
会議録（概要） 

会議名等 平成 28年度 第１回四街道市特別支援連携協議会 

年 月 日 平成 28年 7月 5日（火） 時 間 14:00～16:15 

場 所 四街道市役所第二庁舎 第二会議室 

出 席 者 

委 員   平野委員 矢部委員 後藤委員  

鶴岡委員 内海委員 内田委員  江口委員 

大野委員 髙橋委員 大迫委員  島田委員 

鹿間委員 五十嵐委員 穴澤委員 笹岡委員（代理伊藤主幹）  

事務局   池田指導主事     

欠席者 委 員   藤原委員 橋口委員 

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    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 

5 諸連絡 

6 閉会 

 

   会議要旨    

会議次第に従い進行  池田指導主事 

 

1 開会 

事務局： ただいまから、平成 28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。今年度は、座長は山梨小学校長 

    の橋口明夫委員、副座長を千葉県立千葉盲学校長の大野一美委員に願いしたいと思 

    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山梨小学校校 

長の橋口明夫委員にお願いいたします。本日は、橋口委員欠席のため、副座長 

の大野委員に進行をお願いいたします。 

それでは、大野委員、副座長席にお座りいただいて、一言ご挨拶をお願いい

たします。 

 

副座長： 千葉盲学校長の大野です。よろしくお願いいたします。 

 

副座長： 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。 

 

副座長： それでは、発言者名を明記することといたします。次に会議録の署名人を指名し 

    ます。矢部委員よろしくお願いいたします。 

 

矢部委員： 了解しました。 

 

副座長： 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。 

 

副座長： 録音についていかがいたしましょうか。 

 

委 員： 異議なし。 

 

副座長： 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。 

 

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、副座長よろ 

    しくお願いいたします。 

 

副座長： 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。 

 

副座長： 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。 

 

4 議題 

（1）各関係機関・団体等における現状と課題について 

副座長： 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。 

          第一福祉作業所の定員は２２名のところ作業者は１３名、第二福祉作業所の定員 

     は２５名のところ作業者は１８名で、定員割れをしているところが課題です。ま 

     た、体力の低下や労働意欲の減退などが課題として挙げられます。 

    障害を持った方の働く場ですが、高齢化が進んでおり４０代５０代が多くなって 

    おります。これまでの作業所のあり方の見直し、身辺自立のできる方なら受け入 

    れていくような形にできないかを検討しております。 

      作業所のパンフレットですが、市内各所に置くことで障害をもっていない方に 

     も知っていただこうと考えております。また、名称も固いので親しみやすいもの 

     としていきたいです。 

 

矢部委員： 健康増進課でつかんだ情報を元に親子を関係機関につないでいます。中には、 

     他の機関から紹介されてくる子どももいます。健康増進課の「言葉の相談室」で 

     は、専門職が言葉の発達相談を行っております。平成２７年に２２４名の子ども 

     に関わりました。うち、新規は６５人です。 

      専門職が小学校入学時に、小学校と引き継ぎをするなど、途切れない支援を行 

     っています。 

      妊婦さんには専用の相談室（マタニティーベビー相談室）を用意しています。 

     母子手帳交付から継続的に母子と支援を行っています。 

 

後藤委員： 障害者支援課では、サービスの支給事務を行っています。児童福祉法に基づく 

     サービスの支給事務を行う相談支援事業所「ひだまり」「ほほえみ」等でもサー 

     ビスを行っています。児童デイサービス「くれよん」や福祉作業所も所管してい    



     ます。また、自立支援協議会の事務局も行っています。７月８日に就労部会が中 

     心となり、事業所合同説明会があります。 

      今後も、特別支援教育の現状をうかがい、各関係機関と連携しながら福祉サー 

     ビスの向上に努めていきます。 

 

鶴岡委員： 家庭支援課では、支援給付グループと家庭支援グループがあります。平成２７ 

     年度児童虐待の状況としては、ＣＡＭＰＹ（キャンピー）で被虐待児への支援に 

     ついて話し合っていますが、虐待に関しての通告が増えています。                          

      また、乳幼児健診等で不自然な親子を見つけてもらっています。このような、 

     早期の情報提供により虐待防止につながっています。                

      虐待の内容では、就学前はネグレクト、小学生は身体的心理的虐待が多く、子 

     どもの育てにくさ、母の精神疾患等が原因としてあげられています。 

 

内海委員： 中央保育所は、定員に対し１１２％のお子さんを朝７時から夜７時まで一時保 

     育をしています。 

食物アレルギーをもったお子さんが多くいて、本年度はエピペンを保有する 

子もおり、職員研修を実施しました。子どもの成長に合った対応するよう努め

ています。 

 

内田委員：  「くれよん」を開所して１３年目になりました。 

心身の発達に心配のあるお子さんの早期発見・早期支援と保護者支援に力を

入れています。親子で通所し、お子さんの基本的動作の取得、集団生活の適用

訓練や生活等に関する相談や支援・助言を行っています。関係課や四街道市教

育委員会と連携して支援を行っているところです。現在、６２名の登録者がい

て、のべ利用者が３６５名です。就園前や就学前にかけこみで利用する人が増

えているのが課題になっています。 

 

江口委員： 四街道市の幼稚園協会の特別支援の担当として参加しています。市内幼稚園で 

     は、設立時に障害のある子を受け入れることをとした園は１園で、他の園は状況 

     に応じて受け入れていくこととしました。 

旭幼稚園では年少に２人ずつ職員を配置しています。保護者の養育能力が十分 

     でないケースが増えているように感じます。福祉関係課と連携して対応し、子ど 

     もだけでなく家庭の支援も視野に入れていく必要があります。 

 

大野副座長：  県に唯一の盲学校であるのため、大きな役割を担っています。在籍している

子どもは９４人います。昨年よりも１２名減っています。全国的にも減少傾向



にあり、小中学校で学ぶ子どもが増えているものと考えます。小学部は５年生

に１名４年生に１名しかいません。 

支援センターを設け、９人の職員が各地域で行われる相談会を実施する見え

方相談会や親子や教職員対象に支援しています。      

通級指導教室は本校を含め４カ所で実施していて、四街道市内のお子さんも

来ていただいています。 

校内の教育の充実、小中学校で学ぶ子どもへの支援を進めています。また病

院との連携もしています。 

 

髙橋委員： 四街道北高校等学校と四街道高等学校と隔年でこの会議に出席しています。四

街道北高校は、創立３０周年記念をしたところです。 

 現在、各学年６クラスあります。市内在住者は全生徒の４分の１となります。 

障害者差別解消法が施行され、合理的配慮について通知して、調査するように

県から通知がありました。保護者面談をして要望を把握したところで、件数は５

件ありました。内容はアナフィラキシー、自閉症スペクトラム等についてで、引

き続き検討していくことになっています。 

 

大迫委員： ハローワークの専門援助部門では、障害のある方、病気のある方等を対象とし

ています。精神障害、発達障害の方が増えていて、就職率も増えています。支援

学校卒業生９１．２％が３月までに就職を決めています。 

チーム支援を心がけています。精神障害の方は医療機関と連携するようにして

おり、特別支援学校の訪問も行っています。 

 

島田委員： いんば中核地域生活支援センター「すけっと」で６月より所長となりました。

現在、県福祉課の総合相談機関で印旛地区を担当しています。２４時間３６５日

対応しています。どなたからも相談を受けつけています。本人からのものもある

が関係機関からの紹介が多くあります。特別支援学校からの相談、家庭について

の相談、不登校の相談もあります。 

 

鹿間委員： 北総教育事務所では、小中学校訪問しながら指導助言を行っています。 

特別支援教育は関係諸機関の協力があって、推進されるもので、障害者差別解

消法が施行され、合理的な配慮を学校はしていくことになっています。学校はす

べて受けるのではなく、保護者本人と合意形成の上で支援を進めることになって

います。 

 

五十嵐委員： 千葉発達障害児・者親の会「コスモ」で活動をしています。市内で特別支援



教育支援員もしています。多様な子どもの親の会には、勉強熱心な方も多くい

ます。  

最近は、各市でいろいろ対応していただき、困らなくなった子どもが多くな

ったと聞いています。発達検査でＩＱ が高いと学校で、「大丈夫」と思われる

ケースがありますが、本人が困ってることが多いです。検査の数値だけでなく、

結果をよく分析して支援にあたってほしいが、そこまでやってくれるところは

少ないようです。子どもたちの隠れている問題行動も支援してほしいと思いま

す。 

 

穴澤委員： 手をつなぐ親の会では、何もない時代から頑張ってきた親たちは、７０才代に 

     なっています。家に子どもを置いている人もいます。グループホームなどを希望 

     する人を調べたら、それほど多くありませんでした。若い母がなかなか入ってく 

     れません。学校にも会報を配っていますが、なかなか広まらない状況です。 

 

事務局： 今日は、指導課長笹岡が不在のため、指導課主幹伊藤が代理で出席しております。 

 

伊藤主幹：  特別支援連携協議会や専門家チームを立ち上げから約１０年程経過しました。 

当時は、中学校での体制整備が課題でしたが、中学校での整備も進んできました。

これは、教職員の意識の向上や小学校で支援を受けた親子が中学校へ進んで 

も、継続して支援を受けたいと希望されるようになったことから、整備が進んだ 

と思われます。課としては、連絡会議を通して、各学校のコーディネーターのス 

キルアップを図りたいです。 

 

副 座 長： 質問や意見があればお願いします。  

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。 

 

矢部委員： 通常学級で特別な支援が必要とされる児童生徒とは、具体的にどんな子ですか。 

 

事務局：  ノートが写せない子や黒板の字が読みにくい子など様々います。 

 



五十嵐委員： 特別支援アドバイザーは、長期派遣とはどのくらいの期間ですか。 

 

鹿間委員： 長期派遣については１～２週間です。ただし、学級の状況や他の学校への派遣

もあるので、続けて１週間派遣というという事にはいかないこともあります。短

期派遣は１日からです。 

 

江口委員： 事務局の報告では、通常学級在籍の子が多いように感じましたが、特別支援学

級の在籍でも交流もできるのに、在籍していないのは、保護者の同意が得られな

いのですか。 

 

事務局： 保護者の意向まで調査していないので、正確な発言はできないが、そういうケー 

スも多くあります。 

 

矢部委員： 「にじいろサポート」は、活用状況はいかがですか。 

 

事務局： 学校では、理解していない職員もいるので、研修の必要性を感じています。 

 

矢部委員： 「にじいろサポート」は引き続き他機関との連携に有効であると考えています

ので、研修をしていただくというのはありがたいです。ぜひ他機関も含めて学

校などで活用してほしいです。 

 

五十嵐委員： 「にじいろサポート」のことで保護者から相談がありました。「活用状況に 

ついてのアンケート依頼があったとのことです。 

まわりに聞いても「にじいろサポート」について知らない人が多いようで

すが、アンケートの集計は出ていますか。 

 

事務局： アンケートは市の教育研究部が行っているもので、市教育委員会は直接係わって 

    いませんが、概要は把握しています。 

 

五十嵐委員： アンケートの目的は何ですか。 

 

事務局： 活用をした方がよいという考えのもと、そのアンケートを行うと聞いています。 

 

五十嵐委員： 管理職や特別支援学級の担任も「にじいろサポート」を知らない人がいて驚

きました。 

 



副座長：  活用の前に周知をしっかり行うようお願いします。 

 

穴澤委員： リーフレットについてですが、どこに配付予定ですか。 

 

事務局： 現在、検討中です。平成２９年度には配布したいと考えています。 

 

鶴岡委員： 千葉盲学校に専門家チームの巡回相談が入っていますが、どのようなケースで

すか。 

 

事務局： 千葉盲学校への通級だったか、盲学校の幼稚部のお子さんだったように思います。 

 

（3）その他 

  ※資料参考 

事務局： 平成 29年度の取り組みについて、さらなる推進のために取り組んだ方がよいも 

のがあればご意見いただきたい。 

 

五十嵐委員： 障害者差別解消法が施行されました。支援が必要な子どもについて、個別の

指導計画や個別の教育支援計画を作ってもらえるような体制作りをお願いし

たい。 

 

事務局： 市では全ての保護者の方に法律施行について文書にて周知しました。そこでは、 

    心配なことがあれば学校に相談するよう伝えています。 

   個別の指導計画については特別支援学級在籍の子どもについては全員作成する

ようにしています。 

 

五十嵐委員： 全ての先生方が作っているかどうか心配です。大切なものなのできちんと作

っていただいて、親御さんと連携を図れるようにしてほしい。 

 

伊藤主幹： 特別支援学級の子の個別の指導計画作成については校長会議、教頭会議でも既 

にお願いしています。 

 

副 座 長：  教育事務所でも個別の指導計画作成について指導しているとのことです。 

 

鹿間委員： 個別の指導計画や個別の教育支援計画については必ず作っていただくようお願 

いしています。 

      その中で合意形成の確認（署名と捺印）があるか確認しています。 



      しかし、指導計画を今作っているようでは遅く、5月にはある程度の形を作っ 

ておかないといけないものです。 

 

矢部委員： この会議と障害者自立支援協議会の療育教育部会との関連は、どうなっていま 

すか。 

 

伊藤主幹： 以前は、協議会は、子どもへの支援が中心であり、自立支援協議会は保護者会 

の方々の支援が中心であったと認識をしています。 

 

五十嵐委員： 「くれよん」に質問です。かけ込み療育があると聞きましたが、それは、ど

のようなものですか。 

 

内田委員： 現在、くれよんは健康増進課と一緒に子育て事業を行っています。１歳 6ヶ月 

健診で気になった方に声をかけています。この頃から少しずつ就園に向けて療育 

を始めていくのですが、最近、幼稚園に行く直前の年明けから、相談に来る親子 

がいて、受給者証の申請等をしている間に、実際に通うのが 3月のみということ

もあります。 

      就園後も通ってくれればいいのだが、そのまま来ない方もいるのが現状です。 

 

五十嵐委員： 「くれよん」は個別の療育はしないのですか。 

 

内田委員： 専門の先生との面談は個別ですが、集団での保育、母子での通園が中心です。 

 

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。 

 

副 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２９年１月３１日（火）14:00 からを予

定しています。 

 

8 閉会 

副 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。 

                      会議録署名人 矢部 雅彦 


