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平成29年度第４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30年１月24日(水) 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、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

浦安市立小学校長会、浦安市立中学校長会、こども課、こども発達センター

４．議題

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）災害時の備えについて

（３）平成30年度こども部会について

（４）その他

５．資料

議題１資料 浦安市障がい者福祉計画（平成30年度～平成32年度）【素案】

議題２資料（１） 災害時の備えについて（現状と課題）

議題２資料（２） 特別な支援が必要なこどもへの災害時の支援に関する課題

議題３資料 平成30年度こども部会について
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 29 年度第４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

に係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：皆さん、こんにちは。

第４回ということで、今年度最後になります。ぜひ積極的なご意見等を出していただければと思い

ます。

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４つです。

（１）障がい者福祉計画の策定について、（２）災害時の備えについて、（３）平成 30 年度こども

部会について、（４）その他です。

議題１障がい者福祉計画の策定について事務局より説明お願いいたします。

事務局：障がい者福祉計画の策定についてご説明させていただきます。

前回、たたき台をお出ししましたが、その後、策定委員会で素案ができまして、１月４日からパブ

リックコメントを実施して、現在、広く市民の方からご意見を伺っている状態です。パブリックコメ

ントは、明日 25 日までになっており、パブリックコメントでのご意見を受けて、そちらに対する回

答、修正を加えて、最終的なものをつくっていくというふうになります。

本日、パブリックコメントも実施中になりますので、大幅な修正は難しいですが、適宜修正は加え

ていきたいと思いますので、ご意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

まず、資料の５ページ目をごらんください。

計画の基本理念と施策推進の方向性ということで、次の７ページ目に施策の体系があるんですが、

こちらの重点と書いてあるところを主に抜粋して基本理念として書かれています。

子どもへの支援についてですと、６ページ目の３番ライフステージを通じた支援の推進、こちらが

重点項目になっております。記載内容としては３年前の前期の計画とほぼ同じですが、一番下の「ま

た」から「保健・医療・福祉・保育・教育・障がい児通所事業所等の連携を図り、療育を実施する体

制を強化していきます。」という一文が加わっています。

続いて、７ページ目が施策の体系になります。施策の体系の施策の方向性、基本施策、この体系ど

おり現状と課題、取り組みの方向性、そして主な事業という形でそれぞれの基本施策ごとに書かれて

いるんですが、本日は、こども部会にかかわりのあるところ、施策の体系の施策の方向性４子どもへ

の支援の充実、こちらと、本日の議題でも災害のことを話し合うことになっていますので、６生活環

境の整備の中の（３）安心・安全に暮らせるまちづくりの推進、こちらの２つを抜粋して計画の素案
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をお出ししておりますので、そこを中心に、また３年前の前期計画からの変わった点を中心にお話し

させていただきたいと思います。

まず９ページ目です。

施策の方向性、子どもへの支援の充実、この基本施策の（１）就学前療育・教育の充実ということ

で、基本施策の一つ一つの中に現状と課題、取り組みの方向性、そして主な事業という書きようにな

っています。

９ページ目の取り組みの方向性②連携体制の強化、４行目からですが、「医療的ケア児が適切な支

援を受けられるように、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関による連携を図るための

協議の場を設置します。」こちらの一文が新たに加わっています。こちらは国の第５期障害福祉計画

及び第１期障害児福祉計画の基本指針として上げられていまして、平成 30 年度末までに市町村に協

議の場を設置するというのが掲げられております。そのため、浦安市でも 30 年度中にはこの協議の

場を設置するということで、一文を入れさせていただきました。

12ページ目です。

基本施策（２）就学後療育・教育の充実の現状と課題の、上から 13行目で、「また」というところ、

「青少年サポート事業では、発達が気になる児童や生徒が、個々の特性に配慮された環境の中で教育

を受けられるよう、学校に対する支援を行ってきました。」という一文が入っています。

13ページ目です。

取り組みの方向性の①特別支援教育の充実というところですが、上から７行目、「一人ひとりの教

育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、特別支援学級の整備や、浦安市内への県立特

別支援学校の誘致を推進します。」、この一文が新たに加えられました。

続きまして、②教職員の資質・力量の向上の最後のところ、先ほどの現状と課題と同じような文章

ですが、「青少年サポート事業では、発達が気になる児童や生徒が、個々の特性に配慮された環境の

中で教育を受けられるよう、学校と連携を図っていきます。」ということで、こちらの一文を追加し

ました。策定委員会でもご意見いただいたんですが、青少年サポート事業という市の独自事業で、学

校での研修などにとどまらず、実際に学校に通っている生徒さんが適切な支援を受けられるように、

学校への支援を行っていくということをしっかり明記していただきたいというご意見がありました

ので、こちらの一文を加えました。

③多様な学びの場の充実、こちらは３年前の前期計画では通級指導教室の充実という取り組みの方

向性になっていました。それを、通級指導教室のみではなく特別支援学級と通級指導教室、両方合わ

せて多様な学びの場の充実と記載しました。通級指導教室と特別支援学級を合わせた取り組みという

ことで具体的な現在の設置数、そして、特別支援学級については小学校全校設置を目標とはしている

のですが、この３年間の設置計画としては平成 32 年度に小学校に１学級設置予定となっていますの

で、そちらの予定も書き加えました。

14ページです。

取り組みの方向性⑥特別支援学校の通学支援、「市川特別支援学校高等部へ自力通学する生徒が通

学に慣れるまでの間、ボランティアが横に付き添い、見守りを行うことで、自力通学を促進します。」

こちらは、平成 28 年度から開始している事業になりますが、市川特別支援学校の高等部へ自力通学

する生徒さんに、市民のボランティアの方が横に付き添って登下校見守りを行うという事業を実施し

ています。こちらも、特別支援学校が市内に誘致されるまでの間、保護者の方の負担軽減ですとか本

人の自力のためにこういった支援を継続していきたいということで書かれています。

16ページです。

こちらも先ほどの取り組みの方向性にあった内容ですが、主な事業の一番下、県立特別支援学校分



4

校誘致の推進という事業を１つ追加しています。

子どもへの支援の充実の３年前からの主な変更点は以上になります。

続きまして、施策の方向性６生活環境の整備の基本施策（３）安心・安全に暮らせるまちづくりの

推進ということで、主に防災の対策について書かれているところになります。

取り組みの方向性①災害時要援護者への支援で、「災害時要援護者用バンダナの配付を行います。」

という一文を追加しています。平成 27年度にバンダナを作成して、平成 28年度から必要な方に配付

を行っています。外見からは支援が必要なことがわからない方、また意思表示が難しい方が、災害時

に支援が必要なことを周囲に伝えるというもので、必要な方に現在も配付を行っています。

続きまして、22 ページです。

取り組みの方向性③福祉避難所の機能の強化および人材の確保、「災害時の福祉避難所の円滑な運

営と機能の強化を図る取り組みを検討していきます。」ということで、アンケートでも災害に対する

不安の意見が大変多く上がっていました。東日本大震災以降、これまで市では福祉避難所の拡充とい

うことで取り組みを行ってきましたが、今後は、実際に災害時に福祉避難所が迅速で円滑な運営がで

きるように、検討して取り組みを行っていきたいと考えています。この一文を追加しました。

続いて、⑤防災意識の向上の推進です。「市の総合防災訓練において、要援護者支援体験や障がい

の理解の啓発などを行います。」という一文が加わりました。また議題２でもお話をさせていただき

ますが、災害時の備えが十分である人の割合が３年前のアンケートからあまりふえていない現状があ

りました。市や事業所の取り組みも必要ですが、それとともに欠かせないのが自助ということで、ま

ずは自分の命を守っていただくのは自助がとても重要となります。ですので、意識の向上というとこ

ろに今後も取り組んでいきたいと考えています。

続きまして、24、25 ページです。

こちらは主な事業ですが、取り組みの方向性と同じように、災害時要援護者用バンダナの配付と総

合防災訓練という主な事業が加わっています。

障がい者福祉計画は以上になりまして、次に、第２編の障がい福祉計画です。こちらは、障がい福

祉サービスの実績から今後の必要量の見込みを立てて、その確保策について書かれたものになります。

こちらについてもお子さんへの支援を抜粋してお出ししています。

29ページ目です。

障がい児支援の提供体制の整備等ということで、先ほどもお伝えしました、国の第１次障害児福祉

計画の基本指針で目標とされているものについて４点挙げています。

（１）が児童発達支援センターで、32 年度末までに各市町村に少なくとも１カ所以上設置するこ

とになっています。浦安市については、既にこども発達センターが設置済みになりますので、こちら

は実績・目標とも１となっています。

（２）保育所等訪問支援、こちらも国の基本指針では平成 32 年度末までに全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となっています。こちらも、現在浦安市では２つの事

業所さんに行っていただいていますので、実績・目標ともに保育所等訪問支援２事業所ということで

書かせていただいています。

（３）主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所及び児童発達支援事業所。平成

32 年度末までに市町村に少なくとも１カ所以上確保するということが目標となっています。こちら

も浦安市では既に２事業所が実施しておりまして、目標も２となっています。

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場。障がい者計画でもお伝えしましたが、国の

基本指針では平成 30 年度末までに市町村において保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機

関が連携を図るための協議の場を設けることを基本としています。こちらはまだ未設置ですが、30
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年度中には浦安市単独で設置を目標としています。

30 ページ以降については、障がい児の通所支援、お子さんに対する障がい福祉サービスの実績、

そして 30 年度から 32 年度の見込みとその確保策について書かれているというものになりますので、

数字はごらんいただければと思います。

説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

既にパブリックコメントを実施しているということで、大きな修正はできないとのことですが、た

だいまの説明に対してご質問ございますでしょうか。

では、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループからお願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：資料 16 ページの一番下に県立特別支援学校の分校誘致の

推進とありまして、「浦安市内への県立特別支援学校の誘致を推進します。」となっているんですが、

これ、具体的にというか、この誘致という言葉が、呼び寄せるというか、そういう意味で解釈はして

いるんですが、どのような呼び寄せというか、すみません、言葉の意味自体もちょっと漠然とし過ぎ

ていてよくわからないので、ご説明いただけますか。

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：県立特別支援学校の分校誘致の推進ということで記入しましたが、県の３年の計画の中で市川・浦

安地区に１校、特別支援学校の分校を設置するという計画が出ておりまして、その計画に基づいて浦

安市としては市内に１校誘致をしたい、進めていきたいと考えております。

リーダー：ありがとうございます。

どうぞ。

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。ということは、分校が浦安にでき

るかもしれないというふうに考えてよろしいんでしょうか。はい、わかりました。

すみません。私、浦安に住んで９年になるんですけれども、今までに、その９年の間にも似たよう

な話をすごくよく耳にしたことがあったんです。それは、きちんと何か議事録としてとか、そういう

ものを読んだわけではないんですが、実際、近隣と比較をすると、近隣だと市川市、船橋市ありまし

て、どちらにも特別支援学校もありますし、県立もあったり市立もあったり、さらに私が住んでから

の９年以内に分校ができたり、高等の特別支援学校ができたりとどんどん進んでいく中、浦安ではそ

ういうお話を聞いても全くできてこなかったというか、それまでにいろんな過程があるのかもしれな

いんですけれども、すごくこの２行にある言葉だけただ見ていると、すごい言い方悪いかもしれない

んですけれども、本当につくる気あるのかなと本当に思ってしまうんですね。それは、この内容を親

の会でもお話をしまして、いつも何かそんなうわさとか話があっても結局できなくて、ほかにはどん

どんできていくというイメージがとてもあるんですね。なので、これから子どもの数もどんどんふえ

てはいかず絶対数は減っていく中、本当にできるのかなというのがありましたので、今、質問させて

いただいたんですね。でも、今計画の３年の中にあるということは、本当にできると考えてよろしい

んでしょうか。

リーダー：では私のほうから。

特別支援学校の誘致に関しては今始まったわけではなくて、過去毎年のように県には申請書を出し

ております。その申請をもとに話し合いはしているんですけれども、なかなか現実化がしなかったと

ころであります。

今、事務局からありましたように、今回、県の指針が出ました。市川・浦安地区で、新築ではない

んですけれども、既存で今ある施設の中で使えるような場所があれば、そこに設置をしていくという
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ことが言われております。まだ我々も具体的にかかわっているわけではないので、詳細がどこまでい

っているかはわからないんですけれども、市としては実際に分校の誘致を具体的に進めていくという

ことで、各課から、例えば特別な教育的支援が必要な子がどれぐらいいるのかとか、これからどれぐ

らい推移していくのかとか、具体的な資料をそろえながらまた県と調整していくというところであり

ます。

また、他の地域からも誘致の話があると思いますので、そのあたりの話がこれからそれぞれの自治

体で進んでいくんではないかと考えております。

事務局もお願いします。

事務局：今、県の計画を３年と申し上げたのですが、確認します、３年か５年か。たしか３年だったと思う

んですが。

あと、県が市川・浦安地区に一応計画として建てるということですので、その計画に基づいて浦安

市としては誘致ということで、今まではそういう計画がなかったところで県の事業として浦安に建て

てくださいという要望をずっとしてきたんですね。これ、要望の段階でとまっていたんで、今回は誘

致ということで一段積極的に市内につくるというようなところで考えておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、よろしいですか。

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。

いろいろ今、過程はお伺いして理解はしました。ただ、１つすごく大事なことなんですけれども、

学齢期というのが生まれていつと決まっていて、何年かするとどんどんみんな年をとって卒業してい

くという形になっていて、うちの親の会の子どもたちも大分、学齢期を卒業してしまった人もいるし、

学齢期の後半にいたりするんですね。なので、はっきり言って、今いろいろ誘致されても、それに携

われる人はいないんじゃないかなということなんですね。なので、今努力をされていることはすごく

わかったんですけれども、学校建てることってすごく大変なことだと思います、ただ、本当に必要だ

と、私がいる間に東野小が建ちました、高洲中学校ができましたという形で、必要だととんとんと、

とんとんでもないですけれども、震災があったりして着工がおくれたりとかそういうのもありました

けれども、何か優先順位が随分違うのかなと思うところもありますし、遅くなっていけばいくほど子

どもの数も減っていくこともあり、学校よりももっと必要なことがあるんじゃないかというふうに変

わっていくんじゃないかということはよくご理解の上、進めていただきたいなと思います。

リーダー：ありがとうございました。

では、浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：今、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループがおっしゃったことと同じ思いでお

ります。

私からの質問は、特別支援学校分校は過去の流れですと高等部ができるといううわさが出ては消え

だったんですが、この支援学校は小学部、中学部、高等部とある支援学校ですか。それとも高等部の

ことでしょうか。

事務局：すみません。詳しい資料、手元にはないので記憶でお話しさせていただくと、たしか小・中・高だ

ったと思います。確認させていただきます。ただ、小学校からたしか高校までを対象にしたと思いま

す。

浦安市自閉症協会：では、同じような確認ですが、知的、身体とかいろいろあると思いますが、その辺全部

含めた、どんな特別支援学校ができるのか具体的なものがわかっていれば教えていただけると。
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事務局：今、資料をとってきますので、わかる範囲でご説明させていただきたいと思いますので、お時間い

ただければと思います。

リーダー：申しわけございません。しばらくお待ちください。

この時間に違う質問もお願いできればと思います。

では、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：すみません。13 ページの教育の充実、取り組みの方向性の①特別支援教育の充実

という項の質問をさせてください。こちらにもございます個別の教育支援計画、個別の指導計画の作

成を、担任等と話し合って支援が必要な子はつくっていただいてその年の計画を進めていると思うん

ですが、親の会の方で、個別の指導計画に基づいて、ある教科は通常の学級に在籍している方で、あ

る教科はこの指導計画に基づいて支援級に通ったり抽出して受けているお子さんで、その教科だけ２

学期の通知表で評定不可能ということで斜線をされているということなんですけれども、個別指導計

画で学校と話し合って決めたことで、その教科がクラスにないからといって通知表の評定がつかない

ということは、そのお母さんは浦安のこういう資料をいろいろ見てもわからなかったそうなんですが、

浦安市内全体で行われていることなのか、ちょっと私自身のことでいうと、うちの子どもも抽出等し

ていただけましたが評定不可能で斜線という経験は全くないんです。だから、それは各学校の采配に

よっているのか、その辺を、きょう、すみません、教育研究センターの方や校長先生がいらっしゃる

ので、ここに絡めて伺いたいんですけれども。よろしくお願いします。

リーダー：通知表、評価に関しましては、評価に関する資料が必要となります。それはテストに限らないん

ですけれども、出席状況ですとか、どのような学習をしたかとか、評価の対象となるものがある場合

にはつくかとは思うんですけれども、それが何もない場合には評価ができない形になるかと思います。

ですので、想像ではございますけれども、評価のついたものに関しては、実際に出席されて何らか評

価の基準となるものが行われたんではないかと。一方、斜線でついたものに関しましては、評価のも

ととなるものが何もなかったんではないかというふうに想像いたします。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。

すみません。その評価の対象なんですけれども、個別指導計画に基づいて担任の先生の進める指導

内容で抽出なり指導級に通ったということで、そちらの先生に伺って評定していただくということは

不可能なんでしょうか。

あと、浦安市内の学校によって、担任の先生によって評定が違ってくるということはあり得るのか

なと思うんですけれども、その評価の対象になるもの、例えばテストの点数とかでしたら、その授業

に出られていなくても、放課後、テストだけは受けるように促すとか、斜線する前に何らかのアナウ

ンスということが……。いかがなんでしょうか。ちゃんと出席している以上、評定不可能というのは

ちょっと納得できないのかなっていう気持ちは私は大変わかるんですけれども。

リーダー：１担任の考えで評定がつく、つかないということはまずございませんので、学校体制で行ってお

りますので、そのあたりは対象の保護者の方等が学校にご質問していただけたらというふうに思いま

す。こちらのほうで、何もない状態でこうですというふうにはちょっと言えない部分がございますの

で、よろしくお願いいたします。

申しわけございません。ここで事務局より先ほどの質問についてお答えさせていただきます。

事務局：まず、計画の期間なんですが、第２次県立特別支援学校整備計画というものがありまして、これ平

成 29年 10 月に千葉県の教育委員会から出ているものです。この計画の期間なんですが、第２次千葉

県特別支援教育推進基本計画の計画期間に合わせて５年というふうになっております。この５年が平

成 29年から 33年というようなことで、ごめんなさい、３年と言ったんですが、実際には実質４年ぐ

らいじゃないかと思います。もう 29 年終わっていますので。
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あと、もう一つですが、設置学部ですが、小・中・高の３つですね。設置する対象の地域ですが、

千葉県の葛南ということですので、もう少し狭い対象となって浦安市内に１校学校を誘致したいとい

う考えで進めております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

先ほどの質問について、今お答えをいただいたところです。

すみません。引き続き、事務局、お願いします。

事務局：対象の障がいなんですが、県の計画では障がい種別は知的障がいとなっております。

リーダー：ありがとうございました。

では、また改めて新しい質問のほうをお願いしたいと思います。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：新しい質問ではなくて、浦安手をつなぐ親の会の質問について……。もし個人的な話に

なるんでしたら議事録から削除してください。

事務局：議事録は削除できません。本日は計画の記載に関するご意見を伺っていますので、その辺は十分ご

理解いただきたいと思います。

浦安市自閉症協会：簡単に。浦安手をつなぐ親の会の質問について、保護者として納得いかないような、評

価のもとになるものという漠然としたお答えだったので、過去、協会の中でもあった斜線についての

お話です。

同じように成績表に斜線が突然についたお子さんがおりまして、それについて協会の中で、残念だ

とか親としてショックだという話がありました。そこで、先生方に尋ねましたら、テストを受けなか

ったからとお答えがありました。受けなかったのか受けられなかったのか、受ける力がなかったとか

いうことなのかもしれませんが、浦安の教育体制のおかげでクラスにおりますし、テストが受けられ

ないまでも、例えば５年生の社会なら、日本にはどんな県があって県庁所在地はどこかとノートに書

く学習はしておりました。けれども、成績表は斜線だったということでした。

今、浦安手をつなぐ親の会のお話を聞いて、この話を私どもが過去にしていれば、浦安手をつなぐ

親の会の保護者さんが悲しい思いをしなくて済んだのかなと思いました。そういったことは取り上げ

ないまま改善されないままなら、こういう話し合いの場の意味はないのかなと思いました。10 年ぐ

らい前のことなので、これが１つの機会になって話し合いの場が作れたらありがたいと思いました。

以上です。

リーダー：お話ありがとうございました。受けとめさせていただきます。

障がい者福祉計画の策定についてという内容でのご意見でよろしいでしょうか。この計画の質問等

でございましたら。また別のお話であれば、この場ではなく別の機会でお話しいただければと思いま

す。

浦安手をつなぐ親の会：すみません。今日、障がい者福祉計画の案ということなんですけれども、こども部

会、年に４回しかない中で、ぎちぎちに決まっているとなかなか発言する機会が本当になくて。私も

重々承知なんですけれども、ここに絡めて今発言したということは。ただ、本当に、こども部会をや

っている意味をもう一度考えていただきたいというか、前々回ですか、ずっと内容を読まれているだ

けとか、そういうのは目を通してはいますので、４回しかない中で、もうちょっと親の会等の意見を

取り入れてくださる会、個人情報云々という理由もわかるんですけれども、お願いしたいと思います。

リーダー：わかりました。最後の議題で平成 30 年度のこども部会についての議題もまたありますので、こ

こについては福祉計画のほうで進めさせていただきたいと思います。

では、計画の策定につきまして、ほか何かございますでしょうか。
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パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

パーソナル・アシスタンスとも：先ほど事務局の方から新たに加わった部分とかということに関してはご説

明があったんですけれども、私が見てきた限りで、以前の前期計画、29 年度までの計画の中から削

除されている文章というのも幾つかあって、それをちょっと戻していただきたいなという意見が幾つ

かあるので、そちらのほうを言わせていただいてもいいですか。

リーダー：はい。

パーソナル・アシスタンスとも：まず、８ページですが、子どもへの支援の充実といったところの（１）就

学前療育・教育の充実、現状と課題の最後の段落、「発達に心配のある子どもに対しては」といった

ところなんですが、「今後も早期に適切な療育を提供する体制の充実を図ることが必要です。」という

ふうになっているんですが、ここのところに以前はこども発達センターや関係機関等との連携を図り

という言葉が入っていました。これは就学後のほうの計画にはなぜか残っているんですけれども、こ

の就学前のところが削除されているので、これは入れていただきたいなと思います。検討ということ

で結構ですけれども、お願いしたいと思います。

それから、９ページの③の保育園、幼稚園における支援体制の整備といったところの最後の行です

が、以前の 29 年度までの計画ではエレベーター等の設備や生活環境を整えるための備品等の整備に

ついて進めますとなっているんですけれども、ここでは検討しますに逆になってしまっていて、新し

い計画なのにどちらかといえば後退のイメージを私はすごく持ちます。今まで進めますだったのに、

ここが検討しますというふうになっているのはなぜかなといったところはすごく思いますし、あとの

ページのほうでは逆に進めますという記載になっているところもあるので、もしかしたら記載間違い

かもしれませんので、ここは後退の意識を持たれないように、進めますに今までどおりというふうに

お願いしたいかなと思います。

それから、12 ページですけれども、下から６行目のところの段落、就学後療育・教育の充実、現

状と課題といったところの文章の中で、一番最後から２番目の段落のところ、「今後も」というとこ

ろの文章があるんですが、ここのところが、全体を通しての感想なんですが、特別支援学級とか特別

支援学校のところの充実に関しては新たなものも加わったり、とてもそれはそれでいいんですけれど

も、浦安市のよさとしては、やはり保護者と本人に選択の自由があって、どこの教育の現場を選んで

もその子にとって必要な教育が提供されるというところが、１つ浦安の教育の中ではとても大事な指

針なんですね。なので、ここの中で削除されている文章に関してはちょっと私はぜひ戻してほしいん

ですけれども、文章そのものが抜けちゃっているのが、障がいのある子ども一人一人の教育的ニーズ

に応じた支援の充実という言葉というのが抜けてしまっているので、どこに入れてほしいかというと、

「今後も」という段落のところで、そこの下から２行目、「障がい等の状態に配慮した教育を推進し」、

障がいのある子ども一人一人の教育的ニーズに応じた支援の充実を図る必要がありますというふう

に言葉を入れていただきたいなというふうに思います。後で、もしわからなかったら、ちょっと詳し

くお伝えしたいかなと思います。

それから、ごめんなさい、幾つかあって、13 ページ、こちらのほうも先ほど言った趣旨にちょっ

とそぐっているところなんですけれども、具体的には下から４行目、一番上の取り組みの方向性の①

特別支援教育の充実という文章の中で、一番下の段落から２つ目、「また」というところなんですが、

ここに書いてある文章だと、「また、一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図

るため、特別支援学級の整備や、浦安市内への県立特別支援学校の誘致を推進します。」というふう

に文章が終わっているんですが、前の計画では特別な教育的支援を必要とする子どもの学習に効果の

ある指導方法や教材の活用を促進しますという文章がここの段落には加わっているんですね。やっぱ

り、特別支援学級の充実とか特別支援学校の誘致というのも大事な視点ではあるんですけれども、普
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通級を選んだ子どもたちに関して、その子のニーズに合った教材の開発、開発というか、取り入れる

とか、そういったことについて先生方が勉強していただくとかという文章というのはやはり入れてお

いていただいたほうが、どの学級を選んでもその子にとって必要な支援や教育が提供されるというこ

とになると思いますので、以前入っていた文章をわざわざ削除してこの文章にすることはないかなと

思いますので、ぜひ入れていただきたいと思います。以前の計画のところにはしっかりとその文章書

かれていますので、それを戻していただきたいと思います。

それから 15 ページ、これは私初めて目にして、自分の勉強不足だったら申しわけないんですけれ

ども、主な事業といったところで担当課とかあと内容について書かれています。この中で、以前の

29 年度までの計画に入っていて今回入っていない項目というのが２つありました。１つは療育費用

の助成、これは月間 5,000 円出されるという制度なんですけれども、それが削除されています。それ

はどこかで話し合われた結果こういうことになったのか、実際ここに載っていないのは何なのか。主

な事業なので、実際継続はあるけれども、ここには載っていないんですというんだとすると、以前は

①に載っていたので、それは載せていただいたほうがいいなと思いますし、もし削除されてしまった

のであればその経緯をご説明いただきたいなと思います。なぜかというと、これすごく大事な助成で

あって、浦安市の大きな基本方針、例えば障がいがある人も社会の中で共生していくといったところ

ですごく大事な事業なんですよ。療育って、障がいを持つ子どもたちのニーズってさまざまなので、

全部を浦安市が用意できるわけではないと思うんですね。例えば運動が足りないとか、あとはピアノ

を習わせたいとか、親にはその子の障がいによってやらせたい療育という範囲っていろいろあるので、

例えば一般的な習い事の先生が障がいがあっても例えばやらせたい気持ちがあればそこに通って来

ていいよとか、プールでも普通の一般のスイミングスクールが受け入れてくれたりとか、さまざまな

ことがあるんですね。そういったことで、障がいの方たち、障がいを持っている子どもたちも、いろ

んな人に理解されたりとかということがある中、そこでの月謝とかをやっぱり療育参加費助成制度と

いうものが今までカバーしてきてくれたといったところもすごくあって、この事業がなくなってしま

うということにもしなっているんだとすると、私としてはとてもその経緯を知りたいんで、実際使っ

ている方もいらっしゃいますから、そこは教えていただきたいなと思います。

それからあと、教職員研修というのもここの主な事業という中からも抜けていて、多分、それは最

後まで読んでみると、まなびサポートが全部補助教員とか担任の研修を引き受けていきますというよ

うなことで統括されているようなんですね。ただ、今までは、指導課だったりとか教育委員会の中で、

先生方の研修というのをここの主な事業の中でうたっていることで設定されてきたという現実があ

るので、それがなくなっちゃっているとすると、やはり教育委員会全体として障がいのある子どもた

ちにかかわる先生の研修ってすごく大事なので、そこも何でなくなってしまったのかなというのは、

もし経緯があるならお聞かせいただきたいと思います。

まず、そこまで、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。

今、大きく５つ、ご意見のほうをいただきました。

こちらのほうは、よろしいですか。事務局、お願いいたします。

事務局：そうしましたら、後から出てきました事業の削除についてご説明させていただきたいと思います。

まず、療育費用の助成ですが、変更箇所の説明に入れていなくて申しわけなかったんですけれども、

こちらは、現在、見直しの段階になっていまして、それで、先ほどおっしゃられたように、主な事業

ということで全部の事業を載せているわけではないのでこの中からは抜きました。ただ、やめるとか

そういったことではなくて、これからも継続していく事業にはなります。少し見直しをする必要が出

てきていますので、そういったことで今削除はしていまして、最終的に載せられるようであれば、載
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せるということでは動いてはいるんですが、今の素案の段階では載せていないということになります。

もう一点、教職員研修ですが、おっしゃるとおり、計画策定に当たり教育委員会と協議をする中で、

以前は教職員研修は指導課が担当課になっていたんですが、実際の担当課は教育研究センターだとい

うことになりまして、教育研究センターの事業としてはまなびサポート事業の中に入るということで、

教育研究センターの事業の中に含めて書かせていただいたというのが経緯になります。ただ、おっし

ゃるとおり、教職員研修というものがしっかり掲げられたほうがいいということであれば、少しまた

教育委員会と協議をして検討したいと思います。

先のほうの今までの文章が削除されてしまった件ですが、こちらについては、事務局で作成の過程

で、現状と課題ですとか取り組みの方向性については、なるべく現状と課題についてはアンケート結

果のほうを盛り込みたいという意識がありまして、それで以前の文章を削除してしまったという経緯

があるんです。ただ、策定委員会でもご意見いろいろいただいていまして、やはり、３年前の前期計

画は、こども部会ですとか策定委員会の委員の皆さんに大変ご協力いただきまして、とても考えに考

えた文章であったというのを私もお聞きしまして、戻した文章も幾つかあったんです。ですので、今

のパーソナル・アシスタンスともの意見もまた参考にして、戻したほうがいいというか、前の文章の

ほうがいいというものであれば、少し盛り込んでいきたいと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ご意見のほうも、また検討として、こちらのほうでいただきたいというふうに思います。

パーソナル・アシスタンスとも：よろしくお願いしたいと思います。こども部会は、今回、今年度、これで

最後になるんですけれども、その結果というのがやはり、いろんな意味で何か中途半端に、いつもい

ろんな意見を言わせていただく機会があったにしても、そこがどうなったかという詰めが何かすごく

中途半端かなというふうにいつも感じるんですね。今回の意見に関しても、お答えをいただける機会

というのがどんな形になるのかというのは、一番最後でもいいので教えていただけたらと思います。

それから、先ほど皆さんもおっしゃっているんですけれども、こども部会のあり方といったところ

で、先ほどの事務局のご説明も必要な部分だとはもちろん思うんですよ。思うんですけれども、見比

べてここに参加するというのはすごく大変な作業で、意見をもらうということを主眼に置いていただ

いたときに、例えば今こういうところが問題になっていて、今載せていないんだけれどもこども部会

で、実際に団体の方もたくさん参加されていたりとか、実際に子育て中の障がいを持つ子どものお母

さんたちも参加しているわけですから、逆にそういった意見をここで聴取するということがすごく大

事かなというふうに思います。そうじゃないと、どこでそういうことが議論されて決められていくん

だろうというのは物すごく不安に思いますし、やっぱり全ての計画ができ上がってしまうとそれに即

して行政の方たちはもちろんやっていくということが常なわけで、ここに載せることがすごく大事だ

ということは物すごく実感して今まで来ていますので、そういう実のあるというか時間をしっかりと

使っていただいた議論の場というふうにしていただいて、きちっとした計画に反映させていただける

のがいいのかなというふうに思いますので、ぜひ今後よろしくお願いしたいと思います。

リーダー：貴重なご意見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、浦安手をつなぐ親の会、浦安市自閉症協会から、具体的な、こういった事例があるという

ようなご意見いただきまして、こちらで計画に沿ったご意見でということでお願いはしたんですが、

先ほどもおっしゃられたとおり、個別の教育支援計画ですとか個別の指導計画の作成、きめの細やか

な指導や支援ができるよう努めますという一文、こちらについては、多分このとおり、このままとい

うことになるかとは思います。今後、この計画については、でき上がったら終わりではなくて、進捗
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状況というのを必ず各部会ですとか協議会でチェックしていくというんですか、進捗状況を見きわめ

ていくというのはあります。今後は、各事業というところもあるんですが、取り組みの方向性につい

ても、進捗状況、できているのかできていないのか、そういった点についても話し合っていきたいと

思っていますので、またそういったところでもぜひご意見をいただいて、確認していければいいなと

思っていますので、ぜひそのときに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。

それでは、先に進んでもよろしいでしょうか。

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：15 ページの主な事業のところの一番上の特別支援学校通

学支援事業のところで２つ質問あります。

まず、この取り組み、とてもすばらしいと思いますし、実際使っている方が、市川の特別支援学校

行く際に利用されている方のお話も、うちの親の会ではいないんですが、聞いております。その中で、

この「ボランティアが横に付き添い、見守りを行います。」ということで、こちらに今いらっしゃる

方、どういうふうな支援をしているのか、具体的なことをご存じない人も多いかとは思うんですけれ

ども、人それぞれによっても違うんですが、ちょっと気になるお話を聞いたのは、ボランティアさん

がいつもいるはずなのにいなかった、それで学校の先生が途中まで来たりと、生徒によって違うと思

うんですけれども、結局そういうことがない日があるとか、何か、正直言うと、知的障がいの子ども

ですから言っていることが、やっぱり正確に伝えられないこともあるんですけれども、その親御さん

も、ボランティアだからしようがないのかしら、小学校や中学校だったらそういうことないのにとい

うようなお話をされていたので、やっている方の意識と、たまたまちょっと学校との連絡が密にいっ

ていなかったのか、そういったことなのかどうかわからないんですけれども、実際そういうことがあ

ったようにお話を聞いています。それから、今ボランティア募集を、年末までの話ですけれども、聞

いたときに、あまりボランティアさんが集まっていないというお話も聞いていたりして、でも子ども

は４月になったら学校入学する、その辺はどうなのかなというのがまず１つの質問です。

もう一つ、先に質問言わせていただきますけれども、これは市川の特別支援学校に限りの支援事業

ですよね。うちの会では、今、残念ながら市川に行っている方はいらっしゃらないんですけれども、

特別支援学校には、行っている方、これから行く方といます。これは自力通学が困難と書いてあるん

ですけれども、恐らく知的な部分でちょっと電車の乗り降りが難しかったりとか道がわからなかった

りとか、わからないですよ、そういう生徒に対してということだけみたいなようなんですけれども、

そういうのというのは結構月日がたてば覚えていったりとか障がいがあってもすると思うんですが、

ただ、うちの会は発達障がいの子なので、電車どれに乗ればいいとかそういう問題じゃなくて、例え

ば今よく人身事故が起きたりとか電車がとまってしまったりとか、そういうことって電車通学のとき

っていろいろあったりするんですね。それから、ちょっと体調が悪くなっちゃったり、精神的に不安

定になってしまったり、あとは、これは市川大野の先生にお伺いしたんですけれども、電車乗ってい

ると、ちょっと初動が変だったからかもしれないんですけれども、何か変質者に間違えられて駅員室

連れて行かれちゃったとか、そういうのもちょっと聞いたこともありまして、特別支援学校に、市川

にだけ浦安の方が行っているわけではなく、もっと遠いところに行ったりしている方もいるので、も

う少しこの支援事業というのを幅広くできないのか、今現状だと移動支援の中に通学支援というのが

あると思うんですけれども、あれもちょっと、私、自分、これをもらってからなんですけれども、い

ろいろ調べたんですけれども、今、これにある、移動支援をやって、通学支援をやっている事業所さ

ん、問い合わせてみると、どこもできるところがないんですよね。何か、制度としてしっかり書かれ
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ているんですけれども、どこにもそんな事業所なくて、ヘルパーさんがやっぱりその時間確保できな

いとか距離が遠過ぎるとか、結局、子どもが一緒にいる時間は移動支援としてお金を出していただけ

るんですけれども、ヘルパーさんが戻ってきますというのは、要はそこは支援にならないから実費と

いうか、そのヘルパーの人のお金がかかるとか、また今のここから少しずれるかもしれないんですけ

れども、どうしても、通学に対してやっぱり困難を持っているお子さん、たくさんいらっしゃいます

ので、この取り組みは取り組みでいいんですけれども、もう少し幅広くこちらのニーズに合った支援

を考えていただきたいなと思っております。

リーダー：事業の内容についてお話があったところですけれども。

では、事務局、お願いいたします。

事務局：市川特別支援学校のボランティアの通学支援の件だと思うんですが、15 ページの一番上、こちら

の自力通学が困難な生徒というのは送迎バスに対する生徒さんなんですね。ボランティアが横に付き

添うというものについては自力通学の生徒さんになります。自力通学を行える、市川特別支援学校で

自力通学を許可したというんでしょうか、そういった方が、実際には自力通学をする方だけれども、

１人では少し不安があるという方に対してこのボランティアの通学支援を行っています。２年間行っ

ているんですが、ボランティアさんのほうで自主的にといいますか、毎日初めのうちは報告が来ます。

メールで、今終わりましたとか、今送ってきました、どういう様子でしたという必ず報告があるんで

す。そういった中で、支援に今日行けませんでしたという報告は１回も聞いたことがないんです。で

すので、お聞きになったボランティアさんが、うちのほうのボランティアさんだったかどうかはちょ

っと私にはわからないんですが、今のところ会えなかったとかそういった報告は１回も聞いていない

んですね。必ず支援員さんは行ってくれていますし、責任を持ってやっていただいています。こちら

無料ではなくて一応有料ボランティアになっていまして、報償費もお支払いしています。今のところ

は職員が間に立って、必ず行けないときにはご連絡をもらう、必ず親御さんに連絡をする、あとは、

親御さんにもたくさんご協力いただいていまして、突然通学しなくなった場合には必ず連絡をもらっ

て、ボランティアさんに連絡をするということをかなり密に行っていますので、そういった間違いは

極力ないように行っているところです。ボランティアとはいえ、やはり１人のお子さんを支援してい

くということは、十分自覚のあるボランティアさんになります。こちらでも研修も行っていますし、

皆さんとても責任を持ってやっていただいていますので。もちろん、制度として、おっしゃられたよ

うに、ボランティアさんがなかなか集まらないというのが現状で、今日も午前中に私、説明に行って

きたんですが、今のところ集まっていない現状です。なので、制度としてはまだ確立していなくて、

来年度の要望にどこまで応えられるかも、今のところではまだ何とも言えないところではあるんです

が、課としてもいい制度だとは思っていまして、親御さんがついていくよりも地域の方についていた

だいて、地域で見守るという体制をやはりつくっていきたいと思っていますので、いい制度に確立し

ていければいいなと考えています。

リーダー：続けてお願いします。

事務局：この文章だけ読みますと、きっと自力通学が困難な生徒に対し横に付き添ってというようなことで

ご理解されたんじゃないかと思うんですが、すみません、ちょっと書き方が、先ほども説明したよう

に、自力通学なんですが、不安がある方に対して１学期だけを、見守りなんですね、横にべったり付

き添うわけではなく、自立してもらうためにちょっと距離を置きながらとか、そういうような形で学

校まで見守りをしながら通学のほうを行っていましたので、そのときに、ボランティアさんを見なか

ったというか、目に入らなかった可能性もありますので、もしかしたらそういうような部分なのかも

しれませんので、この文章を、寄り添うというよりも見守りのほうで書き直させていただきたいと思

います。
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以上です。

リーダー：ありがとうございました。

事務局：あと、すみません、市川特別支援学校以外のというご要望かと思うんですけれども、今のところは、

もともとが送迎バスの運行ということで市川特別支援学校の生徒さんに支援を行っていましたので、

市川特別支援学校の生徒さんということで行っているんですが、ご意見として、承らせていただきた

いと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

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。私も、今、見守りの件は、実際に

されている方にどのような形でしているのかは一応伺っているので、お手てつないで通っているとい

うふうには思っていないんですけれども、どうしてもなかなか説明がうまくいかなかったりするので、

やっぱり大人の言うことが信用されて、子どもの言うことは信用されない的なことがもしあったとし

たらというのが少しあったので、一応そういう話を聞いたということで言わせていただきました。

自力通学が困難な方にバスの運行があるという今お話で、それも知ってはいるんですが、一応、ま

たこれも個人的なことになりますけれども、市川の高校に入学説明会に行かれた方はわかっていると

は思うんですが、中学まではバスがあります、高校は基本自力通学ですという説明を、今日千葉県立

市川特別支援学校の先生いらっしゃったら説明していただきたいところなんですけれども、基本、通

っている方は皆さん自力通学を目指してくださいということなんですね。実際、ことし入学されてバ

スを希望しました。お母さんがやはり送迎するのは難しい。だけれども、バスをする人数の制限もあ

りますし、自力通学をしてくださいというふうに言われたりとかしているんですね。なので、市とし

ても、あ、この人は困難、この子は困難だから、その子はバスで行っているというふうに思われてい

たら、ちょっとそこはまた違って、もちろん親としても自力通学を目指しているわけなんで、それに

対してのやっぱり支援が欲しいわけなんですね。その支援が、ただバス出せばいいやとか、バスじゃ

なくても何でもいいんですけれども、そういう手段じゃなくて、公共のものを使ってできるようにと

いうことで、変な話、ボランティアじゃなくても、やっぱりこちらが、これちょっと私の個人的な意

見になるかもしれないんですけれども、お金がかかってでもやっぱりできるようにしてほしいなとい

うのを親としては願っているんですね。そこをちょっと踏まえていただきたいということと、２つ目

にお話ししました、今、市川ありますけれども、ほかはありませんというお話でしたよね。そこは、

今現状できることとしたら移動支援しかないということになると思うんですけれども、移動支援も、

制度としてはあるけれども、やってくれるところがありませんよでは、それは制度があるとは言えな

いと思うんですね、ないに等しいということだと思うんですよ。市川に通っているお子さんも、市川

じゃない特別支援学校に通っているお子さんもそうなんですけれども、ちょっと話が二重になります

けれども、決して電車の乗り方がわかんないとか道がわからないから困難ではなくて、やっぱり精神

的な不安とかそういうことなので、知的な能力の問題じゃないんですよね。通い始めたら、どうも１

人で電車が不安になったりとか、人にぶつかられたりとか何かきっかけはあったりしても、そういう

ことが、どうしても障がいのある子は、実際始まってから起こるということもあるわけなんですよ。

そうすると、やはり学校に３年間通うために、何も制度がないと、学校へ親が付き添ったりすること

もできない、そういうヘルパーさんの確保もできないとなると、本当に学校に通えなくなってしまう

んですね。なので、そこを早急に考えていただけたらと思っております。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。

では、時間が随分経過いたしました。ご意見いろいろいただきましたが、次の議題へ進んでもよろ
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しいでしょうか。

続きまして、議題２災害時の備えについてに移りたいと思います。

事務局より、説明お願いいたします。

事務局：議題２災害時の備えについての現状と課題ということで、前回に引き続いての議題となっておりま

す。

資料は、議題２資料（１）をごらんください。

かいつまんでご説明させていただきますが、「はじめに」ということで、市では法律に基づいて浦

安市地域防災計画を作成しております。１ページ、下の図をごらんください。

今回、計画については、震災編と、風水害等編、大規模事故編に分かれておりますが、今回は、震

災編の中から、特に第２章の平常時から災害を防止するために行う対策の災害予防計画、第３章の地

震が発生したときの対策の災害応急対策計画の中から抜粋して市の現状の取り組み等をご説明させ

ていただきますので、課題解決に向けてどういうふうに考えていければいいかというのを皆さんと考

えていければと思いますので、よろしくお願いいたします。

初めに、（１）浦安市地域防災計画とはということで、計画の構成は以下のとおりとなっておりま

すが、資料については点線の中身が計画の抜粋という形になっております。計画の抜粋の中の上の図

ですが、防災対策における連携の図ということで、災害発生時には浦安市の防災機関だけでは災害対

策を行うことは不可能だということで、市民や事業所の皆さんと一緒に、地域はみずからの手で守る

ことを基本として行動するということが重要ということで考えております。これが自助・共助・公助

の図となっております。

続きまして、２ページ目をごらんください。

地震被害の想定ということで、１の想定条件と、２は飛ばしまして、３の被害量ということで記載

をさせていただいております。

３ページ目については津波の想定ということで、津波の想定と、また浦安市への影響ということで

記載をさせていただいております。浦安市への影響を抜粋して読ませていただきますが、下から２行

目、津波が護岸を超える予測となっていないため、住宅地等での浸水の可能性は極めて低いと考えて

いるとなっております。

続いて２番目、（２）災害予防計画についてです。災害予防計画は、平常時から災害を防止するた

めに行う対策ですが、この予防計画、９節までで構成されていますが、今回はこの中から、第６節、

応急対応体制の整備の中から医療救護、備蓄についてと、第７節、災害時要援護者対策の中から要配

慮者の援護対策、要配慮者施設の対策を抜粋して記載しております。

４ページ目をごらんください。

応急対応体制の整備ということで、まず医療救護の関係です。災害時には建物被害等により一度に

多くの傷病者が発生することが予想されますので、これらの傷病者に対しては、浦安市の医師会、薬

剤師会等と連携して応急医療救護体制の強化を図るといしております。また、平時から、地域の関係

機関等、災害医療対策会議を設置しまして、千葉県の災害医療本部内に設置されるＤＭＡＴ調整本部、

こちらは災害派遣医療チームの略ですが、との体制づくり等を進めていきます。また、人工透析等の

慢性疾病患者に対応することができる体制づくりも進めていくということで、具体的な計画が１から

４ということで書かれております。後ほど出てくるご質問の中で、医薬品の確保ということで、２、

医薬品の確保と記載されていますが、市は薬剤師会と協定を締結して供給を受けられるように備える

ものとするとなっております。

続きまして、第４、給水・物資供給の中から備蓄の推進ということで、備蓄の考え方についてこち

らは記載されております。（１）行政の備蓄ということで、市は家庭内の備蓄を持ち出すことができ
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ない避難者用として、下にも記載ありますが、２万 9,825 人の避難者用として食料及び飲料水の確保

を行って、家庭内の備蓄等ということで、市民及び事業所さんは、家族、従業員の最低でも３日分、

可能な限り１週間分程度の飲料水及び備蓄等を行っていただきたいとなっております。

続きまして、５ページ目にいきます。

災害時要援護者対策です。第１、要配慮者の援護対策ということで、市では要配慮者の支援に当た

って浦安市災害時要援護者避難支援プランに従って作成する個別計画に基づいて必要な対策を推進

するとなっております。こちらは大きく、１の避難行動要支援者の支援、また地域における支援体制

の整備、３の福祉避難所の整備となっております。今、地域における支援体制の整備ということで、

災害時の要援護者情報、名簿を作成していまして地域の自主防災組織等に配付をしているところです。

こちらは、課題にはなってしまうんですが、一応、78 団体中、今 37団体に配付が進んでいるという

ことになっております。

続きまして、第２の要配慮者施設の対策です。施設の対策ですが、施設の体制づくりと安全確保に

ついて以下のとおり行っていくとなっております。

続きまして、６ページ目をごらんください。

今までのが地震の発生に備える対策です。こちらが、（３）災害応急対策計画ということで、こち

らは地震が発生したときの対策になります。以下、第１節から 20 節まで本編ではあるんですが、こ

の中から、災害対策の推移と役割と市民への情報伝達、避難対策、生活救援、災害時要援護者への支

援の中から対策の基本方針等を抜粋して記載しております。

初めにということで、災害対策の推移と役割ですが、実際地震等が起きた場合に市では全てのこと

を同時に実施するということは不可能と考えておりまして、優先されるニーズに対していろんな組織

の皆さんと役割を分担して対応していきたいと思っています。特に災害直後には人命救助、消火活動

に重点を置きまして、その後、広域的な応援を得て被災者生活の支援に拡大していくということでご

ざいます。こちらのイメージは図のとおりとなっております。

７ページ目です。

課題のご質問等ありましたが、市民への皆さんへの情報伝達について、対策基本方針ですが、１番

として、基本的に市民への情報伝達は防災行政用無線、それから広報車、車でアナウンスする、それ

とメール配信、また市の公式ホームページ等を活用して行うと考えております。また、避難所には印

刷物の配付や掲示板を設置しまして情報提供を行うと。特に要援護者に配慮する体制として考えてお

ります。

実際これが市の情報伝達ですが、次に避難対策ということで、対策の基本方針・目標、５項目掲げ

られております。１と２では、昼間に地震が発生した場合と休日夜間に地震が発生した場合の初動対

応について書いております。避難所の運営ということで、一般の避難所等があると思いますが、基本

的に運営は自治会、自主防災組織等の住民組織による自治を基本としております。４、２日目から生

活支援のための各種対策の体制を構築して、７日目までには避難所で生活できる環境を整えるという

ふうに考えています。５、災害時要援護者には、避難所内に専用のスペースを設置し、介護ボランテ

ィアの派遣や福祉避難所の設置等の負担軽減に配慮するように考えております。

続きまして、８ページ目をごらんください。

避難の原則ですとか避難活動についての図となっております。

第 10 節ということで生活救援、対策・目標について読ませていただきます。地震発生から３日間

は市民の皆さんの家庭内備蓄や買い置きの食料・飲料水・物資等で賄うことを原則としております。

ただし、建物の全壊等で家庭から持ち出すことができない方については市の備蓄を充当するというふ

うに考えております。給水等についても４日目以降に応援活動するという形になっております。
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９ページ目にいきます。

災害時の要援護者への支援ということで、対策、方針、目標となっております。第１要援護者への

避難支援ですが、災害時の要援護者の安否確認は、自治会、自主防災組織等の避難支援者はこのプラ

ンに基づいて安否確認を行い、避難が必要な場合は、避難所までの移動支援を行うとなっております。

10 ページ、第２災害時要援護者施設の対策、要援護者の施設の管理者さんは施設の被災状況を点

検し、被災の状況に応じて他の安全な避難所もしくは福祉避難所へ避難誘導するという形になってお

ります。

駆け足でしたが、こちらが地域防災計画の抜粋についての記載の内容です。

11 ページ目、民間事業所さん、団体との協定、市の制度等の抜粋となっております。各種、災害

時要援護者の登録制度ですとか、福祉避難所の指定について、また補助金、防災訓練や災害時のバン

ダナの配付について記載されております。（８）は、米印にありますとおり、応急救護活動の際の医

薬品の供給を行うもので常備薬の供給等は含まれておりませんということで、医師会とか薬剤師会の

協定について書かれております。

続きまして、12 ページ目にいきたいと思います。

災害発生時の対応ということで、市ではこのような形での対応等を考えておりますが、（１）が市

の対応ということで公助の例、（２）が自助、（３）が共助ということで考えております。市としては、

まず公設施設や民間事業所の被害状況の情報収集、また指定避難所生活が難しい専門支援を必要とす

る障がい者の方の把握、あとは福祉避難所の開設準備、運営、閉鎖となっております。自助というこ

とで、在宅で生活ができる方については、基本的には家が、建物が全壊するようなことがないようで

あれば在宅で過ごしていただくというのが基本になりますので、過ごせる方については地域住民の協

力を得ながら在宅生活を送っていただきたいと思います。共助ということで、一般避難所で避難生活

が可能な方については周囲の協力を得ながら避難生活を行う、また福祉避難所への移動が必要と判断

された方についても移動については周囲の方と一緒に行っていただくという形を考えております。

12ページ、13ページについては自助、共助についての記載となっております。

最後の 14 ページをごらんください。

現状として、対応等については書せていただきましたが、こども部会での意見と現状ということで

こちらの記載となっております。ちょっと読ませていただきますと、災害発生時、保護者と連絡とれ

なかった場合はどうするかということで、こちらについては、事前に災害が発生したときの対応につ

いて保護者と確認をしておく、また医療ケアやミキサー食が必要な利用者がいるので不安ということ

で、こちらについては、医薬品や介護器具、介護食等を大目に備蓄しておく、また、こちらの発電機

等の優先して電源を使える場所を市で指定してほしいということなので、こちらは市で福祉避難所等

の状況を確認してこれは整理していく必要があるというふうには考えております。補助金等を使って

発電機を買っている事業所も多くおりますので、こちらを確認して整理していく必要があると考えて

います。送迎中や事業所を使っているときに災害が起こり携帯電話などの連絡ツールが使えない場合、

保護者への引き渡しや情報を集約するツールが市役所に拠点としてあるとよいと思うということで

すが、こちらについては、市としては施設や事業所の被害状況の情報収集を行うことが定められてい

ますが、実際の発信方法についてはちょっといろいろその状況についてまで全市的に発信できるかど

うかというのは要検討ということで考えております。薬について、避難生活が長くなり薬が不足した

場合、市としてどのような形で連携をとるのか知りたいということで、こちらも、先ほどお話ししま

したが、薬剤師会さんとの協定というのはありますが、こちらは個々の常備薬等の供給は含まれては

いないんですね。なので、個別に、やっぱりそれぞれ人によっては薬が違うと思いますので、そちら

については、外出時は、現状としては、３日から７日分持ち歩くということとか、学校や職場等にも
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常備しておくということの対応というふうになっております。送迎中などに災害が起きた場合、避難

所はどうしたらいいかということで、こちらは避難所マップ等を活用していただきたいという形にな

っております。

以上、ちょっとかいつまんでご説明させてもらいましたが、こちらが課題と現状となっております。

議題２資料（２）ということで、特別な支援が必要なこどもへの災害時の支援に関する課題という

ことで、こちらは事前にアンケートをとらせていただきまして、追加のアンケートについてこちらで

記載させていただいております。

１番目についてですが、こちらは平日、夜間、休日の対応について、特に夜間、休日の対応につい

て、地域、自治会の活動が大切になってくると思うというご意見です。

２番目は、こちらは保護者の皆さんとの連絡手段についてどういうふうに確保するか、また、保護

者に引き合わせるために人手が十分足りるかという課題、疑問ですね。

３番目が、一般避難所、福祉避難所等での支援ということで、有事の際にその子について基本情報

や服薬状況とか最低限必要となるものが共有できるか、また、特別な支援が必要な子については環境

設定できるのかということがアンケートで上がっています。

４番目が、在宅等での支援ということで、精神疾患の方の場合、断薬しないようにどのように対策

とるのか、またその後どういうふうにフォローしていくか、あとは利用者さんの安否確認をどのよう

にとるのかということでアンケートでは課題が上がっております。

資料としては説明は以上となっておりますが、現状と、できるところ、できないところについて、

解決に向けて皆さんと一緒に考えていければと思いますので、どうぞ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した。

今、事務局より市の地域防災計画等の説明がありました。委員の皆様からいただいた意見に対して、

現状の説明もございました。災害への備えにつきましては、公助だけではなくて自助や共助、これも

必要になってまいります。それぞれの立場でこれからの対策をしていかなければならないことがある

と思いますが、ここまでの説明でご質問やご意見がありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。

災害時の備えについてということで、一度ここで課題の整理をさせていただければというふうに思

います。今、課題や現状を挙げていただいたんですけれども、今年度は今回が最後でありますけれど

も、次年度に引き継ぎまして引き続きこども部会でこの内容については話し合っていったほうがいい

んではないかというもの、また、これは子どもだけのものでもなく、自立支援協議会のほうに、上に

上げていったほうがいいんではないかというふうに言われるもの、また、内容については、できれば

専門家の人たちをお呼びして伺ってみたいなというようなもの、次年度につなげられるような整理を

していきたいというふうに考えるんですけれども。今ここにも幾つか挙げていただきまして、また、

ここには挙がっていないけれども皆様方でお考えの部分もあるかというふうに思います。こども部会

で継続した議論が必要なもの、自立支援協議会に上げていったほうがいいというもの、専門家に聞い

てもう少し詳しく学んでいきたいというもの、どれでも結構です、ございましたら上げていただきた

いというふうに思います。いかがでしょうか。

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：議題２資料２の項目の３で、「子どもたちのことがわかる、有事

の際に使うための情報共有できるツールがあるか」という項目があるんですけれども、まさにサポー

トファイルがそうかなと思うんですね。ただ、現状、サイズも大きく災害のときにぱっと持ち出せる

かというと、なかなかそうでもない。これ、来年度の議題にも上っておりましたので、何点か重要な

項目だけでもオンライン化とか、ちょっとセキュリティー面で難しいかもしれないんだけれども、例
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えばスマホでちょっと修正できるとか、ちょっとつけ足すことが親御さんでできるとか、そういうこ

とがあればすごく持ち出しやすいかなとも思うんですね。例えば行方不明になるお子さんがいたらそ

れをそのまま警察に提供できる、いろんな利点はあると思うので、一度、オンライン化というか、そ

ういうことも検討していただけたらと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。サポートファイルということで、この部会でできれば議論を続けていけ

ればということでございます。

今のご意見に対してということでも結構です。また、新しく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：すみません。災害時の対応については手をつなぐ親の会等でもよく話し合いをする

んですが、子どもに特化したというよりは全体的に障がいのある方と、子どもとか大人とか関係なく

て障がいの状況によりますし、こども部会、私もっといろいろ考えることがたくさんあると思うので、

自立支援協議会のほうで主に話し合っていただけたらと思うんですが。

サポートファイルのことも、ここのところずっとお話し合いをしていただいたり、個別に話を聞い

ていただく機会もありましたけれども、そこも大事なんですけれども、もっといろんな問題がこども

部会にはあって、私たちは話すチャンスがない状況だと思っています。そのことを認識していただい

て、災害のことももちろん大事ですが、全体で考えていっていただけたらいいんじゃないかなと思う

んですけれども。

リーダー：ありがとうございます。子どもに特化するものだけではなくて、今出た課題に関しても確かに大

人にかかわるようなものもございますし、自立支援協議会のほうで全体としてこども部会から上げて

いくという方向のものもあっていいかというふうに考えます。

ほか、いかがでしょうか。

何か専門家の方に聞いてみたいとか、そういったような課題の整理とかもしていただきながら考え

られた部分あるんではないかなと思うんですけれども。

よろしいでしょうか。

じゃ、事務局、お願いします。

事務局：ご意見ありがとうございました。そうしましたら、今の浦安手をつなぐ親の会のご意見を受けまし

て、災害の問題についてはやはり大きい話なので協議会のほうでというご意見いただきましたので、

せっかくこども部会のほうでも委員の皆さんからこういったたくさんのご意見が出ましたので、これ

を事務局のほうで協議会に市の課題として上げていこうというものを少し整理しまして、きょう、第

４回でもう終わりなんですけれども、次の５月、６月の第１回のほうでまたそれはご報告させていた

だきまして、今後協議会のほうに上げていければと思いますが、そちらでよろしいでしょうか。

リーダー：パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

パーソナル・アシスタンスとも：今、事務局の方が言っていただいた方向でいいと思うんですけれども、た

だ、3.11 ということを浦安、経験していますよね。私も、子どもだったり、あと障がいを持つ方た

ちのそのときの状況というのをいろいろと見てきた中で、そのとき何が足りて何が足りなかったかと

いうのを具体的に挙げてみて、それに対して何をするかとか何を用意していくかということをやっぱ

り細かく挙げてみることが必要なんじゃないかなというふうにすごく思います。今の説明でも、いろ

いろと組織だったり体系というのは説明いただいたんですけれども、やはり具体的に解決していかな

いと、こういうことって現場になったときにうまく回らないと思いますし、実際にそのことを経験し

ている浦安だからこそ準備しておけることというのはすごくあるかなと思いますし、自助と共助と公

助というのは、どこまで公助ができてということも明確にしておかないと、いざ災害のときってなか
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なか思い描いていたとおりにはいかないですね。だから、自助だったり共助だったりのところにお願

いしたいということは、それはそれできちんと明確にしておく必要もやっぱりいざといったときに乗

り越えられるすべじゃないかなというふうに思うので、そこら辺を具体的に挙げていただくことをで

きたら協議会の中でしていただけるといいのかなというふうに思います。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。何が必要か、貴重なご意見をいただきました。そのあたりも踏まえてい

きたいというふうに考えます。

事務局のほうから、皆さんから出していただきました意見等を集約してまた整理していきたいとい

うことですけれども、そのような方向性でよろしいでしょうか。

では、事務局、その方向でよろしくお願いしたいと思います。

では次に、議題３、平成 30年度こども部会について、事務局より説明をお願いいたします。

事務局：資料については、議題３資料といったものになります。こちらについて本当に簡単に説明させてい

ただきます。

初めに、来年度のこども部会についてということなんですが、こども部会については目的と主な議

題というのが決まっておりまして、目的については、生まれてから 18 歳になるまでの子どもへの支

援を協議して、ライフステージに合わせた必要な支援と関係機関のスムーズな連携を図る、主な議題

については、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となっております。

②については今年度の議題で、このような議題を行いまして、③について、来年度の議題案という

ことで、ことし話させていただいた議題もありますが、来年度、こういう形での議題というのが考え

られますよということでの議題案の提供となっております。

以上で説明を終わります。

リーダー：ありがとうございました。

ただいまの事務局の説明に対して、ご意見やご質問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：すみません、議題案のことについてでよろしいんですか。

リーダー：はい。

浦安手をつなぐ親の会：議題案で、さっきの福祉計画にありましたけれども、教職員の資質向上みたいなお

話があったと思うんですけれども、先生方の研修会というものがどういうふうになっているのかちょ

っと私は存じ上げないんですけれども、校長会とかそういったもので話し合われる内容とかもちょっ

とわからないんですが、このところ、これは支援級であったことなんですけれども、小学校の支援級

にいるお子さんに対して１人の先生が不適切な呼び名で呼び始めて、ほかの先生方にも飛び火して皆

さんで呼ぶというようなことがあったり、この数カ月なんですけれども。あとは、普通級にいる障が

いがある子に対して、男の子でＡ君とすると、女子だけ外に出てくださいといったときにそのＡ君も

つられて外に出ちゃったと、そしたらＡ君に対して担任の先生がＡ子ちゃんと呼び出したといったこ

とをこの数カ月間に立て続けに私は聞いていまして、それを聞いたご本人の親じゃなくて、聞いてい

る生徒、耳にした生徒のほうが心を痛めて親に報告し、それで権利擁護センター、市のほうにも通告

したという話を聞いているんですが、そういったことを校長先生方とかは、あとは教育センターの耳

に届いてらっしゃるのかなと思って。立て続けに起こるということは、１件上がったときに情報が共

有されていないんじゃないかという懸念があるんですけれども。市の権利擁護センターには確かに通

告されていたり、県のほうにもされたりとかしているそうです。そういったことというのは耳に入っ

てらっしゃるんでしょうか。そういったことを、起こるということも、やっぱり教職員の方でも共有

して研修していただかないといけないことなのかなと思うんですけれども。

リーダー：どういう取り組みをしているか。
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浦安手をつなぐ親の会：取り組みをしているかとその結果、先生方でこういうことをやったとか。去年とか

はあったと思うんですけれども、障がい者の説明のしづらさとかを、そういったことを警察の方に、

そらいろの先生でしたか、研修を行いましたとかそういう報告があったと思うんですけれども、そう

いったことで教職員に対するというのも必要なんじゃないかなと思うんですけれども。

教職員に対しての研修事業が何月に予定してあって、そういうことがありましたという報告、そ

ういうあとプラン。

リーダー：内容につきまして、個人情報にかかわることに関しては、こういった場ではちょっと申し上げる

ことはできませんので。

浦安手をつなぐ親の会：教職員全体に対してです。

事務局：今、浦安手をつなぐ親の会のお話を集約させていただくと、子どもに関わる機関の障がいについて

の理解とか差別の理解の推進をどうしたらいいかというようなことで議題とさせていただくという

ことでよろしいでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：はい。

リーダー：ありがとうございました。

じゃ、ほかに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、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：来年度の議題案のことに対してなんですけれども、確かに

ここに書いてあることはもちろんこども部会で話し合う内容で、この中の、障がい者の福祉計画の進

捗状況とか報告もある中で、先ほどのこの資料に戻っていただきたいんですけれども、素案の７ペー

ジのところにある、これ全てがこども部会でやることではないんですが、５番の雇用・就労支援の推

進、この重点というのがあって、それで、（１）番の就労支援の体制のことになると思うんですけれ

ども、確かにこども部会の子どもはまだ就労はしていないんですけれども、中学生のときや高校でそ

ういう事業所に大変お世話になるわけなんですね。どういうニーズが必要かというのは、やっぱりこ

こで、こうやって学校の先生にも来ていただいて、小中学校の先生、高校の特別支援学校の先生にも

来ていただいているんで、そこはすごく一番よくご存じだと思うんですよね。今現状は、私の子ども

はまだ中学生なのでわからないんですけれども、そういう就労継続支援ＡとかＢであったり特例子会

社だったり、そういったところが足りていないように聞いているんですね、実際、形としてあっても、

そこに入る枠がないというか、普通の一般の人が就職するみたいに、毎年新入社員が何百人入った、

何十人入ったりするわけではもちろんないわけで、そこにあきがなかったら幾らそこの形があっても

実習もできなかったり入ることもできないというように聞いているので、こども部会としても、実際

学校の先生とかの話もぜひ聞きたいと思っているのでそういう話を、こども部会だけでやることでは

ないと思うんですけれども、個々の、自立支援協議会、部会で話し合っていることがどうしてもその

部会だけで終わってしまっていたり、連動していない部分とかもあるようにどうしても感じてしまう

ところがあるので、こども部会でも意見などをちゃんと吸い上げてもらうためにも、この抜粋しても

らった中には入っていなかったんですけれども、重点項目ではあるので、ぜひその進捗状況だったり

こちらの要望だったり意見を聞いていただけるといいなと思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。雇用・就労について。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：はい。

リーダー：そのほか、いかがでしょうか。

パーソナル・アシスタンスとも委員、お願いします。

パーソナル・アシスタンスとも：第２回のところにサポートファイルの配布状況と活用についてというのが
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議題に入っているんですけれども、昨年もいろいろと、大きさだったりとか内容の検討だったりとか、

さまざま時間をとってやってきたので、これは報告でいいんじゃないかなというふうに思います。サ

ポートファイルが大事だということはよくわかるんですけれども、そのことについてはかなりここの

中で時間をとってきたかなというふうに思うので、１つはちょっとそう思います。なので、報告事項

と議題というのは、もしかしたら分けたほうがいいかなというふうに思います。

それとあと、先ほどの、学校や先生たちや保護者の間でいろんなことが起こりますよね、こども部

会としてはやっぱり事例を検討しようというふうに昨年度も、私、最後のときに言ったんですけれど

も、タイムリーにそのことを上げたりとかということと、個人情報のもちろん問題もあって、なかな

か具体的にここに上げてくるというのが難しいということはとても思うんですよ。だけれども、先ほ

ど浦安手をつなぐ親の会がおっしゃっていたように、例えば権利擁護センターのほうに通報があった

とか、あとは、そこの学校の中でこのように対策が練られてこんなふうに改善されたとかということ

の、もし問題があったら、子どもに関することであれば、それに対しての報告だったり、あとはそれ

に対しての意見交換だったりということは私は必要なんじゃないかなと、現場で起こっていることに

対してどう話し合っていくかというのが物すごくこの場では大事じゃないかなと思います。なぜなら、

子どもたちは常に現場にいるわけで、常にお友達や学校の先生たちと、そこの中で学んでいるわけで

すから、何かそこで起こったときに、そのことについて解決していったり一緒に意見を出し合うこと

は一番重要な課題なんじゃないかなと思いますので、それにまつわる委員の皆さんがすごくたくさん

いらっしゃる、学校の先生もいらっしゃいますし、保護者もいるし療育機関の人もいますしというこ

とでは、せっかく、この会議、これだけのメンバーが集まっているので、そういったことに関しての、

立っている立場での意見の交換とかということはものすごく有効なんじゃないかなと思いますので、

それをどういうふうに表現するかはいい形でいいかなと思うんですけれども、例えば権利擁護センタ

ーに来ている問題についての報告とか、あとはそれについての改善策の報告とかでもいいですし、個

人情報に触れない部分で、組織としての部分でのお話とかということであれば、誰かのことについて

話題にするということではなくて、もう少し大きな視点で考えていくということについては、そうい

ったことも取り上げたほうがいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。報告に関すること、議論に関すること、ある程度、種類分けしたほうが

いいんではないかということと、今年できませんでしたけれども事例検討、これはやっぱり大事だと

いうようなご意見で。はい、それで考えさせていただきたいと思います。

ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

では、最後の議題に入る前に、今後の会議の進め方について、少し私のほうから皆さんにご意見お

伺いしたいというふうに思います。

今、パーソナル・アシスタンスとも委員からもお話がありましたけれども、この部会にはさまざま

な所属の方が参加していらっしゃいます。ざっくばらんにさまざまな意見を伺うことも非常に大切だ

というふうに思いますので、来年度に関しましては、例えば少人数のグループワークの意見交換です

とか、今後、テーマに応じてどういった会議の進め方が有効か、皆さんからもこの場でご意見があれ

ば進め方についてもお伺いしたいかなというふうに思っております。他の部会ではグループワークを

やっている部会も多々ございますので、そのあたり、いかがでしょうか。そういったことも１つの方

法として取り入れていってよろしいでしょうか。では、それも含めて考えさせていただきたいという

ふうに思います。ありがとうございます。

では、議題４、その他、事務局から報告事項がございますので、お願いいたします。

事務局：今、議題についてのご意見をたくさんいただきまして、ありがとうございました。来年度の部会の

ほうで今のご意見をもとに議題等を決めまして進めていきたいと思いますので、またご協力をよろし
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くお願いいたします。

最後に１つ報告事項ですが、計画の中でも話に出ました青少年サポート事業ですが、ちょうど 26

年度から３年が経過しまして委託期間が終了しましたので、平成 30 年度からの事業所の選定を昨年

末に行いまして、選定事業者が決定しましたので報告させていただきます。

これまでと変わらず、一般社団法人こども未来共生会さん、委員さんにもいらっしゃいますが、そ

ちらにまた委託を３年間行うことになりました。同時に、ご存じかとは思いますが、場所が入船北小

学校跡地ということで、住所が浦安市入船５－45－１、そちらに移転することになっております。そ

ちらは平成 30 年６月１日からになります。名称としては、入船小学校跡地ですが、浦安市まちづく

り活動プラザという施設になりまして、複合施設といいますか、ほかにもたくさん事業が入った施設

になっております。そちらで 30 年６月１日から新たに開設となりますので、報告させていただきま

す。

報告については以上です。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、本日の議題は全て終了いたしました。

パーソナル・アシスタンスとも：すみません、その他のところでいいですか。

リーダー：どうぞ。

パーソナル・アシスタンスとも：すみません、ちょっと最後に確認なんですけれども、先ほどの一番最初の

福祉計画のところの 30 年度からの部分で、今後のお願いとしてまず１つ。先ほどの療育参加費助成

制度のことに関して、検討中だったのでというお話が事務局からありました。今後、資料として提出

していただくときに、例えばこの資料を見てこれで何も意見がなかったら、これで承認された、とい

うか意見がなかったというふうに事実的にはやっぱりなってしまうのかなというのが私はすごく懸

念されるんですね。検討中だったら検討中というふうに今後は資料の中に載せていただきたいという

ふうに思いますので、それはよろしくお願いします。

それと、１つ確認なんですけれども、これはまだ削除されたわけではないというお話がありました、

平成 30 年度からのこれは計画なので、多分、予算に関しては、30年度に関しては、ある程度の見通

しが立っちゃっていると思うんですけれども、30 年度はこの療育参加費助成制度はあるというふう

に思っていいんですよね。そこは確認させていただきたいと思います。

事務局：今のご質問ですが、障がい福祉課としてはやる意向を持っていて予算には計上して上げていますが、

実際、市長とかあと財政部局のほうでどういった査定が入るかはわからないので、きょうの時点で、

確実に 30 年度この事業があるということは、今はちょっと必ずということでは申し上げられないと

いうところであります。

以上です。すみません。

事務局：あともう一点、今、パーソナル・アシスタンスともからありました、今回の意見をどういった反映

するかということなんですけれども、もしよろしければ、今年度については会が終わってしまいまし

たので、委員さんのほうにお持ちの方はメールになってしまうかと思うんですが、今回の抜粋の部分

になるかと思いますが、その中で意見を反映して修正したという部分がありましたら、メール等でお

送りさせていただければと思いますが、そちらで対応させていただきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。そのような対応でお願いしたいと思います。

時間のほうが５分超過してしまいました。委員の皆様、また事務局から、ほかに連絡事項ありまし

たらお願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは、これをもちまして第４回こども部会を終了いたします。

次回の開催は来年度になりますので、開催日程については後日事務局より連絡をお願いいたします。
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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。来年度もよろしくお願いいたしま

す。



平成 30 年１月 24 日（水)

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４回）次第

１．開会

２．議題

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）災害時の備えについて

（３）平成 30 年度こども部会について

（４）その他

３．閉会



浦安市障がい者福祉計画
（平成 30 年度～平成 32 年度）

【素案】

平成 30 年３月

浦 安 市

議題１資料
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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

本市の総合計画（計画終期：平成３２年度（２０２０年度））では、まちづ

くりの上位目標として、「市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、とも

に助け合い、支え合いながら、健康で、安心して生きがいを持って暮らせるま

ち－生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市—」を掲げています。

今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成２８年４月に施行され

た「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）

及び「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」の目標であ

る「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」に向け、次の６項目を重点的

な取り組みとします。

１．理解と交流の促進

引き続き、小冊子「こころのバリアフリーハンドブック」による啓発活動、

各種イベントや講演会等通して、障がいと障がいのある人への市民の理解を深

める取り組みを行うとともに、より効果的な啓発活動の方法を検討し、積極的

に展開していきます。また、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解

及び普及に関しての基本理念を定めた「（仮称）手話言語条例」を制定します。

２．福祉・生活支援の充実

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルに応じて自己決定を行い、自

由にサービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推

進し、一人ひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

自ら意思を決定することが困難な障がいのある人に対しては、意思決定支援

ガイドラインを活用し、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された

生活を送ることができるように、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等

が行われることを推進します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、

新規事業者が参入しやすい環境を整備します。
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３．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイ

ル（家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールで、障がいの特

性や特徴などの情報・支援内容の記録・関係機関等の支援計画を 1 冊にまとめ

たファイル）を活用して、乳幼児期から成人期までのライフステージに対応し

た支援を推進します。

また、保健・ 医療・福祉・保育・教育、障がい児通所事業所等の連携を図

り、療育を実施する体制を強化していきます。

４．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することができ、かつ、社会的・

経済的に自立できるように、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体

制の充実を推進します。

５．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者登録制度により予め市に個人情報を登録した方に対し安否

確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整備するととも

に、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

また、支援者および要援護者双方の防災意識の向上に取り組みます。

６．差別の解消と合理的配慮の提供の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、障がいの有無にかか

わらず、お互いに人格と個性を尊重し合う共生社会の構築のため、差別の解消

と合理的配慮の提供を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図り

ます。



7

２ 施策の体系
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第２章 施策の展開

４ 子どもへの支援の充実

（１）就学前療育・教育の充実

現状と課題

生まれながらにして、あるいは幼い時から障がいのある子どもにとっては、

その障がいの影響を小さくしたり、その子の発達を促し能力を育てたりするた

めに、できるだけ早期から周囲の理解を得ながら適切な療育や教育を受けるこ

とが重要です。

そのため、本市では、就学前の子どもについては早期から療育を受けられる

ように、こども発達センターおよび健康増進課での意見書の発行をもって、障

害児通所支援の支給決定を行っています。また、こども発達センターでは、発

達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、発達段階に応じてグルー

プや個別での専門的な相談・療育を行っています。

保育所や幼稚園、認定こども園においては、必要に応じて補助教員等を配置

し、障がいのある子どもを受け入れています。

アンケートの自由意見では、「幼児期から療育を受け、困り感が改善された」

という意見も上がっています。また、こども発達センター利用児を対象に行っ

たニーズ調査では、社会性とコミュニケーションの力・生活スキルの向上に加

え、学習支援に対する要望が多く挙げられました。

発達に心配のある子どもに対しては、今後も早期に適切な療育を提供する体

制の充実を図ることが必要です。

取り組みの方向性

①療育支援体制の充実

こども発達センターでは、中核的な療育支援の施設として、今後も引き続き、

地域全体への療育支援機能の強化・充実を図っていきます。

痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子

どもが母子分離の集団療育を受けられるようにするために、看護師による医療

的ケアを実施していきます。
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また、児童発達支援事業者等と連携し、地域の療育支援体制の充実を図りま

す。

②連携体制の強化

障がいのある子どもへの支援の充実を図るための協議を行う「自立支援協議

会こども部会」をはじめ、福祉担当課、こども発達センター、教育委員会、当

事者団体、障害児相談支援事業所、障害児通所支援事業所、児童相談所等の関

係機関による連携の強化を図ります。また、医療的ケア児が適切な支援を受け

られるように、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関による連携

を図るための協議の場を設置します。

各機関での支援計画の作成を推進し、一人ひとりの教育的ニーズや支援内容

を記録して家族や関係機関が情報を共有するための「サポートファイル」を活

用しながら、就学前療育（教育）から就学後療育（教育）へのスムーズな移行

や親と子どもの支援体制の充実など、療育及び教育体制の充実を推進していき

ます。

③保育園、幼稚園における支援体制の整備

保育園や幼稚園、認定こども園においては、必要に応じて補助教員等を配置

し、障がいのある子どもの受け入れ体制の充実を図ります。

また、医療的ケアを必要とする子どもが在籍する保育園、幼稚園等を看護師

が巡回訪問をしてケアを実施します。

施設については、障がいのある子どものニーズに応じて、スロープやトイレ、

エレベーター等の設備や生活環境を整えるための備品等の整備について検討

していきます。

主な事業

事業名 自立支援協議会・こども部会

担当課 障がい事業課

内容

障害者総合支援法に基づく自立支援協議会を円滑に処理するために

置く部会で、子どもへの支援の充実を図るため、協議するとともに、関

係機関の連携を推進します。
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事業名 障がい者福祉推進事業（サポートファイル、知識の普及・啓発）

担当課 障がい事業課

内容
サポートファイルの作成・配布、発達支援講演会の開催等をはじめと

する各種事業を行い、障がい者福祉の知識の普及・啓発を図ります。

事業名 こども発達センター

担当課 こども発達センター

内容

発達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、発達段階に応

じてグループや個別での専門的な相談・療育を行うと共に、児童発達支

援センターとして保育所等訪問支援等、地域に対する支援事業を行いま

す。

事業名 まなびサポート事業 【再掲】

担当課 教育研究センター

内容

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・学校を支援します。

また、研修にて通常の学級や特別支援学級の担任、通級指導教室担当、

特別支援教育コーディネーター、心身障がい児補助教員・支援員等の資

質・力量の向上を図ります。

事業名 保育園の利用支援の充実

担当課 保育幼稚園課

内容

障がいのある子どものニーズに応じて、保育所、幼稚園のスロープや

トイレ、エレベーター等の設備や生活環境を整えるための備品等の整備

について検討し、事業を進めます。



11

事業名 学校等における巡回訪問看護事業 【再掲】

担当課 教育研究センター・保育幼稚園課

内容

医療的ケアを必要とする子どもが在籍する市立小・中学校、保育園、

幼稚園、認定こども園及び児童育成クラブを看護師が巡回訪問をしてケ

アを実施します。

事業名 要保護児童対策地域協議会

担当課 こども家庭支援センター

内容

要保護児童対策の充実のため、関係する機関の代表者会議、実務者会

議を通じて円滑な情報交換を行い、個別の支援ケースに関してより細や

かな支援を行います。

関連施策・計画

子ども・子育て支援総合計画

サポートファイルうらやす
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（２）就学後療育・教育の充実

現状と課題

障がいのある子どもに対する教育については、自立や社会参加に向けて、一

人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難

さを改善又は、克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うことが必要で

す。

特別な教育的支援を必要とする子どもが、授業がわかる、参加している、達

成感があると感じることが大切です。そのために、生きる力を身につけていけ

る授業を行い、多様で柔軟な仕組みを整えることが重要です。

特別支援教育は、特別支援学校や特別支援学級で学ぶ子どもだけでなく、通

常の学級で学ぶ子どもも対象になります。本市では、これまでも心身障がい児

補助教員・支援員を配置するとともに、インクルーシブ教育システム構築に向

け、ユニバーサルデザインの視点に立った学習環境の充実に努めてきました。

また、青少年サポート事業では、発達が気になる児童や生徒が、個々の特性

に配慮された環境の中で教育を受けられるよう、学校に対する支援を行ってき

ました。

障がい者団体等のヒアリング調査では、「障がいについて、学校全体で理解

してほしい」、「子どもが望む形で、個々に対応した教育支援をしてほしい」な

どの意見が挙がっています。

今後も、特別支援学級や通常の学級の担任、通級指導教室の担当、特別支援

教育コーディネーター、心身障がい児補助教員・支援員等、教職員全体が、障

がい及び障がいのある子どもに対する理解を深め、障がい等の状態に配慮した

教育を推進し、支援体制の充実を図る必要があります。

アンケート調査では、「就学後の療育が少ない」などの意見が挙がっていま

す。また、障がい者団体等のヒアリング調査では、放課後等デイサービスや日

中一時支援については、「土・日・祝日も利用したい」「さまざまな内容でニー

ズに対応してほしい」「重度障がい児や肢体不自由児が利用できる事業所が少

ない」など、支援の充実が求められています。
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取り組みの方向性

①特別支援教育の充実

通常の学級及び特別支援学級において、特別な教育的支援を必要とする子ど

も一人ひとりの教育的ニーズを把握し、本人及び保護者の希望を尊重した上で、

「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」の作成及び活用に関する助言を行

い、きめの細かな指導や支援ができるよう努めます。

学校、教育委員会、福祉関係機関等は、特別支援教育の基本的な考え方の理

解を深め、互いに連携を図ります。

また、一人ひとりの教育的ニーズに応じた多様な学びの場の充実を図るため、

特別支援学級の整備や、浦安市内への県立特別支援学校の誘致を推進します。

医療的ケアを必要とする子どもが在籍する市立小・中学校及び児童育成クラ

ブを看護師が巡回訪問をしてケアを実施します。

②教職員の資質・力量の向上

研修会等を通じ、特別支援学級や通常の学級の担任、通級指導教室担当、特

別支援教育コーディネーター、心身障がい児補助教員・支援員等の資質・力量

の向上を図ります。また、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの

教育的ニーズに対する理解を深め、特別支援教育を学校全体で推進するため、

校内委員会を設置しています。

青少年サポート事業では、発達が気になる児童や生徒が、個々の特性に配慮

された環境の中で教育を受けられるよう、学校と連携を図っていきます。

③多様な学びの場の充実

特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた

多様な学びの場の充実を図り、個々の子どもの持てる力を最大限に伸ばす環境

づくりや個に応じた適切な支援の提供に努めます。

特別支援学級 小学校１１校設置 中学校９校全校設置

平成 32 年度に、小学校に 1 学級設置予定

通級指導教室 「ことばときこえの教室」２校設置（小学校２）

「ＬＤ・ＡＤＨＤ等の通級指導教室」４校設置

（小学校３、中学校１）

「県立船橋特別支援学校のサテライト教室（視覚）」

「県立船橋・船橋夏見特別支援学校通級指導教室（肢体不自由）」

【平成 29 年度末現在】
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④教材教具の充実

保護者や関係機関と連携をとりながら、障がいのある子どもの教育的ニーズ

に応じた教材の種類・内容・質についての充実を図ります。

⑤学校設備・備品の整備

児童・生徒の教育的ニーズに応じて、スロープや多機能トイレ、エレベータ

ー等の設備や学習環境を整えるとともに備品等の整備を進めます。

⑥特別支援学校の通学支援

本市の学区である市川特別支援学校高等部への自力通学が困難な生徒を支

援するため、県に対し、市内への分校・分教室の設置及びスクールバス運行の

拡充を働きかけるとともに、県が事業を実施するまでの間、通学支援事業を実

施します。

市川特別支援学校高等部へ自力通学する生徒が通学に慣れるまでの間、ボラ

ンティアが横に付き添い、見守りを行うことで、自力通学を促進します。

⑦インクルーシブ教育システム構築と特別支援教育の推進

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築の理念のもと、全

校的な支援体制（基礎的環境整備）を整え、障がいの有無にかかわらず、子ど

もの持てる力を最大限に伸ばす学習環境づくりや個に応じた適切な支援（合理

的配慮）の提供を行い、一人ひとりの学びを支える特別支援教育を推進してい

ます。

すべての子どもが、授業がわかる、参加している、達成感があると感じ、生

きる力を身につけていける授業を行えるよう、教職員の指導力の向上を図りま

す。

⑧放課後や長期休業中の支援の充実

放課後等デイサービス、青少年サポート事業、日中一時支援等、放課後や夏

休み等の長期休業中に、生活能力向上のための訓練を受ける機会の拡充や、放

課後等の居場所づくりを推進します。また、青少年サポート事業において、土

曜日にサービスを提供するとともに、市内の放課後等デイサービス、日中一時

支援等での休日のサービス提供を促進します。

児童育成クラブにおいて、必要に応じて支援員等を配置し、障がいのある子

どもの受け入れ体制の充実を図ります。
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主な事業

事業名 特別支援学校通学支援事業

担当課 障がい事業課

内容

市川特別支援学校高等部に通う自力通学が困難な生徒に対して、必要

に応じて送迎バスを運行し下校の支援を行います。また、市川特別支援

学校高等部生徒の通学時、ボランティアが横に付き添い、見守りを行い

ます。

事業名 青少年サポート事業

担当課 障がい事業課

内容

小学生から概ね２５歳までの発達障がいのある人と発達障がいの心

配のある人に、専門性の高い相談や療育支援を行います。また、発達が

気になる児童・生徒の通学する学校を支援し、連携を図ります。

事業名 特別支援教育就学奨励費

担当課 学務課

内容

市内の特別支援学級および通常学級に在籍する児童・生徒（学校教育

法施行令第 22 条の 3 に規定する障害の程度に該当する児童・生徒）

の就学に関して、経済的負担を軽減するため、学用品費や学校給食費等

の一部を援助します。また通級教室利用者には交通費の一部を援助しま

す。

事業名 まなびサポート事業 【再掲】

担当課 教育研究センター

内容

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・学校を支援します。

また、研修にて通常の学級や特別支援学級の担任、通級指導教室担当、

特別支援教育コーディネーター、心身障がい児補助教員・支援員の資

質・力量の向上を図ります。
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事業名 通級指導教室

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援が必要である子どもに対して、一人ひとりの教育的

ニーズに応じたプログラムを組み、個別または小集団で指導を行い、成

長を促します。

事業名 児童育成クラブの利用支援の充実

担当課 青少年課

内容

小学校１～４年生までの児童と、療育手帳等の交付を受けている特別

な支援を必要とする６年生までの児童を受け入れています。障がいのあ

る児童が安全で安心して楽しく生活できるよう支援しております。

事業名 学校等における巡回訪問看護事業 【再掲】

担当課 教育研究センター・青少年課

内容

医療的ケアを必要とする子どもが在籍する市立小・中学校、保育園、

幼稚園、認定こども園及び児童育成クラブを看護師が巡回訪問をしてケ

アを実施します。

事業名 県立特別支援学校分校誘致の推進

担当課 教育政策課・障がい事業課

内容
市内でのニーズ調査を踏まえ、浦安市内への県立特別支援学校の誘致

を推進します。

関連施策・計画

教育ビジョン
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（３）就学・進学相談の充実

現状と課題

平成２５年９月の学校教育法施行令の施行により、従来の就学先決定の仕組

みから、本人と保護者の意見を尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合

意形成を行うことを原則として就学先を決定する仕組みに改められました。

市では、これまでも教育研究センターのまなびサポート事業において、特別

な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた就学相

談を受けてきました。

アンケートでは、暮らしやすくするために充実してほしいこととして、「就

学・進路指導の充実」が 18 歳未満で 62.0％となっています。

今後も、特別な教育的支援を必要とする子どもの持てる力を最大限に伸ばす

ことができるように学習環境を整え、子どもや保護者がより良い学校を選択で

きるように必要な情報を提供していくことが重要です。

そして、本人や保護者の希望を尊重した就学相談に努め、就学後も継続した

丁寧な相談を実施していきます。

取り組みの方向性

①就学相談体制の充実

特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、

本人及び保護者の希望等を尊重しながら、子どもにとってより良い進路選択が

できるよう、就学相談に努めます。

一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援が行えるよう、教育と福祉、医療等

の関係機関との連携を図ります。

②進路選択の充実

小・中学校修了後の就学に向けて、本人・保護者の希望を尊重し、教育的ニ

ーズと必要な支援について合意形成を図り、より良い進路選択ができるよう努

めます。就学説明・相談会や学校見学などを実施し、進路選択の機会の充実を

図ります。

児童・生徒の就学進路先の学校や企業、福祉関係機関等と情報交換や連携を

行い、子どもの状況把握に努めます。
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主な事業

事業名 まなびサポート事業 【再掲】

担当課 教育研究センター

内容

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・学校を支援します。

また、研修にて通常の学級や特別支援学級の担任、通級指導教室担当、

特別支援教育コーディネーター、心身障がい児補助教員・支援員等の資

質・力量の向上を図ります。

関連施策・計画

教育ビジョン
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（４）ライフステージを通じた支援の推進

現状と課題

「自立支援協議会 こども部会」では、ライフステージを通じた支援ツール

である「サポートファイル」活用の促進について検討し、必要とする人へ配布

を行い、切れ目のない支援に取り組んできました。また、「青少年サポート事

業」では、就学からおおむね 25 歳までの発達障がいのある人や発達障がいの

心配のある人に対する途切れのない支援の充実を図りました。

障がい者団体等のヒアリング調査では、成人までの一貫した相談支援等を求

める声が挙がっています。障がいや発達に心配のある子どもに対しては、早期

から発達段階に応じた一貫した支援を行っていくことが重要です。

今後は、保健・医療・福祉・保育・教育、また障がい児通所事業所の連携等

をさらに強化し、個々に応じた適切な相談支援等、療育を実施する体制の強化

を図る必要があります。

取り組みの方向性

①支援体制の充実

「自立支援協議会こども部会」において、障がいのある子どもへの支援の充

実について協議を行い、ライフステージを通じた途切れのない支援の推進を図

るとともに、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障

がい福祉、保育、教育等の関係機関による連携を図るための協議の場を設置し

ます。

また、児童発達支援センターとしての機能を持った「こども発達センター」

を中心に、福祉担当課、教育委員会、当事者団体、障害児通所支援事業所など、

関係者による連携の強化を図ります。

②サポートファイルの活用の推進

「サポートファイル」の配布を進めるとともに、障害福祉サービス事業所等

や関係機関への周知・活用を促進し、乳幼児期から成人期までのライフステー

ジを通じた途切れのない一貫性のある支援に努めます。
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主な事業

事業名 自立支援協議会・こども部会 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

障害者総合支援法に基づく自立支援協議会を円滑に処理するために

置く部会で、子どもへの支援の充実を図るため、協議するとともに、関

係機関の連携を推進します。

事業名 障がい者福祉推進事業（サポートファイル、知識の普及・啓発）【再掲】

担当課 障がい事業課

内容
サポートファイルの作成・配布や、発達講演会等の開催をはじめとす

る各種事業を行い、障がい者福祉の知識の普及・啓発を図ります。

事業名 青少年サポート事業 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

小学生から概ね２５歳までの発達障がいのある人と発達障がいの心

配のある人に、専門性の高い相談や療育支援を行います。また、発達が

気になる児童・生徒の通学する学校を支援し、連携を図ります。

関連施策・計画

子ども・子育て支援総合計画、教育ビジョン
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６ 生活環境の整備

（３）安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

現状と課題

すべての人が地域で安心して暮らしていくために、行政が防災設備・制度を

整えるとともに、地域ぐるみの防犯への取り組みや、災害時の協力・支援体制

の構築が求められています。

市では、東日本大震災後、民間の福祉サービス事業者等と協定を結び、福祉

避難所の拡充や、ヘルパーの確保、福祉用具の供給の確保を行ってきました。

アンケートでは、災害に備えての準備について、「家族や介助者と連絡を取

り、必要なものを持って、避難所へ行くことができる」は 2 割にとどまり、「準

備はしているが万全ではない」「準備することができない」「何を準備すればい

いか分からない」が合わせて 66％を占めています。また、障がい者団体等の

ヒアリング調査でも、避難するときや避難所での環境整備や配慮、薬などの避

難生活での必要な物資などへの不安を抱える意見が多く挙がっています。

今後は、災害時要援護者の迅速な避難支援や安否確認、円滑な福祉避難所の

開設や運営を行うための取り組みが必要です。

取り組みの方向性

①災害時要援護者への支援

随時災害時要援護者名簿の更新、整備を行います。要援護者に対し、緊急地

震速報と市からの緊急放送を自宅で受信できる端末機の情報発信料の助成や、

災害時要援護者用バンダナの配布を行います。

②自主防災組織への協力

自主防災組織が実施する防災訓練や災害対策マニュアル等の作成に協力し

ます。

災害が発生した際に、災害時要援護者の安否確認や避難支援等が迅速に行え

るよう、自主防災組織への災害時要援護者名簿の提供等を行います。
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③福祉避難所の機能の強化および人材の確保

引き続き、災害時要援護者の二次的な避難所である福祉避難所の設置・運営

を進めるとともに、災害時の福祉避難所の円滑な運営と機能の強化を図る取り

組みを検討していきます。また、福祉避難所および在宅の要援護者宅へのヘル

パーの派遣の協力を要請し、「災害時における介護支援に関する協定」を締結

し、災害時の福祉人材の確保に努めます。

④福祉用具の備蓄

福祉避難所の充実を図るため、「災害時における福祉用具等の供給に関する

協定」を締結し、災害時の福祉用具の供給ルートを確保します。

「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結した事業者へ、

福祉避難所用物資や器材の備蓄に対する補助を行います。

⑤防災意識の向上の推進

防災講演会等を通じて、支援者および要援護者双方の防災意識の向上に取り

組みます。

市庁舎及び関係施設の防災訓練に障がいのある人の避難誘導訓練を取り入

れていきます。また、市の総合防災訓練において、要援護者支援体験や障がい

の理解の啓発などを行います。

⑥緊急通報装置等の充実

緊急時の２４時間応答が可能な「緊急通報装置」の貸与事業の周知を図りま

す。

聴覚や言語等に障がいのある人が、携帯電話（スマートフォンを含む）のイ

ンターネット通信機能を利用して簡単に救急車や消防車の出動要請が出来る

「緊急通報システムＮＥＴ１１９」の利用を促進します。また、１１０番通報

についても、浦安警察署と連携し、ファクスによる通報受付けを支援していま

す。
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主な事業

事業名 U コミサポート事業

担当課 障がい福祉課

内容
聴覚に障がいのある人が意志の疎通を図る上で支障がある場合など

に、市役所が閉庁している時間に電話代行業務を行います。

事業名 緊急通報装置の貸与

担当課 障がい福祉課

内容
障がいのある人がごく簡単な操作により、緊急事態を自動的に受信セ

ンター等に通報することが可能な装置を貸与します。

事業名 災害時要援護者支援事業

担当課 社会福祉課・障がい福祉課

内容

要援護者に対し、緊急地震速報と市からの緊急放送を自宅で受信でき

る端末機の貸与と情報発信料の助成および災害時要援護者名簿の整備

を行います。

事業名 福祉避難所支援事業補助金

担当課 障がい事業課

内容

市と「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結し

た民間の事業者へ福祉避難所に備蓄する物資や器材等の購入費に対す

る補助を行います。
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事業名 救急メディカル情報支援事業

担当課 障がい事業課・健康増進課・消防本部警防課

内容

聴覚や言語に障がいのある人等が、緊急時に救急車の出動要請や自ら

の意思を伝えるときに活用するための携帯用の「救急メディカルカー

ド」を作成し配布しています。

救急車には、具合の悪い部位などを指をさして伝えるための大型のカ

ードを搭載しています。

緊急連絡先やかかりつけ医などの医療情報等を入れて冷蔵庫に保管

することができる「救急医療キット」を配布しています。

事業名 自主防災組織育成事業

担当課 防災課

内容

災害に備える住民の自主的な組織を育成するため、防災研修会の開催

及び自主防災組織が行う事業や資機材等を購入した際の費用の一部を

補助し、活動の支援を行います。

事業名 緊急通報システムＮＥＴ１１９

担当課 消防本部警防課

内容

聴覚または言語等に障がいのある人等が、携帯電話（スマートフォン

を含む）のインターネット通信機能を用いて、消防指令センターへ救急

車や消防車の出動要請が出来るシステムを導入しています。

事業名 災害時要援護者用バンダナの配布

担当課 障がい事業課

内容

外見からは支援が必要であることがわからない障がいのある方、意思

表示が難しい方が、災害時に支援が必要であることを伝えられるバンダ

ナを配布します。



25

事業名 障がい者グループホーム等消防設備設置費補助金

担当課 障がい事業課

内容
市内のグループホーム及び短期入所事業所の防火安全対策の強化を

図るため、消防設備の設置等に必要な経費について補助を行います。

事業名 総合防災訓練

担当課 障がい事業課

内容

市の総合防災訓練において、肢体不自由や視覚に障がいのある人、聴

覚過敏など様々な障がい特性の体験や支援体験を取り入れた避難所運

営訓練や、高齢者や障がい者の災害時の支援に関する展示を行います。

関連施策・計画

高齢者保健福祉計画

地域防災計画

うらやす災害時要援護者用バンダナ
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第２編 障がい福祉計画
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３ 障がい児支援の提供体制の整備等

（１）児童発達支援センター

国の基本指針では、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しています。

29 年度(実績) 30 年度(目標) 31 年度(目標) 32 年度(目標) 備考

1 1 1 1

（２）保育所等訪問支援

国の基本指針では、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しています。

29 年度(実績) 30 年度(目標) 31 年度(目標) 32 年度(目標) 備考

2 2 ２ ２

（３）主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所

国の基本指針では、平成 32 年度末までに、主に重症心身障害児を支援する

児童発達支援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

としています。

29 年度(実績) 30 年度(目標) 31 年度(目標) 32 年度(目標) 備考

2 2 2 2

（４）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場

国の基本指針では、平成 30 年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町

村において、保健、医療、障がい福祉、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しています。

29 年度(実績) 30 年度(目標) 備考

未設置 設置（市町村単独）
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５ 障がい児支援の取り組み

現状と課題

児童発達支援は、早期療育の観点から、手帳を持っていない未就学児も健康

増進課やこども発達センターの意見書により利用の対象としています。そのた

め、見込みを大きく上回るとともに、年度毎に利用実績が伸びています。

また、放課後等デイサービスは、利用実績が継続的に増加傾向にあり、見込

みを大幅に上回っています。

児童発達支援センターの機能を持つ「こども発達センター」が、中核的な療

育支援の施設として、地域全体への療育支援機能の強化・拡充を図りました。

利用実績

（月間）

区分 単位 27 年度 28 年度 29 年度

児童発達支援

人日

見込 1,079 1,190 1,307

実績 1,012 1,098 943

計画比 93.7% 92.2% 72.1%

実人数

見込 166 183 201

実績 131 133 134

計画比 78.9% 72.6% 66.7%

医療型児童発達

支援

人日

見込 4 4 4

実績 1 1 3

計画比 25.0% 25.0% 75.0%

実人数

見込 2 2 2

実績 1 1 2

計画比 50.0% 50.0% 100.0%

放課後等デイサー

ビス

人日

見込 1,061 1,170 1,285

実績 1,663 1,835 2,357

計画比 156.7% 156.8% 183.4%

実人数

見込 156 172 189

実績 170 173 207

計画比 108.9% 100.5% 109.5%
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（月間・障がい児相談支援は年間）

区分 単位 27 年度 28 年度 29 年度

保育所等訪問支援

人日

見込 8 8 8

実績 4 4 5

計画比 50.0% 50.0% 62.5%

実人数

見込 8 8 8

実績 3 3 5

計画比 37.5% 37.5% 62.5%

障がい児相談支援 実人数

見込 330 360 390

実績 353 401 420

計画比 107.0% 111.4% 107.7%

※平成 29 年度の実績は、実績・見込数

今後の取り組み

「浦安市子ども・子育て支援総合計画」と連携を図りながら、児童発達支援

センターとしての機能を持ったこども発達センターを中心に、早期療育と障が

い児支援体制の充実を図ります。また、放課後等デイサービスについては、利

用者が増加傾向にあることから、今後も事業所の確保と質の向上に努めます。

見込み量

（月間・障がい児相談支援は年間）

区分 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度

児童発達支援
人日 1,088 1,096 1,112

実人数 136 137 139

医療型児童発達

支援

人日 4 4 4

実人数 2 2 2

放課後等

デイサービス

人日 2,712 2,928 3,156

実人数 226 244 263

保育所等訪問支援
人日 5 5 5

実人数 5 5 5

居宅訪問型児童発

達支援

人日 0 0 0

実人数 0 0 0

障害児相談支援 実人数 454 487 521
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議題２ 災害時の備えについて（現状と課題）

１ はじめに

市では、法律に基づき、「浦安市地域防災計画」を作成しており、市で発生する災害に対し、市、

防災関係機関、市民、事業所が全力をあげて、市民の生命、身体、財産を災害から守るために実施

すべき対策と今後の方向性を示しています。

計画は、震災編、風水害編、大規模事故編で構成されています。

今回は震災編の中から、平常時から災害を防止するために行う対策の「災害予防計画」、地震が

発生したときの対策の「災害応急対策計画」の中から抜粋して現状を説明しますので、課題解決に

向けて皆さんと一緒に考えていければと思います。

(１) 浦安市地域防災計画とは

浦安市地域防災計画（震災編）は、浦安市で発生する震災に対し、市を含む防災関係機関、市

民、事業所、自治会自主防災組織等がその全力をあげて、市民等の生命、身体及び財産を災害か

ら守るために、実施すべき対策と整備する対策（方向性）を示したものです。

なお、大雨、暴風、高潮、洪水等の風水害対策は浦安市地域防災計画（風水害等編）で、道路・

鉄道等事故、海難事故、海上油流出事故、放射性物質事故等は浦安市地域防災計画（大規模事故

編）で対応しています。

※計画は、市ホームページにも掲載しています。

議題２資料（１）
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(2) 災害予防計画

災害予防計画は、平常時から災害を防止するために行う対策です。以下、「第６節応急対応体

制の整備」の中から「医療救護」、「備蓄について」を「第７節災害時要援護者対策」の中から「要

配慮者の援護対策」、「要配慮者施設の対策」を抜粋して記載します。

災害時予防計画
第１節 災害に強い市民・組織の形成
第２節 災害に強い都市の形成
第３節 地盤災害対策、津波災害対策
第４節 災害に強い施設等の整備
第５節 消防体制の強化
第６節 応急対応体制の整備
第７節 災害時要援護者対策
第８節 帰宅困難者対策
第９節 調査・研究
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第６節 応急対応体制の整備
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第７節 災害時要援護者対策
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(３) 災害応急対策計画

災害応急対策計画は、地震が発生したときの対策です。

以下、「災害対策の推移と役割」、「第３節市民への情報伝達」、「第８節避難対策」、「第 10 節生活救

援」、「第 19 節災害時要援護者への支援」の中から対策の基本方針等を抜粋して記載します。

第３章 災害応急対策計画
第１節 災害応急活動体制
第２節 県、防災関係機関との連絡体制
第３節 市民への情報伝達
第４節 応援派遣対策
第５節 消防、救急救助活動
第６節 応急医療救護活動
第７節 警備・交通規制
第８節 避難対策
第９節 津波対策
第 10 節 生活救援
第 11 節 清掃・環境対策
第 12 節 行方不明者の捜索・遺体処理・火葬
第 13 節 緊急輸送
第 14 節 ライフライン対策
第 15 節 建築物対策
第 16 節 公共施設対策
第 17 節 応急教育等対策
第 18 節 災害ボランティア活動
第 19 節 災害時要援護者への支援
第 20 節 帰宅困難者への支援

■災害対策の推移と役割

大規模地震が発生した場合、倒壊建物からの人命救助、傷病者の応急医療救護、多発する火

災への消火など、発災直後から多くの災害対策が必要となりますが、防災資源（人・物）が限

られる中で、全てのことを同時に実施することは、不可能です。

そこで、最も優先されるニーズに対応して、市・防災関係機関、市民、自治会自主防災組織

等、事業所が行うことが可能な範囲で役割を分担し、災害応急対策を実施します。

特に、発災直後は、人命救助・消火活動に重点をおき、その後は、広域的な応援を得て被災

者生活の支援に拡大します。



7

第３節 市民への情報伝達

対策の基本方針・目標

１ 市民への情報伝達は、防災行政用無線、広報車、メール配

信、市公式ホームページ等、利用可能な媒体を活用して行

う。

２ 避難所には印刷物の配布や掲示板を設置して情報提供を行

う。特に、災害時要援護者に配慮する体制とする。

３ ６時間以内に報道機関への体制をとり、災害対策本部に臨

時記者会見場を設置、被害状況を発表する。また、必要に

応じて記者会見を開催し、被害状況の他、応急対策の状況

の発表や義援金品等の要請等を行う。

４ 24 時間以内に市公式ホームページや報道機関を通じて、全

国へ支援の要請を行う。

５ 地震発生後２日目までに被災者相談のための総合窓口を設

置し、被災建築物、医療、仮設住宅、り災証明等、生活支

援のための各種申し込みや相談を受け付ける。

第８節 避難対策

対策の基本方針・目標

１ 昼間に地震が発生した場合は、避難所に指定されている施

設の職員等と自治会自主防災組織が連携して、避難者の受

け入れ、備蓄物資の配布等の初動対応を行う。

２ 休日・夜間に地震が発生した場合は、地域に居住する直行

職員が避難所に参集し、初動対応を開始する。

３ 避難所の運営は、自治会自主防災組織等の住民組織による

自治を基本とする。

４ ２日目から生活支援のための各種対策の体制を構築し、７

日目までには、避難所で生活できる環境を整える。

５ 災害時要援護者には、避難所内に専用スペースの設置、介

護ボランティアの派遣、福祉避難所の設置等負担軽減に配

慮する。
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第 10 節 生活救援

対策の基本方針・目標

１ 地震発生から３日間は、市民の家庭内備蓄や買い置きの食

料・飲料水・物資でまかなうことを原則とする。ただし、

家屋の全壊等により家庭から持ち出すことができない市民

には、市の備蓄を充当する。

２ 県水道局と協力して病院等の重要施設に給水を行う。地震

発生から３日間は備蓄で充当し、４日目以降に応援を受け

て給水活動を行う。

３ 地震発生から４日目以降には、スーパーとの協定等に基づ

いて調達した食料・物資、全国からの救援物資を、避難所

を拠点として被災者に供給する体制を整え、整い次第、そ

の旨を広報する。

４ 全国からの救援物資は、公共施設等に受け入れ所を設置し、

ボランティアや民間事業者の協力を得て受け入れと配給を

行う。
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２．民間事業所・団体との協定・市の制度等（抜粋）

災害時のおける民間事業所・団体等との協定、市の制度等を記載します。

（１）災害時要援護者登録制度

災害時に援護を必要とする方（災害時要援護者）が予め市に個人情報を登録し、この情報を地域の自治会自主

防災組織、民生委員・児童委員等の避難支援者に提供し、災害時の安否確認や避難誘導等に活用。

（２）災害時における要援護者の介護支援に関する協定

災害が発生した場合、特別に配慮が必要な要援護者について福祉避難所を指定して支援を行うが、この福祉避

難所に介護の専門的知識・技術を有する介護事業所スタッフを派遣し、要援護者の福祉避難所生活をより適切に

支援していくことを目的とする協定。福祉避難所に避難できない在宅の要援護者についても同様の支援ができる

よう、派遣の対象に含めている。

［派遣先］福祉避難所、要援護者の居宅

（３）福祉避難所の指定

福祉施設や公民館及び民間のサービス事業所を、災害時要援護者の避難生活に配慮できるよう、予め福祉避難

所として指定。福祉避難所では、障がい者用トイレや、手すり・スロープ等バリアフリー化が図られ、一般の避

難所では生活に支障を来す高齢者や障がい者などにケアを行う。

（４）福祉避難所における物資等購入費補助金

福祉避難所の充実を図るため、災害時に、福祉避難所として障がい者や高齢者などの要援護者を受け入れる体

制を整備し、福祉避難所に備蓄する物資や器材等を購入する経費に対する補助金を交付。

（５）災害時における福祉用具等の供給に関する協定

災害発生時に、福祉避難所等において避難生活を余儀なくされた災害時要援護者等が福祉用具を必要とした際

に福祉用具の供給を行うことを目的とする協定。

［協定先］ 一般社団法人 日本福祉用具供給協会

［協定内容］ ベッド、車椅子等の介護用品の供給

（６）防災訓練での要援護者避難誘導訓練

浦安市総合防災訓練の中で、自治会の方々に、避難所受付け体験の後、災害時要援護者の避難誘導訓練の体験

を実施。

（７）災害時要援護者用バンダナの配布

聴覚障がい、視覚障がい、内部障がいなど、外見からは支援が必要であることがわからない障がいのある方、

意思表示が難しい方が、災害時に支援が必要であることを伝えられるバンダナを配布。

（８）救援救護の災害協定（一部）

浦安市医師会 「災害時の医療救護活動についての協定」

浦安市薬剤師会 「災害時の医薬品の供給及び応急救護活動に関する協定」

※応急救護活動の際の医薬品の供給を行うもので、常備薬の供給等は含まれていません。
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３．災害発生時の対応
災害発生時における市の対応、自助・共助の対応例について、また、地域防災計画の中から、市

民及び事業者等の役割について抜粋して記載します。

（１）市の対応

・公設施設の被害状況の情報収集

・民間事業所の被害状況の情報収集

・帰宅困難となる利用者のための支援体制の準備

・指定避難所生活が難しい、専門支援を必要とする障がい者の把握

・福祉避難所開設準備～運営～閉鎖

・各施設への物資の供給

（２）自助

・在宅で生活できる軽度の障がい者については、近隣住民の協力を得ながら在宅生活を行う。

（３）共助

・一般避難所で避難生活が可能な障がい者については、一般避難所で周囲の協力を得ながら避難

生活を行う。

・福祉避難所への移動が必要と判断された方についても、そこまでの移動については周囲の協力

を得て行う。
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４．課題と現状

課題 現状

こ

ど

も

部

会

で

の

意

見

災害発生時、保護者と連絡が取れな

かった場合はどうするか。

事前に災害が発生した時の対応について保護者と確

認しておく（保護者は普段歩いて来られる距離にい

るのかや、連絡がとれず、事業所も倒壊の恐れ等で

出入りができない場合などは、どの避難所に避難す

るか等）。

医療ケアやミキサー食が必要な利用

者の方がいるので不安。

医薬品、介護器具、介護食等を多めに備蓄しておく。

送迎時など、外出時にも携帯する。また、事前に受

け入れが可能な福祉避難所の確認をする。

災害時の人工呼吸器や吸引器などの

電源の確保について、命に関わるこ

となので、優先して電源を使える場

所（避難所）を市で指定してほしい。

市で各福祉避難所の状況を確認し、整理する必要が

ある。

送迎中や事業所を使っている時に災

害が起こり、携帯電話などの連絡ツ

ールが使えない場合、保護者への引

き渡しや情報を集約するツールが市

役所に拠点としてあると良いと思

う。

市の地域防災対策マニュアルでは、施設や事業所の

被害状況の情報収集を行うことが定められている

が、問合せ対応・発信方法等については検討する必

要がある。

（参考）地域防災計画より

災害時の市からの情報発信は、防災無線・広報車・メール配

信・市 HP・Twitter・ヤフーブログ・ケーブルテレビを通

じて行う

※障がい福祉施設・事業所の状況まで発信できるかは要検討

薬について、避難生活が長くなり薬

が不足した場合、市としてどのよう

な形で医療機関との連携をとるのか

知りたい。

市では薬剤師会と応急救護の際の医薬品供給の協定

は締結しているものの、個々の常備薬等の供給は含

まれていない。

外出時は 3 日～７日分持ち歩く、学校や職場等にも

常備しておく、病院・薬局の連絡先を携帯する、お

薬手帳（最新の処方箋のコピー）・保険証のコピー・

薬の説明書を持ち歩く。

送迎中などに災害が起きた場合、避

難場所はどうしたら良いか。

避難所マップなどを活用し、事前に送迎ルート内の

避難所を確認しておく。

万が一津波が来た場合、車椅子利用

者の逃げ場所をどうしたら良いか。

また、特別支援学校のバスを利用し

ている生徒等が避難してきた場合、

事業所もいつも支援をしている方で

はないので、対応が難しいことも考

えられる。事前に学校と事業所、市

で話し合ってほしい。

「浦安市水ハザードマップ」を活用し、事前に避難

場所を確認しておく。

市は、福祉避難所がどの程度受け入れが可能なのか、

事前に協議する必要がある。

そ

の

他

・当事者、家族、支援者への被災時

の備えについての啓発啓蒙

・一般避難所での要援護者への配慮

事項等の啓発啓蒙

「防災のてびき」等は配布しているが、障がいのあ

る方の備えについてや、周囲の方の対応方法などを

周知するツール等はない。



特別な支援が必要なこどもへの災害時の支援に関する課題

こども部会委員へのアンケートより（１月９日締切分）

１

一番の課題は、夜間、休日対応だと思います。学校がある時間には、個々の状

況を知っている教師がついていますが、夜間、休日は、そうはいきません。他

のこどもにとってもそうですが、地域、自治会の活動が大切になってくると思

います。

２

保護者との連絡

・保護者への連絡手段が確保できるか

・利用されている利用者（子ども）と家族の安否確認をどうとるのか

・学校通所先から安全に保護者とひき合わせできるまでの支援（充分に人手

が足りるか。）

・保護者が来れない場合、学校や通所先がどこまで安心して預かれるのか

・お仕事・外出などで、すぐお迎えに来ていただけない時の居場所

・家族と離ればなれになった子どもを、どこで、だれがケアをするのか

３

一般避難所、福祉避難所での支援等

・大きな音や大きな声、赤ちゃんの泣き声でパニックになってしまう子がい

るので不安

・外（家以外）のトイレに入れない子がいるので心配

・洋服が濡れることをとても気にする子がいる。着替えの面で不安がある

・子どもたちのことがわかる、有事の際に使うための情報共有できるツール

があるか？（学校や各事業所に備えとしてあるか？）基本情報や服薬状況、

緊急連絡先など、最低限必要な情報がのっているもの等

・特別支援が必要な子に対して適切な環境設定・配慮ができるのか（たとえ

ば平場の体育館での広さ、音などにパニックを起こしてしまう子など）→

できるとして、情報伝達、共有の仕方はどうなるのか

・電源やプライバシーの確保の方法も、災害時の備えのリストに加えておい

ていただければ。

・医療的ケアが必要な子どもたちへの機器の電源確保と衛生管理ができるか

４

在宅等での支援

・精神疾患の方の場合、断薬しないようにどのように対策をとるか。（県・国と

も）ＰＳＷ協会などで行っている（厚労省ＨＰ参照下さい）ＤＰＡＴ（災害

派遣精神医療チーム）関係強化が大切と思われます。

・精神的な負担や不安を抱えた時、災害時もだが、その後どうフォローしてい

けるか。

・利用者さんの安否確認をどのように取るのか、その後の支援についても決め

る必要があり、事業所間の連携についても考えていきたい。（どこまで責任を

持ち、動けばいいのか）

議題２資料（２）



薬の備蓄について

・服薬している薬の確保はどうしたらよいのか。

・必要最低限の服薬受け渡しが切れ目なく提供できるか？

・生活用品の備蓄は、各家庭に頼るのではなく、事業所や行政でも一定量必要

であると考えます。しかし、その備蓄の量は何をもとに計算するのか、災害

時の配分は何を根拠に？こういったことも事前にマニュアル化しておくこと

が大切と考えます。

外出時の対応について

・外出支援において、被災時交通手段の確保ができるか

・自分の身の安全確保について、どのように考えていけば良いのか

・支援者が重傷を負った時の利用者の保護

その他

・市街在住の相談員は、災害時の対応がむずかしい面が多く出てくると思う。

・災害時対応マニュアルとかネットワークを作る必要がある。

・市が一括に支援してもらえるのか。

・東日本大震災のとき、障がいのある人への配慮が特別扱い、と批判されたこ

とあり、と聞いているので、避難所 etc で過ごせない子ども等への支援はど

うなるのか
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平成 30 年度こども部会について

①目的と主な議題

目 的：生まれてから 18 歳になるまでのこどもへの支援を協議し、ライフステージ

に合わせた必要な支援と関係機関のスムーズな連携を図る。

主な議題：教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

※市の事業報告は適宜行う。

②今年度（平成 29 年度）の議題

回 議題

第 1 回

・平成 29 年度・30 年度こども部会の運営と議題

・青少年サポート事業 平成 28 年度の実績報告と平成 29 年度事

業計画

・障がい者福祉計画の策定について

第２回

・まなびサポート事業について

・サポートファイルの配布状況と活用について

・障がい者福祉計画の策定について

第３回
・障がい者福祉計画の策定について

・災害時の備えについて

第４回

・障がい者福祉計画の策定について

・災害時の備えについて

・平成 30 年度こども部会について

③来年度（平成 30 年度）の議題案

議題案

・平成 30 年度こども部会について

・青少年発達サポートセンターの事業について

・まなびサポートの事業について

・こども発達センターの事業について

・サポートファイルの活用について

・災害時の備えについて

・特別な支援が必要なこどもの性について

・平成 30 年度の講演会等について

・「障がい者福祉計画」進捗状況の報告について

・事例検討（非公開）

・平成 31 年度・32 年度こども部会の方向性について

議題３資料


