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平成 27 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 27年９月 10 日(木) 午後１時 30分～３時 30 分

２．開催場所 消防本部多目的ホール

３．出席団体名

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

浦安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、

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

ＮＰＯ法人タオ、ＮＰＯ法人千楽、株式会社ママショップ加納、

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、有限会社和ケアセンター、千葉県立市川特別支援学校、

千葉県立船橋夏見特別支援学校、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、子育てケアマネジャー、こども発達センター

４．議題

（１）こどもへの支援

（２）市の事業の報告

（３）サポートファイルの配布状況と活用

５．資料

議題１資料 こどもプロジェクト事業

議題２資料 市の事業の報告

議題３資料（１） サポートファイル

議題３資料（２） サポートファイルの配布状況
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６．議事

※ （ ）内については、発言した委員が、自身の発言に後日補足を加えたもの

事務局：定刻になりましたので、ただいまより、平成 27 年度、第２回浦安市自立支援協議会こども部会を

開催いたします。会議を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきたい事項がござい

ます。自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページに公開とします。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。なお、議事録には、発言者が

所属する団体名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

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

ご発言の際は挙手いただき、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言のあとに団体名と氏名を

お名乗りいただき、その後、発言をお願いいたします。本日はリーダーが欠席ですので、今後の進行

につきましては、サブリーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

サブリーダー：リーダーがお休みということで、議長をやらせてください。どうぞよろしくお願いします。

普段からリーダーが活発な会議を言われてますので、今日も皆さんから意見をいただけるような、

そういった進行できればと思います。ご協力をお願いします。

議題は、３つあります。１つ目が子どもへの支援。２つ目が、市の事業の報告。そして３つ目が、

サポートファイルの配布状況と活用です。

事例検討を予定していたと思うんですけども、期日までの事例の提出がなかったために、次回の議

題とさせていただきたいと思っています。部会開催案内のメールで、事務局からお知らせがあったと

思いますけども、次回、第３回で取り上げる事例の締め切りが 11 月 12 日ということですので、困

難な事例だけじゃなくて、いい事例、成功した事例も当然、事例ですので、この場で共有して、より

活発な議論であったり、よりよい浦安市になるきっかけになる事例を、ぜひご提出いただければと思

います。なお、事例検討の際は個人情報を配慮し、会議を一部非公開とする予定です。

それでは初めに、議題１の子どもへの支援について、こども課から、こどもプロジェクト事業の説

明を、お願いしたいと思います。昨年のこども部会でも、事務局から事業の概要を簡単にご説明しま

したが、平成 26 年度に事業を開始しました。その事業内容の詳細と、事業開始して１年半ぐらい経

っていますので、こども課に説明をお願いいたします。

こども課：それではお手元に、「こどもプロジェクト事業」という資料が、配布されているかと思いますの

で、それに基づいて、昨年度から始めた、こどもプロジェクト事業について、ご説明差し上げたいと

思います。次第には「こどもへの支援」ということで、ご紹介いただいてますけれども、子どもへの

支援というよりは、少子化対策として、この事業に取り組み始めましたので、少しニュアンスが違う

のかもしれないので、そういうつもりで、お聞きいただければと思います。

10 月から始めた事業で、もうすぐ１年経つ事業になります。切れ目のない支援ということで、浦

安市が施策として取り上げているのが、出会い・結婚・妊娠・出産・子育てにわたる切れ目のない支

援をすることによって、少子化対策事業、少子化対策につなげるということで、やっているものです。

特に子どもで、携わっているのは、出会い・結婚は部署が違いますので、妊娠から子育てにわたる切

れ目のない支援ということが、子どもプロジェクト事業になります。

もうご承知かもしれませんが、浦安市の、子ども・子育ての現状についてお話ししたいと思います。

１枚めくっていただきますと、表が２つついています。「浦安市の未就学児の人口動態」という表が

あります。こちらをご覧いただきたいと思います。これは特に未就学児の、０から５歳のお子さんの、

各年４月１日現在のお子さんの数のあらわした表ですが、ご覧の通り右肩下がりで、お子さんの数が
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減少しています。平成 23 年度までは、おおむね横ばいで１万人前後を、微増微減を繰り返しながら、

推移していたものです。それが 24 年度、１万人を割り込みまして、毎年 600 人ぐらい、600 人から

700 人ぐらい、お子さんの数が減っています。

これは、たとえば転入・転出の際には理由まではうかがわないので、直接的な減少の理由というの

はつかんではいないんですけれども、一つとしては、震災の要因があったのかなと。当時はやはり、

放射能であるとか、液状化であるとか、街がひどい状態になったために、小さいお子さんを抱えたご

家族の方が転出されたのも、それがすべてではないですが、あったことは事実です。現在、27 年の

４月１日現在ですと、8300 人まで落ち込んでいるところです。

その下の表になりますが、合計特殊出生率、女性が一生のうちに、お子さんは何人生まれるか、と

いう指標になる数字なんですけれども。これをつくったときには、25 年版が一番最新で、1.11 と書

いてありますが、一昨日、また、26 年が公表されまして、26 年の浦安市の合計特殊出生率は、1.09

になっていました。

この数値は、今の人口を保つためには、2.08 という数字が、簡単に言ってしまうと、小数点で人

数をあらわすのは変なんですけれども、約２人。2.08 人お子さんを産めば、今現状の人口が維持で

きると言われていますが、浦安市は、１人ちょっと、という言い方は変なんですけど、半分ぐらいの

割合しかいません。このまま行くと浦安市はどんどん人口減少が進むんですが、それでもまだ転入に

よる社会増があるために、どうにか、激減という形ではあらわれていませんが、確実にお子さんの数

は減ってきているところです。

次のページになりますが、そのお子さんを育てている子育て世代について調べたものになります。

核家族化が浦安市は進んでいると言われています。都市部の市町村は割と多いところなんですけれど

も、国勢調査のときに、世帯の形というのを調べますので、今年も国勢調査の年ですので、また終わ

ったあとには、新しいデータが出ますけれど、最新は 22 年の国勢調査になりますが、ひとり親と６

歳未満の子どもの世帯と、ご夫婦と、６歳未満の子どもの世帯の合計をしますと、95％を超えます。

浦安市の、核家族化、要はご夫婦またはひとり親の方とお子さんで過ごしている家庭の方が 95%い

るということになります。

こういった背景のもとに、やはり、減り続けているお子さんをどうにか食い止め、まず食い止める。

で、そこから少しずつお子さんの数を戻していくということをしなくてはいけないということで、私

たちは少子化対策として、昨年度から具体的な事業に取り組んでいるのが、こどもプロジェクト事業

になります。

ページを１枚めくっていただくと、フィンランドのネウボラということで、参考にさせていただい

たものを書かせていただきました。フィンランドは、福祉国家として、お子さんに、かなり子育てに

手厚く、先進地としてやっているところで、国策としてやっているものなので、一自治体がどこまで、

これを取り入れることができるかというところが、いろいろ問題はあるのですけれども、それでもや

はり、参考になる部分がたくさんありまして。フィンランドのネウボラという、妊娠から妊婦検査、

出産は別な病院でするんですけれども、出産後も子育てに関することのいろいろな悩み等を、同じ保

健師さんが統一して、その家庭について、就学時、就学前までのお子さんがいる家庭を見ていくとい

う施設があります。日本では妊婦検診等は、婦人科でやっていくということがありますので、そもそ

ものそういう流れというのは違うのですけれども、やはり、いつでも頼れる場所があるというところ

は見習っていきたいということで、今回取り入れることとなったものです。

この５月の終わりに、市長と共に、フィンランドに視察に行かせていただきまして、実際のネウボ

ラを見てまいりました。実際にわかったところは、ネウボラにも種類がありまして、子どもネウボラ
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というのと、家族ネウボラというものがあると。私たちが参考にしたのは子どもネウボラ、就学前ま

でのお子さんとの家庭とのつながりということでまずやっていくんですが、その上の家族ネウボラと

いうのは、やはり家族の中のお子さんの悩みであるとか、親子関係の悩みであるとか、夫婦関係の悩

みであるとかを相談できる場所がまた別にありました。

それでは、こどもプロジェクト事業について、ご説明します。次のページに、平成 26 年度少子化

対策基金事業ということでやりまして、昨年度、少子化対策のために、財源として向こう、おおむね

10 年間の間に、このお金で、とにかく少子化に有効な事業を展開するということで、30 億円という

お金を少子化のために積み立てまして、そこで始まった事業になります。

具体的な、こどもプロジェクトの中身ですけれども、一番大きいところが、子育てケアプランとい

うのを立てることから始めました。介護のケアプランというものがもうすでにありまして、介護を必

要とする方が、その事業所と相談しながら、その方に合ったケアプランをつくっていくというものな

んですが、それの子育て版ということで考えたものになります。

原則３回つくる予定でいます。最初は妊娠届をきっかけに、その親御さんとお話しをしながら、そ

の方に合った、プランを立てているところです。

ちょっと飛びますけれども、１枚めくっていただくと、子育てケアプランという実際のひな形が出

ています。保健師と、うちの子育てケアマネジャーが、２人１組になって、妊娠届を出しにこられた

お母様、これからお母様になられる方と一緒に面談をします。その方とお話しをして、「元気な妊娠

期を過ごすために目標を立てましょう」ということで、まずご本人に目標を立てていただいています。

その目標に沿って、「ご自分でできることはどういうことがありますか」、「ご家族にどういう助けを

求めたいですか」ということをまずうかがって、それを可視化する、文字に残して、プランに載せま

す。

次に、そこで使える市の事業。こういった事業がありますということで、子育てハンドブックとい

うのを使いながら、さまざまな市の事業を紹介して、実際に利用したいとか、参加したいとかという

希望があれば、その希望日を、プランに記入しまして、実際にここに行ってほしいということで、や

り取りをしています。プラン自体はこういった形でつくり上げますけれども、おおむね 30 分ぐらい

かけて、お母さんとお話しをする中で、初めての妊娠の方などは特にそうなんですが、いろんな不安

がありますから、そこを聞き取って、寄り添うということが一番の目的になっています。「何かまた、

心配があったら、いつでも相談室のほうで、お話しをしてください」ということで、やっているとこ

ろです。

２回目のケアプランの作成は、出産前後ということで、おおむね半年後ぐらいを予定してお渡しし

ています。

２回目の、その出産前後に関しては、やはり、これから実際に、今はご自分の、１人だけの体だけ

れども、出産したあと、お子さんが生まれて、初めてのお子さんとどう接していくかというような、

やはり、思いがあると思いますので、そういうときにもう一度来ていただいて、また新たに目標をつ

くりながら、家族のサポート、行政の支援というものを新たにご案内しながらつくっていくものです。

３回目は、お子さんが、１歳になった前後に、もう一度来ていただいて、これまでのことを振り返

っていただきながら、今後またどういうふうに子育てに向き合っていくかというような内容で、少し

ずつ、内容も、紹介する事業も変えながらやっています。

この時期に３回設けたというのには理由がありまして、実際にママたちが、妊娠してから、お子さ

んが生まれて１歳半の検診に来て、行政につながるということまでの間に、約妊娠期からあわせると

２年間、自分の意思がなければ、行政とつながるきっかけが全くないんですね。そうでなくても、や
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はり行政というのは行きづらかったり、敷居が高かったりということがあって、ちょっとした何かが

あっても、本当は聞いていただければ解決するようなことでも、どうしても行きづらいということが

あるので、半ば強制的に「来てください」という機会を設けました。その際、やはり自分の意思で来

てくだされば、それに越したことはないんですけれども、やっぱり二の足を踏んでしまう人などがい

るということから、来ていただければ、こういった、育児に役立つものをお渡しできますということ

で、こんにちはあかちゃんギフトというのを用意しました。

今日は持ってきていないんですけれども、マザーズバッグの中に、肌着類とか、おくるみとかタオ

ルとかを一式入れまして、当面と言うか、すぐに役立つものとして、ご利用いただけるものを用意し

ました。それとプラス、「こんにちはあかちゃんチケット」と言いまして、市内で協賛してくださっ

てる事業所があるんですけれども、中身としては、母乳ケアであったり、マッサージであったり、あ

とは市役所の関係で言いますと、理由を問わない一時預かりとか、エンゼルヘルプサービスとか、そ

ういったものに利用できる、500 円のチケットを、10 枚つづり 5000 円分をお渡しすることで、来て

いただくというツールとして使っているところです。３回目のときには、１歳のお誕生日おめでとう

ということで、市内事業所で使えるチケット１万円分をお渡ししています。そういうものを用意しな

ければ来ていただけないっていうこと自体が、いろいろ考えるかもしれないんですが、そのことで来

てくださって、お母さんやお子さんと直接面談できることのほうが、私たちは重要だと考えたことか

ら、そういうツールを用いて来ていただくということにしました。

これは、フィンランドでもおこなっていることで、フィンランドは、まず妊娠届というのは、妊娠

したらまずネウボラに行くんですけれども、日本のように、まず病院に行って検診をするのではなく

って、ご自分で妊娠検査薬で調べるそうです。それで、陽性反応が出たときに、まずネウボラの戸を

叩くと。妊娠 16 週までにまず行っていないと、そのあとのネウボラの検診等も受けられないし、16

週までに行けば、育児パッケージ、もしくは、育児手当という、補助金が出るのですが、それのどち

らかを受けるということができるということで、フィンランド国内で 97%ぐらいの方が、ネウボラ

を利用しているということです。「残りの３％は、どの程度の方が来られないんですか」とたずねた

ら、やはり移民の国なので、言葉がどうしても通じなかったりしする方、収入がたくさんあって、そ

ういうネウボラを利用しないで、ご自分ですべて病院でまかなっている方等があるということで、お

およその方は利用しているということをおっしゃっていました。

モデル事業ということで、シミュレーション的なものを書いてありますのは、先ほど説明した、お

おむね３回の期間来ていただくということです。やはり、私たちはママと会って、ママの様子をうか

がって、お子さんの様子を見ながらお話しをするということが、とても大事に感じています。やはり

この中で、最初の妊娠届出時には、アンケートのようなものがあって、「この妊娠がわかったときに、

どういう感情を抱きましたか」という設問があるんですが、そこでやはり「なんとも思わなかった」

とか、「困った」とかというところに○をつける方も、やっぱりいらっしゃる。そういう方について

は、今後も、保健師が見守りをしていくというところで、ある程度のふるい分けというか、そういう

形にしているところです。

さらには、やはり生活困窮であるとか、そういった状況の方がいます。出産、妊娠の検査に行く費

用もまかなえなかったり、出産に関する費用がまかなえなかったりとかということも中にはいらっし

ゃいますので、その届出時に、ちょっと極端な話ですけど、生活保護担当者のほうに直接つないで、

経過を見るというようなこともできますし、２回目以降、たとえば心配な妊婦さんがいた場合には、

健康増進課では、保健師が家庭訪問等を試みるんですが、やはり会えないという今までの経過があっ

た中で、２回目のケアプランというきっかけで様子がうかがえるということで、健康増進課でも、こ
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のプランを利用して、多くの方が引き続きつながっていけるということで期待しているところです。

最後のページになりますけれども、写真になりますが、ギフトの中身ですね。こういったものをお

渡ししていますということで、ちょっとあげさせていただきました。大変簡単ではございますが、こ

どもプロジェクトの概要になります。以上です。

サブリーダー：もありがとうございます。とてもわかりやすかったです。こどもプロジェクト事業の、中核

事業である子育てケアプランを実際につくられて子育てケアマネジャーも、委員の１人ですので、も

しよろしければ、補足というか、あるいはその現場、子育てケアマネジャーとして見えてくるもの、

そういうことがあると思いますので、ぜひ、聞かしていただければと思うんですけど。

子育てケアマネジャー：昨年の 10 月から始まった事業で、10 月が来ると、ようやく１年という感じなんで

すけど、一番最初の、妊婦さんと、それから保健師さんと一緒に並んで、妊婦さんのお話しを聞きな

がら、子育てケアプランをつくるっていう。そういうのが、去年の 10 月から始まったんですけど。

私たち子育てケアマネジャーからすると、隣に保健師さんが座るので、とても緊張するし、お母さん

達に対して本当に、いいお話しっていうか、いいアドバイスとか、支援、それからご案内ができるか

どうかととても心配だったんですけれど、やっていく中で、本当に、保育師さんと一緒にお話しを聞

かせていただいて、よかったということが、ほとんどで。それが、子育て相談室、子育て総合窓口、

それから、第三庁舎の２階に、子育て応援ルームがあり、そこから、２回目の産前と産後と１歳の受

付をやっているんですけども、そこにうまくつながっているっていう感じで、私たちは、勉強させて

いただいております。

子育てケアマネジャーが担っていく役割、どういうところに視点を置いたらいいのかっていうもの

を、少しずつわかってきてはいるんですけれど、今、特に大事にしているのが、保健師さんと、それ

から子育てケアマネジャーが大体、１か月、２か月に１回ぐらいは、きちんと情報共有をして、気に

なる心配なお子さん、あるいは、お母さん達の支援を、情報共有をするっていうのが、今のメリット

になっています。今後、もう少し、いろんなところと連携を深めていけるようになれば、よりいいケ

アプランをつくっていくことができるんじゃないか。そんなふうに思っています。

サブリーダー：ありがとうございました。それでは、これまでのご説明やご報告に対して、なんか質問や意

見、どうぞよろしくお願いいたします。

浦安市自閉症協会：今のお話しをうかがいまして、ずっと求めていた大変いいプランだと思いました。障が

いを持つ子どもの親は、１歳児健診や３歳児健診へ、かなり緊張して出かけるものですが、その中で

早期療育へつなげるための、障がいがあるかもしれない子ども、または特別な支援が必要かもしれな

い子どもというのは、どの辺の段階でお声かけいただけるのか、またどのような方が介入なさって、

支援のプランを立てていただけるのでしょうか。

こども課：私たちがやっているのは、ケアプランだけではなくて、子育て総合窓口という、個別に相談を受

けているところです。実際にそういった内容のお話しが来ると、端的に言ってしまえば、まずは健康

増進課のほうにつなげています。

子育てケアマネジャーという役割は、特別な資格を持ったものではなくて、市が認定した資格です。

市はそれぞれの専門機関、専門の相談の窓口があるけれど、そこにたどり着けない。そこまで行くに

二の足を踏んでいる方がいたときに、子育てに関する悩みは、なんでもいったん引き受けますという

ことで、お話しをうかがう場所としてオープンしたところです。ですので、そういった専門知識とい

うのは、極端に言えば皆無です。ですから、「やたらなことを言うことはしないでください」と言っ

ているところで、それでも、相談者の方が、たとえば自分の子どもがこういうところで、遅れがあっ

たり、みんなと違うということがあって、そういう場所を紹介してほしいという切り口で来た場合に



7

は、「一時的には健康増進課になるかもしれないけれども、こども発達センターというところがあり

ますよ」とかいうことが言えるんですが、多くのお母さんっていうのは、そういう聞き方は絶対して

こなくって、うちのほうから「じゃあ、そういうところに」っていうことは、なかなか言えないのが

現状です。

おそらく、幼稚園とか保育園とかに行っていて、先生からそういうお話しが出て、お母さんが迷い

に迷って来たときでも、やはり、うちの子はそうじゃないというか、それを受け入れられない思いで

お話しをされる場合が多くあるので、一番多いのはやはり健康増進課につなげて、保健師さんに相談

してほしいということで、その場で直接、健康増進課の担当と話をつなげる場合もありますし、後日

健康増進課の育児相談に行っていただくということもしているところなので、そこからまた、特別な

支援が必要なお子さんっていうことが、専門的な目で見れると思いますので、今のところはそういう

流れになっています。

浦安市自閉症協会：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：はい。今、浦安市自閉症協会さんのお話しと少し重複する

ところはありますが。私も、妊娠、出産を経験していて、１歳半健診で、私は浦安に住んでなかった

ので、３歳半健診が幼稚園に入る前にあり、やっぱり障がいのある方、結果うちは障がいがあった子

ですが、発達障がいではない障がいの人は、生まれてすぐわかったりする場合もありますが、自閉症

を含めて発達障がいは、ほとんどの方が生まれてすぐにはわからず、１歳半までにわからない場合も

多く、完全にわかる方、いろいろその辺さまざまなんですね。

それで、今、保健師さんのお話しがありましたが、私は正直、保健師さんに何人かお世話になりま

したが、もういい思い出がなくて。もしここに保健師さんいたら大変失礼かもしれませんが、やっぱ

り専門知識がなくて、障がい児を育てたことがあるわけじゃないので、言うことが一般のお母さん方

にいうように、「子育て初めてで不安なのよ」と私たち障がい児の親にも同じことを言うんですね。

「お母さんなんだから、もうちょっとしっかりしなさい」みたいなね。普通の子を育てるのも大変な

のに、障がいを一生背負っていかななければならない子どもを育てることがどんなに大変なことなの

か、そういう言い方する保健師さんがすごく多くて。

そこら辺は、専門が違うんでしょうけど、臨床心理士さんや、心理士さんは、そういうことは絶対

言うことはないですし、今も、子どものことでいろいろ言えば、千楽さんや、ともさんに、うちはお

世話になっていますが、やっぱりすごく障がいのことがわかっているので、私が話すことにもすごく

同情もしてくださるし、すごくわかってくださるんですよ、保健師さんにはなかなかわかってもらえ

てないと、正直思ってしまうんですね。

なので、先ほど浦安市自閉症協会さんが言ったように、そういう早期療育がいいと言われているの

で、いろいろ発見してもらったり、「こちらに行ってください」と、回されるときに、それもすごく

不安であったり、下手すると、もうこういう場に行くのが、ほかの子と違うから、それが不安で行け

なくなってしまう方もいるんですね。

なので、場ばっかり用意されても、障がいのある子を育てるお母さんには、もう一つ違う対応が求

められるところで、保健師さん、いろんな専門のこと知っいてるとは思いますが、そういうメンタル

面が、やはり難しいと思うんですね。今こちらにいる方も、たとえばご家族に障がいのある方がいた

りすれば、すごくわかっていただけると思いますが、障がい事業課等窓口で対応してくださる方も、

実際に家族にいないと、かわいそうな人だなって、思っているだけと、私たちも悲観的に思ってしま

うので、「こういうこと」となかなか言えませんが、今お話した障がい児の親についてももう少し保

健師さんにもお勉強していただければと思います。
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サブリーダー：ありがとうございます。ご意見ということで、いただきたいと思います。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：いいですか。

サブリーダー：はい。お願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：ありがとうございます。保健師さんと３度ほど面談をというお話

しを先ほどうかがったんですけれども。極低出生体重児の子どもだったり、生まれながらに障がいが

あるとわかっているお子さんとか、難病のお子さんですとかは、今までも保健師さんのケアは受けて

いたと思うんですね。それをおそらく、すべての妊婦さんにということだとは思うんですけれども。

それは、すごく喜ばしいことだと思うんですが、よりケアが必要な子に、支援が行き届かなくなっち

ゃうんじゃないかなっていうのが、ちょっと不安に思うところなんですね。

今までも保健師さんが、そんなに人数が多かったような、私結構連絡をしてしまったので、あまり

覚えはなく、たとえば人数を増やしたとか、そういう対応は、健康増進課では、何かなさっているこ

とはあるんでしょうか。

サブリーダー：対象が広くなったぶん、増員がなければ、その分、必要な人に支援が届かなくなるというこ

とですか。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：そうですね。

こども課：すみません、私の説明がちょっと不足していたのかもしれませんが。保健師さんとケアマネが、

２人一組になってプランを立てる原則は、１回目だけです。２回目、３回目は、ケアマネジャーが、

基本的には全部受けます。で、その中で、やはり、先ほど申し上げた心配な妊婦さんが２回目に来た

ときには、健康増進課に連絡をして、「何々さんが今見えてますので同席されますか」というご案内

をします。

あとは、たとえば、２回目・３回目で、子育てとか母子保健に関するお問い合わせがあったときに

は、実は、今年から、こども課のほうに、非常勤ですが保健師を１名雇い入れましたので、その辺は、

現在いる健康増進課の保健師を煩わせることなく、対応しているという状況です。

あとですね、お子さんに対しての支援ということになりますと、ほんとに専門的なところが必要で

すから、私たちは、そこのところは携われないと思っています。そのかわり、そういうお母さんがと

ても大変なんだっていうところに寄り添いたいという思いで。２回目・３回目は出産前後と１歳です

から、目に見えた障がいがあるお子さんを持ったお母さんっていうことの事例というのはまだないん

ですけれど、今後必要があれば、それ以降もやっぱりプランを立てていきたいと思っている中に、障

がいを持ったお子さんの親御さんが出てくるかもしれません。そういうときには、お母さんであると

かお父さんに寄り添って、支えていきたいという役割を担っていくのかなというふうに思っていると

ころです。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：はい。ありがとうございます。

サブリーダー：ありがとうございます。ほかにご意見ご質問ございますか。それでは、次の議題にいきたい

と思います。次いってよろしいですか。

では、市の事業報告ということで、障がい事業課と教育研究センターからお願いします。

事務局：議題２の市の事業の報告をさせていただきます。教育研究センターと一緒に、説明させていただき

ます。「議題２資料、市の事業の報告」をお出しください。

今年から初めて委員になった方もいらっしゃるので、お子さんへの支援に関する市の取り組みを知

っていただくため、今回、この事業報告を議題にあげさせていただきました。まず、教育と福祉の連

携についてということなんですけれども、国のほうからも、教育分野と福祉分野の部署が連携するよ

うに言われているところでありますが、浦安市においても、教育分野、福祉分野の連携を図るために、
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こども部の方や、教育総務部や、こども発達センターや障がい福祉課・事業課で定期的に話し合いを

おこなっております。内容としては、部署をまたぐ調整事項であったりとか、情報共有や報告などを

おこなっております。

教育と福祉の連携の成果ということで、まず、サポートファイルですけれども、平成 25 年度のこ

とですが、使う方にも各関係機関の方にも周知する必要があるという意見や関係機関への周知が足り

ないんじゃないかという意見を話し合いの中でいただきまして、サポートファイルのリーフレットを

作成いたしました。また、この年に浦安市立の小学校や幼稚園・保育園の校長先生、園長先生に配布

させていただきまして、サポートファイルを周知いたしました。

続いて、青少年サポートについては、こども発達センターや保育幼稚園課や教育研究センターなど

から、どんなことを青少年サポート事業の中でやってほしいのかをうかがいまして、仕様案を作成し、

ほかの課にも説明して意見をいただきました。事業を開始する前に、青少年サポートを実施する事業

者が決まってからも、理事長に連携会議といいますか、子ども部の部署、教育分野の部署の課長が集

まっているところで、事業についてご説明をいただいて、情報を共有しました。

３番目に医療的ケアの実施体制の構築ということで、医療的ケアを必要とするお子さんのために、

そのお子さんが通園、通所、通学する浦安市立の小中学校、保育所、幼稚園、認定子ども園、児童育

成クラブに看護師を配置して、医療的ケアを実施する体制を整えました。このように、各課、連携し

て体制を整えまして、今年度より医療的ケアを実施しているところになります。

２ページ目に移ります。学校と青少年サポート事業の連携ということで、青少年サポート事業をお

こなっているそらいろルームでは、地域支援として、学校との連携を進めています。初回の学校訪問

に関しては、教育研究センターのまなびサポート、そらいろルーム、そして障がい事業課の三者で学

校に訪問しまして、今後の連携などについて、協議しています。

初回訪問は、今のところ小学校が５校、中学校が３校、終わったところでありますが、今後も連携

を進めていく予定であります。この辺のところを、実際に一緒に訪問してくださっている教育研究セ

ンターにも、少し補足をいただきたいと思います。

教育研究センター：そらいろルームと、障がい事業課と、それからまなびサポートも同席して、学校へ出向

き、連携にむけてお話しをさせていただいております。訪問したときには、学校からのいろいろな質

問を受けたり、今後の連携にむけてのお話しをさせていただいたりしております。

事務局：ありがとうございました。すいません、１ページに戻ってしまうんですけれども、資料が間違って

いるところがありまして。幼稚園・保育園、こども園、児童育成クラブなどに、看護師さんを「配置」

ではなく「派遣」しております。大変失礼しました。

２ページ目に戻りたいと思います。今年度の研修の開催状況をご報告させていただきます。障がい

事業課の主催で、そらいろルームの施設長をお迎えいたしまして、「発達障がいの子どもの行動理解

とソーシャルスキルトレーニング」というテーマで、講演をいただきました。こちらは、先ほどお話

しした、教育分野や子ども部の部署が集まった機会に周知させていただいたこともありまして、学校

の先生、保育園の先生、青少年課からも各児童育成クラブに周知いただいたので、児童育成クラブの

先生など参加いただいて、96 名の方に参加いただきました。アンケートからも非常によかったとい

う、ご意見をいただきまして。具体的には「具体例を交えて、説明がわかりやすかった」、「今後の支

援に役立つと思う」など、そういった意見が目立ちました。非常にいい講演会ができたのではないか

なと思っているところです。

続いて３ページ目、教育研究センター主催の、学校の先生向けの研修について、こちらも教育研究

センターから、ご説明いただきます。
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教育研究センター：教育研究センター主催で、夏休みに特別支援教育に関わるところで、研修をおこなった

ものについてあげさせていただきました。

７月 23 日、通級指導教室担当者研修会では、「所沢市発達障がい・情緒障がい、通級指導教室こ

ころの教室フロー」の坂本先生に来ていただいて、「発達障がいのある児童の理解と対応、そして誰

もが学びやすい授業・学級経営のチェックポイント」というテーマでお話をいただきました。

７月 28 日の心身障がい児補助教員研修会では、「きらっと個別支援教室」の丹野節子先生にお越

しいただき、「困ったなと思った時の支援のポイント」についてお話しをいただきました。

７月 30 日の特別支援教育コーディネーター研修会では、LD 発達センターかながわの三島節子先

生にお越しいただき、講演のほうでは、テーマが「子どもの理解と支援の仕方について」、そして「誰

もが学びやすい授業、学級経営のチェックポイント」についてお話しをいただきました。

７月 30 日の特別支援学級担任研修のほうでは、国立特別支援教育研究所の研究員である、日下奈

緒美先生にお越しいただき、「特別支援学級における学習指導」についてご指導いただきました。

８月 25 日の心身障がい児補助教員研修のほうでは、そらいろルームの中島展先生にお越しいただ

き、「子どもに寄り添う支援」についてご指導いただきました。

４ページ目にいきまして、教育実践講座として、８月 31 日、植草短期大学の、佐藤愼二先生にお

越しいただき、「特別支援教育、通常学級の特別ではないユニバーサルデザインへ」ということでお

話しをいただいております。

事務局：ありがとうございました。このように、教育研究センターのほうで、学校の先生向けの研修を、障

がいのある、親子支援についての研修をおこなっているところです。

続きまして、うらやすこころのバリアフリーハンドブックの配布ということで、障がいや障がいの

ある方への理解を小学生にも深めてもらうために、福祉体験教室という、主に４年生の授業の中で行

うもので、白杖体験や車いすの体験を行うんですけれども、その教室の時間をいただきまして、障が

い事業課から、うらやすこころのバリアフリーハンドブックを配布しております。昨年度の実績とし

まして、市内の小学校 17 校あるんですが、そのうち 12 校の主に４年生に配らせていただき、1297

人の児童の皆さんにお配りしたところです。

また、教育研究センターの主催の２、３年目教員研修会夏期研修というものが８月５日にあったの

ですが、こちらも、教育研究センターのほうにお時間をいただきまして、バリアフリーハンドブック

について説明いたしまして、ハンドブックを活用した授業をしていただけるように、障がい事業課の

ほうからお願いをいたしました。

続きまして、報告は以上になりますが、研修の予定ということで、第７回の発達支援セミナーと、

まだチラシを今準備しているところでして、チラシがなくて申し訳ないのですが、今年は 11 月 27

日の、夜６時から開催いたします。今年も WAVE の大ホールになります。講師は、服巻智子先生を

お迎えいたします。発達障がいなどの子どもの、将来を見据えた支援方法についてお話しいただきま

す。お時間ある方はお申し込みいただきたいと思います。以上で、市の事業についての説明を終わら

せていただきます。

サブリーダー：ありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見よろしくお願いします。

浦安手をつなぐ親の会：すみません、学校と青少年サポート事業の連携が議題にあがっているので、ちょっ

と申し上げずにはいられないんですけども。

その学校訪問初回には、まなびサポート、そらいろルーム、障がい事業課の三者が訪問し、学校と

今後の連携方法について協議するという件についてです。実は、先週、我が子の学校にもいらっしゃ

いまして、その訪問の２日前に、我が子の学校の教頭から私に連絡があり、「明後日、そらいろさん
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が、御宅のお子さんのことで当校にいらっしゃるんですが、お母さんも出席しますか？」と。それを

聞いて、私は（そらいろさんが、我が家に確認もなく、子の学校を訪ねるなんて、本当に知らなかっ

たので）本当にびっくりして、そういう申請といいますか、（そらいろと学校の）連携をどこにもお

願いした記憶がなくてですね。あと、学校側から、「そらいろルームを、お子さんの言葉のことで、

頻繁に利用しているのですよね？」と確認されたので、本当に驚きました。

この話は、すみません、すでに、障がい事業課にもさせていただいたのですが、この、連携をする

件、その初回のときには、一応、個人情報であると思うので、親に確認がいると考えます。当事者へ

の確認、許諾なく、そらいろを利用してる子供の名前を出して、学校に、初回訪問するっていうのは、

ちょっと問題があると思うので、きちんと規定をしていただきたいなと思いまして。

そらいろさんと学校が直接連携するって資料に書いてありますけども、そこに親への確認は必要と

思うんですね。一応、個人情報の交換ですし、そらいろさんではこうだけど…学校ではこうですけど

…っていう情報交換等は、保護者と本人承知の上で、成り立つ話かなと思っております。（今回、2

日前に教頭先生から教えていただけたからこそ、びっくりしながら、急遽、都合をつけて、）その初

回訪問とやらに、私も立ち会いに行ったんですけども、学校側は、（そらいろさんが、浦安市の全校

をまわるご挨拶といった認識ではなく）我が家単独の、個人的な件での相談のための初回訪問と誤解

していました。学校側では、私がそらいろさんに、連携を申請して、学校に連れてきたっていうこと

になってました。

別件でまた報告せざるを得ないですけども、学校と、事業所に、勝手に連携してほしくない親って

いうのも、確かにいるのです。例えば、我が家の場合でお話すると、うちには子どもが何人かおりま

して、障がいがない子についての（学校生活についての）相談も、そらいろさんにしたりしましたが、

その子は、学校で、（発達に）問題がある子とは学校側には認識されてないので、そらいろさんが、

その子の学校の方にも行かれる予定があるそうですが、（とっかかりとして、また同じように、）その

子の名前を出されて訪問されたら、本当に嫌だなと思ったんです。（当事者の希望、申請あっての連

携でしたらば、素晴らしいことだとは思います。が、学校に伝えたくない話を、相談している場合も

ありますから、）学校との連携は、本人、保護者に確認をとった上での情報交換、直接連携にしてい

ただきたいと思いますし、個人情報のことを、もうちょっと勉強していただきたいかなと思うんです。

よろしくお願いします。

事務局：このたびは大変ご迷惑をおかけしまして、まず、お詫び申し上げます。大変申し訳ございませんで

した。今おっしゃったように、大原則、守らなければならないプライバシーですので、当然、親御様

のご要望があって、初めて学校との連携をさせていただくのが大原則になっております。本当に、大

変ご迷惑をかけてしまって申し訳なかったんですけれども、今回、連絡調整の中で、あってはならな

いミスがありまして、そういったことになってますが、この機会に改めて、個人情報の徹底も周知い

たしましたので、もうこのようなことがないよう、親御さんのご希望があって、その方についての学

校との連携ということで、今後は進めてまいりますので、ご理解のほう、よろしくお願いいたします。

サブリーダー：ありがとうございます。一人一人のケースを大切に対応しながら、ただ、同じ地域で支援す

るものとして、教育委員会や、民間や学校が連携するのも当然必要で、そこがなかなかうまくできて

ない現況があるなというのを確認できたというのもよかったと思います。ほかに、質問やご意見お願

いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：今のことについて、もう少しお聞きしたいんですけれども。

学校と、そらいろルームと、まなびサポート、障がい事業課のこの連携についてっていったところで

は、もともと、ここにもあがってきているような事業になっているっていうことは、体系はあったん
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だと思うんですね。これを進めていくっていうことで、事業としてやっていくっていったときに、そ

の流れっていうのは、基本的にどのようになっていたのかお聞きしてもいいですか。

事務局：事業の対象の方が小学生から 25 歳までの方ということで、日中活動の大半が小学校、中学校での

生活になっておりますので、個別の事例に限らず、学校との連携はしていきたいということで、事業

が立ち上がった経緯があります。

昨年 10 月、スタート前に、市内の小中学校の校長会にお邪魔しまして、事業の経緯を説明するの

と同時に、個別のお子様のことだけでなく、学校側への支援といったことも含めて、地域支援という

事業がありますので、学校に連携したい、学校と連携をしたいということをお願いしました。

間もなく１年になりまして、登録された方も増えてきましたので、一度校長会で説明しただけでは

なかなか具体的なお話しができないということで、事業についてご理解いただこうということで、個

別に学校を回らせていただいています。

昨年度この部会で、私立に通っている中学生のお子さん等に支援がなかなかないというようなご意

見もありましたので、市内の私立の学校のほうも、昨年に回らせていただいたり、学校をすべて回り

たいということで、動いております。

加えて前回のこども部会でもご要望がありましたが、早く、直接、学校側との連携を希望される保

護者の方も中にはいらっしゃいましたので、できるだけそういうところを早めにということで、日程

調整をしているところです。学校との連携については、二本立てでやっておりますので、一般的な地

域支援の連携ということと、希望のある方についてだけ、個別の連携ということでやらせていただい

ています。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：わかったようでわからないんですけど。委員から具体的なお

話しがあったので、そうだなと思って聞かせていただいたんですけど、たぶん学校の困り度っていう

のは、学校全体で困るというよりかは、こういうお子さんだったりっていったところで、かなり絞ら

れてきて、初めてこの事業が生きるのかなって思ったときに、委員の中で、そういう経験をされた方

がいたので今はあれですけど。

たとえば、そのことがわからずに、学校の中で、お母さんが知らないうちに事例としてあがってし

まっていたりとか、学校の困り度っていったところでのあげ方の中で、今の個人情報だったり、あと

はご家庭の了解だったりっていったところがされていければ、やはりそれは連携になっていくし、い

い形なのかなと思うんですけれども、そこのところが、すごく不明確なような気がしたので、ちょっ

と気になりましたので、もし補足があればお願いします。

事務局：個人情報の取り扱いについては十分注意してやっているつもりだったんですけれども、今回のよう

なことがありましたので、事例等の出し方についても、今後見直してまいります。

具体的にどの部分がわかりづらいのかが、ちょっとわからなかったんですけれども、個別の連携に

ついては、一番逆にわかりやすいのかなとは思いますが、それ以外の個別ではない地域支援という委

託事業の中に一つ事業立てをして、青少年サポート事業の中に盛り込んでいるんですね。

その地域支援というのは、発達障がいの理解を深めて、発達障がいについて専門的な知識を１人で

も多くの方に持ってもらいたいということで、進めているものですので、個別の事例に対してという

ことではなくて、先生へのアドバイスといったような形で、先生が必要とされれば、学校と連携して、

専門的な内容についてお伝えしていくということで、個別の話は出てきません。

浦安市自閉症協会：個人情報ということで気になったことがあったので、ご相談させていただきたいと思い

ます。障がいのある子どもが、いろいろな支援を受けるにあたって、計画相談というのを立てますよ

ね。
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その際、家庭訪問があって、そこで質問される事項が、かなりプライバシーにかかわる話で、家の

間取りはどのぐらいかとか、ここの支払いは誰がしているのかとか、かなり突っ込んだ内容で、保護

者の間で結構びっくりしたというか、戸惑ったというような話が多々ありました。

計画相談をするにあたっては、家庭訪問に来たあとに、各事業所や学校等で計画について話し合う

というふうに聞いております。学校の情報、家庭の情報、そういったものすべてについて話し合って

計画を立てるということですよね。

その子を支援するための計画となれば、情報が必要だということは重々承知はしているのですが、

やはり、健常の子どもにはこういったことはないので、障がいのある子どもを育てる支援のレールに

乗せるためには、これほど個人情報を言わないと、その子どもはうまく支援されないのかっていう戸

惑いはありました。

また、家庭訪問も１回ではなくて、ある期間があってまた何回かある。「それを拒否することはで

きないんですか」とおうかがいしましたら、「できない」ということでした。たとえばそこで、家庭

に問題があって、虐待等の兆しがあるとか、問題がありそうで、もっと深い支援が必要だという場合

であれば、問題を水際で防げるという点は、すごくいいと思うんです。ただ、障がい児を抱えている

家族というのは、一般に忙しかったり、あまり言いたくないことをそこまで言わなきゃいけないのか

なっていうのと、それらが話し合われているっていうことにも多少抵抗があります。いわゆる個人情

報がどうなっているのかというのは、ものすごく不安ではありますが信用してお任せしているんです

ね、子どものために。

ですので、個人情報は守るということを徹底した上で、情報公開するにあたっては、保護者へ一言

話をくださったほうが安心です。個別支援計画や計画相談が、それほどまで大変だったらやらないに

しようかという家庭もあるので、不安なく利用できる環境であればいいなと思います。よろしくお願

いします。

サブリーダー：はい、ありがとうございます。私も事業所として、普段から気にしているつもりではいるん

ですけども、やっぱり、こう、お話し聞くと、まだまだ足りないなとか、本当に大切なものなんだと

再認識させてもらいました。ご意見として承りたいと思います。ありがとうございます。

あ、じゃあ、先に進みません。浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょさん、先ほど手あげてもら、

よろしくお願いします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：学校と、そらいろさんとの連携という話で、すごくいい試みだな

と思っていて。やはり、ちょっと特殊な子どもを抱えていると、どうしても学校のほうでも先生方も、

わかりにくいところがあったりというところは、事業所のほうですとかのスタッフさんの目から見た

ことを伝えていただいたりですとか、専門家の方のご意見を、伝えていただくっていうのはすごく、

子どもにとっても、いい支援になるかなと思いました。

実は、肢体不自由のお子さんの中でも、知的障がいですとか、精神的な障がいを抱えているお子さ

んおりまして、車いすだったりとか、ストレッチャーに乗っていたりするので、そらいろさんには行

ってないお子さんもたくさんいらっしゃるんですね。そういうお子さんでも、ともさんのほうに行っ

ているお子さん、ふありさんですとかに行っているお子さんっていうのは、結構いっぱい私の周りに

はいるんですけれども。そちらのふありさんのほうと学校との共有っていうのは、今はなされている

んでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：この青少年サポート事業っていう市の事業の中で、そらいろ

ルームさんっていったところで、市の事業でやってらっしゃるので、ここではたぶん、そらいろさん

なんですけど、ふありのほうでは保育所等訪問支援事業っていう事業をおこなってますんで、たとえ
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ば学校の連携とか、保育所だったり幼稚園だったりっていったところの連携っていったところでは、

そこをきちっと計画、先ほどの計画の中で希望がある方は乗せていただいて、実際におこなっていま

すので、希望があれば学校との連携だったり、あとは、療育をやっている立場の意見だったりとか、

あと先生からのご質問だったりとか、そういった連携は、あの、事業の中で行わせていただいていま

す。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：わかりました。ありがとうございます。周りで、知らない方も多

かったので、広めておきます。ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。すみません、先ほどの話なんですけど、そらいろさん

単体をどうのこうのって話ではないんですけど、この間の帰り際に、そらいろさんに、「もう１人の

子どものほうの学校は行かれたんですか？」って聞いたら、行く予定とのことだったから、「うちの、

その子のほうの名前は、出さないでくださいね。」って念押ししたときに、そらいろさんが「いや、

そちらの学校は、A 君のお母さんの申請で行きます。」って、返事でした。その A 君とは、今、伏せ

てますが、名前をはっきり、私におっしゃったんですよね。

そのときに私、それもちょっとどうかなと思いました。こういったことは、そらいろさんだけの話

じゃなくて、こちらの会議に今、事業所さんたくさんいらっしゃるから、お願いしたいんですけど、

たとえば、事業所さんを利用しようと思って行ったときに、「〇〇学校ですか？同じ学校の、△△君

がうちに来てますよ。」って言われるのは、すごく頻繁にあることで、ああ、うちもそういう風に言

われるんだろうな、とは感じるんですけども、それもちょっと（個人情報的には）微妙な話だと思い

ますし。この間、学校に行ったときに、「浦安市にはいろいろこんな事業所もできてきて、利用者が

事業所を選べますね。」みたいなことを先生もおっしゃったんですけども、親たちの実感としては、

福祉事業所のレベル…って言うと、なんだかきつい言い方になりますが、一般的な社会との常識レベ

ルと、隔たりがあるなって私は感じています。我が家には、健常の子どももおりまして、たとえば塾

とか、いろんなところに行かせますが、そこら辺のこと（個人情報について等のコンプライアンスの

こと）をいちいちお願いしなくても、前述のような目に合ったことがないのに、福祉事業所さんとの

間では頻繁に起こると思うんです、私は。

ですから、その辺…、念のため申し上げますと、本当に、私はそらいろさんを今も利用しています

し、そらいろさんを、心ある事業所だとは信じてはいるのです。もう、本当に最初から、絶対ここに

は行かせない！っていうひどい事業所さんは、他にありますからね。で、今、そらいろさんを、叩き

たいわけではないんですけども、そこら辺の（個人情報に関する）意識を、（福祉事業所さんに）し

っかり持っていただきたいし、市のほうにも、そういうことがあることを、やっぱり知っていていた

だきたいんですね。本当に、一般的な健常児を育てるっていうことと、（障がいのある子を育てるこ

とは、まわりをとりまく環境、関わる事業所のコンプライアンス等に）なんかいつも違和感があるん

ですよね。私は何人か子どもがいますので。（本人の育てにくさに苦労するだけではなく、かかわる

事業所等に、いちいち、個人情報等の配慮をお願いしなくてはいけないという苦労がある場合が多い

という意味です。）その辺をちょっと、お話ししたいなと思いました。ありがとうございます。

サブリーダー：ありがとうございます。我々事業所の個人情報に関する間違った常識感の、私も今、お話し

聞きながら過去の自分の失敗の数々を思い返しながら、同じ失敗しないようにと、改めて思ったとこ

ろですけども。個人情報に関して、まずしっかりと気づき続ける、学び続ける、意識し続けることが

必要だなっていうふうに改めて思いました。ご意見ありがとうございました。

ほかにご質問ございますか。ご質問、ご意見ございますか。ここで次第の「（１）こどもの支援」

に少し戻らせていただきます。次第に「障害福祉計画では、障がいの早期発見、療育支援体制の充実
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が、課題や取り組みの方向性としてあげられています。こども発達センターや障害児通所支援事業を

おこなっている事業所の皆様は、実施している療育等の内容や、早期の療育支援が状況の改善などに

つながった例や課題などをお聞かせください。関係機関や当事者団体の皆さんも、ご自身やご家族の

ご経験や支援をした方などの事例などをお聞かせください」とありますが、これは、事前にメールで

ご案内されてた件ですよね。特にこの前半部分は、事業所の皆様ということで、私を含め多くの事業

所の方に参加いただいてますので、ぜひ、そちらの事業所のほうから、早期発見であったり、支援の

充実というところで、日々努力の中から多くの「こんないい話ありますよ」っていうお話しもあると

思いますので字面だけだとなんか早期発見とか支援の充実で終わっちゃうんですけども、１人のケー

ス、一つのケースみたいな形で、こういうのもありまして、これがまさに早期発見ですとか、支援の

充実ですっていうような、なんかそういう情報共有の場ができたらいいなというように思っておりま

す。

まず事業所、あるいは、学校での、支援する側としての、事例などを共有いただければと思います。

よろしくお願いします。どなたか、順次ご意見いただければと思います。

では、私からいいですか。NPO 法人発達わんぱく会の私から。こころとことばの教室こっこでの、

事例、事例っていうんですかね、一つ共有をさせてください。

私たちも早期発見・早期対応ということで、１歳半から、小学校入学前までのお子さんへの児童発

達支援事業をしています。教室が、入船と東野と当代島ってあって、早期発見ってことを言うと地域

柄なんでしょうね、入船の教室は、やっぱり１歳になったばかりぐらいから来られる方が比較的多い

です。１歳半からってことで、１歳半の誕生日過ぎたら、児童発達支援事業の療育を受ける、療育を

開始することが多いんですけど、受給者証を持ってこられる１歳半のお子さん、多くは自閉症スペク

トラム症だと思われる方なんですけども、音楽療法のセッションから始めることが多いです。

その子に合わせるということで、ほかにも個別療育１対１で机を隔ててセッションしたりとか、４

人から６人ぐらいな中規模の集団の中でグループ療育したりっていうのもあるんですけど、やっぱり

１歳半ぐらいだと、まだまだそこまではいけずに、音楽療法、音と色の療育っていうふうに呼んでい

るんですけど、そちらから始めるお子さんが多いです。

効果としては、最初は本当に、人とものとの違いがなかなかわからない。人の存在になかなか気づ

けなかったり、だから、自分の気持ちにも気づいてなかったり、とにかくものに向かってひたすら活

動することが得意、好きなお子さんなんかが多いんですけど、そういうお子さんもだんだん、音楽療

法の中に入ってると、音楽療法って、泣いててもいいし、走っててもいいし、何もしなくても、何し

てもいいよ。そのかわり、それに対して音楽療法士が音を合わせてあげることで、楽しい空間をつく

ってあげようってことを意識してやっていて。それを重ねていくと、ふとしたきっかけに自分が走り

回ってるときに、音楽が自分についてくる、自分と合わせてくれるってことに気づいたりとか、楽し

いなって思っているときに、隣になんか大人がいて一緒に何かやっていたってことに気づいたりって

いう、そういう気づきを与える療育になります。

それを繰り返していくと、だんだん自分じゃない誰かがいるってことに気づいてきて、その誰かに

対して自分の存在にも気づいてきて、自分の心というものに気づいてきて、あ、楽しいっていう気持

ちとか、何かしたいっていう思いとかにも自分で気づいてきて、それを、どんどんどんどん、その気

持ちを次、人に伝えたいっていう思いが育ってきて、どうにかして、伝えよう。最初は、押したり叩

いたり、なんか見たりかもしれないけれど、それが、だんだんだんだん、コミュニケーションであり、

最終的には言葉につながる、その土台が育っていくっていうのがねらいでやっていて。

やっぱり、１歳半とか２歳になったぐらいで来ると、最初は全然、大人から見たらうまく乗ってこ
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なくても、３か月、半年越えると、やっぱり、まずは大人に、そして子どもに対して自分の思いを伝

えようという意欲、土台の意欲、気持ちの土台が、育っていくんだっていうのもすごく感じていて、

それが、我々のやっている、早期発見につながる早期対応ということで、１歳、２歳の子どもにでき

る療育と思って、今、取り組んでいます。すいません。ちょっと長くなっちゃったんですけど、そん

な形でやってます。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：パーソナル・アシスタンスともと申します。うちは児童発達

支援事業と、放課後等デイサービス、それから、先ほど申し上げた保育所等訪問支援事業の３事業の

おこなっている多機能事業所です。児童発達のほうは未就学児を、利用相談来ていただいてますけれ

ども、早期発見っていったところで、うちの事業所で発見っていうことは、やっぱりあんまりなくて、

保健師さんからつながってきたり、あと、こども発達さんからつながってきたりっていうことで、や

っぱりどこかちょっとつまずきがあるお子さんっていうところで、お母さんたちは、訪ねてみえます。

そのときに、OT、PT、ST っていう個別の機能訓練と、それから子どもたち同士で関わる集団療

育の両方をおこなっているので、本当に１歳半とか２歳ぐらいのお子さんの中で、表情がすごく乏し

い、いい悪いっていったところの表現もなかなかしないとか、小さいお子さんだと、泣くことがすご

く少ないとかっていったことで、お母さんの困り度があってお見えになった方がいらっしゃいました。

そのときにやはり、一方向からだけではなくって、子どもたちの中で一緒に過ごすプログラムと、

それからあと、個別に、機能訓練、PT だったんですけれども、を組み合わせて、提供いたしました。

そうすると、やはり子どもにとって必要な動きの部分の訓練と、あとは感情だったりとか、あとはお

母さんとのやり取りっていったところを覚えていただくような、集団の療育っていったところの側面、

両方からアプローチしていって、もう本当に半年後ぐらいには、嫌だっていう感情が、すごくはっき

り出るようになってきたっていう事例がありました。

なので、どんなことをしたらいいのかなとお母さんがすごく悩まれている方が多いんですけれども、

これだけっていうふうに決めずに、「ああ、こういう部分では、ここのところを伸ばしていきましょ

う、このメニューも加えましょう」っていうことで、いくつかのメニューを組み合わせていったとこ

ろでは、結構効果が高いかなっていうふうに思ってます。

それともう一つは、やはり、お母さんの困り度に一緒に寄り添うっていったところでは、親子の通

所の集団をやっています。なので、お母さんがどのように関わったらいいかわからないっていったと

ころと、それから障がいなのか障がいじゃないのかっていったところが、まだはっきりしない、本当

にグレーゾーンのお子さんたちが来てくださることが多いので、その部分での困り度を一緒に共感し

ながら、できたことを喜んでいくっていったところでは、少しお母さんにゆったりした気持ちで、私

たちも一緒にいる中で、楽しんでもらったり、子どもと付き合ってもらうといったところで、障がい

を持つ子どもとして見るんではなくって、子どもとして見ていこうねっていうことを、私たちはなる

べく多く、お母さんと共有するようにしています。

子どもの育ちとか、その子の性格っていったところは、障がいとはまた別に、親から引き継いでる

ところもたくさんありますので、子どもとして、どうやって成長していくかなといったところを楽し

んでいこうっていうことで、お話ししていく中では、児童発達支援を卒業したあと、放課後等デイサ

ービスっていう事業もやっているので、また大きな集団にといったところで、学校は一つ、大きなハ

ードルですよね、お母さんたちにとってみれば。なので、未就学児から学校に上がった就学後まで続

けて見ていけるっていったところでは、親御さんとのつながりっていうのは、かなり深くなっていけ

るかなというところで、悩みと一緒に長く関わっていけるっていうところでは、とてもいいかなって

いうふうに感じています。
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ＮＰＯ法人千楽：ＮＰＯ法人千楽では、もともと日中一時支援の事業をやらさせていただいていたんですけ

れども、途中から放課後等デイサービスを始めさせていただきました。その中でも具体的には、パン

づくりだったりとか、調理プログラム、また、専門の講師を招いて、美術の時間など、手先を使った

内容のものや、私どもスタッフですとか、体操、スロートレーニングと呼んでおりますけれども、あ

とは、そのスタッフが提案する、工作のプログラムなど、毎日の活動の中に、取り入れております。

利用者様からはですね、パンづくりで、美術プログラムに参加して、物事に取り組む、集中力が高

くなったり、少し苦手だったけれども細かい作業ができるようになったなど、そういうご意見も、い

ただいております。

また、市内でもう１か所、放課後等デイを行わせていただいている、グングニル・キッズではです

ね、一軒家を改装しておこなっているんですけれども、こちらの中では、限られたスペースを、最大

限に生かしながら、数多くのプログラムを企画しております。さまざまなイベントで活躍しているア

ーティストの方をお呼びしたり、ときには浦安市の専用のバスをお借りしての外出など、それも好評

いただいております。

事例としては、やはり、放課後等デイサービスということで、小中高校生の利用者さんがいらっし

ゃるんですけど、その中で、思春期を迎えられる利用者様だったりとか、特に夏休みが終わった直後

だったりとかですね、その夏休み中の過ごし方の中で、大人と子どものはざまの中で、いろんな活動

の変化だったりとか、そのご自身の心境の変化の中で、一般的に見られる発言だったりとか、もっと

言うと性に対する興味だったりとか、そういうものが日常の放課後等デイサービスの中で出てこられ

るような状況があって。職員の中では、そういった利用者様に支援者としてどう対応していくのがい

いのかっていうのを、悩みながらやっております。もちろん利用者様ご本人に対する支援ももちろん

なんですけれど、支援の方法っていうものを改めて確認をさせていただいております。

なので、プログラムの内容だったりとか、具体的にはどういうふうに過ごすかっていうのもそうな

んですけれど、その心の部分にも寄り添えるような、そういう支援を引き続きおこなってまいりたい

なというふうに思うとともに、千楽でもさまざまな、事業をさせていただいておりまして、先ほども

ご意見ありましたけど、相談事業をやらしていただいたり、成人の方の生活などと、いろいろさまざ

まやらせていただいているんですけれども、連携をして、よりよい支援をおこなってまいりたいなと

いうことはあります。

ＮＰＯ法人タオ：タオは児童の方との関わりというのは、まだ少ないんですが、日中一時で、スポーツ教室

を開きまして、開催してまだ日が浅いんですけれど、集団で運動する機会も少ないというので、一緒

に運動して、マット運動ですとかバドミントンですとか、プールですとか、これから種目を増やして

いこうと思うんですが、一緒に運動しながら、コミュニケーション能力を伸ばしていってもらおうと

いうような感じで、我々もまだ始めたばかりなので、勉強しながらやっているところです。ですので、

特に事例とかってちょっとお話しできるというものはないんですが、そのような活動を始めたところ

です。

ＮＰＯ法人カプア：放課後等デイサービスの重心の指定を受けましたので、重度の子、医療的ケアの必要な

子が通ってきています。ですから、運動とかはちょっと難しいところもあるんですが、高校３年生と

かですと、一緒に学習をしたりとか。多いのはどうしても車いすのチェックとかセッティングとか、

そういうことを重点的に見ていくようなところがあるので、ちょっと形として違うと思います。

もう一つは、市川にカプアがあるんですが。そちらのほうは、体を動かすことを中心に、重点的に

やっていて、踊りのインストラクターにお願いして、一緒にダンスをしたりとか、スイミングスクー

ルと言いまして、週３回プールのほうに行って、泳ぎの練習をしてるんですけど、その中でも、やっ
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ぱり水が好きな子が多くて、やってるうちに、だんだん泳げなかった子が泳げるようになってきて、

息継ぎもできるようになって、25 メートル泳げるようになった。そういう進歩が見られるので、あ

んまり頭使ってないんですけど、そういう体のほうをしっかりとさせていくようなことを中心にやっ

ております。

こども発達センター：こども発達センターでは、昨年度 10 月に児童発達支援センターの指定を受けまして、

今までと少し変わったところっていうのは、今までのお子さんやご家族の方への直接の支援、個別の

療育やにじいろの児童発達支援事業に加えまして、発達に関して、何でもご心配がある方は、まずは

相談ができますよっていうとこら辺で、電話での相談であったりとか、来所されての面接での相談で

あったりとか、そこら辺の、まだ何も相談かどうかもわからない。でも、少し、お子さんについての、

発達について心配があるとか、なんでもそういうことの、ご心配な件については、ご相談ができます

っていうところで、相談支援が、少し充実してきたところかなっていうふうに思っております。

今後も、市の公共機関としての児童発達支援センターとしての役割は、ここら辺の相談支援ってい

うところと地域支援っていうところが、役割として求められていくのかなっていうふうに思っており

ます。先ほど、パーソナル・アシスタンスともさんからのお話しの中でもありましたけれども、発達

センターのほうからご紹介を受けていらっしゃる方もいらっしゃいますっていうところで、発達セン

ターの、ともさんのサービスを使おうかっていうところでの相談ありきではなくって、お子さんにと

って、どういう支援が必要かっていうところで、まず最初にご相談に来られた方に対して、お子さん

の状態やご家族の方が、どのようなことで困ってらっしゃるかっていうことを中心に、ご相談してい

きながら、どういう支援が必要かっていうことをご相談していったりとか、手立てを一緒に考えてい

ったりとかっていうとこら辺の相談を充実させていかなければいけないのかなっていうふうに思っ

ているところです。

サブリーダー：ありがとうございます。事業所からの意見をいただきましたが、それ以外の意見、ご質問等々、

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：最初の事業（こどもプロジェクト）で、プレゼントがかわいいな、素敵なプロジェ

クトだなと思いながらお聞きしていたんですけど、ママに寄り添うっていう言葉が出てました。市役

所や事業所さんとかで「利用者さんに寄り添う」っていう言葉で、なんの気なく、よく締められたり

するんですけど。その「利用者に寄り添う」っていう言葉は、受け手からしたら、寄り添ってもらっ

たっていうことで、そちらからみると、寄り添ってあげたっていう、なんか福祉業界でもはやってる

言葉なのかなと思うんですけども、ママたちで「（寄り添うって具体的にどういうこと？）ふだん、

寄り添ってもらった実感しないよね」っていう話をよくするんです。寄り添うっていうのは、いった

い何をすることのか、ちょっと明確にしていただいたほうが、例えば、お母さんの立場に立って一緒

に考える…とか、具体的に言ってくださったほうが。「利用者に寄り添った支援を目指していきます

ので」とかおっしゃられるたびに、ちょっと、（その支援の内容が具体的にわからない、）違和感があ

るんですけども。行政や、事業所側が「寄り添わさせてもらった」とは言わないですよね、こちらが、

いつも、寄り添って「いただく」ことになります…。

事業者さんの福祉サービスのレベルのことになるんですけどもやっぱり、利用者と事業所は、対等

な立場で契約を結ぶっていうことが、前提だと思っているんです。浦安市に事業所さんが増えたって

言っても、（あざとく、）利用者さんを選ぶ事業所さんは、あります。本当はそのようなことは起こっ

てはならないのに、実際にあります。

だから、本当に、利用者さんの方が、たくさんの事業所さんがサービス向上に切磋琢磨なさる中、

利用者の方が、事業所を選んでいけるような…対等な立場で…そういうサービスを、浦安市は考えて
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いただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。

サブリーダー：はい。貴重なご意見ありがとうございます。うちも「寄り添う」ってすごくよく使うので、

具体的に本当に、寄り添った支援でありたいと思っているんですけど、具体的に、じゃあ、どうすれ

ばいいかっていうのを、みんなで、考えながら取り組んでいきたいと改めて思いました。ありがとう

ございます。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：今、寄り添うってありましたけど。私は、自分の息子が、

いろいろ事業者さんにお世話になり、寄り添っていただいてます。どうしても、そうなると学校と比

較しちゃうところがありまして、学校が寄り添ってないってわけじゃなですが、やっぱり違うなって

すごく感じるときがあります。

「これは、こども部会じゃない」って言われてしまうかもしれませんが。今の障がいの早期発見、

療育支援の体制の充実っていうところのお話しで、お話を聞いたように浦安にはすごくたくさんでき

てきたなって感じます。６年前ですが、まだ、それこそ千楽さんはなかったですし。ほかの事業所さ

んは、新しくできてきているので、そう言うと、この療育支援の体制は、少しずつ充実してきている

かなとは思います。

ただ、やっぱり子どもって、いつまでも子どもじゃなくって、学齢期が終わると就労だったり。そ

ういったときに、療育って、別に学齢期だけじゃなくって、わんぱく会の方を言うわけじゃないです

が。わんぱく会だと、就学に入ってからはないじゃないですか。だから就学前に、いかにやるのが早

期発見・早期療育で、充実してると思うんですね。私も、わんぱく会ができたときに、なんとかわん

ぱく会さんに、小学生以降の提案を何度かさせてもらいましたが。小学生が終わって、中学生になっ

て、高校生になってからも、こういう障がいのある子たちは療育がやっぱり必要なんです。いくら小

さいときにできても、高校生になったらできてるのかって言ったら、療育をしなければできなくなっ

ちゃうんですね。そういうことが、たくさんあるんですよ。コミュニケーションにしても、字が苦手

でたくさん練習してできるようになったのに、やらなくなったらできなくなっちゃうことが、専門家

の先生も言ってましたけど、あるんですね。

なので、こども部会にはちょっと外れるかもしれませんが。そういう学齢期が終わってからの療育

というか、それにつながることが、もっとこれから、充実していくといいなと思いますので、私の願

いですが、今、親の会でも、私が入ったときは小学生がすごくいっぱいいましたが、今は、中学生や

その上ばかりで、働いてる人も多くなってしまってるので、そういった方々が、今後できる療育的な

訓練、場などができることを願います。

サブリーダー：ありがとうございます。青少年サポート事業は、25 歳ですからね。その先は、まだありま

せんので。貴重なご意見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：あまり話すことは上手ではないので、うまく伝わるかどうかがわ

からないんですけれども、うちはきょうだい２人で、障がいがあるので、たくさんの事業者さんに、

今までも、これからも、おそらく、お世話になるところだと思います。私は、割と寄り添っていただ

いているなという感覚があって、本当に至れり尽くせりで、本当にいつも感謝をしております。

たくさんの事業者さんが入ってきていただいて、事業者さんごとにいろんな特性があって、特徴が

あって、受け入れるお子さんも、たとえばたちばなさんのところでしたら、肢体不自由のお子さんで

すとか、たとえば、千楽さんのところでしたら、自閉症の、ちょっと動きが多動なので、そういう子

どもっていうような形で、なんとなく、すみわけ的なところはあると思うんですけれども。

皆さん、それを知らずに、「ここ、いいよ」っていうみんなの評判を聞いて、子どもの障がいは全

く違うんですけれども、評判を聞いて行くので、事業者さんとしても、たくさんいろんな形の障がい
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のお子さんを受け入れることになって、結局ちょっとそこで、たとえば肢体不自由のお子さんと、知

的障がいがあって多動のお子さんで、危険なことになってしまうとか、そういうことも、今まであっ

たと思うんですね。

なので、区別と言うんですかね。差別と区別はまた違うと思っているので、そこは特性によって分

けるということで、事前に、たとえば市役所で配っている事業者さんのリストに、「こういう方向け

ですよ」っていうような、ちょっとの情報でも載せておいていただけると、すごくこちらとしては、

助かるかなというのは、思いました。

私、初回のこちらの会議のときに申し上げたんですけれども、実質、子どもの障がいというか、重

い・軽いとか、そういうことで選んでくる事業者さんがいらっしゃるんですね。特に悪質なところと

いうのは、もうしばらくかよって、円満にかよっていたはずなのに、難癖をつけてきたりですとか、

暴言を吐いたりして、紙一枚で、自らのところに都合のいい子どもというのを残しておいて、多動の

子どもですとか。多動の子って、やっぱり目を離せないので、ドアを勝手に鍵開けて出ていっちゃう

とか、そういうことよりは、たとえばストレッチャーに寝たきりのお子さんのほうが、都合がいいと

いうふうに、そこの事業者の方、私にはっきりおっしゃったんですね。そういう方も、そういう事業

者さんも、実際いらっしゃいます。なので、本当は利用者側の幸せ、利用者も、事業者も、気持ちよ

く利用ができるようにしていただきたいというのは、一つあります。

あと、それとは別件で、先ほども、事業者さんのほうでいろんな施策をしていただいていて、子ど

もたちが放課後楽しめるように、音楽療法とかで、少しでも子どもの成長に合わせて支援ができるよ

うにということは、努力してていただいているのは、すごくよくわかるんですけれども。それが、子

どもを預けているうちに、たとえば、ST をやってもらった、OT をやってもらった。それで子ども

は帰ってくるっていうことで、親は、ちゃんとやってもらっているんだっていうことで安心するんで

すよね。

ただ、それが母親の安心材料になっちゃうだけっていうのは、何かちょっと違うなと思っていて。

実際、たとえば私、うちの子どもは、事業者さんのほうで ST を月に２回受けていたんですけれども。

そこから、特に何のフィードバックもなく、連絡ノートとか、そういうものもなく、その ST の方に

連絡をしても、なかなかご多忙でつながらず、結局何をやっているのかもわからずに、子どもに、「今

日、何やってきたの？」って言うと、「カードやってきた」とか。でも、カードで結局、何ができて、

何ができてないのか。そこの間にある問題点っていうのが、全くわからずじまいだったんですね。

なので、預けているだけじゃ駄目なんですよね。保護者のほうも必ず、子どもにとっていい方向に

行けるように、子どものためになる療育を選んで実施しているつもりでも、たとえば事業者さんをい

くつか選んでいて、私は療育に通わせてるんだっていう、そういうことだけではいけないと思ってい

て。きちんと、業者の方からのフィードバックを受けたりとか、そういうことをして、自分の子ども

の状況っていうものを把握して、そこで子どものプロデュースっていうんじゃないですけど、「どこ

に通わせたほうがいい。ここが足りないから、あそこに行こう」とか、そういうことを保護者は判断

するので、事業者さんのほうには、そういうフィードバックというか保護者とのつながりっていうの

を、大事にしていただきたいっていうことを、お願いしたいと思っております。

サブリーダー：事業所ごとに得意な対象児っていうところ。この地区の、事業所の一覧つくって、その児童

福祉法の理念って、３障がい区別なくっていうのがあるので、ちょっと難しいのかもしれないんです

けども、もし検討できるようであればというふうに思いました。

ほかに、ご意見・ご質問ございますか。では、最後の議題「サポートファイルの配布状況と活用」

の説明を事務局からお願いします。
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事務局：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。

まずサポートファイルについてなんですけれども、どういったものか簡単に説明いたします。皆様

に、事前に配布した資料と、あと、本日実物も、お手元に配らせていただいています。サポートファ

イルとは、支援や配慮を必要とする子どもたちが、乳幼児期から、成人時期までのライフステージと

いう、一貫して支援を受けられることを目的に、家族や関係機関が本人に関するさまざまな情報を共

有するための伝達ツールとして、１冊にまとめたファイルです。浦安市では平成 21 年度に作成して

おりまして、千葉県内でも比較的早い時期に導入されています。本日の説明の流れはこのようになっ

ています。

まず浦安市の活用状況なんですけれども、22 年度は 103 冊、23 年度は 36 冊、24 年度は 30 冊、

25 年度は 67 冊。昨年度につきましては、市役所が 99 冊、相談支援事業所さんが 36 冊となってい

ます。昨年度から相談支援事業所さんも配ることになっているような状況になっています。

続きまして、利用者さんですとか事業所さんの声なんですけれども、ファイルが大きすぎて持ち歩

きに不便。デザインが子ども用になっており、成人の方に配りづらい。保護者の方の気持ちがまとま

っていない時期には渡しづらい。渡しても、保護者の方が共働きが多いため記入する暇がない。こう

いった声があげられています。このような利用者様や事業所様からのご意見を受けまして、現状で事

務局として改善できそうな案というのをあげてみました。

まずですね、ホームページの配置や内容の変更。パソコン上で入力ができるようになっているので、

ダウンロードの活用法について積極的に PR する。障がい福祉サービス事業者にも活用してもらえる

よう、事業者にも活用しやすく改善する。子ども用に特化しているので、イラスト等を変更し、大人

版を作成する。サポートファイルを共通の支援ツールとするための、市、関係部署、市内の事業所の

体制づくりを進める。こういった案を今考えています。

ホームページなんですけれども、本日はネット環境がないので、画面での確認になってしまうんで

すけれども、この浦安市のホームページに情報がありまして、シートをダウンロードすることができ

るようになっています。

この PDF 形式のシートは、内容ごとにダウンロードすることができます。浦安市ホームページの

オンラインサービスのページでは、実際に PDF 形式に直接入力ができるシートになっていまして、

家のパソコンなどに保存していただいて、データとして管理することができるようになっています。

どういったものかを見ていただければと思うんですけれども、枠の中、書き込めるようになってい

ますので、おうちのほうでも編集ができたり、プリンターにもよりますけれども、好きな大きさに加

工していただくこともできるかと思いますので、そのように活用いただければと思います。

続きまして、千葉県のサポートファイルの導入状況ということで、参考資料は平成 26 年 12 月の

千葉県の調査結果ということでお渡ししていますけれども、本日はこの中から活用促進の参考になり

そうな結果を抜粋しました。

まずファイルの導入状況なんですけれど、導入しているという市町村が、61 パーセントと、かな

り県では導入が進んでいるほうになります。浦安も導入が進んでいます。

活用状況としましては、比較的よく活用されているという市町村は 30 パーセントになります。導

入は進んでいるんですけれど、よく活用されていると認識している市町村は少なく、30 パーセント

にとどまっています。浦安市も、どちらとも言えないという回答になっていまして、配布はしている

んですけれど、なかなか活用を実感できるところまではいっていない状態です。

配布部数ですが、100 部以下というのが一番 39 パーセントと多くなっています。浦安は、376 部

が配布部数として報告していまして、比較的多い部類に入ります。
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配布対象は、障がいを持ったお子さん、発達が気になるお子さんに配布してるという状態で、やは

り、40 パーセントと一番多くなります。続いて希望する保護者全員。出生届け提出をした保護者全

員。特別支援学級の児童生徒。３歳児及び小学校就学時健診の受診者全員。中学、中学校入学説明会。

ファイルの交付を受けた障がい児と続いています。

配布時期は、常時が一番多くなっていまして、浦安市もこちらになります。ファイルの大きさは、

A４が 63 パーセント。A５は 31 パーセントと主流になっていまして、浦安市でもファイルが大き過

ぎるというご意見が出ていますが、A５には母子手帳と一緒に使うことを想定して、母子手帳ポケッ

トがあるやつとか、ハンドバッグに入りやすいというメリットがある反面、記入するスペースが小さ

いなどのデメリットもあるようです。

以上が千葉県の導入状況調査の結果を抜粋したものですけども、浦安市の状況としましては、配布

部数は事業所様のご協力などによりある程度進んでいるところなんですけれど、活用を実感するとか、

活用について検証するというところまでは、まだ至っていないという状況になります。

続きまして、この千葉県の調査の結果から、先進事例と思われる市町村の事例を活用促進の課題別

にピックアップして、個別に直接活用状況について聞き取りをましたので、その先進事例についてご

報告させていただきます。

まず、浦安市で、支援が必要な方のために本格的にうまく活用していくために、このような３つの

課題をあげてみました。１番、支援の必要な人にもれなく配布する。２番、保護者あらゆる支援機関

が活用する。３番、継続して活用する。

１つ目は、支援が必要な人すべてに手に取ってもらうということなんですけれど、先進事例として、

もれなく配布するという観点だけで言えば、やはり１歳６か月健診などの一定の時期に、すべてのお

子様を対象に配布することが最善の方法で、県内でも数は少ないですけれども、いくつかの市町村が

おこなっています。これらの市町村にうかがいますと、渡すときの説明も、渡す方を限定した場合と

違っていまして「母子手帳の延長ですとか、子どもの成長記録、思い出ファイルなどとしてご利用く

ださい」というふうに渡しているそうです。その上で、もし支援が必要になった場合、すぐに相談す

るように伝えているそうです。

特別な子どもが持っているというものではなくって、持っていないことが特別。それがマイナーと

なったと話す市町村がありまして、浦安市でも意見としてあがっていましたけれども、受け取ること

に対する抵抗感がなくなるというメリットがあると思います。

ただし、すべてのお子様に配布することには、やはりメリット・デメリット両方ありまして、メリ

ットとしては今申し上げたように、受け取る保護者の方に、抵抗感がないですとか、発達が気になる

お子様すべてにもれなく配布できるということになりますが、デメリットとしては経費がかかる。配

ったのはいいけれども、継続しないといったものがあります。

で、市町村の意見としては、すべてに配るというと、やはり経費が多くかかりますので、その経費

に見合っているかということなんです。「健診時に持参してください」と伝えても、ほとんどが、「失

くしてしまった」とか「忘れた」と言って持ってこないなど、継続して活用されないという実態があ

るそうです。市役所は、皆様の税金を使っていますので、全員に配る経費をかける以上は、一定の効

果が求められないといけないというふうになると思います。

続きまして、２つ目の課題なんですけれども。保護者あらゆる支援機関が活用する、に関する先進

事例です。まず、南房総市については、入園説明会や保護者が集まる一定の機会に、担当課が利用の

説明に訪問。また、保育園等で一緒に記入するようにしている。流山市については、児童発達支援セ

ンターの通園利用者を対象に年１回説明会を行い、記入方法等を伝えている。ほか複数の市になりま
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すが、学校や施設などの支援者が記入するシートを設けているというものになります。

まず、上の２つなんですけれども、保護者の方が手に取っても記入の仕方がわからなかったり、負

担になったりして使わないという問題に対する事例になります。定期的な説明会などを開き、利用方

法を周知していく。また、支援者が一緒に記入することで、保護者の方の負担感を減らすというもの

です。

南房総市では、今年から１歳６か月健診の際に、すべてのお子さんに配布しているそうですけれど、

渡すときに一緒に記入しているそうで、保護者の方が、その後も使っていくきっかけになっていると

言います。一方習志野市など複数の事例では、支援者の記入するシートがあることで、支援者にも活

用の場が、広がっていくという効果があります。支援者の方のシートは、ホームページのほうから確

認することができますので、ぜひ、確認していただければと思います。

で、最後は継続して活用する。この課題に関する先進事例です。習志野市は、幼稚園・保育園・学

校・福祉関係部署で構成された発達支援の会議において連携を深め、就学前児童に対する個別支援計

画と、小学校等における個別の教育支援計画を統合し、幼稚園・保育園・学校等が主導して毎年継続

して、保護者共に計画を作成されるというものです。

こちらの事例は、ほかの市町村とは大幅に異なるような事例にはなるんですけれども、もともとあ

った就学前の子どもに対する乳幼児個別支援計画を、文部科学省のほうの、個別の教育支援計画・指

導計画と統合したもので、保育士や先生が主体となって計画をしているサポートファイルとなってい

ます。障がい福祉サービスのサービス等利用計画とは異なりまして、３分の２は、やはり保護者の方

が記入するようになっていますが、毎年、保育士や先生が「今年の計画立てましょう」と声かけをす

るという体制になっているそうです。

流山市については、配布者を児童発達支援業者に限定することで、年１回の説明会など、きめの細

かいフォローができているという事例です。

以上で先進事例の報告については終わります。千葉県内だけではありますけれども、やはり見習う

べき事例はたくさんありました。配布対象だけでも、子ども全員に配布する市町村から、児童発達支

援の利用者に限定している市町村もありまして、どちらも特性を活かして活用をされていますので、

どの市町村も独自性がありますけれども、共通するのは、配りっぱなしにしないことだと感じました。

どの方法が正解ということではないので、これらの先進事例を学び、取り入れつつ、浦安市の地域性

にあった方法でサポートファイルを活用して、早期発見・早期療育、また支援の一部になるようファ

イルの改善と関係機関の連携のほうを進めていきたいと考えております。

本日ご紹介した先進事例のサポートファイルの一部につきましては、議題３資料（２）の一番後ろ

にお示ししてあるんですけれど、千葉県のホームページから閲覧することができるようになっていま

すので、委員の皆様にもぜひ実際にご覧いただいて、この場でなくても結構ですし、直接障がい事業

課に言っても結構ですので、ぜひご意見、活用策などご検討いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。

サブリーダー：ありがとうございました。サポートファイルは、毎年議題にはのぼるんですけども、今回は

本気で改定をしたり運用を変えたいっていうところをやっていくということなんですかね。

事務局：はい。検討したいと思います。

サブリーダー：もう時間になってしまいましたので、本当はこのあと皆さんからご意見をいただいたりしな

がら、具体的にどういうふうに変えていくか案をいただいて、次回以降、事務局から改定案をご提案

いただこうと考えていたんですけども、今日は議論ができなくなってしまいましたので、議論は次回

にお時間いただいて、今日の続きという形で、「こういうふうに内容変えたらいいだろう」とか、「こ
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ういうふうに、運用の仕方を変えたほうがいいだろう」を議論をして、具体的に来年度から変えてい

きましょうという形をとりたいと思いますが、よろしいでしょうか。言いたいことは忘れずに持ち越

して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。ちょっと自分自身の発言で気になってるのですけども。ある特定の事

業者さん名が、この議事録に載ったりすることは、（個人的な話としてお願いします。）私自身、市内

で、利用したことのない事業所さんもたくさんあります。ちょっと言葉に語弊があったら嫌で。議事

録を読む方に、たとえば、私たち個人の、事業所に関する話…ここには寄り添っていただいたとか、

ここはどうだったっ…ていう発言が、ちょっと語弊があると申し訳ないと思いますね。（このあたり

は、個人的な感想、体験談としてご勘弁いただけたらと思います。）

事務局：議事録の内容につきましては、今回、ご自身の体験や、お子様の体験とか、個人情報を含む部分が

多くございましたので、一度ご発言をいただいた方に、本文をお見せして、この部分については個人

情報とかに関わるので、消してほしいとか、そういったご希望をいただいた上で今回の議事録を作成

していこうかと思っておりますので、一度発言者の皆様に確認したいと思います。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。

サブリーダー：本当に貴重なご意見ばかりでしたので、そこを配慮した上で、できるだけ記録には残してい

きたいなというふうに思っております。

事務局：私どもの資料もいろいろ盛りだくさんでしたし、皆さんからもたくさん意見頂戴いたしまして、サ

ポートファイルは次回持ち越しとなってしまったんですが、この機会を介しまして、委員の皆様にお

かれましても、ホームページとかで、他市の先進事例とかを見ていただいたり、先ほどの説明もあり

ましたが、大人用をつくってはどうかという意見も出ておりますので、相談支援部会など、実際相談

を担当している事業者の皆様が集まる部会などでも、少し意見を頂戴したり、また引き続き他市町村

の調査するなど、また、次回新たな資料をご提示しながら、皆様から意見を頂戴したいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いします。

また、一つお知らせです。年間スケジュールでお知らせしておりました第３回の自立支援協議会の

日程が変更になりました。自立支援協議会の委員の方だけがご参加いただく会議なんですが、こども

部会委員の方で傍聴したいと考えてる方もいらっしゃるかと思いますので、この場で報告したいと思

います。第３回自立支援協議会の９月 24 日から、10 月２日に変更になりました。会場は健康センタ

ーの第１会議室です。

サブリーダー：ありがとうございます。皆さんのご協力のおかげで山本リーダーの求めてる活発な意見が出

てきたんじゃないかなというふうに思います。次回ですけども、12 月３日木曜日を予定しておりま

す。どうもありがとうございました。
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午後１時 30 分～３時 30 分

消防本部多目的ホール

浦安市自立支援協議会こども部会（平成 27 年度第２回）次第

１．開会
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３．閉会
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議題１資料（１）



事業の背景
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0から5歳児

平成22年度より減少傾向
平成16年度10,000人を超えてから9年ぶりに10,000人を下回る 以降毎年減少している
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合計特殊出生率とは→ 女性が一生のうち子どもを産む数（15歳から49歳までの女性人口と出生数から算出）

平成25年 浦安市 1.11

平成24年は1.04と大幅にダウンしたものの、上昇に転じています
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ひとり親と6歳未満の

子どもの世帯

夫婦と6歳未満の

子どもの世帯

三世代世帯
6歳未満の子ども含む

平成22年 3.4％
（274世帯）

91.2％
（7,389世帯）

2.6％
（214世帯）

平成17年 3.0％
（245世帯）

91.7％
（7,622世帯）

4.8％
（401世帯）

平成12年 2.7％ 90.6％ 5.1％
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◆目的
・妊娠期～就学前までのこどもの健やかな成長と発達支援
・母親、父親、兄弟、家族全体の健康サポート
・リスクの早期発見・早期支援

◆特色
・全ての妊婦・母子・子育て家族が対象
・母子の健康や子育てに関する傾聴や相談
・育児パッケージ（または母親手当）の贈呈
・他機関との連携

ネウボラ：フィンランド語でアドバイス（Neuvo）する場所
「かかりつけのネウボラ保健婦」を中心とする産前・産後・子育ての切れ目のない
支援のための地域拠点をさす

◆利用料金 無料

◆設置数 800ヶ所以上設置
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平成26年度 少子化対策基金設置

少子化対策を中長期的期間（おおむね10年程度）にわたり

安定的・継続的に取り組むための財源



子育てケアプラン作成
妊娠届・出産前後・お子さんの１歳お誕生日前後の3回に対象となる保護者全てと面談し、

その方の子育てに関するプランを子育てケアマネジャーと保健師などが作成する

⇒平成26年10月20日より、妊娠届を提出した方を対象に作成スタート。

⇒平成27年 4月20日より、出産前後・お子さんの1歳のお誕生日前後の時期の

ケアプラン作成もスタート

こんにちは あかちゃんギフト・こんにちは あかちゃんチケット

2回目のケアプラン作成の際にお贈りする子育てを支援するギフトとバウチャー券

（衣料品などの子育て用品と市内協賛店舗や市の子育てに関するサービスを利用できる金券）

ファーストアニバーサリーチケット

3回目のケアプラン作成の際にお渡しするバウチャー券

（市内協賛店舗や市の子育てに関するサービスを利用できる金券）

こどもプロジェクト事業
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子育てケアマネジャーと保健師、他の行政職員
が母と話をしながら一緒に作っていく
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裏
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2回目ケアプラン作成時の『こんにちは あかちゃんギフト』

～平成27年度版ギフト～
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3回目ケアプラン作成時の『ファーストアニバーサリーチケット』
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議題２資料

市の事業の報告

１．教育と福祉の連携について

厚生労働省及び文部科学省より、平成２４年４月１８日付で事務連絡「児童福祉法等

の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について」があり、教育分野と福祉分野の

連携が求められている。

浦安市においても教育分野と福祉分野の連携を図るため、こども担当課・教育担当

課・障がい担当課で定期的に話し合いを行っている。

■主な内容

・部署をまたぐ調整事項（学校等における医療的ケアについて など）

・情報共有、報告（青少年サポートについて、まなびサポートについて など）

・その他（サポートファイルについて など）

■教育と福祉の連携の成果

①サポートファイル

話し合いの中で、サポートファイルについて、使う方にも、各関係機関にも周知うる

必要があるということとなり、リーフレットを作成した。

浦安市立の小学校・幼稚園・保育園の各校長・園長に配布をし、周知した。

②青少年サポート事業

青少年サポート事業について、他課から事業に盛り込んで欲しいものについてご意見

を伺った。その後、仕様書案などを説明し、ご意見をいただいた。

③学校等における医療的ケアの実施体制の構築

医療的ケアを必要とする子どものために、通園・通所・通学する浦安市立の小中学校、

保育所、幼稚園、認定こども園、児童育成クラブに看護師を配置し、医療的ケアを実施す

る体制を整えた。
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２．学校と青少年サポート事業の連携

そらいろルームでは、地域支援として、浦安市全体の発達障がい児・者への支援力の

底上げのため、学校との連携を進めている。

■学校とそらいろルームの連携までの流れ

学校訪問初回は、まなびサポート、そらいろルーム、障がい事業課での三者で訪問し、

学校と今後の連携方法について協議する。

その後はそらいろルームと学校が直接連携する。

■学校との連携状況

初回訪問が終了した学校は、小学校５校、中学校３校。今後順次訪問を進める予定。

３．研修等開催状況

≪実績報告≫

■障がい事業課主催

・発達障がいのこどもの行動理解とソーシャルスキルトレーニング

日時：平成２７年７月１６日（木）１０時～１２時

会場：文化会館大会議室

講師：一般社団法人こども未来共生会理事長

うらやす・そらいろルーム施設長 中島展氏

内容：発達障がいのあるこどもへの対応や、社会性を高めるための支援について

参加者

合計 96 人

以下、アンケートより

Ｑ：講演内容についてお聞かせください（選択）

・非常に良かった・・・・・・・・・・66 人

・よかった・・・・・・・・・・・・・12 人

・期待していた内容ではなかった・・・ 0 人

・無回答・・・・・・・・・・・・・・ 1 人

Ｑ：講演の内容は、今後の支援に役立つと感じましたか（選択）

・とても役に立つ・・・・・61 人

・役に立つ・・・・・・・・16 人

・あまり役に立たない・・・ 0人

・無回答・・・・・・・・・ 2人

事業所 23

教育関係 3

保育 3

児童育成クラブ 23

市職員 25

その他 20



3

■教育研究センター主催（教員向けの夏季休業中の研修）

・通級指導教室担当者研修会

日時：7月 23 日（木）13:30～16:30

場所：健康センター第 2会議室

講師：所沢市発達障害・情緒障害通級指導教室 こころの教室「フロー」

教諭 坂本 條樹氏

内容：「発達障害のある児童の理解と対応、そして誰もが学びやすい授業・学級経営の

チェックポイント」

参加者数：23 人

・心身障がい児補助教員研修会

日時：7月 28 日（火）9:30～12:00

場所：文化会館小ホール

講師：「きらっと」たんの個別支援教室 丹野 節子氏

内容：「困ったな？と思った時の支援のポイント」

参加者数：118 人

・特別支援教育コーディネーター研修会

日時：7月 30 日（木）9:30～12:00

場所：文化会館中会議室

講師：ＬＤ発達センターかながわ 三島 節子氏

内容：浦安市の特別支援教育、校内・園内委員会の進め方、

講演「子どもの理解と支援の仕方について」して誰もが学びやすい授業・学級経

営のチェックポイント」

参加者数：55 人

・特別支援学級担任研修

日時：7月 30 日（木）14:00～16:30

場所：文化会館中会議室

講師：国立特別支援教育研究所 研究員 日下 奈緒美氏

内容：「特別支援学級における学習指導」

参加者数：26 人

・心身障がい児補助教員研修

日時：8月 25 日（火）13:30～15:15

場所：美浜公民館中会議室

講師：一般社団法人こども未来共生会理事長

うらやす・そらいろルーム施設長 中島展氏

内容：「子どもに寄り添う支援」

参加者数：105 人
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・教育実践講座

日時：8月 31 日（月）9:30～12:00

場所：美浜公民館中会議室

講師：植草短期大学 教授 佐藤 愼二

内容：講話 「特別支援教育」通常学級の「特別」ではないﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝへ

参加者数：55 人

■うらやすこころのバリアフリーハンドブックの配布

障がいや障がいのある方への理解を小学生にも深めてもらうために、福祉体験教室に

て「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」を配布しています。

昨年度実績：１２校１２９７名

また、教育研究センター主催の２，３年目教員研修会夏季研修（8 月 5日実施）の中

で、２，３年目の教員に「うらやすこころのバリアフリーハンドブック」について説明

する機会を設けました。参加者は、５７名でした。

≪予定≫

・発達支援セミナー

日時：平成２７年１１月２７日（金）１８時～２０時

会場：Ｗａｖｅ１０１ 大ホール

講師：臨床発達心理士

大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合

小児発達学研究科 招聘教員 服巻智子氏

内容：発達障がいなどが気になる子どもの将来を見据えた支援方法について

定員：２００名

申込み方法：電話・Ｅメール・ＦＡＸ・郵便にて、浦安市役所 障がい事業課まで。

（Ｅメール・ＦＡＸ・郵便の場合、「発達支援セミナー申込み・氏名・住

所・電話番号」を明記）


