
会議録（概要） 

会議名等 平成２９年度 第２回四街道市特別支援連携協議会 

年 月 日 平成３０年２月１３日（火） 時 間 １４:００～１５:１５ 

場 所 四街道市青少年育成センター ２階 オープンスペース 

出 席 者 

委 員   松浦委員 井内委員 川島委員 山﨑委員 内海委員 

      内田委員 今井委員 日暮委員 角田委員 島田委員 

      鹿間委員 木内委員 岡本委員 笹岡委員  

事務局   田島指導主事 福田指導主事     

欠席者 委 員   藤原委員  外山委員  江口委員 

傍聴人 ０人 

   会議次第    

1 開会 

2 教育委員会挨拶 

3 座長挨拶 

4  議題 

 （1）平成２９年度 特別支援体制推進事業の成果と課題について 

 （2）個別の教育支援計画の様式について 

 （3）来年度の取組について 

5 報告 

  ・平成２９年度青い麦の子振興ふれあい運動会について 

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２９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 教育委員会挨拶  

笹岡指導課長：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」を推進してい

るところです。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、保育

所、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、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： 座長の今井です。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。今井座長、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。川島委員さん、よろしくお願いいたしま 

す。 

 

川島委員：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２９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１参考 

      事務局より説明 

 

座 長： 質問等ありましたらお願いします。 

     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１参考 

     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１参考 

     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。それでは、議題 2点目の「個別の教育支援計画の様式について」

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局： 議題の２「個別の教育支援計画」の様式についてご説明します。 

     ※資料２参考 

     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。 

 

松浦委員： この個別の教育支援計画を使うお子さんの対象範囲を教えてください。 

 

事務局：  特別な支援が必要なお子さんを対象に作成します。特別支援学級に在籍している児

童生徒、通級による指導を受けている児童生徒です。通常学級在籍者については、状

況に応じて作成しています。 

 

松浦委員： では、来年度は、対象のお子さん全員について作成することになりますね。すべて

の小中学校の特別支援学級在籍者、通級による指導を受けているお子さん、そして、

学校で決めた通常学級在籍のお子さんには、全員作成するということですね。 

 

事務局： はい。現段階では、特別支援学級在籍者、通級による指導を受けているお子さんにつ

いては、１００％作るように指導していますが、通常学級在籍者については、状況に応

じてということで、まだ１００％になっておりません。 

 

松浦委員： 来年度は、特別支援学級在籍者、通級による指導を受けているお子さんについては、

１００％、全員作るということですね。個別の指導計画もですか。 

 

事務局： はい。個別の指導計画についても作成します。 

 

松浦委員： では、様式についてです。現場の先生が使いやすいのは良いことですが、いくつか

様式について、意見があります。新学習指導要領に、小中学校の自立活動の観点が教

育課程に示されています。特別支援学校の個別の教育支援計画も指導計画も、６項目

の観点を入れるようにしてあるので、考慮してもいいかと思います。無理のない程度

に、入れるとよいかと思います。もう１点、記入例の１６ページの「校外の機関と連

携した支援」の「①教育関係機関」に、ぜひ、「放課後デイサービス」を入れておく

とよいと思います。学童とは違うので。それから、１７ページの記入例ですが、「ノ

ートを書くのを極端に嫌がり」とありますが、記入例なので、みなさんこれを真似し

て書くようになるので、「意欲が低下している」なども、もう少し、障害のあるお子

さんををポジティブにとらえた表現にした方がよいと思います。 

 

事務局： 表現の仕方について、検討します。 

 

松浦委員：要望があります。これから、個別の教育支援計画を保護者や外部機関と話し合って作



っていくことが大前提になっていくわけですが、ぜひ現場のこれを作る先生方向け

に、保護者と外部機関とどう連携を図っていくかという視点の研修会があるといいと

思います。過去の例からすると、保護者の方が、お子さんに過大な期待をしていて、

無理と思われることを先生に言ってくることがあります。そういうときも、一蹴する

のではなく、保護者の願いとして受けとめないといけないと思います。受け止め方や

連携の仕方の研修をぜひ取り入れてもらいたいです。また、学習指導要領にも、個別

の教育支援計画を作成すると記載されましたので、作成だけではなく活用をしていく

ことが求められると思います。特別支援学校では、長年活用に取り組んできましたが、

市内の小中学校でも、これを使って、どう子どもに反映させていくのか、考えていっ

てほしいと思います。そして、管理職の先生方向けの個別の教育支援計画の研修があ

るといいと思います。管理職の先生に、個別の教育支援計画や個別の指導計画につい

て、教職員を指導できるスキルを身につけておくことが必要だと思います。全員では

ありませんが。 

 

事務局： 参考にさせていただきます。 

 

座 長： 他にございますか。 

 

鹿間委員： 個別の教育支援計画ですが、小学校は６年間で、中学校は３年間で１回作成し、そ

の間に見直しをしていくということですが、小学校の６年間は、できるようになった

ことは消していくことにもなると思うので、小学校の１学年と４年生で作成しなおす

とよいと思います。 

 

事務局：  現場の先生方からの意見で、６年間の積み重ねがわかるように、書き足していくと

いうことになったのですが、ご意見を参考にさせていただきます。 

 

座 長： 他にございますでしょうか。では、多くの意見や助言が出されましたので、事務局の

方は参考にしていただき、個別の教育支援計画をより良いものにしていくようにお願い

いたします。 

 

事務局： ありがとうございました。 

 

座 長： では、議題の３点目「来年度の取り組みについて」事務局お願いします。 

 

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。 

 



松浦委員： 個別の教育支援計画を作成するにあたり、保護者や関係機関が個別の教育支援計画

の意義をどこまで理解しているかが、重要になってきます。保護者向けの自由参加の

研修を設けることはできないでしょうか。保護者に、こういう目的で作成し、活用し

ていくことでお子さんが自立し社会参加につながるということを理解できるような

研修があるといいと思います。 

 

事務局： 参考にさせていただきます。 

 

座 長： 他に、ございますか。 

 

岡本委員： 個別の教育支援計画の指導計画の１７ページに、面談等で使うと書いてありますが、

特別支援学校ですと、年度初めに面談をして、年度末までにこれができるようになろ

うねという目標を立て、その目標に向かって細かい段階の計画を立てて一つ一つ取り

組んでいきます。面談が終わった後、個別の教育支援計画をもとに家は家でできるこ

とをしていきます。連絡帳を取り交わす中で、先生に「『何番の何』についてお話し

したいんですけど」など個別の教育支援計画をもとに相談をしています。年度当初に

使った後、保護者の方には、渡されるのですか。 

 

事務局：  原本は学校で保管しておき、写しは、保護者に持っていてもらいます。面談の時に、

学校と保護者が持ちよって、個別の教育支援計画をもとに話を進めていくようにして

まいりたいと思います。 

 

岡本委員： わかりました。 

 

座 長： 来年度の取り組みについて、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 

座 長： 事務局から何かありますか。 

      

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： 今井座長、円滑な議事進行ありがとうございました。 

     委員の皆様も、貴重なご意見をありがとうございました。 

 

５ 報告 

事務局： 続いて、平成２９年度青い麦の子振興ふれあい運動会について、今井委員より報告を



いただきます。 

 

今井委員： 資料３をご覧ください。印旛地区全体で、振興大会を開いてきました。ねらいは、

特別支援教育について、多くの方に知ってもらうことです。年々規模が大きくなり、

昨年度５０回という節目の年を迎え、今年度から、各市町村単位で開催することにな

りました。四街道市では、今まで取り組んでおりました「ふれあい運動会」を振興大

会を兼ねて実施することになりました。１０月１８日に、四街道総合公園体育館で実

施しました。運動会をメインにしながら、特別支援教育について、子どもたちの活動

の様子を知っていただこうと、作品の頒布会やリーフレットを作りました。リーフレ

ットには、市内の１７校の特別支援学級の取組が１目でわかるようなリーフレットを

作りました。このリーフレットを来場した来賓の方に配付しました。たくさんの来賓

の方や保護者の方に、知っていただく機会になったと思います。今回は、今まで実施

してきた「ふれあい運動会」の時に、声をかけていたところに声をかけさせていただ

きました。今回は、どこの市町村も初めてだったので、手探り状態であったと思いま

す。他市町村とも、情報交換をしながら、次年度に向けて準備をしていこうと思いま

す。 

 

事務局： ありがとうございました。 

     他に、委員の皆様から何かありますか。 

 

角田委員： ハローワーク千葉の角田です。資料を１部配らせていただいたので、お知らせした

いと思います。平成３０年４月１日から、障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わ

りました。障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神

障害者が加わり、あわせて、法定雇用率も変わります。民間企業では、現在２パーセ

ントだった法定雇用率が、２．２％に変わりました。４５．５人の会社で、１人雇う

ことになります。ハローワークも、会社に要請をするのですが、稀に、雇った後にど

んなことをさせればよいのかわかっていない例がありました。会社が雇った後も、障

害に応じて、その方にあった仕事に取り組めるようにしてほしいです。 

      

６ 閉会 

事務局： ありがとうございました。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 川島 正美 


