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平成30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30年７月５日(木) 午後１時30分～２時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

教育研究センター（リーダー）、ＮＰＯ法人千楽（サブリーダー）、浦安手をつなぐ親の会

浦安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

一般社団法人こども未来共生会、ＮＰＯ法人カプア、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会、千葉商科大学

千葉県立市川特別支援学校、千葉県立船橋夏見特別支援学校、千葉県立浦安高等学校

浦安市立小学校長会、浦安市立中学校長会、こども課、浦安市子育てケアマネジャー

こども発達センター

４．議題

（１）ミニレクチャーと質問会

「浦安市の地域資源について知る～就労・進学を中心に～」

講師：千葉県立市川特別支援学校教諭

浦安市障がい者就労支援センター

（２）第３回・第４回こども部会の議題について

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料１－１ 本校の進路支援について

（２）議題１資料１－２ 浦安市障がい者就労支援センター

（３）議題１資料１－３ 平成30年度 学校案内

（４）議題２資料１ 平成30年度自立支援協議会こども部会の議題について

（５）議題２資料１－１ 平成30年度自立支援協議会第1回こども部会

第1回作業部会での検討結果（報告）

（６）議題２当日資料 第３回こども部会 第2回作業部会 事例検討（案）
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 30 年度第２回浦安市自立支援協議会こども部会を開催します。

本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

第１回の部会でご紹介できなかった委員の皆様をご紹介します。

初めに、浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会です。一言、自己紹介をよろしくお願いします。

浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会：よろしくお願いいたします。

事務局：続きまして、千葉県立浦安高等学校です。

千葉県立浦安高等学校：どうぞよろしくお願いいたします。

事務局：続きまして、こども課です。

こども課：よろしくお願いいたします。

事務局：ありがとうございました。

それでは、会議の進め方について、確認事項がございます。

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で公開いたします。議事録には

発言者の法人名または団体名を記載いたしますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいた

します。

特に個人情報に係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。

また、ご発言の際にお願いがございます。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際には挙手いた

だき、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言の後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。

では、今後の進行については、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。議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。

前回、初めて行ったワークショップですが、皆様、熱い思いを持って活発な意見交換が行われ、こ

ども部会として協議していく議題がたくさん挙げられました。本日の議題２のときに皆さんから挙げ

ていただいた議題を改めて紹介させていただきたいと考えておりますが、昨年度以上に実りある部会

にしていけたらと思う次第でございます。

本日はいつもの形式とはまた違った雰囲気での部会となりましたが、早速、議題１のミニレクチャ

ーと質問会に入らせていただきたいと思います。

今回は前回の作業部会で挙げられた意見をもとに設定をさせていただいております。特に多かった

ものが学校関係、また、就労・進学について、地域資源の連携、こういったものがございましたが、

今回、まず、連携の前提として必要な、正確な情報の共有を目的としてミニレクチャーと質問会を設

定させていただいた次第でございます。

議題として、就労についてでございますが、レクチャーしていただけるお二人を最初にご紹介させ

ていただきたいと思います。

まず、こども部会の委員でもいらっしゃいます県立市川特別支援学校です。

千葉県立市川特別支援学校：よろしくお願いいたします。

リーダー：続きまして、浦安市就労支援センターです。

浦安市就労支援センター：よろしくお願いいたします。

リーダー：本日はよろしくお願いいたします。

地域資源についてのレクチャーと、ざっくばらんな質問会としていきたいと思いますが、あと、当

日の資料として、県立船橋夏見特別支援学校の資料も提供していただき、添付させていただいている

ところでございます。

本日は、就労・進学に関することに焦点を当てて、本部会での情報の共有が進むことを期待してお
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ります。

それでは、１つ目のレクチャーとして県立市川特別支援学校で行われている就職・就労についての

取り組みについて、お話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

千葉県立市川特別支援学校：よろしくお願いいたします。

市川特別支援学校で特別支援教育コーディネーターをしております。よろしくお願いいたします。

本校の進路支援ということでテーマをいただきました。それで、社会生活につながるというところ

では高等部についての取り組みが皆さんご希望なのかなとは思ったのですが、本校は小学部から高等

部までありますので、学校全体として進路支援ということで取り組んでいますので、小学部からのと

ころをお話しさせていただきたいと思います。

細かいところになってしまいますと時間が足りないところもありますので、概要のところをお伝え

させていただいて、質問がありましたらそれに答える形で、もう少し詳しくお伝えしたいと思います

ので、どうぞご質問ください。よろしくお願いいたします。

資料をごらんください。

まず、本校の児童・生徒についての概要ですが、学区としては市川市の南部と浦安市になります。

北部は市川市立須和田の丘支援学校ということで分かれております。

児童・生徒数ですが、小学部が 84 名、中学部が 56 名、高等部が 92 名ということで、７月１日現

在では 232 名になります。

居住地区ですが、学区が市川市南部と浦安市とお伝えしましたが、実際は市川市在住が 107 名、

浦安市が 67 名、船橋市が１名と、あと、八幡学園の生徒ということで、50 名で合計 232 名になり

ます。

児童・生徒の様子ですが、もともと知的障がいのお子さんが通う学校ですが、実際のところは、市

川市、浦安市の児童・生徒が地域の学校に通いたいというところがありまして、肢体不自由のある児

童・生徒や医療的ケアを必要とする児童・生徒さんも在籍しているという実情があります。

本校の進路支援ですが、先ほどもお話ししましたが、小学部から高等部までありますので、社会生

活を間近に控えた高等部になってから急にということではなくて、小学部段階から発達段階に応じて、

できることを少しずつということで、進路支援を行っています。

進路支援の概要ですが、小学部は生活全体の日常生活の指導や生活関連学習、教科など学校の活動

全体を通してさまざまなことを経験する中で、まずはできることを増やすというのもそうですが、意

欲的な姿勢であったりとか、自分のことは自分で行うとか、友達と一緒に活動する力などを育ててい

ます。

特に小学部では、将来働く生活や社会生活を支えるときに土台となる着がえ、排せつや食事、あと、

睡眠リズムを整えるなど、日常生活の指導について丁寧に取り組んでいます。それぞれできることや

得意なことを生かして、学級ごとに課外活動にも取り組んでいます。小学校の６年生は２月に中学部

体験を実施して将来の進路を考えるきっかけにもしています。

次に、中学部ですが、小学部同様に、日々の生活をまずは主体的に送るということで、卒業後の生

活につなげられるようにしています。

特に、中学部になってから始まる作業学習や中三のところで現場実習など働く経験を積み重ねるこ

とで次の生活に移行できるようにしています。

卒業後の進路ですが、実際には本校高等部の進学が多いです。中学部は２年生の段階で、７月に、

今度行くのですが、進路先の見学を実施します。３年生になりますと、10 月に、全員同じところで、

現場実習を実施します。３月に高等部の見学をして高等部の進路を考えるきっかけとしています。

次です。高等部ですが、基本的には卒業後、できるだけ全ての生徒が働くことを中心とした社会生
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活を送れるようにということで、進路支援に取り組んでいます。一人一人がこれまで身につけてきた

ことをもとに、個性や力を発揮できるようにということで、進路先を探しています。

進路先は、本人、保護者が選択・決定することを原則としていますが、できるだけ本人の適性に合

った進路先を選択・決定できるように、学校としても情報収集に努めています。卒業までではなくて

卒業後も一定期間、支援を行っています。こちらに書かれているような支援、相談機関と連絡会を開

いたり、進路先の福祉事業所や企業様に、在学中の生徒の様子を引き継いだりしています。

夏休み中に職場のほうを訪問して様子を伺って、当事者支援のほうもやっていますので、その訪問

のときには高等部の教員だけではなくて、小学部、中学部の教員も、希望を募ってですが、一緒に行

って、他学部の教員もこういうところに卒業生が就職しているということで理解できるようにしてい

ます。

今までは学校としての取り組みでしたが、保護者へも情報発信をしています。４月に保護者進路説

明会を行っていまして、５月下旬には、浦安市の事業所の合同説明会を、一応、全校保護者を対象に

しています。

進路希望調査は全校の児童・生徒に配付して、質問事項がありましたらお書きくださいということ

で、そこから出た質問や意見の中で問い合わせの多かったものについては、定期的に出している「進

路だより」の中でＱ＆Ａ形式で質問にお答えして、疑問や不安の解消に努めています。

また、「進路のしおり」というものを配付しています。高等部の進路決定までの主な流れであった

り、実習のときに必要になる書類とか書き方について、支援、相談機関の一覧みたいなものも載せて

あって、保護者が参考できるようになっています。

次に、高等部の進路支援というところで、進路先決定までの３年間の主な流れを表にしてあります。

市川市、浦安市の児童・生徒が在校しておりますので市川市のところもありますが、今回は浦安市に

関係するところだけ載せています。

基本的には前期と後期、２週間ずつ校内や企業、また、福祉事業所で現場実習を実施しています。

実習壮行会、実習報告会を実習の前後に行うのですが、保護者参観を実施しています。それぞれ１年、

２年、３年のところで、大まかな流れですが、ごらんください。

１年生については、前期は校内実習で、後期から外の現場に実習を行っています。その前に進路面

談ということで、保護者の方と面談して希望を受けつつ、実習先を決定しています。３年生のところ

はごらんいただければと思います。

高等部卒業時の進路ですが、過去３年間の表をごらんください。昨年度は、就職が６名と福祉事業

所通所が 19 名、施設等の入所が２名と児童施設延長が４名、在家庭は０名となっています。

就職先の主な仕事内容は、スーパーマーケットの品出し、袋詰めとか老人ホームの清掃、タオルた

たみ等、飲食店や社員食堂の調理補助や清掃、テーマパークのメール便の仕分けとか配布等、市役所

内メールの運搬や封かん等の事務補助等になっています。全部ではないですが、一例として載せまし

た。質問ありましたら言っていただければと思います。

私からの説明は以上です。

リーダー：ありがとうございました。

県立市川特別支援学校さんには浦安にお住まいの子どもたちも多くがお世話になっているところ

であります。高等部に限らず小学部から順を追ってご説明いただいたところでございます。

それでは、２つ目のレクチャーに移りたいと思います。

浦安市就労支援センターの仕組み、また、就労定着の支援について、浦安市就労支援センターの相

談員からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

浦安市就労支援センター：よろしくお願いします。就労支援センターのざっくりとした概要をご説明したい
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と思います。細かいところを話していると、時間がたってしまうのかなと思いますので、本日、皆様

のお手元にリーフレットが配られていると思いますので、大まかな流れということでご覧いただけれ

ばと思います。私からは、それにプラスしたところをお話しさせていただければと思っています。

お手元の資料ですが、１番と２番につきましては、リーフレットにも書いてあるので割愛させてい

ただきます。

現在、浦安市の障がい者就労支援センターに支援登録をされている方の人数は、386 名です。その

中で就職者、企業で働いている、事業所で働いているという方が 138 名、この数字は 30 年５月末の

ものですが、現在はそのような人数となっております。

就労支援センターの事業についてですが、就労相談業務、職場実習業務、就職活動支援業務、職場

開拓業務、職場定着支援業務、離職者支援業務、情報提供業務、就労支援ネットワーク事業業務と、

字で書くとこのような感じで分かれていますが、ご説明しますと、就労相談業務については、障がい

者の就労・雇用に関する総合的な窓口として障がい者、そのご家族、または企業からの相談に対応し

ております。

ただ、就労相談の中で、こちらはこども部会ですから、直接は関係ないかもしれませんが、仕事の

窓口というとハローワークさんだと思いますが、ハローワークさんとは異なっておりまして、就労支

援センター独自で求人票とか、会社の紹介、あっせんというのは行っておりません。あくまでも相談

のみということになっております。

職場実習業務ですが、就職前に、支援学校でもやられているかと思いますが、実習期間中に、相談

員の私とか、ほかの相談員もそうですが、会社に同行して、実習期間中も安定して仕事が行えるよう

な支援をしております。

就職活動支援業務については、先ほどもお話しさせていただいたハローワークです、まずは仕事を

探すといいますか、チャレンジしていく上ではハローワークに登録が必要になってきます。ハローワ

ークは浦安市にはございません。市川の、駅で言うと本八幡から歩いて 10 分ぐらいのところでしょ

うか、そこに市川のハローワークがあるんですが、そこが市川市と浦安市の圏域ということで担って

おりますので、浦安市在住の方も市川のハローワークに行って登録ということになります。

登録に関しても専門の窓口がございまして、障がいをお持ちの方、手帳をお持ちの方と学生さん、

あとは外国籍の方の窓口が一つになっておりまして、そちらの窓口で登録していただくと求職活動、

就職活動に向けていく第一歩になってくるかと思います。

その際に、支援学校、または学校在学中ですと、先生とか、親御さんとか、そういった方が同行し

ていって一緒に手続ができるかと思うんですが、就労支援センターの場合は、学生さん、学卒者だけ

ではなくて、年齢の多少いかれた方、年配の方も含めて、いろんな一般相談が来ますので、そういっ

た方たちがハローワークを知らなかったり、手続を知らない場合は同行して、手続をお手伝いすると

いうようなことをやっております。

あとは、ハローワークさんで求人票からの就職チャレンジになってくるんですが、その際も求人応

募のサポートとして、例えば、履歴書の書き方ですとか、面接のこととか、簡単にレクチャーしたり

とか、そういったあたりを一緒にやらせていただいております。

あと、面接場所までの同行というのもやってはいるんですが、最近、会社によっては、働くのは本

人ですからということで同席しないでくださいですとか、あとは、会社までは来てもいいです。ただ、

同じ部屋にいないでくださいとか、そういったところもありますので、それぞれのケースに合わせた

支援の仕方になってくるかと思います。

あとは、職場開拓業務ですが、就職先を拡大していくに当たって、会社を訪問して障がい者雇用に

ついてというようなレクチャーをしている時期もあったんですが、最近は後ほど出てくる職場定着支
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援で時間を使っておりまして、就労支援センター独自に開拓をしていくというのは困難になってきて

いるのかなというところがあります。

職場定着支援業務ですが、後半がその話になってくると思いますので、今の段階では簡単に、職場

での継続就労に向けて、職場に定期的に訪問させていただいたり、あとは、ご本人に悩みを聞くとい

う定期的な面談、そういったものを行いながら継続支援に向けて、ご本人またはご家族、場合によっ

ては会社の方といろんなお話をさせていただいて継続できるように支援をしております。

職場担当者またはご家族との情報共有を行いながら、例えば、場合によってはご家族の方にも協力

していただくような場面も出てきますので、その辺も、今後何かありましたら教えていただければと

思います。

離職者支援業務ですが、同じ会社で長く勤められるのが一番いいとは思うんですが、体調を崩して

しまった、人間関係でなかなか仕事がうまくいっていなかった、頑張ってはいたんだけれども合って

いなかったのかなということも多々あるんですが、そういったときに就労支援センターとしては、就

職したからもういい、はい、さようならというわけではなくて、定着支援の延長上といったら変です

が、退職した後もまた一緒に求職活動していくような、そういった支援をしているので離職者支援業

務ということでこちらに載せてあります。

情報提供業務というのはそのままですが、近年の雇用状況ですとか就職先、または、次のネットワ

ーク事業にかかわってきてしまうんですが、今週の月曜日、ちょうどこの就労支援ネットワーク会議

という年に２回ぐらいやっている会議がありました。そこにハローワークの担当者の方にも来ていた

だいて、合同面接会、障がい者雇用に向けた会社がこういう会議室とかに集まって一斉に面接会をや

る、そういったものがあるんですが、それを今年度は市川のハローワーク主催で会場が浦安になって、

浦安の、多分、Ｗａｖｅ１０１あたりかなと思っていますが、そこで、秋ぐらいに開催する予定とい

うことを書いております。そういった情報をこちらから支援している方、また、ご家族に情報提供し

ていきますよというところが業務となっております。

就労支援ネットワーク事業については、今もお話ししたように、年２回のネットワーク会議と、あ

と、本日いらしています千葉県立市川特別支援学校を含めて、市役所、行政ですとか企業、ハローワ

ーク、あとは、相談事業所さんなんかも一緒に連携しながらその方の就労支援についてのネットワー

クをつくりながら会議等に参加して広げていっているというようなところになっております。

ばばっと話してしまっておりますが、多分、次の項目が皆さんの知りたいところなのかなと思うの

で、ちょっと長目にお話しさせていただければと思います。

学校卒業後の定着支援についてですが、学校在学時、卒業のちょっと前、学校によっては卒業後と

いうところもあるんですが、先ほど千葉県立市川特別支援学校がご説明されていた、ちょうど高等部

の進路支援の中の３年生の２月とか３月ぐらいのところになるんでしょうか、移行支援会議というと

ころがあると思うんですが、ほかの学校はこういったところがないんですが、支援学校については、

移行支援会議以降に私たちの支援が始まっていきます。

その際には、学校にお邪魔させていただいて、ご本人との面談と、あとは先生方、または保護者の

方からのご本人の特性ですとか、そういったところをレクチャーしていただいて、４月以降の会社で

の活躍を私たちも支援していくんですが、それに向けての、引き継ぎをしております。

高等部、先ほど先生からお話があったように、学校内でいろんな実習をされていて、会社に行って

いたりするんですが、私たち支援機関というのは卒業後からその方と接する関係で、実習中のご本人

の様子とか、例えば、会社との関係ですとか、そういったところ、正直に言うと、わかりません。

なので、もちろん、この移行支援会議でいろいろ聞かせていただくんですが、実際、お話で聞くの

と現場に行ったところでのギャップですとか、正直ありますので、私たち就労支援センターとしては、
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なるべく早い段階で会社に、４月の本当に頭ぐらいからご挨拶も含めて、その方が仕事をしている場

面に行きまして、そこでその方が一生懸命仕事をしている姿を見て、最初は緊張があって比較的、仕

事、順調にやられているんですが、時間がたつにつれて課題も出てきたりするので、なるべく入社し

た後は、極端なこと言うと、２週間に一度とか、最低でも月に１回は必ず職場訪問して、その方がそ

の段階で達成できていること、逆に言うと、課題、苦手としているところとか、職場の方も実習中は

うまくいっていたんだけれども、４月から働き出したらうまくいっていないんだよね、というところ

のフォローといいますか、そういったところをしております。

ですので、私たちが結構忙しいのはゴールデンウイーク前やゴールデンウイーク過ぎですかね、そ

れぐらいまでずっと職場訪問ということで行っていますので、事務所にいないというところが現状で

しょうか。

先ほどもお話ししましたが、最初の３カ月ぐらいは、月に１回の職場訪問とか、本人面談、ケース

によってですが、職場だとうまく話せない方も中にはいらっしゃいますので、そういった場合には個

別に時間をつくりまして、その方が、お休みの日とか、仕事帰りの時間、浦安駅、新浦安駅とか舞浜

駅で待ち合わせをして、短いと 15 分ぐらいで話が終わっちゃう方もいるんですが、仕事の話と、雑

談みたいなところも含めてその方の今の状態を把握しています。

３カ月経過後は、会社の方とご本人、ご家族とも確認をしていくんですが、ある程度落ちついてき

たら、毎月１回の訪問を３カ月に１回ぐらいの面談にしていくとか、間隔をあけていくようにしてい

ます。

もちろん、３カ月経過して、まだ、ご本人、不安ですとか、会社もまだ自分たちがどうしていいか

わからないとか、そういったところがあった場合には、特に決まりはないので、月１回でも行かせて

いただいております。

大体、１年過ぎたころに、その１年間を振り返って、次の年、２年目以降の訪問の頻度を固めてい

くようにしています。

ですから、落ちついている方ですと、１年に１回でもいいのかもしれないですが、１年に１回だと

いつの間にか担当者がかわっていたり、店舗だと店長がかわっているとか、いろんなことがあるので、

なるべく半年に１回ぐらいは顔を出して、ご本人とか職場の担当者とコミュニケーションをとるよう

にしております。

今日の午前中もとある事業所を訪問していたんですが、訪問したときの様子とか、場合によっては、

先ほど千葉県立市川特別支援学校もおっしゃっていたように、出身の学校の先生と一緒に行くことも

あります。私たちは卒業後からの支援で、例えば、在学中にこういうことを話した、こういうことを

アドバイスした、または、こういう、学校ですから教育と言うんでしょうか、すると、比較的、その

方は落ちつきましたよとか、話に入りやすいですよとかというのがわかりますので、先生方のお力も

借りながら支援しています。

あとは、まれにですが、定着支援で、こちらは、ご本人は落ちついているから仕事も順調にやって

いるなと感じていても、会社から１カ月に１回見に来てくれたほうが会社としても安心です。あとは、

会社に、その方の支援で行っているんですが、実は、ほかに障がいを持たれている方を雇用していて、

本来は自治体が違うと私たちも相談はできないんですが、お話を聞いてこういう感じでやったらどう

ですかと、職場の方の話を聞くということもあるので、その方とか、会社によって頻度は違うという

ところがあるかと思います。

最後、５番の、その他として、学生時代と異なる環境というのが、卒業した後に社会人となって、

一番皆さんつまずいてしまうというか、悩んでしまうところが結構あるのかなと思っております。

この話をすると皆さん笑ったり、へえっというふうになるんですが、何が一番変わるかというと、
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休みなんです。まず、夏休み、冬休み、春休みがなくなります。それと、お仕事の勤務体系によって

は、最初の壁はゴールデンウイークです。祝日もお仕事のところがあります。土日もお仕事のところ

があります。

過去の事例で、ご本人はシフトのお仕事でしたので、ゴールデンウイークは全部お仕事でした。で

も、ご家族はみんなお休みでした。ゴールデンウイークに、朝、大パニック、仕事に行けなくなった

というのが、ゴールデンウイーク明けてから連絡を私も受けたんですが、ご家族のほうで説明とか、

説得をしてくださって、そのときは引きずりながらも仕事には出られたとおっしゃっていましたので、

意外とそういったところで結構問題が出てくるかなと思います。

ですから、私も移行支援会議とか、ご本人とお会いしたときには、祝日が仕事かどうかという確認

をまずします。そこで、ご本人またはご家族に、祝日も仕事ということですので、その説明をご家族

からお願いしますということもしております。

結構多いんです。今もちょうど、７月中旬以降は夏休みに入っていたと思うんですが、ご本人の中

では８月 10 日以降は仕事を休んで遊びに行くと言っている人がいるんですね。会社ですから、それ

はできないですよという、それを私たち、またはご家族の方、先ほど千葉県立市川特別支援学校の話

にもありましたように、夏休みに入ると学校の先生も一緒に支援に同行してくださるので、そういっ

たときに話をしたりしております。

学生時代の実習期間もそうだと思います。実習に出て、２週間頑張ればまた学校に戻れるという、

何となく安心感というんでしょうか、自分のホームに戻れるというところがあるかなと思うんですが、

会社に勤め出すと、戻るところ、ご家庭があると思うんですが、一人でその日その日のお仕事に勝負

して、いろんなことが起きて、お一人で対応していかなきゃいけないというところが多くなってきま

す。学校にいらっしゃる、在宅しているときは、何となく、学校に守られているところが多々あるか

なと思います。社会に出ると、幾ら支援機関があっても、ご本人がチャレンジしたり、勝負していか

なきゃいけないところがある。それによって、うれしいときもあれば、悲しいとき、引きずってしま

うとき、いろんなことがありますので、そういったときには、支援機関、私たちも、数多くそういう

ケース、対応してきましたので、なるべくその方に合わせた対応をしながら壁を乗り越えていく、そ

ういったところがありますので、家族も大変だとは思いますが、一つ一つお話を聞いていただいたり、

やっていただければいいかなと思います。

あと、習得したことが活用できることですが、学校生活中に、いわゆるお仕事の基本、ホウレンソ

ウとか、そういったことはご本人に教えていただいて、基本的にはできるようになってきましたとい

うことで卒業していかれるんですが、実際、この４月に起こったことの一つとして、卒業前にメモが

できるようになりました。仕事のときにこういうふうにメモとるんだよとか、こういうふうにやるん

だよということで書けるようになったんですね。

４月以降、私が会社にお伺いしたところ、メモ、一切できません。できると聞いたんですがね、と

言ったら、字は書いていたんですね。でも、書いた字が読めなかったり、わからなかったり、あとは、

難しいかもしれないんですが、書いただけで終わっちゃう。それを活用するというところまでいって

いなかったんですね。だから、やはりそういったところも、私たちも学生から急に社会人になりまし

たから、支援機関としてもそこら辺のことを会社の方にはご説明するんですが、まず実習でやったこ

とを、１カ月ぐらい続けてください、そこからまたできるようになってきたら少し発展してください

というところが、こちら側のお願いとしてやっているところかなと思います。

会社は実習中と違って厳しくなってきます。それは、お金が発生しているからなんですね。お金が

発生してくると、会社としてもボランティアじゃないんだよというところも出てきますので、そこら

辺が難しさになるんですが、本当にご本人とか会社の状態によって、こちら側も工夫しながら支援し
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ていきますので、今後も、支援を重ねていって、より多くの学校卒業した方々の定着支援、職場の定

着につながっていけるような支援ができていければなと思っております。

ざっくりという形になってしまいますが、就労支援センターの流れと、今日の一番大きな話題、定

着支援の部分の話をさせていただきました。

ただ、最近、プラスアルファで仕事の相談だけではなくて、生活面の相談が結構多くきまして、就

労支援センターだけでは対応し切れない状況もあります。そういったときには市内の相談事業所さん

とか、そういったところとも連携してやっておりますので、今後のこともいろいろとあると思います

ので、私のほうで答えられる範囲であれば答えていきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願い

いたします。

リーダー：ありがとうございました。

就労支援センターの事業から、特に定着支援について中心にお話をいただいたところであります。

今、お二人からお話をいただいたわけですけれども、この部会にはほかにも、子どもの就労や進学

にかかわる機関から委員が参加していらっしゃいます。特に、県立船橋夏見特別支援学校からは資料

をいただいているところでございますが、補足説明等いただけるようでしたら理解が進むと思います

が、いかがでしょうか。お願いいたします。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：今までずっとコーディネーターやっていたんですが、今年度は部署の関係

で教務主任をやっております。よろしくお願いいたします。

お手元の資料、学校案内の中から高等部関係とか、進路関係ということを抜きとりさせていただい

たものを配布していただいて、ありがとうございます。

本校、平成 27 年、県立船橋特別支援学校の過密化ということで、県の施策で船橋旭高校の跡施設

をリニューアルして開校いたしました。今年度で、一応４年目になります。

在籍は、開校当初は中学部、高等部で 90 名だったんですが、現在は 88 名ということで、100 名

前後という形かなと思います。県立市川特別支援学校の二百三十何名に比べると人数は少ない感じか

なと思うんですが、肢体不自由の生徒さんですので、車椅子、中には重症心身障がいの生徒さんもお

りますので、比較的スペースとか、そういったところでは必要な部分があるのかなと思います。

学区に関しても、浦安方面には県でスクールバスができなかったという、本当に申しわけない現状

があったんですが、スクールバスも、今、夏見にも来られるようになりまして、浦安の生徒さんも少

しずつ増えているのかなと思います。学区は、本校の場合には、浦安市、市川市、船橋市、それから

習志野市と八千代市ということで、葛南地区、人口大分多いと思うんですが、ここの肢体不自由の、

中学部と高等部の生徒さんが通っております。

高等部の卒業生の進路先を見ていただくと、26 年までは船橋特別支援学校のときの実績で、本校

は 27 年からということで、昨年度までで３年間の実績になります。

本校、27 年になりましてからは、中学部、高等部に特化した特別支援学校ということもありまし

て、浦安市さんでもそうですが、通級指導教室というものを県の施策で、肢体不自由の通級を行って

おります。

また、お隣の船橋特別支援学校さんでは、浦安市さんのほうにサテライトという形でまた協力して

いただいているかなと思います。

肢体不自由の通級指導教室を協力させていただいている関係で、高等部から浦安市さんの生徒さん

が本校に入学することも少しずつ増えております。そういった生徒さんがもう卒業するころになりま

して、中には就職した生徒さんとか、大学に行った生徒さんもおります。

昨年度は在籍数が少なかったんですが、昨年 29 年度に関しては、大学のほうが２名です。４年制

大学で心理学や社会学を学びたいということで、かなり進学に特化した形で、準ずる課程ということ
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で学んでいた生徒さんが希望どおり進学することができました。

ただ、進学したことがゴールではありません。進学してから、今度いかに社会に学んでいけるかと

いうところも踏まえて、先ほどの進路支援じゃないですが、在学中にも行っていました。その２名の

進学した生徒さんに関しては、たまたま去年、今年もそうですが、高校籍の校長先生だった関係で、

いろいろなところとできる部分がありまして、体験学習ということで、エレベーターのある学校に行

きまして授業を体験できたり、大学に行って、体験の授業を受けたりということも行っております。

また、生活介護になるんですが、ほかの生徒さんに関しては、同じように産業現場実習という形で

行うこともしておりました。

今年度に関しては、今のところ、進学希望者は数名いるんですが、ほぼ生活介護や就職、またはＢ

型という形の生徒さんが多いような現状かなと思っております。

28 年度の就職に関しては、特例子会社等に就職できた生徒さんもおりますので、そういった卒業

した先輩たちに来てもらって、授業の中で語ってもらって、在学している生徒たちにとってどういっ

たことが必要かということを話を聞く、産業現場実習もそうですけれども、そういった、実際に体験

しているところから話を聞くような授業なんかも取り組んでおります。

以前、浦安市さんのほうでお世話になっている卒業生がうちの学校に来て、話していただいたこと

もあります。そういった形で、卒業生と今いる生徒さんたちとの、いろいろ交流していきながらいい

形で持っていこうとやっております。

最後につけ足しですが、夏季休業中に特別支援学校職員が伺うということもありました。本校は３

年間、卒後支援という形で伺うようにしております。また、卒後支援は夏休み中ですが、それ以外で

も企業さんとか、または生活介護事業所さんって多いんですが、Ｂ型とか、そういうところから依頼

がありましたら、コーディネーターを中心に、実際に足を運んで、そこでの相談という形も、小学校、

中学校、高等学校だけではなくて卒後の進路先にもセンター的機能という形で相談事業も展開してお

ります。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

今、お話ありましたように、浦安居住の子どもたちもお世話になっているとともに、市内の学校に

通っている児童・生徒の中でも通級指導教室として利用させていただいているというところもござい

ます。進学等についてもお話があったところであります。

ほかにも、資料等ございませんけれども、何か説明、それぞれの機関からここでしていただけると

いう方、いらっしゃいますでしょうか。

では、千葉商科大学、お願いいたします。

千葉商科大学：ご丁寧な説明、ありがとうございました。大変勉強になりました。というか、私が不勉強だ

ったなということを改めて感じました。

本当に不勉強の私が、素朴な疑問というんでしょうか、教えていただきたいんですが、今、お話の

中で市川特別支援学校、ここに通われている方が、市川だけではなくて浦安市のお子様も通われてい

る、ここでは進学支援をずっとされながら移行支援、それから、卒業者支援をされていると。それか

ら、今、船橋夏見特別支援学校も、比較的広域な方が通われていて、そして、卒業後もしっかりと現

場訪問をされている。

それで、浦安市の障がい者就労支援センターの利用についてのところで、浦安市にお住まいでとい

う、ここで初めて浦安市に限定されてしまっているんですが、例えば、定着支援のところで先生方か

らの情報共有という非常に大事なところをオーバーラップしながらやっておられる、そうすると、か

つては比較的広域で対応されていた方々が、浦安市の障がい者就労支援センターの方がかかわるのは
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あくまでも浦安市に住んでいる方に限定されてしまうとすると、同級生で違うところから来た方がた

またま同じ職場に入られていた、そこで、先生方が情報共有するときに、浦安市に住んでいるのはあ

なたで、あなたは浦安市じゃないよねということで、そこで線引きがされてしまうのか、そうではな

くて、あくまでもそこは対応されているのか、その辺はいかがでございましょう。

浦安市就労支援センター：そうですね、確かに私たちは浦安市在住の方が対象になってきます。それで、も

し、同じ職場にもう一人障がい者雇用で入られて、その方がお住まいの地域にある、支援センター、

例えば、浦安市在住の方と市川市在住の方ですと、市川だとわかりづらいかもしれない、市川にもや

はり市川市障がい者就労支援センターがありまして、そこが支援をしているというようになります。

これが船橋のほうにいきますと、船橋市ではないんですが、圏域で支援しているところがあるんで

すが、大久保学園さんというところが支援しているというところなので、基本的にはその方がお住ま

いになっている自治体にそういう支援機関があれば、そこが支援に入っていると思いますので、同級

生でも支援者が違うという形にはなっているかなという感じですね。

千葉商科大学：ありがとうございました。

要は、最初の登録のところではっきりと区分けされちゃうということですね。登録されている方に

ついてはきちっと定着支援、情報共有するけれども、登録されていない隣の君は違うところだからと

いう、極端な例ですけれども、やむを得なく今そういうふうになっているということですね。

わかりました。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございます。

では、機関の説明というふうにお話をしましたけれども、質問のほうもあわせて受けたいと思いま

す。

では、何かありましたらお願いいたします。

では、浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：支援学校の説明、ありがとうございました。

私も今日初めてこれを見てすごく支援学校がシステムとしてきちんとされて、就職に対して準備が

されていくということがよくわかったんですが、浦安市内では本人の特性によって支援学校を選ばな

い生徒もいるということで、今回、お話の中で全く出なかったんですが、普通高校でも生きづらさを

抱えていたり、手帳を持っている子がいて、そういうときに支援学校とは違って自分で実習先を探し

たり、就労支援センターに電話をしたりとか、支援学校に行かなかった分、想像を絶する大変さがあ

るんです。

ただ、そのときに、就労支援センターの開所時間が９時から５時で、月曜から金曜までなんです。

先ほどの資料にありましたが、現在の登録人数が 386 名で、いろんなお仕事、相談内容、おっしゃ

っていましたが、いつ電話しても相談員の方は出払っているというのが実情です。実際、相談員の方

が何人いらっしゃって、どのぐらいの対応されているかということと、情報共有とありましたが、ど

ういうふうに、登録者全員にされているわけじゃなくて、連絡が時々ついた方に答えるという形、そ

れも運よく、この９時５時の間に電話がかけられて、相談員の方がつかまってという状態なのは、親

の会でも話が出ています。

そこを伺いたいのと、本日、浦安高校の普通の先生が、普通の学校と言ったらおかしいですが、高

校の先生もいらっしゃるので伺いたいんですが、どこの高校にもちょっとはいらっしゃると思うんで

すが、生きづらさを抱えて就職を希望している子、そういうところのサポートというのはどういうふ

うにされているのかということを伺いたいです。

あともう一点、福祉事業所さんですが、普通高校とかに通っていて進路を迷っている場合、計画相

談とかをつくってくれている相談員の方に相談するしかないので相談したりするんですが、例えば、
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普通高校からＢ型の作業所に入りたいとなると、夏に研修を実習先で受けて、アセスメントをとって、

行政に手続をし、Ｂ型に移行するアセスメントみたいな資格を取るというのを私自身もよく制度的に

わかっていなくて、実習先を一生懸命、親と本人が探してここでいいんですかって相談員の方に聞い

て、じゃ、そこで始めましょうみたいなことになったんですけれども、準備をしていたら、実は、浦

安市にアセスメントをとれる事業所さんが２件しかなくて、タオさんかリバーサルさん、そこ以外の

ところはアセスメントがとれなかったという落ちがあったりして、ものすごく、支援学校とは違って

一般の高校を選んでしまったというか、本当に右往左往しつつ、誰も助けてくれない、間違った道を

歩みつつ、相談員の方が大丈夫ですよって、ああ、大丈夫なんだと思ったら違っていたとか、何回も

確認をしたり、誰に確認をしたらいいのか。

頼りになる就労支援センターもなかなかいらっしゃらない。連絡がとれない。おまけに、制度上と

か書類のことは専門じゃないです、みたいな感じのことをおっしゃったりするんですが、そういった

ときに、どうしたらいいのか。

本当に困っているお母さん、特に浦安市内は自分で進路を決められたりする、普通の進路を選んで

いる子も多いです。どっちが悪いとかじゃないです。その子に合った特性で親と本人が支援学校だっ

たり、普通学校だったりを決めていると思います。そんなときに、支援学校みたいな情報を得られた

り、サポートが本当にないのが実情なので、そこら辺を考えていただけたらなと思います。

質問としては、相談員の数と、今後増やす予定があるのかということ、あと、土曜日、昔は開所し

ていたような気がするんですが、その予定はあるのかということ、あと、浦安高校の先生にサポート

の、すみません、よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。

たくさん質問が出ましたので、順序立ててお答えいただければと思います。

まず、浦安市就労支援センター相談員からお願いできますでしょうか。

浦安市就労支援センター：まず、相談員の人数ですね。２名です。２名で頑張っております。そこから先の、

増やすとか、増やせるのかというのは、ごめんなさい、私のほうでは答えられないというか、わから

ないものでありますので、申しわけないですが。

９時５時についてですが、基本の窓口相談、問い合わせが９時５時なんですが、実際、私たちは、

もう一人の相談員もそうですが、仕事の形態、例えば、先ほど、土曜日が以前やっていたということ

ですが、パンフレット上は土曜日、日曜日、お休みになっているんですが、就労している方で月金お

仕事で、帰ってきてもなかなか相談ができないという方は個別に土曜日に関してはその方に連絡をも

らって、例えば、今週の土曜日、何時にどこどこで面談しましょうというのもやっています。

逆に、就職していなくて一般の相談の方でも、例えば、ご本人は平日でもいいんですが、ご両親が

どうしてもお仕事しているということで土曜日とかはできないでしょうかといった場合、個別対応と

言えばよろしいんでしょうかね、そういう形でのご相談はしていますので、全く土曜日が完全にクロ

ーズというわけではないんですが、個別対応をしながらやっているというところが現状でしょうか。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：今、障がい者就労支援センターの相談員のお話があったんですが、一応、定着支援というフレーム

で業務が過多になっているという認識は私どものほうでもしておりまして、確実に増やすというふう

にはなかなか、予算の関係もありますので申し上げられないところはあるんですが、増やす方向で、

私ども方向性持って進めているところです。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

続きまして、県立高校の就労支援について、千葉県立浦安高等学校、お願いいたします。
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千葉県立浦安高等学校：就労支援に関しては、千葉県としまして、現在、通級による特別支援ということで、

平成 30 年度は県立幕張総合高校、県立佐原高校が、今、研究指定を受けて 30 年度実施しておりま

す。その後、31 年度になりますと本格実施という形で、県としては年度進行で、通級による特別支

援を進めていく現状になります。

本校にも障がいを抱える生徒はおりますが、現状では特別支援学校さんと連携しながら、障がいの

支援に関して進めていくという形をとっております。

以上になります。

リーダー：ありがとうございます。

特別支援学校さんと、また、そのほかの関係機関とも連携したりすることがあるんですね。わかり

ました。

あと、制度上のことでよろしいですか。

では、制度上のことについて、事務局からお願いいたします。

事務局：先ほど出た質問は、多分、こちらで直Ｂといいまして、直接、就労移行支援を、事業所を経ないで

就労継続支援Ｂ型事業所に通う場合のアセスメントの話だったと思います。

基本的には、卒業後にＡ型に行くとかＢ型に行くとか、一般就労するとかという、なかなか、その

見きわめが難しいときに就労移行支援というものを利用していただいて、基本的には２年間という期

間の中でしっかり見きわめをしていただくという制度になっているんですが、学校が生徒さんを見て

いく中で、卒業すぐにＢ型につきたいというような生徒さんもいるということで、夏休みに２週間実

習をすることで、そこでアセスメントを受けて卒業後に直接、Ｂ型事業所に行けるという、特例的な

措置みたいなものがございまして、そこのご案内は特別支援学校さんにはしております。なので、そ

ういったカリキュラム、スケジュールが組まれていると思うんです。

特別支援学校さんはわりかし実習を、春と秋にもするんですが、きちんと法的に直接、Ｂ型に行く

支援として夏休みに２週間アセスメントを行うというスケジュールを組んでやっていただいている

と思います。

ただ、普通高校に行かれた方については、そういったことでのスケジュールが組まれていないので、

もし、普通高校に進まれて、卒業後に直接、Ｂ型に行きたいという方がいれば、ここは特別支援学校

に限ったことではなかったと思いますので、持ち帰って、もう一度確認はいたしますが、普通高校の

方でも直接、Ｂ型に卒業後行きたいということであれば、まずは障がい福祉課にご相談いただいて、

地域ごとにケースワーカーがいますので、まずはケースワーカーにご相談いただけたらと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

それぞれの福祉事業所さんとの連携もございますが、市の障がい福祉課さんとご相談するというよ

うな道もあるかと思われます。

浦安手をつなぐ親の会、いかがでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。先ほどの浦安高校の支援学校との連携というのは、具体的

には、浦安高校の生徒さんに関して支援学校と情報共有するということでしょうか、その連携の仕方

について教えてください。

千葉県立浦安高等学校：個人が特定されちゃうので言いづらいんですが、言ったほうがよろしいですか。

リーダー：個人が特例される場合にはお答えいただけないことになっております。

千葉県立浦安高等学校：申しわけないですが。

リーダー：今のご質問に関しては、個人情報にかかわるということでお答えできないということでございま

すので、よろしいでしょうか。
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浦安手をつなぐ親の会：個人情報にかかわらない感じで……すみません。

リーダー：そのあたりは、お答えにつきましてはこの場では厳しいようですので、また、後日、皆さんには

ご連絡させていただければと思います。

浦安手をつなぐ親の会：わかりました。ありがとうございます。

リーダー：千葉県立市川特別支援学校、お願いします。

千葉県立市川特別支援学校：今のことに関して、卒業後ではないですが、特別支援学校では地域支援という

ことをしておりまして、地域の幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校も含めて、ちょっと来てくだ

さいという相談がありましたら、そちらの学校に行って、児童・生徒さんの対応の仕方だったりとい

うところで相談に乗っています。

実際に、高校からも障がいを持っている生徒さんがいらっしゃって、担任の先生としてはどうした

らいいのかなというところがあって、午前中、午後、授業を見せていただいて、こういうふうにする

ともう少し生徒さんが授業がわかりやすいかなとか、生活しやすいかなというところでアドバイスさ

せていただいているところもありますので、担任の先生も学校で気がついて相談に乗ってください、

見に来てくださいということであれば、そういうサポートに入っていますので、要望がありましたら

対応はしています。

卒業後の具体的な、先ほどの手続のところはきっと支援学校も自分のところでいっぱいいっぱいな

ところもあるので、高校の先生にお願いする形にはなると思うんですが、その場合も障がいをお持ち

でいらっしゃるというところがわかれば、市川ですと、がじゅまるさんにつないで卒業後の生活どう

しようかなというところで、福祉につなぐということもやっています、情報提供。

リーダー：どうもありがとうございました。

それでは、このほかにつきまして、質問がございましたらお願いしたいと思います。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：市川特別支援学校さんの高等部卒業後の進路、３の２にあります卒業生、就職、福祉事

業所への人数が書かれているところで、就職というのは一般就労、または福祉的就労なのか、あと、

福祉事業所通所というのは、就労Ｂとか生活介護などありますが、その辺の割合はどうなのか、あと、

児童施設延長というのはどういう状態なのか教えていただきたいと思います。

どうしてかといいますと、協会の児童の多くが市川特別支援学校に通っております。悩み等を協会

内で話すときに、就労にたどり着いたという話が少ないんですね。今、就労支援センターさんのお話

にあったきめ細かなサポートはとてもすばらしいと思いました。けれども、なかなかそこにたどり着

ける子どもは少なくて、就労を目指しながらもそれはかなわず、生活介護等に通っている子どもは多

いです。

その場合ですと、自分に合った就職先を探して実習をするということより、卒業後の居場所を探す

ことに目的がいっていて、実習ということが働くことの練習ではなくて、居場所探し、または浦安市

であいている席がどこにあるのか、相性が合うのかということを、実習ということより少し意味合い

が違った形で２週間過ごすということが多いように聞いています。

実際、職種がどうかということではなくて、今、福祉事業所にいる子どもと相性が合わなさそうだ

から難しいとか、または、もう既にそこの事業所にいる子どもに手がかかりそうだから、おたくの子

どもはちょっと受け入れられないとか、そういう話は実際あります。そういった子どもの支援はどう

したらいいのかというのが実際の悩みです。

卒業後の進路でこのように分けられていますが、実際、就職している子どもの絶対数は少ないよう

な気がしましたので、居場所探しをする子どもが就労を目指すということを考えたときにどのような

支援をしていただけるのかなと思いました。
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ここに書いてある生活事業所に行っているお子さんの実情とか、区分けであるとか、どういった生

活介護であるのか、就労Ｂであるのか、その割合というのを一度お伺いしたいなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

では、千葉県立市川特別支援学校、お願いいたします。

千葉県立市川特別支援学校：就職ですが、一応、一般就労という形で、こちらの資料は証券会社であったり

とか、保育園であったりとか、特別支援学校の調理員というところで、一般の就労という形になって

います。

福祉事業所は、区分けは詳しくわからないんですが、福祉的な事業所に、通所で行っているという

形になります。

児童施設は、一番初めにお話した八幡学園の東京の入所施設もありまして、そちらは重いお子さん

が多いので、卒業後も就職は難しいということで、措置延長ということで卒業後も入所しているとい

う形になっていますので、どうしても一定数、児童施設の延長の生徒さんが含まれるという形になっ

ております。

浦安市自閉症協会：例えば、施設延長で八幡学園さんにいるとしたら、その子どもが日中どのように過ごし

ているかということですよね。就職の訓練をしているのか、または、生活介護でいるのか、施設延長

ということで何もしないで過ごしているのか、どのような過ごし方をしているのかなというのが気に

なりました。

どこでどうやって過ごすかが家族にとって大きな悩みなんです。悩んだところであいている席も余

りないんです。市川市に比べて浦安はかなり少ないと聞いておりますので、あと一つあそこに席があ

るらしいよという話を在学中に聞いて、そこでの過ごし方の練習や相性を確かめるという支援は、学

校としてもかなり厳しいのではと思ったんです。卒業後に行き場がないと悩む声は多くて、浦安市の

生徒の居場所を探すということは難しいのではと感じていたのでそこをどのようにされているのか

なと思いました。

千葉県立市川特別支援学校：児童施設延長の場合は、卒業後になってしまうので、施設でどういうふうに過

ごすのか、こちらでどういうふうに仕分けるのかというところが関与し切れないところもあるかなと

思います。

ただ、そちらで入所されている生徒さんも、いろいろ家庭の事情で入所されている方なんかは、本

人の働く力としてはあったりするので、施設から出てグループホームで生活されている方もいらっし

ゃるので、その場合は福祉施設だったりというところで働く生活もされているのかなとは思っていま

す。

高等部にいる間に実習をするんですが、経験だけではなくて、２年生、３年生になってくると、卒

業後の生活を見据えて、生活介護ということであれば卒業後どこに行くのかなというところも考慮に

入れて、卒業後の生活になれるというところで、行くところに実習に行くというような形もあるのか

なとは思っています。

多分、卒業後はどういうところを希望しますかというのを保護者の方とご相談して、そういうとこ

ろに２週間行きましょうという人もいるのかなと思います。希望はいろいろ、行きたいところがいろ

んな段階であると思うんですが、それも結局、お互いのマッチングなので、働く場とか行くところが

ないとこちらが幾ら希望しても難しいところがあるので、その辺で希望、仕事どうぞというところと、

こちらの行きたいところの調整になるのかなとは思っています。

ただ、働くところに関しては、夏休みに高校は全部の職員で分担して職場開拓ということでしてい

て、幅広く働く場所を確保しましょうということになっています。あと、昔は学校独自でやっていた

んですが、今は県内の特別支援学校、自分の学校で開拓したからここということではなくて、それぞ
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れの学校で職場開拓したところを共有してお互いに、なるべく子どもたちに働く場所を確保しましょ

うということで動いてはいます。

リーダー：ありがとうございます。市川特別支援学校さんの取り組みについてお話しいただいたところでご

ざいます。

よろしいでしょうか。

では、ほかに質問等、ございますでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：私どもの会は発達障がいということで、ほとんどが、支援

学校に行く方も多いんですが、普通学校であるとか、通信制高校に通っている子が多いんです。そう

しますと、先ほど出たように、一般就労するのか、障がい者枠で就職するのかということで、まず悩

む。親が障がい者枠で就職させたいと思っても本人が迷っているという場合は、私どもの会にもいる

んですが、夏休みとか長期休暇のときにいろんな職種を経験させたい、事業所の就労体験とかさせた

いなといったときに、就労支援センターではそういうような相談とかあっせんとかできるのかどうか、

もしくは、そういう相談、研修とかしたりして足りないところの、こういうところをもっと身につけ

たほうがいいとか、君はこういうところが足りないんだとかというような指摘をしてもらったりとか、

一般就労に向いているよとか、障がい者枠で就職したほうがいいよ、みたいな感じの、子どもと親を

含めた進路相談みたいなものを、普通の高校の先生にはなかなか難しいので、相談するところが少な

くてすごく困っているんですが、一体、どこに相談すればいいのかなということと、そういう相談は

今まで実績としてあるのかどうかとか、そういうようなことをお伺いしたいんですが。

リーダー：浦安市就労支援センター、お願いいたします。

浦安市就労支援センター：今までですと、発達障がいに限らずですが、まだ手帳をとられていない方で一般

の学校に行っている方のご相談というのは確かに、連絡があって相談を受けております。

ただ、最終的な支援となると、名称どおり障がい者就労支援センターになってしまうので、手帳を

お持ちの方が対象にはなってきてしまうんです。ただ、ご相談だけでしたら、もちろん受けていまし

て、例えば、先ほどのあっせんとか、そういったところは申しわけないです、できないかもしれない

んですが、これも最終的には手帳云々となってしまうかもしれませんけれども、各都道府県に職業セ

ンターというのがあるんです。

千葉ですと、千葉障害者職業センターといいまして、千葉みなとにあるんですが、そういったとこ

ろですと、比較的、発達障がいに向けた研修といいますか、例えば、専門の窓口というんでしょうか、

そういったところもございます。あとは、ご本人、また、ご家族とお話をして、例えば、今後どうし

ていきたいかというご相談を受けたら、こういう道が幾つかありますよというアドバイスというか、

そういったところはこちらでできるのかなと思います。

就職だけではなくて、例えば、専門学校のお話をさせて、もちろん、私たち、専門学校のあれがあ

るわけではないんですが、ただ、過去に、専門学校卒業してこういうところに就職した人がいますよ

というお話をさせていただいたときに、その専門学校、知ってはいた、その方も普通校の専門学校の

先生からも問い合わせがあったこともあったので、その専門学校の名前を出させていただいたりとか、

そういうようなお話もあります。

リーダー：どうもありがとうございます。

よろしいでしょうか、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：はい。

リーダー：そのほか、何かご質問等ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。
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今日は浦安市就労支援センターと千葉県立市川特別支援学校にご説明、また、千葉県立船橋夏見特

別支援学校からもお話をいただきました。質問等受けながらお話の内容が広がったり、深まったりし

た部分もあったかと思います。また、それぞれの機関や団体に戻りまして情報を共有して、子どもた

ちのために生かしていただければとに思います。

それでは、次の議題に移らせていただきたいと思います。

議題２、第３回・第４回こども部会の議題について、事務局より説明、お願いいたします。

事務局：議題２資料１をごらんください。今年度のこども部会の議題について説明します。

冒頭にリーダーからも今回のミニレクチャーと質問会を設定した経緯についてご説明いただきま

したが、第１回のこども部会の後半で作業部会を行って、皆様から平成 30 年度のこども部会の議題

について意見を出していただきました。その意見を取りまとめたものが議題（２）資料１－１になり

ます。

１．出された意見数ということで、４グループに分かれて議論していただきましたその意見の数が

書いてございます。合計しますと、75 のご意見をいただきました。その 75 の意見をリーダー、サブ

リーダーと事務局で分類したものが２のテーマ別分類になります。

意見の冒頭についている英数字ですが、英字はグループ名、番号は順不同で番号を付したものです。

意見の後ろに黒丸で示してあるものは複数のテーマにかかわる意見でして、複数のテーマに記載して

います。それぞれのテーマの横に括弧書きで入れている数字がそのテーマに関しての意見数になりま

す。

このようにして見ていただくと、多かった意見として、事例検討・講演会、あるいは、学校関係、

義務教育後の進学・就労、地域資源と連携、こちらについての意見が多く出されていたことがわかり

ます。

意見数の大小ではかるということでは決してないのですが、多くの方が問題意識を感じているとい

うことは、恐らくここに課題はあるのであろうということを示しているかと思いますので、まず今回、

第２回のこども部会では意見として多く上がっていた就労・進学をテーマとして、ミニレクチャーと

質問会を設定した次第です。就労・進学にかかわるという範囲、限定つきではありましたが、浦安市

という地域の中にある地域資源について正確な情報を共有するということを目的として、本日、実施

しました。

これを受けて、今後、第３回・第４回のこども部会の議題についてとなるわけですが、第３回のこ

ども部会では地域資源と連携、事例検討という意見とも絡めて、地域資源の連携について考えるとい

うテーマで作業部会を行うということを案として提示しています。

では、作業部会で何について検討するのかということですが、こちらも案ではありますが、本日、

当日の配付資料として事例検討案をお示ししています。テーマとしては、障がいをお持ちのお子さん、

あるいは、お子さんのことで困り感を抱えた保護者を支える仕組みを考えるとしています。

こうした家族を支える社会資源とその連携のあり方、地域のあるべき姿というものの連携について、

このこども部会で考えて、そのあるべき姿と、今、現実というところを見比べたときに実際できてい

ること、あるいは、できていないことということを委員間で話し合いを通じて明らかにしながら共有

を図っていきたいということです。

具体的には、このＡ４横型の紙の一番右側にあるのがこの部会に参加している組織、社会資源を縦

に並べています。こちらの資源がどのように結びついていたらよいのだろうということを作業部会の

中で考えていけたらと考えています。

ただ、そのためには各機関の正確な情報とか、共有されている必要がありますので、それについて

は事前に事務局で作成して、資料として配付したいと考えています。
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この第３回の部会では地域資源の連携について課題を洗い出して、そのことを共有していくという

ことを考えています。これを受けて、第４回のこども部会ですが、課題に対して今度は何ができるん

だろうということを、それぞれの機関で考えて持ち寄るということができればと考えています。

それをまとめることで、今年度のこども部会の成果として確認できますし、加えて、次年度に向け

ての検討事項や課題も明らかにしていくことができるのではないかなと考えています。

事務局の説明は以上です。

リーダー：ありがとうございました。

次回、第３回と最終回である第４回の案を今ご説明いただいたところであります。これにつきまし

て、何かご質問、また、ご意見がありましたらお願いいたします。

千葉商科大学、お願いいたします。

千葉商科大学：ご説明、ありがとうございました。大変すばらしい案だと思いました。特に、今年度、皆様

方と一緒に議論したものが次年度以降、継続的に、発展的に、この委員会を通してというところ、大

変すばらしいなと思いました。

そこで、今日、ご議論聞いていて、私自身が一番なるほどなと思ったのは、当事者の方々の声って

すごく大事だな、ややもすると、私も教育機関にいるんですが、自分のところは見えていても見えて

いないところに実は大きな課題があるということが、本当よくわかりましたので、もし、可能であれ

ば、ここに当事者団体の方、20 番から 23 番までありますけれども、事前に、もし可能であれば、こ

ういう生きづらさの中で、生きづらさを抱えている子どもたちがこんなことで保護者の方も困って、

悩んでいるというようなところを、具体的なものとして、とにかくご用意いただけると私たちも非常

に議論に集中できるかなと思うんですが、その辺はいかがでございましょうか、負担にならなければ

ですけれども、ご提案として。

リーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：前半の質疑を聞いていて、私も、障がいをお持ちの方と一言で言ってしまいますが、それぞれの障

がいによって、また、それぞれのご家庭によって求める支援は違うのだろうなというところを感じな

がら聞いておりました。

今回、このようにＡ４の横型の表で一枚にまとめるのもなかなか難しいのかなと思いながら聞いて

いました。

先ほどの千葉商科大学の意見の部分ですが、私がまず、ここの案を考えるときに考えていたのは、

全般的な連携のあり方の大もとになる基本形、理念形です。恐らくはそこから、こういった場合には

こういった支援が必要になって、連携が必要になってくるということが生じてくるんだと思うんです。

そのケース、ケースというところに、先ほど千葉商科大学がご提案いただいた当事者団体の声、当事

者の声というものが生きてくるのだと思っています。

こども部会、今年度は残り２回しかありませんので、その２回の中で細かい部分をつくり込んでい

くというところは時間的にも厳しいのかなと思っています。まず、今年度は地域の資源がどのような

形であるべきかという大もとのものを考えさせていただければと思っています。先ほど申したように、

そこで足りない部分を明らかにして、次年度以降に回していこうというような対応をさせていただけ

ればありがたいと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

ほかにご意見、ありましたらお願いいたします。ご質問でも結構です。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：今、千葉商科大学がおっしゃってくださったことですが、事前にアンケートをとっ
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てもらって、各親の会でまとめることが必要じゃないかなと思います。毎年４回しかない会で、次年

度、次年度ということになってしまいがちなので、ここは皆さんに資料として配るというだけでも事

前アンケートをまとめて、何が足りないかを考えるようにしたら、こちらの声を届けるというのは必

要なことではないかと思います。

リーダー：ありがとうございます。

事務局、お願いいたします。

事務局：ありがとうございました。そうですね、おっしゃられるとおりかと思います。

次年度、次年度というところのご指摘もまさにあるところかと思いますので、今年度中に先ほどお

っしゃっていただいたアンケートという形も検討しつつ、次年度以降はこういったことをやっていこ

うというところまではまとめていきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。

では、浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：親の会から意見を言うことで、もし、個人情報ということがネックになっているのであ

れば、それらをクリアする方法をどなたかに教えていただいて、そうでないと、個人情報がいつも壁

になって突っ込んだ議論ができないまま年数がたって、また、今日の協議でもそのままになってしま

っている間に子どもは大きくなってしまう、この問題、置き去りだなんていうのも随分声として上が

ってきていて、ずっとそのままになっている課題だと思うんですね。

なので、事例的なものを掘り下げて、それをどうやって解決していったかという、共有の知識や認

識、経験を皆さんで話し合っていかない限り、なかなか進んでいかないというのが当事者団体の皆の

共通する悩みというか、諦めに近い気持ちでもあるんですね。

ですので、先ほどの千葉商科大学の言葉に勇気づけられて、もし、私たちの子どもの事例というの

が今後の子どもたちの将来に役立つのであればみんな協力してくれると思いますので、個人名は出さ

ずとも、こういうことがあったということをアンケートなり、また、皆さんの資料としてお配りする

ことで、もし、進むのであれば、それは私たちにできることだと思います。

リーダー：ありがとうございます。

今、事前のアンケートの調査の内容というお話でありましたが、それを実際に会で話せないのもご

ざいますが、皆さんに知っていただきたいというようなことがあれば、また、アンケートについて事

務局とリーダー、サブリーダーで検討いたしまして、こういった形で進めるのはいかがでしょうかと

いうふうに流させてもらう形でもいいのかなと思います。

ただ、今日のこの部会に関しては、私も去年から参加させていただいたんですが、特別支援学校さ

んのご指導やご支援、また、就労センターさんが定着支援をされているということも、恥ずかしなが

ら初めて知った部分がございます。皆さんもさまざまな団体の方、生徒の方がいらっしゃって、実は、

こういったような支援の方法があるとか、こんなような相談できるところがあるということを知って

共有して生かすことも、とても大事だと思いますので、事務局の提案もありました。また、委員の方

のご発言もありました。このあたりを、全てができるというわけではないですが、できる限りのこと

は集約して進めていければと考えております。

千葉商科大学：ちょっと補足で。

リーダー：では、千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：今、個人情報保護の運用の仕方について、大変に本質的なところをおっしゃられたなと思い

ます。

改めて、釈迦に説法かもしれませんが、個人情報保護法というのは確かに法的に認められている。

ただ、２種類ありまして、２種類というのは、１つはリセットする場合があるんです。何かというと、
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緊急事態です。大規模災害等があった場合には、これはリセットされる、共有していい、もしくは共

有して救うべき命は救いましょう。具体的には要支援避難者の個人情報、こういう方がここにこうい

う生活をしておられるという名簿が作成されているはずなんですけれども、緊急時にはリセットして、

皆様と情報を共有して、安否確認ないし避難誘導に当たるという、これが１つあります。

もう一つは、今日も出ていましたが、個人が特定されてしまうような個人情報、もしくは、そのよ

うなアンケートの調査項目、これをどうするかということですが、非常に微妙ですが、要は、その当

該、特定されてしまう方ご本人、もしくはその保護者が、それは構わないよ、こういうところで議論

してもらって構わないよという確認書もしくは確約書があれば、これは委員会等で共有できますので、

その辺のところをしっかりと、アンケート調査するときにもできる限り個人の特定ができないような

表現、もしくは、その範囲内での議論、ただし、どうしてもこれは特定できちゃうなということに関

しては事前にご承諾をいただくという形をとっておかれればよろしいかと思います。

以上です。

リーダー：ご助言、ありがとうございました。生かしていきたいと思います。

それでは、ほか、ご意見とかよろしいでしょうか。

第３回、第４回の進め方につきまして、また、事務局から連絡を入れさせていただきたいと思いま

す。

では、本日の議題は全て終了いたしました。

このほかに委員の皆様、また、事務局から連絡事項ありましたらお願いいたします。

事務局、ありませんか。

事務局：次回、第３回の日程の確認です。第３回会議は 11 月９日金曜日です。最初のご案内では８日の木

曜日となっておりましたが、11 月９日金曜日でございます。改めてまたご連絡は差し上げますが、

よろしくお願いします。

あと、本日、机がないということでバインダーに挟んで資料を配付しましたが、バインダーは、恐

縮ですが、ご返却ください。よろしくお願いいたします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

では、最後に、本日レクチャーいただきました千葉県立市川特別支援学校、また、浦安市障がい者

就労支援センターに感謝の意を込めまして、拍手をお願いいたします。

（拍手）

それでは、本日の部会はこれで終了となります。

11 月９日の作業部会につきましては、またさまざまな事前の準備がございますので、ご協力願う

場合もございます。その際はよろしくお願いしたいと思います。

それでは、本日はありがとうございました。



浦安市自立支援協議会こども部会（平成 30 年度第２回）次第

平成 30 年７月５日（木)

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階会議室Ｓ２・３

１．開会

２．議題

（１）ミニレクチャーと質問会

「浦安市の地域資源について知る～就労・進学を中心に～」

講師：古市恵美子氏（千葉県立市川特別支援学校教諭）

皆川譲氏（浦安市障がい者就労支援センター）

（２）第３回・第４回こども部会の議題について

（３）その他

３．閉会



平成３０年度 第２回浦安市自立支援協議会こども部会

本校の進路支援について

平成３０年７月５日
千葉県立市川特別支援学校

１ 本校の児童生徒について（Ｈ３０.７.１現在）
（１）学区

市川市南部及び浦安市
（２）児童生徒数

小学部８４名（普通学級１４、重複学級７）、中学部５６名（普通学級８、重複学級５）、

高等部９２名（普通学級１１、重複学級５、訪問学級１） 合計２３２名
（３）居住地区

市川市１０７名、浦安市６７名、船橋市８名、八幡学園５０名

（４）児童生徒の様子
知的障がいのある児童生徒が多いが、肢体不自由のある児童生徒、また医療的ケアを必要とす 

る児童も在籍している。

２ 本校の進路支援について

本校は小学部から高等部まであり、社会生活を間近に控えた高等部だけでなく、小学部段階から、 
発達段階に応じて、進路支援を行っている。

（１）進路支援の概要
①小学部

「日常生活の指導」「生活単元学習」「教科」など、学校での活動全般を通して様々なことを経験
し、その中で「意欲的な姿勢」「自分のことは自分で行う力」「友だちと一緒に活動する力」などを
育てている。

特に小学部では、社会生活を支える土台となる「日常生活の指導」（着替え・排せつ・食事など）

について丁寧に取り組み、基本的な生活習慣の確立を目指している。
６年生：２月に中学部体験を実施

②中学部
小学部同様、日々の生活を主体的に送ることで卒業後の豊かな生活につなげられるようにしてい

る。特に、作業学習や現場実習などの働く経験を積み重ねることで、自信をもって次のステージへ

移行できるようにしている。卒業後の進路として進学(本校や他校高等部、技術専門校)、施設入所、
就職などがある。（実際には本校高等部進学が多い。）

２年生：７月に、進路先（福祉事業所）見学を実施

３年生：１０月に 現場実習を実施（１週間）
３年生：１０月下旬 高等部見学を実施

③高等部
卒業後すべての生徒が働くことを中心とした社会生活を送れるように進路支援に取り組んでいる。 

一人ひとりが、これまでの学校生活、家庭生活で身に付けてきたことを基に個性や力を発揮して、
より自立的に社会参加していけるように支援している。

進路先は、本人・保護者が選択・決定することを原則とするが、できるだけ本人の適性に合った
進路先を選択・決定できるよう、学校として情報収集に努めている。

④移行支援・卒業者支援
卒業後も一定期間支援を行っている。「中核地域生活支援センターがじゅまる」「浦安市障がい者 

就労支援センター」「基幹相談支援センターえくる」等の支援・相談機関と連絡会を開いたり、進路
先の福祉事業所や企業に在学中の生徒の様子を引き継いだりしている。

（平成３０年度 進路支援実施計画 より）
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（２）保護者への情報発信等

①４月：保護者進路説明会

②５月下旬：浦安市事業所合同説明会（浦安市主催、全校保護者対象）

③進路希望調査（全校）

→各家庭から出た質問や意見の中で問い合わせの多かったものについて、「進路だより」でＱ＆Ａ

形式で回答し、疑問や不安の解消に努めている。

④「進路のしおり」を配布

→進路状況や高等部の進路決定までの主な流れ、実習時必要となる書類、支援・相談機関などが

わかるようにした。

３ 高等部の進路支援について

（１）進路先決定までの主な流れ（浦安市に関する内容）

・前期と後期、それぞれ２週間、校内及び企業や福祉事業所での進路に向けた現場実習を実施。

・実習壮行会や実習報告会では、保護者参観を実施。

１学年 ２学年 ３学年

５月

７月

９月

１０月

１１月

１１～１２月

１２月

１～２月

２月

２～３月

３月

進路希望調査

↓

校内実習

↓ （進路面談）

親子進路見学

↓

校内・現場実習

↓（保護者面談）

進路希望調査

↓ （進路面談）

校内・現場実習

↓ （進路面談）

親子進路見学

↓

校内・現場実習

↓ （保護者面談）

進路希望調査

↓ （進路面談）

校内・現場実習

↓ （進路面談）

職業相談（求職登録）重度判定

↓

校内・現場実習

↓ （保護者面談）

浦安市進路希望調査

進路四者面談

（各市の障害福祉課（施設課）

との希望確認）

↓

内定

↓

移行支援説明会（保護者対象）

支援機関見学（就職希望者）

就職内定面談（企業就職内定者）

移行支援会議（引き継ぎ）

（「平成３０年度 進路のしおりＮｏ.１」より） 

（２）高等部卒業時の進路（過去３年間）

（３）就職先の主な仕事内容

・スーパーマーケットの品出し、袋詰め等

・老人ホームの清掃、下膳、タオルたたみ等

・飲食店・社員食堂の調理補助、清掃

・テーマパークのメール便仕分け、配布等

・市役所内メール運搬、封かん等事務補助 （「平成３０年度 学校要覧」より）

年度 卒業生 就職 福祉事業所通所 施設等入所 児童施設延長 在家庭

平成２７ ２８名 ５名 １７名 ０名 ６名 ０名

平成２８ ４１名 ３名 ２５名 １名 １０名 １名

平成２９ ３１名 ６名 １９名 ２名 ４名 ０名
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浦安市障がい者就労支援センター

１．障がい者就労支援センターとは

障がいのある人が、地域で自立し自分らしく生きていくことの大きな要素に就労がある

と考え、平成２０年度より、『浦安市障がい者就労支援センター』が発足しました。

障がいのある方の就労支援と、企業が障がいのある方を安心して雇用できるための企業

支援を行っています。

２．利用について

・浦安市にお住まいで、障がい（種別は問いません）のある方とその家族です。

・利用に際しては、支援登録を行って頂きます。登録前には、面談を行います。

・ご相談の際は、必ず事前にご連絡ください。

≪参考≫

※現在の登録人数＝３８６名、内就職者数＝１３８名（平成３０年５月末現在）

３．就労支援センターの事業

【就労相談業務】、【職場実習業務】、【就職活動支援業務】、【職場開拓業務】

【職場定着支援業務】、【離職者支援業務】、【情報提供業務】、【就労支援ネットワーク事

業業務】等

４．学校卒業後の定着支援について

★移行支援会議後から定着支援へ

・学校での本人面談、保護者、先生方からの情報共有。

・職場との連携（本人面談、職場訪問等）

５．その他

★意外と重要なこと

・学生時代と異なる環境

・習得したことを活用できること

以 上



議題（２）資料１

20180705 第２回こども部会

平成 30 年度自立支援協議会こども部会の議題について

１． 第１回こども部会 作業部会での検討結果（報告） ＊資料１－１参照

２． 第３回・第４回こども部会の議題について

・第２回こども部会「地域資源について知る ～就労・進学を中心に」

（ミニレクチャーと質問会）

＊正確な情報の共有

（案）第３回こども部会「地域資源の連携について考える」（作業部会）

・地域のあるべき姿を考える。

・現実とのギャップを認識する。

↓

＊課題の洗い出しと共有（→課題への対応を考える→第４回部会へ）

＊正確な情報の共有。

（案）第４回こども部会「障がい者福祉計画の進捗状況と次年度に向けて」

・課題対応に向けて自分たちにできることを持ち寄る。

・部会成果の確認と障がい者福祉計画との照合。

＊こども部会の成果の確認

＊今後の課題（次年度に向けて）
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平成 30年度自立支援協議会第 1回こども部会

第 1回作業部会での検討結果（報告）

１．出された意見数

A グループ：12、Bグループ：22、Cグループ：22、Dグループ：19

２．テーマ別分類

＝ 事例検討・講演会 ＝（８）

A１ 現場を知るのが第一

A２ 当事者の方からの困っていることを中心とした内容を事前に出していただき、具体的な

相談体制等について話し合う

A３ 一般的なテーマに向けてどのような機関が携われるか、どのような支援が必要か

A11 講演会、聞くだけでなく意見交換もできれば（思春期の性問題）●

A12 具体的な研修会につながるような話合いが行えればよい

B４ 成功事例

B５ 専門講師が入っての質問会

C９ ひきこもり（障がいを通して）

＝ 学校関係 ＝（13）

A４ 障がいのある子の学校の対応について（抽出授業、補助教員等）

A５ 学校や教育機関としてできる相談（センター的機能）について理解やニーズ、共通理解

C２ 就学について（通常級、支援級）

C３ 学校（先生）に、子どもについて不安や心配を相談（投げかけ）した時の対応例を共有

するシステムの構築

C４ 小・中・高での取り組みについて（対応、内容、人数）

C５ 先生の感覚ではなくエビデンスに基づいた対応（学習障がい）

C22 学校と放課後等デイサービスとの連絡帳のような情報共有（連携）●

D５ 医療的ケアが必要な子どもの学校での支援

D13 学校での支援や事業所との連携について●

D14 中学校区を中心とした福祉教育のあり方検討

D15 福祉教育への理解、生徒・保護者・地域

D16 社会福祉協議会と学校との連携●

D17 教育と福祉の連携●

＝ 義務教育後の進学・就労 ＝（10）

A８ 義務教育後の学校選び（進路）

A10 就職事情（浦安市の現状）市内Ａ型、Ｂ型、現場の紹介

B６ 就労、地元で安心して過ごすためには

B７ 就労事情についてもっと知りたい
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B８ 高校卒業後の進路決定

B９ 就労関係機関の連携（学校、市の担当、事業所）

C６ 進学、就労の情報はどこから得るのか

C７ 就労の流れについて

C８ 高校・大学への進学について

D19 就労支援のあり方について、テレワークの可能性

＝ 義務教育後の支援 ＝（２）

A９ 高校生からのソーシャルスキルトレーニングについて

A10 青少年世代への支援について

＝ 早期療育 ＝（５）

B18 早期療育の必要性の認識

C11 超早期療育と親支援について

D８ 超早期療育の提供につなげるまでの方法

D９ 就学前のグレーゾーンの子どもと親への支援

D11 発達障害の早期発見は可能か？

＝ 性に関する問題 ＝（３）

A11 講演会、聞くだけでなく意見交換もできれば（思春期の性の問題）●

B14 性に関する問題

D18 特別支援学級の性教育のあり方

＝ 地域資源と連携 ＝（16）

B３ 地域資源について（警察、消防、商店など）

B11 学校、幼稚園、事業所、保育園の連携の重要性

B12 学校と福祉（放課後等デイサービス）の連携について

B15 相談支援に関する児童と成人の区分け

B16 地域生活支援拠点のもう少し深い部分

C２ 浦安市の現状（全体数からの割合等）

C10 不登校でもどこかとつながれる方法。場所は？

C16 連携がスムーズにいくには

C17 周囲の理解、支援のあり方

C18 地域社会のサポートのあり方

C19 地域での交流や連携について

C22 学校と放課後等デイサービスとの連絡帳のような情報共有（連携）●

D７ 子ども支援と、地域包括ケアシステムとの連携は可能か？

D13 学校での支援や事業所との連携について●

D16 社会福祉協議会と学校との連携●

D17 教育と福祉の連携●

＝ 家庭支援 ＝（６）

C12 親の協力を得られない場合の子どもへのサポート

C13 つながりにくい家庭をどう福祉につないでいくのか？
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C14 家庭状況による福祉の入り方

C15 ペアレントトレーニングについて

D６ ショートステイ（短期入所）を増やす等で家族負担を軽減する方法

D10 ペアレントトレーニングの充実について（場が少ない）

＝ サポートファイル ＝（３）

B２ サポートファイル、使ってよかった

C20 サポートファイルの活用方法について

C21 サポートファイルの普及と活用について

＝ 災害対策 ＝（６）

A７ 災害時に公立小・中学校の役割とは？

B１ 災害時の自助、共助、公助

D１ 災害時の支援体制整備

D２ 災害時対応について、情報共有（情報のプラットホーム化）

D３ 地域の防災体制、老人・障がい者を守る

D４ 災害時地域の人材との連携

＝ その他 ＝（７）

A６ 支援学校（分校）は本当にできるのでしょうか？

B13 合理的配慮の充実について

B17 浦安以外の地域の子ども部会的な会議がやっていること

B19 療育の充実について

B20 医療的ケア児の短期入所先

B21 緊急時の支援について

B22 2020年オリンピックパラリンピックにおける浦安の子ども（成人）の役割

●は複数の項目に記載



第3回こども部会 第2回作業部会 事例検討（案） 20180705第2回こども部会当日資料（議題（２））

テーマ 「障がいをお持ちのお子さん、お子さんのことで困り感を抱えた保護者を支える仕組みを考える」
・困り感を抱えた保護者はどこに相談する？
・こども、保護者を支援するための社会資源には何があるか。
・支えるための連携とは。こども部会に参加している各機関の連携、位置づけについて整理する。

未就園・未就学 幼稚園・保育所 小学校 中学校 高等学校

【行政・市・県】
① 障がい事業課
② 障がい福祉課
③ こども課
④ 教育研究センター
⑤ こども発達センター
⑥ 子育てケアマネジャー
⑦ 幼稚園
⑧ 保育所
⑨ 小学校

あるべき姿 ⑩ 中学校
⑪ 高等学校
⑫ 特別支援学校（市川特支）
⑬ 特別支援学校（船橋夏見）

【福祉サービス事業者】
⑭ NPO法人千楽
⑮ 一社）こども未来共生会
⑯ NPO法人カプア
⑰ 社福）パーソナル・アシスタンスとも
⑱ 特非）ワーカーズコープ
⑲ NPO法人発達わんぱく会

【当事者団体】
⑳ 浦安手をつなぐ親の会
㉑ 浦安市自閉症協会
㉒ 千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ
㉓ 浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ

【関係機関】
㉔ 浦安市小・中学校PTA連絡協議会

現状 ㉕ 浦安市就労支援センター

（できていること） ㉖ 幼稚園（私立）

（いないこと） ㉗ 保育所（私立）
㉘
㉙
㉚

こども部会に参加している機関をマッピング

していくイメージ。

前提資料として、各機関の対象や内容等を

まとめて事前配布する。


