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委 員   松浦委員 井内委員の代理として山崎氏  川島委員 

内海委員 山﨑委員の代理として藤井氏  内田委員   

江口委員 角田委員 日暮委員 今井委員 外山委員   

島田委員の代理として雨宮氏  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  米元指導主事   

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・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  米元指導主事 

 

1 開会 

事務局： 定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

(米元)  私は本日、進行を務めさせていただきます、指導課指導主事の米元でございます。 

よろしくお願いいたします。会議の開催に先立ちまして、本日の会議資料の確認を 

させていただきます。資料は、会議要項、「四街道市の学校教育」です。よろしい 

でしょうか。なお、本日は藤原由香里委員が欠席です。 

     それでは、ただいまから「平成２９年度第１回四街道市特別支援連携協議会」を

開催させていただきます。 

   お配りいたしました会議次第に従って、進めさせていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

 

2 主催者挨拶  

笹岡課長： 皆様こんにちは。指導課長の笹岡です。 

本来であれば、教育長がご挨拶するところではありますが、公務のため、私か



らご挨拶させていただきます。 

      本日は、御多用の中、お集まりいただきましてありがとうございます。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ますが、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おります。 

本市では、「一人一人が輝く特別支援教育」を推進しています。子どもたち一

人一人が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、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

ただきたいと思っております。どうぞ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 

(米元)     います。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。 

 

事務局： 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。 

(米元) 

 

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 

(田島)   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 

旭中学校長の今井俊幸委員、副座長を千葉県立四街道特別支援学校長の日暮和弘

委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局： 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。 

(米元) 

委   員： 異議なし。 

 

事 務 局： では、異議なしということですので、座長を旭中学校長 今井俊幸委員、副座 

(米元)     長を四街道特別支援学校長 日暮和弘委員にお願いいたします。それでは、座長

席、副座長席に移動をお願いいたします。 

         今井座長より、一言ご挨拶をお願いしたいと存じます。 

 



座   長： 座長を務めます旭中学校の今井です。よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局： 続きまして、日暮副座長より、一言ご挨拶をお願いしたいと存じます。 

(米元) 

 

副 座 長： 四街道市特別支援学校の日暮です。よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局： 以後の進行は、今井委員にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

(米元) 

 

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。次に会議録の署名人を指名

します。川島委員よろしくお願いいたします。 

 

川島委員： 了解しました。 

 

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。 

(田島) 

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。 

 

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 

(田島)   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。 

 

4 議題 

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３分程度でお願いいたします。 

 

松浦委員： 淑徳大学の教員をしております松浦と申します。 

          平成１９年の第１回の専門家チームに入っておりまして、それから１０年間四街 

     道市と関わらせていただいております。 

本大学は、特別支援教育の教員養成で５０年以上の歴史があります。昨今では、

インクルーシブ教育の流れが明確になりまして、学生にも特別支援学級で教員を

したい、あるいは、通常学級の中で発達障害を持つ子どもの支援をしたいという

学生が増えてきております。特別支援学校の免許を希望する学生も私どもの学科

の８割から９割ほどおります。新学習指導要領でも、かなり具体的な方向性が示

されたところです。ぜひ今回の学習指導要領の流れに乗って、私自身は、特別支

援学級の教育課程研究を個人的には、中心としてやっていこうと思っているとこ

ろです。今後とも四街道市と連携していきたいと思っているのでよろしくお願い

いたします。 

 

山 崎 氏： 健康増進課井内課長の代理で来ました。保健グループリーダーの山崎と申しま 

す。ここ数年、「切れ目のない支援」ということで、国のほうからも、妊娠期か

ら育児期についてだいぶ力を入れているところです。四街道市は、それほど大き

い市ではないので、保健センターも１か所なので以前から妊娠期から切れ目のな

い支援をやってきたところなので、今後さらなる取組ということで、産前産後サ

ポート事業や産後ケア事業の充実を図っていくことが課題となっています。その

幼児期の先の就学というところで、皆様と連携しながらやっていければと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

川島委員： 障害者支援課の川島と申します。障害者支援課の所管する主な事務について紹介さ 

せていただきます。当課では、障害をお持ちの様々な方からの相談に対応しておりまし 

て、また、障害をお持ちの方が自立した生活を送ることができるために必要なサービス 

の提供をしております。平成 25年 4月に施行された障害者相互支援法では、身体障害 

者、知的障害者、発達障害などの他に、制度の谷間になっていた難病等の方が加えら 

れました。発達に不安のあるお子さんへの療育を行う児童発達ケアなど児童福祉法に 



基づくサービスの事務を行っております。障害のある方が地域において安心に生活で 

きるようなうな支援を行っております。 

また、障害のある方が自立した生活を送れるための相談窓口としては、市役所の窓 

口、障害者支援課の他に相談支援事業所「ひだまり」「ほほえみ」の 2か所があります。

市では、この 2か所に相談業務を委託しております。 

「日だまり」は、総合福祉センターの２階にございます。「ほほえみ」は、南部総合福祉

センター「わろうべの里」の中にございます。また、児童デイサービスセンター「くれよ 

ん」も当課の所管となっております。知的障害のある方の日常生活の場として、制作活 

動や創作活動の機会を提供する場として第１福祉作業所第２福祉作業所も所管してい 

ます。 

その他障害者相互支援法に基づく障害者自立支援協議会の運営についても所管し

ておりまして、部会がありまして、就労部会、生活部会、療育教育部会を立ち上げてお

ります。現在、定期的に部会を開催して活動を行っております。７月７日に、就労部会が

中心となって、事業所の合同説明会を行いました。当日は、四街道市内はもとより、近

隣の就労系の事業所、生活介護の事業所など２０を超えるの事業所に集まっていただ

いて、紹介を行った他に、障害のある方の就職までの体験談や障害者を雇用している

事業所の方の話を聞くことができました。当日の様子は、市のフェイスブックに投稿され

ておりますので、ご覧ください。 

最後になりますが、このたび特別支援連携協議会に参加させていただいて、小中学

校における特別支援教育の現状を聞くことにより、さらに皆様と連携を図って福祉サー

ビスの向上に取組んでまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

藤 井 氏： 山﨑課長の代理で参りました。藤井と申します。４月よりこども保育課から一

部の業務移管を受けて家庭支援課から子育て支援課に名称が変わった。子育て

支援課は、児童手当や子供医療費助成、児童扶養手当、また、児童虐待防止、

ＤＶ被害者支援等行っております。家庭児童相談室を併設しており、ケースワ

ーカーや相談担当員が地区担当制で対応している。ＣＡＮＰＹ会議も、開催し

ている。平成２８年度児童虐待の相談状況としては、１６５件挙げられている。

３件は、一時保護などの行政的措置を取っており、児童相談所に通告したケー

スもあります。 

当課において虐待の報告を受けた場合、一時保護などの緊急措置が行われる他

は、ＣＡＮＰＹで対応方針を決定し、学校や関係機関と、生活状況を確認してい

きながら、ケースワーカーが家庭訪問をして保護者への意見指導行っています。

虐待発見時の通告から終結に至るまでの見守りや情報提供など様々なご協力を

いただいていますこと感謝申し上げます。あわせて、複雑な事例についても解決

策を見出しながら児童の安全確保を行っていかなくてはならないことが課題と

なっております。今後も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

内海委員： 中央保育所所長の内海でございます。定員に対し１１９％の１４３名をお預り

しています。みそら小学校の敷地内には、分園がありまして、２８名来ています。



お子さんを朝７時から夜７時まで１２時間保育をしています。一時保育も行って

おり１０名ほどのお子さんを預かっています。 

食物アレルギーをもったお子さんがいて、完全除去しているケースもありま

す。本年度はエピペンを保有する子もおり、職員研修を実施するなど、子どもの

成長に合った対応するよう努めています。 

特別な支援が必要なお子さんもいて、１対１の対応が必要な子もいます。小学 

校へつなぐためにも保護者に子どもの現状を理解してもらい、一緒に考えていく

必要があります。 

 

内田委員：  「くれよん」を開所して１５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。保育士を中心に、小

児神経科の医師、臨床心理士、言語聴覚士、理学療法士など専門スタッフとと

もに子どもと保護者と向き合っています。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。これからは、家族の支援が重要となってく

ると考えています。会話を通して、信頼関係を深めながら、幼稚園や小学校に

子どもたちを送り出していければと思いながら療育をしております。これから

も皆様には、お世話になることがあると思います。よろしくお願いします。 

 

江口委員： 四街道には、幼稚園が９園ございまして、そのうちの７園で四街道市の私立の

幼稚園協会を組織しております。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、特別に学級を作ることも難しい現状ですし、ス

タッフもぎりぎりで行っていることもあり、障害のある子どもたちにどれほど手

厚いかかわりができているかは、それぞれの幼稚園の思いで進めているところで

すけど、ほかの子どもたちの中に入って一緒に育っていっているところです。 

旭幼稚園ですが、個性が強いといいますか、障害のありそうな子が増えてきて 

いるというのが実感です。そのような場合、下志津病院等に相談に行くように声

をかけるなど外部機関とのつながりをできるだけ持つように勧めているところ

であります。 

子どもの居場所「まじゃりんこ」という場を四街道市内で、２０名の仲間と運 

営しているのですが、そこにくるのが、印旛の特別支援学校の高等部の子どもた

ちもいます。その子たちが、学校帰りに、「まじゃりんこ」で過ごしている。中

学を卒業した後の発達の躓きのある子どもたちの居場所はどうなっているのか。

放課後どういうところで過ごしているのか。私たちは、気持ちよく受け入れてい

るが、そういう子どもたちはどうしているのか考えます。 

 

座   長：  旭中には、知的障害特別支援学級と自閉症・情緒障害特別支援学級の両方ござ 

います。今年度も新入生を迎えましたが、来年度も、入ってくる予定です。卒業 

後について、高等学校に進学を希望する家庭が増えてきています。 



      市内の様子について、校長会の特別支援教育の担当としてお話しさせていただ 

きます。先日、合同学習会があり、特別支援学級の児童生徒総勢１５８名で、葛

西臨海公園に行ってきました。中学校区ごとに、中学生がリーダーとなって、 

館内を見学したりお弁当を一緒に食べたりと活動していた。中学生が、小学生に 

丁寧に接している姿を見ると、市内の先生方がきめ細やかに指導していることを 

子どもたちの姿を通して感じることができた。当日は、２００名近くいたが、一 

人一人が大変頑張っていた。 

 

日暮委員： 四街道特別支援学校は、病弱の子どもを受け入れる学校で、下志津病院に入院

している一般慢性疾患の子どもたちからスタートしました。現在は、呼吸器をつ

けながらの重度のお子さんも受け入れています。 

６月の県の教育委員会会議で「第２次千葉県特別支援教育推進基本計画」「第

２次県立特別支援学校整備計画」を決定しました。ホームページに載っておりま

す。現在パブリックコメントで県民の皆様のご意見を受け付けているところで

す。ご意見をいただければありがたいです。大きな改善点は、２つあります。 

１つは、通学の負担をできるだけ減らせるように、近くの特別支援学校に通え

るように総合的な特別支援学校に変わっていくことになります。通級も、柏や野

田などの近くの特別学校に通級指導で通えるようになるなど分散することにな

ると思われます。２つ目は、来年度から、高等学校でも通級指導が始まるという

ことです。各特別支援学校が、総合的に各地域の皆様と連携していくということ

でございます。 

 

外山委員： 四街道高等学校は、普通科なので特別支援学校と違って、普通教育を受けてい

る。小中学校と違って、特別支援学級もない。特別支援教育には、温度差がある。

発達障害を持つ生徒への支援がポイントとなってくる。今年取り組んでいること

は、「生徒状況調査」というもので、教育相談と連携してやっているものです。

２か月に１度調査をかけて、教員からあげてもらっている。今後効果が出てくる

と思われます。難聴の生徒がいるので、プリント化して可視化するようにしてい

る。発達障害の子には、専門医療機関に結び付けて、検査結果をもとに手立てを

考えることが有効だと思っている。全校生徒の６パーセントは、発達障害を持っ

ているといわれていますが、把握できていない現状があります。教員の障害理解

に対する温度差があり、ユニバーサルデザインの授業についても取り組んでいか

なくてはいけないと思っているところです。 

 

角田委員： ハローワークの専門援助部門は、就職を希望する障害のある方の相談窓口にな

ります。障害の種類は、身体、知的、精神、発達等の障害、最近は、長期療養を

した方についても、仕事についての情報を堤供したり、就職の相談に応じたりし

ています。特別支援学校との連携につきましては、主に、高等部との連携になり

ますが、就職希望があった場合には、ハローワークの職員が出向きまして、就職

の相談にのっております。８５～９０パーセントの方が就職が決まりますが、決



まらなかった方には、就労移行支援事業の方につないでいます。ほかにもご要望

に応じて、保護者への就職に向けての心構えについてなど講話等にも応じていま

す。 

      昨年、ハローワーク千葉の方で、障害をお持ちで就職された方は、５２２名で

した。身体と知的に障害をお持ちの方については、過去５年間とほぼ変動はあり

ませんが、最近の傾向としましては、精神に障害をお持ちの方が増えてきている

ことです。 

      一般高校で、障害をお持ちの方については、「新卒応援ハローワーク」という

部署でも就労支援を行っています。    

 

島田委員： いんば中核地域生活支援センター「すけっと」の所長の代わりに参りました。

雨宮です。 

千葉県から委託されている相談機関です。障害者のグループホームや生活困窮

者の支援事業を行っています。四街道市の他に、佐倉市、成田市、酒々井町、栄

町など支援しています。四街道市は、「みらい」さんがありますが、同じような

機能を持っていると思います。不登校、引きこもり、障害があってうまくいかな

い、家庭内で暴力があるなどの相談も実際にありました。障害者支援に関するこ

とだけではなく、家庭のこと、高齢者や子育てなど、何か困ったら、遠慮なく相

談をしてほしい。関係先に、つないでいきたいと思います。 

 

鹿間委員： 北総教育事務所では、小中学校訪問しながら特別支援教育について指導助言を

行っています。個別の教育支援計画や個別の教育指導計画の作成状況は、ほぼ全

小中学校で作成が進んでいます。これからの課題としては、個別の教育支援計画

や個別の教育指導計画の活用についてです。作成したものを、いかに子供たちの

支援に生かしていくかということです。 

      特別支援アドバイザー事業を行っています。１日単位、または、１．２週間単

位で、各学校において、特別支援教育で悩みがあったり、児童生徒の支援の在り

方についてなど、指導・助言を行っています。 

      今後の課題は、通常学級における配慮が必要なお子さんへの支援です。特別支

援学級だけでなく、通常学級にも支援が必要な子どもがいます。特別支援コーデ

ィネーターを複数配置したり、校内委員会で支援について話し合うなど校内体制

を整え、組織的に取り組むように啓発しているところです。 

この協議会に出席する機会をいただきまして、学校以外の関係機関の方からの

話を聞き、今後の北総地区の特別支援教育の推進に生かしてまいりたいと思いま

す。 

 

木内委員： 「Ａ－(アー)の会」の木内です。障害者の生活支援を考える会です。「アー」と

いうのは、私たち会員の子どもは、言葉が出ませんでしたので、一番初めに出

る言葉が「アー」であったり、アルファベットの最初の文字が「Ａ」であった

りしたことから、「はじめの一歩」ということで名づけて会をスタートさせま



した。会員は、障害をもつ子どもの親が１６名います。他にも１名ですが、障

害のない保護者の方です。今していることは、勉強会や、自立支援協議会や生

活部会、就労部会、療育・教育部会に参加させていただいています。定例会で

は、情報交換を行っています。また、施設の見学にもいっております。 

       この会で、自分にできることは何か、わかりませんが。今後、いろいろな話

を聞かせていただいて、勉強させてもらいたいと思います。 

 

岡本委員： 「クレパスの会」代表の岡本です。この会は、平成１９年に創立しまして、デ

イサービス「くれよん」の出身の親たちが集まってできました。今年で１６年

目になります。会員は、学齢期の障害をもった子どもたちの学齢期の親です。

小学校３年生から市内の小中学校に通っている子もいれば、特別支援学校に通

っている子もいます。将来の就労に向けての取り組みを、担任の先生と相談し

て進めています。また、兄弟に特別支援学級の子どもがいると一緒に通いたく

ないと言ってくるなど兄弟との関わりが、小学校４，５年生くらいになると、

大きい問題になってきます。そうした場合、「どうしたらよいか。」「どこに相

談したらよいか。」情報交換したり話し合ったりしています。 

 

笹岡委員：  本市の特別支援教育がより良いものになっていくように、ご意見を頂きたい

と思っています。本日はどうぞよろしくお願いいします。 

 

座  長 ： 委員皆様、お話しいただきありがとうございました。 

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。 

 

議題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 

座  長： 議題２点目「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」を議題

とします。事務局からの説明をお願いいたします。 

 

       ※資料参考 

        事務局より説明 

 

座  長：  質問、意見はありませんか。 

 

川島委員：  平成２８年度の巡回相談員等の実施状況に、就学前児が２名あげられているが、

この内容につて教えてくさい。 

  

事務局：   市内小学校就学予定のお子さんについて、巡回相談員による発達検査を行いま 

(田島)   した。 

 

江口委員： 特別支援学級の在籍者数ですが、平成２９年度は、四街道市の全児童生徒数が



出ていますが、前の年度については、記載されていないので、それぞれの年度の

児童生徒数を載せていただけると、傾向がわかってくるのではないかと思いま

す。 

 

事務局：   各年度の児童生徒数も表に入れて、傾向がとらえやすいようにしていきたいと 

(田島)    思います。。 

 

江口委員： 通常学級在籍で特別な支援が必要と思われる児童生徒がいるということです

が、教育支援委員会でも、在籍するしないで判断が分かれることもあります。現

在の傾向として特徴的な事例がありましたら、教えていただきたい。 

 

事 務 局： 通常学級に在籍している児童生徒についてですが、弱視や肢体不自由、病弱、 

(田島)    難聴など身体的な障害をもっていて、支援を要する子ども含まれています。 

      また、感情のコントロールが苦手な子ども、集中力にかける子、読むことや書

くことが、極端に苦手なお子さんも含まれています。 

 

鹿間委員： 千葉県教育委員会から、通常学級におけるお子さんへの合理的配慮資料集を作

成しました。ホームページからも見られるようになっているので、活用していた

だきたい。また、インクルーシブ教育の構築に向けた「インクル DB」について

も、ホームページにありますので、併せて活用していただきたい。障害種別にな

っていて、その子に合った支援の参考になると思います。 

 

島田委員： 不登校の児童生徒は、どれくらいいますか。 

 

笹岡委員： 平成２８年度は、小学校 ２３名 中学校 ５３名です。 

      平成２７年度は、小学校 １９名 中学校 ５９名です。 

 

松浦委員： この協議会も平成１９年度から、始められ、四街道市は、特別支援教育に関し

て、学校教育法が改正されてすぐに取り掛かり大変早かったと思います。専門家

チームにしても１９年から始まり、特別支援連絡会議も開催されるなど大変すば

らしい取組をしていると思います。連携協議会にしても専門家チームにしても、

１０年間で何が変わったかを明らかにすると伸びがわかるといいます。大変な作

業にならなくていいので、連携協議会や専門家チームでかかわったケース１，２

件を追って、今現在かかわったお子さんがどうなっているのかわかるとよいので

はないかと思われます。年度末でいいので、まとめてみてはいかがでしょうか。 

 

笹岡委員： わかる範囲で、検討させていただきます。 

 

座  長： 他に、何かございませんか。 

 



江口委員： 地域振興財団で、公民館で休みの日に学習会を行っていますが、とてもよい取

組だと思う。学生支援を活用した支援についてですが、最近、学生ボランティア

がいないということですが、実は、先週まで、幼稚園に教育実習に来ていた学生

が特別支援教育に興味を持っていました。もう少し、積極的に、そういった学生

たちにアプローチをかけると、地域振興財団のようなよい取組になっていくので

はないかと思います。 

 

事 務 局： ４，５月に、１０大学に、ポスター掲示の依頼はかけていたのですが、なかな 

(田島)   か集まらない現状です。参考にさせていただきます。 

 

議題３ その他 

座   長： 議題３点目 その他ですが、事務局からの説明をお願いいたします。 

  

事 務 局： 平成２９年度の取り組みについて、平成３０年度に向けて、特別支援教育のさ 

(田島)   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です。 

 

笹岡委員： 何かありましたら、教育委員会や関係各課に、早めに申し出てください。 

     四街道市は、四街道市特別支援学校や千葉盲学校が市内にあり、幸いにも連携が 

取りやすくなっております。他にも、印旛、桜が丘特別支援学校、千葉聾学校と

も連携をとらせていただいているところです。３０年度に何か取り組んだ方がよ

いと思うことがあれば、連携を図りながら進めていこうと思います。 

 

座  長：  他にございますか。よろしければ、本日予定された議題は全て終了しました。 

      これで、座長の任を解かせていただきます。これ以後は、事務局にお返ししま

す。みなさま、ありがとうございました。 

 

５ 諸連絡 

事 務 局：  今井委員、円滑な議事の進行をありがとうございました。日暮委員、ご協力 

(米元) ありがとうございました。続いて、事務局より、連絡がございます。 

 

事 務 局： 第２回特別支援連携協議会は、平成３０年２月１３日（火）１４：００から 

(田島)    を予定しています。会場は、本日同様、この場所で行いますので、よろしくお

願いいたします。 

 

６ 閉会 

事 務 局： 委員の方で全体を通して何かございますか。 

(米元)     何もないようですので、以上で第１回特別支援連携協議会を終了させていただき

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 


