
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 

日時：平成27年7月15日（水）15:00～ 

場所：障害者総合支援センター研修室 

 次  第  

１．開  会 

〇 障害福祉課長あいさつ 

〇 委員自己紹介 

〇 委員長の選出 

２．議  題 

  ○ 第29回委員会会議録（案）の承認 

 ○ 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のあり方について 

 〇 さいたま市インクルーシブ子育て支援モデル事業について 

３．そ の 他  

 〇 潤いファイルについて 

４．閉  会 

 配布資料  

・第 30 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 

・発達障害者支援体制整備資料 

・第 29 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会議録（案） 

・資料１ 平成 26 年度発達障害者総合支援センター事業実績 

・資料２ 総合療育センターひまわり学園のあり方について 

・資料３ 「さいたま市インクルーシブ子育て支援モデル事業」について 

・潤いファイル 

 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、小峯真紀、大竹美津子、長谷場明博（敬称略）

事 務 局・・・【障害福祉課】 

       吉野博之（課長）、小島徹一郎、小暮哲郎、高橋純一郎、新井康太 

       【障害者総合支援センター】 

       國分留志、増渕英美、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、また大変暑い中をご出席いただきありがとうございます。 

私は、障害福祉課課長補佐の小島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は、委員改選後、第 1 回目の委員会となってございます。後ほど委員長が選出され

るまでの間、私が進行役を務め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。 

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、遅れると連絡があ

った委員さんが１名となっております。 

続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。本日お配りした資

料といたしましては、 

①第 30 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同座席表 

③同委員名簿 

④発達障害者支援体制整備資料 

⑤第 29 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会議録（案） 

⑥資料１ 平成 26 年度発達障害者総合支援センター事業実績 

⑦資料２ 総合療育センターひまわり学園のあり方について 

⑧資料３ 「さいたま市インクルーシブ子育て支援モデル事業」について 

⑨潤いファイル 

以上でございます。資料の方はよろしいでしょうか。 

ここで１点、委員の皆様の御了解を得る必要がございます。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ください。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、公表についてご理解をいただければと存

じます。 

（ 委員一同 異議なし ） 

（小島課長補佐） 

はい、ありがとうございます。それでは、ただ今より第 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会させていただきます。 

開会にあたりまして、障害福祉課長の吉野より挨拶を申し上げます。吉野課長、お願い
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いたします。 

〇障害福祉課長挨拶 

（吉野課長） 

皆様、こんにちは。障害福祉課長の吉野でございます。委員会の開催にあたりまして、

一言ご挨拶申し上げます。 

皆様には、ご多忙のところ、当委員会にご出席いただき誠にありがとうございます。 

また、平素より本市の障害福祉行政に、多大なるご理解とご協力をいただき、厚く御礼申

し上げます。 

本委員会は、さいたま市における発達障害のある方に対する支援のあり方を検討し、支

援体制を強化することを目的に、平成 17 年度に設置されてから、ちょうど 10 年を経過し、

この委員会も 30 回目を数えることとなりました。 

この間、発達障害児者支援の拡充を「さいたま市障害者総合支援計画」の重点プログラ

ムとして位置付け、検討を重ね、発達障害児者への個別の支援ツールである「潤いファイ

ル」の策定、発達障害者支援センターの開設など、大変大きな成果を上げてきたものと考

えております。 

発達障害のある方を地域で支えていくためには、乳幼児期における早期発見と成人期に

至るまでの各ライフステージに応じた一貫した支援が何よりも重要です。 

一方、現在、市の各機関に対する相談支援のニーズは増加の一途をたどっております。

発達障害のある方やご家族の要請に応えられる、応えていくことができる本市の体制のあ

り方を引き続き検討していく必要があることも認識しております。 

本日は、星委員と黒田委員よりそれぞれ市の発達障害児者支援施策の重要なテーマにつ

いてご説明をいただく予定でして、本市の現状や課題を皆様とともに共有し、それぞれの

分野の専門的な見地からご意見をいただき、共に課題について検討してまいりたいと考え

ております。 

皆様には、公私にわたり大変御多忙の中かとは存じますが、是非とも本委員会の運営と

本市における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、簡単で

はございますが、私の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

（小島課長補佐） 

ありがとうございました。 

続きまして、開催にあたり委員の改選がございましたので、昨年度からの引き続きの方

もいらっしゃいますが、改めて委員の皆様の自己紹介をお願いいたします。お手数ですが、

西村委員からお願いできますでしょうか。 

（ 委員自己紹介 ） 

（小島課長補佐） 
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ありがとうございました。なお、小峯委員から遅れるとの連絡がございました。 

続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

（ 吉野課長から順に障害福祉課職員を紹介 ） 

 続きまして、障害者総合支援センターの職員の紹介を、障害者総合支援センターの國分

よりさせていただきたいと存じます。 

（ 國分係長から順に障害者総合支援センター職員を紹介 ） 

（小島課長補佐） 

ありがとうございました。次に本委員会の概要について簡単に説明させていただきます。 

本委員会についででございますが、発達障害者支援法の施行に伴い、平成 17 年度から「さ

いたま市発達障害者支援体制整備検討委員会」を設置し、さいたま市における発達障害児

者支援の現状について把握するとともに、効果的な支援手法の検討や実施した支援に係る

効果の検証を行ってきました。 

お手元のＡ４横の発達障害者支援体制整備という厚生労働省のイメージ図の資料をお願

いいたします。乳幼児期から成人期における各ライフステージに対応する一貫した支援を

行うために、関係機関等によるネットワークの構築でございますとか、ペアレントメンタ

ー・ペアレントトレーニングなどの家族支援体制の整備などに取り組むことが期待されて

おりまして、今後、委員会におきまして、市内の状況把握や支援体制の充実に向けた検討

などを行ってまいりたいと考えております。 

裏面の２枚目は本市の発達障害者支援システムのイメージ図ですが、発達障害者支援セ

ンターを中心に、乳幼児期、学齢期、成人期というライフステージに応じて、各相談支援

機関が連携し、支援に取り組むこととしております。その他、委員会に関する要綱等の資

料を付けていますので、後ほどご覧いただければ、と思います。 

（小島課長補佐） 

さて、本日は、委員改選後の第１回目の委員会となりますので、委員長が選出されてお

りません。さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会設置要綱第６条に基づき、委員

の皆様の互選により委員長を選出することとされております。大変僭越ですが、事務局か

ら案をお示しさせていただいた上で、お諮りいただきたいと存じますが、いかがでしょう

か。 

（ 委員一同 異議なし ） 

（小島課長補佐） 

ありがとうございます。それでは、事務局としては、これまで数多くの発達障害に関す

る研究に携わり、障害に関する知識や経験が豊富な有識者である葉石先生に委員長をお願

いしてはどうかと考えておりますが、委員の皆様いかがでしょうか。 
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（ 異議なしの声 ） 

（小島課長補佐） 

ありがとうございます。それでは葉石委員、委員長をお引き受けいただけますでしょう

か。 

（ 葉石委員 承諾 ） 

（小島課長補佐） 

ありがとうございます。それでは、本委員会の委員長は葉石委員にお願いをすることと

いたしたいと思います。恐れ入りますが、葉石委員には委員長席のほうにお移りいただき、

以後の議事進行をお願いしたいと存じますので、よろしくお願いをいたします。 

（ 葉石委員 委員長席へ移動 ） 

（葉石委員長） 

ただいま委員長に指名されました葉石でございます。さきほど申し上げたように埼玉大

学で主に知的障害の心理に関する教育に携わっております。よろしくお願いいたします。

こういった役職に関しては初めてでして、手探りでの運営になります。 

象徴的な出来事としては今日大学を出る際に急にナビが動かなくなりまして、あらかじ

めだいたいの場所を抑えていたのでよかったのですが、なんとかこちらまでまいりました。

そういった状況ですので、何卒皆さんのご協力をいただいて何とかやっていきたいと思い

ますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 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。 

２ 議 題  

○第 29 回委員会会議録（案）の承認 

（葉石委員長） 

まず、議題の１、第 29 回委員会会議録（案）について、事務局の方からご説明をお願い

します。 

（小島課長補佐） 

はい。去る３月 12 日に第 29 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会を開催い

たしました。議事といたしましては、発達障害者支援の状況、次期障害者総合支援計画、

平成 26 年度発達障害者家族支援体制整備事業、発達障害に関する講演会開催結果について

ということでございました。 
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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あわせて、「第 29 回

さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 会議録案」として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した。昨年度に開催された委員会ですので、私もそうなのですが、

参加されていない委員もいらっしゃると思いますが、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 ） 

（葉石委員長） 

それでは、「第 29 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 会議録案」につき

ましては、事務局案のとおり承認いたします。 

○発達障害児者支援の状況について 

（葉石委員長） 

続いて、議題の２番目、「発達障害者支援センターからの報告」ということですが、事務

局から説明をお願いします。 

（國分係長） 

 よろしくお願いいたします。まず、こちらの発達障害者支援センターの位置付けの説明

からさせていただきます。平成 17 年に施行されました発達障害者支援法に基づきまして、

平成 21 年の 10 月に設置された相談機関でございます。 

私の名札は障害者総合支援センターというふうな肩書きになっているのですが、この障

害者総合支援センターの中には係が３つあり、管理係、就労支援係、そして私どもの発達

障害者支援係、この３つの係で総合支援センターは構成されています。 

 就労支援係の方は、発達障害以外の障害者の就労の支援も担当しております。発達障害

者支援係の方が、外部に向けては、通称「発達障害者支援センター」という名称で使って

いる関係で、センターの中にセンターがあるという少し変わったつくりになっています。 

発達障害者支援センターは、発達障害のある方、そのご家族からの相談機関ということ

で、継続相談については特に 18 歳以上の方を中心に対応させていただいております。 

それでは資料の１をご覧いただきながら説明をさせていただきます。発達障害者支援セ

ンターの業務内容は主に４つございます。一番大きいのは相談支援、二つ目が啓発啓蒙、

三つ目が関係機関への支援、四つ目が社会参加事業きらめきの実施、この四つになってお

ります。 



7

順に説明しますと、まず相談支援の方ですが、これはどこの機関でもやっておりますが、

電話、来所、または訪問による相談を行っています。資料の円グラフをご覧いただくと、

相談者の年齢の内訳が載っていますが、これは 19 歳以上の方のみのものとなっています。

全部の年齢を含めますと、一番相談が多いのが 20 歳代の相談で 32％、その次が小中学生

で学齢期と 30 歳代の相談で 14％、その後 40 歳代、高校生年代、未就学児、50 歳代以上と

続きます。 

 電話での相談と約束した上での来所の相談は右上の相談実人数の欄に含めさせていただ

いております。新規の 725 人は電話と面接など来所の合計です。その隣の継続の 246 人は

前年度までに相談の申し込みがあった方で、再度相談のご希望があった方で、合わせると

971 人となります。その左のところには述べ件数ですが、合計で 4,508 件でございます。 

 年齢別のところに話が戻りますが、一番多いのは 20 歳代ということを申し上げましたが、

主訴としては、就職をしたのだけれどうまくいかないとか、大学まで卒業したのだけれど

なかなか就職が出来ないですとか、そういった就職に関わることや人間関係にかかること

のご相談が多くなっております。 

 もう少し、児童期や学齢期に目を向けますと小中学生の方では学校で友達とうまくいか

なかったり、忘れ物や失くし物が多かったりで、学校の方から発達障害かもしれないと言

われたのだけれど、どこに相談したらいいかわからず電話しましたというような相談も入

っています。 

 未就学のお子さんですと、1 歳 6 カ月健診、３歳児健診などでちょっと心配があると言

われたのだけれど、保健センターで相談を受けるまでの間もいてもたってもいられず電話

しましたということで相談を受けたりする場合もあります。 

 意外に思われるかもしれませんが、50 歳代の方も、子どもからお父さんお母さんがもし

かしたら発達障害者じゃないかしら、と言われて電話をしましたという方がいます。70 歳

代、80 歳代の親について、40 歳代、50 歳代の子どもから自分の親が発達障害かもしれな

いがどこに相談したらよいかわからないので電話をしましたという方もいます。 

 また、数字には出てこないのですが、相談の傾向として、昨年度と今年度で感じている

のは触法のケースが増えているということです。発達障害の診断を受けているケースもあ

りますし、司法に関わって、例えば少年院でアセスメントを受けて発達障害だったという

ケースもあります。例えば、万引き、窃盗、家族や他者への暴力で逮捕されたとか、配偶

者へのＤＶで逮捕されたとか、鑑別所や少年院送致となった後、地域に戻る際に支援機関

が必要なので発達障害者支援センターで対応してもらえないかというようなケースが増え

ています。 

 二つ目は配偶者に関する相談が増えているということです。これはテレビやインターネ

ットの影響もあると思うのですが、先日もＮＨＫのあさイチという番組で放映された日に

はひっきりなしに問い合わせがありました。夫がそうかもしれないとか、あるいは自分の

妻が片づけられなくてそうなのかもしれないとか、思いやりがないとか、自分が子育てを

一生懸命なのに全く関心がないとか、発達障害を疑うことが多くなっています。 

 引き続き多いのは困難事例の増加ということです。発達障害ということだけでなく、死

にたい気持ちが強くて医療機関への通院が必要なケースですとか、ギャンブルやアルコー

ルへの依存症も併せ持っている方、家族が無理解で孤立してしまっている方、そういった
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事例が多々あります。 

 もう一つの傾向としてはネットを通じて情報を入手し易くなったということです。今は

スマートフォンなどでもネット上で大人のＡＤＨＤの広告などが見られるようになってい

て、チェックリストはこちら、という案内が出ています。そうしたセルフチェックのよう

なものをやってみたら当てはまることが多いので自分もそうかもしれないということで電

話相談が入ったりすることがあります。相談支援についての傾向は以上です。 

 次に社会参加事業きらめきについてご説明いたします。昨年の８月から始まった事業で

す。発達障害のある方でなかなか仕事にも就けなかったり、大学を中退して行き場がなく

昼間の居場所がないため家族とけんかになってしまったというケースで、これからどうす

るんだ、でもすぐに仕事に就けないという方の居場所づくりということで始めました。Ｎ

ＰＯあるささんに委託しています。 

 プログラムが三つありまして、平日に２日間、土曜日に１日開設しているのですが、一

つは模擬就労体験活動というものがあります。午前中にやってきて軽作業を経験すること

で仕事ってどんなことなのだろう、働くってどういうことなのだろうというイメージを持

ってもらうことを目的にしています。 

 二つ目が居場所支援です。先ほど申し上げたように出掛ける場所がある、家族以外で話

を聞いてくれる場所があるということです。 

 三つ目が余暇活動支援といいまして、土曜日に一日開設しているのですが、平日は仕事

が出来ていたり、学校に通えている方が他の発達障害を持つ仲間と知り合ったり、趣味な

どをうまく楽しむことができない方のために生活リズムを崩さないという目的も兼ねて土

曜日に来所を勧めたりしています。対象者は発達障害者支援センターに継続的に通ってき

ている方で、かなり心の準備が出来ていて、やってみたいなと思える状態になった方をつ

なげています。事業報告については以上になります。ご質問などがございましたらまた後

でお受けしたいと思います。 

（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。特にないようでしたら次に移りたいと思い

ます。それでは議題の２については以上といたします。 

○総合療育センターひまわり学園のあり方について 

（葉石委員長） 

引き続いて議題の３番目、総合療育センターひまわり学園のあり方について、こちらは

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） 

それでは、私からご説明いたします。ひまわり学園は、療育センターさくら草も含めま

して、総合療育センターひまわり学園ということで、療育機関として、さいたま市内の発

達障害のお子さんを含め、その他の障害のある子どもに対する支援を行っているというこ
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とをまずはご承知おきいただければと思います。 

ひまわり学園は昭和 58 年４月に開所したところですが、これまで肢体不自由のお子さん、

重度心身障害のお子さん、知的障害のお子さんなど、いろいろと対応をさせていただいて

おります。診療を始め外来療育、通所療育というかたちで、通園から通所というように制

度は変わってきたのですが、引き続いて対応させていただいております。 

 発達障害者支援の関係では平成 17 年の４月に発達障害者支援法が施行されました。当時

国のモデル事業というものがありまして、この事業をお受けしてから発達障害についても

体制を整えていかなければならないということで、これまで推移してきたところです。そ

の途中ではありますが、平成 19 年４月に療育センターさくら草が開所いたしました。 

ひまわり学園は市全域からしますと主に北部地域を担当し、さくら草は主に南部地域を

担当していますが、エリアを厳密に分けているわけではありません。これまで本当にたく

さんの方にご利用いただきました。これからお話させていただく内容は、ひまわり学園が

施設的にも人員的にもキャパシティがいっぱいになっているという状況です。ただし、い

っぱいになっているから対応できませんということではなく、これからも何らかの自助努

力をしながら体制を整えていかなければならないということでお話をさせていただきます。 

 平成 26 年度にひまわり学園のあり方検討会というものを立ち上げ、検討し、今後の報告

性をまとめたのですが、その概要版ということで今日の資料とさせていただきました。 

 実際のところ外来療育としては、理学療法、個別訓練のことですが、平成 26 年度実績で

年間延べ 6,059 件、個別の作業療法の訓練が 3,234 件、言語聴覚療法が 2,713 件、心理指

導 2,697 件という数をこなしています。ただ、施設もいっぱいですし、部屋もいっぱいで

すし、利用される方の数とニーズに応じて十分対応ができない状況になりつつあります。 

 資料の１枚目の上の黒い網掛けのところですが、平成 26 年度に検討会を立ち上げ、考え

方をまとめたという内容でございます。このあり方の内容は６項目ございます。 

 １番目は児童発達支援センターの運営業務委託です。業務委託が決まっていつから始め

るという状況ではないのですが、通所支援については、昔、通園施設と呼んでいた時代も

あったのですが、児童福祉法の改正に伴い、児童発達支援センターとなっています。医療

型児童発達支援センター、福祉型児童発達支援センターの２種類があるのですが、市の施

設でもありますので、人員の定数管理ということも含めて、中の保育士の数が足りないか

らこれだけの人数が欲しいという事情があっても、難しいところがあります。ただし、現

行の体制は基準を満たしたものだということはご理解いただきたいと思います。 

 通所では日々施設に通ってきていただいて、日常生活の基本的な動作や状況状態に合わ

せた対応を、専門的な保育士が、医療型であればＯＴやＰＴが入って支援をしております

けれども、そうした訓練に日々時間をかけて取り組んでいるということでございます。た

だし、他の指定都市では、業務委託や指定管理が多くなっており、手厚い支援を含めて各

地域の法人さんが力を付けているのかなというふうに思います。人員的な体制につきまし

ても法人さんの方が方策を持っているというところがあります。これまで直営というかた

ちで全て市の職員が配置されて担当しておりましたが、今後、そうした法人にきちんと支

援をしていただける業務委託というものが必要ではないかということでございます。実際

に業務委託をした場合、元々の職員の数はどうなるのかということですが、障害に関わっ

ていた保育士さんについては、近場の保育園や新しい施策に基づいて立ち上がる施設に配
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置されることによって、広く障害を持つお子さんに対する支援を広げていただけるのでは

ないかと考えております。そしてその数を有効に使ったうえで、ひまわり学園のその他の

部門、診療及び外来療育の体制の充実を図らなければならないと考えています。そうした

ことで児童発達センターの委託は通所に限りますが、考えていかなければなりません。通

所の中には難聴を対象としたものが一つありまして、保育士の対応として指文字を用いた

り、口の動き方を子どもに見せながら療育を進めていこうということで、特別の研修も必

要なため、難聴を対象としたものについては少し遅れる可能性があります。その他のもの

については早急に検討していかなければならないと考えています。その他児童発達支援セ

ンターの中には保育所等訪問支援という制度の事業がございます。これはひまわり学園と

さくら草の専門の職員が保育所や幼稚園に出向いてお子さんの困っている状況、先生方の

困っている状況を見させていただいて、カンファレンスをした上で、どういった関わりを

すればいいのかアドバイスを行うもので、こちらも委託を検討していくということでござ

います。 

 続きまして２番目、専門職員の適正な配置でございます。こちらは先ほどの児童発達支

援センターの運営業務委託と切り離すことはできないと考えております。ひまわり学園で

は待ち時間が大変長くなっております。初診にだいたい４カ月、心理発達検査に入るまで

に４カ月かかっています。それから作業療法に入るまでの検査に３カ月ほどかかっていま

す。この部分をいかに早く対応するかということは日々考えている状況です。こうした状

況をご承知おきいただければ、専門職員の配置というものはどうしても必要だということ

です。ニーズに応じた相応の対応をするためには技量を持った職員が必要ですが、なにし

ろ数がいなければいけないと思っております。さきほど外に行って保育所などのお子さん

の様子を見てという話をしましたが、センターの中で療育をしなければならないものと、

出掛けて行って支援をしなければならないものとその両方を兼務しなければいけない状況

ですので、その状態を解消するためにも人員が必要だと考えております。業務委託をする

ことでそうした人数の調整ができるようであれば、専門的な職員の配置につなげていける

のではないかと考えているところです。資料の３ページの上には専門職員の配置状況を掲

載していますので、参考にしていただければと思います。 

 ３番目の項目は大きな検討事項であると思いますが、新たな療育センター機能の検討と

いうことです。もう具体的に動きますよということではありませんが、今から考えていか

なければならないのかなというふうに思っています。横浜市など他の指定都市の状況を鑑

みますと、人口 40 万人から 50 万人に１施設という状況かと思います。だからただちにさ

いたま市にもというわけではないのですが、ひまわり学園とさくら草の２施設でさいたま

市全体を担っていくのは今ニーズ的にも厳しい状況にあると思います。それと大事なこと

は利用者にとって近場になければならないということです。北部と南部の担当地域がある

のですが、さいたま市全域でみると空いている地域というものがあるのかなというふうに

思います。岩槻区、緑区の北部、見沼区の東部のエリア、市の東部地域に専門の機関がな

いのかなというふうに考えているところです。医療機関が併設されていて、個別の訓練が

できて、それに付随してグループとか通所をどうするのかというところで、今、地域で通

所の施設などに支援をしていただいているのでその部分との兼ね合い、調整をした上で、

今から念頭に置いた上で検討しなければならないのかなと思います。これを建てるのでよ
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ろしくということではないのですが、ご承知おきいただきたいと思います。 

 ４番目です。土曜診療についてですが、こちらは平成 26 年の１月から３月に試行をして

みました。月に１回、あわせて３回の実施だったのですが、必要なのかどうか。人がいて

も部屋が無ければ待ち状態は解消されない。必要な方への必要な対応ができない。部屋を

増やせない中で、現状をどうすれば改善できるのかというところで土曜診療はどうかいう

ことで検討いたしました。試行の結果を踏まえると、平成 27 年度中にこれをやりましょう

ということにはなりませんでしたが、今後検討が必要と考えております。ただし、利用者

のアンケートによれば、土曜実施は就学している子どもにとっては学校を休まずに来られ

るということもございましたのでメリットはあるのかなと思います。他に診療に初診を入

れるのか、再診をいれるのか、訓練もやるのかといったところも検討しなければなりませ

ん。 

 次の５番、関係機関との連携・協議ですが、後ほど黒田先生の方から説明があるかと思

いますが、平成 29 年度中に子ども総合センターが開所する予定でして、そちらの機能の中

で、「（仮称）インクルーシブ子育て支援モデル・プロジェクト」というかたちで発達障害

の関係の専門的な取組を行う予定ですので、こうした大きな施策についてはただ待ってい

るだけでなく、スタートに当たって我々がどのように動かなければならないのかというと

ころは私たちから発信して、連携していかなければならないと考えています。実際に今ま

で関係機関からの紹介であったり、お父さんお母さんが悩みに悩んで直接連絡されたり、

保健センター、福祉事務所、保育園、幼稚園、学校いろいろなところから連絡をいただい

て利用に至っていますが、こうした大きな支援機関ができた際にはどういうラインで連絡

が入ってくるのか検討して、いろいろとすり合わせをしなければならないと考えています。 

 最後の施設の維持管理のところですが、施設は今年で 32 年目を迎えています。大規模改

修までにはまだ少し間がありますが、水回りの補修がいろいろと必要な部分があったりし

ます。幸い耐震改修については問題がないのですが、至る所で改修が必要になっています。

利用者の方の駐車場も本当に少ない状況でして、遠くに離れたところに駐車していただい

ています。部屋についても足りないのでどうしたらいいのかというハード面でも調整が必

要なっています。さくら草についても同様の状況です。就学しているお子さんはどちらか

というとさくら草の方が多い状況ではあります。 

発達障害については微力ではありますが、出来るだけ早くということで、地域で起きて

いる問題については待っているということではなく、作業療法士、心理士、作業療法士を

可能であれば派遣して、実際の現場を見て対応していかなければならないと思います。そ

れから保護者支援も大切ですので、勉強会やペアレント・トレーニングも平成 25 年度から

開始しておりまして、定期的な回数を開催しています。ゆくゆくは保護者の方の不安を解

消進め、障害に対する理解や受容を進めたうえで、お子さんが安心して生活できるように

と思っています。現状がこうですよということですが、今後も引き続き要望したり検討し

たりしていまいりますのでどうぞ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。 
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（西村委員） 

 非常に内容の濃い話で、これだけで１時間以上のディスカッションが必要な内容だと思

います。今現在４カ月待ちということで、昨年の会議録にも同じことが書かれていました

が、どのように改善しようと考えているのでしょうか。 

 まず医者が初診をするのに４カ月待って、それから心理士などの予約を入れるため、実

際の療育が受けられるのは１カ月後、２カ月後になってしまうと思いますが、そうすると

半年近く先になってしまいます。このあたりの現在の状況とこれからどうするのかという

ことをお願いいたします。 

（星委員） 

 今、西村先生からご指摘いただいたとおりだと思っています。まず４カ月待ちの状況に

どう対処していくかということですが、例えば緊急性の高いものについては、医師の先生

の診察枠の隙間、調整時間のようなものが見つかる場合がありますので、ドクターにお願

い、協議してできるだけ早くという対応を心掛けています。 

 それから何もしないで長期間待つというのは保護者にとっては大変なことと思っていま

す。必要に応じてケースワーカーや専門職が子どもさんのご家庭での状況や状態を口頭な

どで伺って、診察の際に情報提供することで医師の診察時の対応につなげています。再診

は 20 分程度ですが、通常初診は 60 分くらいかかります。こうした自助努力などでできる

だけ早く対応するようには心掛けております。 

（西村委員） 

 ここ１週間くらいで子育て支援センターの方から、さくら草を紹介しても４カ月くらい

待つので、相談にのってもらえないかという電話がありました。また、大宮の保健センタ

ーからひまわり学園を紹介されたけど、やはり４カ月くらいかかるのでどうしたらいいの

かわからず、児童相談所に連絡したら、そこでは小児科に聞いてみたらと言われて、今度

はこっちに電話がかかってきたという出来事が立て続けに起こりました。ですので、でき

るだけ初診についてはなるべく早く診ていただきたいと思います。 

 それから今現在、さくら草には非常勤を含めてかなりの人数の医師がいると思うのです

が、問題は心理士さんが足りていないということではないのですか。開設当初の頃から思

っていたのですが、コ・メディカルの人数が足りていないので回っていないということで

はないでしょうか。専門職員の人数の資料を見ると、この人数ではとても回りきらないと

思うのです。 

説明では理学療法士の対応件数が 6,059 件という話があったのですが、これは回数です

よね。理学療法は１単位 20 分なので、一見するとすごく多く見えるだけだと思います。そ

れに対してＯＴ、ＳＴ、心理士は１時間が一つの枠ですよね。だから回数だけで説明され

ると理学療法士がすごくやっているように思えるのですが、実際の時間は他とあまり変わ

らないはずです。計算するとこの専門職の方々がフル回転になっているのは良くわかるの

です。開設当初は大丈夫だったのですが１年も経たないうちにいっぱいになってしまい、

コ・メディカルを増やしてくれという話をずっとしていたのですが、それが改善されてい
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ないので初診も改善されないのではないでしょうか。 

（星委員） 

 実際には心理の職員はひまわり学園では元々２名足りない状況でした。これについては

ずっと要望はしてきたところで、人員要望なので市の内部の話になるのですが、なかなか

そこのところがつかないと。そのため発達障害児支援事業として予算が付いている中で新

たに心理士の臨時職員を３名任用して動いているという状況です。正規の職員が外来で３

名、臨時職員が３名、通園についても心理士が１名おりますが、その体制でも、もともと

正規職員が２名足りない状態です。 

それから困難ケースであればあるほど、心理の検査についても、個別指導についても相

当の技術を要します。したがって心理士を採用したからといって、はい、じゃあすぐ心理

検査やってくださいねというわけにはいかないのです。そういったことが続いているかと

思います。この件についてはひまわり学園の方でも要望や苦情を承っているので、何とか

しなければならないという状況です。 

 それから診察後に評価をするまで時間がかかり、また訓練の開始まで半年かかるという

話ですが、下手をするとそのような状況になりかねないので、そうならないように、間に

ケースワーカーによる支援を取り入れるなどしております。何もしないで長い期間という

ことではありません。またその期間を短くできるよう努力はしているところです。 

（西村委員） 

 ぜひよろしくお願いいたします。ただ、４カ月という話が前面に出てしまっていて、患

者さんがあちこちで「４カ月待ちだから」ということを話しているということなのです。

それはそうではなくて、医師が診ていなくても、他の方がちゃんとケアしているというこ

とがわかれば患者さんにとってもだいぶ違うでしょうから、ちゃんとやっているというこ

とを表に出した方がいいのかなと思います。 

 あとは、保健センターでも毎月やっていますが、その枠を増やしてもいいのではないで

しょうか。それだけでもだいぶ違うと思います。公衆衛生委員会の中で保健センターの方

と話すと、小児科サイドが健診で引っかけて回そうとしてもどっちも取ってもらえないと。

それでフォローアップが全然なっていない。ですから保健センターの枠を増やして、医師

は小峯先生だけではないのですが、皆さんで入っていただいて、初診はそこでやるとか、

そうしたことをしていただいてもいいのかなと思います。 

外野なので好き勝手なことを言えますし、人数的に大変なところ申し訳ないのですが、

今後さいたま市が発達障害に取り組んでいくのであればかなりのマンパワーが必要だと思

います。この人数では絶対できないので、予算をきちんととって頂いて、上の方にも上げ

ていただいて取り組んでいただきたいと思います。ご苦労さまです。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。他にご意見ご質問等ございますでしょうか。 
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（長谷場委員） 

 教育委員会指導２課の長谷場といいます。先ほどの西村先生の話とちょっと似ているの

ですが、こちらで担当している就学に関する相談センターにも保護者の方からひまわり学

園の発達検査が４カ月待ちだが、こちらの相談センターを通じて予約をするとすぐ取れる

と聞いたので検査だけ取ってくれと言われたという話がありました。こちらも就学に関わ

る継続した相談の中で必要に応じて発達検査を行いますが、単発の発達検査だけやって数

値がわかればいいということはやっていません。こちらもかなりの相談の数を抱えていま

すのでそうしたケースはお断りさせていだいておりますので、一応ご了承いただきたいと

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。 

〇さいたま市インクルーシブ子育て支援モデル事業について 

（葉石委員長） 

 それでは、次の議題さいたま市インクルーシブ子育て支援モデル事業について、ご説明

をお願いいたします。 

（黒田委員） 

それでは私の方からご説明させていただきます。資料３をお願いいたします。これまで

発達障害者支援体制整備検討委員会で議論されたこと、例えば、委員会でまとめた、「さい

たま市の乳幼児支援のあり方」の報告書なども参考にして、さいたま市で考えている新た

な事業についてご説明させていただきます。 

 この事業自体はまだ途中でして、人員や予算が付いているわけではありませんが、こう

したかたちで進めていきたいということを説明させていただきます。 

スライドの２番目をご覧ください。これは、現状のさいたま市の療育体制ですが、例外

はありますが、基本的にひまわり学園と療育センターさくら草の２か所に全て集まるよう

なシステムになっています。一番左のところに示されているように、健康診査、発達健診、

一般外来による保護者の申込みなどの経路によりまして、先ほどの話にもありましたが、

いったん療育センターの医療部門を経由してその後にいろいろな支援を受けるというかた

ちになっています。 

昭和 58 年にひまわり学園が開設されましたが、当時は旧大宮市で、政令市ではなかった

のですが、そうしたところが直営で実施したということ、また医療、福祉だけでなく教育

機関が関わっていたということで、当時全国的にもユニークで先駆的な取組をしている施

設として多くの自治体から視察を受けたということは伺っております。 

ただし、当時は聴覚障害や肢体不自由児に加えて、精神発達の問題を抱える子ども達と

しては典型的な知的障害を伴う自閉症や脳性マヒ、ダウン症、重度・中程度の知的障害に

対する支援が中心で、当時の療育体制は現状とは異なり、十分に機能していたのではない
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かと思われます。 

次のスライドの３ですが、私どもでいろいろな資料を基に推計したところ、当時は概算

で、全体の中で 1.4％くらいの子どもを療育の対象にしていたと思われます。ところが最

近知的に遅れのない子ども、診断名は様々ですが通常学級でちょっと気になるお子さんた

ちを対象にしていくべきだという方向性の変化がありまして、そうすると概算で６％から

10％のお子さんを対象にしなければならないという現実があります。 

 スライドの４は全国の機関でどれくらいの子どもたちを要観察・要精密判定としている

かという割合のデータです。左側のグラフは 1 歳６カ月健診ですが、だいたい 11％くらい

です。右側は３歳児健診ですが、10％くらいになっています。ということは、大体全体の

10％位のお子さんを支援していく体制が今求められているということです。この問題はど

この自治体でも必ずしもうまくいっているわけではありませんが、現状としてはこれだけ

のニーズがあるということです。 

 それで次の５番目のスライドになりますが、明らかに支援が必要なお子さんというのは

比較的早期に支援の手が届きやすいということがあります。一方、軽度からグレーゾーン、

医学的な診断もなかなか難しいお子さんというのがいらして、そうした場合には、親御さ

んもわざわざ相談するのには少し抵抗があるとか、少し気になるけどどこに相談したらい

いのかわからないということがあったり、逆に相談機関の方からも情報の提供が難しい部

分があるのではないかと思っています。それから「障害のある子」という可能性を持つこ

とに抵抗がある方もいたり、必ずしも診断を望まないが、気になる行動の改善は望むとい

うニーズはあるのではないかと思います。例えば言葉が少し遅れているとか、他の子とう

まく遊べないとか、かんしゃくがちょっと強いとか、不器用さが目立つとか、何となく育

てにくいとか、兄弟と比べて下の子どもが育てにくいとか、そういった相談のニーズがあ

るのではないかと思っています。 

 それから２番目は、ご家族にはニーズがあまりないのですが、集団生活を送る中で、保

育園や幼稚園の先生など支援する側がちょっと気がかりな子ということで支援のきっかけ

となる場合もあると思います。例えば集団行動がとれないとか、集団でいるとじっとして

いられないとか、行動が乱暴だとか、他の子にわざといけないことをするだとか、そうい

った事例です。 

 軽度、グレーゾーンの子どもへの支援にはそれなりの質と利便性、専門性と一貫性のよ

うなものが求められていると思いますし、それに対応できないと家族や市民からの支持は

得られないのかなと思います。 

 スライドの６です。そこで仮称ですが、「インクルーシブ子育て支援モデル事業」という

名称で今回位置付けようとしていることは、インクルーシブ教育という言葉を参考に考え

たもので、誰をも排除しない、包括的な子育て支援モデルとして、障害の有無にかかわら

ず、人間には多様性があって、子育て支援についても多様なニーズがあることを前提とし

てシステムの方をそれらのニーズに対応できるようにしていくということを目指していま

す。 

 特に軽度からグレーゾーンの子どもを早期スクリーニングで選び出すということではな

く、診断の有無にかかわらず親御さんの心配事や子どもさん自身がどうしていいかわから

ない、「困り感」という言い方をするようですが、その困り感への迅速な対応が可能な子育
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て支援のシステムとして、障害のある子にもない子にも、グレーゾーンの子どもにも有効

なプログラムができないかというふうに考えています。例えば、子どもを怒らないでどう

育てるか、言葉をどう伸ばしていくか、他の子とうまく遊べるようになるにはどうしたら

よいか、こういったことは障害のあるなしに関わらず、子育ての共通なテーマであると思

います。 

 このようなことを目指して、次のスライドになりますが、現在少しずつ事業を進めてい

ます。今年度は庁内でワーキンググループを立ち上げて、実施計画を作成したり、あとで

説明いたしますが、標準化プログラムというものの原案をつくったりしています。平成 28

年度には、言語聴覚士、作業療法士、臨床心理士、保健師の４職種で構成される専門職チ

ームを設置して、標準化プログラムの作成ですとか、「（仮称）子育て支援トレーナー」の

育成ですとか、どこかの区をモデルとして、子育て支援講座やプチ相談会や個別フォロー

アップなどを進めていって、順次拡大し、将来的には全区で展開できたらいいのではない

かと考えています。 

 次に、スライドの８ですが、本事業のポイントとして、言語聴覚士、作業療法士、臨床

心理士、保健師、非常勤特別職の医師からなる専門職チームの設置が必須です。これはひ

まわり学園の中の外来療育を担当している主たる職種です。それから標準化プログラムは

ごく簡単に言いますとさいたま市で支援のための共通のテキストを作ろうということです。

今いろいろなところで、保育の先生、幼稚園の先生をはじめ、市の機関の中でもそれぞれ

の職員がいろいろなテキストで個々には勉強しているのですが、相互のディスカッション

がなかなかしづらいといいますか、使っているテキストが違うという問題があって少し考

え方が違うとか、そういったことがあるので、市で基本的なプログラムを作ってそれをみ

んなで共有するということを考えています。名前は変わるかもしれませんが、「子育て支援

基本プログラム」、「言葉を伸ばす親子プログラム＠ホーム」、「運動発達を促す親子プログ

ラム＠ホーム」などのプログラムを作成して、１日５分でも 10 分でもいいので、お母さん、

ご家族の方に家で取り組んでもらえるようなプログラムをテキストとして作りたいという

ことです。それから今、地域で子育て支援のミニ講座などが開かれていますが、そうした

場所を利用して小さな集団を対象に話をしながら、その後に個別相談を行いたいと考えて

おります。講演などが終わった後に大半の方はすぐ帰られるのですが、中には残っていて、

何か聞いてみたいけど、聞いていいのかどうかわからなくて迷っておられるような方、こ

うした方に積極的にこちらからお声掛けをして、困っていることがあったら相談にのらせ

てくださいということで、子育てに関する問題を積極的に拾っていきたいと考えています。

４番目は、（仮称）子育て支援トレーナーですが、先ほど申し上げた標準化したテキストを

市の中の子育てに関わるところに共通して広めていくことを目指していまして、保育園・

幼稚園の職員や子育て支援機関の職員、地域の医療機関の職員などに一緒に学んでもらっ

て、地域で支援の輪を広げていくということです。専門職チームを作るという話をしまし

たが、保育園や幼稚園の先生方からテキストに沿って実際にいろいろと試してみているけ

れどなかなかうまくいかないという時に、専門職チームにご連絡をいただいて、例えば専

門職チームが出張して一緒にやってみるとか、支援者が困った時に相談できる体制を市が

整えるようにしていきたいと思っています。 

 スライドの９ですが、参考までに、今市販されている書籍として、家庭で無理なく楽し



17

くできるコミュニケーション課題ですとか、小学校で困ることを減らす親子遊びですとか、

こういったテキストがいろいろと出されています。購入して読んでいる方もいると思いま

すが、育児に忙しい親御さんの中でこうしたことを実際に実行できる方はなかなか少ない

ので、こうした取組を人で支えながら一緒にやっていくことができればいいと思っていま

す。例えば、相談の後２週間後にまた来てもらう約束をしたら、その間にこの本の取組を

一つでいいからお子さんとやってみてくださいと。できたらお子さんと一緒に何かシール

のようなものを貼って下さいとか。テキストを一度親が子供に読んであげて、次にやって

もらうとか、短い時間でいいのですが、一緒にやってもらう取組を毎日継続してもらって、

また２週間後にどうかということをまた確認していく。こうしたことをイメージしていま

す。 

 スライドの 10 ですが、期待される効果です。対象としては、軽度からグレーゾーンの子

どもに関する相談ですとか、育児不安の強いお母様の相談が入ってくるかと思います。そ

れから診断をしない子育て支援の延長なので、ご家族の心配事相談へのハードルが低くな

ることを期待しています。それから、明日から、あるいは今日帰ってからすぐやってくだ

さいということなので、すぐに家族が子ども支援のプログラムを自宅で取り組めることで、

待たされる不安が解消できるのではないかと思います。それから先ほどのひまわりの４カ

月待ちの話に関連しての説明になりますが、軽度からグレーゾーンの相談を受けることで、

確実かどうかわかりませんが、療育機関への受診が減少し、本来ひまわり学園や療育セン

ターさくら草を是非受診していただきたいお子さんの待ち時間の改善できないかと考えて

います。それから今の状態では医療機関からの紹介先はひまわり学園とさくら草に限定さ

れているのですが、より敷居の低い紹介先として医療機関の先生方からも活用していただ

けるようになればご家族のニーズもより満たされやすいかなというふうに思います。また、

この事業は医療の枠組みではないため、診療報酬の絡みがないということで、例えば子ど

もを連れて来られない場合は、家で撮影した動画を一緒に確認したり、テキストの取組を

ホームページに動画でアップして今こういう取組をしているということがわかるようにす

るとか、そういったこともやりやすいのではないかと思っています。さらに早期から支援

を始めることで、不登校、ひきこもり、非行、いじめ、虐待などの問題やうつ病などの精

神疾患等、いわゆる「二次障害」を回避し、特性のあるお子さんといいますか、発達に凸

凹のあるお子さんたちの社会適応を促すことができるのではないかと考えています。 

 次のスライドの 11 に課題がございますが、まだどこの自治体でも包括的には実施されて

いないようなので詳細な実施計画が必要だということ、また人員や予算確保の問題があり

ます。予算についてはスライドの 12 になりますが、ここは割愛させていただきます。 

 スライドの 13 ですが、この事業をどこでやるかということについては、平成 29 年度に

開設する（仮称）さいたま市子ども総合センターの中に、「発達障害児生活支援室」という

ところがあるのですが、ここの業務として位置付けられないかと考えています。 

 最後にスライドの 14 になりますが、左側の欄のご家族と子どもが支援機関を経由して療

育センターに流れる仕組みが、下のインクルーシブ子育て支援モデル事業がうまく機能す

るようになれば少し別のかたちで支援できるようになる。もちろんインクルーシブ子育て

支援モデル事業の中から療育センターに行った方がいいというお子さんについては判断を

間違えないようにして療育につなげていくことが必要です。検査はちゃんとやるとかそう
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したルートを確保することは必要ですが、さいたま市の新しい療育施策としてうまく進め

られればいいかなと考えております。私からのご説明は以上です。 

（葉石委員長） 

ありがとうございました。ただいまの黒田委員の説明について、何かご質問やご意見な

どがございますでしょうか。それではせっかくの機会ですので私の方から委員の皆さんに

お伺いしたいと思います。まず保護者、親の立場から親の会の代表である富田委員と二瓶

委員にそれぞれ事業に対する意見や感想などがございましたらお願いしたいと思います。 

（富田委員） 

 親の会「麦」の富田でございます。よろしくお願いいたします。大変期待できるお話だ

と思います。私も他県からさいたま市に来た時に子どもがひまわり学園に行きまして、就

学前に相談に行った経緯をたどって、学校でケース会議を開いていただくに当たって、相

当先生とやりとりをさせていただいた経験を持っています。 

 親の会の立場で伺っておりますと、可能であれば、父親の協力というものが得られない

かということです。私ども親の会では大体お母さんが出てくることが多いですね。父親も

数人いますけれども。私の子どもは他県で、もしかしたら学習障害かもしれないという診

断を受けてさいたま市に来ました。当時小学校 1 年生で、今は二十歳まで育てましたが、

当時の先生に発達障害の可能性があるからお父さんも勉強してくださいと言われたのです

ね。その先生のおかげで勉強せざるを得ないと覚悟をしたのですが、父親もこの仕組みに

入っているような体制があればいいなと、ふと思いました。 

 それから、障害ではなく、発育・発達支援という言葉を使われましたが、非常に配慮さ

れていてよかったなと思いました。 

（黒田委員） 

 この事業には特にお母さんお父さんどちらでもいいと思いますが、やはりわかりやすい

のがいいと思うのと、診断の精密さの妥当性というのは、発達障害のお子さんは年齢と共

に変わっていくので継続して一緒に取り組める内容にすることが基本になっていくと思い

ますので、もちろんお父さんにも協力していただいて使えるようになればいいかなと思い

ます。お母さんだけが頑張って、お父さんは全然やらないということだと、その逆もある

かもしれませんが、そういったことはあまり望ましくないのでそのあたりも配慮できれば

と思います。ありがとうございます。 

（富田委員） 

 少し視点が違ったかもしれません。私が申し上げたかったのは、小学校、中学校と発育

の中で私の子どもはまさにグレーゾーンだったということです。私の子どもが通っていた

学校では何かあるとすぐにケース会議を開いてくれたのです。校長先生や教頭先生など、

いわゆる管理職も交えて会議を開いてくれた学校だからよかったのですが、なかなかそう

はしてくれない学校も多いのです。私ども親の会でも知恵を絞って考えて、うがった見方

ですが、そうしたところに父親が出ていくと先生が動くという傾向があって、お父さんを
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動かした方がいいのだけれど、単に協力というとあれなので、そのあたりをうまく書いて

いただければと思ったのです。どうもすみません。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。それでは二瓶委員から何かございますか。 

（二瓶委員） 

 まだイメージを掴みかねているのですが、さいたま市子ども総合センターに発育・発達

支援室というものをつくって、そこで専門的に、継続的に相談を受けていくということで

しょうか。 

（黒田委員） 

 元々、子ども総合センターの中にそういった部門をつくろうという話はあったのですが、

内容については詳細を検討していた経緯がありました。この機能とインクルーシブ子育て

支援モデル事業の方向性が一致していたところもありましたので、この事業を支援室の機

能に組み込みたいということです。 

（二瓶委員） 

 相談を受けたい方はいつでも相談を受けられるのでしょうか。 

（黒田委員） 

 それはそれで一つの役割なのですが、先ほど 10％のお子さんのフォローアップという話

を申し上げましたが、今、さいたま市では毎年１万人くらいのお子さんが生まれています

ので、対象としては毎年約 1,000 人という計算になります。1,000 人の方をいつでも相談

に来てくださいというのは実際にはなかなか難しいと思います。 

ですので、そうした個別相談も行うのですが、もっと大事なことは、さいたま市で子育

てをしている方々が、考え方や支援の方法を共有していくということを目指しているとい

うことです。 

（二瓶委員） 

 慣れていくというのは指導する側のことですか。 

（黒田委員） 

 そうです。今はとりあえず就学前の事業として予定しているので、学校の問題はその次

の段階になりますが、保育園の先生ですとか、幼稚園の先生ですとか、普段地域で子育て

に関わっている児童センターの職員などにこういった支援のかたちを一緒に学んで行けれ

ばと思います。地域で支援に関わっている方は、軽度やグレーゾーンのお子さんのことに

ついてはいろいろと悩んでいらっしゃると伺っておりますので、そうした方々への支援に

なるような事業として考えています。 
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（二瓶委員） 

 支援する人を増やすということですね。健診で引っかかってしまった人が行くというこ

とではなくて。 

（黒田委員） 

 今のところは、西村先生がされているような乳幼児健診や保健センターの発達健診とす

ぐに組み合わせることは難しいと思いますが、この事業がきちんと動き出せば次の段階を

考えることはできるかと思いますが、とりあえずはこういうことができるかどうかという

ことを確認しながら進めたいと思っています。したがって、今のところ既存の事業とはリ

ンクしないかたちで考えています。 

（二瓶委員） 

 なるほど。そのかたちで３年くらいかけてということでしょうか。 

（黒田委員） 

 そうですね。３年、４年、もしかしたら５年くらいかかるかもしれません。それである

程度信頼できる事業として周りから認めていただければ、いろんな方に利用していただけ

るのではないかと。まずは事業としてきちんと進められることが大事だと思っています。 

（二瓶委員） 

 わかりました。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。それでは４カ月待ちという療育センターの待機期間の短縮に

もつながるということで、先ほどの話題にもなりましたが、西村委員さん何かご感想など

ございますでしょうか。 

（西村委員） 

 スライドの 10 のところに期待される効果ということが書かれていますが、これは全部効

果が出てくると思いますので、早くやってくださいというのがこちらとしてのお願いです。

やはり医療機関からの紹介先がないのが困るのですね。私が以前勤務していたさくら草の

ようなところがあってそこでできればいいのですが、自分の開業している小児科で保険点

数上は心理士を雇うわけにはいかないのです。それでお願いということなるのですが、ぜ

ひ、うまくやっていただければ、これは進んでいくでしょうし、保健センターの発達健診

とリンクさせて、どちらでどうしていくということも考えていただくと非常にいいのかな

と思います。保健師さんの方が保健センターでチェックを引っかけるということであれば、

医者の方が引っかけたのをこちらの事業の方にお願いするということでもいいでしょうし、

どちらにしてもちょっと気になる子を見ていただけるのは保護者のニーズとしても期待さ

れていると思います。この建物はどこに整備されるのでしょうか。 
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（黒田委員） 

 子ども総合センターは旧大原中学校の跡地なので、与野駅の東口から歩いて 10 分弱のと

ころになります。 

（西村委員） 

 こういったことをやっていただけるのは保護者のニーズにも合っていると思うので、応

援しますので、ぜひやってください。 

（黒田委員） 

 もちろん医療的な支えは絶対必要ですし、そこは大事なところですので、西村先生をは

じめ医師会の先生方にはこの事業についてご理解とご支援をいただけるとありがたいと思

います。 

（西村委員） 

 それはお互いにやっていかなければならないと思います。この事業は軌道に乗せていた

だけると、非常にいいと思います。保健センター、さくら草、ひまわり学園の負担も減る

と思います。よろしくお願いします。 

（杉渕委員） 

 幼稚園の現場でもやはり気になる子がいた時に相談機関としてどこを紹介したらいいの

か、私どもの立場でも迷います。市が発行している子育て支援ブックを見て、この内容な

らこちらと案内するのです。療育センターさくら草が私の幼稚園の近くにあるのですが、

その話をすると、うちの子はそんなところに行くほど障害が強いのですかというような言

い方をされたり、他には相談機関がないのですかとか、そういった相談がよくあることな

のです。障害のあるなしに関わらず、子育て、発育・発達支援ということで言えば、この

事業は大変すばらしいと思いました。 

ぜひ進めて成果を出していただければと思うのですが、現実の問題として、私たちも障

害のある子どもを手厚く支援するために、何をしているのかというと、例えば、職員の採

用について補助金をもらえる県の制度があるのですね。この対象は発達障害だけでなくて、

さまざまな障害に対する手当なのですが、補助金をもらうために診断書を提出する必要が

あります。例えば肢体不自由のように障害が明確な場合はすぐにお医者さんも診断書を出

してくれるのですが、発達障害のように時間がかかって診断書を出していただけないとい

うことになると、補助金が出ないのに手のかかる子どもを引き受けるとなるとちょっと遠

慮したいなという動きが出てくるのはやむを得ないところなのですね。そういった意味で

も補助金の手続きについては期限が切られていて、ある日ある時までに書類を全部揃えな

いと補助金がもらえないような仕組みになっていますので、必要なときには診断書が早く

受けられるようになってほしいと。そのためにはインクルーシブ子育て支援モデル事業が

早く機能していけば、大宮小学校の中にある付属幼稚園を除いてさいたま市の幼稚園は全

て私立幼稚園ですが、市内のそうした幼稚園ともリンクしていますので、相談やフォロー

を受けられる仕組みになっていくといいなと思います。以上です。 
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（葉石委員長） 

 ありがとうございます。こちらの事業がうまく進んで療育センターの待機時間が解消さ

れていけば今のお話のようなことも進んでいくのではないかと思います。他に質問等ござ

いますでしょうか。 

（大竹委員） 

 私も保育園の園長として長く現場にいたのですが、入園の際にはお子さんと保護者に来

ていただいて 30 分程度面接を行うのですが、その段階ではっきりと障害のあるお子さんは

支援制度の対象となるのですが、先ほどのお話の気になるお子さんについては、例えば、

お母さんに１歳６カ月健診を受けた時に先生から何か言われませんでしたかと尋ねると、

いや別にありませんと答えられるのです。ただこちらでよく見てみると、目が合わなかっ

たりとか、言葉がオウム返しであったりとか、ある程度の年齢になっているにも関わらず

こちらの問いかけに答えられなかったりとか、そういったことがあるのです。 

お母様自身が困難さを抱えている場合もあるのですが、当のお母さんに全く問題意識が

なくて、２歳、３歳になるのにこんなに言葉が出てないのにどこにも引っかからなかった

のかなと疑問に思うお子さんもいるのですね。それで、ちょっと気になるけど、保育園に

入って集団生活の中で様子を見てみようという段階で入園するお子さんもいらっしゃるの

です。 

私は児童センターにも３年ほどいたのですが、センターに遊びに来る子どもたちの中で

も他の子に手が出る子どもですとか、倒してしまう子どもですとか、本人も遊びの困難さ

を抱えていて、うまく関われない子がいます。お母様自身もどこにも相談したことがない

と話しており、どうやって相談する道筋を手当してあげたらいいのかということが、私自

身もずっと現場での悩みだったのです。 

 ひまわり学園やさくら草はちょっと敷居が高いといいますか、なかなかそこまで紹介す

るほどではないというのがあります。少し心配な場合は保健センターに問い合わせをした

りもしますが、保健師さんのことを知らないという方も少なくありません。今回の取組で

もう少し間口が広がって、こういうところがあるのですけど、言葉がでないということで

心配であれば、お母さんそこに相談してみたらどうですかということで気軽に相談できる

施設ができればいいなと黒田先生の話を伺ってしみじみ思いましたので、よろしくお願い

いたします。 

（黒田委員） 

 少し補足させていただきます。相談できる場所というのは重要なのですが、今のお話の

例ですと、他のお子さんとうまく遊べない場合、児童センターの職員がどう対応したらう

まくいくのか、興奮した時は少し落ち着かせてからとか、少し離れてとか、そうしたらう

まく行きましたよ、ということを児童センターの職員自身がお母さんにアドバイスできる

ようになるということです。そういうかたちでノウハウをみんなで共有していけるような

かたちになればと思います。 

 最初にその子が発達障害かどうかの診断を受ける、もちろんそれが大事な場合もありま
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すが、多くのお母さんは診断を求めているというよりは、その子の問題ですとか、他の子

と比較してこういうところを何とかしたいというのが一番のニーズだと思いますので、そ

の点に応えられるかたちで、さいたま市では同じテキストで、誰に聞いても、同じ内容が

提供できるかたちになればと考えています。あっちで聞いたのと、こっちで聞いたのが違

うということになるとなかなか混乱が生じるかもしれませんので、みんなで一緒に勉強し

ていって、10%のお子さんというかなりの数を地域で支えられるシステムに発展していけば

いいかなと思います。なかなか難しいとは思いますが。 

（葉石委員長） 

 特に他にございますか。なければこの議題については以上としたいと思います。 

３ そ の 他  

○潤いファイルについて 

（葉石委員長） 

 それでは次の議題で潤いファイルについてということで、事務局から説明をお願いいた

します。 

（小島課長補佐） 

はい、それでは潤いファイルについて説明させていただきます。お手元の「潤いファイ

ル」という資料をご覧ください。このファイルは障害のあるお子さんのライフステージに

応じて、一貫した継続的な支援を受けるために、本人・保護者と教育・医療・保健・福祉・

労働などの各機関が相互にお子さんへの支援状況に関する情報を共有し、必要な連携を図

るためのツールとして、この委員会で平成２０年度に作成したファイルです。 

このファイルは、特別支援学級に在籍する児童生徒、通常学級に在籍し、保護者が活用

を希望する児童生徒に対し、各学校を通して配布しています。 

また、就学前のお子さんや中学校卒業後の方には、市内の療育・福祉・保健機関などで配

布しています。 

２ページをご覧ください。ファイルは３つのシートで構成されており、本人のプロフィ

ールや相談・支援の履歴を記録する「フェイスシート」、お子さんの特性を理解し、教育的

ニーズを考える「理解シート」、教育的ニーズに応じた適切な支援を計画する「支援シート」

がございます。３ページは支援の流れと活用例のフロー図でございます。 

次に、４ページは活用についてでございます。ファイルは保護者又は本人が管理し、支

援機関が管理することはありません。また支援機関等への提示については保護者又は本人

が判断いたします。 

５ページからはフェイスシートの内容になっておりまして、９ページからは理解シート

の内容、12 ページからは支援シート、18 ページからはシートの記入方法、記入例となって

おります。22 ページ、23 ページはご相談先の案内となっております。 



24

この潤いファイルについては、配布から６年が経過しましたので、今年度、活用状況の

把握やファイル内容の確認等の作業を行ってまいりたいと考えております。 

市内部の機関を対象に活用状況について、今後照会を検討しておりますので、職員の委

員の皆様にはこの場をお借りして、事前にご案内させていただきます。 

また、他の委員の皆様におかれましても、このファイルについてご意見などがありまし

たら、是非お寄せいただきたいと考えておりますので、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。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。 

（富田委員） 

 親の会の富田でございます。３ページに支援の流れと潤いファイルの活用例が載ってい

ますが、私の子どもは残念ながらこのファイルができる前の年代だったのですが、存在は

知っております。私の子どもの場合は小学校の校長先生が支援の経験があったので、当時

はこのファイルはなかったのですが、ほぼ同じ内容を自前で作ってくれました。それを小

学校から中学校に持って行ってくれて、今度こういう子どもが進学するからねと説明して

くれたのです。当時は旧岩槻市だったという事情もありますが、小学校と中学校の義務教

育ではほぼ完璧な支援を受けられたのですが、高等学校になりますとかなり難しい部分が

あります。 

私の子どもの場合は当時の中学校の校長先生の配慮で非公式に資料を持って行ってくれ

たことがあります。そこでお伺いしたいのは誰の責任で小学校から中学校へ、中学校から

高等学校へ、高等学校から就学、就労へと持っていくのか。その責任が明確ではないと引

き継ぎや申し送りが不明確に思えるのですが、そこについてはどのように考えているのか

お聞かせください。 

（小島課長補佐） 

 こちらのファイルについては、先ほどの説明で申し上げましたが、保護者さんもしくは

ご本人様が管理をして、必要な時に支援機関に提示するかどうかをご本人もしくは保護者

さんにご判断をいただくというかたちでこれまで運用してきたところでございます。 

（富田委員） 

 この潤いファイルは手前どもの会員でもあまり使っていないというのが実情でして、そ

の理由は提示して、その提示を受けた相手がわかっているかということなのですね。親の

方は自分の子どものことですから一生懸命書きますけれども、相手方がこれ何ですか、と

いうことですと活用されないと思います。その点の啓蒙といいますか、例えば学校の先生

が知らなかったということもありましたので、親の会としては活用を躊躇してしまうとこ

ろがあります。 

（小島課長補佐） 
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 今ご指摘いただいた点は正に課題と認識しておりまして、このファイルの周知を市の内

部の職員、学校の教職員の方々も含めて行っていくことは必要なことだと思っています。

課題だと認識しています。 

（葉石委員長） 

 学校の方から何かありますか。 

（長谷場委員） 

 潤いファイルについては、就学相談を行っている教育相談センターの方で保護者の希望

に応じて必ず渡すようにしています。就学に関わった情報については、お子さんが入学す

るに当たって教育相談センターの指導主事が各学校を訪問して、今年１年このような相談

をしてきたというような情報提供を１年生に上がる時に、移行支援と呼んでいますが、２

月から３月にかけて行っています。そのようなかたちで情報を引き継いでおります。 

 在籍校では、先ほどのご指摘のように学校現場への周知ということが課題になっており

ますので、管理職を含めた研修を通じまして、こうしたファイルがあることは常々情報提

供をしております。そうした中で個別の指導計画や支援計画を潤いファイルとして保護者

の方が持って中学校に進学する、高等学校に進学する際に、今まで学校でこういった支援

計画をつくり、こういった支援を学校で行ってきましたということで、保護者が次のステ

ップに進んでいくと。そういった一貫した支援ができるように学校に周知を行っていると

ころです。課題であるのは間違いないです。以上です。 

（大竹委員） 

 公立保育園の話ですが、今年の２月に指導２課の方が保育園の園長会議にお見えになり、

潤いファイルについて園長先生たちにご説明になり、就学に向けて利用している年長のお

子さんもいるので、一応説明はいただいております。 

（葉石委員長） 

 ありがとうございました。移行支援という中で行われている中で活用されていることは

非常に効果的だと思いますので、活用の面も含めて見直しの際は検討されるといいかなと

思います。それではこの議題についてはよろしいでしょうか。 

それでは決められた議題はこれで終了となります。何か皆様からございますでしょうか。 

なければ進行の方を事務局にお返ししたいと思います。 

４ 閉  会  

（小島課長補佐） 

ありがとうございました。今後の日程についてでございますが、次回の開催は来年２月

24 日の開催を予定しております。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。 
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それでは、以上をもちまして、「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。引き続きど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

以 上    


