
第２４回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会議事録 

日時：平成25年3月21日（木）15:00～17:00 

場所：プラザウエスト 第１セミナールーム 

 次  第  

１．開  会 

２．議  題 

  ○ 第23回委員会議事録（案）の承認 

 ○ 発達障害者支援センターからの報告 

 ○ 発達障害を理解するための講演会報告 

 ○ ペアレントメンター養成講習会開催事業報告 

 ○ 平成25年度の発達障害者支援体制について 

３．そ の 他  

  ○ 障害福祉課長あいさつ 

４．閉  会 

 配布資料  

・ 第24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24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 

・ 資料１ 第23回さいたま市発達障害者支援体制制検討委員会議事録（案） 

・ 資料２ 発達障害者支援センターからの報告 

・ 資料３ 平成24年度発達障害を理解するための講演会の開催結果について 

・ 資料４ 平成24年度発達障害者家族支援体制整備事業結果報告について 

・ 資料５ 平成25年度の発達障害者支援体制について 

～参考資料～ 

・ 自閉症啓発デーに関するリーフレット等 

・ 誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例（簡明版） 

・ 青年期・成人期の発達障害を理解し支援するためのサポートブック（矢崎委員提供）

・ NHKハートフォーラム「発達障害～先生や友達に理解してもらう」（矢崎委員提供） 

・ 埼玉親の会「麦」機関紙（第119号）（矢崎委員提供） 

 出 席 者  

委  員・・・尾﨑啓子、松本辰美、矢崎弘美、二瓶則子、鈴木美紀、久場川伸

（敬称略）
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事 務 局・・・【障害福祉課】 

        吉川洋一（課長）、西渕亮（係長）、大塚槙斗、滝沢干奈 

       【障害者総合支援センター】 

        小津礼子（所長）、真野哲 

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、皆様

大変お忙しい中をご出席いただきありがとうございます。私は、障害福祉課ノーマライ

ゼーション推進係長の西渕でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、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、本日の委員の皆様の出席状況についてですが、出席委員がいまのところ６名と

いうことで、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７条に規定され

る委員の過半数がご出席されておりません。今後出席される委員さんがいらっしゃいま

せん場合は、不成立として報告のみをさせていただくこととなりますのでご了承くださ

い。 

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、第 24 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 次第及

び座席表、資料１といたしまして、第 23 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員

会議事録（案）、資料２といたしまして、発達障害者支援センターからの報告、資料３と

いたしまして、平成 24 年度発達障害を理解するための講演会の開催結果について、資料

４といたしまして、平成 24 年度発達障害者家族支援体制整備事業結果報告について、資

料５といたしまして、平成 25 年度の発達障害者支援体制について、続いて参考資料とい

たしまして、封筒に入っておりますのが自閉症啓発デーに関するリーフレット等、続い

て、さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例の簡明版で

ございます。こちらが私どもの方で作成して主に小学校６年生くらいの方を対象として

お配りしていくものでございます。ここからはいずれも埼玉親の会「麦」よりご提供い

ただいた資料でございまして、埼玉県が発行いたしました小冊子「青年期・成人期の発

達障害を理解し支援するためのサポートブック」でございます。それから、NHK ハート

フォーラム「発達障害～先生や友達に理解してもらう」という講演会のご案内、それか

ら麦の機関紙となっております。資料の方は以上となりますが、よろしいでしょうか。 

続きまして、会議の公開に関してですが、本委員会は「さいたま市附属機関等の会議

の公開に関する要綱」によりまして原則公開することと規定されております。傍聴人に

ついて確認させていただいたところ、本日 1 名の方が傍聴を希望されておりますが、傍

聴人がお見えになっておりませんので、現時点では傍聴人を 0 として進めさせていただ

ければと存じます。 
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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。よろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

  皆様こんにちは。年度末のお忙しいところ大変恐れ入ります。今年度も色々とご議論

がありましたが今日が年度末の委員会となります。人数は少ないですけれども、色々と

ご意見とかご質問とかを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が、その前

に事務局から連絡事項があるとのことですので、よろしくお願いします。 

（西渕係長） 

はい。本来であればここで前回の委員会でご欠席となっていらっしゃいました障害者

更生相談センター所長の吉野委員をご紹介させていただく予定でございましたがお見え

になっておりませんので割愛させていただければと存じます。 

２ 議 題  

○ 第 23 回委員会議事録（案）の承認  

（尾﨑委員長） 

  ありがとうございました。それでは、次第に沿って議事を進行してまいりたいと思い

ます。まず、議題の 1、第 23 回議事録（案）について、事務局はご説明をお願いいたし

ます。 

（西渕係長） 

はい。それでは、前回の議事録（案）についてご説明させていただきます。議事録（案）

につきましては、本来であれば、委員会の前に皆様方にお示しさせていただき、あらか

じめご意見を集約した上で本委員会へご提示させていただくべきところでございますが、

ご提示が委員会当日となりましたことをお詫び申し上げます。 

また、今回は録音機材の不調により、部分的にご発言が抜け落ちている部分が発生し

ております。事務局内部にて可能な限り復元しておりますが、お気付きの点等ございま

したら事務局までご意見をいただければ幸いでございます。 

当日の議事といたしましては、発達障害者支援センターからの報告、さいたま市障害

者総合支援計画について、平成 24 年度の理解啓発事業について、今後の発達障害者支援

体制についてということでございました。いただいた主なご意見といたしましては、啓

発パンフレットに対するご意見として、埼玉県が発行する予定のものを含めて内容をよ

く検討してほしいというご意見や今後の発達障害者支援体制に対するご意見として、支

援の終着点ということは非常に難しい問題であるといったものがございました。事務局
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からは以上です。 

（尾﨑委員長） 

  ありがとうございました。内容につきましては、細かい部分までは今ご覧いただけな

いかとは思いますが、全体の流れの中で、何か不明な点、修正すべき点などございます

でしょうか。いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。修正すべき事項、追加すべき事項等があれば、本日以降も事務

局へご意見をお寄せいただければと思いますので、ひとまず、こちらの議事録案につい

ては、事務局の案のとおり委員会として承認するということでよろしいでしょうか。異

議なしと認め、「第 23 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 議事録案」に

つきましては、事務局案のとおり承認いたします（※ 後日、文書にて正式承認） 

○ 発達障害者支援センターからの報告  

（尾﨑委員長） 

  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

局から報告をお願いします。 

（小津所長） 

  発達障害者支援センター所長の小津でございます。私の方から報告させていただきま

す。お出しした資料は 2 になります。私の方で資料に沿ってざっくりとセンターの現状

を報告させていただきまして、その後課題でありました潤いファイルの成人版やサポー

トカードについて真野の方から報告させ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。 

  まず、私どものセンターがスタートしてから 3 年半が経ちました。平成 21 年度の後半

から、これまで受け手のなかった成人期の発達障害者の相談を受けてきたわけでござい

ますけれども、件数としては資料にありますとおり人数でいうと 950 人の方の相談があ

りました。これはすごい数でございますが、私どもも 3 年半やってくる中で、昨年度社

会福祉士を 1 名増といたしまして 4 名体制となりました。そうしますと、たった 1 名の

増なのですが、相談の幅が非常に広がりましたので報告させていただきたいと思います。 

  まず、面接頻度ですが、これまではマンパワー不足で 1 ヶ月半待ちだったのですが、1

ヶ月に 1 度、希望する方はもう少し多くといった対応ができるようになりました。最近

のことで言いますと、相談者が急に県外に引っ越すこととなって、不安なのですぐに面

接してほしいというような緊急的な対応につきましても、これまでは難しかったのです

が、対応できるようになってまいりました。 

  それから、アウトリーチの方もかなり実現できるようになりました。1 つには発達障

害の方で単身での来所が困難な方について、安否確認も含めた家庭訪問もできるように

なりました。それから同行です。これまでは一緒に行った方がいいということでも（人

員が足りず）できなかったのですが、（1 名増となったことで対応）できるようになりま
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した。1 人ではなかなか行けず、家族の支援も受けられない方でも同行して、障害特性

等を説明してその方が安心して通えるというような事例が作れるようになってきました。 

さらに、通院への同行です。どうしてもみなさん医療機関への相談や診療が滞りがち

です。そこで、医療機関へ付き添うことが多くなりました。それによって、これまでご

本人が主治医に伝えられていなかったこともお伝えして、医療機関の方からも「非常に

助かった」というお答えをいただくことも多くなって、連携がスムーズに行われるよう

になりました。タイミングよく医療同行を行ったことで、その後の支援が良い展開とな

ることも多くなっています。 

それから、私どもの方では関係機関連携ということにも取り組んでいるわけですが、

今年度支援者と支援機関への支援というものも力を入れてやってきました。やはり発達

障害者支援では地域の身近なところで（ご本人やご家族が）相談できることが重要だと

思っておりますので、尾﨑先生のお力をお借りしながら、支援者向け研修や講座を多く

実施してきました。同時に、啓発活動の一環として、去年作成した支援者向けハンドブ

ックのパート 2 を作成しておりますので、次回の委員会で配布いたします。 

それから、私どもの前々から大きな希望でありました「居場所づくり」でございます。

みなさん家庭以外に行く場所も友達もおりませんので、週に 1 回でも 2 回でも行く場所

があって、就労的なことをやったり、就労へ向けたステップとなる活動ができればいい

なとずっと思っておりました。昨年、市長の新規事業のサマーレビューというものがあ

りまして、見事却下となりました。市の歳入も減っている中で新規事業というものは難

しいということで、どうしたものかと思っておりましたが、これはどうしても必要なも

のだと思っております。やはり、就労支援に行く前に、日常的なことをルーティンで身

に着けるような場が大切だと思っておりまして、来年度予算を考えるときに、総合支援

センター内の就労の予算を活用して、就労に向けたステップとして就労体験の場所づく

りを予算は少ないのですけれども、その中でやれるように部内で稟議をして、できるよ

うな方向で考えております。実施方法としては、いずれかの団体に業務委託をして、そ

の中でプログラムを考えながらやっていきたいと思います。 

以上が、センターの全体の状況の報告でした。細かい課題等については真野の方から

説明をさせていただきます。 

（真野主事） 

  発達障害者支援センターの真野と申します。よろしくお願いいたします。 

  私の方からは、発達障害者支援センターの実績等をお話しさせていただきました後で、

こちらで開催している発達障害者支援連絡協議会の報告をさせていただきたいと思いま

す。発達障害者支援センターは現在成人の相談が中心となっておりますが、各ライフス

テージの色々な他機関に来ていただいて、情報を共有したり、どのようなことが発達障

害者の方の支援に重要かであったりとか、互いにどのような部分に手を差し伸べさせて

いただけるのかといったことを議題として開催しております。こちらの協議会で、整備

検討委員会からいただいていた 1 つの課題として、潤いファイルの成人期版というもの

がございます。潤いファイルというものは、平成 20 年度に整備検討委員会の児童分科会

の中で一貫した支援が必要ということで作成されたものです。その時点ではまだ発達障
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害者支援センターもなく、成人期の発達障害の課題というものの議論がありませんでし

た。発達障害者支援センターが開設され、具体的な支援をしていく中で、そのような部

分が見えてまいりましたので、平成 22 年度の終わりから潤いファイルの成人期版を議題

として挙げさせていただいてきました。2 年ほどかかりましたけれども、今回資料の 2-2

としてお出ししているとおり、完成を見ましたので今回報告させていただきまして、是

非他機関の各委員の皆さま方にもご覧いただいて、動かし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。 

  今回大事にしたのが、成人期ということで、極力ご自身にとって使いやすいものであ

ること。それから、発達障害者支援センターはもちろんのこと、成人期の相談に関わる

他機関が使いやすいものであるということを考えて作成しました。やはり、大きなテー

マになってくるのが就労ということですので、就労という部分を見せてから、手前の方

を位置付けていっています。このような構成とすることで、ご本人さんの気付きですと

か、支援者としても発達障害の苦手な部分等が気付けるようになっております。 

  ベースは潤いファイルの幼少期・学齢期の部分でして、それらを活かしながら大人の

部分を継ぎ足して使っていければと思っております。 

  また、このファイルを作成するだけでなく、使い方について支援者の方と共有してい

く機会を設けたいと思いますし、（ファイルの）渡し方についても、単にホームページに

掲載するだけではなくて、障害者生活支援センターや区役所の支援課等の大人の相談を

担っている方とも話し合いながら考えていきたいと思います。 

  続いて、資料 2-3 ということで、発達障害者のためのサポートカード（素案）をお願

いいたします。こちらはこの連絡協議会の中で話にあがっていたもので、大人の方を支

援していく中で、困っているということを（ご本人が）なかなか表現できないというこ

とがございました。潤いファイルは支援者から支援者であるとか、ご家族から支援者へ

のつなぎにはすごく有効で、この方はどういう支援を受けてこられたのかとか、どのよ

うな支援が大事なのかということが伝わるのですけれども、一般の方に一時的にご本人

の特性を理解していただくような場面では、別のものが必要なのではないかという意見

がございました。先行（事例）として、埼玉県のサポートカードがありましたので「さ

いたま市にもないのですか？」という問い合わせも多かったので、今年度の連絡協議会

でこちらのサポートカードづくりというものにも取り組んでまいりました。こちらにつ

いては、シンプルかつ困り感がすぐに（相手に）伝わるということがコンセプトで、色々

なことを極力書かずに、困難さだけが直に伝わることを目標として作成しました。ご本

人等が使っていて、特に成人期の課題として、どんな使い方があるのかということを考

える上で、１つにはワッペンタイプのものや、もう 1 つにはご自身が（相手に）見せる

ことができるものとして、カードタイプのものも検討しているところです。現在は素案

ということで、また完成にはいたっておりませんけれども、今回報告ということで挙げ

させていただきました。 

  連絡協議会は、今後もこのようなものづくりもそうなのですけれども、それ以外でも

各関係機関が自分たちのできることはどんなことなのかということであったりとか、発

達障害の支援を一貫してやっていくためにはどうすればよいか、あとは気付かれにくい

発達障害に小中学校や大人になってから気付かれる方もいらっしゃいますので、そうい
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った方がどういったところで困っているのか、もっと早く気付くにはどうすればよかっ

たのか、困っているときにどのようなチャンネルで支援すればよいのかといった問題に

ついて、話をしていければと考えております。今後とも整備検討委員会の皆様のご意見

を頂戴しながら進めていきたいと思いますので、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した。発達障害者支援センターからのご報告ということでした。

開設 3 年半ということで、マンパワーも増えて益々支援の幅も広がったといううれしい

報告がありました。それに伴って、相談件数も増えて大変かなとも思うのですけれども、

その上で当事者の方の居場所づくりに関する新たなビジョンを示していただいてよかっ

たと思います。また、潤いファイルの成人期版やサポートカードに関する報告もありま

した。私も協議会の方に出させていただいておりますけれども、長い間議論を重ねて作

成したものですので、多くの方にご活用いただきたいと思っております。 

それでは、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。 

（矢崎委員） 

  私も連絡協議会の方に出席しておりまして、本当に発達障害者支援センターさんがた

くさんの取り組みをしていただいていることに感謝しております。 

  潤いファイルの成人期版のことですけれども、私の方も連絡協議会でうっかり見過ご

していたということで申し訳ないと思うのですが、4 ページの支援シート 7 の部分です

が、よかった点としては今回振り返りの See が入った点です。ただ、これはおそらく就

労した後で作成することを念頭に当初作成されていて、その後 18 歳以上ということで、

専門学校や大学に通っている場合もあるのだということを付け加えたと思われますので、

上から 3 点はいいのですが、このシートで専門学校と大学もカバーするのであれば、や

はり学校での支援を書く欄がないとだめだと思うのですね。そうすると、１番の上にで

も、学生生活として、授業・校内生活・進路といった項目の計画・結果・振り返りの欄

が設けられると当事者として非常にうれしいかなと思います。専門学校や大学となりま

すと、授業の履修や持ち物等についても多様になりますし、レポートや卒論をどのよう

に支援していくかということも重要になります。授業や試験でも教室にたどり着くまで

に迷ってしまう方もおります。また、学食のメニューにこだわりがあってトラブルにな

ったり、コンパ等の学生のクラブ活動についても支援が必要だと思います。最終的には

進路・就労の欄に向けて、学校の方にどのような支援をしていただけるかということで、

1 枠追加していただければありがたいと思いました。 

（尾﨑委員長） 

  ありがとうございました。矢崎委員さんからのご指摘は非常に重要かと思いますので、

事務局の方で対応していただけますでしょうか。そのほかにはいかがでしょうか。 

（松本委員） 
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  発達障害者支援センターが 4 名体制ということで非常によろこばしく思っております。

新規事業の予算が難しくてほとんど却下というお話でしたが、既存の事業の組み換えで

居場所つくりをやられるということで、これは非常に重要なことなので頑張っていただ

きたいと思います。 

  私自身はまだ発達障害者支援センターを利用したことないのですけれども、0～6 歳の

47 名という相談実績が気になるのです。私は今小児科の現場におりますので、実際には

どのような相談だったのか分かる範囲で結構なので教えていただきたいと思うのですが。 

（真野主事） 

  こちらの数なのですけれども、基本的に電話相談と考えていただければと思います。

基本的には 18 歳以降の方しか来所相談は受けておりませんので、18 歳未満の方につい

ては、発達障害ではないか？ということで「どこに相談すればよいか」ですとか、「どこ

に受診に行けばよいか」というような電話での相談となっております。中には診断を受

けた上で「今後どうしていけばよいか」という相談もございますが、そういった方に関

しては内容を少し聞かせていただいて、どこにつなげていくのがいいのかという判断を

させていただいて、適切な支援機関をご案内させていただいているというのが現状です。 

ときどき、大人になったらどうなるのですか？という相談もあるのですが、そのよう

な場合には当センターの役割等もお話しするのですが、その方が大人になるときにはま

た違った形になっているのでしょうけれども、現在の支援体制を理解されると安心する

方もいらっしゃるというのが現状です。 

（尾﨑委員長） 

  そのほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  また何かありましたら、後日でも事務局にお尋ねいただければよろしいかなと思いま

す。 

○ 発達障害を理解するための講演会について  

（尾﨑委員長） 

それでは、引き続いて議題の 3 番目、発達障害を理解するための講演会について、事

務局から報告をお願いします。 

（大塚主事） 

はい。それでは、今年度の発達障害を理解するための講演会について、事務局よりご

報告させていただきます。 

資料の方は資料 3、「平成 24 年度 発達障害を理解するための講演会の開催結果につい

て」と書かれたものをご覧いただけますでしょうか。 

この講演会につきましては、発達障害を理解するための講演会として平成 17 年度の発

達障害者支援体制整備事業開始以降、毎年度 1 回実施しているものでございます。 
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本年度は去る 3 月 2 日土曜日に、さいたま市南区、JR 武蔵浦和駅にデッキが直結する

形で本年 1 月にオープンいたしましたサウスピア内にございます、武蔵浦和コミュニテ

ィセンターにおきまして「発達障害の基礎知識からライフステージごとの具体的な支援

について」と題しまして、こころの健康センターの医師であります小澤いぶき先生にご

講演をいただきました。 

資料の 1 ページ目をお願いいたします。講演会の開催結果でございますが、事前に申

込を頂いた方が 150名、当日ご参加をいただいた方が 125名という結果でございました。

おかげさまで天候にも恵まれまして、大変多くの方にご参加をいただいたところでござ

います。しかしながら、会場の収容人数が 150 名ということで、今回は定員一杯まで事

前のお申込みを受けたわけでございますけれども、定員に達した後も参加したいという

たくさんのお声が事務局に寄せられたところでございます。どうしても定員以上のお申

込みを受けることができず、参加を希望されているにも関わらずご参加いただけないと

いう方々が発生してしまったことにつきましては、事務局として多いに反省をさせてい

ただき、来年度以降の講演会開催に活かしてまいりたいと考えております。 

資料の方でございますが、ページ中段が参加者の内訳となってございます。例年より

も一般の方の割合が多く、関係者の参加につきましては非常に限られたものとなりまし

た。こちらにつきましては、講演会の開催自体が市のホームページや市報で告知された

直後に一般の方のお申込みが集中し、結果的に多くの関係者の方がお申込みいただけな

かったものと考えております。 

下段のアンケート実施結果につきましては、当日会場で配布・回収させていただいた

アンケートの実施状況でございます。アンケートの配布数は 150 で、そのうち 87 枚を回

収いたしました。回収率は 58％でございました。今回、内容のご紹介につきましては割

愛させていただきますが、参加された方からは具体的な支援についてお話しをいただけ

た点がよかったといった肯定的な意見が多数寄せられたところでございます。一方で、

思っていた内容と違ったというご意見も複数寄せられております。市報での告知にあた

って講演内容を掲載することができなかったことが一因かと分析しておりますが、今後

はこのような周知の段階で講演内容が少しでも明確となるよう事務局側の処理の見直し

も行ってまいりたいと考えております。 

資料の次のページからが、当日の講演会におきまして実際に使用した資料となってご

ざいます。時間の関係もございますので、内容の紹介につきましては省略させていただ

きますが、後程お目通しをいただければ幸いでございます。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。毎年素敵なテーマを取り上げて開催されて、多くの方が参

加されていて、関心も高いのかなと思います。課題等もあったようですが、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。 

（鈴木(美)委員） 

  単純に予算的なものとか色々あると思うのですが、こういった講演会の機会を年にも

う 1 回くらい増やしていただくとか、対象者を関係者向けと一般向けにセパレートして
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実施していただくことはできないでしょうか。 

  関係者もなかなか理解が追い付いていっていない部分がございますので、ちょっとご

検討いただければと思います。 

（大塚主事） 

  今回事前の想定を超える数の方からお申込みがありまして、だいぶお断りをさせてい

ただいたのですが、その際にも「次はいつやるのか？」というお問い合わせも多くいた

だきました。専門機関向けの研修等については、障害者総合支援センターの方で適宜開

催しているということもありますので、そのあたりとの調整を図りながら、一般向けの

開催についても回数を増やしていくようなところを事務局としても来年度検討していき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

  先ほどのご説明で思っていたものと違っていたというご意見があったということです

けれども、アンケートの中で一般の方はこのようなことに関心が高いといった傾向はあ

りますでしょうか。 

（大塚主事） 

  アンケートの結果を見ますと、一般の方については、やはりご家族の方についてお悩

みになっている方が多く、そのお悩みの分野は人それぞれです。乳幼児期のことをもっ

と知りたかったという方もいれば成人期の就労について聞きたかったという声もあり、1

つにまとめることは難しいのかなと思っております。 

  これまでは、毎年度のテーマが重ならないように調整をしてきておりまして、今回は

敢えてライフステージを狭めずに基礎知識からライフステージを通じた具体的な支援に

ついてということで幅広く開催したというところでもございまして、そのあたりのバラ

ンスということも（問題として）あるのかなと思っておりますので、事務局の方で今後

アンケートを精査しながら次回の内容を考えていきたいと思います。 

（尾﨑委員長） 

  どうしてもこの部分が知りたいという方がいらっしゃると、それぞれが「ここをもう

ちょっと…」ということになるのかなと思いますので、先ほども出たように「（今回の講

演会は）こんな内容です」ということを事前に告知することで、ミスマッチは減らせる

のかなと思いました。 

（矢崎委員） 

  当日参加いたしました。内容はとても素晴らしかったと思います。 

ただ、このレジメを見ても分かるように、63 ページ×2 という（多量の）パワーポイ

ントのスライドを 1 時間ちょっとの時間で先生が説明されたということで、非常に幅広

い内容を広く浅く取り扱う難しい講演会だったと思います。小澤先生（の講演）は非常

に上手だったのですが、参加者のニーズが恐らく発達障害だと分かったらどのように対
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応すればいいのかなという部分にあったのかなと思っています。こんなことに困ったら

こうしたらいいという部分の話に入る前に、（発達障害に関する）概念や説明に（時間を）

半分くらいとられてしまっていたので…。自閉症スペクトラムにはこうするべき、AD/HD

にはこうするべき、LD にはこうするべきという部分の時間がそれぞれ非常に短かったの

で、そのあたりが不完全燃焼につながったのではないかなと思います。 

  全体を聞きたい方にとってはよかったと思いますが、ピンポイント（での講演）をご

期待される方には不満が残ったのだろうと。個人的には小澤先生にこれだけの内容を分

かりやすくまとめていただけたことが非常に良かったと思っております。先生によろし

くお伝えください。 

（尾﨑委員長） 

  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。 

○ ペアレントメンター養成講習会開催事業報告  

（尾﨑委員長） 

それでは、引き続いて議題の 4 番目、ペアレントメンター養成講習会開催事業報告と

いうことですが、事務局から報告をお願いします。 

（大塚主事） 

  はい。それでは、平成 24 年度の家族支援体制整備事業の実施結果についてということ

で、事務局よりご説明させていただきます。 

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、厚生労働省が

提示しているモデルに基づきまして、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たもので、埼玉県自閉症協会へと委託させていただき実施したもの

でございます。  

本市として、この事業を展開する上では、同じく埼玉県自閉症協会へと業務委託をし

ております埼玉県との連携が非常に重要と考え、埼玉県との協働による開催ということ

で、効率的かつ効果的な運営ができたのではないかなと思っております。 

資料の方は 4、平成 24 年度発達障害者家族支援体制整備事業結果報告についてと書か

れましたものをお願いいたします。 

まず、事業全体の概要を簡単にご説明させていただきます。本事業は大きく 2 つの事

業から成り立っております。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、ペアレントとは親を、メンターとは信頼のおける相談相手とい

う意味を持っております。直訳いたしますと、相談できる信頼のおける親というような

意味となります。 

ペアレントメンターは発達障害のある子を持つ親の立場で、発達障害の診断を受けた
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ばかりの子どもの親や、子育てに関して様々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、後輩保護者に寄り添い、支えていく

同じ立場の親による親支援として活躍が期待されているところでございます。 

本年度の養成研修受講資格でございますが、資料の（1）にございますとおり、県内在

住で発達障害の診断を受けた小学校 1 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 等を通じてピンポイントで募集をさせていただいたところでございます。 

続いて、ペアレントメンターによる交流会・相談会というものがございます。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持った上で、発達障害の診断を受けて間もない保

護者の交流や具体的な関わり方の相談等を目的として実施したものでございます。本市

では養成講習会の初年度でございますが、昨年度までに県の講習会等を中心に養成され

たペアレントメンターの方のご協力をいただきまして開催するものでございます。 

参加者につきましては、小学校 3 年生くらいまでの発達障害のお子さんを持つ親で、1

回あたりの定員は 20 名程度という想定でございました。交流会・相談会では、参加者同

士でグループを形成した取り組みが行われました。 

続いて、詳細な実績についてでございます。資料の方は 2 ページをお願いできますで

しょうか。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

ー関係の事業を支える屋台骨となってございます。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揃えまして、事業の内容に対する意見聴取でありますとか、支援方

法に関する助言等を実行委員会形式にて定期的に実施いたしました。開催状況は名簿の

下から書かせていただいているとおりとなってございます。 

続いて 3 ページの中段となりますが、こちらがペアレントメンター養成研修の一環と

して実施をいたしました、一般の方も対象とした公開講座でございます。7 月と 10 月の

2 回にわたり実施をいたしまして、家族支援の重要性について、養成研修受講生にとど

まらず、幅広い皆様に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。 

3 ページの下段からが、養成講習会の開催概要となってございます。限られた期間の

中で、受講生に皆様方は非常に内容の濃い研修が受講できたものと考えております。日

程的にはかなりタイトな中での実施となってございまして、といいますのも、やはり同

じ保護者であっても相談に対応する以上はそれ相応の技量が要求されるわけでございま

す。限られた時間の中でではございますが、受講生の皆様が自信をもって相談事業に従

事していただけるよう考えた結果ということで、ご理解をいただければと思います。 

4 ページにつきましては、さきほど少しお話しをいたしました交流会・相談会に関す

る開催状況でございます。さいたま市では一部相談会を勉強会へと置き換えて実施をし

ていただくということで、発達障害の基礎的な知識を改めてご参加者に周知できたらい

いなと思っております。 

 平成 25 年度以降についてでございますが、本市としては埼玉県との協働により引き続

き実施してまいりたいと考えておりますので、今後よりよい事業となるよう埼玉県との
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調整を行ってまいりたいと考えております。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。今年度からの新しい事業に関する報告でしたけれども、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。 

  せっかくですから、運営の方を担っていらっしゃった自閉症協会さんの方からご感想

を頂戴したいと思いますが、二瓶さんいかがでしょうか。 

（二瓶委員） 

  市の方と県の方にはお世話になりまして、どうにか 3 年目の事業を終えることができ

ました。ペアレントメンターさんの数もだんだん増えて来てはいるのですが、実際の勉

強会・相談会に参加できる方はまだまだ少なくて、毎回（人の）やりくりに苦労してい

ます。実際に小さいお子さんをお持ちのお母さんの話を聞くと、色々と悩みというか、

小さいときに障害の受容ができていない方がどのような苦労をされているか分かり、私

どもとしてもとても勉強になることが多かったです。 

  来年度以降も（この事業を）継続していただけるということで、私どもも精一杯頑張

りたいと思います。 

（久場川委員） 

  このペアレントメンターの相談会の場に、当センターの利用者の方も参加させていた

だいたのですけれども、（参加対象が）が小学校 3 年生までに区切られてしまっておりま

すので、もっと中学に行くときにどう気を付けるかとか、中学から高校への進学のとき

にどのように考えたのかとか、そういった情報が欲しいという方も多くいらっしゃいま

す。今後は、大きい年齢のグループ向けにも（相談会を）設定していただけるといいな

と思います。 

（二瓶委員） 

  やはり大きくなればなるほど、難しい問題も出てきてしまいますので、対応できるか

どうかの難しさもあります。実情としては、もっと大きな方も申し込んで来られている

ということはあるのですけれども…。 

（尾﨑委員長） 

  お互いに助け合うというのは、責任もあることですので、年齢が上がるにつれて課題

が多くなってくるところで難しさということもあるのかなと思いますけれども、私の意

見としては、このような助け合いの事業については、ペアレントメンターさんを助ける

というか支援をしていくような勉強会の充実も更にできれば、もう少し年齢が上がった

方にも対応できるような力を付けていくことができるのかなと思いました。 

  またまだ新しい事業ですので、これから実績を積み上げていかれる中で、体制づくり

をお願いできればと思いました。事務局からはどうですか。 
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（大塚主事） 

  事務局でございます。今の久場川委員さんのご意見につきましては、大変重要なご指

摘であると考えております。ゆくゆくは、ペアレントメンターの方々がたくさん養成さ

れて、（家族支援の）基盤として整備されてくれば、幅広い方々のご相談にも対応できる

ようにご活躍いただけるということもあるのかなとは思っておりまして、私どもとして

も将来そのようなところを目指してこの事業を進めていくべきと思います。 

しかしながら、まずは乳幼児期の診断直後の、お悩みの大きいお母さん方に寄り添う

ということがこの事業の趣旨であるというふうに私どもでは理解しておりますので、ま

ずは丁寧にその部分を進めていきたいと思います。併せて、相談部分だけではなくて、

ペアレントメンター自身の養成の事業、こちらも拡大することで、事業が両輪となって

良い方向へ推進できればと思っております。（久場川委員さんの）ご意見については、重

要なご指摘として受け止めさせていただいて、来年度も取組を進めてまいりますので、

よろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

  早期支援の重要性については、十分理解できることですので、事務局には引き続きよ

ろしくお願いしたいと思います。その他にはいかがでしょうか。 

（矢崎委員） 

  事務局のご説明を伺って、まだペアレントメンターが対応しきれないということで、

幼少期の診断直後に限定されていることは理解できました。今後の対応としては、もち

ろん（対象者を）膨らませていくということでご発言をいただいたのですが、思春期だ

ったり、就労して色々な問題を抱えて（発達障害の）診断を受けた方のショックという

のも非常に大きい。幼い方に対して手厚い手当については分かるので、少し落ち着いて

きたときに思春期の急に障害者だと言われたショックであるとか、そういったものにつ

いてもペアレントメンターが気持ちを聞いていくというのは意味のある手助けになるか

と思います。 

  それと、やはり参加者の中で気になったのは、特別支援学校や特別支援学級等に通っ

ている方を想定しているということでしたが、通常級で障害がないと思って過ごしてい

て、支援につながらないとう方の苦しみというものも非常に大きなものだと思うので、

当初の案としてひとまず想定するのは構わないのですが、このように文書化してしまう

と、やはり反感を買ってしまうことがあります。趣旨は分かりますので、来年度は文書

化の仕方を工夫していただきたいと思います。そうでないと、4 年生だから申し込めな

い、通常級だから申し込めないということで反感が生まれますので。そのときのペアレ

ントメンターが対応できなければお断りすることもあるのでしょうが、対応できる体制

が作られる場合は対応していただきたいと思います。 

  自閉症協会さんに色々ご迷惑をかけたりすることもあるかと思いますが、ペアレント

メンターさんの状態によっては幅が広げられるようになるとよいと思います。皆様には

お世話になっておりまして大変申し訳ございませんが、今後の課題の一つとして少し残

していただけると助かります。よろしくお願いいたします。 
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（尾﨑委員長） 

  ただいまの矢崎委員さんのご意見・ご提案について事務局はお願いします。 

（大塚主事） 

  矢崎委員さんのご意見については、事務局としてもそのとおりという気持ちでおりま

す。さいたま市で開催した際には、事務局の参加者想定は資料のとおりだったのですが、

実際には募集の段階では現在通っていらっしゃる学校や学級に関する区切りは設けてお

りませんで、あくまでもひまわり学園さん、またはさくら草さんの方で関わっていらっ

しゃった方という条件で募集させていただきました。 

来年度以降につきましては、ペアレントメンター側が受け止められる範囲にはなりま

すが、誤解のないように周知していければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

  そのほかはよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 

○ 平成 25 年度の発達障害者支援体制について  

（尾﨑委員長） 

それでは、続いて議題の 5、平成 25 年度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。 

（大塚主事） 

 それでは、平成 25 年度の発達障害者支援体制についてということで事務局よりご説明

させていただきます。資料の方は資料 5 平成 25 年度の発達障害者支援体制についてと

書かれました冊子をお開きいただけますでしょうか。 

本日は、先日厚生労働省で開かれました障害保健福祉主管課長会議で示されました発

達障害者支援施策の将来ビジョンや本市の来年度予算案の概要等をご説明させていただ

きながら、今後本市が整備していくべき発達障害者支援体制のあり方についてご検討い

ただきたいと考えております。 

まず、さいたま市における平成 25 年度予算の概要についてご説明申し上げます。資料

は 15 ページをお願いいたします。こちらが本市における平成 25 年度当初予算案の概要

となってございます。なお、予算案となっておりますが、去る 3 月 14 日木曜日の市議会

本会議におきまして、当初予算案は原案のとおり可決・成立しておりますのでよろしく

お願いいたします。こちらは、その予算案の概要から、障害保健福祉関係の部分を抜粋

したものとなります。それでは、資料の 21 ページをお願いいたします。こちらは本市の

保健福祉局における平成 25 年度局運営方針というものになってございます。そのうちの

（4）といたしまして、障害者福祉施策に関する記述がございます。障害者数と予算規模

の推移を表している中段のグラフの下になりますが、4 行ある説明文の後段に、「ノーマ

ライゼーションの理念に基づく就労支援及び発達障害者支援に関する新たな環境整備、
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社会資源の開拓をしていく必要があります」と書かれております。 

続いて、個別の事業についてご説明申し上げます。資料 28 ページをお開きください。

下段になりますが、こちらが発達障害者支援体制整備事業の平成 25 年度の事業内容とな

ってございます。主な事業といたしましては、本日もご報告いたしましたペアレントメ

ンター養成講習会の開催、そして、2 としては本委員会の開催、また発達障害を理解す

るための講演会の開催やパンフレットの作成等、これまで本市が実践してまいりました

取り組みを引き続き継続して着実に実施してまいりたいと考えております。 

続いて、34 ページをお願いいたします。下段が発達障害者支援センター運営事業でご

ざいます。こちらにつきましても、発達障害者支援体制整備事業と同様に、これまで実

施してまいりました相談支援を着実に継続していくものでございます。 

続きまして、厚生労働省における発達障害関連の動向についてご説明申し上げます。

資料の方は戻っていただきまして 1 ページをお願いいたします。こちらが、去る 2 月 25

日に厚生労働省で開催された障害保健福祉主管課長会議において示された資料から発達

障害に関する部分を抜粋したものとなってございます。3 ページをお願いいたします。

14 発達障害児（者）への支援についてということで、章を 1 つ用いて発達障害児者支

援施策の今後について書かれております。上から 4 行目、2 段落目となりますが、「平成

25 年度は引き続き、これまでの発達障害支援施策の推進を図るとともに、特に発達障害

者支援センターを中核とした重層的・体系的な支援が可能となるよう地域支援体制の検

証・再構築について段階的に着手し、もう一段階上の発達障害児（者）支援の充実に向

けた取り組みを行っていく」と書かれております。これが、平成 25 年度以降における厚

生労働省の発達障害関連施策に対する基本的な指針となります。 

次の（1）地域支援体制の整備についてでございますが、改正児童福祉法等、耳慣れな

い言葉が出ておりますので、こちらの内容を要約させていただきます。つまり、発達障

害者支援センターは、発達障害者支援法において地域支援体制の中核と位置付けられて

おりますが、これまで発達障害児者の直接支援を担う社会資源が十分ではありませんで

した。ところが、障害者自立支援法の改正に伴う動きの中で、発達障害が法の対象とし

て明確化されたことを契機に、平成 24 年 4 月からの自立支援法及び児童福祉法の改正に

おいては、それらの顕在化ニーズを受け止めるべく児童発達支援センターや児童発達支

援事業、保育所等訪問支援等、発達障害児の支援に資する社会資源が生まれました。こ

れらについては、現時点で十分とはいえませんが、将来的には障害者総合支援法の施行

等を背景に、今後ますます広がりを見せるだろうといわれております。本市におきまし

ても、平成 25 年 4 月より新たに 6 事業を児童発達支援センターとして指定する予定でご

ざいます。 

このような地域支援体制の整備の中で、発達障害者支援センターがこれまで担ってき

た一次相談から機関連携や専門的支援へと舵を切るように促しているのが今回の国の資

料の意味するところであると認識しております。 

次に 4 ページをお願いいたします。こちらでは、②の留意事項より重要な部分をご紹

介したいと思いますが、アの欄の 5 行目、（1）でも述べたとおりという部分でございま

す。（1）といいますのは私の方でただいま要約した部分でございますが、その先を読み

上げますと「発達障害者支援センターが中核的機関として関係機関に対するバックアッ
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プ機能等が十分発揮されるよう、直接支援は児童発達支援センター等で実施できるよう

な体制を作るなどの見直し・検証を行い、効率的・効果的な支援体制の整備に努めてい

ただきたい」ということでございます。 

もちろん本市の発達障害者支援センターにおいてすぐに直接相談から専門相談への展

開が図られるということではございませんが、このような国の指針を尊重し、今後の本

市における発達障害者支援体制を検討してまいりたいと考えているところでございます。

7 ページの方には、こうした国の考え方が図にまとめられておりますので、後程ご参照

いただければ幸いでございます。 

続きまして、そのような国の指針を受けて、本市の発達障害者支援体制をどのように

ステップアップさせていくのかという部分についてでございますが、こちらにつきまし

ては、7 月の委員会の際にも振り返りという形でこれまでの体制整備に関する経緯と今

後の将来像の案をお示ししたところでございます。しなしながら、着実に支援体制の整

備を進めていくためには、道標となるものが必要であります。本市では昨年この委員会

の議論をいただきました障害者総合支援計画、その中の重点プログラムにおいて発達障

害関連の施策の将来像を記載しております。 

資料は 41 ページをご覧ください。こちらが障害者総合支援計画から関連する重点プロ

グラムを抜粋したものになります。資料にも記載がございますが、重点プログラムとは、

本計画の計画期間である平成 24 年度から平成 26 年度の 3 年間に重点的に取り組むべき

障害者福祉施策の推進に際して、専門的機能を有する複数の機関・施設がそれぞれの機

能を強化するとともに、相互に連携した総合的な取組を行うことが必要な事業について、

その全体的な体制やシステムを明確化するために、特出して記載するものでございます。 

1 枚めくっていただきますと、重点プログラムの 3 番、生涯にわたる切れ目のない支

援と題したものがございます。プログラムの背景・趣旨の欄の中段あたりでございます

が、ノーマライゼーション条例第 27 条では「市は、乳幼児であるときから生涯にわたっ

て障害者がその心身の発達のために必要とする適切な支援を受けることができるように

するために必要な措置を講じなければならない」と規定されております。それに基づい

て決定された方針として、ページ中段のプログラムの基本方針の 3、発達障害に関する

周知啓発を推進し、発達障害児者に対するライフステージに応じた支援を行います。」と

あります。 

さらに、具体的な施策及び方向性といたしましては、3、発達障害者支援体制の強化と

題して、「増加する相談に対応するため発達障害者支援センターの相談支援体制を見直し

ます。また、発達障害児を抱える保護者の相談相手となる先輩保護者（ペアレントメン

ター）による相談事業を実施するとともに、発達障害者の特性を考慮した居場所（サロ

ン）や日中活動の場の開拓と創出に努めます。」とされております。 

以上のような国及び本市における発達障害者支援体制の将来像及び 7 月にお示しいた

しました資料等総合的に勘案いたしましてまとめたのが、次の 45 ページ、Ａ3 の資料と

なってございます。本市の発達障害者支援における現状と課題を、発達障害者支援セン

ターの相談件数と相談内容から整理いたしましたのが、資料の左側になってございます。

特に 2 の発達障害児者支援の現状と課題の項目におきましては、発達障害者支援センタ

ーが対応している成人期の例から顕著となっている課題を 3 点抜き出しました。 
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1 点目が二次障害の深刻化でございます。成人期の発達障害者の場合、家族や周囲と

の関係がこじれ二次障害を引き起こしてしまう場合がほとんどであることから、医療機

関を含めた専門機関や相談機関等が役割に応じて連携できる体制を構築することが重要

であるとしました。これに対する本市の発達障害者支援の将来像でございますが、（1）

の相談支援事業の項目に対応させております。本人及び保護者等からの相談を受け付け、

社会復帰並びに障害に対する理解及び受容の支援を行う。この部分は既存の相談支援と

大きく変わるものではございません。後段では、ＩＰＷの理念に基づく、対象年齢・専

門機関を超えた各専門職によるチームアプローチを展開するという新たな要素を付加い

たしました。 

次にまた左ページに戻っていただきまして、現状の課題の 2 番目、幅広い支援策への

対応についてでございます。「発達障害者が自宅から外に出る経験を持つことや家庭の外

で安心して日中を過ごすことができる居場所を持つこと、将来的に就労に結び付けるた

めの体験活動を行う場に通うことなどは、発達障害者の孤立を防ぎ、社会生活を送るた

めの支援としてとても重要です」となってございます。これに対応する将来像が、また

右ページになりますが、（2）といたしまして、計画の重点プログラムに記載のあるとお

り居場所（サロン）の提供でありますとか、障害者総合支援センターの就労支援部門と

の連携の強化といったものでございます。 

最後の課題が家族支援体制の充実ということで、発達障害者の支援におきましては、

家族等の理解が難しく、家庭内での虐待リスクも高くなる傾向にあるため、本人のみで

なく、家族及び周囲の支援者まで視野に入れた支援体制の構築が重要であるとしており

ます。これに対応する将来像としては、（3）家族に対する支援ということで、家族や支

援者に対する理解啓発講座でありますとか、本年度よりスタートしたペアレントメンタ

ーを活用した交流会や相談会といった家族支援プログラムでございます。こういったも

のを充実させることで、家族や支援者に障害受容や発達障害に関する正しい知識を獲得

していただき、家庭環境に起因した二次障害でありますとか、虐待の防止につなげてま

いりたいと考えているものでございます。 

資料右ページの下段のイメージ図は 7 月の委員会でお示ししたものを、ご意見を参考

に修正したものとなってございます。 

従来からの相談支援だけでなく、本人の社会性の習得や日常生活の困難解消に向けた

個別の支援や、集団講座や生活技能訓練などを活用した集団訓練、そしてペアレントメ

ンターの活用を含めた家族支援等を一元的に実施することで、相談部門への受け止めか

ら一歩進んだ形での支援を実施できる体制をいうものが重要になってくるものと考えて

おります。これらの支援により、日常生活の安定でありますとか、就労への移行、社会

生活への移行、また家庭内での理解の獲得による困難の軽減等へとつなげていくことが、

本市の発達障害者支援体制の目指すべき姿として求められているのではないかと考えて

いるところでございます。 

この件につきましては、平成 25 年度の本委員会におきましても継続してご議論をいた

だきまして、それまでの本市での各種施策の成果等の検証も踏まえたうえで、平成 26

年度に策定される予定の次期障害者総合支援計画に具体的な施策として盛り込んでいけ

るような方向で今後も進めてまいりたいと考えております。 
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前回もお話ししたとおり、発達障害者支援に関する課題は小さなものではございませ

ん。しかしながら、1 年 2 年という限られた時間の中でどこまで明確なビジョンを描い

ていけるかということも非常に重要な要素になってまいります。次期障害者総合支援計

画のスタートが平成 27 年度、その策定の議論が行われるのが 26 年度となります。その

ためにも、本委員会において皆様方の専門的な知見からご意見をいただきながら、引き

続き来年度、そして再来年度と検討を続けてまいりたいと考えておりますので、何卒ご

意見のほどをよろしくお願いいたします。事務局から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。大変丁寧にご説明いただいたわけですけれども、皆様是非

じっくりご覧いただきまして、ただいまの事務局の説明について、何かご意見、ご質問

などございますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

（矢崎委員） 

  資料 43 ページ、さいたま市障害者総合支援計画の重点プログラムの中において、色々

と現状と課題、それに対する将来像が書かれております。私も今まであまり大きな問題

としてとらえていなかったのですが、最近、私の方にご相談があるのが、支援のはざま

に陥ってしまった支援が行き届かないケースというのがございます。 

  私立の中学校に通う発達障害のお子さんへの支援として、いわゆる特別支援教育が機

能しないという問題です。関係機関の方はご存じだと思いますけれども、障害児への特

別な配慮というのは、学校教育法によって小中学校に求められているわけです。ただし、

私立学校については、文部科学省が私立学校も所管しておりますけれども、私学教育法

という法律が別に定められておりまして、この私学教育法と学校教育法の中のデリケー

トな問題があって、公立と同等なものが私立の学校に求めきれていないところがござい

ます。ここが義務教育以降であれば私どもも手立てや様々な提案ができるのですが、義

務教育の学校に対しては、手立てが持てません。そうすると、学区内の公立に通えばい

いのではないかという議論が出てくるのですが、公立で問題が大きいから私立を受験し

たのであって、公立も難しい、私立もうまく機能しないということになりますと、特別

支援教育ということになるのですが、知的な遅れがない場合はそれも難しいということ

になる。ただ、学校生活において言葉による指示に戸惑ってしまったり、授業の出来不

出来に大きな問題を抱えていて、どちらかというと、このままでいるとお子さんがいじ

めの被害に遭ってしまいそうだから、他の学校へ行った方がいいのではないかといった

提案がされたりするわけです。 

  私も様々な機関に相談して、さいたま市にも埼玉県にも相談しましたが、今の状況で

はやはり所管するところがさいたま市でも埼玉県でもないという非常に難しい状況で、

かといって文部科学省も私学教育法の壁で対応しきれない問題となっています。相談は

どこでも受けていただける、しかし、私学が学校教育法の範囲に入っていないのが問題

で、そうなってくるとどうしようもないというのが現実です。私もどうしようかなと思

ったのですが、さいたま市の障害者総合支援計画における「切れ目のない支援」という

ことで、条例第 27 条で「市は、生涯にわたって必要な支援を行う」とあります。条例の
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第 29 条では、市及び市が設置する学校は、包括的な教育を提供すべきであるというよう

な条文があったはずです。そういったところにおいて、私立は市が設置している学校で

はありませんが、市が入っていることから直接的には関われないにせよ、市が主体的に

対応していただけないかと思っています。そういった点において、資料 45 ページの幅広

い支援策において、私学と明記してしまうと大きな問題もあると思いますので、支援の

はざまや支援の行き届かない人に対しての支援も必要だということを課題として一文入

れていただいて、その対応は(2)になりますか。個別支援及び集団支援の指標の中におい

て、発達障害のある人が切れ目のない支援を受けるために、市は市が所管していない施

設等に対しても何らかのアプローチをすることが必要であろうということを書いていた

だけると、市が直接できないという難しさはよくわかっているのですけれども、相談だ

けではどうしようもないという状況になっておりますので。 

  私立の中学だけで 8 校、高校になりますとすごい数になってしまうので、市は関係な

いということではなくて、ノーマライゼーション条例の理念に基づいて、切れ目のない

支援を実現するためにも、相談だけで済ませずに、市が私学に介入してほしいというわ

けではありませんが、どうにか手助けしていただけるような仕組みを皆さんの知恵も借

りながら、来年度以降の課題として対応策を考えていきたい。私だけではどうにもして

あげられないので。これは発達障害だけでなくて、どんな障害においても支援の狭間や

切れ目は存在すると思うので、提起させていただきました。 

（尾﨑委員長） 

  ただいまの矢崎さんのご発言について、事務局はお願いします。 

（大塚主事） 

  ただいまの矢崎委員さんからの私学問題に関する大変重要な問題だったかなと捉えて

おります。さいたま市においては、教育の分野で特別支援ネットワークという形で学校

間の連携、学校教育と保健福祉の連携ということで、ネットワークを持つ動きが進んで

数年経ったわけですが、公立の学校についてだいぶ連携の方法が生まれてきたかなと考

えております。今日は教育委員会の矢田委員さんの方はご欠席となっておりますので、

詳しい部分は事務局でも研究してまいりたいと思いますが、条例の理念を受けて、市と

して私立学校に対してどのようなアプローチができるのかということも含めて今後研究

してまいりたいと考えております。 

（尾﨑委員長） 

  よろしくお願いします。そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。また後

ほどでも事務局の方へお願いできればと思います。 

それでは、議題の 5 については以上とさせていただきます。 

３ そ の 他  
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（尾﨑委員長） 

それでは、最後にその他ということですが、委員の皆様から何か今日この場で取り上

げたい話題などございますでしょうか。よろしいでしょうか。事務局は何かございます

か。 

（西渕係長） 

  特にございません。 

（尾﨑委員長） 

それでは、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

いたします。 

４ 閉  会  

（西渕係長） 

  それでは、会議の終わりにあたりまして、障害福祉課長より一言ご挨拶申し上げます。 

（吉川課長） 

  障害福祉課長の吉川でございます。本日は、年度末のお忙しい時期にもかかわらず、

ご出席をいただきまして、誠にありがとうございました。今日は内部の委員が揃って欠

席となってしまい申し訳ございません。本日は新年度の人事異動の内示日ということで、

調整に追われている状況ということでご理解いただければと思います。 

さて、早いもので、皆様方に委員を委嘱させていただいてから 2 年が経過いたしまし

た。皆様それぞれご専門の分野で大変ご多忙の中、本市の発達障害者支援体制の向上の

ため、快く委員をお引き受けいただいたことに対しまして、改めて御礼申し上げる次第

でございます。 

この 2 年間を振り返りますと、本市では政令指定都市として初めての制定となりまし

た「誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例」、いわゆるノーマライ

ゼーション条例の施行という大きな変革がございました。また、国におきましては障害

者自立支援法に代わる新たな障害者福祉法制であります「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」、いわゆる障害者総合支援法が成立するなど、発達障

害者支援を含めた障害者福祉制度全般にとって、大きな変革の時期でございました。 

本委員会におきましても、平成 23 年度はノーマライゼーション条例に基づく本市の障

害者福祉施策の指針でございます「さいたま市障害者総合支援計画」の策定にあたり、

発達障害児者支援施策だけにとどまらず、幅広いご意見をお寄せいただきました。また、

本年度におきましては、それらの計画に基づいて具体的な支援体制の将来像についても、

ご議論をいただいたわけでございます。 
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これらの議論でいただいたご意見を最大限受け止め、今後さいたま市の発達障害者に

対する支援体制を更に充実したものとしていくために、私どもも全力で取り組んでまい

りたいと考えております。 

なお、皆様方の任期につきましては、本日の委員会をもって一旦満了となりますが、

専門的な見地から発達障害者支援体制に関してご意見をいただける本委員会の役割はま

すます大きくなると考えておりますので、来年度以降も引き続き本委員会の運営と本市

における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、何卒よろしくお願い

申し上げます。 

以上で、私の挨拶とさせていただきます。この 2 年間、誠にありがとうございました。 

（西渕係長） 

事務局の方から引き続き連絡事項でございます。 

委員の皆様方の任期についてでございますが、課長の方からもご案内いたしましたが、

この 3 月末をもちまして 2 年間の任期が満了ということになります。 

本市といたしましては、この委員会の重要性に鑑みまして、来年度以降も継続して設

置してまいりたいと考えております。 

委員の皆様方に対しましても、年度が改まりましたら正式な委員就任のお願いをさせ

ていただくこととなりますが、来年度の委員就任にあたりご連絡事項等がある場合につ

きましては、お早目に事務局まで御連絡をいただけますと幸いでございます。 

今後の日程についてでございますが、次回の開催は委員の改選手続きが完了いたしま

した 6 月から 7 月頃を予定しております。委員委嘱のお願いと併せまして、詳細が決ま

り次第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 24 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    


