
 1

第32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 9 月 21 日（水）15:00～16:00 

会 場：障害者総合支援センター研修室    

 次  第  

１．開  会 

２．議  題 

  ○ 第31回委員会会議録（案）の承認 

○ 平成 27 年度発達障害に関する講演会開催結果について 

○ 発達障害者支援センターからの報告 

○ 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 32 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 次第 

・第 32 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 座席表 

・さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 委員名簿 

・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（案） 

・資料 1   平成 27 年度発達障害に関する講演会開催結果について 

・資料 2  平成 27 年度発達障害者支援センター実績報告について        

・資料 3-1 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（案） 

・資料 3-2 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査設問一覧（平成 28 年度

実施） 

・資料 3-3 発達障害者向けアンケート調査票 

・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバ

ー法）における個人番号の収集について（通知）及び個人番号申告書 

 出 席 者  

委  員・・・葉石光一、西村敏、富田功、山路久彦、黒田安計、小林裕子、

阿泉克男、大塚裕子、長谷場明博、河原塚政行（小峯真紀委員代理）

（敬称略）

事 務 局・・・【障害政策課】 

       高島宏（課長）、鈴木裕之、川松茂晃、和久井康順、渡辺優子 

       【障害者総合支援センター】 

       山口明美（所長）、國分留志、増渕英美 
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１ 開 会  

(高島課長) 

それでは定刻となりましたので、開始させていただきます。 

私は 4 月に障害政策課の課長に着任しました高島と申します。皆さん、どうぞよろしく

お願いします。本日は、公私共に大変お忙しい中、第 32 回さいたま市発達障害者支援体制

整備検討委員会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃より

本市の障害福祉行政の推進にあたりまして、格別のご支援、ご協力を賜り、重ねて厚く御

礼を申し上げます。 

さて、平成 17 年に発達障害者支援法が施行され、発達障害のある方に対する支援のあり

方を検討し、支援体制を整える取組が本格的に動きだしてから、早いもので、10 年以上が

経過いたしました。この間、さいたま市では、乳幼児期から成人期までの各ライフステー

ジにおける支援体制の構築、発達障害者の支援の中核機関となるさいたま市発達障害者支

援センターの開設など、発達障害者支援体制の拡充を図ってまいりました。 

また、本年 8 月には発達障害者の支援の一層の充実を図るため、発達障害者支援法の全

般にわたって改正が行われ、さいたま市におきましても、時代の変化に対応した、よりき

め細かな支援体制が求められているところであります。 

委員の皆様には、是非とも本委員会の運営と本市における発達障害児・者の支援体制の

更なる向上にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

また、ご報告となりますが、平成 28 年度からの事務局の体制につきましては、これまで

障害福祉課だったものが、障害政策課と障害支援課の 2 課に分かれる組織改正がございま

して、本委員会に関する事務は、私ども障害政策課と障害者総合支援センターで担当させ

ていただきますので、引き続き御指導、御協力をよろしくお願いします。 

それでは、座って説明させていただきます。まず、最初に、本日の委員の皆様の出席状

況についてですが、杉渕委員、二瓶委員が所用により欠席となっております。また、療育

センターさくら草所長の小峯委員が所用により欠席となっておりますが、代理として河原

塚所長補佐にご出席いただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

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、1 つ目として、「第 32 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委

員会 次第」、2つ目が「第 32回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 座席表」、

3 つ目が「さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 委員名簿」、4 つ目が「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（案）」、5 つ目が、資料 1 といた

しまして、「平成 27 年度発達障害に関する講演会開催結果について」、6 つ目が資料 2、「平

成 27 年度発達障害者支援センター実績報告について」、7 つ目が資料 3-1、「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（案）」、8 つ目が、資料 3-2、「次期障

害者総合支援計画策定のためのアンケート調査設問一覧」、9 つ目が、資料 3-3、「発達障害

者向けアンケート調査票」、最後に、「行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（マイナンバー法）における個人番号の収集について（通知）」及び

個人番号申告書、以上でございます。皆様、資料の方はよろしいでしょうか。 
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ここで、委員の皆様に御了解いただきたい事項がございます。それは、委員名簿の公表

でございます。本委員会は、さいたま市情報公開条例第 23 条の規定により原則公開となっ

ておりまして、本日の会議の会議録も作成し、公開となります。会議終了後に各区役所の

情報公開コーナーにおいて、市民の閲覧に供することとなりますので、会議資料につきま

しても会議録に添付して公表したいと考えております。 

お手元の資料の委員名簿をご覧いただけますでしょうか。名簿の中には、氏名のほかに

所属や役職の記載がございます。これにつきましては、個人の職業や活動に関する情報で

ありますので、内容に誤りがないかご確認をいただくとともに、公表についてご了解をい

ただければと存じます。 

次に、会議の公開につい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、

傍聴を許可することの御了解をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

それでは、只今より第 32 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。本日は平成 28 年度最初の委員会となっておりまして、年度が改まりまして、

新たに、委員としてご参加いただくことになった方がいらっしゃいますので、ご紹介させ

ていただきたく存じます。まず、総合療育センターひまわり学園育成課長の阿泉委員です。 

（阿泉委員） 

ひまわり学園育成課長の阿泉でございます。この４月に育成課長として着任をいたしま

した。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

（高島課長） 

阿泉委員、ありがとうございました。次に、保育課副参事の大塚委員です。 

（大塚委員） 

保育課の大塚と申します。よろしくお願いいたします。私もこの 4 月に、今まで保育園

現場に長く勤めておりましたが、この度、保育課に着任いたしました。よろしくお願いい

たします。 

（高島課長） 

ありがとうございました。それでは、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 31 回委員会会議録（案）の承認 

（葉石委員長） 

今日はどうも、委員の皆さま、お疲れ様です。本日も宜しくお願いします。今日は着る

ものを選ぶとき、悩んでしまって、上着を着てきたのですが、途中で脱がせていただきま

す。 

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。 
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まず、議題の 1、「第 31 回委員会会議録（案）の承認」について、事務局よりご説明を

お願いします。 

（鈴木係長） 

はい。それでは、議題１「第 31 回委員会会議録（案）の承認」についてご説明させてい

ただきます。去る 2 月 24 日に、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

開催いたしました。ご出席いただきました委員の皆様におかれましては、大変お忙しいと

ころ、誠にありがとうございました。議事といたしましては、第 31 回委員会会議録（案）

の承認、潤いファイルの活用状況等、ペアレント・トレーニング事業、発達障害者家族支

援体制整備事業、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、特

別支援学級の設置状況について、ということでございました。会議録につきましては、委

員の皆様に、事前にご確認をいただいているところでございますが、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。説明は以上でございます。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した。こちらについては、特にご意見がなければ、委員会として承

認したいと思いますが、委員の皆さま、いかがでしょうか。 

（ 異議なしの声 ） 

（葉石委員長） 

よろしいでしょうか。それでは、「第 31 回委員会会議録（案）」につきましては、事務局

案のとおり承認いたします。 

続いて、議題の 2 番目、「平成 27 年度発達障害に関する講演会開催結果について」とい

うことですが、事務局から説明をお願いします。 

○平成 27 年度発達障害に関する講演会開催結果について 

（鈴木係長） 

はい。それでは、議題 2「平成 27 年度発達障害に関する講演会開催結果について」ご報

告させていただきます。 

お手元に、資料の１をご準備いただければと思います。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、昨年度は、

２月２７日の土曜日に、大宮駅東口から徒歩で 15 分ほどの場所にあります、市民会館おお

みやの小ホールにおきまして、国立精神・神経医療研究センターの研究員であります、原

口英之先生に「発達や行動面で気になる子どもと家族への支援」という演題でご講演をい

ただきました。 

当日は、212 名の方にご参加をいただき、188 人の方からアンケートのご回答をいただき

ました。主な参加者の構成でございますが、資料の 2 ページの【アンケート結果②】の左
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下の円グラフになりますが、発達障害のある方のご家族の方の割合が 31％、保育・療育関

係者が 44％、教育機関の方が 11％、行政機関の職員が 4％、一般の方が 4％、その他 4％

となっております。 

資料の 1 ページに戻っていただきまして、【アンケート結果①】の講演会の理解度でござ

いますが、「よく理解できた」とご回答された方が 75％で、全体の 4 分の 3 いらっしゃい

ます。これと、「まあ理解できた」と回答された方を合わせますと、94％の方から「理解で

きた」と回答いただいた、という結果となりました。 

次に、講演会の役立ち度については、「大いに役立った」が 58％、「役立った」が 36％で、

これらの合計が 94％となっておりますので、昨年度の講演会につきましては、ご参加いた

だいたほとんどの方に、満足いただけたものと考えております。 

続きまして、資料の 3、4 ページをお開きいただきたいと思います。こちらには参加者か

らの主な感想を記載させていただきましたが、ご家族からは、具体的でわかりやすい講演

だった、勉強になったというご意見を、支援者からは、講演の内容を今後の子どもとの関

わりに活かしたいといったご意見を多く頂いたところでございます。 

5 ページは、実際のアンケート用紙でございます。6 ページ以降は、講演会の資料でござ

いますが、子どもの様子が気になる時の考え方や支援、様々なつまずきに対しての必要な

配慮、支援の工夫のポイントなどについて具体例を交えながら、大変わかりやすくご講演

をいただきました。 

また、この講演会につきましては、平成 26 年度に定員を大幅に超える申し込みをいただ

いたことを受けまして、定員約 120 名の浦和コミュニティーセンター第 15 集会室から、平

成 27 年度につきましては、定員約 250 名の市民会館おおみや小ホールに会場を変更し、多

くの方に御参加いただけるよう改善を行ったところでございます。 

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皆様の、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、今年度につきましても

発達障害に関する講演会を開催する予定でございます。現時点では来年 2 月 18 日土曜日に

昨年と同じ会場であります、市民会館おおみやの小ホールで開催する予定でございます。

詳細が決まりましたら、皆様にもご案内させていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 説明は以上でございます。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。よろしいでしょうか。 

それでは、議題の 2 については以上といたします。続いて議題の 3 番目、「発達障害者支

援センターからの報告」について、事務局から説明をお願いします。 

（山口所長） 

 障害者総合支援センターの山口と申します。よろしくお願いいたします。それでは、障

害者総合支援センターの 27 年度の実績についてご説明させていただきます。着座にてご説

明させていただきます。お手元資料の 2 をご覧ください。相談状況といたしましては、相
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談件数としまして、電話相談が 2200 件、来所相談が 1838 件、訪問が 89 件、その他が 145

件、総数が 4272 件となっております。昨年が 4508 件ですので、件数といたしましてはや

や減少しているという傾向になっております。 

次に相談実人数で見ますと、新規に相談のありました方が 773 名、継続した相談をして

いる方が 223 名、合計 996 名となっております。 

こちらについても平成 26 年度と比較いたしますと、新規が 724 名、継続 246 名の内訳と

なっておりますので若干ではございますが、平成 27 年度におきましては、新規の方が多か

ったという傾向が見られます。 

また、年齢的な傾向を見ますと 19 歳以上の成人期の方が 66％、18 歳以下の乳幼児・児

童が 23％、残り 10％の方は年齢が不明となっております。 

続きまして、（4）発達障害診断の有無に関しましては、もっとも多い障害がアスペルガ

ー症候群、続いて広汎性発達障害、続きまして注意欠陥多動性障害の順となっております

が、全体の 65％を占める方が、診断がついていないか、未受診の方との結果になっており

まして、本人や家族は発達障害を疑うが、どこに行けば診断してもらえるのか、また、も

し発達障害であった場合、どのような支援を受けられるのかなどの相談が多くなっており

ます。 

次に、（5）相談経路につきましては、圧倒的にメディアが多く、続いて市の広報、医療

機関、相談機関の順となっております。メディアの方が多い理由といたしましては、発達

障害についてネットで情報を調べ、相談につながるという方が多くなっている傾向が見ら

れます。 

（6）、相談内容といたしましては、4 割の方が就労に関する相談で、残りの 6 割の方が

それ以外の医療や進路に関する情報提供や家庭生活上での相談や障害の相談となっており

ます。 

昨年度の実績から見まして、相談件数はやや減少という状況ではありますが、1 つ 1 つ

のケースが、今まで支援機関に相談した経験がなかったり、日常外からの状態の安定に努

める必要があるなど、社会参加までには時間がかかるようなケースも増えております。 

以上が昨年度のセンターの実績となります。続きまして、昨年度の事業の内容につきま

して、國分の方から説明させていただきます。 

（國分係長） 

座ったままで失礼します。障害者総合支援センター発達障害支援係の國分と申します。

よろしくお願いいたします。 

私の方からはしあわせ倍増プランの 2 つの事業であります、社会参加事業きらめきと、

学生向けキャリア形成事業の実施業況についてご報告をさせていただきます。 

まず、1 ページ目の一番下の社会参加事業きらめきですが、既存の障害福祉サービスに

つながりにくく社会参加のきっかけを掴めずにいる、成人期の発達障害の方を対象とした

居場所支援として、平成 26 年の 8 月にＮＰＯ法人に委託して開設しました。 

昨年度の実績ですが、延べ利用人数が 895 人、実人数が 34 人、また、こちらの資料には

記載がありませんが、就労へのチャレンジや就労移行支援事業所などの施設の見学や利用

など、次のステップへつながった方が、8 名いらっしゃいました。 



7

この卒業生の人数は、平成 26 年度の利用実人数 21 名中 10 名と比べると割合としては下

がってはいますが、この 8 名の方々以外にも安定してきらめきに通えるようになった方、

あるいは、安定して就労が継続できている方が増えるなど、一定の効果が見られました。 

続きまして、学生向けキャリア形成支援事業について、途中経過にはなりますが実施状

況をご報告します。資料の 3 ページから 4 ページをご覧いただきながら、ご説明させてい

ただきます。こちらの事業は前回の 31 回整備検討委員会でご説明しました通り、家庭内暴

力やひきこもりなどの 2次障害の予防的活動として、主に 10代後半から 20代の若者の方々

を対象に将来の就労や自立した生活に役立つ情報や体験を講座や体験ワークという形で提

供するものです。昨年度発達障害者支援連絡協議会にて、委員の皆さんから頂いたご意見

を参考に、今年度から本格実施しております。 

資料にもありますが、今年度は 3つの講座を夏と秋の 2クール行う予定になっています。

それがページで言いますと、5 ページ・6 ページ、7 ページ・8 ページがそれぞれ 2 クール

目と 1 クール目のチラシとなっております。 

また、市役所内でのステップアップオフィスでの体験ワークは、こちらの講座に参加さ

れた方の中で希望者を対象に実施する予定です。 

さらに家族支援の一環としまして、こちらは 3 ページの資料になりますが、保護者向け

講座を 8 月 30 日に実施いたしました。これにつきましても、昨年度の連絡協議会での協議

をもとに、診断のあるなしに関わらず、保護者方々に参加いただきやすいよう、発達障害

という言葉は極力を使わない形でチラシを作成いたしました。 

当日は悪天候にも関わらず、30 名もの保護者の方にご参加いただきおおむね、参加して

よかったとの評価をいただいております。以上 2 つの事業について今年度引き続き実施す

る中で成果や課題を検討し、さらに発達障害者ご自身やご家族への支援方法を検討してま

いります。今後もご指導の程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。 

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。 

 よろしいでしょうか。はい。お願いします。 

（山路委員） 

 実績のところですけれども、性別とか年齢とかのところで、児童は中学生までと、それ

以降の高校生また成人については、働いているとか、働いていないとか、どのようなとこ

ろに通われているのか、印象としてはどうでしょうか。また、実績はとってらっしゃらな

いのでしょうか。 

（國分係長） 

実際には、働いている方、働いていない方という事では、統計としてはとっていないで

す。ただ、入り口としては働いていない方が多くいらっしゃるような印象です。 

（山路委員） 
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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。他にはよろしいでしょうか。それでは、議題の 3 については

以上といたします。 

続きまして、議題の 4「障害者総合支援計画策定のためのアンケートについて」、事務局

から説明をお願いいたします。 

（鈴木係長） 

それでは、議題 4「障害者総合支援計画のためのアンケートについて」ご説明をさせて

いただきます。お手元に、資料 3－1、3－2、3－3 をご準備いただければと思います。 

それでは、最初に、資料 3－1「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（案）」をご覧いただきたいと思います。まず、1 番のアンケートの目的でござい

ます。このアンケートは、障害のある方の生活状況やサービス等に関する利用状況、今後

の要望等を把握し、平成 30 年度からスタートいたします、次期障害者総合支援計画の策定

に向けた基礎資料とすることを目的に実施するものでございます。アンケートは、障害者

総合支援計画の策定の時期に合わせまして、3 年ごとに実施しておりまして、直近では 3

年前の平成 25 年にも実施しております。 

2 の調査の概要でございますが、実施時期は、平成 28 年 10 月 14 日金曜日から 11 月 14

日月曜日までの 1 ヵ月間、配布数は 6,500 部以上、配布方法は、1 番目として、無作為抽

出による郵送による配布、2 番目として、希望者に対する郵送による配布、3 番目として病

院や団体への依頼による配布を予定しております。回収方法につきましては、同封した返

信用封筒による、郵送での回収としております。 

次に、「3 アンケートの対象等」でございます。表の上から順に、身体障害者につきま

しては、約 34,000 人の手帳所持者から、4,000 人を無作為抽出し、アンケートを郵送させ

ていただきます。同様に、知的障害者が 700 部、精神障害者が 900 部、難病患者が 400 部、

精神科病院入院患者につきましては、精神科病院を通じて 150 部を配布いたします。発達

障害者につきましては、団体を通じまして 200 部を配布、また、障害福祉事業所にも 150

部を配布いたしまして、全部で７種類の調査票を、合計で 6,500 部配布します。このほか

に、アンケートに回答したいという希望者につきましても、個別に配布させていただくこ

ととしております。 

 続きまして、4 番の今後のスケジュールといたしましては、10 月から 11 月にかけてアン

ケートを実施し、1 月に集計結果速報概要版を作成、3 月にアンケート結果報告書を印刷す

る予定としています。 

なお、アンケートの調査票の作成につきましては、まず、障害者政策委員会のワーキン

ググループでご検討いただきました。その後、7 月 21 日に行われた障害者政策委員会に、

調査票の案をお示しさせていただいて、ご検討いただいたほか、翌日の 7 月 22 日に開催し

た、平成 28 年第 1 回誰もが共に暮らすための市民会議でも、ご検討をいただいたところで

ございます。そこでいただいたご意見を踏まえまして、9 月に調査票を確定したところで

ございます。 
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続きまして、資料 3－2 をご覧いただきたいと思います。この表は、アンケート調査設問

の一覧になります。 

このアンケートにつきましては、かねてから、設問数の多さ、選択肢の多さが指摘され、

回収率や回答内容の正確性への影響が懸念されておりました。障害者政策委員会のワーキ

ンググループでも、こうしたご指摘をいただいたことを踏まえまして、アンケートの設問

について見直しを行いました。 

それでは、調査票種別のうち、発達障害者（Ｆ）をご覧いただきたいと思います。平成

25 年度に実施した前回のアンケートから変更した点について、ご説明させていただきます。

削除した設問は見え消しとなっており、追加した設問は網掛けで表示をしております。 

上から順に行きますと、上から２つ目の項目「住まいの場」についてですが、「居住場

所確保上の困難」という設問については、削除させていただくこととしました。理由とい

たしましては、前回までのアンケートで「困っていない」と回答された方が大半を占めて

おり、設問を設ける必要がないと判断したことによるものです。 

なお、誤解のないように申し上げますが、市として「住まいの場に困っている障害者が

いない」と考えているわけではございません。あくまで、無作為抽出のアンケートによる

アプローチでは、そうした問題が十分に把握できていないことから、設問を削除したもの

でございますので、ご理解いただければと思います。 

続きまして、「日常生活」の項目の中の、「依頼した人に介助（支援）を頼める期間」

という設問についても、削除させていただくことといたしました。こちらは、前回のアン

ケートで新たに追加した設問ですが、回答に一定の傾向がないことから、設問としてあえ

て設ける必要がないと判断したことによるものでございます。 

次に、下から 3 番目の項目「情報」の中の、「普段利用している通信情報機器」につい

ての設問ですが、こちらにつきましても、前回、新たに追加した設問となります。前回の

調査におきまして、利用状況について大よその傾向を把握したところですが、その後、新

しく革新的な通信情報機器が登場しておらず、傾向もさほど変わらないと考えられること

から、今回、削除することといたしました。 

次に、項目「障害者への理解」の中の、「差別や疎外感を感じた場面」についての２つ

の設問ですが、前回の調査で、ほぼすべての日常生活分野にわたって差別を感じたことが

あるという結果となったことから、今回は、あえて設問を設ける必要がないと判断したこ

とにより削除したものでございます。 

一方で、4 月に障害者差別解消法が施行されたことを受け、この法律の「認知率」につ

いて、基礎的なデータを把握したいという趣旨で、設問を新たに追加いたしました。 

次に「災害時の対応」の項目ですが、前回のアンケートでは、「東日本大震災に関する設

問」などが設定されておりましたが、他の自治体のアンケート項目などを参考に、大きく

見直しをさせていただきました。 

裏面をお願いいたします。下から 2 つ目の「発達の状況」という項目の中の、「小学生前

のお子さんが現在通っているところ」と「通わせたい学校・学級」という設問についてで

ございます。発達障害者の方へのアンケートについては、前回、埼玉県自閉症協会さんと

埼玉親の会の「麦」さんの、さいたま市在住の会員の方にご協力をいただき、ご回答をい

ただいたところでございます。前回のアンケートでは、92 人の方から回答をいただきまし
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たが、この設問に該当した方はそれぞれ、4 名、5 名という状況であり、有効性が低いと

判断したことから、この 2 つの設問を削除することといたしました。以上が、設問自体の

変更点に関する箇所の説明でございます。 

今回のアンケートは、次期計画の策定に結び付けるという、重要な位置付けがあるとと

もに、障害者を取り巻く現状を把握し、障害者施策の課題について、情報を得る貴重な機

会でもありますので、アンケート結果につきましては、今後の市の施策の展開や課題の克

服に、十分に役立ててまいりたいと考えております。 

なお、確定した調査票の内、発達障害のある方に対する「アンケート」を資料 3－3 とし

て配布させていただいておりますので、こちらは後ほどご覧いただければと思います。 

説明は以上でございます。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した。ただいまの事務局からの説明について、皆様から何かご意見、

ご質問などはございますでしょうか。 

今、お話のありましたように確定版ということで、必死に刷っているわけですよね。 

（鈴木係長） 

そうです。確定しております。 

（西村委員） 

 このアンケートは、どの年齢層に対して、障害者というのは成人の方を指して、考えて

いらっしゃるのでしょうか。 

（鈴木係長） 

無作為でございますので、年齢層については指定をしないで、手帳所持者などから無作

為で抽出させていただいております。 

（西村委員） 

手帳所持者と言われても、子ども達はほとんど持っていないですよね。発達障害者であ

っても。そういった人たちのことが全然入っていないような気がしますが、その辺はどの

ようにお考えでしょうか。 

先ほどの話でも、4 名か 5 名しかいないから、「現在通っているところ」とか、「通わせ

たい学校・学級」というのを外されたということでしたが、実際に３－３の資料を見ると

子ども達に対する「幼稚園、保育園、学校に望むことは何ですか」だとか、「小学校入学前

のため、自宅にいる」だとか、子ども向けのものも入っていますけれども、その辺はどう

なのでしょうか。 

（鈴木係長） 

発達障害に関しましては、そういった問題もありますので、親の会の、埼玉親の会「麦」

さん、埼玉県自閉症協会さんにアンケートを配布させていただき、アンケートにご回答い
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ただくことで、その辺をカバーする形をとっております。 

（西村委員） 

ひまわり学園やさくら草を通じての配布は考えられなかったのですか。 

（鈴木係長） 

それは考えておらず、親の会を通じてという事を考えておりました。 

（西村委員） 

そういうところに入っている人はいいのですが、入っていなくて困っている人がかなり

いると思うのですよ。確定したものを今からどうこう言えませんが、そういった人達の意

見を、拾い上げるようなアンケートにされた方が本来は、良かったのではないでしょうか。 

そうではなくて、成人の人を対象にするのであれば、このアンケート対象者でいいと思う

のですが、どうも子ども達のことが全然入っていないように思えて、実際前回のアンケー

トからしても数名しか答えがないとなると、今回のこの会議自体も、小さい子達から成人

までですよね。そうでなければ、我々小児科医が入る理由はないのですけれども。そうで

あれば、もう少しその辺の人たちのことも配慮いただければよかったのではないかと思い

ます。 

（鈴木係長） 

配布方法につきましては、希望者にも配布するということもありますので、検討課題に

はなりますが、たとえばひまわり学園さんなどに案内を置かせていただいて、希望者にと

いう形になってしまいますが、そういったことも考えたいと思います。 

（西村委員） 

今回は決まったことですから、どうこう言うつもりはないですが、全体として、さいた

ま市としてこれをやる時に、子ども達を含めてやっているのか、大人のことをメインでや

っているのかということでアンケート対象者が変わってくると思うので、もし今まで話し

合いをしていたように、「潤いファイル」のように、小さい頃からということであれば、も

う少し、親御さんたちは、すごく困っていると思いますので、しかも、手帳はほとんど持

っているわけではありませんのでこういった方にも配れるように考えていただければと思

います。次回以降のそうしていただければと思いますのでよろしくお願いします。 

（鈴木係長） 

次回以降の検討課題とさせていただきたいと思います。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。非常に貴重な意見でしたので、今後に反映していただければ

と思います。 

それと、今、少しご回答あった、希望者への配布という部分で、可能な範囲でというご
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説明がありましたが、これは 6,500 部の範囲内でということでよろしいでしょうか。 

（鈴木係長） 

プラスアルファとして考えております。 

（葉石委員長） 

それはどのくらいの数を想定されているのでしょうか。 

（鈴木係長） 

前回はそれ程多くありませんでした。 

（葉石委員長） 

先ほど回収率のことを触れられていたかと思いますが、率としてはどれくらいになるの

でしょうか。 

（鈴木係長） 

50％程度かと思います。 

（葉石委員長） 

わかりました。率としては高くはないけれども、それでも 3,000 以上のアンケートは返

ってきているということですね。 

他にはいかがでしょうか。なければ、こちらの議題については以上といたします。 

それでは、「その他」に移らせていただきます。「個人番号（マイナンバー）の収集につ

いて」となりますが、事務局から説明をお願いします。 

（鈴木係長） 

それでは、その他といたしまして、「個人番号（マイナンバー）の収集について」説明さ

せていただきます。 

皆様に配布させていただいております、「行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（マイナンバー法）における個人番号の収集について（通知）」

をご覧いただきたいと思います。 

なお、報酬を受けていない方々につきましては、マイナンバー収集の対象とはなりませ

んが、参考にお聞きいただければと思いますので、どうぞ、ご了承ください。 

市の方から報酬をお支払いさせていただいている委員の皆様には、毎年１月頃に、源泉

徴収票を送付させていただいておりますが、来年の１月に送付いたします源泉徴収票を作

成するに当たりまして、皆様のマイナンバーが必要となりますので、御協力くださいます

よう、お願いをいたします。 

具体的な手続きでございますが、本日、配布いたしました「個人番号申告書」に必要事
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項を記入していただきまして、「通知カード」等の番号を確認できる書類の写しを添付して

いただいたうえで、直接障害政策課に持参いただくか、又は返信用封筒をご使用いただき、

障害政策課までご提出いただくようお願いいたします。 

収集しましたマイナンバー等の個人情報につきましては、市の方で適正に管理し、「源泉

徴収票」及び「支払調書」作成事務以外には、使用をいたしません。また、添付書類とし

てご提出いただきました「通知カード」等の番号確認書類の写しにつきましては、事務局

にて番号を確認した後、郵送にてご返却させていただきます。 

なお、既に他の委員会等で個人番号申告書を障害政策課へご提出いただいている方につ

きましては、再度ご提出いただく必要はございません。 

皆様にはお手数をお掛けいたしますが、御協力いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

説明は以上でございます。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した。ただいまの事務局の説明について、皆様から何かご質問はご

ざいますでしょうか。 

（西村委員） 

さいたま市の場合は、課ごとに出さなくてはいけないのでしょうか。さいたま市の場合

というよりも、どこでもそうかと思いますが。 

（鈴木係長） 

目的ごとに提出の必要があり、各課の委員会ごとに所管がありますので、それぞれで出

していただいております。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した。他にはよろしいでしょうか。今説明があったのを聞きのがし

たのかもしれませんが、送るのに、いつまでにという目安は仰っていただきましたでしょ

うか。 

（鈴木係長） 

出来れば早めにいただきたいのですが、1 月に源泉徴収票を作りますので、遅くとも 12

月半ば頃にはご提出いただければ大変助かります。 

（葉石委員長） 

出来るだけ早くということで、忘れないようにしないといけないですね。12 月半ばくら

いまでということですが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

他にご質問はございませんでしょうか。なければ、その他については以上にしたいと思

います。 
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（西村委員） 

ひとつお伺いしたいのですが、放課後等デイサービスというものがあるかと思うのです

が、このところ、そちらをやる施設の方から協力病院になってくれないかという電話がい

きなりかかってくることが複数ありまして、放課後等デイサービスをさいたま市ではどの

ように扱いをされているのか、実際にどのくらいあって、どのように動いているのか、数

年前に法律で決まったことだと思いますが、協力病院その他というのは具体的に、もとも

と最初から、始める前に決められるものなのかなど、どうなっているのか、不勉強で知ら

なかったものですから、突然電話が続けざまに来たもので、一体どうなっているのかなと。

協力病院についても、本来なら発達障害を扱っているのであれば、ひまわり学園とか、さ

くら草とかのバックアップがあってもいいような気がしますけれども、その辺はどうなっ

ているのでしょうか。 

もう一つは、受給者証が必要のようなことが書いてあって、それを決めるのを医者の診

断ではなくて、施設でも、受給者証を市に出せばとれるような、発達障害と関係ない人も

含めてやられているのか、どうなのかといことを、基本的なところで申し訳ないのですが、

教えていただければと思います。もしわからなければ、どうなっているのかなというのを

知りたかっただけで、この委員会とは関係ないかもしれないですけれども、ちょっと発達

障害に関係していたものですから、お伺いしました。 

（鈴木係長） 

障害支援課が担当になるのですが、本日は担当が来ておりませんので、もしよろしけれ

ば、後日、ご連絡させていただければと思うのですがいかがですか。 

（西村委員） 

そうしないと、協力病院に勝手になっていいのかもわからないですし、開業時間帯だけ

はカバーできるかもしれませんが、そうでないところはできないのに、それにも関わらず

協力病院になってくれと言われても、それはできないということでお断りしているのです

が、急に話がくるというのは、なんだろうなと思ったものですから、その辺は教えていた

だければと思います。 

現実、その立ち位置がどうなっているのかがわからなくて、親御さんからすると非常に

必要なものだと思いますけれども、ネットなどを見ると既にお金儲けに走っているところ

など、さいたま市ではないですが、そういうことも書かれているので、その辺は市の方が

きちん把握されて、きちんとチェックされているかと思うのですが、そういったことも含

めて教えていただければと思います。せっかくいいものができているのに、玉石混淆だと

どうなのだろうということがありますので、すみません、よろしくお願いします。 

（山路委員） 

生活支援センターなので、先ほど言ったような、高齢者でいうとケアマネの計画みたい

なものを、児童と成人と分かれていて、児童は計画がないと児童発達支援センターもしく

は放課後等デイサービスを使えないので、書かせていただいております。 

数年前と比べると、相当数増えていて、埼玉県の児童のサービス管理責任者の研修も去
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年からお手伝いさせていただいているのですが、以前だったら 100 カ所くらいだったのが、

今年だともう 300 カ所を超えるなど、ここ数年 3 倍、4 倍という数がさいたま市でも増え

ているかなと思います。 

リストを見ると、以前は社会福祉法人が圧倒的に多かったのが、今年はざっとですが、

７割近くは株式会社がサービス管理責任者の研修に申し込んでいて、経験も浅い方たちが

多く、埼玉県は特に特区になっていて、通常であれば 5 年経たないと研修を受けられない

ところを 3 年で受けられるような研修になっているところとか、先ほどあったように、し

っかりやっているところから、送迎してビデオを見させているだけのところだったり、事

業者によっては、作ってはやめたりという事業者も出ていて、国の方の施策に対しては、

児童デイに対しての制約がすごい増えていて、ちゃんとやっているところには、補助金だ

とかお金は出したいけれども、短時間だったり、職員配置が悪いところであったりとか、

児童デイについては課題になっているかと思います。 

 学校も、行きの送迎バスはおそらく 100％乗っているけれども、帰りは 2 割 3 割、もし

かしたら 1 割 2 割しか乗っていなくて、皆さん、放課後デイに行くという風になっていて、

大宮北などは、30 とか 40 も車が並んでいて、今日はここ、明日はここというように分か

れていて、便利にはなっているかと思うのですが、中身の確認までは、まだまだできてい

ないところがありますので、今後は中身を確認していきながらというところが課題になる

と思います。せっかくできたのでいい制度にしていかなくてはいけないと思いますので、

ご協力お願いします。 

（西村委員） 

ありがとうございます。大変参考になりました。 

（葉石委員長） 

ありがとうございます。すみません、ちょっとあいまいなのですが、障害支援課が担当

ということでよろしいでしょうか。何か西村委員に対して情報提供というのは改めていた

だけるのでしょうか。 

（西村委員） 

わかれば教えていただきたいのですが、なかなかすぐにどうこうということが、むずか

しければいいですけれども、今のお話で、あちこちで言われているのと同じかなというこ

とはわかりましたので、さいたま市としても、きちっとやっていただかないと、色々な人

たちが混ざっているみたいなので、よろしくお願いします。 

（葉石委員長） 

協力病院というものが必要になるんですね。 

（西村委員） 

そうですね。それはやはり教えていただかないと普通に協力病院に手を上げてしまって

いいものなのかわからないので、そういった意味では、担当の方からご連絡いただくか、
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こちらからご連絡してもいいですけれども、教えていただきたいと思います。 

（鈴木係長） 

戻りましたら、担当と調整しますのでよろしくお願いします。 

（西村委員） 

わかりました。よろしくお願いします。 

（葉石委員長） 

それでは、よろしくお願いします。この点に関わらず、気になっている点などございま

したら、ご発言いただいても構いませんが、いかがでしょうか。なければ、その他につい

ても以上といたします。 

これで決められた議事は終了となります、進行を事務局にお返ししたいと思います。 

（高島課長） 

本日は長時間にわたり貴重なご意見を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。 

次回の日程でございますが、来年の2月16日木曜日の開催を予定しております。詳細につ

きましては、決まり次第改めてお知らせさせていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

それでは、以上をもちまして、「第 32 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。 


