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令和元年度第 1 回（第 10 期 通算第 38 回） 

 

宇治市早期療育ネットワーク会議 議事録 

 

Ⅰ 会議の概要 

 

１ 件名  令和元年度第 1 回宇治市早期療育ネットワーク会議 

 

２ 日時  令和元年 7 月 23 日（火）14 時～16 時 

 

３ 場所  うじ安心館 3 階 大会議室 

 

４ 出席者 

  委員 服部委員長（京都府立大学）  小山委員（宇治久世医師会小児科医師） 

     杉本委員（宇治福祉園）    大野委員（かおり之園） 

     亀口委員（NPO 法人ｱｼﾞｰﾙ舎）  上松委員(宇治児童相談所) 

     田中委員（山城北保健所）   委員（学校教育課）   

  須原委員（障害福祉課）      雲丹亀委員（こども福祉課） 

  岡部委員（保育支援課） 

 

事務局 星川（福祉こども部長）   

横山(保健推進課副課長)    平（保健推進課主幹） 

      関村 神﨑 春田 小倉 細川 岡（保健推進課発達支援係） 

            

５ 欠席者 余根田委員(あゆみ園)       中西委員(こども発達支援センター) 

 

６ 傍聴者  報道関係 1 名 

 

７ 議事 

(1) 平成 30 年度活動報告  

(2) 就学前の早期療育の現状 

(3) 各機関の早期療育にかかわる取り組み     

(4) 今年度の会議計画 
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Ⅱ 会議の経過・結果 

 

１ 開会あいさつ 

   宇治市早期療育ネットワーク会議設置規定第 6 条にもとづき委員の半数以上の

出席があるので、令和元年度第 1 回「宇治市早期療育ネットワーク会議」を開催す

る。本会議は原則公開になり、今回は 1 名の方が傍聴されるが、質疑応答の中に個

人情報のやり取りが入る場合は、非公開となり、傍聴の方にはご退席をお願いして

いるのでご了承いただきたい。 

 

２ 委員紹介 

   服部委員長の進行により、委員がそれぞれ自己紹介を行った。 

 

(１) 平成 30 年度活動報告 

平成 30 年度宇治市早期療育ネットワーク会議報告書に基づき、事務局より報告 

前回の会議において、平成 31 年 4 月に年中児になる方の療育申請が多かったと報告し

た。それに関して、所属別の内訳などについて質問があった。資料②をご覧いただきた

い。公立幼稚園については、昨年度までは 4、5 歳児しか在籍していないため、申請の段

階で公立幼稚園に通っているということは、年長の一年間の療育を見越して申請された

ことになる。私立幼稚園在籍の方は増加傾向にある。発達相談を受けられた方で対人面

の課題を有する方は、割合としては 6 割前後で推移している。資料②の 3 に挙げている

のは、毎年 11 月時点で、翌年度に向けて療育が必要と判断されている方、もしくは見極

めが必要とされている方の人数である。11 月以降に相談に繋がって申請される方もいる

ため、必ずしも一致しているわけではないが、必要児数における申請児の割合を見ると、

昨年度は 70%と高くなっている。平成 31 年度に年中になる方の申請が多かった傾向もあ

り、就学が近い年齢で療育への保護者のニーズも高くなっていたのではないかと考えて

いる。必要児数については、前年度挙がっていたが申請されなかったお子さんも翌年に

再度挙がる場合があるので重複がある。 

 

(２) 早期療育の現状について資料③、④、⑤に基づいて事務局より報告 

フォローにつながる流れについて、いくつか典型的な流れがある。ひとつは、10 か月

児健診や 1 歳 8 か月児健診から発達相談に繋がり、親子教室等を経て、療育につながる

場合がある。また、生れた時から早期に疾患等による障害が明らかな場合は、健診より

も前に地区担当の保健師より医療機関等を紹介し、早期からこども発達支援センターの

セラピーや療育につながる場合もある。また、3 歳児健診後、保育園幼稚園等において課

題が指摘されて発達相談につながる場合や 4 歳児時点で園児の発達サポート事業を申し

込まれて発達相談につながる場合もある。 
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資料⑤について、“発達相談日人数”となっているのは“発達相談実人数”の間違い

のため修正していただきたい。 

 

＜質疑応答＞ 

 

委員：資料②の 2 について、5 年間の推移になっているが、もうあと 5 年くらいさかのぼ

って出すことは可能なのか。この 5 年であればこうなのかな、とわかるが、10 年、15 年

くらいさかのぼったらどうか、というのを思った。対人面の課題というのもはっきりし

た基準は難しいと思うが、いわゆる自閉症スペクトラムと考えると、幅の広い対人関係

の難しさ、特徴の濃淡はあると思う。そのあたりはどうなのかがわかるとよい。軽度の

方が増えているのかどうか、などがわかればよいと思った。 

資料②の 3 の平成 30 年度 70%と出ているが、年中だけでなく年長も多かったのではな

いかと思うがどうか。 

 

事務局：対人面の課題については、平成 26 年度ごろを境に集計の方法が変わったため、

即答できないが、さらに以前まで出せるかは検討したい。また、ご指摘の通り、対人面

の課題などについてはスペクトラムと言うことで濃淡の部分は明確にすることが難しい

部分である。平成 30 年度の翌年年長児の申請児については昨年度の報告書に人数をださ

せていただいているが、7 名となっている。前年度と比べると若干減っている。 

 

委員：資料⑤私立幼稚園における支援が必要な子どもの数というのはどういう集計か。

療育に行っている人の数と読み替えていいのか。 

 

事務局：アンケートを行った私立幼稚園各園に判断をしていただいている。私立幼稚園

から府の補助金を申請している数という事におそらくなるかと思う。 

 

委員長：公立保育所の母数はどれくらいか。また、どれくらい民営化されているか。 

 

委員：現状では、公立保育所は 7 園ある。最近で民営化したところはない。 

  

委員長：では、7 園で申請しているお子さんが 7 人ということは、単純に平均すると 1

園に 1 人となるのか。この表を見て、公立幼稚園に通う子で申請している子はすごく少

ないことについてはどうみるのか。 

 

事務局：公立幼稚園は平成 30 年度までは 4 歳児と 5 歳児クラスのみだった。そのため、
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公立幼稚園に入ってから療育を申請するのではなく、公立幼稚園に入園する前に療育申

請をされている場合が多い。 

 

委員長：公立幼稚園に入園されてから、申請される方が少ないということでいいか。 

 

委員：療育と幼稚園が同時にスタートする子が多い。そのことでの困難ということもあ

る。 

 

委員長：先ほど指摘があった、対人面の課題がある子の割合について、基準や濃淡がわ

かればよいというご指摘があったが、今後、それぞれの発達相談員や親御さんの感覚的

なものではなく、こういう課題に対してのでき方という基準を設けていくことも検討し

てはどうか。月齢や年齢によっても求められる姿は違うが、基準があいまいだと比べよ

うもない、という点は確かにある。20 年位前になるが、1 歳半の健診の時に、指さしも

色んな指さしがある中で、可逆の指さしがことばの増え具合を予測するのに有用だ、と

いうような発表も共同でさせていただいた。健診の問診項目についてもご提起いただく

予定なので、そのあたりについてもまた議論できればと思う。 

 

委員：資料②の 3 番、療育必要児数について。療育必要児数というのは、相談員が親御

さんに療育を勧めた数ということか。 

 

事務局：11 月の時点で挙げている必要児数の中には、実際にお勧めした方と、今後療育

の必要性を見極めようとしている方も入っているので実際には勧めていない方もいる。 

 

委員：12 月には見学会を行うが、受給者証がなくても利用できると聞いたとおっしゃる

方もいる。療育というのをどう説明されているのか。どう伝わったかというのも確認し

ていかないといけないと思う。療育に行かれる前の方に、“障害”ということばを使うと、

ショックを受けられる方もいる。人数とともに、親御さんの気持ちの変化なども見てい

きたいと思った。 

 

事務局：療育手帳と受給者証の区別がついておられない保護者の方もいる。何のことを

伝えているのかはこちらでもしっかり統一していきたい。 

 

委員長：療育が必要と判断された方の中で、申請された方が 7 割にあがったということ

では、必要性について適切に説明できているという風にみることもできるのではないか。 

 

委員：資料⑤の 4 の※印について、平成 30 年度からはではなく平成 31 年度から 3 歳児
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クラスが出来たので、訂正していただきたい。 

 

委員：資料⑤の中で、療育の申請の割合がかなり上がっているということは、必要性を

きちんと説明されているということで、宇治市のご尽力あってのことと思うが、この調

子で、療育につながっていく人が増えた場合にどうしていくか、ということは少し気に

かかる。すでに今年度 10 名の待機がいる。この先どう見越しているか。 

 

事務局：昨年は 5 名、今年度は 10 名、という待機が出てしまっている。新しい施設が

できるという話もあったが、なくなったと聞いている。最近は、宇治市内の 4 園以外の、

他市町の療育に行かれる方もでてきている。勧めたのに入れないとなると、親御さんが

かなりしんどい思いをされる。保健推進課の中でも、どのような方に療育を勧めるのか

という視点についても発達相談員の中で検討したいと思っている。 

 

委員：療育につなぐお子さんを絞るということか。 

 

事務局：以前、この早期療育ネットワーク会議の中で、療育勧奨の基準を話し合ったこ

とがあった。そのころに比べると療育に行く方も広がっているような印象はある。絞る

という意味ではないが、改めて療育の必要性の判断について精査させていただく、とい

うことで思っている。 

 

委員：10 名待機というのは、何月現在の数字か。 

 

事務局：令和元年 7 月現在の数字である。4 月の段階で 12 名が待機であったが、6 月に

2 名が途中入園となった。 

 

委員：時々、待機の方何名いらっしゃるか、と聞いているが、そんなにいない、今は大

丈夫です、というような返事があるかと思う。当方は 6 月に 3 名入れている。数字が違

うのではないか。 

 

事務局：この数字は 1 月の一斉の申請の時期に申請された方について載せている。1 月

以降の申請の方は待機児としてカウントしておらず資料に入っていない。 

 

委員：よく、地域的に東の方が希望の方が多いと聞くが、そのあたりどうなのか。10 名

の内訳はどうなっているか。 

 

事務局：資料が手元にないので、地域については今すぐにお答えできない。はっきりし
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た数はわからないが、東のほうが多い状況はよくある。 

   

委員：療育が必要で希望されている方には、一人でも多くの方には利用していただきた

いと考えている。人数の枠があけばすぐ入れるというわけではない。子どもさんの状況

に応じてクラス編成をしている。パズルのように埋め込んであげたい、という思いがあ

るので、できるだけ早く、希望されている方の状況を知りたいと思って時々聞かせてい

ただいているが、そこがうまく合わないということがある。以前も、希望があるという

ことで枠を空けていたのに結局なくなった、というようなこともある。できるだけリア

ルな状況を知らせていただきたいという思いがある。 

 

委員：待機児童が発生している状況であれば、最新の情報を例えば 1 か月に 1 回各園に

伝えるなど、情報提示があってもいいのではないかと思うがどうか。 

 

事務局：できるだけ、必要な方に療育につながって欲しい思いはあるので、できるだけ

早く入っていただけるようにこまめにお知らせしたいと思う。 

 

委員：１か月に 1 回連絡をもらっても、受け入れられるわけでもない。例えば、今年度

は見学希望が出たりしているので、そこへの対応はさせてもらっている。親御さんはつ

ながったり動いてもらえたりするとうれしいとは思う。そこへの受け皿としてできるこ

とはやりたいと思う。 

 

事務局：できるだけ市の持っている情報は提供させていただいて、考えていただく材料

としていただきたい。 

 

委員：療育に必要な人を絞るのかという質問もあったが、どういう基準で療育を勧奨し

ているのかということは知りたいと思っている。こどもの発達というのは線引きは難し

い面はあると思うが、紹介していただいたお子さんの中には、保育園や幼稚園の集団の

中で支援をすることで伸びていくお子さんもいらっしゃるのではないかと思うこともあ

る。もっと優先度の高い方がいるのではないかと思うこともある。そのあたり明らかに

していただければありがたいと思うが。 

 

事務局：先ほど来、絞るという表現が出てご指摘いただいているが、宇治市として対象

児を絞るという考えをしているわけではない。必要なお子さんにはしっかり療育を受け

ていただきたいという考えをもっている。今年は 10 名の待機が出ている状況ではあるが、

そこへの対応として待機児教室を設定させていただいている。基準の部分については事

務局からお話ししたいと思う。 
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事務局：発達の遅れの程度の基準としては、報告書 63 ページにもあるが、療育紹介基

準を載せている。前回の会議でもご紹介したが、発達の遅れの程度についての基準はあ

る程度あるが、アスタリスクのところがケースバイケースになっている状況ではある。

そのあたりは各担当も悩みながらご紹介しているところである。もう 1 点あげるとすれ

ば、近年はこちらからご紹介する前に保護者がすでに療育についてご存知の方もおり、

保護者から通園をご希望されることもある。あるいは園から療育を勧められ、療育に行

きたいために発達相談を受ける方もいらっしゃる。 

 

委員：平成 13 年度の基準を今も使っているという事で良いか。発達障害者支援法はそ

のあとできている。発達障害のスペクトラムの概念もその後に出てきていると思う。知

的な遅れはさほどなくても、行動上の問題や対人関係の問題という部分が課題となって

療育につながっている方も増えている印象がある。そのあたりがどうなっているのかが

知りたいので、先ほどの、10 年 15 年前と比べてどうか、という話につながっている。

基準がどのような動きをしているのかが知りたい。 

  

委員：今までの健診は、発育・定型発達をみるものになっている。そうではなく、発達

特性に焦点をあわせたような問診項目を入れてもらえるように検討をお願いしたい。委

員がおっしゃったような、発達の遅れがわかりにくい子たち、スペクトラムの方も発見

できるような。今年の資料に書かせてもらったが、たとえば M-CHAT であるとか。他

市でも取り組まれているところはあるので参考にしてもらいながら検討してもらえな

いか。 

 

委員：具体的なことで、情報の共有については、すでに保育支援課さんでは保育園の毎

月の空き状況が更新されているので、すでにあるそういった仕組みも活用されたらいい

のではないか。 

 

委員長：療育のクラスに 1 つ枠が空いているから、いつでもそこに入っていいというわ

けではないと思う。おそらくグループや子ども同士の関係性や保護者さんの相性という

ところも含めて考慮する必要があり、本当に複雑なパズルだと思う。今あるシステムを

十分に使いつつ、適宜お伝えしていくことが大事だなと改めて思った。 

先ほどご指摘があったが、この調子で必要な方が増えていくとすればどうなるのか、と

いう心配はあるが、学年での特徴もある。昨年話題になっていた、年中が多いという現

象は、実はその前の年に年少の申請も多かった、ということがある。ある学年に要支援

と言われる子どもたちが偏ることはある。そう考えると 5 年くらいの枠で見れば急にあ

ふれるということはないかも知れない。もちろん、受け皿との関係をしっかり見極めて
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いくことも大事だと思う。 

もうひとつ、インクルーシブ教育・保育という観点でいえば、療育にいくことによっ

て、とりわけ保護者支援の役割も大きいが、4,5 歳児の通常保育の中で、一人ひとりの

要求をかなえるような保育ができていれば、年中年長で必ずしも療育に行かなければな

らない、というお子さんがやや少なくなる可能性もあるのではないかと思う。 

どれだけ多様なお子さんを包摂するような保育をすすめられるか、は保育の力量にか

かわる問題である。みんなが同じことを同じようにすることをよしとするような保育の

中であれば、療育の場でないと自分が楽しめることができないお子さんが多くなってし

まう。 

4 歳児の発達サポート事業の中で、発達をみるだけでなく保育の方法にかかわる部分

までどれだけサポートしていけるか。 

療育につなぐお子さんを絞るということではなく、通常の保育のところでも、一人ひと

りのニーズが満たされるような保育のあり方が可能だよ、ということを考えることも大

事なのかなと思う。 

 

(３) 資料⑥について質疑応答 

委員長：資料⑥について、あらかじめ目をとおしていただいた上で、質疑応答の時間と

させていただきたいと思う。なお、個人情報に触れる可能性がある話題が出る場合は予

告していただけるとありがたい。 

 

委員：これから報告する内容は個人が特定される可能性があり、配慮いただきたい。 

 

～非公開内容～ 

  

委員：保育所等訪問支援事業という事で、かおり之園では利用の申し込みはほとんどな

い。園からの希望もないとやれないところがある。保育所との連携という事では、この

訪問支援事業を使わなくても、家庭連携や関係機関連携の中でやっていける部分もある。

全国的な動きや傾向等あれば聞きたい。 

 

委員：保育所等訪問支援の全国的な動きでは、利用実績が伸びていかないということは

あるようである。受け入れ先の園のサービスの認識不足という事もあると思う。園長所

長の話を個々に聞く限りでは、実際実施された園からは、効果的であったという話を聞

くが、それが周知されていないことが課題かと思っている。 

 

委員長：内容について、何をしてもらえるのかが明確でないと依頼しにくいという事が

ある。あゆみ園の資料では、保育所等訪問支援事業の位置づけを明確にされているので、



9 

 

園の方もわかりやすいかも知れない。そうでなければ、何をしてもらえるのかがなかな

か伝わりにくい。 

 

委員：児童発達支援とのリンクがわかりにくい。保育所等訪問支援をやっている時間帯

は児童発達支援はできないという縛りがあるので使いにくい。この事業ははたして有効

なのか、存続していくものなのか。 

 

委員：昨年の実績としては、保育園 8 か園、公立保育所は 6 か園、民間の幼稚園 8 か園、

公立幼稚園 1 園、小学校 14 校、中学校 1 校、その他 1 か所に訪問している。これまでも

園と関係を作ってきたことが背景かと思う。 

 

委員長：これまでの関係で、どういうことをしてもらえるのか園側もイメージしやすい

ということがあるのではないか。 

 

委員：保育所等訪問支援は有用な事業と考え取り組もうとはしてきたが、マンパワーの

不足もあり、これまで力を入れてこられなかった。こども園から公立幼稚園に転園され

たケースで実施した。はじめは家庭連携で訪問に行ったが、浮かない表情で集団参加で

きていなかった。園長も、何をするんですかと初めは受け入れに消極的だったが、丁寧

に説明し受け入れてもらえた。始めてしまえば、福祉園さんのように実績が積まれて効

果も感じてもらえるのではと思う。支給量は月 2 回くらい。 

 

委員長：保育所等訪問支援事業について、園側にもニーズはおそらくあると思う。周知

に関しては検討してもらう。施設側の限られたリソース（時間・人員）の中ではどこに

重点をおくか、など大変なところはあるだろう。 

 

委員：現在は必要性をあまり感じていないが、この事業がうまく回れば、先ほどあった

保育力の向上ということにも関連してくると思う。園の方から、療育の見学に来られる

ことはあるが、保育活動の中に子どもをあてはめるにはどうしたらいいかという観点で

質問してこられることが多い。園の保育力や先生の考え方が柔軟であれば、その中で育

っていく児もいると思うので、スキルアップが出来ていくならば良いが、まだそこまで

うまくいっていないと感じている。 

 

委員長：実際の保育を検討するのにも活きてくると思えるとまたよりニーズも高まるか

と思う。園の保育力が課題となってくる。委員から、健診の問診項目の追加変更という

ことで少しお話があったがどうか。 
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委員：健診は、これまで定型発達から外れた子をピックアップするということが主目的

だったかと思う。発達特性を早期に確認するような項目を導入するべきと思う。自閉ス

ペクトラム系の児は、知的に高かったり言葉の遅れが認められない場合、発見が遅れる。

1 歳半で見つけること、睡眠障害が見られるお子さんは要注意であること等の項目を中心

に設定、検討していただければと思う。 

 

事務局：発達相談員を通じて課内でも課題を共有している。どのような方法が有効かを

検討していきたい。 

 

委員長：他の機関から出していただいているのは、共通して、人材育成、時間の確保と

いった課題を挙げてくださっているかと思う。児童相談所の待機が半年以上出ていると

いう現状も書いてくださっているが。 

 

委員：医療機関での特児の診断書の作成依頼が多くなっている。バックグラウンドがわ

からない新規の方は細かく聞き取るとなるとかなり時間を要する。児童相談所では特児

の診断書を書いてもらえる状況ではないのか。 

 

委員：児童相談所では半年待ちになる。嘱託医の時間数は増やしてもらっているところ

ではあるが、現状としては追いついていない。 

特児を申請されている方の中に、お金はいらないんですという方がいる。何のためか

というと保育所の加配をつけたいという理由で来られる方がいる。そういうところで診

察枠がとられてしまう。生活面から手当の必要な方をメインにしてほしい。特児をとる

と加配がつくというのはどのようなことかと思う。 

 

委員：半年以上の待機があるので、療育手帳と特児の更新時期がずれてしまうこともあ

る。 

 

委員：保健所にも一部の医療機関から、特児手当のことで受診される方がいて、短い診

察時間からどう判断したらいいのかという声もきく。医療にどういうことを求められて

いるのか、と質問されている。 

宇治市だけではないが、市町の相談にかかっていて、「一度医療機関を受診を」と曖昧

に勧められているのではというご指摘がある。家族歴を含めた生活面全般の相談という

ことであれば、発達支援クリニックを利用してもらえたらと思う。前半の話にも出てい

たが、療育の基準が主観になるというところでは、医師の見立ての場所というところで

利用してもらえたらと思う。 

小児慢性特定疾病の医療的ケアが必要だが自力移動が可能な方もいるが、児童発達支
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援事業所や保育園幼稚園では受け入れが難しいという方もいる。受け皿として今後の検

討が必要かと思う。 

 

委員長：そろそろ終了の時間となってきたので、事務局より諸連絡をお願いしたい。 

 

事務局：今後の予定としては、12 月 9 日に講演会を実施する。研究会議の内容・時期は、

今日の会議の結果も踏まえて検討していきたい。 

今年度より、会議の報告書は冊子での発行はせず、宇治市のホームページ上の審議会

のページに議事録や資料を掲載させていただく。 

 

事務局：お忙しい中出席を賜りありがとうございます。熱心な議論をありがとうござい

ました。マイクの不備がありましたところお詫び申し上げます。 

特別児童扶養手当についての問題提起や、乳幼児健診の問診項目については引き続き

検討させていただきます。 
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