
1

平成30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30年11月９日(金) 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

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法人かぷあ、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

千葉県立市川特別支援学校、千葉県立船橋夏見特別支援学校、浦安市立小学校長会

浦安市立中学校長会、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）こども部会に参加する組織・団体に関する情報共有

５．資料

（１）議題１資料 こども部会に参加する組織・団体の内容一覧
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 30 年度第３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。

まずは、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、ご発言の際は挙手いただ

き、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言のあとに団体名と氏名を述べていただき、その後、

発言をお願いいたします。

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：本日は、最初に部会を行った後、グループワークによる作業部会を行うことになっています。作

業部会を１時間確保したいと考えておりますので、部会は２時半ごろをめどに閉めたいと考えていま

す。

なお、作業部会に参加されない委員の皆様並びに傍聴の方は、作業部会開始前にご退室いただく形

となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、議事進行を務めさせていただきます。

事前に事務局から資料が配られているかと思います。こちらを使い皆さんで情報の共有をしていこ

うかと思います。

では、事務局より資料の説明をお願いします。

事務局：第１回こども部会での話し合いから「地域資源と連携」というキーワードが出されたかと思います

が、それに基づくものでして、テーマとしては、「障がいをお持ちのお子さん、お子さんのことで困

り感を抱えている保護者を支える仕組みについて考える」というテーマを設定しています。それで、

この部会に参加をしている各団体、組織、各機関がどのようにつながっていればよいかということを

考えていきます。

その前準備として、委員の皆様には、それぞれの組織、団体の情報を共有するために一覧表の作成

をお願いしました。それをまとめたものが資料１です。前半の部会で内容の共有を行い、後半の作業

部会につなげていきたいと思います。

説明は以上です。

リーダー：ありがとうございます。

出席いただいている委員の皆様に活動内容等をご説明いただきながら、資料１の共有を図っていき

たいと思います。

所属している組織、機関、団体が対象としている年齢や事業内容、活動内容といった基本的な情報

と、サービス事業所や団体の委員の皆様については、日ごろ感じている課題やニーズなどを、お一人

２分程度でお話しいただければと思います。行政、学校関係機関については、対象年齢と内容などの

基本情報を、事業所と団体については、基本情報に加えて課題やニーズがあればお話しいただきたい

と思います。

なお、後半の作業部会でのイメージがつきやすいように、お話しいただく組織、団体が子どもの成

長段階のどこにかかわるかを事務局が附箋で示してくださいます。ホワイトボードに紙が張ってあり、

そちらに未就学児や小学校、中学校等、書かれております。発達段階ごとに、それぞれの機関、団体

がどのあたりにかかわっていくのか一目でわかるように事務局に附箋を張っていただきたいと思い
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ます。

なお、それぞれの団体、機関への質問については、最後にまとめて受けたいと思います。

それでは、順番に参りたいと思います。

障がい事業課、続けて福祉課、こども課までお願いします。

事務局：表の１番、２番の障がい事業課と福祉課について説明します。

障がい事業課、障がい福祉課は、障がいのある方にかかわることをやっておりますので、対象年齢

としては、生まれたときから全ての段階にかかわることになります。

障がい事業課と障がい福祉課の違いですが、障がい福祉課が個人の障がいのある方に対しての認定、

あるいはサービスにかかわることを行っております。障がい事業課ではサービス事業所の指定等や、

障がいの当事者の団体の方の受け付け窓口になります。ですので、大きな分け方としては、障がい者

個人にかかわることのサービスについては障がい福祉課、団体あるいは事業所にかかわることについ

ては障がい事業課が行っております。そのほか障がい事業課は、権利擁護、差別・虐待防止にかかわ

るセンターを設けておりますので、そうした相談も行っております。

次、こども課です。こども課は子育て世帯の方が対象になります。名前のとおり、子育て支援にか

かわることを全て行っておりまして、子育て支援施策の計画、調整や、あるいは手当関係、子どもの

医療費、ひとり親家庭や母子家庭、父子家庭、寡婦、そうしたことに関することを行っています。

説明は以上です。

リーダー：ありがとうございます。

続いて、教育研究センター、私から説明をさせていただきます。

教育研究センターがかかわるのは、幼稚園、保育園の年長児、そして小中学校になります。

まず、就学相談でございまして、特別な教育的支援が必要なお子さんの小学校入学、中学校進学に

対する就学の相談をやらせていただいております。通常の学級、また特別支援学級、また特別支援学

校や盲学校、聾学校等の入学先、進学先がございますので、その相談を行う業務がまず大きく一つご

ざいます。それから、小学校、中学校の学校支援がございます。学習について、また生活について困

り感があるお子さんの支援ということで、学校から、また保護者の方から相談があった場合に、子ど

もたちの様子を見て助言をいたします。療育ではなく相談を行います。

教育研究センター、そういったところでございます。

続きまして、こども発達センター、お願いします。

こども発達センター：当センターは、発達に何らかの心配のあるお子さんが将来、地域の中で健やかに生活

していけるように必要な支援、それから訓練、療育を提供しているところです。

まずは、入り口として、お子さんのことで気になることがありましたらお気軽にご相談くださいと

電話での受け付け、その後に実際にお子さんと保護者の方と面接を行い、その子の状態によって適切

な支援が提供できるように、多職種による専門相談を行います。ほとんどの子がその専門相談の後に

当センターでの療育につながるケースがほとんどです。

対象はゼロ歳から 18 歳までで、現在の利用登録児は 1,100 人を超えております。

療育の内容ですが、通園では２歳から５歳までのお子さん、大体５人から７人ぐらいを１つのグル

ープとして、２歳、３歳のお子さんは親子で、それから４歳、５歳のお子さんは単独での通園になり

ます。通園の送迎については、センターのマイクロバスで行っております。週に５日通う子もいます

が、ほとんどは大体週に２日で、残りの３日間は市内の保育園や幼稚園に通うお子さんがほとんどで

す。

通園のほかに個別療育ということで、これは基本的には月に１回１時間ということになっておりま

すが、そのお子さんの状態によって月に２回提供することもありますし、あるいは専門職が１職種じ
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ゃなくつくケースもあります。

そのほか、地域の幼稚園や保育園にこちらの専門職が出向いて支援を行う地域支援事業も行ってお

ります。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

では、子育てケアマネジャー、お願いします。

浦安市子育てケアマネジャー：子育て世代の世帯の不安や悩み事を相談する子育て相談室の実施ということ

で、資料に書いてあります。子育て世帯というのは子育て、18 歳までのお子さんということになっ

ていますが、子育てケアマネジャーの業務として、相談室のほかにケアプランの作成という、母子保

健課の仕事になるんですが、そちらもしております。妊婦さんともお会いすることから、相談も妊婦

さんから、あと 18 歳といっても、それ以上のお子さんのことでも相談があることもあります。

相談室というのは、特に専門家ということではなくて、市の子育て支援の講座を受講した者がなっ

てやっている市民目線での相談室ということで、実際にいろんな障がいをお持ちの方については、専

門の方にご紹介をしております。

以上です。

リーダー：どうもありがとうございました。

続いて７番、こども家庭支援センター、お願いします。

事務局：こども家庭支援センターについて説明します。

こども家庭支援センターでは、主にひとり親・婦人相談というものと児童家庭相談といった相談事

業の２つの相談の部門がございます。

まずは、ひとり親・婦人相談ですと、ひとり親家庭の相談とか、ひとり親の方への貸し付けや、女

性の方へのＤＶとか、モラハラ、そういった相談を行っております。

児童家庭相談ですと、18 歳未満のお子さんに関する全般的な相談を行っておりまして、虐待に関

する相談や虐待以外の一般相談を行っております。一般相談ですと、登園しぶりとか不登校、発達に

関する相談、いじめ、また家庭内暴力とか障がいに関する相談がメーンになっているのかなと思って

おります。昨年度、虐待に関する相談、一般に関する相談で大体 600 から 700 件ぐらいの相談があ

ったと聞いております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

続きまして、８番、幼稚園・認定こども園、９番、保育所とあわせて事務局お願いします。

事務局：障がい等々で配慮が必要なお子さんに対することでやっていることについては、幼稚園、認定こど

も園、保育所、同じ形で行っております。幼稚園・認定こども園は、浦安市内に公立が 14 園、保育

所は、公立が７園、公設民営が５園あります。これらの園では、支援が必要な園児に対して補助教員

等々を配置するということをしております。

また、私立の幼稚園あるいは保育所に関しては、支援が必要な子どもに保育士を加配した場合に、

その人件費を補助するということをやっております。

また、公立の園においては、保育カウンセラーによる相談をしております。先ほど、こども発達セ

ンターからも説明がありましたが、こども発達センターあるいは教育研究センターのまなびサポート

と連携をとりながら、配慮が必要なお子さんに対してどのような日常生活を送ったらいいのかという

ことを考え実施しながら幼稚園、保育園で子どもたちをお預かりしているというところでございます。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。
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では 10 番、浦安市立小学校長会、お願いします。

浦安市立小学校長会：小学校においては、特別支援学級が 11 校、それから通級指導教室、市内に２校ある

んですが、浦安小学校にもありまして、ことばときこえの関係の通級があります。

それから、全校にスクールカウンセラーが配置されております。

特別支援コーディネーターは１名ないし２名が各校に配置しておりまして、特別支援教育全般につ

いてのコーディネートを行っております。

校内委員会はどの学校にも設置されていると思いますが、本校でも必ず月１回、特別支援委員会を

設置して、配慮の必要なものについての共通理解をしております。

合理的配慮というのは、実際に支援が必要なことについての配慮を、特別支援学級だけでなく検討

しているところです。

学習支援室というのは、学習におくれがある子について個別に取り出しができるような部屋という

ものを各校設けておりますので、そこで取り出し指導、少人数推進というのを一対一で教えるという

形が多くなっております。

連携しているところとしては、まなびサポート、それから特別支援学校にもこちらに来ていただい

て教えていただいたりすることもありますし、適応指導教室とも連絡をとって行っております。連絡

の中心は特別支援コーディネーターがほとんどやることが多いですが、教頭などとも連携することが

多いです。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

続いて、11 番、浦安市立中学校長会、お願いします。

浦安市立中学校長会：小学校とほとんど変わりありませんが、特別支援学級、堀江中学校にできましたので、

市内中学校９校、全てそろいました。また、通級指導教室も中学校に欲しいということがありました

ので、明海中学校を拠点として活動しているところです。

また、スクールカウンセラーですが、県のスクールカウンセラーが週１日だけ来て、あとは４日間、

市内スクールライフカウンセラーが市から配置されています。

あとは小学校とほとんど同じですが、課題について話をしたいと思います。

市川特別支援学校のサポートをいただいているところですけれども、特別支援学校が市内にはあり

ませんので、市のバックアップもあって９校全てに特別支援学級ができたということがあります。ま

た、補助教員、それから支援員の配置等、教育委員会の人的配置、それから、まなびサポートの応援

等、教育委員会から学校現場にかなり力をいただいているところです。

それで、課題ですが、そうは言っても、教員、保護者の研修は非常に大切だと学校現場では考えて

います。さまざまなケースがあって、きめ細かく支援をしています。研修とか関係機関との連携とか

そういうところをもっと学校現場でも研修を重ねて勉強していかなければいけないかなと思ってい

るところです。

また、管理職や特別支援コーディネーター等のアドバイスもありますが、学校全体で１人を支えて

いくということは、どこの学校も基本ですが、先生方も多くの課題、例えば、ほかの生徒も含めて教

育相談や生徒指導、進路指導等ある中で仕事をしています。時間的余裕がない中で一生懸命やってい

ますが、うまく効率的に時間を有効に使って全ての生徒にきめ細かい指導をどうしていくかというと

ころが課題になっています。

これからも教育委員会初め関係機関との協力をしながら、よろしくお願いしたいと思います。

リーダー：どうもありがとうございました。

では、12 番、高等学校、お願いします。
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事務局：千葉県立浦安高等学校が本日欠席ですので、読み上げという形になってしまいますが、ご説明しま

す。

対象となる成長段階としては高校生ということになります。小学校、中学校の説明にあったように、

スクールカウンセラーを配置している、そして特別支援教育コーディネーターを配置している、校内

委員会を設置している、当然のことながら合理的配慮を提供しているということで、お話を伺ってお

ります。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

では、13 番、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：対象者ですが、主に知的障がいのある小学部１年生から高等部３年生というこ

とになっていますが、実際は、地域のお子さんを見るということで肢体不自由のお子さんも、本来は

船橋が学区ですが、そこまで通うのが難しいということもありまして、肢体不自由のお子さんだった

り聴覚障がいのあるお子さんだったり、医療的ケアのあるお子さんも通っていらっしゃいます。

小学部から高等部まであるんですが、支援として、幼稚園の就学前の段階から支援、巡回相談とい

うことで、学習面だったり生活面だったりということで支援に伺っております。

内容ですが、高等部段階になりますと、子どもと、障がい者手帳を持っていないけれども、どうい

うふうに進路を考えたらいいのかということで、就労だったり大学進学だったりということの進路相

談も一緒に考えたりしています。小学部と中学部、次年度の１年生についての就学相談という形にし

ているんですが、それも見学という形ではなくて、なるべく具体的に明示できるようにということで、

本校では体験をしていただいています。その後で教育相談ということで、なるべく時間をとって保護

者の方とお話をして疑問解消に努めたり、なるべくいい形で就学できるようにということで相談をし

ています。

あと、校内の保護者向けですが、市川市と浦安市、船橋市と合同で、説明会を学校で行うというこ

とで、それぞれ行かなくても学校に来れば、保護者の方、お話しできるということで場所も提供して

います。

６７８プロジェクトというのがあるんですが、高校生の 16 歳から 18 歳までの人たちを支えると

いうことで、市川市と浦安市、地域の関係機関が集まって会議しているんですが、それにも参加して

助言等をしています。

ケースコンサルテーションは、障がい者福祉センターで一緒に参加してケースについて話をしてい

るということで、これは卒業後のお子さんの支援をしています。

あと、移行支援と卒業者支援ということで、卒業してからもうまく仕事ができているかなというと

ころで、卒業後何年間かはフォローもしています。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

14 番、県立船橋夏見特別支援学校、お願いします。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：本校は、浦安市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、広範囲ですが、

５市が学区になっております。肢体不自由のある中学生、高校生の学校になりまして、船橋特別支援

学校から分かれて４年目になっております。同じ学区で小学生は船橋特別支援学校に在学しておりま

す。

本校はセンター的機能という形で、本学区域の中学生、高校生、高等学校に在籍する肢体不自由の

ある生徒等への指導支援ということも行っております。中学生に関しては、浦安市さんにおいても通

級による指導という形で、肢体不自由の通級を巡回による指導という形で行っております。
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問題というか課題のところですが、距離がどうしても遠いもので、保護者のニーズとして、スクー

ルバスの希望というものがすごくあるかと思います。また、スクールバスに乗れる乗れないではなく

て、健康なので本当は行きたいんだけれども行けないんですということとか、そういった形のところ

で課題というか、そういったものがあるのかなと思います。

また、地域支援というかセンター的機能という観点で考えていきますと、学校に対する相談が対応

可能日時のところの出張教育相談となっております。出張教育相談は、学校からの依頼で学校に対し

て相談をしていくという形なので、今回のテーマである保護者の方、または当事者の方たちからの直

接的な相談は、来校の相談とか電話相談になってしまうんです。ここも遠方の、相談に行きたいんだ

けれどもなかなか遠くてという部分があるのかなと思います。ですので、ニーズ等に対してどういう

手だてをしていかなきゃいけないか、またいろいろと知恵を絞って考えていきたいなと思っておりま

す。

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。

では、ここからはサービス事業者や団体の委員の皆様のご説明になりますが、基本的内容に加えま

して課題やニーズ等ございましたら、あわせてお願いしたいと思います。

では、15 番、ＮＰＯ法人千楽、お願いします。

ＮＰＯ法人千楽：すみません。到着が遅れてしまいまして申しわけありませんでした。

福祉事業者ということで、対象者、年齢や所属などと書いてあって、障がいのある方というかなり

ざっくりした書き方にはなっているんですが、そこの書いてあるとおりになります。

場所としては、主に浦安市になっております。時折、他市、また他区の方がいらしている場合もあ

りますが、基本的には浦安市の方にサービスを利用していただいております。

支援の内容ですが、日中一時支援、放課後等デイサービス、相談支援、生活介護、自立訓練（生活

訓練）、就労継続支援Ｂ型という６つのサービスをさせていただいております。まとめて言うと、下

は２歳半から上は 61 歳までの利用者様が何らかの形でかかわっていただいております。

対応可能日時、日中一時支援に関しては朝の９時から 20 時までとなっておりますが、基本的には

お正月もやっておりますので、建物としては 365 日開所しております。

身近にある主な連携機関としては、市役所障がい福祉課、障がい事業課、また他の事業所さん、そ

して学校、挙げると切りがないんですが、たくさんの方々、そしていろんな機関の方々と連携をさせ

ていただいております。

課題、ニーズも、挙げると本当にたくさん出ては来るんですが、一番あるのは、緊急時にどういっ

た対応ができるのか、あと、自分で言うのも変なんですが、幅広くサービスをさせていただいている

ことで、サービスの線引き、ここからここまでのサービス、で、ここから先のサービスというような、

わかりにくい説明なんですが、どういうふうに展開していったらいいのかという部分が、実際に現場

に出ている中でときどきわからなくなってしまうという部分もありますので、本当に、まずは無事故

でサービスを行っていくんですが、いろんな緊急時に備えての対応だったりとかいうのがこれからの

課題になってくるのかなと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

続きまして、16 番、こども未来共生会、お願いします。

一般社団法人こども未来共生会：私どもの事業は、昨年度までは青少年サポート事業ということで実施させ

ていただきましたが、この６月よりまちづくり活動プラザへ移転させていただきまして、青少年発達

サポートセンター・そらいろルームという形で実施をさせていただいております。この青少年サポー
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トセンター・そらいろルームの事業ですけれども、主に学齢期から成人期、おおむね 25 歳というと

ころで発達障がい、あるいは発達障がい疑い、あるいは成長や発達そのものに心配がある方とその家

族を支えるための事業を浦安市の委託をもってさせていただいております。

現在、個別の療育支援及び集団での療育支援、ソーシャルスキルトレーニングで、その下、社会生

活に向けて、あるいは集団生活、学校生活に向けて適用するための指導等を行っておる事業、それか

ら、子どもさんたちの交流事業、あるいは発達障がい児やその他の家族のニーズに合わせた交流の場

の提供をする事業、それから相談支援及び助言ということを行っております。

また、地域機関との連携の中での地域支援事業という形の、主なこのような３つの柱をもって活動

させていただいております。

対応可能な日時ですが、月曜日から土曜日の９時から 19 時ということですが、事案によっては時

間外の相談もお受けして、定時の仕事が終わってから遅い時間という方もいらっしゃいますので、臨

機応変に対応できるようにはしております。

主な連携機関ですが、障がい事業課をはじめ、教育センターもそうですね、それからまなびサポー

ト、個別事案によっては学校訪問をさせていただいている学校との連携、あるいは、地域の事案につ

いては、地域の福祉機関と協力をさせていただいて、ケースカンファレンスやモニタリング等の作業

をさせていただいております。

現状、我々の個別療育を受けている方が 368 名、及び親御さんの面接も含めて、一部ダブります

が、親御さんの面接を中心とした相談支援を受けている方が 281 名ということ、全体では 498 とい

う数字で、総計 200 で始まったこの事業ですが、現在のところ 400 人を超える人数の相談をお受け

しているというところであります。細かいことにはなりますが、うち小学生が 280 名、中学生が 83

名、高校生までの、16 歳から高校生というところで 40 名、それ以降の方が 25 名という形で受けさ

せてもらっています。主訴としては、一番多いのがコミュニケーションがとれない、集団生活がうま

くいかない、２番目が感情のコントロールができないというところ、３番目が単純にスキルを身につ

けたいというニーズによって１、２、３という形です。各地区、満遍なく来てはいただいているんで

すが、例えば、小学生であれば、一番多い学校は１校当たり 31 名という方をお受けする形、それか

ら、中学校であれば１校当たり 13 名という形で、かなり小学校、中学校で相談の方が増えていると

いう現状になっております。

それから、おおむね 25 歳なんですが、25 歳を超えた方もそのまま切ることができずに、ご相談と

して乗っている方が 19 名ということで、25 歳の上の方の支援という方も一つの課題だと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

続いて、17 番、ＮＰＯ法人かぷあ、お願いします。

ＮＰＯ法人かぷあ：対象年齢ですが、書いてあるように児童発達、今は３歳から生活介護を受けられる年齢

60 歳までの方がご利用なさっています。

支援内容としては、支援学級から帰ってらっしゃる子どもたちのリハビリ受診が主だったりするの

で、子どもたちのリハビリがメーンになって、個別療育だったりＰＴ（理学療法士）によるリハビリ

を行っております。

対象年齢のところに生活介護を受けられる年齢という、今 60 歳と話ししたんですが、生活介護の

部分、ごめんなさい、触れてなかったんですが、こちらの内容としては、生活介護は９時から夕方の

６時まで、送迎つきで行っております。独居の方も利用されておりまして、機能訓練、午前中行って、

午後からは、おのおのの生活のスタイルがありまして、うちは主にハワイアングッズを製作しており

まして、ミシンを使っていただいたりとか、アイロンがけをしていただいたりとかして、製作をして
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いただいて、工賃という形で月々お支払いしていてという部分はあります。市役所にも置いていただ

いたりとかして活動しております。

こちらの時間ですが、一応毎週月曜日から土曜日９時から 18 時、土曜日は 17 時までとなってお

りますが、先ほど、皆さんそれぞれの事業所さんがおっしゃっていたように、うちもそれぞれご事情

により 20 時半とかという場合もあります。

主な連携機関は、障がい福祉課、市内の事業所・医療機関と書いてありますが、本当に連携を、本

当に密にしていただいていております。そんな感じです。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございました。

では、18 番、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：対象者は、年齢、障がい種別を問わず、０歳から高齢者まで

の方に支援を行っています。

事業の具体的な内容ですが、パーソナルケアセンターでは、ヘルパーの派遣を行っています。マリ

ーナテラスでは、保護者のレスパイト、未就学及び学齢期の子どもたちの発達支援を目的とした預か

り、専門講師による療育プログラム、音楽療法、造形教室、卓球教室、ドラムサークルなどを行って

います。

マリーナでは、放課後等デイサービスで、プログラムがＳＳＴ、個別療育、おやつづくり、ドラム

サークル、手先と運動を行っています。

ふあり相談で計画相談支援を行っていて、ふありでは、児童発達支援、未就学児・学齢期の放課後

等デイサービス、グループプログラム、個別プログラム、専門講師による療育プログラム、プール、

パン教室、ムーブメント療育を行っています。

地域活動支援センターともでは、フリースペース、相談支援、創作活動、生産活動を行っています。

課題とニーズについてですが、個別の療育は、親御さんの希望が多くキャンセル待ちになってしま

っている状態があるということと、医療的ケアの子どもの支援や手帳を持っていない子どもたちの支

援体制が不十分であるかなと現場は感じていて、お母さんたちのお困りがあるので、そこはもう少し

支援が必要かなと思っています。

あとは、事業所が使える活動場所というのが少なくて、十分な支援の提供ができていないという現

状があります。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

では、19 番、ＮＰＯ法人ワーカーズコープ、事務局からお願いします。

事務局：本日、ワーカーズコープさん欠席ですので、私が代読させていただきます。

19 番、ＮＰＯ法人ワーカーズコープさんは、福祉事業所ということで放課後等デイサービスを主

に運営されていて、対象の方、障がい児ということで小学生から高校生ということですので、小学生

から高校生までのサービスになっております。

主な支援内容は、日常生活活動支援、学習支援、創作活動、言語指導・発音指導、運動発達支援、

送迎となっております。

対応可能時間は、月曜日から土曜日８時から 18 時、祝日、夏季休暇、年末年始等を除くというこ

とです。

サービス事業所さんですので、主な連携機関としては、学校とか市内福祉サービス事業所、あと病

院となっております。

以上となります。

リーダー：ありがとうございました。
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20 番、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：当事業所は、発達障がい、またはその疑いのあるお子さんということで、１歳

半から小学校入学前までの幼児ということでやっております。

児童発達支援事業所として開設しておりますが、浦安を拠点として、浦安には２校ありまして、あ

とは江戸川地区に２校開設しております。

子どもたち一人一人の状況に合わせて療育をやっております。個別の療育もしくはグループの療育、

あとは音と色の療育、遊びの療育、どれがその子に合っているかということで、親御さんの希望を踏

まえながら行っております。

私たちの事業所には、スタッフとしては、臨床心理士や臨床発達心理士、言語聴覚士、作業療法士、

音楽療法士、保育士等、資格のある専門職として働いておる者ばかりを取りそろえております。

あと、療育のほかに、発達わんぱく会では、中央区で巡回の支援事業や相談の支援事業、そのほか

にも開設しようとしているところの運営支援のコンサル事業も行っております。

教室は、大体は８時半から 17 時半で開設しております。浦安の駅前校だけ、市川とかいろんな市

町村からいらっしゃる方が多いので、朝をゆっくりにして９時から 18 時で開設しております。

主な連携機関としては、東京都も千葉県もそうですが、関係機関ということと、各市町村、船橋さ

んからも市川さんからも江戸川さんからも受給者証の申請等もありますので、福祉課の方たちとの連

携もしています。あと、市内の方たちもそうですが、いろんな事業所の相談支援事業の方たちともモ

ニタリング等で相談をさせていただいている面も多いかと思います。あと、一番近くですと、浦安の

発達センターとは密に連絡をとりながらやらせていただいていると思います。

うちの法人でも療育を受けたいというお子さんも多いんですが、受け口は狭くなっているというか、

いっぱいになっている状況があります。教室も増やしてはいきたいですが、専門職を雇うということ

で、とても難しく、専門職の採用に、困難をしている状況ではあります。

以上でございます。

リーダー：ありがとうございました。

では、続きまして、21 番、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：親の会ですので、子どもたちの幸せを願い、親同士の話し合いや福祉の向上と制度

の確立を進めるための活動を行っております。年齢層は 40 代から 80 代、90 代、幅広い親御さんと、

あと当事者の方は小中学生、50 代と幅広くサポートするような形になっております。

親御さんの中では熱心な方もいらっしゃって、社会福祉士の免許を取られた方が３人おりまして、

活動内容としましては、バスレクやクリスマス会や講演会などを行っております。

私、本日、代理で伺いましたので、この会でどのようなことをお話ししたらいいかなと、昨日いろ

いろと思い起こして考えてみました。幼稚園や小学校での出来事を、要望があれば思い浮かびました

ので、後ほどお話しさせていただきたいと思っております。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す。

続きまして、順番を少し入れかえさせていただきます。

23 番、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、千葉発達障害児・者親の会「コスモ」とい

う千葉県全域に、船橋ですとか市川、千葉市のほうと大体４グループあるんですが、その中の浦安グ

ループになります。この会の大もとは、ＬＤなど発達障害のある子どもを持つ保護者の会の全国組織

である全国ＬＤ親に属しています。そこは、文科省の特別支援教育ネットワーク推進委員会への参加

などを通じ、外部団体との交流・連携をしながら、研究・調査、社会的理解の向上、諸制度の創設・



11

改善を働きかけるなどの活動に取り組んでいます。そのような活動を通して、ＬＤなどの発達障害の

ある人が、自立した社会生活をおくるために、地域の方々に発達障害への理解促進をしていくという

ことがありますので、ホームページを通して入会相談とかという問い合わせがありますと、個々のお

話を伺って、我々は専門機関ではないので具体的な助言はしないんですが、こういうところに相談に

行ったらどうですかとかというようなご紹介というか、相談に乗るような活動をしています。

当事者の対象は、千葉県の各障害者親の会のほとんど３歳から 45 歳までということで、一番会員

数が多いのは船橋市、船橋のグループになります。浦安は市の施策でとても小さい子の施策がいいの

で、小さい子が入ってくるというのがないものですから、昔入った方がそのままいるというような感

じになります。

ただ最近、相談がすごく多いのは、中学生ぐらいになってから、小学校の段階でいろいろ子育て的

に難しいな、ちょっとこの子変なんじゃないかと親御さん思いながらも、学校の先生に投げかけても

気のせいですよとか大丈夫ですよ的なことで勉強ができちゃったりする、そのまま時間だけが過ぎ、

でも最終的に中学生になって学校生活に溶け込めず、家庭内暴力になるとか引きこもりであるとかそ

ういうどうしようもなくなったような方がご相談にいらっしゃるんですが、そういうケースは、我々

のメンバーの中にもほぼいない、皆さん、幼少のころから認識をして対応されているご家庭が多いの

で、事例はないので、コスモで対応することは難しいので、いろんな機関に、病院であるとか行って

くださいということでいるんですが、そういう意味でも、社会的に認知していただくとか教育機関の

ご理解とか、そういうのがすごく重要だなという、最近特に感じています。

話が長くなりましたが、そんなような感じです。

リーダー：ありがとうございます。

続きまして、22 番、浦安市自閉症協会、24 番、浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、続けて

事務局、お願いします。

事務局：22 番、24 番を説明させていただきます。

浦安市自閉症協会さんですが、こちらも当事者団体となっております。

対象者は、自閉症などの発達障がいなどのお子様の親の会ということになっております。

対象は、浦安市に居住する障がい児・者となっております。

活動ですが、自閉症という難しい障がいをもつ人達のよりよい教育及び療育環境、就労環境、地域

での生活環境の実現を目指す活動をされております。主に定例会等を行われているということです。

主な連携機関としては、千葉県の発達障害者支援センターのＣＡＳさんと連携をされているという

ことです。

続いて、24 番の浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょさんです。

こちらも当事者団体となっております。

対象者は、肢体が不自由な方、児童の家族となっております。

主な活動は、子どもたちがどうすれば過ごしやすくなるかなどを親同士で情報交換、茶話会を月１

回行われているということです。

主な連携機関は、行政とか他の当事者団体となっております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

25 番、浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会については、特になしということですので、先に行か

せていただきます。

26 番、浦安市障がい者就労支援センター、事務局、お願いします。

事務局：前回の部会で障がい者就労支援センターの相談員によるミニレクチャーを行いましたので、委員の
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皆様もその際ご確認していただいたかと思います。

年齢としては、15 歳以上の市内にお住まいの障がいのある方とそのご家族となっております。

就労の相談が主なところとなっております。ハローワークへの手続の同行とか求職のための履歴書

の書き方とか、面接の練習、面接の際の同行とか実習時の同行など行っているとのことです。あとは、

定着支援として就職を実際にされた方との定期的な面談ですとか就職先への定期訪問などを行って

おります。

主な連携機関は、ハローワークとか就業・生活支援センター、千葉の障害者職業センター、各特別

支援学校、基幹相談支援センター、あと、市内外の相談支援事業所、福祉就労施設といったところと

なっております。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

27 番、28 番の幼稚園、保育所については、８番、９番で説明しましたので、カットしたいと思い

ます。

以上、皆様ご説明ありがとうございました。

補足説明等ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。

申しわけございません。４番、教育研究センターでございます。先ほど連携のところで、まなびサ

ポートという名前がいろいろ出てまいりました。４番、教育研究センターでは、就学相談、また学校

支援を行っておりますが、これを行うメンバーがまなびサポートチームです。このチームには、指導

主事、臨床心理士、作業療法士、医学療法士、また技師やスーパーバイザーを加えたチームです。臨

床心理士が最初相談に当たるのですが、その後、必要に応じて、それぞれ必要な職員、事務員が相談

支援に当たるという形をとらせていただいております。

まなびサポートという言葉が４番に入っておりませんでしたが、書き加えていただければと思いま

す。

ほか、よろしいでしょうか。

ご質問等もございますでしょうか。よろしいでしょうか。

今、事業の内容等のほかに事業所や団体の感じる課題、ニーズ、こういったものも出していただき

ました。これについは、事務局で内容を整理して、次回以降の議論につなげていければと思います。

よろしいでしょうか。

それでは、課題１については、終了させていただきます。

時間的に２時半ですが、この後、作業部会となります。委員の皆様や事務局から報告事項等ござい

ますでしょうか。あればお願いいたします。

それでは、本日の部会については、これで終了します。

次回は１月 24 日木曜日の予定です。

この後、作業部会に入りますが、お席の移動等ありますので、５分程度休憩を挟ませていただきま

す。皆様ご協力よろしくお願いいたします。

作業部会に参加されない委員の皆様につきましては、こちらでご退出いただきたいと思います。

それでは、休憩に入ります。よろしくお願いします。



浦安市自立支援協議会こども部会（平成 30 年度第３回）次第

平成 30 年 11 月９日（金）

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）こども部会に参加する組織・団体に関する情報共有（資料１）

【非公開（作業部会）】

（２）グループワーク（資料２）

～「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

支える仕組みについて考える」～

（３）その他

３．閉会



こども部会に参加する組織・団体の内容一覧 20181109第3回こども部会資料

No. 組織名/団体名 区分 対象者（年齢や所属など） 支援（業務・活動）の具体的な内容 対応可能日時 主な連携機関

1 障がい事業課 行政 障がいのある方

・自立支援協議会の運営 ・障がい福祉計画の策定 ・障がい福祉サービス事業所の指定・監査
・障がい福祉団体への補助 ・施設管理
・障がい者権利擁護センターの設置…障がい者虐待、養護者の支援に関する相談（通報・届出含む） また、障がいを理
由とする差別に関する相談の受付

月～金 ８：30～17：00
土・日・祝日・年末年始を除
く
＊その他メール等でも対応

・障がい福祉課 ・社会福祉課
・市内障がい福祉サービス事業所、施設
・千葉県など

2 障がい福祉課 行政 障がいのある方
・身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法に係る業務（認定や相談など）
・障害者総合支援法、児童福祉法に係る業務（認定や相談など）
・手当（医療費助成 ・交通費助成 ・利用料助成）の支給 など

月～金 ８：30～17：00
土・日・祝日・年末年始を除
く
＊その他メール等でも対応

・障がい事業課 ・社会福祉課
・市内障がい福祉サービス事業所、施設
・千葉県 ・基幹相談支援センター
・地域包括支援センター ・医療機関など

3 こども課 行政 子育て世帯の方

・子育て支援に係る事業(他課の所管に属するものを除く。)の実施に関すること。
・子育て支援施策に係る計画及び調整に関すること。 ・児童福祉法に関すること。
・児童手当、交通遺児手当、児童扶養手当及びひとり親家庭住宅手当に関すること。
・子ども医療費の助成に関すること。 ・母子保健法に基づく養育医療の給付に関すること。
・ひとり親家庭等医療費等の助成に関すること。 ・母子及び父子並びに寡婦福祉法に関すること。 など

月～金・日曜 ８：30～17：00
土・祝日・年末年始を除く
＊その他メール等でも対応

・保育幼稚園課 ・母子保健課
・社会福祉協議会 ・千葉県など

4 教育研究センター 行政

特別な教育的支援を必要
とする子ども
（幼稚園・認定こども園・保
育園年長児、小学校児童、
中学校生徒等）

・子どもの教育的ニーズに合った就学先（通常の学級、特別支援学級、特別支援学校等）に関する相談
・通級指導教室に関する相談
・学校における対人関係や情緒面・学習面での困り感等に関する相談

月～金 ９：００～１７：００

・幼稚園、認定こども園、保育園、小・中
学校
・特別支援学校、適応指導教室
・こども発達センター、そらいろルーム
・医療機関 等

5 こども発達センター 行政

浦安市に住む０歳から18歳
未満の心身の発達に遅れ
や気がかりのあるお子さん
とそのご家族

・相談支援：お子さんの成長発達で気になること・心配なことを聞き取り、内容に応じて専門相談につなげる。
・発達支援・児童発達支援：未就学のお子さんとその家族を対象に多職種が様々な視点で捉えるチームアプローチによる
支援の提供
・個別療育：0歳から18歳までを対象に個別療育の提供
・地域支援・地域機関相談：市内保育園・幼稚園等の先生方への支援
・保育所等訪問支援：保育園、幼稚園等を利用しているお子さんとその家族を対象に保育所等訪問支援サービスの提供

月～金 ９：00～17：00

第２第４土曜日 ９：00～17：
00
（ひとり親家庭・共稼ぎ家庭
の方への個別療育）

・障がい福祉課 ・障がい事業課
・市内保育園、認定こども園
・市教育委員会
・市内障がい福祉サービス事業所、施設
など

6 子育てケアマネジャー 行政 子育て世帯の方 子育て世帯の不安や悩みごとを相談する「子育て相談室」の実施

月～金 9：00～16：00
土・日・祝日・年末年始を除
く
面接・電話相談

関係箇所

7 こども家庭支援センター 行政 18歳未満
・「ひとり親・婦人相談」…ひとり親家庭および寡婦の方の福祉資金の貸付、婦人の心配事などについての相談の受付
・「児童家庭相談」…18歳未満の子どもについての相談、家族関係や児童虐待に関する相談の受付

月～土 ９：00～17：00
・児童相談所 ・学校 ・病院
・市内障がい福祉サービス事業所、施設
・がじゅまる ・社会福祉課

8 幼稚園・認定こども園
行政
(教育)

未就学児
・公立14園 支援が必要な園児に対する補助教員等の配置
・私立幼保連携型認定こども園において支援が必要な園児に保育士等を加配した場合の人件費を補助
・公立14園 保育カウンセラーによる相談

こども発達センター
まなびサポートチーム

9 保育所
行政
(教育)

未就学児
・公立7園、公設民営5園 支援が必要な園児に対する保育士等の加配
・私立保育園において支援が必要な園児に保育士等を加配した場合の人件費を補助
・公立7園 保育カウンセラーによる相談

こども発達センター
まなびサポートチーム

10 小学校 学校
・特別支援学級 １１校 ・通級指導教室 ・スクールカウンセラーの配置 ・特別支援教育コーディネーターの配置
・校内委員会の設置 ・合理的配慮の提供 ・学習支援室等の活用

月～金 ８：１５～1６：４５
スクールカウンセラーは
（水曜日除く）
９：３０～１７：００

・まなびサポートチーム ・特別支援学校
・適応指導教室

11 中学校 学校
・特別支援学級 ９校 ・通級指導教室 ・スクールカウンセラーの配置 ・特別支援教育コーディネーターの配置
・校内委員会の設置 ・合理的配慮の提供 ・学習支援室等の活用

月～金 ８：１５～1６：４５
スクールカウンセラーは
（水曜日除く）
９：３０～１７：００

・まなびサポートチーム ・特別支援学校
・適応指導教室

12 高等学校 学校
・スクールカウンセラーの配置 ・特別支援教育コーディネーターの配置
・校内委員会の設置 ・合理的配慮の提供

・特別支援学校

13 特別支援学校（市川特支） 学校
主に知的障がいのある
小学部１年生～高等部３年生
（学区：市川市南部、浦安市）

・地域の特別支援教育のセンター的役割（学習面・生活面の巡回相談（幼・小・中・高校）、進路相談等の各相談）
・研修会講師の派遣 ・関係機関との連携を助言・支援 ・新小学部１年生、新中学部１年生のための体験学習実施
・市川市・浦安市・船橋市合同施設説明会の実施 ・６７８プロジェクトへの出席 ・ケースコンサルテーションへの出席
・移行支援、卒業者支援

月～金 ８：30～17：00
土・日・祝日・年末年始を除
く

障がい事業課、障がい福祉課、児童相談所
生活支援相談窓口、放課後等デイサービス
障がい者福祉センターきらりあ
浦安市こども家庭支援センター
基幹型相談支援センターえくる
中核地域生活支援センターがじゅまる など

14 特別支援学校（船橋夏見） 学校

浦安市、市川市、船橋市、
習志野市、八千代市に
在住する肢体不自由のあ
る
中学生・高校生

・肢体不自由のある中学生・高校生の教育
・本校学区域の中学校・高等学校に在籍する肢体不自由のある生徒等への指導・支援

電話相談月～金 9:30～
16:30
来校相談 事前に要連絡
出張教育相談 事前に要連
絡

浦安市教育研究センター



No. 組織名/団体名 区分 対象者（年齢や所属など） 支援（業務・活動）の具体的な内容 対応可能日時 主な連携機関

15 NPO法人千楽
福祉

事業者
障がいのある方

・利用者様の支援（日中一時支援・放課後等デイサービス・相談支援・生活介護・自立訓練（生活訓練）・就労継続支援Ｂ
型）

月から金9：00～17：00
（日中一時は土日～20：00
含）

・障がい福祉課・障がい事業課・他事業
所 ・学校など

16 一社）こども未来共生会
福祉

事業者

学齢期～成人（概ね25歳）
の発達障がいのある方や
成長や発達に心配がある
方とその家族

（青少年サポート事業 うらやす・そらいろルーム）
・療育支援：社会生活、集団生活に適応するための指導等
・交流事業：発達障がい児・者や家族のニーズに応じた交流の場の提供、・相談支援：必要な助言、情報の提供等
・地域支援 等

月～土、9：00～19：00 ・障がい事業課 ・障がい福祉課

17 NPO法人かぷあ
福祉

事業者

障がいのある方、児童発達
から生活介護を受けられる
年齢まで

児童発達、放課後デイを利用される方は、それぞれの方にあった個別療育プログラム。PTによるリハビリ及び、集団療
育。家で入浴が困難の方の入浴介助も致します。

毎週月曜日～土曜日 9時
から18時（土曜日は17時ま
で）

障がい福祉課・市内の事業所・医療機関

18
社福）
パーソナル・アシスタンスとも

福祉
事業者

0歳から高齢者まで、手帳
をお持ちの方や支援が必
要な方(事業所によって異
なる）

パーソナルケアセンター：制度の狭間を埋めるパーソナルケアサービス、障害福祉サービス、移動支援、コミュニケーション支援。/マ
リーナテラス：保護者のレスパイト、未就学、及び学齢期の子どもたちの発達支援を目的とした預り。専門講師による療育プログラム(音
楽療法、造形教室、卓球教室、ドラムサークル）/マリーナ：放課後等デイサービス、プログラム(SST、個別療育、おやつ作り、ドラムサー
クル、手先と運動）。 /ふあり相談：障がい児・者に対する計画相談支援。/ふあり：児童発達支援、未就学児、学齢期放課後等デイサー
ビス、グループプログラム、個別プログラム、専門講師による療育プログラム(プール、パン教室、ムーブメント療育）/地域活動支援セン
ターとも：フリースペース、相談支援、創作活動、生産活動。

パーソナルケアセンター:24ｈ365日/ふ
あり:10:00-18:00(月-金)、土9:00-
17:00/マリーナテラス:9:00-19:30(月-
金)、土9:00-17:00/マリーナ：12:00-
17:00(月-金)、土9:00-16:00/ふあり相
談:9:00-17:00(月-金)/地域活動支援
センターとも：（今川センター）12:00～
19:00（火～金）、10:00～18:00（土日
祝）

19 NPO法人ワーカーズコープ
福祉

事業者
障がい児（小学生から高校
生）

・日常生活活動支援 ・学習支援 ・創作活動 ・言語指導、発音指導 ・運動発達支援 ・送迎
月～土 ８：00～1８：00
祝日・夏季休暇・年末年始を
除

・学校
・市内福祉サービス事業所
・病院

20 NPO法人発達わんぱく会
福祉

事業者

発達障害またはその疑い
の有るお子さん
１歳半～小学校入学前まで
の幼児

・児童発達支援事業所（浦安市東野校・浦安駅前校、江戸川区葛西校・西葛西校）
・一人ひとりの発達段階や状況に応じてさまざまな療育方法（個別療育・グループ療育・音と色の療育・あそびの療育）を
用いたオーダーメイドの療育を行っています。臨床心理士・臨床発達心理士・言語聴覚士・作業療法士・音楽療法士・保育
士・看護師・社会福祉士などの資格を持ったスタッフが働いています。(東野校の月曜日と西葛西校の金曜日は「おやこっ
こ」と言う名で午前・午後２時間半ずつの預かりをしています）
・中央区巡回支援事業、中央区相談支援事業、開設・運営支援のコンサル事業

・東野校(月～土、8:30～
17:30)
・駅前校(火～土、9:00～
18:00)
・葛西校(火～土、8:30～
17:30)
・西葛西(月～金、8:30～
17:30)

・千葉県、東京都の管轄機関
・各市町村の福祉課（受給者証申請のた
め）
・各市町村の児童発達支援事業所・相談
支援事業所（受給者証申請・更新のた
め）
・浦安市発達センター他

21 浦安手をつなぐ親の会
当事者
団体

浦安市内在住の知的障が
いのある児・者の親

こどもたちの幸せを願い、親同士の話し合いや、福祉の向上と制度の確立を進めるための活動を行っている。
・定期総会 ・レクリエーション（バスレク、クリスマス会等） ・他団体との交流 ・啓発広報（会報誌「はぐるま」発
行、講演会の開催、市内イベントの参加） ・懇親、研修（東葛地区懇談会、施設見学、父親フォーラム、施設づくり勉強
会） ・情報交換（五市手をつなぐ親の会連絡協議会、育成会全国大会等）

行政、他の当事者団体

22 浦安市自閉症協会
当事者
団体

浦安市に居住する障害児・
者

・自閉症という難しい障がいをもつ人達のよりよい教育及び療育環境、就労環境、地域での生活環境を実現を目指す活動 千葉県発達障害者支援センターCAS

23
千葉発達障害児・者親の会
コスモ浦安グループ

当事者
団体

発達障がいのある児・者（6
歳～成人期で小・中・高生
が中心）の親

コスモは子どもたちが自信を持って生きていける環境が迅速に整備されることを願って活動を行っている。
・体操教室：毎月第2 日曜日（ 8 月を除く）
インストラクターを招き、体幹を鍛える運動（縄跳びやマット運動など）を中心に1 時間30分、親子で楽しみながら身体を動
かします。
・浦安グループの例会：年4 ～ 5 回 ・バスハイク：年1 回
・ランチ会等を開催し会員同士で交流 ・勉強会や講演会など

行政、他の当事者団体

24
浦安市肢体不自由児親の会
どっこらしょ

当事者
団体

肢体が不自由な方（児童）
の家族

子どもたちがどうすれば過ごしやすくなるのかなどを親同士で情報交換
・茶話会：月１回（夏休み等を除く）

行政、他の当事者団体

25
浦安市小・中学校
PTA連絡協議会

関係機関 なし 特になし なし なし

26
浦安市障がい者就労支援セン
ター

関係機関

①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
②１5歳以上（義務教育修
了者）の方
③浦安市に登録の法人

１、就労相談・登録（就職についての相談。雇用、就職等に必要な情報を提供）
２、就職準備訓練（市内外の訓練事業所の案内、職業センターの案内等）
３、求職登録（ハローワークへの登録手続きの為の同行）
４、求職活動（ハローワークの求人より応募、必要書類作成のお手伝い、面接練習、面接同行、実習時の同行・巡回等）
５、定着支援（就職者との定期面談、就職先への定期訪問）
６、離職者支援（退職後の相談、再就職に向けての準備等）
※当センターは、仕事のあっせん、紹介は行っておりません。仕事の紹介はハローワークになります。

月～金 ９：00～17：00
※土曜日の個別相談
※来所の際は、必ず事前連
絡をください

・ハローワーク市川、都内ハローワーク
・就業・生活支援センター（いちされん等）
・千葉障害者職業センター（東京も同様）
・特別支援学校
・浦安市基幹相談支援センター
・市内外の相談事業所
・市内外の福祉的就労施設

27 幼稚園（私立） 関係機関

28 保育所（私立） 関係機関
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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」
・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。

・困り感を抱えた保護者はどこに相談すればいいか。
・こども、保護者を支援するために、市内の社会資源は団体・組織はどのように連携すればいいか。

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 こども家庭支援センター
⑧ 幼稚園・認定こども園
⑨ 保育所
⑩ 小学校

あるべき姿 ⑪ 中学校
⑫ 高等学校
⑬ 特別支援学校（市川特支）
⑭ 特別支援学校（船橋夏見）

【福祉サービス事業者】
⑮ NPO法人千楽
⑯ 一社）こども未来共生会
⑰ NPO法人かぷあ
⑱ 社福）パーソナル・アシスタンスとも
⑲ 特非）ワーカーズコープ
⑳ NPO法人発達わんぱく会

【当事者団体】
㉑ 浦安手をつなぐ親の会
㉒ 浦安市自閉症協会
㉓ 千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ
㉔ 浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ

【関係機関】
㉕ 浦安市小・中学校PTA連絡協議会

現状 ㉖ 浦安市障がい者就労支援センター

（できていること） ㉗ 幼稚園（私立）

（いないこと） ㉘ 保育所（私立）
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。


