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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称
令和３年度第１回朝霞市障害者自立支援協議会

専門部会（医療的ケア児）

開 催 日 時

令和３年７月２１日（水）

午後３時３０分から

午後４時５３分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 別館５階 大会議室（奥）

出 席 者 別紙のとおり

会 議 内 容 別紙のとおり

会 議 資 料 別紙のとおり

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 会長による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者 １人
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令和３年度第１回

朝霞市障害者自立支援協議会専門部会（医療的ケア児）

令和３年７月２１日（水）

午 後 ３ 時 ３ ０ 分 か ら

午 後 ４ 時 ５ ３ 分 ま で

朝霞市役所 別館５階 大会議室（奥）

１ 開 会

２ 議 題

（１）医療的ケア児の全数把握について

（２）医療的ケア児の災害時の対応について

（３）その他

３ 閉 会

出席委員（７人）

部 会 長 すぎたこどもクリニック 杉 田 正 興

副 部 会 長 ＮＰＯ法人キラキラ 齋 藤 和 美

委 員 はあとぴあ障害者相談支援センター 釼 持 彰 博

委 員 （株）ＳＨＵＨＡＲＩ（元気キッズ） 中 村 敏 也

委 員 朝霞保健所 藤 塚 千 晴

委 員 和光特別支援学校 山 田 類

委 員 医療的ケア児の支援を考える会 中 田 陽 代

欠席委員（１人）

委 員 特定非営利活動法人 ユウケア 柳 澤 真奈美
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事 務 局 障害福祉課主幹 佐 甲 文 子

事 務 局 障害福祉課障害福祉係長 渡 邉 純 一

事 務 局 障害福祉課障害福祉係主任 田 中 侑 李

事 務 局 障害福祉課障害福祉係主任 小笠原 絢 子

会議資料

・令和３年度第１回朝霞市障害者自立支援協議会専門部会（医療的ケア児）次第

・資料１ 医療的ケア児の全数把握について

・資料２ 在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画

・資料３ 個別支援計画作成に向けた優先度

・災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要

・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像

・世田谷区医療的ケア相談支援センター
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

◎１ 開会

○事務局・小笠原主任

定刻となりましたので、令和３年度第１回朝霞市障害者自立支援協議会専門部会を開催したいと

思います。本日は、御多忙のところ御出席を賜り、誠にありがとうございます。

私は、司会をさせていただきます、障害福祉課の小笠原でございます。よろしくお願いいたしま

す。

本日の委員の出席者数は７人で専門部会員数の過半数以上であり、朝霞市障害者自立支援協議会

専門部会運営要綱第６条第５項の規定により、会議は成立しておりますことを御報告申し上げま

す。

次に、本協議会の傍聴についてお諮りいたします。

本協議会は、原則として会議公開の立場をとっております。傍聴人がいらっしゃった際には、随

時、入室を許可しますが、よろしいでしょうか。

（はい、の声）

御異議がないようですので、傍聴人がいるようでしたら入室させてください。

○事務局・渡邉係長

お一人いらっしゃいます。よろしいですか。

○事務局・小笠原主任

では、続けさせていただきます。

それでは、事務局における人事異動がございましたので、新たな職員のみごあいさつさせていた

だきます。

○事務局・渡邉係長

この４月の人事異動で障害福祉係長としてまいりました渡邉と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。

○事務局・小笠原主任

同じく４月で障害福祉課に異動してまいりました小笠原です。よろしくお願いいたします。

資料は、事前に送付したものと本日追加でお配りしたものがございます。お手元にない方はお申

し出ください。

資料の方を確認をさせていただきます。

まずは、次第が１枚です。資料１が「医療的ケア児の全数把握について」というものが１枚。右
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上に資料２と書いたものが「災害時個別支援計画」、こちらが５枚ホチキスでつづられているものに

なります。資料３が「個別支援計画作成に向けた優先度」というものになります。ここまでが、事

前に送付させていただいたものになります。

それから、本日配付させていただいたものが、まず一つ目が「災害対策基本法等の一部を改正す

る法律の概要」、こちらはホチキス５枚つづりのものになります。「医療的ケア児及びその家族に対

する支援に関する法律の全体像」、こちらはホチキスで５枚つづりのものになります。最後が、「世

田谷区医療的ケア相談支援センター」というもの、そちらもホチキスで５枚つづりになっておりま

す。

足りない資料等ございましたら、お申し出いただければと思います。大丈夫でしょうか。

それでは、会議に入りたいと存じます。

なお、委員の皆様にお願いがございます。会議録作成の都合上、御発言の際には、お名前を名の

ってから、大きな声で御発言くださるようお願いいたします。

それでは、これから専門部会運営要綱第５条第３項に基づき、議事進行を杉田部会長にお願いい

たします。

◎２ 議題 （１）医療的ケア児の全数把握について

○杉田部会長

それでは早速、議題（１）に入らせていただきたいと思います。

（１）医療的ケア児の全数把握について、事務局から御説明をお願いします。

○事務局・佐甲主幹

では、議題（１）について、佐甲から説明をさせていただきます。

昨年のこの部会でも全数把握が課題だというお声がありましたので、改めて、こんなところで全

数が把握できるかというのをまとめたものと、昨年１１月に部会を開催したときの医療的ケア児が

朝霞市に何人いるかという人数が若干変更になりましたので、併せて御紹介をしたいと思います。

資料１をお手元に御用意ください。

まず、上のところですね、「朝霞市の現状」として「医療的ケア児１９人」と書いてあります。こ

の人数は、今年の６月１日現在、障害福祉課で把握している人数になります。

人数は大方つかめているかとは思うんですけれども、全数把握として、これからまた積み重ねて

いってとなりますので、参考として見ていただければと思います。

昨年の１１月は１４人ということで皆様にお知らせをしましたので、５人増えて把握ができてい

るという状況です。



- 6 -

内訳につきましては、「内容」のところで、人工呼吸器を使っている方が何人とか、気管切開をし

ている方が何人という内訳が書いてあります。お一人の方で、複数の機器を使っていらっしゃる方

がいますので、全部延べ人数になっております。

それから、「訪問看護」は、利用している方が１２人、利用していない方が７人、「年齢区分」で

言いますと、未就学児の方１０人、小学生４人、中学生２人、高校生３人ということです。

そのほか、「申請をしているサービス」については、障害児のサービスとして、居宅介護の身体介

護、短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービスについては支給決定をしているという状況に

なります。

次の、「医療的ケア児の把握方法（主な制度）」ということで、それぞれの部署ごとの制度をまと

めてみました。

皆さんは関係する部署の方ですので、見ていただければ想像できるかなと思うんですけれども、

障害福祉課では、障害者手帳があったり、それに付随して利用できる制度があったり、医療的ケア

児に関係するようなものについては、ここに拾い上げています。

そのほかに、市役所で言うと健康づくり課、保健センターですね。こちらで未熟児養育医療や新

生児訪問とか、把握できる方法がここにあるかというものの洗い出しをしています。

また、朝霞保健所の方では、小児慢性特定疾患医療費給付制度という医療費の制度がありますの

で、そこからも把握はできるかなと思っています。

そのほか、必要時連絡として、御家族からあることもありますし、訪問看護ステーションから制

度の利用の相談も含めて上がってくることもありますし、随時、関係部署から御連絡をいただくこ

とで、私たちも把握できるかとまとめたものが、この資料１になります。

今年の４月に、市役所内の関係部署のほか、庁外の関係部署や障害福祉サービスの相談支援事業

所に対して福祉のガイドブックを送付することと併せて、障害福祉課でいろいろな制度があるの

で、ぜひ御紹介いただいて御活用くださいという、いわゆる周知ですね、そんなことをいたしまし

た。

その周知先は２１か所で、庁内で言えば、ここに挙がっているところのほか、保険年金課ですと

か、保育関係の部署にも周知をいたしました。そのほか、障害児の相談支援事業所が朝霞市内には

結構ありますので全ての相談支援事業所に対しても周知をしましたので、これから地域の皆様方に

もアンテナを張っていただいて、医療的ケアが必要なお子さんが必要なサービスをより早く受けら

れるように、そんなことも障害福祉課としてはやっていきたいなというふうに考えています。

議題（１）については、以上になります。
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○杉田部会長

ただいま説明がありました内容につきまして、委員の皆様から御質問などございますでしょう

か。

○中田委員

２点お聴きしたいと思っています。

今回新たに把握をした方の５人というのは、今周知した結果、情報が向こう側からやってきたの

で増えたのか、又は積極的に何か取りに行った情報の中にいたのかというのは、どこからすくい取

った情報なのかをお聴きしたいのが一つ。

もう一つは、「申請しているサービス」の中の、ちょっと重複もあると思うんですけれども、その

まま足し算をすると１７人サービスの利用をしている方がいて、何も使っていない方が多分２人い

るのかなと思ったんですけれども、この方たちは訪問看護は、実際には利用している方なのかどう

かというところを、ちょっと気になったので聴いてみたいです。

○事務局・佐甲主幹

お尋ねが２点だったかと思うんですけれども、まず昨年の１４人が今回１９人なので、５人増え

たのはどこからということですよね。この４月に周知をしたところから全て拾えたわけではないん

です。例えば去年の１４人というのが、令和２年の４月１日現在の人数で、そのあと、例えば入院

中で退院してきたことで分かったお子さんがいたりとか、障害福祉のサービスの利用から把握だっ

たかと思います。

○事務局・田中主任

そうですね。相談支援事業所でのモニタリングだったり、計画案だったりとかを確認をして、そ

うしたら拾い上げることができたという形になります。

○中田委員

ありがとうございます。

○事務局・佐甲主幹

それから、あともう１点が、訪問看護のサービスが使えているかどうかとか、サービスとの兼ね

合いですよね。例えば今の１９人の中で、サービスを使っていなくて訪問看護ステーションも入っ

ていないという方は二人かと思います。サービスは申請しているけれども、訪問看護は使っていな

いという方もいれば、逆もあるんですね。その方の年齢とか障害の程度だとか、そういうことにも

よるのかと思うんですけれども、両方とも使っていないという方は名簿上ではお二人なので、残り

の１７人はどちらかは使っている。そんなイメージで思っていただければいいと思います。
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○中田委員

どこにもつながっていない方でも一応相談支援のところの計画の中に入ったことによって把握に

つながったみたいな感じですね。

○事務局・佐甲主幹

そうですね。

○中田委員

分かりました。ありがとうございます。

○杉田部会長

そのほか、どなたかございますか。

私から、いいですか。

非常に全数把握、とても重要だと思うんですが、大体半年周期で変わりますので、定期的にアッ

プデートする、確認作業というのは年１ぐらい、最低限していかないといけないと思いますので、

そこのところをお願いしたいと思います。

○事務局・佐甲主幹

ありがとうございます。

例えば、福祉のガイドブックって前から作っているんですけれども、個々の方に必要な情報とし

て届いていないんじゃないかという声も上がってきていましたので、あえてそれぞれの機関に送っ

て見ていただく、そういった周知を今回初めてしたんですね。ですので、先生が今おっしゃったみ

たいに医療的ケア児の方ってね、状況が変わっていったり、あとは新たに必要な方も出てくると私

たちも想定していますので、１回周知したからいいでしょうではなくて、タイミングを見ながら必

要に応じて関係機関とやり取りできるようにしていきたいと思います。御意見ありがとうございま

す。

○杉田部会長

どなたか、そのほか。

○藤塚委員

この資料１の中の下のところに、保健所でやっている把握について、少し御説明してもいいです

か。

○事務局・佐甲主幹

ありがとうございます。

○藤塚委員

保健所では、小児慢性特定疾病の新規の病気が幾つかある中で、指定された病気が該当するんで



- 9 -

すけれども、その中で申請があった方について、在宅で医療的ケアを行っている方についてはアン

ケートを、新規で申請をしてきたときに必ずアンケートを取っていて、今どんな在宅療養で、どん

な治療をしているかというのを確認するんですけれども、その中で医療的ケアとして人工呼吸器と

か、在宅酸素とかですね、気管切開しているとか、経管栄養、胃瘻とかっていうのを把握してリス

ト化しています。

きっと市の障害福祉サービスを使っている人は市の障害福祉課で把握があったりだとか、数のす

り合わせはきっとこれから必要になってくるかとは思うんですけれども、一応保健所ではそういっ

た形で新規のときに確認をしているのと、あと毎年１回、継続申請というのがあるので、継続の時

期に元々医療的ケアを行っていた方については、継続申請のときにもアンケートを取るので、そこ

で聴き取りとかですね、アンケートに答えてもらって、今現在も継続しているかどうかを確認して

います。そこで、先生がおっしゃっていたアップデート。できれば希望として年２回はしたいと思

っているんですけれども、継続のときというところで毎年更新しているような形になります。

以上です。

○杉田部会長

ありがとうございます。

私からも、朝霞市の会議なので余り関係がないんですけども、ほかの市町村から今回の法改正に

伴って、何かアクションってありましたか。

○藤塚委員

そうですね、志木市からありまして、志木市でも医療的ケア児のことについて検討していこうと

いうことになっていまして、今年度の後半ぐらいに、このような形で自立支援協議会なのか、医療

的ケア児か、まず障害福祉課の管轄するところと保健センターと保健所で少し１回集まって、どん

なふうに今後していったらいいかというのを、少し話をしていこうという流れにはなっています

ね。

○杉田部会長

現在は志木市だけ。

○藤塚委員

志木市ですね。

○杉田部会長

あとは、ない。

○藤塚委員

今のところは、お声が掛かっているのは志木市ですね。
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○杉田部会長

ありがとうございました。

○中田委員

今お話いただいた中で、医療的ケア児が１９人のうち、小児慢性特定疾患を利用されている方と

いうのは、大体何割ぐらいカバーできているかって分かりますか。

○藤塚委員

そうですね、実際には障害福祉課で把握している数よりも、保健所で把握している数の方が多い

ので、ただ、手帳とかお持ちでない方も小児慢性特定疾患の方ではいらっしゃるので患の方では入

っているので、実際にはあんまり数はあれですけれども２０件ぐらいは保健所では把握していると

ころですね。

○中田委員

小児慢性特定疾患の更新のときのアンケートで情報のアップデートはできてしまうのかなと、今

お話聴いていて。

○藤塚委員

はい、そうですね。

○中田委員

分かりました。

○藤塚委員

あとはですね、小児慢性特定疾患を申請しなくても重症心身障害の方でお金かからないで済んだ

りとかしてしまうと、小児慢性特定疾患の方、結構手続に手間が掛かったりとか大変なので、こち

らはしない方も時々はいらっしゃるので、そこで実際には小児慢性特定疾患の該当児童になるんだ

けれども申請しないで手帳を持ってサービスを受けている方っていらっしゃるとは思います。

○中田委員

ありがとうございます。

○杉田部会長

ありがとうございます。

どなたか、ほかに御意見ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

次に進めさせていただいてよろしいですか。

◎ 議題 （２）医療的ケア児の災害時の対応について
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◯杉田部会長

それでは、次の議題に入ります。

（２）医療的ケア児の災害時の対応について、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局・渡邉係長

それでは、議題（２）「医療的ケア児の災害時の対応について」ということで、まずは今回、国の

法律が改正されておりますので、この場で共有できればと思います。

まず、私の方からは、本日追加で配付した資料の「災害対策基本法等の一部を改正する法律の概

要」を基に、改正内容について簡単に説明したいと思います。

まずは、こちらの【趣旨】を御覧ください。こちらの災害対策基本法などの一部改正ですが、近

年頻発している地震、またゲリラ豪雨など水害等、こちらの自然災害に対応して、災害時における

円滑かつ迅速な避難の確保及び災害対策の実施体制の強化を図るために、本年５月に改正されたも

のとなっております。

次の【改正内容】で、「１．災害対策基本法の一部改正」を見ていただきまして、「①災害時にお

ける円滑かつ迅速な避難の確保」ということで、まず、「１）避難勧告・避難指示の一本化等」とな

っております。

こちらは、本来であれば、避難すべき避難勧告のタイミングで避難せずに、逃げ遅れなどによっ

て被災者が数多く発生しているという現状があることや、「避難勧告」と「避難指示」の違いも分か

りづらいといった課題があったことから、避難勧告・指示を一本化して、今までの勧告の段階から

避難指示を行うこととして、避難情報のあり方を見直したものとなっております。

続いて、右側の「２）個別避難計画の作成」ですが、こちらの改正部分が、今回の議題でもある

「医療的ケア児の災害時の対応」という部分に深く関わってくるものとなります。

こちらは、避難行動要支援者名簿に記載された避難行動要支援者の災害時の円滑な避難の実効性

を確保することが課題となっておりまして、避難行動要支援者ごとに避難支援等実施者をあらかじ

め定める個別避難計画の作成について、地方公共団体の取組を一層促進する必要があることから、

その作成を市町村の努力義務とした改正内容となっております。

ポイントとしては、やはりこの個別避難計画について、市町村に作成を努力義務化したことにな

りますので、皆さんも御理解いただければと思います。

続いて下の部分、「３）災害発生のおそれ段階での国の災害対策本部の設置」を可能にするととも

に、「広域避難に係る居住者等の受入れに関する規定の措置等」を講じるという内容になっておりま

す。

続いて下の部分、「②災害対策の実施体制の強化」ということで、こちらも変更や追加などが生じ



- 12 -

ておりますが、時間の都合もありますので、ここでは説明は省略させていただきますので、皆さん

で読んでおいていただければと思います。

続いて下の部分、「２ 内閣府設置法の一部改正」、そして「３ 災害救助法の一部改正」とあり

ますが、こちらも省略させていただきますので、皆さんで読んでおいていただければと思います。

簡単ではございますが、災害対策基本法等の一部を改正する法律についての説明は以上とさせて

いただきます。

○事務局・田中主任

引き続きまして、「医療的ケア児の災害時の対応について」ということで、資料２と資料３を御覧

ください。

資料２の方が、「在宅人工呼吸器使用者のための災害時個別支援計画」となっています。それから

資料３は、「個別支援計画作成に向けた優先度」ということで、二つの資料に関してなのですけれど

も、資料に入る前に、令和２年度に実施した医療的ケア児部会での内容を改めて確認したいと思う

のですけれども、令和２年度では、先ほど議題（１）でも出ましたように、医療的ケア児の全数把

握が課題だということと、そのほかに、災害時個別支援計画の立案、全数立案が必要だというこ

と。それから、地域とつながりがなかなか作れないという就学への課題だったり、親同士の交流の

場がないという話だったり、介護職員の手技の差など、いろいろ挙がったかと思います。

いずれも重要な課題であるとは認識しているんですけれども、やはり最も力を入れる必要がある

ものということで災害時の対応なのかなと思っております。それに関して、やはり災害時個別支援

計画の立案というのを、体制を整備して整えていかなければいけないとは思うのですけれども、現

在、朝霞市で立案されているものというのが、前回の医療的ケア児部会でもお話があったように、

保健所のモデル事例、１事例の方は作成されている状態ということになっております。

この資料２の方は、そのときに使用されました朝霞保健所の方で使用されている災害時個別支援

計画になっております。ほとんど内容はカバーされているかとは思うのですけれども、今後、朝霞

市で計画を立てるに当たって、朝霞市バージョンに見直しをしていくことだったりとか、あとは、

個別支援計画を作成にするに当たって優先度、先ほど申し上げました１９人、いろいろな方がいら

っしゃいますが、その中で個人的なことは申し上げられないのですけれども、その中でも優先度を

決めて立案をしていくべきだとは思っておりますので、資料３にもありますように優先度をこのよ

うに考えておりますが、その中で委員の方々に御意見を頂戴して、進めさせていただきたいと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

資料２と資料３については、以上になります。
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○杉田部会長

ありがとうございます。

ただいま説明のありました内容につきまして、委員の皆様から御質問などありますでしょうか。

いかがでしょうか。

中田委員、どうぞ。

○中田委員

これを実際には個別支援計画って、まだほとんど作られていないと前回伺ったと思っていて、ど

ういうふうに作成していくのかみたいなところを、ちょっとある程度御提案みたいなのを私の方か

らもしたと思っているんですけれども、進め方についてはこの後、御説明はある感じですか。

○事務局・佐甲主幹

今事務局で、こんなふうに考えているということと併せて、今日はフォーマットの御意見も頂き

たいなと思っているんですけれども、どういうふうに進めていくのかをセットでイメージしていた

だいた方がいいかなと思いますので、補足させていただきます。

現在、個別支援計画が作られているのは、お一人だけですので、医療的ケア児の方全員に作って

いくとなると、あと１８人の方を作っていかないといけない。そういったときに、一遍に１８人を

作るというのは無理なので、優先度を付けて順番にということになるかと思うんですね。

やはり、きちんとしたものを作っていきたいと考えていて、私たち事務局では、要綱を作って、

こういう趣旨でこういうふうに進めていきますという大方のルール決めをまずしないといけないな

と思っていて、そのルールに基づいて、例えば医療機関のお医者様ですとか訪問看護ステーション

ですとか、市役所以外の方たちにも来ていただいて、実際には行くことになると思うんですけれど

も、市が主催で招集をかけて計画を作っていくというための最初のルール作りをまずしようと考え

ています。

それと併せて、今、保健所が小児慢性特定疾患医療費給付制度を使っていらっしゃる方のアンケ

ートをしていますというお話があったんですけれども、個人情報の関係もあるので、名簿のすり合

わせをしているわけでは実はないんですね。ですので、私たちが今つかんでいる１９人の方につい

ての私たちが知りたい情報を盛り込んだアンケートを作りたいと考えていて、その中で、個別支援

計画を作ろうと思うけれども協力してもらえますかという項目も中に入れながら１９人の全員の方

の状況把握をしていきたいと考えています。計画をつくるとき、１９人全員の方が「作ってほしい

です」と仮に手を挙げたときに一遍にはできないので、では誰からとなったときに、年齢が若い方

がいいのか、それとも障害、病気が重たい方がいいのか、それともハザードマップで例えば浸水想

定地域に近い方がいいのかという辺りも、御意見頂きたいなと思っているところなんです。
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今日、皆さんに意見を伺いたいのは、まずフォーマット、今、保健所で使っているそのままなの

で、朝霞市が主催で計画を作るときに、もうちょっとこういうのも入れた方がいいんじゃないとい

うのを皆さん方の方でお気付きの点があれば教えてほしいと思っていて、フォーマットの案を御意

見頂戴したいということと、あとは進め方と１９人の中の優先順位の決め方についても御意見を頂

きたいと思っています。

ルール作りについては、今は７月ですから夏、秋ぐらいにかけて、市の中でルール決めという

か、それは事務局で粛々と進めていく、そんなふうに考えています。

そして、もう一歩先まで言ってしまうと、この部会の２回目を冬に予定しているので、冬までの

間に私たちは準備を整える、アンケートを取って手を挙げてもらう、計画を作ってみる。そして作

ってみてどうだったという報告を２回目にできたらいいなと思っています。

今は動き出したばかりですので、何例の報告ができるかの約束はできないんですけれども、まず

進み出してやってみて、どうだった、また修正する必要があるかなということも含めて御意見をま

た次の部会でも伺いたいというイメージで考えていますが、お答えになっていますか。大丈夫です

か。

○中田委員

はい、理解しました。ありがとうございました。

○杉田部会長

そのほか御意見ありますでしょうか。

○中村委員

個別支援計画は、事前に情報を把握するためのツールなのか、例えば緊急時にこのまま持って、

「これです」とやるものなのか、ちょっと把握が分からなくて、当日それかどうかによって、この

チェックしないといけない項目が変わってくるのかなと思うんですけれども、具体的な使い方って

どういうふうに使うのでしょうか。

○事務局・佐甲主幹

使っていただいている藤塚委員に実際どうかをきいてみていいですか。

○藤塚委員

実際には災害を想定というか、普段の、やっぱり災害のときだけに何かを持ち出してとかいうと

準備しておかないといけないので、やはり災害を想定して、普段の何もないときから準備しておく

という意味合いで一通り情報として集めているものだったり、こんなとき、どうしたらいいかとか

いうのを書き込んでおくものになります。
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○中村委員

今事業所を運営しているんですけれども、インテークシートみたいなところで、アレルギー反応

だったりとか、食事がどこまで進んでいるかとか、そういったところは把握するんですけれども、

すごく似ているなと思いまして、医療情報等が多いんですけど、実際この子が避難した場所で生活

するための情報というのも必要なのかなと思いました。

○藤塚委員

そうですね。本当に具体的に災害が起こったときに、じゃあこれをどう活用したらいいかとかい

うところも想定というか考えながらいくと、これプラスそういった今おっしゃっていたような情報

が入って。

○中村委員

アレルギーのこととか、何か疾患があったりとか、僕らの保育園だとアレルギーに対してすごく

敏感なので、どこまで食事が進んでいるのかとか、そういった摂食に対してどうなっているのかと

か、多分生きていくために必要な要素は必要かなと思います。

○藤塚委員

実際にはこれは家に置いておいて、有事の際に家族とかが困らないように置いておくためのもの

なので、きっと本当に災害が起こって避難所に移ったときに、またパスみたいな、そういうのもあ

ると、そういう情報もまとめて置いたりするといいのかもしれない。入れ込んでおくといいかもし

れないですね。

○事務局・佐甲主幹

今の中村委員のお尋ねなんですけれども、例えば保育園とかでもお使いになるようなアレルギー

とか、お食事のこととか、生活ですよね。そこに関連するような何か良さげなシートと言うんです

かね、要はこれに足した方がいいかなと私も御意見伺っていて思ったんです。そういったときに参

考になるような、何かこれ見たらどうというような何かお勧めのシートとかがあれば教えていただ

きたいなと思いますけれども。

○中村委員

園で使っているものと児童発達支援で使っているものと両方持ってきます。

○事務局・佐甲主幹

ありがとうございます。

○杉田部会長

アレルギーのシートについては、小児アレルギー学会で作っているシートがあります。一応それ

を今進めているところですが。
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ただ、今この個別支援計画の書類の普段の扱いについてなのですけれども、これ今御自宅にとい

う話があったんですけど、御自宅だけではしょうがないので、これだったら市役所か広域消防の関

係のところで、すぐにアクセスできるような状態に常に置いておく必要があるかと思いますので、

そういった各市町村の努力義務ということで、それぞれ朝霞市は朝霞市で頑張るだけきっちり作る

というのが最優先なのですが、ただ実際は小さい市が四つ集まっていますから、災害時の救援の際

に、それこそ中宗岡と宮戸の違いはどこですかということで、全然書式ががらりと変わって情報が

全然違うというのも問題だと思いますから、今後もし完成版ができ上がったら保健所も含め、周辺

の市町村にもその情報を、うちはこういうのを作っているよということを共有するプロセスを作っ

た方がいいんじゃないかなと。全然市が変わったら、市境超えたら全然内容が変わっちゃうのでは

話にならないと思いますので、本当は、みんなすり合わせをするのが一番いいんですけども、これ

もなかなか温度差があると難しいと思います。

○釼持委員

今お話を伺っているところで思ったんですけれども、まず、この個別支援計画自体は、先ほどそ

れぞれが自宅で準備したり困らないようにということで持っておくものというお話だったんですけ

れども、今の段階では保健所の方でも同じものを持っているとかいうわけでは。

○藤塚委員

もちろん保健所は持っていて、あと御自宅と、あと訪問看護とか関わっているところの人には、

関係機関はお持ちのはずです。

○釼持委員

ありがとうございます。

部会長がおっしゃったように、すごく近くで４市とかあるところですので、消防は４市で一つで

すよね。南西部だと思うので、多分消防の方とかが見たときに、朝霞のはこうだけど、志木のはこ

うだしというふうにならないように統一したというところを求めていくといいよねというお話だっ

たと思うんですけれども、確かにそれもあるなと思うので、もちろん、例えば朝霞のところでこう

いうものを作ってみました、志木はどうですか、新座はどうですか、和光はどうですかという話あ

ると思いますけれども、是非消防とかの方からとか、医師会とか分からないですけど、そちらの方

から、こういうデータがあると、ぱっと見たときにこういうふうになっていると助かる。御自身の

患者だったりとかすれば分かるでしょうけれども、そうじゃない人が見ても、これだけの最低限の

ものがあれば災害時、緊急時のところで対応できるから、これだけの情報は欲しいとか、そういう

ところがあるといいのかなと思います。
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○杉田部会長

ぱっと見たところ非常に良くできている書式ではあると思うのですが、ただ、確かに医療的な立

場からすれば、もうちょっと欲しい部分もあるかと思います。何人かの先生に、いろいろ諮ってみ

ようかと思います。今日時間があれば、この後、小児科医会があるので、そこでもちょっと話はし

たいと思います。

○齋藤委員

これは事前に準備をしておく資料ということだったんですけども、実際に災害ってなると、本当

に何が起こるか分からないということで家族とも離れてしまうとなったときに、例えば避難所にい

た看護師とか、全然知らない人が対応するということもあるかもしれないというところで、この人

の具体的な手順書みたいなのがあるといいのかなと思いました。書類がすごく多くなってしまうと

は思うんですけれども、例えば注入にしても、機器のボタンにしてもいろいろな種類があったりと

か、呼吸器の使い方とかそういうところも、ポンプを使うとかもいろいろあると思うので、その辺

の実際に災害が起こって家族と離れた場合には、どうしてほしいというところを聴き取っておくと

いうのがいいのかなと思いました。

○杉田部会長

中田委員。

○中田委員

やっぱり情報ってリッチになりがちだと。今のあるフォーマットだけでもこれだけのページ数が

あって、さっき人数の把握のときに、これを更新しないと意味がないと杉田部会長もおっしゃって

たと思うんですけれども、それと同じだと思っていて、この初回、個別支援計画作ったとして、今

後この更新はどうやっていくのというようなところが結構ネックになってくるのかなと、今お話を

聴いていて思いました。

ちょっとこの後調べていただきたいところなんですけれども、昨年クラウドファンディングで金

沢医科大学がアイパブリッシングという民間の会社と一緒に、医療的ケア児（者）と家族が自分た

ちの心身の状態をアプリに保存して、それを有事の際にＤＭＡＴ、医療従事者に情報開示ができる

ようにするというようなアプリをクラウドファンディングで持ちかけて、実際にそれが成立してア

プリにもなっているみたいなんですね。今それを見てみると、結構これ自分である程度、家族など

の人たちが入力しやすいようなフォーマットになっていて、個別でヒアリングをして入力とか追記

が必要なところだけ、ちょっと外側から専門的な方に加入してもらって入力のフォローをしていた

だくみたいなことをやっていけば、そこの作成についての労力は変わってくるのかなと思っていま

す。
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元々医療的ケア児（者）の人たちのための情報を入れたアプリなので、人工呼吸器とか吸引器と

か酸素吸入器とかいうようなものに対してのどうかという入力がそれぞれできるようになっている

ので、ちょっとこれ、一回使い勝手含めて確認してみてほしいです。実際に、これを自治体側とし

てどういうふうに使っていくかみたいなページがあるので、ちょっとそこは多分自治体関係者の方

であればアクセスができるようなところかなと思いますので、後ほどお見せするので、そこを調べ

ておいていただけると更新のところで困らずに済むかなとは思っております。

以上です。

○杉田部会長

ありがとうございました。

○事務局・佐甲主幹

いろいろあるものだと思いました。

○藤塚委員

今は本当にこういう時代で日々更新するには時々しか関わってない保健所が情報を取るよりも、

その場でアプリに入力したりとかして、それがＤＭＡＴに、災害時に活動する医療チームみたいな

ものなんですけど、そういう人たちに提供がすぐできるといいですよね。

○杉田部会長

ＤＭＡＴとかタブレット持ちながら行くことができるとすごいですね。

○事務局・佐甲主幹

今、情報提供をしていただいたので見させていただいて、私たち自治体、市として何ができるか

というのが、もしかしたらハードルがあるかもしれないんですけれども、そこはまず見させてもら

おうかと思います。

あと、フォーマットについては、所属している仲間とか皆さんいらっしゃるかと思うので、例え

ば今さっきアレルギーのこととかも御助言いただいたりとか、あと、医療側からすると追加した方

がいい項目がありそうかなというのも部会長の方からもお話が出ましたので、持ち帰っていただい

て御意見とかあれば、１回障害福祉課の方に寄せていただいて、それをまた取りまとめて皆さんに

フィードバックをしながら、まず第一号として動けるフォーマットを作っていきたいなと思ってい

ます。またやりながら随時、多分更新したりとか作業が必要になってくると思うので、まずは今年

度あと数か月ぐらいのうちには動きたいなと思っていますので、御意見頂ければ、また後日で構い

ませんので御意見頂ければと思います。よろしくお願いします。

○杉田部会長

どうぞ。
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○釼持委員

先ほど事務局の方からアンケートを取ってみて御協力いただけるかみたいなというお話だったか

と思うんですけれども、その上で１９人、今の段階で作っていくというところは有りだとは思うん

ですけれども、先ほどからもお話があったように、どういった形でそれを作り上げていくかという

ところは一つとしても、先ほどお話ししたように、医療的な方からのアプローチというのは多分こ

れを網羅すれば全部ＯＫですというのができてから、さあ作りましょうというよりも、例えば現段

階で一応保健所のこれがあるので、これを１９人の方に、例えば御協力、もちろん出したくないと

いうあれだったら参考にというのもありますけど、出していただけますかと。やってみて、うちの

子の場合、私の場合は、これにプラスしてこういう情報を入れておきたいとか、こういう項目があ

るといいというものをアンケートでもらうというふうにすると、当事者の意見も反映されての使い

やすいものというのが、その後作り上げやすいのと、一端はここにあるものは協力していただけれ

ば得られるということもあるのかなと思うので、動いちゃうというのも一つかなというふうには思

います。

本当に、いつ何時起こるか分からないときにというところで、明日起こっちゃうと意味がないん

ですけれども、それを仮にやりました、皆さんからいろんなものが集まりました、まだ紙ベースで

来たものだけなんです。でもその段階で災害が起こりましたということであれば、それを少なくと

も生かすことはできるかもしれないと考えたのは、そういう動きにした方がいいかなと思うのです

が、いかがでしょうか。

○杉田部会長

ありがとうございました。

まず、いろいろ考えるとどんどん遅くなっちゃうので、問題点は後から抽出してリニューアルし

ていくような形で行けば早いかなと確かに。

○釼持委員

それこそ情報を更新していくというときに、情報を入っているものを更新していくだけではなく

て、こういうものを追加しようとか、それ自身のアップデートをしてくというので、より良いもの

を作っていく。データ版から作っていけばいいのかなと思うというお話なんです。

○杉田部会長

ありがとうございます。

どなたかございますか。

よろしいですか。
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○事務局・佐甲主幹

今、いろいろ御意見頂いて、ちょっと確認したいのですけれども、進め方っていろいろあるかな

と今の御意見で思っていて、確かに早くしないと、いつ災害を受けるか分からないというのも私た

ちも今更ですけれども思っているところなんです。ですので、ここにいろいろ追加したりとか御意

見頂いたりするのがいいかなと私も思っていたんですけれども、確かにそうすると、またどんどん

日にちがたってしまうというのも現実あるので、釼持委員がおっしゃっていただいたみたいに、ま

ずは保健所で使っていただいているフォーマットを朝霞市版に、若干の手直しはするかもしれない

んですけれどもベースにしながら、まずは動きだして進めてみて、あとは追加というのは、もしか

したらオプションみたいに、ベースはこれというのがあって、お子さんによって使っているサービ

スが違ったり年齢が違ったりすると聞かないといけない項目も変わってくるので、どういう項目が

追加するといいでしょうかというのも、今思ったのがそのアンケートの中で、例えばこういう様式

でやろうと思っていますという御呈示をする中できいてみる。直接御本人とか家族の方にきいてみ

るというのもやれたらいいかなと思っていますので、まずこれで動き始めるというところで、皆さ

んよろしいでしょうかの確認をしたいです。

○杉田部会長

どうもありがとうございます。よろしくお願いします。

○事務局・佐甲主幹

ありがとうございます。

◎２ 議題 （３）その他

○杉田部会長

それでは、次の議題、よろしいでしょうか。

議題（３）その他ですが、委員の皆様から何かありましたら。

○事務局・佐甲主幹

すみません。先にいいですか。事務局から。

今回ですね、いろいろと追加の資料を当日配付で置かせていただいたので、まずはこの報告をさ

せていただきたいと思います。

今日の追加資料の中で、医療的ケア児の法律、皆さんは御承知いただいているかと思うんですけ

れども、法律が変わったことに対する情報共有もしたいなということと、中田委員から、世田谷区

でセンターができましたよというのも情報提供いただいたので、それも今回追加資料とさせていた

だきました。
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最初に、横長Ａ４のパワーポイントの資料が横になっている「医療的ケア児及びその家族に対す

る支援に関する法律の全体像」というところが１枚。大きな字で書いてあるので、そこだけ見てい

ただければいいかなと思っております。その次の資料は、国が出している通知ですので、これは後

でまたお家で見ていただければいいかと思うんですけれども、この法律というのは右肩のところに

書いてありますけれども、今年の６月１１日に成立して６月１８日に既に公布をされているものに

なります。皆さんもマスコミとかでも見聞きをされているかと思うんですけれども、すごく大事な

ことだなと思うので改めて私の方からこの資料を基に確認をしたいと思います。

医療的ケア児については、「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアが必要な１８

歳までの児童のことをいう」と定義をされています。この法律の目的については、医療的ケア児が

増えていることですとか、あとは心身の状況に応じた適切な支援が受けられるということが課題に

なっているよというのがあって、そこの下の矢印のところにありますけれども、下の棒が引いてあ

るところですけれども、「医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職防止に資す

る」と書いてあります。それともう一つ、「安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現

に寄与する」。これがこの法律の目的になっていて、基本理念としては５点あるんですけれども、例

えば、１番だと「社会全体で支援していきましょう」とか、２番目については、「切れ目なく支援し

ていきましょう」になるんですけれども、この２番目のところ、今回これが肝だなと私見ていて思

ったのが、矢印の１行目のところにあるように、「医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に

教育を受けられるように最大限配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等」と書いてあって、こ

こが今回の法律の肝なんだと私は思います。あと、３番の「医療的ケア児でなくなった後にも配慮

した支援」というのは、さっき１８歳までと言いましたけれども、１８歳になったら医療的ケア児

じゃなくなるのかというと、そういうわけではなくて、法律上は大人のサービスに移行していくこ

とになるので、そこも配慮した支援をしましょうということがここにうたわれています。それから

４番は、当たり前ですけれども、御本人ですとか保護者の方の意思を最大限に尊重しましょうと

か、あとは居住地域にかかわらず支援を受けられるようにしましょうというのが基本理念としてう

たわれていて、その中で国･地方公共団体の責務や保育所の設置者、学校の設置者等の責務というと

ころも書いてあります。

国や地方公共団体による措置としては、保育所とか学校による支援をやっていきましょうとか、

相談支援の体制も整えていきましょうとか、人材の確保もしましょうとか、いろいろと書いてあり

ます。

保育所や学校については、医療的ケアが受けられるように看護師を配置しましょうというのがし

っかり書いてあるので、法律ができて、いろいろな自治体、朝霞も自治体ですけれども、市だけじ
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ゃなくて、例えば県もこれから動いていくことになるのかなというふうに思っています。

あとは、医療的ケア児の支援センター、今回世田谷に専門的にセンターを作られているところが

ありますけれども、これが都道府県が設置をしなさいと言われているものになります。ですので、

この法律の全体像は、今まで課題だと言われたことが網羅されてきていて、これから進めて行くと

いうところの足掛かりになるような、そういった法律だなというのも改めて皆さんと共有できれば

いいかなというふうに思いました。

情報提供いただいた世田谷の医療的ケア児の相談支援センターの開設式典というのが来月です

ね、８月３日にできるそうなんです。内覧会とかも既に終わっていたりしますけれども、何でここ

はそれがあるんだろうって思って、よく見てみたら、国立成育医療研究センターのお膝元なんです

よね。委託先が社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会なので、それこそ歴史と伝統のあ

る、こういった民間の団体がここをお引き受けいただいてというのは、恐らく場所的にも地域的に

も、こういう素地がしっかりあったところで、こういったセンターができたんだなというふうに思

いました。先進地でどんなことが行われているかというのも、私たちがこれから医療的ケア児の支

援を、一市ですけれども、やっていくのにとても参考になるかなと思いましたので、情報提供いた

だいたものを皆さんに情報提供させていただきました。

事務局からの「その他」は、以上になります。

◯杉田部会長

ありがとうございました。

そのほか、どなたか御意見等。

中田委員。

○中田委員

情報提供、ありがとうございました。今この法律が成立したところに書いてあったところで、保

育園とか学校のところについて強調されているという話がありました。今、朝霞市ではどうかとい

うと、例えば人口呼吸器の子が保育園、幼稚園に行きたいと言ったときに、それを行かせてあげら

れる状況にあるかというと、今はまだそこは検討していない状況かなと思っています。

先ほど田中主任から、いろいろな課題があった中で災害支援がまず一番大事かなということで、

優先順位を決めていただいたということだったんですけれども、やっぱりこの法律ができたときっ

て予算も付いてくると思っています。ほかの文科省とかのこれとは違う資料とかも見ていると、ち

ょっと予算がどの施策に何億付いているかみたいなところも目安として書いてくれていて、交付初

年度から３年を限りとするとかって、やっぱりそのお金をいつまでに使わないといけないかという

期限ももちろんあるんですね。かなり幅広く対応をするようなことは書いてあるんですけれども、
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特に学校とか保育に関しては手厚いものが出てくる。あとはセンターと言うとまた大きな話ではあ

るんですけれども。なので、そこのお金の動きをもう少し把握していただいて、その中から朝霞市

が今リソースとして、ないのはどこなのかというところを確認していただいて、今動くべき、リソ

ースがないところから動くべきだと思っているので、どこから動くべきなのかというのを改めて確

認をする必要があるかなとは思っています。なので、ちょっと災害のところとは別軸で、忙しいと

は思うんですけど、ちょっと今この法律が立ち上がったところをチャンスと捉えて動いていただけ

たらなと思います。

例えば災害の方も、どこまで予算が付いているか分からないんですけれども、例えばいろいろな

補助が東日本大震災以降付くようになりました。成育医療センターとかが防災のマニュアルみたい

なものを出していて、そこで、人工呼吸器の人は多用途のバッテリーを２台持てるようにしましょ

う。そのバッテリーに関しては補助を出しますよみたいなのが国としてはあります。では、そのバ

ッテリーは一つを使っている間に、もう一つを充電できるようにしましょうという意味で書かれて

いるんですけれども、でも停電しているときに、そのバッテリーはどうやって充電するんですかと

なると、やっぱり自費で、そのバッテリーを充電するための発電機みたいなものが必要だったりす

るんですよね。なので、ちょっと災害のところを考えていく中で、ちょっと必要なシーンが出てき

たときに、この法律を活用するところがどこかにないかとかというのを確認していくと、ちょっと

朝霞市の持ち出しを少なくフォローが迅速にできやすいところはあるのかなというふうに思いま

す。

例えばそのバッテリーの充電を費用対応できるような予算を組みますとかというのが、この中か

ら持ち出しできたらいいなと思いながら、ちょっと幅広い内容の法律なので、私もまだ細かくは見

れていないんですけど、そういうふうに２軸で動いていただけたらなと思っています。

以上です。

○杉田部会長

ありがとうございました。

○中村委員

今、朝霞の市内の保育園、公立も含めて医療的ケア児をみている園というのは、あるんでしょう

か。ちなみに志木市は公立が１園と、僕らがやっている元気キッズで１園、医療的ケア児の子供た

ちへの保育、補助教員を活用してなんですけど、やらせてもらっております。なので、やれないこ

とはないと思うんですけれども。

近隣市だと、志木市が初めにやったというだけ情報をいただいていて、公立が始めて、去年か

な、始めさせてもらって、そして今年、僕らがまた１園やらせてもらっての２施設。ただ、１人だ
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けなので、やっぱりそれ以上は一つの施設で見れないので。すごく看護師の雇用がめちゃめちゃ大

変なので。

○事務局・佐甲主幹

すみません。正しいデータを持っていないんですけど、記憶の中ですが公立保育園で医療的ケア

児の方を受け入れていますというのは、多分なかったかと思います。。

○中村委員

この育成協議会でも聴かないので、ないのかなという感じですかね。

○事務局・小笠原主任

大分前にいたような記憶があるんですけれども、かなり前なので、その子の医療的ケアの度合い

がどれくらいだったのかが定かではないので、ここに含まれる子なのかというのは、すみません今

断言できる状況ではないです。

○中村委員

分かりました。

○杉田部会長

中田委員。

○中田委員

ちょっと私が知っているのが大体活動を始めた５年ぐらい前の話ではあるんですけど、その当時

は、浜崎の保育園で導尿のお子さんなんかを１人、２人見られていたりとかぐらいはありました。

なんですけど、結局保育園の園長先生次第みたいなところで、保育課が余り関与していないので、

結果として見ていたとしても、ちょっと市役所の方で把握はしていないというのが当時の実態で、

今はそこがどういうふうに変わっているかというのは、ちょっと怪しいかなとは思っています。「何

かあったら元気キッズにつなごう」みたいな感じになっている可能性もあるなという気はしてい

て。なので、ここの辺りの法律のことって、教育と保育とすごく関係性があるので、この横連携を

朝霞市の中でも、どういうふうにされていくかというのもちょっとあるのかなと思っています。多

分知らないと思っています。こういうのが出てくるのは。

○中村委員

保育課主幹は知っていると思うので、多分保育課として動いていると思うんですけど、依頼があ

れば動くけどもみたいなところなのかなとか。余り手を挙げる保育所はいないと思うので、自らは

というところは、自治体から働き掛けると、もしかしたらやりたいと言ってくれるところがあった

りとかするのかなと。
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○事務局・佐甲主幹

今回、資料で法律を皆さんにお示しをしたんですけれども、実際、保育園とか学校ってどうなの

というところまでは、例えば教育委員会とか保育の部署に確認はしていないので、今の実態がどう

なのかというところと、今後どうしていくのがいいのか何ができるのかという辺りは、私たちでは

答えられない部分も正直あって、ただ、場合によってはこの部会にオブザーバーという形で来ても

らうというのも、方法としてはあるかなと思ったりとか。議題によって、どうしても障害福祉課は

全部つかみきれない部分もあるので、そういったときには、どなたかに来てもらうという方法も考

えないとと思っています。私たちも、せっかく部会で皆さん集まっているのに分かりませんでは申

し訳ないので、そういう方向も今後、会の運営としても考えていきたいなと思っているのと、あと

は事務局サイドでどうやったら連携が進むのかなとか、どうやったら現状もつかめるのかなという

のも、持ち帰って相談をしてみようと思います。

ありがとうございます。

○齋藤委員

ちょっとまだ私が法律を読み込みできていないところもあるので、もし御存知の方がいらっしゃ

ったら教えていただきたいというところでの質問なんですけれども、大きな項目の２番のところ

で、「教育を行う体制の拡充等について（第１０条）」というところなんですけれども、ここで大体

内容を把握しますと、特に特別支援学校とかが多いと思うんですけれども、医療的ケア児が在籍す

る学校というところで、今まではお母さんたちがそこに行ってずっと待機しなければいけないとい

うところがあったと思うんですけど、そこが、介護福祉士等が喀痰吸引を行うことができるように

学校に配置することができるみたいなことが書いてありまして、今までは、ヘルパーを使っている

人とかがいた場合、そのヘルパーが学校に入っていくことができるかというところが希望でもあっ

たりもしたんですけれども、なかなかそこがうまくかなうということができなかったところなんで

すけれども、この法律のこの部分というのは、そういうことができるようになったということでし

ょうか。

どなたか御存知でしたら教えていただきたいと思います。

○中田委員

自信はないんですけど。医療資格がある人以外は、親しかできませんみたいなルールではねられ

ていたという理解ですかね。

○齋藤委員

今まではそうですね。あとは、ちょっと進んで、教員が吸引の指導とかを受けた人が、養護教員

とか特定の先生はできるに変わったんだけれども、まだそれが少なくて、多分学校さんがいらっし
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ゃるので一番詳しいと思うんですけれども。

○山田委員

基本的に、親御さんがそういった支援を、例えば県の事業に登録して許可を得たものに関して

は、看護教諭が行っているんですけれども、それができないという場合に、教員だけ等の場合には

保護者だけがケアをすることになっています。ただ、法律が変わってくると、やっぱり親御さんも

とても負担が大きいことなので、そういった方向になっていくと、かなり良くなってくるのかなと

いうところ。

○齋藤委員

この法律はそういう意味でしょうか。介護福祉士等を整備して、学校で雇うとかという意味でな

く、個人が契約しているヘルパーと一緒に行くことができるという意味で。

○山田委員

私もまだその辺は読み込めていないので。

○中田委員

どちらかというと、看護師を配置できるように予算を出しますよみたいなことを表立っては言っ

ていて、そこが「看護師等」となっているんですね、その文言が。その「等」の中に、どこまで含

まれるのかというのは、多分細かいところを見ていかないといけないと思っているので、その

「等」がどこに書かれているかを探しにいく必要があるのかなと思っているところです。

○齋藤委員

そうすると、個人がそれぞれにヘルパー、例えばお家で見てもらっているヘルパーとか慣れてい

る人がいいとかってあると思うので、もしそういう人と一緒に学校に行くことができたら一番理想

なのかなと思ったんですけど、そういう感じではなく、学校に常駐する人みたいな感じのイメージ

ですかね。

○山田委員

今、特別支援学校の場合だと、看護教諭というのがいて、県に許可を得てできるんですけれど

も、結構去年、一昨年辺りから、市によっては何とか通常の小学校や中学校に看護師を配置して、

例えば特別支援学級だとか、そういったところに通わせられないかと動いている市はあるんです

ね。予算が付けば、何とかできるかなというところで、今、志木市がすごく積極的にそういうふう

に動いていて、去年なんかもそういうお子さんがいたときに、どうにかできないかということで、

かなり動いていたんですけれども、やはりちょっとまだこの法律も出ていなかったですし、そうい

う意味で難しかったので、この看護師等というのは、どちらかというと特別支援学校ではなくて、

通常級の方の動きなのかなというふうには私の捉えとしてはあるんですけど、そこにヘルパーが特
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別支援学校の場合に入って来るというのは、看護教諭というのを配置している中でどうなっていく

のかは、ちょっと看護師を入れるということに、またヘルパーを入れるということには少し壁があ

るのかなという。それであれば、看護教諭のやれることを県の中で広げていくということが考えら

れて、新たに看護師を追加してという、特別支援学校については、そこは難しくなってくるのかな

という感じはしています。恐らく小学校の通常級の方で、そういった動きを進めていくという流れ

なのではないかなと思います。

○齋藤委員

ありがとうございます。

○事務局・佐甲主幹

今のお話を伺っていて思ったのは、まだ法律ができて私たちも読み込めていないところと、まだ

この法律を使ってという事例も自治体で出てきていないんですけれども、皆さんたちのバックグラ

ウンドの中でいろいろな情報が入ってくると思うので、必要なことがあったら、是非情報共有して

いただければいいのかなと思います。こんなのがあったよというのがあれば、事務局にお寄せいた

だければ、皆さんたちにまた情報提供しますので、是非助けていただければと思います。

ありがとうございます。

○釼持委員

先ほど中田委員からも部会の大きな流れとして、まず優先順位として災害時のというところは、

別立てで法律とかで予算のところもあるからというようなお話をいただいたじゃないですか。事務

局の方に、ではどんなことが朝霞市ではできるかなというふうに投げていただいたと思うんです

が、先ほど当事者の方にアンケートなりというところをするという中に、実際、今となっては例え

ば高校生になっていたりとかすると、もう関係ないといったらあれですけど、今の自分の事ではな

いんだけれども、当時保育園に通おうとしたときこういう壁があってできなかったとかというよう

なことは、きっとあるんだろうなというふうに考えたら、実際に今直面しているかもしれない、過

去にそうだったかもしれないといったところの、こういうのがあったらよかったのに。今でもこう

いうのがあるといいと思うんだけどというような意見をもらえるような、どうせ送るのであれば、

そういう欄みたいなものを設けていただくと、当事者の意見も頂いて、そうか、こういうことも考

えないといけないし、これだったら予算の中でできるかもしれないというふうにやっていった方

が、そこが分からない中で、事務局の方でこういう法律があるんだけど保育課はどうとか、そうい

うふうにするのは、向こうも何を求めているのかねという話になっても困るので、是非そういうの

をやった上で、吸い上げた上で、こういう意見があるんだけど、保育課の予算とかもあるからどう

かなというふうに持って行ったほうが、向こうも動きやすいし、事務局も動きやすいのかなという
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ふうに思うので、そういうのを入れてもらうという動きをまずしてもらうというのは、どうです

か。

○事務局・佐甲主幹

ありがとうございます。

○杉田部会長

ありがとうございます。

事務局、検討していただいて。是非、よろしくお願いいたします。

○事務局・佐甲主幹

はい。

○杉田部会長

特に、ほかに御意見ないようであれば。

大丈夫ですか。

○事務局・佐甲主幹

では、最後に。

会議が始まる前に、２回目の部会を最初に１月何日とお示ししたんですけれども、会場の都合が

付かなくなってしまって、急きょ日にちを変えるか場所を変えるかということが起きてしまってい

て、会議が始まる前に早めにいらしていただいた方には、個別にいい日、駄目な日を伺っていたの

で、あと釼持委員、終わった後で、いい日や駄目な日というのを教えていただきたいです。この部

会は過半数いないと会議が成り立ちませんので、今の段階で一番出席人数が多くなりそうなところ

で決めさせていただきたいと思います。

決めた暁には、また確認を含めて皆さんに何月何日ですというのを早めにお知らせしようと思い

ます。２回目は変更になりますので、大変申し訳ないんですけれども、御協力いただければ大変助

かります。

すみません。よろしくお願いします。

事務局は以上です。

○杉田部会長

今回、法律の改正の公布される半年以上前からこっちの方向で朝霞が動いたのは、多分周辺自治

体では一番進んでいるんじゃないかと思いますけれども。ちょっとこれからいろいろ進めていく中

で暗中模索の部分もあると思いますが、またよろしくお願いいたします。

◎３ 閉会
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◯杉田部会長

それでは、よろしいですか。

これをもちまして、令和３年度第１回朝霞市障害者自立支援協議会専門部会を終了いたします。

本日はどうもありがとうございました。


