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平成 27 年度第３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 12 月３日(木) 午後１時 30分～３時 30 分

２．開催場所 健康センター 第２会議室・地域連携室

３．出席団体名

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

浦安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、

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

ＮＰＯ法人千楽、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、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）市の事業の報告

（２）サポートファイルの活用

（３）学校等における合理的配慮

５．資料

議題１資料 市の事業の報告

議題２資料 サポートファイルちらし

議題３資料（１） 平成２８年４月からの相談受付フローチャート

議題３資料（２） 文部科学省所管事業分野における障害を理由とする

差別の解消の推進に関する対応指針

議題３資料（３） 浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例の制定について
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６．議事

事務局：それではお時間を過ぎましたのでただ今より、平成 27 年度第３回浦安市自立支援協議会こども部

会を開催いたします。

協議を開催する前に、協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

協議会および部会は、会議を公開し議事録もホームページで公開いたします。特に個人情報に係わる

発言等につきましては、十分なご配慮をお願いいたします。なお、議事録には発言者の所属する団体

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。議事の記録および会議を円滑に進めるために

も、ご発言の際は、挙手いただきまして、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。

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

ます。

リーダー：それでは、これより議事進行のほう務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

本日の議題は３つございます。１つ目が、市の事業の報告。２つ目がサポートファイルの活用につ

いて。３つ目が学校等における合理的配慮についての３つとなっております。

まず初めに、議題の１「市の事業の報告」を障がい事業課にお願いいたします。

事務局：お手元の議題１の資料をご覧ください。まず１つ目としまして、第７回発達支援セミナーを開催し

ましたことを報告させていただきます。「こどもの未来を見据えて、将来を考えた支援とは」という

内容で、平成 27 年 11 月 27 日金曜日午後６時から８時に市民プラザ Wave101 大ホールにおいて、臨

床発達心理士の服巻智子氏をお迎しまして、早期発見・早期診断・早期療育の重要性や、佐賀県モデ

ルと言われている佐賀県や佐賀市の取り組みなどをお話しいただきました。

この佐賀県モデルは、１歳半から３歳児健診で発達に関するチェック機能を導入していまして、発

達障がいの可能性がある場合に、療育につなげるというシステムになっています。発達に遅れのある

お子さんを、家庭や学校だけで育てるのは非常に難しい、自治体の連携が必要という先生のお言葉が

大変心に残りました。

実施結果ですが、受講生は 206 名、うちスタッフが 16 名。参考としまして、平成 26 年は 203 名、

うちスタッフが 28 名。平成 25 年度は 217 名、うちスタッフが 26 名となっていまして、今年度につ

きましても、実際の受講者の方は 190 名ぐらいということで、大体、例年と同じような結果となりま

した。保育スタッフなどは、含めていない数字になっております。

アンケートの結果ですが、回答者は 162 名。回答率はスタッフを抜いた受講者 190 名の 83.5 パー

セントとなっています。

参加者の内訳ですが、やはり保護者の方が一番多く、69 名 42 パーセントぐらいを占めています。

続きまして、教育関係者が 14パーセント、あとは福祉関係者が 18 パーセントという内訳になってお

ります。

保護者のお子さんの年齢ですが未就学児と小学生をお持ちのお子さんのお母さん、お父さん、保護

者の方が多かったという結果になりました。

続きまして、講演内容ですが、選択制になっていまして、「非常によかった」、「よかった」という、

大体満足されている方が 95 パーセントぐらいで、概ね満足という結果になったかと思います。

次に、今後の支援に役立つと感じたかというところでは、こちらも「特に役に立つ」、「役に立つ」

答えた方が、全体の 88パーセントということで、概ね役に立つという感想をいただいています。
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講演の感想の主なものですが、一番多かったのが早期発見、早期療育の重要性が具体的にわかって

よかったといった感想がとても多かったです。自閉症の知識・理解が深まった、子どもを否定せずに

よい面を伸ばしていけるような家庭環境を整えたいと思ったなどの内容が多かったです。

私たち行政職員にも大変、参考になるお話が多かったと思います。発達支援セミナーの報告につい

ては以上です。

続きまして２番目。障がい者週間記念イベントですが、当日資料で皆様のお手元に、チラシをお配

りしていますが、平成 28 年４月の障害者差別解消法が施行されるにあたりまして、法の目的である

「すべての国民が障がい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、幅広く周知をおこなうためにイベントを開催します。

日時は 12月５日午前 10時から午後３時。新浦安駅前ステージおよびその周辺で実施します。内容

としましては、ステージでのダンスや歌、ブラスバンドによるパフォーマンス。あとは福祉事業所様

などによる飲食ブース、物品販売もおこないます。イベントの目的であります差別解消法の啓発のた

め、差別解消法についてお子さんなどにも楽しく学んでもらおうということで、クイズラリーをおこ

ないまして、こちらも福祉事業所様による景品をご用意しています。

食べて飲んで、楽しく体験していただけると思いますので、委員の皆様におきましても、ぜひ土曜

日、お時間のある方は、会場にお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。

続きまして発達支援講演会「子どもの可能性を引き出す！学びの環境」ということで、平成 28 年

１月 18 日午後１時 30 分から３時 30 分に、文化会館小ホールにおきまして、東京大学先端科学技術

研究センター教授でいらっしゃいます中邑賢龍氏をお招きして講演会を実施いたします。

内容としましては、東京大学と日本財団がつとめる、異才発掘プロジクト ROCKET のプロジクトリ

ーダーの中邑氏にお越しいただきまして、発達が気になる子どもの可能性を引き出す支援についてお

話をいただきます。中邑先生がプロジェクトリーダーをなさっています、東大異才発掘プロジクト

ROCKET は、突出した能力はあるものの、現状の教育環境に馴染めず、不登校傾向にある小中学校生

に、継続的な学習保障及び生活のサポートを提供するプログラムです。

この活動につきましては、NHK のドキュメンタリー「不器用なぼくらの教室～東大・異才発掘プロ

ジェクト」や日本テレビ「世界一受けたい授業」でも取り上げられ、大きな反響がありました。番組

の内容は、テレビ局のホームページでもご覧いただけます。

こちらのほうも、お時間がありましたら、本日の議題でもる学校での配慮にもつながるかと思いま

すので、ぜひご参加いただければと思います。随時、受講者の方の参加を受け付けしておりますので、

ぜひお申し込みをお願いいたします。市の事業の報告については以上です。

リーダー：事務局から市の事業の報告ということで３点ございました。

まず、11月の 27 日に第７回の発達支援セミナーがありましたが、もし参加された方がいらっしゃ

いましたら、ご意見ですとかご質問感想等ございましたら、挙手いただけるとありがたいです。私も

参加させていただいたのですが、会場は参加者でいっぱいで、服巻先生の講演を聞くことができまし

た。皆さんは１に関してはよろしいでしょうか。

そうしましたら、２番目の障がい者週間記念イベントと３番の発達支援講演会はこれからの行事に

なっておりますので、この２つにつきまして、ご質問やご意見等ございましたら、よろしくお願いい

たします。

それでは、事務局で、計画に沿って進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。以上で議題１市の事業の報告を終わらさせていただきます。

それでは次に議題の２に移ります。議題の２はサポートファイルの活用となっております。それで
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は障がい事業課よりお願いいたします。

事務局：前回からの引き続きの議題になりますけれども、現時点でのサポートファイルの改善に向けた取り

組み、障がい事業課での取組みと今後の予定についてご説明させていただきます。

１つ目は、ホームページ活用の促進ということで、これまでもチラシ等でご案内はしていたのです

が、事前にお渡ししたお手元の議題２資料のチラシを作成しまして、市のホームページからダウンロ

ード活用する方法など、いろいろな活用方法があることを PR する内容としました。

また裏面は、アンケートとなっていますので、講演会などで啓発していきまして、広くご意見を集

めたいと考えています。アンケートは、ファックスなどで、随時募集しますので、アンケート結果に

つきましては、この部会でまたご報告させていただきたいと思います。

最近発行した障がい福祉ガイドブックにも、ホームページの URL を入れました。今年度からは電子

ブックを作成しまして、電子ブック上の URL をクリックするとサポートファイルのページにリンクす

るようになりますので、そちらもご活用いただければと思います。現在、電子ブックは作成中です。

続きまして、縮小版サポートファイルの作成ということで、これまでに既存のファイルが大きすぎ

て持ち歩きに不便ですとか、そういったご意見があがっていることから、委員の皆様のお手元にお配

りしていますような縮小した冊子版を試行的に作成しました。

今、回覧しておりますが、縮小版を A５のクリアポケットファイルやリングファイルに入れたり、

A４版でも軽めのクリアファイルポケットを使うなど、さまざまな活用法を、今後もお示ししていき

たいと考えています。

そのチラシと縮小版の冊子を使い、発達支援セミナーにおいて講演会開始前にサポートファイルの

啓発をおこないました。参加者全員にチラシを配布しまして、サポートファイルの活用の啓発と、ア

ンケート回答の依頼をおこないました。

すでにアンケートの回答も、数件いただいているんですが、やはり大きいとか重いといった意見が

多くなっています。ただ、今後も利用していくとか、改善されれば利用したいというご意見、サポー

トファイルがうまく使える浦安市になったらうれしいというような前向きなご意見もいただいてお

ります。

今後につきましては、相談支援事業所様からも出ていますように、成人の方にはこのイラストは渡

しづらいというご意見もありますので、大人版サポートファイルの案を作成しまして、相談支援部会

で議題として取り上げることを検討しております。

大人版は、子ども部会には直接関わりがないということになるんですが、現在、乳幼児、学齢期を

ご利用していただいているお子様が、やがて大人版を利用するということになりますので、今後も改

善をすすめていきますので、ご意見をいただければと思います。

リーダー：事務局より、サポートファイルについて説明がありました。今、サポートファイルの縮小版や A

４版見本、チラシがいっていると思いますが、サポートファイルの活用についてでも結構ですし、サ

ポートファイルそのものについてでも結構です。ご意見等あればうかがいたいと思います。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：サポートファイルをこういうふうに小さくしていただくことはす

ごく、持ちやすくなりますし、とてもありがたいかなと思っております。

子どもが小学生ですけれども、先日、小学校から、個別の支援計画を立てるためのおおもとになる

個別表というものが配られまして。これは、市の方針で、中学校はちょっとわからないんですが、全

部の小学校で、統一のフォーマットがなくて、先生方で考えられたものを、配っているっていうお話

だったんですね。
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たとえばこのサポートファイルですとか、浦安市で統一のフォーマットをつくっていただけると、

すごく助かるかなと思いまして。これからの子どもの支援ですとか、進学に役立てるというふうに聞

いておりますので、ぜひそこの検討をお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。

事務局：教育研究センターです。今の個別の教育支援計画のフォーマットについてお話をさせていただきま

す。教育支援計画のフォーマットは作成していて、各学校に「この形式での記入をお願いします」と

いうお願いをしてあります。特別支援学級のお子さんについては全員、個別の教育支援計画の方は立

ててくださいということでお願いしており、そのことで、担任の先生が、お話があったかと思うんで

すけれども。

先生方で周知ができなかったところがあるかと思い、お詫びいたします。その先生方に、きちんと

お話しするようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：はい。担任の先生方は、決まったフォーマットがなく、先生方で

考えられたものを、使われているっていうことだったんですけれども。今配られて、皆さんが書こう

か迷っているものは、すべて浦安市全体のフォーマット、ということでよろしいんですか。

リーダー：事務局のほうよろしいですか。

教育研究センター：はい。教育研究センターです。正しいものかどうか学校のほうに確認をしたいと思いま

すので、少しお時間をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：よろしいでしょうか。ほかに、サポートファイルについてご意見等あれば、はい。浦安市自閉症

協会委員お願いします。

浦安市自閉症協会：浦安市自閉症協会です。今のサポートファイルに書き込む形式について、自閉症協会の

でも、どのような利用状況になっているか先日聞いてみたところ、その日集まった８名の協会員の中

で、実際利用して書き込んでいる会員は１名のみで、あとは利用したことがないということでした。

その理由は、サポートファイルができあがったときに、すでに子どもが学齢期を迎えていて、今か

ら書き込んでも手遅れなんじゃないかというのが大多数で、小さなお子様をお持ちの方は、今から活

用すべく記入されているということでした。

その中で、大きい子を持つ親からのお願いですが、大きくなればなるほど、資料の数が増えてまい

ります。

このサポートファイルの７ページ目から始まる「今の私」というのは、小学校１年の今の私、２年

の私と変化があるので、常に書き替えていくようなものになると思います。

それで、今、浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょの委員からお話があったように、個別支援計

画をつくりあげる上で、その形式が違うと、振り返りにくいということと、伝達しにくいということ

と、情報の共有化がしにくいということがあると思います。

あと大きくなってまいりますと、放課後等デイサービスや日中一時支援サービスの事業所を３つ４

つ利用する方もいます。また、そのほかに療育施設に行っても、個別支援計画なり個別シートという

ような個々の子どもの様子を報告するようなシートがございます。

それは、ここにありますように、生年月日、名前からはじまって、住所、好きなこと、嫌いなこと、

平日の過ごし方、休日の過ごし方、学校自宅の地図。書き込む容量がかなり多いです。

内容は似ているけれどすべて違った形式のシートで A 事業所、B 事業所、C 事業所宛に、年度ごと

に書き換えています。それにプラス学校のファイルやシートがあり、療育のシートがあると、１年で

もかなりの量になり、それをファイル保存するとなると分量も増えますので、コンパクト化を考えて

も、学校のシート、事業所のシートなど統一したものをダウンロードできるようにしていただけると

助かります。
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そしてそのシートが学校でも事業所でも療育施設でも共通して活用できれば、情報を共有すること

にもなるし、ファイルも１枚で済むのではと思いました。

また家庭でもそれを管理して、１年後に振り返ってプラスこれができるようになったということも

書きやすいと思いました。

それから、もう一つ、子どもが 20 歳になって障害年金をもらうときに「サポートファイルがある

といいよ」というのは親の間で話題にあがっています。

手続きをするには初めて医者にかかった時の領収書や診断書などの記録が必要だということを、子

どもが 20 歳になって初めて知るんです。親自身も経験したことがないので、古い書類は捨ててしま

うことも多く難しい手続きなので、どこかに 20 歳ぐらいで必要になるようなものが書かれていたら

ありがたいと思いました。そういった情報がないと、私達にとってはサポートファイルの大切さとい

うか、必要性がとても薄いです。

たとえば A くんの一生は、小学校・中学校・高校・20 才はこうなったよっていうモデルケースみ

たいなもので、そのとき何が必要かなどの情報ももうちょっとあるといいかなと思いました。また先

日、東京で配られている「東京防災」を拝見したのですが、使うためにつくられたファイルというこ

とで開けた瞬間「すぐ書きなさい」、「すぐやりなさい」みたいなことが書かれていて、自分の子ども

の情報を書く欄と、一般情報も載っていました。持って歩くとか、活用することを考えるとこんなタ

イプになるのかと思いました。

あと、サポートファイルは全部を親が書くようになっていますが、子どもの診断を受けるときに、

医師は、親が書いた資料をあまり信じていないというか、引き継ぐ資料にしてくださらなくて、専門

家の書いた資料を求められます。親がファイルした、まるで子どものアルバムみたいなもの持って行

っても「それじゃなくて」というふうに言われてしまうんです。

ですので、たとえば母子手帳のように、専門家の方が書く欄があると、とてもそれはありがたいか

なと。必ず持って行って予防注射をするとき必ず医師が書いてくれるようなもの。引っ越しても、活

用されて引き継がれていく、私たちの生活の中で最も一般化しているものかと思うので、ああいった

ものになるためにはやはり、専門家の方が記入する欄があったほうが、一生涯大事にしていけると思

いました。

ただ、先ほどの、『東京防災』に戻りますが、一生分の支援をつないでいくためのサポートファイ

ルなので、もしも今後、たとえば被災したときなどに、子どもにそのサポートファイルをリュックに

入れて持たせられる、私たち親と離れることがあるかもしれないということ考えても、小さいものだ

とありがたいと思いました。以上です。

リーダー：保護者の方がいろんなところで、全く同じことを書くという、非常に、煩雑な部分をなんとか解

消できないかという、活用の仕組みの部分と。もう１つ、いつ何が必要だから書いていくという目的

を示せるような、そういう仕組みがあったほうがいいのではないかと。もう１つ、専門家、医師等の

専門家の書く欄を設けてくれるといいんではないかという大きく３つあったと、私は、感じましたの

で。事務局のほうから、答えられるところから。

その前に、今の３つ以外にサポートファイルについて、付け足しのようなご意見があったら、先に

うかがいたいのですが大丈夫でしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：私も、このサポートファイルを一応書きまして、浦安市自閉症協会のおっしゃった

通りに、毎年春とかに事業所さんと契約するときに、何回も何回も書くことがあります。

私は、浦安市からいただいたサポートファイルだから、これを持っていけば、勝手に吸い取ってく

ださって相手が書いてくださるかなぐらいのイメージで、連携してるのかなと思ってたんです。ただ、
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ある事業所さんに持っていったら「ああ、そうですか。じゃ、そこから抜き取って、こちらに書いて

くださいね」ってことだったので。そこは、事業所さんと連携していただけたら、本当に助かると思

いますので、これをコピーして事業所さんによって、要る部分だけコピーして、それで済むってなっ

たら、書きがいもあるんですけど。結構一生懸命書いてたんですが、見ていただくって感じで、「そ

こから抜き取って、こちらのアセスメントシートにまた書いてください」っていうことだったので、

そこは、どうにか連携していただけないかなと思います。

あと、学校でもやっぱり付け足しみたいになってしまいますが、毎年担任の先生とかにひと言いた

だけるような欄等があれば、学校でも活用してくださるだろうなと思いますし、私がいろいろ書いて

も、毎年、担任の先生は見ていただいている感じでもないので、毎年学校が見ると。

まなびさんと連携してらっしゃるんだったら、お願いしたら学校側が書いてくださるような欄とか

があれば、こちらも助かるなと思うし、説得力が増すといいますか。

書くときに、本当に空白もいっぱいあるんですけど。たとえばこの８ページの「今の私」とか。顔

とか体とか、これはどうするんだろうとか思ったり。何を書けばいいのかなっていうことがたくさん

あります。

あと、ファイルなんですが、表紙が、うちの子とかは中学生らしさとかを気にする子なので、持ち

にくいかなと。大人の方が先ほど多いとおっしゃったけれども、小学校高学年ぐらいから変えてほし

い。私は、これはかわいくていいなと思いますが、本人のあまり趣味じゃないこともあるので、大人

だけとは言わずに、小学校高学年ぐらいから選べるようにしていただけたら助かるなと思います。よ

ろしくお願いします。

リーダー：事業所や学校との連携と、発達段階のお子さんに応じて、持ちやすいデザインという、２つが新

たに加わったのですが。

このサポートファイルについては、市が作っていて、いろんなところと今連携をしようとしている

ところで、たとえば、事業所の方がここにもいると思うんですけれども、そのサポートファイルの連

携について何か、ご意見等、連携というところで、聞いてみたいと思います。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：確かに我々の事業所も春、新しい年度になると結構しっかりしたシート書き直

してもらっています。緊急連絡先の変更とか、どうしても過去困ったことがあったので、お手間でも

ちょっと書き直していただいているんですけれども、負担だろうなっていうのを、薄々は気づいてい

ましたけれども。

今のお話を聞いて、本気で改善、お手間をできるだけかけない方法は考えなきゃなと思う中で、こ

のサポートファイルがその役を担うとなると、我々の側からしても、どうしてもほしい情報があるの

で、それがここに記入の欄がなければ、それを追加してもらうっていう作業を、１回入れてもらえれ

ば可能かなというふうに感じました。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：実際にお預かりする中で、やっぱり、お子さんと関わってい

くところで、そのときに必要な状態だったり、必要な情報を入れていただいているんであればいいの

かなと思いますが、ここを見ると、変更とか追加という日付というのも入っているので、たとえばこ

の「今の私」といったところを、その都度その都度そのお子さんに沿ったものに書き替えていってい

ただくという作業をやっぱりしていただかないと、固定的にずっと変わらない情報というのは、いい

のかもしれないのですが、やはりそのときのお子さんが、困ってしまうということを避けたいといっ

たときには、その追加というところだったり加筆といったところを、細かくやっていただくような作

業は必要かなと思うことと、事業所として見たときにはやはり、なんというか、いろいろと足りない

部分というのは出てくるのかなと、情報としてこれだけでいいのかなというのは思います。たとえば
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共有したり連携したりすることを根底において考えるとすると、もう少し入れていただかないと困る

かなと思う部分もあります。

リーダー：シートの中身の改善も必要になってくるというご意見だと思いますが。

サポートファイルを学校でも、という話がございましたけれど、まだ学校にはそんなにあがってき

ていないのではないかなと思われるのですが。

浦安市立小学校長会：自校のことしかわからないのですが、サポートファイルそのものがまだあがってきて

ないです。学校ですので、個別の指導計画は、担当の職員が保護者の方と確認をしながら作成してい

きますけれども、こういったサポートファイルがあるということは、学校の職員にも周知しておりま

すので、大きいバージョを職員に紹介はしてありますが、これがうまく軌道にのってくるといいのか

なと。

先ほどから、皆さんのお話を聞いていまして、せっかくつくったのであれば、利用する方が、関係

者がやっぱり、一番使いやすいというか。その都度時間とともに改善していくところは当然出てくる

と思いますけれども、できるだけ効率よく、いいものにしていけるといいかなと思いました。

リーダー：保護者の方の負担を、こういうふうに軽減していったらいいかということなんですけども。

事務局：たくさんご意見いただきまして、ありがとうございます。

やはり書くところが多いというのは、意見としてあるかと思いまして。他の市町村にうかがっても、

やはりそこがネックで、書くところが多すぎて使わなくなってしまうという意見が多いようです。市

町村によっては、項目をチェックするだけにするなどの工夫もされているようなので、こちらでも、

そういったことも検討しまして、いただいたご意見を参考に、基本事項の統一化ですとか、

ほかの機関との連携も必要になって来るかと思いますけれども。やはり事業所さんとか、学校さん

などが書くスペースが今のファイルにはありませんので、そういったものも検討して、担当で持ち帰

らせていただきまして、改善の案をご報告させていただきたいと思います。

リーダー：本当に必要な情報は何かという選別や、できるだけ連携をして保護者の方に負担にならないよう

にするということや、専門家等が書く意見ですとか、あとはデザイン。発達段階に応じて持ちやすい

ものにしていくというご意見が出ましたので、それをもとに改善を進めていただければと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

サポートファイルについて、ほかにご意見ございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：私がこれを一生懸命書いて、書いた時間の甲斐っていうのが、どうなのかって。ち

ょっと言葉はきついんですけれども。たとえば一時ケアセンターに入るときに２～３枚書くんですが、

私は、結構、１日の過ごし方とかが似ていると思ったんです。だから、たとえばサポートファイルの

１枚目をコピーして毎年書き替えて事業所さんに持って行ったら、追加で事業所さんでアセスメント

していただくとか。そういう仕組みがあれば、どんなに楽かと。

子どもが何人もいますと、４月は本当に、学校だけの資料を書き、事業所契約するために、事業所

側も１つだけでは済みませんので、取れないときもあるので、ものすごい量を書いているんですね。

だから、このサポートファイルに関しては、私は事業所さんが、みんなで浦安市に集まってもらっ

て、要る情報とかをそちらで吟味してもらわないと、親のほうは、いまいち何が要るのかわからない

し、お母さんにとってはちょっと、ポエムチックなことを書いた育児日記のようになったりもするの

で。

毎年書き替える欄とかを書いてくださって、この最初の２ページだけをコピーして持って行ったら、

すごく契約のときに軽減されるとか、そういうやり甲斐っていいますか。かけた時間っていうのを、

パフォーマンスが合ってこないと、本当に忙しい人が多いと思うのでもう大変だと思います。その辺
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を、すみません、ご面倒でもよろしくお願いいたします。

リーダー：貴重なご意見ありがとうございます。４月の最初の書類の多さは、今、想像できました。本当に

多いだろうなと思います。

事業者さんのほうで、もし何かご意見があればうかがいますし、もしなければ、またそれを踏まえ

て事務局を中心に検討していただきたいなと思っています。よろしいでしょうか。

それでは、議題２のサポートファイルの活用につきましては、終わらせていただきたいと思います。

それでは続きまして、議題の３「学校等における合理的配慮」について、進めたいと思います。４

月の障害者差別解消法の施行に先立ちまして、学校での合理的配慮に関する、学校での合理的配慮に

関する事例を提出いただいておりますので、それを議題とさせていただきました。

事例に進む前に、障害者差別解消法の施行にあわせました、浦安市での取り組み。そして、学校教

育分野における合理的配慮ということについて説明してから、事例について、お話させていただきた

いと思います。

資料につきましては、個人の情報を含むものでありますので、当日のみの資料とさせていただきま

した。この説明が終わりましたあと、委員の皆様には学校等における合理的配慮についてのご意見を

いただきたいと考えております。

また、今日、この場での資料ということになりますので、もし必要があれば、５分ほど考えをまと

めていただくお時間を設けたいと思います。こども部会にはいろんなお立場の方がいらっしゃいます

ので、この件に関しては、できれば全員の方から、お話をいただければというふうに考えております。

それでは、まず障がい事業課から説明をお願いいたします。

事務局：障害者差別解消法の施行に向けてというところで、ここまでの取り組み状況と情報提供をさせてい

ただきます。座って説明させていただきます。

資料は、議題３資料（１）のフローチャートと（３）条例の制定についての２枚ご用意しています

のでご覧ください。

浦安市では、昨年度、平成 26 年度から、内閣府のモデル会議を実施しておりまして、障害者差別

解消法の支援地域協議会のあり方について、モデル会議で検討をおこなってまいりました。

今年度につきましては、６月に第１回のワーキンググループを開催し、また、そのあり方検討会の、

今年の流れというところを確認しています。その後７月に、私どものほうで、庁内全課に対して、ア

ンケート調査を実施しています。それに基づきまして、８月には、また、全所属対象にヒアリングを

おこなっております。実際にこういった法律が始まるけれども、各課ではどういったことが課題にな

りそうかとか、そういった法律の周知も兼ねて、全部の職員と、ヒアリングをおこないました。

そして、10 月には、毎日新聞の論説委員の野澤先生をお招きしまして、課長補佐以上の管理職に

対して、差別解消法の研修をおこないました。また、11 月には、昨年度も実施していますが、課長

級以上の職員に対して、千葉県条例の調整委員会の委員長であります、高梨先生をお招きしまして、

研修会を実施しています。また、年明けの１月には、今度は法律の施行が目の前というところで、担

当職員、係長、職員に向けた研修も実施する予定でいます。

内閣府のモデル事業を受けておりますので、７月から 11 月の５か月間、毎月１回ずつ、千葉県の

ワーキンググループにも参加をさせていただきまして、県の条例と、法律の関係について、意見を言

ったりしてきました。

差別解消法の周知を兼ねまして、12 月３日から９日は障害者週間ということもありますので、今

週の土曜日、新浦安駅前のほうでイベントをおこないます。

普段ですと文化会館等で講演会等をおこなってきましたが、やはり多くの人に、この法律のことを
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知ってもらいたいということで、駅前という、多くの方が通って行くようなところでイベントを行い

ますので、皆さん、ぜひお越しになっていただければと思います。

ここまでの取り組みになりますが、来年４月からの、法施行に合わせまして、浦安市で皆さんのご

相談等をどうやって受けていくかというところが、（１）のフロー図になります。

昨年度もモデル会議の中で、差別の問題が虐待の問題と非常に近しいところにあるというところで、

虐待防止法が 24 年 10 月にスタートしまして、相談をお受けして、コアメンバー会議を開催し、事実

確認と支援をおこない、終結に至るという流れで虐待防止法では取り組んで来ていました。この差別

についてのご相談もその流れで受けていくのが、やはりいいのではないかというところで、虐待防止

のフローを活用していこうというところが、話としてはまとまっておりました。

さらに具体的に、４月からどうしていこうかというところで、フローを見直しまして、今お示しし

ているような形で検討しています。

繰り返しになりますが、やはり、私たちが虐待のご相談を受けている中で、虐待とは言わないまで

も、偏見だったり、差別的な意識だったり、そういったことが潜んでいるだろうという問題に多く直

面してきました。そこは切っても切れない関係でして、虐待の問題とこの差別の問題というのは、一

体的にご相談に乗るのがいいだろうと考えております。

そこで、ご本人をはじめ、ご家族やその関係者支援者、あとは今の相談支援事業所の相談支援専門

員、地域の民生委員さん。どんな方からでも結構ですので、そういった虐待の疑いであったり、これ

は差別ではないかなとか、こういった配慮が欠けているのではないか、そういったところでも結構で

すので、一時的には市でそういったご相談をすべて受けていきたいと考えています。

今までは、市町村虐待防止センターという看板を掲げて、窓口設置してきましたが、今後、問題は

虐待だけではなくなるというところで、仮称ではありますが、浦安市障がい者権利擁護センターとい

う窓口に名称を変更しまして、すべての相談を一体的に受けていければと考えています。

受けた内容について、コアメンバー会議を開催し、差別の問題なのか配慮の問題なのか虐待なのか

というところや、緊急度などを判断しまして、虐待であれば、ここではフローを省略していますが、

虐待防止法に則ったフローで。差別の問題や配慮についての問題であれば、たとえば、民間事業者で

少し嫌な思いをした、ひとりで話しに行くのは難しい、そういったお話がありましたら、たとえば、

一緒にその民間事業者のほうに出向いていったりですとか。また、民間事業者のお話も聞いたりする

ということで、調整のお手伝いもさせていただければと思っています。

また、千葉県には、皆さんもご存じのとおり、「障がいのある人もない人も共に暮らしやすい千葉

県づくり条例」という条例が、もうすぐ、施行して 10 年になりますがあります。そこで、障がい者

の差別やその合理的配慮といった問題についてですね。千葉県はその多くの、事例を蓄積しておりま

すので、浦安ですと、市川浦安圏域で、広域専門指導員さん、１名おりますので、その広域専門指導

や千葉県とも連携を図りながら、問題の解決に当たっていきたいと考えています。

さらに、地域の中で共有したほうがいいであろうと思われるケースや、解決困難なケース、いろい

ろな事業にまたがるようなケースの場合は、差別解消法の中でいいます支援地域協議会というところ

に協議をしてもらうように考えています。

浦安市では、高齢者と障がい者の虐待防止の対策協議会を平成 26 年度から統合しています。これ

というのも、障がい者虐待・高齢者虐待の双方見ていきますと、家族問題が複雑化する中で、65 歳

でうまく切れなかったり、高齢者の方の暴力を受けたという内容を見てみますと、障がいのあるお子

さんからの暴力だったとか。なかなかきれいに分かれないような現状がある中で、一緒に取り組むの

がいいだろう。また、高齢者の虐待防止、障がい者の虐待防止、その、関わる人たちというのがやは
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り、委員の構成というのも近しいところもありまして、26年度より協議会を統合しました。

高齢者と障がい者の虐待防止対策協議会が、法律施行後の地域支援協議会の機能も兼ねまして、運

営していくことが望ましいのではないかということで、浦安市では、仮称ですが、高齢者・障がい者

虐待防止及び差別解消対策協議会ということで、高齢者の虐待、障がい者の虐待、障がい者差別の解

消、やはり社会的障壁があるというところで、認知症の高齢者等も差別的扱いだとか偏見だとかとい

う同じような問題が潜んでいますので、そういったことを協議していくような場を設けていこうとい

うことをこの図に示しております。

題の３の資料３の条例の制定について、相談を市で全面的に受けていくという中で、障害者差別解

消法の中では、差別解消支援地域協議会の設置、浦安市の職員向けの対応要領というところの作成が、

努力義務規定となっています。

今回、本市独自に障がい者権利擁護センターということで、虐待についても差別についても配慮に

ついても、一体的に相談を受けていくという中で、法律の実効性をより高めるという意味で、条例を

制定する方向で今、検討をしております。

この条例の特徴としましては、差別と虐待について一体的に取り扱う窓口を設置するほか、高齢者

と共同で協議会を設置しまして、地域の高齢者の虐待、障がい者の虐待、差別の問題。そういったこ

とを協議する場を設けるということを、明記していく内容になっております。

条例案の内容については、目的、定義、基本理念、市の責務、市民等の責務。事業者の責務。あと

は、県や国との連携について記載し、基本的施策の中で職員対応要領の作成、公表、障がい者権利擁

護センターの設置、啓発活動、協議会の設置について、定めていく予定です。

この条例案の概要につきましては、お話としてはここまで自立支援協議会本会、あとは権利擁護部

会と、11月 24 日に内閣府のモデル会議もありました。あとは本日のこども部会ということで委員の

皆さんにはお伝えをしてきているところです。

今後、12 月 15 日にパブリックコメントをおこないまして、市民の皆さんからの、意見を募る予定

でおります。来年３月に議会に上程いたしまして、来年４月１日の施行を目指しているというところ

で、現在、準備を進めております。

リーダー：それでは、事務局から説明がありました条例の検討、障がい者権利擁護センター等について、ご

質問がありますか。

それでは、この流れに沿って条例の制定に向けて進めていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

続きまして、学校教育分野における合理的配慮について事務局に説明をお願いいたします。

事務局：議題３資料（２）の「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る対応方針」について説明いたします。

まず、この対応指針の位置ですが、前回の合同部会で法律の概要の説明があったかと思いますけれ

ども、障害者差別解消法第８条では、障がいを理由とする差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の努力

義務が、事業者に対し書かれています。そして、第 11 条では、主務大臣は法第８条に規定する事項

に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めるものとされています。

この規定に基づきまして、学校教育分野における合理的配慮については、文部科学大臣が定めると

いうことになります。この指針については、11 月９日に公表されまして、平成 28 年４月１日に適用

されることになっています。

今回は、この指針の中から、教育分野、学校等における配慮に関わりがあると思われる部分につい

て、一部抜粋しましたので、そちらを読ませていただきます。
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まず、不当な差別的取扱いに当たりうる具体例。１つ目は、学校への入学の出願の受理、受験、入

学、授業等の受講や研究指導、実習等、校外教育活動、入寮、式典参加を拒むことや、これらを拒ま

ない代わりとして正当な理由のない条件を付すこと。

２つ目としまして、試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を

学習評価の対象から除外したり、評価において差をつけたりすること。

合理的配慮に当たり得る配慮の具体例。（１）物理的環境への配慮や、人的支援の配慮の具体例。

１つ目としまして、主として、物理的環境への配慮に関するもの。聴覚過敏の児童生徒等のために、

教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する。視覚情報の処理が苦手な生徒等のために、黒

板周りの掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室環境を変更すること。

２つ目としまして、主として人的支援の配慮に関すること。介助等を行う学生、保護者、支援員等

の教室の入室。授業や試験ではパソコン入力支援、移動支援、待合室での待機を許可すること。

（２）意思疎通の配慮の具体例。子どもである障がい者、または知的障がい、発達障がい、言語障

がい等により、言葉だけを聞いて理解することや、意思疎通が困難な障がい者に対し、絵や写真カー

ド、コミュニケーションボード、タブレット端末等の ICT 機器の活用。視覚的に伝えるための情報の

文字化。質問内容を、「はい」または「いいえ」で端的に答られるようにすることなどにより、意思

を確認したり、本人の自己選択・自己決定を支援したりすること。

ルール、慣行の柔軟な変更の具体例。１つ目は、他人との接触。多人数の中にいることによる緊張

の為、不随意の発声等がある場合、緊張を緩和するため、当該障がい者に説明の上、施設の状況に応

じて別室を用意すること。

２つ目としては、入学試験や検定試験において、本人や保護者の希望、障がいの状況等を踏まえ、

別室での受験。試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を許可すること。

３つ目としまして、読み書き等に困難のある児童生徒のために、授業や試験ではタブレット端末等

の、ICT 機器使用を許可したり、筆記に代えて、口頭試問による学習評価をおこなったりすること。

以上が、合理的配慮の具体例の一部になります。このような学校教育分野においては、障がいのあ

る方が一般的な教育制度から排除されないこと。自己の生活支援地域において、初等・中等教育の機

会が与られること。個人に必要な合理的配慮が提供されることが必要とされています。

この指針の全文については、文部科学省のホームページに掲載されていますので、委員の皆様にお

いても、ぜひ一度、ご覧になってみてください。

指針についての説明は、以上になります。続きまして、事例の説明をいたします。

事務局：この事例ですが、障がい事業課へ寄せられたご相談の中から、相談された方の許可をいただいた上

で、こども部会の事例検討の資料として提供しております。

また、事前に提示の仕方を相談させていただき、公開する形で資料を提示させていただいておりま

す。今回のパワーポイントのこの一連の資料も、相談してくださった方ご本人から、提供していただ

いております。

また、今回配布しました資料は、内容を確認していただくためのものとなっておりまして、会議終

了後は恐れ入りますが、回収させていただきます。

お子さんによって困り具合というのはさまざまだとは思いますが、具体的な事例を示すことにより、

お子さんや保護者の方がどんなことに困難を感じているか、現状を知っていただき、より議論を深め

ていただけたらと思います。

また、こういった事例を積み重ねていくことにより、合理的配慮のあり方や、支援を具体化してい

ければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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また、今回の事例は、今回の議題である学校教育分野での合理的配慮について考えていただくため

の参考事例でございまして、この事例のお子さんについてのこれからの解決策を検討するものではな

いということを、事前にお伝しておきます。学校で学ぶ機会を平等に与られるための一助になればと

いうことで、事例の提供をご快諾いただきました。

この場では、当事者のご家族の方、教育関係者の方、支援機関など、さまざまな立場の方がいらっ

しゃるかと思います。それぞれのお立場での、学校教育分野での合理的配慮のあり方について、ご意

見をいただけたらと思います。

一般的に、書字困難とは、書くことに特化して起こる学習障がいの１つと言われています。このお

子さんが抱えている困難の具体例といたしましては、字を読んで理解はできるが書くことが困難であ

る。漢字の左右や上下が反転してしまうなどで、書き間違いが起きてしまう。また、字の形の、形や

大きさが整っていない。すぐに書けないなどで、周りからは、読みづらい字を書いてしまう。文章を

書く上で句読点が抜けたり、句読点を正しい位置に打つことができない。書く作業と同時に考えるこ

とが困難なので、書くことが精いっぱい。限られた行数の作文が課題となった場合、「できた」とか

「楽しかった」とか、決まったパターンの表現しか書けないことがある。ひらがなだけの文章になっ

てしまうことがある。まっすぐ字を書くことが困難なので、筆算の桁がずれる間違いが多ため計算す

るのにとても時間がかかってしまうとのことでした。

これから、具体例や現在の支援内容についてご覧いただきますが、皆様にご提供できる情報は、あ

と二点となっております。この事例のお子さんは、小学校高学年であるということ、書字困難につい

て医師の診断を受けていること。この２点のみとなります。

これ以上の情報は、個人情報保護の観点から、また、この会議の場で新たに質問いただきましても、

資料を提供してくださった方の許可を新たに得ることができないということから、今の２点とパワー

ポイントに提示された以外の情報は提供できません。

現在の支援内容ですが、このお子さんは２学期から学校でパソコンを使用開始しています。具体例

は後ほど見ていただきます。

まず、連絡帳。学校の教室でパソコンに入力して、それをプリントアウトしたものをノートに貼り

付けて家に持ち帰っている。また、漢字テストについては代替問題を先生に作成していただいて、正

解を選択するという方法を取っている。

授業は、必要に応じて考をまとめて書く作業など、先生による口述筆記などの作業も入っておりま

す。また、テストについては、別室でテストを受けるという体制を取っております。

宿題は、作文や日記、新聞づくりや感想文など、学校でいろいろな課題や宿題があると思いますが、

自宅のパソコンで作成してプリントアウトしたものを提出するという方法を今とってらっしゃるそ

うです。

次に「僕のこと」ということで、お子さんご本人のご意見を紹介させていただきます。「僕は本を

読むことが大好きです。だけど書くことが辛いです。なので学校では授業中聞くことに集中して全部

覚えることに僕はしています。でもノートやプリントにどうしても書かなければ、ならないときもあ

り、そんなときは書くことが大変でくたくたになります。頭が痛くなったり、吐き気がしたり、目が

回ったり、大変な思いをして書いても、読めない文字を見ると悲しいです。テストでもノートでも必

死で書いても、『読めない』とか『読める字で書いて』と言われると困ってしまいます。

夏休みに本格的にパソコンを使い出して気づきました。大嫌いだった国語は、国語という科目が苦

手だったのではなく、書くことが苦手だったからうまく答えられなかっただけだと気づいたのです。

今では国語は好きになりました。
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そして、僕自身が、字を見て読めなくて困ることがなくなり、読み返したり、書き直しが簡単にで

きることがうれしいです。消しゴムなど、紙が破れたり、ほかの字まで消えて困っていました。今ま

ではできるだけ書くのを減らしたくて、感想を書くとき『できた、頑張った』と書くことに決めてい

ました。でも、パソコンを使うようになってから、頭で考えたことを書くのは面倒ではなくなりまし

た。

２学期になってから、先生が、学校でもパソコンを使って連絡帳を書いてもいいと言ってくれたと

き、漢字テストの仕方を変えてくれたとき、先生が僕のことをわかってくれて、うれしかったです。

連絡帳を書くことは本当に辛いです。もう１つは漢字テストです。どんなに勉強して覚えていても、

すぐ書けなくなる。先生のおかげで僕の頭は壊れている、生きていても仕方ないと思って、苦しくな

ることがありました。

10 月の席替えからテストや授業でもパソコンを使ってもよくなりました。パソコンを一人で使い

こなせるように入力をスピードアップしたり、もっともっと上達したいです。」

次に、どのようにパソコンの活用をしたり配慮されているかについて、報告したいと思います。

連絡帳は、書いても読めず、毎日先生に赤ペンで直されたり追加されたりした状態が（パワーポイ

ントの）左の事例です。

連絡事項が適切に家庭に伝わらない。毎日保護者の方と先生が電話でやり取りをして、やっと連絡

事項がわかるということが続いているとの理由で、２学期から、学校のパソコンを使って入力し、プ

リントアウトしたものを家に持ち帰ることになりました。

次に漢字テストの事例です。正しい文字がわかっていても、書こうとすると書けない。練習した当

日は書けるけれど、翌日は書けなくなっているので、２学期から代替問題による支援に変更されまし

た。

今まで、（パワーポイントの）左の事例ですが、書いても当て字や鏡文字、反転する文字になって

しまいまして、すべてバツになってしまっている。（パワーポイントの）右の代替問題になってから

は、正しい文字を選択する方法になり、正しく答えることができるようになっています。

テストは、必死で書くので、くたくたになり、頭痛や気持ちが悪くなるというのは先ほどの「僕の

こと」からも読みとれるんですが、考えながら書くという２つの作業を並行することが困難なので、

記述式の回答などの場合には、書字困難が顕著にあらわれてしまっています。また、本人も自分の書

いた字が読めないので、読み返すなどの見直しができないといったことが続いておりました。

学校でやっている課題の１つですが、ゴキブリについて調べて、調べたことをカードに書いて、原

稿用紙にまとめる課題です。調べたことをカードに記入するのはお子さんご自身がやって、それをま

とめるのが先生による口述筆記。先生が（パワーポイントの）右側のようにまとめています。先生が

書いた口述筆記の文字を元に、お子さんが自分で自宅のパソコンで、作文用紙に起こしています。

このように、書字困難とは書くことに特化して起こる学習障がいの１つと言われていますが、学習

していく上でどんなところに困り感があるのか。具体例をご覧いただいたことで、イメージがつかめ

て、共感していただけた部分もあるかと思います。

これから皆様にご意見をうかがいますが、冒頭に申し上げましたように、このお子さんへの個別の

支援をどうしていくべきかということをと検討する場ではなく、書字困難なお子さんをはじめ、学ぶ

場においてさまざまな理由により困難を感じているお子さんに、学ぶ機会を均等に提供するために、

学校教育分野での合理的配慮について、それぞれのお立場でのご意見をいただきたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

リーダー：文科省のホームページで今の抜粋が出ています。2015 年 11 月９日、文科省の告示第 180 号で、



15

文部科学省所管事業分野における障がいを理由とする差別の解消の推進に対する対応指針が、今出て

います。

学校等における合理的配慮の事例が出たのですけれども、浦安市では、個別に応じた配慮事項をか

なり学校等でされていると思います。

４月１日からまたさらに、合理的配慮が本当にスムーズに進むためにはどんなことをしていったら

よいのかというのも含めまして、いろいろなお立場の方がいると思いますので、ここで、こういうふ

うにしましょうとはならないとは思いますが、皆さんが感じていること、こうしていった方がよいと

か、こういう課題があるのではないかというようなご意見を、すべての委員の方からいただければな

と思います。ただ時間が、３時 30 分までと限られておりますので、その中で収めていきたいと思っ

ております。

この事例に対するものではなく大きな話になるとは思うのですが、少しお時間をとらなくても、そ

のままご意見いただいてよろしければ、ご意見をいただいていきたいと思うのですが、どうでしょう

か。

浦安市立小学校長会：いろいろんなことを質問できないというのは承知した上で、お話するんですが。

学校現場で、困難を抱えたお子さんと親御さんと学校側、担任の先生あるいは学校の職員と話をし

ながら、こういったことが出てきていると思うんですけれども、内容うんぬんは今、置いておくこと

は十分わかるんですが、経過ですとか、どういうふうに進めてきたとか、そういったものが、ここで

お話聞けるのかどうか。駄目であれば、しょうがないと思います。というのは、これからのいろんな

こと考えていくときに、やっぱりそこが大事かなと。

今回は、障がい事業課さんに相談のあった事例ということですが、学校の指導を、今回こういった

事例を提供するというのは、学校側は知っているんですか。

事務局：２つ目のご質問の、学校側が知っているかどうかについては、この場ではお答えできません。

現在の支援内容をご覧いただいても、もうすでに学校ではさまざまな配慮が進んでいます。お母さ

んが学校に伝えて先生とも学校の中の話し合いで、ここまで進めてきているので、この方が現在学校

で困っているということではありません。

冒頭に、事務局から説明させていただいた通り、この事例の解決策ということではなく、こういう

方もいらっしゃるということで、この事例を参考に、４月からの法改正を踏まえていろいろご意見を

いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

浦安市立小学校長会：話し合っていろいろ進めてきているのは見えますけれども。そういったことがもう少

し具体的に見えるといいなと思ってうかがいました。

決して変なふうにとらえているわけじゃないんですが、私も学校現場に携わる者として、学校の情

報が提供されるわけですから、学校にそういった話が「あ、そうだったんだ」と、あとで伝わるのは

どうかと個人的に思いましたので、お話ししました。

リーダー：保護者の方とお子様と担任、学校の方でやり取りは十分あって、ここまできているのだろうとい

うことで、今の事例は、ここまでしか、お伝えできないということでお願いしたいと思います。

学校現場ではいろいろな保護者の方、子どもの実情に応じて、配慮がされているところではあると

思うのですけども、今後、合理的配慮という形で進めていくにあたって、こういうところに気をつけ

たほうがいいとか、こんなところを今思っているとかそういうものがありましたら、この事例から迫

っていくのは難しいと思うのですが、いろいろなお立場の方のご意見をうかがって、４月以降に、参

考になればというように思います。

浦安市立小学校長会：小学校の場合ですと、個別の指導計画を、入学時に、幼稚園・保育園と幼児の教育機
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関のほうから引き継いで小学校の生活が始まります。

支援を必要としているお子さんについては、通常学級に在籍しているお子さんも、支援学級のお子

さんも、保護者と一緒に指導計画を立てていく中で、合理的配慮についても、検討というか、どうい

うふうにするか考えているのが現状です。

来年から、法律の施行に伴って、より、そのところを意識しなくちゃいけないと。まず、職員への

周知。今までも話をしてきていますけれども、さらに周知と、それからどういったことが考えられる

のかとか、学校の授業ももちろんですけれども、生活面やいろんなことを含めて、職員と情報共有し

たり研修をしなければいけないなと。合理的配慮の提供にあたっては、大前提としてそんなことを思

っています。

合理的配慮についての基本的な考え方とか趣旨とか、法律に基づいて理解はしているつもりですけ

れども、法律によりますと、実施に伴う負担が過重でないときは、やはり、やれることとやれないこ

と、絶対駄目とかそういう言い方ではなくて、すぐには実現できないこともきっといろいろあるかな

と思っているんですけれども。

スタンスとしては、やはり子どもが第一ですので、学習していることを、どうやったら理解しやす

いのか、どうやったら学校生活を送りやすいのかというところにポイントをおいて、保護者と当事者

と、学校関係者で、話し合いをしていければと思っています。

浦安市立中学校長会：小学校から引き継いでくるわけですけれど、まずは個別の支援計画、指導計画等を参

考にしながら、学校と保護者、まなびサポートが連携して考えていかなければいけないと思っていま

す。

文部科学省の所管事業で、合理的配慮にあたり得る配慮の具体例ということで、物理的環境や人的

環境がありますけれど、実際、物理的環境の面で、ほとんどできると思います。また、人的環境に関

しては、教育委員会の支援もあって、浦安市ではいろいろ配慮されているところですけれど、個々の

支援の在り方、指導の在り方は違うので、そこはしっかり話していかなければいけないと思っていま

す。

通常の学級にいるお子さんも特別支援学級にいるお子さんもプログラム的に、しっかり考えながら、

進めていかなければいけないと思っています。

また、高校に関しては、特別支援学校に行くのか、公立や私立の高校に行くとか、どういうような

進路方向を決定していくのかということになります。

県立高校の場合は、聴覚・視覚障がいのある方々に対する受験の体制はどのようにしたらいいのか

報告があります。中学校の場合は、ここにあるように、パソコンを利用するとかタブレット、パソコ

ンを利用するとか。この事例のお子さんの場合は、実際、中学校でもできる部分はあると思います。

ただ、教科によって違ってくる場合があると思います。

それから、入船中ではタブレットが 80 台導入されているので、タブレットを使ってもできるし、

何かしら視覚に訴えるとか、やり方はいろいろ考えていくべきだと思います。

私は専門が理科なので、先ほど浦安市立小学校長会のほうからもありましたけれど、研修が大事だ

ということがあります。どの教科でも、やはり研修はしていますし、全体的に特別な支援を要する生

徒さんに対する指導、支援の仕方の研修はもちろんやっています。

教科書を見ると、今小学校と中学の理科を持ってきているんですけれど、最近、ユニバーサルデザ

インのマークがついているかどうかというのを、私たちはよく見るんのすけれど、電子教科書なんか

もありますし、わかりやすいように非常になってきている。

今までは、バリアフリーという考え方だったと思うんですけれども、ユニバーサルデザイン、つま
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り、皆がわかりやすいようにしていく。そういうような、教育のあり方を、今後、考えていくべきで

はないかと、学校長としては思っています。

そういうことで、そういう研修のあり方とかを考えていく。または道徳のあり方。そういう道徳研

修、そういうものも含めて、全教師が共通理解をもって進めるようにしていきたいと考えております。

千葉県立浦安高等学校：ちょうど、このことに関しては、私自身も先月研修に行ってまいりました。浦安高

校でも来週、全職員を対象として特別支援教育の研修をおこないます。ちょうど今年度から、特別支

援のほうからいらっしゃった先生がいますので、具体的に研修をおこなう予定です。

ただ、県立高校なので、どうしても全校一斉に、こういうような合理的配慮をするということは、

近々では不可能に近いということになっていますので、現状としましては、今あることでできる範囲

で対応するという形になっています。

タブレット等は、確かに使えば便利なんですけれども、パソコン自体が、全職員１台という状況で

はないので、非常にそういう面では、一人一人、先生方によって差異はあると思うのですけれども、

共通理解のほうはしっかりしていくという方針で、県も動いています。

保護者の皆さんからは、ここはこういうふうに対処してほしいなどという要望はあると思うのです

が、それは、おそらく各高校によっても、考え方、指導の仕方があると思いますので、ご理解いただ

けたらと私のほうは思っております。

やはり、今若い世代の先生方は、パソコンを使ったり、それこそ ICT を使ったりして、タブレット

とかパソコンとか使った本当にわかりやすい授業を展開していますし、私の高校では、習熟度別とい

うふうな形で、どの教科も先生が２人ついたりだとか、個別指導を中心にやっています。

また、浦安高校は、地域に根づくという形になっていますので、いつでも、ご質問等あれば、学校

に来ていただいたら対応していくという形をとっていますので、何かありましたら学校に来ていただ

いたら、詳しいお話はできると思いますので、よろしくお願いします。以上です。

こども課：直接お子さんと接する機会があるところではなくて、お母様、お父様の子育ての支援という部分

での関わりになってくるかと思います。

子育てケアマネジャーが、子育て相談という部分で、お母様、お父様方と関わることは多いんです

けれども、その中でも、合理的配慮を必要とするお子さんを抱えた親御さんに対しての相談事例等も

これまでもありましたので、合理的配慮ということについて、ケアマネジャーにきちんと伝えながら、

丁寧に取り組んできたところです。今後もより一層、心の支援というか、親御さんに対しての支援が

できるように、努めていきたいと思っております。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：うちは発達障がいの親の会なので、書字困難の方もいらっ

しゃいますし、合理的配慮は、すごく大きなテーマになっていまして、毎年１年に１回はまなびサポ

ートと懇談会をやっていますので、つい先日もこのテーマがすごく大きくなっておりました。

資料を見ると、「大変だったんだな、でもパソコンを使えるようになったから解決！」だと思われ

ていたら、そんなに何もかも解決している問題ではありません。

学校の先生だとおわかりだと思いますけれど、たとえば、このお子さんは、今高学年っということ

だったので、近い将来中学生になります。もしかしたら、浦安市立中学校長会の委員の先生の学校に

いくかもしれません。

今の話だと、とてもスムーズに浦安市立中学校長会の委員の先生の学校であれば、パソコンもある

し、タブレットも 80 台あるし、スムーズにいくように思われますが、普通学級に在籍していること

もありますし、ほかの通常の健常者の方もたくさんいますし、テストも、小学校のテストと、中学校

の定期テストは、やっぱり全然違います。みんな受験が近づいてくると、気持ちも落ち着かなかった
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り、普通の子もそうなんです。

まず、このお子さんの例で言ってしまうと、学校の授業は、きちんと校長先生から担任におりて、

この合理的配慮ができれば、うまくいく点が多いと思いますが、では入試や受験のときはどうするん

ですかという問題があります。

事例で、書字困難の方は、漢字がすぐ読めないから、ふりがなを打ってもらうのが OK だったり、

音読してもらうのも OK だったり、そういういろんな合理的配慮をとり入れての入試の事例はたくさ

ん日本ではあります。

それをするには、実績というか、中学校生活で「今までこういう配慮をしていただきました」と言

ったら通る部分もありますが、中学になったら、こういう配慮はなるべくやめていこうとなって、い

ざ受験になって、「お願いします」と言っても、絶対通らないことになってしまうんです。そういう

心配を保護者はしていますし、もしかしたらこの方は、中学受験するのかもしれないし。わかりませ

んけれど。

合理的配慮が、校長先生や各学校の一先生たちの、そういう言葉でしかなくて、具体的にというの

が、何をすべきか、どんな配慮ができるか、いまいちわからないです。まなびの先生から、最終的な

決断は「校長先生」とお聞きしていますので、今一度、学校でその辺をお考えになって、現場の先生

にお話していただきたいと思います。親としては、最大な配慮をしていただけることを望みますので

よろしくお願いします。

リーダー：校長先生方からの研修の話が出ました。保護者と子どもの状態に寄り添って、研修を深めていっ

ていただければと思います。

一般社団法人こども未来共生会：私は、平成 19 年の千葉県条例を策定したときの委員でもありまして、そ

こから５年間広域専門指導員として別の県域で、差別条例の仕事をさせていただきました。

今回の差別解消法の大元になるような宣言、いわゆる障害者条例の批准の頃から、少し勉強させて

いただいて、たくさんの事例に対応して、実際に大きな会社と交渉事をしたり、学校に入っていって

一緒に考えたりしてきました。そのときに考えていたことを、お話をさせていただければと思います。

今回の事例に関しては、LD のいわゆる限局性の学習症といわれるお子さんたち以外にも、発達の

支援が必要なお子さんもそうですし、それから、知的障がいをお持ちの方もそうですし、身体もそう

ですし、児童精神という分野の方々もそうですし。たとえば場面緘黙症のお子さんが、発表ができな

いというのを、どういった形で発表を促してあげるかということも含めて、学級経営に関わることが

一番大きいんだろうというふうに思います。

つまり、当事者に確かに配慮はするんですけれども、その周りの子どもたちにも配慮が必要になっ

てくる部分というのがどうしてもあって、大きくわけると、予防的な考え方、つまりは差別を予防す

るという考え方と、それから差別をなくすための周知活動の問題と、それからもう１つはその差別が

あったときにどう対処しようかという問題と、この３つかなと思うんです。

私がいろんな事案を対応してきた中で、考えられたのは、やっぱり幼児期から、ライフステージそ

れぞれで、大人が関わるわけです。その関わる大人、それから、まさに当事者もそうなんですけれど

も、この条例を周知しなければいけないのは、浦安市民なんですね。

差別した側と言われてしまうような人たちがしないようにする取り組みであるとか、差別をした側

とされた側とで対極的な考え方ではなくて、どうやって折り合いをつけていくか、どうやって合理的

な配慮をしてもらうかということも含めて、やっぱり生きづらさ、いわゆる社会的自立に向けた、そ

れを促すための仕組みをつくらなければいけないというふうに思います。

ですので、今日は学校のことなんで、学校でいうと、指針はもう福祉とか、それから保育も出てい
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ます。福祉にも出ているんですね。それぞれの関係するところで差別をなくしましょうっていう指針

はもうすでに出ているわけです。

法人として、浦安市以外の県内の学校 61校に、コンサルタントとして入らせていただいています。

浦安市立中学校長会がおっしゃったように、ユニバーサルデザイン、あるいは要するにインクルーシ

ブ教育を進めるための環境支援ということと、それから学級に対する相互理解という部分。それから

もう１つは本人支援という部分ですね。その配慮について、この３つの項目を、学校環境の先生たち

と一緒に勉強して、と考えていきましょうということです。

確かに合理的配慮の行き届かない、たとえば、予算的なものであるとかそういうところもあります

が。では、人的なものでできるのか、それとも構造的なものでできるのか、既存のものでできるのか。

そういうことも含めて考えていくと、やっぱり連携なんだなと思うんです。

私たちも専門職としてご協力はさせていただきますし。小さい頃から、保育園の頃から差別が始ま

ってしまうんです。それに対して、たとえば先生が、「この子は駄目だよ、駄目な子だよ」と言った

ときには、周りから見ると駄目な子になってしまったりするような、こういう一言一言から差別が始

まっていくわけです。

ですので、ぜひ、フローチャートの中にありましたけれども、いろんなその会議で、現実的にその

予防と、周知と、それから事案の解決という、この３つの仕組みを、話し合っていただければいいな

というふうな思いがあります。

浦安手をつなぐ親の会：この事例を見て、私はすごくよかったなと思いましたのが、もう５年以上前ですけ

れど、うちの子は学校の校長先生に iPad を使いたいとお願いしたときには、まだ当時、珍しい感じ

で、先生方も触ったことがないのでみたいな、すごく非常識なことを言った感じで、お話合いが難航

して、もうそんなもの学校に持ってこられるわけないでしょっていう話だったのをちょっと思い出し

て、今これを見て、時代も変わったと思ったんですけれど。

私が申し上げたいのは、今、子どもは中学生でずっと普通級で、合理的配慮をいただいて、やって

いますけれども、校長先生によって毎年すごく子どもの支援が変わったんですね。

たとえば、担任が２年持ちあがりでやってくださっても、その年に校長先生が変わると、いきなり

去年やってくださっていたことができないとか、去年無理だったことが OK とか。たとえばなんです

けれど、合唱などで、歌詞が覚えづらいとか、人より時間がかかるということで、音楽 CD をもらう

ということを、普通に補助の先生や、担任の先生が「ああ、もう、これ用意しましたよ。はい」とく

ださる年もあれば、「○○君だけにこういうことはできないんです」とおっしゃる年もあったりする

んです。

物理的配慮とありますが、私はやっぱり人だと思っていて、その先生のセンス。この事例の連絡帳

の先生は、この文字から、短縮の時間なんかを読み取ろうとしてる努力というか、先生の気遣いは感

じますけれど、こういうこともしてくださらないセンスの先生もいらっしゃれば、「一緒に考えまし

ょう」と言ってくださる方もあるし、その先生もやっぱりトップが変わったら、変わってしまう年は

確かにあったんです。私は自分で体験していると思います。

たとえば、補助の先生に聞いて駄目だというので、そこであきらめてしまう親御さんもいれば、障

がい事業課に相談して、力があるご両親だと思うんですけど、事業所さんとか、障がい事業課に相談

をすることによって、解決の方向にいったりとか。

でも、そこにたどり着けない親もたくさんいるわけで、校長先生のところまでいっていないかもし

れない。たとえば、浦安市立小学校長会の委員の先生、浦安市立中学校長会の委員の先生が OK な物

理的配慮であっても、担任とか補助のところで「それは駄目なんです」と言われると、お母さん方は
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そうなんだって信じて、そこまで上がっていかないことも多々あると思うんです。私自身、担任の先

生に「駄目だ」と言われたので、もう当たって砕けろみたいに校長先生に言ったら、校長先生はサク

ッと OK だったりとか。

そこら辺のことも、校長先生サイドからは、どうお考えなのかなと一度うかがいたいなと思ってい

たんですけれど。

浦安市立小学校長会：断定はできないのですけれども、ケースバイケースで、お互い人間なので、いろんな

ことがあると思うんですけれども、今、こういった流れで今度やっていくとて今やっていて、４月か

らこうなるというところも、学校現場でも、私がさっき申し上げましたけれど、職員といろいろ情報

共有して、勉強しながら進めていきたいなと思っているので、過去のことはもちろんわかりませんけ

れども、学校としては、常にそういう思いでいます。

そのお子さんだけ特別なお子さんじゃなく、さっきの事例でいったら、なぜパソコンを使うのかと

か、そのあたりを本人はもとよりですけれど、さっきも話しが出ました、クラスのほかの子どもたち、

あるいはほかの先生たちにそこもちゃんと共有していくというところが大事じゃないのかなと。それ

は、年齢とともにやり方が少しずつ変わってくるのもあるでしょうけれども。

ただ、思いつきや、これが今一番よさそうだからとやっていることではないので、そのお子さんに、

どうして今こういう支援が必要なのか、誰々ちゃんだけ特別なことしているんじゃないんだよと、メ

ガネをかける人がいるのと同じように、そういったことも受け止めていかなくちゃいけないんだよと

いうあたりの指導とかも必要だと思うので。

そのあたりは職員とも、話しをしていきたいなと考えていますので。前向きに考えてみませんか。

浦安市立中学校長会：校長の研修会もあります。この資料とか、こういうものを研修会に出して、校長の共

通理解、学校の研修が大切だと思いますので。まなびサポートの協力を得ながら、学校の研修をして

いきたいと思っていますので、よろしくお願いします。

浦安市自閉症協会：合理的配慮というのを私自身、まだよく理解していないと思いながら話しますが、お許

しください。まず、この事例は、困難なことが書字であるという割とはっきりしたもので、それに対

する対処というのがパソコンであったというのは、合理的配慮の最もいい例なのかなというふうに理

解しました。

この場合に見ますと、「僕のこと」というふうに、お子さんが自分のことを、気持ちを、外部に発

信できて、困難であるから助けてということを訴えられたわけですよね。それで合理的配慮への道筋

ができたのかなというふうに思いました。

私たち自閉症協会の子どもたちは、困難であることは何だろうと考えました。困難が何であるとい

うことを訴えられない子どもがほとんどなので、困っているということさえ言えないまま、困難さを

たくさん抱えているのではないかというふうに、親である私たちも思っているわけです。そういった

子どもに対する合理的配慮が何なのかは、どうしたらわかるのでしょうか。

学習のきっかけをつかむまでにもだいぶ時間がかかりますし、生活全般の自立ということでも、だ

いぶ時間がかかります。子ども自身、何が得意で何ができないのかというのをつかむまでも時間がか

かります。

そういった中で、合理的配慮への道筋をつけ、合理的配慮をしていただくというのは、どこの誰に

相談して、誰にどうつないでいったらいいのか、正直今、皆さんのお力を借りなければできないと思

いました。

先日の発達支援セミナーの講師は、自閉症について未来を見据えて将来を考えた支援という話をた

くさんしてくださいました。すでにエビデンスが出ていることもあると聞きましたので、やはり早期
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発見、早期療育がいいというのであれば、幼児期のお子さんにそういった合理的配慮がされていけば、

本当にありがたいなと思います。

また、学齢期以上の自閉症の青年たちには、どういった合理的配慮がいいかということも、皆さん

のお力を借りて、教えていただけたらと思っています。

今回の事例では、書字困難者に対して合理的配慮の一つとしてパソコンをというお話でしたが、こ

のお子さんの困難さは書字だけではないと想像します。だけれども、なにか１つでも解決することで、

子ども自身が自信を持てる人生になるかもしれないので、何かいい合理的配慮を考えていただけるの

であれば、ありがたいと思います。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：非常に個人的なと事例になるんですけれども、その合理的配慮と

いう点で、事実関係だけ申し上げると、たとえば、小学生ですけれども、２学期に入ってから、10

月末の時点で２回しか体育の授業が受けられなかったというふうに、担任から突然聞かされまして、

すごくびっくりしました。「なんで」ということで申し上げたのですけれど、つまるところ、今支援

学級におりまして、通常級との交流の学級を優先しておりますもので、そこのお勉強を優先をしたの

で、体育の授業が受けられない状態にあったということだったんです。

親からは、通常のお子さんが、たえとえば１週間ぐらい筋トレみたいなことをしてつけていく筋力

というのを、何年もかけて少しずつ積み上げて、ようやくついてくる。ようやくそれで体力がついて

きてという状態でしたので。

夏休みからずっと、運動不足と申しますか、体が動かせない状況っていうのが続きまして、９月の

時点で、風邪から気管支炎、細気管支炎になりまして、11 月の時点で、ついにぜんそくに発展して

しまったということがあるんです。

それに関して、校長先生ですとか、担任の先生にもお話しを差し上げたんですが、通常級のほうの

授業に、体育に入るとしても、体の不自由な子どもなので、できることとできないことがあるという

ことで。

先ほど一般社団法人こども未来共生会の委員がおっしゃっていたんですけれど、通常の学級の先生

で、特別支援の専門の先生ではないわけなので、そういう子どもに対しての支援の方法の予備知識と

いうものがなく、通常の学級のカリキュラムは優先するので、どうしても、個別に対応することは難

しいということを言われるんです。

ただ、個別に対応することが難しいというふうにずっと言われ続けても、結局体育の授業を受けら

れないままなので、それに関しては、本当に、合理的配慮というのではないですけれども、本当は、

こちらとしては、できることを一緒にやりたいという、参加したいということなんです。

できることは一緒にやりたいけれどもできないことは、無理なことは言いません。できないところ

は、先生方の間でご相談をいただいて、たとえば、補習をしていただくとか、そういうこといろいろ

方法があると思うんです。

そういうことはやっていただきたいということをお話しましたら、やっぱり、通常のカリキュラム

があるので、個別対応は難しいということを、ものすごく、先生方はおっしゃっていて。

つまり、合理的配慮ということに関して言えば、一体誰が何をするんだろうということがあまり明

確ではなく、保護者も保護者としての責任があるので、子どもの体力の維持ですとか、筋力もかなり

落ちてしまって、今まで伝い歩きで歩けていたものが、ほぼ歩けなくなってしまったんですね。そう

いうことに関しても、学校側から何の謝罪もございませんし、こちらも、そこまで求めてはおりませ

んけれども、こちらとしてはものすごい悔しい思いでおります。そこまで一応体操服とかも、それな

りに持って帰っておりましたので、親のほうとしても、そこまでの状況を把握できてなかったという
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のは、すごく責任を感じていて。

ただ、やはり、そこの合理的配慮っていう部分で、言葉だけで何か、すごくもう配慮しているみた

いな感じになっていても、実際、一体何をしているのかというところが、問題だとは思うんですよね。

どうしても、そこでおそらく、仲介になってくれる方というのは、まなびサポートだったり、あと、

特別支援コーディネーターの先生もいらっしゃるので、そういう先生が仲介をしていただくんだと思

うんですけれども、この先生方と、面談はしました。ただ、通常級の先生が、割とベテランの先生で、

支援コーディネーターの先生なので、まなびサポートの先生も全然、割と、委縮してしまって、何も

言えず、そのあとも「何か言いたいことがあれば、こちらを通してください」みたいな、そういう感

じで。

その先生に関しては、私との面談も拒否されて、立ち話も、立ち話しでいいので、本当にすれ違い

ざまで構わないので、子どもの情報をということを言ったら、それは、忙しいのでお断りしますとい

うことで、断られているんですね。

なので、子どもの情報を親として伝える場所がないんですよ。それは、すごく困ったことだと思っ

ていて、子どもの教育ということに関してはすごく支障をきたすことだと思っていて、私はすごく、

個人的なことではありますけれども、問題視をしています。

なので、合理的配慮ということに関して、一体どこが何をするのか。浦安市のまなびサポートだっ

たり、特別支援コーディネーターというものが、一体何の役割をはたしてくれるのかということも、

きちんと親に向けて、周知をしてほしいと思っています。

というのも、親は学校とのやり取りの間で、何を仲介していいのかわからないことが多いので、そ

こは、明らかにしてほしいなというのは、常に思っています。

ＮＰＯ法人タオ：私は子どもの支援を担当していて、子どものスポーツ指導をやっております。その中で実

際にやっている事例と情報共有ということの２点について、お話ししたいと思います。

一人一人に合わせたトレーニングメニューを作成しています。子どもによっては、鏡で見せたほう

が真似してくれる、たとえば、投げるときに右利きの子の前で左で投げたほうがいい場合があります。

逆に、反対の子もいるんですね。鏡で真似するのが難しい子、そういう子は、右利きの場合は、こっ

ちも右で投げてあげると、そんな細かいことだったり。

もちろんそれは、障がいのあるなしに関わらず、合理的配慮なのかもわからないんですけれども、

個別対応は絶対に必要なものです。それができないなら、人数を制限をしております。たとえば、３

人までとか、５人までとか、そういうふうに制限をして、個別対応ができるように、実施をしており

ます。

やっぱり、その対応が合っているのか合っていないのかというのは、保護者とやっぱり相談をしな

いと、たとえば、プールで髪を乾かすときに、その子は苦手だからこっちが髪を乾かしてしまう。で

も、保護者としては、自分で髪を乾かす練習をしているんだと、そういう食い違いがあるかもしれな

いですので、一つ一つ、「今日、こんなことをやりましたよ」っていうコミュニケーションを毎日取

ってます。

あとは、相談事業所を中心に定期的に集まって、こんな指導、支援をしていますよというのを話し

合っておりますので、さらにそこから、学校の先生とかも一緒に混ぜて話せばもっともっと、同じ支

援、その子にとって混乱がない、こっちでは A という方法を取って、こっちでは B という方法を取っ

ていたら、その子にとっては混乱するので、各事業所は結構同じように対応していると思うので、ま

だ学校の先生と、保護者と、みんなで情報共有できればいいなと思っております。

この前も、保護者から情報をもらって、学校公開に行って来て、そこの特別支援学級の担任の先生
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ともお話しすることができて、あまり具体的には言えないですけれど、この子にはやっぱり、スポー

ツ、こんなふうになっているので、したほうがいいですよ、みたいな話しもできたので、そういった

情報共有もとても大事だと思っております。

ＮＰＯ法人千楽：私も、さまざまな事業所と関わらせていただいておりまして、皆様のお話しをお聞きしな

がら、何が差別的で合理的なのかというのを考えながらやっておりました。

私の数少ない経験の中からですと、具体的というか、これが合理的でこれが差別的だというのが、

正直出てくることではないんですけれども。

目の前の利用者様一人一人、さきほど、こども未来共生会の委員もおっしゃっていましたけれども、

その周りの利用者様。全体の中のお一人、そして、その一人を含めたその全体をどういうふうに、事

業所として一人の支援員として見てというか、支援して、どんどんいろんなことが枝分かれしてしま

って、考えがあちこちいってしまうのですが、目の前のそのお一人だったり、その環境がよりよくな

っていけるような、そういう配慮をしていきたいなというふうに思っておりました。

また具体的に、事例があれば、こういう貴重な場で、皆様の前でご相談だったりとか意見をうかが

えればなと思いました。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：学校の中での合理的配慮といったところが、おそらく４月以

降、今までよかれと思って工夫してやっていたところが、逆にそれをしないと駄目ですよという、本

当に 180 度、たぶん変わる部分というのも、かなりあるのかなというふうに、自分では認識していま

す。

それで、実際に、学校現場で困っているお母さんたち、複数からのお話しを聞いたりするときに、

普通級で学んでいる子どもたちに、特別、補助教員や支援員といったところで、人手として支援が必

要な場面があるといったときに、そのことを学校に求めているけれども、人が雇用できなければつか

ないといったところで、子どもたちがすごく困った状態にあるというまま、言い方は悪いですけど、

放置されていることがあります。

人によっては「知的な障がいの方には支援員はつきません」というふうに言われてしまっているお

母さんもいる中、勉強は教えられなくても、担任の先生から子どもに対して、コミュニケーションの

支援として、わかりやすく言葉を伝えてくれたり、あとは、短い言葉で子どもに言ってくれたりとい

うことをするだけで、集団生活の中でうまくいくということも、あったりするんです。

なので、合理的配慮といったところの部分で、どこまでやらなければいけないことなのかというの

を明確にしないと、きっと混乱するのかなというふうに感じています。

何か指針になるものとすれば、学校生活の中で個別の指導計画をまずは学校側と保護者と、子ども

の状態を把握してしっかり立てる中で、じゃあ、これについてどんな方法でやっていきましょうとい

ったところを具体的に決めて解決していかないと。

今みたいにただ待ってる状態のままでは、たぶん、４月以降は、いけないんじゃないかなと思って

います。学校側も、補助や支援員が取れなかったときに、どういう対策で、子どもたちを見て行くの

かというのを具体的に示していかないといけないんじゃないかというふうに感じています。

そこら辺は、保護者の方と話す機会があれば、伝えていけるといいのかなというふうには思ってい

ます。

子育てケアマネジャー：先ほど、こども課がお話しされた通り、私たちは本当に、一番最初に赤ちゃんが生

まれて、先日も、障がいが見つかったという、そのお母さんとの出会いの最初なんです。そのときに、

お母様がお泣きになってという、そういう場面に私たちは遭うんですけれど。

私も専門家ではないので、よくわからないんですけれど、今までお話しを聞いていて、普通に健常
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と言われる子と、発達に問題がある、あるいは遅れがある、障がいが見つかったという子たちという

のは、どんどん離れていくような、そういうニュアンスでお話しを聞いていました。

でも、私たちは、一番最初にお話をうかがったときから、子どもは皆同じ、それから、同じような

成長をしていくという、そこには変わりないので、お母様のお気持ちを、何に困っていて誰かにどう

いうふうに助けを求めたいのかということを、しっかり聞いていきたいと思ってます。

こども発達センター：、今皆さんの話を聞いていて思ったこと、それから、事例を見て思ったことは、まず

１つ、事例の中では、この事例で１つ言えることは、絶対になにか配慮が必要ということです。配慮

をしなくていいわけないでしょうということが、決定的なことだと思います。

ただ、その方法論として、この場合には、パソコンですけれど、先ほど浦安市自閉症協会の委員が

おっしゃっていたように、こうやって見える形はいいですけれど、見えない形のケースも、いろいろ

ある。

そういう中で、何が大事かなということについて考えてみると、私たち子ども発達センターは、児

童発達支援センターという地域療育の中核になっているわけですけれども、ここでやらなければいけ

ないのは、障がいというものの社会的な理解を広めていくということが、すごく大事だなというふう

に思っていて。

それも重要な役割なんだろうなと思いつつ、じゃあ、何ができるかというふうになると、これがま

た難しいんですけれども、本当の理解を得ていくために、どういう活動ができるか。そういったこと

をしっかり考えていかなければいけないということを考えさせられました。

リーダー：はい。ありがとうございました。本日、たくさんの意見をいただきました。これで、本日の議題

はすべて終了となります。

また、事務局のほうから連絡事項あれば、よろしくお願いします。

事務局：次の合同部会につきましては、来年１月 21 日木曜日、午後１時 30分より、総合福祉センターの会

議室で開催いたします。第４回こども部会につきましては、２月 25 日木曜日、午後１時 30 分より。

健康センター、こちらの第１会議室で開催いたします。

本日お配りいたしましたこの冊子につきましては、委員の皆様には、前回も大きいものをお渡しし

ていますので、お持ち帰りになるのが大変であれば、置いておいていただいても結構ですので、よろ

しくお願いいたします。こちらの資料につきましては回収させていただきますので、机の上に置いて

おいていただければと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：それでは、以上で終了いたします。本日はどうもありがとうございました。



平 成 27 年 12 月 ３ 日 (木 )

午後１時 30 分～３時 30 分

健 康 セ ン タ ー 地 下 １ 階

第２会議室・地域連携室

浦安市自立支援協議会こども部会（平成 27 年度第３回）次第

１．開会

２．議題

（１）市の事業の報告

※資料は当日配布します。

（２）サポートファイルの活用

※資料は発達支援セミナーで配布予定のチラシです。

（３）学校等における合理的配慮

事例の提出がありましたので、資料は当日配布します。当日は、事例やお送

りした資料を参考に、学校等における合理的配慮についてのご意見をお伺いし

ます。

３．閉会



議題１資料

1

市の事業の報告

1．第 7 回発達支援セミナー

こどもの未来を見据えて～将来を考えた支援とは～

日時：平成 27 年 11 月 27 日（金）午後 6 時～8 時

会場：市民プラザ Wave101 大ホール

講師：服巻智子氏（臨床発達心理士）

内容：早期発見・早期診断・早期療育の重要性や、佐賀県や佐賀市の取り組みの紹介

など

受講者：206 名（内スタッフ 16 名）

（参考） 平成 26 年度 203 名（内スタッフ 28 名）

平成 25 年度 217 名（内スタッフ 26 名）

アンケート結果

回答者 １６2 名

（回答率 83．５％ ※会場スタッフを除いた受講者 190 名のうち）

① 参加者内訳

合計１６１人

② 保護者のお子さんの年齢

合計 55 人

保護者 69（426％）

教育関係 24（14.8％）

保育・幼稚園 17（10.5％）

児童育成クラブ 4（2.4％）

市職員 12（7.4％）

福祉関係 30（18.5％）

不明 5（3.1％）

1～6 歳（未就学児） 24（43.6％）

7～12 歳（小学生） 21（38.2％）

13～15 歳（中学生） 4（7.3％）

16 歳～18 歳（高校生） 4（7.3％）

19 歳以上 2（3.6％）



議題１資料

2

③講演内容（選択）

・非常に良かった・・・・・・・・・・111 人（68.9％）

・よかった・・・・・・・・・・・・・41 人（25.5％）

・期待していた内容ではなかった・・・5 人（3.1％）

④今後の支援に役立つと感じたか（選択）

・とても役に立つ・・・・・89 人（55.3％）

・役に立つ・・・・・・・・53 人（32.9％）

・あまり役に立たない・・・4 人（2.5％）

⑤講演の感想（主なもの）

・自閉症の知識・理解が深まった。

・子どもを否定せずに良い面を伸ばしていけるような家庭環境を整えたいと思った。

・自閉症に明るい未来があることが具体的な話の中でわかった。

・早期発見、早期介入の有効性が具体的にわかってよかった。

2．障がい者週間記念イベント

「障がいのある人もない人も！ かがやくまち うらやす」

平成 28 年 4 月に障害者差別解消法が施行されるにあたり、法の目的である、全ての

国民が障がい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、幅広く周知を行うためにイベントを開催します。

日時：12 月 5 日（土）午前 10 時～午後 3 時

会場：新浦安駅前ステージ及びその周辺

内容：ステージでのパフォーマンス

福祉事業所等による飲食ブース・物品販売

福祉に関するクイズラリー

3．発達支援講演会「こどもの可能性を引き出す！学びの環境」

日時：平成 28 年 1 月 18 日（月）午後 1 時 30 分～3 時 30 分

会場：文化会館 小ホール

講師：中邑賢龍氏（東京大学先端科学技術研究センター教授）

内容：東京大学と日本財団が進める「異才発端プロジェクト・ROCKET」のプロジェク

トリーダーの中邑氏にお越しいただき、発達が気になるこどもの可能性を引き出す

支援についてお話いただきます。





サポートファイル活用アンケート
ご利用いただいている方や、今回初めて利用した方はその感想、利用していない方や事業者の方など

はご覧いただいた感想で結構ですので、アンケートにご協力をお願いいたします。

１．これまでに、「サポートファイルうらやす」を利用したことはありますか？

ａ 現在利用している ｂ 知っているが利用したことがない ｃ 知らなかった

２．利用した（ご覧いただいた）形態

ａ Ａ４リングファイル版 ｂ Ａ５縮小版 ｃ ホームページよりダウンロード

３．大きさについて

ａ 大きい ｂ 重い ｃ 小さい ｄ 記入スペースがせまい ｅ ちょうどよい

４．利用した、若しくは利用したいシートに○をつけてください（いくつでも可）

【基本情報】ａ 生い立ち ｂ 医療の記録 ｃ サービス利用の記録 ｄ 診断・手帳の記録

ｅ 補装具・日常生活用具の記録

【今の私】 ａ ネットワーク図 ｂ 子どもの特徴 ｃ 生活スケジュール ｄ フォト記録

ｅ 育ちの変化

【成長の記録】ａ 乳幼児（学齢期・青年・成人期）の記録 ｂ やりとりシート

ｃ 支援シート

５．今後、利用したいと思いますか

ａ 今後利用していく ｂ 利用しない ｃ 改善されれば利用したい

６．５でａまたはｂと回答した方は、その理由と思われることに○をつけてください（いくつでも可）

【ａの方】ａ 事業者利用の際に活用 ｂ 保育園や学校等とのやりとりで活用

ｃ 成長の記録として活用 ｄ 子どもの思い出や歴史 ｅ 子どもの書類の整理

ｆ その他（ ）

【ｂの方】ａ 記入するのが負担 ｂ ファイルが大きく持ち運べない ｃ 利用する機会がない

ｄ 事業者・学校等が知らない ｅ イラストが子ども用で年齢に合わない

ｆ その他（ ）

７．５でｃと回答した方は、改善点と思われることに○をつけてください（いくつでも可）

ａ 持ちやすい大きさにする ｂ 成人版の作成 ｃ 事業者・学校等に周知する

ｄ シートを増やす（シートの内容 ）

ｅ その他（ ）

８．その他、自由にご意見をお願いします

９．（保護者の方のみお答えください）お子様の年齢、通園・通学している方は通園・通学先

（ ）歳 ａ 幼稚園・保育園・認定こども園 ｂ 小学校 ｃ 中学校 ｄ 高校

ご協力ありがとうございました。お手数ですが下記までご提出をお願いいたします。

Ｅメールの本文で、ご自由にご意見をいただいても結構です。

提出先 浦安市 障がい事業課 ＦＡＸ：047-355-1294

Ｅメール：ｓｈｏｕｇａｉｊｉｇｙｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｕｒａｙａｓｕ．ｌｇ．ｊｐ



差別や配慮の相談、虐待の通報・届出

（仮称）浦安市障がい者権利擁護センター

コアメンバー会議

差別・配慮・虐待の判断
情報共有

緊急性の判断
事実確認の方法の判断

虐待と判断した場合
の対応フローは省略

広域専門
指導員

連携・助言

連携・助言

浦安市障がい者差別解消支援地域協議会

・市内関係機関との調整が必要なケース
・困難ケース等

千葉県
障害者差別
解消支援地
域協議会

連携・助言

千葉県

事業者
事業者相談窓口

平成28年4月からの相談受付フローチャート

ご家族
等

民生委員相談支援事業所支援者 ご本人

助言・同行
調整支援

市町村

浦安市高齢者・障がい者等における
虐待防止対策協議会

＝

（新名称案）

浦安市高齢者・障が
い者虐待防止及び差
別解消対策協議会

議題3資料（１）
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議題３資料（２）

「文部科学省所管事業分野における

障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」
平成 27 年 11 月 9 日 公表

平成 28 年４月１日より適用

不当な差別的取扱い、合理的配慮等の具体例（抜粋）

１．不当な差別的取扱いに当たり得る具体例

○ 学校への入学の出願の受理、受験、入学、授業等の受講や研究指導、実習等校外教育活

動、入寮、式典参加を拒むことや、これらを拒まない代わりとして正当な理由のない条

件を付すこと。

○ 試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価

の対象から除外したり、評価において差を付けたりすること。

２．合理的配慮に当たり得る配慮の具体例

（１）物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例

① 主として物理的環境への配慮に関するもの

聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机・椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する、

視覚情報の処理が苦手な生徒等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすなど、個別

の事案ごとに特性に応じて教室環境を変更すること。

② 主として人的支援の配慮に関すること

介助等を行う学生、保護者、支援員等の教室の入室、授業や試験でのパソコン入力支援、

移動支援、待合室での待機を許可すること。

（２）意思疎通の配慮の具体例

子供である障害者又は知的障害、発達障害、言語障害等により言葉だけを聞いて理解す

ることや意思疎通が困難な障害者に対し、絵や写真カード、コミュニケーションボード、

タブレット端末等のＩＣＴ機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を

「はい」又は「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり、

本人の自己選択・自己決定を支援したりすること。

（３）ルール・慣行の柔軟な変更の具体例

○ 他人との接触、多人数の中にいることによる緊張のため、不随意の発声等がある場合、

緊張を緩和するため、当該障害者に説明の上、施設の状況に応じて別室を用意すること。

○ 入学試験や検定試験において、本人・保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での

受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を許可すること。

○ 読み・書き等に困難のある児童生徒のために、授業や試験でのタブレット端末等のＩＣ

Ｔ機器使用を許可したり、筆記に代えて口答試問による学習評価を行ったりすること。



議題３資料（3）

11/24 在り方検討会より

浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例の制定について

・制定理由

法律で市町村は努力義務となっている「職員対応要領」、「障がい者差別解消支

援地域協議会」の設置を市の施策として定めるほか、相談体制として本市独自に

「障がい者権利擁護センター」の設置等を定め法律の実効性を担保する。

・特徴

「（仮称）障がい者権利擁護センター」は障がい者虐待防止センターの名称を

変更し、障がい者の虐待・差別等の相談を受ける。

「障がい者差別解消支援地域協議会」は、現行の「高齢者・障がい者虐待防止

対策協議会」を「（仮称）高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会」

とし、高齢者・障がい者の虐待、差別等権利擁護全般を対応する。

・条例案の概要

前文

第１章 総則（第１条～第７条）

目的、定義（障がい者、社会的障壁、市民等、事業者）基本理念、市の責務、

市民等の責務、事業者の責務、県との連携

第 2 章 基本的施策（第８条～第 11 条）

職員対応要領、相談及び紛争の防止等のための体制の整備「障がい者権利擁

護センター」、啓発活動、協議会の設置「障がい者差別解消支援地域協議会」

施行日 平成 28 年４月１日

・スケジュール

平成 27 年 11 月 19 日（木）自立支援協議会で概要提示

平成 27 年 11 月 26 日（木）自立支援協議会権利擁護部会で概要提示

平成 27 年 11 月 24 日（火）障がい者等差別解消支援地域協議会の在り方検

討会（内閣府モデル会議）で概要提示

平成 27 年 12 月３日（木） 自立支援協議会こども部会で概要提示

平成 27 年 12 月 15 日（火）パブリックコメント

平成 28 年３月 議会上程


