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事務局　　　田島指導主事　安部指導主事　一瀬指導主事　　　　

欠席者 委　員　　　藤原委員　

傍聴人 ０人

　　　会議次第　　　

1　開会

2　教育長挨拶

3　座長・副座長選出

4　会議録の作成について

5　傍聴について

6　議題

　（1）各関係機関・団体等における現状と課題について

　（2）四街道市の特別支援教育の現状と今年度の取組について

　（3）その他

7　諸連絡

8　閉会

　　　会議要旨　　　

会議次第に従い進行　　田島指導主事

1　開会

事 務 局：ただいまから、平成 27年度第 1回四街道市特別支援連携協議会を開催いたしま 

                  す。

2　教育長挨拶　

髙橋教育長：本市では、平成１９年度から年２回、この連携協議会を開催しており、教育、



　　　　　　保健、福祉、労働の各関係機関、また保護者代表の方々が一堂に会して本市

の特別支援教育の推進について話し合う貴重な機会となっています。

　　　　　　子どもたち一人一人のニーズに応じた適切な支援が受けられるように、四街道

市専門家チームを中心に、関係機関・団体と連携を図りながら、支援体制を充実

していきたいと考えています。そして、特別支援教育への理解・啓発を含め、特

別な支援を必要とする子どもたちへの就学前から義務教育終了後も含めた、生

涯にわたる途切れのない支援を目指して、幼・保・小・中・高・特別支援学校、

関係機関が一体となる支援体制を推進していくので、本日はそれぞれの立場か

ら、本市の特別支援教育の推進、また支援体制の整備について、いろいろなご意

見をいただきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

3　座長・副座長選出　　　

事 務 局：続きまして、特別支援連携協議会の座長及び副座長の選出をお願いしたいと　

　　　　　思いますが、その間の座長を教育長が務めさせていただくということで、よろし

　　　　　いでしょうか。　

委 員 ：異議なし。

事 務 局：それでは、座長は、髙橋教育長にお願いしたいと思います。

髙橋教育長：それでは、座長及び副座長が選出されるまでの間、座長を務めさせていただ

きます。四街道市特別支援連携協議会の座長及び副座長は、連携協議会設置要綱

第４条の規定により委員の互選により定めることとなっておりますが、いかが

いたしましょうか。

委 員 ：事務局一任。

髙橋教育長：ただいま事務局一任との発言がありましたが、いかがでしょうか。

委 員 ：異議なし。

髙橋教育長：では、異議なしということなので、事務局の案を報告してください。

事 務 局：それでは、事務局案を述べさせていただきます。座長、副座長は、例年、市内小中学

                  校長、特別支援学校長にお願いしております。そこで、今年度は、座長は南小学校



                  校長の橋口明夫様、副座長を千葉県立四街道特別支援学校校長の日暮和弘様に願

                   いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

髙橋教育長：ただいま、事務局から案が示されましたが、いかがでしょうか。

委 員 ：異議なし。

髙橋教育長：では、異議なしということですので、座長並びに本日の進行を南小学校校長の

                       橋口明夫様にお願いいたします。それでは、橋口明夫様、座長席にお座りくださ

い。日暮和弘様も、副座長席へどうぞ。では、橋口様に、一言ご挨拶をお願いし

たいと存じます。

座   長　：南小学校校長の橋口です。よろしくお願いいたします。

4　会議録の作成について

座    長  ：会議に入る前に、議事録の記載の仕方について確認をお願いします。会議録にお

　　　　　ける発言者名については、「審議会等の会議の公開に関する指針の解釈運用基準」

　　　　　の規定により原則として明記することとなっておりますので、本会議においても

　　　　　明記する取扱いとしたいと存じますが、委員の皆様のご意見をお伺いします。

委 員　：異議なし。

座　長　：それでは、発言者名を明記することといたします。他に議事録について何か

　　　　　ございますか。

事 務 局：会議録作成のため会議内容を録音したいのですが、よろしいでしょうか。

座　長　：録音についていかがいたしましょうか。

委 員　：異議なし。

座   長　：録音は行って結構です。他に会議に先立って、何かございますか。

5　傍聴について

事 務 局：本日は傍聴希望者はおりませんが、この会議は、「四街道市審議会等の会議の公開



          　　に関する指針」により原則として公開となっておりますが、会議の公開・非公開

          　　の決定は、座長が委員会に諮って決定することとなっておりますので、座長よろ

          　　しくお願いいたします。

座　長　：委員会に諮ってということですが、本委員会の議題となる内容は、公開すること

　　　　　により公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずるとは、認められませんので、

　　　　　公開としたいと思いますが、委員の方々いかがでしょうか。

委 員　：異議なし。

座　長　：特に異議がないということでございますので、公開といたします。

6　議題

（1）各関係機関・団体等における現状と課題について

座　長　：それでは、議事に移ります。議題の 1点目「各関係機関・団体等における現状と

　　　　　課題について」ですが、出席の各委員さんからお話をいただきたいと思います。自

　　　　　己紹介を含めましてお一人三分程度でお願いいたします。

平野委員：第一福祉作業所の平野と申します。四街道市には、福祉作業所が２ヶ所あり、第

           　　　一福祉作業所は物井にあります。いずれも、社会福祉法人四街道市社会福祉協

議 会が管理運営しております。作業所は、市内在住で中学校を卒業してから１

５歳以上で療育手帳の交付を受けた通所可能な方を対象としています。そうい

った  人に、対して生産活動や創作的活動の機会を提供しながら、社会との交流

促進、また、日常生活の支援などを行っています。第一福祉作業所は、昭和５５年

の１月に開所して、３６年目になりました。第二の方は、昭和６２年の開所で２

９年目になります。開所当時は、中学卒業者が多かったが、最近は、特別支援学校

高等部からの卒業生も増えています。作業内容は、企業からの請負作業が多く、

また、自主生産作業で野菜の栽培も行っています。アルミ缶の回収も行っていま

す。一人あたりの作業料は平均して、６，７千円から１万３，４千円くらいです。

ただ、新しい方が入って来ず、半数が 40～50代で高齢化のため体力が落ちてき

ており、それに伴って作業能力が落ちてきています。また、利用者の高齢化とと

もに、親御さんの年齢も上がってきており、送迎が難しくなってきています。親

御さんが 十分に面倒を見られなくなってきている現状があります。利用者とそ

の親御さんの高齢化が課題になってきています。



矢部委員：健康増進課では、主に、成人のがん検診と子供の予防接種といった業務をおこな

　　　　　 っています。母子保健の分野の妊婦から出産子育てまでの母子のサ

       　　ポートを行っております。妊娠をすると母子健康手帳が配布されま　

　　　　  すが、その段階から望まない妊娠や子育てへの不安、経済的な困窮と

　　　　  言ったリスクのある方を特に把握をしてサポートしています。４ヶ

　　　　  月、１歳６ヶ月、３歳６ヶ月健診という場面場面で、様々な保健師、栄

　　　　  養士、歯科衛生士が、管理をして、その時点でのお子様の成長や母親

　　　　  の悩みなどの相談に答えています。また、その時に、虐待へのリスク

　　　　  を感じたときには、家庭支援課に情報を提供するなどと連携してい　

　　　　  ます。課題としては、節目節目で健診がありますが、健診を受ける方

　　　　  が、１００パーセントになりません。呼びかけや説明など再三してお

　　　　  りますが、もれ落ちた方へのアプローチをどうしていけばよいのか、 

           また特別支援連携協議会の皆様方とどう連携をとりながらサポートし

       ていけばよいのかが課題です。従って、皆さんの業務の場面で、それ

           ぞれの健診について、P R していただきたいと思います。

吉橋委員：障害者支援課では、障害者手帳や障害者手当てなどの交付の手続きを行ってい

　　　　　 ます。障害のある方の様々な相談に応じながら、障害のある方が自立した日常生

           　　活を送れるように「障害者総合支援法」に基づきながらのサービス「児童福祉法」

           　　に基づきます発達障害のある児童への発達支援など、障害のある方が、地域で安

         　　  心して暮らしていけるような支援を行っています。障害のある方の相談窓口と

           　　して、市役所の窓口の他に、相談支援事業所「ほほえみ」「ひだまり」に委託をして

           　　います。サービスを提供しているところに、「タウンワーク」や「くれよん」「福祉

           　　作業所」があります。障害者支援課としましては、昨年度は、「障害者総合支援法」

           　　に基づいて、平成２７年度から２９年度までの第４期障害福祉計画を策定した

           　　ところです。今年度は、「障害者基本法」に基づいて平成２８年度から平成３７年

           　　 度までの１０ヵ年に及びます第４次障害者基本政策の策定に取り組んでいると

           　　ころです。

鶴岡委員：家庭科支援課では、主な業務として、家庭への支援、相談業務が中心になってい

　　　　　ます。児童手当、児童虐待、一人親の支援等です。家庭支援グループでは、様々な相

　　　　　談に対応しています。児童福祉法に伴い、虐待の早期発見やＣＡＮＰＹ会議をし

　　　　　ています。児童の虐待状況ですが、平成２６年度中、新規の通告は、６０件になり

　　　　　ます。前年度が、４８件でしたので、２５パーセント増えている状況です。市民の



　　　　　中に虐待を発見していこうという意識は浸透してきています。対象となった者の

　　　　　年齢別では、乳幼児が５３％、小学生が３７パーセント、中学生以上が１０パーセ

　　　　　ントと学校に入学する前の子どもの通告が例年多くなっています。虐待をしてい

　　　　　る者としましては、実父、実母が多いです。今年度、特別支援に関係しているケー

　　　　　スもあり、虐待の要因として、親が子を育てにくいという感情からのものが多く、

　　　　　お子さんに発達障害があり何らかの支援が必要であったというケースがありま

　　　　　す。家庭支援課では、子どもの保護・支援とともに虐待を行った養育者の支援も

　　　　　重要と受け止めています。対象となった家庭との信頼関係をどう結んでいけるか

　　　　　が課題です。また、児童虐待に限らず支援を必要とされている方々に対しまして

　　　　　は、関係機関や支援者が共通の認識を持ちながら連携をとって、よりよい支援を

　　　　　してまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。

内海委員：中央保育所は、現在定員１２０名のところの１１５パーセントの１３８名が通

　　　　　っています。通常保育の他に一時保育も行っています。子育て支援センターとも

　　　　　連携しており、多くの利用者があります。食物アレルギーをもつ児童が多いです。

　　　　　命にかかわることなので、十分に配慮しています。完全除去、一部除去の子がいる

　　　　　が、一つ一つ対応しています。クラスの中で特別な支援を要する子につきまして

　　　　　は、職員の数を増やして対応しています。また、そのお子さんに合った対応ができ

　　　　　るように職員間での話し合い、研修への参加を行っています。課題としては、臨時

　　　　　の職員を増やしたいのですが、なかなか見つからない現状があります。正規職員

　　　　　だけでは、細やかな対応が難しいので、臨時職員の確保が課題です。       　

安井委員：「くれよん」は、心身の発達に心配のあるお子さんの早期発見・早期療育にむけ

　　　　　た児童発達支援と保護者支援に力を入れています。途切れることのない支援を

　　　　　目指して健康増進課とは、コアラ教室を開催し、子育て支援の事業を進めていま

　　　　　す。障害者支援課とは、受給者証の取得のハードルを下げるようワーカーさん

 　　　　 　をクレヨンに来てもらう配慮をさせていただいたおります。教育委員会とは、

　　　　　スムーズな就学に向けて連携を図っています。医療機関とも連携をとって円滑

　　　　　な児童発達支援事業の運営に努めています。くれよんの定員が２０名ではあり

　　　　　ますが、多くの健診で支援を必要とされるお子さんがいて、毎日でも来てほしい

　　　　　のですけれども、現状は、来所日数を制限しています。くれよんは、いつでも、見

　　　　　学・相談にきていただいてかまいません。これからもよろしくお願いいたします。

飯田委員：この四月より園長になりました。飯田邦彦と申します。祖父が始めた幼稚園です

　　　　　が、今年で５１年目を迎えました。定員２４０名ですが、１８５名のお子さんを



          　　預かっています。保育園と違って、４～５時間という短い時間で、長時間、長期

          　　間預かってほしいという要望はありますが、私としては、今後も今のように続

  　　　　けていきたいと思っています。早寝早起き朝ごはん等しっかりとした環境のも

          　　と、幼稚園ながらの濃密な時間をすごせるようにしていきたいと思っています。

橋口座長：南小学校は、３９５名の児童数になり、毎年１学級ずつ増えています。それに伴っ

　　　　　て、特別な支援が必要な児童も増えてきています。課題として、発達検査等のでき

　　　　　る専門的な職員がいないことがあげられます。専門的な知識をお持ちの機関と連

　　　　　携をとって進めていこうと思っています。また、特別支援学級や学校に関する保

　　　　　護者への伝え方が難しいと思っています。子どもの成長を考えて、支援級を進め

　　　　　ても、スムーズにいかないことがあります。

日暮副座長：平成２７年度は、画期的な年でした。４月に、習志野・矢切・船橋夏見・飯高・

             　　大網白里と同時に５校の特別支援学校が開校されました。平成９年に、流山高

                 　等学園が開校して以来、１０数年間開校していなかったので、５校同時開校は

                 　大変珍しいことです。現在、公立は、４０校、６０００人を超える幼児児童生徒

                     が在籍しています。この先も、増えていくと思われます。四街道支援学校は、病弱

　　　　　　に 特化した学校で、昭和５８年には２５０名を越す児童生徒がおりましたがこ

　　　　　　こ数年は、６０から８０名程度で最盛期の三分の一しか在籍していません。医

　　　　　　療の発達で、入院をする子どもが減りました。今は、喘息や肥満の子達は少なく

　　　　　　なりましたが、最近は、心療内科で診断がついて通うような子が増えてきまし

　　　　　　た。本校には、四街道市在住の子どもが１０名通っています。今後ともよろしく

　　　　　　お願いします。

吉原委員：　この４月より、四街道高校の校長になりました。前任は、野田中央高等学校から

　　　　　　まいりました。四街道市の特別支援について、今後勉強してまいりたいので、よ

　　　　　　ろしくお願いいたします。

元木委員：　昨年４月から赴任しています。身体障害者や知的障害者、精神障害者の方が登

　　　　　　録しています。手帳を持っていない発達障害の方もみえています。今までは、身

　　　　　　体障害者の方が多かったのですが、昨年度の終わりごろから、精神障害者の方

　　　　　　の求職が多くなりました。企業は、依然として身体障害の方を求める傾向にあ

　　　　　　ります。うつなどの精神障害のある方は、一つの言葉で、働けなくなってしまう

　　　　　　場合があるからです。バックアップをして、継続的な支援が必要になってくる

　　　　　　ので、他の機関との連携が大切であると思います。



松島委員：中核地域生活支援センターは、佐倉にあり、２４時間３６５日、様々な相談を受

　　　　　け入れています。月１２０から１３０名ぐらいの方から相談があります。電話で

          　　すけれど、８００から９００件の相談があり、年に１万件以上になります。そのう

          　　ち、障害者からの相談は７０００件で。精神障害の方からが大半を閉めています。

          　　学生さんからの相談は、不登校の方からが多いです。また、保護者のケアも必要だ

          　　ということを感じております。他の機関の方たちと連携していこうと思います。

　　　　　よろしくお願いします。

人見委員：今年度より北総教育事務所に参りました。公立幼小中学校の要請に応じて、学校

          　　の先生方、委員会の先生への指導にあたっております。北総地区の現状ですが、特

          　　別支援学級、通級指導教室ともに、小中学校とも児童生徒数は増加しています。そ

          　　れに対しまして、特別支援学級の担任の先生方の経験年数は、０から３年までの

          　　方が４２パーセントを占めるという状況です。また、特別支援学校免許取得率は、

          　　２７．２パーセントとなっており、職員の専門性の向上が課題であると捉えてい

          　　ます。そこで、県では、特別支援教育に関する「新任担当者研修」や「コーディネー

          　　ター研修」などの多くの研修を設けています。中学校の特別支援学級の生徒の高

          　　等学校進学率は、特別支援学校を含めていますが、９５パーセントとなっていま

          　　す。高等学校での特別支援教育も必要であると考え、年に２回の北総地区特別支

          　　援教育連絡会議に、高等学校のコーディネーターにも出席してもらい研修を行っ

          　　ているところです。以上２点を大きな課題として捉えています。

五十嵐委員：コスモの活動ですが、佐倉、市川、常磐、千葉市、船橋、浦安の６つのグループに

           　　編成されていて１２７名の会員数になっています。会員の子供の高年齢化が進

           　　んでいて、１６歳から４０歳の子どもたちが活動しているので、それぞれの年齢

           　　にあった活動を用意しなくてはいけないのが課題です。最近では保護者の方が、

           　　メンタル面で弱い方が多く、また、保護者の方自体が、発達障害をもっているか

           　　もしれない方もいらっしゃって、お子さんのことで学校との関わりの中で、問題

           　　になってしまうことがあります。自分の経験からも、発達障害の子どもは、劣等

           　　感を持っている子が多いので、小さいころから、自己肯定感を持たせられる育て

           　　方が大切だと思います。関係機関の皆様よろしくお願いします。

穴澤委員：手をつなぐ親の会ですが、活動内容につきましては、パンフレットをご覧くださ

           　　い。全国組織になっております。「千葉県手をつなぐ育成会」の下にありまして、

           　　会員の思いを大切に、子供たちが安心して暮らせる環境・地域づくりを目指し



           　　ています。子供たちの多くは、中学卒業後、すぐ作業所に入るなどして多くのこ

           　　とに対して経験不足ということから、もっと豊かな生活を送れないかというこ

　　　　　とで、いろいろな方々との交流をしています。中でも、千葉大の学生との関わり

          　　は、長いですが、今でも続いています。学生さんも、教員を目指している方がい

          　　て、お互いにいい関係を作っているのではないかと思っています。若い保護者

　　　　　の方がなかなか入ってきません。いろいろな所に出て行って吸収することはた

          　　くさんあると思います。よろしくお願いいたします。　　　

座　長 ： 質問や意見があればお願いします。 

座　長 ： 特にないようですので次の議題に移ります。

（2）四街道市の特別支援教育の現状と今年度の取組について

　　　　※資料参考

　　　　事務局より説明

副座長 ： 質問、意見はありませんか。なければ、その他について事務局お願いします。

（3）その他

　　　※資料参考

事 務 局 ：「特別支援連携協議会のもち方」について、ご意見をいただきたいと思います。本

　　      　　市には、障害者支援課主催の「四街道市障害者自立支援協議会」という会議があ

ります。その会議でも、教育委員会主催の「特別支援連携協議会」を組み込むこと

がができないかということです。関係課や専門家を要請して、特別支援に関する

会議を行っています。社会・地域全体で「生涯にわたる途切れのない支援」を行

っていくという観点からも、１本化して、各関係課・専門機関とのより深い連携

を図れるのではないかと思っております。委員の皆様から意見や助言をお願い

します。

吉橋委員：「四街道市障害者自立支援協議会」は、必ずしも７月と２月に開催しているわけで

はなく、必要に応じて開いています。双方の役割を吟味して、一本化できるかどう

かは検討、調整していかなくてはならないと思います。

五十嵐委員：一緒にした方がよいと思います。理由ですが、「自立支援協議会」の方に教育委



          　　　員会の参加がないので、教育委員会にも話を聞いてもらったり、教育の立場で意

          　　　見を言ってもらうことも必要だと思うからです。でも、特別支援連携協議会は、

発 達障害の子どもについて話し合える意義のある会議だと思うので、この会も

なくしたくありません。「発達障害支援連携協議会」など特化した会議があって

もよい かもしれません。

穴沢委員：「特別支援連携協議会」は、子どもを中心にした話し合いをする場で、「四街道市障

　　　　　害者自立支援協議会」は、親御さんを中心にした会議だと聞いております。

矢部委員：「四街道市障害者自立支援協議会」を立ち上げたときに、本会議の前身のような会

           　　 があったので、整合性について話題ありました。ただ、２つの会議の接点が見出せ

              　 なく、別々のスタートになったという経緯があります。ただ、「療育・教育部会」に、

                  教育委員の参加があると思うので、そこで接点が見出せるのではないかと思いま

               　 す。

吉橋委員：今のところ、療育・教育部会とあわせるのは、違うのかと思います。具体的なもの

　　　　　がない中で、時期尚早だともいます。

事務局  ： ありがとうございました。いただいた助言をもとに、検討していきたいと思いま

          　　す。

座　長  ： 本日の議題は全て終了しました。

7　諸連絡

事 務 局： 第２回特別支援連携協議会は、平成２８年２月２日（火）14:00からを予定して

　　　　 　います。

8　閉会

座　長 ： それでは、これで第 1回特別支援連携協議会を終わりにします。

　　　　　 長時間にわたりまして、ありがとうございました。


