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平成29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29年７月10日(月) 午後１時30分～３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

教育研究センター（リーダー）、ＮＰＯ法人千楽（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

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、特定非営利活動法人ワーカーズコープ

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会、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、千葉県立浦安高等学校、浦安市立小学校長会

浦安市立中学校長会、こども課、浦安市子育てケアマネジャー、こども発達センター

４．議題

（１）まなびサポート事業について

（２）サポートファイルの配布状況と活用について

（３）障がい者福祉計画の策定について

５．資料

議題１資料 まなびサポート事業について

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（１） 浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書

―障がい児福祉計画に関する項目の抜粋―

議題３資料（２） 第１期障害児福祉計画に係る基本方針について

議題３資料（３） 計画の骨子（体系）と重点項目について

議題３資料（４） 計画の目次構成（案）について
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 29 年度第２回浦安市自立支援協議会こども部会を開催します。

本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。

会議を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきます。

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、充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

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」の発言のあとに団体名と氏名を述べていただき、その後、発言をお願いいたしま

す。

それでは、今後の進行につきましては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。

リーダー：こんにちは。それでは、議事進行を務めさせていただきます。

本日の議題は３つです。議題１まなびサポート事業について、議題２サポートファイルの配布状況

と活用について、議題３障がい者福祉計画の策定についてです。

まず初めに、議題１のまなびサポート事業について、事務局、教育研究センターより説明をお願い

します。

事務局：こんにちは。まなびサポート事業について説明させていただきます。こちらのスライドをごらんく

ださい。

まず初めに、「まなびサポート事業とは」ということでお話しさせていただきます。

まなびサポートは、所長のほか、指導主事、臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、そ

して特別支援教育指導員、医師、スーパーバイザーという構成員で相談業務を中心に行っております。

事業の内容は、相談業務が中心なのですが、そのほかにも研修会の開催なども行っています。研修

会は、特別支援学級担任研修会、通級指導教室担当者研修会、そのほか、心身障がい児補助教員・支

援員研修会なども、まなびサポートで行っております。

関係諸機関との連携、校内体制づくりへの支援、また、特別支援教育の推進及び理解啓発、学習の

環境づくりについて助言なども行わせていただいています。

また、最近では合理的配慮の提供のための支援、学校等における巡回訪問看護事業の実施について、

保護者や園・学校と相談を行っています。

昨年度の相談の状況についてお話しさせていただきます。昨年度、28 年度就学相談件数は 333 件

でした。平成 27 年度が 373 件でしたので、40件程度、就学相談が減っているということになります。

相談回数や日数ですが、個別に教育研究センターや見明川中学校にあるまなび相談室に来ていただい

て相談した件数が 502 回です。

訪問による相談は、学校で担任の先生、保護者、そして関係する先生や管理職にも入っていただき

まして、相談した日数は 905 日です。このように、個別に相談することからさらに進んで、実際に学

校や幼稚園などの現場で一緒に相談をすることが増えてまいりました。

就学相談における取り組みといたしまして、５月 18 日に就学説明・相談会を行いました。また、

６月７日のこども発達センター主催の就学相談会にまなびサポートが参加させていただき、就学の説

明をいたしました。現在、学校案内を学区の特別支援学級で行っています。
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９月中旬になりますと、教育委員会学務課から学校案内が各家庭に配布されます。

10月中旬には学校公開が各学校で行われ、その後に就学時健康診断があります。

そして、12月の初旬にまなびサポートと保護者が相談をして就学先を決めていきます。

続いて、特別支援学級等の整備状況について、お話しさせていただきます。

現在、特別支援学級を小学校は 17 校中 11 校に開設しています。中学校は、今年度、堀江中学校に

「11 組」を開設しまして、９校中９校、全ての中学校に開設となりました。こちらの市内の地図で

すが、小学校にあと６校の未設置校があります。そのほかの学校につきましては特別支援学級が設置

されています。

続いて、通級指導教室です。ことばときこえの教室を浦安小学校と美浜北小学校に開設しています。

ＬＤ・ＡＤＨＤ等の通級指導教室は、東小学校と明海南小学校に続いて、今年度、富岡小学校と明海

中学校に開設することができました。先ほど校長先生からもご紹介がありましたように、明海中学校

の通級指導教室につきましては、入船中学校と堀江中学校で巡回指導を行っております。

ことばときこえの教室は元町と中町に、ＬＤ・ＡＤＨＤ等の通級指導教室は元町、中町、新町に、

開設しています。

本年度開設した「通級とみおか」の様子ですが、お子さんが集中して学習に取り組みやすいように、

つい立てなどを利用して学習をしています。また、体幹を鍛えるようなスペースも設置しています。

こちらは明海中学校に開設した「通級明海」の様子です。奥のほうに卓球台があり、担当の先生と言

葉を交わしながら卓球を楽しみ、会話を成立させていくという学習も行っています。

また、教育研究センター内にある県立船橋特別支援学校の「サテライト教室」では、見え方に困難

さがあるお子さんたちへの指導や、見え方相談会などを実施しました。昨年度まで「サテライト教室」

の指導は千葉盲学校の所管でしたが、今年度から地域の特別支援の学校でということで船橋特別支援

学校に移管されました。県立船橋特別支援学校の先生が週に１回、指導してくださっています。

以上、現在行っているまなびサポート事業についてお話しさせていただきました。

リーダー：それでは、ただいまの説明に対してご質問やご意見等ございますでしょうか。ございましたら、

挙手をお願いします。浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会： 先ほどの通級教室のことなんですが、通級教室に通いたいのですが、授業に軽く

ついていけない程度の生徒しか通えないと言われて断られたという相談が親の会に入っています。今、

通級学級というのは、通いたいという人に対して何らかの基準があるんでしょうか。

事務局：通級につきましては、授業の時間に指導を行いますので、まずは学級での授業を第一に考えていま

す。授業を抜けても学習に支障がないお子さんについて、通級指導を、学校の先生方にも相談させて

いただきながら、正式な手続きを行う形をとっています。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。

まなびサポートにまず相談して、まなびサポートに見学等に行っていただいて一緒に考えてから授業

という手順でよろしいのでしょうか。

事務局：相談の仕方ですが、保護者の方や学校から必要だということを、まずまなびサポートに連絡してい

ただき、その後にまなびサポートが参観をさせていただきます。お子さん一人一人の状況は違います

から、どういう指導が必要なのかということを一緒に考えさせていただき学校体制の中で、通級指導

教室の利用も必要だということになりましたら、正式な手続きを経て通級の利用という流れになって

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。

リーダー：ほかにご意見、ご質問、ございますでしょうか。社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、

お願いします。
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社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：今日発表していただいた資料のパワーポイント、今日配付は

されていないんですけれども、どこか見れば出ていますでしょうか。

事務局：まなびサポート事業については、浦安市のホームページにも載せてあります。また、相談件数につ

きましても、浦安市教育委員会から出されている資料をごらんになっていただくことができます。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：わかりました。今日のパワーポイントの資料をいただくこと

は可能ですか。

事務局：ご要望があるようでしたらお配りします。（会議終了後に参加者に配布）

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ありがとうございます。

リーダー：ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、次の議題にいきたいと思います。議題２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、お願いします。

事務局：議題２サポートファイルの配布状況と活用について、説明させていただきます。

サポートファイルについては、ご存じの委員の方もいらっしゃると思うのですが、今年度初めて委

員になられた方もいらっしゃいますので、ご説明します。今、お手元に実物を回しておりますので、

ご覧になりながら聞いていただければと思います。

サポートファイルですが、３つのカテゴリーに分かれているファイルで、１つ目が、プロフィール

や成育歴、また、医療などの情報を記載することができる基本情報と、２つ目が、ご本人の特徴でし

たり特性、また、周りの関係者の方や関係機関などとのつながりを記載することができる「今の私」、

そして、３つ目が、これまでかかわってきた支援機関や受けてきた支援内容を記載することができる

「成長の記録」というように分かれていまして、さらに、その２つ目の「今の私」と３つ目の「成長

の記録」というところは、乳幼児期、学齢期、青年期に分かれていまして、その方のライフステージ

に合わせて記録ができるようになっています。

そのほかの特徴としては、Ａ４サイズのリングファイルになっており、医療機関、相談機関から提

供された資料も一緒に保存できるようになっています。また、入っている用紙は市のホームページか

らもダウンロードすることができますので、用途に応じて必要な用紙を足せるようになっています。

さらに、各相談窓口の掲載でしたり、写真などを貼っていただくようなページもあります。

このサポートファイルができた経緯といいますのが、保護者の方の、利用する機関が変わるたびに

同じ内容を説明しなくてはならないという悩みでしたり、あとは、情報が十分に伝えられていないの

ではないか、十分な支援を受けられないのではないかという不安を解消するためにつくりまして、乳

幼児期から成人期までのライフステージで途切れることない一貫した支援を受けられるように、ライ

フステージの移行の際の情報ツールとなることを目指しておりまして、また、福祉サービスを受ける

ための申請をする際にも補完的な役割を果たしていってほしいというところでつくっております。

サポートファイルの配布方法ですが、無料で配布しておりまして、市のこども発達センターでした

り、障がい福祉課や障がい事業課の窓口、講演会、イベントなどでの配布、あとは、市内の相談支援

事業所にご協力をお願いしまして配布をしているところです。

議題２の資料をご覧ください。１が配布数の推移となっております。平成 28 年度ですが、こども

発達センターでは 54 冊、障がい事業課と障がい福祉課が８冊、相談支援事業所は 23 冊、合計で 85

冊の配布となっております。

２これまでの活用に向けた取り組みについて、ご説明します。

まず、平成 27 年度から、以前のこども部会でも検討していました共通シートというものを作成し

ました。こちらは、利用しているそれぞれの事業所で、定期的に同じような書類を記入することが負

担になっているという声があったことから、保護者の方や支援員の方などの書類作成をする際の負担
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を軽減するために作成されました。

この作成に当たりましては、それぞれの相談支援事業所がサービス利用開始時などに使っている、

保護者の方に記入していただくシートを見本としていただいたり、どういうものが使いやすいかとい

う内容のアンケートを実施しながら、こども部会で検討して作成しました。

中身については、サポートファイルに記載してあるものの中から必要な情報を抜き出してもらって、

なるべく簡単に凝縮して記録するためのものとなっております。

こちらの共通シートはホームページでもダウンロードすることができますので、定期的に最新の情

報に書きかえていただいたり、あとは、障がい福祉課からサービス利用更新のお知らせをお送りする

ことがあるのですが、その際に同封をして普及を図っております。

３番、成人版サポートファイルの作成というところで、昨年度もこども部会、相談支援部会で検討

したのですが、サポートファイルは挿絵が入っており、少しかわいらしいものになっているので、中

学生以上の方が使いづらいという意見もありましたので、内容はあまり変えていないのですが、シン

プルなデザインのものの作成を進めました。

今後の改善案について、活用促進のための取り組みということで、今もご協力いただいているんで

すが、相談支援事業所や学校などへ引き続き協力を依頼していきたいと考えております。

２番目に、書くことによって何か特典などつけられないかということも検討していきたいと考えてお

ります。３番目、現状のサポートファイルにはないんですが、書き方、記入例でしたり、保護者の方々

の経験やアドバイスといったものを記載したり、記入を支援するような取り組み方法などの検討をし

ていきたいと考えております。

成人用サポートファイルですが、現在、修正をしていまして、今年度中にホームページに上げられ

たらと考えておりますが、保護者の方々などの経験やアドバイスなどをコラム形式で取り入れること

も検討していきたいと考えております。事務局からは以上になります。

リーダー：それでは、ただいまの説明に対してご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、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：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループです。サポ

ートファイルがいつから始まったかはわからないのですけれども、今、中学生の子どもが小学校に入

学するときにはあったのを記憶しているんですが、学校関係の先生にお聞きしたいんですけれども、

サポートファイルを今までにご利用、例えば、面談をしたり、個別支援計画を立てたり、または、支

援が必要とする担任の先生から見せていただいたりとか、そういう経験があるかどうかをお聞きした

いんですが。

リーダー：ありがとうございます。浦安市立小学校長会、お願いします。

浦安市立小学校長会：現在の学校は着任したばかりなので、前の学校の話をさせていただくと、新入学の児

童にはサポートファイルを利用させていただきました。それから、個別の支援計画を立てるときに、

サポートファイルを見て作成するなど、新入学の子には活用していました。

リーダー：浦安市立中学校長会はいかがですか。

浦安市立中学校長会：６年ぶりに現場に戻ってきまして、その間のことがわからず、大変恐縮です。サポー

トファイルがあることは現場にいたときに承知しておりましたが、現在どの程度活用できているかに

ついては認識不足の状況です。新入生につきましては、小学校からの資料をもとにしながら個別の指

導計画等を作成しているところです。今後、勉強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。いかがですか。

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。ちょっと質問させていただいたの

は、うちの親の会で今学齢児童、小・中学生、それ以上の方もいらっしゃるんですけれども、実は、
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私も含めてですけれども、なかなかサポートファイルを使っている人がいない状態なんですね。その

理由はなぜかとなりますと、やっぱり、そういう学校で、入学のときや個別支援計画を学期ごとにや

るんですけれども、そのときに使った経験のある人がうちの親の会では残念ながらいないんです。

そうなってしまうと、すばらしいファイルですけれども、なかなか、そこに記入をしなくなってし

まったり、すごく立派につけている方もいて、見せていただいたこともあるんですけれども、それを

やっても見せるところがなかったり、今後、行く末、いろんなときに必要にはなるかもしれないんで

すけれども、今、私も詳しく見たんですけれども、学校とのやりとりを書いたり貼る欄もあることは

あるんですよね。

それで、そこに、例えば、先生に書いてもらったりとか、こちらも何かもらった個別支援計画表を

貼ったりすればすごく有効活用できると思うんですが、そういうのが残念ながら浸透していないんで

はないかと思いまして、障がいを持つ親としても、じゃ、要らないんじゃないか、それより年度ごと

にいろんな事業所さんに出さなきゃいけない書類だったりとか、個別支援計画にかわるものですね、

学校とかいろんなところに出さなければいけないんですね。そっちに追われてしまって、結局、月日

がたってしまうということがあるので、前年度のこども部会でもこのサポートファイルのことが話に

なって、やはり、共通になるとうまく使えたりするのはあると思うんですけれども、全て共通という

のは難しいと思うので、まずは、学校のほうで、もし、今日知っていただいて、これは有効に活用で

きそうだなということであればお話ししていただければと思います。

全部丁寧に書いたりするのは正直、大変なので、自分では結構書けたりするんですけれども、先生

だったり、誰かに書いてもらうというのはなかなか難しかったりするので、今後、役に立っていくと

いいなと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございます。浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、お願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：今のサポートファイルのお話なんですけれども、こちらの親の側

でも、学校さんですとか、あと、それを利用させてもらう側のほうでも、位置づけをもうちょっとは

っきり考えたほうがいいのではないかと思いました。

特典というふうに言うんですけれども、こういうものに見返りを求めるのもとてもおかしな話であ

って、これはもともと何のためにあったかというと、親がいるうちというのは親がきちんと学校さん

ですとか、施設に対して子どもの現状は話せるのでいいんですけれども、例えば、親が病気で倒れた

とき、突然何か子どもの面倒を見られないような事態になってしまったとき、そういうときに、その

ほかの方に情報を共有するために引き続き子どもの支援を継続していくためにあるものだと思って

おります。

ただ、現状役立てようと思うと、はっきり言ってあまり、こんなこと言って本当申しわけないんで

すけれども、すぐに何か役に立てるというのはとても難しいと思います。というのも、親が話したが

ほうが早いからだと思います。

親の側もきちんと認識したほうがいいと思うんですが、特典ですとか、これを書くメリットという

ことにこだわらずに、自分に何かがあったときに子どもの支援を継続させてもらうために必要なもの

だということをきちんと認識をしていたほうがいいと思います。それに対してこういうものを書いて

いるんだとすれば、それを利用できる機会というのを考えていただくのもありかなと思いますけれど

も、基本的なスタンスというのはきちんと周知していただいたほうがいいのかなという感じはします。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。周知と活用をしっかりできていければと思います。

ほか、いかがでしょうか。千葉県立船橋夏見特別支援学校、お願いします。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：千葉県立船橋夏見特別支援学校と申します。３番の今後の改善案について
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というところで、１の（１）のところで、相談支援事業所、学校などへの協力依頼というふうに書か

れているんですけれども、先ほどから学校のほうで個別の支援計画とか個別の指導計画をつくるとき

に役立てていけるようにするとさらにいいんじゃないかというご意見もあったと思うんですけれど

も、学校への協力依頼というのは、具体的にはそういう個別の支援計画の情報として使えるようなも

のにしていってくださいという意味のことなんでしょうか。

リーダー：ありがとうございます。事務局、お願いします。

事務局：もちろん、先ほどおっしゃっていただいていた個別支援計画のときもそうですし、保護者の方が学

校に相談に行かれて、サポートファイルを持っていらしたときに、先生に見ていただいたりですとか、

そういったところで活用していただければという広い意味で協力依頼と言っております。

リーダー：ありがとうございます。千葉県立船橋夏見特別支援学校、どうぞ。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：さっき浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょが言ったように、前からサ

ポートファイルのことを伺っていて、学校のほうで個別支援計画とかをつくるときにものすごい量の

情報を保護者の方に書いていただいたりとかして、やっぱり、その内容と重なっていたりとか、そう

じゃないところもあるんですけれども、それがもっとうまく活用できればいいのかなというふうにす

ごく感じているんですけれども、やっぱり学校が必要な情報というのがあるし、そうじゃない部分と

いうのもあって、それをうまくもう少し、漠然と協力依頼というふうな形でしているとなかなか進ま

ないので、具体的に学校とどういうふうに協力するとそれが利用されるのかという話がもう少し深く

されていくといいのかなというふうに思うんですけれども、例えば、学校でどんな情報を必要として

いて、保護者の方が具体的にどんな書類を書いているのかとか、そういうことをもっと出し合ったり

して、そういう情報が載っていれば、浦安の生徒さんはこれを持っていけばそのかわりになるとか、

そういったふうにうまくつながっていくといいのかなというのは前から思っていたんですけれども。

リーダー：ありがとうございます。事務局、お願いします。

事務局：おっしゃるとおり、まずは切れ目のない支援ということで、例えば、保育園、幼稚園から小学校に

就学するとき、小学校から中学校に行くとき、そのつなぎ目のところで使っていただきたいというの

が一番の目的になりますので、そこでどういうふうに、学校ですとかで活用ができるかというところ

を、事務局でも考えて連携をとっていければと考えていますので、このこども部会でもそういったご

意見もいただければありがたいと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございます。学校に限らず、活用しているところと情報交換を密にしていただければ

と思います。千葉県立船橋夏見特別支援学校、よろしいでしょうか。

ありがとうございました。浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：浦安市自閉症協会と申します。よろしくお願いいたします。

昨年度からこのサポートファイルのことについて、皆さんでかなり意見を出し合ってきたと思って

おります。私としては、子どもが障害年金をもらうことについての資料集めということを含めてサポ

ートファイルがあったらいいなということでお話しさせていただいたと思うんですが、今、子ども達

が大人に向かっていくにしたがって１つ思ったことがあります。

共通シートを保護者が各事業所に提出するにあたって、１つのシートにまとめてもらったという経

緯があったと思いますが、実際記入するのは保護者なので、よく考えてみると、シートは共通ですが、

シートの内容は共通と言えるのかなって思いました。子どもの状態がどうであるかというのは、親が

書く内容と、先生または事業所の支援者が書く内容、または、お医者様の書く内容では若干違います。

やはり、保護者は保護者目線でしかないので、それに対して支援者の方、または先生方はそうではな

いんじゃないかというような場面も多々あると思います。

ですので、そこの内容というのが果たして共通であるかということをもう一回考え直していきたい
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と思っています。そうでなければ、将来的にその子ども像というか、人間像ということが見えにくく

なってしまって支援の仕方がよくわからなくなってしまいますし、切れ目のない支援ということを考

えて、親亡き後を誰かに託すときに、それが本当の子どもの姿でなければやはりいけないと思います。

今、千葉県立船橋夏見特別支援学校がおっしゃってくださった、学校との協力というところがそこ

なのかなと思いました。親としての意見が一方通行のように感じることも多かった学校生活なので、

先生方、または支援者と話し合って、こうだよねとお互い納得したものをそのシートに書いて、それ

を共有していけたらいいなと思いました。そういう話し合いはなかなか大変で時間もかかりますし、

プライバシーにかかわったりとか、言葉一つ選んで話すなど、かなり難しいこととは思うんですが、

やはり、子どもが成人を迎えつつある段階ですと、そこのところを丁寧にやってきたらよかったなと

いう後悔も含めてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

リーダー：貴重なご意見、ありがとうございます。事務局、お願いします。

事務局：この２年間、シートの改善というところで皆様からいろいろご意見いただきまして、だいぶできて

いるとは思うんですが、今度、関係機関との連携というところになってくるかと思いますので、共通

シートの改善ということも含めまして、各支援者の機関との連携ということを今後考えていければい

いと考えております。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。浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。また、サポートファイルの話になってしまうんですが、

私自身はサポートファイルをずっとつけていて、もう何年か活用していまして、以前と比べたら、福

祉事業所さんに関しましては共通シートで済むところが多くなってきて、やっぱりこういう周知とい

うか、知っていただくということは徐々には広がるのかなと思っています。

学校に関してなんですが、私自身、学校に見せたときに、先ほど浦安市自閉症協会もおっしゃって

いましたけれども、これはお母さんの見方である、お母さんの書いたものですよねと先生にもおっし

ゃられたことがあります。あと、あるお母さんがサポートファイルを全部コピーしたものを学校に渡

したら、ああ、そうですかといって受け取りはされたんですが、その後読んでくれている気配がなく、

書いたことも一切伝わっていなかった。上の校長、教頭先生には出したものがあるということすら伝

わっていなかったという話も聞いていますので、私は今、自分はきっちりつけているんですけれども、

福祉事業所さんに少しずつ浸透していっているので、学校側も、今、校長先生方がいらしてくださっ

ていますけれども、少しずつ認知されていけば学校でも受け入れられるようになってくるんじゃない

かと思いますし、お母さんの見方かもしれないんですけれども、やっぱり、家庭で一番長く過ごして

いて、家庭像も見えてくると思うんです、お母さんが書かれているものというのは。先生から見たら

偏っているように見えるかもしれないんですけれども、その子の本来の姿も見えてくるものではない

かと思います。

私自身使ってみて思うんですけれども、お医者さんとか学校の先生が書いてくださる部分が少しで

もあれば、学校や病院でももっと活用して、先生も尊重して目を通していただけるんじゃないかと思

っているんですけれども、その辺をお願いしたい、毎年１回でもいいので、担任の先生から一言直筆

で入れていただけるところがあるとか、そういった部分があれば、サポートファイルはもっと生きて

くるかなと思うので、お願いしたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。サポートファイルの内容と、あと周知ですね。校長会でもお話の内容等

を周知していただければと思います。

ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、次の議題に進めます。議題３障がい者福祉計画の策定について、事務局より説明をお願

いいたします。
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事務局：議題３資料の障がい者福祉計画についてご説明させていただきたいと思います。本日、ピンク色の

表紙の「浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書」というのをお持ちの方いらっしゃい

ましたら、そちらもあわせて見ていただければと思います。

議題３資料（１）浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書、こちらは資料になります。

今回のこのアンケート調査ですが、アンケートの回答者の５割が 65 歳以上の方ということもありま

して、ほかの部会でも委員さんからもご意見いただいてもいるんですが、どうしても障がい児の意見

は数として埋もれてしまうというところがありますので、そちらを抜粋したものを、今回、ご用意し

ました。

こちらは 18歳未満、0 歳から 17歳の方の回答を集計し直したものになりますので、障がい児福祉

計画策定にかかわる項目を抜粋してつくってあります。こちらの 18歳未満、17歳までの方について

は、基本的にアンケート自体、保護者の方に送付しておりますので、保護者の方が本人の意思を尊重

して回答しているという場合も多いという結果になっています。

項目の番号ですとか名称は本文と同じになっていますので、本文の全体の結果と比べながらお持ち

の方は見ていただければというふうに思います。

２福祉サービスについてですが、障がい福祉サービスの利用状況のアンケート結果になります。こ

ちらは、冊子で言うと 15 ページあたりからになります。福祉サービスの利用状況になります。本文

の、冊子 16 ページです。障がい福祉サービスを利用していますかという問い合わせに対しては、18

歳未満の利用率が一番高くなっています。67.4％が「利用している」という結果になっています。「過

去に利用していたが、現在は利用していない」が 5.4％、「利用していない」が 25.2％という結果に

なっています。

この利用状況に対して、問７「過去に利用していたが、現在は利用していない」または「利用して

ない」と答えた方にお尋ねしますとなりまして、議題３資料（１）の１ページ目、問８－１「福祉サ

ービスを利用していない理由は何ですか」というところです。こちら、全体の集計結果、パーセンテ

ージとほぼ同様となっています。「必要ではない」が一番多く、あとは、「自分に合ったサービスがな

い」が２番目という結果になっています。

続きまして、問８－２、冊子 20ページ。こちらは年代別も出ているんですが、「どのようなサービ

スや支援があれば今より暮らしやすくなりますか」という質問をしていまして、こちらも 18 歳以下

は「気軽に相談できる相談先」という結果になっています。全体では、金銭的な支援や無料のサービ

スというのが一番の割合になっているんですが、18 歳未満の回答では「気軽に相談できる相談先」

が、今より暮らしやすくなるためのサービス、必要なサービスというもので挙げられています。

続きまして、議題３資料（１）の２ページ目。問 10「それぞれのサービス利用について、あては

まるものひとつに○をしてください」ということで、各障がい福祉サービスごとの結果になっていま

す。少し濃い目の棒グラフが「利用している」、薄いものが「将来利用したい」になります。それぞ

れのサービスというのは、総合支援法ですとか児童福祉法のサービスになっています。

この中に障がい児は利用できないサービスも含まれていまして、上から５番目の重度訪問介護、７

番目の生活介護からグループホームまでは障がい者のサービスになりますので、そちらは、「利用し

ている」はゼロとなります。

棒グラフの一番右のパーセンテージですが、「利用している」と「将来利用したい」を足した全体

のパーセントになっています。この全体の結果は冊子 22ページになるんですが、全体の結果ですと、

計画相談支援は抜かして、一番多く利用されているのは日中一時支援事業、次に、移動支援事業とな

っています。18 歳未満の障がい児については、放課後等デイサービスが一番利用されています。続

いて、児童発達支援、そして日中一時支援事業という順番で、現在、利用している方が多いです。
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また、「将来利用したい」ですと、就労系のサービスが多く入っています。１番が就労移行支援、

２番目に就労継続支援Ａ型、３番目に就労継続支援Ｂ型が「将来利用したい」の上位３位となってい

ます。

今後の３年間の見込みをつくる上では大事になってくるかと思うんですが、この現在「利用してい

る」と「将来利用したい」を合わせると、一番多いのは放課後等デイサービスになります。やはり、

障がい者の回答とはこの辺は大分異なった回答となっていると思います。

続きまして議題３資料（１）３ページ目。サービス等利用計画と障がい福祉サービスについて。サ

ービス等利用計画の作成状況です。こちらは、作成状況と作成している方の感想を載せてあります。

ピンク色の冊子、全体の割合ですと 24ページ、問 12 です。こちらは大体、パーセンテージ的には同

じような結果になっていますが、障がい児に多いのは、作成が面倒に感じるというもので、全体でい

うと 11％ぐらいですが、障がい児ですと 17％ということで、少し面倒に感じるという割合が高くな

っているかと思います。

あと、自由意見としてその他というものを書かせていただいたんですが、計画相談については、必

要なサービスが受けられるか定期的に話を聞いてもらえるので助かっている、ですとか、制度的なと

ころで、相談してから計画書を受け取るまでに時間がかかり過ぎるなどの少し困った点というのも出

てきています。

続きまして、４ページ目。「利用しているサービス」または、「以前利用した際に嫌なことがあった」

という回答をいただいた方の満足度になります。こちらは、障がい児が多く利用するサービスのみ抜

粋して書いてあります。「満足」、「ほぼ満足」、「不満」という回答のパーセンテージになっています。

（３）は「不満である」と答えた方の理由になります。不満と答えた数が少ないので、パーセンテ

ージ的にはあらわしにくいかとは思うんですが、特徴としては、児童発達支援は、不満と答えた方の

半分が、市内にサービス事業者が少ない、または、ないという回答になっています。

また、日中一時支援事業では、不満と回答した方の中の６割近くの方が希望する時間にサービスが

受けられないという回答をしています。

続きまして、５ページ目。不満である理由の自由記載になります。後でご覧いただければと思いま

す。

続きまして、６ページ目。４番そのほかのサービスについて。障害者総合支援法とか児童福祉法の

障害福祉サービスとか障害児利用支援以外の市が行っているサービスになります。こちらは、冊子

36 ページ目。全体ですと、一番利用されているのは日常生活用具の給付事業になります。２番が地

域活動支援センター事業になります。障がい児ですと、１番は青少年サポート事業が一番多いという

結果になりました。続いて、日常生活用具給付事業。こちらもパーセンテージは、「利用している」

「将来利用したい」を足したものになっているんですが、青少年サポート事業については、答えた方

の半数、50％が「利用している」もしくは「将来利用したい」と答えています。また、地域活動支援

センターも「将来利用したい」ということで 26％の方が回答しています。

続きまして、問 16「成年後見制度をご存じですか」。こちらは、全体で言うと冊子 37 ページ、だ

いぶグラフは違ったものになりました。全体では、「知っている」という方が 36％で一番多かったん

ですが、障がい児のアンケート結果では、「聞いたことはあるが、よく知らない」「まったく知らない」

という方が多くて、その２つで 70％弱になりました。「知っている」が 26％、あまり知らない、全く

知らないという方が 70％弱ということで、成年後見制度について周知が足りないのかなという印象

を受けました。

問 17「今後、成年後見制度について、どのように考えますか」というものですが、こちらは、冊

子 38 ページになります。こちらも少し違ったグラフになっていまして、全体では、１番が「関心が
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ない」という回答で、31％と多かったんですが、障がい児の回答では、「よく分らないので、教えて

ほしい」という方が一番多く、37.2％でした。こちらについては、今後、周知が必要になってくるか

と思います。

続きまして、７ページ目。生活の場ということで、将来の希望する暮らし方、今後の暮らしに必要

だと思うことや課題、または、不安だと思うことは何ですかという問いに対する回答。選択形式にな

っています。冊子 57 ページになります。回答のグラフとしては、全体と障がい児は違ったものにな

りました。全体では、一番多かったのが緊急時の対応、２番が費用面、３番は日常的な生活面のフォ

ローという結果だったんですが、障がい児では、１番が、障がい特性に応じた専門的な支援、２番目

に日常的な生活面のフォロー、３番目は、同居者、支援者、近隣住人との人間関係という結果になり

ました。

その他は自由意見なんですが、やはり、就学ですとか進学の課題とか不安が多いという結果になり

ました。

続きまして、８ページ目。悩み・相談ごとということで、全体の冊子で言いますと、94 ページに

なります。全体とほぼ同じ結果になっていまして、「あなたは相談にのってもらっている人がいます

か。」という設問なんですが、「いる」が一番多かったという結果になっています。

次に 20主な相談者や機関。問 36「あなたが主に相談にのってもらっている人や機関をお答えくだ

さい」というものです。こちらも少し全体とは違う回答になっています。全体は冊子 95 ページです。

全体では、１番は家族、２番は医療機関、３番が福祉サービスという結果になっています。障がい児

では、１番は変わらず家族、２番は教育機関、そして、３番が福祉サービスを提供している事業者や

福祉施設という結果でした。

続きまして、９ページ目。現在の悩みということで、問 37「現在、あなたの悩んでいることは何

ですか」というもので、こちらも選択形式になっています。全体ですと冊子 97 ページになります。

こちらのグラフも全体とはかなり異なる結果となりました。全体ですと、１番は、健康・治療のこと、

２番目に多かったのが、経済や生活費のこと、３番目に多かったのが、仕事や就職のことという結果

だったんですが、障がい児ですと、１番は、就学・進学のこと、こちらが圧倒的に多くて全体の 55％

となりました。２番目が、健康・治療のこと、３番目が、人間関係のことという結果になっています。

続きまして、10 ページ目。相談体制について。問 38「現在のあなたが困ったときの相談体制につ

いて、どのように感じていますか」というものです。全体で言いますと冊子 100 ページ目になります。

こちらも大体、結果としては同じになったんですが、「わからない」を除きますと「満足している」

の次に「専門的な相談窓口が不足している」が２番になりました。ここは少し全体とは異なっている

点になります。

続きまして、11 ページ「障がい者差別に関する法律及び条例について」。差別や嫌な思いをした経

験、問 46「あなたは障がいがあるために差別を受けたり、いやな思いをしたことがありますか」と

いうものです。全体では冊子 112 ページになります。こちらも少し、グラフの結果は異なっていまし

て、「ほとんどない」が１番というのは変わらないんですが、全体では、「よくある」「時々ある」を

合わせて 20％ぐらいだったんですが、障がい児では、「よくある」「時々ある」を合わせると 33％、

３人に１人ぐらいの方がそういった経験をされているという結果になりました。

問 47 では、「よくある」「時々ある」と答えた方に、「具体的にどのようなときに感じましたか」を

自由に書いていただいた意見を抜粋したものです。お子さんの活動する場というと、学校、保育園と

いうところになってしまうかと思うんですが、そういったところでなかなか理解がされづらいという

意見が多くありました。

あと、先ほどから意見に人間関係が多くなっているんですが、同じ保護者の方という人間関係の中
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でもなかなか理解が難しいという意見もありました。

続きまして、12 ページ目。障がいへの理解を深めるためにということで、問 48「障がいのある人

への市民の理解を深めるためには、何が必要だと考えますか」。全体は冊子 113 ページになります。

こちらも大体、結果としては同じになったんですが、パーセンテージがだいぶ異なっていまして、全

体では、「学校での福祉人権教育を充実する」が１番で、37％に対して、障がい児では、65％となっ

ています。２番は、「障がいのある人が積極的に社会に進出する」、３番は、障がいのある人もない人

も共に参加するイベントを開催する」になっています。

続きまして、13 ページ目。希望・要望ということで、問 49「あなたが暮らしやすくなるために、

充実してほしいことは何ですか」。こちらも全体とはだいぶ異なる回答となりました。全体は冊子 115

ページになります。全体では、１番は保健・医療サービスの充実、２番は生活安定への支援、３番が

障がい者雇用の推進という結果になっているんですが、障がい児では、１番が就学後療育・教育の充

実、２番が就学・進路指導の充実、３番が障がい者雇用の推進という結果になっています。

議題３資料（１）については以上になります。

続きまして、議題３資料（２）、あとは、当日お配りした議題３資料（３）と（４）、そちらをあわ

せて見ていただければと思います。

まず、議題３資料（３）。こちらは現在の計画の施策の体系。本日、黄色の「障がい者福祉計画」

の冊子をお持ちの方がいらっしゃいましたら、そちらもご覧いただければと思うんですが、冊子 18

ページ、施策の体系が載っています。こちらが議題３資料（３）計画の骨子と重点項目についての左

側、現計画の浦安市障がい者福祉計画の体系骨子というものです。この議題３資料（３）の「（現）

浦安市障がい者福祉計画の体系骨子」と全く同じになっていますので、そちらをご覧いただければと

思いますが、こちらが今の施策の方向性と基本施策になります。７つの方向性とそれぞれの施策の方

向性から枝分かれして基本施策となっています。

重点項目としては、２番福祉生活支援の充実、４番子どもへの支援の充実の④ライフステージを通

じた支援の推進、５番雇用・就労支援の推進、６番生活環境の整備の③安心・安全に暮らせるまちづ

くりの推進、そして、７番自立と社会参加の促進の③差別の解消と合理的配慮の推進。これらを、今

年度までの障がい者福祉計画で設定していました。

今回、このアンケート調査結果の中に主な課題というものを拾い出しまして、その結果、新しく浦

安市障がい者福祉計画の体系骨子、右側です、新となっているもの、こちらに案として持ってきてあ

ります。

障がい児のところで言いますと、施策の方向性４番子どもへの支援の充実というところですが、ア

ンケート調査結果等からの主な課題、上から４つ目、教育・育成で、先ほどのアンケート結果でもお

伝えした、「専門的な相談機関や身近な相談の場が求められており」となっております。アンケート

からそういった声が拾い上げられたということです。「一人ひとりの状況に応じたきめ細かな保育・

教育がなされる体制の強化を図るとともに、関係機関と連携した支援体制・相談体制の充実と情報共

有を推進していくことが必要です」というのが、アンケート結果から導かれた内容になりまして、右

のほうで、子どもへの支援の充実というところになっていくかと思います。

新しい体系骨子（案）では、ほとんど全く同じ内容になっていまして、アンケート結果でもあった

ように、障がい児の部分でもなかなか理解が進んでいないという結果になっていますので、案として

新たに１番理解と交流の促進を重点項目にしてはどうかということで、事務局として挙げています。

こちらについては、今後、現計画の進捗状況ですとか、団体ヒアリング、パブリックコメント、それ

らの結果を踏まえて体系を作成していきたいと考えています。

続きまして、議題３資料（４）。こちらは同じような表になるんですが、目次構成の案です。
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まず左側、①現行計画の目次構成、これは今お持ちの冊子、現行の計画の目次構成となっています。

それを受けて、真ん中が国の、第４次障害者基本計画、第１編の障がい者計画ですね、そちらのもと

となる国の第４次障害者基本計画、そして次の③国が示す策定の基本指針等。こちらは、第２編の障

がい福祉計画の国の基本指針というふうになります。前回、こちらの基本指針では説明をしたかと思

います。こういったものがありまして、④の新しい目次構成の案として出しています。

②国の第４次障害者基本計画骨格案については、前回も少しお話ししたんですが、内閣府が、第４

次障害者基本計画というものを現在作成中です。こちらを踏襲したものを浦安市でもつくっていくの

ですが、まだ国の第４次障害者基本計画が全くできていない状態なので、今回は国の基本計画の案、

会議資料などになっている案をこちらに載せてあります。浦安市としては、案を参考にして、これに

のっとって今回の計画はつくりたいということで、まず案を載せてあります。

全体として、今回の第４次が平成 30 年から 34 年の５年間となるんですが、前回は平成 25 年から

平成 29 年の５年間が第３次障害者基本計画だったんですが、そちらと項目的に変更はありません。

ただ、全体的に、障害者権利条約、これは国際的な条約です、こちらに平成 26 年に日本が締結して

いますので、全体的に権利条約の理念を意識したつくりになっています。

主に変わった点ですが、②のⅡの３番各分野に共通する横断的視点、（４）障害特性等に配慮した

きめ細かい支援というのが入っているんですが、項目は特に変わりませんが、この中で重症心身障が

い、その他重複障がいの理解施策の充実というものが、前回にはなかったもので今回入る予定になり

ます。

また、５番障害のある女性、子供及び高齢者の複合的困難に配慮したきめ細かい支援というものも

新しく入っています。

あとは、Ⅲ各分野における障害者施策の基本的な方向で、４差別の解消、権利擁護の推進及び虐待

の防止ということで、虐待の防止という言葉が新たにつけ加えられています。

ここで、情報アクセシビリティの向上について、３番でも「社会のあらゆる場面におけるアクセシ

ビリティの向上」という言葉が入ってきているんですが、こちらは、前回も同じような言葉は使って

いたんですけれども、アクセシビリティは、近づきやすさとかアクセスのしやすさという意味になり

ます。交通の便を利用しやすくするとか、ウエブアクセシビリティと言うと、高齢者や障がい者など、

心身の機能の制約のある人でも、年齢的・身体的条件にかかわらず、ウエブで提供されている情報に

アクセスし、利用できることが情報アクセシビリティ、ウエブアクセスシビリティとなります。そう

いったところが第４次障害者基本計画では盛り込まれています。

次の③国が示す施策の基本指針等、障害福祉計画のほうです。こちらは前回少しお話したんですが、

もう少し細かいものをつくりましたので、それが議題３資料（２）になります。こちらに障害児の部

分を抜き出してみました。

障害者総合支援法と児童福祉法の改正がありまして、市町村でも障害児福祉計画の作成が義務づけ

られました。

２成果目標に関する事項ですが、障がい児に関して細かく設定されていますので、そこを今回はお

話しします。

①平成 32 年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設置すること

を基本とする。浦安市の現状ですと、こども発達センターというものが児童発達支援センターの機能

を持っていますので、設置済みとなっています。

次に、②平成 32 年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を

構築することを基本とする。こちらについても、現在、浦安市では２事業所が実施しています。

続きまして、③平成 32 年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び
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放課後等デイサービス事業所を各市町村少なくとも１カ所以上確保することを基本とする。こちらは、

現在、浦安市では１事業所が実施しています。

続いて、④医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成 30 年度末までに各市町村におい

て、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを

基本とする。こちらについては、現在、小中学校等に通学等する児童の医療的ケアについて検討する

庁内の障がい担当部局、保育・幼稚園担当課、児童育成クラブ担当課、教育委員会等で構成された検

討委員会を設置しています。

これが議題３資料（４）真ん中の③国が示す策定の基本指針等に当たるんですが、今回は障害福祉

計画としては第５期、障害児福祉計画としては第１期ということでこちらに掲載しています。

これらを受けて、④浦安市障がい者福祉計画の目次構成（案）、ほとんど内容は変わっていないの

ですが、皆様に一番関係するところで、第３編がふえています。第２編の障がい福祉計画から枝分か

れというか、第３編に障がい児福祉計画を別書きにしてはどうかということで案を出しています。

今までも、障がい児に対する計画は障がい福祉計画の中に盛り込まれていましたが、それを別建て

して、障がい児福祉計画として一目でわかるように、第３編として別にしてはどうかという案になり

ます。これについても委員さんからご意見いただければと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。

障がい者福祉計画の策定についてですが、量がたくさんございます。まず、議題３資料（１）のア

ンケート調査結果報告書について、何かご意見、ご質問がありましたらお願いします。

まずは資料（１）をお伺いします。よろしいでしょうか。

では、残りの資料（２）基本方針について、（３）骨子と重点項目について、（４）目次構成案につ

いて、何かございましたら、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。ここで質問していいのかわからないんですが、聞く機

会がないので、すみません。障害者差別法に関することになると思うんで、差別の解消と合理的配慮

の推進について、ここに項目がいろいろあるんですけれども、親としては具体的にはどのようなこと

が書かれているかということが気になるところで、去年、会議の終わりに発言させていただいたんで

すけれども、親の会で再び相談があったのでここで聞かせていただけたらと思うんですけれども、親

とかが市役所内で手続をするときに未就学児の子どもを預かってくれる託児室が市役所の１階にあ

って、昨年伺ったときは、急に障がいのある子が来てちょっと受け入れが困難であったり、ぎりぎり

未就学児ではないということで断られたりということがあって、私自身ももう上の子は高校生ですけ

れども、小さいときに大変だったことが、市役所等で手続を急にしなきゃならないとか、何かしない

といけないというときに連れていくことだったので、こちらの新庁舎できたときに１階に託児室があ

るというのはすごいなと思ったんですけれども、今、相談を受けているお母さんがおっしゃっていた

んですけれども、ホームページに託児室について明確に書いてあるところがなくて、私も見てみたら

そうだったんですけれども、子育て情報サイトＭＹ浦安とかには、大きいけがをしている子は預かれ

ませんとかそういった案内があるんですが、市役所のホームページの中にはなくて、実際、今、障が

いがある子が１階託児室を訪れたときの対応というのは去年とは変わりはあるんでしょうか。私は、

これは、障がい者に対する合理的配慮で、市庁舎の配慮すべき点かなと思うんですけれども、おわか

りになったら教えてください。

リーダー：計画策定に関連してのご質問という形でよろしいでしょうか。

では、こども課、お願いします。

こども課：こども課です。今の託児室のご質問ですが、基本的に託児室におきましては、運営の実施要綱と
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いうのがございます。その中で、利用制限をうたっているんですけれども、基本的には、対象となる

お子様については全てのお子様を受け入れるというような態勢はとっているんですけれども、その中

で利用制限に該当する場合にはお断りするという場合がありますけれども、その場合、障がい児の方

とか健常児の方に限らず、利用制限があるとする場合にはお断りする場合がありまして、基本的には

そういった状況を踏まえてお話をお伺いさせていただいて、その利用制限に該当しない場合は全て受

け入れるという態勢はとっているような形になっております。

それと、ホームページにつきましては、私ももう一度確認はとっておきますけれども、基本的に、

入るところがわかりにくいかもしれませんけれども、一応、載せているという話は担当から聞いてあ

りますので、もう一度、帰って確認はさせていただきたいと思います。以上です。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。障がいにかかわらず利用できるということでよろしいでし

ょうか。

こども課：そうですね、利用制限にひっかからなければ、そこに該当するということでなければ受け入れは

させていただいているということになります。

浦安手をつなぐ親の会：具体的には、利用にひっかかるというのはどういうときなんでしょうか。

こども課：一般的には、先ほどもお話があったんですけれども、お子様が重症の、けがを負っている場合で

すね。それから、病児につきましては、例えば、お子様が来たときに、健常児のお子さんもそうです

けれども、39 度の熱があるんですけれども預かってくださいという場合についてはお断りするとい

うようなことです。あとは、定員です。定員制限がありますので、定員がいっぱいというときについ

ては、来ていただいたお母様に、申しわけないですけれども、ちょっと今の時間帯は手いっぱいなの

でとお断りする、そういったことになります。

浦安手をつなぐ親の会：すみません、医療的ケアが必要な子のことに関して、あと、多動が激しい子等に関

してはどうなんでしょうか。

こども課：そうですね、その他として、投薬が必要な場合とか、あと、医療的ケアの場合も、利用制限の該

当の中には入っております。

リーダー：ありがとうございます。浦安手をつなぐ親の会、よろしいですか。

では、浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、お願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょです。今のお話ですと、

やはり、割と一般的な情報といいますか、それに当てはめるというのは難しいので、どうしても走っ

て外に行ってしまうお子さんですとか、医療的ケアが必要なお子さんということになりますと人手を

割いてしまうわけなんですね。人員が必要なので、どうしてもそこ、例えば、１人の保育士さんで見

ていらっしゃるとか、２人の方で見ていらっしゃるとかだと、そのお子さんに時間が割かれてしまう

のでほかのお子さんに目が届かなくなってしまうとか、そういうところがどうしても出てきてしまう

と思うんです。

そこで、１つ提案させていただきたいんですけれども、例えば、予約というか、そういう手続をす

れば医療的ケアが必要なお子さんであるとか、障がいの有無というか、障がいの種類とか、そういう

ものにかかわらず受け入れていただくことができるという制度というか、そういうシステムをつくっ

ていただくこともぜひご検討いただきたいと思います。

小さなお子さんでも、親御さんや、よく手を離して歩いていたりとかするのを見かけますけれども、

子どもに多動がある場合は、手を離すと走ってどこに行ってしまうかわからないんですね。一番、市

役所の手続をするという上では、そういう子どもを持つお母様ですとか、どうしても目が離せないと

いうような子どもを持っていらっしゃるお母さんが一番必要としていることだと思うので、そこを市

として検討していただければと思います。
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リーダー：貴重なご意見、ご提案、ありがとうございます。

そのほかに、何かございますでしょうか。社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いし

ます。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともです。私が不勉

強でちょっと教えていただきたいんですけれども、今回、福祉計画のいろんな案をご説明いただきま

したけれども、今後のスケジュールというか、団体ヒアリングをして作成していくとかということも

議題第３資料（３）のところ等々には書いてあるんですけれども、浦安市の中でのこの先の細かいス

ケジュールというか、そういったものをまとめて教えていただけるとありがたいんですけれども。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：福祉計画策定に当たっての今後のスケジュールですが、福祉計画策定に当たっては、福祉計画策定

委員会というものが設置されておりまして、そちらで計画策定は中心になってやっています。こちら

が年６回行われるようになっていまして、あとは、今年度については、各部会でも意見収集を行って

いきます。

次に、先ほども少しお伝えしましたが、当事者団体のヒアリングを９月までに実施する予定になっ

ています。今、７、８月から 11 月ぐらいまでの間に計画の素案を策定して、12 月ぐらいには市民の

方に広く意見を伺うパブリックコメントを実施します。

最終的に、パブリックコメントですとかヒアリングを受けて、計画素案の修正をして、計画最終案

を作成します。３月までに計画書の印刷、製本を終わらせて、３月末に計画策定終了で公開という形

になります。大まかなスケジュールは以上になります。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ありがとうございます。部会での意見聴取というのは、今日

ここで説明いただいて、例えば、具体的にいろんなアンケートから見えてきた課題がありますよね、

それに対して、こんなことを盛り込んでほしいみたいなことの具体的案というのは、言える機会とい

うのは部会の中では、今日が６月ですけれども、７、８、９、11 月ぐらいまでにっておっしゃって

いましたっけ。

事務局：こども部会は、次回第３回が 11 月６日なので、ご意見いただく最後かと思います。最終的には、

１月に入って、最後の計画策定委員会が２月にあるんですが、その頃には決定となるかと思います。

その前、最後のこども部会が１月 24 日なので、そちらで多少の修正はできるかなという形です。出

来れば具体的なご意見など、次の 11 月のこども部会でいただければ。本日でももちろん結構です。

策定委員会で最終的には話し合いますので、部会からそちらに上げていく形になるかと思います。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ありがとうございます。すごく大事な、福祉計画という中に

盛り込むことというのは大事な部分かなと思っています。今までの経験上もそうなんですけれども、

このアンケート結果から見えてきている、例えば、相談をできるところが少ないだったりとか、あと、

教育現場の、やっぱり、こども部会なので、現状をここの中に落としておかないとなかなか計画とし

ては進んでいかないということをすごく実感しているので、例えば、11 月６日までの間に読み込ん

で、意見があればまとめてきてここで発言する場というのがあるということが聞ければ、私はそれで

読み込んできたいと思います。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。ほか、よろしいでしょうか。

それでは、本日の議題は全て終了しましたが、事務局より今後の議題について委員の皆様からご意

見をいただきたいという希望があるとのことです。事務局、お願いします。

事務局：今年度、また、来年度にも続くかもしれないんですが、今後のこども部会への議題について、前回

もご意見をいただいたりしていたんですけれども、今年度は、今日もたくさんご意見をいただいたサ

ポートファイルについての議題ですとか、障がい者福祉計画の策定についての議題が主にはなってく
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ると思うんですけれども、そのほかに、例えば、昨年度ですと、成人版サポートファイルの話の中で、

障がい児だけじゃないんですけれども、防災に関するマニュアルというか、そういったところもあっ

たほうがいいのではないかというようなご意見も出ていましたので、それも含めてなんですが、何か

今後話し合いたい議題があれば再度お伺いできればと思いまして、この場をおかりしました。以上で

す。

リーダー：ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、何かご質問等、ございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：今の投げかけに対してのことですね。

リーダー：そうです。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：防災について何かあればということでと思っていいですか。

事務局：そうですね、そういった防災のマニュアルづくりの話ですとか、そのほかにも何かあれば、議題案

というか、こういったこと話し合いたいなというのがあればお話しいただきたいですし、ぜひ、防災

の話を進めていきたいなというご意見があれば、そういったところも組み込んでいきたいなと考えて

います。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：１つ、私どものほうにご相談がある中で、例えば、うち、放

課後デイサービスもやっていますし、いろいろ事業を展開しているんですけれども、本当に 3.11、

私も地域活動支援センターというところで支援をしているときに経験しました。実際に、本当に大き

な災害になったときに、携帯が使えないとか、あとは、さまざまな連絡機能がとれないとか、あと、

送迎中に、例えば、どこでそんな状態に遭っているかということもわからないとかといったときに、

保護者の皆さんからお子様を預かっている状態で、どんなふうに、どこにアクセスしたらいいかなと

いうことが、やっぱり、実際に大きな災害があったときに枠組みとして何か考えなきゃいけないなと

いうのは事業所ベースで今考えてはいるんですけれども、ただ、今、事務局からのご提案だと、市と

して何か情報を集約するとか、あとは、浦安市として大きな災害のときに事業所それぞれがどんな状

況かを把握するということは大変なんですけれども、どんな状態に、どんなところで陥っているか、

みたいなことということは、何か大きな１つ、拠点というか、市が持っていて、そこに親御さんがア

クセスできたり、事業所も何か状態を伝えられたり、うまく安全確保ができて、お子様を引き渡しで

きるとか、あとは、安全なところにきちっと災害時避難しておけるとか、そういったこととかは、市

としては必要かなというふうには今感じているところなので、まだ携帯が使えるときはいいですけれ

ども、いろんなものが全てストップしてしまったときにどんなふうな形でそこが対応できるかなとい

うのは、実際ちょっと考えておかないといけないかなというのは感じています。

なので、そういうことが話し合えるといいかなというのはちょっと思っています。

リーダー：ありがとうございます。ほか、何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、もう一度、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：全体を通して１つ私、質問し忘れちゃったことがあって聞い

ても大丈夫ですか。

リーダー：はい、どうぞ。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：一番最初のまなびサポート事業のご報告の中で、１点だけ聞

きたいんですけれども、訪問の相談件数が 905 件ということで、ほかが減っていたのにここだけが増

えていた、結果が上がっていたと思うんです。これというのは、学校に訪問してまなびさんが相談を

受けたという件数だと思うんですけれども、内容の中身を聞きたいんですけれども、学校からの相談

で行かれたケースとか、親から上がっていって行かれたケースとか、さまざまな形態があると思うん

です。
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今までこども発達センターなどの巡回相談は親からの意向では一切行っていただけなかったとか

って、いろんな形があって、保育所等訪問支援事業という事業は逆に親からの相談で、私ども相談員

が学校現場に行けていろんなことが解決してきたという事例もあります。そういった中で、この 905

件の訪問がふえてきたというのは、学校側からの相談が多かったのか、ある意味、どんな形が多くて

増えたのかということだけ教えていただけますか。

リーダー：申しわけございません。担当が戻ってしまいました。ただ、学校からの相談が増えたということ、

また、学校から保護者の皆さんに「まなびサポートがあります。」ということをお伝えいただいてい

ること、そのようなことから相談件数がふえていると報告を受けています。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：わかりました。私が相談員やっていたときに、まなびさんが

行くことが保護者に伝わっていなかったというケースがあったりしたこともあり、その学校側の困り

度からまなびさんが行くことということが増えているのか、親御さんからちゃんと行って、そこでき

ちっと解決がされているのか、この 905 件だけが増えていたので、現状、中身を知りたいなというと

ころがあってお尋ねしました。ありがとうございます。

リーダー：実際には両方です。ありがとうございました。

事務局、お願いします。

事務局：先ほどの障がい者福祉計画の策定について、１点だけ確認といいますか、皆様のご意見いただけれ

ばと思うんですが、議題３資料（４）計画の目次構成で、先ほども皆様にお伺いしたんですが、新し

い目次構成の中に第３編、障がい児福祉計画を別に掲載するということについてです。こども部会と

して計画策定委員会に意見を上げて、最終的に策定委員会で決めるんですが、こども部会の意見とし

ては今までは障がい福祉計画の中に盛り込んだ形ですが、これは別出し、別掲載するということでよ

ろしいかどうかだけお伺いしたいと思います。

リーダー：議題３資料（４）計画の目次構成（案）について、右下の部分ですけれども、第３編障がい児福

祉計画を別出しにしたいという事務局からの提案であります。何かご意見、ございますでしょうか。

もし、ご異議がなければこのまま提案していただこうかと思いますが、よろしいでしょうか。

では、この提案でよろしくお願いいたします。

事務局：ありがとうございます。

リーダー：それでは、これをもちまして、第２回こども部会を終了いたします。次回のこども部会は 11 月

６日、月曜日を予定しております。本日は、お忙しい中ご参加いただき、ありがとうございました。



平成 29 年７月 10 日（月)

午後１時 30 分～３時 30 分

本庁舎４階会議室Ｓ２・３

浦安市自立支援協議会こども部会（平成 29 年度第２回）次第

１．開会

２．議題

（１）まなびサポート事業について

（２）サポートファイルの配布状況と活用について

（３）障がい者福祉計画の策定について

３．閉会



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

まなびサポート事業
について
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Ⅰ まなびサポート事業とは



まなびサポート事業体制

3

〇 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



まなびサポート事業内容

4

研修会の開催

学習環境づくり

関係諸機関と
の連携

相談業務

校内体制づくりへの支援

特別支援教育
の推進

及び

理解啓発

合理的配慮提供

のための支援

学校等などにおける巡回
訪問看護事業の実施



１ 平成2８年度 相談状況

（１） 就学相談件数

・３３３件 （平成2７年度 ３７３件）



（２） 相談回数や日数

・個別相談（来所） ５０２回
（平成２７年度 ５２０回）

・訪問による相談 ９０５日
（平成２７年度 ７６０日）



Ⅱ 就学相談における取組について

7



小・中学校入学までの就学相談の流れ

５月18日（木） 就学説明・相談会

６月 ７日（水） こども発達センター主催就学相談会

６月下旬～ 学校案内（学区の特別支援学級）

9月中旬 学務課より 案内配布

10月～中旬 学校公開

11月上旬～

12月上旬 就学時健康診断

12月 就学希望先の決定
8



Ⅲ 特別支援学級等の設置状況について

9



（１）特別支援学級

・小学校 １７校中 １１校

・中学校 ９校中 9校

※ 堀江中学校に特別支援学級を開設。



特別支援学級（小・中）

堀江中

入船中

高洲小

入船小

日の出南小

日の出小

見明川小

東野小

南小

日の出中

浦安中

東小

富岡小

美浜北小

美浜中

浦安小

北部小

明海南小

明海小 明海中

高洲北小

富岡中

美浜南小

見明川中

舞浜小

設置小学校

設置中学校

未設置小学校

高洲中



（２）通級指導教室
・ことばときこえの教室 ２校
・ＬＤ・ＡＤＨＤ等の教室 ４校
※富岡小学校・明海中学校にＬＤ・ＡＤＨＤ

等の教室を開設
明海中学校担当は、入船中学校・堀江中学
校を巡回指導する。

（３）千葉県立船橋特別支援学校のサテライト教室
（視覚）
・教育研究センター内
・見え方に困難さがある児童生徒への指導、

相談



特別支援学級（小・中）通級指導教室

堀江中

入船中

高洲小

入船小

日の出南小

日の出小

見明川小

東野小

南小

日の出中

浦安中

東小

富岡小

美浜北小

美浜中

浦安小

北部小

明海南小

明海小 明海中

高洲北小

富岡中

美浜南小

見明川中

舞浜小

設置小学校

設置中学校

ＬＤ・ＡＤＨＤ等通級

サテライト教室

ことばときこえ通級

高洲中



通級とみおか の様子

14



通級明海の様子

15



 ご清聴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

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 28 年度

こども発達センター 保護者・当事者 86 48 54

障がい事業課 保護者・当事者 10 18 ８

その他 3 15 0

相談支援事業所 保護者・当事者 35 39 23

合計 134 120 85

２．これまでの活用に向けた取り組みについて

１．共通シートの作成

「利用しているそれぞれの事業所で、定期的に類似した書類を記入することが負担になって

いる」という声があったことから、保護者の方や支援員などの書類作成の負担を軽減するため、

共通シートを作成。

２．共通シートの普及

（１）ホームページへの掲載

（２）サービス利用更新のお知らせに同封

３．成人版サポートファイルの作成

サポートファイルは子どもに合わせた挿絵が入っているため、中学生以上の方が使いづらい

という意見があったことから、内容はあまり変えず、シンプルなデザインのものを作成。

議題２資料



３．今後の改善案について

１．活用促進のための取り組み

（１）相談支援事業所、学校などへの協力依頼。

（２）書くことによる特典などの検討。

（３）記入例や、保護者の方々の経験やアドバイスを記載するなど、記入を支援する取り組み

の検討。

２．成人用サポートファイルの作成

コラムなどを取り入れることを検討する。
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浦安市障がい福祉に関するアンケート調査結果報告書

―障がい児福祉計画に関する項目の抜粋―

２ 福祉サービスについて

（５）福祉サービスの利用状況

問７で「過去に利用していたが、現在は利用していない」「利用していない」と答えた方に

おたずねします。

問８－１ 福祉サービスを利用してない理由は何ですか。

（あてはまるものすべてに○）

「浦安市障がい福祉に関するアンケート」について、「障がい児福祉計画」策定に関

わる項目を抜粋し、０歳～１７歳のみの回答を集計したものです。

議題３資料（１）
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問１０ それぞれのサービスの利用について、あてはまるものひとつに○をしてくださ

い。



3

３ サービス等利用計画と障がい福祉サービスについて

（６）サービス等利用計画の作成状況
問１１で「相談支援事業所に作成してもらっている」と答えた方におたずねします。

問１２ サービス等利用計画の感想等を聞かせてください。

（あてはまるものすべてに○）

■その他

・ その時に必要なサービスが受けられるか定期的に話を聞いてもらえるので助かって

いる。

・ 相談してから計画書を受け取るまでに時間がかかりすぎる。 など
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問１４ 問１０で「利用している」に○をつけたサービスについて、質問にお答えくださ

い。また問８－１で「以前利用した際に嫌なことがあった」に○がある方も、以前利

用していたサービスについてのみ、質問にお答えください。

※障がい児が多く利用するサービスのみ抜粋

（２）満足度（１つに○）

（２）で「不満である」と答えた方におたずねします。

（３）不満の理由（あてはまるものに○）

不満と回答

した人数

事業者のサ

ービスの質

希望したサ

ービスでは

ない

支給決定を

受けたがサ

ービスが受

けられない

市内にサー

ビス事業者

が少ない、

またはない

希望する時

間にサービ

スが受けら

れない

障害児相談

支援
6

3

（50.0）

0

（0.0％）

2

（33.3％）

3

（50.0％）

0

（0.0％）

児童発達支

援
12

4

（33.3％）

1

（8.3％）

3

（25.0％）

6

（50.0％）

4

（33.3％）

放課後等デ

イサービス
8

2

（25.0％）

0

（0.0％）

2

（25.0％）

3

（37.5％）

1

（12.5％）

保育所等訪

問支援
0 － － － － －

移動支援事

業
3

0

（0.0％）

0

（0.0％）

1

（33.3％）

0

（0.0％）

1

（33.3％）

日中一次支

援事業
8

0

（0.0％）

1

（12.5％）

1

（12.5％）

1

（12.5％）

5

（62.5％）
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■その他

障害児相談支援

・ 担当者が変わり、サービスの質とスピードの低下が著しい。

・ 個々の期間が独立し連携されていない。幼稚園から就学に向けて橋渡しをしてほしい。

など

児童発達支援

・ 給食の食形態をもっと充実してほしい。

・ 担当者の入れ替わりが多い。混んでいると断られた。

・ 専門職のによる療育を受けられる事業所が少なく、情報量も少ない。 など

放課後等デイサービス

・ 一人一人に対応しきれていないように感じる。 など

移動支援事業

・ 回数が少ないと支払う金額が割高となるシステムが改正されるともっと利用者にと

って使いやすくなると思う。 など

日中一時支援事業

・ 利用料金の支払いが限定された銀行で窓口のみなので使いにくい。

・ 健常児の預かりは沢山あるが、障がい児を預ける利用しやすい方法が、まだ課題があ

るように思う。

・ 送迎の運転が荒く心配。 など
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４ そのほかのサービスについて

（７）そのほかのサービスの利用状況

問１５ 下の表のサービスの利用について、あてはまるものに○をしてください。

問１６ 成年後見制度をご存じですか。（１つに○）

問１７ 今後、成年後見制度について、どのように考えますか。（１つに○）
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５ 生活の場

（10）将来の希望する暮らし方

問２３ 今後（将来）の暮らしについて、必要だと思うことや、課題または不安だと思う

ことは何ですか。（あてはまるものすべてに○）

■その他

・ 適切な支援を受け、地域の小学校への進学が可能になること

・ 就業支援

・ 親が先立った場合でも、安心して子どもが生活できるようサポートしてくれるグルー

プホーム

・ 障がい者の高校進学、就労が出来る環境整備と地方自治体へのサポート

・ 学校生活での発達に遅れがある子どもへの対応の充実とサポート

・ 小学校に支援級を全校に作ってほしい。 など
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９ 悩み・相談ごと

（19）相談者の有無

問３５ あなたは相談にのってもらっている人がいますか。（１つに○）

（20）主な相談者や機関
問３５で「１ いる」と答えた方におたずねします。

問３６ あなたが主に相談にのってもらっている人や機関をお答えください。

（あてはまるものすべてに○）
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（21）現在の悩み

問３７ 現在、あなたの悩んでいることは何ですか。（あてはまるものすべてに○）

■その他

・ 学習、勉強のこと

・ 市内に特別支援学校をつくってほしい。

・ 補装具を市内でつくれるようにしてほしい。

・ 本人（幼児）の食事へのこだわり強く、同じものしか食べない。食べれるものが少な

い。

・ 言葉が話せず、自分の欲求を表現する事がむずかしい。

・ 将来家族がいなくなった時は不安。

・ 体の筋肉や使い方の発達の遅れ など
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（22）相談体制

問３８ 現在のあなたが困ったときの相談体制について、どのように感じていますか。

（１つに○）

■その他

・ 本人から発信する行動がなかなか起こせないので、相談機関窓口から様子を伺う（定

期的に）体制があれば発信しやすいのではないかと思う。

・ 縦わりで連携しづらい。

・ 発達障害の学習支援を受けたいが情報がない。

・ 相談後の実対応の難しさ。相談先と園との連携不足。

・ 就学後の相談支援が圧倒的に少ない。 など
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１１ 障がい者差別に関する法律及び条例について

（26）差別やいやな思いをした経験

問４６ あなたは障がいがあるために差別を受けたり、いやな思いをしたことがあります

か。（１つに○）

問４７ 問４６で「よくある」と「時々ある」と答えた方におたずねします。具体的にど

のとのようなときに感じましたか。自由にお書きください。

・ 親戚から容姿についてひどい言葉を受けた

・ 外に出るだけでジロジロと見られる。

・ 地域のイベントに参加する時に「邪魔だよ」や「車イスのくせに」など言われる。

・ エレベーターなどでいやな顔をされる。言葉の暴力。

・ 保育所で預かってもらうことができなかった。３歳なのに０歳児枠でしか預かれませ

んと言われた。

・ 見た目の違いを素直に変だと言われた時は少し悲しかった。

・ 主に公共交通機関利用時

・ 病院で、いやな顔をされたり、診察拒否寸前の態度を取られた。

・ 見た目では分かりにくいので、健常の子と同じように対応され、うまくいかないとき

に心無い言葉を言われやすい。子供が理解するようになったら傷つくと思うので、落

ちこまないような方法を知りたい。

・ 医療的ケアを行ってくれる事業所が少ない。

・ コミュニケーションがうまく取れず、誤解されてしまう。

・ 純粋に障がいについて聞く健常の子に、親が「しっ！見ないの！言わないの！」と答

える場面に出合うことがある。少々切ない。

・ 学校など集団の中にいる時に、心無い言葉を言われたり、陰口を言われたり、仲間外

れにされたりして、いやな思いをした。

・ 支援級はおちつきがない、悪いことをするというイメージを保護者にも持たれている。

生徒だけではなく、保護者のイメージも変えてもらいたい。

・ 幼稚園や学校の先生に理解されていないように感じた。 など
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（27）障がいへの理解を深めるために

問４８ 障がいのある人への市民の理解を深めるためには、何が必要だと考えますか。

（主なもの３つに○）

■その他

・ 仕事として障害者支援に携わる人の給料を上げる。

・ 企業でも福祉人権教育を充実する。

・ 障がい者の家族や実際に看護、介護している人が呼びかけるのがとても重要だと思う。

・ 障がいのある人が積極的に社会に進出するための設備（ハード、ソフト）。

・ 小さい頃から身近にいたり、小学校内での特別支援のクラスの子達との交流や義務教

育の場で一緒に過ごす経験を積む。

・ インクルーシブ教育の徹底。

・ 先生達にもう少し知識やノウハウを習得して関わってほしい。 など
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１２ 希望・要望

（28）暮らしやすくなるために、充実してほしいこと

問４９ あなたが暮らしやすくなるために、充実してほしいことは何ですか。

（あてはまるものすべてに○）
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■その他

・ 幼少期から能力を最大にのばせるカリキュラムの導入など、技術的に普通に、一般市

民と同じように枠を与えて、才能を開花させるサポートをしてほしい。

・ 市内に特別支援学校を整備

・ 障がい者家族への理解やカウンセリング等の充実。 など



議題３資料（２）

第１期障害児福祉計画に係る基本方針について

１．基本指針（第４期障害福祉計画）見直しの主なポイント

【障がい児のサービス提供体制の計画的な構築】

平成２８年５月に成立した障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律におい

て、市町村及び都道府県に対し障害児福祉計画の作成を義務付けることになったため、児童発

達支援センターを中心とした地域支援体制を構築することや、医療的ニーズへの対応を目指し、

医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の協議の場の設置

等について、基本方針に追記を行う。

２．成果目標に関する事項

【障がい児支援の提供体制の整備等（新規）】

障がい児支援の提供体制の確保に関する成果目標を次のとおりとする。

① 平成３２年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１カ所以上設

置することを基本とする。

⇒浦安市では設置済み

② 平成３２年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体

制を構築することを基本とする。

⇒現在、浦安市では２事業所が実施

③ 平成３２年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確保することを基本と

する。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保でも差支えない。

⇒現在、浦安市では１事業所が実施

④ 医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成３０年度末までに、各市町村に

おいて、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議

の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道

府県が関与した上での、圏域での設置でも差支えない。

⇒現在、小中学校等に通学等をする子どもに医療的ケアを適正に実施するため、庁内

の障がい担当部局、保育園・幼稚園担当課、児童育成クラブ担当課、教育委員会で構

成する検討委員会を設置



計画の骨子（体系）と重点項目について
（現）浦安市障がい者福祉計画の体系骨子

アンケート調査結果等からの主な課題

（新）浦安市障がい者福祉計画の体系骨子（案）

基本理念 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
基本理念 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

施策の方向性 基本施策 施策の方向性 基本施策

１．理解と交流の促進

①啓発の推進

②市民との協働による支援活動の
促進

③交流機会の拡充

〇啓発・広報
障害についての理解が深められるよう、福祉人権教育の充実が求め
られており今後、障害者基本法や障害者差別解消法の目的とする共
生社会の実現に向けて、障がいへの理解、差別や偏見の解消のため、
福祉教育ならびに周知啓発を行っていくことが必要です。

〇生活支援
福祉サービスに対する多様なニーズが見られる中、個々の障がいの
ある人のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、居宅介護
や生活介護、短期入所などの在宅サービスの量的・質的な充実が必
要です。
成年後見制度について知っている人は少なく、成年後見制度の利用
を促進するため、周知を図るとともに、権利擁護を担う専門的人材
の育成確保にも取り組んでいくことが必要です。
また、今後（将来）の暮らしについて、緊急時の対応のニーズが高
く地域共生における体制づくりが必要です。

〇生活環境
通勤・通学・通院等の外出のためには、必要なこととして「バス・
電車乗車券の補助」が最も高く、次いで「道路の段差解消や歩道整
備」「タクシー代の補助」が高く、経済的な助成を求めているととも
に、「ユニバーサルデザイン」の導入を進めていくことや、災害時に
おける安心安全の確保等に向け、地域全体で取り組んでいくことが
必要です。

〇教育・育成
自由意見から、専門的な相談機関や身近な相談の場が求められてお
り、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな保育・教育がなされる体
制の強化を図るとともに、関係機関と連携した支援体制・相談体制
の充実と情報共有を推進していくことが必要です。

〇雇用・就業
働くために必要なこととして「障がいに合った仕事であること」が
最も高く、次いで「勤務時間や日数を調整できること」や「周囲が
障がいに対して理解があること」が高くなっています。就労環境の
改善、需要の喚起による就労環境の創出に積極的に取り組んでいく
ことが必要です。

〇保健・医療
暮らしやすくなるために、充実してほしいこととして「保健・医療
サービスの充実」が最も高く、次いで「生活安定への支援」となっ
ています。さまざまな障がいに対応できる専門性の高い支援体制が
求められており、状況に応じたきめ細かな支援のための取組を推進
していくことが必要です。

１．理解と交流の促進
【重点】

①啓発の推進

②市民との協働による支援活動の促
進

③交流機会の拡充

２．福祉・生活支援の
充実【重点】

①相談支援の充実

②在宅福祉サービスの充実

③日中活動の場の充実

④住まいの場の充実

２．福祉・生活支援の充
実【重点】

①相談支援の充実

②在宅福祉サービスの充実

③日中活動の場の充実

④住まいの場の充実

３．保健・医療の充実

①障がいの原因となる疾病等の予
防・障がいの早期発見

②保健・医療・リハビリテーション
の充実

３．保健・医療の充実

①障がいの原因となる疾病等の予
防・障がいの早期発見

②保健・医療・リハビリテーション
の充実

４．子どもへの支援の充
実

①就学前療育・教育の充実

②就学後療育・教育の充実

③就学・進学相談の充実

④ライフステージを通じた支援の
推進【重点】

４．子どもへの支援の
充実

①就学前療育・教育の充実

②就学後療育・教育の充実

③就学・進学相談の充実

④ライフステージを通じた支援の推
進【重点】

５．雇用・就労支援の推
進【重点】

①障がい者雇用の推進と就労支援
体制の充実

②福祉的就労の促進 ５．雇用・就労支援の
推進【重点】

①障がい者雇用の推進と就労支援体
制の充実

②福祉的就労の促進

６．生活環境の整備

①歩行空間・建築物の整備

②移動・交通手段の整備

③安心・安全に暮らせるまちづくり
の推進【重点】 ６．生活環境の整備

①歩行空間・建築物の整備

②移動・交通手段の整備

③安心・安全に暮らせるまちづくり
の推進【重点】

７．自立と社会参加の促
進

①権利擁護施策の充実

②虐待の早期発見・防止

③差別の解消と合理的配慮の推進
【重点】

④余暇活動の促進

⑤自主的活動の促進

７．自立と社会参加の
促進

①権利擁護施策の充実

②虐待の早期発見・防止

③差別の解消と合理的配慮の推進
【重点】

④余暇活動の促進

⑤自主的活動の促進
今後、「現行計画の進捗評価」「団体ヒアリング」

等の結果を踏まえ、体系を作成していきます。

議題３資料（３）



計画の目次構成（案）について

①現行計画の目次構成
②国 第４次障害者基本計画骨格案

（H29.5.29）
③国が示す策定の基本指針等 ④浦安市障がい者福祉計画の目次構成（案）

計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

２ 法律・制度の動向

３ 計画の位置づけ

４ 計画の期間

５ 計画の対象者

６ 計画策定の方法

７ 計画の推進・フォロー体制

第１編 障がい者計画

第１章 計画の基本理念と施策推進の方向性

１ 計画の基本理念と重点的な取り組み

２ 施策の体系

第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

２ 福祉・生活支援の充実

３ 保健・医療の充実

４ 子どもへの支援の充実

５ 雇用・就労支援の推進

６ 生活環境の整備

７ 自立と社会参加の促進

第２編 障がい福祉計画

第１章 計画の基本的事項

１ 計画の基本方向

２ サービスの内容と対象者

第２章 地域移行等の目標

１ 地域生活への移行目標

２ 就労の目標

第３章 障害福祉サービスの推進

１ 訪問系サービスの取り組み

２ 日中活動系サービスの取り組み

３ 居住系サービスの取り組み

４ 相談支援の取り組み

５ 障がい児支援の取り組み

６ 地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

７ 地域生活支援事業（任意事業）の取り組み

資料編

１ 障がい者の状況
２ 浦安市障がい者福祉計画策定委員会

Ⅰ 対象期間

・平成 30(2018)～34(2022)年度の 5 年間

Ⅱ 基本的な考え方

1．基本理念

・障害者権利条約の理念

・障害者権利条約の理念に即して改正された

障害者基本法の理念

・障害者を社会のあらゆる活動に参加する主

体としてとらえ、その自己実現の支援と社

会的障壁の除去のための障害者施策の基

本的方向を定める。

2．基本原則

・地域社会における共生等

・差別の禁止

・国際的協調

3．各分野に共通する横断的視点

(1)障害者権利条約の理念の尊重及び整合性

の確保

(2)社会のあらゆる場面におけるアクセシビ

リティの向上

(3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支

援

(4)障害特性等に配慮したきめ細かい支援

(5)障害のある女性、子供及び高齢者の複合

的困難に配慮したきめ細かい支援

(6)ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のあ

る取組の推進

Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な

方向

1．安全・安心な生活環境の整備

2．情報アクセシビリティの向上及び意思疎

通支援の充実

3．防災、防犯等の推進

4．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の

防止

5．自立した生活の支援・意思決定支援の推

進

6．保健・医療の推進

7．行政等における配慮の充実

8．雇用・就業、経済的自立の支援

9．教育の振興

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興

11．国際協力の推進

【第５期障害福祉計画】

〇基本指針の主な改正内容

(1)地域共生社会の実現のための規定の整備

「地域共生社会」の実現に向けた取組等を計画的に推進

(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

精神障がい（発達障がい及び高次脳機能障がいを含む）にも対応した地

域包括ケアシステムの構築

(3)障害児支援の提供体制の計画的な整備

「地域支援体制の構築」「保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関

と連携した支援」「地域社会への参加・包容の推進」「特別な支援が必要

な障がい児に対する支援体制の整備」「障がい児相談支援の提供体制の確

保」の柱の盛り込み

(4)発達障がい者支援の一層の充実

発達障がい者支援地域協議会の設置

(5)障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目

標の設定

① 福祉施設入所者の地域生活への移行や、入所者削減目標の設定

② 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し、障がい保健福

祉圏域ごとに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置

③ 平成３２年度末までに、地域生活支援拠点等を整備

④ 平成３２年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所を１か所以上確保 など

計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

２ 法律・制度の動向

３ 計画の位置づけ

４ 計画の期間

５ 計画の対象者

６ 計画策定の方法

７ 計画の推進・フォロー体制

第１編 障がい者計画

第１章 計画の基本理念と施策推進の方向性

１ 計画の基本理念と重点的な取り組み

２ 施策の体系

第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

２ 福祉・生活支援の充実

３ 保健・医療の充実

４ 子どもへの支援の充実

５ 雇用・就労支援の推進

６ 生活環境の整備

７ 自立と社会参加の促進

第２編 障がい福祉計画

第１章 計画の基本的事項

１ 計画の基本方向

２ サービスの内容と対象者

第２章 地域移行等の目標

１ 地域生活への移行目標

２ 就労の目標

第３章 障害福祉サービスの推進

１ 訪問系サービスの取り組み

２ 日中活動系サービスの取り組み

３ 居住系サービスの取り組み

４ 相談支援の取り組み

５ 障がい児支援の取り組み

６ 地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

７ 地域生活支援事業（任意事業）の取り組み

第３編 障がい児福祉計画

（※未定）

資料編

１ 障がい者の状況
２ 浦安市障がい者福祉計画策定委員会

【第１期障害児福祉計画】

〇基本的理念

障がい児の健やかな育成のための発達支援

(1)専門的な発達支援を行う障害児通所支援及び障害児相談支援の充実と

地域支援体制の構築

(2)障がい児のライフステージに沿った切れ目の無い一貫した支援を提供

する体制の構築

(3)障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けら

れるようにすることで、地域社会への参加や包容（インクルージョン）

を推進

〇障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方

(1)地域支援体制の構築

(2)保育・保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

(3)地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進

(4)特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備

(5)障害児相談支援の提供体制の確保

議題３資料（４）


