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会議録（概要） 

会議名等 平成３０年度 第２回 四街道市特別支援連携協議会 

年 月 日 平成３１年２月１２日（火） 時 間 １４：００～１６：００ 

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 藤原委員 井内委員  

川島委員 山﨑委員 篠塚委員 

小島委員 玉川委員 角田委員 松島委員（代理 佐藤氏）  

根本委員 木内委員 岡本委員 秋庭委員 

事務局   米元指導主事 宮川指導主事     

欠席者 ２名 

傍聴人 １名 

   会議次第    

1 開会 

2 教育長挨拶 

3 座長挨拶 

4 会議の公開等について 

5 議題 

 （1）報告 

   ①平成３０年度特別支援体制推進事業の成果と課題について 

   ②相談ファイル「にじいろサポート」について 

   ③平成３０年度青い麦の子振興ふれあい運動会について 

   ④就学相談説明会について 

 （２）協議 

   ①保護者向け「特別支援教育」啓発リーフレットについて 

   ②来年度に向けて 

 

7 閉会 

 

   会議要旨    

会議次第に従い進行  宮川指導主事 

 

1 開会 

事務局  ：平成３０年度第２回四街道市特別支援連携協議会を開催する。 

 

2 教育長挨拶 

髙橋教育長： 本市では、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
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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、一

人一人が輝く特別支援教育を推進している。 

野田市において大変不幸な事件が起きたが、子どもに関わる大人一人一人が、

その子の立場になって考えることを教訓として受け止めた。子どもたちを大事に

するという思いがあれば、そのような事件も起こらないのではないか。子どもた

ちに携わる者として本当に痛ましい事件であった。 

本市では、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

の充実を図りたいと考えている。特別支援教育を見ることは、その学校の教育の

質のバロメータになっている。特別な支援を要する子どもたちを学校がどのよう

に受け入れ、教育活動を行っていくかについては大変重要である。 

本日は、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

の整備について、忌憚のないご意見をいただきたい。 

 

3 座長挨拶 

座長   ：皆様のお力をお借りして進行させていただきたい。 

 

事務局  ：以後の進行は、玉川座長にお願いする。 

 

4 会議の公開等について 

座長   ： 会議に入る前に、会議の公開等について、確認する。 

本日の会議の公開・非公開を決定したいと思うが、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

ないので、公開としたいと思うが、いかがか。 

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になっているの

で、明記する取り扱いとしたいが、併せて委員の皆様の意見をお伺いする。 

 

委員   ：異議なし。 

 

座長   ： 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する。次に、

会議録の署名人を川島委員にお願いする。 

 

川島委員 ：了解した。 
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座長   ：他に議事録について何かあるか。 

 

事務局  ：会議録作成のため会議内容を録音したいが、よいか。 

 

座 長   ：録音についていかがか。 

 

委員   ：異議なし。 

 

座 長   ：録音は行ってよろしい。事務局は傍聴希望者がいたら、入室させてほしい。 

 

5 議題 

（１）報告①「平成３０年度特別支援体制推進事業」について 

座 長   ： （１）報告の①「平成３０年度特別支援体制推進事業について」、事務局

から説明をお願いする。    ※資料参照 

 

事務局  ：（１）報告①「平成３０年度特別支援体制推進事業について」の説明 

 

座 長   ：質問や意見があればお願いする。 

 

藤原委員 ：特別支援コーディネーターはだれがやっているのか。 

 

事務局  ：特別支援学級の担任と教頭がやっている。 

 

藤原委員 ：コーディネーターの資格を取る必要はないのか。 

 

事務局  ：ない。ただし、コーディネーターとしての研修を行っている。 

 

松浦委員 ： 情報として聞いてほしい。今、教員希望者が減っていて、今後、非常に厳し

くなっていくと思われる。千葉市や市川市は、学生を非常勤職員として雇用し

て、支援員として活用している。県教育委員会はそれをたまごプロジェクトと

同様の評価をするということで、今後、学生もお金をもらえる方へ行くと思わ

れる。純然とボランティアとして募集しても集まらないと思うので、その辺は

検討したほうがよい。 

 

岡本委員 ： 昨年度、学生支援員をやったのは長男だが、朝早くからの勤務となる。四街

道近辺の学校に声をかけても、その学校には市外から通っている学生も多いの
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で、集まらないのではないか。例えば、成人の集いなどで募集のチラシを配る

などしたら幅広く周知できるのではないか。 

 

座長   ：他にあるか。続けて事務局にお願いする。 

 

事務局  ：報告②「相談支援ファイルにじいろサポートについて」の説明 

                           ※資料参照 

 

座長   ：事務局の説明に対して、質問や意見があればお願いする。 

 

根本委員 ：配付の対象を教えてほしい。 

 

事務局  ： 市内の特別支援学級に在籍する児童生徒全員である。通常学級では、申し出

のあった児童生徒に配付している。また、平成３１年度入学予定の就学前児に

ついても、要望があった家庭には配付している。 

 

松浦委員 ： サポートファイルは保護者が管理する大変さや手間があるが、四街道市はと

ても普及している。今は、ＩＣＴの時代なので、個人情報の関係でいろいろと

難しいところはあると思うが、将来的にはスマートフォン等で管理できるとと

ても広がると思う。管理しやすくて普及できるものを検討していくといい。 

 

事務局  ： 普及させていくのが今後の課題だと思うので、意見を頂けるのは非常にあり

がたい。 

 

座長   ： 他にあるか。報告の③「平成３０年度青い麦の子振興ふれあい運動会につい

て」説明をお願いする。 

 

事務局  ：報告③「平成３０年度青い麦の子振興ふれあい運動会について」説明 

                           ※資料参照 

 

座長   ：質問等があればお願いする。 

 

松浦委員 ： これは要望である。青い麦の子運動会は特別支援学級の子だけが集まってや

ることに違和感を覚えていた。今はインクルーシブの時代である。この運動会

の目的や存在価値はあると思うが、四街道市内の小中学校の通常の運動会に特

別支援学級の子たちがどのように関わっているのかが大事だと思う。市教育委
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員会で検討し、創意工夫を各学校にしてもらったほうがいいのではないか。今

後、特別支援学校や特別支援学級は縮小していく傾向にある。神奈川県では、

県立の学校に知的障害の子どもを全部入れる予定になっている。完全インクル

ーシブ教育を目指すという方向性がある。県教育委員会にインクルーシブ教育

推進課が設置されていて、ゆくゆくは特別支援学校を全廃するといっている。

これは日本の流れになっていくと思う。そのときに、障害のあるお子さんが行

き場がなくなると、私は大変だと思う。ぜひ、地域の学校でインクルーシブ教

育を進めていく一つのきっかけとして、運動会で何か特別支援学級中心の競技

や特別支援学級のお子さんが通常のお子さんとチームで取り組める競技など

創意工夫を図ってもらい、ゆくゆくは青い麦の子は発展解消できればいいと僕

は思う。専門家の要望なので今後、頭の片隅にでも入れておいてもらいたい。 

 

川島委員 ： 地域の方々にはどのように周知をして、どのような方が参加されたのか。 

 

事務局  ： 地域の方がどれくらい参加したかは把握できていない。周知の仕方は、今年

度初めてホームページにパンフレット等を掲載して周知した。学校において

は、児童生徒にお知らせで手紙を配っている。 

 

川島委員 ：やはり保護者の方が見に行くのか。 

 

事務局  ： 自分のお子さんを見に行くことが多いので、運動会ということについては目

的は達成できたと思うが、インクルーシブ教育とか特別支援教育の推進という

点ではまだ課題がある。今後も検討していきたい。 

 

座長   ：他はよろしいか。報告④「就学相談説明会について」お願いする。 

 

事務局  ：報告④「就学相談説明会について」説明   ※資料参照 

 

座長   ：質問や助言等があればお願いしたい。 

 

松浦委員 ： 他県の保護者から、子どもに障害があるが、引っ越すならどこがいいかと相

談を受けるとき、四街道市がいいのではと答えている。四街道市は、特別支援

教育がかなり進んでいると思う。だからこそ、もう１０年を考えて、千葉県や

国をリードする取組をどんどんやられたほうがいいのではないか。以前、特別

支援教育について船橋市で講師をやったのだが、保護者は、特別支援学校や特

別支援学級や通級指導教室などがよくわからない。私が法的根拠も含めて、動
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画やスライドで丁寧に説明してようやく理解することができた。システムより

も基本的な情報を、まず伝えていく必要がある。そうすると、１回の説明会で

は難しいかもしれない。就学前の保護者や就学後の保護者でも特別支援学級が

何かわかっていない保護者もいる。自分たちが受けてきた教育ではないので、

特別支援教育そのものを理解する丁寧な対応をしてもいいのではないか。そう

すると、何が何でも自分の学校でとおっしゃっていた保護者が、専門的な教育

を受けられる特別支援学校を希望したいということもある。情報を保護者に提

供するのはとっても大事なことだと思うので、丁寧に対応していくとよい。 

 

事務局  ： 発達相談の中で、就学相談説明会に来てくれた保護者に対して、この先どう

すればよいか話を聞くと、先生もおっしゃったように、「特別支援って何」と

いうところから始まるので、そういったところをもっと広めていく中で、理解

が深まっていくと感じている。 

 

座長   ： その他、いかがか。協議①「保護者向け特別支援教育啓発リーフレットにつ

いて」説明をお願いする。 

 

事務局  ：①「保護者向け特別支援教育啓発リーフレットについて」説明 

                           ※資料参照 

 

座長   ：意見を伺いたいとのことだが、いかがか。 

 

松浦委員 ：様式はどのように考えているか。 

 

事務局  ： Ａ４両面のリーフレットのようなものを考えている。絵を多く使って分かり

やすいものがよい。絵については案をいただければ、上手な人に依頼して作成

したいと考えている。 

 

松浦委員 ： 情報量としてはあまり載せられないということか。例えば、ＱＲコードを載

せて、「より詳しく知りたい方はこちらへ」のように誘導するような、インク

ルーシブ教育や合理的配慮などの重要なワードを、保護者にわかりやすく簡単

に伝わるような説明のページなどあればよい。ＱＲコードだとスマートフォン

で読み込め、作るのも簡単なのでやるとよい。また、四街道市として目指す方

向性を明確にしておくとよい。例えば、ユニバーサルデザイン教育はやってい

るところではよくやっている。千葉市では共通の教材を買って行っている。そ

のような、四街道市で目指すものを掲げるとよい。また、厚生労働省が出して
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いる「家庭教育トライアングルプロジェクト」では平成３１年度から個別の支

援計画において放課後デイサービスや放課後児童クラブ（学童保育）の連携を

強めるよう求めてくると思う。そういった関係機関の記述があってもいいと思

うので、Ａ４表裏の１枚に集約するのであれば書くことを絞ってウェブサイト

へつなぐのがよいと思う。 

 

座長   ： ＱＲコードや、目指す方向性、関係機関の記述ということが出されたが、何

か他にあるか。 

 

根本委員 ：個別の指導計画だけではなくて、個別の支援計画の記述もお願いしたい。 

 

秋庭委員 ： 書いてある言葉が、行政目線である。保護者からすると、「これはどういう

ことか」となる場合があるので、保護者が見ても分かるようにするとよい。 

 

佐藤委員 ： このチラシは福祉の窓口でよく見るが、対象は就学前の課題のある子どもの

保護者の方か。 

 

事務局  ： 市で配付しているのは就学時健診で、就学前の保護者の方全員に配っている。

そして、その中から気になる保護者から相談の電話をもらい、相談している。 

 

佐藤委員 ： 保護者がチラシを見て、気づいた人が指導課に相談するという意図だと、情

報を載せすぎず、必要な人が必要な情報をとれるようにした方がよい。 

 

藤原委員 ： 松浦委員からもあったように、四街道市が目指す方向性がわからない。イン

クルーシブ教育システムがどういうことなのか。特別支援学校・特別支援学級

を勧めておきながら、「インクルーシブ教育システムです。」というのは、イ

ンクルーシブ教育システムとちがうことではないか。医院に来る保護者からの

意見を聞くと、「これができなかったら特別支援学級です。」といわれること

が多く、「学級の中で抱えてあげますよ。」ということもない先生もいらっし

ゃる。学級の中では、子どもたちは「この子がどういうことをやれば怒る。」

というのもわかっていて、そういう風に促す子どももいる。そういった子ども

たちへの教育もされてないだろうし、「お前なんかバカだから。」と言われて

しまう子もいるわけだから、もっと細かいところまで配慮する必要がある。何

となくパンフレットでは形になっているけれども、具体性がないというか実際

何をやっているのかわからないところもある。特別支援学級の先生たちも、一

生懸命やってくれているとは思うのだが、子どもたちの気持ちがわからない先
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生がやっていたり、子どもに寄り添っていなかったりする。当たり前のことを

言われて傷つく子どももいる。臨床心理士の先生からの話では「もっとより添

えるのではないか。」という話も聞くので、もっと子どもに寄り添える先生も

いてもよいと思う。方向が決まらないと、形だけのパンフレットにくと思う。

インクルーシブ教育システムでやっていくのであれば、もう少し細かくやって

いかないといけない。このキーワードを入れるならどうするということがな

い。 

 

松浦委員 ： ここで出た意見を専門家チームに持って帰ってまとめていくのであれば、今、

僕らが話し合っていることは、これからの教育施策にも反映されていくことに

なると思う。だから、新年度の方向性を教育委員会で考えてもらえればと思う

けれども、例えば、行政の施策で目に見える形でインクルーシブ教育とかユニ

バーサル教育を進めていけるような手立てを考えていくとよい。例として、学

習指導案に合理的配慮を盛り込むなど、教員の意識を高めていかないと進んで

いかない。目に見える形で取り組むとよい、キーワードの通級による指導に関

しても明記した方がよい。２０２０年度から文科省が通級指導に力を入れるこ

とになっている。すべての教職員１３人に一人当たり、必ず通級指導に担当で

きる教員を置くので、そのための研修を次年度から行うことになる。今後イン

クルーシブ教育の鍵になるのは通級指導教室であると思う。そのような最新の

教育情報をどんどん載せて、保護者向けに丁寧にＱＲコードで誘導して説明

し、さらに、目に見える形で取り組むとよい。 

 

小島委員 ： リーフレットを配る時期はどうなのか。情報化の中で、保護者が発達障害に

関する知識をよく知っている。また、リーフレットの内容も当たり前のことが

載っている。 

 

藤原委員 ： 小学校の先生たちは遅れている。幼稚園の先生は進んでる。よくわかってい

る。幼稚園の先生たちは、この子たちは丁寧に育てなければいけないってわか

っているけれども、小学校の先生たちはわかっていないから小学校に入ると

「一年生だからね」とすぐになってしまう。それが如実に出ているのがパンフ

レットである。何をいまさら言っているのと感じる。 

 

小島委員 ： どこで配るかを考えると、３歳児検診などもあるが、あまり早くてもどうか

と思う。だいたいの子どもはみんな同じようだから。言葉はうまく出ないし、

たたくし。だから難しいと思う。学校で言葉がうまく出なくて、すぐにたたい

てしまう子どもが教室でどういう風に過ごすのか、特別支援学級と通常学級で



9 

 

はどう違うのか、そこが具体的に見えてくるといいと思う。 

 

事務局  ： 配る時期については、にじいろサポートもそうだが、指導課だけではできな

いので、関係の担当者会議でも検討している。 

座長   ：協議②来年度に向けて事務局から説明をお願いする。 

 

事務局  ： 成果と課題を踏まえて、来年度の重点的な取組や新たな取組について意見を

頂きたい。 

 

藤原委員 ： 松浦委員に聞きたいが、神奈川の方で特別支援学校・特別支援学級を無くす

ことについて、先生たちの子どもとのかかわり方の研修はしているのか。 

 

松浦委員 ： 情報はないが、県教育委員会を挙げて行っていくことになっている。特別支

援教育はお金がかかるものであって、全世界的にインクルーシブ教育の方向に

進んでいる。国や県が特別支援学校を縮小していきたいというのは、時代の流

れになっている。他県の動きを参考にして、四街道市も新しい取組をしていっ

てほしい。 

 

藤原委員 ： 大阪の大空学校の話を聞いていると、特別支援が必要な子どもたちのもので

はなくて、通常の学級にいる子どもたちのためであるといっている。相手のこ

とを思いやる気持ちが育つ面で効果があるといっている。特別な支援が必要な

子どもへの手立てがされていない。患者で、小・中学校で通常学級に通い、高

校で特別支援学校に行った子どもがいる。特別支援学校に入るとリーダーシッ

プを発揮して生き生きと生活できるようになった。だから、特別支援学校を無

くすのがすべていいとは思わない。先生が育ってくれればいいが、先生が少な

くなってきている。子どもについて親が一生懸命考えても分からなくて、子ど

もを育てるスキルというのは親もなかなかもてないのに、教育者がインクルー

シブ教育で子どもを引き立てられるのか。 

 

松浦委員： 今年の４月から大学に入る学生で教師を目指すものは、必修で「特別支援教育

の理解と方法」という科目がやっとできる。藤原先生のおっしゃったとおりの先

生方の技量を挙げるということを今から行う。だから現場に波及するのは１０年

後２０年後になっていくと思う。国公立大学の教育学部は縮小されていく。医者

もそうだが、どんなに頑張っても患者からいい言葉が返ってこない。人材不足は

これから大問題。だから外国人の力を借りる。では、その外国人のお子さんで自

閉症のお子さんがいたら、市教委はどう対応するのか。そういうことが全くない。 
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ここ１０年で教育は激変するといわれているし、せざるを得ない。だから通

常学級の担任の先生が基礎的な支援の知識は持っていなきゃいけないし、その

ための資格というか、到達テストなどで１０回テスト受けたら特別支援マスタ

ーみたいな取組を四街道市もやっていかなくてはいけないと思う。そして、若

い方もシニアの方も含め、地域全体で取り組んでいかないと間に合わないかと

思う。危機感を持っていらいただけるとよい。 

 

根本委員 ： インクルーシブ教育とインクルーシブ教育システムというのは少し違う。イ

ンクルーシブ教育というのは、障がい者も健常者も一緒に学ぶということで、

インクルーシブ教育システムは、千葉県では、特別支援学校・特別支援学級、

通級指導教室、通常の学級それぞれが、充実した学びの場となれるように選択

できて、行き来のしやすい連続性のあるというところを目指している。ですか

ら、特別支援学校が無くなっていくとは少し違っていて、子どもに応じて選択

しやすくするということである。 

 

小島委員 ： 特別支援学級にいったらそれっきりではなく、不登校になる前にいろんな所

へ行きやすくなっているということでよいか。 

 

松浦委員 ： 多様な学びの場が四街道ではどれくらい現実的になっているか。今おっしゃ

った行き来できる状況なのか。来年は、県教委がおっしゃっているようなこと

がどれだけできているかの課題を整理していくというのでもいいかもしれな

い。この１０年を振り返って。 

 

事務局  ： １０年を振り返って整理したことをもとに、来年度の重点としていく方向で

行きたい。 

 

松浦委員 ： そうではなく、来年１年かけて課題を洗い出して、その翌年からリスタート

していくのがよい。ゆっくり着実に学校や保護者から意識調査をしていくのが

よい。 

 

藤原委員 ：通級でも先生が在籍することが可能か。 

 

秋庭委員 ：通級での加配はない。特別支援学級に籍があると、特別支援学級に先生がつく。 

 

藤原委員 ： 多動傾向で生活は問題なのだが、授業は落ち着いた環境で受けたいという場

合、特別支援学級に入るのか。通級も可能か。 
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座長   ： サービス通級といわれる通常学級に籍を置きながら、支援学級で学習をする

というのは、もともと支援学級に在籍している子どもへの影響が出ない範囲で

行われている。 

藤原委員 ：通級という制度を利用して学習できない子どももいるということか。 

 

座長   ： 通級は、特別支援学級から通常学級へ向けての通級であるので、いわゆるサ

ービス通級では学習できないこともある。 

 

松浦委員 ： 通級に関しては、市町村、学校によってさまざまである。藤原先生がおっし

ゃったのが理想ではあるが、これを話していると話が尽きない。 

 

小島委員 ：その理想的なパターンになればいいと思っているが。 

 

松浦委員 ： 特別支援教育に関して、今まで、本当に国の縛りが緩かった。それがようや

く学習指導要領に入り始めた。今始まったばかりである。それを含めて来年度、

四街道市としてどうしていくかの基礎データをつくっていけばよいと思う。 

 

座長   ：新たな取組について意見を伺う。 

 

佐藤委員 ： 四街道市もスクールソーシャルワーカーとの連携を深めていければよい。特

別支援コーディネーターと市の職員などが集まって会議するところに福祉関

係者も呼んでもらってケースについて話し合うとそれぞれの見方があってよ

り深まってよいと思う。 

 

藤原委員 ： そういう連携をやってくださいというのは厚生労働省からでている。だから

これから、やっていかなければならなくなると思う。 

 

事務局  ：療育教育部会でもそういう話が出ている。 

 

藤原委員 ： 学校の先生がそういう場にケースを持ってきてもらえるような環境をつくっ

ていけるとよい。 

 

座長   ：他はよろしいか。 

 

事務局  ：連携を深めていかなければならないという思いをさらに強くした。 
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岡本委員 ： 最後に就学先を選ぶのは母親。母親は情報を知らない。だから、実例を交え

た情報をもらえるとありがたい。また、小学校の特別支援学級と中学校の特別

支援学級との違いなども教えてもらえるとありがたい。 

 

事務局  ： 個別の相談では知らせている。就学相談説明会など全体の場で教えてもらえ

るとありがたいということか。 

 

座長   ： 実例を交えてお話すると分かりやすいが、たくさんの実例があり、一定のパ

ターンに当てはまらないことが特別支援教育で、一人一人違うのが難しいとこ

ろである。 

 

座長   ：議事を終了する。 

 

事務局  ：円滑な議事進行に感謝する。 

 

（６ 閉会） 

事務局  ： 本協議会について、今年度予定されていたものは、今回が最終となる。出さ

れた意見や助言を、来年度の取組に生かしていく。今後も、本市の子どもたち

一人一人が、自分らしく輝くことができるよう、支援ネットワークの強化に努

めていくので、来年度以降も、支援をお願いする。 

第２回特別支援連携協議会を閉会する。 

 

                         

                        会議録署名人  川 島  正 美 

 


