
第２９回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会議録 

日時：平成27年3月12日（火）15:00～ 

場所：障害者総合支援センター研修室 

 次  第  

１．開  会 

２．議  題 

  ○ 第28回委員会会議録（案）の承認 

 ○ 発達障害者支援の状況について 

 ○ 次期障害者総合支援計画について 

 〇 平成26年度発達障害者家族支援体制整備事業について 

 〇 平成26年度発達障害に関する講演会開催結果について 

３．そ の 他  

 〇 障害福祉課長挨拶 

４．閉  会 

 配布資料  

・ 第29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 

・ 第28回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会議録（案） 

・ 資料１ 厚生労働省資料の発達障害者支援体制整備及び発達障害児者支援関係事業一

覧 

・ 資料２ 次期障害者総合支援計画（平成27年度～平成29年度）（概要） 

・ 資料３ 次期障害者総合支援計画（平成27年度～平成29年度） 

・ 資料４ 次期障害者総合支援計画（素案）に対する意見募集結果 

・ 資料５ 平成26年度発達障害者家族支援体制整備事業について 

・ 資料６ 平成26年度発達障害に関する講演会の開催結果について 

・ 世界自閉症啓発デー普及啓発関連資料 

・ 矢崎委員提供資料 

 出 席 者  

委  員・・・名越斉子、鈴木仁史、浅沼康雄、成瀬明子、矢崎弘美、二瓶則子、山

路久彦、黒田安計、山西敦子、土井真司、田辺龍一、星聡、小峯真紀、
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大竹美津子、内河水穂子（敬称略）

事 務 局・・・【障害福祉課】 

       小島徹一郎（課長補佐）、高橋純一郎、滝沢干奈、新井康太 

       【障害者総合支援センター】 

        永島淳（所長）、真野哲、緒方広海 

１ 開 会  

（小島課長補佐） 

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。本日は年度末の

大変お忙しい中をご出席いただきましてありがとうございます。 

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２名、

遅れると伺っている委員が１名となっております。 

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 29 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、第

28 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会議録（案）、資料１厚生労働省資料

の発達障害者支援体制整備及び発達障害児者支援関係事業一覧、資料２次期障害者総合支

援計画（平成 27 年度～平成 29 年度）（概要）、資料３次期障害者総合支援計画（平成 27

年度～平成 29 年度）、資料４次期障害者総合支援計画（素案）に対する意見募集結果、資

料５平成 26 年度発達障害者家族支援体制整備事業について、資料６平成 26 年度発達障害

に関する講演会の開催結果について、以上でございます。資料の方は以上でございます。

続きまして参考資料として、皆様のお手元に国の方の世界自閉症啓発デーのチラシとリー

フレットを１部ずつ、それから障害者総合支援センターさんの封筒に入っておりますが、

同じく世界自閉症啓発デーに関する資料一式、それから埼玉親の会「麦」さんから発達障

害の特性と関わり方という講演会のチラシ、以上を参考として配布させていただきました。

資料の方は以上でございますが、よろしいでしょうか。 

次に、会議の公開につきましてお断りを申し上げます。 

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

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。よろしいでしょうか。 

（委員一同異議なし） 

（小島課長補佐） 

はい、ありがとうございます。それでは、ただ今より第 29 回さいたま市発達障害者支援
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体制整備検討委員会を開会させていただきます。 

ここからの議事進行につきましては、名越委員長にお願いしたいと存じますので、よろ

しくお願いいたします。 

２ 議 題  

○第 27 回委員会会議録（案）の承認 

（名越委員長） 

それでは、次第に沿いまして議事の進行をさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。まず、議題の１、第 28 回委員会会議録（案）について、事務局よりご説

明をお願いいたします。 

（小島課長補佐） 

はい。去る７月 17 日に第 28 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。会議録につきましては、委員の皆様に、秋頃、ちょっと前になってしまいま

すが、「第 28 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 会議録案」としてお送りさ

せていただき、事前にご確認をいただいているところでございます。 

本日の資料の方にもございますが、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。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。既に委員の皆様には事前にお届けしてお目通しをいただいて

いるということで、こちらについては、特にご意見等がなければ、委員会として承認した

いと思いますがいかがでしょうか。 

（ 異議なしの声 ） 

（名越委員長） 

それでは、「第 28 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 会議録案」につき

ましては、事務局案のとおり承認いたします。 

○発達障害児者支援の状況について 

（名越委員長） 

続いて、議題の２番目、「発達障害児者支援の状況について」ということですが、事務局

から説明をお願いします。 
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（小島課長補佐） 

それでは、発達障害児者支援の状況について、事務局より説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただきます。お手もとの資料１をお願いいたし

ます。この検討委員会は、国の示す発達障害者支援体制整備のあり方を踏まえ、乳幼児期

から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、関係機関等に

よるネットワークを構築し、支援体制を整備するとともに、発達障害児者及びその家族に

対する支援の強化を図ることを目的に設置をされております。 

 資料の１枚目は国の示した体制整備のイメージですが、検討委員会の役割として、県内

の状況把握や、ペアレントメンターの養成等の支援体制の充実に向けて検討という記載が

ございます。ペアレントメンターの養成状況につきましては、この後の議題で詳しく報告

させていただきますが、もう一つの役割として、県内、指定都市の場合は、その市内の状

況把握ということになりますが、そうしたことが求められておりますので、この際に改め

て本市の関連施策の実施状況を把握した上で、委員の皆様からご意見をいただき、今後の

課題を確認してまいりたいと考えております。 

資料の２枚目をお願いいたします。表の一番左の欄に番号を振っておりますが、１番か

ら６番は各区の保健センターの事業が中心となっておりますが、全体を通して最も予算規

模が大きいものが１番の乳幼児健康診査でございます。その他に乳幼児発達健康診査、親

子教室、妊産婦・新生児訪問、母子訪問、育児相談などを実施しております。 

７番から次のページにまたがりますが、13 番は総合療育センターひまわり学園の関係事

業でして、外来診療やグループ指導、保護者向けの勉強会やペアレントトレーニング、次

のページになりますが、保育園や幼稚園への出張カンファレンス、保健センターの親子教

室への職員派遣、特別支援教育相談センターや小中学校との連携会議への参加やケースカ

ンファレンスを実施しております。 

次の 14 番から 17 番は保育課の事業でございますが、保育園への支援事業が中心となっ

ております。14 番の育成支援制度はいわゆる気になる子への支援として、各保育園に育成

担当の保育士を原則２名配置して必要な保育を行う事業でございます。その他に保育園へ

の作業療法士の派遣でございますとか、心理相談員による巡回保育相談でございますとか、

療育施設との交流などの事業を実施しております。 

資料は３枚目から４枚目にわたりますが、18 番及び 19 番は幼児政策課の事業でござい

ますが、主に私立（わたくしりつ）の幼稚園に対する支援として、経費の助成でございま

すとか、特別支援巡回相談員の派遣などを実施しております。 

資料 4 枚目の 20 番は各区の福祉事務所で行っている家庭児童相談室、21 番及び 22 番は

特別支援学校放課後児童クラブや民設放課後児童クラブに対する助成、23 番は若者自立ル

ーム事業でございます。24 番は児童相談所における相談や支援でございます。 

25 番はこの後の議題でご説明いたしますが、いわゆるペアレントメンター養成事業、26

番も後の議題でご説明いたしますが、発達障害に関する講演会の開催、27 番は支援ツール

の潤いファイルについてでございます。 

資料の５枚目にわたりますが、28 番及び 29 番は保健所にて実施している精神保健相談

や心の健康に関する講演会、資料５枚目の 30 番から 32 番はこころの健康センターで実施

している精神保健相談、こころの健康セミナー、ひきこもり相談センターなどの事業でご
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ざいます。 

33 番は主に成人期の発達障害に関する相談として、（発達障害者支援センターにおける）

相談支援や社会参加事業の実施、34 番は障害者総合支援センターにおけるさまざまな就労

支援でございます。 

35 番から 38 番は教育委員会における支援でございますが、就学相談や発達相談、特別

支援ネットワーク連携協議会による学校支援、教育相談室における学校生活に関するさま

ざまな相談支援、不登校児童生徒の学校復帰や学習支援などを行う適応指導教室などの事

業に取り組んでおります。 

以上、さいたま市で実施している主な発達障害児者支援の関係施策をご紹介させていた

だきました。本日は、事業の関係課が委員や事務局として参加していないものもございま

すが、委員の皆様から事業に対するご意見や補足などがございましたら、お願いしたいと

思います。いただいたご意見につきましては、今後の事業の見直しなどの参考として生か

してまいりたいと考えております。説明は以上です。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。 

ただいまの事務局の報告について、何かご意見、ご質問などございますでしょうか。 

（鈴木委員） 

 こうぬまクリニックの鈴木です。16 番の巡回保育相談事業ですが、相談員の人員確保が

難しいということですが、埼玉県の臨床心理士会にアクセスして話し合いをすることで、

人員確保については少し前向きなことになるのではないかという気がしますが、いかがで

しょうか。すぐに人員が出せるかどうかわかりませんが、そうした団体とそれなりのネッ

トワークを組んだほうが、埼玉県全体の将来へのつながりにとってもよろしいのではない

でしょうか。 

（大竹委員） 

保育課の大竹です。ご助言ありがとうございます。巡回保育相談に関する確保の問題に

ついては、今、大学の清水先生と相談しながらお願いをしているところですが、公立保育

園で行われている事業ということですが、公立保育園以外の私立保育園や幼稚園にも巡回

保育相談の制度があり、気になるお子さんへのそうしたところへの相談の枠を広げていく

という中で生じてきた課題だと思いますので、今の先生のご助言を踏まえてできることが

あればお願いしていこうかと思います。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。私は臨床心理士で、出身地のところに所属しているのですが、

子育て支援という領域がありますので、鈴木先生のいうとおりにできるかわかりませんが、

アクセスしてみることは可能かなと思います。 

（名越委員長） 
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 それでは、他に何かご意見はございますでしょうか。 

それでは、よろしければせっかくの機会ですので、市の職員の委員の皆様から、それぞ

れの事業について、補足の説明ということで、現状や課題などについてお話いただくとい

うことはできますでしょうか。 

よろしいでしょうか。それでは地域保健支援課の山西委員いかがでしょうか。 

（山西委員） 

はい。地域保健支援課の所管は１番から６番まででございますが、担当しているのは各

区の保健センターでございます。１番の健康診査は、委託医療機関に委託しているもので

すが、親御さんに記入いただく問診票がかなり細かくなっており、育てにくさを感じてい

るとか、イライラすると記入されている場合は、必ず保健センターから支援に入るように

しています。お子様の育てにくさについては、保健師が話を伺って発達健康診査につなぐ

場合や、乳幼児健康診査委託医療機関から保健センターに発達健康診査につなぐ指示が出

る場合があります。 

 ３番は子どもの発達を促す目的で親子で教室に参加していただいているのが親子教室で

ございます。 

 妊産婦・新生児訪問に関しては、保健師等が自宅に訪問しお母様が不安に感じているこ

とのご相談に応じる事業です。母子訪問は対象者を新生児訪問に限定していないことが違

いにあります。育児相談については、毎月行っており、お母様の不安の芽を取り除くこと

が目的でございます。ここには書かれておりませんが、保健所の地域保健支援課の中で、

いろいろな意味でお母さんの不安、母の心のケアやグループワークを行っております。以

上です。 

（名越委員長） 

 ありがとうございました。それでは児童相談所の田辺委員お願いいたします。 

（田辺委員） 

 児童相談所では障害者支援的なものが中心というよりは、相談は、養護、非行などがあ

ります。療育手帳の判定なども行っていますが、児童虐待の件数が多いこと、それから非

行でも最近は中高生レベルの子が毎日のように一時保護で部屋がいっぱいになっているよ

うな状況で、一昨日もそこから子どもが逃げ出して職員が怪我をするとか、いろいろなこ

とが起こっています。保護所の中を見ても、施設入所の子を見ても、発達障害と思われる

お子さんが非常に多く見られます。ただし、児童相談所は発達障害の相談をするところで

はないので、虐待への対応、非行への対応を行っているところであり、どうしても事が起

こってから対応するようなかたちで取り組んでいます。 

（名越委員長） 

 はい、ありがとうございました。それではひまわり学園育成課の星委員よろしくお願い

いたします。 
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（星委員） 

 委員会に遅れて申し訳ありません。ひまわり学園ですが、本日出席しております療育セ

ンターさくら草の小峯先生にも出席をいただいておりますが、そちらも含めてのお話と考

えていただければ、と思います。 

 資料の７番の外来療育でございますが、ひまわり学園も療育センターさくら草も診療所

というものが設置されております。そちらでドクターによる発達障害の疑いのある子ども

に対しまして主に幼児期の検査評価、早期診断というものを行っております。当然ドクタ

ー以外にも専門職種のスタッフがおりまして、検査評価の対応をしております。年間の初

診を見てみますと、だいたい８０％から８５％、あるいは９０％近くまで、初診に占める

発達障害のお子さんの割合がかなり増えてきています。問題がございまして、診療の枠な

のですが、かなりいっぱいになってきておりまして、今初診で診察に入る方が４カ月程度

待ちというような状況になっています。特にひまわり学園なのですが、さくら草共々、そ

のあたりをどのようなかたちで改善していかなければならないのかというところで検討中

でございます。 

 ８番の発達支援でございます。こちらにつきましてはそれぞれの施設の方で専門訓練士

によります、ドクターの指示に基づいた、それぞれの個別指導、グループ指導というもの

を行っています。グループは複数あるのですが、ここに盛り込んでいるのは、発達障害児

への支援ということで、就園児グループへの指導ということで挙げております。 

 ９番につきましては、保護者向けの勉強会でございます。発達障害児就園児グループの

指導を受ける子を対象に行っておりますけれども、その指導を受ける子どもの親を対象に

しまして、子どもの行動の理解を探って対処法を考えていく勉強会というものを行ってお

ります。この中には当然グループだけではなくて、総合的な集会ということで保護者のみ

が集まって講話などを行ったり、研修というかたちで含まれているものもございます。 

 それから 10 番のペアレントトレーニングでございます。これにつきましても、今あちこ

ちで始めているところですが、かなり多くなってきているところでございます。以前は児

童相談所さんでもこの事業を行っていただいていたところですが、発達障害のある子ども

の親を対象に、子どもの障害の理解と受容を促して行動変容の原因を習得するためのトレ

ーニングというものを行っております。第１クール、第２クール、第３クールというもの

がありまして、それぞれひまわり学園で２回、療育センターさくら草で１回というような

かたちで実施しております。 

 次のページにまいります。出張カンファレンス、これにつきましては、それぞれの施設

の専門職のスタッフが実際に集団生活を営む中で困りごと、特にクラスの運営等々に支援

が必要な幼稚園、保育園さんのほうにひまわり学園の職員が出て行って発達障害児に有効

な支援体制を普及することを目的にコンサルテーションを行っております。ここで児童福

祉法に基づく保育所等訪問支援という事業で、契約をして利用料を取るという仕組みもあ

るのですが、そちらのほうはどちらかというと保護者のニーズというか保護者の依頼を受

けて契約をして実際に子どもを中心にした支援のあり方というものを探っていくものでご

ざいます。それと似ているのですが、この出張カンファレンスというものはどちらかとい

うと幼稚園や保育園のほうから対応の仕方を教えてほしいということでニーズをいただい

て出向いていくというようなことになっております。 
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 それから 12 番でございます。さきほど保健センターさんから親子教室ということでお話

がありましたが、そちらとの連携についても実施させていただいております。親子教室で

の幼児に適した対応や環境・進路の見極めが円滑に行えるよう、やはり施設の専門職員を

派遣させていただいて、参加時の見立てについて助言を行っております。 

 最後ですが、13 番、特別支援教育相談センター・小学校・中学校との連携でございます。

発達障害のある子どもにとって就学時により支援につながりやすい体制作りのために、役

割や連携ルート及び方法について検討する連携会議やケースカンファレンスを行っており

ます。特に中学校につきましては療育センターさくら草のほうで中心になって行っており

ます。ひまわり学園の方は今のところ小学校が中心ということになっています。育成課か

らは以上でございます。 

（名越委員長） 

 それではひまわり学園さんとさくら草さんと両方まとめてご報告、ご説明をいただきま

した。ありがとうございました。そうしましたら保育課の大竹委員、いかがでしょうか。 

（大竹委員） 

 保育課の大竹です。14 番の公立保育所育成支援制度については、気になるお子さん、障

害をお持ちのお子さんに対して受け入れを行っている保育園に対する支援でございます。

職員の配置につきましてはお子さん 1 人に職員１人が対応する場合と、お子さん２人に職

員１人という場合と、観察保育等を育成支援員が行うのですが、気になるところがあるの

で見守っていこうとかそういったかたちのものがございます。今保育園２人体制でおこな

っており、正確な数が申し上げられなくて恐縮ですが、昨年の８月現在で保育園における

育成支援の対象のお子さんが 197 名あまりいらっしゃいます。そのなかで巡回保育相談も

行っているのですが、年々気になるお子さんが増えている状況がございまして、今新年度

の入所に向けて昨年の 11 月から保育園の入所の申込み、面接、気になるお子さんについて

は先ほど申し上げた体験保育などを行いまして、育成支援制度を行っているのですが、制

度の対象となったとしても、自分が希望する保育園あるいは近隣の保育園に既に規定の職

員が入っている場合は子どもが入所できないということがございまして、園によっては、

園の中で気になるお子さんに観察保育をしており、その中で入園して在園している状況で

も、途中から育成支援制度のお子さんとして職員がついたりすることもございます。なか

なか職員の配置が各園２名ということで、途中から観察保育で育成支援の対象のお子さん

となった場合にはそこで職員がつきますので、各園２名ということになっているのですが、

３名配置、４名配置という保育園もございます。やはり定員の人数の限界があるところで

これまでも課題となってきたのですが、さいたま市の育成支援の要綱、要領の見直しとい

うところでは、受け入れ人数についても、職員配置についてもこれからの課題なのかなと

いうふうに思っております。 

 15 番の保育園訪問、療育相談員派遣事業については、保育課に１名ＯＴの先生がおりま

して、保育園から依頼があった時に各保育園に出向きまして、午前中お子さんの様子を見

させていただきまして、午後にカンファレンスを行っております。課題としては１人なの

でなかなか継続しても見守りなどが難しいというところがございます。 
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 16 番の巡回保育相談事業については、育成支援制度のお子さんが対象になります。年に

１回か２回程度、療育相談の心理の先生が現場に行き、午前中保育の様子を見て、午後１

時半から３時までの１時間半の時間で保育園の先生とカンファレンスを行っております。

その中で教えを乞うというよりは子どものことを一緒に考えていく、その子の育ちをどう

考え、支えていくかということをやっていく事業でございます。やはり先生に見ていただ

いたり、話し合いの中でいろいろな気づきが多いということで、職員からは大切な事業だ

ということで捉えている保育士が多いということでこれからも継続して行っていきたいと

思います。以上です。 

（名越委員長） 

 最後に指導２課の内河委員お願いいたします。 

（内河委員） 

資料では 27 番の潤いファイルと、事業としては 35 番から 38 番になります。潤いファイ

ルは障害福祉課さんと一緒に取り組んでいるものですが、小中学校というところではさら

に周知を進めていくことが必要なことかなと考えています。 就学相談で理解啓発を図っ

ておりますけれども、特別支援学校ですとか、特別支援学級ですとか、そうしたところに

入っていく子どもの親御さんにお渡しして使っていこうというかたちで進めているところ

でございます。 

 35 番ですけれども、就学相談・発達相談というところで、指導２課では教育相談係と特

別支援教育係がありまして、こちらは特別教育支援センターというところがあって、そこ

でいわゆる就学相談、就学時の相談、また保護者からの学齢の子どもの相談というものを

受けています。非常にニーズが高くて、年々相談件数が増加しているところです。人員が

ずっと変わらないというところもございまして、増加するケースへの対応というのが課題

となっております。就学については丁寧な相談を心掛けておりまして、保護者のほうから

相談の申込みがあってスタートするというのがほとんどでございます。特別支援学校や特

別支援学級に通われるお子さんもいらっしゃいますが、就学相談に関わり合いながら通常

学級に進学されるお子さんも結構おります。移行支援ということで就学担当の指導主事の

ほうが学校を回りまして、お子さんの状況などを伝えてスムーズな移行を進めているとこ

ろです。 

 36 番のさいたま市特別支援ネットワーク連携協議会ですが、特別支援教育相談センター

が事務局となって、さまざまな専門機関が連携して、小中学校の要請に基づきながら支援

を行っているというものでございます。やはり発達障害のお子さんへの支援については非

常にニーズが高く、また家庭の問題などが複雑に絡み合っておりますので、いつも関係課

の皆さんにお世話になりながら支援を進めているところです。これも支援件数の増加が非

常に多くて、その増加への対応が課題となっております。 

 教育相談・教育相談室運営事業といいますのは、教育相談室、教育相談係の事業という

ことで、子どもたち、またその親を対象に不登校などのさまざまな相談を受けている状況

でございます。 

 また、適応指導教室運営事業というのは、教育相談室に併設しているかたちで適応指導
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教室というのを設置していますので、不登校のお子さんたちが学校復帰を目指しながら取

り組んでいるかたちになっています。簡単ですが、以上です。 

（名越委員長） 

 はい、ありがとうございました。他に補足のご発言などがございますでしょうか。それ

では議題の２については以上といたします。 

○次期障害者総合支援計画について 

（名越委員長） 

引き続いて議題の３番目、「次期障害者総合支援計画について」、事務局から説明をお願

いします。 

（小島補佐） 

それでは、議題の３点目、次期障害者総合支援計画について、説明いたします。資料２

から資料４をお願いいたします。 

７月に開催しました検討委員会におきまして、計画の体系や策定のスケジュールなどの

概要をご説明させていただきましたが、このたび計画を策定いたしましたので、ご報告を

させていただきます。 

時間の関係で、計画の概要と発達障害に関する内容を中心にご説明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。 

始めに資料２の２ページをお願いいたします。計画の概要ですが、根拠の法律、計画期

間、基本方針、基本目標などはご覧のとおりで、７月にご説明した時と同じですが、基本

目標４については、以前「障害者の安心・安全」としておりましたが、その後「障害者の

危機対策」と名称を変更いたしました。 

 ３ページは主な重点事業でございますが、障害者差別への対応、グループホームの設置

促進、障害者生活支援センターの充実、優先調達の推進などに力を入れて取り組んでまい

りたいと考えております。 

 ４ページはパブリック・コメントについてですが、計画を策定するに当たって、広く市

民の皆様からご意見を伺った際に、項目数で申し上げますと 386 件という、大変多くのご

意見をいただきました。意見の詳細は資料４のとおりですので、後ほどご覧いただければ、

と思います。 

 ６ページは策定までの経過でございますが、11 月に計画の素案を決定し、12 月に市議会

に報告するとともに、市民会議でご意見を伺いました。さらにパブリック・コメントを実

施し、年明けにはその結果の概要を障害者政策委員会に報告いたしました。これまでのご

意見を踏まえて、２月に計画を策定したところですが、今後、３月 17 日に開催する障害者

政策委員会にて報告を予定しております。 

 次に、発達障害に関する事業について、資料３でご説明させていただきます。恐縮です

がページ数の関係で割り付け印刷となっておりますが、58 ページをお願いいたします。基

本目標２の「質の高い地域生活の実現」の基本施策（１）ライフステージを通じた切れ目
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のない支援として、先ほどの議題でも取り上げましたが、乳幼児発達健診、私立幼稚園等

における特別支援事業、保育所での育成支援、総合療育センター事業、59 ページに進みま

して、教育委員会の事業として、特別支援学級の設置推進、相談支援体制の充実などを掲

げております。（５）の多様な学びの場の充実には星印がついておりますが、これは各事業

の中で特に重点的に取り組む事業としているものでございまして、さいたま市の総合振興

計画や市長のマニフェストをベースにしたしあわせ倍増プラン２０１３に掲げた事業など

を中心に取り上げております。59 ページの下段には成果指標を掲げておりますが、今後、

この計画の進行管理を行っていく上で、指標となる項目を掲げておりますので、後ほどご

覧ください。 

 次に、61 ページをお願いいたします。基本施策（２）障害者の自立の助長及びその家族

の負担の軽減のための総合的な支援の中で、62 ページの（９）ひきこもり対策、63 ページ

の発達障害者（児）に対する支援の充実、また普及啓発などの取組を記載しております。 

この計画は今後、障害者政策委員会で進行状況のモニタリングなどを行っていく予定で

ございます。以上、簡単ではございますが、計画の概要と発達障害に関連する事業を紹介

させていただきました。よろしくお願いいたします。 

（名越委員長） 

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、何かご意見、ご質問など

ございますでしょうか。 

（名越委員長） 

ないようでしたら、議題の３については以上としたいと思いますが、はい、矢崎委員ど

うぞ。 

（矢崎委員） 

はい 65 ページの成果指標の 17 番、インクルーシブ子育て支援モデルですが、これは今

までの障害者政策委員会や他の会議では詳しくご報告がされていなかったと思いますが、

何か報告できる進展した内容はございますか。 

（黒田委員） 

保健部の黒田と申します。私の方からご説明させていただきますけれども、まだ細かい

人員や予算につきましては詰めているところでして、最終的にできるかどうかはまだ固ま

っていない部分があるのですが、私どもとしましては、来年度から少し準備を始めて子育

て支援の延長として、発達の、でこぼこのある方も含めて、お母さんの困りやあるいはお

子さんの困り感に寄り添うような支援のかたちができるように進めていきたいと思います。

もう少ししましたらご報告できることも出てくるかと思いますが、現状はそういうところ

です。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。他にはご質問、ご意見はございますでしょうか。よろしいで
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しょうか。それでは、続いて、議題の４「平成 26 年度発達障害者家族支援体制整備事業に

ついて」、事務局から説明をお願いいたします。 

〇平成 26 年度発達障害者家族支援体制整備事業について 

（事務局） 

はい。それでは、発達障害者家族支援体制整備事業について、事務局より説明させてい

ただきます。それでは、平成 26 年度の発達障害者家族支援体制整備事業の結果報告につい

て、事務局よりご説明させていただきます。資料の５をお願いいたします。 

さいたま市における発達障害者家族支援体制整備事業につきましては、平成 24 年度から

埼玉県自閉症協会に委託をさせていただき、今年度、３年目を迎えております。この事業

では、発達障害のあるお子さんを持つ保護者の相談等に寄り添う先輩保護者、いわゆるペ

アレントメンターを養成し、その活躍の場を創出していくことを目的としております。 

なお、埼玉県では平成 22 年度から単独で事業を実施しておりますが、このペアレントメ

ンター養成事業につきましては、厚生労働省が示す発達障害者支援体制整備の中でも、主

要な事業と位置付けられておりまして、本日の委員会でその実施状況をご説明させていた

だきたいと考えております。 

資料の下の部分にスライドの番号がございますが、その番号の２をお願いいたします。

今年度から新たに委員に就任された方もおられますので、あらためて、本事業のそもそも

のところからご説明をさせていただきたいと思います。事業は大きく２つの内容から成り

立っておりまして、まず、１つ目のペアレントメンター養成研修の実施でございます。ペ

アレントメンターという言葉でございますけれども、こちらは英語になりまして、「メンタ

ー」とは「信頼できる相談相手」という意味でございます。 

ペアレントメンターは発達障害のある子どもを育ててきた同じ親の立場で、発達障害の

診断を受けたばかりの子どもの親や、子育てに関してさまざまな疑問を持つ親に対し、共

感をもって悩みを聞いたり、地域の情報提供を行ったりしながら、相談者である後輩保護

者に寄り添って、精神的な支えとなり、各支援機関へのつなぎの役割などが期待されてい

るところでございます。 

スライドの３をお願いいたします。ペアレントメンターの養成は、資料にございますよ

うなさまざまな講座やロールプレイの研修を、年間を通して８日間実施し、研修を終えた

方には修了証書を交付しております。 

スライドの４をお願いいたします。本年度の養成研修の受講資格でございますが、県内

在住で発達障害の診断を受けた小学校５年生以上の子どもの親であること、親の会の所属

やＰＴＡの役員経験が２年以上で代表者からの推薦を受けること、あるいは特別支援学級

もしくは通級指導教室を利用している方で学校長の推薦を受けること、そして、基礎講座

の全期間に参加可能な方、こうした条件で受講者を募らせていただきました。 

受講生募集の告知につきましては、資料にはございませんが、県内の親の会や特別支援

学校のＰＴＡ等を通じて個別に募集をさせていただいたところでございまして、埼玉県全

体で本年度の新たな養成者は 8 名でございました。残念ながらさいたま市在住の方の応募

はゼロ名でしたが、昨年度応募された方で、受講日数が不足していた方が今年度規定の受
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講日数を満たし、修了証を交付させていただい方が１名いらっしゃいました。 

続いて、スライドの５をお願いいたします。ペアレントメンターによる交流会・相談会

の開催ですが、こちらにつきましては、既に前年度までに養成講習会を修了されたペアレ

ントメンターの方々の活躍の場を確保するという意味合いも含め、発達障害の診断を受け

て間もない保護者同士の交流を図り、発達障害の特性に配慮した学習方法をペアレントメ

ンターとともに学ぶ勉強会として開催したものでございます。 

県内では、今年度、他に新座市、行田市、日高市、戸田市などで実施をしておりますが、

本市におきましては、２回ほど、５月に療育センターさくら草、１月にひまわり学園に通

う子どもの親を主な対象として、それぞれ３日間の日程で実施をいたしました。 

スライドの６をお願いいたします。参加者の満足度と主な感想でございます。印刷が見

にくくて恐縮ですが、棒グラフの下の部分から順番に、「大変満足」、「満足」、「普通」、「物

足りない」となっておりまして、参加された多くの方から「大変満足」か「満足」との回

答をされました。 

本日ご紹介している参加者の感想は、ごく一部でございますが、「悩みを共感してもらい

心が軽くなった」、「希望が持てた」、「短い時間でたくさんの対応策を聞くことができた」、

「こうした会がもっと増えたらいいと思う」など、概ね高い評価をいただいているものと

考えております。 

続いて、スライドの７をお願いいたします。事業の運営に当たりましては、こちらの実

行委員会という組織が、本市と埼玉県におけるペアレントメンター事業を支える中心的な

役割を果たしております。福祉、医療、教育、親の立場など、それぞれの専門分野から第

一人者を、専門家チームとして実行委員会のメンバーに充てまして、事業の運営に関する

指導や助言、ペアレントメンターへの養成研修の実施やサポートを行っております。 

続いて、スライドの８をお願いいたします。養成講座のほかに、広く一般の方に発達障

害について学んでいただく機会として、公開講座を実施いたしました。７月と１１月の２

回ほど、いずれもさいたま市内で開催いたしまして、発達障害の基礎や支援などについて、

養成研修受講生にとどまらず、幅広い皆様に発達障害に関する知識や取組をご紹介できた

大変貴重な機会であったかなと思っております。 

スライドの９をお願いいたします。今後についてでございますが、スライド６にござい

ますように、交流会や相談会に参加した親の満足度や感想は総じて高く、こうしたご意見

を踏まえて、今後も事業を引き続き実施してまいりたいと考えております。 

事業の課題でございますが、埼玉県で事業をスタートしてから５年が経過し、当初呼び

かけを行った親の会に所属する受講希望者のうち、今後の活動が見込める方については概

ね受講済となっており、現在は、各地の特別支援学校のＰＴＡに所属する方で、ペアレン

トメンターをやってみたいという方を募るという方法にシフトしつつあります。今年度、

さいたま市の受講者がゼロでしたので、今後、希望者をいかに確保していくのかという点

は今後の課題でございます。 

その他に、受講者の質の向上やペアレントメンターの活動の場の確保なども課題となっ

ております。 

平成 27 年度以降も、市としては、検討委員会の委員の皆様の御理解もいただきながら、

埼玉県及び埼玉県自閉症協会と連携して引き続き事業に取り組んでまいりたいと思います
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ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

（名越委員長） 

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、補足いただけるようなこと

はございますでしょうか。何かご質問やご意見などがございますか。よろしいでしょうか。

それでは、議題の４については以上といたします。 

続いて、議題の５「平成 26 年度発達障害に関する講演会開催結果について」、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

〇平成 26 年度発達障害に関する講演会開催結果について 

（事務局） 

先日、２月 22 日、日曜日に開催した、発達障害に関する講演会についてご報告いたしま

す。この講演会は４月２日の世界自閉症啓発デーを前に、例年この時期に実施しているも

のでございまして、今年度は浦和駅東口の複合公共施設、コムナーレ９階にございます、

浦和コミュニティセンター第 15 集会室におきまして、本委員会の委員長でございます、名

越先生に「やさしく学ぶ『発達障害』～特性と教育的支援の基礎基本」という演題でご講

演をいただきました。 

当日は 121 名の方にご参加いただき、106 人の方からアンケートのご回答をいただきま

した。主な参加者の構成としては、発達障害のある方のご家族の方の割合が 37％、支援者

の方が 11％、個人の立場の方が 15％、行政機関の職員が５％、学校など教育機関の方が

19％、その他の方が 12％となっております。 

参加者の満足度につきましては、大変参考になったとご回答された方が 77％で、全体の

四分の三、やや参考になったと回答された方を合わせますと、ほぼ全員が満足されたとい

う結果となりました。 

４ページ以降は講演会の資料となりますが、発達障害とは何かという基本的なところか

らご説明いただき、ＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症スペクトラムそれぞれの特性、支援の

ポイントなどについて具体例を交えながら、大変わかりやすく解説をいただきました。 

参加者の方からの感想は２ページ下段にまとめさせていただきましたが、ご家族からは、

より理解できた、わかりやすい講演だった、というご意見を、支援者からは、講演の内容

を取り入れて真似してみたい、気持ちや行動を言語化することの大切さなどについての感

想がございました。 

また、講演会は様々な立場の方がご参加されており、講演の最後の質疑の中では、ご家

族の方から切実なお話もございました。参加された支援者の中にも、こうした思いにいか

に応えていくべきか改めて考える契機になった方も多くいたのではないかと思います。 

２ページの上段は今後の講演会の希望開催時間帯についての集計ですが、日曜日に開催

した講演会に出席した方が対象という前提がございますが、土日の午後の開催が比較的参

加しやすいとの回答を多く頂きました。 

今回の講演会につきましては２月６日の時点で、既に定員を超える申し込みをいただき
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まして、それ以降にお申込みいただいた方について、残念ながらお断りをさせていただき

ました。 

問い合わせを頂戴した事務局といたしましても、講演会に対する市民や支援者の関心の

高さを改めて実感したところでございまして、こうしたニーズも踏まえまして、来年度に

つきましても発達障害に関する何らかの講演会を検討してまいりたいと考えております。 

説明は以上でございます。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。他には事務局の説明について皆様から何かご質問やご意見な

どがございますか。ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。それでは矢崎

委員どうぞ。 

（矢崎委員） 

当日名越先生の講演を拝聴させていただきましたが、その１人として感想を述べさせて

いただきます。アンケートにも書かれておりますように、非常にわかりやすく参考になる

内容だったと当事者会でも思いました。発達障害は幅広い、また多岐にわたる内容がある

ものですから、どこかに特化してしまいますと、どうしてもそこに集中してしまって、そ

こに関心のある方のみが参加してしまうのですが、今回、やさしく学ぶ「発達障害」とい

うことで、非常に取り掛かりやすかった、よくわからない人たちも安心して足を運べたと

思います。そして専門の名越先生が講演のような難しい言葉を使わずに、一般の保護者、

一般市民がまず本当にわかりやすい、納得しやすい言葉で説明いただいたことが、非常に

心にしみわたり、当事者会としても先生が私どもに寄り添って支援をしていただける、見

守っていただけるような温かい気持ちになりました。今後もこのような講演会を是非さい

たま市でも開催していただきたいと思いました。ありがとうございました。 

（名越委員長） 

 ありがとうございました。ほかにはよろしいでしょうか。それでは、議題の５について

は以上といたします。これで決められた議事は全て終了となりますので、進行を事務局に

お返ししたいと思います。 

（小島課長補佐） 

ありがとうございました。本日の委員会は、現委員の任期最後の委員会となりますので、

大変恐縮ですが、皆様から一言ずつご挨拶をいただきたいと存じます。恐れ入りますが、

鈴木先生から時計回りで、最後に名越先生ということでお願いしてよろしいでしょうか。

それではよろしくお願いいたします。 

（鈴木委員） 

 長年委員をやらせていただきましたけれども、一定年数が経つということで、他にもい

ろいろあるのですが、この委員会は引かせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。長い間ありがとうございました。 
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（浅沼委員） 

 どうもありがとうございました。幼稚園協会の浅沼でございます。なかなか発言をする

場も少なくて、会議録にもあまり名前が出てなかったのですが、幼稚園の期間というのは

お子さんの発達にとって大変大切な期間でございまして、参考にさせていただきながら、

課題についてもしみじみと感じながら出席させていただきました。事務局のほうから委員

就任から８年になっているということで、この後はまた違う方にお願いをしてございます

ので、これからいろいろとお世話になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。ありがとうございました。 

（成瀬委員） 

 埼玉障害者職業センターの成瀬でございます。１年間どうもありがとうございました。

勉強させていただくばかりで、検討そのものにはあまり貢献できなくてですね、申し訳な

く思っております。私もこの１年で終わりになりますので、大変お世話になったことに感

謝いたします。ありがとうございました。 

（矢崎委員） 

 私も先の委員のように第１回から参加させていただいております。長年にわたり当事者

会として皆様にいろいろなご意見を、また辛辣な希望といいますかそういったものを申し

上げまして、大変心苦しく申し訳ない思いでいっぱいです。私の後任は本日傍聴で参加し

ております。今後も当事者会として委員の方をよろしくお願いいたします。長年ありがと

うございました。 

（二瓶委員） 

 埼玉県自閉症協会の二瓶と申します。本当に話を聞かせていただくばかりで、皆様方が

発達障害のことをこんなに考えていてくれているのだなというのが親としての実感であり

ました。お世話になりました。発言があまりできませんでしたが、ありがとうございまし

た。 

（山路委員） 

 大宮区障害者生活支援センターで相談支援専門員をやっています、山路といいます。支

援センター及び私が所属しているコーディネーター連絡会議のほうから、こちらに参加さ

せていただいていますが、当委員会で話し合ったものがですね、今生活支援センターでは

計画相談や報酬改定等で支援センターがより一層力を付けていかなければならないですし、

また、発達障害の方からの相談が本当に増えています。そういったようなことでこの機会

にいろいろと勉強させていただいて、支援センターに持ち帰らせていただければと思いま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

（大竹委員） 

 保育課の大竹です。今年度初めての参加になります。こういう場に出ていろいろな方、
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多方面な方からご意見を伺ったり、他の部署で実施している事業を伺ったりすることで、

自分もこれからさいたま市の子どもたちのために、私自身は微力ですが、保育課として何

ができるのかなということを考えさせていただくいい機会となりました。ありがとうござ

いました。 

（内河委員） 

 指導２課の内河です。２年間大変お世話になりました。特別支援教育の立場として、皆

様のお話を聞かせていただいて、その話の内容や事業の内容について伺って、また教育の

方から頑張っていきたいと思いますので、また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

（小峯委員） 

 療育センターさくら草の小峯と言います。久場川先生の後任として今年度からさくら草

で主に外来診療を担当しておりますが、先ほど星課長のほうからお話があったように初診

の方をお待たせすることが多くてご迷惑をお掛けしておりますが、頑張りますのでよろし

くお願いいたします。 

（星委員） 

 育成課の星と申しますけれども、今年度異動してまいりまして、１年間やらせていただ

きました。実は 10 年前にもひまわり学園のほうに所属しておりまして、その時は相談の担

当をしておりましたが、その時と比べるとご利用者様の方がこんなにも違っているのだな

というところで、当初はびっくりしまして、何とかいろいろとやっていかなければならな

いかなというふうに思っているところです。本当にお世話になりました。これからもよろ

しくお願いいたします。 

（田辺委員） 

 児童相談所の田辺です、私は児童相談所というよりも、個人的にこの発達障害者支援法

が出来たときから何らかのかたちで携わってきまして、本当にありがとうございました。

当時は発達障害というと少し耳慣れないかたちでスタートして、ちょっと気になる子とい

うことで始まったのですが、何にもなかった状況だったというのをよく覚えています。今

日改めて感じるのは、この発達障害者支援センターも出来て、各特別支援ネットワーク連

携協議会も充実してきて、ひまわり学園の取組も充実してきて、その他もろもろの発達障

害に関する取組が当時と比べると前進しているということを実感しております。それから

新たないろいろな取組もあるので、これは私がたまたま携わってきてうれしかったのです

が、私も今回の会議でたぶん任期が終わりなのですが、どうも長い間ありがとうございま

した。 

（土井委員） 

 障害者更生相談センターの土井と申します。この場で発言することは難しかったといい

ますか、全くなかったのですが、日頃は療育手帳の判定などで発達障害の子どもを診るこ

とがあります。この場で、委員の一員として資料を見返すことができまして、いろいろと
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参考になったかなと思っております。今後とも生かしていきたいと思います。どうぞよろ

しく願いいたします。 

（山西委員） 

 保健所地域保健支援課の山西でございます。私は浦和区保健センターと緑区保健センタ

ーの所長を務めた後、今の職に就いておりますが、一番強く感じているのは発達健診がニ

ーズを網羅できないというか、本当に悩んでいるお母様方が多くて、見極めるにしても、

継続的に見ていかなければならないため、パンクしてしまっているといいますか、ジレン

マなのですが、長年かかわってきてそうしたジレンマをずっと感じているところでござい

ます。この地域保健支援課長の職を最後に、定年退職を迎えますが、皆様には長いことお

世話になりまして本当にありがとうございました。 

（黒田委員） 

 保健部の黒田といいます。前職のこころの健康センターの所長の時から参加させていた

だいています。委員の皆様のいろいろなご意見が、大変勉強になりました。この領域は、

個人的な意見としては本市でまだまだ課題がたくさんあるところですので、これからもで

きることは進めてきたいと思います。 

 先ほどご質問いただきましたインクルーシブ子育て支援モデルプロジェクトにつきまし

ても、この先進めていきたいと思いますので、皆さんのご意見をいただきながら、取り組

んでいきたいと思います。ありがとうございました。 

（名越委員長） 

 今年度、委員長の職を任されましたが、皆様のご協力をいただきながら何とか終えるこ

とが出来たことでほっとしております。発達障害に関しては、療育や相談からスタートし

て、教育の方に関わる立場ですが、どのお子さんも、成人された方も保護者も一つの領域

で済むということではなくて、本当にさまざまなニーズを抱えており、こうした多領域で

の検討ないし、連携というものがとても大事だなということをしみじみと感じております。 

 大学にもたくさんの発達障害ないし、それが疑われる学生がおり、年々問題が大きくな

って、着手しないわけにはいかない状況になっております。そこから出た後もおそらく皆

様のお世話になっているのだろうなということが、この２回の委員会に関わらせていただ

きわかりました。１年間、大変拙い委員長で恐縮ではありましたが、私自身大変いろいろ

なことを学ばせていただきまして本当に感謝しております。ありがとうございました。 

（小島課長補佐） 

続きまして、閉会にあたりまして、障害福祉課長の吉野より挨拶を申し上げます。 

３ そ の 他  

○障害福祉課長挨拶 
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（吉野課長） 

障害福祉課長の吉野でございます。本日は、年度末の大変お忙しい時期にもかかわらず、

ご出席をいただきまして、また、貴重な御意見を数多く賜りまして、誠にありがとうござ

いました。 

さて、発達障害者支援法が施行されて、間もなく１０年を迎えようとしておりまして、

この委員会も設置から１０年の節目を迎えることとなります。 

 この間、発達障害者支援センターの整備や特別支援ネットワーク連携協議会の設置など、

課題はございますが、少しずつ支援体制の整備が進んできたものと考えております。この

２年間をふりかえりましても、昨年度は、主に乳幼児支援のあり方についての検討をいた

だき、委員会として報告書をとりまとめるなど、本市における課題を明らかにしていただ

いたところでございます。 

こうした、これまで積み重ねていただいた議論を最大限受け止め、私どもといたしまし

ても、今後のさいたま市の発達障害者に対する支援体制を更に充実したものとしていくた

めに、全力で取り組んでまいりたいと考えております。 

なお、委員の皆様方の任期につきましては、本日の委員会をもって一旦満了となります

が、来年度の委員会につきましては、市における附属機関の基準の見直しなどによりまし

て、大勢の新たな委員をお迎えして、新たなスタートを切ることとなります。 

本日を持ちまして任期満了を迎える委員の皆様には、本市の発達障害施策に対しまして、

これまで長きにわたり、大変多くのご尽力をいただきましたことに、改めてお礼申し上げ

る次第でございます。誠にありがとうございました。 

委員のお立場を離れましても、それぞれのお立場から本市における発達障害者施策の更

なる向上に是非ともお力添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

以上で、私の挨拶とさせていただきます。この２年間、誠にありがとうございました。 

４ 閉  会  

（小島課長補佐） 

ありがとうございました。 

来年度の委員会につきましては、現在委員の選任を行っているところでございまして、

委員が決まり次第、来年度のスケジュール等の詳細を改めてお知らせしたいと思います。 

それでは、以上をもちまして、「第 29 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    


