
会議録（概要） 

会議名等 平成２８年度 第２回四街道市特別支援連携協議会 

年 月 日 平成２９年１月３１日（火） 時 間 14:00～16:00 

場 所 四街道市役所第二庁舎 第二会議室 

出 席 者 

委 員   橋口委員 矢部委員 吉橋委員 鶴岡委員  

      内田委員 江口委員 大野委員 大迫委員 

      島田委員 五十嵐委員 穴澤委員 笹岡委員  

事務局   池田指導主事 福田指導主事     

欠席者 委 員   藤原委員 鹿間委員 髙橋委員 平野委員 内海委員  

傍聴人 ０人 

   会議次第    

1 開会 

2 教育長挨拶 

3 座長挨拶 

4    議題 

 （1）平成２８年度 特別支援体制推進事業の成果と課題について 

 （2）平成２９年度の主な取組について 

5 諸連絡 

6 閉会 

 

   会議要旨    

会議次第に従い進行  福田指導主事 

 

1 開会 

事務局： ただいまから、平成 28年度第２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、重要施策の一つとして「一人一人が輝く特別支援教育」を推進してお 

りますが、本日話し合っていただきます皆様からの貴重なご意見やご助言を、今後 

の支援体制の充実に生かしていきたいと考えております。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、保・幼・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きます。 

今日は、皆様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 

整備につきまして、いろいろなご意見をいただきますよう、よろしくお願いいたし 

ます。 



 

３ 座長挨拶  

座 長： 座長の橋口です。本日の会の進行がスムーズに行えますようにご協力お願いいたしま 

す。 

 

４ 議題 

事務局： それでは、議題に入りたいと思います。橋口座長、よろしくお願いいたします。 

 

座 長： 会議に入る前に、会議の公開等について、確認いたします。 

    本日の会議の公開・非公開を決定したいと思いますが、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。 

    また、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、明記する 

取り扱いとしたいと存じますが、併せて委員の皆様の意見をお伺いします。 

 

委 員： ≪異議なし≫ 

 

座 長： それでは、本日の会議は公開とし、会議録に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いたします。矢部委員さん、よろしくお願いいたします。 

 

矢部委員： 了解いたしました。 

 

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。 

 

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。 

    それでは、事務局、傍聴希望者がいらしたら、入室させてください。 

 

事務局： 本日、傍聴希望者はおりません。 

 



座 長： それでは、議事に移ります。 

    議題の１点目「平成２８年度特別支援体制推進事業について」、事務局から説明をお 

願いします。 

 

事務局： １特別支援連携協議会 ２作業部会について 説明いたします。 

      ※資料参考 

      事務局より説明 

 

座 長： 質問、意見はありませんか。 

 

矢部委員： 就学支援シート、サポートシート、にじいろサポートの役割と関係性はなんですか。 

また、今回にじいろサポートだけを改訂しようとしているようですがその背景につ 

いて教えてください。 

 

事務局：  就学支援シートは子どもの様子を幼稚園や保育園に記入していただき、親の願いも 

書き入れ、小学校に引き継ぐものです。サポートシートは、子どもの様子を小学校に記 

入していただき、親の願いを書き入れ中学校に引き継ぐものです。 

     にじいろサポートは、本市では個別の教育支援計画と位置づけております。学校にお 

ける子どもの学習目標や医療や療育との関わりといったことまで記しておくものです。 

現在、そのにじいろサポートの周知や活用が十分でないことから、このたび改訂を考 

えております。 

 

矢部委員： にじいろサポートは出生時から就労まで、つながる役割のものでは無いのですか。 

 

事務局： 委員がおっしゃる通り、入学前から卒業後、成人に至るまで医療や養育、就労に関わ 

るものを記録として、とっておくものがにじいろサポートです。今回手を入れようとし 

ているところは小・中学校に関わる教育支援計画の部分です。 

 

矢部委員： 就学支援シートやサポートシート、にじいろサポートが別々にないと機能しないの 

でしょうか。 

 

事務局： にじいろサポートは幼少期から就学、卒業後就労に至るまで利用するものです。 

     その中に就学支援シートやサポートシートをにじいろサポートに綴じることになり 

ます。 

 

五十嵐委員： 市議会の答弁で「保幼小間、小中学校のスムーズな指導支援を図るための就学支 



援シートやサポートシートを活用して、引き継ぎを行い、有効な支援方法や保護者 

の願いについて共有していく。また特別支援学校や高等学校、福祉関係各課と連携 

を図り生涯にわたる途切れのない支援を目指している」とありますが、作成されて 

いない学校があるとあったが、それを調査していく予定はありますか。 

 

事務局： 調査は毎年行っています。教育委員会として、十分に作成できていない学校について 

積極的な関わりを持っていきたい。 

 

五十嵐委員： 県が１００％作成しているという報告だが、教育委員会や管理職、保護者がみん 

なで係わりながら作成していってほしい。専門性が十分でない職員もいると思うの 

で、外部の方の意見や研修を通して作成していったらいかがでしょうか。 

 

事務局： ご意見として頂戴します。 

 

穴澤委員： にじいろサポートは「生涯途切れなく」ということで作っているということだが、 

学校に入ったときにもらえるものなのか。就学前からもらえないのか 

 

事務局： 健康増進課、家庭支援課、障害者支援課でも用意している。必要に応じてそれぞれの 

    場所で発行しています。 

 

穴澤委員： 親の会でも、記録を残すことの重要性を感じており、「かけはし」という名前で作 

っている。どこの地域でも親が書かないことが多い。何かの機会でないと作らないこ 

とが多いので、投げかけるだけでなく、作成する時間帯を設けることも大切ではな 

いか。そういう取組ももてるとよい。 

 

事務局： ご意見、ありがとうございます。 

 

鶴岡委員： どんな形で配付されていますか。保護者が作るのではなく、冊子の形で、全児童に 

配付しているのですか。 

 

事務局： 希望のある方に基本セットを配布し、各家庭に作成している。ファイルは家庭で用意 

してもらっています。 

 

笹岡委員： にじいろサポートの性質上、全児童への配付はない。どこから作成するかわからな 

い。出生時に作成することもあるし、就学から作成することもある。したがって、い 

ろいろな課でやっていきましょうという考えです。 



 

矢部委員： 「かけはし」についてお話しください。 

 

穴澤委員： にじいろサポートに似ていて、出生の時から、遺言を書く欄もある。それがあるこ 

とで、各所で同じことを何度も言わなくて済むようにしている。成年後見をとってい 

く際、書類を集める大変さからこれができたのだと考える。 

 

座 長： 他にございませんか。よろしければ、続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 続いて、「３専門家チームの活動 ４発達相談」について、説明いたします。 

   【３専門家チームの活動 ４発達相談 の説明】 

     ※資料参考 

     事務局より説明 

 

座 長： ただいまの説明に対して、質問等がございましたらお願いいたします。 

 

五十嵐委員： 発達検査についてですが、検査結果は親の元へ届くのですか。 

 

事務局： はい。 

 

座 長： 他にございませんか。よろしければ、続けて、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 続いて、「５教職員等の研修 ６学生支援員を活用した支援」について、説明いたし 

ます。 

   【５教職員等の研修 ６学生支援員を活用した支援 の説明】 

     ※資料参考 

     事務局より説明 

 

座 長： ただいまの説明に対して、質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。では次の説明をお願いします。 

 

事務局： 議題の２「平成２９年度の主な取組」１作業部会について ２「にじいろサポート」 

の改訂及び周知について 説明いたします。 

     ※資料参考 

     事務局より説明 

 



座 長： ただいまの説明に対して、質問等がございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。では次の説明をお願いします。 

 

事務局： ３「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」の周知 

 ４その他 について説明いたします。 

     ※資料参考 

     事務局より説明 

 

座 長： ただいまの説明に対して、質問等がございましたらお願いいたします。 

 

五十嵐委員： 合理的的配慮の周知文書で、県からは例が出ていましたが、市内の保護者から板 

書ができない子どものため、タブレットの使用を依頼したところ、学校からは取り 

扱いは難しいためできないと回答があった。個人でタブレットを持たせ、取り扱い 

の指導を先生にお願いするだけなのですが、それができないというのは過重なもの 

ではないし、合理的配慮をしてもらえていないと考える。再度、教育委員会から学 

校に指導してほしい。 

 

座 長： 他にございますか。 

 

五十嵐委員： 「リーフレットの作成」についてですが、現在リーフレットに特別支援学校のセ 

ンター的機能を謳っているが、先日保護者から四街道特別支援学校に連絡をして、 

子どもの困り感を相談したところ、そういった機関はわからないと言われた。情報

交換もセンター的機能として行うべきだと思います。 

 

大野委員： 特別支援学校ごとの専門性がある。例えば盲学校に視覚障害の相談があれば、いく 

らでも回答できるが、専門外の内容だったときは、自信をもって助言をすることがで 

きない。専門性のある学校を紹介することもある。そのため、その相談は、四街道特 

別支援学校にどのような質問をしたのかによると思う。 

 

五十嵐委員： 病弱の子どもの言語についての質問でした。 

 

大野委員： センター的な機能として、できるかぎり協力できるようになるとよいと思います。 

次の校長会で伝えておきます。 

 

座 長： リーフレットの内容の意見として聞いていただければと思います。 

 



事務局： わかりました。 

 

島田委員： 個別の教育支援計画について、周知が進んでいない理由は何だと思いますか。 

 

事務局： 周知が十分できていないことやいろいろなところの関わりを担任が分かる必要がある 

のだが、学校の守備範囲で考えてしまっていることが原因であると思う。 

 

島田委員： 人によって、親の状況によって関わりが変わってくるので、担任が把握するのは大 

変だと思うが、がんばってほしい。 

 

五十嵐委員： 研修についてですが、作業療法士などによる体の使い方の研修を行うとよいと思 

う。 

 

事務局： ありがとうございます。 

 

座 長： 続けてお願いします。 

 

事務局： 来年度の取組について委員の皆様からお意見を伺います。 

 

島田委員： にじいろサポートでなかなか書く人が増えない現状で、海匝地区で、数人の保護者 

で「書こう会」があると聞くので、そういうものができたらよいと思います。 

 

江口委員： 下志津病院との連携がとれるとよいと思う。教育委員会と病院の関係はどうなって 

いますか。 

 

事務局： 連絡会議に下志津の臨床心理士も参加してもらい情報交換しています。個人情報に係 

わることなので、個別のケースは話せませんが、連携を図れています。 

 

矢部委員： にじいろサポートの改訂については、保護者の意見は加えられるとよいと思います。 

 

内田委員： にじいろサポートでも勉強会を開ければよいと考えています。くれよんでも活用し 

ている人が少ないようです。くれよんはサービス計画を配っている。 

 

穴澤委員： 放課後デイを使っている人に聞いてみても「にじいろサポート」を利用している人 

が少ないようです。 

 



座 長： にじいろサポートの活用について効果的な方法があれば事務局に伝えて行ければよい 

と考えます。 

 

笹岡委員： にじいろサポートの事務局は教育委員会ではありません。発信するのは教育委員会 

だけでなく、各課で行うものです。就学前の子どもについては関係課から発信しても 

らわないといけません。これから、関係各課と連携を図ってやっていきたいと考えま 

す。 

 

座 長： 事務局から何かありますか。 

      

 

５ 諸連絡 

事務局： ありません。 

 

委 員： これをもちまして議事を終了させていただきます。 

 

事務局： 橋口座長、円滑な議事進行ありがとうございました。 

 

     

６ 閉会 

事務局： それでは、これで、第２回特別支援連携協議会を終わりにします。 

     本日は、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 


