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さいたま市長 清水 勇人 殿

さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会

 委 員 長  尾﨑 啓子

さいたま市の乳幼児支援のあり方について

当委員会は、本市の発達障害者支援体制に関して、今般、主に乳幼児支援の

あり方について検討を重ねました結果、別紙のとおりとりまとめを行いました

ので、報告いたします。
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さいたま市の乳幼児支援のあり方について

前 文

 さいたま市発達障害者支援体制整備検討委員会は、発達障害者支援法（平成

16年法律第 167号）の施行に伴い、本市における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設置されている。

 これまで発達障害者支援センターの開設に向けて、主に成人期を中心とした

支援体制のあり方等について検討を行ってきたほか、発達障害児者の個別支援

計画策定のためのツール「潤いファイル」を教育委員会と連携して作成するな

ど、発達障害児者のライフステージに応じた支援体制の整備を行ってきたとこ

ろである。

 また、この間、教育委員会においても平成19年に改正学校教育法が施行され、
特別支援教育が法的に位置付けられたことを受け、平成 21年５月に特別支援教
育推進計画を策定するとともに、「さいたま市特別支援ネットワーク連携協議会」

の運営や特別支援教育相談センターにおける相談活動の充実が進むなど、学齢

期の支援体制の強化が図られてきた。

成人期と学齢期の支援体制についての検討や充実強化が一定程度図られたこ

とを踏まえ、今般、本市における乳幼児支援体制のあり方について、委員会と

して検討を行うこととした。

これまで医師の委員による２回のワーキンググループにおける調査及び検討

を行ったうえで、医師、当事者団体、各支援機関や行政機関の職員による３回

の委員会における調査検討を行い、その内容について以下のとおりとりまとめ

を行ったものである。
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第１ 乳幼児支援をめぐる現状と課題

１ 乳幼児支援に関する現状認識

発達障害のある子どもに対しては、早期から発達段階に応じた一貫した適切

な支援を行っていくことが重要であり、早期発見・早期支援の対応の必要性が

きわめて高いとされている。この早期発見・早期支援に必要な措置を講じるこ

とについては、発達障害者支援法においても国及び地方公共団体の責務として

も明記されているところである。

新聞報道でも取り上げられ、関係者の間で話題になった記憶も新しいが、さ

いたま市教育委員会が平成 25 年 11 月に公表した「通常の学級に在籍する特別
な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」によれば、「学習面又は行動

面で著しい困難を示す」とされた児童生徒の割合は、文部科学省の全国調査

6.5％と比較して 9.1％と高い数字が示された。この理由としてさまざまな要因
が考えられるが、本市における特別支援学級の設置率が低いことや保護者の意

向を尊重した就学相談を実施していることには留意する必要がある。

一方、本市において、平成 24年度に乳幼児健診や育児相談等を通じて発達の
問題に気付かれた子どもの人数は 821 人とされており、各乳幼児健診の受診合
計人数 40,201人（加療中の人数を除く）を母数とした場合の発見率は約２％に
過ぎないとの報告もなされている。この段階で学習面の発達の課題を発見する

ことは困難であるものの、先の調査で「行動面で著しい困難を示す」とされた

児童生徒の割合が合計で 4.7％に達することに鑑みれば、少なくともさいたま市
の就学前人口の約３％近くが乳幼児期に早期発見・早期支援の手を差し伸べら

れずに学齢期を迎えているものと考えられる。

「特別な教育的支援を必要とする児童生徒の状況」 発達の問題に気付かれた子ども達

さいたま市 全国調査   人数 発見率 

行動面又は学習面で著しい困難を示す 9.1% 6.5%  乳幼児健診 275 人 0.68％ 

学習面で著しい困難を示す 7.2% 4.5%  医療機関 21 人 0.05％ 

行動面で著しい困難を示す 4.7% 3.6%  育児相談 430 人 1.07％ 

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.9% 1.6%  健診票フォロー 58 人 0.14％ 

    未受診フォロー 11 人 0.03％ 

    その他 26 人 0.06％ 

    合計 821 人 2.04％ 

２ 乳幼児健康診査（以下、乳幼児健診）を取り巻く課題

合併を契機として、さいたま市の乳幼児健診は、実施医療機関での個別健診

※療育センターさくら草久場川医師調査
※発見率は各人数を平成 24 年度の乳幼
児健診受診者のうち加療中でない人数
40,201人で除した数字

※平成 25年 3月さいたま市教育委員会実施
※調査対象人数 11,772人
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方式にすべて移行した。個別健診には、かかりつけの医療機関での受診や日程

を選んでの受診ができるという利便性の高さがある一方、集団健診のように言

語、心理等の専門職を含めた多面的な視点が不足しがちになるデメリットも指

摘されている。

このため、個別の乳幼児健診では健康面や身体面のチェックが中心となりが

ちで、重度および中度の障害は発見されることはあっても、行動や言語、コミ

ュニケーションに課題のある軽度の知的障害や発達障害が発見されにくいこと

が課題となっている（２ページ表「発達の問題に気付かれた子ども達」の乳幼

児健診発見率が 0.68％）。
また、集団に参加することで、気になる行動が明らかになり、わが児と他の

子どもの違いから、わが児の発達課題等に気づき始める保護者も少なくない。

集団健診はこうした機会の一つであるが、個別健診のもとでは、保護者自身が

集団に参加する前の時期に子どもの発達状況や問題に気づき、児へ適切に対応

していく必要がある。

３ 保健センターの抱える課題

保健センターは市における地域保健対策の拠点施設であり、生活習慣病等の

健康診査、健康相談、健康教育など日常生活に密着した保健サービスの提供を

行っている。

重要な業務の一環である乳幼児健診についても、現状の実施医療機関での個

別健診を補うため、概ね月１回程度、小児神経科医師をはじめとする各専門職

による乳幼児発達健診を各区の保健センターで実施しているが、受診までの待

機期間が３、４カ月に及ぶなど長期化の課題は解決されていない。

乳幼児発達健診や個別相談後に発達の遅れや情緒面に不安のある幼児とその

保護者に対して行われる親子教室は、多職種の職員による観察や集団指導を通

じて、幼児の健やかな育成や保護者自身の気付きや不安の軽減を目的に開催さ

れており、有効な支援のひとつとして高く評価されるべきものである。

一方で、初回利用までの待機期間は区によって異なるものの、３、４カ月に

及ぶこともあり、専門職種の確保をはじめとして、参加定員や開催回数の増加

などの改善策を講じることが必要である。

４ 療育センターの抱える課題

市内の療育支援事業の中核を担う療育センターであるひまわり学園及び療育

センターさくら草は、健診以外に家族や関係機関、医療機関からの申込み紹介

も多く、初診までの待機期間は半数が３カ月以上となっている状況が常態化し

ている。再診患者の増加とも相まって、飽和状態となっている診察予約状況の
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改善が必要である。

とりわけ常勤医師については、ひまわり学園３名、さくら草２名体制となっ

ているものの、増員を検討するに当たっては診察室の増設など構造的な課題へ

の対策も講じていくことが必要である。
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第２ 今後の乳幼児支援の具体的な方策

１ 乳幼児健診の見直し

（１）医師向けの研修の充実等

疾病や身体的障害の早期発見や早期対応とともに、発達障害の発見や子育て

支援も期待されるなど、乳幼児健診の役割が時代の変化に伴い多様化している

実態、上述のように、行動や言語、コミュニケーションに課題のある軽度の知

的障害や発達障害が発見されにくいという実態を踏まえ、市と４医師会の共同

により、医師をはじめとする医療機関従事者向けの乳幼児健診に関する研修会

の実施を検討すべきである。

（２）乳幼児健康診査問診票

健診時の基本情報として重要な位置付けを占める問診票については、保護者

による記載や医師の確認が一部形骸化している実態に鑑み、乳幼児や保護者の

健康状態や生活環境を一層反映し、医師の確認がより適切に行われるよう、国

における見直しの検討の方向を踏まえ、平成 27年度以降に適切な見直しを実施
すべきである。

（３）保護者への理解啓発の推進

発達障害の早期発見・早期支援のためには、乳幼児に最も接する時間の長い

保護者が発達障害についての正しい知識や理解を深めていくことが不可欠であ

る。このためには、妊娠・出産に伴い、すべての母子に交付される母子健康手

帳に、発育や発達に関する内容と対応の工夫、相談窓口についての掲載を検討

することが効果的である。

（４）健診後の受け皿の充実

乳幼児健診においては、医師により発達健診や精密健診等の必要性が判断さ

れ、保健センターや療育センターでより詳しい健診が行われているものの、先

述のように発達の問題に気付かれた子どもが約２％に過ぎないことに鑑みれば、

発達障害の見過ごしや様子見による問題の先送りが生じていることは否定でき

ない事実である。

行動や言語、コミュニケーションに課題のある軽度の知的障害や発達障害が

発見されにくいという実態を踏まえ、行政区単位で設置されている保健センタ

ーの積極的な利用を促す仕組みを引き続き検討する必要がある。あわせて保護

者への周知を広げ、より保健センターを利用しやすい環境を整える方策を検討

することも必要である。
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２ 保健センター機能の充実強化

（１）待機期間の改善

保健センターで実施している発達健診及び親子教室については、疾病の早期

発見や乳幼児の発育・発達の支援の観点から重要な役割を果たしている点で大

きな意義を有している。

親子教室については、乳幼児の一定程度継続的な参加を前提としており、直

ちに空き状況を改善することは困難であることから、当面、医療機関との連携

を進めながら、発達健診の実施回数や職員の増加を図り待機期間の短縮を図る

べきである。

（２）個別相談によるフォローの充実

乳幼児健診後の受け皿のひとつとしても今後の役割が一層期待される保健セ

ンターについては、現状の保健師の地区担当制を維持しながら、マンパワーの

確保を前提に、中長期的な視点からも知名度や利用率の向上について引き続き

検討が必要である。

３ 療育センター機能の見直し

（１）初診待機期間の改善

かねてから指摘されている初診の待機待ちについては、療育センターの定員、

医師の配置、診察室の構造などの課題があり、直ちに抜本的な解決を図ること

は困難であるが、今後も継続して検討すべき課題である。

当面の方策として、現状の療育センターのキャパシティを踏まえ、高校生以

降の年代の受診者については、市内 20カ所のメンタルクリニックの利用を積極
的に促進するなどの取組についても検討する必要がある。

（２）療育センター機能の見直し

現行の療育センターの体制については、旧岩槻市との合併も前提として検討

されたものではなく、発達障害を持つ乳幼児が想定以上に増加したこととも相

まって診察や療育を受けるまでの待機期間が長期化している。また、岩槻区お

よび隣接する見沼区、緑区の一部地域の利用者には遠距離で日々の通園や頻回

となる外来療育指導の通所負担が大きいなど、市東部地域の療育センター機能

の不足は否めない。

現行のひまわり学園や療育センターさくら草の機能や体制の見直しを前提と
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しつつ、市東部の新たな療育センター機能の追加も視野に、市全体の療育体制

の充実強化を図ることが必要である。

４ 関係機関等との連携及び支援等

（１）医療機関と保健師の連携

精神科医師が子育て全般について高い関心を必ずしも有していない実情を踏

まえ、地区担当の保健師との情報交換等について積極的に取り組むなど、医療

機関と保健師の連携強化を図ることについて引き続き検討する必要がある。

（２）保育園、幼稚園との連携、支援のあり方

市の子ども未来局で実施している保育園や幼稚園への専門職派遣は職員支援

が中心となっているが、今後は児童発達支援センターによる有料の職員派遣の

活用など、保護者向けの支援も強化するなど、保育園・幼稚園支援策を整え明

確にする必要がある。

（３）児童発達支援センターのあり方

施設の有する専門機能を活かし、地域の障害児やその家族への相談、障害児

を預かる施設への援助・助言を併せて行うなど、地域の中核的な療育支援施設

としての機能が期待される児童発達支援センターについては、発達障害児支援

についても健診までの受け皿としての暫定的な役割も含めてより柔軟な活用が

可能となる仕組みを検討すべきである。

（４）（仮称）子ども総合センターにおける発達障害児生活支援室のあり方

平成 21 年 10 月に設置された「発達障害者支援センター」は主として成人期
の発達障害に対する相談支援の役割を担っているが、乳幼児期からの一貫した

支援の充実を図る観点から、（仮称）子ども総合センターへの発達障害児者支援

機能導入に当たっては、ライフステージを通じた生涯にわたる発達支援を視野

に相談支援体制の整備を検討すべきである。

（５）支援者支援のあり方

保健センターの保健師や療育センター等の専門職は保護者からの相談のみな

らず、幼稚園や保育所の教員や保育士等へのアドバイスやケースカンファレン

スに携わる立場であり、自ら業務上必要な知識を深め、経験を積むことが求め

られる。支援者にこうした自己研鑚の機会を保障することは重要である。

一方で市民ニーズの多様化や相談件数の増加に加え、担当業務の複雑化や異

動年数の早期化などの問題が相まって、支援者である専門職について組織的か
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つ戦略的な人材育成が必ずしも出来ていないことが課題となっている。専門職

等の「支援者支援」のあり方についても引き続き検討していくことが必要であ

る。

（６）親の気づきにつながるような場の確保

市で作成している「子育てきっかけ応援ブック」には子育て支援センターな

ど親の気づきにつながる場の情報が多数掲載されているものの、職員個々の気

づきによる紹介など、親への情報提供がシステム化されていない課題について

はそのあり方を引き続き検討すべきである。

（７）学齢期以降の継続した支援

乳幼児期の支援体制のあり方が重要なことは当然であるが、乳幼児期の支援

の情報等を就学先に適切につないでいくことも重要である。ライフステージの

移り変わりにより支援が途切れることのないよう、「潤いファイル」のより積極

的な活用をはじめ、幼保小の一層の連携強化の取組など、一貫した支援の継続

が必要である。


