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第33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 29 年 2 月 16 日（木）15:00～16:45 

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32回委員会会議録（案）の承認 

○ 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 28 年度発達障害者家族支援体制整備事業について 

○ 発達障害者支援センターからの報告 

○ 総合療育センターひまわり学園における「出張カンファレンス」の取組について

３．そ の 他 

４．閉  会 

 配布資料  

・第 33 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 33 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 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（案） 

・資料 1  障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果【速報概要版】 

・資料 2 発達障害者家族支援体制整備事業について         

・資料 3 学生向けキャリア形成支援事業の実施状況について 

・資料 4 総合療育センターひまわり学園における「出張カンファレンス」の取組 

・平成 28 年度発達障害に関する講演会「もっている力を社会につなげる」チラシ 

 出 席 者  

委  員・・・葉石光一、西村敏、杉渕光芳、小島正美、二瓶則子、黒田安計、

小林裕子、阿泉克男、大塚裕子、小峯真紀（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）、畠山千佳、増渕英美、中島哲 
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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たいと存じます。 

本日は、公私共に大変お忙しい中、第 33 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。私は障害政策課長の高島と申

します。よろしくお願いします。それでは着座にて説明させていただきます。 

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、山路委員、指導２課の長谷場委員が所用により欠席、杉渕

委員が遅参となっており、出席委員９名、遅参委員１名、欠席委員２名となっております。

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

料は、全部で 8 点ございます。まず、1 つ目が「第 33 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 33 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」、その座席表の裏が 3 つ目の「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」となっております。4 つ目が、「第 32 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討

委員会会議録（案）」、5 つ目が、資料 1 としまして「障害者総合支援計画策定のためのア

ンケート調査結果【速報概要版】」、6 つ目が資料 2 としまして「発達障害者家族支援体制

整備事業について」、7 つ目が、資料 3「学生向けキャリア形成支援事業の実施状況につい

て」、8 つ目が資料 4「総合療育センターひまわり学園における「出張カンファレンス」の

取組」でございます。 

また、資料に加えまして、平成 28 年度発達障害に関する講演会「もっている力を社会

につなげる」のチラシを配布させていただいております。皆様には既にご案内させていた

だいているところですが、明後日２月 18 日土曜日 14 時 30 分から、市民会館おおみやで

開催いたします。講師に埼玉大学教育学部教授の櫻井康博先生をお招きしておりますので

お時間がございましたらぜひお越しください。 

それでは皆さま、不足等はございませんでしょうか。 

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。 

本日傍聴を希望する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、現在のところ、傍聴希望の方はいらっしゃいません。 

それでは、ただ今より第 33 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。 

ここで、新たな委員をご紹介させていただきます。 

前回まで委員をお願いしておりました、埼玉親の会「麦」の富田委員に代わりまして、

同じく埼玉親の会「麦」の小島正美様に、新たに委員としてご参加いただくこととなりま

した。 
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お手数ですが、小島委員一言ご挨拶をいただいてもよろしいでしょうか。 

（小島委員） 

埼玉親の会「麦」の小島と申します。前回までは富田がお世話になりまして、ありがと

うございました。急な富田の個人的な事情がございまして、委員を辞任しましたので、私

が交代ということになりました。何分力不足ですので、頑張りたいと思いますので皆様ど

うぞよろしくお願いします。 

（高島課長） 

小島委員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 32 回委員会会議録（案）の承認 

（葉石委員長） 

 皆様お忙しいところ、お集まりくださいましてありがとうございます。埼玉大学の葉石

です。今日は５点ほど議題が上がっております。議事については迅速に進めたいと思いま

すが、いずれも大事な案件ですので、十分に意見を交わしていければと思います。よろし

くお願いします。 

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。 

まず、議題の１、「第 32 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） 

障害政策課の鈴木と申します。どうぞよろしくお願いします。着座にて説明させていた

だきます。それでは、議題１「第 32 回委員会会議録（案）の承認」についてでございます。 

去る９月 21 日に、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、平

成 27 年度発達障害に関する講演会開催結果、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等が無いようでし

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。 
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（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。よろしいでしょうか。 

それでは、「第 32 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。 

続きまして、議題の２番目、「障害者総合支援計画策定のためのアンケートについて」で

すが、事務局から説明をお願いします。 

（鈴木係長） 

はい。それでは、議題２「障害者総合支援計画策定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。 

資料１「障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果【速報概要版】」をご覧い

ただきたいと思います。 

アンケートの実施につきましては、昨年９月 21 日に開催された当委員会でも報告をさせ

ていただいたところでございますが、昨年の 10 月 14 日から 11 月 14 日にかけてアンケー

ト調査を実施し、このたび、調査結果を設問ごとに単純集計し、主な共通設問、特有設問

ごとにまとめた速報概要版がまとまりましたので、ご報告させていただきます。 

 それでは資料１を１枚めくっていただきまして、目次をご覧いただきたいと思います。

この速報概要版の構成ですが、はじめにアンケート調査の概要として「１ 調査の目的」、

「２ 調査の設計」、「３ 実施期間」、「４ 回収結果」を掲載し、そのあとに調査結果を

掲載しております。 

「６ 障害者（難病患者）調査結果【主な共通設問】」は、ＡからＦまでの調査票に共通

する設問についてまとめた部分になりまして、「７ 障害者（難病患者）調査結果【特有設

問】」は、各調査票に特有の設問についてとめた部分、次の「８ 障害福祉事業所調査結果」

は、障害福祉事業所が対象である調査票Ｇの調査結果をまとめた部分になります。本日は

発達障害の調査結果を中心にご説明させていただければと思います。 

１ページをご覧ください。こちらの「４ 回収結果」でございますが、発達障害者（F）

の調査票については、配布数 200 部に対し回収数が 97 部、有効回答率は 48.5％でござい

ます。配布方法については、前回もご報告させていただきましたが、親の会である埼玉県

自閉症協会さんと埼玉親の会「麦」さんにご協力いただきまして、会を通じて配布いただ

いたところでございます。 

それでは、全障害の共通設問の前に発達障害者の特有設問についてご説明させていただ

きます。ページが飛んで申し訳ありませんが６８ページをご覧ください。まず、①最初の

診断名について、「広汎性発達障害（自閉症スペクトラム障害）」が 75.3％、「学習障害（LD）」

が 21.6％、「注意欠陥・多動性障害（ADHD）」が 26.8％、「特に診断は受けていない」が 3.1％

となっております。また、その右側になりますが、「広汎性発達障害（自閉症スペクトラム

障害）」のうち、「知的障害を伴う自閉症」と診断を受けた方が 58.9%、「高機能自閉症（高

機能広汎性発達障害）」診断を受けた方が 6.8％、「アスペルガー症候群」と診断を受けた

方が 28.8％、「非定型自閉症」と診断を受けた方が 1.4％となっております。 
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続きまして、家庭で障害に気づいた時期についてでございます。０～１歳と、２～３歳

までに気づいた割合を合計しますと 52.6％、この数字に４歳から６歳までに気づいた割合

の 15.5％を合計しますと、68.1％が就学前に気づいたという結果になっております。３年

前の前回の調査では、就学前に気づいた割合は 67.4％でしたのでプラス 0.7％微増という

結果となっております。前回調査では３歳までに気づいた割合は 44.6％でしたので、今回

調査の 52.6％と比較しますと、３年前の調査時より 12 ポイントの増加という結果となっ

ておりまして、より早い段階で障害に気づくようになっているということかと思います。 

続きまして、③家庭で障害に気づいたきっかけとしましては、「家族や周囲の人が気づい

た」がもっとも多く 51.5％、「乳幼児健診で知らされた」が 6.2％、「医療機関を受診した

ときに知らされた」が 16.5%、「育児相談などで知らされた」が 4.1％、「保育園・幼稚園・

学校の関係者が気づいた」が 11.3％、「職場や仕事関係者が気づいた」が 1％となっており

ます。 

ページを 1 枚めくっていただきまして、69 ページをご覧いただきたいと思います。④と

しまして発達支援について困っていることについてでございます。複数回答が可能になっ

ておりまして、もっとも多かった回答が「本人の成長に不安がある」と、「友達との関係づ

くりがうまくできない」で、共に 54.6％となっております。続いて「発達支援に関する情

報が少ない」が 2 番目に多く 49.5％でございます。 

続きまして、共通設問について特徴的な部分をご説明したいと思います。 

ページが戻って申し訳ありませんが、３ページの上段をご覧ください。調査票の記入者

についてでございます。発達障害者の調査票の場合、「本人」が 19.6％、「本人の意向を家

族や支援者が代理記入」が 25.8％、「家族や支援者が判断して記入」が 50.5％となってお

り、他の障害と比べ、本人の記入の割合が少なく、「家族や支援者が判断して記入」の割合

が多くなっております。 

次に、９ページをご覧いただきたいと思います。（２）「住む場所について」をご覧くだ

さい。右下のグラフになりますが、①現在の生活の場については、68%が「本人または家族

の持家」で暮らしております。 

１１ページをご覧ください。③「今後暮らしたい場所」については、他の障害と比較し

て、「現在と同じ場所」と回答した割合が少なく 39.2％、「現在と違う場所」が 24.7％、「わ

からない・決められない」が 33％となっております。 

また、下段を見ていただきますと、④「現在と違う場所で暮らしたい人が希望する場所」

について、発達障害者の回答では 70.8%が「グループホーム・生活ホーム」を希望してい

るとの結果になっております。 

続きまして、４３ページをご覧ください。②「ノーマライゼーション条例の認知度」、

③「障害者差別解消法の認知度」をご覧いただければと思います。他の障害においては、

「まったく知らない」の回答割合が大変高い中、発達障害者の回答は「名前も知っている

し、どのような条例かも知っている」、「名前は知っているがどのような条例かは知らない」

の合計が 50％を超えており、他の障害と比較しますと認知度が非常に高くなっております。

認知度が高い理由について、他の障害の方は無作為抽出で調査を行ったことに対して、発

達障害については、団体会員の方を対象に調査を行った点が一つの理由として考えられる

かと思います。 
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続きまして４８ページをご覧ください。「大災害時に望む支援」についてですが、「避難

先などで障害に配慮してもらえること」がもっとも多く 67%となっております。これは、

大勢がひしめき合う一般の避難所の環境は発達障害の人には過ごすのが難しく、周囲の人

に気兼ねして家族の心理的負担も大きいことから、このような結果となったと考えられま

す。 

以上、次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート速報概要版についてご説明させ

ていただきました。今後、事務局としては分析を行いまして、次期計画策定や各事業の取

組に生かしていきたいと考えております。 

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、何かご意見、ご質問などございますか。 

（西村委員） 

 前回もお話させていただいたかと思いますが、発達障害の方に対するアンケートが無作

為ではないということと、特に団体とは書いてあるが、それが自閉症協会であれば、それ

を明記しておかないと、自閉症の方が多い理由が全くわからなくなる。通常の人数のバラ

ンスとは違うデータが出ているのでその辺はきちんとしていただければと思います。 

また、２歳、３歳で見つかることが多いのは、知的障害を伴う自閉症の方が回答者の割

合が多いので当然そうなるんですが、そうでない一般の発達障害が見つかるのは、たとえ

ば ADHD（注意欠陥・多動性障害）だと、小学校に入ってからということになるので、そう

いったところをわかるようにしていただかないと、せっかくアンケートをしていただいた

けれど、本当に正しいのかというデータになっているので、今後ご検討をお願いします。 

（鈴木係長） 

 事務局でございます。ご意見ありがとうございます。 

 次回のアンケートを実施する際に、只今のご意見を踏まえまして検討させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。今の件については、私も最初に説明を受けた際に気になりま

したので、診断名については、内訳を十分に説明してほしいということで、事務局から説

明していただきました。 

他になにかございますか。それでは、質問というよりは感想になるのですが、６９ペー

ジに発達支援に対する情報が少ないという意見が多いようですが、差別解消法の認知度な

どは高くなっていて、ちょっと接している情報に対するアンバランスみたいなものを感じ

るのですが、これについて何か原因等はわかりますでしょうか。 

（鈴木係長） 
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 こちらにつきまして、前回のアンケート調査でも同様の回答がありましたが、その原因

等につきましては、今後、十分に分析等を行っていきたいと思います。 

（葉石委員長） 

よろしくお願いします。この委員会に関わる、重要な部分になると思いますので、今後

の分析結果でわかることがありましたら、ご報告いただければと思います。 

他になにかございますか。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、「平成２８年度発達障害者家族支援体制整備事業について」につい

て、事務局から説明をお願いします。 

（鈴木係長） 

はい。それでは、議題３「平成 28 年度発達障害者家族支援体制整備事業について」ご説

明をさせていただきます。 

お配りしております資料２をご覧いただきたいと思います。まず「１．概要」について

ですが、さいたま市では、平成 24 年度から埼玉県と連携し、埼玉県自閉症協会へ業務委託

をいたしまして、「発達障害者家族支援体制整備事業」を実施しております。今年度で、５

年目の事業となります。 

主な事業内容でございますが、本市では、大きく２つの内容で実施しておりまして、１

つ目は「①ペアレント・メンターの養成」、２つ目は「②ペアレント・メンターによる交流・

相談事業の実施」でございます。 

次に、「２．ペアレント・メンターとは」でございますが、本事業における「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立場の親が、発達障

害の診断を受けたばかりの子どもの親や、発達障害児の子育てに関して、さまざまな疑問

や不安を持つ親に対して、共感をもって悩みを聞いたり、地域の情報提供を行うなどの、

相談活動を行います。 

そして、発達障害を持つ子どもの子育てに悩んでいる、相談者である親たちに寄り添っ

て、精神的な支えとなったり、適切な支援機関へつなぐといった役割が期待されていると

ころでございます。 

このペアレント・メンターにつきましては、平成 17 年から、日本自閉症協会が養成事業

を開催し、現在では、多くの自治体に広がり、その役割を担い始めております。 

また、厚生労働省は、ペアレント・メンターの養成を重要な施策と位置付けまして、発

達障害者支援体制整備の一環と明記しているところでございます。 

資料の２ページをご覧ください。「３．ペアレント・メンターによる支援のメリット」で

すが、まず、「高い共感性」ということで、同じ発達障害の子どもを育ててきた親として、

共感でき、相談する親に寄り添うことができるという点がございます。 

また、「当事者目線での情報提供」ということで、書籍などによる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、ホームページなどには載っていない、実際にご自身

が利用したサービスなどに関する「クチコミ情報」を、相談者に伝えることができるとい

う点が、メリットとして挙げられるかと思います。 
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一方で、「４．ペアレント・メンターにできないこと」ですが、これは、メリットと表裏

一体の面があるかと思います。まず、メンターは、発達障害者支援の専門家ではありませ

んので、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。 

また、メンターは、あくまで先輩の親として「相談活動」を行っていただくものであり、

必ずしも、相談者が抱えている問題を解決できるとは限りません。当然ですが、問題を解

決するために、メンター自身が、相談者のお子さん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。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。 

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

特性や、その親を取り巻く環境や背景も様々で、それぞれ大きく異なっておりますので、

目の前のメンターが、そのまま相談者のお手本になるということではありません。 

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。本市では、この事

業を、埼玉県自閉症協会に委託して実施しておりますが、事業の運営につきましては、専

門家による実行委員会を組織し、サポートにあたっております。この実行委員会は、年５

回程度実施しております。 

実行委員会の具体的な役割としましては、ペアレント・メンター養成研修を実施し、委

員が研修の講師を務めたり、市町村における相談会の円滑な運営に関する指導、助言を行

ったり、ペアレント・メンターの活動全般におけるサポートを行うといった役割を担って

いるところでございます。 

続きまして、「６．ペアレント・メンターの養成」でございます。平成２７年度までに養

成してきたペアレント・メンターは、埼玉県全体で 82 名、うち、さいたま市在住の方は

14 名となっております。 

今年度の研修受講者につきましては、埼玉県全体で 15 名、うち、さいたま市在住の方は

２名となっております。 

養成研修の「受講資格」でございますが、発達障害の子どもを持つ親であれば、無条件

で研修を受講できるということではございません。「ご自身の子育てが一段落している」と

いうことで、小学校５年生以上の子どもの親という条件、それから、「診断からある程度時

間が経っている」ということで、所属する親の会の所属年数が２年以上、または、ＰＴＡ

の役員経験が２年以上、または、子どもが特別支援学級や、通級指導教室を２年以上利用

している、という方で、それぞれの所属の代表者などからの推薦を受けること、という条

件を付けさせていただいております。 

続きまして、養成研修の内容についてでございます。ペアレント・メンターの養成にあ

たりましては、ペアレント・メンター実行委員会と連携しながら、座学やロールプレイな

どの研修を、年間通して８日間実施しており、研修を終えた方には、修了証書を交付して

おります。 

続きまして、「７．ペアレント・メンターによる交流・相談事業の開催」でございます。

平成２８年度は、ペアレント・メンターによる交流相談事業といたしまして、まず、発達

障害のある子を育てる上で工夫してきた点などを、ペアレント・メンターの実体験をもと

にお話しいただく、「家庭での取り組みの工夫」発表会を、５月と 11 月の２回、実施いた

しました。そのうえで、発達障害の子どもを持つ、同じ立場の親たちが集い、交流し、日
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頃思っていることをお話しいただいたり、発達障害の特性に配慮した学習方法などを学び、

グループワークを行ったりする、３日間１セットの交流会・相談会を、この１月に実施い

たしました。 

まず、平成２８年度の、「家庭での取り組みの工夫」発表会の開催実績ですが、５月 24

日の火曜日に、ひまわり学園と、療育センターさくら草の利用者を対象としまして、20 名

の方にご参加いただきました。 

資料の４ページをご覧いただきたいと思います。図１の円グラフをご覧いただきますと、

65 パーセントの方が「大変満足」、35 パーセントの方が「満足」となっておりまして、参

加された全員の方が「大変満足」か「満足」との回答をされておりまして、「普通」または

「物足りない」と回答された方はいらっしゃいませんでした。 

また、11 月 29 日の火曜日に、２回目の「家庭での取組の工夫発表会」を実施しました。

ここでは、より多くの方にペアレント・メンターの存在や活動を知っていただくことを目

的に、ひまわり学園と療育センターさくら草に加えまして、さいたま市内の学校、保育園、

幼稚園等に、広くご案内をさせていただきました。また、市のホームページでも周知を行

いまして、当日は、保育、療育等関係機関職員６名を含む、50 名の方にご参加いただきま

した。 

図２の円グラフをご覧いただきますと、参加いただいた方のうち、49 パーセントの方が

「大変満足」、同じく 49 パーセントの方が「満足」、残り２パーセントの方が「普通」と回

答されており、参加された方のほとんどが「大変満足」か「満足」と回答されておりまし

て、「物足りない」と回答された方はいらっしゃいませんでした。 

次に、「発達障害のある子を持つ保護者のための交流会・相談会」についてですが、今年

の、１月 11 日、18 日、25 日の３日間にわたって開催いたしました。ひまわり学園及び療

育センターさくら草の利用者を対象として、参加者を募りまして、ひまわり学園から 10

名、療育センターさくら草から３名の方に、ご参加をいただきました。  

図３のグラフをご覧いただきますと、３回の交流会・相談会を通して、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

れた方はいらっしゃいませんでした。 

また、この交流会・相談会では、庁内の関係各課の職員がオブザーバーとして参加しま

して、特別支援教育センター、障害者総合支援センター、ひまわり学園、療育センターさ

くら草、障害政策課の職員から、それぞれの所属で行っている発達障害支援について、ご

説明をさせていただきました。 

５ページに、「参加者の声」として、アンケートにご記入いただいた感想を抜粋して掲載

させていただきましたので、後程ご覧いただきたいと思いますが、とても参考になった、

不安が減った、といったご意見をいただいているところでございます。 

続きまして、６ページをご覧ください。「８．普及啓発活動（公開講座の開催）」でござ

います。この公開講座は、ペアレント・メンター養成研修の一環として実施している講座

を、広く一般市民の方にも公開し、発達障害に関する基礎知識を学ぶ場として実施をして

おります。 

今年度は、第１回として、８月６日に日戸由刈先生、第２回として、９月 10 日に安倍陽

子先生を講師としてお迎えし、いずれもさいたま市内の会場で開催いたしました。養成研
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修受講者にとどまらず、一般市民の方や、支援者の方など、幅広い皆様に、発達障害に関

する知識を学んでいただく、大変貴重な機会となったものと考えております。 

次に、「９．課題と今後の取組」でございます。まず、事業の課題でございますが、１点

目として、「研修受講希望者の確保」が挙げられます。埼玉県で事業をスタートしてから７

年が経過し、現在、さいたま市では通級指導教室を設置している小・中学校に対して、受

講者募集のご案内をさせていただいております。今年度の受講希望者は、埼玉県全体で１

５名でございまして、前年の９名と比べますと、６名増加いたしました。今後につきまし

ても、ペアレント・メンターの質を維持しながら、参加希望者を確保していく必要がある

と考えております。 

２点目として、「ペアレント・メンターの活動の仕組みの整備」についても、課題である

と認識しております。養成したペアレント・メンターの人数は、年々増加しておりますが、

一方で、実際に、交流・相談事業で、ペアレント・メンターとしてご活動いただいている

方は、限られております。養成研修を受講された方が、交流相談会等に、メンターとして

参加しやすいよう、活動の仕組みを整えることが必要であると考えております。 

最後に、「今後の取組」ですが、交流会・相談会に参加した発達障害を持つ子どもの親の

満足度は総じて高く、本市といたしましては、平成２９年度以降も、委員の皆様のご意見

をいただきながら、埼玉県と連携して、引き続き、本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。 

説明は以上でございます。 

（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。 

それでは私から質問ですが、この「ペアレント・メンター」の方々にご活躍いただく場

は、交流会・相談会が主な内容になるのでしょうか。 

（鈴木係長） 

 先生のおっしゃっていただいた交流会・相談会の他、「家庭での取組の工夫発表会」にて

どういった取り組みをしてきたかを発表していただいており、さいたま市では、この２つ

が主な活動の場となっております。 

（葉石委員長） 

 ご自身の家庭の事情もあるなかで、「ペアレント・メンター」として協力いただける方が

限られてしまうということもあるかと思います。 

 ありがとうございました。それでは、議題の３については以上といたします。 

続いて、議題の４「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

願いいたします。 

（山口所長） 

皆様、こんにちは。発達障害者支援センター山口と申します。日頃より、当センターに
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対するご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。 

まず、私のほうから当センターに対する現状を説明させていただき、その後、各担当よ

り「学生向けキャリア形成支援事業」、「発達障害者社会参加支援事業」、及び「発達障害者

支援連絡協議会」について説明させていただきます。 

当センターは、成人の方を中心とした相談機関となっておりまして、今年度の 12 月末時

点で、相談内容の 69%が 19 歳以上の方、またそのご家族からの相談となっております。相

談の実人数ですが、ここ数年間は 1,000 件前後、述べ件数は 4,200 件から 4,500 件の間を

推移しておりまして、今年度も年度の途中ではありますが、12 月末現在において、実件数

は 863 件であり、昨年度より微増という状況になっております。これまで、相談申込みか

ら、実際に相談していただくまでの待機期間が長いことが課題となっておりました。平均

で１カ月程度お待ちいただいておりましたが、昨年度から職員が１名増員となり、５名体

制となったことにより、最短期間で平成 26 年度は３週間待ちのところ、平成２７年度では

１週間待ちまで短縮されております。今年度は個別相談以外にも、本格実施がはじまりま

した「学生向けキャリア形成支援事業」、開設３年目をむかえました、「発達障害者社会参

加支援事業」、また各ライフステージの支援機関の情報交換や連携を通し、切れ目のない支

援を目指す「発達障害者支援連絡協議会」を実施してまいりました。これより、それぞれ

の担当より詳細内容をご説明いたします。 

（事務局） 

発達障害者支援係の畠山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私からは、「学生向けキャリア形成支援事業」の実施状況について報告させていただきま

す。資料３をご覧ください。当委員会では、すでにお伝えしているとおり、この事業につ

いては、発達障害者をかかえる方の家庭内暴力や精神疾患などの二次障害を予防して、そ

の人らしい自立を考えていくことを目的として、10 代～20 代の若い世代の方を対象として

講座や体験ワークという形で提供するものです。活動内容について、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。 

まず、ご本人を対象とした３つの講座につきまして、資料３の表面にありますとおり、

今年度は２クール実施しております。内容・講師・参加者数については資料のとおりとな

っております。ご参加いただいた方のアンケートからは、「一人で抱え込まず、相談するこ

とが大切だと思った」や「障害を開示すると自分が働きやすくなるんだと思った」、「欲し

いものがあっても今必要かどうか見極めが必要だと知った」等の記載があり、参加された

方それぞれに、学び、気づきがあったようです。 

また、資料３の裏面にありますとおり、体験ワークとして３つの講座の参加者のなかで、

希望された方を対象としまして、さいたま市役所内のステップアップオフィスでの半日の

就労体験をしていただく機会を設け、これまで３名の方にご参加いただいております。ス

テップアップオフィスでは、作業スピードや正確性、指示理解、作業態度等、きめ細かく

評価をしていただきまして、参加した方が就労に向けて、具体的な課題を知る機会になっ

たかと思います。体験ワークにつきましては、春休み期間での参加を希望された方がいら

した為、平成 29 年３月にも１名受け入れ予定となっております。 
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資料３の裏面にあります「２．保護者向け講座」については、前回（第 32 回）当委員会

で報告しておりますので、割愛させていただきます。 

来年度に向けての課題としては、本人向け講座の参加者の確保が難しいということです。

それぞれの講座の定員は 20 名であるのに対し、参加者数は資料３のとおりで、すべての講

座で定員割れをしている状況です。実施に先立って、さいたま市内の高校・大学に対し広

報を依頼いたしましたが、参加条件を市内在住としていたことから、学校側から広く募集

することが難しいとの意見をいただいているところです。参加いただいた方からはご好評

いただいた事業でもありますので、今後参加対象者の見直しも含め検討していきたいと考

えております。「学生向けキャリア形成支援事業」の実施報告については、以上となります。

ありがとうございました。 

（事務局） 

 発達障害者支援係の増渕と申します。私からは、「発達障害者社会参加支援事業きらめき」

について、平成 28 年４月から 11 月末までのご報告をさせていただきます。 

 利用実績といたしましては、実利用者数が 24 名、述べ利用者数 491 名で、そのうち利用

効果が得られている方が 10 名となっております。これまでの利用効果としては、就労継続

支援 B 型事業所、就労移行事業所、障害者職業センターの職業準備支援プログラムといっ

た、就労に向けた訓練機関の見学、利用に進んだ方、復職した方、就労・就学の安定が図

れている方などがあります。特に今年度は、「きらめき」以外の機関への移行と併せて、「き

らめき」への利用頻度を増やして、安定して通える方もみられるようになっております。

本事業は平成 26 年８月の開所から「ＮＰＯ法人あるさ」に事業委託をしておりますが、か

かわる職員が発達障害について十分に理解したうえで、個々のニーズや状況にあわせて、

柔軟な対応をしていることから、利用しやすい環境設定ができていると考えております。

「きらめき」の利用が、利用者それぞれの社会参加への意欲や自身を高める機会となって

いる為、今後も一人一人のペースを尊重しながら、社会参加の幅を広げていけるよう支援

を進めていきたいと思っております。「発達障害者社会参加支援事業きらめき」の実施報告

については、以上となります。 

（事務局） 

 発達障害者支援係の中島と申します。私からは、「発達障害者支援連絡協議会」の開催状

況について報告をさせていただきます。 

 まず、「発達障害者支援連絡協議会」では、さいたま市の発達障害児者の状況に関する情

報を共有し、発達障害児者への支援に関する検討を実務者レベルで行うこと目的としてい

ます。今年度の協議会では、テーマとして発達障害者支援センターの活動状況の報告、委

員の皆様から所属されている機関の発達障害者支援の現状の報告、「学生向けキャリア形成

支援事業」の経過報告、委員の皆様によるグループワークを行ってまいりました。 

 平成 21 年の当センター開設以来、乳児期から成人期までをテーマとして取り上げており

ましたが、ライフステージを一巡したことから、今年度はあらためて、「成人期の自立に向

けて必要な支援」というテーマで、これまで２回のグループワークを行ってまいりました。

今年度第１回の協議会では、成人期の自立や支援に関して、意見をいただきましたので何
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点かご報告します。「必要な支援として、適切なサービスを活用しながら、就労に限らず、

その人らしい自立を目指すこと」、「受け止められる経験を重ねる中で、本人がＳＯＳを発

信できるように支援する必要性」、また「家族を労い、理解を促す支援の大切さ」等がグル

ープワークの中で示されました。 

 また、第２回目の協議会では、架空の支援事例をもとにグループワークを行いました。

その際のご意見をいくつかご報告しますが、「本人の思いを大切にしながら、隠れた本人の

ニーズを引き出し支援につなげること」、「相談機関の利用のハードルを下げるような仕組

みづくり」や、「支援者のスキルの向上」、「切れ目のない支援のための支援機関の引き継ぎ

の工夫、潤いファイルの活用」等が支援者に求められることとして示されました。 

 今後は、第３回目の協議会でまとめを行い、引き続きさいたま市の発達障害者の状況に

関する情報を共有し、必要な支援に関する検討を行ってまいりたいと思います。「発達障害

者支援センターからの報告」については以上となります。 

（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やご

意見などはございますか。 

（小島委員） 

 埼玉親の会「麦」の小島です。「学生向けキャリア形成支援事業」についてですが、すご

く良いものだと思いますが、この事業は学生向けということで、少し違うのかもしれませ

んが、対象を学生に限らず、既に就労している若者に対しても、衣食住の自立・生活の講

座があればなということを、自分の子どもを見ていても思います。 

また、講座の開催が平日ですと、学生だけでなく、既に就労している者は、休みをとら

なくてはならず、良い講座があっても参加しづらいので、開催日については、土・日曜日

に開催する等ご検討いただければと思います。 

（事務局） 

 ご意見ありがとうございます。 

この事業につきましては、元々が、学生のうちに障害に対する理解を深めるきっかけと

なればということで、はじまった経緯がある事業でして、タイトルにも「学生向け」とい

うのがついているのですが、実際には、２０代の方、既に仕事をされている方等、学生以

外の方にもチラシを配布し、参加いただいております。 

それから、日程についてですが、ご指摘のとおりだと思っておりまして、資料３の裏面

にあります「３．金銭管理講座」については、第２クールを平成 28 年 11 月 20 日の日曜日

に実施させていただいたところですが、他の講座につきましても、土・日曜日の開催につ

いて検討していきたいと思います。ありがとうございました。 

（小島委員） 

 すみません。第 1 クールと第２クールで行っている内容は同じでしょうか。 
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（事務局） 

 はい。全く同じ内容です。参加される方が、第 1 クールについては、大学等の夏休みに

あたる時期に開催しておりまして、その時期には参加しづらいという方に向けて、秋頃に

第２クールを開催いたしました。 

（小島委員） 

 はい、ありがとうございました。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。他に何かございますでしょうか。 

 参加者確保が、課題ということでご報告いただいたと思います。また、先ほどのアンケ

ートでも「発達支援に関する情報が少ない」とありましたように、共通して広報等での周

知の工夫が必要なのかなと思います。ご検討いただければと思います。 

また、開催日程についても、日曜日に参加されている方が多いようですので、大変かも

しれませんが、ご検討いただければと思います。 

あと一点、大学のほうにもご案内いただいているという話しがありましたが、発達障害

のある方で、大学に出てくること自体難しいという状況の学生の方もいらっしゃいます。

そういう学生さんだと、大学に来ていないことが多くて、大学にある情報ですと、うまく

周知されないということも、ひょっとしたらあるのではないかと思います。そういったこ

とで、なかなか難しいとは思いますが、ご検討いただければと思います。 

 はい、他によろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、議題の４については以上といたします。 

続きまして、議題の５「総合療育センターひまわり学園における「出張カンファレンス」

の取組について」、阿泉委員から説明をお願いいたします。 

（阿泉委員） 

はい。資料４につきましては、総合療育センターひまわり学園の阿泉から、ご説明させ

ていただきます。関係の皆様にはいつもお世話になっております。着座にて失礼します。 

総合療育センターひまわり学園は、ご存じのとおり、障害児療育を行っている施設でご

ざいまして、外来の療育あるいは通所の療育を行っておりますが、この「出張カンファレ

ンス」につきましては、ひまわり学園に来てもらうのではなく、こちらから幼稚園や保育

園等に出向いて行って、そこの先生方と一緒にカンファレンスするということで、このよ

うな名称となっています。 

それでは、資料４の１の目的をご覧ください。「出張カンファレンス」は、幼稚園・保育

園の先生方のクラス運営上の困りごと、いわゆる「気になる子」の対応などに対して、専

門スタッフが訪問をして、抱えている困りごとや疑問を解決していくことを通して、幼稚

園・保育園等の支援力を向上させることを目的としております。 

具体的には、２の概要にありますとおり、いわゆる「気になる子」が在籍している保育

所、幼稚園等からの依頼により、ひまわり学園若しくは療育センターさくら草から、依頼

内容に応じて、療育の専門スタッフが訪問をいたしております。ここでいう「気になる子」
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というのは、実際に発達障害等の診断の受けているかどうかは問わず、あくまで幼稚園あ

るいは保育園等で集団への適用がうまくいかないなとか、この子の行動をどういうふうに

考えたらいいんだろう等、先生方が対応に困っているというようないわゆる「気になる子」

がいて、どこかに相談したいなというような場合に、この事業の対象となります。 

スタッフが訪問いたしますと、その対象のお子さんあるいは対象のお子さんが在籍する

クラスの観察を行いまして、施設の先生方とミーティングを行い、「気になる子」の行動を

どのように理解するか、またどのように対応していくかという意見交換を行い、対象児へ

の支援あるいはクラスの運営について助言を行っております。この「出張カンファレンス」

は、あくまで保育所、幼稚園等の施設からの依頼に基づいて行うもので、担当スタッフ間

での意見交換を行っております。「気になる子」のご家族と、直接やり取りするものではご

ざいません。 

訪問するスタッフでございますが、資料４の３のスタッフにありますとおり、非常勤職

員の発達障害児支援事業専門員という職員を配置しておりまして、職種としては作業療法

士、言語聴覚士、心理士という職種となりますが、この職員が支援を行っております。 

実施方法ですが、午前中に施設に伺い、まずは、対象のお子さんの状態またはそのクラ

スの観察をさせていただきます。お昼になりましたら、昼食の支度や後片付け等含めまし

て、昼食時の様子を観察させていただきます。その上で、午後に施設の先生方と一緒にカ

ンファレンスを行うという流れで実施しております。 

支援実績につきましては、資料４の５の支援実績のとおりですが、平成 28 年度について

は、12 月現在の実績となっておりまして、最終的にはこの数値にプラスαとなるのでない

かと考えております。 

資料の説明としては以上になりますが、若干付け加えさせていただきますと、子どもた

ちの行動というのは、発達上の課題だったり、あるいは環境面であったりと、様々な背景

があって、いろんな行動が起こっているんだろうと思われます。また、一つの行動の背景

には、様々な要素があるのではないかと思います。大人からみると困った行動、気になる

行動に見えるものも、子どもから見るとどうしたらよいかわからず、困っているのではな

いかと思います。例えば、一例ですが音の刺激、視覚的な刺激が自分の中で整理できず、

不快な刺激になっていて、いわゆる「気になる行動」につながっているのではないかとか、

あるいは身体的な感覚の弱さ、普通であれば身体を動かすことで感じられる手ごたえが感

じ取れないことで、乱暴な動作につながっているのではないか等、いろんな視点でお子さ

んのことをとらえていくことが必要ではないかと思います。そういった点で、この「出張

カンファレンス」が、普段お子さんと接している施設の先生方とは違った視点、客観的な

視点で見ることによって、改めて、そのお子さんの状態が見えてくることがあるのではな

かろうかと思います。この「出張カンファレンス」を通じまして、先生方が、その子ども

の行動の背景を理解することにつなげられれば、先生方と子どもたちがより良い関係を築

くことのお手伝いができると考えております。 

私からの説明は以上となります。 

（葉石委員長） 

どうもありがとうございました。ただいまの説明について、皆様から何かご質問やご意
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見などはございますか。 

（西村委員） 

 大変有意義なことでよい取り組みかなと思うのですが、いくつかお伺いしたいことがあ

るのですが、さいたま市は市内に保育所や幼稚園は何カ所くらいあるのでしょうか。その

内の何％に出張されているのでしょうか。もしご存知であれば。 

（阿泉委員） 

さいたま市立の保育園は６１園です。 

（杉渕委員） 

幼稚園は私立で１０３か４園かと思います。 

（西村委員） 

 そうすると割合的には、一部となりますね。本来であれば、他の自治体のように、すべ

ての園をまわることができれば。おそらく、園の先生方も依頼したくても、していないケ

ースもあるのではないかと思います。 

 依頼があった園には全部訪問することはできているのでしょうか。それともマンパワー

の関係でできないのでしょうか。 

（阿泉委員） 

 若干お待ちいただく時間はあるかとは思いますが、基本的に依頼があった場合にはお受

けするようにしております。ただ、すべての園をひまわり学園の「出張カンファレンス」

で対応するのは難しいと思いますので、ひまわり学園以外にも、幼稚園や保育園等に巡回

指導の取り組みというものがさいたま市にはございますので、トータル的に支援している

状況です。 

（西村委員） 

 巡回指導というのは具体的にどこがされているのですか。また、これは非常勤の方なん

ですよね。常勤だと大変だと思うのですが、非常勤職員というのは、普段はどこか別のお

仕事をされていて、依頼があった時に行っていただいているのですか。 

（阿泉委員） 

 週３日間の勤務ということで、ひまわり学園あるいは、療育センターさくら草に配置し

ている職員でございます。この非常勤の職員だけではなく、必要に応じ常勤の職員の専門

職も当事業を行っております。 

（西村委員） 

 要するに、このためだけに雇っている人でないのであれば、回るのは大変ではないかと

思います。ただでさえ、ひまわり学園もさくら草もこの職種の方があまりに少ないという
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のは、以前からわかっているわけで、医者よりもコメディカルが足りないと思うので、こ

こをもう少し充実させて、すぐにはできないとしても、もう少し回る保育園・幼稚園を増

やすようにしないと。先ほど、園の先生方とは違う視点でというお話しがありましたが、

専門の方が見れば、この子は、と気づくこともあるかと思いますので、できれば、全部を

まわれるようにしないと、埼玉県でも上田知事の講演で全保育園に作業療法士を回すよう

にしたというようなお話もありますので。たぶんニーズはあると思います。本当に困って

いれば、依頼するのでしょうが、そうではない場合に、自分たちの園でなんとかしようと

いう感じがするので、すぐには難しいとしても、もう少し敷居を下げていただいてければ

と思います。人数がいないところで、よくここまでやって下さっていると思うのですが、

少しコメディカルの人たちを雇用するような予算を組んでいただかないと。たとえば今回

は幼稚園や保育園の話ですけれども、小学校・中学校・高校はどうなっているのでしょう

か。小学校でも１年に何回か巡回することを東京や他の政令指定都市でもやっていて、小

学校などは全員をチェックするようなところもあり、場所によりけりですけれども、せっ

かく良いことをしていただいているので、もう少し広げて、現場の方々も気安く相談でき

るようにしていただければと思います。ぜひご検討ください。よろしくお願いいたします。 

（阿泉委員） 

 おっしゃるとおりだと思います。頑張らせていただきます。 

（葉石委員長） 

 はい、ありがとうございました。他にございますか。 

（二瓶委員） 

資料に保育所、幼稚園、その他とありますが、その他とはなんでしょうか。 

（阿泉委員） 

ナーサリールームですとか、認定こども園といったところになります。 

（二瓶委員） 

同じ所に複数回行くことはあるのでしょうか。 

（小峯委員） 

 必要に応じ、依頼があれば行きます。経過を見てその後の確認で行くこともありますし、

同じ園で別のお子さんの件で行くこともあります。 

（葉石委員長）  

 よろしいでしょうか。 

私も小学校の巡回相談等に行くことがあるのですが、当初予定されていた人数が８人と

聞いていたのに、行ってみたら、もっと増えていたということもあります。おそらく、ニ

ーズは非常に大きいのではないかと思いますので、充実に向け努力をしていただきたいと
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思います。よろしくお願いします。 

他にありますでしょうか。なければ、議題の５については以上とさせていただきます。 

はい、ありがとうございます。 

続いて、「その他」に移らせていただきます。それでは「その他」としまして、何かご意

見などがある方はいらっしゃいますか。 

（小林委員） 

はい。保健所の地域保健支援課の小林と申します。就学前を中心とした健診や発達の相

談などを行っているのですが、この度は２点ほど、乳幼児の健康診査表の見直しと、５歳

児チェック表について情報提供とご相談をさせていただければと思います。 

この検討委員会でも前の先生方がまとめていただいた「乳幼児の支援体制について」と

いう資料があるのですが、その中でも、乳幼児期の健診や支援体制を強化して見直すべき

というご報告をいただいているところです。今、乳幼児健診については４か月児、１０か

月児、１歳６か月児、３歳児の４種類の健診を行っているのですが、健診票について、平

成 19 年度に改訂した後、10 年近く月日が経っているのですが、これまで見直しが行われ

ていないということがございます。平成 27 年の３月に厚生労働省が「標準的な乳幼児期の

健康診査と保健指導に関する手引き」というものを久しぶりに改訂しまして、そういった

こともありまして、健診票を見直していこうということになりました。また、さまざまな

小児医療や母子保健をめぐる環境が変化してきているということもあります。一つには平

成 28 年６月に母子保健法が改正されまして、母子保健施策を通じた虐待予防ということで、

「母子保健施策を講ずるにあたっては、当該施策が乳児及び幼児に対する虐待の予防及び

早期発見に資するものであることに留意する」ということが明記をされたところです。そ

うした背景もありまして、今年度庁内で検討しまして、乳幼児健診票について、たたき台

の案を作成しております。今後平成 29 年度、30 年度の２ヶ年で４つの健診すべてについ

て健診票を、医師会の先生方にもご協力いただきながら見直しを行い、平成 31 年度から改

訂版を使用していきたいというスケジュールで考えております。 

健診票の見直しのポイントですが、一つには疾病の早期発見・早期治療ということで、

たとえば３歳児健診で行っております、尿検査の考え方で言いますと、現在では尿蛋白が

プラスであるということで要精検（要精密検査）になっておりますが、それをプラスマイ

ナスにした方が良いのかどうか、あるいは、そのあたりは先天性腎尿路奇形というものに

ついて新たな知見があって、そういった検査データにしたほうが良いのではないかという

国の方針があるのですが、そういったものを取り入れるということ、あるいは、育児支援

の視点をもう少し入れたほうが良いのではないかといことで、育てにくさや育児不安など

の養育者の気持ちが把握できるようなものを入れるということ、あるいは子供だけではな

く、家族を含めた支援につながるものの視点を入れていくということを考えております。

それから先ほどの虐待予防の視点についてですが、子どもを取り巻く環境とか父母の情報

について併せて把握をして、要支援家庭を早期対応につなげていこう視点で見直しをしよ

うと考えております。また、折々に触れて、長いスパンで考えておりますのでご報告させ

ていただこうと考えておりますし、医師会の先生方にもご報告して、ご協力いただきたい

と考えております。 
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もう一点目の５歳児の発達の相談や健診についてご報告させていただきます。先ほどの

ひまわり学園さんのご報告にも関連するところかと思いますが、３歳児健診以降、就学時

健診までの間に健診がないということで、３歳児健診では発見できなかった軽度発達障害

のお子さんをスクリーニングする機会がないということです。さいたま市の場合はすべて

が集団健診ではなく個別健診となっておりますので、なかなか発達障害のお子さんをきち

んと把握できるかどうかということに難しさがあると思っているところです。 

保育園や幼稚園などで、集団生活をするようになって、気になる子ということで把握さ

れることもありますが、親御さんにお伝えしても３歳児健診では言われていないというこ

とで、見過ごされて、就学後に色々な問題が表面化してしまうこともあるかと思います。 

親御さんも正しい知識を得られにくいということで、他のお子さんと比べて少し癇癪を

おこしやすい、頑固だという程度の認識の場合もあります。他の政令市でもいくつか５歳

児の発達健診・相談を実施していると聞いております。札幌市の事例なのですが、平成 26

年の 10 月からの事業ということですが、４歳１０ヶ月の時に、セルフチェック表というも

のを全員に配布しまして、セルフチェックをしていただいて、たとえばＡのところに丸が

付いた場合には５歳児健診を受けましょうだとか、Ｂのところ目や耳に心配がある方は医

療機関、眼科や耳鼻科を受診しましょう、Ｃにいくつか丸がついて心配がある方は保健セ

ンターで行っている５歳児の発達相談を受けましょうというようになっています。全員が

対象ではないのですが、心配な方、希望される方が受ける発達健診・相談という位置づけ

になっております。そして、札幌市ではその後の精密検査等の費用を負担しているようで

す。５歳児健診の方から５歳児の発達相談につながることもあると聞いております。さい

たま市でもセルフチェック表を導入してはどうかという議会での質問もありまして、ただ、

先ほどもお話がありましたように、セルフチェックの後の相談対応、あるいは継続したフ

ォローの場が、さいたま市内でのサービス量として確保することが難しいことも認識して

おります。 

難しいからやらなくて良いということではないので、どのように工夫すれば、早期発見

や対応をできるかということを一生懸命考えているところですが、皆様からもご意見いた

だければと思いますので、情報提供とご依頼をさせていただきます。 

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。ただいまの説明について、皆様から何かご質問はございます

か。 

（西村委員） 

西村です。まず、さいたま市が今どういう現状であるのか、厚生労働省が「すこやか親

子２１」で、ワンストップでかつ、妊娠の時から切れ目のない支援をということでやって

いるかと思いますが、さいたま市の現状はどのようになっているのでしょうか。結構途切

れているかと思うのですが、申し訳ないのですが、表にでもして、どの段階であればどこ

に相談すればいいかというのが分からないと、医師会でもそのような話がでているのです
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が、乳幼児健診は保健センターであったり、さくら草であったり、ひまわり学園であった

りするかと思うのですが、小学校に入る直前など、この間もそちらに電話したら、こちら

に電話しろと言われて電話してきたり、小学校のことばの教室に電話をしてもつながらな

いので私のところにきたりということがありまして、ご案内ができないので、まず、現状

を教えてください。 

５歳児健診も良いのですが、先ほど保育園等の巡回はどうですかというお話をしたのは、

５歳児健診をやらなくても巡回をきちんとやっていれば、ある程度そういったお子さんを

チェックできるのではないかと思います。５歳児健診として親御さんにも気づかせるとい

う意味でやる意味はあるとは思いますが、先ほども小林さんが言われていたように、今で

さえ、普通の健診の受け皿である保健センターやさくら草やひまわり学園が、パンクして

いて何ヶ月待ちとなっているとそこを整えてからではないと、やったはいいけれどもその

先が困ってしまう。 

東京都でも実際やっているのですが、専門の先生が東京でやり出して良かったけれども、

受け皿が結局ないので、それくらいであればやらない方が良いのではないかという先生も

出てきていて、やるのであればきちんとバックアップができるような状況にして進めてい

かないと結局あふれてしまう。また、５歳児健診というのは結構大変で、一人に一時間く

らいかかる可能性もあると思います。そういったところも分かった上でやらないと、マン

パワーといい、予算といい、時間といいかかるので、やったほうが良いとは思うのですが、

さいたま市では何でやっていないのだろうと最初から思っていますから、しかし、現実問

題どうなのか。市でどれくらいバックアップしていただけるのかによって、医師会の中で

もそれがわかっている医者がどれくらいいるかというと、残念ながら数えるくらいしかい

ないことはわかっているので、そうすると抽出してやる場合、東京都の場合は、手を上げ

て興味のある人には、研修をさせてからはじまっているので、そういうことをやらないと

いけないので、それがどうかなと。札幌市に比べて小児神経の専門医も、子どもの心相談

医という小児科医会の資格を持つ医師も少ないのです。そちらが５歳児健診も、鳥取の小

枝先生がやり始めたことで、そちらに入っている人は聞いて知っているけれども、そこに

入っていないとなかなか聞いていないと思いますので、言われているのは知っていても実

際やったことがないと時間がかかるので、あきらめる必要はないけれども、やっていく方

向で、少し話し合いができるところ、情報交換できるところを持てれば良いと思います。 

それから、地域包括センターなどを作らなくてはいけないと思うのですが、そういった

もの全体をさいたま市としてどのように考えてやっていて、これからどのようにやってい

くつもりなのか教えて頂ければと思います。  

（小林委員） 

ありがとうございます。まず、先生のご指摘のとおり、去年の会議でも少しお話したか

と思うのですが、妊娠出産に焦点を当てた妊娠出産包括支援センターというものを今年 28

年度は見沼、緑、中央区の３区につくったところで、平成 29 年度に全区に広げていくので

すが、妊娠出産という早い段階に焦点を当てているので、今問題にしている小学校に入る

直前のところについては、相談は受けるのですが、子育て期との連携と充実はこれからの
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課題となっております。情報を整理して現状が分かるようなものを次の機会にでも提供で

きればと思っています。全体が切れ目なく行っているかというところには課題があると思

います。 

（西村委員） 

小学校に入る前後のお子さん、入ってからのお子さんをどこで診ていくのでしょうか。

ひまわり学園やさくら草は今、パンクしていて、今も小学校前後のお子さんを診ています

か。 

（小峯委員） 

今も診ています。 

（西村委員） 

今の状況だと目一杯な感じがして、大変かと思うのですが、今は何ヶ月待ちですか。 

（小峯委員） 

昨年度１００日程度の待ちから今年度６０日程度になっています。 

（西村委員） 

それだけ努力されていると思うのですが、やはり受け皿が足りていない状況かと思いま

す。特に小学校に入る前までは保健センターがあるのでまだ良いのかと思いますが、入っ

た後はそこじゃないとなった時に、親御さんが困ったときに、ワンストップになっていな

いので、あちこちに電話をかけて、最終的に医者に電話しろということになると、医者っ

て誰だとなった時に一部のところに話が行ってしまうので、そこは見直していただかない

と、また、言われたところにかけても全然出ないということでは困りますので、改善でき

るところだと思いますので、まず、アクセスができるように、困っている親御さんのお話

を行政で聞けるようにしていただければと思います。 

後は、困っている親御さんが健診で我々のところに来ているのに、親御さんがどういう

状況の人かということを保健センターで個人情報なので教えられませんということになる

と困るので、個人情報保護法でもそういうことになっていないはずですが、健診のところ

でうまくバランスが取れないことがありましたので、それこそ潤いファイルを全員に配布

すれば、書いてあることが見られるので、そういった方向で切れ目のない支援を進めてい

ただければと思います。よろしくお願いします。 

（杉渕委員） 

非常に良い試みなのではないでしょうか。こういったお話を伺うと、行政の仕組みの問

題が浮かび上がってくるかと思います。過日、さいたま市の子育て支援課から各幼稚園に

「気になる子がどの程度いるか」といったアンケートが参りまして、その前提としては療

育センター等にかかっていなくても良いけれども、幼稚園の方で把握している気になる子

もしくは障害のある子の人数を上げてほしいということでした。その時に何のアンケート
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なのかと尋ねたところ、障害のある子をフォローするための人材を確保するための補助が

県から出ているけれども、市の方でもそれを検討するためのアンケートであったようです。 

幼稚園は許認可権が県にありますので、市の方とはやりとりが少ないのですが、こうい

ったカンファレンスのチラシも回ってきますが、さいたま市内では大宮小学校内にある１

校を除いて、全て私立の幼稚園ですので、なかなか接点がない。あえて障害の重い子を受

け入れて人を手当してやろうという幼稚園もありますが、ほとんどの幼稚園では人手を確

保するためには、財政的な補助がなくてはいけないということで、できれば障害が重い子

は入れないということで、幼稚園でカンファレンスをお願いする園は少ないのではないか

と個人的に推測させていただきます。 

それぞれが良い取り組みを行っているのに組織的になかなか繋がっていかないという問

題が、この会議に出ていても強く感じます。たとえば先ほどのもので言うと５歳児は、幼

稚園は法によって必須ですから、必ず健康診断を行う。保育園の方でも必須だと思うんで

すね。札幌市にもありますように、幼稚園にも保育園、あるいはナーサリールームにも行

っていない、在家庭の子が対象になるということで、そうしますと、保育園等の機関を通

じてもチェックできないとなると、その子がどこにいるかということを行政で把握してい

ないかと思いますので、５歳児のチェックについてもうまく進まないのではないかと思い

ます。 

たとえば、思い付きですけれども、幼稚園の健康診断については、市の方から健康診断

にかかる経費補助を受けているのですが、補助の申請の折に健康診断をやったという結果

報告をするとか、今は人数だけの報告なんですが、そういったところでチェックしていけ

ば幼稚園・保育園等に在任していない子を拾い上げていくことができるのかなと思います。 

行政やその他の機関が良いことをやって、もしくはやろうとしているのですが、組織の

連携に課題が残ると思います。感想になります。 

（西村委員） 

今、おっしゃられたお話ですけれども、先ほどの５歳児健診をやるとなると、園などで

行っている健診ではこういったセルフチェック表は入らないので、こういった細かさはな

いので、これをやるには別個になって、お母さんがしっかり見ながら、あるいは園の先生

が見ながらやるということになってくるのがこの５歳児健診になるかと思います。行政が、

場所によっては全員にやっていますし、あるいは自分たちでやるなど色々やり方があるか

と思います。これはもしやるとして、ひまわり学園、さくら草だとか保健センターで受け

られるのであれば、早くやっていいと思うのですが、どうですか。検討していただくしか

ないと思うのですけれども。そうでないたとえば、開業医だとかでやるとしたら、それな

りに研修などをしないとダメですよね。そのうちの何人かはやろうと思えばできるかもし

れませんが、その分一人に時間がかかりますので、まったくやらないということではなく

てやっていって良いと思うのですが、保健センターなどに非常勤の先生を雇うなどして、

次のステップに進んでいくというやり方もあるかと思います。 

（小林委員） 

ありがとうございます。我々も平成２９年度にすぐということは難しいと思っておりま
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すし、やるとしても全市的に十区総じてできるかといいますと、マンパワーの問題や専門

の先生方がいらっしゃるかどうかなどの問題がありますので、どこかの区でモデル的にや

ってみるなど、やり方、はじめ方はあるかなと思いますが、具体的なところはまだ考えら

れていない状況ではありますので、どういう風にはじめられるかということをご相談しな

がら進めていければと思いますので、またご意見等がありましたらぜひお寄せいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

（葉石委員） 

ありがとうございました。その他にご意見等はございますでしょうか。これからもこの

会議で話題にしていただけるとのことでしたので、その際はまた、今日ご要望のありまし

たような支援体制の全体像の分かるものなどをご用意いただければ、話もしやすいかと思

いますのでよろしくお願いします。 

それではその他については以上となります。これで議事はすべて終了となりましたので

進行を事務局にお返したいと思います。よろしくお願いします。 

（事務局） 

本日は、２年の任期における最後の委員会となりますが、委員の皆様におかれまして

は、公私ともにお忙しい中、２年間にわたりご審議を賜りまして誠にありがとうござい

ました。 

この２年間を振り返りますと、インクルーシブ子育て支援モデル事業や、潤いファイ

ルの活用、ペアレント・トレーニング事業などをはじめとして、乳幼児期から成人期ま

で、本市の発達障害者支援の体制について、ご議論をいただきました。皆さまからいた

だいたご意見を真摯に受け止め、今後もさいたま市の発達障害者に対する支援体制の更

なる充実のため、尽力してまいりたいと考えております。 

皆さま方の任期につきましては、本日をもって一旦満了になりますが、今後におかれ

ましても本委員会の運営と本市の発達障害者福祉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。 

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、各所属団体にご推薦などをお願いすることもあろうかと存じますので、その際はど

うぞよろしくお願いします。 

 なお、来年度のスケジュールにつきましては、4月以降、委員改選後に改めてご連絡

させていただきます。 

それでは、以上をもちまして、「第 33 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。 


