
第２７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26年3月6日（木）15:00～17:00 

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26回委員会会議録（案）の承認 

 ○ 今後の発達障害者支援体制について 

 ○ 次期障害者総合支援計画策定のためのアンケートについて 

 〇 平成25年度家族支援体制整備事業実績について 

３．そ の 他  

４．閉  会 

 配布資料  

・ 第26回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 次第 

・ 同座席表 

・ 同委員名簿 

・ 資料１ 第26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２ さいたま市の乳幼児支援のあり方について 

・ 資料３－１ 次期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調査結果

報告書（速報版概要） 

・ 資料３－２ 次期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調査結果

報告書（速報版） 

・ 資料４ 平成25年度発達障害者家族支援体制整備事業結果報告書 

・ 参考資料 乳幼児健診及び育児相談で気づかれた発達の問題 

・ 参考資料 医療機関と保健センターで発達の問題に気付かれた子ども達 

・ 参考資料 矢崎委員提供 全国ＬＤ親の会会員の声 支援の更なる充実を求めて～ 

・ 参考資料 厚生労働省 平成 26 年度発達障害関係予算案等について 

・ 参考資料 文部科学省 特別支援教育行政の現状と課題 

・ 参考資料 講演会「～ファンタジーの世界～五感を刺激する『スヌーズレンルーム』

活用の可能性」を開催します 
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 出 席 者  

委  員・・・尾﨑啓子、鈴木仁史、矢崎弘美、山路久彦、黒田安計、宮野稔、小田

和幸子、吉野博之、菅野博

（敬称略）

事 務 局・・・【障害福祉課】 

       西渕亮（係長）、高橋純一郎、川松茂晃、滝沢干奈 

       【障害者総合支援センター】 

        永島淳（所長）、太田邦子、真野哲、増渕英美 

１ 開 会  

（西渕係長） 

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

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、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 27 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会次第、同座席表、同

委員名簿、資料１第 26 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２さいたま市の乳幼児支援のあり方について、資料３－１次期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調査結果報告書（速報版概要）、資料３－２次期さいたま市

障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果報告書（速報版）、資料４平成 25 年

度発達障害者家族支援体制整備事業結果報告書、参考資料乳幼児健診及び育児相談で気づ

かれた発達の問題、参考資料医療機関と保健センターで発達の問題に気付かれた子ども達、

参考資料矢崎委員提供全国ＬＤ親の会会員の声支援の更なる充実を求めて～、参考資料厚

生労働省平成 26 年度発達障害関係予算案等について、参考資料文部科学省特別支援教育行

政の現状と課題、参考資料講演会「～ファンタジーの世界～五感を刺激する『スヌーズレ

ンルーム』活用の可能性」を開催します、以上でございます。資料の方はよろしいでしょ

うか。 

次に、会議の公開についてですが、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が、本日傍聴希望者は

ございません。 

（異議なしの声） 

（西渕係長） 

なお、松本委員、二瓶委員、久場川委員、吉田委員、山本委員が本日所用により欠席と
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なっており、浅沼委員、村山委員、内河委員、小澤委員につきましては現時点ではお見え

になっておりませんが、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただ今より第 26 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会を開会させ

ていただきます。 

それでは、ここからの議事進行につきましては、尾﨑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 26 回委員会会議録（案）の承認  

（尾﨑委員長） 

 それでは、次第に添いまして議事の進行をさせていただきたいと思います。 

まず、議題の１、第 26 回委員会会議録（案）について、事務局はご説明ください。 

（西渕係長） 

はい。去る 12 月５日に第 26 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会を開催い

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

がとうございました。 

議事といたしましては、「今後の発達障害者支援体制について」、「しあわせ倍増プラン２

０１３について」「平成 25 年度の理解啓発事業について」「次期障害者総合支援計画策定の

ためのアンケートについて」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、今回の委員会の開催案内と併せて、「第 26 回さ

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

いております。 

いただいた御指摘につきましては、反映した上で、本日の資料の方にも資料１といたし

まして配布させていただいておりますので、改めて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。 

（尾﨑委員長） 

ありがとうございます。会議録については事前に委員の皆様にも送付いただいておりま

すが、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） 

（尾﨑委員長） 

それでは、会議録については事務局案のとおり承認することとしたいと思います。 
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○今後の発達障害者支援体制について  

（尾﨑委員長） 

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

局から説明をお願いします。 

（西渕係長） 

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

お手元の資料は資料２でございますが、参考資料として、鈴木委員より、本日欠席の久場

川委員が埼玉県医師会誌 2013 年１月号に寄稿された「乳幼児健診及び育児相談で気づかれ

た発達の問題」の写し、それから、「医療機関と保健センターで発達の問題に気付かれた子

ども達」についての資料を提供いただきましたので委員の皆様のお手元に配布させていた

だいております。 

なお、「医療機関と保健センターで発達の問題に気付かれた子ども達」の資料中、大変恐

縮ですが、数値の訂正がございます。資料 1 枚目の表の数値ですが、「その他」欄の 2 人が、

正しくは 26 人、「合計」欄 797 人とあるのが、正しくは 821 人、「発見率」欄 1.9％が、正

しくは 2.0％でございます。数値の訂正をさせていただきます。大変申し訳ありません。 

資料２の「さいたま市の乳幼児支援のあり方について（案）」は、今年度７月に開催した

検討委員会におきまして、主に乳幼児支援のあり方について委員の皆様から多数のご意見

を頂いたことを踏まえ、昨年の９月から 10 月にかけて、医師５名の委員による２回のワー

キンググループを開催し、現状と課題について調査及び検討を行ってまいりました。ワー

キンググループで議論された課題につきましては、その後、「さいたま市乳幼児支援のあり

方についての提言（素案）」としてとりまとめを行い、12 月の検討委員会におきまして、

委員の皆様にお示しをしたところでございます。この素案につきましては、委員会の場で

皆様からさまざまなご意見をいただいたことを踏まえ、１月中に事務局にて案として取り

まとめを行いました。案につきましては、事前に委員の皆様に送付させていただき、既に

一部ご意見をいただいておりますが、本日は、この案について改めて委員の皆様からご意

見をいただき、とりまとめを行ってまいりたいと思います。 

 それでは、内容について、主に素案から変更や追加した部分を中心にご説明させていた

だきたいと思います。 

 まず、位置付けですが、当初、委員会として、市の乳幼児支援のあり方について提言を

行うこととしておりましたが、本検討委員会は市の条例に基づく附属機関ではなく、要綱

に基づき設置されている協議会であり、答申、建議、意見書等附属機関の審議結果と受け

取られる呼称を付すことは適当ではないとの判断から、報告というかたちでとりまとめを

行うこととしたいと考えております。 

 次のページをお願いいたします。１ページ目ですが、報告の経緯等について、これまで

の検討委員会における支援体制の整備に関する取組や乳幼児支援体制のあり方について検

討することとなった経緯等を前文として追加いたしました。次の２ページ以降からは、内

容となりますが、箇条書きで課題等を列記した素案から、全体的に文章化を進め、形式を

整えさせていただきました。 
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 まず、乳幼児支援に関する現状認識として、前回の委員会でご議論いただいた教育委員

会の調査結果など、客観的な調査結果の数値を盛り込み具体性を持たせる必要があるので

はないかとのご意見を踏まえ、新たにこの部分を追加しております。なお、事前に送付し

た案では、「行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒の割合を 7.6％として記載して

おりましたが、正しくは 4.7％でございますので、訂正させていただきます。 

次に６ページをお願いいたします。４の（３）児童発達支援センターのあり方について

は、事務局で誤解のない表現となるよう文言の整理を行いました。（４）は、子ども総合セ

ンターのあり方についても言及すべきではないかとのご意見があったことを踏まえ、生涯

にわたる発達支援を視野に入れた相談支援体制の整備について新たに項目として追加した

ものでございます。（５）は支援者支援のあり方でございますが、こちらにつきましては、

前回の委員会で尾﨑委員長からご提案いただく予定でしたが、当日ご欠席となったことか

ら、後日事務局にて趣旨を伺い、追加させていただいたものでございます。 

７ページをお願いいたします。（７）は学齢期以降への引継や連携体制についても言及す

べきではないかとのご意見があったことから、内容に含めたものでございます。主な変更

点や追加点につきましては、以上でございます。 

（尾﨑委員長） 

ありがとうございました。ただいまの事務局の説明で協議会であることから報告として

扱う点、いくつか委員の皆様からの意見を反映した点等について報告があったかと思いま

す。事前に資料は委員の皆様に送られていたかと思いますが、ただ今の説明を聞いたうえ

で改めてご意見があればお願いしたいと思います。 

（黒田委員） 

 報告書の取り扱いですが、ホームページに掲載し、市民の方が自由に見ることができる

ようになるのでしょうか。どのような扱いになるのか教えてください。 

（事務局） 

 事務局です。こちらの報告書につきましては、これから検討してまいりますが、できま

したら最終的に委員会の委員長名で市長に報告をした上で、ホームページに公開していき

たいと考えています。 

（尾﨑委員長） 

 よろしいでしょうか。はい、菅野委員。 

（菅野委員） 

 単純に表記の問題だけなのですが、５ページの子ども総合センターについてですが、ま

だ正式名称になっておりませんので仮称という扱いになるかと思います。括弧書きで仮称

とするのがよいと思います。 

（尾﨑委員長） 
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ありがとうございました。事務局いかがでしょうか。 

（事務局） 

 事務局です。ご指摘を踏まえて報告書として取りまとめてまいりたいと思います。 

（尾﨑委員長） 

 他にいかがでしょうか。はい鈴木委員。 

（鈴木委員） 

 こうぬまクリニックの鈴木です。久場川先生から提供された参考資料ですが、数値に訂

正の報告があった資料です。そこの４ページで乳幼児健診、発達以外も含めた健診で発達

の問題に気付かれた子どもは 0.7％であるということが明記されています。 

それ以外の保健センターなどで発見された割合の合計が 2.0％なので、そのうち医療機

関ルートで発達の問題があるのではないかとされて発達健診に回ってきたといいますか、

ピックアップされたお子さんはわずか 0.7％しかいなかったというのは大変低い数値と考

えていますので、報告の中にあるように乳幼児健診のさまざまなレベルアップが必要だと

思いますし、欠席の久場川委員からもその旨を発言いただきたいと言われてきたところで

す。 

（尾﨑委員長） 

 はい。ありがとうございます。事務局の方でこの数字を生かしていくことは可能でしょ

うか。 

（事務局） 

 御指摘を踏まえまして、どのようなかたちで盛り込むことが可能か整理をさせていただ

きたいと思いますが、次回の検討委員会は来年度になる予定ですので、委員会の場で改め

てということではなく、メールなど文書でのやり取りで確認をさせていただくことが今後

あるかと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（尾﨑委員長） 

 他にはいかがでしょうか。はい、矢崎委員。 

（矢崎委員） 

 とても素晴らしい資料ができたかと思いますので、市長への報告やホームページへの掲

載だけでなく、もっと有効に利用できるように、障害者の施策を総合的に考える障害者政

策委員会にこの資料を参考資料として提出することはいかがでしょうか。 

（事務局） 

 事務局です。障害者政策委員会への報告も含めて考えてまいりたいと思いますし、来年

度は次期障害者総合支援計画を策定する年度となっておりますので、計画策定に当たって
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もこちらの報告書を参考にして進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいた

します。 

（尾﨑委員長） 

 はい。大変良くできた報告書かと思いますので、活用の方法について検討いただければ

と思います。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは資料２の「さいたま市の乳幼児支援のあり方について」につきましては一部文

言整理の問題が残っておりますが、承認することとしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

（異議なしの声） 

（尾﨑委員長） 

 それでは異議なしと認め、承認いたします。それでは最終的な文言修正と報告の取り扱

いにつきましては、事務局、山本委員、委員長の私にご一任いただきまして、後日皆様に

ご報告させていただくということでよろしいでしょうか。 

○次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート結果について  

（尾﨑委員長） 

 それでは、引き続いて議題の３番目、「次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート

結果について」、事務局から説明をお願いいたします。 

（西渕係長） 

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

資料３－１、３－２をお願いいたします。 

 アンケートにつきましては、7 月、12 月に開催された当委員会におきましても、随時進

捗状況をご報告させていただきましたが、1 月中に、アンケートの速報版のとりまとめを

終え、本日は資料としてお手元にお配りさせていただいております。 

今月中には、複数の項目を組み合わせる、いわゆるクロス集計を含めた調査結果をとり

まとめ、障害者政策委員会に報告する予定でございますが、現在、鋭意作成中であります

ので、本日は、速報版にて結果の概要をご説明させていただきたいと思います。 

黄色い冊子の方をお願いいたします。一枚おめくりいただきまして、目次でございます

が、障害種別ごとの調査結果を取りまとめております。この速報版は無作為抽出した対象

者のみとなっておりまして、窓口配布分につきましては含まれておりませんので、予めお

断りさせていただきます。 

次のページをお願いいたします。回収状況でございます。実施期間は 11 月の 1 カ月間で

ございますが、全体の回収率は 50.77％、発達障害者（Ｆ）につきましては、46％となっ

ております。なお、発達障害者へのアンケートにつきましては、これまでにもご説明して

いるとおり、親の会である「埼玉県自閉症協会」さんと「親の会麦」さんを通じまして、
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会員の方に調査への御協力をお願いしたところでございます。資料は 91 ページにわたりま

すが、本日は当委員会の趣旨を踏まえて、主に発達障害について、他の障害種別との比較

を行いながら、資料３－１を中心にご説明したいと思いますのでよろしくお願いいたしま

す。 

まず、ノーマライゼーション条例の認知率でございますが、ご覧のようになっておりま

す。本年度、一般市民の方を対象に実施した市民意識調査では、認知率は 14%にとどまっ

ておりますが、特に発達障害者の方の認知率は 67.4％という高い数字となっております。

高い理由につきましては明確な理由はわかりませんが、他の障害者の方は無作為抽出で調

査を行ったことに対して、団体の会員の方を対象に行った点が一つ理由として考えられる

かと思います。 

なお、発達障害者からの回答は 92 名、元の配布数は 200 名となっており、これは客観的

な統計データをとる上で、一般的に必要とされる母数と比較して、大幅に少ない数値とな

っていることから、得られた結果については、慎重に判断していくことが必要だと考えら

れます。 

次に、住んでいる場所ですが、発達障害のある方の６割以上が、本人または家族の持ち

家で暮らしております。また発達障害者の特徴として、グループホーム等で暮らしている

割合が高い点が挙げられますが、母数の少なさから特徴を断じるには慎重に判断する必要

があるかと思います。 

２ページ目をお願いいたします。誰と暮らしているかということですが、発達障害者は

父または母と暮らしている割合が 88.9％と高い数字になっております。これは発達障害の

回答者のうち、約８割が 30 歳未満ということが大きく影響しているものと考えられます。 

次の設問の日常生活における主な介助者についても、同様の傾向がございまして、父また

は母と回答した割合が 85.9％となっております。 

次は、相談相手に関する設問でございますが、やはり、親を含めた家族等への相談の割

合が 83.7％となっております。また、学齢期の対象者や就労している対象者も多いことか

ら、学校や職場を挙げた方が 38.0％と高い割合となっております。また全員が親の会に参

加していることから、障害者団体を挙げた割合も他と比較して高い数値となっております。 

３ページをお願いいたします。日中活動の場ですが、こちらは設問項目が障害種別によっ

て異なるため、比較が難しい部分がございますが、調査対象が比較的若い方が多い傾向が

示されております。 

４ページをお願いいたします。昼間の活動について、就労されている方に関する賃金や

ボーナスについての設問でございます。この設問に該当する発達障害者の方は全回答者 92

名のうち、21 名です（P80、問 14-5）。こちらにつきましては、冊子の 79 ページ、問 14

の働き方に関する設問と併せてご覧いただければと思いますが、一般企業の正社員として

働く方が２名、契約社員として働く方が５名、パートやアルバイトで働く方が４名、家業

の手伝いの方が１名、就労移行支援や就労継続支援などで働く方が７名となっております。 

資料３－１に戻りまして、５ページをお願いいたします。情報入手やコミュニケーション

に関しての困りごとについて、ほとんどの項目で発達障害の特性が浮き上がったといえる

のではないかという結果になっております。 

次に、障害者への理解に関して、差別や疎外感を感じる割合ですが、発達障害者の方は、
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日常生活、教育、雇用、医療、福祉サービスなどで感じる割合が高く出る傾向がございま

した。 

６ページをお願いいたします。防災について、東日本大震災が発災した際に困ったこと

という設問でございます。こちらにつきましては、健常者でも同様の困りごとがあるかと

思いますが、発達障害者の方の特徴として、計画停電にどう対応すべきかわからなかった

割合が多いことが挙げられるかと思います。 

次に、災害時に受けたい支援でございますが、発達障害者の特徴といたしまして、避難

したくないので、自宅に物資を届けてほしいという割合が他と比較して２倍以上の 35.9％

となったほか、避難する場合でも、避難先で障害に配慮してもらえることを挙げた割合が

59.8％と高い割合となりました。 

７ページをお願いいたします。障害者福祉施策への要望でございます。特徴や傾向を一

概に掴むことが難しいかと思いますが、発達障害者の方が望む施策として、グループホー

ムの整備、療育・指導の充実、就労や雇用施策の充実、スポーツ・芸術・文化活動への支

援、福祉教育やボランティア活動などの障害者理解や障害者との交流促進、教育の充実な

どが挙げられます。 

一方、要望が少ないものとして、障害者世帯向けの公営住宅の整備、医療費の負担軽減、

交通機関や公共施設の利用に関する施策、緊急時の連絡手段の確保や防災対策の充実など

が挙げられます。もちろん、この結果をもって、施策の充実を望んでいないと判断するわ

けではございませんが、比較の上で特徴として挙げさせていただきました。 

その他に、発達障害者特有の項目について、速報版本体でいくつかご説明させていただき

ます。81 ページをお願いいたします。ページの右側、問 15 になります。障害に気づいた

年齢ですが、３歳までに気づいたケースが 44.6％、４歳から６歳までに気づいたケースが

22.8％と、67.4％が学齢期前に気づいたとの結果になりました。一方で、18 歳以降になっ

て気づいたケースも 8.7％となっております。 

問 16 でございますが、気づいたきっかけとして、家族や周囲の人が気づいた割合が

39.1％、乳幼児健診が 8.7％、医療機関の受診が 15.2％、育児相談が 7.6％、保育園や幼

稚園、学校で気づいた割合が 14.1％などとなっております。 

問 17 は発達支援について困っている内容ですが、ご覧のとおりとなっております。 

ページが飛びまして、85 ページ、問 36 ですが、診断名に関する設問でして、診断名の内

容、広汎性発達障害の種類、障害者手帳の有無等についての結果となっております。療育

手帳については、45.6％の方が何らかの等級に該当しております。 

86 ページの問 37 と問 38 は、障害や病気について、周囲に伝えていること、伝えないこ

とに関する設問でございます。問 38 で、障害等について特に問題なく伝えると回答した方

が 23.9％に上るのに対し、差別や偏見の恐れ、周囲の目が気になる、伝えてもわかっても

らえないと回答した方が多く、発達障害に関する誤解や偏見、無理解等が課題となってい

るものと考えられます。 

以上、雑駁ではございますが、発達障害に関するアンケート調査結果を中心にご説明を

させていただきました。 

この調査結果は、今後、障害者政策委員会に報告され、次期障害者総合支援計画の策定

に関する基礎資料の一つとなりますが、アンケート結果に関して本委員会でいただいたご
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意見についても併せて報告してまいりたいと考えておりますので、委員の皆様からのご意

見等がございましたら、よろしくお願いしたいと存じます。以上でございます。 

（尾﨑委員長） 

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。いかがでし

ょうか。はい、鈴木委員お願いいたします。 

（鈴木委員） 

 こうぬまクリニックの鈴木です。発達障害については、団体を通じてアンケートを取っ

たということなので、母集団がわかっているわけですよね。ということは平均年齢である

とか、標準偏差も出せるということになりますよね。確認だけですが。 

（事務局） 

 年齢につきましては、アンケートで「何歳ですか」ということをはっきりと聞く項目が

ありますので、元のデータをクロス集計することによっても出すことはできるかと思いま

す。 

（尾﨑委員長） 

 よろしいですか。他にございますか。はい、矢崎委員さん。 

（矢崎委員） 

先ほどの議題で乳幼児健診での発見率が非常に低かったという資料と、アンケートの問

15 で家庭で障害に気付いたのはいつですかということで、就学前に気付いた家庭が 60％以

上という結果になっています。それは、乳幼児健診では見えなかったけれども、家庭でう

すうすこの子に何か問題があるのではないかと気付きながらもそのまま放置してしまった

結果なのか、あるいは問 36 の下の部分で障害種別であったり、手帳の取得の部分を見ると、

療育手帳マルＡ、Ａ、Ｂ、Ｃとあったりする場合は、比較的に知的に遅れのある場合は乳

幼児期、就学前の発見率が高いと思われますので、この数字が就学前の発見率の数字につ

ながっているのかと思います。知的に遅れがなく学齢期以降に気付いたケースが高機能の

お子さんをお持ちのご家庭ということも一つの原因になっているのではないかということ

が思い浮かばれるのですが、そのほかにもさまざまな原因があると思いますが、一つの数

字やグラフだけを見るのではなく、複合的な問題、設問を照らし合わせて読み取っていか

ないといけないと、一つの部分だけでああこうだったというのは難しいことなので、アン

ケートを今後細かく参考にして検討課題とさせていただきたいと思います。 

（尾﨑委員長） 

 ご意見ということでよろしいでしょうか。ただいまの矢崎委員のご意見について事務局

から何かございますか。 
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（事務局） 

 事務局です。ご意見ありがとうございます。矢崎委員のおっしゃるとおりでして、この

アンケートはアンケートとして貴重な情報を含んでいると思いますけれども、先ほどの議

題で議論された健診の発見率ですとか、各種の客観的なデータを踏まえて今後の計画づく

りを進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

 そのほかにはいかがでしょうか。はい、鈴木委員。 

（鈴木委員） 

 矢崎委員のご意見の関連ですが、療育手帳のマルＡ、Ａ、Ｂを足すと 30 人ですか。それ

から別のページの問 16 の障害に気付いたきっかけですが、乳幼児健診で知らされたという

方が８人ということでギャップがありますよね。つまり乳幼児健診で知的のマルＡ、Ａ、

Ｂも発見できていないというふうにも読めますよね。 

（尾﨑委員長）  

 合計とか数字の解釈というのは先ほども発言がありましたが、複合的に見ていかないと

非常に難しいですね。こちらの設問でも医療機関を受診した時に知らされたという方で、

何歳の時か年齢はわかりませんけれども、また数が変わってくるのかなとか。先ほど事務

局にも回答をいただきましたが、数の解釈ですとかそのあたりを報告の時にまとめていっ

ていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 そのほかにはいかがでしょうか。小田和委員。 

（小田和委員） 

 確かに乳幼児健診での発見率が少ないということは言われているのですが、乳幼児健診

は１回だけ医師の先生に診てもらってその結果だけでというところがあります。乳幼児健

診の短い時間でその場だけで診断に至らないという部分がこの統計の中には表れてきてい

るのかなと思います。健診以外の機会でかかりつけの先生に何度か診てもらったりという

中で発見されてくることもあるのかと思います。 

（尾﨑委員長） 

 いろいろとありましたが最後は健診の話に戻っていくのかなという感じもいたします。

他にはいかがでしょうか。矢崎委員さん。 

（矢崎委員） 

 私の言葉足らずがあったかもしれませんが、乳幼児健診のことについてですが、問 16

の設問をよく読んでいただけるとわかると思うのですが、ご家庭で障害に気付いたきっか

けは何ですか、該当する番号１つにマルをつけてくださいとなっています。ということは

家庭で気づいて、なおかつ乳幼児健診でも知らされていた場合、どちらの番号にマルを付

けるのかというところで、私の場合は、母親である私自身が何かこの子におかしなところ



12

があるのではないかと気付き、乳幼児健診で更なる問診の結果、二次検査を経て発達障害

であるということを療育機関のひまわり学園から知らされたということになるとどこの番

号にマルをつけたらいいのかということになりますので、各家庭の判断によってというこ

とになります。まずこのきっかけとなると、家庭で気付いたということになりますし、あ

るいはかかりつけのお医者さんに相談したところ、もしかしたら発達障害があるのではな

いかと言われたら医療機関を受診したときということになりますし、保健センターなどで

育児相談を受けていれば育児相談で気付いたということになりますので、このアンケート

の難しいところは乳幼児健診で告知はされていても、その以前になんとなく気付いていて

しまっていたり、乳幼児健診を受けてその次のステップで気付いた時にはまた別のところ

にマルがつくかもしれないので、複数マルを付けてもよいということであれば健診につい

てももう少し高い数値が出てくるということになります。確かに見過ごされたということ

もあるでしょうし、気付いたかもしれませんが、別のところにつないだというケースもあ

ったりしますので、ここの数字だけを見ていくとなかなか難しいと思いますので、当事者

会として保健センターが乳幼児健診を怠っているとか、気付けなかったと決して思ってい

るわけではありません。さまざまな気付きのケースがあるなかでこの結果になったという

ことがあるかと思いますので、その点当事者会として説明不足があったかと思います。 

（尾﨑委員長） 

 はい、ありがとうございます。アンケートは文言が難しいですよね。解釈や説明の時に

どう読み取るかというときに恣意的といいますかバイアスがかかる場合もありますので、

読み取りの時には説明を工夫して書いていただくのがよろしいかと思いますので、よろし

くお願いいたします。他にはいかがでしょうか。 

（鈴木委員） 

 私が乳幼児健診にこだわっているのは、乳幼児健診は早期発見をするところであるので、

やはり玄人の医師が、親も含めて一般の方がなかなかわからない障害を早く見つけて、早

く支援をしていくと。結果として障害が長く続くかどうかは別としても重要なことです。

例えばダウン症のお子さんであれば、どこで障害に気付いたかという先ほどの設問で医療

機関での受診にマルをつけるかもしれません。ダウン症かどうか染色体の検査をしますの

で。 

 ただし一般の乳幼児健診で親がおかしいなと思ったことと、医者がこうですよと言った

場合には、当然医師の方が診断力を持っているわけです。私は 1,000 人以上の子どもを診

ていますが、親御さんの反応はやはり医師にどう言われたかによるところが大きいので、

そうした印象があればこの乳幼児健診のところに当然マルを付けると思います。 

（尾﨑委員長） 

 はい。ありがとうございました。他にはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。また

何かお気づきの点があれば事務局までお問い合わせいただくということでよろしいでしょ

うか。それでは議題の３は以上とさせていただきます。 
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○平成 25 年度家族支援体制整備事業実績について 

（尾﨑委員長） 

続いて、議題の４「平成 25 年度家族支援体制整備事業結果報告」ということですが、事

務局から報告をお願いします。 

（西渕係長） 

それでは、平成 25 年度の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４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 年度から埼玉県とともに、埼玉県自閉症協会に委託をさせていただ

き、今年度、２年目の事業でございまして、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して、本日委員としてご

出席いただいております、矢崎委員、二瓶委員におかれましても、このペアレントメンタ

ーの研修を受講され、各地で行われる交流会や相談会でご活躍をいただいているところで

ございます。改めて厚くお礼申し上げます。 

資料の右側に小さくスライドの数字がございますが、その番号の２番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、本事業についてご

説明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についてでございます。ペアレントメ

ンターという言葉について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

方には埼玉県知事とさいたま市長から修了証書を交付しております。 

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、所属する会・団体等で活動経験があること、それ

から、所属する会や団体等の代表から推薦を受けること、これら３点のお願いを受講希望

者の方へ伝えさ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、県内の当事者団体や特別

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、本年

度の新たな養成者は 10 名、うちさいたま市在住の方は３名となっております。 
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続いて、スライドの４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。 

県内では他に５つの市町村で実施をしておりますが、本市におきましては、２回ほど、

７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５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、参加された方のほとんどが「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、「話をしてすっきりした」、

「もっと話を聞きたい」、「本ではなく実践してきた人からの言葉がためになった」、「時間

が短かったのが残念」など、総じて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６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７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、発達障害の基礎や家族支援の重要性に

ついて、また発達障害児者に対するポジティブな行動支援とはどのようなものかについて、

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８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５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４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。今後、受講希望者をい

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。 

次に、受講者の質の向上が挙げられます。希望者の中には発達障害の当事者や家族に困

難を抱えている方など、ペアレントメンターの活動自体がそもそも困難な方や、研修を受

講しても発達障害に関する知識がまだ不足している方、現場での経験を積んで様子を見る

必要がある方など、専門家チームによるフォローが必要なケースもございます。 

また、毎年度ペアレントメンターを要請しておりますが、養成した人数に応じた実際の

相談の場が今後設定されなくなるのではないか、不足するのではないかという懸念があり、
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実際の活躍の場を増やしていくことが今後の課題になってまいります。 

さらに、ペアレントメンターが相談の場での気づきを参加者が日常的に利用している支

援機関にどのように引き継ぐのか、フィードバックを行っていくのかという仕組みや体制

についても検討していくことが課題と考えております。 

平成 26 年度以降についてでございますが、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。 

（尾﨑委員長） 

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、皆様から何かご意見やご

質問などございますか。よろしいですか。この資料の中でもかなり具体的に課題があがっ

ているかと思いますが、いずれも重要な点かと思いますが、今後の取組については埼玉県

と埼玉県自閉症協会と共に考えていくということでよろしいでしょうか。 

（事務局） 

 事業の実施に当たっては、委員長がおっしゃったように埼玉県と埼玉県自閉症協会もそ

うですが、先ほどご紹介した実行委員会のメンバーと一緒に検討していくことになります

のでよろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

 はい、ありがとうございます。受講者の確保が難しいということがございますので、委

員の皆様からもいいアイデアですとか適切な方へのお声かけができれば思います。ご質問、

ご意見等いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（矢崎委員） 

 資料の３ページの４、ペアレントメンターによる交流会・相談会の開催ですが、対象者

について、私はこの相談会にも参加していますので事情は承知しており、あまり大きく意

見を言える立場ではないのですが、私や埼玉親の会「麦」に所属している方の子どものこ

とを考えた時に、対象者が小学校３年生までの発達障害の子どもを持つ親となっており、

障害児枠で幼稚園・保育園に子どもを通わせている親、通園施設の親、保健センターで実

施している親子教室に通う親、特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室に子どもを通

わせている親となっています。さいたま市では主にひまわり学園や療育センターさくら草

に通う親となっています。ということはつまりここに関わりのない人はペアレントメンタ

ーを知らないし、利用できないということになります。このように限定している背景は個

人的にはよく存じ上げていますので、私の立場からは申し上げにくいのですが、当事者会

としてはこの対象者以外の人がサービスを利用できないのは大きな課題だと思います。通

常の幼保、通常の学級に在籍している子どもたち、ひまわり学園にも通えず待機している

子どもたち、保健センターでも相談待ちで待機している方などさまざまな人がおり、ペア

レントメンターも不足しているため、相談を受けられないという事情もあることは存じ上

げているのですが、この制度の中でも受けられる方と受けられない方がいることは委員さ
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んの中でもよく覚えておいていただきたい、胸の中にとどめておいていただきたいと思い

ます。担当課の方にも、専門家の方にも、受けられない親たちがいるという切ない思いを

どうかご理解いただきたいと思います。 

（尾﨑委員長） 

 はい、ありがとうございました。対象者というときに、ペアレントメンターの受講者だ

けでなく相談を受ける対象者についても大きな課題があるというご意見だったかと思いま

す。 

そのほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは議題の４については以

上とさせていただきたいと思います。 

３ そ の 他  

（尾﨑委員長） 

それでは、決められた議題は以上となりますが、皆様から何かございますか。それでは

事務局の方からお願いしたいと思います。 

（西渕係長） 

 それでは、お手元に参考資料として、厚生労働省の「平成 26 年度発達障害関係予算案等

について」という資料と、また、文部科学省の「特別支援教育行政の現状と課題」という

資料をお配りさせていただきました。こちらの資料は、２月 24 日に厚生労働省で行われた

発達障害者支援関係報告会で配布されました、来年度の政府予算等についての資料でござ

います。 

時間の関係もございますので、資料については、後ほどご覧いただきたいと存じますが、

国の担当者の説明では、発達障害者支援施策における教育と福祉の一層の連携を今後推進

していきたいということで、厚生労働省と文部科学省の連携を強化していくということで、

地方自治体においても、教育分野と福祉分野の連携をお願いしたいとのことでございまし

た。 

また、参考資料として、７月に当委員会でもご意見をいただきました「サポートカード」

ですが、本日実物をお手元に配布させていただいておりますので、ご確認ください。担当

の方から補足の説明をさせていただきます。 

（事務局） 

 発達障害者支援センターの増渕と申します。サポートカードについて簡単な説明と進捗

状況の報告をいたします。お手元にカラーでサポートカードの２枚ものがございます。ま

だ実物ではなく、校正の段階ではあるのですが、二つ折りのものとワッペンタイプのもの

と２種類作成しております。今月中には完成し、来年度から配布してまいりたいと考えて

おりますのでよろしくお願いいたします。 

（西渕係長） 
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 続けて説明をさせていただきます。来る３月 16 日に、発達障害を理解するための講演会

として、「スヌーズレン」をテーマに開催いたします。既に委員の皆様には前回の検討委員

会でご紹介しておりますが、まだお席に余裕がございますので、皆様の御参加はもとより、

可能な範囲で呼びかけや周知をお願いできれば、と思います。 

 事務局からの説明は以上ですが、矢崎委員さんから資料提供を２点ほどいただいており

ますので、よろしければご説明を頂きたいと思います。 

（矢崎委員） 

 本日説明した県の冊子は以前にもお配りしたのですが、予備がございましたので本日持

参いたしました。県が作成したものですが、参考までに。それから追加資料としてメール

で送付したものを本日プリントしてお配りしております。全国ＬＤ親の会が調査したもの

で、どのようなことに困っており、どのようサポートがほしいのかという調査を昨年の８

月に実施したものをまとめたものです。本日お配りしたのは記載してある内容についてど

ういうことなのか質問などがあればお受けしたいという趣旨でお配りしたもので、あとは

簡単にお読みいただければ特に大きな問題点があるということではありません。全国調査

ですので、中にはさいたま市の実態にそぐわないこともあるかと思いますが、概ね全国的

にこのようなことで困っているという内容です。埼玉県でもそうですが、自閉症協会さん

と高機能圏の、全国ＬＤ親の会、ＡＤＨＤの会では高齢の発達障害の実態というのが非常

に掴みにくいという状況があります。私たち埼玉親の会「麦」の会員でも一番年齢の高い

子どもは 40 代前半までで、50 代以降の発達障害の問題として、保護者や当事者がどのよ

うに困っているのか、障害者年金の問題であるとか、成年後見のサポートであるとか、な

かなか実態が出てこないという問題が出てくると思います。発達障害の検討委員会はこの

ようなかたちになっておりますが、数年後を見据えると高齢の発達障害の問題も生じてく

ると思いますが、当事者会でもなかなか実態が掴みにくいのです。自閉症協会さんのよう

に歴史があり知的を伴う発達障害の方と、知的を伴わない発達障害、また発見が遅れてし

まい、青年期以降に発見されて二次障害が生じた方の 50 代以降の方が高齢期に差し掛かっ

た時の問題というのはなかなか分かりにくいところがありますので、よろしくお願いした

いと思います。資料の方は読んでいただいてなにかございましたらご質問ください。あり

がとうございます。 

（尾﨑委員長） 

 ありがとうございました。説明と情報提供がございました。お読みいただいてご確認い

ただければと思います。皆様からご質問等があればいただきたいと思いますがいかがでし

ょうか。はい、鈴木委員さん 

（鈴木委員） 

 ただ今の説明で、何に困っているのか、どのようなサポートがほしいのかということで

すが、成年後見制度については記載がなさそうなのです。確認です。成年後見制度につい

ては保護者の方や当事者がどういうことで困っているのか、この制度については使いにく

いという指摘があり、国連の方からは日本の成年後見制度に問題があるということで勧告
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が出されるという噂もあります。成年後見制度を使っている人の自由さがかなり制限され

ているのではないかという国連の判断があるようです。この説明をしたいわけではないの

ですが、実際に親の会の立場から成年後見制度についてお聞かせいただきたいと思います。 

（尾﨑委員長） 

 矢崎委員さん、いかがですか。お願いいたします。 

（矢崎委員） 

 成年後見制度についてどこにどのように書いてあるか難しいのですが、おそらく親亡き

後であるとか、成人しても働かないとかいうことがおそらくどこかのところに書かれてい

ると思います。成年後見制度については私たちも何度か勉強会を開催しているのですが、3

つの補助、補佐、後見の中のどこに該当するか判断するのが難しく、以前までは成年後見

の対象になると選挙権が失効してしまうことになっていたのですが、法改正等があり、成

年後見を利用しても選挙権はなくならないということで対象になる方もいると思いますが、

高機能圏で手帳を持たないとか、持っていても成年後見を利用したいがためにそれ以外の

契約であるとか生活力を制限されることについて、特に高機能圏の発達障害者にとってど

ちらの選択肢のほうが有効なのかそれぞれの家庭や当事者の特性によって異なってしまう

難しさがあります。契約や大きな買い物をしてクーリングオフ期間も知らないというケー

スがあり、そのためにも成年後見を使うべきだという方もいれば、成年後見ではなく消費

生活センターなどに駆け込んで相談するという方もいます。ほかに遺言などを使って自分

が亡くなった後の財産管理などを民間の方、弁護士や成年後見センターの方々に依頼する

というケースが勉強会では話されましたが、実際に利用したかということはまだ報告され

ていません。今後の課題として、遺言、成年後見制度の利用、財産に関する銀行などの信

託の利用などをしつつ、成年後見制度の利用についてはその方の特性次第というのが現状

です。 

（尾﨑委員長） 

 ありがとうございます。鈴木委員よろしいでしょうか。他にございますか。よろしいで

しょうか。 

それでは進行を事務局にお返しいたします。 

４ 閉  会  

（西渕係長） 

重要な報告がございまして、冒頭会議の成立について説明しましたが、最終的に欠席委

員が増えまして、本日９名の委員が出席しておりますが、委員の定数は全部で 18 名であり、

過半数に達しませんでした。つきましては、今回の委員会は成立しないというかたちにな

り、大変申し訳ございません。いただきましたご意見については取りまとめさせていただ

き、今後の施策に生かしてまいりたいと思います。また今回の会議は本年度最後の委員会
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でございまして、本来であれば障害福祉課長の吉川がまいりましてご挨拶を申し上げるべ

きところですが、所用により欠席となりました。委員の皆様にくれぐれもよろしくお伝え

いただきたいと言付けを預かっております。よろしくお願いいたします。それからもう１

点報告でございます。 

（事務局） 

 皆様のお手元に封筒がございますが、４月２日の自閉症啓発デー及び発達障害者週間の

啓発資料となりますので、委員の皆様にも周知にご協力をお願いいただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

（西渕係長） 

それでは、今後の日程についてでございますが、次回の開催は来年度の開催となります。

詳細は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 27 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    


