
第２５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7月25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 

  ○ 障害福祉課長あいさつ 

  ○ 委員自己紹介 

  ○ 委員長の選出 

２．議  題 

  ○ 第24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 

 ○ 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 

 ○ 平成25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 

３．そ の 他  

４．閉  会 

 配布資料  

・ 第25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（案） 

・ 資料２－１ 発達障害者支援センター実績報告 

・ 資料２－２ 潤いファイル成人版 

・ 資料２－３ サポートカード（仮称） 

・ 資料３－１ 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実施概要 

・ 資料３－２ 障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査設問案一覧 

・ 資料４ 平成２５年度の理解啓発事業について 

・ 資料５－１ さいたま市における発達障害児（者）支援の現状と課題 

・ 資料５－２ さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会報告書（平成20年度～平

成22年度） 

・ 矢崎委員提供資料 

 出 席 者  
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委  員・・・尾﨑啓子、鈴木仁史、松本辰美、吉田泰好、矢崎弘美、二瓶則子、山

路久彦、山本信二、宮野稔、小田和幸子、吉野博之、久場川伸、村山

千鶴子

（敬称略）

事 務 局・・・【障害福祉課】 

        吉川洋一（課長）、西渕亮（係長）、高橋純一郎、川松茂晃 

       【障害者総合支援センター】 

        永島淳（所長）、真野哲、緒方広海、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、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１３名、欠席委員５名で

ございますので、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条の規定に

より、委員の過半数がご出席されておりますので、本日の会議は成立いたします。 

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

料といたしましては、第 25 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 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（案）、

資料２－１発達障害者支援センター実績報告、資料２－２潤いファイル成人版、資料２－

３サポートカード（仮称）、資料３－１さいたま市障害者総合支援計画策定のためのアンケ

ート実施概要、資料３－２障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査設問案一覧、

資料４ 平成２５年度の理解啓発事業について、資料５－１ さいたま市における発達障

害児（者）支援の現状と課題、資料５－２ さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員

会報告書（平成 20 年度～平成 22 年度）、矢崎委員提供資料、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、本日の会議の議事録も作成し、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
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もに、公表についてご理解をいただければと存じます。 

また、会議の公開についてお断りを申しあげます。 

本協議会につきましては、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２名の方がこの会場にお越しでございますので、

傍聴を許可するとの御了解をお願いいたします。 

（異議なしの声） 

（西渕係長） 

ありがとうございます。それでは、ただ今より第 25 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、障害福祉課長の吉川より挨拶を申し上げます。吉川課長、お願い

いたします。 

（吉川課長） 

皆様、こんにちは。障害福祉課長の吉川でございます。 

さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会の開催に当たりまして、皆様ご多忙中に

もかかわらず、委員をお引き受けいただくとともに、本日、この第１回の委員会にご出席

くださいましたことに、心より感謝申し上げる次第でございます。 

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、今年度で９年目を迎えており

ます。 

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、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。 

発達障害者の支援体制を更に充実したものとしていくためには、私どもだけでなく、よ

り専門的な見地からご意見をいただける本委員会の役割が大変重要であると考えておりま

す。 

本年度におきましては、山積する重要な課題に対するこれからの支援施策の在り方につ

いて、皆様のご意見をいただきながら、更に検討してまいりたいと考えておりますので、

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。 
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（西渕係長） 

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、

鈴木仁史委員からお願いできますでしょうか。 

（ 各委員の自己紹介 ） 

（西渕係長） 

ありがとうございました。なお、私立幼稚園協会の浅沼委員、保健部の黒田委員、児童

相談所の菅野委員、教育委員会指導２課の内河委員、こころの健康センターの小澤委員が

本日所用により欠席となっておりますが、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、委員の改選にあたりまして、本日机上に委嘱状並びに任命書をご用意させていた

だいておりますので、ご確認ください。本来であれば、市長が参りまして皆様お１人お１

人にお渡しすべきところではございますが、公務の都合により出席できませんので、ご了

承いただければ幸いでございます。 

続きまして、事務局職員の紹介をさせていただきます。 

（吉川課長から順に障害福祉課職員を紹介） 

（西渕係長） 

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

たいと存じます。 

（永島所長から順に障害者総合支援センター職員を紹介） 

（西渕係長） 

ありがとうございました。 

以上を持ちまして、委員並びに事務局職員の紹介を終わらせていただきます。 

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していただきたいと存じますが、どなたかご推薦がござ

いましたら、挙手をしてご指名いただけないでしょうか。 

はい、矢崎委員さん。 

（矢崎委員） 

皆様どなたに委員長をお願いしても、どなたも能力のある方なのですが、これまでに引

き続き、さいたま市の発達障害者支援施策の経緯をよくご存知の尾﨑先生にお願いしたい

と思うのですがいかがでしょうか。 
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（西渕係長） 

ただいま矢崎委員さんから尾﨑委員を委員長にというご発言がございましたが、委員の

皆様いかがでございましょうか。 

（異議なしの声） 

（西渕係長） 

ありがとうございます。皆様からのお声を頂戴しましたが、尾﨑委員、委員長をお引き

受けいただけますでしょうか。 

（尾﨑委員 承諾） 

（西渕係長） 

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

したいと思います。 

尾﨑委員、どうぞよろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、尾﨑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。 

（尾﨑委員 委員長席へ移動） 

（尾﨑委員長） 

ただいま委員長に指名されました尾﨑でございます。委員の皆様に一言ご挨拶を申し上

げたいと思います。先ほどの吉川課長さんのご挨拶にもございましたけれども、この委員

会も回を重ねることで２５回ということで、９年の歴史を持っているということになりま

す。この間にさいたま市発達障害者支援センターの活動の充実でありますとか、潤いファ

イル成人版でありますとか、本日ご報告いただくサポートカードの作成検討でありますと

か、さまざまな成果も見られてきているところだと思います。 

 委員の皆様からたくさんの意見を出していただくことで、発達障害児者支援の取組が進

んできたことは大変喜ばしいことだと思いますけれども、早期発見、支援や二次障害の防

止と家族への支援のあり方、それから就学、進学、就労など移行期における支援のあり方

などの課題も明らかになってきたことと思います。今年度は討論をとおしてこれらの課題

を整理し、うまくいかない原因なども明らかにしながら、早期診断から成人期までの体制

作りにご一緒に取り組んでいけたらと思っております。今年度も実り多い討論をよろしく

お願いしたいと思います。 

２ 議 題  
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○ 第 24 回委員会議事録（案）の承認  

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２４回委員会議事録（案）について、事務局はご説明をお願いします。 

（西渕係長） 

はい。去る３月２１日に第２４回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会を開催

いたしました。年度末の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。 

当日は委員の出席が過半数に達しなかったことから、委員会が成立いたしませんでした

が、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」、「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」ということでございました。  

議事録につきましては、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 議事録案」としてお送りさせていただいてお

ります。 

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、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。 

昨年度に開催された委員会ですので、ご参加になられていない方もいらっしゃいますが、

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） 

（尾﨑委員長） 

ありがとうございます。それでは異議なしと認め、「第２４回さいたま市発達障害者支援

体制整備検討委員会 議事録案」につきましては、事務局案のとおり承認いたします。よ

ろしいでしょうか。 

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。 

（真野主任） 

 はい。それでは発達障害者支援体制からの報告ということで、資料２－１、資料２－２、

資料２－３となります。昨年度の全体の統計と潤いファイル、サポートカード。それから

資料にはございませんが、先日行われました発達障者支援体制連絡協議会の報告をさせて

いただこうと考えております。よろしくお願いいたします。 

 まず資料２－１をご覧ください。昨年度の発達障害者支援センターの実績になります。
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本日件数等について一つ一つ説明はできませんが、相談員４人ということで対応しており

ますので実質家族からの相談を一月あたり 300 件ほど受けており、また地域機関との連携

による紹介で 100 件から 150 件ほど相談を受けている状況でございます。 

性別という視点から見ていくと、成人を中心に相談支援を行っているのでここの部分が

多いのは当然ですが、高校生年齢、思春期部分の相談も増えており、今回は 70 件ですが、

100 件くらいになっている状況でございます。 

 当初は高校などに所属している方が多いと考えていたのですが、実態としては居場所が

ない方からの相談がこちらに寄せられているということも増えてきたりですとか、高校に

所属しているので特別支援教育相談センターに相談をしているのかと思ったら実は学校に

は通っていなくて相談ができていない方などもおり、もう学校に行くのは諦めて社会に出

ていきたいということでこちらに相談される方も多くなっています。 

 そうしたケースには即答できず、どの機関が支援したよいのかこちらでも悩みながら相

談支援を行っているのですが、特に一次相談窓口の強化ということで、支援者向けの講座

などの研修を実施してまいりました。支援者向けのリラクゼーションについてですとか、

発達障害の方との相談ではストレス環境についてですとか、気持ちのマネジメントのよう

なものを勉強していただく機会を設けたりですとか、そうした取組を行っております。 

 それから就労に向けて、従来からの支援機関からではなかなか就労に結びつかない方も

多かったため、グループワーク的な取組も就職に向けて行ってまいりました。今後につい

ては思春期の部分の対応であったり、成人期の方々の居場所、次につながるステップをど

うしていくかというところを、相談ではなく、体験を重ねていける場所を考えていければ、

というところが今年度の課題かなと思っております。 

 続いて潤いファイル成人版について御説明させていただきます。ちょうど資料１の議事

録案の５ページから６ページのところですが、昨年度の委員会で報告をさせていただいた

内容が掲載されております。前回の委員会が不成立となったため、今年度の委員会で改め

て報告させていただき、承認をいただき、実際の活動を行っていきたいと考えております。 

 潤いファイルは平成 20 年度の委員会の児童部会において一貫した支援の必要性が議論

され、作成したものです。ただしその時点では発達障害者支援センターがまだ設置されて

おらず、成人期の発達障害者の支援についてあまり議論ができておりませんでした。当セ

ンターが設置され、実績を積み重ねていく過程でどういった情報を共有していくべきか、

どういった支援が必要なのかということを検討していこうと。平成 21 年 10 月に当センタ

ーが開設し、平成 22 年度の最後の連絡協議会でこちらの潤いファイルの成人版の検討が始

まり、２年ほど温めてきたということになります。 

 資料の２－２をご覧いただければと思います。従前の潤いファイルの後半部分というこ

とで使っていただくためのシートになっています。将来の支援のため構造化を行っていく

という趣旨は同じなのですが、特徴としては成人ということなので、ご自身で活用してい

ただくものということになっており、ご本人と相談員の方が共有してチェックしていきや

すいものというところを意識して作成しています。それと就労部分が中心になるというこ

とで、就労に向けての確認ができるもの、チェックシートであったり、生活リズム表とい

ったものであったりというシートが入っています。連絡協議会ではマイナス面ではなく、

できていることを評価していこうと。足りない部分に気付いてもらうというツールになっ
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ています。 

 今後については、今回承認いただければ、使い方を支援者の方と共有し、特に生活支援

センターであったり、就労支援機関であったり、どんどん活用していただける場面が増え

てくると思いますので、これがどういうためのものなのか、ご本人とどう共有していくの

かということを普及啓発していければと思っています。 

まずは市のホームページからダウンロードできるようにし、各支援機関に呼びかけ、そ

の支援機関から配布をしていただける体制を作っていきたいなと考えています。よろしく

お願いいたします。 

 続いてサポートカードについて御説明いたします。資料２－３をご覧ください。こちら

も資料１の議事録の続きに記載してありますが、潤いファイルを作成していく過程で、連

絡協議会の中から、本人さんやご家族さんが困っていること、どう障害について伝えてい

くか、障害というよりも何に困っていてどう助けてほしいのかということをどう伝えてい

けばいいのか、ＳＯＳをどう発信していけばいいのかというところで難しさを抱えている

のではないかという議論がありました。その中で我々として何か手伝いをしていけないか

という話が出まして、仮称ではありますが、サポートカードというものを検討していくこ

ととしました。 

 埼玉県のサポートカードというものもございまして、より細かい情報を記載したカード

がございます。それに対して、「県にはこういうカードがあるが、市では使えないのか」と

いう問い合わせも市の発達障害者支援センターに相当ございまして、その必要性を意識し

ながら市のカードを作成したものでございます。 

 支援者向けではなく、一般の方向けということで、対応した方がパッと見て、「あ、この

人はこういう人なのだ」ということがわかるという視点で作成しています。埼玉県との違

いということですと、書き込む量がかなり少ないのですが、これはパッと見てすぐわかる

という視点を大事にしたためです。 

 昨年度は連絡協議会でサポートカード作りにもかなり力を入れて取り組んできました。

小さいお子さんのためには年齢的にもライフステージによっても使い勝手が違ってくるだ

ろうなということで、小さいお子さん用にはワッペンタイプのものを作成しました。カー

ドタイプは大きいお子さんや小さいお子さんを抱えたご家族の方向けという趣旨で作成し

たものです。 

 これはあくまでたたき台になるもので、今後業者とデザインを詰めていく中で、若干か

たちが変わる可能性はありますが、この原案をもとに作成を進めていければと思っており

ますので、こちらの方も委員会で承認をいただければというふうに思っています。どちら

もまだまだ不十分な点はあるかと思いますが、まず作ってみて、試してみて、今後必要に

なるのはどういうことなのかということを積み重ね、改良版を作成していくということで

より良いものができていくのではないかなと思います。 

 続いて７月５日の連絡協議会について御報告をさせていただきます。 

（緒方主任） 

 発達障害者支援センターの緒方です。平成 25 年度の発達障害者支援体制連絡協議会につ

いて御報告をさせていただきます。平成 25 年７月５日に第 1 回の発達障害者支援連絡協議



9

会を開催いたしました。委員の出席者数は 20 名となっており、皆様ご参加していただいて

おります。今年度は委員の再任の時期になっておりまして、今年度から参加される方もお

りました。内訳を申し上げますと、若者の居場所づくりという観点から青少年育成課の職

員やＮＰＯ法人さいたまサポートネットの代表の方、代表理事である青砥先生にもご参加

いただいたことと、埼玉県自閉症協会の方にもご参加いただきました。また就労の観点か

ら株式会社ウイングルの浦和センターの佐藤さんにもご参加いただいております。 

 議題の内容としては各機関の活動状況、発達障害者支援センターの昨年度の活動状況に

ついて報告させていただきました。発達障害者支援体制の検討ということも行わせていた

だきまして、本日の資料の５－１と５－２になりますが、さいたま市発達障害者支援体制

整備検討委員会で作成された報告書を基に議論を行い、時間の関係から乳幼児期における

検討までしか行うことができませんでしたが、委員の方からいろいろ活発な御意見が出さ

れていました。 

 委員の意見の中では発達障害の早期発見や早期療育を行っていくためのシステム作りが

必要であるという意見であったり、母子保健という視点ではなく、今後は父子保健という

視点も大事なのではないかという意見がありました。また幼稚園や保育園で発達障害児を

疑うケースが増えてきており、療育機関への紹介をしていただくものの、なかなか実際の

相談までにお待ちいただいているのが現状であり、療育機関に掛かる際に２カ月待ち、３

カ月待ちとなっている現状や、保健センターで発達健診を受けることができるのですが、

７月５日の時点で区によっては１１月まで予約をすることができない現状など、そういっ

たものをどう解消していくかが課題として挙げられました。 

 今後も支援体制についての検討は引き続き行っていく予定でして、ワーキンググループ

を設置しまして活発に議論を行っていきたいと考えております。報告は以上になります。 

（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の活動として、相談件数の多さとともに、思春期や 20 代など若

い方の相談が多いこと、さまざまな活動のご紹介や課題について報告をいただきました。

また潤いファイル、サポートカード、連絡協議会についても詳しい説明をいただきました。 

ただいまの事務局の報告について、何かご意見、ご質問などがございましたらお願いい

たします。はい、鈴木委員。 

（鈴木委員） 

 こうぬまクリニックの鈴木です。乳幼児期の件はまた後でも議論になるかと思います。

今回の潤いファイルやサポートカードは成人が対象になると思うのですが、作成した連絡

協議会には当事者の方は参加していたのでしょうか。参加していなければ、そのことにつ

いて検討をされたのかどうか。私はこの委員会にもそろそろ当事者の方が参加してもいい

のかなと思っています。 

（尾﨑委員長） 

 それではただ今のご質問に事務局はお答えください。 
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（永島所長） 

 当事者は入っておりません。鈴木委員ご指摘のようにそろそろ連絡協議会に当事者の方

も参加いただくということについては検討したいと思います 

（尾﨑委員長） 

 そのほかにはいかがでしょうか。はい、山本委員さん。 

（山本委員） 

 ただ今潤いファイルとサポートカードについて御説明がありましたが、今日の委員会で

意見をいただいて、これでよいかどうかを決めるということでよろしいでしょうか。 

（真野主任） 

 そうしていただけるとありがたいです。事務局としてはもう実際の作成作業に入り、活

用を進めていきたいと考えています。 

（鈴木委員） 

 そうだとするなら、どの程度当事者の声が反映されているのかが気になるところです。 

（真野主任） 

 潤いファイルに関しては、実際に発達障害者支援センターで当事者の方と一緒にチェッ

クをしたり、面接の場面で活用したりということをしてきました。我々の視点からの使い

勝手という側面は当然ありますけれども、当事者の方の意見や視点もすべてではありませ

んが、入っていると言えると考えています。 

（鈴木委員） 

 サポートカードは成人の方も利用すると思いますが、保護者というのは「保護されてい

る」という立場という意味ですから、「家族」とかそういう表現にすべきではないでしょう

か。保護という言葉はノーマライゼーション条例の理念から逸脱すると思います。さまざ

まな団体でも最近は保護者会ではなく、家族会と称するケースが多いと思います。 

（真野主任） 

 ありがとうございます。ワッペンタイプは小さいお子さんを対象と想定したものですが、

それも含めて「家族」としたほうがよいかもしれません。 

（尾﨑委員長） 

 潤いファイルもサポートカードも連絡協議会で時間をかけて検討したものですが、ただ

今の意見を踏まえて検討していただければ、と思います。他にはいかがでしょうか。 

（鈴木委員） 
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 サポートカードについて、成人の立場からすると、「社会の見守りが必要な方です」とい

う表現にはいろいろな感じ方をする人がいると思います。「見守り」という表現はお子さん

ならわかりますけれども。 

（松本委員） 

 小児科の立場から子どもということで言えば、保護者であり、見守りということでＯＫ

ですが、鈴木委員のおっしゃるように成人ということですと、気になるかと思います。 

（吉野委員） 

 ちなみに埼玉県のものはどのような表現になっているのでしょうか。 

（真野主任） 

 本日、埼玉県の資料は持参していないのですが、埼玉県の場合は表面ではなく、裏面に

発達障害についてさまざまな情報が記載されています。こちらで検討した際には、必要な

時にそうした情報まで読んでくれないだろうということで、使い勝手を考えてこのように

したところです。 

（吉野委員） 

 ありがとうございました。参考になるかどうかわかりませんが、旧大宮市時代に聴覚障

害の方が窓口で困った際に、自分が聴覚障害であるということを伝えるよりも、こうした

カードを活用して、自分は聴覚障害があるのでサポートしてください、といような取組を

しており、私も携わったのですが、「私は聴覚障害です」とずばり記載してあって、指をさ

して、電話を掛けてくださいとか、いろいろなことができるようになっていました。 

 「私は発達障害です」とはなかなか書けないかもしれませんが、鈴木委員がおっしゃっ

たように言い回しを検討していただければ、と思います。 

 続けて、お伺いしたいのですが、今回潤いファイルの成人版ができたということなので

すが、私も事務局にいた当時学齢期版まで携わらせていただきました。作成した時はさま

ざまなところから反響があり、特に学校関係についてはほぼ全ての学校の校長先生を集め

た説明会を開催したり、特別支援学校にも配布をしたのですが、今既に潤いファイルを持

っている方はそこに追加すればよいと思うのですが、乳幼児期や学齢期にどのように配布

されているのか、今の潤いファイルの配布状況はどのようになっているのでしょうか。も

しわかれば教えていただければ、と思います。 

（真野主任） 

 同様の意見は連絡協議会でも出されました。こちらで把握している範囲では、特別教育

相談センターの方から伺った話では、就学時に就学相談をされた方についてはほぼ全員に

アナウンスをして、辞退した方以外はほぼ全員が持っているということでした。辞退され

る方は１割以下だそうです。それ以外での配布については必ずしも把握しきれていません。 

（西渕係長） 
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 学校での配布状況については、障害福祉課でも同様の情報を把握しております。 

（久場川委員） 

 乳幼児については、お母様たちにお伝えするのは乳幼児健診の際ですとか、発達の相談

の際になりますけれども、心理や言語の先生、医者のコメントについて、これまで紙に書

くという習慣がありませんでした。相談をしても、お母様が保健センターを出た瞬間に忘

れているのではないかという不安がありました。 

 母子保健の担当者とも検討して、こうしたものを潤いファイルの中に入れるのはどうか

という話がありました。しかし、お母様たちも障害の受容ができていない状況で潤いファ

イルを渡すのは難しいケースもあり、母子手帳に情報を入れるというところで今のところ

は精一杯で、乳幼児のところで潤いファイルを使うのはちょっと難しいかな、という状況

です。 

（鈴木委員） 

 成人の方については、先ほどの吉野委員の話にもあったように、「私はアスペルガーです」

とむしろ書いてほしいという方もいます。アスペルガーの方は自分の特性を知ってもらい

たい方が多いのです。私は数字に色がついて見えますとか、音に非常に過敏なので特定の

音は避けてほしいとか。ですから、私は「発達障害です」というのではなく、「アスペルガ

ーです」と書いてほしいという人は結構います。人によってものすごく差があります。非

常に難しいのですが、どの程度ご本人が満足されているか、納得されているかが重要にな

るので、私は当事者の方と相当話し込んで作らないと難しいのではないかと思います。 

（矢崎委員） 

 サポートカードを作るに当たって、連絡協議会に私も参加させていただきました。社会

の見守りが必要な方という表現は私がこうした文章にしたわけではなく、みんなで話し合

った結果なのですが、当初は何らかの生活上の困難を抱えているということを、このサポ

ートカードで伝えたいということで、この文章を表紙に持ってきたわけです。そこの部分

で困難があるということをどう伝えたらいいのか、何も書かなかったら一般の方がこのカ

ードを見て、何か手助けしてほしいのかなということにもなりかねないと。 

これは発達障害者が持つべきカードですが、この人は発達障害ですと書いてよい方と、

書いてもらいたくない方がいるわけなので、発行元と事務局に発達障害の名称を入れて、

暗に発達障害のある方が利用するカードであることを匂わせたというふうに作っておりま

す。何らかの生活上の困難があるのか、学校や職場で困難を抱えているのか、表現が難し

い中で、委員の中から、温かく見守っていただきたいという趣旨で、この「社会の見守り」

という文言になったと記憶しております。ですからご本人が見守りという表現が嫌だとい

う方もいれば、こういう表現にしてもらった方がありがたい、やんわりとしていて思いや

りを受けられるという方もいらっしゃいます。 

資料２－３をご覧ください。ワッペンタイプの方は「社会の見守りが必要な方です」の

下に、「あなたの優しさをわけてください」と、その下に、「ご理解とご協力をお願いしま

す。」となっており、カードタイプの方は、「あなたのあたたかいご協力をよろしくお願い
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します。」というかたちでまとめました。 

 社会の見守りが必要という表現に、どうしてもご本人が嫌だ、あるいは抵抗を感じる方

がいらっしゃると思いますし、こういう表現がいいという方もいらっしゃるという方もい

ると思います。賛否両論あると思います。当事者の意見を聞いてもっとよく議論する必要

性については私も感じますが、このサポートカードは既に２年越しになっているのですね。

一昨年から作成に入っており、昨年度完成する予定だったものが、検討委員会が事情によ

り１１月は開催されず、３月は不成立となった中で、広くこの検討委員会で意見を聞く場

がなかったため、今回皆様から意見を頂いているという状況です。申し訳ありませんが、

当事者団体としてはもう３年も４年も待っているのですね。 

 もう困難な事例も出ています。救急車で発達障害の方が運ばれた場合に、アスペルガー

の方で意識はあったのですが意思表示が難しく、救急の際になかなかうまく対応していた

だけなかったということで、相談をいただいたことがありました。 

 もし、この場合にサポートカードがあれば、救急車の退院や救急病院の受付で見せられ

れば、もっと適切な対応がいただけたのではないかという状況がございました。カードの

承認が半年後になろうが、１年後になろうが、当事者の意見を聞くということは重要だと

思いますが、私も親の会で会員の意見を聞いて、埼玉県の時も同じような対応をしました

けれども、親の会「麦」では、全員ではありませんが、たくさんの会員さんにご本人がど

うしているかということを伺いました。「麦」以外の方もいらっしゃいますが、麦ではかな

り当事者の意見を伺って、その意見をまとめました。一つ一つ見るとまだ完ぺきではない

かもしれませんが、それは成人版の潤いファイルにしても同様だと思います。 

どうしても急ぎ必要な方がいるということもご理解いただき、指摘事項がすぐこの場で

改善できるものであれば、急ぎ改善いただき、急ぎ発行し、その中でこれは少しおかしい

ぞとか、もう少しここはこうした方が使いやすいとか、その都度というのは難しいかもし

れませんが、気付いた時に修正していくという考え方も必要ではないかと考えます。 

ずっと検討していては何年もかかってしまう。完璧なものというのは難しいもので、そ

れは潤いファイルの児童版の時もそうでした。使っていく中で、改善点があればどんどん

改善していくというような前向きな姿勢というのも検討いただきたいと思います。 

（鈴木委員） 

 このサポートカードはどうして、「私は」というカードにしなかったのですか。内容は「こ

の方は」というふうになっていますよね。主語が当事者になっていないですよね。当事者

をサポートする側や行政が主語になっていますよね。反対というわけではありませんが、

その理由は何かあるのでしょうか。「私は発達障害があります」というふうにしてほしいと

いう人もたくさんいると思います。特に精神障害の方は、精神障害は直接関係ありません

が、発達障害であれ、肢体不自由であれ、やはり障害という意味では同じだと思うのです。

特に肢体不自由の方は、「私は肢体不自由です」というふうにしてほしいという方が多いと

思います。 

（真野主任） 

 そこまで議論されていたわけではありませんが、このサポートカードのもとになった考
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え方として、発達障害者支援センターで作成している、自分はどんな人かというプロフィ

ールを書いてもらうような取組をしています。この場合はご本人が直接自分のことを書い

て、自分のことを知る取組なので、「私は」という内容になります。これはあくまでご本人

が書くもので、何らかのお墨付きを与えるようなものではありません。 

 一方、こちらのサポートカードについては、市が作成し、必要な方に渡して利用しても

らうということなので、そうしたことからいうと、「この方は」という内容にならざるを得

ないのかなと思います。自分は、と言える方はある程度自分でもできる方であり、そうで

ない方で、自分ではＳＯＳを出せず、縮こまってしまう方、例えば警察の方に声を掛けら

れた瞬間に何も言えなくなってしまう場合などに、誰か第三者がいるわけでも、さいたま

市が傍にいるわけでもありませんが、カードがあることでどんな方かわかってもらえるの

ではないかと、そうした考え方が根本にあったのではないかなと思います。ご本人さんが

声をあげるような場面ではプロフィールシートのようなものが望ましいのではないかと思

います。 

（鈴木委員） 

 やはり障害のある方を社会的にどのように認識するのか、その人を社会の一員としてど

のように認識するのかというところの議論をするべきだと私は思いますね。 

 これだと、どうしても保護とか、行政が見守ってあげるとか、どちらかというと依存の

部分を払拭できないですよね。依存が悪いとは言いませんし、依存も権利ですけれども、

ご本人がどういうふうにサポートしてもらいたいのか、ノーマライゼーション条例をつく

る過程で随分議論いたしまして、私も委員のメンバーでしたが、そのことは権利の中心に

据えてあります。合理的配慮もそうですよね。本人を保護するということではなくて、本

人が一人の人間として生きていく権利としての個人といいますか、そうしたことを尊重す

ることを第一の柱としてノーマライゼーション条例はできていると思います。 

 条例をご覧になるとわかると思いますけれども、障害の定義ですとか、非常にしっかり

と書いてあります。そうした点から言うと、これは少しずれるな、と思います。権利擁護

委員会でもこのあたりのことは相当議論しましたので。 

（尾﨑委員長） 

 この件について他に意見がございますか。 

（山本委員） 

 鈴木委員がおっしゃることは私もよくわかるのですね。条例の中で合理的配慮という言

葉を使っているとおっしゃいましたが、サポートカードの裏面を見ると、ご本人が困って

いる、こういうことをお願いしたいということを相手側に伝えるカードというふうに考え

られると思います。 

 カードタイプの表のところで、社会の見守りが必要な方ですということではなくて、例

えば、あなたの配慮をお願いしますとか、カードを持っている自分が相手に示して使える、

自分の意志で示すことができるカードとして位置付けていく必要があるという気がします。 

そういう観点で考えますと、社会の見守りが必要な方ですということではなく、一つの
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例として、例えば、あなたの配慮が必要ですとか、条例で使われている配慮という言葉を

うまく使って言い換えることができないかなと思ったのですが。 

（尾﨑委員長） 

 他にいかがでしょうか。 

（山本委員） 

 カードタイプの表のところに書いてある、「社会の見守りが必要な方です」という文言を

削除し、その下に「あなたの温かいご協力をよろしくお願いします」と書いてありますが、

その上に、例えば「あなたの配慮をお願いします」とか、そういった配慮という言葉を使

ってご自分が示せるカードにしてはどうかと、そういった考え方はいかがでしょうか。 

（鈴木委員） 

 優しさを分けるという場合も、優しさがいっぱいある人と優しさがないとやっていけな

い人がいるのだというふうに、そこに差別が発生し得るのです。あくまでも対等だけど、

一人ひとりは違うのだというような。目の問題があるのだ、耳の問題があるのだ、コミュ

ニケーションの問題があるのだ、そういう問題について、そうではない人が配慮をしてあ

げてくださいというのがノーマライゼーション条例なのですね。みんなそれぞれ問題を抱

えているのですが、あなたができる配慮を目の前の何かできない人に対してやってあげて

ください、配慮してくださいと。 

 ですから合理的配慮というのは電車やバスに老人が乗ってきたら、何でもかんでもシル

バーシートに座らせるということではなくて、中には、私は結構ですという方もいるわけ

です。配慮するというのはとりあえず聞いてみて、じゃあ特にいいのですねということも

あるかもしれません。車椅子を押してあげましょうかと尋ねても、いいえ結構ですという

人もいるのです。それが国連の人権宣言も含めた流れですよね。 

（永島所長） 

ありがとうございます。あなたの配慮をお願いしますという表現、非常にいいと思うの

ですが、一つだけ気になっているのは、先ほどいくつか意見が出ている中で、先ほど鈴木

委員もおっしゃったように、「私は」、という表現、「私はアスペルガーです」と言いたい人

も中に入ると思うのですね。もしよろしければ、その文言の上の部分に空欄のスペースが

残っていますので、自分で記載しても構わないと思います。私は何々の障害がありますと。

だからご配慮くださいと。もちろん記載したくなければしなくともかまいません。スペー

スはありますので。そこに本人が記載するスペースを用意してもよろしいですよね。 

 その言葉がもしかしたら本人が社会に出た時に、発達障害というものを皆さんにもっと

理解していただくことにつながるかもしれないという期待も込めてですが。 

（鈴木委員） 

 もっと言えば、例えば妊婦さんだってもっと配慮してもらいたいじゃないですか。妊婦

さんだってそうしたカードがほしいじゃないですか。ですからこのカードが障害者だけっ
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ていうのは変でしょ、という考え方もあるのです。老人だって、妊婦さんだって、市民み

んなが困っているときに合理的配慮をしてくださいよと。 

（矢崎委員） 

 そういった意見は昨年の連絡協議会でも出されました。発達障害だけでなく、他の障害、

高齢者であったり、母子保健の観点であったり、弱者が使える優しいカードになってほし

いという意見もありました。ただそうなった場合、この発達障害の連絡協議会だけではな

くて、政策委員会や母子保健など、さまざまな分野に広げて意見を頂くと発行もどんどん

遅くなっていきますので、成功事例として、発達障害者がこのカードを利用して、その結

果を他のところに広げていったらどうかという意見が昨年度出されました。 

 現に他の県では、発達障害ではないけれども、いわゆる弱者が使うかたちに発展したケ

ースもありますし、そこまでいかずに発達障害だけとうケース、また特別支援教育の対象

のお子さんのみなど、さまざまなケースがありますので、すべての方に対して優しいカー

ドを作りたいというのであればこの委員会の決議にはならないと思いますので、その根本

の部分から考え直さなければならないと思います。 

（尾﨑委員長） 

 いろいろな御意見が出ておりますけれども、わたし自身も連絡協議会に出ているもので

すから、委員長としてなかなか中立的に考えたり、話したりできない部分があるかなと思

いながら、皆さんのご意見を伺っていたところなのですが、まず今回検討いただくカード

自体は発行元にも発達障害者と入っていますので、先ほど矢崎委員さんがおっしゃったよ

うに、もともと発達障害児者のためという趣旨で検討が始まったものですので、まずはそ

こに限定してご議論を頂いて、その後により広げていくかどうかということにしたいと思

いますが、その点についてまず確認したいと思います。発達障害児者に対するカードとい

うことでよろしいでしょうか。よろしいですね。 

 次に文言なのですが、検討は２年越しなのですが、どういう場面で使うかということ、

それからものすごくたくさんの文言を検討して、このかたちに落ち着いての文言となった

のですが、今ご覧いただいて、委員の皆様から意見を頂いたところでは、「社会の見守りが

必要な方」という文言を、「あなたの配慮が必要です」という表現に変えてはどうかという

意見と、さらに上のスペースの部分に、本人が私は何々障害ですと書きたい方が書いても

よいのではないかというご提案があったと思います。 

後者については、事務局である発達障害者支援センターからの提案でしたが、文言につ

いては今この場で検討いただいて、ここで決定したいと。これまでもかなり持ち越してき

ましたので、また次回ということですとかなり遅くなってしまいますので、私の考えとし

ても、作成して一度使ってみていただいて、例えば１年後に見直すとかそうしたことを思

っているのですが、いかがいたしましょうか。少し時間はかかりますが、文言について検

討するということでお願いしたいと思います。他の御意見があれば伺いますが。できれば

決めてしまいたいと思います。それがご本人やご家族の方のためにもなると思います。 

 それでは「社会の見守りが必要な方」という文言を、「あなたの配慮が必要です」という

表現に変えるということついて御意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。元のま
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まがいいという意見ももちろん結構です。 

 その下の文言については、カードの方は、「あなたのあたたかいご協力をよろしくお願い

します」という表現、ワッペンタイプの方は「あなたの優しさをわけてください」という

表現、これはよろしいですか。 

（鈴木委員） 

 これは不要ではないでしょうか。 

ワッペンタイプですが、これが外に出ていけば、小学生や中学生の知的障害を伴ったか

なり障害が重いお子さんも付けるという事態があり得ますよね。そうするとこの表現は権

利の主体になっていないと思われます。知的障害のカードがない以上、大人になった時に

もつける可能性があると思うのです。知的障害の子どもの親からすると、これを作ってほ

しいという意見があがってくるのではないでしょうか。発達障害に知的障害は入らないの

ですかということになると思うのです。 

（尾﨑委員長） 

 提案を整理するという立場に徹したいと思います。まずは原案通りという方法が一つ。

それから次が「あなたの配慮をお願いします」というように文言を全部変えてしまう方法

が一つ。それから副題のようなものは全部取ってはどうかというご提案ですね。それから

スペースに書くようにするという永島所長からの提案についてはあくまでご本人がそうす

るということで、何かをこちらでしなければならないということではないかと思います。

スペースを活用してはどうかということだと思います。 

（松本委員） 

 発達障害にはいろいろと病名はあるかと思いますが、それを個人がそこに書き込むとい

うことでしょうか。先ほど矢崎委員から救急の際の対応が困難だったというお話がありま

したが、例えば医者自身が病名を見てもどういう状態なのか正確に理解できる人はそうは

いないと思うのですね。 

 それからアスペルガーについても一時期誤解を招きまして、それを引きずっていたり、

個人的な思い込みで対応してしまうケースもあるかもしれませんし、個人で自由に書いた

場合チェック機能が働きませんので、ちょっと危険なのかなと私は思いますが、いかがで

しょうか。 

（永島所長） 

 実際に発達障害の病名を診断する医師の先生方は大変ご苦労をされていますし、一度や

二度の外来で、その方の成育歴などすべてを含めて診断名を出すのは大変難しいことだと

聞いています。 

 松本委員ご指摘のように、もしかしたらその病名が独り歩きすることもあるかもしれま

せんし、差別や誤解やいらぬ偏見を持たれたりすることもあるかと思います。その点を含

めて今後もご議論をお願いしたいと思います。 
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（吉田委員） 

 先ほどの松本委員の御指摘はその通りだなと思います。私の埼玉障害者職業センターに

もいろいろな診断名のついた方が訪れます。聞いてみるといろいろ変わりますし、中には

自分でホームページを見て診断したという方もいます。ですから曖昧な概念で記載するよ

りは記載しない方がいいのかなと思います。 

（尾﨑委員長） 

 ありがとうございます。スペースはスペースで積極的に何かを書き込もうということで

はないのかと思います。 

文言なのですが、御意見がございましたらお願いします。多数決で決めるという話でも

ないので。原案のままがいいという方がいたらその点からお話をいただき、討論になれば

と思います。今のところ原案がよいという方がいませんので、いらっしゃらなければ修正

案で決定ということになるかと思いますが、いかがでしょうか。 

（矢崎委員） 

 この前文が特に重要というわけではないと思いますので、せっかくご提案がありました

ので、「あなたの配慮をお願いします」というかたちにして、ワッペンタイプについては、 

「社会の見守りが必要な方です～あなたの優しさをわけてください～」という二行をカッ

トし、「あなたの配慮をお願いします」として、カードタイプは「社会の見守りが必要な方

です。」をカット。「あなたの配慮をお願いします」にして、その下に似たような文言があ

りますが、それでよろしいのではないでしょうか。 

 これは発達障害の診断名を伝えるものではなくて、一時的に見せるもので、医者に行っ

て長期間使うものでなく、窓口でトラブルになりそうなことがあったり、問診票を書くと

き、受付をするときなどにちょっと困難がある場合など、一時的な助けとして使うもので

す。 

その次の段階としては必ず潤いファイルを持って行ってもらって、その中で細かい配慮

をお願いするものなので、その場限りの短時間使うためのカードであるという点を頭に入

れていただいて、あまり細かく細かく見ていくと、かえって使い勝手が悪くなってしまう

という意見が昨年の連絡協議会で議論されました。 

（鈴木委員） 

 このカードの内容が決定すれば、市民に対して広報されますよね。こういうカードが配

られますのでご協力をお願いしますというような文章が配られるかと思います。その時に

発行元がこの連絡協議会の名称でいいのかどうか。というのもノーマライゼーション条例

を進めているところの事務局はどこの部署でしたっけ。そこの名称をここにつけてはだめ

なのでしょうか。 

 というのも私が市議会の議員だったら、どうしてこれは発達障害だけなのだということ

を質問します。その私の質問にどう答えるのですか。 

（西渕係長） 
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 個人的な意見になりますが、身体障害者手帳、精神障害者手帳などはございますが、い

わゆる発達障害者手帳というものがない中で、なにか社会的に助けを求める必要があると

いう状況で作成が検討されたという経緯があると思います。 

 例えば、サポートカード、単純に「あなたのサポートが必要です」「ご理解とご協力をお

願いします」という文面ではどうかと思っていますが、ノーマライゼーション条例の事務

局というよりは、この委員会もしくは連絡協議会の名称で発行したいという意見も尊重し

たいと思いますし、ノーマライゼーション条例の事務局でということですと、対象が限り

なく広がってしまいますし、発達障害について専門性を持った会議の名称で発行すること

が望ましいのではないかと考えております。 

（吉田委員） 

 私もサポートカードというと、私はサポートが必要ですということでよろしいのかなと

思います。配慮というといろいろと解釈があると思うのですが、これについて協議をする

と終わらなくなるだろうと。サポートカードということは決まっていますので、私はサポ

ートが必要です。あなたの配慮が必要ですとシンプルにまとめた方が受け取り手にもわか

りやすいのではないでしょうか。 

（尾﨑委員長） 

 新たなご提案の文言になりますけれども。吉田委員さんのご提案、「私はサポートが必要

です」「あなたのあたたかいご協力をお願いします」としてはどうかということですね。 

（山本委員） 

 これでいいですね。すっきりしますね。 

（尾﨑委員長） 

 今回のカードの趣旨に一番合うかもしれませんね。わかりやすいということが大事で、

パッと見た時に見た方がすぐ手伝うことができることが重要だと思います。一番わかりや

すいものがよろしいのかなと思いますが、みなさん今頷いていただいていますが、いかが

でしょうか。よろしいでしょうか。ほかにご意見がなければ、今の吉田委員さんの文言で

作成ということにしたいと思います。ありがとうございました。長きにわたって協議会で

やってきたものが、この場で承認されて個人的にもうれしいなと思いますが、先ほども申

し上げたように、まずは使っていただいて不便等が出てくるかもしれませんので、またそ

の時に検討できればと思います。では皆様熱いご議論ありがとうございました。 

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

について」、事務局から説明をお願いします。 

（西渕係長） 

 それでは、議題の３番目の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。資料は資料３－１から３－３でございます。 

 それでは、資料３－１をご覧ください。アンケートの概要でございますが、このアンケ
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ートの目的は、障害者の生活状況などを把握し、平成２７年度からスタートする次期障害

者総合支援計画の策定に向けた基礎資料とすることを目的に実施するものでございます。 

 実施時期につきましては、平成２５年１１月１日に調査票を対象者に発送、回答期限は

１１月３０日までとし、配布数は全部で９，０００部を予定しております。 

 次に、「３アンケートの対象等」ですが、調査票は障害の種別などの分類別に７種類ござ

いまして、このうち、発達障害者につきましては、団体を通じて２００件の調査を予定し

ております。 

 「４．業務スケジュール」でございますが、７月１６日に行われた障害者政策委員会で

アンケート案をお示しさせていただき、ワーキンググループを設置して検討を進めていく

こととなりました。障害者政策委員会の委員でもあります、矢崎委員に置かれましても、

ワーキンググループに参加いただけることとなりましたので、発達障害に関する設問を中

心に広くアンケートについてのご意見をいただければ、と思います。 

今後、本委員会からのご意見等も踏まえ、お手元のスケジュールに沿って調査票案の作成

作業を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 続いて資料３－２をご覧ください。こちらは、前回実施した平成２２年度アンケートの

設問項目を一覧にしたものに、今回新たに追加したい設問や削除してもよいと考えられる

設問を加えた事務局案でございます。網掛けになっている部分が新たに追加する設問にな

り、斜線の部分が削除する設問となります。なお、障害福祉事業所を対象とした調査票に

ついては、設問内容が大幅に異なるためこの一覧からは除外しております。 

左から身体障害者、知的障害者、発達障害者、精神障害者の４つの調査表につきまして

は、概ね同じような設問を設けており、精神科病院入院患者については、入院の状況や、

入院生活についての設問が中心となっており、難病患者については、病気や通院などの設

問を設けております。 

 次に、今回新たに追加を検討している設問について、いくつかご説明いたします。 

まず、知的障害者の日常生活の欄の網掛け部分ですが、知的障害者の紙おむつ利用に関す

るニーズの把握を目的として、その利用の有無に関する調査をしたいと考えております。 

次に、難病患者でございますが、前回アンケートの調査票は身体障害者などの他の調査

票とは異なる設問を多く設定していたところですが、本年４月に障害者総合支援法が施行

され、難病患者が障害者に含まれることとなったため、他の調査票と同様の設問設定とし、

就労の有無や生活上の困難などを把握したいと考えております。 

また、下から４番目の項目、「社会参加」の欄につきましては、昨年３月の障害者政策委

員会でご指摘のあったタクシー利用料助成や自動車燃料費助成についてのご意見を踏まえ、

「外出時の移動手段」として、利用の実態に関する設問を検討したいと考えております。 

次に、資料３－２の２枚目になりますが、一番上の「障害者への理解」の欄でございます

が、差別に関する部分として、前回アンケートの調査項目であった「日常生活や学校、職

場で、差別や疎外感を感じたことがあるか」を問う設問に「差別や疎外感を感じた場面」

や「差別や疎外感についての相談相手」を加え、どの分野において差別が多いと感じられ

るのか、誰に相談しているのか、把握したいと考えております。 

 今回実施するアンケートにつきましては、前回の調査表をベースに修正等を加える形で

作成することを予定しておりますが、調査票によっては、設問が４０問程度と大変多くな
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っているため、回答者の負担を考慮すると設問数の増加は避けるべきと考えております。 

 続きまして、資料３－３といたしまして、３年前に実施したアンケートがございますの

で、こちらも参考にご意見をいただければ、と思います。 

 今回のアンケートは、ノーマライゼーション条例が施行して初めてのアンケートとなり

ます。障害者を取り巻く状況を分析し、次期計画の策定に結び付けるとともに、こうした

大規模なアンケートの実施を貴重な機会ととらえ、今後の施策の展開や課題抽出に役立て

たいと考えておりますので、調査項目等について、ご意見を頂戴できればと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

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。 

（鈴木委員） 

 発達に関する調査票だけでよいのでしょうか。権利擁護委員会では精神入院患者の調査

票についても意見を申し上げたのですが、そのような議論は今回しなくてもよいのでしょ

うか。 

（西渕係長） 

 ご説明が不足しており、申し訳ありません。アンケートにつきましては他の審議会等で

も同様のご説明をさせていただき、御意見を頂戴してまいりました。今回は委員会の趣旨

も踏まえ、発達障害を中心にご意見をいただければ、と思います。 

（尾﨑委員長） 

 はい、矢崎委員さんどうぞ。 

（矢崎委員） 

 資料３－３の４３ページですが、発達障害に関しての問５の診断名についてですが、広

汎性発達障害というよりも、最近は自閉症スペクトラムの名称の方が普及している中で、

お医者様の立場もあると思いますが、これは一般市民といいますか当事者である本人、親、

家族が記入することなので、より一般の方がわかりやすい障害区分にしていかなければな

らないので、細かい部分は政策委員会のワーキンググループで詰め行くと思いますが、ど

のようなかたちで書いた方が一般の方がよりわかりやすく選択できるか、本日教育の関係

者は出席しておりませんが、教育に関しても相談した時にどのように伝えていくかが重要

になってくると思いますので、障害名をどのようにすべきかご意見をいただければ、と思

います。 

（尾﨑委員長） 

 それでは今の質問についてですけれども、ご参加の委員の中で、患者さんや相談者にど

う伝えているかということだと思いますので、皆さんそれぞれお答えいただければと思い
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ますが、いかがでしょうか。はい、久場川委員。 

（久場川委員） 

 これまでは広汎性ということで、いろいろな障害を重ねているということで説明しやす

いということがあったと思います。子どものお母様が自閉症という場合、敏感で伝えたく

ない場合もあるのですが、診断名として自閉症スペクトラムという障害を伝えざるを得な

い状況です。今までは広汎性と言っておりました。 

（鈴木委員） 

 私は、自閉症スペクトラムという概念については医師として反対の立場です。スペクト

ラムなのでどこからどこまでなのかわからない、つまり薄くなっていくとわからないとい

うことになるので、わかりやすく言えば疾病を例にすれば、「心臓病スペクトラム」という

概念はありませんから。自閉症スペクトラムの中にもかなり脳障害が明らかにわかるお子

さんもいるので、やはりスペクトラムではなく、診断としてきちんとできるものがあった

方がいいと考えます。診断にあたって今のところはＩＣＤ10 を使うか、ＤＳＭを使うかと

いうことになりますが、自閉症スペクトラムというのはどちらにもないので、医者として

はそうした診断はつけていないです。説明としてはそういうふうに言われていますね、と

説明することはありますが、個人的にはグレーからどんどんスペクトラムが変わっていく

という概念で自閉症はいいのかなというところで私は疑問を思っています。 

（尾﨑先生） 

 そうすると、鈴木委員は広汎性発達障害ということで。 

（鈴木委員） 

 ですから国際的な基準をつけるということですね。つまり教科書にそう書いてあるのな

らそのとおりに書くということです。名前は勝手に付けられたら困りますから。それこそ

「鈴木自閉病」みたいなことになってしまいます。 

（尾﨑委員長） 

 はい、ありがとうございました。他の機関の方でいかがでしょうか。はい、久場川委員。 

（久場川委員） 

 そこのところは現在ＤＳＭ-４がＤＳＭ-５に改訂されたのですが、まだ日本語版が出さ

れていないのですね。「自閉症スペクトラム障害」ということになるということで、外来な

どでそのまま親に伝えられるかどうかで少し困っているところです。 

（松本委員） 

 大変困った問題で、ＤＳＭ-５が５月に出されて、今翻訳を一生懸命やっているようです

けれども、自閉症スペクトラムというと非常に幅広くなっており、それを主張しておられ

る先生方は、中間域もあるし、自閉症の連綿たる流れの中にいる子どもたちという捉え方
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をしていますが、私の尊敬する先生方はこれにほとんど反対でして、鈴木先生の立場はよ

くわかります。やはりこれではめちゃくちゃになる。やはりそれぞれアスペルガーである

し、自閉症であるし、広汎性発達障害の方がはるかに子どもたちに沿った診断、治療がで

きると考えておりますし、私もその立場でございます。自閉症が連綿たるスペクトラムの

どこに位置しているのかわからなくなるので、これは日本としての立場をとって、別に世

界に追随する必要はないですし、新しいＤＳＭが出されたとしてもそれはただの診断基準

であって、現実に即した精神医療を行うべきなのかなと思います。私も自閉症スペクトラ

ムという言葉は使いますし、場所によってはその言葉で通すこともあります。私も困って

しまうことがありますので、これは日本としての統一見解を出してほしいと思っています。

ですから今のかたちでいくのがよいかなと私は思いますけれども。 

（尾﨑委員長） 

 はい、ありがとうございました。この設問はご自身が回答するというもので、付けやす

いものということに関してのご質問だったかなと思いますので、その他のところに自閉症

スペクトラムと書いていただくかどうかということになるかと思いますが、診断名のとこ

ろを今後よく検討いただくということでよろしいでしょうか。そのほかにはいかがでしょ

うか。 

（尾﨑委員長） 

よろしいでしょうか。また後日何かあれば事務局の方にお伝えいただいてもよろしいか

なと思います。それでは、議題の３については以上とさせていただきます。 

続いて、議題の４「平成 25 年度の理解啓発事業」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） 

本年度の理解啓発事業についてご説明させていただきます。 

さいたま市の発達障害者支援体制整備事業におきましては、毎年度、一般市民に対して発

達障害の理解と啓発を図るための取り組みを進めております。この取り組みは事業開始当

初より、主に啓発パンフレットの作成と発達障害を理解するための講演会という２つの柱

で取り組んでまいりました。 

まず、啓発パンフレットについてでございますが、こちらにつきましては皆様ご存知か

とは存じますが、「ちょっと気になる子（発達障害）を理解するために」と題しまして、毎

年度ライフテージごとにシリーズで作成してまいりました。平成２４年度につきましては、

これまでのシリーズを各 1000 部ずつ増刷というかたちで作成したところでございます。 

今後も、同様に理解啓発のためのパンフレットの作成が必要であると考えておりますが、

ライフステージごとのシリーズとしては概ね完結しているといえるような状況でございま

すので、ライフステージにとらわれない新たな形式として、どのようなものがよろしいか、

本日皆様方からのご意見を頂戴したいと考えているところでございます。 

事務局といたしましては、例えば相談機関向けのガイドブックなども含め、検討してま
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いりたいと考えておりますが、どうか忌憚のないご意見をいただきますようお願いいたし

ます。 

なお、具体的なパンフレットの発行についてでございますが、部数としては内容にもよ

りますが例年どおり 3,000 部から 5,000 部程度を見込んでおります。 

続きまして、講演会に関してでございますが、こちらも事業開始当初より、それぞれの

ライフステージにおける支援の専門家を招いて、発達障害を理解することを目的として開

催してきたものでございます。昨年度は「発達障害～基礎知識とライフステージを見通し

た支援～」ということで、本委員会の委員でありますこころの健康センターの小澤医師に

講師をお願いしたところでございます。 

本年度も開催を検討しており、開催時期は例年通り３月上旬の土曜日を予定しておりま

す。内容につきましては、相談支援機関向けのテーマなども含めて検討したいと考えてお

ります。委員会のご意見もいただきながら、今後事務局において検討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。 

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報告について、皆様から何かご意見やご

質問などございますか。またパンフレットの内容、講演会の内容についてのご提案などあ

りましたらよろしくお願いいたします。はい、山本委員。 

（山本委員） 

 啓発のパンフレットも講演会も周知という意味では有効な事業だと思います。ただし、

いままで理解啓発ということにとらわれてきた部分もございますので、もう少し実践で役

に立つ情報をもらえる取組が必要ではないかと考えています。例えば埼玉県で作成してい

るのは幼稚園の先生が使えるようなガイドブックであります。確か平成 24 年度だったと思

いますが、就労向けのガイドブックを作ったりということがあったかと思います。それを

見ますとかなり相談機関でありますとか、就職に向けてどのようなサービスがあるのかと

か、支援者、家族、ご本人に役立つような実践的なガイドブックを作っております。 

 さいたま市でもパンフレットですと一通り、成人期、思春期、乳幼児期それぞれの段階

のものが終わったということですので、今後は実践といいますか、支援者向けのパンフレ

ットやガイドブックを作成してもよいのではないかと考えております。 

（尾﨑委員長） 

 ありがとうございます。理解啓発ということでございますが、だいぶ浸透してきたとい

うことで、これから更に実践的、具体的な支援者向けに使えるものがいいのではないかな

というご提案だったかなと思います。そのほかにいかがでしょうか。 

（鈴木委員） 

 ご本人に何か書いてもらうような取組は考えられないでしょうか。写真入りでも構わな

いよという人がいるかもしれませんし。私はこんなふうに大変なのですよとか。あれだけ
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見ていてもイメージがわきにくいですよね。よく知っている人じゃないと。こういうふう

に育ってきて、こういうことに苦労していて、こんな時に助けてほしいとか、そういった

ことが書ける人がいないでしょうか。 

 全国的にみるとそういった人はたくさんいると思います。アスペルガーの方で皆の前で

そうした体験を語っている人はいますよね。本を出している方もいらっしゃいますし発達

障害の方の意見というのは直接聞かないとわからないことも多く、説明が上手な方の話を

聞くとよくわかるのですが、そうした方は説明が下手な方の心の中のことがよくわかるの

で、子どもにも当てはまったりするのでぜひ文書で説明が上手な方がいらっしゃればぜひ

当事者が語る発達障害のようなものができないでしょうか。 

（尾﨑委員長） 

 ありがとうございます。書店などでご本人が執筆された本や漫画など読みやすいものが

たくさんありますよね。非常にリアルに理解できる部分があるのかなと思いますので、本

人の声というものも検討して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。この件は、また良いアイデアを思いついたらまた事務局までお願いしたい

と思います。それでは、議題の４については以上とさせていただきます。 

続いて、議題の５「今後の発達障害者支援体制」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、事務局より報告させていただきます。

お手もとの資料は資料５－１と資料５－２になります。資料５－１は資料５－２の報告書

から課題等を抜粋したものでございます。 

まず、さいたま市における発達障害者支援体制について改めてご説明いたします。資料

５－２の２ページをお開きください。これがさいたま市の発達障害者支援体制のイメージ

図になります。さいたま市の発達障害者支援体制につきましては、乳幼児期を総合療育セ

ンターひまわり学園と療育センターさくら草という２つの療育機関が、学齢期を特別支援

教育相談センターと特別支援ネットワーク連携協議会が、成人期を発達障害者支援センタ

ーが、それぞれライフステージごとに専門性を発揮しながら支援にあたっております。 

これらの中心的な機関とその他の相談機関が様々な形で連携を取り合って、さいたま市

の発達障害者支援体制を構築しております。 

報告書の４９ページをお開きください。 

こちらではさいたま市における発達障害児者支援の重点課題を５つに分けて列挙してお

ります。この重点課題を踏まえて、これまでさいたま市における発達障害者支援施策がど

のように検討されてきたのか確認をしてまいりたいと存じます。 

報告書の 52 ページをご覧ください。 

まず、乳幼児支援のあり方についてですが、乳幼児期におきましては、乳幼児健診や親

子教室などを経て、療育機関につながるという体制が確立されておりますが、初診までの

期間が長期化している問題など、早期発見・早期支援の実現の観点から、改めて療育機関

の組織基盤についても検証が必要ではないかと考えております。 
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続きまして、特別支援ネットワーク連携協議会及び特別支援教育相談センターのあり方

についてですが、平成２１年特別支援ネットワーク連携協議会ができたことにより、支援

体制が確立され、療育で蓄積された情報や手法等を就学後の支援機関に伝えるなどの連携

の強化が図られつつあります。一方で、学校間の情報交換や学校の専門性の向上について

の取組を検討する必要指摘されております。 

次に、相談支援等に関わる各関係機関の担当者で構成される発達障害者支援連絡協議会

は、各ライフステージに応じた支援方法や支援体制を検討する場として重要な役割を果た

しており、今後も引き続き、具体的な事例に基づいた支援方法や支援体制のあり方に関す

る幅広い検討を行っていくことが求められております。 

続きまして、発達障害者支援センターのあり方でございます。平成２１年度の開設から、

相談件数は右肩上がりで増加し、平成２４年度の実相談人数は１０３４人となっておりま

す。１０月に開設から４年を迎えようとするセンターの、今後の役割、支援内容、職員体

制のあり方については、市全体の発達障害者支援体制の検討と併せて当委員会での協議を

お願いしたいと考えております。 

次に、当委員会のあり方についてですが、引き続き本市の発達障害者支援体制の中心的

な検討機関、連携機関としての役割が求められており、今後も支援体制の充実強化に取り

組んでいく必要がございます。 

発達障害者支援センターの開設により、成人期の相談支援の対応が可能になったこと、

思春期の相談支援についても、子ども未来局における青少年自立支援ルームや若者サポー

トステーションの取組などが行われていること、学齢期を中心に特別支援ネットワーク連

携協議会を中心とした連携が図られていることなど、一定の成果が見られますが、この機

会に今一度さいたま市の発達障害者支援体制の現状を検証し、今後取り組まなければなら

ない課題についてのご意見をいただければ、と思います。 

以上、発達障害者支援体制の現状と課題について、主に報告書の内容に沿ってご報告い

たしました。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。今後の具体的な課題などについての説明がありましたが、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。 

（鈴木委員） 

 まず乳幼児期のところで、冒頭の報告にもありましたが、早期健診のところがさいたま

市は今非常に滞っている状態です。健診は、４カ月健診、10 カ月健診、１歳６カ月健診、

3 歳児検診が行われていますが、その健診はさいたま市内の医療機関で行われており、そ

こでドクターが診てちょっと心配だなとか、あるいはこれは明らかに障害がある可能性が

高いなという子どもが保健センターに報告され、そこで二次健診を受けて、場合によって

は直接ひまわり学園やさくら草に行ってもらうとか、そういうかたちでやっています。 

さいたま市が合併してから、健診の方法は集団健診から個別健診に変わりましたので、

すべての健診が医療機関にお母さんと子どもが行くというようなかたちになっています。

個別健診ですから、当然そこには市の保健師さんや栄養士さんはいません。医療機関の規
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模は様々ですが、開業医ですからそれほどたくさんのスタッフはいませんし、健診も聴診

器をざっとあてるというくらいになっており、健診の質が全体的に下がったと感じられま

す。 

 私は合併前に与野におり、当時は集団健診を実施していましたので、ちょっと気になる

なという子どもたちがかなり発見できたのですが、今は発見がかなり落ちており、そのこ

とに対する不満が高まっています。 

統計や数字を追ってみたのですが、さいたま市の子どもはゼロ歳から 1 歳児がだいたい

1 万人で、毎年その数だけ増えていくので、５歳児までで５万人いるのですが、そのうち

保健センター、ひまわり学園、さくら草に回っている子どもはたった１％しかいません。

つまり１％しか発見されていないということです。しかもこれは身体障害を含めての数字

です。それ以外の子どもは小学校に入る直前か入ってから障害の問題が出ているというこ

とになります。１％というのはとてもあり得ない数字で、ＡＢＣが怪しいなという子ども

はだいたい８％とか、障害のある子ども、その疑いのある子ども、グレーゾーンの子ども

なども含めると１０％くらいはいるはずだという人もいます。 

 この委員会ですべてを解決できるわけではありませんが、この問題を考えていかなけれ

ばなりません。発見が遅れれば遅れるほど、それに対するフォローも遅れていき、手帳を

取得するのも遅れています。そのしわ寄せがかなり学校の方に出ていて、なんで今頃とい

うことになっています。この悪循環を何とかしなければならないというのが大きな問題だ

と思います。 

（尾﨑委員長） 

 ありがとうございます。今のような具体的な課題をご指摘いただいて、それをもとに提

言を行うというのも委員会の仕事として大事なことだと思います。ぜひ委員の皆さんから

お気づきの点を出していただければ、と思います。はい、久場川委員さん。 

（久場川委員） 

 保健センターでは保健所の仕事として乳児健診を実施しています。保健師による受診し

ていない子どもに対するフォローもやっていて、１歳６カ月健診の受診率は、90％以上、

95％以上でしたか、非常に高いのです。３歳児検診もやや下がりますが、90％くらいで受

診率は低くはありません。それでもこの時期では発達障害が見つからない。動き回る子ど

もは生理的な多動なのか、病的な多動なのかとても難しいのです。保育園や幼稚園に行っ

てその問題ごとが明らかになるということがありますので、５歳児検診が今、日本中のあ

ちこちで始まっていますけれども、そういうことが必要になっているということなのでし

ょう。 

 現状はさいたま市の健診では１％しか見つかっていない。発達の問題が疑われる場合、

ひまわり学園でフォローしていますが、そこが既にパンクしている。システム的に量が足

りないのです。医者を増やしてはどうかという話がありますが、診察室がないので構造的

に増やすことができません。 

 10 区の中で、西区と桜区にある施設だけでは対応できないというのが現実だと思います。

例えば、人口 140 万人くらいの川崎市では同じような施設が４箇所あります。120 万人の
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さいたま市に２つしかないということはやはり受け入れ体制ができていないということだ

と思います。 

 その点をさいたま市全体として捉え、早期発見、早期介入というところを考えていかな

ければならないと思います。ただ、早期発見というところで申し上げますと、私どもさく

ら草で初診が、年間 380 から 400 件くらいございます。そのうち 50％から 60％がゼロ歳か

ら４歳未満、つまり０歳から３歳代に見つかっているということになります。ですから早

期発見ということはある程度現実化されていると言えます。学童で発見されるケースは

20％くらいです。１年生から６年生までで 20％ですからそれほど多いわけではありません

が、この子どもたちは頻回に経過を追う必要があり、再診では学童の数が少し膨らみます。 

 西区にあるひまわり学園は難聴施設がついていまして少し規模は大きくなりますが、西

区のひまわり学園や桜区のさくら草に見沼区や岩槻区から通っている子どもも多いのです。

お母さんが車で送迎して通院、通園を継続しているため、家族に大変負担をかけていると

いう現状があります。そのあたりをこの委員会から発信していただけるとありがたいと思

います。 

（松本委員） 

 小児医療の現場から報告をさせていただきます。私も年間 800 人くらいの健診を行って

いますが、私は自分のところでなるべく診て、精密健診を行う必要があると判断したらさ

くら草あるいはひまわり学園につないでいます。小児科医会や医師会でいろいろと会合が

ございますけれども、よく出る話は待ち時間が長すぎる、予約を入れても早くて３カ月、

遅いと半年待ちという状況です。さきほど健診でこぼれているケースがあるのではないか

との指摘がありました。 

そのあたり小児科医としての反省点もありますが、私も小児科医会等で対応について話

をしておりますし、今度 10 月に乳幼児健診のマニュアルの改定が行われます。私もそのメ

ンバーになりまして、今全国の健診の状況や問診票などについて調べております。健診専

門医が必要ではないかというくらい、健診は大事な療育の出発点でありますし、早期発見、

早期対応の要のところだと思いますが、久場川委員がご指摘のとおり、もう一つといわず、

もう二つくらい療育センターがあってもいいのかなと思います。 

小児や神経の専門医、児童精神科医は発達の療育にきめ細かく当たっていると思うので

すが、なかなかそこまでのレベルに行かなくて、スクリーニングといいますか、小児科で

は一般の健診にとどまっており、やはり言葉の遅れが一番大きいのですが、そういったこ

とが心配される子どもたち、医者から見て心配だと思われる子どもたちを専門医が診てい

ただくことが重要で、通常の小児科でどこまで抱えればいいのか、そこが一番不安だとい

うのが仲間の小児科医の意見です。何かあったら大変だと、専門医ではないので。様子を

見て３カ月後にまた来てくださいというわけにいかないのですね。そこで専門医に診てい

ただけると安心ができるわけですね。保護者は３か月待っていいのだ、半年待っていれば

言葉が出ますよという言葉がほしいわけですから。そういうことを診てくれる場所がもう

少しほしいと思います。 

 保健センターの受診も、待ちが大変長くなっていて実際の受診にたどり着きません。で

すからそれに代わる場所を有志でつくろうかという話もでています。いろいろとあって実
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現は困難なのですが、それくらいの気持ちで思っています。発達障害の子どもが１％とい

うのはどう考えてもおかしな数字ですので、「早期」という言葉が何度も出てきますが、早

期発見、早期支援という、この根本的なところを実現できるようにしていきたいと常々思

っていますのでご協力のほどよろしくお願いたします。 

（鈴木委員） 

 お聞きになった現状のとおりだと思います。提案したいのですが、健診はとにかく医師

がやらないことには動かないので、医師会の先生方の協力がないと動きません。この委員

会にいるドクター、今日は私と久場川委員、松本委員の３人ですが、黒田委員と小澤委員

の５人でワーキンググループのようなものをつくって、健診の体制とフォローアップにつ

いて、事務局にも入っていただきますが、医師が集まってこの委員会に提言できるような

ものを、知恵を絞って市の方に上げる提案をまとめたらどうかと思います。認めていただ

ければ、夜にでも集まって、２回か３回か意見交換をして、提言できるかたちにして委員

長に提言するということを思ったのですが、いかがでしょうか。 

（小田和委員） 

 さいたま市の乳幼児健診を担当している地域保健支援課です。先生方にはいつも大変お

世話になっており、ありがとうございます。さきほどお話がありましたけれども、４か月、

10 カ月、１歳６カ月、３歳児検診を医療機関と連携して実施しています。確かに受診率は

４カ月、10 カ月、１歳 6 カ月では 94％と高い数字になっていますが、３歳児検診について

は少し下がって 88.7％という数字になっており、多くのお子さんが受診しております。 

その中で心配なことがあった場合には、保健センターでやっている健診に来ていただい

ています。10 区の保健センターでだいたい月に１回から２回程度、平成 24 年度は年間 128

回ほど開催したところですが、半日単位で多くのお子さんを診るということができません

ので、先生方のお話にもありましたが、1 カ月から 3 カ月くらい待って健診に入っていた

だくということになっています。 

 ひまわり学園やさくら草もやはり待ち時間が長く、せっかく医療機関の先生方に診察を

していただいても、すぐに療育機関で心理やＳＴの担当者に診てもらうということができ

ない状態で、そのあたりは私たち保健所や保健センターの保健師も大変困っているという

現状です。 

 乳幼児健診については、保健所の方から毎年医療機関の先生方に案内を配布させていた

だき、ご覧になっていただいているかと思いますが、今のマニュアルがかなり古い資料と

なっており、現に診察している現場の実態にそぐわない状態になっているのではないかと

いうことで、先日、７月の４医師会の幹事会でその見直しについてお願いできないかとい

うことで申し入れをしております。すぐに変えていくということは難しいかもしれません

が、１年、２年かけて見直しをやっていこうと主管課として考えております。 

 見直しができましたら、実施医療機関の先生方に健診票ですとかマニュアルを説明する

にあたって、これまで説明会のようなものを開いて来なかったので、成人のがん検診は毎

年のように行っているのですが、乳幼児健診についても今後はそういったところを取り入

れながらやっていこうということを主管課として考えています。また先生方にはご協力い
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ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（矢崎委員） 

 専門の先生方から、療育機関が不足しているというご意見を頂きまして、非常にありが

たく、当事者団体としては、療育施設を充実してほしいということを数年前からかなり強

くお願いしてきた次第ですので、この検討委員会でもその点を強くお願いしたいと思いま

す。 

 ７月 16 に行われました障害者政策委員会におきましても、私から療育施設の充実につい

て重ねてお願いいたしまして、現在のひまわり学園、さくら草だけでは不足していると。

さいたま市では見沼区にはるの園を設置しているので療育施設としては十分だということ

ですが、はるの園は医療一体型ではなく、通園施設なので保育のかたちになっていて、学

齢期も含めて外来ができないということになります。外来ができる療育施設の充実という

ことについては政策委員会の方でもお願いをしましたが、なかなか私一人だけの意見では

難しい部分もありますので、ぜひ検討委員会の方でも提案等を出していただけるとありが

たいと思います。 

 関連いたしまして、問診とかそういったもので、自分の経験からすると、一見して障害

だとわからない、知的の遅れのないケースだとどうしても自分で甘くつけてしまうという

お母様もいらっしゃいますし、逆にかえってもっと厳しくチェックする方もいらっしゃい

ます。 

問診項目の見直しについて、私の手元にあるのが平成 21 年度版なので、最近の母子手帳

がどのように変化しているのかわからないのですが、通常母親になると母子手帳にかなり

書き込むことになりますので、母子手帳の内容についても発達障害が疑われる場合に、発

達障害にかかわらずすべての障害にチェックできる項目を増やしていただく、また別冊の

部分でも発達障害のところで相談に行きやすいかたちの施設紹介をしていただくというよ

うな工夫を今後さまざまな専門のご担当の皆様からご意見をいただきながら進めていただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

（尾﨑委員長） 

 はい、他にはいかがでしょうか。久場川委員。 

（久場川委員） 

 保健センターで実施している親子教室、あれはお母様が子どもをどう遊ばせるのかとい

う練習になってとてもいいですね。親子教室の中に地域の療育施設の園長先生などが入っ

ておりまして、例えば中央区でしたら、杉の子園の園長先生が入っておりまして、親子教

室後さらに経過観察を継続する必要がある場合は通園施設の園に母子で通うグループを紹

介しています。今、現在母子通園は空きがある状態ですし、通園は満杯ですが、母子通園

のところは園によっては状況に合わせて増やしてくれています。保健センターの親子教室

の次のステップが見えてくるということになります。 

今、保健センターで行っています発達健診には主にひまわり学園から医者を派遣してい

ますが、ひまわり学園の外来も十分にできない状況ですので、地域の他の施設、医療機関
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との連携を更にとりながら、保健センターの健診、親子教室を充実させ、もう少し落ち着

いたかたちで、子ども支援、家族支援ができると良いと思います。 

遅れ自体よりも、お母さんがそのことで子どもたちに無理に喋らせようとする、力で何

とかしようということが次の問題を呼んでしまいますので、お母さんが落ち着いて育児が

できるような身近な指導的立場にあるのが保健センターだと思っています。 

（小田和委員） 

 保健センターの親子教室も各 10 区の保健センターで特徴を持って実施していますけれ

ども、1 回あたりだいたい 10 組程度の親子に来ていただいています。確かにお母さんがお

子さんと上手に遊べるとか、お子さんのこういうところが心配だとか、そういったところ

は保健師や保育士が様子を見ながら、心配であれば療育の方につなげるような活動はして

おりますけれども、なかなかどこも余裕があってというわけにはいかないところもありま

す。 

（尾﨑委員長） 

 ぜひ事業の拡大をお願いしたいと思います。他にはよろしいでしょうか。これまでこの

委員会や連絡協議会でも例えば、早期発見までの時間が長いなどの課題の指摘がたくさん

あったかと思いますが、課題が明らかになった以上、この委員会としてできれば、具体的

な提言を市に対してお示しをしていければよろしいかなというふうに思います。今後とも

活発な提案をよろしくお願いしたいと思います。 

 まずは先ほど鈴木委員からご提案のありました、ドクターの委員５名によるワーキング

グループを設置してはということでしたが、私個人としてはぜひお願いしたいなと思いま

すので、５名の委員の皆様でぜひ進めていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。委員の皆様ご賛同いただけますか。よろしくお願いいたします。はい、鈴

木委員。 

（鈴木委員） 

 保育園もいろいろと発達の問題が見えやすいところで、保育士さんたちが発見したり、

気付いたりということで。特に保育園は大変待機が多い状態なので、いろいろと家庭に事

情があったり、お子さんに何か問題を抱えていたりとか、そういう子どもが優先的に入っ

ていくことになっていると思います。言葉はあれですが、訳ありといいますか、通常のお

子さんに比べて大変なお子さんたちが入ってくるので、今保育園の中が非常に大変な状態

になっています。 

母子家庭や生活保護の子どもが多いとか、ダウン症を抱えているとか、家庭やお子さん

に問題を抱えている子どもたちが優先的に入っているので、虐待の問題も含めてさまざま

な状況、情緒不安定、すぐキレる、乱暴だったり、躾けられてなくてちゃんと朝ご飯食べ

られていなくてとか、というようなことが日常茶飯事で起きていると思うのです。 

 旧与野市の場合、私が６つの園を定期的に回って、お母さんも交えて発達についてとか

生活についていろいろと話をしていたのですが、合併後そうしたものがなくなって、今、

全体的に心理の先生が巡回しているようですが、生活面のところまで踏み込んでいったア
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ドバイスまではできていないという感じです。 

保育の専門の委員もいらっしゃっているのでそのあたりのところはどうなのかなという

ことで、保育の中で発達について気になる子どもがいたら、保育士さんがどこをどう結び

付ければいいのか、保育士の相談相手は誰なのかそういうあたりのところも旧与野市の時

とは違う感じになってしまったなと思っているので、たぶん孤軍奮闘している面があると

思いますので、そのあたりはいかがでしょうか。 

（村山委員） 

 鈴木委員がおっしゃるように、こころの悩みを抱えたお母さんや子ども、それから虐待

もそうです。私は公立保育園の担当なのですが、問題のない保育園はないというのが現状

です。 

 健診のところでもお話がありましたが、３歳児健診が終わりましたということで、集団

の中に入ってくると、あの子どもはちょっと違うかなということで日常生活をしていく中

で保育士が発見することがあります。すぐにお母さんに受診を勧めるということは必ずし

もできないのですが、こういうことで私たちは困っているよとか、心理の先生に相談しな

がらひまわり学園やさくら草をお勧めしたりするケースが増えています。 

 それから、保育園には加配の制度があり、１つの園に２人の保育士を加配して、認定さ

れたお子さんはそういうところを利用できるのですが、重いタイプのお子さん、例えば肢

体不自由であるとか、見た目でわかりやすいお子さんは対象になりやすいのですが、発達

障害のお子さんは最大で２人の保育士で４人までという条件の加配になるので、結局保育

園の中で工夫して見ていくということが現状になっていると思います。 

 どこも大変なことに加えて、保育士が不足しているという現状もあります。 

（尾﨑委員長） 

 各現場からの本当に厳しい現状と課題が出てきて状況がよくわかりました。はい、矢崎

委員。 

（矢崎委員） 

 医療のワーキンググループを始めていただけるのであれば乳幼児期はもちろん大切なの

ですが、児童期から成人期医療にどうつなげていくとか、成人期の発達障害の医療体制の

不足はさいたま市だけでなく、全国的な課題ですが、勝手な診断名を付けてきてしまうと

かそういった問題もありますので、成人期医療の方もよろしくお願いしたいと思います。 

（鈴木委員） 

 学校の子どもたちの問題は結局医療的にみると校医の問題になってしまいます。校医さ

んが法律的には発達障害も健診で診なさいよ、ということになっているのですが、実際に

はそうなっていなくて、一般の健康診断では身体に聴診器を当ててみるだけで、就学時の、

１年生の健診時に発達障害まで踏み込んではできていないのが現状です。他の県の状況は

わかりませんけれども。 

 校医さんの本音から言うと、発達障害まで触れるとお母さんからいろいろと言われてし
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まうのではないかとか、他にもいろいろ忙しいとか、小児科専門ではなく、内科もやりな

がら、という校医さんもいるので、そうした内科の先生からすると発達障害は難しいな、

よくわからないな、というのが正直なところだと思います。 

また、小児科の先生からすると感染症の関係、予防接種が大変増えていますので、大変

忙しいと。そういう中で発達の相談に来て、30 分や１時間という時間はとても取れないと

いう医療現場の問題もあって、学齢期以降のことは大変難しい状況です。 

 特別支援学校を卒業した後の施設の状況も厳しいですよね。来年くらいでいっぱいでは

ないかと。高等部を卒業した後の行き場所である施設がパンパンの状況なので、上尾かし

の木は今生徒が何人くらいいるのでしょうか？大宮北特別支援学校はどのくらいでしたっ

け？上尾かしの木はマンモス校で一学年に 100 人以上いたと思いますので、毎年毎年その

数が出てくるわけですから、それに対応する施設はないわけですよ。何年かに一度こうし

た問題が起きて、その時は施設を作るといったん減るのですが、また同じ問題が起きます。

今の高校３年生は受け入れ先がなんとかあるのですが、その先でいうと受け入れ先がなく

て、問題行動のあるお子さんは辞めてくれと言われているそうです。 

（尾﨑委員長） 

 今日は学校関係の委員さんがおりませんので、そのあたりの詳しい話はお伺いできませ

んが、生徒はどんどん卒業していきますが、卒業後のことが厳しいということはいろいろ

なところで言われておりますので、今後そうしたことも検討委員会の中で出てくる話だと

思います。 

 それではよろしいでしょうか。議題の方について以上とさせていただきます。 

３ そ の 他  

（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か。 

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） 

 どうもありがとうございました。さきほどワーキンググループのご提案がございまし

たが、鈴木先生をはじめ、またご相談させていただいて、今後の運営を決定していきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 今後の予定ですが、次回は 11 月頃の開催を予定しております。詳細が決まり次第、改

めてご連絡させていただきます。 
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それでは、以上をもちまして、「第 25 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    


