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平成 27 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 28 年２月 25 日(木) 午後１時 30 分～３時 30 分

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

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

安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、

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

千楽、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、千葉県立市川特別支援学校、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

４．議題

（１）市の事業の報告

（２）サポートファイルの活用

（３）平成 28 年度の議題

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） サポートファイルの活用

議題３資料（２） サポートファイル活用アンケート 集計結果

議題３資料（３） 共通シート（案）

事務局：それでは、おまたせいたしました。定刻を過ぎましたので、ただいまより平成 27 年度の第４回こ

ども部会を開催させていただきたいと思います。

いつもの通りなのですが、会議を開催する前に、会議の進め方について、今一度確認させてくださ

い。自立支援協議会と部会は、会議を公表しております。また、その議事録もホームページで公開し

ています。特に個人情報に関わる発言につきましては、十分なご配慮をいただきますようお願いいた
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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。

また、ご発言の際には、毎度になりますけれどお願いしたいことがございます。議事の記録を、行

っておりますので、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、言っていただいてから発言をお願いいたします。

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

リーダー：皆さんこんにちは。

一同：こんにちは。

リーダー：今、巷ではインフルエンザがものすごくはやっておりまして。１月の 20 日ぐらいまでは大変暖

かい日が続いたので、今年はインフルエンザ出ないのかなと思っていたら、１月 20 日以降、たくさ

んの子どもたちが、インフルエンザにかかりまして。幼稚園や学校等では、本当に学級閉鎖になるぐ

らいたくさん患者さんが出ているところもあるかと思います。皆さんのほうも、マスクの方が何人か

いらっしゃいますけれども、本当に風邪をひかないでいけたらいいかなと思っております。

それでは、私がこれより議事進行のほうを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。

一同：お願いします。

リーダー：本日の議題は３つ。一つは市の事業の報告。もう一つがサポートファイルの活用。最後に平成

28 年度の議題となっております。今、資料のほうをお配りしているところで、ちょっとお待ちくだ

さい。

それではまず初めに、議題１。市の事業の報告を、事務局のほうよりお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

事務局：では、初めに事務局が主催しております、講演会などの実績報告をさせていただきます。本日、当

日資料としてお配りいたしました議題１資料。市の事業の報告をご覧ください。

まず最初に、発達支援講演会。「こどもの可能性を引き出す！学びの環境」といたしまして、１月

の 18 日に文化会館の小ホールで、東京大学先端科学技術研究センターの、中邑賢龍教授をお招きい

たしまして、お話しうかがいました。主に、学習に困難のあるお子さんに対する、パソコンや、iPad

など最新のテクノロジーを利用した、配慮の方法や、学校教育に馴染めないお子さんの可能性を引き

出す学びの環境の考え方についてお話しをいただきました。こちらは 214 人の方にご受講いただきま

した。

またアンケートには、受講者の方の 78％を超える方、168 名の方がご回答いただきまして、以下

に結果を示しております。受講生のお子さんの年齢なのですが、やはり、小学生や中学生のお子さ

んをお持ちの保護者の方の受講が多かったようです。

また講演内容に関する感想ですが、非常によかった、よかったというものが大半を占めておりま

した。また、今後の支援に役立つと感じたかという設問に関しましては、ほとんどの方が、とても

役に立つ、または役に立つというご回答をしてくださいました。

また、講演の感想もアンケートにご記入いただきまして、主なものを抜粋なのですが、ご紹介させ

ていただきます。

期待以上の素晴らしい内容でした、ありがとうございました。自分の見方や考え方が変わった。成

功者のお話しはもちろん、先生が指導された中で、うまくいかなかったこと、対応できなかった例が

あれば、お聞きしてみたかった。また福祉の専門職として発達障がいに関わってきたが、今のテクノ
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ロジーが進んだ時代では、発想の転換が必要だとわかった。今までしてきた療育の疑問、ひっかかっ

ていた部分に共感できてよかった。我が子の変なところをたくさん発見していきたいと思った。

次ページにいかせていただきます。子どもたちの未来に希望を感じた。ユニークな子が流れ歩かなく

ていいように、すべての公立小にみんな違うを広げたい。育児を頑張るではなく、諦めて、あるがま

まを受け入れて共に生きていこうと思う。とても気持ちが楽になった。子どもを自由にのびのび育て

ていいのだと自信がついた。生き方が難しい子たちの持っているものを見抜く力を周囲が持たないと

と感じた。勇気づけられたなどのご意見を頂戴いたしました。

次に、講演会の紹介させていただきます。障がい者就労支援ネットワーク特別講演会といたしまし

て、障害者差別解消法の施行に向けた研修、講習、講演会を開催いたしました。こちらつい先日終わ

ったばっかりで、２月 23 日に開催いたしまして、講師は、千葉市の視覚障害者協会の副理事長でい

らっしゃいます、高梨憲司さんをお迎えいたしました。内容といたしましては、行政や民間事業所共

に、対応がこれから必要になってくる、障害者差別解消法の施行に向けてというタイトルでお話しを

うかがいました。受講生の方全部で 50 名程度の方にご受講いただきました。

次に浦安警察の研修ですが、これもつい午前中に終わったばっかりでございます。本日の午前中に

浦安警察の署員の方を対象に、青少年サポート事業を委託しております、こども未来共生会の理事長

でいらっしゃいます、中島先生にお話しをうかがいました。この研修は、昨年度から続いているもの

でして、内容としては、知的な障がいの方や発達障がいの方への具体的な対応や、障がいのある方へ

の権利擁護についてお話しをうかがいました。昨年に引き続き今年も、80 名の署員の方にご受講い

ただきまして、今回、受講いただけなかった署員の方につきましても、資料などをお配りすることが

できました。

また、次にこれは今度明日行う、講演会なのですが、今チラシをお手元に配らせていただきました。

「高齢・障がい者虐待防止講演会。行動障がいのある人の『暮らし』を支える」という研修会です。

こちらまだ、お席に余裕がございますので、ぜひ、お時間の合う方は、ご参加いただければと思いま

す。社会福祉法人みんなで生きるの副理事長でいらっしゃいます、片桐公彦氏をお招きいたしまして、

「行動障がいのある人の暮らしを支える」をテーマにお話しをうかがいます。

また続きまして、これから開催する催しのご案内です。ソーシャルサポートセンターの催しといた

しまして、３月 17 日木曜日に映画会と座談会を開催いたします。５時 45 分から、イタリアの映画『人

生、ここにあり！』という映画を上映いたします。また、映画が終わったあと座談会を開催いたしま

す。座談会の出演者は、あの、メンタルヘルス診断所しっぽふぁーれの院長でいらっしゃいます、伊

藤順一郎氏と、特定非営利活動法人いちされんの西村所長をお招きしております。

また、講演会とは別なのですが、今まで報告しておりました、うらやすこころのバリアフリーハン

ドブックの配布状況。現在の状況を報告させていただきます。自立支援協議会の権利擁護部会で作成

いたしました、うらやすこころのバリアフリーハンドブックですが、各小学校や、高校などに福祉体

験教室の場をお借りして配布をしております。今のところ、浦安市立小学校13校1330名の生徒さん。

私立高校の 560 名の生徒さん、合計、今年は合計 1890 人の生徒さんにバリアフリーハンドブックを

配布することができました。そのほかに、窓口や講演会、イベントなどで約 295 人の方にバリアフリ

ーハンドブックをお渡しすることができました。事務局の主催した事業の報告としては以上です。

事務局：続きまして教育研究センター主催の研修について報告をさせていただきます。

まなびサポート研修ということで、７月から 12 月にかけて、市内の小中学校を巡回して、研修を
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おこなっています。市の職員も含む、教職員の先生方を対象としております。

内容につきましては「特別支援教育の視点を生かしたわかる授業」ということで、特別支援教育に

ついて。それから授業のユニバーサルデザインについて。それから合理的配慮について。個別の教育

支援計画、個別の指導計画について、研修をおこなっております。

続きまして特別支援学級担任研修会ということで、年間４回実施しております。４月 10 日、浦安

市の特別支援教育の現状と教育課程について。７月 30 日、特別支援学級における学習指導というこ

とで、講師の先生に国立特別支援教育研究所の日下先生をお招きしました。10 月 16 日は授業研究を

おこなっております。それから３月１日には今年度のまとめを行う予定になっております。

続いて通級指導教室の担当者研修会です。４月 10 日、浦安市の特別支援教育の現状と平成 27 年度

の研修計画について。７月 23 日は、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ことで、所沢のそだちとこころの教室フローの坂本先生に

来ていただいております。

続きまして９月９日、困り感を持つ子どものアセスメントの仕方と、在籍学級担任や関係機関との

連携のとり方について。東京学芸大学の前嶋先生に来ていただいております。２月 26 日は実技研修

ということで、帝京平成大学の山下先生に来ていただいています。３月１日、これも予定になります

が、27 年度のまとめということで行う予定になっております。

続きまして、特別支援教育コーディネーター研修です。５月 19 日、浦安市の特別支援教育の現状。

それから特別支援教育コーディネーターの役割について。それから、県立の特別支援学校のコーディ

ネーターの先生をお招きして、県立特別支援教育コーディネーターの先生の役割と活用について、お

話しをいただいております。それから７月 30 日ですが、子どもの理解と支援の仕方について、誰も

が学びやすい授業・学級経営のチェックポイントってことで、LD 発達センターかながわの三島先生

に来ていただいております。２月 17 日は今年度のまとめを行いました。

次のページです。心身障がい児補助教員研修会。４月２日、服務等について。それから補助教員の

役割についてということです。それから５月 13 日。補助教員・支援員の役割と子どもの理解と支援

について。６月 17 日、インシデントプロセス法による支援の方法の検討。７月 28 日、困ったな？と

思った時の支援のポイント。「きらっと」個別支援教室の丹野先生に来ていただきました。８月 25

日、子どもに寄り添う支援ということで、そらいろルームの中島先生に来ていただきました。10 月

21 日、特別な教育的支援の必要な子どもの理解と支援方法について。葛南教育事務所の井上先生に

来ていただきました。１月 13 日は今年度のまとめを行っております。

続きまして、心身障がい児支援員研修会です。４月６日、服務等について。心身障がい児支援員の

役割について。５月 13 日、補助教員・支援員の役割と子どもの理解と支援について。６月 17 日、イ

ンシデントプロセス法による、支援方法の検討。それから 10 月 21 日、特別な教育的支援の必要な子

どもの理解と支援方法について。これも、葛南教育事務所の先生に来ていただいております。11 月

18 日、特別な教育的支援の必要な子どもの理解と支援について。１月 13 日、今年度のまとめを行っ

ております。

続きまして教育実践講座。特別支援教育関係のものが２つあります。７月 28 日。これは、丹野先

生の講演なのですが、補助教員の研修と兼ねております。から、８月 31 日、特別支援教育について。

通常学級の特別ではないユニバーサルデザインへ。植草短期大学の佐藤先生に来ていただき、お話し

をいただいております。以上です。
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リーダー：資料の説明は以上ですが、事務局より、つけ足しがあれば、よろしくお願いします。

事務局：新聞にも掲載されて、知っている方もいらっしゃるかと思いますが、28 年度の新規事業である発

達障がい児超早期療育モデル事業について、ご説明させていただきます。

この超早期療育モデル事業は、昨年 11 月に実施した、発達支援セミナーの中で、大阪大学・金沢

大学、浜松医科大学・千葉大学・福井大学の５大学による連合小児発達学研究科の取り組みとして、

２歳前の超早期療育によって、自閉症、スペクトラム障がいが軽減できるなどの成果を聞き、事業の

検討を始めたものです。

内容といたしましては、１歳６か月児の健康診査の際に、希望者に対して機器を利用して検査を実

施し、自閉症のスペクトラム障がいの疑いのある子どもを発見し、保護者の療育の必要性を伝え、超

早期療育につなげていくものです。詳細につきましては、新年度に決めていく予定となっております。

以上、事業報告となります。

リーダー：それでは、議題１資料の市の事業の報告ということで、講演会や研修について。また、事務局の

ほうから超早期療育について、報告いただきましたけれども。ここまでについて、ご質問やご意見が

あれば、うかがいたいと思いますが、いかがでしょうか。内容等、不明な点ですとか。あれば、挙手

のほうお願いします。

それでは、次年度の市の事業のほうを計画的に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。

それでは、続きまして議題の２のサポートファイルの活用について。事務局より、説明をお願いし

たいと思います。資料に関して、どの資料を使うかも説明お願いします。

事務局：私のほうから、前回に引き続きまして、サポートファイルの活用ということで、ご説明させていた

だきます。資料につきましては議題２資料。事前にお渡ししました議題２資料（１）から（３）と当

日資料としまして、今、机の上にお配りさせていただきました、議題２資料（４）。『Support File

URAYASU』という、冊子になったものですね。こちらのほうを使ってご報告させていただきたいと思

います。

議題２資料（１）に沿ってご説明させていただきます。まず１番、利用者、事業者へのアンケート

結果。こちらにつきましては、議題２資料（２）をご覧ください。こども部会のほうでも、ご説明さ

せていただいたのですけれども、発達支援セミナー、発達講演会において、サポートファイルの案内

とアンケートをお願いしていました。１月 18 日の発達支援講演会では、サポートファイルに関心の

ある方も非常に多かったようで、サポートファイル自体も 19 冊配布することができました。また、

アンケートのほうにもたくさんの方にご回答いただきましたので、今回、アンケートの集計結果を、

お配りさせていただきました。

議題２資料（２）。サポートファイル活用アンケート集計結果というほうなんですけれども、個人

用というほうですね。こちらからご説明させていただきます。

「１．これまでに『Support File URAYASU』を利用したことはありますか」という質問に対しては、

現在利用している・知っているが利用したことがない・知らなかったということで、そのような回答

結果になっているのですが。やはり知っているが利用したことがないという方が３割ぐらいいらっし

ゃいまして、利用するメリットが、見つけられないような結果となりました。

２番に行きまして、大きさについて。こちらについては、やはり大きいとか、重いというご回答を

いただいた方が 50 パーセント以上と、今までのこのサポートファイルでのご意見と同じような結果
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となりました。反対にちょうどよいという方も３割近くいらっしゃいまして。持ち歩くにはもちろん

大きい、重いということですが、家で資料などを保管するには、ちょうどよい大きさなのかなという

のもありますので、今後も配っていければいいかなと思っています。

３番、利用した、もしくは利用したいシートということで。こちらは上位３位の中で、医療の記録。

サービス利用の記録。診断・手帳の記録ということで、やはり実用的な記録の部分を利用する方が多

いということがわかりました。裏、２ページにおきまして、「今後利用したいと思いますか」という

質問に対しては、今後利用していく、また改善されれば利用したいという回答が 80 パーセントぐら

いはいらっしゃいましたので、このようなツールの必要性については、多くの方が必要と感じている

と思われます。

５番、利用していく理由ですが、一番多かったのは保育園や学校等のやり取り。こちらは 91 パー

セントを占めました。続きまして事業者利用の際に活用。こちらも 41 パーセントということで、や

はり支援機関とのやり取りに利用したいという回答が多かったという結果になりました。

６番、改善したほうがよい点ということで、こちらは、回答した方、皆さんがやはり回答している

のが、持ちやすい大きさにする。A５版サイズをつくるとか、そういった、こともやはり必要かなと

思っております。

続きまして、議題２資料（１）の（２）ですが、市内事業者にアンケートを実施しましたというこ

とで。前回のこども部会でもご意見いただいていました、統一された共通シートの作成のために、各

事業所においてサービス利用開始時や一定のときに、保護者の方に記入、ご記入いただけるような、

統一したシートを作成するということを目的に、事業所にそのシートの提供をご依頼しました。それ

にあわせてアンケートを実施しました。その結果についてご報告いたします。

議題２資料（２）の３ページ目の事業者用というものになります。先ほどのアンケートの３ページ

目です。まず１番、これまでに保護者が『Support File URAYASU』をお持ちになり、サービス提供の

際に利用したことはありますかという質問に対しては、まず 90 パーセントの事業所さんが、保護者

が持ってきたことがないという回答でした。

事業者名を言うと、利用したことがあるのは、こども発達センターのみでした。ですから、すべての

事業者さんについては、サポートファイルを活用していないということになります。保護者の方が持

ってきていないということにあわせて、やはり事業者さんのほうでも、「持ってきてください」とか、

「持ってきていますか」ということを聞くということがないという状態、状況だということがわかり

ました。

２番としまして、共通シートへの要望・意見。こちら、先ほども、お伝えしました、共通シートの

作成を考えていますので、こちらへの要望・意見をいただきました。まず記載内容といたしましては、

本人の現在のリアルな情報が必要ということで、最新の情報がでないと事業者さんのほうは意味がな

いということで、まずは最新の情報がほしいというご意見でした。また記載内容としては、本当に支

援に必要な情報です。こちらが必要ということで、身体の状況であれば通院・服薬の状況。障がい名

や手帳の情報、アレルギーなど。また生活の状況としては、飲食ですとか排泄の状況、移動の方法な

どということになりました。

また運用方法のご意見としては、記載項目をしぼって１年に１枚作成ではどうかというご意見。あ

とは利用者が共通シートのコピーを出すことで、負担を軽減できると思うというようなご意見をいた

だきました。
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３番といたしまして、支援機関等の記入シートへの要望・意見。こちらも、こども部会のほうでご

意見いただいていました、学校さんですとか事業者さんなど、支援機関の方に書いていただくような

シートが、いいのではないかというご意見があったのですが、こちらのほうにご意見いただきました

ところでは、新たにシートを作成するのではなく、サービス等利用計画、個別支援計画、もしくはモ

ニタリングのときの用紙で対応できるのではないか。またパニック、こだわりの対応方法があるとよ

い。あとは支援内容、方法だけでなく、どうしてその支援が必要なのかの解説を記載してはどうか、

というご意見をいただきました。

また、事業者さんのほうで、そういったシートを書くのは難しいとか、そういったものはいらない

のではないかという意見も多かったのですが。保護者さんのほうで知りたい情報というものが、この

個別支援計画ですとか、モニタリングの用紙に入っているのかどうかも検討していきまして、また作

成について考えていきたいと思います。

４番といたしまして、その他『Support File URAYASU』に対する意見要望。こちらは基本情報、本

人の住所・電話番号・家族構成・緊急連絡先についても、各時期ごとに更新が必要である。あとは記

載内容の例があるとよい。書き方を聞かれることが多い。書く分量が多く大変という声があるので、

フリースペースではなく、チェックシートで確認できるようにしてみると、気軽に使用してもらうこ

とができるのではないかというようなご意見をいただきました。

この中の記入例があるとよいというご意見につきましては、こども部会のほうでもこれまでも、ご

意見をいただいていますので、皆さんのご意見も聞きながら、記入方法についても作成について検討

していきたいと考えております。１番のアンケート結果については以上になります。

続きまして２、共通シート案の作成。こちらは議題２資料（３）の共通シート案というものをご覧

ください。こちらは、さまざまな事業所などで、定期的に類似した書類を記入することが負担である。

サポートファイルを活用できないかというご意見をいただきましたので、保護者の方や支援員などの

書類作成の負担を軽減するために、共通シート案を作成いたしました。先ほども申し上げました通り、

事業所のほうからシートを提供してもらいまして、こちらのほうで案を作成しました。

それで実際にわかったことなのですが、実際に支援する際に必要な情報。しかも今の最新の情報が

必要であるということ。また、ほとんどの内容は、この浦安市のサポートファイルのどこかに記録の

ある内容でした。

そのようなことから共通シートの作成のポイントとしては、サポートファイルにすべての内容があ

るとはいっても、ファイルをすべてコピーすることはできないので、必要な情報を選び出して、なる

べく簡単に凝縮して記録するシートを作成するということ。あとは事業所によっては、重度の身体障

がい者をみる事業所さんについては、医療的ケアなどが必要ですし、児童発達支援の事業所さんとし

ては、出産や乳幼児期の成長の状態などが必要ということで、より特化した詳細な情報が必要になる

場合がありますので、ファイル本体にある、詳細情報を部分的に提供できるように、それぞれの項目

にファイル内の①から⑨の番号を記載するようにしました。

そちらの詳細な情報については、その細かいサポートファイルから抜き出してもらうという方法を

考えました。例といたしましては、より詳しい病歴が必要であれば、こちらの議題２資料（４）がち

ょうど大人版のサポートファイルのサンプルになっております。そちらの 12 ページのほうが医療の

記録となっています。こちらが細かく医療の経過を書くページになりますので、もし事業所のほうで、

これまでの病歴ですとか、詳しい内容が知りたいという場合には、この医療の記録を出していただく。
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あとは、コミュニケーションの仕方や、支援を必要とする行動などについて詳しく知りたいという場

合には、22 ページの⑧、本人の特徴（２）。こちら資料のほうは（３）となっているのですが。共通

シートのほうだと、裏のコミュニケーション⑧（３）、支援が必要な行動⑧（３）というところなの

ですが。こちらは、大人用シートのほうは、この本人の特徴が（１）・（２）凝縮されて、ちょっとず

れてしまっているのですが。こういった方法で、本人の特徴については、詳しいことはこちらにのっ

てくるという方法で、活用していただければと考えています。

内容といたしましては、先ほどのアンケートでも意見として多かった、身体の状況。通院・服薬状

況・障がいの状態や診断名、アレルギーなど。あとは生活面の情報。食事や排泄の介助の状態。あと

は移動の方法。そういったところをピックアップして、掲載、記録していただくようなシートにして

あります。２番の共通シート案の作成については以上になります。

続きまして３番。役立つ情報の追加ということで、こちらのほうも、こども部会のほうでご意見い

ただいていたのですが。記入するだけのシートではなくて、役立つ情報について、掲載してはどうか

というご意見いただいていまして。これまで出たものだと、年齢別支援制度及び支援機関。（２）と

しては、災害時の対応。（３）特別支援教育について。（４）障害年金についてということで、この成

人用のサポートファイルも４から５ページに、ちょっとイメージで、こういった形で必要な情報・役

立つ情報について載せてはどうかといったときに、少しつくってあります。

最後の（４）障害年金についてということで、前回も障害年金を申請する際に、このサポートファ

イルが必要ということで、その情報を載せてはどうでしょうかというご意見をいただいていましたの

で。今回少し、こちらでもホームページなどで、障がい年金について調べてみまして、簡単な内容を

載せてあります。

年金事務所のホームページなどで調べた内容なので、まだ不明な点が多いのですが、サンプル的に

は掲載をしてあります。初診のときの情報が必要ということで、診断書をとっておけばいいのか、新

たに必ず初診の、医師に、こう申請書に書いてもらう必要があるのか。そういったことが少し私のほ

うでも、まだわからない状態になっていまして、もしかしたら委員の皆さんのほうがその辺をお知り

の方が多いのかもしれないのですが、もう少し、詳しい情報が載せられればいいなと思っております。

あとは表記の仕方についても、このファイルを手に取った時点で、将来障害年金のためにこのファ

イルが必要になるということを認識してもらうような書き方というのを、少し検討する必要があるの

かなと考えております。この役立つシートにつきましては、今後、項目や内容について、またご意見

をお聞きしながら、情報収集をしまして、内容等について決定したい、していきたいと考えておりま

す。

続きまして４。成人用サポートファイル案の作成ということで、相談支援部会において作成した成

人用サポートファイル案について、ご意見をうかがっていますので、そちらをまず読み上げさせてい

ただきます。

成人向けにするなら、経済的背景や収入状況、就労の経過などを追加してはどうか。赤ちゃんが生

まれたらすべてに配布など、もっと手軽に手に入れられればいいと思う。子育てサポートファイルと

あわせて、妊娠期からつながればいいと思う。節目、節目で更新が可能になるようにしたらよいので

はないか。大人になってから書くにしても、小・中など思い出して書けるとよいというようなご意見

をいただきました。

当初は、現在のあるサポートファイルを単にシンプルにしたつくりにしたというような、サポート
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ファイル大人版になっていたのですが、このような相談支援部会のご意見をいただきまして、少しサ

ポートファイル成人版のほうの内容を変更してありますので、そちらのほうを説明いたします。

まず、30 ページの就労・通所の記録というところで、これまでのサポートファイルは、事業者名

と、あとは作業内容だけを書くような形になっていたのが。ご意見として、就労の経過などを追加し

てほしいという意見もありましたので、就労・通所の記録ということで、就労・通所しても、適応せ

ずに辞めてしまう場合などがありますので、そういった原因を明確にして次につなげていくために、

働きやすかった点ですとか、働きづらかった点を、より詳しく記入するようにして、次につなげてい

けるように、記入するものとしました。

あとはその収入面ですとか、経済的背景につきましては、次の年金の 31 ページの年金の記録。こ

ちらで年金の収入状況を詳しく書いてもらって。あとは 32、33 ページで収支の状況としまして、本

人の経済的な自立を目指し、１か月の主な収支ですね。それを、つけていただくような形になってい

ます。家計簿については、こちらは保護者の方に記入していただくシートにはなるのですが、ご本人

が将来的にグループホームに入って自立したいっていうような方もいらっしゃると思いますので、金

銭学習というものを兼ねて、ご本人が家計簿をつけてみるといったようなこともいろいろできるかな

と考えています。

続きまして、37 から 39 ページです。こちらについては、ご意見の最後に、大人になってから書く

にしても、小・中など思い出して書けるとよいというのもありまして、このサポートファイルを大人

になって初めて目にする方もいらっしゃいますので、そのとき、この乳幼児期ですとか、学齢期のシ

ートを全部埋めるのは難しいけれども、思い出す限りで、少し簡略したものを書いておきたいという

場合がありますので、その場合にはこの振り返りシートというのを使っていただきまして、幼児期、

乳幼児期、小学生、中学生というふうにわかれていまして、更に小中学生については、学年ごとに書

けるようになっています。ただ、すべて書けるということではないと思いますので、書けるところだ

けを書いていただいて、思い出したら本体のシートのほうを書いていただくというように使っていた

だければと考えています。

成人用サポートファイルにつきましても、今後また、こちらのこども部会でもご意見をうかがいま

して。ちょっと今回当日資料になってしまって、委員の皆様に、詳しく見ていただく時間がなかった

ので、また次回以降に、ご意見などいただければというふうに考えています。

この成人版につきましては、前回も中学生くらいでも今あるサポートファイルでは、絵が少し合わ

ないというご意見もいただいていますので、この成人版ファイルが完成しましたら、中学生の分も使

えるように改良していきたいと考えています。また、こういった A４の今は冊子形式になっています

が、こういった A４のリングファイルを入れるようなサンプルも作っていますので、差し替え可能な

ように、また改良していければと思っています。

今後もまた、改善のほうを来年も進めていきたいと思っていますので、また、ご意見ありましたら、

よろしくお願いいたします。私のほうからは以上です。

リーダー：今、事務局のほうからサポートファイルの活用ということで、提案がありました。このサポート

ファイルはいろいろな機関、また長い年月使っていくことになると思うのですが、まず一番目を分け

ていきたいと思います。

１番目の利用者・事業者へのアンケート結果ということで、ホチキス止めのものがあるのですが。

アンケートの集計結果について、何かご質問等があれば伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。
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これは個人用と事業者用とあるのですが、両方あわせて伺いたいと思います。

それでは、そのアンケートも踏まえて今、事務局のほうは次回という話もあったのですが、共通シ

ートとサポートファイル、この２つについて、イメージが湧くかどうか、いろいろご質問等あると思

うので、中身またはその大きさも含めて、ご不明な点等があればご意見を伺えればと思うのですが、

いかがでしょうか。お時間なければ、少々お時間取りますので、ご覧になっていただければと思いま

す。

事務局：すみません、１点訂正させていただいてもよろしいでしょうか。

リーダー：はい、どうぞ。

事務局：共通シート、議題２資料（３）、共通シート案の少し、誤字がありまして、申し訳ありません。１

枚目の生活⑧（２）というところなのですが。排泄の「部分介助」の「介助」の字が間違っておりま

して申し訳ありません。訂正させていただきます。

リーダー：はい。漢字の間違いですね。介助の意味が違う漢字だということで、訂正のほうお願いします。

浦安手をつなぐ親の会：質問よろしいですか。

リーダー：お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会と申します。よろしくお願いします。すみません、この共通

シートですが、各事業所さんで、もうすり合わせができていて、この春にもというような話なのでし

ょうか。

リーダー：それでは事務局いかがでしょうか。すり合わせのことです。

事務局：こちらについては、今各事業所さんに、扱っているシートを提供していただきまして、そのシート

を事務局のほうでいろいろ見まして、分析して、作っただけで、まだ事業所のほうに全く投げていな

いのです。事業所さんのほうからの回答もあまり多くはなかったので、すべての事業所、内容を網羅

したものではないのですが、一応この内容で１回作りまして、もう１回事業所に投げましてこういっ

たもので使っていただきたいのですが、いかがでしょうかというふうに投げてみようと思っておりま

す。

リーダー：今、浦安手をつなぐ親の会のほうから、この「４月からスタートでしょうか」という質問もあっ

たのですが。

事務局：ちょっとまだ、４月スタートは難しいかなとは思いますが、なるべく早く事業所とはすり合わせを

したいと思っております。

リーダー：まだそこまでの状況だということですけども、よろしいでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：具体的な目安の時期というものはあるのでしょうか。

リーダー：事務局いかがでしょうか。

事務局：一応本日ご意見をいただきまして、特に直しどころがなければすぐに、事業所のほうには投げまし

て。４月から使っていただけるように開始できればいいかなとは事務局では考えております。

リーダー：このあと、その動きによってということですね。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。この共通のシートに関しては、私たちの意見も大切かもし

れないですが、事業所さん側のほしい情報を取っていただいて、作っていただくことが大切かなと

思うのですが、こちらの知らせたいことというのはありますが、事業所側のほしい情報を浦安市の

事業所さんに聞き取りをきちんとしていただいて、そういう確認を取る。目安があるということで

良いでしょうか。段取りといたしまして。



11

リーダー：事務局お願いします。

事務局：そうですね、今おっしゃられた通りです。これについては、事業所側のほうが必要な情報が載って

いないと結局使っていただけないというふうになってしまうので。事業所のほうとは、綿密にすり

合わせはしていきたいと思っています。ちょっとまだ回答としてもらっていない事業所がやはり多

いです。なので、これをもう１回投げまして、本当にこれを使ってもらえるのかどうか。これで使

えないって言われてしまったら全く意味がないので。そこはもう一度、次については全事業所にこ

ちらも投げてはいるのですが、回答がない事業所も多いので、すべての事業所に投げかけて、回答

を得られるようにしたいと思っています。

リーダー：今、一応、案をまだ投げたというところで、丁寧にやらないとということもあるので、４月とい

うのはちょっと難しいのではないかと聞いて感じましたけれど。いかがでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：すみません、その投げるというのは、郵送でということですか。

リーダー：では、事務局お願いします。

事務局：今、大体事業所とはメールでやり取りしていまして。今回シートをもらうのは、実際のシートをも

らうところも多かったのですが、ほとんどメールのやり取りになっています。郵便ほど時間はかか

らないとは思うのですが。ただ、事業所側も大変業務で忙しい事業所がほとんどですので、なかな

かちょっと、すぐに出してくれというのは難しいので。そういった意味では、リーダーがおっしゃ

ったように、４月開始はちょっと難しいかなとは思っています。あまり、こう、急いで、変なもの

を作ってしまっても良くないので。みんなが使えるものをじっくりつくっていきたいなとは考えて

おります。

浦安手をつなぐ親の会：ごめんなさい。期限を切っていただけているのか。あと、今日、何件か事業所さん

いらっしゃっているので、事業所さんの意見が、できましたら、伺いたいのですが。どういうふう

に事業所内で話し合われてるのか等、回答する目安がついているのか、伺えればありがたいのです

が、いかがですか。

リーダー：それでは、事業所の皆様お願いします。

サブリーダー：こころとことばの教室こっこという、児童発達支援事業をやっていまして、拝見させてもら

って、これでそのままいけると思っています。というのも事前に送らせていただいて、今、うちが

毎年新年度に出していただいているものをお送りさせていただいておりまして、その内容は全部盛

り込まれておりますので、うちの場合はこれでとても助かります。

リーダー：事業所さんのご意見がここの場で聞ければと思うのですけども。マイクを回しますので、事業所

さんよろしいですか。

一般社団法人こども未来共生会：私たちのそらいろルームのほうも、事業課、事務局の皆さんのほうに、う

ちが一番最初に新規で書いていただくカルテのほうを情報提供させていただいておりまして。そこ

に記入をお願いしている医療機関名であったり、身体の状況等もきちんと詳しく書かれているので、

これでいけるとは思っているのですが。

すみません、私、事務局さんにお伺いしたいのですが。共通シートということは、これを１枚、

たとえば事業所を複数ご利用されている方は、これをどこかの事業所で１枚書いたとしたら、それ

を私たちがファックスなり、メールなりで、あるいはお母さまとか保護者の方経由で、共通のもの

を流し合って持つということを想定されているのですよね。ここがちょっと、全部同じだけど書く、

全部の事業所で同じものを書いていたら、結局この共通案の意味はないなと思っていまして。すみ
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ません、私そこがちょっと、もしかしたら、いただいているのかもしれないですが、勉強不足でわ

からないかもしれないので、お願いしてもよろしいでしょうか。

リーダー：そうしましたら、一応、事業所さんに全部お話し聞いてから、一括してでよろしいですか。

一般社団法人こども未来共生会：はい。

NPO 法人タオ：しっかりとこう、内容は盛り込まれているなと感じました。ただ、なんでしょう。もちろん、

面談というかそういうのはもちろん必要だと思うのですが。ご記載していただくということについて

は、これで大丈夫だとは思っております。あとはちょっと所内でもう一度確認をいたしまして、ご返

答させていただければと思っております。お願いします。

NPO 法人千楽：うちも内容はいいとは思うのですが。今までのご利用されている利用者さんは？とかまだ、

ちょっと確認させていただきたいなと思います。これから利用される、４月以降に利用される利用者

さんに関しては、こちらで書いていただくということですが、今までの利用者さんに関しては、一体

どのように対応したらいいのかなと、ちょっと検討させていただいています。以上です。

パーソナル・アシスタンスとも：私もアンケートのときに答えさせていただきましたが。たとえば短期入所

という事業も、うちはやっておりますので、入浴の介助のこととか、その方法、夜の就寝のときのご

様子ですとか、食事に関しても、もう少し細かい記載も必要かなといったところがあるので、ここの

欄の中に入っていないこともあります。なので、共通としてのこの１枚は利用させていただくことは

可能ですが、プラスアルファの書類というのが、どうしても必要になってしまうかな、今、見させて

いただくと。下の部分に箱があって、独自に使ってくださいということで書いていただく部分は用意

していただいてるのですが。この余白のところの書き方では少し統一性がないので、個々の書き方が

ばらばらになってしまうとか、聞き取りで書くって形になってしまうので、プラスアルファが必要だ

と思います。

サブリーダー：ちょっと前提を私、勘違いしたかもしれないので確認させてほしいのですが、初めてうちの

事業所を利用される方の場合は、これは全然使わずに独自で、しっかりとうちが必要な情報を取らせ

てもらうつもりでいました。それでこの共通シートというのは１年に１回、今まで使われている方に

も１年に１回、最新の情報をいただいていたものをこちらに変わるという認識でずっと考えていまし

たので、もしそれが違ったら、ちょっと教えていただけるとありがたいです。

リーダー：それでは、まず事務局に。今の NPO 法人発達わんぱく会のこのイメージ、この共通シートは、ど

ういうふうに考えているのかとか、これがどういうふうに流れていくのか、これはきっと、幼稚園と

か、保育園、小学校、中学校といくことになると思うので。少しそのイメージを最初に説明していた

だいて、そのあと、この共通シートの扱い方とか、今までの利用者はというご質問がありましたので、

それを答えていただければと思いますので、よろしくお願いします。

事務局：共通シートのイメージとしては、サポートファイルがあくまでも、保護者さん主導のサポートファ

イルになりますので。たとえば、先ほど、こども未来共生会の委員のほうから出たような、事業者さ

んで、こう回してもらうとかというイメージはしていないです。共通シートとしても、このサポート

ファイルの一部として、中に入れるような形になりますので。あくまでも保護者の方がその事業所さ

んと１対１のやり取りのときに渡すということになると思います。いろんな事業所さんで、全部記入

する負担を軽減ということなので、１枚書いてコピーして利用するですとか、あとはパソコン上でも、

もちろんできるようにしますので。パソコン上で書いたものを毎回プリントアウトして持って行くと

か、そういったことを想定しています。
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それでちょっと、まだこの大きいサポートファイルをどこまでコンパクトにするという、そこまで

のどういう形にするという案が出ていないのですが。基本的にはこういう冊子というよりは、こうい

った、差し込めるシートのほうが利用のメリットがあるかと思いますので。常に最新の状態にしてお

くということで、古いものは抜き出して、どこかに保管していただくでもいいですが。１年にいっぺ

ん、この共通シートを書き換えて、新しいものを差し込むといった方法を取っていただくのが一番い

いのかなというふうに考えています。

それで、サブリーダーのほうからご質問あったように、それぞれの事業所さんも、私のほうとして

も支援する際に、ご本人に書いていただいたり、また、支援者の方が聞きだして「記入するシートを

出してください」という言い方をしているので、というか、事業を開始、事業を使い始めるその一番

初めに書くシートとか、途中、途中、年度毎に出してもらうシートという、くくりを特にしていなか

ったので、そこもはっきりどこで使ってもらうというのは、決めてはまだいないです。

もちろん、事業所さんのほうで、「１年にいっぺんはこのシートでいいけれども、一番初めだけは、

ちょっと詳しく書いてもらいますよ」とか、あとは、先ほどご意見がありましたように、事業によっ

てはもっと特化した詳しい情報が知りたいという場合には、やはり付加としてもう少しつけ加えたシ

ートが必要という場合もあるかと思いますので。その辺は柔軟にこのシートの裏にももちろん、独自

使用欄というのを設けさせていただいたのですが、そこも使いつつ、あとは基本的なことはこちらの

シートにしていただいて、あとの知りたい情報は、もう少し追加したシートをできればご用意いただ

くとか。そういったことで、対応していただければというふうには考えています。

ただ、基本的なこの基本情報、ここに載っているような基本情報としては、できればこの共通シート

を事業所様に使っていただければ、負担も軽減されるかなとは考えています。以上です。

リーダー：ちょっと、そのファイルを貸していただいてもよろしいですか。すいません、私がよく理解して

いなかったかもしれない。これに、これが入っているというイメージでよろしいでしょうか。

事務局：そうですね。小さくすると、そういったイメージになります。ただ、先ほどもお伝えしましたよう

に、こちらが従来のサポートファイルで、こちらのほうがこういうポケット等が大きくなっています

ので、資料は入れやすいという考え方もありますので。基本的にはこちらを使っていただいて、持ち

歩く際には小さくプリントアウトしていただくとか、そういった方法もあるかと思います。その辺も、

使い方は自由になるかと思うのですが、その小さいファイルでも使っていただけるようにしたいとは

思っています。ちょっとかなり書く欄は小さくなってしまうというのは、デメリットではあるかとは

思います。そういったことはあるかと思います。

リーダー：とりあえずそれで今、共通シートの話なので、事業者さんが最初に行ったときに、これを使った

らいかがですかということで、よろしいでしょうか。

事務局：最初とあと、やはり毎年、最新の情報がほしいという意見がやはり多いです。常に更新されてない

といけないということで。この基本情報、住所とか連絡先にしても、やはり変わっていく場合もあり

ますので。１年にいっぺんは、こういう基本情報についても、最新のものがほしいという事業所さん

がやはり多いようです。ですので、毎年、ご意見としてありましたように、毎年毎年これを書くのが

大変というご意見もありましたので。どちらかというと毎年の更新のときに使っていただくというほ

うが、利用する頻度が高いかと思うのですが。一番初めに出す受付シートというのですかね。そうい

ったものでもこれで使えるのであれば、もちろん使っていただきたいですし。その辺は柔軟に事業所

さんのほうで考えていただければというふうに思いますが。
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サブリーダー：すみません。折角つくったら活用したいなというには思うのですが。やっぱり初めてお会い

する、初めて利用される方には、とてもこれじゃ情報量が少ないので、そこをちょっと除いていただ

いて、去年使っていたものを今年も使っていただけるぐらいに出す情報として、役割を位置づけてく

れると、我々事業所としては、そこに関しては責任を持って、「これで対応します」ということがで

きるので、運用しやすくなります。

リーダー：ほかの４つの事業所さん。今の共通シートに関して、お話しを聞いてよいでしょうか。確認をし

て進めたいと思うのですが、いかがですか。

パーソナル・アシスタンスとも：私ももちろん初めてご利用される方には、これだけでは到底足りないので、

毎年更新のときに書いていただく、うちでは１枚目のページがちょうどこの形になるので、それを何

度も何度も、恐らく、各事業所の部分を書いていくというのは、すごく手間だというのはすごくよく

わかるので。それに関しては必ず毎年、恐らく事業所を使うのであれば、保護者の方は書くのだと思

います。たとえば携帯番号が変わったとか、何が変わったということがあると思うので。なので、そ

この事業所の本当に共通の、一番最初の住所だ名前だ、なんだかんだといったところに関しては、こ

れを使うということについては、恐らく良いのではないかなとは思いますので。そこを繰り返し書く

っていうことの軽減っていう意味では、使えるのかなという気がします。

NPO 法人千楽：いろいろなサービスもあると思いますので、共通シートですね。発端として、その保護者の

方の、負担の軽減というところからやっていると思うのですが。その毎年の更新の際に、利用される

ものであればいいのかなとは思っております、以上です。

NPO 法人タオ：皆さんのおっしゃる通りというか。事業所にもいろんな短期入所があるところ、ないところ

であったり。目的も違ったりすると思うので。最初のシートをすべて統一するとなると、逆にものす

ごい量の情報を書かなければいけないと、逆に手間になってしまうのではないかなと感じました。た

だ、最初の住所、名前等そういう１枚目の活用としては、もう最初は、初めて会ったときには、これ

プラスアルファでやはり必要だと思いますけど。翌年度からはこれというようなイメージで使わせて

いただけるのであれば、使いやすいかなと思いました。

一般社団法人こども未来共生会：私も保護者の方の負担としては、こちらの共通シートに年１回たとえば、

おうちで記入してきていただいて、ご持参いただいてコピーを取らせていただくという手順であれば。

それにプラス、うちは少し更新などにあたって面談をさせていただいたりもする機会があるのですが。

これにプラスアルファで独自欄として、より私たちの事業所で必要な情報をお聞きするというツール

として利用可能かなと思います。

リーダー：ありがとうございます。浦安手をつなぐ親の会の委員より、最初にお話しを伺ったときに事業所

さんとのやり取りはというお話しだったのですが、今お話し聞かせていただくと、まだちょっととら

え方が違ったりとか、どういうふうに運用していこうかというところで、もう少しだなと思うので。

またこれに関しては事務局のほうで、聞き取り等丁寧にしていただいて、ご意見いただきながら進め

ていくというふうにしていただきたいと思いますけど、事務局のほうはよろしいでしょうか。

事務局：はい。ありがとうございます。ご意見ありがとうございました。ただ、私のほうも事業所さんのや

り方が不案内だったもので、すごくご意見いただいて、だいぶ整理がついたと思います。ありがとう

ございました。

リーダー：それでは今、共通シートのお話しで、ご意見伺ったのですが。こちらの小さい版について、もし、

お気づきの点やご意見あれば。
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浦安市自閉症協会：サポートファイルについて、私たちの要望をたくさん取り入れてくださり、ありがとう

ございます。

そこで質問と確認ですが、サポートファイルの、こども用と成人用というのは、将来にわたって２

冊持つというイメージでしょうか。また、成人用というファイルは、何歳ぐらいから配布する予定で

しょうか。こども用の今現在ある大きいタイプのもので間に合うという人は、成人用を受け取らずに

１冊だけを使っていくということでいいですか。その場合、こども用と成人用のファイルというのは、

大きさだけが違って、内容というのはほぼ同じですか。よろしくお願いします。

リーダー：では、事務局のほうから。今のこども用、大人用に関してのご質問、よろしくお願いします。

事務局：事務局です。サポートファイルについては、一生、ライフステージを通じて一貫した支援というこ

とになっていますので、成年、成人期になったから違うサポートファイルを持つというイメージでは

なくて、一貫して使っていただくというイメージになると思います。

それで、青年・成人期につきましては、高校卒業から青年・成人期というふうになるものとなって

います。もちろん、今は、この大きさで作っていますが、A４のシートに入れるように、A４にするこ

とも可能ですので。たとえば、大人になって、この絵がちょっと合わないといったら、こども部分を

外していただいて、この A４のシートにこの成人版のものを挟み込んで使っていただくことも可能で

すし、成人になってから使うのであれば、成人版のものをそのまま入れていただくことも可能です。

それで、乳幼児期から学齢期、成人・青年期とありますが、一貫したシートにはなっていますので、

一応これを青年期から使ったということを想定して、乳幼児期などのシートも入っていますが、そち

らについては書けなければ書かなくて、先ほど言ったような振り返りシートでも結構ですし、一応一

貫して使うようにはなっていると思います。乳幼児期から使った場合には、小さいときにはこの絵の

ついたものを使っていただいて、成人になったら成人期のものに差し替えていただくという方法で、

考えていただければいいかと思います。

浦安市自閉症協会：わかりました。

リーダー：では、浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：はい、確認です。私たちの意見を取り入れてくださり、「障害年金とは」というページ

をつくっていただいたのですが、のファイルの一番最初のページに書かれています。

年金の情報というのはとても必要なものですが、障がいがあるかまだはっきりしない小さいお子さん

のお母さんにとっては、重いというか、ショックを受けてしまうかと。自分の子どもにこのサポート

ファイルは必要ないと、それはある意味、子どもに対して希望を持ってなのですが、自分の子どもは

これに該当しないのではないかと思うのではないかと、保護者の心の持ちようをちょっと考えてみて、

感じました。

私がこの前申し上げたのは、ページの後ろのほうに、たとえば３ページにある各種相談窓口のよう

に載せるイメージです。子育ての中で、自分の子どもは障害年金をもらうのかどうかというのを考え

る時期というのは、５歳、10 歳、15 歳、18 歳とぽつぽつとあるのですが、希望を持ち続けているの

で、学校や療育のことに精一杯になり、知識を持たないまま情報を仕入れる時間もないまま過ぎてい

ってしまいます。そして子育てに悩む出来事が起きたときに、夜中にそっとそのページを開いて「将

来的には障害年金を考えた方がいいのかな」と見るようなイメージでした。

ですので、１歳半健診でこれをもらって、障害年金の話が最初の１ページにきてしまうと、親とし

て子育てに希望が持てないというか、がっかりしてしまうところがあって、必要な情報でありながら、
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目にするとつらいなっていうのが本当のところです。

いつか必要になったときには後ろのページの情報に頼れば何とかなる、そんな気持ちで子育てがで

きればと願っております。今後もページや内容についてまたご検討いただけたらと思います。

リーダー：貴重なご意見ありがとうございます。ページの配列等についても、検討していただければと思い

ますので、よろしくお願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：もう少し早くに質問したかったのは、学校の先生方がいら

っしゃる間に、少し質問したい内容だったので、今、中学校の先生いらっしゃるので聞いていただけ

れば良いのですが。

まず、先ほどリーダーのほうから、こちらの共通シートやサポートファイルのほうを保育園や小学

校等でも使ってというお言葉があったのですが、この共通シートというのは、今、事業所さんで使う

もので、まずよかったのかということと。

もしたとえばこの共通シートを学校で使うとなれば、もうすぐ新学期入りますね。学校、新しく進

学される方もいまして、もう入学したと同時に、出さなければいけないのですよ。そうすると、ゆっ

くり考えている暇は全くなくて、これが、たとえば５月や６月にできたら、また、親が書かなきゃい

けない資料が増えてしまうのですね。なので、そこら辺が、少しあいまいだなと思いました。もちろ

ん中途半端な資料では困るので、きちんとしたフォームがほしいのですが、やはりこういうものが少

なくても３月にはできていなければ、当然、学校に配布されるのも無理ですし、事業者さんのほうも、

そういうデイサービスなどの更新も、もう今、２月、３月に皆さんしているので、もう４月より前に

恐らくお渡しになると思うので。そうすると来年度は、また親が書かなければならない資料が増える

のかなと思いましたので、その辺についてどう考えているかを少し質問したかったことです。

それで、もう１点なのですが、これは私の感想ですし、今の事業所さんのお話しを聞いていた内容

からの感想になるのですが。やはり共通シートを今こちらにいらっしゃる事業所さんというのは、た

とえば、わんぱく会でしたら、療育を専門にやっているところですし、千楽さんだったりすれば放課

後デイサービスなので、タオさんだったりするとスポーツだったり、それぞれ事業所さんでやってい

る内容や目的が違いまして、正直、私たちがこう、いつも書いているものを、事務局さんの方、ご覧

になったことがあるかわからないのですけれど。

ちょっとたとえて言わせてもらって申し訳ないのですが。千楽さんから年度の初めに書くものはこ

ういった１枚のペラな紙じゃなくって、何枚かになっていまして、書くのにとても時間もかかる内容

なのですね。でも、やはり子どもを預ける上で必要な内容なので、やはり丁寧に、どの親もお願いし

たいことを書いているのですね。もちろんわんぱく会で、もし療育をされるお子さんであれば、やは

り子どものことを包み隠さず書かないと、きちんとした療育が受けられないということなので、やは

りこの１枚の紙で、すべての事業者が網羅されたものを、本当に裏表だけで作るのは、ちょっと難し

いのかなというふうに、親としては今、感想を持ちましたので。

親のことを考えてくださって、できるだけ簡単に済むように作っていただいたものなのだと思うので

すが、ちょっと今は、この時点では、そういうものになっていないかなというふうに思いました。以

上です。

リーダー：２つあって、最後のほうは感想ということで。あともう一つは事務局の学校・幼稚園等そちらの

ほうのつながりということの共通シートの扱いということなのですが。

事務局：今回の共通シートにつきましては、事業所との、事業所に使うための共通シートとして考えていま
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して、これが学校に使えるかというところをまだ検討していないので、今後ちょっと検討していきた

いと思っています。

リーダー：私のほうがさきほど言ったこのサポートファイルの学校・幼稚園というのは、これが流れてくる

ことによって、要するに学校や幼稚園とか教育関係者が、情報をこれで保護者の方と一緒に共有する

ことができて、きっとこの中に個別の教育支援計画ですとか、個別の指導計画というものが入り込ん

でいくというような使い方というところのイメージで、話をしていますが、その辺のところの認識の

ほうは、事務局のほういかがでしょう大丈夫でしょうか。

事務局：はい。これで大丈夫です。

リーダー：学校等はこれがどういうふうに使われていくかというのはこの後も検討していくというような形

で、学校に入ってくるところの共通シートという検討は、今されていないということです。

浦安市立中学校長会：よろしいですか。今、まだ学校のほうというよりも、相談支援部会には学校関係は入

っていないのです。やはり、このサポートファイルを作る関係で学校関係何人か入って、もう１回確

認するとかしたほうが私はいいと思います。

それから教育研究センターのほうも、関わったりしていくほうが良いと思います。実際、変な言い

方ですけれど、教育研究センターの住所が違っていると思いますので。前の住所ですので。処理をよ

ろしくお願いします。だから、教育研究センターとか、やはり学校関係とかが何人も見て、確認しな

がら作っていったほうがいいと思います。

それと、一番最後の中学校とか小学校の欄があるのですが、実際、私たち中学校なんか例えば、担

任・副担任の先生との関わりという部分でも、中学校は教科担任制ですので、書き方はまた違うのか

なと、副担のところよりも、他の教科担任とかいろいろですね。そういうイメージがいろいろこうあ

ると思いますので、私より浦安市立小学校長会さんのほうがよっぽどわかると思います。先ほども、

これを見て、いろいろメモを置いていきましたので、それはあとで事務局のほうにお渡ししておきま

す。これからよろしくお願いします。

リーダー：ご意見ありがとうございます。それで中身の幼児期ですとか、小学校・中学校というところに関

しては、まだそちらの機関とはやり取りはされていないのですよね。

事務局：はい。全くの案になっております。この窓口相談なども、ちょっと全く読み合わせなどもおこなっ

ていませんので、間違っていたら申し訳ありません。本当に、全くサンプルの案ということになりま

すので、今後は詰めていって、正確なものを作っていければと思っております。

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

親の会は、ほかの千葉県内の市で、会員もいるのですが。たとえば千葉市のほうだと、こちら、サポ

ートファイルを使って、学校の先生と個別支援計画をやったりしているところもあるらしいですね。

それで今、中学校の先生がおっしゃったように、やはりここの小学校・中学校等の欄が、たとえば学

校の先生が次の学年になったときに見て、すごく一目瞭然でわかるようなファイルだったら、先生方

も使える資料になると思うのですが。生まれたとき何グラムだったとか、正直、そういうのが必要な

年のときもありますけれど、そこばっかりが重要であったり、ちょっと今にあまり特化されてない内

容ばかりだと、恐らく、学校の先生も読むのが大変だと思うので、やはり、もし学校でも使うという

ことになるのであれば、もう少し先生にも関わっていただいて、ここの内容については学齢期のとこ

ろは考えていいただけたら、嬉しいなと思います。

浦安手をつなぐ親の会：恐れ入ります。また少し共通シートのことになるのですが。先ほど事業所の方に伺
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った感触といたしましては、どの事業所さんでも、１枚目としては共通で使えるのかなと、私は受け

取りました。この、住所とか誕生日、本人の状況とかお医者さん、アレルギーの有無とかですね。移

動・食事・排泄、身支度・遊び・趣味って、これらは、私、どこの事業所さんでも書いている気がす

るのです。

ですから、１枚目の内容としては充分で、共通シートとして使っていただきたい。一枚目を、きち

っと認識していただいた上で、各事業所さんが欲しい情報を足す形で、プラスのシートを作っていた

だければ助かると思っているのです。それで、共通ということに少し何か抵抗感があるのですかね？

わからないですけれど。私は、毎年、これ１枚書く…1 枚目だけでも、複数書かないで、コピーで済

むだけで助けりますし。

初回面接でもちろん、詳しい聞き取りをしてくださってて、これじゃ足りないという事業所さんの

事情はよくわかるのですが、初めから、親にいろいろたくさん書かせる事業所さんが、果たしてよい

事業所さんなのかといったら、私は、それは別の話かな？と思っていて。本人にやはり実際会ってい

ただいて、関係を築いていく中で、初めの情報につけ加えて、事業所さん側自身がつけ足して、気づ

きを書いていって、本人の歴史を作ってくださるような感じで。親に最初、すごくたくさん書かせる

ことが大事と思われているのかもしれませんが…（一枚目を指して）、これを共通シートとして、私

はお願いしたいのですが。

それでもし、事務局のほうと事業所のやり取りを、先ほどちょっと、拝聴しましたら、事業所さん

のこのシートに対する認識が違っていたり、メール等のやり取りということで、お返事すらない事業

所もあったりということですが。その返事がない事業所さんというのが、私はすごい悲しいなと思い

ました。こちらにいらっしゃる事業所さんは違うのでしょうけれど、それなら、それはしっかり、事

務局から事業所へ、いつまでに期限でお返事 くださいとか、説明等、あと、ご協力くださいとい

う感じできちんとお願いできないものかなと思うのですけれども。そこをお願いしたいと思いました。

あと、学校のほうも、このサポートファイルを認識していただくことで、最初の面談等で、「サポ

ートファイルお持ちですか」みたいな問いかけがあったら、お母さん方としても、なんかこう、私だ

ったら嬉しいと思うのですが。「これ書いています」と言って渡したら、こう、ファイルを開いて、

先生が読んで見て、大事なところを拾ってくださるとか。そういった、広い認知のされ方があったら

いいなと思います。お願いします。

リーダー：ご意見ありがとうございます。この辺のご意見も取り入れて進めていただければと思いますので、

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：お聞き苦しい、聞き苦しい声で申し訳ありません。

先日、合同部会のときに共通シートの骨子を、今作っているというお話しを聞きまして。とても期

待をしておりました。とても早くに作っていただけたので、それはすごくありがたいと思っておりま

す。共通シートを見たところ、すごく共通していると申しますか、よくまとまっていて、これ１枚で

とりあえず完結はできるのかなという印象を持ちました。

一つ、提案で、先ほど小学校とか中学校でもこれ共通で、使っていただくことはできないかというお

話しが出たのですが。私、先日、小学校の共通のシートを書いたのですが、内容が重複しているとい

うか、共通項がすごく多いので、これを小学校特別支援学級のシートと一緒に使っていただくことも

できるのかなという印象を受けました。ぜひ、検討していただきたいと思います。

それで、サポートファイルであったり、学校のシートであったり、こう紙ばっかり、ばらばら、ば
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らばら、ある状態になってしまって、学校のほうでも個別指導計画を作っていて、それも紙がまた別

でということになってしまうと、家のほうに保管してあるもの、学校にあるもの、事業者さんにある

ものというふうに、その子の情報が、ばらけてしまうという状況があるので、そこをたとえば共通で

持っておいていただけると、家と事業者さんのほうと学校と情報の共有がうまく図れるようになるの

ではないかというのは思いました。

一つ、この共通シートの追加の情報というか、そこで先ほど事業者の方のご意見、たくさん伺った

のですが。一つたとえば、提案として短期入所には短期入所用のシート、医療ケアが必要な方には医

療ケアが必要な方のそれ専用シートみたいなものを市で独自に作っておいたほうがいいのか。それと

も事業者さんそれぞれ特色はあると思うので、そういう事業者さん独自のものを持っていたほうがい

いのか。やはり知りたいことも、たくさんあると、先ほどサブリーダーさんも、おっしゃっていたの

ですが。

結局共通シートがあって、各事業者さんで書くものが多くなってしまうと、あまり、親の負担とし

ては変わりないのかなというのがありまして。その中でもやっぱり、共通することというのは、一つ

まとめて、またこれのほかに、作っていただくということはできないかなということなのですね。

それで、実際、事業者さんとしてみたら、そういう市としての共通のものがあったほうがいいのか。

それとも、ご自身たちで独自のものがあったほうがいいのかということはお尋ねしたいです。

リーダー：はい。まずサブリーダー、どうでしょう。市として共通なものがあったほうがいいのかという今

の意見について。

サブリーダー：我々としては今やっているもので全然問題はないので、今のままでいいのですが。親御さん

の負担を考えると、共通シートがあったほうがいいなというふうに思っていますので。どうだろう。

このぐらいでいいかなというような印象ですかね。

リーダー：事業者さんのほうの答えられる範囲で、今考えていることあればお聞かせください。よろしくお

願いします。

一般社団法人こども未来共生会：そうですね、私たちとしては、基本的に面談での聞き取りは、やはりメイ

ンになっているので、こちらの共通シートは書いていただいて、それで、あとはこう、私たちが聞き

取る中で、私たちが記録をしていくという形もとれるので、共通シートは共通シートでご記入いただ

いて、それ＋αのやはり療育だとか、ソーシャルスキルトレーニングに必要な情報というのは、ある

程度こちらで共通のものを持つというよりは、こちら独自でやらせていただけると、その各事業所の

独自性も残るかなというふうに思います。

NPO 法人タオ：もう中身は結構細かいところまでは、あると感じました。先ほど親御さんのほうからも、各

事業所いろんな特色があるというお話しもあったのですが、本当その通りだと思うので、これは、も

うこういったものを、事業所が使って＋αで、あと独自仕様欄とかを使って、別のシートが必要だっ

たら、それを作ってやっていけば、全然問題なく、これを活用できると思います。以上です。

NPO 法人千楽：共通シートというのはあくまで、その利用者さんご本人の日ごろからの様子がここに書かれ

ると思うのですけども。そこの、ここの項目に関してはすごく充実しているのかなというふうに思わ

れます。

それで、実際にこちらがどういうふうに、その利用者さんに対して支援していくかというのは、皆さ

んもおっしゃられるように、聞き取りをさせていただいたりとか、あと個別支援計画などで、この利

用者さんに関してはこういうふうに支援をしていこうというのを具体的にさせていただいて、あくま
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でこのプロフィールというか、こういう利用者さんなのだ。この事業所としては、個別支援でやって

いこう。その大元がまた同じ事業所さんであったりとかもすると思いますので、年度の始まりの部分

としてはいいのではないかというふうに思っております。はい、以上です。

パーソナル・アシスタンスとも：そうですね。専門シートのところまでにいってしまうと、おそらく、相当

市と事業所が話し合ったりとか。あとはごめんなさい。このサポートファイルは、あくまで使いたい、

今の段階では使いたい人が手を取って活用していくという状況ですよね。必ず全員に配布されてしま

うということではないものですよね。

そうするとなると、やはりこれを使っていらっしゃる方が、能動的に多くなっていったら浦安市も

いいのかなというふうには思ってはいるんですけど。事業所それぞれと保護者の方がお話しするとき

に、たとえばこの③とか②とか⑨とかといったところで必要な情報がほしい事業所が、ここに書いて

あるものをうまく保護者の方とコミュニケーションをとって、この部分でいいですよとか、なるべく

同じようなことを書かなくて済むようなやり取りをする形で、たぶん事業所の中で工夫していったり

とかすることが大事かなというふうに思っているので、共通に関しては、この共通シートがおそらく

今、皆さんおっしゃっていると、ノーマルに必要なことなのかなというふうに思うので、この辺でい

いのかなというふうに私は思います。

リーダー：あと、特別支援学級という話が出たので、事務局のほう、いかがでしょう。特別支援学級のこの

情報をという観点で見たときに。

事務局：サポートファイルを自主的に持ってきてくださる親御さんもいますので、その際には個別の指導計

画、教育支援計画立てる際に、参考にしているという、実情です。またサポートファイルをつくる際

に、こちらの意見もちょっと聞いていただきながら活用できる、持ってきていただいたときに活用で

きる内容にしていけたらいいなというふうに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：また事業所、皆さんの意見をもとに、またもう少し検討していきたいと思っています。

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。先ほどこの共通シートの内容、ファック

スでとかメールでというお話しがいろいろ出てきたと思いますが。あくまで個人情報にはなるので、

ちょっと取り扱いには気をつけていただけるとありがたいと思います。どうもありがとうございます。

リーダー：それでは、サポートファイルの活用については、これで終わりにしたいと思います。

では、次に議題の３。平成 28 年度の議題について、事務局より説明のほうをお願いします。

事務局：平成 28 年の議題について、まず事務局の案をお話しさせていただきます。今年度に引き続き、相

談支援部会と連携しながら、今お話しにも出ていましたサポートファイルについて、今後も検討を行

いたいと考えております。

また、平成 28 年４月１日より障害者差別解消法が施行されることに伴い、幼稚園・保育園・小中

学校における配慮について検討していきたいと考えております。そして、発達支援セミナーなど、市

が開催する講演会の内容などについてご意見をいただきたいと考えております。さらに平成 28 年度

より開始する発達障がい児超早期療育事業の事業の進捗状況等の報告を行います。引き続き子どもに

対する支援に関する事例を募集し、検討を行っていきたいと思います。

事務局案をお話しさせていただきましたが、皆様からもこども部会で話し合ったほうがよいと思わ

れる地域課題等についてご意見をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

リーダー：それでは今、事務局のほうから平成 28 年度のこども部会の議題の柱について、提案があったと

ころですけれども、委員の皆さんから地域課題等こういうことをというのがあればうかがいたいと思
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うのですが、いかがでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：すみません、議題１の資料にもあって、今日あった浦安警察職務研修のことなので

すけれども。これは平成 28 年度も引き続き行われるものなのかということと。あと、すみません、

昨年私、偶然美浜公民館で遭遇した件なのですけれども。知的障がい者の方が男性なのですが、女子

トイレに入ってしまって、お掃除の方がすごく騒がれまして、叫んで出ていらっしゃったので、公民

館の方々が皆さんで取り押さえられて、その知的障がいの方、皆さんに踏みつけられてたのですよね。

その場に偶然遭遇して、それで警察が呼ばれてしまって、ちょっとした騒ぎになってしまっていたの

ですが。

その公民館のロビーでそのまま事情聴取的に、机を出されて、その知的障がい者の方は座って。ち

ょっと私の見た感じでしたら、女子トイレのこだわりがあって、視界に入ると入りたくなってしまう

のかなと思ったのですけれど。その場に机を出されて、事情聴取というか、しばらくいらっしゃった

のですよね。

そのとき子どものイベント等もありまして、児童もたくさんいましたし、親もたくさんいて、ちょ

っとした、みんな輪になって遠巻きに見るみたいな中で、警察とのちょっとやり取りがあって。私あ

まりにいたたまれなくて、ちょっと警察の方に声をかけましたが、そういったことも実際目にしてい

ますので、浦安警察職員研修で中島先生が、なにか、今日、されたのかなと思うのですが、ちょっと

中島先生がいらっしゃらないですけれど、どういう研修を 45 分でされているのかと、来年度もある

のかなということを伺いたいのですが。よろしくお願いします。

リーダー：それではまず来年度、これが予定されているのかどうかというのを、事務局のほう、またよろし

いですか。

事務局：この警察署職員向けの研修が始まった経緯なのですが、自立支援協議会の権利擁護部会の中で、こ

こでは、警察の方が、委員として入っていまして、権利擁護部会中で同じような、配慮について理解

してほしいという意見がありましたので、警察の職員の方がこの研修の必要性を感じてやりたいとい

うように、ご連絡をいただいたものです。

浦安の警察の署員約半数を一堂に集めて時間をとって、研修会のようなタイミングというのが２年

に１回と言われておりまして。先ほどちょっと毎年おこなっているという説明をしたのですが、今回

の前は平成 26 年度にやはり約半数を集めてやっています。今回が２回目ということになります。

やはり警察の方も私たちも、人事異動がありますので、市役所のほうからもこれは忘れずに投げか

けていって、継続してまた新しい職員、署員の方向けに行いたいと思っておりますので、毎年毎年、

警察のほうには引き続き働きかけをしておこなっていきたいと考えています。

内容については、今日出てきた事務局のほうから説明させていただきます。

事務局：私のほうで本日、研修に参加させていただきました。中島先生から発達障がいですとか知的障がい

の方の個々の特性を理解して、問題のある行動があっても、その背景を理解して支援していくという

ことで、その方法について話がありました。中島先生ご自身も警察のほうへの支援も行っているとい

うことで、何かそういった知的障がいの方とか発達障がいの方から電話があったりとか、それのとき

は話が伝わらなかったこととかそういったことがあっても、中島先生としても協力ができるので、い

つでもご相談くださいということで、そういったことでも周知を図られていました。以上です。

リーダー：よろしいでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：はい。ありがとうございます。
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パーソナル・アシスタンスとも：先ほど市の方から、来年度の課題について、発表がありましたけれども。

今、ご意見があったように差別解消法、来年度になるので、その幼稚園や学校やといったところ以外

で、やはり地域の中でいろいろと事柄が起こったときに、やはりそこからの事例というのもあげてい

ただいた中で、実際に法律で、どう考えていったらいいのかとか。また、きっと大きく変わると思い

ます。認識の仕方が。なので、事例といったところがものすごく、より深めていくのかなっていった

ところがあるので、地域の中でいろいろと起こった、不具合であったりとか、感じたことというのを

実際にあげてもらうようなことは良いのではないかなというように思いました。

それとあと一つお願いなのですが。来年度というか、この次になってしまうのですが。浦安市の就

学にあたっての方向性といったところを、実は少しもう一度確認したくて、平成 27 年度の教育施策

が、教育委員会からこういうものが出ているのですけれども。この中に、浦安の基本的な姿勢として

は、「就学にあたっては本人及び保護者の希望を尊重し、その就学すべき学校を指定します」という

言葉がずっと入ってきていたのですけれども、あの、この文章に少し読みますね。

「就学にあたっては特別支援学級の運営や施設面を考慮し、本人及び保護者の希望を尊重し、その就

学すべき学校を指定します」というちょっと違った言葉が、実は挟まれていたのです。これ読んだと

きに、だいぶ印象が違うように私は受け取ったのです。もともとこのベースは、もうかなり昔から浦

安の方向性として、本人と保護者が選ぶ学校において、その子にあった教育がなされるという方向性

であったのですが、この文章が挿入されたいきさつというのを、申し訳ないですけれど、少し教えて

いただきたいなと。どこでどう話し合われて、この文章が入ったのかといったところを教えていただ

けるとありがたいなと思いますので、それはよろしくお願いしてもよろしいでしょうか。

リーダー：28 年度の施策案を作っているのですが、今おっしゃった文言は削除して載せています。そこの

部分に関しては、たとえば、特別支援学級全部、男の子しかいないといったときに、女の子が入ると

き、どういうふうにしましょうか、あと浦安も施設をバリアフリー化してやってきたのですけれども、

施設面のことに対してどうしようかというのがあったのですが、今おっしゃった、保護者の希望を尊

重しというところの前の文言は、もうはずしてあります。今、パーソナル・アシスタンスともさんも

それが入っていると、ちょっと印象が違うとおっしゃっていましたけど、それが入ることによって、

誤解を生じることもあるので、来年は直してあります。

パーソナル・アシスタンスとも：こういった浦安の大きな方向性を決めるような、教育施策の文言を、基本

計画という中に入っている言葉なのですね。これというのは、実際にたとえばそれを挿入したときで

あったり、これを揉むときであったりというのは、委員さんたちがたぶんいらっしゃるのだと思うの

ですけれども。そういった部分というのは、あの中で決められて、実際に決まったものが外に出てく

るという形で考えていいのでしょうか。結構大きなことだと思うんですね。

それで実際、私、目にして削除されましたというお答えではありますけれども、これがたぶん昨年

度は、このまま来ているのですよね、これが入ったまま。そういったことというのが、知らされない

ままといっては変ですけれども、そういったことは内部で決まってしまうのですかね。この大きな施

策であったり、教育指針であったりするといったところ。そこはどんな感じなのでしょうか。

リーダー：教育委員会の中で検討されて決まるという形になっています。

パーソナル・アシスタンスとも：わかりました。はい。

事務局：すみません。ちょっとすみません。

リーダー：はい、事務局のほうから、よろしいですか。
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事務局：すみません、事務局から少し補足させていただきます。差別解消法の事例のお話しが出ましたけれ

ど。差別解消法、こちらをメインの課題としております部会として、権利擁護部会がございます。そ

れで、来年権利擁護部会中心にといってはなんですけれど、そこがメインで合理的配慮や差別の解消

について、事例等も含め検討していきたいと考えております。もちろん、こちらのこども部会でもお

子さんへの支援がテーマとなっておりますので、先ほど事務局も申し上げましたけれど、幼稚園や保

育園、小学校でおける配慮。そのほか、お子さんに関係する配慮について、こちらのこども部会では

話していけたらと思っております。

リーダー：よろしいでしょうか。差別解消法について権利擁護部会中心でという。

リーダー：それでは、今日ご発言されていない方、千葉県立市川特別支援学校さんいかがでしょう。今年度、

今日で終わりなのですけれども、今年度出てみてのところの活動ですとか、来年度に向けてのことが

あれば、お聞かせください。

市川特別支援学校：今年度初めて出させていただきまして、支援を、生の声を直接うかがうことができまし

た。それで市の施策に、お母さま方の意見が本当に反映されるシステムを、うかがうことができたの

ですけれども。

先ほどの共通シートについても、やはり個人情報というのは私どもの学校でもすごくデリケートな

問題で。学校側はこの情報がほしいからといって、しっかり作るのですが、実際、使われる側の立場

を考えると、そこまで情報を明らかにしなくてはいけないものなのだろうかというところが、少し気

になっておりまして。先ほど浦安市自閉症協会さんがおっしゃった、教育支援計画を生まれてからず

っとというふうに考えますけれども、生まれたときに、まだいろいろ受け止められないお母さん方が、

これを見たときどう思うかとおっしゃられた部分を、すごく心に残っておりまして。それを今日は一

つ勉強させていただいたなというふうに思いました。

こういう機会にそういったご意見をうかがうことができて、本当にありがたかったと思います。

子育てケアマネージャー：よろしくお願いいたします。私もこういう場に出て、皆さんのお話しを聞くとい

う機会が、本当にほとんどなくて、今回この部会のほうで出させていただいて、今日が４回目という

ことなのですけれど。

率直に私がわからないことはたくさんあるのですけれど、特にこれだけの方の障がいをもつお子さ

んをお持ちの親御さん。あるいは事業所の方たちと、それから私は本当になんていうのでしょう。平々

凡々に生きてきた人間ですので、なんていうのでしょうね。先ほど、地域の方たちの理解というのが

非常に、これからもっともっと、お伝えをしていく、わかっていただく、理解をしていただくという

機会が、すごく大事じゃないかということをおっしゃっていた方がいらっしゃいましたけども。本当

にまさにその通りで、一つ一つ本当に細かいところで、こういうときにはこういう接し方、こういう

言葉のかけ方、あるいは、心の持ち方ですかね。人として。ですので、そういうこと、私も個人的に

は、地域の中でしっかりとお伝えできればなというふうに思いました。

こども課：こんにちは。私も今年この部会に初めて参加させていただいて、皆様のいろいろな、声を聞くこ

とができて大変勉強になっています。それで、私が今やっている仕事とどうコラボレーションしてい

けるのか、ずっと考えているところです。

このサポートファイルの活用についても、こども課で妊娠届けのときから今、子育てケアプランと

いうのを立て始めまして、原則１歳半健診につながるまでの間のおおむね３回作るというようなこと

を始めてぼ１年ぐらい経ったところなのですけれども。その段階ではこういう実際に発達に関わるこ
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との判断までができるステージではまだないので、そのまま取り入れることはできないのですけれど

も、１・６健診が過ぎたあとで始まる超早期療育の関係から、うまい具合、うまい具合にという言葉

は悪いのですが、そのケアプランの過程も含めながら、成育歴としてお母さんの状況と親御さんの状

況とお子さんの状況交えながら、何かができるのではないかというふうに、今年思ったところです。

あと直接、私たちの、私もそうですし、今相談業務を担っている子育てケアマネージャーというのは、

特別な国家資格ではありません。ただ、親御さん、子育てをする親御さんに寄り添いながら、お母さ

んたち・お父さんたち、おじいちゃん・おばあちゃんたちの心のケアを少しでもできればということ

で、立ち上げている事業もありますので、ぜひともその親御さんたちのよりどころとなれるように、

私たちも、努力していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

浦安市自閉症協会：すみません、次回にお話ししてもいいのかなと思ったのですが、なるべく早く整備され

ることを願っているのでお話しさせてください。

前回の自閉症協会の定例会で保護者からあがったことなのですが、障がいのある子どもの歯医者へ

の通院についてのお話しです。自閉症スペクトラムの子どもは、聴覚や触覚が敏感ということや、慣

れない場所では落ち着くことが難しいなどの理由で、病院が苦手です。内科での予防注射などは、大

人が何人がかりでおさえつけて数分の間に打つということで対応ができているのですが、歯医者は一

定の時間、同じ姿勢で口を開けている必要があるので、一般的な歯科医には通えなくて、障がい者治

療をおこなっている浦安市外の大学病院や総合病院で、体をネットで覆ったり、全身麻酔をして治療

をおこなっている家庭が少なくありません。

ある家族が全身麻酔を行う治療のために千葉市の病院へ行ったら、浦安市の別の家族に会うことも

たびたびあります。遠くまで通うことに伴うさまざまな負担を考えると、市内の設備の整った病院で、

安心した治療が受けられるようにと思っています。また一方で、歯科医の椅子に座ることを幼い頃か

ら練習することで、歯科治療に慣れて、全身麻酔等を行わずに青年期に至るまで、通常の一般の浦安

市内の歯科医院で治療を行うものもいます。

しかし、診療の椅子に座る練習を実践してくださっている歯科医院は、現在市内では１件しかお名

前があがってきておりません。幸い市内には大きな病院もありますので、障がいがあっても地域で安

心して、歯科治療ができる環境整備を今後また皆様で考えていただければと思っています。よろしく

お願いします。以上です。

リーダー：ありがとうございました。定刻となりましたので、まず、次年度に関しましては、検討していく

ところはまた検討していくということ。あと、来年の柱については事務局から提案はございましたけ

れども、リーダーとサブリーダーと事務局のほうで、進めていきたいと思います。

本当に長時間でしたけれど、たくさんの委員の皆様から意見をいただき、ありがとうございました。

パーソナル・アシスタンスとも：すみません。

リーダー：はい。

パーソナル・アシスタンスとも：すみません。次回の会議のときに出す事例の締め切りをもし可能であれば、

前の会議のときにお知らせいただけると、とても嬉しいのですけれど。

リーダー：今言えますか、大丈夫ですか。事務局のほうは。

事務局：今、来年度のスケジュール、会場のおさえも含めまして、年間のスケジュールを決めているところ

ですので、それが決まり次第皆様には、通知するとともに、このタイミングで事例の提出をお願いし

ますというお願いもあわせて行いたいと考えております。よろしくお願いいたします。
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浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：すみません、一つだけ。

リーダー：はい。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：お時間が少ないところ、すみません。来年度のことということで、

一つだけ、ちょっと皆さんにお考えいただきたいこともありまして。

ちょうど１年前に私、この会議を傍聴させていただいたときに、市川の特別支援学校の代表の委員

の方から、浦安に特別支援学校は作らないのかというお話しがあったのですね。それから特にお話し

がないまま、来たのですけれども。先日、どっこらしょの会のほうで、やはり通学にすごく時間がか

かっていて、体に負担がかかっているということ。大体往復で３時間弱ぐらいかかるのですけれども、

ストレッチャーとか車椅子、固定をするので、トイレにも行けなくて、オムツをしながら通学をして

いるという現状なのですね。

あともう１件は、今年小学校１年生にあがる子どもなのですけれども、医療ケアが必要なお子さん

で浦安市内の特別支援学級のほうでの受け入れが難しいということで、船橋の特別支援学校への入学

を考えたのですけれども、そこにもやはり通うのに通学時間がかかりすぎてしまって、体に負担がか

かって難しいということで、それもあきらめて、訪問学級という形で週に何回か先生に自宅に来てい

ただいてということを選んだということなのですね。

それで、お子さんもずっとにじいろさんのほうに通ってきて、ほかのお子さんとも、すごくコミュ

ニケーションがとれるようになってきたお子さんなのに、毎日お友だちと触れ合えないというのは、

正直親としてつらい選択をしたということ、その親御さんからは聞いております。

誘致の話も時々、出ては消えていく現状はあるのですけれども。たとえば誘致というと、すごく話

が大きくなってしまうのですけれども、医療ケアが必要なお子さんとかは、たとえば浦安市内の学校

で、この１校であれば、医療ケアが必要なお子さんは、受け入れるよっていうような学校があれば、

すごく助かるなというか。特別支援学校本体を、こちらに持ってくるとか、そういうことではなく、

まずは通常の学校で受け入れていただく体制も検討していただくという、すごくこちらとして希望を

持っております。

その件に関しても、また来年度、いろいろ詰めてお話しを伺えればと思っておりますので、またよ

ろしくお願いいたします。

リーダー：体制づくりについては今、市として進めているところなので、来年度ということで、今日の第４

回の自立支援協議会にこども部会に関しましては、これで終了したいと思います。皆さん、どうもあ

りがとうございました。

一同：ありがとうございました。


