌の記入・体調等の確認

１６：００ 帰宅確認

○１６：００～１７：００ 指導員の業務

ケース記録等の作成、翌日の作業準備、翌日の作業内容をホワイトボードに記入、

＊必要に応じて、毎月１回事業係全体でミーティングを開催

○作業時に付き添いや作業補助が必要な場合は、随時障がい事業係職員が対応する。

○指導員が障がい事業課での事務作業が必要となる場合や休暇・研修時は、随時障がい

事業係職員が作業の補助にあたる。

○指導員は、ワークステーション非常勤職員に体調の不良が見受けられたときは、障が

い事業係職員に報告する。障がい事業係職員は、保護者に帰宅させる旨を連絡する。

また、必要な場合は保護者に迎えにくるよう依頼する。
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１ 実習の環境等

ワークステーション事業に準じる

２ 実習期間

２週間程度

３ 実習から採用までの流れ

翌年度の採用者募集への応募を見込んでの実習の場合、応募者と同様の実習評価シ

ートを用いて、実習の評価を行います。

その結果、ワークステーションでの勤務が可能と判断した場合、応募時の 2 次試験

の実習を免除し、書類選考と 1 次試験の面接のみを実施し、合格者を採用します。

時期 内容

前期 ４月

後期 ９月

特別支援学校高等部に、実習案内

特別支援学校より実習申込書受付け

前期 ７～８月

後期 10～11 月

実習生受け入れ（約２週間）

ワークステーション実習評価シート作成

特別支援学校に実習報告書提出

１２月

採用面接（２次試験の実習は免除）

採用内定

実習の受け入れについて








