
第２６回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会議事録 

日時：平成25年12月5日（木）17:00～19:00 

場所：障害者総合支援センター研修室 

 次  第  

１．開  会 

  ○ 障害福祉課長あいさつ 

  ○ 委員自己紹介 

２．議  題 

  ○ 第25回委員会議事録（案）の承認 

 ○ 今後の発達障害者支援体制について 

 ○ しあわせ倍増プラン２０１３について 

 ○ 平成25年度の理解啓発事業について 

 ○ 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケートについて 

３．そ の 他  

４．閉  会 

 配布資料  

・ 第26回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 次第 

・ 同座席表 

・ 同委員名簿 

・ 資料１ 第25回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会議事録（案） 

・ 資料２－１ さいたま市の乳幼児支援のあり方についての提言 

・ 資料２－２ さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会報告書（平成20年度～平

成22年度） 

・ 資料３ しあわせ倍増プラン２０１３（素案） 

・ 資料４ 平成25年度発達障害を理解するための講演会 開催要領（案） 

・ 資料５ さいたま市障害者総合支援計画策定のためのアンケート実施概要 

・ 矢崎委員提供資料 

 出 席 者  

委  員・・・鈴木仁史、松本辰美、浅沼康雄、吉田泰好、矢崎弘美、二瓶則子、山

路久彦、黒田安計、山本信二、宮野稔、小田和幸子、吉野博之、菅野

博、内河水穂子

（敬称略）
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事 務 局・・・【障害福祉課】 

        吉川洋一（課長）、西渕亮（係長）、高橋純一郎、川松茂晃、 

滝沢干奈 

       【障害者総合支援センター】 

        永島淳（所長）、太田邦子、真野哲、増渕英美 

       【総合療育センターひまわり学園育成課】 

        小宮山順子（課長） 

１ 開 会  

（西渕係長） 

それでは定刻となりましたので、開始させていただきたいと存じます。本日は、皆様大

変お忙しい中を、日程を変更させていただいた上に、夜間の開催となったにもかかわらず、

ご出席いただきありがとうございます。 

それでは、開会に先立ち確認させていただきたい事項がございますので、よろしくお願

いいたします。 

まず、本日の委員の皆様の出席状況についてですが、出席委員 14 名、欠席委員４名でご

ざいますので、さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会設置要綱第７条の規定によ

り、委員の過半数がご出席されておりますので、本日の会議は成立いたします。 

続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。本日お配りした資

料といたしましては、第 26 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会次第、同座席

表、同委員名簿、資料１ 第 25 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会議事録

（案）、資料２－１ さいたま市の乳幼児支援のあり方についての提言、資料２－２ さい

たま市発達障害者支援体制整備検討委員会報告書（平成 20 年度～平成 22 年度）、資料３し

あわせ倍増プラン２０１３（素案）、資料４ 平成 25 年度発達障害を理解するための講演

会 開催要領（案）、資料５ さいたま市障害者総合支援計画策定のためのアンケート実施

概要、矢崎委員提供資料 

以上でございます。資料の方はよろしいでしょうか。 

次に、会議の公開についてお断りを申しあげます。 

本委員会につきましては、さいたま市情報公開条例第 23 条の規定によりまして原則公開

することと規定されております。つきましては、本日、傍聴を希望する１名の方がこの会

場にお越しでございますので、傍聴を許可するとの御了解をお願いいたします。 

（異議なしの声） 

（西渕係長） 

それでは、前回の委員会にご出席できなかった委員のご紹介をさせていただきたいと思

います。さいたま私立幼稚園協会相談役の浅沼委員さん、保健部副理事の黒田委員さん、

児童相談所参事兼所長の菅野委員さん、教育委員会指導２課課長補佐の内河委員さん、恐
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れ入りますが、浅沼委員さんから順番に自己紹介をよろしくお願いします。 

（ 各委員の自己紹介 ） 

ありがとうございます。それでは、ただ今より第 26 回さいたま市発達障害者支援体制整

備検討委員会を開会させていただきます。 

開会にあたりまして、障害福祉課長の吉川より挨拶を申し上げます。吉川課長、お願い

いたします。 

（吉川課長） 

皆様、こんにちは。障害福祉課長の吉川でございます。 

本日はご多忙中にも関わらず、さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会にご参加

をいただきまして誠にありがとうございます。 

本年度２回目の委員会となりますが、本日は、前回の委員会でも精力的にご議論を頂き

ました、今後の発達障害者支援体制のあり方などについて引き続きご意見を賜りたいと考

えております。 

特に乳幼児期の支援体制のあり方につきましては、この間、医師の委員の皆様にワーキ

ンググループへのご参加をいただき、乳幼児健診のあり方、保健センターとの連携、療育

センター機能などについて熱心なご議論をいただいたところです。 

本日は、事務局にてご意見を素案としてとりまとめさせていただきましたので、そのご

報告をはじめ、市の最重要施策である「しあわせ倍増プラン２０１３」の関連事業などに

ついて、後ほど担当からご説明させていただきます。 

発達障害を取り巻く重要な課題への対応につきまして、皆様のご意見をいただきながら、

更に検討してまいりたいと考えておりますので、皆様方におかれましては、今後とも何卒

ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

（西渕係長） 

ありがとうございました。 

本日の委員会ですが、委員長の尾﨑委員が体調不良により欠席とのご連絡がございまし

た。尾﨑委員からは山本委員に職務代理をお願いしたいとの指示をいただいております。 

恐れ入りますが、尾﨑委員長からのご指名ということで、山本委員に職務代理をお願い

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 山本委員よろしいでしょうか。 

（山本委員 承諾） 



4

それでは、本日の委員会の職務代理を山本委員にお願いをすることとしたいと思います。 

山本委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、山本委員には委員長席のほうにお移りいただき、以後の議事進行をお

願いしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

なお、療育センターさくら草の久場川委員、保育課の村山委員、こころの健康センター

の小澤委員が本日所用により欠席となっておりますが、皆様どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

（山本委員 委員長席へ移動） 

（山本委員長職務代理） 

 それでは、尾﨑委員長の職務代理として本日の進行を務めさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

２ 議 題  

○ 第 25 回委員会議事録（案）の承認  

それでは、次第に添いまして議事の進行をさせていただきたいと思います。 

まず、議題の１、第 25 回委員会議事録（案）について、事務局はご説明をお願いします。 

（西渕係長） 

はい。去る７月 25 日に第 25 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会を開催い

たしました。皆様には大変お忙しい中にも関わらず、ご協力をいただきまして、誠にあり

がとうございました。 

議事といたしましては、「発達障害者支援センターからの報告」、「次期障害者総合支援計

画策定のためのアンケートについて」、「平成 25 年度の理解啓発事業について」、「今後の発

達障害者支援体制について」ということでございました。 

議事録につきましては、委員の皆様に、今回の委員会の開催案内と併せて、「第 25 回さ

いたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 議事録案」として事前にお送りさせていただ

いております。 

本日の資料の方にも資料１といたしまして配布させていただいておりますので、内容等

についてご確認をいただきまして、特に修正すべき事項などがないようでしたら、委員会

としてご承認をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

（山本委員長職務代理） 

ありがとうございます。 

事前に資料を送付させていただいておりますが、ご意見等がなければ、委員会として承
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認したいと思いますがいかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

（山本委員長職務代理） 

ありがとうございます。それでは異議なしと認め、「第 25 回さいたま市発達障害者支援

体制整備検討委員会 議事録案」につきましては、事務局案のとおり承認いたします。よ

ろしいでしょうか。 

○今後の発達障害者支援体制について  

続いて、議題の２番目、「今後の発達障害者支援体制について」ということですが、事務

局から説明をお願いします。 

（西渕係長） 

それでは、今後の発達障害者支援体制について、事務局より説明させていただきます。

お手もとの資料は資料２－１と資料２－２になります。資料２－２は前回の検討委員会で

も配布した報告書の一部でございますので、今回は参考ということでご覧ください。 

7 月 25 日に開催いたしました本委員会におきましても、「今後の発達障害者支援体制のあ

り方について」を議題とさせていただき、当日は事務局から報告書に沿って、ライフステ

ージごとの成果と課題をご説明させていただいた後、委員の皆様から、主に乳幼児支援の

あり方について活発なご議論をいただきましたが、議論の中で、医師の委員によるワーキ

ンググループを設置し、提言のための検討を行ってはどうかとの意見があり、委員の賛同

をいただいたところです。 

その後、提案者の鈴木委員を座長として、９月 19 日、10 月 24 日の２回にわたり、ワー

キンググループを開催し、主に乳幼児健診、保健センター、療育センターの抱える課題に

ついて現状の報告を行った上で、それぞれの課題についての対応などが議論されました。 

資料２－１は、医師の委員の皆様からいただいたご意見等を踏まえ、事務局にてとりま

とめを行い、本日、「さいたま市の乳幼児支援のあり方についての提言（素案）」としてご

報告させていただくものでございます。 

本日の委員会に先立ちまして、事前に委員の皆様に資料を送付させていただいておりま

すが、概要を簡単にご説明させていただきたいと思います。 

まず、１ページから２ページにかけまして、乳幼児支援をめぐる現状と課題について、集

団健診と比較した個別健診の課題、保健センターの発達健診や親子教室の待機期間や受診

率の課題、療育センターの待機期間や定員と設備の課題などについて、現状と問題点を述

べさせていただきました。 

次に、今後の具体的な方策として、２ページ中段以降になりますが、乳幼児健診の見直

しとして、医師向けの研修会開催の必要性、乳幼児健康診査の問診票の見直しの必要性、

保護者への理解啓発の推進の必要性、健診後の受け皿の充実を挙げております。 

次に、保健センター機能の充実強化として、発達健診の待機期間の短縮や個別相談による
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フォローの充実を挙げております。 

また、療育センター機能の見直しとして、初診待機期間の改善や市東部地域への療育セ

ンター機能の追加の必要性などを挙げております。 

最後に、関係機関等との連携及び支援として、医療機関と保健師の連携強化、保育園や

幼稚園との連携や支援のあり方、児童発達支援センターのあり方、親の気づきにつながる

ような場の確保などについて検討の必要性を挙げております。以上、提言書の素案につい

て簡単にご説明させていただきました。 

今後でございますが、事務局といたしましては、今年度につきましては、発達障害者支

援のうち、主に乳幼児支援のあり方を中心に、引き続き委員の皆様にご議論をいただき、

いただいた意見を素案に取り入れつつ、年度内に提言書としてとりまとめを行ってまいり

たいと考えております。 

事務局からは以上でございます。 

（山本委員長職務代理） 

ありがとうございました。 

確認ですが、提言書についてはこの素案がそのまま提言書になるということではなく、

もう少し皆さんに内容を吟味していただき、意見を取り入れるということでよろしいでし

ょうか。また、提言書としてはもう少し格調高い言い回しですとか、前段も記載するとか

そうしたことも含めてこれからということでよろしいでしょうか。 

（事務局） 

 はい。あくまで素案ということで、これから肉付けですとか、精査をし、とりまとめを

行ってまいりますので、皆様の御意見を頂戴したいと考えております。 

（山本委員長職務代理） 

 それでは今日はこの素案を基に課題の吟味、言い回し等で気になることがあればみなさ

んから意見をいただくということでよろしいでしょうか。 

 はい、それではこの素案についてご意見やご質問がある方はお願いいたします。 

（鈴木委員） 

 本日の資料の中で指導２課から出された資料があると思いますが、スライドの４枚目を

お願いします。学習面又は行動面で著しい困難を示す児童生徒の数字がさいたま市は

9.1％となっておりまして、新聞報道では発達障害の疑いのある子どもが 9.1％という表現

になっていました。この数字と素案の中の 1.99％という発達健診の受診率の数字の差、お

よそ７％という数字の差は非常に大きな問題で、３歳児健診の結果から見ると、およそ２％

しか発達健診を受診しておらず、小学校に行くと約９％の子どもが何らかの問題を抱えて

いることになります。この点をもう少し早くケアするなり、対策を講じるなりしないとま

ずいことになりますので、素案の中にもこの９％という数字を盛り込んでいただければ説

得力も上がるのかなと思います。 
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（小田和委員） 

 この素案の中で保健センターの抱える課題の部分で、1.99％という数字が出ていますが、

この数字は事務局の方で３歳児だけでなく、各年齢の人口から割り出したものと聞いてお

りますが、そのようなことでよろしいのでしょうか。３歳児健診だけではないということ

でよろしいでしょうか。 

（事務局） 

 ３歳児健診を受診した人数ではなく、１歳から３歳までの市の年齢別人口を合計して、

発達健診を受診した子どもの人数を割った数字です。 

（山本委員長職務代理） 

 要するに１歳６カ月健診や３歳児健診などの法定の健診ではなく、発達健診を受診した

人数で受診率を算出したということでよろしいでしょうか。 

（小田和委員） 

 この 677 人という数字を各年齢の人口で割ったということですよね。 

（事務局） 

 はい。乳幼児発達健診を受診したお子さんが 677 人、市で公表している 1 歳から３歳ま

での年齢別人口の合計が 33,977 人です。この数字で計算した割合が 1.99％ということで

ございます。 

（山本委員長職務代理） 

 よろしいでしょうか。 

 それから今鈴木委員の方から話がありましたが、教育委員会の方で発表した数字との乖

離の部分について提言書の中に盛り込めないかとの意見がございましたが、この点につい

てはいかがでしょうか。 

（事務局） 

 はい。教育委員会の方で実施した調査の貴重なデータでございますので、比較の数字と

して盛り込むことは有意義なことだと思いますのでどのようなかたちで盛り込めるか検討

したいと思います。 

（松本委員） 

 これはそれぞれの数字の調査母体が異なると思いますが、いかがでしょうか。 

 教育委員会の調査結果が報道されたことで、今、小児科医の間でも非常に問題になって

いまして、昨日、小児科医で神経を専門にされている医師と会った際にも話題になりまし

た。平成 16 年に埼玉県の教育委員会が調査した時には確か 10.5％くらいの数字だったと

記憶しておりますが、今回はさいたま市教育委員会で発達障害の疑いのある子どもが

9.1％いると推計される調査結果を発表したということですよね。 
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 通常学級に通う子どもということですが、これは中学校も含めて対象としているのです

よね。そうすると単純に比較できるのか、調査について少し説明をお願いできればと思い

ます。 

（山本委員長職務代理） 

 それではこの件は教育委員会の内河委員から、対象となった児童生徒について少しご説

明をお願いできればと思います。 

（内河委員） 

 はい。教育委員会指導２課の内河です。参考資料ということで先日行われた教育長の記

者会見で用いた資料を付けさせていただきました。さいたま市の現状を把握するという趣

旨で、文部科学省が行った調査と同様の調査を実施いたしました。 

 調査母体ですが、さいたま市の市立の小中学校の通常学級に在籍しているお子さんを対

象にしていますので、特別支援学校に通っているお子さんや特別支援学級に在籍している

お子さんは除いております。それから文部科学省の調査と同じように、明らかに知的障害

に該当しているお子さんなども調査の対象から除いて実施しておりますので、全人口を母

数とした調査とは少し異なるのかなと思います。 

 それから新聞等でいろいろなかたちで報道され、お騒がせしておりますが、この数字が

すべて発達障害のあるお子さんであると断定しているわけではありません。文部科学省の

調査も同様なのですが、あくまで学習面や行動面で特別な支援が必要なお子さんというこ

とで、障害ということではありません。これは文部科学省の調査でも発達障害の可能性が

あるという言い方をしておりますので、誤解のないようにお願いしたいと思います。また

細かい点について何かあればお答えさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。今の内河委員からお話があったように調査の母体が異な

るということですが、このあたり鈴木委員いかがでしょうか。発達健診につきましても必

ずしも発達障害に限らず対象にしているかと思いますが、このあたりをどう生かしていく

かご意見をお願いできればと思います。 

（鈴木委員） 

 発達健診の中にはおそらく精神発達遅滞ですとか、発達障害だけでなく脳性マヒその他

も全部入っていますが、それを含めても 1.99％というのは低いです。逆に言うとその数字

を除くともっと低くなります。他の都道府県の数字を見ても数パーセントというのが普通

なので、明らかに乖離があると思います。 

 学校の問題というはまた別なのかもしれませんが、特別支援学校や特別支援学級に通っ

ているお子さんがどれくらいいるのかは調べる気になれば調べられると思います。あるい

は手帳の所持者数なども調査は可能だと思います。そうした数字の調査や分析にどこまで

時間と労力を掛けられるかという問題はありますが、この調査ではこうであった、あの調
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査ではこうであったというように、少なくともそうしたデータを出していただくというこ

とはお願いしたいと思います。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。今鈴木委員からのお話にもありましたように、教育委員

会の調査では特別支援学校や特別支援学級に通っている子どもは除いているということで

すよね。普通学級に通っている子どものなかで発達障害が疑われるケースが 9.1％、一方

で発達健診の受診率が 1.99％ということで、調査の母体に違いはありますがかなりの乖離

があることは疑いようがないので、このあたりについては事務局のほうでとりまとめをし

ていただいて、委員の皆さんに報告の上で判断をいただきたいと思います。よろしいでし

ょうか。 

（矢崎委員） 

 こちらの指導２課からご提供いただいた資料のスライドの４枚目の 9.1％という数字を

皆さんがご覧になるので、1.99％という数字と乖離があるということかと思いますが、こ

の調査は小中学校を対象にしたものであり、なおかつこの数字の中で最も大きな割合を示

すものは、「学習面で著しい困難を示す」子どもの割合の 7.2％です。ということは小中学

校において、学習上で何らかの困難があったという値が 7.2％ということです。 

 一方で、発達健診の受診率の 1.99％という数字は１、２、３歳児を対象としたもので、

言葉の問題は１、２歳児でもわかることはあると思いますが、まだ十分な学習についての

調査はできないと思います。ディスレクシアですとか読み書き障害であるとか、計算に関

する障害や推論に関する障害についてはまだ反映できない、発見できないと思います。

9.1％と 1.99％の差についてはこの発見できない数字の部分を示しているものと私は感じ

ております。ですからすべての数字のデータを掲載するという趣旨はよく理解できるので

すが、単純に同列に比較するというのは難しい部分もあるかと思います。 

 したがって、学齢期になって学習面や集団行動の面での問題が出てくる部分と、１、２

歳児の時点での個別の療育の問題の部分とを別個に分けた方がデータとして読み取りやす

いのではないかと思います。以上です。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。他にご意見ございますか。 

（内河委員） 

 私も矢崎委員の先ほどのお話はそのとおりだと思います。まだ１、２、３歳児の時点で

学習するとか推論するといったことは親御さんも実感を伴っておりませんので、その時点

では受けていない検診もあると思います。9.1％という数字はあくまでも通常の学級で学ん

でいるお子さんを対象にしたものということをご理解いただきたいと思います。 

 正確な数字ではないのですが、さいたま市内で特別支援学校に通っているお子さんは

0.6％くらいの割合です。特別支援学級に通っているお子さんも 0.8％くらいです。 

 そうした数字も踏まえると、１、２、３歳児の段階でうちの子どもはちょっと気になる
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なと考えるかどうかが読み取れてくるのかなと思います。以上です。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

（松本委員） 

 先ほどもお話しましたが、新聞記事を読んだ医者の仲間は、ああ埼玉県は発達障害が多

いのだなと単純に捉えるのですね。表記の問題もあると思いますけれども、支援が必要な

子どもたちが通常学級にいて、そこで支援の受け皿を用意して教育を行うことも大事だと

思いますが、表記というのが独り歩きしてしまいますので、そのあたりを厳重にチェック

するとかできないものでしょうか。 

（山本委員長職務代理） 

 そのあたりについて事務局ではいかがでしょうか。 

（事務局） 

 客観的なデータを載せるわけですが、捉える人によって、また比較の仕方によってさま

ざまな解釈が出てくるということはあるかと思います。この提言書については一度案を作

成してから委員の皆様にご意見を伺い、誤解のない表記にしたうえで取りまとめるという

ことにしていきたいと考えております。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、他にご意見ありますでしょうか。 

 それでは各委員から意見をいただいた教育委員会の調査、そして素案の中に記載された

発達健診の受診率 1.99％という数字、この差につきましては事務局の方で検討いただき、

改めて委員に確認を行い、ご意見を伺うということでお願いしたいと思います。 

 この件については以上でよろしいでしょうか。 

（鈴木委員） 

 さいたま市が合併する前、旧与野市では集団健診を実施していたのですが、発達健診の

受診率はもっと高い数字が出ていました。詳しい資料はないのですが、発達健診の 1.99％

という数字はさまざまな要素を考慮してもそれでも低い数字であるということについては、

もう一度念を押させていただきたいと思います。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。素案を作成するワーキンググループを立ち上げた時も同

じような意図で始めたものと思います。発達健診については、市で早期発見、早期療育と

いうこともうたっておりますので、この辺に関わる部分で説得力のある数字を用いること

ができればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 他にご意見ございますか。よろしいでしょうか。本日療育センターさくら草の久場川委
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員が欠席なのですが、例えば療育センターが抱える課題ですとか、センター機能の見直し

ですとか、こういったところも含めてご意見があればお願いしたいと思います。 

（鈴木委員） 

 ワーキンググループで久場川委員が盛んに発言されていた点は、今のひまわり学園と療

育センターさくら草の機能では、実態からも、人口比からも不足しているのは明らかなの

で、療育センターと同じ機能を果たせるものがもう一つあることが望ましいということで

す。 

 それから今のひまわり学園と療育センターさくら草の医師の配置状況の点でも大変厳し

いということで、受診待ちが数カ月に及んでいる点については大変申し訳ないが、とにか

くいっぱいであるということを強調されておりました。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。他にご意見ございますか。 

（小田和委員） 

 保健センターの充実強化の部分で、３ページの下から３行目の部分ですが、「当面、医療

機関との連携を進めながら、発達健診の実施回数や職員の増加を図り待機期間の短縮を図

るべき」というふうに表現されております。 

 現在、発達健診の実施回数については見直しを検討しているところですが、来年度の予

算にも関係するため現時点で詳しいことは申し上げられませんが、回数増加について努力

はしております。 

 それから職員の増加については、発達健診の際には医師や心理の専門職、言語聴覚士な

どさまざまな方が参加してくださっておりますが、そのほかにこの事業の実施に当たって

は、問診を行ったり、お子さんの計測をしたり、スタッフの数が非常に多く必要になって

くるというのが実情でして、やはりマンパワーの不足というのも大きな課題ですし、そち

らの方の強化も図っていただけたらと思います。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。その点も含めて提言に入れた方がよろしいのでしょうか。

それともそうした実態がありますということで承知しておけばよろしいのでしょうか。 

（小田和委員） 

 提言に入れていただければと思います。 

（山本委員長職務代理） 

 提言書の３ページの下から３行目のところにそうした記載があるのですが、このような

内容を入れてほしいということですね。わかりました。 

 他にいかがでしょうか。 
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（山路委員） 

 今の話とも関連すると思うのですが、この発達健診を受診した人数が 677 人に過ぎず、

受診率も少ないということ、つまり子どもが支援の手を差し伸べられることなく学齢期を

迎えているということは、健診の回数が少ない、あるいはスタッフの数が少ないとか、受

診できない実態というのがどの程度あるものなのでしょうか。 

（小田和委員） 

 発達健診につきましては、市内 10区の保健センターで月に 1回、２回実施しております。

ワーキンググループの中でも発達健診を受診に至るまでの待機期間が長いというご意見が

ありましたが、区によって状況が異なりまして、早いところでは１カ月くらい、長いとこ

ろで３カ月くらいというようなかたちで進めているのが現状です。 

 発達健診を受診するお子さんは、乳幼児健診を受けてから医師の指示で、保健センター

の発達健診を受けた方がいいと勧められるケースや保健師が家庭訪問などを通じて子供や

保護者に接する過程で、なんとなく言葉が遅いとか発達についての心配ですとかご相談を

いただき、発達健診を受診するケースがありますが、現在は医師の指示に基づくものより

保健師への相談を通じて受診するケースが多くなっています。 

（鈴木委員） 

 この件については久場川委員の方からも意見がありまして、例えば言葉が遅れているこ

とについても親子関係の影響などさまざまな要素があって、いずれ改善するケースもあり

ますが、発達健診を受けるまで待たされる、そして次にひまわり学園で受診するという流

れになっています。 

 つまり、一般の医師が乳幼児健診を行ってから発達健診を受診するまでに４カ月かかり、

その結果ひまわり学園で受診するまでにまた４カ月かかり、合わせて８カ月かかっていま

す。この点について久場川委員からは、言葉の遅れについて８カ月も遅れて療育がスター

トするのではどうにもならないという意見が出されました。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

（矢崎委員） 

 山路委員のご質問に対する答えになるかどうかわかりませんが、私どもの全国ＬＤ親の

会の中では、知的に遅れのない発達障害の方の初診といいますか、発見時の年齢について

ですが、１、２歳で発見するのは非常に難しいとされています。 

 言葉にさほど遅れがない１、２歳の段階で発見するには、特に言葉が流暢ではなく、助

詞がうまく出てこない状態ですので、身体のバランスであるとか、歩き方のぎこちなさで

あるとかで判断するほかありません。概ね３歳以降ですが、２歳くらいから周囲との違い

が目立ち始め、発達検査や保健センターへの相談は３歳児健診後というケースが多く、１、

２歳の発見は知的な遅れや発達に大きな課題がある場合は発見しやすいと思います。 

この乳幼児支援のあり方に関する提言で対象にする学齢期前の子どもまで含めれば
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1.99％という数字は少ないのでしょうが、0 歳から２歳までの間に発見できるケースは全

国ＬＤ親の会の調査ではごく少なかったと記憶していますので、一応報告させていただき

ます。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。 

（浅沼委員） 

 ３歳から入園できる幼稚園の現場で気になる子どもがいる場合、担任の先生と相談の上、

専門機関等に相談に行かれたらいかがですかとアドバイスをしています。そのことを理解

した保護者が、例えばひまわり学園や療育センターさくら草に行かれるとそこで３カ月、

４カ月待ちと言われてしまい、その間、現場の幼稚園としてもどう関わったらよいのか、

どう生活をサポートしたらよいのかということについて悩むわけです。それで３、４カ月

待って受診し、それから１、２カ月に一度通うということになると、その子は年中になっ

てしまいますので、幼稚園の現場からしますと、もっと早くサポートする体制ができると

取組の見通しが明るくなると思います。そうした子どもが増えてきている実感がございま

すので、もっともっと質的にも量的にも相談機関がスムーズに機能するような体制整備に

取り組んでいただきたいというのがわれわれ幼稚園の現場の偽らざる感想ですので、市と

してももっとダイナミックに取り組んでいただきたいというふうに思います。感想になっ

てしまい申し訳ありません。 

（山本委員長職務代理） 

 本日保育課の村山委員はご欠席なのですが、保育園でも同じような課題があると伺って

おりますので、幼稚園入園前、あるいは入園後であっても心配なお子さんがいれば速やか

に受診ができて、幼稚園や保育園も含めてアドバイスができればよいのではないかという

ご要望ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 他にいかがでしょうか。 

（鈴木委員） 

 何度も言うようですが、1.99％というこの約２％の数字は少ないと。発達障害は生まれ

つきのものですから発見は早ければ早いほどよいので、早期発見、早期療育を行って早期

に改善できるところは改善していくという観点から、われわれ専門家の立場としては受診

率を少しでも上げて、一般の開業医の医師の健診のレベルをもっと向上させ、スキルアッ

プをして早く子どもに手を差し伸べられるようになってほしいと思います。診断をすると

いうことだけではなく、発達障害の問題を早く健診でチェックして幼稚園で問題が起きな

いようにしていくことが必要だと思います。 

 久場川委員は幼稚園からの声もよく承知されており、幼稚園からはどうして健診で問題

ないとされているにもかかわらず、幼稚園に入園してから問題が出てくるのかということ

を個別に伺っているということでした。 

 ３歳児健診でどこまで発見できるかというのはわかりませんが、この問題についてはわ
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れわれ医師の努力が足りないのだと思っています。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。今の鈴木委員からの話の一部は提言書の素案の２ページ

の下から２つ目の四角のところですが、医師を対象にした研修の必要性について言及され

ておりますのでご承知おきいただければと思います。他にございますか。 

（矢崎委員） 

 提言の中で申し上げますと４ページの「関係機関等との連携及び支援」のところです。

資料が手元にないのですが、確か大原中学校の跡地に子ども総合センターという名称の施

設ができると伺っていますが、そこでも発達支援のようなものが加わるはずと当事者会で

は願っています。この子ども総合センターのあり方、連携の仕方というものを可能であれ

ば提言の一つとして加えていただけないかと思います。 

 それからこの提言書は乳幼児支援のあり方となっていますので、乳幼児から続く学齢期

以降の体制であるとか引継や連携体制といった部分も箇条書きに加えていただけるとあり

がたいと思います。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。仮称ですが、子ども総合センターについても、「関係機関

等との連携及び支援」の部分に取組として加えるとともに、学齢期以降、幼稚園や保育園

から学校、特に小中学校への引継ぎも含めてということでよろしいでしょうか。 

 本日子ども総合センター開設準備室は参加しておりませんが、意見を聞いた上で提言書

に加えることも含めて検討していただければと思います。他にございますか。 

（菅野委員） 

 乳幼児支援のあり方の提言ということですが、現状の課題として、乳幼児健診について

は集団健診を実施する必要性があるのかなと思いますが、２ページの方策の方では集団健

診に代わる内容として医師向けの研修等が述べられていますが、例えば障害がある場合で

すと親御さんはうちの子だけではないのだということを集団健診の機会を通じて理解した

りですとか、障害がないのに過剰に心配している保護者も集団健診の際に比較をして理解

したりですとか、メリットがあると思うのですね。こうした利点をどういったかたちで今

の個別健診に取り入れていくのかという点、例えば保健センターを受け皿にということも

ございますが、集団健診に代わって、保健師さんが積極的に関われる、支援ができる場が

あると、課題と方策がリンクしていくのかなと思いました。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございました。 

（小田和委員） 

 さいたま市は個別健診という方式をとっており、この方式自体を集団健診に変更すると
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いうことは難しいと思います。ただし個別健診で用いている問診票は医療機関から担当の

保健師のところに戻ってくることになっておりまして、保健師がチェックして、発達に限

らず育児全般について、お母さんに心配なことがある場合には、必要に応じて保健師から

電話を掛けたりですとか、育児相談への参加を呼び掛けたりですとか、家庭訪問をしたり

ですとか、そうした細かい支援は行っております。 

 先ほどご発言のあった集団健診に代わる支援の場についても具体的なご意見があればぜ

ひお願いしたいと思います。それから区によって乳幼児の数もかなり違いますし、区ごと

の特色として、乳幼児発達健診を保健センターの中だけで実施している区もありますが、

近くのコミュニティ施設で実施している区もございます。また育児学級についてもさらに

広げてお母さんたちが利用しやすいように積極的に考えていこうと思います。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございます。今保健師の積極的な関わりということについて何か御提

言があれば、ということですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（鈴木委員） 

 ワーキンググループの中では、一般の開業医が行っている個別健診を集団健診に変更す

ることについては、大変な費用や手間がかかりますし、現実的ではないということで、個

別健診になったことのメリットとデメリットはそれぞれありますけれども、現状は変更す

るのが難しいと。 

現状の中でできるのは保育所や幼稚園に専門家が出向いて、そこで先生や保護者と話を

して、集団の中で起きている問題についてアドバイスをしたり、さらに専門的な機関につ

なぐような機能を保健センターや保健所が担ってはどうかということが、提言書の中にそ

こまで詳しくはありませんが記載されていますし、そうした議論はワーキンググループで

もたくさんありました。 

（山本委員長職務代理） 

 他にございますか。よろしいですか。この提言につきましては私たち行政側の人間も含

めた提言でございますが、この提言書は行政側が何もやっていないじゃないかということ

を責めるものでは必ずしもなくて、委員のさまざまな立場から検討いただき、今こういう

課題がある、この問題についてはこう解決してはどうかと意見を出し合うべきものだと思

います。 

発達障害を抱える子どもや家族のために、よりよい発達障害児者支援体制を作るための

提言ということについては、委員の皆さん認識は一致していると思いますので、行政側の

委員の皆様におかれましては、この点を十分ご理解いただいた上でご意見等いただければ

と思います。 

 それではこの提言書につきましてはこれまでの意見を踏まえて事務局で改めてとりまと

めをしていただき、委員の皆様にお示しをいただければと思いますのでよろしくお願いい

たします。提言書についての協議は以上といたします。 
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○しあわせ倍増プラン２０１３について  

（山本委員長職務代理） 

 それでは次の議題、しあわせ倍増プラン２０１３についてです。事務局から説明をお願

いいたします。 

（西渕係長） 

それでは、しあわせ倍増プラン２０１３について、事務局より説明させていただきます。

お手元の資料は資料３になります。 

本プランは、市民一人ひとりが更なる「しあわせを実感できる都市」を目指すため、平

成 25 年５月の市長選挙において、市長が公約した「新しあわせ倍増計画」に基づき、策定

するものでございます。 

計画期間は、平成 25 年度から平成 28 年度までの４年間とされており、さいたま市が特

に力を入れて取り組むべき施策について策定するものですが、２ページから５ページにか

けての目次にございますように、子育て、高齢者施策、教育、文化芸術、安心安全、自然・

環境、まちづくりなど、10 分野 60 項目で構成され、111 の個別事業について、具体的な数

値目標、各年度の目標と取組内容、達成時の効果を具体的に示しております。 

７ページをご覧ください。プランの実績評価につきましては、市民や有識者等による市

民評価委員会を設置し、外部評価ということで、中間評価と最終評価を実施し、必要に応

じて数値目標等の見直しを行う予定でございます。 

しあわせ倍増プラン２０１３の内容ですが、障害者関係の施策といたしましては、「障害

者のしあわせ倍増」という分野のくくりで、個別事業が 11 事業ございますが、本日は発達

障害に関係する事業について、障害者総合支援センター及びひまわり学園の担当から、概

要をご説明させていただきます。 

それでは、障害者総合支援センター太田所長補佐お願いいたします。 

（太田所長補佐） 

 障害者総合支援センターの太田です。委員の皆様には日ごろから発達障害者支援センタ

ーの取組についてご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。この場をお借りして

一言お礼を申し上げます。 

 お手元の資料３の 10 ページ、発達障害者に対する支援の拡充の箇所です。それから資料

２－２のさいたま市における発達障害児（者）支援の現状と今後という冊子の 49 ページ以

降も関連がございますので、あわせてご覧いただきたいと思います。 

 それでは資料３ですが、まず①数値目標等ということで取組指標になりますが、平成 28

年度までに成人期の就労に向けた社会参加事業や学生向けキャリア教育及び就労支援プロ

グラムを開始し、２か所以上の大学等教育機関を含めた支援ネットワークを構築したいと

考えております。 

 現状といたしましては、この発達障害者支援センターが平成 21 年 10 月に開設いたしま

して、年齢に沿った個別の相談支援の窓口は整ってきたのかなと考えておりますが、成人

期の支援につきましてはこれまでも集団や対人関係などで二次障害の問題が多く生じてい
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ることをご説明させていただきました。こうした部分で心に傷を負った成人の方は自分ら

しい生活、社会参加、就労という部分で苦労されており、なかなかうまくいかないという

のが実情です。家庭以外でこうした方が過ごせる居場所であったり、発達障害の特性に配

慮した集団の取組であったり、そうした場があれば徐々に社会に参加していくことができ

るのではないかと考えております。 

 このことについては、当委員会の中でもいろいろとご討議をいただき、体験活動の場づ

くりを是非とのご意見を頂戴してきたところでございます。残念ながらこれまで発達障害

に特化した居場所づくりというのができていないのが実情でございますが、今回を機にこ

のあたりを立ち上げていきたいというふうに考えております。それから成人期の支援に携

わっておりますと、例えば高校３年生ですとか、専門学校や大学生も同様ですが、卒業し

て学校という枠組みがなくなってしまったときにどうしていいかわからなくなってしまう

ということがございます。そうした方にこういうステップを踏んだらどうかとかさまざま

なサポートをしてくれる支援者の方もおらず、結果として引きこもりになってしまう方々

も大勢おります。 

 したがって、居場所がなくて困っている方の居場所づくりも重要ですが、今現在、高校

や大学に通っている子が卒業する前、社会に出る前にどうやって大人になるのか、どうや

って働いていけばいいのかというキャリア教育の視点も含めたプログラムの提案が必要で

はないかという観点から検討したもので、この事業により引きこもりや二次障害が少しで

も減ることにつながればと考えております。 

 次に②各年度の目標と取組内容ですが、まず平成 25 年度は発達障害者社会参加事業プラ

ンの策定を掲げさせていただきました。注釈の２をご覧いただければと思いますが、この

事業では３つの取組を検討しておりまして、一つが長く在宅生活を送る方が安心して参加

できる場である居場所づくり、二つ目が就労未体験の方に適応力の向上と就労へのステッ

プを図るプログラムとして模擬就労体験の実施、三つ目が就労中の当事者の余暇生活を支

えるためのプログラムとして余暇活動支援です。 

 今年度中にプランを策定するに当たって就労準備支援事業の施行ということで、社会福

祉事業団が運営するみのり園に委託を行って、週１回２時間のプログラムの中でミニワー

ク体験という働く経験を積んでいただく機会と、集団で他人と過ごすというプログラムを

実施しております。８月からこれまで十数回実施しておりますが、短い期間でも非常に成

果が上がっているのかなと考えております。 

この取組をもとに平成 26 年度からは社会参加事業というかたちでスタートできればと

考えておりまして、平成 27 年度には学生向けキャリア支援事業プランという名称を付けさ

せていただきましたが、社会参加事業と並行して、学生向けのキャリア講座の開催と体験

ワークの実施などに取り組んでいきたいと考えております。内容はこれから詰めていく必

要がございますが、学生向けに職業準備性を高めるといいますか、社会人としての第一歩

を踏み出すための講座、例えば働くとはどういうことか、社会生活を送るとはどういうこ

とか、そのために必要なことは何かというようなことも含めて実施していければ、と考え

ております。平成 28 年度はさらに大学等の教育機関を含めた支援ネットワークを構築でき

ればいいのかなと思っております。以上でございます。 
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（西渕係長） 

続きまして、ひまわり学園 小宮山育成課長お願いいたします。 

（小宮山課長） 

 委員の皆様のお話を伺って、乳幼児支援のあり方はひまわり学園に大きく関わりのある

ことで、しっかりと考えていかなければならないと思います。 

 資料３の 11 ページでございますが、目標として、「発達障害のある幼児及び児童が地域

生活を円滑に送れるようにするため、専門職による施設訪問、関係機関との連携を引き続

き行います。また保護者支援として保護者向け勉強会を平成 28 年度末までに年間 11 回実

施します」とさせていただきました。 

ひまわり学園にできる支援として、このしあわせ倍増プラン２０１３に位置付けさせて

いただいたわけでございますが、その理由として、発達障害児が地域で受け入れられ、日々

の生活が円滑に送れるようになるためには早期から子どもが過ごす家庭や幼稚園や施設で

の環境調整であるとか対応の工夫が必要になっています。それは非常に必要性が叫ばれて

いることだと思っています。ひまわり学園ではこれまでも発達障害児に対する支援として、

保護者支援や地域支援等を行ってまいりましたけれども、支援を必要とする障害児はやは

り増加傾向にありまして、取組の強化が必要だと考えております。 

 そこで、保護者向けといたしましては、発達障害児の特性ですとか対応方法を学ぶ勉強

会を増やしていくこと、また今年度試行的に開始した親子のより良い関係づくりのための

保護者向けのプログラムであるペアレントトレーニングを平成 26 年度からは療育センタ

ーさくら草と足並みをそろえて本格的に実施していくことを目標としてまいります。 

 また地域が対応できる力を身に着けることで、発達障害児がより過ごしやすい日常生活

を送ることが可能になるとの考えのもと、今までも取り組んでまいりましたが、これまで

以上に地域の保育園、幼稚園、療育施設、学校、保健センター等を訪問するなど連携を取

っていく必要性が高まっています。 

 こうしたことを踏まえますと、人手不足と言いますか、マンパワーの不足、施設の不足

などさまざまなハードルがあるのですが、このしあわせ倍増プラン２０１３に目標として

明確に掲げることで、支援に一層力を入れていきたいというふうに考えております。 

 現状ですが、ひまわり学園も長く発達障害のお子さんや地域支援に関わってまいりまし

たが、園の中では外来療育という部分で発達障害あるいはその疑いがある子どもに対して

は診断、検査、発達支援など子どもや保護者への直接的な支援を行ってまいりました。ま

た地域支援といたしましては、専門職を保育園や幼稚園へ派遣し、子どもへの理解を促進

させるため、クラス運営や対応方法についてアドバイスを行ったり、ケース会議を開催し

指導を行ったりと専門職が身に着けた発達障害児への対応のノウハウを提供してきており

ます。また保健センターともかなり連携しておりまして、親子教室ですとか発達健診です

とかに専門職が参加して指導に当たっています。また特別支援教育相談センターとも連携

をとっておりまして、学童期までスムーズに行けるように調整を図ったり、また学童期の

お子さんについてのケーススタディも行うなど、現状としてもかなりマンパワーをフルに

活用して事業を実施しているのですが、まだまだ施策を充実していく必要性を感じており

ますし、ニーズも高まっております。また毎年発達に心配のあるお子さんについての考え
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方や療育のあり方をテーマにした療育講座というものを幼稚園や保育園の先生を対象に行

っているものですが、回を重ねること 16 回ということでかなり実績が積み上がっており、

ニーズも非常に高く、場合によっては出席をお断りすることも多いため、やり方を変えて

より多くの方に情報提供ができるようになるといいなというふうに考えております。 

 こうした現状を踏まえて、ひまわり学園として平成 28 年度までにどのようなことを実績

として上げていきたいかということでございます。②の各年度の目標と取組内容になりま

すが、保護者向け勉強会ということで、平成 25 年度は６回既に実施しておりますが、平成

26 年度以降は徐々に数値目標を上げて発達障害児への理解を深める取組を進めてまいり

たいと考えております。特に似たような特徴を持っているお子さんをお持ちのお母さんた

ちの共通理解を促すようなグループワークの実施など、平成 28 年度までには年 11 回開催

するという目標を立てております。 

 それからペアレントトレーニングにつきましても今年度試行的に取り組んでまいりまし

たが、平成 26 年度から本格的に実施してまいります。ペアレントトレーニングについては

注釈の２というところで説明させていただいておりますが、発達障害を持つお子さんの子

育てに悩む保護者の方たちは、二次障害ではないですが、否定的な子育てをしがちなため、

子どもの理解を深めて良い親子関係を作って、安定した育児ができるよりよい家庭環境が

できるように組み立てられたプログラムでございます。だいたい８組の親子を１グループ

としてひまわり学園と療育センターさくら草でトレーニングを行うのですが、11 回のプロ

グラムがあるものですから、だいたい４カ月くらいかかります。つまり１グループが終了

するまでそれだけの時間がかかるので、年間で３グループということで、平成 28 年度まで

に８組３グループの親子のトレーニングを実施していく予定です。 

 そのほかに平成 27 年度には専門職派遣の際に出た質問などをまとめた刊行物等の発行

ということで、以前に出して非常に人気がありましたが、見直しが必要なこともあります

ので、地域支援についても今までそうやって取り組んできたことを刊行物に取りまとめて

啓発活動の一環として発行していく予定でおります。 

 また地域施設支援は幼稚園や保育園を中心に実施してきたのですが、ナーサリールーム

ですとか家庭保育室ですとか放課後児童クラブなどからもかなり相談の依頼が増えてきて

いますので、平成 28 年度までにはもっともっと訪問する施設を広げていく必要性も感じて

おりますので、その点も目標に考えていきたいと思います。以上でございます。 

（西渕係長） 

 ありがとうございました。 

この素案につきましては、市民からの意見を伺う機会として、11 月 18 日までパブリッ

クコメントの募集を行ったところでございます。あわせて市民説明会を２回開催したとこ

ろでございます。 

今後の予定ですが、市の政策担当部局におきまして、現在開会中の 12 月定例会に案を報

告の上、年内の策定、公表を予定しております。事務局からは以上でございます。 

（山本委員長職務代理） 

ありがとうございました。 
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ただいまの事務局の説明について、何かご意見、ご質問などございますか。 

（矢崎委員） 

 11 ページの保護者向け勉強会とペアレントトレーニングについて、対象は幼児及び児童

となっていますが、対象年齢について確認させてください。 

（小宮山課長） 

 保護者向け勉強会については、今までひまわり学園では未就学の子どもを中心に支援し

てきたところですが、小学校１年生くらいまでニーズが高くなっているのが現状でして、

１組程度は就学年齢も対象に実施していく予定です。 

 ペアレントトレーニングにつきましては、ある程度早期に子育ての悩みを解消してほし

いということもございますので、親御さんが子どもに対して言葉が通じるようになってか

らという事情もございますので、言葉が出て、コミュニケーションが取れるようになる３

歳から５歳を基本に、遅くても就学前までという前提で実施する予定でございます。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

（吉田委員） 

 感想です。項目立てとしては発達障害児と発達障害者ということになっておりますが、

表記の中に連続性を持たせる必要があるのかなと思います。児だと 18 歳未満ということに

なるかと思いますが、発達障害児者支援ということで連続性を持たせるといいのかなとい

うのが素朴な感想です。 

 それから今更ではあるのですが、10 ページの発達障害者支援の注釈の２のところで、「就

労未体験の者」という言葉がありますが、もっと踏み込んで再チャレンジに取り組んでい

る方も含めていただけるといいのかなというのが感想です。以上です。 

（山本委員長職務代理） 

 ただ今のご意見について、事務局から何か補足等がございますか。 

（太田所長補佐） 

 はい、いただいたご意見を基に検討を進めてまいりたいと思いますが、今現在の既存の

社会資源の中でステップを踏んでいける方はそちらで頑張っていただき、今回はそこにた

どり着くことが難しい方、ほとんどは二次障害を抱えている方になるかと思いますが、こ

うした方を適宜対象として捉えていくというふうに考えております。ご指摘のように就労

未体験という表現では確かに対象が限定されていると捉えられる可能性がありますので、

少し検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。 

（山本委員長職務代理） 

 実は、このしあわせ倍増プラン２０１３のとりまとめには私も関わっておりまして、吉
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田委員のその指摘はそのとおりでして、あくまでもプランですから表題をきちんと掲げて、

その表題に沿って事業に取り組むということで、本来であれば発達障害児者の支援体制と

いうことで連続性を持たせた表現が望ましいとは思いますが、このプランの中の項目とし

てとりまとめをしておりますので、個別の話としてはこのような表現になりますが、例え

ば来年の人員要求や予算要求など、このプラン以外の事業や取組としては思春期の方への

支援の構想なども入っていますので、あくまでも項目立てということでこのようなかたち

になっているということをご理解いただければと思います。 

ほかに何かございますか。それでは何かお気づきの点等がございましたら改めて事務局

までお願いしたいと思います。 

○平成 25 年度の理解啓発事業について  

（山本委員長職務代理） 

続いて、議題の４「平成 25 年度の理解啓発事業について」ということですが、事務局か

ら説明をお願いします。 

（西渕係長） 

それでは、平成 25 年度の理解啓発事業について、事務局より説明させていただきます。

お手元の資料は資料４になります。 

発達障害の理解啓発を目的とした本事業につきましては、例年、市民向けのパンフレッ

トの発行と講演会の開催ということで、実施してまいりました。 

前回の委員会でもご報告させていただきましたとおり、本年度につきましても同様の形

で事業を実施し、発達障害に関する理解と啓発に努めてまいりたいと考えております。 

まず、講演会の開催に関してでございます。資料４－１「平成 25 年度発達障害を理解す

るための講演会開催要領（案）」をご覧ください。 

講演会につきましては、「発達障害を理解するための講演会」と題しまして、毎年度、発

達障害児者支援の専門家を招いて開催してまいりました。 

前回の検討委員会で、委員の皆様にご意見を伺ったところ、これまでの取組の結果、周

知という観点から理解啓発には一定の成果があったものの、今後の取組として、より実践

的、具体的なテーマを検討すべきではないかとのご意見をいただいたところでございます。 

ご意見を踏まえて、事務局において検討させていただき、今年度につきましては、「スヌ

ーズレン」をテーマに、リラックスクリエーションプロジェクトの橋本敦子氏を講師にお

迎えして、講演を実施させていただく予定です。 

講師の橋本氏は、日本大学芸術学部をご卒業後、番組制作会社勤務を通じて、幼児から

高校生向け教育コンテンツの制作に従事される傍ら、チャイルドカウンセラー養成学校を

ご卒業され、自治体の子どもいじめ相談員を務められたご経験をお持ちでございます。 

多方面から子どもに関わる過程で、乳幼児期の親子関係や安定した情緒形成を育むこと

の重要性を実感され、その改善方法を探る中で、「スヌーズレン」と出会い、スヌーズレン

ルームのコーディネートや活用方法の企画提案等を実施するプロジェクトを立ち上げられ

ました。内閣府の地域社会雇用創造事業にも同事業が採択されるなど、今後のご活躍が期
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待されております。 

スヌーズレンとは、発祥の地オランダ語で、クンクンと辺りを探索する様子を意味する

スヌッフレンという言葉と、うとうとと気持ちのいい様子を意味するドゥーズレンという

言葉、この２つを組み合わせた造語であり、もとは重い知的障害がある人のために生まれ

たＱＯＬ、いわゆる「生活の質」の向上のための余暇活動でございます。 

このスヌーズレンを室内で行うときは、光・音・におい・振動・触覚等、五感をやさし

く刺激するものを室内に効果的に配置し、この部屋をスヌーズレンルームと呼んでおりま

す。 

スヌーズレンルームの使用目的は、①障害者の余暇活動、②知的障害者・認知症のお年

寄り等、言葉での意思疎通が難しい相手とのコミュニケーションの入口を探すこと、③病

気の子ども・心理的に不安定な人の治療・教育的効果を期待したプレイセラピー、④普通

幼稚園や保育園での活用、など幅広く応用が可能となっております。 

スヌーズレンルームはヨーロッパ各国ではコミュニティセンターや一般の保育施設にも

広がっており、日本でも既に知的障害者・精神障害者の施設で 360 箇所以上が導入してお

り、今後はヨーロッパの取り組みを参考に①発達障害のグレーゾーンにある子ども、②被

虐待児童、③被災地の子どもなどにも、大きな効果が期待できるものでございます。 

このスヌーズレンについて、そもそもどのようなものかというご紹介、そして保育園や

幼稚園だけでなく、家庭での応用方法などについてお話いただく予定でございます。スヌ

ーズレンにつきましては、市議会の一般質問でも取り上げられるなど、近年、各方面でも

関心が高まっておりまして、本委員会の委員の皆様への御紹介も含めまして、実施につい

ての御理解御協力をいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 さて、開催概要についてでございますが、日時は平成 26 年３月 16 日（日）午後１時 30

分からを予定しております。会場は一昨年と同様の場所でございますが、中央区下落合の

「さいたま市産業文化センター」のホールとなっております。 

 広報についてでございますが、本日の委員会において内容をご承認いただいた後、さい

たま市報の３月号に記事を掲載する予定でございます。また、併せてホームページへの掲

載や区役所窓口等へのチラシの配布、そして、今回は主に乳幼児期を念頭に置いておりま

すので、市内の幼稚園・保育園等へも積極的に周知を図って参りたいと考えております。 

つづきまして、資料はございませんが、理解啓発のためのパンフレットでございます。 

前回の検討委員会でも、理解啓発パンフレットについてのご意見をお伺いしたところで

すが、ご意見といたしまして、支援者向けを念頭に置いたものを検討してはどうか、また、

当事者本人による執筆なども検討してはどうか、というご提案をいただきました。 

事務局といたしましては、ライフステージごとのシリーズが概ね完結したことを踏まえ、

今後、支援者向けのパンフレットやガイドブックなどを検討してまいりたいと考えており

ます。 

なお、当事者本人による執筆につきましては、一定の文章能力と発言能力を有すること

を前提とし、平日の会議への参加に支障のないさいたま市在住の成人で、氏名公開が可能

な方という条件で御協力いただける方が対象になり、今後の課題とさせていただきたいと

存じます。 

具体的な検討については今後行うこととなりますが、本委員会の委員の皆様の御協力も



23

いただきながら、内容の検討をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

講演会とパンフレットについて、事務局よりご説明させていただきました。説明は以上

になります。よろしくお願いいたします。 

（山本委員長職務代理） 

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明について、皆様から何かご意見やご

質問などございますか。よろしいですか。それではただ今の件は事務局から説明があった

とおり進めていくということでお願いしたいと思います。 

○ 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート  

（山本委員長職務代理） 

続いて、議題の５「次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート」ということです

が、事務局から説明をお願いします。 

（西渕係長） 

 それでは、次期障害者総合支援計画策定のためのアンケートについて説明いたします。

資料５をお願いいたします。 

 アンケートにつきましては、前回の検討委員会におきまして、実施の概要をご説明させ

ていただきましたが、その後、障害者政策委員会に設置されましたワーキンググループに

おける検討等を踏まえ、変更された点などをご説明させていただきます。 

 大きな変更点といたしましては、一部を除き無作為抽出による郵送を原則として実施す

ることとしておりましたが、誰もが共に暮らすための市民会議などで希望者も回答できる

ようにすべきではないかとの意見が出されたことなどを受け、全体で 9,000 部のうち、

1,500 部を対象に、希望者には窓口で配布の上、回答できるようにいたしました。 

 発達障害者を対象としたアンケートにつきましては、本検討委員会の委員で、親の会に

所属されております、矢崎委員と二瓶委員に、それぞれ、親の会「麦」、埼玉県自閉症協会

の会員の皆様に、合計 200 部の配布をお願いいたしました。委員のお二人にこの場をお借

りして改めてお礼申し上げます。ありがとうございました。 

アンケートの集計につきましては、11 月 30 日を回答期限としており、現時点では結果

についてご報告はできませんが、今後、集計を行いまして、次回の検討委員会で集計結果

等についてご報告させていただきたいと思います。 

以上、アンケートの実施についてご報告させていただきました。よろしくお願いいたし

ます。 

（山本委員長職務代理） 

ありがとうございました。今後の具体的な課題などについての説明がありましたが、た

だいまの事務局の説明について、皆様から何かご意見やご質問などございますか。 

 それでは私から一点お伺いします。このアンケート結果、特に発達障害のアンケート結
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果については、この委員会に後日報告されると考えてよろしいのでしょうか。 

（事務局） 

 はい。この委員会においても報告させていただく予定です。時期といたしましては、次

回の委員会は３月を予定しておりますので、その際に報告できればと考えております。 

（山本委員長職務代理） 

 他にご意見等ございますか。この件については結果を聞いてみないと何とも言えないと

ころもあるかと思いますので、またの機会に改めて伺うということで進めていきたいと思

います。 

３ そ の 他  

（山本委員長職務代理） 

それでは、最後にその他ということですが、事務局の方からお願いしたいと思います。 

（事務局） 

 はい。お手元に参考資料ということでお配りした資料ですが、先の議題の中で既に内河

委員からご説明をいただいておりますので、何か補足があれば内河委員からご説明をお願

いしたいと思います。 

（内河委員） 

 それでは参考資料について少し補足させていただきます。まずタイトルにございますよ

うに、「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」とい

うことで実施をいたしました。 

 次のスライドの３と４をご覧いただきますと、全国調査に準じたかたちで 85 項目の調査

を行ったものでして、各クラス４名を乱数表で無作為抽出して調査を行いました。調査結

果については、「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた割合ですが、さいたま市

で 9.1％となっており、以下ご覧のとおりでございます。全国調査では 6.5％で、確か埼玉

県でも平成 25 年に公表している数値は 10.7％だったと思います。 

 次のスライドの５と６は調査結果の分析になりますが、学習面で困難を示す割合が多い

という印象です。また小学校では６割近いお子さんが何らかの支援を受けておりますが、

中学校では２割強にとどまり少ない数値となっております。 

 次のスライドの７と８をお願いいたします。校内委員会で特別な教育的支援が必要と判

断された割合ですが、21.4％と低い数値にとどまっております。この数値の見方は少し難

しいところがありまして、必ずしも校内委員会を必要としないと判断したケースがその言

葉どおりではないというのが全国調査も含めてございます。スライドの８は校内委員会で

支援が必要と判断された児童生徒の支援の状況についてとなっております。 

その次のスライドは今後の方向性となっております。私どもは障害のある児童生徒が住
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み慣れた地域で学ぶことができることを目指して特別支援学級の設置を推進しております

が、この特別支援学級を通常の学級に在籍しているお子さんが必要に応じて柔軟に利用で

きたり、個別の指導を行ったりしながら児童生徒への支援を行っていくというのが基本的

な考え方です。 

 誤解があると困るのですが、この 9.1％のお子さんをすべて特別支援学級に入れるとい

うことではありません。特別支援学級を活用しながら支援ができればということでござい

ます。もちろん中には特別支援学級に在籍することが適切だと考えられるお子さんもいま

すし、そうした場合にはそこで支援や指導を受けることが必要だと思いますが、9.1％すべ

ての児童生徒を特別支援学級に入れるということではありませんので、念のために申し上

げたいと思います。 

 そのほかに取り組むべき今後の方向性として、教員の専門性の向上、特に誰にでもわか

りやすい授業づくりというものが必要だと考えています。また校内委員会の充実や「潤い

ファイル」等を活用した切れ目のない支援ということも必要だと考えております。また平

成 26 年度から新たな特別支援教育推進計画を策定して体制を充実させていく予定ですの

で、また内容が決まりましたら改めてご報告をさせていただきたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございました。ただいまのご報告ですが、数字だけが独り歩きしてい

るようなところがありますが、実際にはさいたま市の特別支援教育を更に充実させていく

ための全体調査ということかと思います。時間の関係もありますので、特にこの件につい

て何か確認をしておきたいということがあれば、どなたか。 

（鈴木委員） 

 校内委員会の構成やメンバーについて教えていただけますか。 

（内河委員） 

 校内委員会については、各学校でさまざまなのですが、一般的には校長が教員を特別支

援教育コーディネーターに指名し、その人間が中心になって、校長、教頭、管理職、教育

相談主任が基本となり、ケースによって学年主任や担任にも加わってもらうほか、必要に

応じてさわやか相談員に関わってもらうこともございます。 

（鈴木委員） 

 学校医は参加しているのでしょうか。 

（内河委員） 

 日常的に開催している校内委員会に常時参加というのは難しいため参加しておりません

が、例えば非常に難しいお子さんにしっかりと対応をしたいというような場合に学校医さ

んに意見を伺うなど、学校によってそうした対応を行っているところはあるかと思います。 
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（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございました。他にございますか。 

（松本委員） 

 この調査方法については、先ほど文科省の調査に準ずるかたちでの実施という説明がご

ざいましたが、調査項目も全く同一なのでしょうか。それから新聞によりますと担任が質

問項目を聞いたというふうに報道されていましたが、調査はどのように行ったのでしょう

か。 

（内河委員） 

 調査項目 85 項目は文部科学省の調査と全く同一です。無作為抽出で選んだお子さんに対

しての質問に回答するのは担任を中心として関わっている教員です。小学校ですと担任一

人が全教科を受け持っていますから、担任が調査を行いますが、中学校では教科担任制に

なりますので、担任だけでは不十分な場合もございますので、関わっている教科担任も含

めて見ていただくということになっています。 

 注意が必要なのは、調査項目を担任が回答しただけでは、その担任はその子どもが発達

障害である、あるいは何らかの支援が必要であるということがわからないようになってい

るということです。9.1％という数字は教育委員会で集計を行って初めて把握できるもので

あり、担任が回答しただけではわからないようになっていますので、そこのところはご安

心いただければと思います。 

（松本委員） 

 調査項目なのですが、例えば、言葉に詰まるとか、順番を待つのが難しいとか、こうし

た項目が入っていたのを新聞等で見たのですが、項目によっては診断名が変わってくるの

かなという疑問があります。 

 そこでお伺いしたいのが、85 項目の調査項目はどこで作られたのか、誰が中心になって

決めたのか、あるいは何か参考文献のようなものがあるのか、非常に気になるので教えて

いただきたいと思います。 

（内河委員） 

 項目については文部科学省と同じですが、今手元に資料がないのですが、文部科学省の

ほうでも学習面や行動面についての調査票や評価スケールを文献に基づいて作成したもの

でして、文部科学省のホームページに掲載されております。 

（山本委員長職務代理） 

 はい、ありがとうございました。可能であれば、事務局をとおしてその資料を委員に提

供いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 申し訳ありませんが、時間が迫っておりますのでその他ということで、お手元に矢崎委

員さんからの資料がございますので、少し説明をお願いできますか。 



27

（矢崎委員） 

 はい、講演会の案内チラシを皆様のお手元に配布させていただきました。それから当会

で会報を作成しておりまして、ご関心のある方がいらっしゃればお持ち帰りいただくこと

ができますので、委員会終了後に私の方にお申し出いただければ、お渡しいたします。あ

りがとうございました。 

（山本委員長職務代理） 

それでは、これで決められた議事は全て終了となります。今年度の委員会は残り 1 回を

予定していますが、ご意見等についてもなかなか委員の皆様でも出し切れないところもあ

るかと思いますので、お気づきの点等がございましたら随時事務局までご連絡をいただき、

事務局にて皆さんに状況をお伝えするという方法で進めていきたいと思います。 

それでは進行を事務局にお返しいたします。よろしくお願いいたします。 

４ 閉  会  

（西渕係長） 

ありがとうございました。今後の日程についてでございますが、次回の開催は３月の開

催を予定しております。詳細が決まり次第改めてお知らせいたしますので、何卒よろしく

お願いいたします。 

それでは、以上をもちまして、「第 26 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会」

を閉会とさせていただきます。 

委員の皆様には会の進行にご協力いただき、誠にありがとうございました。 

以 上    


