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平成30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31年１月24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、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、特定非営利活動法人ワーカーズコープ

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、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）地域の連携について（作業部会の補足）

（２）浦安市障がい者福祉計画 平成29年度の実績報告

（３）平成31年度以降のこども部会について

５．資料

（１）議題１資料 第３回こども部会 第２回作業部会 未就学～小学校連携図

（２）議題２資料１ 平成30～32年度障がい者福祉計画（抜粋）

（３）議題２資料２ 障がい者福祉計画（平成２９年度）実績

平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

（４）議題３資料 平成29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 30 年度第４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：皆さん、こんにちは。年が改まりまして最初の会議でありますが、このこども部会についてはこれ

が最後の会議となります。昨年度から委員を務めていただきました皆様、２年間の任期ということです

ので、今日議題が３つ出ておりますが、最後に、平成 31 年度以降のこども部会について、皆様からご

意見、また感想もいただければと考えておりますので、（３）が大体２時 40 分ぐらいから始められれば

いいかなと考えているところであります。

それでは、今日もよろしくお願いしたいと思います。

初めに、議題１です。

資料１をごらんください。前回のこども部会の後に作業部会を行い、各団体・組織がどのように連携

したらいいかについて話し合いを行い、表にまとめました。この表をリーダー、サブリーダー、事務局

で整理をさせていただきました。この表を用いて全体で意見交換を行いたいと思います。

作業部会のグループでは限られたメンバーで協議して、まとめた内容となっておりますので、ほかの

委員の皆様にも改めてご意見等をいただければと思います。

また、ご発言の際の注意事項ですが、前回は作業部会で非公開でしたが、具体的な事例、挙げること

も可能でしたが、今回は公開となっておりますので、個人情報、あるいは、個人を特定しかねないご発

言については控えていただきますよう、お願いします。

では、ご意見をいただく前に、前回まとめた内容について、説明をします。

未就園・未就学から幼稚園・保育所について、作業グループのリーダーでしたこども発達センターよ

りお願いしたいと思います。

こども発達センター：前回の作業グループにおいて、短い時間ではありましたが、私たちＡ班は、未就園・未

就学のお子さんについて、困り感を抱えた保護者への支援や各団体・組織の連携などについて話し合い

を行いましたので、ご報告します。

資料１の図にありますように、医療系の障がいを持って生まれたお子さんについては、まずは病院で

の治療から、その後、適切な医療につながっていきます。発達系に心配のあるお子さんについては、市
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の健診などで指摘を受けて療育事業所などにつながっていく、お子さんによってルートは違いますが、

保護者からの相談に乗る子育てケアマネジャーさん、あるいは、行政職員などにおいても療育事業所さ

んなどについて幅広い情報を把握していないとお子さんの状態に合った適切な情報を伝えていくことが

できない、そのため、資料の図のように、行政と事業所、各団体・組織が密に情報交換を行っていくこ

とが大切である。

また、発達系の心配のあるお子さんについては、幼稚園とか保育園に入園して集団生活に入れば周り

の子どもたちとの違いから、行政とか、周りの人たちに相談したりして、その後、療育につながってい

くケースが多い、療育については、なるべく早期に始めることで効果が大きいものですので、幼稚園と

か保育園などの集団に入る前に始めたほうがよい、そのためには市の健診で見逃さない、そして、少し

でも早く適切な機関へつなげていくことが重要なことと、大変短い時間ではありましたが、このように

意見をまとめましたので、ご報告いたします。

リーダー：どうもありがとうございました。

続いて、小学校の期間、各団体・組織がどのように連携したらいいか、話し合った内容については私

から説明します。

前回、お話し合いをしたグループのメンバーがほとんど学校関係者でありましたので、当然、小学校

時代の生活については、学校生活、家庭生活があるんですが、ほとんど学校生活に特化したようなお話

し合いになっていることをご承知おきいただきたいと思います。

まず、こちらのグループで出たのが、子どもの自立や社会参加に向けて我々が何ができるかというと

ころが大きな課題でありますが、そのためには、その子に合った、よりよい学びができる就学先、これ

を選択するための支援がまず必要ではないか、そして、選んだ場所でどのような相談体制、支援体制が

とれるかどうか、そういったことが話の中心となりました。

小学校への就学、中学校への就学については、教育研究センターが中心となって行っております。幼

稚園・保育園等の年長さん、また、小学校の６年生を中心に、就学相談を春に行っておりますので、そ

ちらに参加された方、途中からの方もいらっしゃるんですが、本人や、保護者の方の希望を聞きながら、

また、学校生活を見取りながら、どのような就学先が一番その子に適しているかということの相談を行

ったりしております。

支援等については、もちろん、教育研究センターだけではなく、資料にも書かれております、こども

家庭支援センターさん、こども発達センターさん、こども未来共生会の皆さん、また、適応指導教室等

もありますが、それぞれが子ども、保護者を支え、また、学校を支援しながらこの機関や団体が協力し

て情報も共有し、時には、その子、その子に対するケース会議も開くことも必要だということで実施さ

れたりしております。

また、専門の知識を持っていらっしゃる特別支援学校さんですが、こちらは、小学校、中学校に実際

に来てご助言をいただいたり、研修会の講師としてお招きしたり、また、小・中学校の子どもが特別支

援学校の子どもと交流をするということもありますので、さまざまな連携をしているところであります。

その一方で、教育と福祉の一体化が必要でありますので、行政に関しては教育委員会と障がい事業課、
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福祉課さんが中心につながっておりますが、障がい福祉の事業所さんも家庭とつながりながら、また、

福祉の行政とつながりながら一緒に連携していっているというところです。

ただ、小学校時代に相談、また、支援を行いながらも、先ほどこども発達センターからもありました

が、早期発見・早期相談がどうしても必要だということで、こちらとの連携も、とても大事にしていか

なければならないというような話が出ました。

以上でございます。

そのほか、前回は高等学校についても、作業部会で話し合っていただきましたが、図をつくるところ

まではいかなくて、意見交換というところもございましたので、もし、皆さんにお伝えすることがあっ

たら、この後ご発言いただければと思います。

では、今、説明をさせていただいたところですが、同じグループの方から補足説明がありましたらお

願いしたいと思います。このようなお話が出たのも伝えておいたほうがよろしいんではないですかとい

うものがあればお願いしたいと思います。

では、浦安市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：未就園の市の健診というところで、直接出ているのが子育てケアマネジャーと

いうことになっているんですが、この辺はルールとして、こういうふうに健診の後に相談に来られる方

があるということで、それが決まっているものというわけではなく、また、市の健診の後に、多分、い

ろんなところにもっと矢印が出ているのかなと、委員になって思っています。

リーダー：どうもありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。

補足説明等あれば、今のようにつけ足していただきたいのですが。

浦安市立中学校長会、お願いします。

浦安市立中学校長会：先ほどリーダーから小学校の図、説明していただいたんですが、中・高のグループでや

らせていただいて、そのとき言えばよかったんですが、中学校は外にぽこっと出ていますが、学校支援、

連携、情報共有、ケース会議の中に中学校が入るべきではないかなと思っています。

もっと小学校に近く中学校を持っていって、逆に、中学校のところに高等学校を持っていって、そし

て、就労支援の部分で特別支援学校と就労支援センターと、結びつけていただいたり、あと、中学校か

ら、たまにはあるかもしれませんが、矢印で就労支援センターに点線で行くとか、ここの枠の中には小

学校と中学校、結局は義務教育を全部まとめて入れるべきではないかなと、個人的には思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

この資料をつくったときには小学校時代ということで、そこで限定してしまいましたので、また、こ

れが小・中学校というくくりになれば、今、浦安市立中学校長会がおっしゃってくださったように、こ

の枠の中に入るかと思いますので、そのようにご理解していただければと思います。

ほか、いかがでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。
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浦安手をつなぐ親の会：前回は代理の方に参加していただいたので、前回のこと存じ上げないんですが、高校

からのことがないというのはすごく残念な気持ちなんですが、うちの子も…個人情報、特定しないんで

すよね…うちの子も学齢期というものが終わるような年ごろなんですが、今まで育ててきて、早期発見

とか早期療育のころが大事だというのは重々承知ですし、そうだったと思うんですが、振り返ってみて、

どこが大変というと、学校に行けている間はすごくいい先生もいらしたり、学校に守られていたなとい

う気持ちが大きいです。

そこがなくなるという段階で、就労に向けて準備するときは、一番、親としては孤独な闘いだったな

と、節目に当たって思っているんですが、小学校・幼稚園、中学校って相談するところもあったし、学

校とも連携してできたんですが、そこからの支援とか、親に寄り添ってくれる機関とかが必要だと思い

ますし、高校の取り組み等も伺えたらよかったなと思います。

この会議にも高校の先生、今日いらっしゃるのかわからないですが、いらっしゃったので、そういう

話ができたらよかったなと思っています。来期、この続きがあるのかわからないですが、ぜひ、高校か

らのことも考えていただきたいと思います。

リーダー：ありがとうございました。

では、今のことについて、ＮＰＯ法人千楽、お願いします。

ＮＰＯ法人千楽：前回、高校のグループ、担当させていただいて、手をつなぐ親の会さんからも参加いただ

いて、あと、ＮＰＯ法人かぷあさんと、今日いらしていないですが、千葉県立船橋夏見特別支援学校と

浦安市立中学校長会にも入っていただいて、お話をさせていただきました。

正直、他の２つのようにまとまらないというのが、一つも動かすことができなかった状態で、いろん

なつながりという部分が、高校の中というのが非常に複雑といいますか、サービスだったりとか、多く

ないというか、つながる場所が非常に少なかったりとか、例えば、浦安手をつなぐ親の会からもあった

ように、就労になると、今度、相談支援事業所さんだったりとかが非常に深いつながりになったりとか、

就労先の方、または就労支援センターさんとかというところがつながってはくると思うんですが、それ

だけだとつながりが広がり切らないというか、サービスが不足してしまう部分というのもあるのかなな

んていうふうに、私自身も仕事をしながら思っています。

そういった意味で、議論はたくさんしていただいたんですが、個々の状況といいますか、いろんな問

題とか、課題とかというのもすごく浮き彫りになりましたし、浦安手をつなぐ親の会からも、実際のご

家庭の状況を説明していただきながらいろんな話もしていただきましたし、船橋夏見特別支援学校、浦

安市立中学校長会からも現状というような話もありまして、議論はできたんですが、私のファシリテー

ター不足もありましてまとまらなかったという現状がありましたので、ここで補足といいますか、その

ときの状況だけ説明させていただきます。

ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございます。

資料には中学・高校が、まとめ切れない部分があったんですが、口頭ではありましても、中学校につ

きましては浦安市立中学校長会からもあったんですが、中学・高校でも、実際このような連携の例があ
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るとか、中学・高校にこのようにかかわっている団体があるとか、あれば、そのようなお話も聞かせて

いただければと思うんですが、いかがでしょうか。幼稚園、保育園、こども園、小学校が中心で回りな

がらお話があるんですが。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：前回はお休みしてしまい、貴重な時間を申しわけありませんでした。議事録は読ませてい

ただきました。

資料１の２ページ目ですが、先ほど浦安市立中学校長会から、中学校はケース会議という大きな枠の

中から抜けているから中に入ったほうがいいんじゃないかというお話、確かにそうだなと思いました。

もう一つ、そこに特別支援学校というのが大きく輪の中から外れていて、とても寂しいなと思いまし

た。学校支援・連携・情報共有・ケース会議というのが、そこに入れていただきたいなと思っておりま

す。

振り返って考えますと、学校の先生というのは私たちの子育てにおいて大きな核といいますか、頼り

にしている存在でして、子どもが成人に向かっていくに当たって大きな影響を与えてくださっていて、

大きな励みにもなっていると思うんですね。その中で、学校というのはすごく大事だなと思いますし、

いろいろな支援員という方はいらっしゃいますが、学校の担任の先生というのは毎日、子どもを見てく

ださっている、何よりも子どものことを知っていて、相談者にもなり得る大切な存在なんですね。

ですが、その先生だけではというところの教育ありというところで、特別支援学校というところが小

学校からこの輪から大きく外れているというのは、今後、浦安市で大人になるまで生きていくというと

きにとても心細いし、先ほど浦安手をつなぐ親の会が言ったように、孤独な闘いが待っているというこ

とが本当にこれ見てわかるんですね。

成人式で皆さんの寄せ書きのようなお祝いの、そういったコメントの中に小・中学校の担任からのコ

メントというのはありますが、支援学校の先生からというのはありません。本人も親も、とても残念に

思っているところなんです。大きく支援学校に行っている障がい児というのが一般社会から外れていっ

ているなというのが子どもが大きくなるにつれて感じています。ですから、相談先もありませんし、情

報を得られる機会もないので、どんどん難しいところに入っていってしまうなと思っております。

ですから、小さいときから、小学校から特別支援学校に行くことになったとしても、この市の中の相

談機関といつも情報共有して、連携していけたらなと思います。ですので、この特別支援学校というの

は、中学校と同じくこの場に入れていただけたらなと思います。よろしくお願いします。

リーダー：貴重なご意見、ありがとうございます。

こちらはグループみんなでというよりも、ある程度、皆さんの意見を聞いたら私がまとめた部分がご

ざいます。小学校を核として考えてはいたんですが、もちろん、中学校、特別支援学校等も密接に連携

していく必要はありますので、浦安市立中学校長会、また、浦安市自閉症協会のご意見ももっともだな

と考えております。

もちろん、この形が完成形ではありませんので、先ほど申しましたように、私たちのグループには学

校関係の職員が集まってしまいましたので、さまざまな方がご意見いただければ、もっともっと大きく
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広がっていくと思います。この場で全てをすることはできないと思うんですが、いろいろ補足もいただ

きましたので、これからは質問、また、ほかのグループの方からのご意見も全体的にいただきたいと思

います。

もちろん、中学校・高校全ての面においてご意見いただきたいと思います。

千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：貴重な意見、本当にありがとうございました。浦安手をつなぐ親の会のお言葉、浦安市自閉症

協会のお言葉って本当に深く胸に突き刺さっています、今。

３つあります。そもそも、これ、リーダーが苦労してまとめられた図で、どうしてもこういう図に落

とし込むという作業が必要だ、そこからですよね。

１つ目は、資料１、要は、一番左の医療からスタートするわけですね、早期発見含めて。何らかの課

題・問題、それが見えた段階で情報がそこからスタートするんですが、今後、こども部会が発展してい

くためにはスタートラインの情報がずっと１ページ、２ページ含めて、帯でつながっているんだろうな

というところを一つの視点として、ぜひ、チェックしていただきたい。

あえて言うと、どこかで途切れているはずなんですよ。具体的に言うと、医療から退院した段階で、

その時点で、個人情報だといってブロックされてはいないかどうかです。それがしっかりと個人情報を

守りながら、親御さん、当事者の方々の許可を得ながら次の支援にしっかりと情報が連続的につながっ

ていくという体制がとられなければ、絵で描かれたものがしっかりと連携するということは難しいと思

いますので、改めて現場にいらっしゃる皆様方、そして、親御様含めて、この情報が伝わっていなかっ

たがゆえに非常に混乱した、つらかったというようなことをしっかりと、帯で情報がつながるかどうか

ということを来年度以降の課題として、ぜひ、組み込んでいただけたらいいなということを感じました。

これ、１つ。

２つ目、これから絶対的に議論しなきゃいけないのは、今日も特別講座がありますが、何らかの医療

的なケアを継続的に続けなければいけない子どもたちのサポートできる専門職って、どのようになって

いるのかというところは、絶対的に押さえるべきだと思っています。

具体的には、幼稚園・保育所のところの保育所（私立）、それから保育所と書いてありますが、実際に

浦安市内の保育園で、医療的なケアが必要な子どもたちが入りたいという要望に対して受け入れる、看

護師さんの人員の基準等があって受け入れられないということで、保育園を利用できなかった瞬間にそ

こでストップするわけですよね。そこで保育園ではなくて家庭でお母さん、お父さんが支えざるを得な

いという、最初に申し上げた、そこで情報がストップしてしまうリスクもあると思います。

だとすると、保育園に行けなかった子どもたちが小学校に入って学童の問題が出てきますよね。学童

って、そういった子どもたちを受け入れる態勢ってできているんですかというようなところもしっかり

と押さえるべきだと思っています。

理由は１番です。情報をしっかりと帯で連続的に見ていったときに、専門職がかかわれるということ

が絶対的に必要かなということを感じました。

３つ目、最初に申し上げたとおり、浦安手をつなぐ親の会、浦安市自閉症協会のお言葉を聞いてふと
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思ったんですが、制度設計上は 18 歳という、この枠の中で皆さん考えてしまうけれども、その子の人

生って、そこからですよね、ある意味。18 歳を超えて社会の中でどう生きていかれるかということを継

続的にサポートするということを議論しなければいけない。

だから、こども部会というのは、私、制限設けなくてもいいのかな。もちろん、専門的に議論しなき

ゃいけないんだけれども、視点を、18 歳を超えてからのそういった方々、そういったご家庭の支援・サ

ポートって、浦安市の体制としてどうなっているんですか。もしくは、相談員の相談体制って、何人で

そういった方々のサポートができているかというところも、ぜひ、今後の課題として組み込んでいただ

けたらば、より発展的な議論ができるかなということを感じました。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

グループごとにいろいろお話をした部分がありますので、確かに点になっているところはあるかと思

います、今回お渡しした資料とか説明に関しては。ただ、継続した相談、継続した支援、そういったも

のは必ず必要だと思いますので、このあたりがスタートかなと思います。また、来年度以降につきまし

ては、この後、時間をとらせていただきたいと思いますが、今のような、皆さんの貴重な意見が出ます

と、前回やったものが礎となってどんどん広がっていくかなと思います。ぜひ、思われていること、考

えられていることありましたら、ご意見いただきたいと思います。

ほか、いかがでしょうか。

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：３点、あります。資料、枠外と小学校とか幼稚園とかなっているんですが、も

ともと、お子さん、または、お子さんのことで困り感を抱えている保護者ということで、ここのところ

に学校が基本になっているんですが、子ども、保護者というのがあって、そのそれぞれを、子どもを支

える資源、保護者の方を支える資源みたいな形で線がつながっていくのもありなのかなということで、

１回戻って、話をしたときには答えが出ました。

先ほど、特別支援学校も枠に入れてということでいただいて、ありがとうございます。多分、これ、

小学校でということで、小学校を支えるためにということで外から支援するという形で出ているのかな

と思うんですが、支援学校も幼稚園・保育園も含めて、子どもを支えていますし、子育てで困っている

保護者の方を、大丈夫だよということで子育ての仕方を教えることで子どもを支えるということもして

いますし、どうしたらいいんだろうということで、困っている先生にアドバイスすることで先生方を支

えているというところもあるので、いろんなところで支えてはいる、かかわっているつもりなんですが、

書き方をどういうふうに、学校を入れるのか、困っている人を支えるために子ども、保護者という枠を

入れてどう取り入れていくのかというところなんか検討していっていただけるとありがたいのかなとい

うところです。

あと、２点目ですが、グループに分かれて検討したということで、グループに入らなかったけれども、

別の段階でかかわっているよという人たち、組織とかがまだあると思うので、そこのところを埋めてい

くという作業がどこかでできるといいのかなって思っています。
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あるべき姿となっているんですが、現状でできていることもきっと漏れちゃっているところが大分あ

るのかなって思っていて、それがこのまま報告されてしまうと、できているのにやっていないかのよう

になってしまってもったいないなというところがあります。

３点目ですが、児童相談所とか、中核地域生活支援センターがじゅまるさんとか、もっといろいろか

かわってくださっている方があるんですが、結局、このメンバーではないので、この名前に入らないと

いうところがあったように思います。でも、せっかくかかわってくださっているので、ここに入ってい

る委員の方たちが、この人たちもかかわっているねと出てきているので、知っている情報も集めること

でもっと多くの情報が集まるのかなと思うので、せっかくだったら、そういう人たちも入れられるよう

にできたらいいのかなと思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

最初にお話しいただいた、子ども・保護者を中心にくるということはとても大事だと思いますね。そ

れを組織・団体・行政が、また、学校がどういうふうに支えていくのか、そういった見方も非常に大事

だと思います。

今日はこのようなご意見をいただくような形になっていますが、来年度も引き続きこういったものを

進めていくときには、この図が充実するような方法をとっていければ、支援を必要として困っている子

どもや保護者が見たときに、たくさん、支援の手が伸ばされているんだというようなことも見えてくる

んではないかなと思います。

ご意見、ありがとうございます。

ほか、いかがでしょうか。

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：千葉県立市川特別支援学校の言葉で本当に感動したんですが、資料を見たときに、

根本を覆すようで、前回もいなかったし言えなかったんですが、保護者と子どもはこの図に入れ込むと

きに、どこに来るのかなと思いましたし、すごい、目が滑るというか、へえって、すごく、そちら側の

方々がつくってくださったっていう感じに思いましたし、現状、できていること、いないことというの

が、何ができていていないのかもわからないし、ここで、例えば、保護者と、当事者と入るときって、

行政の方はどこに、どういうふうに入れて図を書かれるのかなというのが、すごく関心があります。

これ、来年も引き続き検討されるのかどうかは、まだ未定なんでしょうか。

事務局：そうですね、次年度に引き継ぎは行いますが、そこで継続して検討するかは、次年度の部会で話し

合われる事項になります。

浦安手をつなぐ親の会：私、ここ何年かこども部会にいて、毎年、来年引き続きこうしていきましょう、み

たいなお話で年４回しかないから終わり、次の期になると行政側の担当の方もメンバーが変わられたり

とかして、あれ、去年の話はどうなったんだろうということばかりで、無力感も感じることが多かった

です。

皆さん、ずっと携わられている先生方もいらっしゃいますが、例えば、障がい事業課、福祉課さん、
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例に出して申しわけないですが、数年置きに変わられたりして、ただ、私たち親は、ずっとその子の親

であり、当事者とかかわってエンドレスにずっと暮らしているわけで、そこで、いろんな担当者が変わ

っていくわけです。そこでまたポツン、ポツンと切れたり、次に続かなかったことが多いので、ぜひ、

この表を作成して、年４回の会議で時間を割いたわけですから、来年度は、ぜひ、そこを考えて、前回

のことを引き継ぐとかいうことになればいいなと思います。

そのときの視点として、そちら側の塊で保護者とか当事者に、何ていうんですか、支援するという目

じゃなくて、この中に、当事者と保護者を入れていく目線でつくっていただけたらなと思います。

リーダー：どうもありがとうございます。

このこども部会に関しても、２年間の任期というものありますが、先ほどの情報の共有も途切れさせ

ないようにというのと同じように、２年間の成果と課題については、必ず次の年度につなげていく必要

はあるかと思います。必ずそういったようなものはなければならないなと思うところであります。

その他いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

今、さまざまなご意見をいただきましたので、この表が完成形だというわけでは当然なく、今後、き

ちんと発展して活用できるようなものになっていければいいなと、私の私見でありますが、思う次第で

ございます。

では、次の議題に移らせていただきます。

浦安市障がい者福祉計画平成 29 年度の実績報告について、障がい事業課からお願いします。

事務局：議題２は、浦安市障がい者福祉計画に係る平成 29 年度の実績報告をさせていただきます。

資料２－１、こちらは現在ある浦安市障がい者福祉計画の 11 ページをそのままコピーしたものです。

内容を簡単に説明させていただきますと、ページのタイトルにありますように、前期計画の評価、これ

は平成 26 年度に作成した平成 27 から 29 年度の浦安市障がい者福祉計画に載っている主な事業につい

て平成 28 年度時点での進捗状況について記載したものです。

ここでは 106 の事業をＡ、Ｂ、Ｃで評価しておりまして、その 106 の内訳として計画以上になってい

るＡ評価が２事業、計画どおりのＢ評価が 99 事業、進捗がおくれているというＣ評価が５事業となっ

ています。

こちらの 106、全ての事業をご説明申し上げるには時間が足りませんので、本日は平成 28 年度にお

いてＣの評価がついた５事業について、平成 29 年度の実績評価はどうだったのかというところをご報

告申し上げたいと思います。

その５つの事業の 29 年度実績をまとめたものが資料２－２です。こちらに沿って説明をさせていた

だきます。

１つ目ですが、障がい福祉課の意思疎通支援事業です。

事業の概要は、手話通訳者の派遣や入院時のコミュニケーション支援を行うものです。

29 年度の実績は、一番右側に書いていますが、手話通訳者８人、要約筆記者、奉仕員として手書きの

方を４人、パソコンの方５人の計９人を派遣し、窓口での相談は 970 件、手話通訳者の派遣は 395 件、
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要約筆記者の派遣回数は 156 回となりました。こちらは実施状況の評価としては計画どおりに執行され

たということで、Ｂの評価となっています。

２つ目です。障がい福祉課のＵコミサポート事業です。

事業の概要は、聴覚に障がいのある方が意思疎通を図る上で支障がある場合などに、市役所が閉庁し

ている時間に電話で代行を行うものです。こちらは 22 年度から委託によって実施をしています。

29 年度の実績は、対象者、手帳保持者ですが、対象者が 219 人で、年間の利用回数として 18 件、そ

のうち平日の利用が６件、土日・祝日の利用が 12 件、日中の利用が７件、時間外・早朝の利用が 11 件

となっています。こちらも実施状況の評価としては計画どおりに実行されたということで、Ｂ評価に戻

っております。

次、３つ目です。障がい事業課の障がい者福祉推進事業です。

この事業に関しては、かなり内容が幅広いのですが、その中でサポートファイルの部分がＣ評価とさ

れました。障がい児への配布は進んでいるけれども、大人への配布が進んでいないために、Ｃという評

価がされておりました。

これに関しては、平成 29 年度に大人向けの簡易版のサポートファイルをつくってホームページ上に

掲載をして、配布を始めております。あわせて、イベント等でこういったものをつくったということや、

配布しているということを啓発しております。というところで、やや遅れているのＣ評価から、計画ど

おりのＢ評価に戻っています。

29 年度サポートファイル全般の実績としては、資料にありますように、配布数としては全体で 103

冊を配布しました。配布、あるいは、こういったことがあるということに関しては、職員向け研修や障

がい者週間イベントなどでサポートファイルの啓発を続けているところです。

４つ目、障がい福祉サービス等事業者住居手当支給事業費補助金です。

障がい福祉サービス事業者が従業員に払う住宅手当の一部を補助するもので、福祉人材の確保と離職

防止を図ることを目的としています。少し遅れておったのですが、平成 29 年７月から開始をしました。

29 年度の実績としては、４事業所の従業員 10 名分に対して補助金を交付しています。成果に関して

は、29 年７月からと、始まったばかりでもありますので、成果を慎重に見ていく必要がありますが、実

施状況としては計画どおりに行われたＢという評価に戻っております。

最後、道路整備課の道路等復旧事業です。

こちらは災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧、あるいは、道路の整備を行うものです。

29 年度は、入船、富岡、弁天、舞浜、美浜、東野の復旧工事を行っています。29 年度についても実

施状況はやや遅れているというＣ評価がついています。

以上のように、28 年度末で遅れていた５事業のうち、計画の終了年度である 29 年度末には４事業が

予定どおりのＢとなっています。

ただ１つ、Ｃ評価で残っております道路等復旧事業について担当課に状況を確認したところ、本来は

平成 28 年度で終わる予定だったものが、復旧事業課の工事そのものが遅れているために、道路の工事

に着手できなかったために遅れが生じているということで、平成 31 年には完了予定であると聞いてお
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ります。

報告は以上です。

リーダー：ありがとうございました。

29 年度の実績報告ということですが、28 年度まで進捗状況がＣ評価だった事業、５事業について説

明いただいたところであります。

質問等ございましたら、お願いいたします。

よろしいでしょうか。

それでは、最後の議題に移りたいと思います。

平成 31 年度以降のこども部会について、資料３をご用意ください。

こども部会は、生まれてから 18 歳になるまでの子どもへの支援を協議し、ライフステージに合わせ

て必要な支援と関係機関のスムーズな連携を図るということを目的に開催してまいりました。

その目的に従って、平成 29 年度、30 年度の２年間では、教育と福祉の連携に係る事項として、まな

びサポート事業について、サポートファイルを活用した教育と福祉の連携について、相談体制の充実に

関する事項については、浦安市の地域資源を知るミニレクチャー、組織・団体の連携について、その他

として、青少年サポート事業について、災害時の備えについて、（仮称）東野地区複合福祉施設及び地域

生活支援拠点について、障がい者福祉計画について、このようなことについて協議を行ってまいりまし

た。

こども部会で次年度以降、どのような内容を協議していくのか、先ほどご意見いただいた部分もござ

いますが、改めてご意見いただければと思います。

ここからは出席されている委員、お一人お一人にお聞きしたいと思います。あまり会に出ていないと

いう方、代理の方もいらっしゃるかもしれませんが、来年度以降のことについて意見をいただければと

思います。

では、こども発達センターからでよろしいでしょうか。順番にこども発達センターからスタートしま

して浦安手をつなぐ親の会まで、お願いできればと思います。

こども発達センター：先ほどから皆様のご意見をお聞きして、途切れることのない支援ということで、私ども

の発達センターでは、もともとゼロ歳から 18 歳までの児童を対象としており、そのうち小グループに

よる療育が適しているという２歳から５歳までの児童に対して、通園による児童発達支援を提供してお

ります。

卒園後、それぞれ小学校に進学していくわけですが、卒園後も個別の療育として 18 歳まではほとん

どの子が通ってきます。ただ、小学校に行ってしまうと、大分離れてしまうので、その後、小学校・中

学校と、うちの専門職が学校でのその児童の様子を見て、小学校の教員さんへアドバイスをしたり、支

援なども続けて行っております。

それには、教育委員会さんとか、リーダーのいるまなびサポートさん、こういったところとも連携を

密にしていかないと、ずっと支援を続けていくというところも途切れがちですので、今日皆さんのお話

をお聞きして、そこを強く感じました。
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来年度のことですが、私ども現場の事業所ですので、昨年度やった災害時の備えについて、まだ明確

に何も出ていないと思うんですが、通園部門については毎月のように災害が起こったときの訓練という

ことで全職員で対応して訓練を重ねております。

ただ、東野にある総合福祉センターの中にうちのこども発達センターはあるんですが、総合福祉セン

ターの中には身体障がい者福祉センターさんがあって、児童センターさんもあって、それから、社会福

祉協議会、あと、保育園も入っております。センター全体での訓練ということで行ってはいるんですが、

最近起こる災害は、今までの常識を覆すような大きな被害が起こっているということで、今まで浦安は

津波は大丈夫だと言われておりましたが、これも現実にはどうかわからないということで、去年かな、

千葉県が公表した津波マップのようなものでも、浦安にも津波の被害はあるということで、津波を想定

したときに全員を避難させることが、うちの職員だけでできるのかということで、総合福祉センター全

体で話し合いを進めておりまして、３月あたりに福祉センター全館挙げての津波訓練を実施する予定で

す。

なので、災害時の備えについてというところは引き続き検討していければなと個人的に思っておりま

す。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

では、続いて、浦安市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：この会に出ていろいろな地域資源ということでそろいろルームのお話、就労支

援のお話とかお聞きすることができて、大変勉強になりましたので、そういう機会がまたあるといいか

と思います。

それと、連携の図が、当事者目線のものということで、さらにいろんな支援の機関とかそういったも

のを網羅できるようなものが完成できるといいのかなと思います。

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。

こども課、お願いします。

こども課：私、今回４回のうちの２回目の出席でして、この 30 年４月からこども課に参りました。

お話伺っている中で、今回の自立支援協議会に限らず、どこの担当でも 30 年度の異動自体がものす

ごく大きかったものですから、どうしても職員の入れかわりが多くて、私、以前、高齢者に 10 年おり

ましてこども課に参りましたので、この 30 年度はこども課の少子化の問題を含めた、そういったもの

を踏まえて課題が何だろうとか整理していかなければとか、それを課の中で共通認識持たなければ、そ

ういったことを考えながら仕事をしたいと思っているんですが、なかなかそこに踏み込めないまま、も

う１月も半ばになってしまっているような状況で、これがまた来年度、新たな組織の改編があったり、

異動になっていくに当たって、どういうことを協議会の中でどうやったら実りある、やるべきこと、役

割とか、あるべき姿がしっかり根づくのかなと思ったときに、単年度、単年度では絶対、結論というの

が出てこないと思いますので、今年度やったことをさらに何度でも皆さんと協議しながら、特に当事者
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団体の皆さんであったりとか、保護者の方、そういった方の声を聞くことが行政の、我々の役目だと思

っておりますので、そこは本気に、今期だけではなくて引き続きやっていただけたらいいなと思ってお

ります。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

続いて、浦安市立中学校長会、お願いします。

浦安市立中学校長会：先ほど浦安手をつなぐ親の会から引き継ぐということで、重要だなと思っています。

校長会も、担当も変わるので、来年また変わると思います。そういう中でしっかり引き継いでいかな

ければいけないなと痛感しているところです。

今回、お願いがあるんですが、教育と福祉の連携のところで、まなびサポート事業について、教育研

究センターからまなびサポート研修というのを、必ず現場に来ていただいて全職員に研修していただい

ています。

その事業について、特別支援教育についてとか、説明はいただくんですが、もっと理解するためには、

その下にある、こういうような組織とか団体がどういう連携をしているかまで、研修の中に入れていた

だいて、現場がどういう関係機関と連携していかなければいけないかということも研修の中に入れてい

ただければなと思っています。

これからも連携を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市立小学校長会、お願いします。

浦安市立小学校長会：小学校の立場で言わせてもらうと、小学校入学のときが一番、子どもたちと出会いであ

って、いろんなことがわかるんですが、認定こども園や幼稚園などは、必ずまなびサポートやこども家

庭支援センターにかかっているので情報が学校に上がってくるんです。なので、入学前にこんな子がい

るんだなということが把握ができるんですが、残念ながら、そういう認定保育園とか行っていないお子

さんとか、突然、何の前触れもなく情報が上がってこないケースがありまして、それが一番、何の対応

もできないというケースがありますので、そういう方たちがうまく行政なり、何なり、情報が上がって

くる状況があると学校としては非常に助かるかなというところがあります。

ほとんどのお子さんは認定保育園や幼稚園に通っていらっしゃるので、必ず、まなびサポートに行っ

たり、こども家庭支援センターにご相談に行っているんですが、若干、どこにも行っていないお子さん、

または、無認可のどこか特別なところに行っていて、なおかつ、障がいを持っているお子さんで何の情

報もないねということもあるので、それはいつも入学のときに気をつけているんですが、何件かあるこ

とがあるので、そこで拾い上げる網があればいいかなと、最初の研修のところでも、どこでもいいので

拾い上げていただいて情報が上がってくると学校としては非常に助かるかなと思います。

２点目は、学校としては、小学校はまだ就労支援まで考えていないんですが、ただ、６年間って非常

に長い期間なので、ある程度将来を見据えた、特別支援学級なんかはそれも含めて考えているので、そ

ういうのもこれから連携していければいいかなと思います。



15

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

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：先ほどから話に出ていますように、今回まとめたものが不十分というか、まだ完

成形ではないので、できたら引き続き、整理して完成して活用できるような形にできたらいいのかなと

思っています。

この会議が全体で４回しかなくて、今年初めて参加させていただいたんですが、初め自己紹介で終わ

ってしまって、最後には次年度の検討をするというと、本当に話し合うのが２回目、３回目の２回しか

ないというところもあるので、会議の回数を増やすことも含めて充実して話ができて、今年はここまで

できたよというのができたら、まとめられるような形で進められたらいいのかなと思っています。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：先ほど申し上げました内容プラスアルファで１つだけ、私の心の中で今一番ひっかかっている

のは、先ほど話題に出ましたが、災害時の備えのところです。一度問題提起をさせていただいたと思っ

ているんですが、起こってほしくないけれども想定外、もしくは想定以上のことが起こったときに、国

の法律で支援が必要な方々の名簿というのがどこかで管理されているはずなんです。

ところが、皆様方、本当に胸に手を当ててよく考えていただきたいんですよ。事が起こったときにそ

れってどこにあって、誰が管理してくれるのかということに関しては、多分、私自身も知らないです。

そこって最大ネックだと思っています。あるものを本当に使わなきゃいけないときに使えないなんて、

そんなばかなことはないわけで、さらに言うならば、そこに本当に必要な方々の名簿、そして、どうい

う支援が必要なのかというようなことがしっかりと明記されているかどうかのチェックって誰がやって

いるんだというところ、ここが最大のネックポイントだし、そこに視点を向けると、実は、帯で、先ほ

ど申し上げた、情報をしっかりと連携、連携という、そこに情報ということを具体的にちゃんとされて

いるかどうかというところに視点を向けると、非常に課題が見えてくるかなと思いますので、ぜひ、そ

こは引き続き取り組んでいただきたいなと考えております。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会、お願いします。

浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会：市Ｐ連も毎年毎年、人が変わってしまうので、私もここに来るのは２回

目ということで、何もわからないような状況で来ていまして、知識がない中からこの資料を見て思った

ことを申し上げたいと思います。

最初のお話の中で、医療のところで、漏れちゃったらどうするんだろう、そこが最初の疑問でした。

いろんな方のお話を聞いて、支援するサポートがたくさんあるということが初めて、今までかかわった

ことがないのでわからないんですが、初めて知ったこともたくさんありました。
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でも、漏れちゃった場合どうするのかなとか、資料で、中学校が外に出ている、これは私も思ったこ

とです。何で中学校、外に出ちゃったんだろうとか、保育園・幼稚園・認定こども園も一緒に入れても

らっていたいなと、これも思いました。一人の保護者として、皆さんのサポートを本当に必要としてい

る方々に広く知ってもらうということが大切なのかなと思いました。

わからない中で意見させていただきましたが、来年度も引き続き、着地というところが見えない中な

のかもしれないですが、こういう事業を進めていってほしいと本当に思っております。

リーダー：ありがとうございました。

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：私は昨年度から２年続けてこの会に出させていただいているんですが、私どもの

ＮＰＯは就学前ということで、より狭い範囲の子どもたちを扱っています。

なので、先ほどからおっしゃっているように、確かに、子どもの成長はつながっていますし、一年一

年、確実に成長しています。小学校行ったら、６年間過ごしたら中学校へ行く、そこから高校へ行く、

仕事も探すとか、それに携わっている親御さんは確かに、ずっと子どもの成長から離れることはないと

思うんですが、私どもの就学前というのは限られた時間ですが、そこにいる子どもたちに全力を注ぐと

いうか、本当にあの子が高校になったらどんな子になるんだろうというのは毎回思うことではあるんで

すが、そこから先は私たちは手を出せない分野でもあることは事実なので、もうこの先は小学校にお願

いするとか、中学校にお願いするになってしまう限りで、すごく切ない部分もあります。

ただ、私どものようなＮＰＯは、今、増えております。浦安もこの数年で増えてきているかなって思

っています。私はここに出させていただいて、小学校ではこんなことをやっている、中学校ではこんな

ことをやっている、支援学校ではこんなふうに考えているということをとても聞く機会になって勉強に

なりました。

ただ、ここでの発言って難しくて、自分の今の立場から何を言っていいのかわからなかったです。保

護者の皆様に言えるものでもないので、ただ、私どものようなＮＰＯはたくさん出てきていしますし、

放課後デイにつながって、小学校まで行っているＮＰＯもあります。

だけれども、そこでの子どもたちのかかわりと成長を見守り、助けていくしかないので、あとは、本

当に委ねるだけ、支援学校さんとか学校に委ねるだけかなというのも、ちょっと思っております。

なので、ごめんなさい、本当に発言って今まで全然していなかったです。ただ、今年度、作業部会と

いうのをやっていただいて、小さな集団で話をする機会があったことはとてもよかったのかなと思いま

す。大きい中ではなかなか、何をしゃべっていいのか、保護者に申しわけないこと言っちゃいそうだと

かというのもあるんですが、小さい集団で身近な小学校までの方とか、自分のかかわる方とお話しでき

たことはとても勉強になりました。

なので、できればそういう作業部会のようなものは来年もあったらいいのかなというのは私の感想で

はあります。皆さんどこでも頑張っていらっしゃるんだなというのをとてもこの２年間感じました。出

させていただいて本当によかったと思います。ほかのＮＰＯの方に申しわけないくらい、まだまだいろ

んな団体さんいると思うんですが、とてもありがたかったかなと思っています。ありがとうございまし
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た。

リーダー：ありがとうございました。

特定非営利活動法人ワーカーズコープ、お願いします。

特定非営利活動法人ワーカーズコープ：前回までの委員が急に退職してしまいましたので、今回初めて参加さ

せていただきました。それで、よく引き継ぎもできていなかったので、いただいた資料や、今日ご意見

をいただいたことなどから大変勉強になりまして、感じたことを２つお話ししたいと思います。

１つは、この資料１の１枚目の市の健診で見逃さないというところですが、私は自分の子どもを健診

に連れていったときに、３歳か６歳か忘れたんですが、担当のお医者様に斜視が見えるので、弱視にな

るから早く病院に行きなさいと言われました。

そのときはすごくショックで、どうしようと思いまして、結局、家族に相談したりしながらそのまま

になってしまったんです。ここから漏れた親子になってしまいましたが、このとき、今、思えば、お医

者様からそのようにぽんと言われたときに、そういう、困ったなと思うような人をちょっとこっちいら

っしゃい、実は、こうだからねという保育士さんというか、補助の方がいて、こうだからご心配なく、

こんなところ行ったらどうですかとか、こういうケースもあるし、こういうケースもありますよという

ようなお話が伺えていたら、親としてもっとよかったなと思っています。

２つ目は、資料１の小学校のところの特別支援学校が離れてしまっていることです。当法人の事業所

にいるお子さんで、たびたびケース会議を開いたり、いろんなかかわりのあるデイサービスとか市役所

の方とか集まって担当者会議を行っておりますが、私としては、そのお子さんは支援学校に行ったほう

が専門的な支援を受けられてきっと幸せだろうなと思っています。次年度からは行ってほしいと思って、

前回の担当者会議で勇気を持って申し上げましたところ、市の方とか、お父様もそれはすごく嫌って、

いや、市はうちの子を市が全力を挙げて育ててくれると言いましたとおっしゃって、全然、考えの範疇

に入れてもらえなかったんです。

何でしょう、どうしてそうなのかなと思ったら、簡単なことで、本当に申しわけありませんが、支援

学校に行ったら電気が暗かったと言っていました。半分になっていて、私も実は別な聴覚障がいの支援

学校の出身なものですから、すごく気持ちはわかります。経済的な問題で、余り使わないときは電気半

分にしたりしますね。そのような指導も県や国からもらいますので、そういうことありました。でも、

お父様が見たら、見学に行ったときはつけておけばよかったなと思いますが、半分になっていて暗い。

こんなところで自分の子は教育してもらいたくないということ、そういうことで支援学校を嫌っていら

っしゃるようで、そうではなくて、もう一回ご相談に行かれたらどうですかと私は食い下がったつもり

ですが、多勢に無勢で負けてしまって、放課後等デイが幾つかと、いろんなところの個別支援とかで普

通小学校でやっていらっしゃいます。

でも、本当に早い時期に、よりよい方向に向かっていっていただきたいなと今も願っておりますので、

ぜひ、この表は特別支援学校、枠の中に入れていただけるように、今後引き続き、整備して完成して、

そして、浦安市民全員にこれを見せていただけたらなと、感じました。

ありがとうございました。
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リーダー：ありがとうございました。

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：議論の中でも、小さいうちから支援につながり、切れずにつな

がり続けるということは大事だなというふうには、現場をやっていても、この会議でも感じたことでし

た。

やはり、成長とともに必要なサービスというのはいろいろ変わってきますので、どの年代でも使える

ように、資源の充実というのはまだまだ必要なんじゃないかなと思いました。

また、その資源を充実するために何が必要かと考えることと、今ある資源の情報提供をどのようにし

ていくかということも考える必要があるんではないかなと思いました。

具体的に地域課題の解決がつながるような話し合いができるといいと思いました。

以上です。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。

ＮＰＯ法人かぷあ、お願いします。

ＮＰＯ法人かぷあ：この会に出させていただいて、社会資源だったりとか、いろいろな事業所さんだったりと

か、学校への支援だったりとかをよりよく理解できたのが、本当に実りのある会だったと思います。ど

うもありがとうございました。

私、日ごろから、医療従事者として、重心の事業所で看護師をしていて、相談員を兼ねているので、

医療、病院、生まれたときからという部分での連携をとるのがすごく大変で、もっともっと早いうちか

ら医療とのかかわり、連携ができたらなと、すごく感じています。

うち、生活介護も、児童発達、零歳から生活介護までやっておりまして、最高齢が 60 歳の方までい

らっしゃるんですが、いろんな環境の方がいらっしゃるので途切れない支援が本当に必要だなと思いま

すので、今後とも、この表もそうですし、そういったことを念頭に、検討していっていただければなと

思いました。どうも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。

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、実は、10 年ぐらい前、特別支援教育部会みたいな、名前

忘れてしまいましたが、に参加させていただいて、10 年ぶりぐらいに今回この会議に出たんですが、余

り変わっていないなというのが正直なところで、おっしゃっていましたが、作業部会があったので、多

少具体的な話ができたかなというのはあるんですが、限られた回数ですし、事業の報告会とか、そうい

う話で１時間以上食うのではなくて、それぞれの、障がいによっても必要な支援、問題というのは変わ

ってきますので、例えば、知的、聴覚、発達障がいとかいろいろありますよね、そういう子たちのケー

スに合わせて作業部会で話し合ったことをここで話し合うとかしていかないと。

実際、Ａさんという方が、どういうときに、どういう問題があって、どこで孤独だったかとか、どう

いう支援が欲しかったのかというのは個々のケースで話し合っていく中で、こういうところがつながっ

ていないなとかということがわかってくるんじゃないのかなと、いや、うちでできますよとかいうよう
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な話になるので、こういう上辺の話だけをしていても、実際どこでつながっているのか、つながってい

ないのかとか、どういう支援を受けたかったり、受けられなかったのかとか、こういう支援してもらえ

てすごく心の支えになったとか、そういうようなことにもなると思うので。保護者の了解を得れば話せ

る内容のことも多いので、取り上げていただけたらなと思います。

実際、息子が中学に上がるときには非公開という形で会議で取り上げていただいて、こういう場合も

ありますよ、こういう支援、進んでやっていきましょう、ご協力願いたいというような話もありました

ので、できないことではないので、この間も浦安手をつなぐ親の会が高校での就労の支援の話、普通高

校での就労の話になったときに、浦安高校の先生、いらっしゃいましたが、具体的な話はできませんと

いうようなお話でしたけれども、それじゃ、何も話し合いにならないので、一体何のための会議かなと

私は感じました。

どこの親の会も参加者の皆さん感じていらっしゃることだと思うので、会議の内容、あり方を考えて

次年度以降開催していただけたら、本当の意味での施策の充実につながっていくんじゃないのかなと思

いますので、ぜひ、そのような会になることを期待しておりますので、よろしくお願いします。

ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：今期の部会もこれで終了なのかなと思うと、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グルー

プがおっしゃったように、何かこれで一歩進んだのかなというような思いがあります。

実は、私も 10 年以 6 上前、同じような部会に出ておりまして、あれからどのくらい変わったのかな

と期待を込めて久しぶりに参加したのが４年ぐらい前かと思います。

親の会の保護者は、恐らく、学齢期の当事者を抱えた親ではないと思います。それは反省を込めて、

自分の子どものことになると、熱くなり過ぎてしまって議論が白熱し過ぎてしまって、それがいい方向

なのかという反省もあり、私たち親の会の親は、参加者は振り返る意味で、反省と後悔を含めて、もう

一度やり直したいというか、もう一回議論を深めたほうがいいんじゃないかと思ってここに来ている親

が多いのではないかなと思います。

作業部会のテーマでもありました、支える仕組みという資料、現状できていること、いないこととい

うところに、どこかの機関がいろいろな組織の情報を持っているとよいというのが現状であるとありま

して、すごく漠然としていて、私たちの困り感をすぐに解消してくれるものではないという現状がずっ

と続いているんですね。ですので、ここでの話し合いが実のあるものになればいいかなと思います。

それはもちろん、反省も含めてですが、資料２－２にあります、評価がＣだったというサポートファ

イルについてですが、私たち前年度ぐらいに、毎回毎回、この場で話し合ってきたことで、これがＣ評

価ということで、評価がどうだったということではなくて、あんなにアイデアを出して話し合ったもの

なのに、配布さえすればそれで子どもたちや親の困り感に寄り添えるのかというのは、そうではなくて、

そこを言っているのではなくて、これをこんなに議論した時間がありながら、実際、使われていないと

いう現状なんですね。果たしてこれが子ども、障がい者の生活の困り感に寄り添ったものだったのかと
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思いました。なので、こんなにこの場で話し合う必要が本当にあったのかなって、もっと違うことを話

し合えばよかったのかなって思いました。

先ほど、こんなこと言ったら保護者の方に失礼なんじゃないかなというお話がありましたが、その辺

はざっくばらんにお話ししていったほうが議論が深まるのかなと思いました。私たち、保護者として、

先生方や行政の方々にかなり失礼な発言をしてしまうこともありまして反省しております。ですが、そ

ういう中から生まれてくる本音というか、支援の本質が見えてくるのかなと思うこともたびたびあった

ので、一回一回、次の支援につながる本当の困り感をなくす話し合いができればいいかなと思いました。

皆さんがおっしゃっているように、支援を帯のようにつないでいくというようなテーマをここで終わ

らせずに、完成できたらなと思います。来年度、メンバーもかわって、また違った空気が流れていて、

３回目ぐらい、皆さんと深まる話ができるころ皆さんとお別れで、何も積み重なっていかないので、ど

の部会もそうだとは思うんですが、子どもたちの一番大切なことを話し合っている部会ですので、積み

重ねていけたらなと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

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：手をつなぐ親の会でも、こども部会の前には必ず、今どのようなことで困って

いるかと会の中で話をして、みんなの意見を聞いてから私がまとめてこちらに来るようにはしています

が、１年間でその話が言えたかというと１％も言えていない状態で、過去数年、何期か務めさせていた

だいたんですが、毎年、春に振り出しに戻るのと、サポートファイルの件も、浦安市自閉症協会たちと

別件で話し合いましたよね。コメントを入れたらいいんじゃないかとか求められて、いろいろ意見を言

って、私も早退してまで参加したのに、全くそれが反映されることなくそのまま、担当の方もかわられ

て、サポートファイルに反映されることもなかったです。

あと、災害のこと、障がい福祉計画の読み上げ等で何回か潰れるんですが、潰れると言っちゃいけな

いですね、何回か会が、時間がとられるんですが、災害のことは本当に大事なことだと思うので、別に

会議をとってもらって、つくってもらって、お話をしていただいて、子どもだけに関係することではな

いので、こども部会に何回かに入れ込む話ではないと思います。

こども部会、年４回しかないので、そこをこども部会で、必要なこと、聞き取りというのは何年か前

かにあったかと思いますので、障がい者の児童をメンバーに入れてくださってもいいし、別件できちん

と話し合っていただければと思います。

障がい者福祉計画を読み上げるというのも、資料を配ってくださったら必ず目を通しますので、読み

上げの時間というのはもったいないかなと思います。

いろいろ申し上げて申しわけないですが、私もこちらの会議で出たことは必ず親の会に持ち帰って、

今日はこういうことをお話ししましたということは言って、皆さんと話し合うようにはしています。こ

ちらの会議に出ている方も、ぜひ、引き継ぎや、戻られた機関で話をしていただけたらなという願いが

いつもあります。私も子どもが 18 歳になりますので、当事者のメンバーが集うべきだと思うので、来
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年、親の会の別の人に譲りますが、彼女にももちろん、傍聴にも来てくれたりしていますし、きちんと

伝えて、これまでこういう流れがあったということはちゃんと引き継ぎしていきたいと思います。

今年やったことで、さっきのフローみたいなのがありましたが、これ、つくるって言ったときに、実

際、えっと思ったんですが、せっかくここまでされましたが、入っていない機関がたくさんありますか

ら、肉づけというのは、今年のことを無駄にしないためにも、ぜひ、していただいて、できたら広報う

らやすとか、健常のお子さんしかいない方も目にするようなところに載せていただくと、支援につなが

っていないお子さんが相談するのって、一番近しいママ友とか、そういうところだと思うんですが、そ

の人にも知識がないことが多いと思います。

私も健常の子どもがいるので、よく相談を受けますが、偶然、私が障がいがある子がいて詳しいとい

うのと、うちの子が障がいがあったということで私も社会福祉士の資格をとったり、いろいろ勉強した

ので話ができますが、普通のお母さんというのは、私も昔そうだったんですが、全然、障がいのある人

と関係なく生きてきたので、子どもができるまでは。どこかで幸せに暮らしていて、何となく支援もき

ちんとしていてやっているんじゃないかなと思っていたんです、本当に。きっと行政がきちっとしてい

て、障がいがある人たちが困らないように社会の仕組みがなっているんだと思っていたので、知識がな

いということは健常のお母さんとかに多いと思います。

そこで、障がい福祉ガイドブックとかではなくて、みんなが見てくれる広報うらやすとか、そういう

ものに載っていれば、そういえば、この間そういうのがあったなって思うかなと思います。

すみません、話が前後しますが、毎年、またここからやるんだなとか、また新しいメンバーとこうい

うことになるんだなって思って、無力感を感じることが多かったんですが、来年は、ぜひ、今年の結果

を踏まえて、去年も事例検討を来年しましょうと言って終わったはずだったと思うんです。それが本当

に決まって、来年からは事例検討しましょうって、確かに私の記憶ではそうだったんですが、今年でき

なかったと思います。

事例検討というのは個人情報云々というのを、ものすごくそちら側、行政側の方がおっしゃるんです

が、障がいのある子のお母さんにちゃんと承認いただいていて、いいですよと言われていることをこち

らも持ってきているので、そこは考えていただいて、さっきもおっしゃってくださいましたが、高校の

先生がいらっしゃっていて、具体的に高校ではどのようなサポートしていらっしゃるんですかというこ

とにもお答えいただけないというのは、個人情報というのは、私たちのためにあるはずなのに、はぐら

かされているような、私たちを守るために、一人一人の市民を守るためにあるはずなんですが、すごく

行政の方が躍起になってブロックされるんだなというのが正直な感想です。

ぜひ、こども部会、年４回しかないので、これから実りあるものにしていったらいただけたらと思い

ます。

いろいろ申し上げましたが、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。

サブリーダーＮＰＯ法人千楽、お願いします。

ＮＰＯ法人千楽：今期、サブリーダーとしてここに座らせていただいていたんですが、なかなかサブリーダー
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らしいこともできずに、たくさんの、保護者の方だったり、先生方、そして、事業所の方々、さまざま

な方に接しさせていただいて、本当に有意義な時間を過ごすことができました。本当にありがとうござ

いました。

私自身も皆様のお話を伺っていて思ったことは、こども発達センターだったり、千葉商科大学もおっ

しゃっていましたが、災害というところで、資料３の、議題一覧をずっと見ていたら、災害時の備えと

書いてあるのがこども部会だけだったなというのを見て、すごく大事なことですし、実際に 3.11 のとき

に我々の事業所も場所を移動して支援をさせていただいたり、そういう緊急時のことがありましたので、

津波の備えとか、どこに、どういう施設があって、どこに避難すればいいのかというところも本当に大

事なことだなと思いました。

また、「生まれてから 18 歳になるまでのこども」という目的に関しても、今後、子どもという定義と

いうのは、ニュースで見たんですが、2022 年から 18 歳から成人になるとか、ならないとかみたいなお

話もありましたし、いろんなことがあるなと感じております。

特定非営利活動法人ワーカーズコープもお話しされていましたが、数々の親御さんもいろんな体験を

踏まえながらお話をされていたというところに涙ながらに聞かせていただいて、本当にすごいなと思い

ましたし、そういった部分を我々事業所も何かサービスの中でお手伝いとしてできることがあるのかな

という形で仕事として思わせていただきました。

今後、全ての部会に書いてある東野地区複合福祉施設、こういった部分で地域のつながりが大事にな

ってくるなと自分も感じました。

また、最後に浦安手をつなぐ親の会もおっしゃっていましたが、公開とか非公開、私も任期としては

６年ぐらい、こども部会に参加しているんですが、初めて作業部会、皆さんとグループに分かれてお話

をさせていただいたり、専門の講師の方が来ていただいて、就労のお話だったり、千葉県立市川特別支

援学校が直接お話をしていただいたりするような新しい試みもあったり、今までのことと新しいことと

いうのをどうつなげていくかとか、また、29 年度、30 年度の議題というのを、このまま続けていくこ

とというのもすごく大事なんだなと思いました。

まだこれから続いていくこともあると思うんですが、私自身もこの地域の一員としてサービス、そし

て、障がい者福祉の中で何らかの力になっていければなと希望を持っておりますので、また一緒に議論

させていただくと思いますが、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。

皆様から意見をお伺いしまして、本当に一人一人にお伺いしてよかったなと思っております。この部

会に参加するときに、さまざまな考え、思いを持っているにもかかわらず、リーダーとして、司会とし

ては不手際で、言いたいことも言えない、時間もない、そういったようなテーマが設定されていないと

いう思いで、２年間にわたって、言いたいことのほんの少ししか言えなかった、全く言えなかったとい

う人もおられたのではないかなと思います。

私個人では、教育研究センター所長として２年間、リーダーを務めさせていただきました。中学校の
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教員籍でありますが、センター所長に昨年度、着任して、特別支援教育というものを、学校ではかかわ

っておりましたが、本格的にかかわるのは初めてでした。そういった初心者がこども部会のリーダーを

務めていいものなのかと悩んだりもしました。

特別支援教育という言葉、私が現場にいるときには皆さんには周知されなかったんですが、現在は、

かなり通用、認知されていると思います。それは、皆様がそれぞれの立場で子どもたち、支援を要する

人たちを粘り強く、また、さまざまな工夫をしながら支えてきたから、さまざまな効果が見えてきて、

評価がされてきて、いろんな方々にも目を向けるようになったんではないかなと思います。

私がこのような席に座らせていただき、委員の皆様が座っていただいているんですが、それぞれの活

動場所で、すばらしいお仕事をされているかと思います。私は今さらながらここに集まっている方々が

点で活動するんではなくて、線で、そして、みんなで活動して子どもたちを支援していくことが本当に

必要ではないかなと思いました。

教育研究センターは相談事業、また、学校の支援をしておりますが、保護者や学校から連絡が入って

動く形になります。こちらからまちを回って積極的に声をかけるということがないんです。なので、あ

る相談に来られた方が、どこに相談していいのかわからなかった、ある知り合いの方に教育研究センタ

ーというものがあるので、まなびサポートチームの人に相談するといいよという話を聞いたけれども、

それでも敷居が高くて、怖くてなかなか電話ができなかった。それでも、相談に乗ってくださった方が

一度行ってみなさいということで、勇気をふるってセンターに電話をくださり、訪問してくださいまし

た。そこで相談をした職員に聞いたところ、本当に来てよかったと、何で今まで来なかったんだろう、

これからもよろしくお願いしますと非常に喜んでくださり、感謝してくださり、帰っていかれましたと

いう報告を受けました。

今、これだけたくさんの方々が、さまざまな団体・組織が活動しておりますが、私も特別支援教育に

かかわりながら、知らないことが余りにも多過ぎたなということで、今回、地域資源ということで、ど

こでどのような方々が活動されているのか、また、先ほどの例ではありませんが、どこに相談すればい

いのか、そういった方々に救いといいますか、手だてとなるように、この地域資源にかかわるような話

し合いや資料がつくれるといいなと考えておりました。

前回の会議の中で初めて皆さんが、それぞれの団体・組織はこういったことをやっていますね、年齢

層はこういったものです。こういったところと連携していますというお話を初めていただきました。そ

して、それに基づいて話し合いやフローチャートをつくり始めたところですので、本当にスタートかな

と思います。こういったものがある程度、形づくれてくれば、先ほど事例検討のお話もありましたが、

そういったところにも絡めていけるんではないかなと思います。

事例検討に関しても、当然、個人情報、守秘義務等ありますが、必要なことであれば非公開にして行

うこともできますし、その話し合いの中でさまざまな、見えなかったことも見えてくるかなと思います。

ですので、ここで話し合ったこと、つくったものが、確かに広報等で広げられていけば、さまざまな

人の目にもとまっていくのではないかなと思います。

今、出たご意見に関しては、災害に関するもの、地域資源、今回行ってきたものの継続、こういった



24

ものは特に引き継いでいく必要があるのではないか、話し合っておしまいではなくて、話し合ったこと

が礎となってもっと広げていくことがとても大事になってくるんではないかなと思います。

今回は作業部会を行ったことにより、それぞれ、発言する機会が増えたんではないかなと思います。

この手法に関しても、リーダーとしては非常に効果的であったんではないかなと思います。

年４回という限られた内容でありますので、テーマを明確にするということ、また、話し合いの方法

をきちんと効果的・効率的にできるようにすること、そのあたりを念頭に置きながら、来年度進めてい

ければいいなと思います。

また、発言し足りないといいますか、会が終わってから気づくこともあると思いますが、そういった

ことに関しては、遠慮なく事務局にメールなり何らかの方法でご意見、お寄せいただければ、酌み取ら

せていただきたいと考えております。

まとまりませんが、２年間リーダーを務めさせていただき、このような貴重な場に参加させていただ

きまして、ありがとうございました。

では、連絡事項について何かあれば伺いたいと思います。

委員の皆様から何かございますでしょうか。

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：連絡事項ではないですが、要望というか、議事録のことですが、間違いがないよ

うにだと思うんですが、言ったことの逐一とか、全部、文章化していただくんですが、帰って機関で回

覧するときに、読み取りがかなり努力を要するというか、要点をまとめていただけると、読んでいる人

もわかりやすいのかなというところがありまして、もしできればということで、希望です。感想です。

リーダー：ありがとうございました。

事務局、お願いします。

事務局：議事要旨と議事録というのが、そもそも性質が異なっておりまして、今、千葉県立市川特別支援学校

がおっしゃられた要約されたもの、こちらは議事要旨という形になるんですが、この会議は公開という

ことで議事録を全て公開することになっておりますので、ご発言についても、委員さんのからこの言葉

は言いかえをしましょうということが、我々のほうでもチェックをさせていただくケースがあるんです

が、それを確認した後は全文をということで公開をしておりますので、確認の際、いろいろご面倒をお

かけしていることとは存じますが、ご協力をよろしくお願いしたいと考えるものであります。

リーダー：ありがとうございました。

ほか、ございますでしょうか。

では、事務局からお願いします。

事務局：本日、配付致しました合同部会のご案内です。既に委員の皆様にはメール等々でご連絡を差し上げて

おりますが、詳細につきまして、改めてチラシを作成しましたので、今後配付していくところです。

２月７日木曜日、午後１時半から３時半まで、合同部会を行います。

内容ですが、まずは自立支援協議会及び部会の活動の報告をします。

あと、２つ目の報告として、東野地区に 32 年度に開所する複合福祉施設に関して、現時点で決まっ
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ていることをご報告する予定です。

３つ目、講演会です。これは、東野の複合施設を考えていく上で非常に参考になるのではないかとい

うことで、社会福祉法人りべるたすというところの理事長様に講演をしていただくことになっています。

意図としては、グループホームをやっていらっしゃる社会福祉法人で、特に難病とか重度障がいのある

方、特に医療的ケアを必要とされる方も入居されていまして、介護を受けながら地域で生活をしている

という取り組みです。

なぜご紹介したいかといいますと、このりべるたすさんという社会福祉法人一つで重心の入居者を頑

張って支えているのではなくて、地域にある社会資源をいろいろな工夫、あるいは努力でつなぎながら

地域で生活できるように取り組んでいらっしゃって、それを実践していらっしゃる事例になります。

浦安市も、先ほどの話し合いでも、ほかの部会でも地域資源の連携の話は数多く出ております。１つ

の、スーパーマンみたいな、そういう法人が１つあって、それで何かをやっていくというのではなくて、

みんなができることを持ち合ってやっていく中で浦安市全体の支える仕組みというものを強くしていこ

う、そういった考えで今後も進めてまいりますので、その参考となるのではないかということで、この

ような講演会を設定させていただいたところです。

協議会の委員さん、部会の委員さんだけでなく一般にも公開しておりますので、もし、ご興味のある

方あればご紹介していただいて、ぜひともご参加していただければと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、平成 29 年度・30 年度の２年間の任期で開催しておりました自立支援協議会こども部会は、

今回をもちまして任期満了、終了となります。

皆様にはこれからも浦安市の障がい福祉の充実、発展に向けて、さまざまな立場でご協力、あるいは、

力を合わせていくということがあると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

以上で第４回こども部会を終了いたします。

本当に２年間、ご協力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４回）次第

平成 31 年１月 24 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）地域の連携について（作業部会の補足）

（２）浦安市障がい者福祉計画 平成 29 年度の実績報告

（３）平成 31 年度以降のこども部会について

３．閉会
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第 3 回こども部会 第 2 回作業部会

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

あ
る
べ
き
姿

現
状(

で
き
て
い
る
こ
と
・
い
な
い
こ
と)

こども課
障がい事業課

障がい福祉課

子育て

ケアマネージャー

こども発達

センター

NPO 法人

発達わんぱく会

NPO 法人かぷあ

NPO 法人千楽

社福）パーソナル・

アシスタンスとも

医療 市の健診

理想

情報

情報

１

・市の健診で見逃さない

・なるべく早く適切な機関につなぐ

→どこかの機関がいろいろな組織の情報を持っているとよい

行動に移せない親とつながり続ける（心の準備期間に寄り添う）

・未就学・園で見逃した児・子を

確実に支援機関につなげる（順番 → → ）
２１

こども発達

センター

幼稚園

（私立）

保育所

（私立）

幼稚園・

認定こども園

保育所
NPO 法人

発達わんぱく会

NPO 法人かぷあ NPO 法人千楽
社福）パーソナル・

アシスタンスとも

障がい事業課

障がい福祉課

こども課

教育研究

センター

千葉発達障害児・者親の会

コスモ浦安

グループ

浦安市自閉症協会

浦安手をつなぐ親の会

浦安市肢体

不自由児親の会

どっこらしょ

２

３

３
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小学校

あ
る
べ
き
姿

現
状(

で
き
て
い
る
こ
と
・
い
な
い
こ
と)

小学校 中学校

就労支援センター

こども発達センターこども家庭支援

センター

指導課

教育研究センター

（まなびサポート）

指導課

適応指導教室

（いちょう）

保育園・幼稚園

認定こども園

障がい事業課

障がい福祉課
障がい福祉事業所

学校支援・連携・情報共有・ケース会議

こども未来共生会

（そらいろ）

教育と福祉の一本化

連携

就学相談 小中連携

就労支援

就学相談

・子どもが自立や社会参加に向けて、よりよい学びができる就学先を選択できるための支援

・特別な教育的支援が必要なこどもの早期発見と早期相談

・就学後の相談や支援体制

資料１

特別支援学校

交流

交流



８ 前期計画の評価

平成２６年度に策定した「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

について、主な事業の平成２８年度までの進捗状況を把握しました。

その結果、進捗状況は「計画どおりの進捗状況」の B 評価が９９事業（９３．３９％）

と最も多く、「計画以上の進捗状況」となった A 評価は２事業のみ（１．８９％）で

す。また、「計画よりやや進捗状況が遅れている」の C 評価は、全体で５事業となっ

ています。
「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

で位置づけられた施策の達成状況

項目 事業数 割合

A 評価（計画以上の進捗が見られる） ２ 1.89％

B 評価（計画どおりの進捗） 99 93.39％

C 評価（進捗がやや遅れている） 5 4.72％

合計 106 100.00％

※割合欄の「％表示」は端数調整をしています

C 評価となった５事業の内訳は、「Ｕコミサポート事業／障がい福祉課／聴覚に障が

いのある方に対し市役所閉庁時に委託事業者が電話代行を行う」、「意思疎通支援事業

／障がい福祉課／手話通訳者の派遣や入院時のコミュニケーションの支援を行う」、

「障がい者福祉推進事業（サポートファイル）／障がい事業課／相談支援事業所や障

がい福祉サービス事業所等で作成する支援計画等の連携のため、障がい特性や支援内

容を記録し、家族や関係機関が情報共有する“サポートファイル”の周知・活用を図

る」、「障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金／障がい事業課／従業

者に住宅手当を支給している障がい福祉サービス事業者等に対し市内在住の従業者分

経費の一部を補助し、従業者の確保と離職の防止を図る」、「道路等復旧事業／道路整

備課／東日本大震災の災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧や道路整備を行う」と

なっています。

進捗状況が遅れた理由としては、「翌日の日中に対応できる場合が多く、夜間等の対

応依頼が少ない状況がある（Ｕコミサポート事業・意思疎通支援事業）」、「障がい児へ

の配付は進んでいるが障がい者への配付が進んでいない（サポートファイル）」「他事

業の遅れによる進捗の遅延（道路等復旧事業）」がありますが、一方で「平成２９年７

月に実施済（障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金）」と、平成２９

年度末の前期計画終了期間までに「計画どおり」とすることができた事業もありまし

た。

進捗に遅れの見られた事業は、前期計画から引き継ぎ、今期も実施していきます。

資料２－１



●障がい者福祉計画（平成２９年度）実績：平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

担当課 事業名 事業の概要
平成29年度
実施状況

平成29年度の実施内容

障がい福祉課 意思疎通支援事業

意思疎通支援事業（手話通
訳者の派遣や入院時のコ
ミュニケーションの支援を
おこないます。）

予定どおり

○平成29年度実績
・手話通訳者：８人
・要約筆記奉仕員：９人（手書き４人、パソコン５人）
・窓口相談件数：970件
・手話通訳者派遣回数：395件
・要約筆記者派遣回数：156回

障がい福祉課 Uコミサポート事業

聴覚に障がいのある人が意
思の疎通を図る上で支障が
ある場合などに、市役所が
閉庁している時間に電話代
行業務を行います。

予定どおり

平成22年度より委託により実施。
○平成29年度実績
・対象者数：219人（手帳保持者）
・年間利用回数：18件
（平日6件、土日曜・祝日12件）
（日中7件、時間外・早朝11件）

障がい事業課 障がい者福祉推進事業

サポートファイルの作成・
配布等をはじめとする各種
事業を行い、障がい者福祉
の知識の普及・啓発を図り
ます。

予定どおり

サポートファイルの配布、職員向け研修、障がい者週間記念イベ
ントの開催等により、障がい者福祉の知識の普及啓発を図った。
○平成29年度実績
・サポートファイル配布数：103冊
（こども発達センター50冊、事業所計48冊、事業課5冊）
（参考）
・職員研修：4/11(新採職員)、11/11(管理職)、3/1(消防職)

障がい事業課
障がい福祉サービス等事
業者住宅手当支給事業費
補助金

障がい福祉サービス等事業
者に対し、従業者への住宅
手当の支給に要する経費の
一部を補助し、人材の確保
と離職の防止を図ります。

予定どおり

平成29年７月より開始
※交付事業所には、夜間や土日祝、重度障がい者に対してサービ
スを提供すること、市と災害時の福祉避難所の協定や要援護者の
介護支援の協定を締結することを努力義務としている。
○平成29年度実績
・交付事業所数：４か所
・対象人数：10人
・対象延月数：70月
・交付額：1,400,000円（月額20,000円×70月分）

道路整備課 道路等復旧事業
災害復旧とあわせて、誘導
ブロックの復旧や道路の整
備を行います。

やや遅れている

入船地区/富岡地区/弁天地区/舞浜地区/美浜地区/東野地区の災害
復旧工事を行いました。
○平成29年度実績
・決算額：1,207,814,000円
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●平成 29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧

名称 目的 主な課題 H29 年度・30 年度の議題（H30.12 月まで）

自立支援協議会

障がいのある人もない人も

共に暮らしやすいまちづく

りに関し、関係機関による定

期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項
○部会活動報告等、部会からの事例報告
○講話（地域生活支援拠点について）
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

基幹相談支援センター等の事業につ

いての検証及び評価
○基幹相談支援センター等の事業計画・実績報告及び検証・評
価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護する

ためのネットワーク作りと

啓発・広報活動を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

○Ｕモニアンケート実施結果について
○こころのバリアフリーハンドブックの活用
○イベント「障がいのある人もない人も」について
○広報・啓発活動について

障がい者虐待防止に関する事項 ○権利擁護センターについての実績報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

障がいを理由とする差別の解消に関

する事項

○浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
「わかりやすい版」について
○浦安市障がい者差別解消推進計画の報告と取組について（平
成 28～30 年度）

（その他）
○障がい者福祉計画について
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

こども部会

生まれてから 18 歳になるま

でのこどもへの支援を協議

し、ライフステージに合わせ

た必要な支援と関係機関の

スムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項
○まなびサポート事業について
○サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談体制の充実に関する事項 ○浦安市の地域資源を知る（ミニレクチャー）
○組織・団体の連携について

（その他）

○青少年サポート事業について
○災害時の備えについて
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解

決について協議し、相談支援

事業の充実と相談支援事業

所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項
○サービス等利用計画の現状について

相談支援事業の充実に関する事項

○基幹相談支援センターの事業計画について
○意思決定支援について
○地域課題・事例検討
○相談支援部会のショートゴールの設定について(今後の展開)

（その他）
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域

生活全般に係る諸問題の解

決に向けて協議を行うとと

もに障がい福祉サービス事

業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項
○就労支援センターの実績の報告
○浦安福祉事業体の活動報告
○雇用・就労支援の推進について

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○講話（地域生活支援拠点について）
○住まいの場について
○グループホーム視察報告
○グループホームに関する情報提供について
○(仮称)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○障がい者福祉計画について
○障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金につ
いて

本人部会

当事者間の情報交換を行い、

相互理解を図るとともに、地

域課題を提案する。

情報交換に関する事項
○意思決定支援の取り組みについて
○障がい福祉ガイドブックについて
○市内施設見学（グループホーム等）

地域課題の提案に関する事項 ○Ｕモニアンケート実施結果から見えてくるもの

（その他） ○障がい者福祉計画について

合同部会

部会間等の情報交換と連携
○部会の活動報告
○市内施設、事業の実績報告

講演会
○「成年後見制度の基礎知識」
○「これからの障がい者支援」

資料３


