
第２８回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会議録 

日時：平成26年7月17日（木）15:00～ 

場所：障害者総合支援センター研修室 

 次  第  

１．開  会 

２．議  題 

  ○ 第27回委員会会議録（案）の承認 

 ○ 前年度実施事業の報告 

 ○ 発達障害者支援センターからの報告 

 〇 次期障害者総合支援計画について 

３．そ の 他  

４．閉  会 

 配布資料  

・ 第28回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 次第 

・ 同座席表 

・ 同委員名簿 

・ 発達障害者支援体制整備検討委員会設置要綱、附属機関等に関する要綱 

・ 第27回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会議録（案） 

・ 資料１ さいたま市の乳幼児支援のあり方について（概要）及び報告書 

・ 資料２ 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３ 平成 25 年度 発達障害者総合支援センター事業実績 

・ 資料４－１ 次期障害者総合支援計画の策定について 

・ 資料４－２ 次期障害者総合支援計画の体系案について 

・ 資料４－３ 次期障害者総合支援計画の工程について 

・ 参考資料 さいたま市障害者総合支援計画等策定のためのアンケート調査結果報告書

・ 参考資料 矢崎委員提供 障害者就労の現状と職場の合理的配慮の講演会資料 

・ 参考資料 さいたま市発達障害者支援センター提出 サポートカード 2 種類 

 出 席 者  

委  員・・・名越斉子、鈴木仁史、浅沼康雄、成瀬明子、矢崎弘美、二瓶則子、山

路久彦、黒田安計、山西敦子、土井真司、田辺龍一、星聡、杉本美弥

子（小峯真紀委員代理）、大竹美津子、内河水穂子（敬称略）
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事 務 局・・・【障害福祉課】 

       小島徹一郎（課長補佐）、高橋純一郎、滝沢干奈、新井康太 

       【障害者総合支援センター】 

        永島淳（所長）、太田邦子、真野哲 

１ 開 会  

（小島課長補佐） 

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

変お忙しい中をご出席いただきありがとうございます。私は、障害福祉課課長補佐兼ノー

マライゼーション推進係長の小島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

皆様に事前にご案内しておりますが、これまで委員長の職にあった埼玉大学の尾﨑教授

が埼玉大学附属特別支援学校の校長に転任されたことに伴い、委員長及び委員を辞任され

ました。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 15 名、欠席委員２名とな

っております。 

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

料といたしましては、一冊の冊子にしておりますが、第 28 回さいたま市発達障害者支援体

制整備検討委員会次第、同座席表、同委員名簿、発達障害者支援体制整備検討委員会設置

要綱、附属機関等に関する要綱、第 27 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会会

議録（案）、資料１さいたま市の乳幼児支援のあり方について（概要）及び報告書、資料２

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３平成 25 年度 発達障害者総

合支援センター事業実績、資料４－１次期障害者総合支援計画の策定について、資料４－

２次期障害者総合支援計画の体系案について、資料４－３次期障害者総合支援計画策定の

工程について、参考資料さいたま市障害者総合支援計画等策定のためのアンケート調査結

果報告書、以上でございます。 

なお、本日矢崎委員からご提供いただきました障害者就労の現状と職場の合理的配慮の

講演会の資料を配布させていただいております。 

また、さいたま市発達障害者支援センターのほうからサポートカード 2 種類を参考とし

て配布させていただいております。資料は以上でございます。 

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。お手元の資料の右下のページで申し上げます

と、３ページ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
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容に誤りがないかご確認をいただくとともに、公表についてご理解をいただければと存じ

ます。 

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

許可するとの御了解をお願いいたします。 

（ 異議なしの声 ） 

それでは、ただ今より第 28 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会を開会させ

ていただきます。開会にあたりまして、障害福祉課長の吉野より挨拶を申し上げるべきと

ころでございますが、急な公務によりまして、定刻までに間に合わないとのことでござい

まして、到着次第ご紹介したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

最初に、発達障害者支援体制整備検討委員会設置要綱の改正についてご説明いたします。

お手元の４ページ以降の要綱に関する資料をご覧ください。去る２月に行われた本市議会

の２月定例会におきまして、本市の附属機関の設置等に関する一括条例が成立し、これま

で要綱設置に基づき、実質的に審議、審査、調査等を行う附属機関としての性格を有する

協議会は、条例に基づく附属機関として改めて設置されたところでございます。 

その他の協議会につきましては、その所管事務等について附属機関との差異を明らかに

することとされており、要綱により設置されている本委員会については、市民、各種団体

の代表者、専門的知識を有する方などの意見を聴取し、市の行政に反映させることを目的

とした協議会として改めて位置付けることが必要となりました。 

６ページは改正内容の見え消しになりますが、先ほど申し上げた観点から、要綱中に定

められていた開催要件や議決要件など、附属機関の事務分掌と紛らわしい規定については

廃止としたところでございます。 

他方、開催要件の廃止に伴い、出席委員が少数となった場合における委員会の議論の実

効性を高める観点から、委員の代理出席を認める規定を追加いたしました。この代理出席

は第４条の（２）学識経験を有する者以外の委員が欠席する場合に適用される規定でござ

います。以上が発達障害者支援体制整備検討委員会の要綱改正についてのご説明でござい

ます。 

続きまして、４月の人事異動等で委員の半数以上が新委員となっておりますので、引き

続きの方も含めて、改めて委員の皆様全員の自己紹介をお願いしたいと存じます。お手数

ですが、鈴木仁史委員から時計回りでお願いできますでしょうか。 

（ 委員自己紹介 ） 

ありがとうございました。なお、松本こどもクリニックの松本委員とこころの健康セン

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。どうぞ皆様よろしくお願いいた

します。 

また、新委員の方には、本日机上に委嘱状と任命書をご用意させていただいております
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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。 

（ 障害福祉課職員紹介 ） 

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

たいと存じます。 

（永島所長） 

障害者総合支援センター所長の永島でございます。職員の紹介をさせていただきます。 

（ 障害者総合支援センター職員紹介 ） 

（小島課長補佐） 

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、冒頭申し上げましたように、尾﨑委員長の辞任に伴い、現在委員長が不在となっ

ておりまして、本日、新たな委員長を選出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） 

私は、発達障害が今ほど話題になる 20 年以上前から研究に携わり、障害に関する知識や

経験が豊富な有識者である名越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。 

（小島課長補佐） 

 ただいま矢崎委員さんから名越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 ） 

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、名越委員、委員長をお引き

受けいただけますでしょうか。 

（ 名越委員 承諾 ） 
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ありがとうございます。それでは、本委員会の委員長は名越委員にお願いをすることと

いたしたいと思います。名越委員、どうぞよろしくお願いいたします。恐れ入りますが、

名越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。 

（ 名越委員 委員長席へ移動 ） 

（名越委員長） 

委員の皆様、改めましてご挨拶させていただきます。ただいま委員長に指名されました

名越でございます。初めての会議ですし、まだまだ至らないところも多いかと思うのです

が、何卒よろしくお願いいたします。 

２ 議 題  

○第 27 回委員会会議録（案）の承認 

（名越委員長） 

それでは、次第に添いまして議事の進行をさせていただきたいと思います。まず、議題

の１、第 27 回委員会会議録（案）について、事務局はご説明ください。 

（小島課長補佐） 

はい。去る３月６日に第 27 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会を開催いた

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、「今後の発達障害者支援体制について」、「次期障害者総合支援

計画策定のためのアンケート結果について」、「平成 25 年度家族支援体制整備事業実績につ

いて」、ということでございました。 

会議録につきましては、委員の皆様に、今回の委員会の開催案内と併せて、「第 27 回さ

いたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 会議録案」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 13 ページ以降が会議録となっておりますので、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。 

（名越委員長） 

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。 
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（ 異議なしの声 ） 

それでは、「第 27 回さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会 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。 

○前年度実施事業の報告 

（名越委員長） 

続いて、議題の２番目、「前年度実施事業の報告」ということですが、事務局から説明を

お願いします。 

（小島課長補佐） 

はい。それでは、前年度事業実績について、事務局より説明させていただきます。お手

もとの資料の右下 32 ページﾞ、資料１をご覧ください。昨年度本委員会で検討いただいた

乳幼児支援のあり方の報告書でございますが、32 ページが概要、33 ページ以降が報告書の

本文となっております。 

乳幼児支援のあり方につきましては、昨年度の委員会の主要な議題として、本市を取り

巻く課題等について委員の皆様に熱心にご議論をいただき、その内容を報告書として取り

まとめたものでございます。 

3 月に委員会を開催した後は、事務局にて若干の文言等の調整の上、委員長からの報告

書として市に対して提出し、市内部における報告や関係部署への配布を行うとともに、委

員の皆様に送付させていただきました。また、本市の障害者施策の総合的かつ計画的な推

進について必要な事項などを調査審議する障害者政策委員会に置きまして報告書の配布を

行ったほか、さいたま市４医師会幹事会の場で、会員の医師の皆様方に作成の経緯や報告

書の内容をご説明したところでございます。 

報告書の内容につきましては、今後市の各部署におきまして検討していく予定でござい

ますが、まずは報告書の内容の周知を図り、課題についての情報共有を進めていくことが

重要と考えております。 

次に、42 ページ、資料２をお願いいたします。昨年 3 月に開催した発達障害を理解する

ための講演会についてご報告いたします。この講演会は例年 3 月に実施しているもので、

昨年度は 3 月 16 日、日曜日に中央区の産業文化センターにおきまして、リラクリエーショ

ンプロジェクトの橋本敦子氏をお招きして、スヌーズレンについてご講演をいただきまし

た。 

当日は 125 名の方にご参加いただき、内訳としては一般の方が 70 名、関係団体や関係機

関の方が 28 名、庁内関係者が 27 名となっております。講師の橋本氏から、スヌーズレン

の始まり、言葉の由来、外国における定義などについてご紹介いただいたのち、さまざま

な外国の事例をはじめ、保育園や幼稚園での導入事例、家庭で取り入れる際の工夫や留意

点などを写真や動画を活用してわかりやすくご説明いただきました。 

参加者の方からはスヌーズレンについてよくわかった、身近なもので代用できることが
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わかった、実際に疑似体験ができてよかったなどの好意的な御意見を多く頂きました。一

方で、発達障害に関する具体的な関わりやアドバイスを期待された参加者からはもっと発

達障害そのものについての話を聞きたかったというご意見もいただきました。 

45 ページは直近 5 年間の講演会の実績でございますが、昨年度の開催結果も含めこれま

での実績や委員会の皆様からの御意見なども踏まえつつ、今年度の講演会を検討してまい

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。説明は以上です 

（名越委員長） 

ありがとうございました。ただいまの事務局の報告について、何かご意見、ご質問など

ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。そうしましたら特にご質問等ございませんようですので、それで

は議題の２については以上といたします。 

○発達障害者支援センターからの報告 

（名越委員長） 

引き続いて議題の３番目、「発達障害者支援センターからの報告」、事務局から説明をお

願いします。 

（永島所長） 

はい。それでは当センターの平成 25 年度の実績ついてご説明させていただきます。ペー

ジで言いますと 46 ページ、資料３になります。 

この表は毎年統計を取っているのですけれども、平成 25 年 10 月より統計を取る方法が

変更になったことによって、この表の中に 2 段落になったりするところもございますが、

そのような理由でございます。 

まず１番、本人・家族からの相談です。電話 2,362 件、面接 1,733 件、訪問 136 件、そ

の他 339 件、計 4,570 件ということで、年々増加の一途でございます。 

その下にいきまして、年齢層です。ここで一番目立つのは、19 歳から 29 歳までが 197

件で、一番多い年齢層となっております。当センターにおける成人期の相談も少しずつ定

着してきたのかなというふうに思います。 

次に（3）番目の紹介経路ですけれども、これは新規相談者を数えているのですが、圧倒

的にメディアというところに偏りがあります。これは、市のホームページや市報などで当

センターの存在を知って当センターに相談したという経路が一番多いということでござい

ます。 

相談内容の延べ件数ですが、前期の相談支援は 1,066 件、発達支援が 667 件、就労支援

が 477 件、当センターは発達障害者の支援も行っているのですけれども、障害の内容にと

らわれずに就労支援も行っておりますので、この就労支援というのも最近かなり増えてき

ております。 

25 年度後半になりまして、相談・発達支援が 1,455 件、相談・就労支援が 905 件という

ことになっております。 
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（５）番、相談者の続柄というところで、一番多いのは本人で 2,781 件であります。続

いて親ですね。本人と親がほとんどを占めております。 

（６）の発達障害診断の有無というのも必ず確認させていただいております。どういう

診断を受けているのですかと尋ねると、だいたいこういう診断を受けておりますというこ

とであります。中には、不明や未診断の方も 641 件含まれております。 

次のページをお願いします。（７）平成２５年度委託事業「発達障害者のための就労準備

支援事業」といたしまして、昨年度８月から 26 年の３月まで、今まで当センターの中で個

別面談相談支援援助のほうを行ってきたところですが、年数も経ってきまして、この相談

件数もかなり増えてきまして、この中から今度は集団での活動に移ることが可能な方を何

人かピックアップいたしまして、障害者福祉施設みのり園さんのほうと委託契約を結びま

して、10 時から 12 時まで毎週金曜日にこのような形で集団の中で、家庭以外の場所で就

労準備をしていただいたということがここに記されております。 

２番目の関係機関調整ですが、毎年相談をしている中で、どのようなところと連携して

いるのかということです。やはり機関連携は非常に多く、最近は発達障害者本人だけの相

談支援ではなくて、必ずその人の家族がついてまいります。そうすると気付いたら家族支

援になっているような状況がほとんどで、2,054 件という数字がこの辺に現れているので

はないかと思います。また、その機関を分類すると下記の表のようになっていて、これは

かなり分散しております。医療機関であったり他の相談機関であったり、行政機関であっ

たりというところでございます。 

３番といたしまして、その他の活動として、当センターの事業では研修会・講師派遣な

ど様々な取組を行っておりまして、ご覧いただいている事業のようなことを行ったという

ところでございます。以上でございます。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。ただいまの事務局の報告について、何かご意見、ご質問など

ございますでしょうか。はいそれでは黒田委員お願いいたします。 

（黒田委員） 

先ほど資料 1 のほうで、さいたま市の乳幼児支援のあり方について話が出たところにつ

いて、実際にはどういうようなご相談があったのか教えていただけたらと思います。 

（永島所長） 

私が先日受けたケースでは、北区にお住まいのお母さんから電話が入りまして、うちの

子ども３歳の女の子のケースですが、近所の子どもよりどうもしゃべりだすのが遅い。よ

くよく聞くとまだ検診を受けていないのですね。その後どうしたらよいのかわからないと。

他のお母さん方に聞いてみると発達障害じゃないかと言われてどうしたらいいのですかと

いう相談を受けたことがありました。その時は最初は保健センターを案内しました。保健

センターのほうでなにか検査を受けた後、また相談があるのであれば、最初は近所の小児

科医に相談してくださいという案内をして、そのあと保健センター、そのあとに療育セン

ターに進んでいくのが一番いいのではないですかというようなご案内をしたことが、先日
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一例としてございました。あとは担当でも相談を受けていると思うので所長補佐に代わら

せていただきます。 

（事務局） 

小さいお子さんの場合だと、大抵うちは大人の施設なので、というお断りをしてから状

態に合わせて見合った機関のご案内をすることを前提としてお話をお伺いしています。多

く聞かれるご相談のひとつは、言葉が遅れていて視線が合いにくく、保健センターにご相

談されたところ、ひまわり学園やさくら草をご紹介いただいたと。数か月待ってやっと診

察していただいたが、療育開始までさらにまた少し待ちの期間があり、なかなか療育が始

まらないと。待っている間とても不安なので、どこかあわせて相談できるところが、さい

たま市の中にないのでしょうかというものです。 

そして同じくらい多いご相談内容は、療育を受けましょうと言われたのだけれども、療

育の必要性がわかるようでわからない。療育が始まるということは、この先どうなってい

くということなのか。とても不安なので、気持ちを聞いてほしいというようなご相談です。

親御さんの思いとしては、発見されたらされたでとても不安、でもそれを超えて一歩踏み

出そうとした時に、すぐその手が差し伸べられないということはさらに不安が高くなる。

しかし、そんな状況が現状としてはあるように感じられます。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。では、鈴木委員お願いいたします。 

（鈴木委員） 

医療現場の実感と同じだと思います。当院も非常に多くのお子さんたちがかかっており

まして、予約するのに時間がかかる状態です。できるだけ自分のクリニックに近いお子さ

んやかかりつけのお子さんを優先せざるを得ないのが実態です。例えば岩槻に住んでいる

方からぜひ診てほしいというような電話がかかってきたことがあります。小児医療センタ

ーには聞きましたかときくと、まだだというので、かかりつけの先生から紹介状をもらっ

て予約してください、もしダメならまたお電話くださいと対応しました。それでかかりつ

けの先生に書いてもらって予約しようとしたら４ヶ月後ということでした。市民の方がせ

っかく発達障害についての気付きが出来はじめて、なんとかしようという気になっていて、

何か努力しようとしている方への早期の支援やサポートというのは、さいたま市に限らず

県全体の課題だと思います。 

（名越委員長） 

鈴木先生ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。はい、矢崎委員さんお

願いいたします。 

（矢崎委員） 

さいたま市発行の啓発パンフレットについて質問いたします。本日の資料には、予算の

資料やパンフレットの資料が入っていないので新規の委員の方もなかなかわからないと思
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いますが、毎年さいたま市では発達障害への理解を目的としたパンフレットを発行してい

たと思います。発達障害者支援センターさんはピンク色の冊子を毎年発行していただいて

おり、たしか平成 26 年も３月くらいに発行していただいて新しい資料を講演会などで配布

されたかと思います。 

さいたま市においては、毎年ちょっと気になる子・発達障害を理解するためにというよ

うな冊子を毎年発行しておりまして、平成 23 年度までは年代別などによって幅広い形で毎

年新しい形でのパンフレットを作製していただきました。 

ただ、平成 24 年度は前の資料が不足していたという理由で旧資料の増刷といった形で

24 年度はこの総集編を増刷した形で発行いたしました。25 年度の検討委員会において今年

度のパンフレットはどうするかといった議論があり、確か私以外の委員だったと思います

のが、専門機関向けに作製したらどうか、どういうふうなパンフレットを作製したらよい

だろうかというような形で年度当初に議論していただいたと思いますが、25 年度のちょっ

と気になる子を理解するためにという理解啓発資料は一体どうなったのかをお伺いしたい

と思います。確か 25 年度の予算編成においてパンフレット作製の予算もたしか入っていた

はずだと思いますので、どのような形でこのパンフレットは発行されたのかお伺いいたし

ます。 

（事務局） 

毎年作製しているパンフレットについてお答えいたします。矢崎委員ご指摘のとおりこ

れまでパンフレットを作製してまいりましたが、幼児期から成人期まで一通りライフステ

ージごとのパンフレットを作製した後はですね、どういった内容にすればいいのかという

ことで議論を重ねておりますが、昨年度においては実際にパンフレットを作製するには至

らなかったというのが実態でございます。 

（矢崎委員） 

パンフレットを作製する予算が編成されていたかと思いますがその予算は使わなかった

のですか。別のことによって使われてしまったのでしょうか。 

（事務局） 

予算自体は計上されております。執行に至らなかったということになります。 

（名越委員長） 

はい。執行されなかったというご返答をいただきました。 

（矢崎委員） 

それでは、大変恐縮なのですけれども平成 23 年度から新しいものがなく、平成 25 年度

の年度当初に私以外の委員から新しい内容でパンフレットを作製したらどうかというよう

なご意見が複数の委員からございましたので、今年度はどのようにしていくかということ

をこの検討委員会もしくは連絡協議会、必要であればワーキンググループを開いて今年度

の課題にしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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（名越委員長） 

はい、そうしましたら今の件につきましてはご意見をいただいたということで事務局の

ほうで引き続き検討していくということでよろしいでしょうか。 

他には何かございますでしょうか。それでは、議題の３については以上といたします。 

○次期障害者総合支援計画について 

（名越委員長） 

引き続いて議題の４番目、「次期障害者総合支援計画について」、事務局から説明をお願

いします。 

（小島課長補佐） 

はい。それでは、議題の４点目、次期障害者総合支援計画について、説明いたします。

資料は 48 ページ以降、資料４－１から４－３でございます。 

本市では障害者福祉分野に関する部門計画として、障害者基本法に基づく「市町村障害

者計画」と、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」を兼ね合わせた、さいた

ま市障害者総合支援計画を策定しておりますが、現計画の計画期間が平成 24 年度から 26

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。そこで、

今年度は、平成 27 年度から平成 29 年度までの障害者総合支援計画を策定することとして

おりまして、計画の審議自体は、市の附属機関である障害者政策委員会で行う予定でござ

いますが、重要なテーマでありますので、本委員会の委員の皆様にも内容についてご説明

させていただきたいと存じます。 

はじめに 48 ページの資料４－１をご覧ください。次期計画策定に当たっての基本的な考

え方についてご説明いたします。 

まず１点目として、計画策定の前提ですが、国の計画の方向性や内容を踏まえた上で、

本市のノーマライゼーション条例の理念に沿った計画とし、市の上位計画である総合振興

計画や関連計画との整合を図るとともに、基本方針、基本目標、基本施策等の計画の体系

は継続性の観点から、現行計画からの継承を基本といたします。 

次に２点目の現行計画の構成ですが、現計画は発達障害者関連も含めて障害福祉関係の

事業が合計で 180 事業となっており、他部局の事業も合わせて大変多くの事業を所管して

いるところでございます。 

３点目の現状と課題についてですが、大変多くの事業を位置付けることで、部局横断的

に総合的な取組を推進する内容となっておりますが、一方で法定事業や具体性の乏しい事

業なども含めていることなどから、事業数が大変多くなっており、適正な進行管理を行う

上での課題となっております。また、重点プログラムの位置付けも課題と認識しておりま

す。 

４点目として、次期計画策定の方向性ですが、まず、体系については現行計画からの継

承を基本としたうえで、昨年度国が策定した第３次の障害者基本計画を踏まえ、基本目標

や基本施策を再構成することといたします。また、現行の 180 事業を整理し、適正な進行
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管理や取り組むべき事業の明確化を図ることが必要と考えております。さらに重点事業に

ついては、各基本目標や基本施策の中に位置づけた事業の中から特に重要な事業を選定す

ることで、重点事業としての位置付けを明らかにしたいと考えております。 

次に 49 ページ、横向きで恐縮ですが、資料４－２をご覧ください。資料の見方でござい

ますが、向かって左側に現計画の基本方針、基本目標、重点プログラムを記載しておりま

す。右側には対比させる形で次期計画体系案を記載しております。なお矢印は現計画と次

期計画の対応する箇所を示しております。また点線箇所には次期計画の要点を記載させて

いただいております。 

それでは次期障害者総合支援計画の体系案についてご説明いたします。まず、計画の根

幹となる基本方針ですが、現行計画の基本方針は、本市のノーマライゼーション条例の前

文と目的に基づき、目指すべき大原則として掲げた方針であり、次期計画においても継承

していくことが妥当と考えております。 

次に、基本目標でございます。基本目標１の内容は、国の障害者基本計画においても、

新規分野として新たに基本的方向として位置付けられたほか、条例の基本的な構成要素に

もなっていることから、現計画から継続して位置付けるべきと考えております。 

基本目標２と基本目標４ですが、現行計画の基本目標４「生涯にわたる発達の支援」の

基本施策は、他と比較して保育や教育など具体的な事業で構成されており、その内容は「子

ども・青少年希望プラン」や「特別支援教育推進計画」にそれぞれ位置付けられているこ

とから、基本目標ではなく、基本施策の一つとして基本目標２の①「ライフステージを通

じた切れ目のない支援」として再構成したいと考えております。 

また、現行計画の基本目標２ 基本施策⑤「地域自立支援協議会等を中心としたネットワ

ーク」は、関係機関相互のネットワークの構築について一定の成果を上げていることや相

談支援体制に関する取組の一つであるため基本施策③「相談支援体制の充実」に統合した

いと考えております。 

基本目標３については国の基本計画においても引き続き推進していくこととされており、

現計画から継続して位置付けるべきと考えております。 

最後に新たな基本目標として、国における新たな方向性や市民の関心の高まりなどを受

け、新たに「障害者の安心・安全」を目標に掲げることとしたいと考えております。 

次に 50 ページ、資料４－３をご覧ください。次期計画策定の工程についてでございます。

6 月 30 日に行われた障害者政策委員会、7 月 4 日に行われた市民会議におきまして、計画

についてご議論をいただいたところでございます。今後障害者政策委員会を中心に計画に

ついての審議をお願いしてまいりますが、この発達障害者支援体制整備検討委員会からも

随時ご意見を賜るとともに、進捗状況についてご報告させていただきたいと思います。説

明は以上でございます。よろしくお願いいたします。  

（名越委員長） 

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

ございますでしょうか。はい、鈴木先生お願いいたします。 

（鈴木委員） 
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49 ページの次期障害者総合支援計画の体系案についてですけれども、左側が 24 年度か

ら 26 年度までで、右側が 27 年度から 29 年度ですけれども、矢印で現行のものから次期の

ものへ再構成されたものなのですけれども、基本目標の２にある相談支援体制の充実と 5

番の地域自立支援協議会等を中心としたネットワークが一つになって相談支援体制の充実

というふうになっているのですけれども、ちょっと意味がよくわからない。地域自立支援

協議会はそのまま続くわけなのでこの文言の再構成の意味というか、意図がちょっとわか

らないのでもしお分かりになれば教えてください。 

（小島課長補佐） 

地域自立支援協議会につきましては、おっしゃるとおり引き続き継続していくところで

ございますが、この協議会の中で相談支援体制の充実ということにつきましても審議をし

ておりますし、成果といたしましてもコーディネーターの連絡会議などを通して充実した

議論がなされているところでありますので、ここは相談支援の充実の内容と重複する部分

もあるというところも含めまして、この二つの部分を統合して改めて計画の中で位置づけ

てまいりたいという意味で再構成という意味で記載をさせていただいたところでございま

す。 

（鈴木委員） 

たしか地域自立支援協議会の中に、右側の基本目標の 1 のところにあるような差別と虐

待のところに絡んでいることを扱っているのに、ここには矢印がきていないのでなんか変

だなというふうに感じたということだけなのですが、よくわからないのですけれども。 

（小島課長補佐） 

おっしゃるとおり地域自立支援協議会の中で虐待や差別の内容につきましても審議させ

ていただいておりますが、その部分を含めて言葉遣いといたしましては相談支援体制の充

実という言葉で括ってしまっているのですけれども、この中には今おっしゃられたように

虐待に関することとか差別に関することもこの中に含まれておりますので、そのように計

画の中に位置づけてまいりたいというふうに考えております。 

（名越委員長） 

はい、矢崎委員さん。 

（矢崎委員） 

障害者政策委員会の委員も兼ねておりますので、障害者政策委員会の中で説明を受けて

いて、私がその際にこのように感じたということを述べさせていただきます。当日の資料

がちょうど手元にございましたので、基本目標の２質の高い地域生活の実現の中の計画相

談支援の確実な実施については、地域自立支援協議会を中心に進捗状況を管理する必要が

あるために二つの点が統合された、一緒になった。つまり地域自立支援協議会がすべて把

握していただきたい進捗状況を管理するためにここの部分を一つ３番と５番を④にしたと

いうような形で私は把握していたので一応補足としてご紹介させていただきます。 
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（名越委員長） 

矢崎委員補足説明をありがとうございました。鈴木先生よろしいでしょうか。大丈夫で

しょうか。またご意見等ございましたらお受けしたいと思いますがいかがでしょうか。こ

の件につきましては今年度この委員会の開催の折に随時検討されていく障害者政策委員会

からの進捗状況のご報告も事務局のほうからございますでしょうし、こちらからの意見や

質問も吸い上げていただくということで継続されていく審議かと思いますので、特にほか

にご意見がないようでしたらこの議題を終わらせていただきたいと思いますが、他にはい

かがでしょうか。それでは、議題の４については以上といたします。 

それでは、これで決められた議事は全て終了となりますが、皆様から何かございますか。

はい、鈴木先生お願いします。 

（鈴木委員） 

９ページの附属機関等に関する要綱の部分で聞きたいのですけれども、一つはこの委員

会はこの要綱にある委員会なわけですよね。委員会というのはここに書いてあるように 10

ページの一番上のところの「審議会、審査会、調査会等附属機関と紛らわしい名称を用い

ないこと。」「「審議する」、「答申する」等附属機関と紛らわしい所掌事務を付与しないこと。」

ということになっているということは、審議をするものであるとか答申するものではない

といってよろしいのかということと、それから第４条の（５）に「再任する委員の通算の

在任期間は、６年以内とすること。」ということであまり長くいることはよくないというこ

とは私にもわかりますけど、いつからそうなのか、私は６年以上やっているのですけれど

も、その２点をお願いします。 

（小島課長補佐） 

このさいたま市附属機関等に関する要綱での位置づけということですが、この協議会は

第２条の（２）の協議会等と規定されている協議会に当たるということでございます。ま

た、この協議会については先ほど鈴木委員さんがおっしゃられましたとおり、第３条にお

きまして（１）から（３）に書かれた事項、こちらに留意し附属機関との差異を明らかに

することというふうに定められてございますので、紛らわしい名称を用いないこととか、

「審議する」「答申する」といった所掌事務を付与しないこと、また意見及び構成員から聴

取した意見については、答申、建議、意見書等附属機関の審議結果と受け取られるような

呼称を付さないことといった条件が定義されているといったところでございます。 

また、委員さんの再任について、通算の期間が６年以内というお話でございますが、こ

ちらが改正されたのが平成 24 年の 10 月なので、その施行日から規定をされたということ

でございます。原則ということで例外はあるかとは思いますが、原則は６年ということで

よろしくお願いします。 

（鈴木委員） 

そうしますと、前にもここで出ましたがこの委員会でいったい何ができるのか、何が市

の中心に向かって言えるのか言えないのかという話が以前出たこともあったのですけれど
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も、ここで決議ができるのか、決議したものを委員会決議としてちゃんとした具申みたい

なことができるのか、そうではなくあくまでオピニオンとしてこの委員会は機能していて

オピニオンをある程度事務局が把握をしてそれに対して何らかの反映をしてそれで行政的

なものにするというものなのか、どうもこの文章だけでは法律のことは私もよくわからな

いのですけれども、実態としてはここの委員会はどういう機能を持っていて、何が決定で

きて何が決定できないのかというものは明確にはならないのでしょうか。審議会は市長に

具申ができるので強い意見ができることは知っていますし、ここが審議会でないこともも

ちろん知っています。 

（小島課長補佐） 

この協議会で何ができてどこまでの機能をもっているのかといった趣旨のご質問かと思

うのですが、要綱によって設置されているこの委員会はあくまでも市民の皆様や各種団体

の代表者の方とか専門的な知識を有する方々からご意見を頂戴して市政のほうへ反映させ

るということを目的として設置されているものであります。 

したがいまして、今回先ほどお話がありましたけれども意見の上げ方につきましても、

具申ということはありませんが、乳幼児支援のあり方についても、こういう報告がありま

したということで処理しておりますし、全庁に向けてこういう報告がありましたので今後

の行政に活かすように参考にしてほしいということで通知したりということはしておりま

す。あとは市政へ反映するためのご意見という形で私どものほうとしては取り扱っている

というところでございます。 

しかしながら、委員さんが今おっしゃられた附属機関のように強い審議結果の答申とい

うようなかたちではないというところでございます。 

（名越委員長） 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは進行を事務局にお返しいたし

ます。 

３ そ の 他  

（小島課長補佐） 

ありがとうございました。今後の日程についてでございますが、次回の開催は 10 月 30

日の開催を予定しております。詳細が決まり次第改めてお知らせいたしますので、何卒よ

ろしくお願いいたします。 

ここで障害者総合支援センターさんからこのサポートカードについてご説明をこの場を

お借りしましてしていただきたいと思います。 

（事務局） 

障害者総合支援センターの真野です。サポートカードについて報告をさせていただきた

いと思います。昨年度の委員会のほうでもご紹介させていただきましたけれども、あの時

は案ということで出させていただいておりましたものが無事に完成いたしまして、今配布
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の準備をしているところです。初めての方も半数以上いらっしゃるということなので簡単

に説明させていただきます。 

障害者総合支援センターのほうが主催しております発達障害者支援連絡協議会の中で、

小さいお子さんを抱えたご家族の方に発達障害のことについて知ってもらうためであった

りとか、あとはご本人様がＳＯＳを発する時の一つのフォロー的なものとしてなにか我々

のほうでつくることはできないだろうかということで議論を長年してきたものです。私た

ちのほうで関係各部署のほうにもぜひご協力のほうお願いして周知と配布のほうをしてい

きたいと思いますのでどうぞご協力をよろしくお願いいたします。 

４ 閉  会  

（小島課長補佐） 

それでは、以上をもちまして、「第 28 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。冒頭障害福祉課長の吉野が途中からの参加ということでお

伝えしておりましたが、間に合わずご挨拶ができなかったことについて本当に申し訳あり

ませんでした。後日吉野のほうから挨拶をしたいというふうに思います。 

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    


