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第34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 9 月 21 日（木）15:00～16:30 

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33回委員会会議録（案）の承認 

○ 発達障害者支援地域協議会への移行について 

○ 平成２８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 

○ 次期障害者総合支援計画の策定について 

○ 発達障害に関する理解啓発パンフレットについて 

３．そ の 他 

４．閉  会 

 配布資料  

・第 34 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 34 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 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（案） 

・資料 1-1 さいたま市発達障害者支援地域協議会への移行について 

・資料 1-2  発達障害者支援法（抜粋）         

・資料 2  平成２８年度発達障害に関する講演会開催結果について 

・資料 3-1 平成２８年度発達障害者総合支援センター実績報告 

・資料 3-2 「ちょっと気になる子」が働き続けるためにチラシ 

・資料 3-3 さいたま市発達障害者社会参加事業「きらめき」リーフレット 

・資料 3-4  キャリア形成支援講座チラシ 

・資料 3-5  平成 28 年度第 1 回・第 2 回発達障害者支援連絡協議会グループワークまとめ

・資料 4-1  計画策定のスケジュール(予定) 

・資料 4-2  さいたま市障害者総合支援計画素案 

・資料 5-1 発達障害に関する理解啓発パンフレット相談機関、関係機関一覧 

・資料 5-2 発達障害に関する理解啓発パンフレット改訂に係る意見について 

・パンフレット「ちょっと気になる子（発達障害）を理解するために」 
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 出 席 者  

委  員・・・葉石光一、西村敏、福島豊、佐藤祐子、竹田由香里、柗村幸裕、

黒田安計、小林裕子、大塚裕子、大澤恭史、小峯真紀、岡田健彦

（敬称略）

事 務 局・・・【障害政策課】 

       高島宏（課長）、鈴木裕之、篠原幸治、射場重光、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、畠山千佳、桑原初佳 

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。 

私は、障害政策課長の高島と申します。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します。 

それでは、まず、本日の委員の皆様の出席状況についてですが、竹田委員が所用により、

遅れることとなっておりまして、出席委員１１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

料は、１７点ございます。 

① 第 34 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 第 34 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 第 34 回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 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（案） 

⑤ 資料 1-1 さいたま市発達障害者支援地域協議会への移行について 

⑥ 資料 1-2  発達障害者支援法（抜粋） 

⑦ 資料 2  平成２８年度発達障害に関する講演会開催結果について 

⑧ 資料 3-1 平成２８年度発達障害者総合支援センター実績報告 

⑨ 資料 3-2 「ちょっと気になる子」が働き続けるためにチラシ 

⑩ 資料 3-3 さいたま市発達障害者社会参加事業「きらめき」リーフレット 

⑪ 資料 3-4  キャリア形成支援講座チラシ 

⑫ 資料 3-5  平成 28 年度第 1 回・第 2 回発達障害者支援連絡協議会 

グループワークまとめ 

⑬ 資料 4-1  計画策定のスケジュール(予定) 

⑭ 資料 4-2  さいたま市障害者総合支援計画素案 

⑮ 資料 5-1 発達障害に関する理解啓発パンフレット相談機関、関係機関一覧 

⑯ 資料 5-2 発達障害に関する理解啓発パンフレット改訂に係る意見について 

⑰ パンフレット「ちょっと気になる子（発達障害）を理解するために」 
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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、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御覧ください。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。こちらにつきましては、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御確認をいただくとともに、公表について御了解をいただければと存

じます。 

（委員一同 了承） 

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３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。 

（委員一同 了承） 

（高島課長） 

 それでは、ただ今より第34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。委員会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日は、皆様大変お忙しい中、第３４回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会

に御出席いただき誠にありがとうございます。 

また、本委員会の委員を快くお引き受けいただき、心より感謝申し上げます。 

さて、平成17年度に本委員会を設置してから10年以上が経過し、本委員会の開催回数は

30回を超えました。 

本委員会では、発達障害者支援センターや総合療育センターひまわり学園支援の状況、

発達障害者の親支援、特別支援学級の設置状況、インクルーシブ子育て支援モデル事業な

ど、乳幼児期から成人期まで各ライフステージに応じた支援について、委員の皆様から数

多くの御意見をいただいております。 

「発達障害者に対する支援の充実」については、本日の議題にもなっております、次期

障害者総合支援計画においても重点プログラムとして位置付けられておりますが、支援を

一層充実したものとしていくためには、本委員会において、皆様のそれぞれのお立場から、

御意見をいただきながら、政策を進めていくことが重要と考えております。 

今後におきましても、皆様から御意見をいただきながら、発達障害者支援の一層の充実に

努めてまいりたいと考えておりますので、引き続き、御理解と御協力を賜りますようお願
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い申し上げます。 

続きまして、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します。お手数ですが、葉石委員から時

計回りにお願いできますでしょうか。 

～ 委員自己紹介 ～ 

皆様、ありがとうございました。 

続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

～ 事務局紹介 ～ 

続きまして、障害者総合支援センターの職員の紹介を、所長の山口よりさせていただき

たいと存じます。 

～ 障害者総合支援センターの職員紹介 ～ 

（高島課長） 

 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条第１項に基づき、

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が、どなたかに御推薦が

ございましたら、挙手をして御指名いただきたいと思います。 

 はい、竹田委員どうぞ。 

（竹田委員） 

 私は、本委員会の前委員長として、これまで委員会の進行やとりまとめに御尽力され、

発達障害に関する知識が豊富な葉石先生に委員長をお願いしてはどうかと思いますが、い

かがでしょうか。 

（高島課長） 

 ありがとうございます。ただ今、竹田委員から葉石委員を委員長にという御発言がござ

いましたが、皆様いかがでしょうか。 

（委員一同 了承） 

（高島課長） 

 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。 
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（葉石委員） 

 はい。 

（高島課長） 

 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、以降の進行について、

葉石委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

（葉石委員長） 

 改めまして、埼玉大学の葉石と申します。これより、委員長として務めさせていただき

ますので、どうぞよろしくお願いします。 

 それでは議事に移る前に、委員長職務代理者の指定をさせていただきたいと存じます。 

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条第３項には「委員長に事

故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する」とあります。 

さいたま市の発達障害者施策や本委員会の経緯と現状をよく御存じの黒田委員を職務代理

者にお願いしたいと思いますが、黒田委員よろしいでしょうか。 

（黒田委員） 

 はい。 

２ 議 題  

（葉石委員長） 

 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33回委員会会議録（案）の承認」について、事務局より説明をお

願いします。 

（鈴木係長） 

 はい。さいたま市障害政策課の鈴木と申します。どうぞよろしくお願い致します。 

 それでは、議題１「第33回委員会会議録（案）の承認」について御説明させていただき

ます。 

去る２月１６日に、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催いたし

ました。御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、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２

８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、事前に御確認をいただいているところでござい

ますが、内容等について御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
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したら、委員会として御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。よろしくお願いします。 

（葉石委員長） 

 はい。ありがとうございました。 

 こちらについては、事前に御確認いただいているということで、特に御意見等がなけれ

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。 

 それでは、「第33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、「発達障害者支援地域協議会への移行について」ということで

すが、事務局から説明をお願いします。 

（鈴木係長） 

 はい。それでは、議題２「発達障害者支援地域協議会への移行について」御説明させて

いただきます。 

 資料につきましては、資料１－１、資料１－２となりますので、よろしくお願いします。 

 「発達障害者支援法」が平成１７年に施行されてから、１０年以上が経過し、障害者基

本法の改正（平成23年8月）や障害者権利条約の批准（平成26年1月）等、障害者福祉をめ

ぐる動向が変化する中で、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」が改正され、昨年８月から施行されております。 

 この法改正では、発達障害者への支援について、「地域社会における共生」、「社会的

障壁の除去」、「個々の状況に応じた切れ目ない支援」などの基本理念が新たに盛り込ま

れ、発達障害者支援のさらなる充実のため、法律の全般にわたって見直しが行われました。 

資料１－２「発達障害者支援法（抜粋）」の裏面を御覧ください。 

「発達障害者支援地域協議会」については、第１９条の２におきまして、「都道府県は、

発達障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者及びその家族、学識経験者その他

の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団

体並びにこれに従事する者により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができ

る。」として、新たに定められました。 

 今申し上げましたとおり、この条文では「都道府県は～協議会を置くことができる」と

ありますが、大都市の特例というものがありまして、政令指定都市にも都道府県に関する

規定が適用されますので、さいたま市も、「発達障害者支援地域協議会」を設置できるこ

ととなっております。 

また、本日の議題にもなっております、次期障害者総合支援計画は、国の法律等に基づ

いて策定いたしますが、国から示された基本指針には、都道府県及び指定都市が発達障害

者支援地域協議会を設置し、活用することが重要であるとし、「協議会の開催回数の見込

み」を指標として設定することが適当であると明記されております。 

このような状況を踏まえ、さいたま市におきましても、「発達障害者支援地域協議会」

を設置いたしたいと考えております。 

設置の方法につきましては、地域協議会の機能や構成員などから、「発達障害者支援体
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制整備検討委員会」からの移行、という形で設置したいと考えております。 

なお、設置を検討するに当たり、他の自治体への確認を行ったところ、同じように、既

存の委員会等から移行するというケースも多くございました。 

つきましては、「発達障害者支援体制整備検討委員会」を、「発達障害者支援地域協議

会」へ移行することにつきまして、委員の皆様から御意見をいただきたいと考えておりま

す。 

資料１－１「発達障害者支援地域協議会への移行について」を御覧ください。 

この表は、右側が現行の「さいたま市発達障害者支援整備検討委員会の設置要綱」左側が

「さいたま市発達障害者支援地域協議会の設置要綱案」となっております。この要綱改正

により、委員会から地域協議会に移行するということでございます。 

まず右側、検討委員会の要綱の第２条の「目的」を御覧ください。「発達障害者支援体

制整備検討委員会」は、これまで、「発達障害の早期発見、早期支援体制の整備及び就労

支援、生活支援体制等について検討し、発達障害者に対する支援体制を構築すること」を

目的として、各ライフステージにおける支援体制について検討を行い、情報共有を行って

まいりました。 

続きまして左手、地域協議会の第２条の「目的」を御覧ください。「発達障害者地域支

援協議会」は、発達障害者支援法の第１９条の２の第２項に基づき、「関係者等が相互の

連絡を図ることにより、本市における発達障害者の支援体制に関する課題について情報を

共有し、関係者等の連携の緊密化を図るとともに、本市の実情に応じた体制の整備につい

て協議する」ことを目的といたします。また、検討委員会と同様に、早期発見、早期支援

体制及び就労支援、生活支援体制等を含む、本市の実情に応じた支援体制の整備について、

協議を行ってまいりたいと考えております。 

続きまして、構成員としましては、検討委員会では、「（１）関係行政機関の職員」、

「（２）学識経験を有する者」、「（３）親の会等に関係する者」、「（４）障害者の福

祉に関する事業に従事する者」、「（５）市職員」が構成員となっております。 

地域協議会の要綱では、「（１）発達障害者及びその家族」、「（２）学識経験を有す

る者」、「（３）医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う者」が構成員とな

ります。 

そのため、現委員会の「（３）親の会等に関係する者」としてお願いしております委員

は、地域協議会では、「（１）発達障害者及びその家族」、現委員会の「（１）関係行政

機関の職員」、「（４）障害者の福祉に関する事業に従事する者」、「（５）市職員」と

してお願いしております委員は、「（３）医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務

を行う者」として、委員をお願いすることとなります。なお、今回の要綱改正による支援

地域協議会への移行におきましては、現検討委員会の委員の皆様に、引き続き、委員とし

て御参画いただきたいと考えております。 

その他の修正点につきまして、御説明いたします。 

まず、定義についてですが、検討委員会の設置要綱の定義では第３条の２項において「こ

の要綱において発達障害者及び発達障害児とは、支援法第２条第２項で定めるものをいう」

とされておりますが、この要綱の中で「発達障害児」の文言は使用されておりませんので、

この文言を削除しました。 
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資料１－２の１ページ目上段、第２条の２項を御覧ください。 

「この法律において『発達障害者』とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会

的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい『発達障害児』とは、発達

障害者のうち十八歳未満のものをいう。」とされております。 

そのため、この要綱でいう「発達障害者」という言葉には、十八歳未満の発達障害児も

含まれております。 

続きまして、第７条の３項について、資料１の裏面を御覧ください。委員以外のものに

出席を求める場合の記載について、その役割を明確化するため、文言を追加しました。 

附則を御覧ください。支援地域協議会設置要綱の施行期日ですが、本日、皆様の御承認を

いただければ、速やかに内部手続きを進めさせていただきまして、年度途中とはなります

が、１０月１日から施行させていただければと考えております。 

また、先ほども御説明させていただきましたが、附則の２項、３項にありますように、

現在「発達障害者支援体制整備検討委員会」の委員及び委員長をお願いさせていただいて

いる皆様には、引き続き「発達障害者支援地域協議会」の委員及び委員長として、御協力

いただければと考えております。 

 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報告について、何か御意見、御質問などはございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

それでは、皆様御承認いただけたということで、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年度発達障害に関する講演会開催結果について」、

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年度発達障害に関する講演会開催結果について」御

報告させていただきます。 

お配りしております資料２を御覧ください。この講演会は、国連が定める４月２日の世

界自閉症啓発デー及び、我が国の発達障害啓発週間（４月２～８日）に向けて、広く市民

の皆様に発達障害への理解と啓発を図ることを目的として、例年、この時期に実施してい

るものでございます。 

昨年度は、２月１８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で、埼玉大学教育学部の櫻井 康博（さくらい やすひろ） 教

授に、「もっている力を社会につなげる」という演題で御講演をいただきました。 

内容としましては、小学校や特別支援学校の校長として、児童生徒と接してこられた経験

を交えながら、発達障害のある子どもと接する上で、心がけたいことや、学校以外の活動

で、社会とつながることの重要性などについて、お話いただきました。 

当日は、２０４名の方に御参加いただき、１６１名の方からアンケートの御回答をいた

だいております。 
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アンケート結果①の左側の「理解度」の円グラフを御覧ください。講演会の理解度でご

ざいますが、「よく理解できた」と御回答された方が７３％で、全体の約４分の３いらっ

しゃいます。これと、「まあ理解できた」と回答された方の２１％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、右側の「役立ち度」の円グラフを御覧ください。講演会の役立ち度については、

「大いに役立った」が５９％、「役立った」が３９％で、これらの合計が９８％となって

おりますので、昨年度の講演会につきましては、御参加いただいたほとんどの方に、満足

いただけたのではないかという風に考えております。 

２ページ目を御覧ください。参加者の主なお立場としては、【アンケート結果②】の左

下の円グラフになりますが、発達障害のある方の御家族の方の割合が３１％、保育・療育

関係者が３１％、教育機関の方が１６％、行政機関の職員が２％、一般の方が１０％、そ

の他が８％となっております。 

資料の３、４ページに、参加者の方からの主な感想を記載させていただきましたが、今

までとは違った視点を持てた、ことばのかけ方に気を付けようと思ったといった御感想を

多く頂いたところでございます。 

事務局といたしましては、アンケートの結果から、講演会に対する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３月１７日（土）

に、与野本町コミュニティセンターの大ホールで開催する予定でございます。本委員会の

委員長をお願いしております、葉石先生に御講演いただきますので、詳細が決まりました

ら、皆様にも御案内させていただきます。どうぞよろしくお願いします。 

 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） 

 はい、ありがとうございました。 

 大変好評だったようです。 

ただいまの事務局の報告について、何か御意見、御質問などはございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。私としては、大変プレッシャーのかかる報告ではありましたが、

今年度の講演会を務めさせていただきたいと思います。 

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。 

（山口障害者総合支援センター所長） 

 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。 

日頃より、当センターの活動に御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。 

 それでは、発達障害者支援センターの２８年度の実績について御説明させていただきま

す。申し訳ございませんが、着座にて御説明させていただきます。 

 初めに、お手元の資料３－１「発達障害支援センター平成28年度」との題名のある資料
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を御覧ください。 

平成２８年度におきます、センターの相談状況といたしましては、電話相談が２，２９

１件、来所相談が１，５９３件、訪問が６９件、メール等その他が１２０件、総数が４，

０７３件となっております。昨年が４，２４２件ですので、件数としては、やや減少傾向

にあります。 

 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８８８名、継続した相談をし

ている方が３１２名、合計１，２００名となっております。 

 こちらにつきましては、平成２７年度と比較いたしますと、新規が７７３名、継続２２

３名、合計９９６名となっておりますので、新規が７割以上と言う点では同じ傾向と言え

ますが、全体数としては増加しております。 

 実人数が増加し、延べ件数が減少している背景としましては、就労移行支援事業所など

就労支援の場が増えたことで、主訴が仕事の相談の方については地域の社会資源に繋がり

やすくなったことが考えられます。 

 次に、（２）年齢別の傾向を見ますと、１９歳以上の成人期の方が６４％、１８歳以下

の乳幼児・児童期の方が２４％、残り１２％が年齢不明となっており、全年齢をとおして、

最も多かったのは２０代の方でした。成人期に入って就労や学業でつまずいたり、初めて

障害に気づく方が依然として多く、これは、過去数年間同じ傾向が見られます。 

続きまして、（４）発達障害診断の有無に関しましては、６２％の方がまだ診断がついて

いないか、未受診の方との結果となっており、こちらも過去数年同じ傾向が見られます。

すでに診断がついている方で多いのはアスペルガー症候群や広汎性発達障害等の自閉症ス

ペクトラムの方で２０％、ついで注意欠如多動症の方が７％となっております。 

 次に、（５）の相談経路ですが、２８年度は市HP等を含めた市の広報が最も多く、続い

てインターネットなどのメディア、相談機関、医療機関の順になっております。 

 （６）の相談内容といたしましては、２７度は就労に関する相談が４割、それ以外の相

談が６割だったのに対し、２８年度は就労に関する相談が３割、それ以外の相談が７割と

なっております。先ほど御説明したとおり、就労に関する相談については、相談窓口が増

加傾向にあることから減少していると考えられます。 

 続いて、３「その他の活動」の（４）を御覧ください。発達障害者社会参加事業ですが、

模擬就労体験や居場所支援などの日中活動をとおして、孤立を防ぎ、社会参加へのきっか

けとなる場として平成２６年度からＮＰＯ法人に委託し実施しております。平成２８年度

の実利用者数は３１名、延べ利用者数は６９６名でした。３１名の内１０名の方は、就労

支援施設の利用を開始されたり、施設見学に行かれるなどの肯定的な変化が見られました。 

 この事業のパンフレットを資料３－３に添付しておりますので、後程御覧ください。 

 次に、３の（５）にあります「学生向けキャリア形成支援事業」につきましては、１０

代から２０代の若い世代の方を対象に、精神疾患などの二次障害を予防し、その人らしい

自立を考えていくことを目的として、昨年度から本格実施を始めております。本人向けと

して、自立生活に関する講座、就労基礎講座、金銭管理講座を各２回ずつ、また御家族向

けの講座を１回実施しました。希望者４名にはさいたまステップアップオフィスでの半日

実習を体験していただきました。成果としましては、講座への参加をきっかけに当センタ

ーでの相談に繋がる方や、仕事体験をとおして働くことへの自信を持てたと感じた方がい
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たことなどがあげられます。また、３つの教育機関と連携をとり、内容の吟味やチラシの

配布などに御協力いただきました。 

続きまして、資料３－２、資料３－４が今年度のチラシとなっております。本人向け講

座は、既に終了しておりますが、資料３－２にあります１１月の家族・支援者向け講座の

案内は当センターホームページに掲載し、これから申込みを受け付ける予定となっており

ます。 

 最後に、資料３－５を御覧ください。「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の共有や支援方法について、実務者レベルで検討を行

うことを目的としています。昨年度は、「成人期の自立に向けて必要な支援」というテー

マでグループワークや協議を行い、そこで出していただいた御意見をまとめ、各関係機関

の支援のヒントにしていただきました。「発達障害者支援センター」からの報告は以上と

なります。 

（葉石委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 ただいまの報告について、何か御意見、御質問などはございますでしょうか。 

 それでは、議題の４については以上といたします。 

 続いて、議題の５「次期障害者総合支援計画の策定について」、事務局より説明をお願

いいたします。 

（鈴木係長） 

 はい。それでは、議題５「次期障害者総合支援計画の策定について」御説明させていた

だきます。 

 本市では障害者福祉分野に関する部門計画として、さいたま市障害者総合支援計画を策

定しておりますが、現行計画の計画期間が平成２７年度から２９年度までの３か年となっ

ておりまして、本年度末をもって期間満了となりますことから、今年度、平成３０年度か

ら平成３２年度までの３か年の計画を策定するものでございます。 

 資料４－１「計画策定のスケジュール（予定）」を御覧ください。 

まず、計画策定に係る状況といたしましては、昨年度から障害者政策委員会を中心に御審

議いただき、資料４－２としてお配りしている「素案」を作成したところでございます。 

今後につきましては、１０月中旬にパブリックコメントの実施を予定しております。こ

のパブリックコメントのほか、障害者政策委員会委員や市民会議、自立支援協議会におい

て、御意見をいただくとともに、このスケジュール表には法令上の附属機関のみを記載し

ておりますが、本委員会の皆様の御意見を伺いながら、１１月を目途に計画案を作成して

まいりたいと考えております。 

最終的な計画の策定は、来年２月を予定してございます。 

スケジュールについての説明は以上でございます。 

 続きまして、次期計画の素案について御説明させていただきます。資料４－２「さいた

ま市障害者総合支援計画素案」を御覧ください。 

こちらにつきましては事前に委員の皆様に送付しておりますが、相当のページ数になって
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おりますので、本日はその概要について御説明させていただきます。御説明に当たっては

素案の中のページを申し上げて説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

まず、表紙をおめくりいただきまして、「目次」を御覧ください。 

本計画書の構成といたしましては、３つの章立てで構成しております。第１章が総論と

して「計画の概要」や「前期計画の進捗状況」、「障害者（児）をめぐる状況」を記載し

ています。第２章は各論として具体的な基本施策を掲載しまして、第３章は国の基本指針

に基づく計画として第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画を掲載してございます。 

５ページをお願いいたします。 

この計画は、国の法律等に基づき、４つの位置づけを持つ計画となっております。ただ

し、現在の計画と比べますと変更点がございます。 

これまでは、①の障害者基本法の規定に基づく「市町村障害者計画」、②の障害者総合

支援法の規定に基づく「市町村障害福祉計画」、④になりますが、本市のノーマライゼー

ション条例に基づく施策を推進する計画の３つにより位置付けられた計画でございました

が、昨年度の児童福祉法の改正に伴い、③となりますが、新たに「市町村障害児福祉計画」

としての位置づけをもち、あわせて、４つの位置づけを持つ計画として一体的に策定され

ております。 

５０ページを御覧ください。本計画の体系についてでございます。 

まず、基本方針は「誰もが権利の主体として、安心して地域で生活できる社会の実現を

めざして」としております。これは、さいたま市がノーマライゼーション条例を制定して

以降、その理念を踏まえて定めてものであり、現在の計画から継承するものでございます。 

この基本方針のもと、４つの基本目標を掲げ、さらに基本目標のもとで基本施策を実施

してまいります。 

基本施策につきましては、６１ページ以降になりますが、第２章の各論として、９０の

事業を掲載してございます。 

本協議会に関連する基本施策としまして、７４ページ、「⑬発達障害者（児）に対する

支援の充実」をお願いいたします。 

 事業名の頭に「★印」がついていますが、これは、９０事業のうち、重点的に取り組む

事業として位置づけていることを意味しております。 

 事業を所管する課は、障害政策課をはじめ複数の課やセンターが担当しています。 

事業内容といたしましては、既に過去の整備検討員会で御報告させていただいている事業

でございますが、保護者向け勉強会やペアレントトレーニング、ペアレントメンター、学

生向けキャリア形成支援事業、発達障害者社会参加事業等を引き続き実施し、発達障害及

びその疑いがある子どもの早期発見、早期支援を図ることとしております。 

また、各施策によっては成果指標を設定しているものもございます。７６ページになり

ますが、「⑬発達障害者（児）に対する支援の充実」に関しましては、７つの成果指標を

設定し、その指標の達成に向けて、施策を実施してまいりたいと考えております。 

なお、７４ページの「⑭発達障害児支援の普及、啓発」につきましては、成果指標は設定

してございませんが、発達障害児への理解と支援方法を広く普及するため、療育講座を開

催するとともに理解啓発のための冊子を作成・配布を行ってまいります。 

次に、第３章になります。１０１ページをお願いいたします。 
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第３章は「第５期障害福祉計画及び第１期障害児福祉計画」でございます。 

こちらは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等の提供体制

の確保のために、国の定める基本指針に即して定める目標数値でございます。先程御説明

いたしましたとおり、本計画から、新たに障害児福祉計画としての位置づけをもっており

ます。 

項目の多くが、現行計画から引き続き設定するものでございますが、新たに設定された

項目もございます。 

１２２ページをお願いいたします。「７．発達障害者等に対する支援の見込量と確保方

策」についてでございます。 

この項目については新たに設定されたものであり、国の基本方針においては、発達障害

者支援の一層の充実を図るために指標を設定して取り組むこととされています。 

「（１）発達障害者支援地域協議会」につきましては、まさに本協議会に関してでござ

いますが、これまでも行ってまいりました「ライフステージを通じた切れ目のない支援」

について、協議会という有機的な連携のもとで、さいたま市の課題の改善に取り組むとと

もに、より一層支援の充実を図ってまいりたいと考えております。なお、国の基本方針の

とおり、ページ下部の表には協議会の開催回数を見込んでおります。 

（２）から（４）につきましては、発達障害者支援センターに関する項目になります。 

「（２）発達障害者支援センターによる相談支援」につきましては、下の表に相談件数の

見込みを掲載していますが、毎年増加する見込みとなります。これは、インターネットや

ＴＶ、新聞等のメディアの影響に左右されること、また、引き続き「グレーゾーン」と言

われる子どもが成人期を迎えた際に、初めて相談機関に繋がることが予想されることから、

今後も相談件数が増えると見込まれるためです。 

 「（３）発達障害者支援センターの関係機関への助言」につきましても、同様に助言件

数の見込みを掲載しております。こちらにつきましては、平成２８年度の減少を踏まえ、

現状維持で見込んでおります。 

 また、「（４）発達障害者支援センターの外部機関や地域住民への研修、啓発」につき

ましては、研修・啓発の件数の見込みを、概ね週１回程度、何らかの研修、啓発を行うこ

とといたしまして、年間５０件と見込んでおります。 

 以上、「発達障害者等に対する支援」という観点から御説明させていただきましたが、

先程、議題とさせていただきました「地域協議会」につきましては、新たに本市の計画に

位置付けるものとなります。この地域協議会におきまして、発達障害者の支援体制に関す

る課題について情報を共有するとともに、本市の実情に応じた体制の整備について協議を

行ってまいりたいと考えておりますので、引き続き御協力をお願いいたします。 

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） 

 はい、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、皆様から何か御質

問や御意見などはございますでしょうか。 

 非常に量も多くなっていますが、大変重要な内容ですので、御意見などはございません

でしょうか。 
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 何か御意見などありましたら、後程でも構いませんので、申出ていただければと思いま

す。 

 それでは、議題の５については以上といたします。 

続いて、議題の６「発達障害に関する理解啓発パンフレットについて」、事務局から説

明をお願いいたします。 

（鈴木係長） 

はい。それでは、議題の６「発達障害に関する理解啓発パンフレットについて」、御説

明させていただきます。 

当委員会では、平成１７年度に「ちょっと気になる子（発達障害）を理解するために」

として、発達障害に関する理解啓発パンフレットを作成したことを皮切りに、平成２３年

度まで毎年、各ライフステージや内容ごとにまとめたパンフレットを作成してまいりまし

た。 

しかしながら、平成２３年度に総集編として、全ての内容を集約したパンフレットを作

成してから、約６年が経過し、相談の窓口の問い合わせ先などが古くなってしまっており

ます。そのため、総集編のパンフレットについて、今年度、相談の窓口を中心に本委員会

の皆様に御意見をいただき、改訂を行いたいと考えております。 

それでは、総集編のパンフレットの構成について、改めて御説明させていただきます。 

お配りしましたパンフレット「ちょっと気になる子（発達障害）を理解するために 総

集編」の２ページ目、３ページ目を御覧ください。まず、「ちょっと気になるってどんな

こと？」といたしまして、発達障害の気付きに関する導入のページ、そして、「発達障害

って？」ということで、発達障害の法的な定義を記載した後に、厚生労働省のパンフレッ

トを参考としたイメージ図を掲載しております。なお、ここで記載しております、発達障

害の定義は、発達障害者支援法に基づいた定義で、ＩＣＤ－１０に基づいた定義となりま

す。 

４ページ目は「どのような症状がみられますか？」といたしまして、発達障害における

特徴的な症状とその対応について記載しております。 

５ページ目から１１ページ目までは、「こんなときはどうすればいいの？」ということ

で、ライフステージごとに、これまでのパンフレットで掲載しておりましたＱ＆Ａを、抜

粋して記載しております。 

１２ページ、１３ページは「関係者からのメッセージ」ということで、こちらも過去の

パンフレットからの抜粋となっております。 

１４ページから１７ページまでは「どこに相談すればいいの？」として相談機関の説明、

１８ページ、１９ページは相談機関の連絡先等の一覧となっております。 

資料５－１を御覧ください。資料５－１は、現在のパンフレットの１４ページから１９

ページまでの６ページの内容を、再構成したものになります。 

現在のパンフレットでは、さいたま市の機関とそうでない機関が混在しておりましたの

で、「さいたま市の相談機関」と「関係機関等」として分けて記載をさせていただきまし

た。 

また、現在のパンフレットでは、１４ページから１７ページを見て、相談内容を確認し
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た上で、実際に相談する場合には、１８ページ、１９ページで連絡先を確認するようにな

っておりましたので、相談内容と連絡先をまとめて記載することで、同時に確認できる様

にしております。 

今後のスケジュールとしましては、委員の皆様から御意見をいただいた後、必要な修正

を行ったうえで、相談機関や関係機関等として記載している機関にも、連絡先などの記載

内容に誤り等がないか、御確認をいただく予定です。 

そして、来年の２月に開催予定の次回の会議で、委員の皆様に、再度、御確認をいただ

きまして、今年度中に内容を確定し、４月以降に配布してまいりたいと考えております。 

なお、本日の委員会ではお時間の都合もございますし、また、後日、気になる点が出て

きた、ということもあるかと思います。 

つきましては、大変お手数をおかけいたしますが、本日発言できなかった御意見等がご

ざいましたら、お配りしております資料５－２の様式に、御記載いただき、来週、９月２

９日の金曜日までに、電子メール、ファックス等で事務局へ御提出いただければと思いま

す。 

なお、この様式につきましては、後程、電子メールにて、委員の皆様にお送りさせてい

ただきます。 

説明は以上になります。どうぞよろしくお願いします。 

（葉石委員長） 

 はい、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、皆様から何か御質

問や御意見などはございますでしょうか。 

（西村委員） 

 にしむらこどもクリニックの西村です。 

 まず、相談窓口の件ですが、資料５－１の一番上の表を見ますと、保健センターが乳幼

児期から成人期まで対象とありますが、下の表を見ますと主な対象時期は乳幼児期となっ

ています。現状としては、学齢期になると保健センターに紹介できない状況なのですが、

こちらはどういうことでしょうか。 

（鈴木係長） 

 はい、事務局でございます。こちらは、主な対象時期としては、西村委員のおっしゃる

とおり乳幼児期でございますが、成人期等の相談につきましても、一部受付けている部分

もあるということでございまして、このような記載をさせていただいております。 

（西村委員） 

 現実としては、相談を受けていると思えないのですが、例えば、学齢期やなにかでも受

けているのであれば、われわれ小児科医としては、保健センターを紹介すれば済むはずの

ところが、現実はそうなっていないので、あちこちどうするか、という現状になっている

ので、下の表の記載の方が現実やっていることではないかと思います。 

上の表のように乳児期から成人期までと書かれると、今後、われわれは保健センターへ
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紹介しますがそれでいいのでしょうか。そのあたりはよく確認したほうがよいと思うので

すが。 

（鈴木係長） 

 かしこまりました。よく確認させていただきたいと思います。 

（西村委員） 

 あともう一点ですが、このパンフレットは今年度中に改定されということですが、子ど

も総合センターの開設は来年度かと思うのですが、本来、そこで乳幼児期から学齢期まで

を一括して相談機能等を持つのではないでしょうか。 

（黒田委員） 

 それでは、私のほうから説明させていただきます。相談機能については、今まさに協議

しているところでございまして、年明けにはお示しできるとは思います。移転時期といた

しましては、平成３０年２月中と考えております。通常業務を休むわけにはいきませんの

で、週末に移転し、その週明けには開設し、通常業務を行う予定です。その際、電話番号

が変わるため、相談内容含めまして、後日調整させていただきたいと思います。 

（西村委員） 

 もしそうであれば、このパンフレットの中に記載がないように思うのですが。児童相談

所の記載あるのですが、せっかく良い施設ができるのに、このパンフレットに記載がない

というのはいかがなものかと思うのですが。 

（鈴木係長） 

 はい、事務局です。現時点ではお示しできておりませんが、庁内で連携をとり、状況は

把握しております。１０月中には電話番号がわかるということで、次回の委員会では、皆

様にお示ししたいと考えております。申し訳ございませんが、次回の委員会で皆様にお示

しして、委員の皆様からの御意見を伺いたいと考えております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

（西村委員） 

 ありがとうございます。乳幼児期はよいのですが、学齢期となってしまうと紹介できる

相談窓口が少なく、子ども総合センターのほうで、ある程度、相談窓口としての役割を果

たしていただけると、非常に助かりますので、よろしくお願いいたします。 

（葉石委員長） 

 はい、ほかにどなたか御意見等ございますでしょうか。 

 はい、柗村委員。 

（柗村委員） 
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 ２点ほど質問させていただきます。 

 まず、障害者生活支援センターについてですが、これまでのパンフレットでは、成人期

を対象とすることとなっていましたが、このたび示された資料５－１では、全時期となっ

ているのですが、これは現在、障害児相談支援が始まったかたと考えてよろしいのでしょ

うか。 

（鈴木係長） 

 はい、貴重な御意見ありがとうございます。 

 こちらにつきましても、あらためまして、各機関に確認し適切な記載をしてまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（柗村委員） 

 はい、ではもう１点指摘させていただきたいと思います。 

 資料５－１の２ページ目、「北区障害者生活支援センター（ベルベッキオ）」について

ですが、資料ですと、「知的障害及び身体障害のある方の相談に対応します。」となって

いますが、実際には、精神障害のある方の相談機関だったかと思います。訂正いただけれ

ばと思います。 

（鈴木係長） 

 かしこまりました。御指摘ありがとうございます。 

（葉石委員長） 

 はい、それでは今一度関係機関へ確認いただくということでよろしいでしょうか。 

（鈴木係長） 

 はい、確認いたします。 

（葉石委員長） 

 それでは、私のほうから１点、埼玉大学の相談窓口となります、埼玉大学教育学部付属

特別支援学校「しいのみ」についても、もう少しお時間いただいて確認させていただきた

いのですが。 

（鈴木係長） 

 はい、わかりました。 

（葉石委員長） 

 はい、ほかに何かございますでしょうか。 

（西村委員） 

 すみません。せっかくこういう良いものを作っていただいているんですが、このパンフ
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レットはどこで手に入るのでしょうか。 

（鈴木係長） 

 まずは、障害政策課でお配りしております。また、市のホームページにも掲載しており

ます。 

（西村委員） 

 医療機関等にも、配布用として何部かもらいたいと障害政策課に連絡すれば、いただけ

るのでしょうか。 

（鈴木係長） 

 はい、お配りしております。普段は障害政策課のほか、各区役所支援課、保健センター

に加え、総合療育センターひまわり学園、療育センターさくら草、児童相談所、それから

作成した年度では、市内の学校にもお配りいたしました。 

（西村委員） 

 せっかくこういう良いものを作っていただいているんですから、もう少し市民の方が目

につきやすい所に、置いていただきたいと思います。また、医療機関等に対して、何部か

ほしい医療機関等があればいただけるということを、もう少し周知していただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

（鈴木係長） 

 はい、配布先につきましては、もう少し工夫してお配りしたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

（葉石委員長） 

 はい、ほかによろしいでしょうか。 

 すみません。こちらのパンフレットについては、当初作成してから時間が経って、相談

窓口についての情報が増えた等の理由から、今回見直しましょうということだと思うので

すが、今後何年間かに一度、定期的に見直していきましょうということではないのですか。 

（鈴木係長） 

 はい、大きな変更等があれば見直しいたしますが、今回につきましても、大幅な改定と

いうことではございません。あくまで「相談窓口一覧」に関する見直しということでござ

ます。ただし、「相談窓口一覧」に関する部分以外でも御意見等ございましたら、対応で

きる部分とできない部分がございますが、できる部分につきましては、修正させていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（福島委員） 

 すみません。こちらのパンフレットについて、カラフルなデザインで作成いただいてい
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るのですが、非常に読みづらい部分がございまして、例えば、１８ページの下の表、教育

の欄なのですが、薄い黄緑色の網掛けに文字が白抜きとなっているのですが、こちらは非

常に読みづらいです。このあたりのところを作成する際、留意いただければと思います。 

（鈴木係長） 

 はい、かしこまりました。 

（葉石委員長） 

 はい、大変貴重な御意見ありがとうございました。 

 それでは、こちらのパンフレットの件につきましては、お配りいただいた資料５－２の

様式で、何か御意見等がありましたら、事務局まで提出するということでよろしいでしょ

うか。こちらの様式については、電子メール等で９月２９日までに提出ということでよか

たかと思うのですが。 

（鈴木係長） 

 はい、来週の金曜日、９月２９日までということで、後程、電子メールにて、委員の皆

様にお送りさせていただきます。電子メール、ファックス等で回答いただければと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（葉石委員長） 

 はい、よろしいでしょうか。 

 議題の６「発達障害に関する理解啓発パンフレットについて」につきましては、以上と

いたします。 

 はい、これで決められた議事は全て終了となりますので、進行を事務局にお返ししたい

と思います。 

（高島課長） 

では、その他といたしまして、ほかに何かございますでしょうか。 

はい、小林委員。 

（小林委員） 

 はい、少しお時間をいただきたいと思うのですが、前回の議事録にも記載されていまし

たが、５歳児の発達障害のスクリーニングについて話題にさせていただいて、その際には

委員の皆様から貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。我々もその後

小児科の専門の先生等に御意見を伺いまして、やはり５歳児の健診を行うにあたっては、

スクリーニング後のフォロー体制やスクリーニングの質の確保等の様々な課題があるとい

うことでござます。 

 また、一方で平成２９年１月に発達障害者支援に関する行政評価・監視 ＜結果に基づく

勧告＞というものが、総務省より文部科学省及び厚生労働省へ行われております。この勧

告は、発達障害者支援法施行後１０年が経過した、この機会を捉えて保育所、学校現場を
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含む市町村、都道府県における発達障害者支援の実態を初めて調査を実施し、今後の取組

にあたっての課題を整理し、関係省庁に改善を勧告したものと位置づけられております。 

 この勧告内容についてですが、調査結果として乳幼児健診での発達障害が疑われる児童

の発見割合が極端に低く、発見漏れの可能性が高い事例があるという指摘がございまして、

発達障害と疑われる児童に対する早期発見に資する有効な措置を講ずることという勧告が

行われております。 

 なお、勧告は有効な措置をということで留まっておるのですが、調査結果の中では、各

乳幼児健診の中で有効なツールを使用し、またその普及啓発を行うようにということで、

例えば１歳６か月児健診におけるＭ－ＣＨＡＴですとか、３歳健診におけるＰＡＲＳです

とかを行うように記載されております。 

 しかしながら、この発達障害者支援体制整備検討委員会において検討され、平成２６年

４月に作成された「さいたま市乳幼児支援のあり方について」におきましても、乳幼児健

診での発見漏れということが指摘されておると同時に、具体的な方策が示されているとい

うところでございますので、まずはこの「さいたま市乳幼児支援のあり方について」に立

ち返りまして、取組を進めていきたいと考えております。 

 今後、この委員会におきまして、検討いたしました内容等を御報告させていただければ

と考えております。よろしくお願いいたします。 

（高島課長） 

 はい、ありがとうございました。ほかに何かございますでしょうか。 

 はい、西村委員。 

（西村委員） 

 今御報告いただいた、Ｍ－ＣＨＡＴやＰＡＲＳを導入するかという件についてですが、

Ｍ－ＣＨＡＴやＰＡＲＳを導入した場合、５歳児健診と同様に、健診の時間が非常にかか

るということが、この総務省の勧告を読んでいただければわかると思うのですが、加えて

フォロー体制の確保や健診を行うことができる医師が少ないこと、また、これは５歳児健

診と同じですが、健診を医師会に委託しておりますので、医師会に加入している医師にか

なりの協力をしていただかなくてはならないということから導入することが難しいと思わ

れます。 

 ただし、良い取組ではありますので、厚生労働省が示しているＭ－ＣＨＡＴの簡易版（１

０項目）を導入してもよいのではと思うのですが、先行してＭ－ＣＨＡＴやＰＡＲＳを導

入している愛知県大府市のデータをみますと、ＰＡＲＳのほうが発達障害を発見できる確

率が高いように思われます。ただし、ＰＡＲＳを行うにあたり、保護者にインタビューを

行わなければいけないということで、健診に要する時間が増え、非常に医師への負担がか

かりますので、現実的には導入することが難しいと思われます。 

 ちょうど今、乳幼児健診内容の見直しを検討されていると思いますが、その検討内容を

踏まえ、今後報告いただければと思います。 

 また、この勧告には５歳児健診だけでなく、就学時健診においても発達検査、知能検査

を行っているようですが、どうですか。 
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（岡田委員） 

 教育委員会指導１課特別支援教育室です。就学時健診においては、言葉の検査を行って

おりますが、具体的には担当教員が検査を実施する中で、コミュニケーションですとか、

言葉から発達の遅れ等を確認しておりますが、発達障害のスクリーニングを行っているわ

けではないため、今後の課題ということになっております。 

（西村委員） 

 ありがとうございました。就学時健診については、さいたま市の場合児童の数がかなり

多いため、一人一人十分な時間を設けて健診を行うことは難しいと思われます。１歳６か

月児健診や３歳児健診、５歳児健診等、この勧告は行われ、様々な問題等があるかと思わ

れますが、現実的にできる範囲での検討をしていただければと思います。よろしくお願い

します。 

（高島課長） 

 ありがとうございました。 

本日は長時間にわたり貴重な御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２月頃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 34 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御協力いただき、誠にありがとうございました。 


