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教育研 究所

徳 島市教 育委員会

「平成 30年 度災害時発達
先 日、徳島県発達障がい者総合支援 センター主催の研修会 に参加 してきました。
障がい者サ ポー ト体制強化事業」の一環で『災害時 の心 理的変化 と支援の基本』として、講師先生のお話を
お聞き した り、防災グッズ等の紹介があった りと充実 した研 修会で した。
『発達障が い者 知って備える !防 災
その会で、徳島県発達障が い者総合支援セ ンターが発行 している、
「
ハ ン ドブック』をいただきました。今回はそ こか ら抜粋 して 1 災害 を知 ろう」 をご紹介 します。
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・
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これは、大変 !!
今できることを
練習 しておこう。

轟 鑢

偽甲轟

ダヽ一―イ2
■カセ ッ トコンロで調理 してみよう。
「
■加熱せずに食べ られるものを探 してみよ う。
.曜
■手を水道で洗わずに、ウェ ッ トティッシュだけできれいに拭 こう。
■食器を使わず に、紙皿にキ ッチ ンラ ップをまいて使ってみよう。 (一 人 1日 1枚 で)
■水道 を使わず に、一 人ペ ッ トボ トル 1本 (2リ ッ トル)の 水だけで生活 してみよう
̀
■簡易 トイ レや屋外仮設 トイ レで も練習 しよう。
■非常持ち出 しの リュックを背負 って、避難場所 まで歩 いてみよう。
(い ろんな道順で、 いろいろな季節 で、繰 り返 し、昼間だけでな く夜 も)
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を1考 えて、練 習してみよう。
あなたが「今 日からできるここ」
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様 々 な手続 きに ついて

杯鰈

徳島市で は、子育 て支 援課 。子 ども企画課等が 「とくしま 子育てガイ ドブック さんぼ」、障害福祉課が
「障害者福祉 ガイ ドブック ふれあ い」 を発行 してお り、特別な支援が必要なお子 さんに関する情報 をまと

めて います。今回はその

ら、よ くご質問 を

る

について抜粋 して ご紹介 します。

◆療育手帳 の交付
‑51・ 77)
・ ・ ・ 【申請・ 交 付窓 ・ 問い合わせ】 障害福祉課 障 害 者 福 祉 係 (088‑6
<内 容 > 知 的機 能 の 障害 が発達 期 (お お むね 18歳 まで )に あ らわれ 、判定機 関での判定 によ り認
め られた知的障害者 (児 )に 対 して交付され、様 々な福祉サー ビスを利用するときに必要な
手帳 です。判定結果 によ り、Al(最 重度)・ A2(重 度)・ Bl(中 度)・ B2(軽 度)の 各区分 に
応 じた徳島県発行 の手帳が市役所経 由で交付 されます。
<判 定機関>18歳 未満 の人・・・ 徳島県中央 こども女性相談セ ンター (児 童相談所)
◆障害児通所支援 (児 童発達支援、放課後等デイサー ビス、保育所等訪間支援)の 利用
。・・ 【
申請・ 問い合わせ】 障害福 祉課 障害者支援係 (088 ‑621‑5171)
<内 容> 心身に障害、または発達のおくれ等がある児童を対象とした事業所等で、訓練や支援 を行う
サー ビスです。 ・
<利 用の住方>① 障害福祉課(市 役所 1階 南館 l階⑮番)の 窓 口で支給申請や聴き取 り調査の予約を行う。
②心身の状況等 について、聴き取 り調査を行う。
③療育手帳等を取得または特別児童扶養手当を受給 していない場合は、徳島県中央 こ
ども女性相談セ ンターまたは保健センター等に、障害福祉課か ら意見書の作成を依
頼す る:
④ 申請者が障害児相談支援事業所 と契約 し、障害児支援利用計画案の作成を依頼する。
⑤利用計画案等の必要書類 を障害福祉課に提出する。→ ⑥受給者証が発行される。
◆特別支援 教育就学奨 励費
学事係
(088‑621‑5414
・・・ 【
問い合わせ】 教育委員会
<内 容 > ;徳 島市立 の小 中学校 の特別 支援 学級 へ就 学す る(し て いる)児 童生徒 の保護者 の経済 的負担
.を 軽減するために、その負担能力の程度 に応 じ就学のための必要な経費の一部を支給する制度。
★逝隻度の.ヱ且撻量望調査量衡ぃ 、希望者は書類と領収書を提出。
<受 給資格> 徳島市に住所を有 し、徳島市立小中学校 に通っている以下の児童生徒の保護者が対象.
①特別支援学級 に在籍している児童生徒。
―
・ ―
②通常の学級 に在籍 している児童生徒のうち、徳島市の教育支援委員会でl特別支援
壺整 で指導することが望ましいと判断された児童生徒。
. .
③通級指導教室等 に通級 している児童生徒。
(通級 に要す る公基菫函醸[選 速口髭迎塑壷闘墜盛狂菫絵対象)
・
<新 入学児童生徒学用品 通学用品購入費 について>
新 1年 生のみに支給される新入学学用品費には、新たに入学する児童生礎が通常必要 とする新入
学 にあたっての学用品 (ラ ンドセル、かばん、通学用服、通学用靴、上履き、帽子等)の 購入費用が
該
当します。支給 を受けるためには、金額・ 日付・ 業者名の入つた領収書 (レ シー トも可)の 提出が
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小・ 中学校 の 先 生方 にお願 い・・・引き継 ぎ シー トを保 護者 が 持参 したら

年明けの 1月 15日 以降、来年度入学する児童生徒の保護者が、「引き継ぎシー ト」を持 って来校さ
れることがあると思います。対応 される先生方 にお願 いです。
① お子さんのお名前、来校 された方 のお名前、お電話番号 (後 日面談日を調整するために)を 聞 く。

② 引き継ぎシートを両面コピーし、昼埜菫型壁菫童基塾型墾二墾全。
③ 受け取った先生は、自分の名前を保護者に伝える。
④ 確実に校内担当の先生に引き継ぎ、面談の時間等の連絡を入れてもらう。
̲生盪盗止≦整聖⊆笙豊霊。時期は学
(引 き継ぎシートをご提出くださつた保護者の方とは必ず画談の
校1こ よって異な ります が、原則 は入学までにとな つています。)よ ろ しくお願 いいた します。

