
第31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28年2月24日（水）15:00～17:00 

場所：さいたま市役所本庁舎5階会議室 

 次  第  

１．開  会 

２．議  題 

  ○ 第30回委員会会議録（案）の承認 

 ○ 潤いファイルの活用状況等について 

 ○ ペアレント・トレーニング事業について 

 ○ 発達障害者家族支援体制整備事業について 

○ 発達障害者社会参加事業及び学生向けキャリア形成支援事業プランについて 

○ 特別支援学級の設置状況について 

３．閉  会 

 配布資料  

・第 31 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 

・委員名簿 

・第 30 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 潤いファイルの活用状況等について 

・資料２ 潤いファイル 

・資料３ 総合療育センターひまわり学園でのペアレントトレーニングの内容及び実施状

     況 

・資料４ 発達障害者家族支援体制整備事業 

・資料５ 発達障害者社会参加事業「きらめき」及び「学生向けキャリア形成支援事業」 

・資料６ 必要のある学校への特別支援学級の設置状況について 

 出 席 者  

委  員・・・葉石光一、西村敏、杉渕光芳、富田功、二瓶則子、山路久彦、

黒田安計、小林裕子、星聡、大竹美津子、長谷場明博、

野田由美子（代理）（敬称略）

事 務 局・・・【障害福祉課】 

       吉野博之（課長）、小島徹一郎、高橋純一郎、川松茂晃、新井康太 

       【障害者総合支援センター】 

       山口明美（所長）、國分留志、緒方広海、中島哲 
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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、皆様大

変お忙しい中をご出席いただきありがとうございます。 

私は、障害福祉課の小島でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

開会に先立ちまして確認させていただきたい事項がございます。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１１名、欠席委員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 31 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、委員名簿、第 30 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潤いファイルの活用状況等について、資料２潤いファイル、資料３総合療育センターひ

まわり学園でのペアレントトレーニングの内容及び実施状況、資料４発達障害者家族支援

体制整備事業、資料５発達障害者社会参加事業「きらめき」及び「学生向けキャリア形成

支援事業」、資料６必要のある学校への特別支援学級の設置状況について、追加資料として

子育て世代包括支援センターイメージという資料、そしてさいたま市職員対応要領（案）

の概要、最後にさいたま市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領、以上で

ございます。 

次に、会議の公開についてお断りを申しあげます。本協議会につきましては、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。傍聴

希望の方がいらっしゃる場合はここで傍聴の許可をいただくところですが、ただいま傍聴

希望の方はいらっしゃいませんので、このまま会議を進めさせていただきたいと思います。 

それでは、ただ今より第 31 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。 

 ここからの議事進行につきましては、葉石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 30 回委員会会議録（案）の承認 

（葉石委員長） 

みなさんこんにちは。お忙しいところありがとうございます。ちょっと花粉症には厳し

い季節となっておりまして、大変失礼ですが、マスクをして進行させていただきたいと思

います。 

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ですが、第 30 回委員会会議録（案）についてお諮りしたいと思います。

事務局はご説明ください。 
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（小島課長補佐） 

はい。去る７月 15 日に第 30 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、期間が空きましたので、昨年 10 月頃、委員の皆様に事前にお送

りさせていただいております。 

本日の資料にもございますが、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。 

（葉石委員長） 

ありがとうございます。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 ） 

（葉石委員長） 

それでは、「第 30 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。 

○潤いファイルの活用状況等について 

（葉石委員長） 

続いて、議題の２番目、「潤いファイルの活用状況等について」ということですが、事務

局から説明をお願いします。 

（小島課長補佐） 

 それでは、潤いファイルにつきまして、事務局より説明させていただきます。 

お手元にございます、緑のファイルはさいたま市の個別支援ツールである「潤いファイル」

でございます。７月の本委員会で概要を皆様にご説明させていただきましたが、その後、

市の支援機関における配布や活用状況について、関係部局に配布実績や見直しに関する意

見についての照会を実施いたしました。 

お手元の資料１をご覧ください。まず、平成 26 年度の配布実績ですが、年間で 590 部ほ

ど配布しております。９割近くは教育委員会で配布されておりまして、残りの大部分はひ

まわり学園と療育センターさくら草で配布されております。各区の支援課や保健センター

ではほとんど問い合わせがなく、配布の実績がないという結果になりました。 

次に、各機関における配布状況ですが、まず療育センターでは、医師が保護者に活用方

法について説明した後、ケースワーカーから保護者に渡されるパターン、通所を新規で利

用している保護者に直接配布するパターン、外来療育を利用する子どもの親からの希望に

基づいて配布するパターンなどがあります。 
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次に、こころの健康センター、資料は２ページになりますが、児童相談所、各区支援課、

各区保健センターでは窓口等での関わりが極端に少ないことや潤いファイル活用前の、障

害が固まってないケースを対象としているため、活用が難しいことなどから、ほとんど配

布や活用の機会がなかったのが実情でございます。 

次に教育委員会ですが、就学相談を経た新１年生、特別支援学級や通常級で支援を必要

とする児童生徒のうち、希望者に配布をしておりますが、年間 500 件超配布され、各種の

相談時に適宜活用されていると伺っております。 

次に、３ページになりますが、内容に関する意見ですが、問い合わせ先が古くなってい

る個所の見直し、支援シートや就学相談の記録Ａの中で整理が必要な文言がある、配布機

会がない窓口ではどう活用されているのかわからないとの意見がありました。 

こうした意見を踏まえ、事務局である障害福祉課では、教育委員会と調整の上、改訂版

を作成いたしました。 

お手元の資料２をお願いいたします。こちらが改訂予定の潤いファイルでございます。 

本日は、細かい文言修正以外の変更点を簡単にご説明させていただきます。右下のページ

で申し上げますと、４ページになりますが、保護者や支援機関の方へのお願いの記述を変

更し、ホームページのアドレスを追加しております。 

次に５ページの記入例ですが、これまで最後のところにございましたが、ファイルの先

頭に記入例を移動いたしました。次に６ページの中ほどのところですが、新たに「こんな

サポートがあれば（合理的配慮）」という項目を追加しました。次に７ページの就学相談の

記録Ａですが、上の欄に「健康・安全上の配慮」という項目を追加し、食事や排泄などの

状態をわかりやすい表現に変更しました。次に８ページの支援シートですが、課題・目標、

支援・手立てという項目に加え、新たに結果という項目を追加いたしました。以上は、記

入例における説明ですが、この後の各シートにつきましても同様の変更を加えております

が、省略させていただきます。 

次に飛びまして、２３ページをお願いいたします。困った時の相談先ですが、組織改正

等による変更に合わせ、問い合わせ先等を最新の内容に変更させていただきました。 

以上が、変更点でございます。改訂箇所はこれまで申し上げましたように主に文言修正

に関するものが中心で、構成を全く変えてしまうような変更はありません。従いまして、

従前の潤いファイルもそのままお使いいただいて差し支えないものと考えております。 

それでは、資料１の３ページにお戻りいただきまして、今後の配布方法でございます。

今年度の調査で明らかになりましたように、配布の９割近くは就学相談の機会などを通じ

て配布されており、各区の相談機関で実際に配布の希望を受けたり、実際の配布を行った

実績はほとんどなく、また今後も期待が薄いことから、潤いファイルの配布先については

今後、教育委員会と療育センターに重点化していくことが妥当だと考えられます。この場

合でも潤いファイル自体についての周知は必要であると考えられるため、関係機関への定

期的な周知とともに、ホームページで広く市民の方に周知を継続していきたいと考えてお

ります。 

以上が、潤いファイルの活用状況等についての説明でございます。 
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（葉石委員長） 

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。 

（西村委員） 

西村です。ちょっとお伺いしたいのですが、実際に配布されて、活用されて、どのよう

な成果があったのかということです。あともう一つは今のお話と実績からすると小学校に

入る方を中心にということですが、そういうことでよろしいのでしょうか。例えば保健セ

ンターに関わっている発達障害のお子さんやその疑いのあるお子さんのお母さんたちの困

りごとなどを相談するときに、幼児期のことを書く欄がありますよね。保健センターとの

やり取りもここにしっかりと書いてもらえれば患者さんが来た時にわかるのです。保健セ

ンターとのやり取りは母子手帳だけで、身長体重だけ書いてあってもその他のことは直接

聞かないとわからないのです。年齢を下げて保健センターでの配布を考えてもいいのでは

ないかと思いますが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。 

（小島課長補佐） 

事務局です。各区の保健センターでの配布についてですが、これまでの調査では実際の

ところ配布がほとんどされていないというのが実情でございます。西村委員がおっしゃる

ようにこの時点から活用されれば、このファイルを作成した意義にもかなうと思うのです

が、そこのところの周知が行き届いていないという点と、なかなか現場での配布がしづら

いといいますか、課題になってしまっているというのが今の現状でございます。 

（西村委員） 

 教育委員会ではかなり配布されていますよね。保健センターのほうにはどれくらい話が

伝わっているのでしょうか。知らないのでしょうか。知っていて配布が１冊ということは

ないと思うのですが。市としてこの潤いファイルをどの年齢から開始するということがは

っきりしていないと教育委員会が主導してそれだけになってしまうではないでしょうか。

やるのであれば赤ちゃんの時から、もっとその前段階のところから始めてもいいのではな

いでしょうか。そうしていただければ我々開業医としてもこのファイルを見ることでいち

いち問い合わせなくても済むのですごく助かると思うのですが。 

 それからすでに配布されていて、あとで特別支援学級の話が出てくるのでそこで伺って

もいいのですが、そこでどのように使われていて、どのような成果が出ているのか教えて

いただければと思います。校医をやっていますが、特別支援学級の話が聞こえてこないで

すね。そういったところを教えていただければと思います。 

 学校の話は後でもいいのですが、乳幼児期、例えば乳幼児健診の時であれば我々も配る

ことができると思うのですが。今の現状ではなかなか難しいかもしれませんが、とりあえ

ず現状と今後の市の考え方を教えてください。 

（小林委員） 

 地域保健支援課長の小林です。潤いファイルの存在を知らないということはないのです
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が、どのタイミングで使っていくかということについては共通認識ができていないところ

がありまして、例えば保健センターから発達健診を通じてひまわり学園を受診した方はひ

まわり学園で配布されているというのが現状だと思います。 

 私もひまわり学園の医師の先生と話した時は、発達健診の状況だとか、どういう指導を

受けたとか、お家でどういうことをやってみて、こういう時に潤いファイルみたいなもの

があるといいのだけどという話はいただいております。このファイル自体は付けたり外し

たりができるものですが、中身を見ると就学前のところは記入する箇所が少ないというこ

とがあるのでそのあたりを工夫して小さい時から関わる人はそこに書いて、当面大きい時

のものはとりあえず使わないということも可能だとは思うのですが、まだそこまで話し合

いが進んでいないというのが状況で、今後の課題となっています。 

（西村委員） 

 どうもありがとうございました。 

（葉石委員長） 

 配布先をあまり絞りすぎていくということではなくて、活用の仕方を含めて検討してい

くことが必要なのではないかというご指摘だと思います。 

（西村委員） 

 例えば開業医が配ることについてはどうなのでしょうか。私のところには健診でそうし

たことをかなり心配するお母さんがいらっしゃるのです。そういうことなので、こういう

のがあるよ、こういうのを書いておけばあっちこっちに行って使うことができると思うん

ですね。保健センターでは発達健診の段階になればきちんとした書式がありますが、育児

相談の段階では言っただけで終わってしまい、お母さんも頭に入っていないことがあって、

言われたけどなんだっけ、ということが多々あるんですね。そこで一言書くなり、こちら

が付け加えてあげれば、育児相談のほうでも保健師さんが一言書いておいてくれれば何が

あったのだなということが、開業医のほうでもわかるのですね。いろいろ問い合わせるの

も保健師さんの負担になっているので、この潤いファイルは何も発達障害が確定した人だ

けでなくても、例えば子育てに不安がある人にもこれがあればお母さんたちにも非常に役

に立つんじゃないかと思うんですね。非常にいいものを作っているのだから、配っている

先がこれだけかというと、もうちょっと医師会を通して、我々開業医が配ってもいいよう

な気がするのですが、そういったところもぜひご検討ください。 

（小島課長補佐） 

 大変貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。配布先については今のご指

摘を踏まえて検討させていただきたいと思います。 

（葉石委員長） 

他にはよろしいでしょうか。 
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（黒田委員） 

仙台市に行って話を伺ったことがあるのですが、仙台市の方から、潤いファイルが非常

にいいので、参考にしていただいているとのお話でした。その時に伺ったのですが、今、

西村先生から話がありましたが、お母さまに渡して書いてください、といっても実際には

すぐ書けない方が多くいらっしゃるので、支援する場所でこのファイルを一緒に作ってい

くということ自体が支援になるし、共通の理解になっていくというご示唆も頂きました。 

これを渡してさっと書ける人はそう多くないかもしれませんので、一緒にファイルを完

成させていく作業ということも今後検討していただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

（葉石委員長） 

何かございますでしょうか。 

（小島課長補佐） 

改めまして活用方法といいますか、その配布先も含めまして来年度以降検討させていた

だきたいと思います。ご指摘ありがとうございます。 

（葉石委員長） 

他にはよろしいでしょうか。これは潤いファイル自体を縮小していくという話ではない

ですよね。より活用される方向での検討を進めていただければと思います。 

それでは次に移りたいと思います。議題の２については以上といたします。 

○ペアレント・トレーニング事業について 

（葉石委員長） 

引き続いて議題の３番目、「ペアレント・トレーニング事業について」ですが、こちらに

つきましては、ひまわり学園育成課の星委員から説明をお願いします。 

（星委員） 

ひまわり学園育成課の星と申します。皆様にはひまわり学園、それから療育センターさ

くら草も含めてひまわり学園と呼んでいるのですが、私どもの施設だけでは子どもさんの

成長ですとか、保護者の方の見守りができていない状況でして、皆さん方のご協力をいた

だきながらということで、いつもありがとうございます。 

今日は私どものほうで取り組んでいる発達障害児支援事業、これはさくら草でも同じ事

業に取り組んでいるのですが、その中でペアレント・トレーニングの事業についてご説明

させていただきたいと思います。こちらのほうに目的から書いてありますが、平成 17 年に

発達障害者支援法が施行されたところで、国のほうからモデル事業をやってみないかとい

う話がありまして、この時点で療育センターさくら草は開設しておりませんでしたが、ひ

まわり学園のほうで発達支援に関係するモデルということで、どのような支援に取り組ん
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でいったらいいのかということで立ち上げまして、それが現在までつながっているという

ことです。その途中、平成 19 年４月に療育センターさくら草が開設し、支援体制が少しず

つ整備されてきました。平成 22 年には今までの補助事業がなくなりまして、市単独で、さ

いたま市発達障害児支援事業という形で今まで継続してきております。 

その中でペアレント・トレーニングというのは平成 25 年度から試行という形で始めさせ

ていただきました。みなさんご存知かと思いますが、それ以外に児童相談所でもいろいろ

と取り組みをされていたのかと思いますが、ひまわり学園では平成 25 年度からということ

でございます。ここの目的のところにも書いてありますが、行動療法の理論に基づいて子

どもの行動に焦点を当てますけれども、子どもの不適切な行動を修正するものではありま

せん。これは違うよ、こうだよということでは決してなくて、子どもさんもまだ小さい場

合、発達障害とは申し上げたくないのですが、成長する過程でどんどんいろいろなことを

身に着けていくのが子どもさんです。ですからあまり障害とは言いたくないのですが、そ

の中で様々な行動を示してくれます。それは意味のある行動だと思うのです。何かをアピ

ールするとか何かを感じるとか、そういうところから行動として現れるものだと思います。

ですからそれを端から修正していくというころではなくて、子どもさんの行動にできれば

寄り添いながら、この目的というのは保護者が子どもの発達障害の特性からくる行動に気

づいて、子どもの変容に対応する技術、どうすればしてほしくない行動を少なくしていく

ことができるのか、そしてしてほしい行動を少しずつ増やしていくことができるのか、そ

ういう取組でございます。子ども変容の技術、子どもにとってわかりやすい、効果的な対

応を身に着けることで、親子ともに困り感、うちの子だけ何でだろう、どうしてなんだろ

うと私たちが思う以上に親御さんは困っていると思うのですね。その中で困り感、こうい

うことを減らして、自宅でほとんどの時間を過ごしている保護者にとって子どもさんへの

かかわり方が少しでも変わってくることによって、子どもさんも生活の中で自分がこうあ

るという姿を見つけ出す機会にもなるでしょうし、そうしたことを見てお父さんお母さん

もじゃあ次に一歩進んでみるかという気持ちが芽生えてくるのかなと思います。困り感を

減らして心地よい生活を送れるよう支援することを目的としております。 

それから２番目の具体的な内容に入ります。こちらは平成 27 年度分を記載させていただ

いております。設定については 1 年度内に３クールを設定しています。１クールにつき 10

回コースになっています。この 10 回コースに８組参加しております。ご両親ともに、お母

さんだけ、あるいはお父さんだけということも考えられます。組というとお子さんと一緒

に出ているのかと捉えられがちですが、親御さんだけというふうに捉えてください。ただ、

この組というのは決して子どもさん抜きということではありません。親御さん抜きの子ど

も支援ということでもありません。双方の理解、関係といったことを重要視するところか

ら組という表現をさせていただいております。 

実際の期間と会場ですけれども、資料の一番下の実施状況というところをご覧ください。

平成 25 年度から平成 27 年度までの３年分を記載させていただいております。25 年度につ

いては試行ということで、ワンクール、25 年 9 月 10 日から 26 年 2 月 18 日まで、期間と

しては 11 日間設けまして、試行期間ということで６組参加ということでひまわり会場で始

めさせていただきました。 

26 年度については３クール、ここで初めて３クール設けて、（１）から（３）まで、こ
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のような日程で 11 日間それぞれ進めさせていただきました。1 回目と２回目はひまわり会

場、３回目はさくら草会場という形で進めさせていただいたところでございます。 

本年度につきましては同じように３クール、（１）、（２）、（３）、日数については 10 日間、

ひまわり会場のほうでは第 1 クールと第３クール、さくら草会場では第２クールというこ

とで実施しております。（２）と（３）につきましてはまだこれから３月が最後の日になり

ますので、現在も継続中ということでご理解いただければと思います。 

27年度についてはなぜ 10回になってしまっているのかということですが、この後の（６）

のプログラムのところに関係いたしますが、参加者のご負担や理解度ということがありま

す。お母さんたちが結構熱心なものですから結構理解が進んでいるところがありまして、

11 回目に実施した関係機関との連携方法であるとか振り返りの部分を 10 回目にまとめて

やってみようかという形で、平成 27 年度はこの流れできております。実際にこのやり方で

今年度のワンクール目は終了しておりますので、２、３クールはまだ途中ではありますが、

目的は達成されているかと思います。十分に伝えなければならないところは伝えている状

況です。ただし保護者の方からできればこのプログラムを超えたところ、お母さんたちが

自ら話し合うディスカッションを行う機会がほしいという意見もいただいておりまして、

私どももうれしくて仕方ないのですが、そうしたニーズも出てきているところでございま

す。 

このためこのペアレント・トレーニングの効果を高めるためにもせっかくお母さんたち

がそのように前向きに子どもさんのことについて家庭のことについて話し合いたいといっ

たニーズが今回出ているものですから、これを逃すすべはないのかなと思います。28 年度

はそのあたりも組み入れましてまた再度 11 回のコースに戻す予定でございます。そのよう

にお考えいただければ、なぜ 10 日間なのというところはご理解いただけるかなというふう

に思います。 

それから長くなってしまって申し訳ないのですが、２番の内容の（３）、時間についてで

す。これについては午前 10 時から 11 時 45 分まで実施しております。ここには書いていな

いのですが、職員のほうは基本的にはリーダー１名、これは固定しております。それから

サブリーダー１名、これは順繰りで職員が交代でやっております。それから状況把握と記

録をとるものが２名ということで、最低４名という形でやっております。それからその中

に正規職員で心理士が入ることもありますが、基本はそのような形でやらさせていただい

ております。その４人は発達障害児支援事業専門員という形で非常勤職員が務めておりま

す。ひまわり学園で任用している職員が２名、療育センターさくら草で任用している職員

が２名です。ひまわり学園については心理士が１名、言語聴覚士が１名となっています。

療育センターさくら草については現時点で臨床心理士が２名ということで、職種としては

発達障害児支援の専門員が中心になってこの事業を回しています。 

それから対象ですが、年中児から小学３年生までの発達障害のお子さんを持っていて保

護者自身が自分の対応を変えたい、関わりを変えたいと考えている保護者の方、こうした

方を対象として考えております。保護者の望ましい状態、効果的な子どもの特徴というも

のが多少ありまして、このように考えております。 

保護者につきましては謙虚な性格の方、心理的、情緒的、知的に問題のない方となりま

す。子どもについては言葉の私情を理解できる、ほめられることが大好き、ある程度共感
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性があるお子さん、こうしたお子さんがある程度効果があるかと思います。こうしたこと

を基本として、必ずしもそうでなければならないということではないのですが、参加者を

募るということを考えております。 

それから実施方法につきましては複数名のグループを組んでいます。その中でセッショ

ン形式で実施しています。毎回の実施方法につきましては課題の説明をしてから、実際に

ロールプレイをやってみる、話し合いをしていただく、そして必ず家庭に持って帰ってい

ただく宿題というものを出させていただきます。そして次回その結果をもってきていただ

き、それを振り返る取り組みを行っています。 

それから６番については先ほども申し上げましたけれども、プログラムという形で初回

オリエンテーションから始まりまして、最終回フォローアップグループというような形で

考えております。28 年度におきましては、最終回のフォローアップグループというのもも

ちろんありますが、ここに保護者の方自らがディスカッションできるようなものを組み込

んでいきたいと考えているところです。 

それから３番の候補者選定でございますけれども、ひまわり学園もしくは療育センター

さくら草で外来診療や外来療育を利用している親子の中から選定をさせていただいており

ます。中には外来療育、診療もそうなのですが、外来療育しか受けていない方、診療しか

受けていない方もいます。それからさくら草においては診療のみの方はいなかったと思い

ます。 

発達障害児にかかる個別訓練もあるのですが、グループ訓練もやっています。何々グル

ープといって子どもさんの特性から見たグループをひまわり学園が４つ、それからさくら

草のほうが４つ、合計６つのグループでやっている小集団の療育というのもございますの

で、候補者として対象になりそうだなということで、保護者の方もぜひお願いしますとい

うような状況であれば、それが定員の枠で済めばいいのですが、希望者が多い場合は、ほ

かのグループを受けている方は最優先という優先順位でいえばちょっと下がってくるかな

という形でできるだけ多くの方が発達障害ということで、ペアレント・トレーニングだけ

ではないのですが、他の支援も受けられるような形にしていかなければならないと思って

います。人選のほうはその所で気を付けなければいけないと考えています。 

それから最後になりますが、保護者の方が実際にトレーニングをやってみて、どういう

効果が上がっているのかという部分です。実際に私もお母さまと話してこの部分を伺った

ことはないのですが、ただアンケートは実施しておりまして、担当している職員から報告

は受けております。それで、自分たちで自分たちの状況を話せるようになる、話せる機会

ができてきたということです。ペアレント・トレーニングは１回やれば成果が出てきた、

じゃあ次はどこということになりかねないのですが、それを起点にして親御さん同士で連

絡を取り合ったり、連携をとってこうしていこうかという出発点につながっているという

声を聞いております。 

 それから回数をまた 11 回に戻しましょうというところでは、今回集まっている人たちで

自由に話がしたい、それもどうしていこうかということを自ら話す機会を持たせてほしい

というような自主的、積極的なお母さんたちの考えが出てきているというようなところが、

非常に私たちがこうやっているのだよといいますか、私たちがこうしてというより、お母

さんたちが自主的にやっているところが非常に私はうれしく、ありがたく思っています。



11

多少なりともご家庭でついついイライラして怒ってしまったりとかあったかもしれません

が、いやいやそうじゃないんだ、一歩待って関わりを考える機会をつくることがますます

増えてくれば、お母さんたちの困り感も減ってくると思いますし、トレーニングを受ける

ことで子どもの様子も変わってくると思います。 

 簡単ではありますが、私どものペアレント・トレーニングについての説明をさせていた

だきました。とにかく皆様方にはお礼を申し上げなければならないと思います。ありがと

うございます。 

（葉石委員長） 

ありがとうございました。ただいまの星委員からの説明について、何かご意見、ご質問

などございますでしょうか。 

（西村委員） 

 希望者の数というのはかなり多くて、抽選になっているのでしょうか。 

（星委員） 

 いえ、そこまでの状況ではありません。あくまでうちのほうでどういうお子さん、お母

さんがいいかなということを検討した上で実施しています。ただ、どうしてもこういうケ

ースもあるよねということはあるのですが、定員の２倍、３倍ということはありません。 

（西村委員） 

 例えばですね、こうした事業のことを皆さんが知るようになると、自分もやってみたい

なというお母さんたちも出てきますよね。今は初めてなので、ひまわり学園やさくら草で

選別していますが、先々は希望者は誰でも入れるようになるのかどうか。 

（星委員） 

 先々はそうしたことを考えていかなければならないと思っています 

（西村委員） 

 ありがとうございます。お母さんたちも自分で話をすれば、発達障害じゃなくても、要

するに子育てについて相談できる場を求めている方が多いので、だんだん広げていただい

て、そうした場が増えることを望みます。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。 

（星委員） 

 はい、今は確かにひまわり学園の利用者だけなのですが、どのような形で声をかけるこ

とができるのか、職員のほうもどう対応していくのか、やっていくとしても専門的なスキ

ルを落としていくことはできないので、どうそれを維持し続けていくのかということと、

そうした方たちをどのように指導していくのかということも含めてこれから検討していか

なければならないと思っています。 
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（葉石委員長） 

 はい、ほかにはいかがでしょうか。 

（富田委員） 

 はい、親の会「麦」の富田です。私どももひまわり学園の活動は知っているのですが、

候補者に該当する親御さんは私たちのグループでは少ないです。軽度発達障害なので、星

委員のところではないかと思いますが、何人かペアレント・メンターに登録している会員

がいます。私たちはちょっとこの事業から外れているところがあると思います。私は責任

の範疇ではないと思いますが、軽度発達障害のほうにも広げていただきまして、候補者を

限定しないでいただきたい。私どもとしてはこの対象者がいないので、何か他の新しい取

組が始まるのであれば教えていただいて、非常に期待しているところなのですが、いかが

でしょうか。 

（星委員） 

 確かにこういう形でやらなければならないということは決してありませんが、こうした

形というのが試行から始めての積み重ねでもあります。ただ、決してこれが前提条件とい

う訳ではありません。そこのところはご理解いただければと思います。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。他にご意見ご質問等ございますでしょうか。それでは議題の

３については以上としたいと思います。 

〇発達障害者家族支援体制整備事業について 

（葉石委員長） 

 引き続いて議題の４番目、「発達障害者家族支援体制整備事業について」、説明をお願い

します。 

（小島課長補佐） 

それでは、お手元の資料４、発達障害者家族支援体制整備事業について説明させていた

だきます。 

さいたま市における本事業は、埼玉県とともに、埼玉県自閉症協会に業務を委託して実

施しておりまして、今年度、４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

な事業の一つと位置付けられておりますので、本日の委員会でその実施状況をご説明させ

ていただきます。 

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つ目はペアレント・メン
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ターの養成でございます。２つ目は養成したペアレント・メンターによる交流会、相談会

の実施でございます。 

２の「ペアレント・メンターとは」ということですが、英語で、「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、子育てに関して様々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。 

平成 17 年度から日本自閉症協会が養成を続け、平成 22 年度には厚生労働省の発達障害

者支援体制整備事業に組み込まれまして、現在では多くの自治体に広がりを見せておりま

す。 

２ページをお願いいたします。３．「ペアレント・メンターによる支援のメリット」です

が、同じ発達障害の子どもを育ててきた親として、相談者が高い共感を得られる点が挙げ

られます。また教科書どおりの知識ではなく、実際の経験から得た知識や利用したサービ

スなどの口コミ情報を相談者に伝えることができる点がございます。 

次に、４．「ペアレント・メンターにできないこと」はメリットと表裏一体となりますが、

メンターは専門家ではありません。基本的には話を聞いたり、情報提供をする役割を担う

ということでございます。それからメンターは相談する親のお手本ではありません。発達

障害のある子どもの特性は様々であり、その親を取り巻く環境や背景も様々でございます。

それぞれ大きく異なっておりますので、目の前のメンターは相談者のお手本ということで

ありません。それからこれが大きな特徴かもしれませんが、メンターは問題解決をしない

ということです。当然ですが、メンター自身が子どもに療育指導を行ったり、学校や支援

機関との仲介を行ったりすることはありません。こうしたことは専門家の領域であったり、

子どもや親自身がなすべきことであり、あくまで、メンターは相談に乗るという立場でご

ざいます。 

続きまして、５．「ペアレント・メンター実行委員会」でございます。この事業は埼玉県

自閉症協会という保護者を中心に構成された団体に委託をしておりますが、会の性質上、

運営に関しては専門家がサポートにあたっております。具体的な役割としましては、ペア

レント・メンター養成研修の講師を務めたり、ペアレント・メンターによる相談会の円滑

な実施に関する指導、助言を行ったり、年間の活動全般におけるサポートを行っておりま

す。 

３ページをご覧ください。６．「ペアレント・メンターの養成」についてでございます。

これまでの養成者は埼玉県全体で 74 名、うちさいたま市在住の方は 13 名でございます。

今年度の研修受講者は 9 名で、このまま無事に修了すると仮定しますと、埼玉県全体で 83

名となる見込みでございます。 

研修の受講資格ですが、発達障害の子どもを持つ親であれば無条件で受講できるという

ことではございません。子育てが一段落しているかどうかということで、小学校５年生以

上という条件、それから団体での活動経験がある方で代表者やＰＴＡ会長からの推薦を受

けた方という条件を付けさせていただいております。 



14

養成研修の内容ですが、座学やロールプレイなどの研修を８日間実施して研修を終えた

方には修了証書を交付しております。他の自治体では２日程度のところも多いと伺ってい

ますので、８日間というのはかなり長い日数だと考えております。 

続きまして、４ページ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

会の開催実績ですが、平成２７年度は５月に、療育センターさくら草、１月にひまわり学

園の利用者を対象に開催いたしました。療育センターさくら草は７名、ひまわり学園は１

４名の方に３日間参加いただきました。 

印刷が見にくくて恐縮ですが、棒グラフの下の濃い部分が、「大変満足」、薄い部分が「満

足」となっていますが、参加された全員の方が「大変満足」か「満足」との回答をされ、

「普通」ですとか「物足りない」と回答された方はおりませんでした。 

次の５ページは参加者の声でございます。ごく一部でございますが、「気持ちを共有でき

た」、「参考になった」、「もっと褒めることに気付いた」、「時間が短かったのでもっとやっ

てほしい」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。 

続きまして、資料６ページ、８．「普及啓発活動、公開講座の開催」は普及啓発活動を兼

ねた公開講座でございます。養成の一環として行っている発達障害に関する基礎を学ぶ座

学の講座につきまして、広く一般の方にも発達障害について学んでいただく機会として、

公開講座として実施をしております。７月と９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。 

９は「課題と今後の取組」でございます。事業の課題でございますが、１点目として、

受講希望者の確保が挙げられます。埼玉県で事業をスタートしてから６年が経過し、当初

呼び掛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まして、現在は、県内の特別支援学校の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こととしておりますが、毎年 10 名程

度の応募という状況のため、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。 

こうした課題はございますが、先ほどご紹介したように相談会参加者からのアンケート

によりますと、満足度は総じて高いと考えておりますので、平成 28 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考えておりますので、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。 

（葉石委員長） 

ありがとうございました。 

ただいまの説明について、何かご意見、ご質問などございますでしょうか。 
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（西村委員） 

 西村ですが、先ほど受講者が少ないということを説明されましたが、受講するにはかな

りのハードルがありますよね。ここまで条件が必要なのかとか、こうした条件を決めた理

由などを御検討いただきたいと思います。療育センターさくら草では５月に３回開催した

ということでしょうか。それであれば年に３回とかばらして開催したほうが聞きに行きた

いという方もいるのではないでしょうか。 

 それからこれは発達障害だけでなく、先ほどの話と同じですが、核家族で子どもを育て

ているお母さんから話を聞くという取組を保健センターでもやられていると思うので、そ

うしたことも踏まえてさいたま市全体に広げていってもらえるとありがたいのかなと思い

ます。 

（事務局） 

 事務局です。まずメンターの受講者のハードルが高いというご質問ですが、この事業は

埼玉県と埼玉県自閉症協会と取り組んでおりまして、その実行委員会の場でも問題になっ

ております。やはりこのハードルが高すぎることで受講者が集まらないという課題はご指

摘のとおりでございますが、一方でメンターの役割上、一定の信用といいますか、受講者

としてふさわしい方を募るためにはこのぐらいの条件が必要ではないかという意見が出て

おります。今いただいたご意見については実行委員会のほうでも私のほうから申し上げて

まいりたいと考えております。 

 次に、相談会の回数の件ですが、さいたま市は５月のさくら草と１月のひまわり学園な

のですが、このペアレントメンター事業については埼玉県とともに共同で開催しておりま

して、１年間のさいたま市の枠としてはこの２回です。この月以外には県内の他自治体で

活動しておりまして、委託先の埼玉県自閉症協会さんのキャパシティといいますか、現在

相談に乗ることができるメンターの数の問題もあるのですが、県内の他の自治体でも活動

している状況ですので、ニーズがあることは承知しているのですが、少しでも多く相談会

が開催できるように実行委員会の場で検討していきたいと考えております。以上です。 

（黒田委員） 

 黒田です。私は西村先生がおっしゃったことは前から気になっておりまして、この事業

自体は埼玉県自閉症協会のほうで養成されていたり、厚労省がバックアップしているとい

うことや県と共に取り組んでいるということで、それはそれでいいと思うのです。ただ、

さいたま市というフィールドを考えたときに、これだけでそのニーズを満たしていくのは

まだまだ開きがあるのかなというところがあって、どういうやり方がいいのか、そのあた

りで富田委員や二瓶委員からご意見をいただければ、と思います。こういう活動は必要だ

し、ニーズがあるのもわかるのですが、この制度だけでいいのか、もう少し別のやり方が

あるのか、何かご意見があれば、急に振ってしまい、恐縮ですが、お願いいたします。 

（富田委員） 

 親の会「麦」の富田です。私どもの会ではこの委員会の前委員でもあった者から、やっ

てみないかという声掛けはありました。その者を含め数名がこの研修を受講したのですが、
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大変失礼な話になりますが、軽度発達障害の立場からすると、メンターとしては少し違う

のかなという声が会に寄せられています。 

 ですから、いらないという意味ではないのですが、私どもは多分少数なんだろうなとい

うことです。私ども親の会の中ではメンターになるような方の「おしゃべり会」というの

ですが、こうしたことを行ったり、講師を招いて講演会を開催したりしているというのが

現状で、たぶん自分自身も応募しようかどうしようか悩んだのですが、止めたほうがいい

よと言われました。というのもチャレンジしたメンバーが言うにはスケジュールが取りに

くいということがあります。あくまで私どもからの意見だけですが、日曜日に偏っている

とか、そうしたことがありますので、できれば集中講座といいますか、簡易的といいます

か、対象となる団体を拡大すれば受けやすくなるのではないかという実感は持っています。 

 今のところ、当会とは少しスタンスが違うのかなというのがあったので、頓挫している

というのが実情です。以上です。 

（葉石委員長） 

 はい、ありがとうございます。二瓶委員から何かございますか。 

（二瓶委員） 

 私自身はペアレントメンターとして細々と活動はさせていただいているのですが、新し

いメンターさんの養成は今年９名だったりしますし、募集があるかどうか厳しい状況もあ

りますので、もうすでにメンターとして養成された方を活用できる手段があればいいので

はないかなと思います。 

 実際活動しているメンターさんは限られていまして、74 人もいるはずですが、だいたい

いつもこの人だよねという感じがありますので、今まではすべて相談会は平日に実施して

いたのですが、来年度は日曜日に開催できるように曜日を変えてみたりとか、少し工夫を

して出られるメンターさんを増やしていくほうがいいかなという気はしております。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。事務局のほうから説明がありましたが、今回は実施状況の説

明ということで、９番の課題としてまとめていただいたこと以外にもそれなりに検討すべ

き事項というのがあるのかなという意見だったと思います。こうしたことを持ち帰る場と

いうのはあるのでしょうか。 

（事務局） 

 先ほど申し上げましたように、メンター事業は実行委員会というところで相談会のスケ

ジュールなどを検討しておりますが、来年度のスケジュールを検討する実行委員会が来月

ございますので、今いただいたご意見も踏まえて、さいたま市としてどうこの事業を拡大

していくか、市としても検討していきたいと考えております。今ご質問のあった日曜開催

という話も実行委員会の中で出ています。いろんな取組を次年度以降やっていこうという

話もでていますので、その中で私どもも拡大できるかどうかということを検討していきた

いと思います。 
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（葉石委員長） 

 さいたま市だけの取組ではないので、調整が必要だと思いますが、ご検討いただければ、

と思います。よろしくお願いいたします。他にはよろしいでしょうか。ありがとうござい

ました。 

○発達障害者社会参加事業及び学生向けキャリア形成支援事業プランについて 

（葉石委員長） 

引き続いて議題の５番目、「発達障害者社会参加事業及び学生向けキャリア形成支援事業

プランについて」、説明をお願いします。 

（國分係長） 

 発達障害者支援センターの國分です。委員の皆様には日頃、連携やご指導を賜りまして

ありがとうございます。発達障害者支援センターでは主に成人期の相談を受けております。

その中で学校を卒業した後や途中で中退をしてしまったりということで、学校を離れてし

まった後も社会参加がなかなかうまくいかないというところでのご相談を多く承っていま

す。 

 資料にも書いてありますが、発達障害に関する乳幼児期、学齢期、あるいは成人期の相

談支援機関は整備されつつあるかなと感じておりますが、その先の社会参加や就労に向け

て強化された体験活動の場がこれまであまりありませんでした。 

 そこでさいたま市として、しあわせ倍増プラン２０１３の中で発達障害者に対する支援

の拡充ということを掲げ、二つの事業について取り組んでおります。それぞれの事業につ

いてこれから詳しく説明させていただきます。 

（中島主事） 

 まず一つ目、社会参加事業、きらめきについてご説明させていただきます。資料の２枚

目をご覧ください。まずこちらの事業の目的でございます。先ほど説明があった社会参加

の課題がある中で既存の障害福祉サービス、社会参加の場の提供、就労支援については既

に社会資源として存在するのですが、こういった社会資源に対して、発達障害の特性から

なかなかつながることができないという問題があります。こうした中で、社会参加および

就労への意欲や適応力の向上、地域からの孤立予防などを目指して実施している事業とな

ります。 

 続きまして、実際の支援の内容ですが、そういった目的の中でＮＰＯ法人に業務委託を

しまして平成 26 年８月より事業を開始しております。支援内容は大きく分けて３つありま

して、まず居場所支援、２つ目が模擬就労体験、３つ目が余暇活動支援という３つのプロ

グラムを実施しております。 

 それぞれの内容については、家庭外に出かける体験や家庭以外の人と共に過ごす体験、

ゆるやかな仲間づくりや対人関係の再構築の場を提供するということで、大きなプログラ
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ムなどは設定していないのですが、参加される方たちの希望に応じまして、例えばゲーム

であったり、パズルであったり、余暇活動的な内容となっており、利用者同士の交流の場

となっています。 

 続きまして模擬就労体験につきましては、配慮された環境で軽作業などに取り組む体験

を通じ、社会参加や就労に向かう一つの契機として参加する場を提供しております。具体

的な内容といたしましては、業者さんからいただいたハンガー作りの作業であったり、タ

オルたたみなどの軽作業に従事していただいています。 

 最後に余暇活動支援につきましては、すでにお仕事に就かれている方であったり、学校

に平日通っていらっしゃる方たちを対象に実施しております。余暇活動の場を提供しなが

ら就労支援対象者同士が安心して交流できる場を提供したり、職員との面談を通してお話

しできないことなどをこちらの余暇活動の場で提供しているということでございます。 

 大きな特色といたしましては、それぞれのプログラム内容ですが、発達障害のある方が

なかなか資源につながらなかった経緯を踏まえましてスモールステップということで、短

時間で通える、できるような形で実施しております。課題がある際には先ほど申し上げた

事業を行っている場所とは別に相談室兼静養室というところがありますので、何かあれば

職員に相談しながら通えるようになっていく方法を探っていくという対応を行っています。 

 支援対象者については、発達障害者支援センターで継続相談をされている相談者の方が

対象になっております。 

 最後にこちらの事業の実績ですが、平成 26 年８月から開始しまして、延べ利用人数が

320 名、実人数が 21 名、平成 26 年度の実績として 27 年度の末時点で、就労や就学の継続

安定や例えば障害福祉サービスの就労移行支援事業所への移行など、事業利用につながっ

た方が 10 名程度、社会参加に向けた効果が見られました。 

 平成 27 年度につきましては、延べ利用人数が 749 名、実人数 34 名、こちら 1 月末時点

の数字ですが、平成 26 年度と比べて利用者の数が順調に伸びている状態になっています。

社会参加事業については以上になります。 

（緒方主任） 

 障害者総合支援センターの緒方と申します。３ページの学生向けキャリア形成支援事業

についてご説明させていただきます。この事業の実施の経緯ですが、発達障害者支援セン

ターは平成 21 年 10 月開設以降、成人についての相談に関わっているのですが、年代とし

ては 30 代の方が大変多く、この中には２次障害、家庭内暴力ですとか、うつ病、引きこも

り状態ですとか、そういった問題を抱えることが少なくない状態でした。お話を伺ってい

る中で、いわゆる普通の高校や専門学校、大学を卒業した後、就職になかなか結び付くこ

とが難しい、自分の社会の中での居場所を見つけられず、家庭内で過ごす時間が多くなる

ことで家族関係が悪化し、結果として２次障害になる方が少なからずいるということがわ

かってきました。 

 そこで発達障害者支援センターのほうでは、学生のうちから何か予防的な活動ができな

いかということで、今回学生向けキャリア形成プランという支援事業を行っていくことと

しました。実施の内容としまして、発達障害の診断がある、または発達障害が疑われる高

校生や専門学校及び大学生などを対象に一般就労と障害者雇用の違いや就労に向けての準
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備などについて説明する「就労に関する基礎講座」、あるいは単身生活をする際必要な生活

スキルや在宅できることを増やす「日常生活に関する基礎講座」、生活をしていくうえで必

須となる「金銭管理に関する講座」という３つの講座を連続講座という形で来年度８月か

ら９月、１月から２月の２クールに分けて実施するという運びになっております。 

 また、「さいたま市ステップアップオフィス」という障害者雇用を行っている職場での「体

験ワーク」というものを来年度から実施していくということになりました。３つの講座と

この体験ワークを行っていきますが、参加者の方がだいたい８名から 11 名の方が講座に参

加くださいまして、大変参考になったというお話や、今後の就労について考えるきっかけ

になったというお話をいただいております。また体験ワークに関しましては、ステップア

ップオフィスという障害者雇用を行っている場所での実習が、参加された方にとってうれ

しかったというようなご意見ですとか、自分自身の手先の不器用さを自覚したというよう

な、気付きにつながるようなお話も伺っておりますので、そういった体験を増やしながら

今後の就労や自分のことについて考えていく一助になればと考えております。 

本格実施は来年度からになりますが、その結果などはまたご報告させていただければ、

と思います。以上になります。 

（葉石委員長） 

以上でよろしいですか。ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明につい

て、何かご意見、ご質問などございますでしょうか。 

（黒田委員） 

 発達障害者社会参加事業についてですが、評価と課題を教えてください。利用者数のグ

ラフを見ると、順調に伸びてきているところはいいと思うのですが、ＮＰＯの規模に応じ

ていろいろあると思うのですが、もうこのあたりで一杯一杯なのか、まだ余裕があるのか

そのあたりが読み取れないので、教えていただければ、と思います。 

 もしこの事業が有効だというふうにお考えなのであれば、さいたま市内にお願いできる

ＮＰＯがどれくらいあるのかということにもよると思うのですが、もう少しこうした場を

増やしていくことを考えたほうがいいのか、そのあたりのヒントがあるのであれば教えて

いただければと思います。まだそこまで評価していないというのであればそれはそれで。 

（國分係長） 

 はい、ありがとうございます。まず利用状況についてなのですが、この表では少しわか

りにくいのですが、基本的に週に３日に分けて３つのプログラムを実施しておりまして、

居場所支援と模擬就労体験支援を半日ずつ実施している状況です。これが火曜日と木曜日

に実施しています。日によって利用者数にばらつきがありますが、少ないと今のところ４、

５人、多いと８人、９人くらいというような状況です。初めの想定では定員 16 名で始めた

事業だったのですが、実際に 16 名が同じ部屋に入るとなると、この部屋の半分くらいの広

さの部屋がメインの会場となり、またその四分の一くらいの広さの場所と静養室があると

いう造りになっています。従いまして８人くらいが同時に利用していただくくらいが今の

ところ精一杯かなという状況です。それから刺激に敏感な方も多いので人口密度が高い状
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況だと、その分お互いの気配や音が気になるということもあります。人数が少ないときは

いいのですが、人数が増えてしまうと安心して過ごせなくなってしまうのではないかとい

う懸念があり、ここのところは課題だと認識しております。 

 今、浦和区の針ヶ谷のほうで一か所やっているのですが、場所的に通えないという方も

出てきているので、その辺についても今後の課題かなというふうに捉えています。利用者

が増えてくるにつれて、昨年度は 10 名の方がステップといいますか、別の施設の利用や見

学を行い始めたという成果がありました。今後年数を重ねていくごとに順調に卒業してい

く方がいればいいのですが、中には動き出すまでに２、３年、あるいはもう少し時間が必

要だという方が出てきたときにどういった支援ができるかなということもこれから考えて

いかなければならないというふうに思います。ですのでこういった事業がまた違った形に

なるのか、同じような形がいいのか、そのあたりもまた委員の皆様のご意見なども伺いな

がら今後の支援の方法を考えていきたいと思います。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。他にご意見ご質問はございますでしょ

うか。こういったものを広げていく展望というものは今のところないのでしょうか。 

（國分係長） 

 予算の関係もございますので、まずは今できること、すでに地域にある事業所と連携を

取りながら発達障害のある方の支援をしていただけるところを開拓するといいますか、増

やしていくような支援をできればいいかなと考えています。 

（葉石委員長） 

 大学でも話題になることがありますし、おそらくニーズ自体は相当あると思います。広

げていけるような取組になるといいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは他に特にございませんでしょうか。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。 

○特別支援学級の設置状況について 

（葉石委員長） 

引き続いて議題の６番目、「特別支援学級の設置状況について」、説明をお願いします。

説明をお願いします。 

（長谷場委員） 

 教育委員会指導２課の長谷場です。日ごろは大変お世話になっています。特別支援学級

の設置状況についてということで説明させていただきます。特別支援学級は主に知的障害

の特別支援学級と自閉症・情緒障害の特別支援学級があります。このほかに弱視の特別支

援学級が１校ございます。 

 発達障害のお子さんに関しては特別支援学級に在籍している場合もありますし、通常の



21

学級に在籍している場合もあります。しあわせ倍増プラン２０１３には「障害のある人が

住み慣れた地域で学ぶために、特別支援学級を最終的には全ての「必要のある学校」に設

置することを目指して平成 28 年度末までに 64 校に特別支援学級を新増設します。特別支

援学級設置率 78％」と掲げています。 

 さいたま市はこの計画の段階で特別支援学級の設置率が 38.1％、政令指定都市の平均が

84.6％となっておりました。当時の全国平均が 70％くらいでしたので、そちらと比較して

も特別支援学級の設置率が低いという状況です。低いということは、幼稚園から小学校に

行くときにその学校に特別支援学級がないと、そこから一番近い特別支援学級がある学校

に通わなければならない。要するにみんなと同じ学校に就学できないという問題がありま

す。やはり地域で学び地域で育てていくという考え方でいくと地域の学校に一つでも多く

の特別支援学級を設置すべきだろうということでしあわせ倍増プラン２０１３にも掲げて

いますし、第２次さいたま市特別支援教育推進計画の中にも特別支援学級の設置というこ

とを位置付けまして、この計画に基づいて特別支援学級の設置を進めています。 

 各年度の目標と実績ですが、平成 25 年度から少しずつ特別支援学級の設置を進めてきて

おりまして、計画の段階では 160 校中 61 校しか特別支援学級がなかったのですが、平成

26 年度には 75 校、平成 27 年度には 20 校増やしまして、現在 95 校ということで約 60％、

過半数を超えることができました。予定ということですが、来年度はまた 20 校増設する予

定で 115 校となります。ここで資料に訂正がありまして、設置率が 68.8％とありますが、

71.9％となります。プラス 6.9％目標値という予定で計画をしています。28 年度末、実際

には年度が明けてになりますが、125 校まで増やし、78.1％の設置率ということで計画に

定めております。 

 課題と今後の検討についてですが、特別支援学級を担当する教員の確保を当然やらなけ

ればなりませんので教員の確保という問題があります。それから転用可能教室、つまり空

き教室ですが、児童生徒が増加している学校では空き教室がない場合もありますので特別

支援学級を作りたくても物理的にできないという問題があります。こうした問題もござい

まして現時点では 100％ということが難しいところがありまして、平成 28 年度末までに

78.1％ということになっているのが現状です。それから空調設置、これはエアコンのこと

ですが、特別支援学級を設置するのに一番お金がかかるのはエアコンの設置です。予算内

で設置するためここが難しいところです。通常学級だけエアコンがあって、特別支援学級

だけエアコンがないというわけにはいきませんので、学習の場としてエアコンの設置は必

ず行う形にしております。それから校長や教頭など管理職を含めた特別支援学級に対する

理解です。これは教育委員会としても研修を通じて全ての教職員が理解を深める取組をし

ていきたいと思います。 

 成果といたしましては、毎年設置を計画的に進めておりますので障害のある児童生徒も

兄弟姉妹、それから近所のお友達と一緒にみんなで同じ学校に通うことができるようにな

ったということが一番の成果だと考えております。今後も計画に基づき特別支援学級の設

置を進めていきたいと考えております。 

 それから先ほど潤いファイルの話がありましたので、少しだけ潤いファイルの話をさせ

ていただきます。特別支援教育相談センターというところがあるのですが、そちらにご相

談に来た保護者の方には全員に潤いファイルを紹介させていただいております。是非お使
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いくださいということで案内しています。使わないという方には強制はしておりませんが、

ほぼすべての方が受け取っています。 

このことは教育委員会としても素晴らしいことだと考えておりまして、発達障害のある

お子さんを含めて、特別支援学級に在籍しているお子さんや通級指導教室に通うお子さん

については、学校が個別の計画を立てます。短期の計画であったり、長期の計画であった

りするのですが、長期の計画を立てるに当たり、例えば小学校の３年生まで通常に勉強し

て、小学校４年生になったら特別支援学級に入って、中学校になったら特別支援学校に行

こうかな、という長い計画を立てるのです。 

 学校が保護者と相談して、個別の教育支援計画という長期の計画を立てる際にこの潤い

ファイルがあると、今まで関係した機関について理解できますし、記載内容を踏まえて、

じゃあ小学校１年生ではこうしましょう、というような具体的な相談ができますので、非

常にいいものだと捉えておりますので今回改定となりましたけれども引き続き活用のほう

を呼び掛けてまいりたいと考えています。以上です。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。ただいまの説明について何かご意見ご質問はございますか。 

（杉渕委員） 

 さくら草幼稚園の杉渕と申します。年々特別支援学級の設置校が増えているということ

で、設置校が増えれば地域の学校に通うということで、支援学級を必要とする子どもたち

が増えてくると思うのですが、ざっくりと言って、平成 27 年度は何名くらいの児童生徒が

在籍しているのでしょうか。 

（長谷場委員） 

 正確な数字は今手元にないのですが、確か 900 人くらいだったと思います。来年度は間

違いなく 1,000 人を超えるという話がありますので。 

（杉渕委員） 

 そうしますと、冒頭潤いファイルについて西村先生からのお話と同感の部分があります

が、活用状況を見ますと、平成 26 年度の配布実績が 590 部ということで、単純に言いまし

ても実際に支援学級に在籍している子どもたちの中にも潤いファイルを持っていない子ど

もたちがいるということになるわけです。この時期には小学校では保育園、幼稚園との協

議会を通じて子どもたちのことについて情報交換を行ったりするわけなのですが、少なく

とも幼稚園においては潤いファイルの情報というのはほとんど情報がありません。 

 先ほど西村先生も医療関係から配布することがあってもいいのではないかとお話をされ

ていたのですが、幼稚園段階においてはなかなか配布する機会もないし、多分私が知る限

りではそうした情報を持っている幼稚園関係者も少ないと思うのです。持ってる方はこれ

に記入してくれとか、実はうちの子どもは障害を持っているのだという明確な認知があれ

ば協力はできるのですが、大多数の場合は障害を持っているかもしれないというくらいの

レベルですので、そうした子どもたちも対象にして、私どもが関わる幼稚園であれば、実
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際の潤いファイルがどういう想定になっているかわかりませんが、幼稚園で情報提供でき

るものがシートの一部にあれば、その部分を付け足して提供するような、そうした仕組み

もできるのではないかと思います。話は潤いファイルのほうに行ってしまいましたが、そ

んな感想を持ちました。以上です。 

（葉石委員） 

 質問に対して何かご意見などございますでしょうか。 

（長谷場委員） 

 実際に相談センターで相談を受けるのが年長さんからになります。その時に初めて相談

をして小学校に入学するまでの間に時間をかけて相談しましょうということになります。

その際に潤いファイルを紹介しておりますが、年中や年少のお子さんについてはお渡しす

る機会がありませんので、そこは課題だと思います。 

（葉石委員長） 

 教育委員会としては、就学に向けての段階でということですね。そうすると教育委員会

以外のところでの活用の仕方ということが課題になりますね。 

（西村委員） 

 西村です。いくつかお尋ねしたいのですが、まずは特別支援学級を担当する先生たちで

す。普通級の先生と違う方が担当すると思うのですが、具体的にどういった研修をされた

上で担当をするのか。それともそうした研修などは受けずに、普通級の先生が担当するの

でしょうか。 

（長谷場委員） 

 特別支援学級の教員というのは、特別に免許が必要ということはなく、小中学校の教員

免許があれば指導することができます。ただ望ましいかどうかということで申し上げます

と、特別支援学校の教員免許を持っているほうが望ましいと思います。 

 それから担任することになってからの話ですが、特別支援学級の担任を対象とした研修

会というものを教育委員会で行っております。その研修の中で特別支援学級に必要な専門

的な知識などを身につけてもらう形になっております。 

（西村委員） 

 できれば特別支援学級を担任する先生には事前に必ず研修していただいたほうがいいと

思うのです。これはトラブルの元だと思うのです。それからもう一つは先ほどお話になっ

ていたように、これはさいたま市だけでなく、東京都も同じなので仕方がないところもあ

りますが、さいたま市でこうした取組を進めるのであれば、先に研修をやってもらわない

と全然わかっていない先生が担任をする可能性があるわけですね。明らかにこの子どもは

特別支援学級に行かせたほうがいいという場合も保護者の希望の方が前面に立ってしまっ

て普通級にいるというお子さんもいますよね。トラブルを起こすと、加配がついている場
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合でも補助の先生がつく程度で、全然発達障害のことを理解していないために、その子ど

もを追い掛け回してとっ捕まえてということを繰り返しているとその子のためにならない

と怒ったことがあります。 

 そうした状況が今後起こりうると思いますので、数を増やすことはいいのですが、そこ

に実態が伴わないようなことでは、ただ数を増やせばいいということではないと思います。

ぜひお子さんたちのことを分かっている教員の確保ができたうえで増やした方がいいと思

います。見た目は確かに困ると思うのですが、現状ただ特別支援学級をつくるというだけ

では子どもたちにとって幸せなのかなということがありますので、ぜひ研修を受けた先生

を付けていただきたいと思います。 

 それからもう一つは保護者の希望で普通級にいるお子さんが問題を起こした場合の対応

です。私自身校医をやっていますが、そのあたりの状況が伝わってこないのです。ですか

らわかりませんが、健康診断を毎年やっていますが、普通の健康診断のレベルで明らかに

発達障害だという子どもが見つかる場合があります。それで養護の先生にどうなんですか

と尋ねると、困っているという話なのですね。お母さんが医者に連れて行かないというこ

となのです。東京都内であれば、巡回で発達相談に乗ってくれる仕組みがあるのですが、

さいたま市の状況はどうなのでしょうか。ないのでしょうか。普通であれば教育委員会の

方から問題がある子どもに対して、ここの学校であればここに何々先生がいるからとか、

臨床心理士のグループがいるから、という活動が望ましく、東京都内ではそうなっている

のですが、そうしたことをしていないと発達障害のある子どもたちが問題を起こした時に

窓口がないから自分たちで収めようとして更なる問題が起きるのです。最近も患者さんで、

その人は発達障害ではないのですが、その人からの話では発達障害のあるお子さんがクラ

スで問題を起こして怪我をさせるようなトラブルがあっても学校の方の対応がどうなんだ

ろうということを訴えられたことがありました。普段から発達障害の巡回相談みたいなこ

とをやっていればいいのですが、そうした仕組みがないと学校側からはどこにも相談がで

きないのでしょうか。スクールカウンセラーがいるという程度では収まらないと思うので

すが。 

（黒田委員） 

 特別支援ネットワークの仕組みはありますよね。 

（西村委員） 

 それはどのような仕組みなのでしょうか。その辺りのところを校医がわからないと困る

状況なので、この潤いファイルもそうですが、さいたま市では生まれてから、いつ、どこ

で、どういう支援が受けられるかということもです。保健センターや療育センターや障害

者総合支援センターがありますが、療育センターも一杯一杯になってくると小学生以上の

お子さんを診るのが難しくなるという状況になりかねない。そうするとお母さんたちから

すると今まで診てもらえたのに、診てもらえなくなるということになりますので、その場

合、どこで診てもらえるのかということがわからないのですね。こうした流れを知りたい

と思います。 

 それから、小学校の問題であるのであれば、発達障害のある子どもの立ち位置はどうな
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っているのか、親の希望だけで普通級にいるのはどうなのか。授業についていけなくて困

っている子どもの人権の問題も出てくると思います。東京都内でもどうして特別支援学級

に行かせないのだということを聞くと、いや親が行かせないのですということになってお

り、学校教育の仕組みがそうなってしまっているのでしょうが、本当にそれでいいのかと

いう問題です。子どもたちにとっても本来は逆だと思うのです。教室で騒いでいる子ども

も何か手を差し伸べてあげると本人たちにとってもいいはずなのですが、そのあたりの手

立てが今ないような状況なので、教えていただけないでしょうか。 

 それと、特別支援学級をつくったところまではいいのですが、人数が少ないところでは

お母さんが普通級に行かせたいと言ったら、いやいやあなたのお子さんは特別支援学級に

いてくださいと言われることがあると。まるで私の子どもがいなくなると特別支援学級が

なくなってしまうような感じで引き止められたことあるという話も聞いたことがあります。

それでは本末転倒なのでそうしたことがないように現場の状況をきちんと把握していただ

きたいと思います。特別支援学級の数を増やすことはいいのですが、内容の濃いものをき

ちんとやった方がいいのではないでしょうか。他の自治体の設置率やら何やらは外面とし

ては確かにあるのかもしれません。そうではなくてさいたま市としては、こうした子ども

たちにはこうしていますということをアピールした方がよほどいいのではないかと思いま

したので、ぜひそうした点も申し訳ありませんが、ご配慮ください。よろしくお願いいた

します。 

（葉石委員長） 

 私の身近なところにも学区を越えて通っているお子さんがいます。そうした場合に保護

者の方が送って行ったりしなければならないので、そうした負担も考えると学級を設置し

ていくこと自体非常に意味があると思います。その中でそう簡単に追いついていかない部

分もあるのかなと今のお話を伺って思いました。 

（山路委員） 

障害者生活支援センターの山路です。私の方でも支援の中で学校の中に入るケースもあ

るのですが、校長先生と連携できるところとできないところがありまして、難しいところ

があります。私は大宮北特別支援学校の評議員をしているのですが、昨日ちょうどその評

議員会がありまして、来年度は特に小学部の入学者が多い状況を伺いました。何年か前に

上尾かしの木特別支援学校ができた時に、大宮北と分かれたので、児童生徒数が減ったの

ですね。ですが、その時以上に人が増えているのです。上尾かしの木があるが、大宮北は

それでも増えている状況です。 

 ですから数が増えていくことは必要なのですが、特別支援学級を希望する人が増えなけ

れば全然意味がなくて、大宮北特別支援学校もいいのですが、地域の学校に行けるような

体制を取っていただきたいなというふうに思います。地域の学校に行きたいと思ったら、

例えば、うちの通所の作業所の利用者さんに学校に通っている時の話を聞いたら兄弟は近

くの学校にいたのだが、自分は小学校 1 年生の時からバスで通いましたと言っていました。

バスで通っていることを考えると、障害のある人が遠くに通って、ない方が近くに通うと

いう反対の現象が起こっているので地域に学校があることが大事だという風に思っていま
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す。 

 学校に入るときには大宮北とか上尾かしの木では地域連携コーディネーターの方がいら

っしゃるのです。そちらは派遣型なので、どちらかといえば要請があれば行くという形に

なっています。ですから不登校の方がいるとか、情緒的に不安定な方がいるとか、そうし

た場合に今は連携ができているので、障害者生活支援センターと地域連携コーディネータ

ーがセットで行かせていただいています。それでも年間で何件という件数しかありません。

やはりご家族から学校に来てくださいという話が過去にはありましたが、今はありません。

特別支援学校の先生たちも大変だと思いますが、質の課題は特別支援学校と比べるとまだ

まだあるのかなと思います。おそらく障害者生活支援センターのことを知らない学校の先

生もいらっしゃると思いますし、地域連携コーディネータの方がいらっしゃるということ

もピンとこないということが担任の先生にもあると思いますので、教育と福祉の連携をも

う少し考えていただけるといいなという風に思います。 

（長谷場委員） 

 さいたま市では特別支援ネットワーク連携協議会というものがありまして、学校に支援

が必要なお子さんがいる時に、学校だけで対応するのではなくて、様々な連携機関と調整

を図りながらそのお子さんにとって一番良い連携方法を検討しておりますので、ネットワ

ークの中で、大宮北の方がコーディネートに来ていただいたり、支援方法についての助言

をいただいたりするようなネットワークはできておりまして、実際に機能しております。 

（富田委員） 

 親の会「麦」の富田です。私の長男が就学中はこの潤いファイルというものはなかった

のですが、今の皆さんのお話を伺って思い出してまいりました。幼稚園年長の時に保健師

さんから軽度発達障害の疑いがあると言われ、お医者さんに診てもらってはどうかという

ことで、そこが発見のきっかけになりました。 

 それで、今あるといいなと思ったのは、潤いファイルを使える先生が私の周りにはいな

かったのですね。使わなくてもできるという意味です。実名を出すと差支えがあるかもし

れませんが、岩槻区のある小学校です。そこに特別支援学級ができるのですね。それで手

紙が私のところに届きました。親の立場からしますと、幼稚園の時に心配があればその子

の成長のためを思って、こういうパターンがありますよと。レッテルを張ってということ

ではなく、学校にはいる時に限りなくグレーだということで、特別支援学級に行く子ども

もいますし、通級というものがありますよとか、普通の学級で出来るものもありますよと

か、軽度の発達障害もあるかもしれませんが、こういういくつかのパターンがありますよ

というマニュアルがあると非常に安心するのではないかと思うのですね。私の子どもの頃

は特殊学級というような、何というか差別的な感じもあったといいますか、そう感じる年

代の方もいらっしゃったかもしれませんが、こういうパターンがありますよと、親が見て

安心できる、ノーマライゼーション条例もあるさいたま市ですから、地域で子どもを育て

ましょうね、という手順というかマニュアルがあると取り組みやすいかなと。 

 私の長男の場合はたまたま良い地域だったのかもしれませんし、当時の校長先生がいろ

いろと理解がある方で手書きのファイルを作ってくれました。１年生から６年生になるま
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での分をつくって中学校の校長先生に届けてくれたということがありました。もちろんす

べての先生ができる訳ではないと思いますし、先生にとっても重荷になると思いますので、

動きやすいようなマニュアルといいますか、そういったものがあるといいなと思います。 

（葉石委員長） 

 はい、ありがとうございました。私は大学で教員養成に携わっておりますので、教育委

員会について補足させていただきますと、特別支援教育の免許を取得する学生の数は毎年

限られておりますが、特別支援教育の免許を取得する以外の学生も、年間を通してのカリ

キュラムのモデルを示していまして、免許を取らなくても一通り学ぶことができる仕組み

が今はかなり充実してきています。私が受け持っている授業で学ぶ 230 名の学生もほとん

どは特別支援教育の免許は取らない学生ですが、特別支援教育に関する意識はかなり学生

にも浸透してきておりますし、昔の五領域だけでは対応できないお子さんが今話題になっ

てきていますが、そういった意味で今は特別支援教育自体が変わらなければならない時期

になっているということで、なかなか厳しい状況ではないかなと思います。 

 それから免許を持っていない先生方も、教員になってから免許を取得する認定講習を受

ける機会が増えてきていますので、定員を設けても人数が殺到していて、ニーズは高いと

いうことは認識されていると思いますので、こうした流れをうまく広げていけるように教

育委員会とも連携しながら進めていきたいと思います。 

 長々といろいろ貴重な意見をありがとうございました。よろしいでしょうか。はい。 

（黒田委員） 

 すみません。先ほど、杉渕先生のお話を伺って思ったのですが、潤いファイルは幼稚園、

保育園で書いてもらうのもいいのかなと思いました。その年頃は、例えば何でもいいので

すが、食べ物の好き嫌いとか、早く寝ないとか、たくさん寝るとか、友達との関係はどう

だとか、どういう遊びが好きかとか、そんなことでいいのかなと思うのですね。そういっ

たことを幼稚園、保育園の先生が一緒に書きながら、あるいは初めてしゃべった言葉が何

だったのか、後で忘れてしまうこともあるかもしれませんが、保育園でこういうことがあ

りましたよとか、何歳の時に言葉が出ましたよとか、そうしたことをみんなが書くように

なればいいのかなと思いました。 

 そのうち課題がないとあまり書かなくなってしまうので、そうした方は脱落というか卒

業してしまうのですが、病院にかかって薬を飲んだような人は継続して書き続けることに

なると思いますので、そうした人たちは書いていくと。ですから母子手帳の続きのような

形になるのか、そういったことも検討できるといいのかなと思います。 

（大竹委員） 

 保育課の大竹です。私も２年前まで保育園の園長でしたのでその経験から一言お話しさ

せていただければと思います。潤いファイルについてはもう出来てから何年も経っており

まして、年度の初めの公立保育園の園長会議の場で特別教育相談センターの先生から説明

されておりまして、公立の保育園には周知がされております。もちろん皆が存在は知って

いますし、私自身も障害のあるお子さんが卒園を迎え、就学するにあたって、お母さんか
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ら、先生こういうものをもらってきたので記入をお願いしますと言われて記入をさせてい

ただいたこともあります。 

 その親御さんは就学を控えた１月頃に潤いファイルを持って来られました。それで潤い

ファイルが出来た時の認識ですが、この潤いファイルは保育園から渡すものではありませ

んということで、渡すのは療育センターや教育委員会であって、保育園の方からお母さん

こういったものがありますのでいかがですか、というものではなかったのです。もちろん

保護者の方が持ってきたときには記入させていただいていたのですが、その時は就学する

数か月前でしたので、この項目を見ると計画という欄があって、この時点で計画といって

もどうしたものかということで担任が困っていた記憶があります。ですのでもっと早めに

いただいていれば記入ができたのかなというところで。それからこの潤いファイルは育ち

の継続性というところで本当に小さい時から小学校、中学校、高校まで育つにあたって皆

がどう育つのかわかるファイルということでいいものができたなと思った記憶があります

ので、できれば先生がおっしゃったように小さい時から記入できればいろいろとできると

思うので、周知のところで検討いただければ、と思いました。 

（葉石委員長） 

 よろしいですか。ありがとうございました。就学前の段階というと障害の診断自体がな

かなか難しい時期でもございますので、どういうふうに連携していくのかということはそ

ういう意味で難しいところもあるかもしれません。また検討の材料を提供していただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

（西村委員） 

 すいません、特別支援学級の話ですが、お子さんが学校で問題を起こした場合、学校の

方から医療機関に行った方がいいという話は言えないという理解でいいのでしょうか。 

（長谷場委員） 

 担任が保護者に病院に行った方がいいのではないかと伝えるという話ですよね。 

（西村委員） 

 担任じゃなくても校長でもいいのですが、いろいろ言い方はあると思いますが。これは

さいたま市だけではなくて、いろいろなところで起きている問題なので、どうなのかなと。

誰にとっても良くないことなのに助言がなされていないように見受けられますので、また

改めてお伺いできればと思います。 

（野田所長補佐） 

 療育センターさくら草でケースワーカーをやっております、野田と申します。今、西村

先生からお話のあったようなケースについては、受ける側のひまわり学園や療育センター

さくら草の方ではよくご相談をお伺いする話です。担任の先生が療育センターや他の小児

科などを受診していることを知っている場合には、担任の先生から直接こちらに電話をい

ただいて、お母さんに紹介したいのだがどうかという相談を受けることがあります。 
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 また学校の方からは、学年主任の先生ですとか、スクールカウンセラーの先生、さわや

か相談員の先生、校長先生も含めてお話をいただいた後に、校長先生から直にお話をいた

だくこともあります。それから特別支援ネットワーク連携会議の方に連絡をいただくとい

うこともあります。ただ、学校の方でそうした仕組みについて全てご存知ではなくて、お

母さんが聞いてきてくださいというふうに言われてお母さんから電話をいただくこともあ

ります。 

（西村委員） 

 私が問題だと思うのは、お母さんといいますか保護者が、うちの子は医者に行く必要な

いですねと言ってしまう場合があるということなのです。今のご説明のように自分たちか

ら子どもを連れていきたいという親はおそらく問題ないはずなのです。そうではない場合

に強く言えることができるのか、難しいとは思うのですが、現実問題としてはそういった

ことで問題が起きています。そうした子どもが普通級にいることでいじめにつながってい

るという話もあるので、いろいろ難しいとは思うのですが、そういった意味で巡回相談の

ような支援があれば、東京とか他の政令指定都市でもいろいろ取り組んでいますが、何か

月か一回に巡回した際に先生と相談すると、親も学校の先生から言われるよりは少し話を

聞いてくれるのかなという意味でお伺いしたのです。 

（杉渕委員） 

 すいません、よろしいでしょうか。前歴を申し上げるようなことになりますが、学校現

場におりましたので少しお話をさせていただきますと、明らかに障害があって通常学級は

無理だろうというお子さんは結構います。今は就学支援委員会というものがございますが、

昔はお宅のお子さんは特別支援学校の方が適切ですね、特別支援学級の方がいいですね、

普通級で大丈夫ですよとか、そうした判定をしていたのですが、今はそれができないので

すね。 

 今は、この委員会に諮ること自体、親御さんの了解を得ないと諮ることができない、そ

うした事情があります。ですから最終的にどの学校、学級に行くのかは親の判断になりま

す。もちろん関係者はいろいろと働きかけをしますが、最終的には親が私の子どもは何が

何でも地域の通常学級に通わせるのだということになると、それを受けざるを得ないとい

うのが今の現状だろうと思います。以上です。 

（葉石委員長） 

 はい、ありがとうございました。これは指導２課さんだけでどうにかなる問題ではない

と思います。しかし、いろいろと検討の材料になる意見をいただきましてありがとうござ

いました。 

ほかに特によろしければこれで議題の６については以上としたいと思います。 

３ そ の 他  
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○妊娠・出産包括支援事業 

（葉石委員長） 

それでは、これで決められた議事は全て終了となりますが、小林委員から、「妊娠・出産

包括支援事業」についてのご報告いただけると伺っていますので、小林委員お願いいたし

ます。 

（小林委員） 

 お時間のないところ申し訳ありません。子育て世代包括支援センターイメージという資

料をご覧いただきたいのですが、この一番上の図は厚生労働省が示している子育て世代包

括支援センターの概要になります。妊娠期から子育て期までの相談の窓口を一つにして皆

さんの支援をしていこうというものですが、さいたま市におきましても平成 28 年度から妊

娠出産包括支援センターということで、子育ての中で特に妊娠出産期に焦点を当てて支援

をしていこうということで準備をしてまいりました。発達障害者支援というところからは

少し離れますが、もう少し広くお母さんたちの育児支援ということで妊娠期から始めてい

きましょうということで、平成 28 年度から 10 区のうち３区の保健センター、見沼区、中

央区、緑区でモデル的に開始して最終的に 10 区に広げていこうと考えています。28 年度

からの新規事業ということで紹介をさせていただきました。 

お母さん方がいろいろな困りごとがあっても、こっちは保健センター、こっちは支援課

というふうにサービスによって窓口が違うとどこに相談したらよいのかわからないという

現状がございますので、妊娠、出産、子育てという相談をまずは妊娠出産包括支援センタ

ーを保健センターの中に設置し、センターに相談をいただければ、内容に応じてサービス

をコーディネートしていこうということです。 

助産師を配置しようと考えていますが、お母さんたちが困っているということを一緒に

考えてその困りごとを少なくしていくために様々なサービスを上手に使っていこうという

システムです。指導したり非難したりということではなく、一緒に考えていきたいという

イメージです。皆さんのご意見をいただきながらより良いものにしていきたいと思います

のでよろしくお願いいたします。以上です。 

（葉石委員長） 

ありがとうございました。ほかによろしいでしょうか。 

（小島課長補佐） 

お時間のないところ申し訳ありません。お手元に、さいたま市職員対応要領に関する資

料をお配りしております。こちらは、４月に施行される障害者差別解消法におきまして、

障害者差別の禁止に係る地方公共団体の法的義務を担保するため、地方公共団体の策定が

努力義務とされているものでございます。 

内容は、地方公共団体の職員全般に対して法的義務違反の防止を図るためのものでござ

いまして、服務規律の一環として作成する必要があるとされており、地方公共団体の機関

ごとに定めることとされております。作成後は職員に周知徹底するなど、職員による障害
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者差別を防止することが取組として求められております。 

内容は、裏面になりますが、要領の目的、差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮の提供、

相談体制の整備等、職員への研修・啓発という柱で構成されております。この裏面には合

理的配慮の具体例を掲載しておりますが、多様かつ個別性が高いものであり、こちらはあ

くまで例となっておりますので、全ての方に当てはまるものでは必ずしもございません。

またここに書かれた例に限られるものではございません。本日はお時間の都合で配布のみ

とさせていただきますが、何かございましたら、後ほど事務局までご意見等をお寄せいた

だければ、と思います。説明は以上です。 

（葉石委員長） 

はい。ありがとうございました。何かご意見があれば事務局までということで、よろし

いでしょうか。 

（富田委員） 

はい、これに関して。この要領については先日の第３回市民会議でも取り上げられまし

て、表現が不適格なものがあるのではないかというご意見がございまして、指摘があった

ものについては削除されていますが、本日は専門の先生方が集まっていますので、もちろ

ん完璧なものは出来ないと思うのですが、それぞれの障害特性に応じて書かれているので

もう少し適当な表現があればお願いしたいと思います。 

（葉石委員長） 

 それぞれの専門の立場から何か不適切な表現がないかということで、もしそうしたもの

があれば事務局のほうまでということですね。よろしいですかね。 

それでは進行を事務局にお返しいたします。 

４ 閉  会  

（小島課長補佐） 

ありがとうございました。今年度の委員会は今回が最後となります。来年度の委員会に

つきましては、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 31 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。来年度も引

き続きよろしくお願いいたします。 

以 上    


